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■今月の表紙
「北海道新幹線開業カウントダウン看板」
　写真は、本所の正面入り口に掲示された北海道新幹線
開業のカウントダウン看板と去る６月11日に正式発表さ
れた新駅の正式名称「新函館北斗」の横断幕を撮影した
一葉です。
　各地関係機関が協力して行っている青函共用走行区間
における全ダイヤ高速走行の早期実現に向けた要望活動
や官民一体となって進めている「ようこそ！はこだて
へ。」をはじめとする観光PR活動等が急ピッチで行われ
ているなか、北海道新幹線開業に関して、今後も本所で
は各種委員会や部会での意見交換や行政への働きかけ等
を積極的に行ってきます。

平成26年7月10日発行(毎月1回10日発行)
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　平成26年度税制改正により、本年10月1日以後、外国人旅行者等が免税店で買い物をする際、これ
まで消費税免税の対象外にされていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品が免税対象となり
ました。
　これからは物品を販売する店舗の全てで免税店の許可を受けることにより、外国人旅行者等を売上に取り込むチャンスが生まれま
す。訪日外国人旅行者は、10年前と比較すると昨年は約２倍に増加しており、さらに、外国人旅行者が日本で実施する活動として日
本食を食べることに次いで多いのがショッピングであり、ショッピングは非常に大きな訪日動機となっています。
　しかし、輸出物品販売場（免税店）は、全国に5,777店（平成26年４月１日時点）に対し、東京国税局及び大阪国税局管内に3,940
店（全国の68.2％）に集中しており、地方には免税店が少ないと言えます。　
　そこで、平成26年10月から始まる免税対象物品の範囲拡大に伴い、地域の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人が地方ならではの
特産品を免税店で買い物できるように取り組むことで、それぞれの売り上げ拡大のチャンスとなります。

　消費税法施行令の一部を改正する政令（平成26年政令第141号）等により、輸出物品販売場制度について、主に次の１から３の改
正が行われました。なお、これらの改正は、平成26年10 月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。 

１ 免税対象物品の範囲の拡大 
　食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされてい
ましたが、その非居住者に対する同一店舗における１日の販売額の合計が５千円超50万円までの範囲内の消耗品について、次の方法
で販売する場合に限り免税販売の対象とされました。

販
売
方
法

① 非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票（免税物品の購入の事実を記載した書類）の貼付け
を受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
② 非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③ 指定された方法により包装されていること。

《改正前》  食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品は免
税販売の対象外。 

➡

《改正後》  食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品も免
税販売の対象。

輸出物品販売場制度  
　輸出物品販売場（免税店）を経営する事業者(注)が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に
供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。 
（注）輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。

◯ 免税店は、国内での横流し等の不正を防止するため、以下の事項をすべて満たす場合に、消耗品の免税販売を行うことができる。

① 同一の非居住者（外国人旅行者等の日本に住所又は居所を有していない人）に対して、同一店舗における１日の消耗品の販売合計
額が５千円を超え、50万円までの範囲内のものであること。
② 非居住者から旅券等の提示を受け、旅券等に購入記録票を貼り付け、旅券等と購入記録票との間に割印すること。
③ 免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入者誓約書（署名が必要）を提出してもらうこと。（7年間の保存義務）
④ 指定された方法により包装を行うこと。
　※　包装方法の詳細は、国土交通大臣及び経済産業大臣が定めた告示による（平成26年３月）。

※ 　一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には、消耗品の販売方法による。

免税店における外国人旅行者等への免税販売物品の範囲拡大について

輸出物品販売場制度の改正について

制度改正後の免税店における輸出物品販売について

外国人旅行者等への消費税外国人旅行者等への消費税
免税販売制度の改正免税販売制度の改正

+

免税品目の
拡大による
海外観光客の
売上増大

制度改正後の
免税販売の
４つの
ポイント

改正内容の詳細
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　非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、
これまでと同様に免税販売の対象になりません。

消耗品の包装方法
　消耗品の包装方法は、次の要件の全てを満たす「袋」又は「箱」に入れ、かつ、開封された場合に開封されたことがわかるシール
の貼付けにより封印をする方法によります。  

袋 の 要 件 箱 の 要 件

① プラスチック製であり、透明又はほとんど透明であること。 段ボール製、発泡スチロール製等であること。

② 使用される状況に照らして、出国までに破損しない十分な強度を有するものであること。

③ 本邦から出国するまで開封してはならない旨及び消費税が免除された物品を消費した場合には消費税が徴収される旨が日本語及
び外国語により記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。

④
内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合にあっては、内
容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書
面が貼り付けられたものであること。 

内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は
記載された書面が貼り付けられたものであること。 

( 注 ) 消耗品の鮮度の保持に必要な大きさであり、かつ、当該消耗品を取り出せない大きさの穴を設けることは妨げない。

包装方法の詳細については、観光庁のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html

２ 輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加 
　同一の輸出物品販売場において、その非居住者に対して１日に販売する一般物品（消耗品以外の通常生活の用に供する物品をいい
ます。）の額が 100 万円を超える場合には、その非居住者の旅券等の写し(注)を、輸出物品販売場を経営する事業者の納税地又は販
売場の所在地に保存しなければならないこととされました。 
(注）パスポートの場合、パスポートの番号、一般物品を購入する非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分の写し。

保存期間 輸出物品販売場を経営する事業者が免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から２月を経過し
た日から７年間

 
３ 購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化 
　免税販売に当たっては、輸出物品販売場を経営する事業者は「購入記録票（免税物品の購入の事実を記載した書類）」を作成して非
居住者の旅券等に貼付けて割印することとされており、非居住者は「購入者誓約書（免税物品を購入後において輸出する旨を誓約す
る書類）」を当該事業者に提出することとされています。 
　この購入記録票及び購入者誓約書については、これまで法令に様式が定められていましたが、特定の様式ではなく、法令に定めら
れた事項が記載された書類であればよいこととされました。 
　また、記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等（購入者に対し交付する領収書の写し等）を購入記録票等に貼付け、かつ、
当該明細書等と購入記録票等との間に割印した場合には、当該明細書等に記載された事項の購入記録票等への記載を省略できること
とされました。  

≪購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項≫

記 載 す べ き 事 項 購入記録票 購入者誓約書

① 　購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日 ○ ○

②　購入者の所持する旅券等の種類及び番号 ○ ○

③　輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称 ○ ○

④　輸出物品販売場を経営する事業者の納税地及び所轄税務署名、輸出物品販売場の所在地 ○ －

⑤　購入年月日 ○ ○

⑥　品名、品名ごとの数量及び価額、物品の価額の合計額 ○ ○

⑦　  購入後において輸出することを誓約する旨（消耗品の場合、購入した日から30日以内に輸出す
ることを誓約する旨）及び購入者の署名 － ○

※　 　購入記録票には、上記の①から⑥の事項のほか、「本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又
はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に購入記録票を提出しなければならない旨」や「本邦から出国するまで購
入記録票を旅券等から切り離してはならない旨」など、一定の事項を日本語及び外国語で記載する必要があります。

　外国人旅行者免税制度の詳細については、北海道運輸局ホームページ「10 月 1 日から消費税免税
制度が変わります」のページをご覧ください。

URL：https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tax-free/index.html
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　去る６月23日、第２回通常議員総会を、出席議
員100名(うち委任出席49人)のもと、ロワジールホ
テル函館において開催しました。
　当日は、前段の常議員会にて承認された１件を
含む４件の報告事項（議員等の異動、陳情要望活動、
部会委員会活動、新会員の加入）についてそれぞ
れ報告がなされ、続いて附議事項として平成25年
度事業報告ならびに収支決算について審議を行い、
原案どおり承認されました。
■主な事業活動
　・中小企業の経営課題への対応
　・まちづくりの推進と地域の活性化
　・  地域社会や会員の声を反映した提言・意見活
動の推進

　・  会員と地域に密着した事業の展開および会員
サービス事業の充実・拡大

　・組織、財政、運営基盤の強化

　北海道商工会議所連合会主催による第64回全道

商工会議所大会が去る6月28日、網走市において、

全道42商工会議所から450名の役員・議員等が参

加のもと開催され、本所からは松本会頭・4副会頭

はじめ8名が参加しました。

　大会では、「人口減少下における地域経済の活性

化を目指して」のスローガンのもと、全道商工会議

所から提案された中小企業対策・まちづくり対策・

地域振興策など15議案と人口減少対策の推進など

3項目の特別提案が協議され、採択されました。

　これらの議案並びに提案については、全道商工会

議所の総意として、関係省庁等に要請活動が展開さ

れます。

平成25年度事業報告ならびに収支決算を承認
通常議員総会

■第64回全道商工会議所大会
各地商工会議所から提出された議案を承認

▲大会の様子

▲開会に先立ち挨拶する松本会頭
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　総務委員会（辻委員長）を去る6月13日、石尾
副会頭をはじめ6名が出席のもとホテル函館ロイヤ
ルにおいて開催しました。
　委員会では、通常議員総会への提出議案である平
成25年度事業報告ならびに収支決算について協議
し、最終確認を行いました。
　そのほか、今年度事業の更なる活発化に向けて、
事務局体制や会員増強の展開策などについても意見
交換がなされました。

　国際経済交流委員会を去る6月12日、西村副会
頭をはじめ4名が出席のもと本所において開催し、
今後の委員会活動について協議しました。
　委員会では今後、道南台湾観光友好協会と連携し
た事業展開、外国語案内看板の設置とWiFi（ワイ
ファイ）環境や両替所・免税店の整備に取り組んで
いくことが確認されました。
　また成長著しいアジア観光客増加を見据えた取り
組み（ハラル対応等）についても、検討すべきとさ
れました。

　函館市の大船遺跡と垣ノ島遺跡がその構成資産で
ある「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登
録支援のため、2市1町の商工会議所・商工会を中
心に、昨年発足した道南縄文文化推進協議会（会長:
本所久保副会頭）の定期総会を去る6月17日、会
員をはじめ関係者27名出席のもと本所会議室にて
開催しました。
　平成25年度事業報告並びに26年度事業計画案に
ついて協議したほか、世界遺産登録に向けた現在の
情勢等について、協議会アドバイザーの阿部函館市
縄文文化交流センター館長から解説がなされ、引き
続き積極的な支援活動を確認しました。
　また本件については、総会に先立つ6月14日、
下村文部科学大臣が来函された機会を捉えて、工藤
函館市長、松本本所会頭、久保協議会会長が揃って、

縄文遺跡群の世界遺産登録早期実現の要望書を提出
しています。

　北海道新幹線の青函共用走行区間における全ダイ
ヤ高速走行の早期実現に向け、青森県と北海道の関
係機関が情報共有を図り、国等に対する働きかけな
ど両地域が連携した取組について検討・協議を行う
第2回青函共用走行区間高速走行早期実現協議会が
去る6月26日、ロワジールホテル函館において開
催され、当所から西村副会頭が出席しました。
　今回は、与党整備新幹線建設促進プロジェクト
チームに設置された「青函共用走行区間に関する勉
強会」の取組状況について、同勉強会の木村太郎座
長、長谷川岳事務局長より説明が行われ、開業時に
おける東京・新函館北斗間所要時間3時間台での運
行実現や平成30年春の1日1往復以上の高速運転
実現をプロジェクトチームを通して国へ要請するこ
とが報告されました。また、共用区間全線の時速
260km運転が早期に実現されるよう、抜本的解決
に向けて与党プロジェクトチームも引き続き情報共
有しながら進めたいとの方針が示されました。

■道南縄文文化推進協議会
定期総会開催

■総務委員会
平成25年度事業報告ならびに収支決算について協議

■国際経済交流委員会
東南アジア観光客増加を見据えた今後の対応を検討

■ 青函共用走行区間高速走行
早期実現協議会

与党PTの取組状況について報告

▲下村文部科学大臣への要望

▲協議会の様子



kaigisyono ugoki
き会 議 所 う ごの

４6

　来春卒業見込みの大学・短大・専門学校の学生や、
中途採用・Uターン就職を希望する社会人などを対
象とする「函館地域合同企業説明会」が去る7月2
日、ロワジールホテル函館において開催され、市内
はもとより、道内各地や本州方面からの総勢115名
が会場を訪れ、道南を中心とする50の企業・団体
の採用担当者との面談に臨みました。
　この事業は、はこだて雇用創造推進協議会（事務
局・函館市経済部労働課）主催、本所・（公社）函
館法人会・（一社）北海道中小企業家同友会函館支
部の3者共催により、地元の雇用の場を確保する目
的で実施されるものです。
　当日の会場では、真新しいスーツに身を包んだ若
者が各企業の採用担当者からの熱心な説明に聞き入
る姿や、採用担当者へ自己PR等を記したエントリー
シートを渡し、就職に対する意欲を示す姿が見られ
るなど、活気あふれる説明会となりました。

　五稜郭築造150年祭記念イベントが去る6月15
日、五稜郭公園や五稜郭タワーアトリウムにおいて
開催されました。
　五稜郭築造150年祭は、去る4月26日から五稜
郭おもてなし隊や函館リトファスゾイレの設置など
が行われておりますが、奉行所が完成した日である
記念イベント当日は、久保副会頭が出席した記念式
典をはじめ、ご当地グルメコーナーや伝統芸能ス
テージなどに多くの観客が訪れ、150年の節目を祝
いました。

　また、隣の人と手首を握り合いギネス記録に挑戦
するメインイベント「手をつなげ・未来につなげ五
稜郭150」には、1479人が参加し、見事人数のギ
ネス世界記録を樹立しました。

　第28回全道商工会議所女性会研修交流会が去る
6月20日に富良野市において開催され、当会より
内山会長をはじめ8名が参加しました。
　当交流会は、全道各地の女性会会員が一堂に会し
て相互に情報交換や交流を図ることで、企業経営や
会の活動が発展することを目的に毎年開催されてお
ります。
　当日は、元オリンピックカーリング日本女子代表
の金村萌絵氏による「一期一石～ベストを尽くせ～」
と富良野演劇工場長の太田竜介氏による「演劇によ
るまちづくり」と題した講話を受け、参加者は熱心
にそれぞれの話に耳を傾けていました。
　その後の懇親会では、全道20の女性会から集まっ
た210名が各地の取り組み内容など相互に情報交
換し、交流を深め、大会は盛会裡のうちに終了し
ました。

■五稜郭築造150年祭記念イベント
1479名が手をつなぎギネス世界記録を樹立

■女性会
全道商工会議所女性会研修交流会に参加

■函館地域合同企業説明会
115名が企業ブースを廻り就職活動に取り組む

▲ギネス記録達成後に作った150の人文字

▲研修交流会に参加したメンバー

▲採用担当者の説明を耳を傾ける参加者



会議所のうごき

■今後のうごき 【6月30日現在】

7 月
11 金 女性会　役員会
12 土 第74回　3級販売士検定試験
13 日 第67回　函館地区珠算競技大会
14 月 青函商工会議所議員会　親睦ゴルフコンペ
15 火 青年部　7月例会

16 水
金融個別相談
女性会　7月例会

22 火 海の日を祝う会　海上安全祈願祭、記念式典、
祝賀会

23 水

発明相談
平成26年度（第43回）観光土産品試買検査会
HAC友の会・はこだて　役員会、平成26年度
総会、懇親会

25 金 法律相談

8 月

2 土 開港155周年記念函館港まつりワッショイはこ
だて出発式、パレード

3 日

開港155周年記念函館港まつり協賛「函館ペ
リーボート競漕」
開港155周年記念函館港まつりワッショイはこ
だて出発式、パレード
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　本所松本会頭が会長を務める「函館警察官友の会」

平成26年度定時総会を去る6月26日、会長をはじ

め13名が出席のもと、函館国際ホテルにおいて開

催しました。

　当日は、平成25年度事業報告並びに収支決算、

平成26年度事業計画並びに収支予算の審議を行い、

いずれも原案どおり承認されました。

　その後、北海道警察函館方面本部の金丸本部長を

招き、「高齢者対策の現況と課題について～警察行

政を中心として～」と題した講話では、全国で高齢

化が進む中、特に高齢化率の高い道内における高齢

者の生活安全の確保、犯罪防止に向けた様々な施策

について説明を受けました。

　引き続き、函館中央警察署の堀内署長、函館西警

察署の砂原署長を迎えての昼食会を行い、盛会裡に

終了しました。

職務を行う者の変更
・２号議員　　　　　株式会社近藤商会
　　　　　　　　　　　　　　　　 （旧）代表取締役会長　　　　相　川　正　夫　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　 （新）代表取締役社長　　　　相　川　良　夫　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成26年６月２日付）

・３号議員　　　　　株式会社北洋銀行函館中央支店
　　　　　　　　　　　　　　　　 （旧）執行役員支店長　　　　東　原　幸　生　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　 （新）常務執行役員支店長　　森　田　浩　明　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成26年６月25日付）

議
員
の
異
動

■ 函館警察官友の会
平成26年度定時総会開催

▲高齢者の生活安全の確保について語る金丸本部長



小規模企業共済制度
経営者 退職金

■加入できる方：常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業は5人以下）
の個人事業主、個人事業主に属する共同経営者および法人役員の方

者者者者 退職金退職金金

「ゆとり」のために。

■加入できる方：常時使用する従業員の数が20人以下（商
の個人事業主 個人事業主に属する共同経

●全国で約１２０万人の経営者が加入

●掛金は全額所得控除

●無理のない掛金
　月額1,000 円～70,000 円の範囲で自由に選択

業・サービス業は5人以下）が20人以下（商

に選択

●共済金の受取は一括・分割・併用の３タイプ

●受取り時にも税制面での大きなメリット

●災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能

お問合せ先：函館商工会議所　経営支援課　℡23-1181

金金金 小規模企業共済制度は退職後のゆとりある生活を
応援する安心の共済制度です。

中小企業
相談所だよりだより などでお悩みはございませんか

？ 

どんなことでもお気軽にご相談
ください

がんばる経営、応援します！「マル経融資」
　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者をバックアップするため、本所が日本
政策金融公庫に推薦し、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

■貸付限度額…

■返 済 期 間…　

■金　　　利…2,000万円
運転7年（うち据置１年）、　設備10年（うち据置２年）

1.45％（平成26年6月30日現在）

まずは本所＜℡23-1181＞あて「マルケイの件で」とお電話ください。

本所では､｢マル経融資｣の利子１％を１年分補助する「利子補給制度」を行っております。
詳しくはお問合せください。

会議所スタッフ（経営指導員）が決算書などを基に融資相談を行い、審査に向けた推薦書を作成いたします。

融資実行まで日数がかかりますので、お申込みは余裕を持ってお早めにお願いいたします。

金　　融 経営改善 税　　務

労　　務 法　　務 新規創業

取引照会 情 報 化 環境対策

い

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

日
本
政
策
金
融
公
庫

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推
　
薦

◎ご利用にあたっては下記の条件を満たしていることが必要です。
★従業員20人以下（但し商業・サービス業は５人以下）
★事業実績が１年以上あり、函館市内に事業所のある方
★期限の到来した納税を完了されている方
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実施日／8月20日㈬ 午前中
相談員／日本政策金融公庫函館支店

国民生活事業担当者

低利な融資制度についてのご相談
金融個別
相談

実施日／8月27日㈬ 11:00～16:00
相談員／英知国際特許事務所

所属弁理士

特許・商標などの出願・活用についてのご相談

発明相談

実施日／8月22日㈮ 13:00～
相談員／弁護士　堀田　剛史 氏

法律に関わるお悩みごとについてのご相談

法律相談 実施日／8月13日㈬ 13:00～
相談員／公認会計士　鎌田　直善 氏

経営上の様々な課題についてのご相談

経営相談

実施日／8月12日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会

函館支店担当者

信用保証制度についてのご相談

保証協会
個別相談相談は事前予約制となっておりますの

で、電話 23-1181にご予約願います。

個別専門相談ご案内
無料

商談・取引の際に役立つ 相手の心理の見抜き方
～取り調べ体験から得た信頼関係の築き方～

●日　時 平成26年7月22日（火）
  14：00～16：00
●場　所 函館商工会議所 ３階会議室　
●受講料 無料（定員50名）　
●主　催 函館商工会議所　

セミナー開催のお知らせ　

●そもそも「ウソ」ってなに？　　　　　　　　　　●表情やしぐさで心理を見抜け　　　　　　　　　　　
●質問方法でウソを見抜く　　　　　　　　　　　　●証拠を提示してウソを見抜く　　　　　　　
●取調べ現場でウソを見抜いた経験談　　　　　　　●詐欺をする人の特徴とは
●信頼されるために注意するポイント　

　本講座では営業先で説得や交渉を行う現場で、相手が本当に信頼に値するのかどうか、ウソをついて
いるか否か確認する手法を、人間心理やしぐさを通して元刑事の講師がお話しします。

　警察の元警部。知能・経済・政治犯担当の刑事を約
20年経験。選挙違反、贈収賄、大型詐欺、横領、殺人
事件など多種多様な事件捜査に従事し、預金保険機構
への出向時には金融整理管財人として破綻した金融機
関の調査にも従事。東日本大震災では福島に派遣され、
行方不明者の捜索活動にも従事した。独立起業後はそ
の経験を活かしたセミナーを開催し、安心・安全にビ
ジネスを発展させることをミッションに活動している。

講　師

問い合わせ、申し込み先／
　　　　　　　　経営支援課　℡0138-23-1181

㈱Clearwoods代表取締役　森　透匡 氏
もり　　 ゆき まさ

元刑事が教える人を見抜くテクニック!

*函館の皆様と共に45年…私たちが皆様からのご相談にお答えします*
毎月第4水曜日 13：00～16：00　函館商工会議所にて

URL : http://www.eichi-patent.jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
会長弁理士 細 井 貞 行　所長弁理士 岩 﨑 孝 治　所長代理弁理士 七 條 耕 司　副所長弁理士 小 橋 立 昌　弁　理　士 鈴 木 康 裕　弁理士 宮 崎 　 恭
弁理士 神 谷 直 慈 　弁理士 紀 田 　 馨 　弁理士 田 口 滋 子　弁理士 石 川 香 菜 子 　弁理士 松 尾 貫 治 　特別顧問 岡 本 清 秀

発明・商標相談無 料

【東 京 本 部】〒112-0011　東京都文京区千石4-45-13 TEL：03-3946-0531㈹ FAX：03-3946-4340
【神奈川支部】〒224-0006　横浜市都筑区荏田東1-23-2 TEL：045-532-3827 FAX：045-532-3828
【浜 松 支 部】〒430-0806　浜松市中区木戸町3-18 TEL：053-461-5662

【山 形 支 部】〒994-0026　山形県天童市東本町1-2-20 TEL&FAX：023-651-6102
【大 阪 支 部】〒593-8324　堺市西区鳳東町2-198  TEL： 072-201-1593 FAX：072-201-1596
【仙 台 支 部】〒980-0813　仙台市青葉区米ケ袋1-2-6-402 TEL： 080-5682-0531 
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　弁天町のカフェロマンティコロマンティカの２Fにアトリエを構える
無店舗の花屋です。
　ホームページ：http://botan.me/

BOTAN

協会けんぽの申請書・届出書の様式が
今年７月から新しくなります！！

　協会けんぽでは、健康保険傷病手当金支給申請書や任意継続被保険者資格取得申出書等の加入者・事
業者の皆様にご記入いただく申請書・届出書を「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」するため
に、平成26年７月から様式を新しくします。

①文字を見やすくしました
多くの方が読みやすいデザインされた書体を採用しています。

②レイアウトを工夫しました
記入欄を見やすく大きく整理し、記入漏れが少なくなるよう工夫しました。

③「記入の手引き」をご用意しました。
申請に必要な添付書類や、支給要件などを説明した「記入の手引き」をご用意
しました。

④記入例を見やすくしました
記入漏れや記入誤りを防ぐため、ポイントをしぼり、特にご注意いただきたい点
を目立たせました。

住 所 函館市弁天町15-12
TEL 33-6677

新入会員ご紹介

N
e

w
 Fa

ce

ここが変わりました！！

新様式はホームページからダウンロードできます。

　本号では6月30日までにお申
込みを頂いた会員様をご紹介さ
せていただきました。
　ご入会いただき誠に有難うご
ざいました。
（担当：坂本）TEL 23-1181
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中小機構北海道 函館オフィスへ！
中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

専門家による無料窓口相談実施中！
毎月第２・第４火曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小機構
詳細はインターネットで

中小企業基盤整備機構
北海道本部
〒060-0002　札幌市中央区北２条西１－１－７ 
ORE札幌ビル6F
TEL 011(210)7470 

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063 函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

ホテル●
リソル函館　

棒二森屋●

★
オフィス
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　東京・新函館北斗間を新幹線開業時に３時間台で
運行させることについての報道が多くなされていま
すが、「４時間の壁」にこだわるのはなぜですか。

　北海道新幹線における青函共用走行区間
の減速問題や高速化方策については、これ

までも本欄において何度か触れてきましたが、関
連する取り組みが活発化しメディアでの報道も増
えてきたことから、あらためてご説明いたします。
　目的地までの交通手段を選ぶ要素は、運賃、所
要時間、乗換回数、サービス内容など様々ありま
すが、新幹線と空路の選択において大きな要素と
なっているのが所要時間で、その選択分岐点が「4
時間の壁」といわれるものです。東京対東北地方、
中国地方の交通手段選択シェアが実際にそのこと
を証明しています。
　函館・道南にとっては、平成17年の新幹線着工
の際、東京・新函館間最速4時間以内を前提とし
て着工され、実現されるのが当然として認識され
てきたため、その後惹起した青函共用走行区間の
減速問題については、失望感が強いものとなって
います。
　そして「4時間の壁」は、函館・道南以外の視
点では、問題意識がまだ低いものであり、それぞ
れの組織、立場によって思惑が微妙に異なる問題
であります。函館・道南から見ると、所要時間次

第で新幹線の旅客流動が減少することは観光誘客
や経済波及獲得の上で死活問題なのですが、札幌・
道央の視点では高速化よりも早期の札幌延伸、青
函共用走行区間に多額の新幹線建設費を投じてい
る青森県の視点では同区間減速問題の抜本解決、
JRの視点では貨物列車と新幹線の安全確保が最
優先、など、同じ高速化を望む立場でも、「4時
間の壁」問題を主張できる立場にあるのは函館・
道南だけであり、世間にわかりやすく説明するた
めに用いられている言葉ともいえます。
　新幹線高速化については、昨年春と今年春、JR
東日本が盛岡以北の整備新幹線区間（最高速度
260km/h）において高速化試験を行っているほ
か、国が平成30年春に 1 往復のみ予定としてい
た青函共用走行区間高速化についても、ダイヤ調
整によって平成28年3月新函館北斗開業時に3時
間台の運行実現を目指すと与党整備新幹線PTが
今回打ち出したことによって一歩前進したところ
ではありますが、引き続き共用走行区間の抜本解
決による北海道新幹線全便の高速化に向けて、関
係者が思惑の違いを克服し、一体となった取り組
みが求められます。

連　
載載載

東東京京 新函新函館北館北館北斗間斗間を新を新幹線幹線開業開業時に時時に３時時３時間間台で

載載　北海道新幹線で未来をひらく!　北海道新幹線で未来をひらく!
2015新函館開業情報2015新函館開業情報

Q

A



12

BERRY　FRUIT　㈲ほそ川青果
函館市湯川町３丁目27-25　TEL 59-1278

会社概要
　市内のフルーツ店に勤務し、約13年間、技術とノ
ウハウを勉強した後、平成３年２月に㈲ほそ川青果
を創業し、湯の川に店を構えています。
　お祝い、お供え果物だけでなく、市内宿泊業者へ
の納品や個人的な贈り物等の様々な用途に応じた季
節の果物とギフトセットをお届けしております。
　当店では、毎日市場に足を運び、果物の状態を直
接自分の目で見て仕入れを行っております。また、
35年のキャリアからメロンの目利きには特に自信が
あります。

夏を彩る青果店
　専門の講師からラッピングデザインを学び、デザ
イン性の高いギフトセットの作成を行い、果物の味
そのものだけでなく視覚からもお客様に楽しんでい
ただけるよう心掛けています。また、ギフトセット
を作る際は、お客様の要望を重視し、お客様自ら好
みの果物やラッピングのデコレーションを選んでい
ただけます。

　お中元や夏のご挨拶としてのちょっとした贈り物
には、メロン、スイカ、葡萄、桃等の旬の果実に夏
らしい色取りのラッピングで季節感を添えギフト
セットをお届けいたしますので、ギフトを贈る人も
受け取る人も果物を通して、季節の彩りを楽しんで
いただけると思います。
　函館では、デザイン性を追求したラッピングサー
ビスを行っている果物店は少ないので、こういった
サービスを始めてからは、業者のお客様だけではな
く、個人のお客様にも喜んでいただき、手応えを感
じています。
　こういったサービスを行うようになったきっかけ
は、ラッピングの専門家や花屋、同業者等の様々な
業種の友人との交流やいただいたアドバイスから着
想を得たことです。今の時代はただ販売先を見つけ
るのではなく、潜在的なニーズを敏感に捉え、その
ニーズに対応した価値を商品に付加し、客層を広げ
ていくことも大切だと思います。

今後の目標
　今後も潜在的なニーズにアンテナを張り、お客様
が当店に来て、ワクワクできるような仕掛けを考え
ていきたいと思います。また、ラッピングのデザイ
ン性向上にも力を注ぎ、旬の果物に彩りを添え、贈
る人も受け取る人も季節感を楽しんでいただけるよ
う努力していきたいです。

Data

BERRY  FRUIT  ㈲ほそ川青果
　代表取締役　細川　博加

店内に陳列された新鮮な果物

フルーツギフトに彩りを添えるラッピング

テーマ

会
テー

員
マテテ

NOW
夏を彩るフルーツショップ

Vol.15
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会社概要
　日本たばこ産業に約30年間勤務し、転勤で日本各地を飛
び回っていましたが、函館に戻りたいという気持ちが強く
なり、思い切って会社を辞め、函館に帰郷し、昭和61年４
月に彌生館を創業しました。
　当店では、中国から独自のルートで輸入した珍しい雑貨
や上海の有名画家の徐正平さんの原画を使用した当店オリ
ジナル三国志トランプ、また、国内外問わず珍しい・楽し
い商品等を取り扱っています。
　当店は、お客様に喜ばれ、親しまれるような店を目指し、
会議所さんの講習会をはじめ、様々な外部講習の受講を従
業員に勧め、積極的に外部の方との接点を作り視野を広く
持つことや仕事のマンネリ化の防止、接客スキルの向上に
努めています。
　近年は、台湾等のアジア人観光客やクルーズ船の旅客等
の様々な国のお客様に対応するため、ショーカードや商品
説明の英語・中国語・台湾語標記や日本人形や模造刀等の
日本独自の文化が感じられる商品の取り扱いを行っていま
す。

函館販売士協会に入会して
　私が仙台にいた時に１級販売士検定試験を受験し、勉強
不足で不合格となりましたが、それ以来、販売士制度に興
味を持つようになり、４年間勉強し、昭和56年２月に１級
販売士の資格を取得しました。
　その後、資格を活かし、人の役に立つことがしたいと思い、
会議所さんに相談したところ、当会をご紹介いただきまし
た。
　当会に入会してからは、販売士の知識を活かし、接客ス
キル等の講習会や資格取得に向けた勉強会等の講師の仕事

を通して、販売士制度の普及に力を注ぎました。
　当会には様々な業種の方が所属しているので、異業種間
の交流を通じて、普段では聞けないような各業界のお話を
聞いたり、仕事の中で抱えている課題をクリアするための
ヒントをいただいたりと当会の活動以外の部分も魅力を感
じています。

商工会議所への思い
　会議所さんには、創業当初から中国の雑貨輸入に関する
相談を受けてもらいましたし、現在も販売士協会だけでは
なく、特退共や小規模共済等のサービスでお世話になって
います。
　やはりこういったスケールメリット活かした経営支援
サービスや親身になって行ってくれる経営相談は、とても
心強く感じています。

今後の目標
　近年、販売士制度の普及が下火になってきているのを感
じています。
　今後は、社員教育や自己啓発の一環として販売士制度を
利用していただけるよう、市内企業へ制度の周知に努めた
いと思います。
　また、そういった活動を通して、地域に必要とされる販
売士協会を目指し、今後も活動していきたいと思います。

㈲彌生館
函館市弥生町3-11　TEL 22-1033

こんなにがんばってるのに。

 とやるせない思いが湧いてきた時は、

 がんばり方を変えるチャンス。

 がんばる量を増やすのではなく。

書道家　武田　双雲

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　書道家。熊本育ち。３歳から母である双葉（そうよう）
に師事。東京理科大学、ＮＴＴ退社後、ストリートからは
じめる。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など数々の題字を手がける。全国でユニークな個展を開
催。著書は、作品集【絆】、【上機嫌のすすめ】など 20 を
超える。書道教室は約 300 名（2005 年より満席状態が続
く）。公式ブログ「書の力」のアクセス数は、１日５万を
超える。⇒ http://ameblo.jp/souun

【公式サイト】http://www.souun.net/

商工会議所活用レシピ
函館販売士協会に入会して

㈲彌生館 代表取締役
函館販売士協会副会長
松坂　弘

Data

独自のルートで輸入した珍しい中国雑貨

海外観光客のニーズを捉えた商品ラインナップ
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b至湯の川 至恵山a

やたら家
　 ●

ローソン
●

志海苔
ふれあい
中央広場

滑走路

津軽海峡

パーク
ゴルフ場●

●志海苔館跡高松新湊線

国道278号
■
志海苔バス停
　（函館バス）

●

志海苔ふれあい
ひがし広場

第16回 黒豚バーベキュー祭り

１１：００～１４：００
志海苔ふれあいひがし広場（入場無料）
◇函館巴太鼓（オープニング）
◇函館市立銭亀沢中学校吹奏楽部の演奏
◇早喰い大会 その他

日　時

会　場

催　し

8/31●2014年

銭亀沢支所（ ＴＥＬ５８－３０５７ ）

前 売 券

当 日 券

銭亀沢地区青年部主　　催

お問合せ

1,700円
（本所・支所にて7月28日㈪より発売予定）
2，200円（50枚限り）
※午前10時半より販売開始

チ
ケ
ッ
ト
販
売

~~~~~~~~~~~~

7月11日(金)より
会員に限り、

電話予約受付開始
!!

　心の健康を保つヒケツは、ストレスと上手につきあうことです。
　産業医として働く世代のこころの問題に向き合ってこられた先生が、ストレスと心の関係や、心の健康を
保つためのセルフケアについてお話しします。
　みなさまのご来場をお待ちしております。

ご
案
内

14

〒040-0071　函館市追分町1-25 TEL 0138-62-6077
URL：http://kadoufoods.meisanichiba.jp

第58回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞
はこだて雪んこ 桜　

カドウフーズ㈱

んこ 桜んこ 桜んこ 桜　

ズ㈱
1個…………… 216円(込)

ご案内 Information



ご
案
内

Information

15

株式会社　ブレーン
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-2
 ビュレックス麹町４Ｆ
 TEL：03-6261-4343 ㈹
 FAX：03-6261-4321
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　若手社員が、仕事に関する知識や技術に至らない
点があるのは、当たり前のことであり、仕方のない
ことでもあります。しかし、そんな彼らでも、心掛
け次第ですぐに習得できるものがいくつかありま
す。その一つが、「身だしなみのマナー」です。
　仕事面では至らなくても、身だしなみがきちんと
している若手社員は、それだけで好感が持てるもの
です。逆を言えば、身だしなみが乱れていると、本
人の心の乱れが周囲に伝わり不快感を与えてしまい
かねないので注意をしなくてはなりません。
　ただ、どんなにきちんとした身だしなみで出社し
ても、仕事をしているとどうしても乱れてしまうこ
とはあります。
　たとえば、外出時。突然の雨で、スーツや靴が濡
れてしまったり、強風で髪がめちゃくちゃになって
しまうこともあるでしょう。泥がはねてスーツが汚
れてしまうこともありえるでしょう。
　そして、食事のとき。料理の油がワイシャツに飛
び散ることもありえます。女性であれば、口紅がは
がれてしまうことも考えられます。
　こういったときに、いかにして“応急処置”を施
せるかが、「身だしなみのマナー」のカギを握る大
きなポイントになります。仕事用のカバンに常時、
折りたたみの傘やタオル、ウェットティッシュを入
れておけば、突然の雨からスーツや靴を守ることが
できます。手鏡やクシ、整髪料を持ち歩いておけば、
風で乱れた髪もすぐに整えられます。口紅も携帯し
ておけば、食事中に落ちてしまっても、食後に化粧
室へ行って塗り直すことができます。
　女性であれば、伝線に備えて予備のストッキング

を持ち歩くのは常識です。静電気防止スプレーや、
裾がほつれたときの応急処置に使う両面テープ、落
ち着いた後に縫うためのソーイングセットなどもカ
バンに入れておくと便利です。
　つまりは、「備えあれば憂いなし」ということです。
なんでもかんでも持ち歩いてカバンが大きく膨らみ
すぎたりするのは逆に身だしなみとしてよろしくな
いですが、必要と思われるものの小さなサイズを携
帯し、用意周到な対策をしておくに越したことはあ
りません。
　泥ハネや料理の油などがはねたときの、応急処置
の方法もご紹介しておきましょう。
　泥ハネの場合は、乾燥してから硬いブラシで生地
の目に沿ってこすり落とします。すぐに触るとシミ
になってしまうので要注意です。
　油の場合は、水で濡らしてはいけません。ハンカ
チやティッシュで汚れをつまみ取ります。それから、
シミの裏側にティッシュを当て、せっけん水を染み
込ませたハンカチを固く絞って表側からシミをたた
き、裏側のティッシュに吸い取らせます。ただし、
これはあくまでも応急処置。帰宅したら、必ず本格
的なシミ取りをしてください。 
 人財育成コンサルタント 美月　あきこ

知って
ビジネスマナー

て得得するする
身だしなみを保つコツと応急処置

美月　あきこ /みづき・あきこ
　人財育成コンサルタント・AllAbout「ビジネスマナー」ガイド。大
学卒業後、国際線キャビンアテンダント（CA）として 17 年間勤務。
2004 年に起業。CA 経験者約 5600 人を母集団に持つ「CA-STYLE」
を主宰。企業の顧客満足度調査やマーケティング調査などによって得た
顧客の期待と知覚品質についてのデータをはじめ、信頼性や共感性など
サービス品質における 6つの次元と収束性から顧客満足度を数値化し、
CA経験者の感性を付加するサービスを提供する。



◎上記の商品は産直商品の為、包装を省いたダンボール・発泡
　スチロールなどでのお届けになります。
◎各種のし等は商品の都合上、ご用命いただけません。
◎お申込み受付より１０日前後でのお届けとなり、お届け日指定
　は、お受け出来ません。

●掲載の表示価格は、すべて消費税込の価格です。

2014
Summer
Gift

●ただし、配送は随時とさせていただきます。8月3日㈰まで平成26年

※一部商品によっては、期日前に終売になる場合もございますので、あらかじめご了承下さいませ。

ご注文
承り期間 ㈰

全国送料込みギフト

盛り付け例

307 4,700円…………………………

シュルテン 北海道夏の苺アイス
（パフェアイス 100㎖×4、練乳ミルクアイス
100㎖×3）

盛り付け例 盛り付け例

304 3,400円…………………………

冷し麺食べ比べギフト
（芽室の生うどん、生ひやむぎ、北竜そば、
 ラーサラ三郎×各2食、万能つゆ×6袋）

303 4,320円（20本）…………………

302 3,780円（10本）…………………

森町産 朝採り白いフルーツコーン
※発送 7/20頃～順次（数量限定）、
　賞味期限 発送～3日間）

盛り付け例

321 5,400円…………………………

北海道メロン
＆旬の桃
（メロン 約1.4㎏、桃 5玉）
※発送 7月初旬～8月初旬

盛り付け例

335 4,600円…………………………

イクミママ
動物ドーナツ
（12個入）

盛り付け例

341 3,900円…………………………

Bocca
クリームブリュレとわらべえ
（クリームブリュレ 75g×4、
  わらべえ 白・黒・緑）

盛り付け例

343 2,900円…………………………

モチクリームなまどーなつ
（苺、カフェオレ、マンゴー、モモ、メープル、
  宇治金時、フロマージュ、チーズケーキ）

盛り付け例

347 3,400円…………………………

喜久水庵 喜久福 4種
（抹茶・ずんだ・ほうじ茶・生クリーム×各4）

355 5,400円…………………………

モンシェール 堂島アイスパフェ
（ベリー＆ベリー、キャラメル＆フルーツ、
  チョコ＆ナッツ 各2）

盛り付け例

358 4,200円…………………………

京都 冷やし京ぜんざい
（120g×7）

盛り付け例

361 4,500円…………………………

銀座千疋屋
フルーツフラッペ
（イチゴ、マンゴー、ブルーベリー
  175㎖×各2）

盛り付け例

364 4,200円…………………………

函館 泉味亭 松坂牛
大とろフレーク
（200g）

365 4,700円…………………………

松坂牛「極」ハンバーグセット
（160g×6）

397 5,400円…………………………

知床里味ブランド 一夜干しセット
（真いか ×2、ほっけ ×2、こまい ×4、
 宗八カレイ ×1）

調理例

399 4,320円…………………………

ドリーム倶楽部
いかそーめん（急冷）
（5食入（100g×5）、たれ付）

盛り付け例
盛り付け例

412 4,860円…………………………

兼八水産 贅沢松前漬詰合せ
（ずわいがに入り真いか番屋漬 300g、
  紅鮭いくら入り白い松前漬 300g）

盛り付け例

418 5,600円…………………………

虎杖浜たらこ
無着色たらこ
セット
（無着色たらこ 200g、
  無着色昆布〆たらこ 180g）

6階 お中元ギフトセンター



全国商工会議所

「業務災害補償プラン」のご案内
大好評！！

重要な責任

今や、新しい

 労災リスクへの対策は、
経営者の

重要な責任です！

●うつ病による自殺、過労死などによる

新しい労災リスクの  増加
●1億円を超える事例も発生

高額な賠償事例が  続出
●平成18年　労働安全衛生法改正

企業の安全配慮義務の  厳格化

●短期間労働者、パート、アルバイト、派遣社員

非正規雇用労働者の  増加

新しい労災リスクから会員の皆様をお守りする

東京海上日動の「あんしんプロテクトW®」
あんしんプロテクトWの特徴

1

2

3

全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料
一般加入と比べ約半額の保険料水準（団体割引 30％、過去の損害率による割引 30％、役職員一括契約割引 5％もしくは10％）
保険期間：平成26年10月1日午後4時から平成27年10月1日午後4時

政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能

4 契約は無記名式。 短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
）。すまりあが合場つ待を定決の災労府政はていつに任責償賠者用使（。すで要必が入加のへ険保災労府政

※人数変更があっても報告は不要！

労災賠償に備える「使用者賠償責任担保特約」を標準セット

5 保険料は売上高で算出OK　保険料は全額損金参入可能
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け一般傷害保険団体契約の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重
要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容はあんしんプロテクトWのパンフレットをご確認ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡しして
あります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または引受保険会社におたずねください。

お問合わせ先 制度引受保険会社

制度運営お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問合わせください。

最大

約56％
割引

［担当課支社］

日本商工会議所
2014年5月作成 14-T-01481
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次

函館商工会議所　企業情報課
TEL0138-23-1181 北海道支店函館支社（担当：園田）

TEL0138-45-4511　FAX0138-45-3561
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