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■今月の表紙
H５系車両　初上陸
　写真は、2016年３月開業予定の北海道新幹線で使用
する車両「H ５系」が、10月13日に函館港港町ふ頭に
初上陸する様子を撮影した一葉です。
　H ５系は、北海道新幹線開業後、東京―新函館北斗間
で運用される予定で、相互剰入する東北新幹線のE ５系

「はやぶさ」と同じデザインですが、側面に北海道をイ
メージさせる紫のラインが入っているのが特徴です。
　陸揚げ式が行われた当日は、この車両を一目見ようと
函館港に多くの市民が集まり、北海道新幹線開業がもう
すぐそこまで迫っていることを肌で感じながら作業の様
子を見守りました。

平成２6年11月10日発行（毎月1回10日発行）

函館商工会議所報
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2014 はこだてクリスマスファンタジー

11.29 sat → 12.25 thu
毎日18:00からツリー点灯と花火の競演
★ツリーイルミネーション点灯時間
　16：30～17：45　 ※11/29は18：00からの点灯
　18：00～翌0：00　※金・土、12/22～25は翌2：00まで

★PLACE〈場所〉
　赤レンガ倉庫群前海上

Hakodate Christmas Fantasy

オープニングセレモニー
11/29sat 17：40 ～
カウントダウンを合図に、イルミネーショ
ンに彩られた海に浮かぶ巨大ツリーが会場
を光で包みます。ツリーの点灯とともに花
火が夜空を照らし出し、2014 クリスマス
ファンタジーの幕開けです。

ファンタスティック・イヴ
12/23tue・24wed 18:00 ～
幻想的なイルミネーションと澄んだ夜空を
彩る花火が、イヴの夜をロマンチックに演
出する特別な二日間。今年も会場には、聖
なる夜を盛り上げるとっておきの企画をご
用意しています。

エブリデイセレモニー
11/30sun ～ 12/22mon 18:00 ～
毎日 18:00 に行われる点灯式。
点灯は会場が一体となってカウントダウン
を行います。カウントダウンスティックの
光で一緒に参加しませんか？

クリスマスナイト・セレモニー
12/25thu　18:00 ～ 20:00

〈ツリーは翌 2:00 まで点灯します〉

18:00 と 20:00 に花火が打ち上がり、待
ちに待った聖夜を盛り上げます。名残りを
惜しむかのようにツリーは深夜まで灯され
続けます。

　会場内にスープバーブースが登場。開港都市として栄えた函館に息づいた異国文化と独自の食文化が溶け込ん
だ各店自慢のオリジナルスープが、種類も豊富にファンタジー会場に出店されます。

函館商工会議所にて前売券好評発売中!!
２枚綴り：1,000円（税込）
　前売り券は豪華景品が当たる抽選券付チケット
です。この機会に是非お買い求めください。

お問合せ：地域振興課（TEL：23-1181）

出
店
店
舗

●ＢＩＳＴＲＯ　ＨＡＫＵ
●函館ビヤホール
●Ｓｍｏｋｅ　Ｂａｒ　ＥＮ
●サルティンボッカ　イタリアンゴーゴー
●函館地元家
●奥芝商店函館本店～道南で SHOW
●津々井軒
●和ダイニング井井
● café ＆ deli　MARUSEN

ALL 500yen（税込）/１杯 ※チケット制、会場内で販売
11/29 sat ～ 12/25 thu 16:30 ～ 20:00

特集

Ceremony － セレモニー －

※写真は昨年のスープの写真を使用しています。実際には異なります。

Soup Bar  － スープバー －
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Web － ウェブサイト －
はこだてクリスマスファンタジーPCサイト

http://www.hakodatexmas.com/

Inquiry － お問合せ －
はこだてクリスマスファンタジー実行委員会事務局

（一社）函館国際観光コンベンション協会
〒040-0054　函館市元町33－14

TEL：0138-27-3535　FAX：0138-27-6775

オリジナルポストカード
セット６枚 648円(税込)
バラ１枚 162円(税込)

　はこだてクリスマスファンタ
ジーの思い出がオリジナルのポ
ストカードになってあなたのも
とへ。
　周辺施設等で販売されていま
す。感動の記念として、また、
メッセージを書いてクリスマス
カードとしても使えます。

カウントダウン
スティック

１本　100円(税込)
　カウントダウンスティックで
点灯式に参加しよう。

はこだてイルミネーション
　二十間坂、開港通り、函館駅前広場、八幡坂、元町公園をイルミネーショ
ンで彩ります。

11月 29日～ 2月 28日　日没～ 22:00 迄

chayスペシャルライブ
11/29sat�18：10～ 18：50
　歌声とキュートな容姿のギャップが魅力で、CanCamの専属モデルとしても活躍する
chay がオープニングセレモニーのゲストとして登場！スペシャルライブを開催します。

★カナダ・ハリファックス展　
　姉妹都市カナダ・ハリファックス市を写真パネルで紹介しています。

★天使たちのクリスマス絵画展　
　函館市、近郊の幼稚園・保育園の園児が描いたクリスマス絵画約 600点を展示します。

★はこだてクリスマスファンタジーメモリアルギャラリー
　�函館市地域交流まちづくりセンターにて毎日はこだてクリスマスファンタジーの歴史をポスターや写真パネル
で紹介します。

Original Goods － オリジナルグッズ －

Event  － イベント －

Information  － インフォメーション －
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■鹿児島商工会議所との交流事業
新幹線開業に向け連携を強化
　本所と姉妹盟約を結ぶ鹿児島商工会議所との交流
事業を去る10月14・15の両日当地において行いま
した。
　今回の事業には鹿児島岩崎会頭を団長に一行
15名が来函し、本所からは松本会頭、西村・境副
会頭をはじめ、役員・議員が出席して懇談会、交流
会、交流ゴルフ大会を行いました。
　懇談会では、新幹線開業の先進地である鹿児島商
工会議所の取組事例が説明され、１年半後に迫った
北海道新幹線開業に向けた取組の参考とすべくさら
に研究することとしました。
　また、姉妹盟約を機に鹿児島山形屋で行われてい
る北海道の物産と観光展の企画催事「函館デー」応
援のため、去る11月10日、松本会頭、久保・西村・
境副会頭が鹿児島を訪問、両地域の絆をさらに深め
ました。

■宇都宮市議会が本所を表敬訪問
宇都宮駅に停車を
　2016年 3 月開業予定の北海道新幹線を宇都宮駅
に停車させようとの機運が高まっている栃木県から
宇都宮市議会自由民主党議員会の一行 8 名が去る
10月17日、本所を表敬訪問しました。
　北海道新幹線との相互乗り入れが予定されている
東北新幹線「はやぶさ」は現在、栃木県内には停車
しておらず、当日は、西村副会頭へ北関東最大の都
市である宇都宮市への停車により観光や経済面でさ
らなる交流拡大が図られる旨の佐藤宇都宮市長、熊
本宇都宮市議会議長連名の松本会頭への親書が手渡
されました。
　また10月23日には、熊本宇都宮市議会議長が本
所で松本会頭と会談し、宇都宮市議会と栃木県市長
会、栃木県市議会議長会が宇都宮駅停車を求める
決議をしたことを報告するとともに、宇都宮市が
行ったアンケートでは、宇都宮駅に停車した場合、

約 9 割が北海道へは新幹線を使いたいとの回答だっ
たことを紹介、これを受け松本会頭は、会議所とし
て北関東からの集客は新幹線開業時の最大の目標で
あり両地域の市、市議会、商工会議所が一丸となっ
て、今後の機運の醸成や関係機関への要望活動につ
いて最大限の協力をしていくことを確認しました。

■弘前市との連携深まる
「食」の分野で様々な交流
　津軽地域の様々な食と産業を紹介するイベントで
ある「津軽の食と産業まつり」が、去る10月17 ～
19日の日程で弘前市運動公園において開催されま
した。函館からは２店舗が出店したほか、青森・弘
前・八戸・函館の４市で構成される青函圏観光都市
会議のブースが設置され、当所職員も参加して観光
プロモーションを行いました。
　また、10月24 ～ 26日の日程で道南の洋菓子や
和菓子を一堂に集めた「はこだてスイーツフェスタ
2014」が中合棒二森屋店において開催されました。
弘前市からは弘前商工会議所が出店し、同市内８店
舗の様々なアップルパイが販売され、来場者に好評
を博しました。
　10月26日には函館と弘前の11人の料理人が地元
の食材で料理を競う「熱い想いの食卓～海峡を越え
て函館編」が函館国際ホテルで開催され、俳優の辰
巳琢郎さんが審査を行った結果、函館側に軍配を上
げました。

地域間交流が活発化

▲函館空港で行われた懇談会の様子

▲宇都宮市自民党議員会より親書を受け取る西村副会頭

▲来場者で賑わう津軽の食と産業まつり
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■北海道新幹線H5系
　函館港入港歓迎セレモニー
函館港で市民ら出迎え
　2016年 3 月開業予定の北海道新幹線Ｈ 5 系 函館
港入港歓迎セレモニーが去る10月13日、港町ふ頭
において、渡島檜山管内の首長ら約320名が参加の
もと開催され、本所からは松本会頭が出席しました。
　当日は、ＪＲ北海道の菅野常務が「開業を確実に
成し遂げ、道民の夢と希望が叶えられるよう全力を
挙げたい」と挨拶し、荒川副知事は「道南はもとよ
り北海道全体を元気にするための起爆剤にしたい」
と力を込めました。その後、多くの市民が見守る中
歓迎のくす玉が割られ、市消防隊による演奏や、幼
稚園児による合唱などが行われ、終始お祝いムード
に包まれていました。

■北海道新幹線新青森・
　新函館北斗間レール締結式
新幹線レール　列島縦貫
　2016年３月に開業予定の北海道新幹線のレール
締結式が去る11月１日、木古内駅で行われ、西村
明宏国土交通副大臣、高橋はるみ知事をはじめ、沿
線自治体の首長ら約90名が参加し、本所からは松
本会頭が出席しました。
　式典では、西村副大臣が「新幹線開業を機に観光
やビジネスが発展すると確信している」と挨拶し、
その後、来賓45人が「エイ、エイ」の掛け声に合
わせて、レールを固定するナットを紅白のレンチで
一斉に締め上げました。つながったばかりの線路を
保守作業用車両がゆっくり通過すると、出席者から
拍手が起きました。

■台湾プロモーションを実施
引き続きタイへトップセールス
　去る10月22日～ 25日の日程で、引き続き台湾観
光客誘致促進に向け、本所久保副会頭が函館市や国
際観光コンベンション協会の代表とともに、現地航
空会社、エバー航空、トランスアジア航空等を訪問
しプロモーションを実施したほか、台湾の大手百貨
店・新光三越にて開催の日本物産展において、今回
函館を特集した商品展開も予定されていることか
ら、プレス発表イベントに参加し、来場者に向けた
函館観光のＰＲも行いました。
　また今月17日には、海外観光客数の更なる拡大
に向けて、一昨年バンコク－新千歳間の定期便就航
により道内への観光客数が増加傾向にあるタイへの
誘致訪問を予定しており、タイ国政府をはじめ関係
機関や現地航空会社への要請活動や観光ＰＲを行い
ます。

■道南商工会議所連絡協議会
新年度に向けた事業計画等について協議
　平成26年度秋季道南商工会議所連絡協議会（浦
河、苫小牧、登別、室蘭、伊達、森、函館の７商工
会議所で構成）を去る10月30日、登別グランドホ
テルにおいて開催しました。
　当日は北海道財務局より、社会保障と税の一体
改革について説明を受けたのち、新年度に向けた
事業計画、共済事業拡大への取り組み等について
協議、その後各地の懸案事項について情報交換を
行いました。

▲レールを固定するナットを締め上げる松本会頭

▲先頭車両と函館山をバックに記念撮影
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■函館地域産業振興財団
設立30周年記念講演会・祝賀会を開催
　去る10月31日、ロワジールホテル函館において、
公益財団法人函館地域産業振興財団（理事長：本所
松本会頭）の設立30周年を記念して、講演会並び
に祝賀会が開催されました。
　当日は、産学官連携のものづくり事業において「堀
切川（ほっきりがわ）モデル」として全国的に著名
な東北大学大学院工学研究科教授、堀切川一男氏に
よる講演に続き、高橋はるみ北海道知事をはじめ来
賓、関係者が多数参加して、祝賀会が盛大に開催さ
れました。
　祝賀会挨拶の中で、松本理事長より「これまでの
事業実績を踏まえ、新幹線開業後の未来に向けてさ
らなる使命を果たしてまいりたい」との決意が述べ
られました。

■函館山ロープウェイ新型ゴンドラ
　導入工事竣工落成記念式典
より快適に空中散歩
　大幅なリニューアルを進めている函館山ロープ
ウェイ㈱は、この度新型ゴンドラ２基を導入し、去
る11月７日、工事竣工落成記念式典が同山麓駅舎
において開催され、真新しいゴンドラがお披露目と
なりました。
　観光入込み客の更なる増加が期待される新幹線開
業に向け、多くの観光客を快適に迎え入れるため、
リニューアルされた新ゴンドラには、函館山の情報
等を表示する液晶モニターの搭載や眺望が見やすい
ようガラス面を大きく設計する等の機能性の向上が
図られています。
　当日は、工藤函館市長、宮内渡島総合振興局長、
本所からは松本会頭が参列し、盛大にテープカット
が行われた後、北海道新幹線の停車駅となる北斗
市、木古内町、また車両基地となる七飯町のご当地
キャラクターと函館のキャラクターが登場して新幹
線PRが行われたほか、「遺愛幼稚園」の園児達が無
料招待され、目を輝かせながら空中散歩に向かいま
した。

▲自然と調和した外観デザインの新型ゴンドラ▲祝賀会開会にあたり挨拶する松本理事長
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　函館・青森商工会議所青年部（以下YEG）によ
る青函合同例会を去る10月17日、函館YEGから須
田会長はじめメンバー 11名、青森YEGから遠藤会
長はじめメンバー 34名が参加のもと青森国際ホテ
ルにおいて開催しました。
　当合同例会は、両YEGが定期的な交流を図り、
青函の歴史・経済・文化等について共通の認識と理
解を深めることを目的に年1回開催しています。
　当日は、㈱ＪＲ東日本青森商業開発取締役営業部長
の藤間勉氏より「青函交流に向けたA-FACTORY
の取り組みについて」と題したテーマでご講演をい
ただき、講演終了後の懇親会では、青函ブランド確
立事業であるブルーボックスの活用策についてテー
ブルディスカッションを行うなど大いに盛り上が
り、盛会裡に終了しました。

■女性会
10月例会江差･松前バスツアーに参加
　去る10月22日、村上副会長をはじめ14名が参加
して10月例会を開催しました。
　当例会は、会員の親睦はもとより、北海道新幹線
の開業に向け道南の魅力を再認識することを目的に
実施したもので、当日は、函館バスが企画運行して
いる“江差・松前名所周遊号”バスツアーに参加し
ました。
　ツアーでは、厚沢部や江差・上ノ国、松前など様々
な名所を巡り、道南の食や土産、更にはガイドの説
明を聞きながら散策するなど、地元の歴史や文化に

直接触れることで、参加者はあらためて道南には数
多くの見どころや魅力があることを再確認する絶好
の機会となりました。

　第46回全国商工会議所女性会連合会総会が去る
10月 2 日に兵庫県神戸市において開催され、当会
から内山会長をはじめ 3 名が参加しました。
　阪神・淡路大震災より立ち直った神戸から、東日
本大震災の復興と東北支援の思いを込め「限りない
可能性を求めて～兵庫・神戸から～」のテーマで開
催となった今年の総会には、全国329の単会から
1,538名が参加し、女性が輝いて活躍し、子育てに
優しい地域の実現を目指し、「おもいやり」の心で
活動することを表明した「神戸アピール」が全会
一致で採択されました。
　また、大会終了後には、静岡県立大学グローバ
ル地域センターの小川和久特任教授により「日本
の危機管理は万全か」と題した記念講演が行われ
ました。

■女性会
�神戸全国総会に参加

■青年部
青函合同例会を開催

▲バスツアーに参加した女性会メンバー

▲全国大会に参加した女性会メンバー

▲A-FACTORYの取り組みについて説明する藤間取締役営業部長



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

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

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）

1.35％（平成26年10月10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。

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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【ご融資額】 学生・生徒一人当たり350万円以内��(外国の大学､大学院等への1年以上留学する場合450万円以内)
【利　　率】 年2.35%（平成26年10月10日現在、固定金利・保証料別）
� （母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年1.95％）

【返済期間】 15年以内　（交通遺児家庭、母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円以内）の方は18年以内）
◇在学期間中は、利息のみのお支払い（元金据置）が可能 �在学期間中は、元金を据え置いて利息のみのお支払いとすることが可能です。

詳しくは教育ローンコールセンターまたは最寄りの支店へ

　本所会員事業所の方で､加藤組土建㈱の倒産により債権の回収が困難になるなど経営に影響を受け､必要な資金を借り
入れされた方の利息１％相当分を補助します。
■補助対象部分   ①�金融機関(一般銀行、信用金庫、信用組合、政府系金融機関)より借り入れた資金のうち、倒産関連資金に該当する部分の

月毎支払利息１～12回目までの金利１％に相当する部分。
� ②中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)により借り入れた金額の１％に相当する部分。

■当制度取扱期間 平成27年３月31日(火)まで（同日までに手続きが必要です）
■手続きについて 借り入れされた後、下記の必要な書類を本所にご提出下さい。
��� ①所定の「交付申請書」　　②償還表(返済予定表)�（写）
� ③加藤組土建㈱との取引関係を証明できるもの
　　　� （例）破産債権届出書1～2頁（写）、契約書等（写）、決算書勘定科目明細（写）など
� ④倒産防止共済貸付請求書（写）・貸付決定通知（写）の両方
� ※金融機関より借入の場合は①②③、倒産防止共済は①④を提出����
� 注）マル経融資のご利用には、マル経利子補給制度のみが適用されます。

※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。
※全国から市内通話料金でご利用いただけます。
※※ご利用いただけない場合（公衆電話、PHS、CATV電話など）は03-5321-8656�までおかけください。

月～金�9:00 ～ 21:00
土曜日�9:00 ～ 17:00�

倒産関連利子補給制度のご案内

日本政策金融公庫「国の教育ローン」のご案内

函館支店 国民生活事業　0138-23-8291

教育ローン
コール

センター

０５７０－００８６５６
（ハローコール）

ご相談 ･ お問い合わせ

函館商工会議所 経営支援課

℡２３－１１８１



実施日／12月17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／12月12日㈮・24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／12月26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／12月10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／12月9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

◦マーケティングって何？ ◦なぜ売れない商品が山のようにあるのか
◦仮面ライダーはなぜ日曜の朝に放送されるのか ◦実は仮面ライダーには続きがある
◦5人兄弟の４男がケーキを食べるには　等

内 

容
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　経営に悩みを抱える方々へ、怪人「ムケイカク」（無計画）が日夜襲い掛かる！　マーケティングを
知らない経営者に次々と難題を持ち込む商品群！！　この危機を救うのは仮面ライダーか？　それとも
貴方自身か？　本セミナーで答えが明らかに、乞うご期待ください！　いますぐ参加お申込みを！

日 時 平成26年11月17日㈪14:00〜16:00
会 場 函館商工会議所　３階会議室

定 員 50名 (参加費無料)
主 催 函館商工会議所

お客様の「欲しい!」を見える化!

事例:なぜ？仮面ライダーは、日曜・朝の８時から放送されるのか？
～知って得する、マーケティングの活かし方～

  講 師� ��水下　智則�氏　ネクストマーケティング㈱代表取締役
　福島県会津若松市出身。森永乳業㈱、イオンリテール㈱で商品開発、マーケティング職に従事した現場経験と、企業経営
に関する知識を活かし、企業の商品企画・開発及び販売促進を支援している。

*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.e ich i -patent . jp

特許業務法人 英知国際特許事務所
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 岩﨑　良子
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　　  　　特別顧問弁理士 細井　貞行　　  　　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㈹

　　　　　　　　　　　　　　　 【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【仙台支部】 TEL： 022-266-5580　   　【大阪支部】 TEL： 072-201-1593
【山形支部】 TEL： 023-651-6102　   　【浜松支部】 TEL： 053-461-5662

参加申込み・お問い合わせ　経営支援課　　℡２３－１１８１



Hair Cut&Relaxation' Simply' TAILORED COFFEE

　本号で10月31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

①池田　秀司
②函館市千代台町17-2
③87-0552
④美容業

①明石　直之
②函館市本町7-13
③83-8306
④珈琲豆製造、販売

　９／９オープンしたシンプリー。ヘ
アカット／シャンプー、純植物性ヘナ
カラーやマッサージなど環境と人と財
布に優しい街のヘアサロンです。

　スペシャルティコーヒー自家焙煎
店です。品質にこだわり、仕入れ、
焙煎、保管を大切にし、おいしいコー
ヒーを仕立て上げます。

①代表者名 ②住所 ③電話番号・HPURL ④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介

New
 Face
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新入会員様のご紹介をお願いいたします新入会員様のご紹介をお願いいたします

函館商工会議所の経営支援サービス

　地域の商工業者の力が商工会議所の力に、そして地域経済の力となります。
　皆様にはぜひ会員に加入いただき様々な声を寄せていただくとともに、また各種の会員サービスを経営にお
役立ていただきながら商工会議所会員として活発に事業展開されることを願っています。
　つきましては、会員企業の皆様におかれましても、お知り合い、関係先の事務所を是非ご推薦、ご紹介賜り
ますようお願いいたします。

■決算指導
　�　申告義務のある事業者に、青色申告等の適切な指導をしま
す。相談手数料は実費程度です。

■源泉指導
　�　事業者が給与支払の際に行う源泉徴収および年末調整の計
算について指導します。相談手数料は不要です。

■労働保険事務代行
　�　雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料の申告・納付に
関する手続き等を事業主に代わって行います。

■小規模事業者経営改善貸付（マル経融資）
　�　小企業者を対象に、経営改善に必要な資金を商工会議所の
経営指導に基づき審査会を経て推薦し、無担保・無保証人、
低利率で融資する制度です。また、相談料、手数料等は一切
不要です。　

■個別専門相談
　�　経営、法律、商標・特許等、より高度で専門的な相談にも
応じられるよう、公認会計士・弁護士・弁理士による専門相
談を予約制で、原則毎月開催しています。

お問合せ先　企画情報課　0138-23-1181



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金曜日

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

①代表者名 ②住所 ③電話番号・HPURL ④営業内容（社名50音順、敬称略）新入会員ご紹介

New
 Face
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　先般、北陸新幹線では特急料金の認可申請が
あったとのことで、北海道新幹線がどうなるかも
気になります。

　2015年３月14日に開業する北陸新幹線は、
10月３日にJR東日本・西日本が国土交通省へ

特急料金の認可申請を行っています。今回の申請で
注目されるのは、両社の営業区域をまたぐ乗車の場
合に、特急料金が距離通算されない算定方法となっ
ている点です。
　新幹線や在来線特急はこれまで、JRの会社境界
をまたいで直通運転される便、例えば東海道・山
陽新幹線(JR東海と西日本)などは、発地から着地ま
での特急料金は距離通算されていました。しかし
201 1年３月開業の九州新幹線(JR九州)は、直通す
る山陽新幹線(JR西日本)と距離通算しない方法とな
り、直通する旅客にとっては博多駅を境に割高な料
金設定となりました。

（九州新幹線を含む区間とその他区間の特急料金比較）
新神戸（JR西）)～鹿児島中央（JR九州）	874km	9,810円
東京（JR東海）～広島（JR西日本）※	 894km	 6,900円
※比較のためひかり号料金適用	 差	 2,910円

　そして今回北陸新幹線で申請されている特急料金
を他の新幹線区間と比較すると、やはり割高な設定
となっていることがわかります。

（北陸新幹線を含む区間とその他区間の特急料金比較）
東京（JR東日本）～金沢（JR西日本）	 450km	 6,780円
東京（JR東日本）～一ノ関（JR東日本）	 445km	 5,480円
浜松（JR東海）～岡山（JR西日本）	 476km	 5,060円

　これらのことから、今後は北海道新幹線の特急料
金がどうなるかに関心が集まります。現在、東北新
幹線と津軽海峡線・函館本線特急を乗り継ぐ際は在
来線特急料金に乗継割引が適用されますが、北海道
新幹線は新青森駅がJR東日本とJR北海道の会社境
界となり、九州や北陸のように距離通算が適用され
ない場合、現在の特急料金と比較して値上げ幅がと
ても高くなる懸念があります。また、在来線と同じ
時速140km運行となる青函トンネル共用区間を含む
ため、新幹線特急料金の対価として妥当な設定がさ
れるかどうかもポイントとなります。
　九州や北陸のように、旧国鉄の分割民営化で生じ
た会社境界のために割高に設定された料金によって
利用者の負担が増えるのは、残念なことです。北陸
では国交省運輸審議会が、初めて新幹線特急料金に
関する公聴会を11月13日金沢市で開催予定であり、
市民の声が認可決定にどう反映されるか、今後の動
向が注目されます。

連　載　北海道新幹線で未来をひらく!
2015新函館開業情報
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㈱イチマス
函館市湯川町1-26-29　TEL�57-3251　FAX�57-1701
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　sake@ichimasu-hakodate.com

信頼を得るための正確さ、迅速さ
　弊社は、昭和10年６月に、初代社長�佐藤勝三郎
が湯川の現在地に酒、味噌、醤油等を取り扱う間
口四間、奥行六間の小さな商店を創業し、様々な
商品の取り扱いを経て、現在は、ホテルや飲食店
を中心に業務用に特化した酒類の卸販売を行って
おり、取扱商品の種類、卸し量については、管内
No.1を自負しております。
　弊社は、お客様の目線に立って商いをさせてい
ただくことをモットーとしており、メインのお客
様となる飲食店・ホテル等の業者さんに協力すべ
く、管内であれば、当日発注・当日配送を原則と
しており、酒瓶１本からでも配送、日乃出町のリ
カーランドイチマスでは、夜９時まで配送の受付
を承っております。
　お客様からご相談があれば、直接出向き、仕入
れ先メーカーとの綿密な打合せによる豊富な商品
情報の蓄積を活かし、お店のメニューに合った商
品のご提案や最新のトレンド情報等をご提供して
います。

ボジョレー解禁
　ボジョレーワインとは、毎年11月第3木曜日に
解禁し、赤ワインであればガメ（ガメイ）種、白
ワインであればシャルドネ種を使用したものに限
られ、もともと試飲用に作られた若いワインです。
度数も通常のワインより軽く、やわらかい口当た
りとなっており、普段ワインに馴染みのない方で
も気軽に口にすることができますので、今年のボ
ジョレー解禁を機にワインに触れていただき、色々

な種類があるワインの中から自分の舌に合うワイ
ンを見つけてほしいと思います。
　また、近年では、様々な種類のワインが出回っ
ており、発泡性をともなったスパークリングワイ
ンや赤ワインをフルーツに漬け込んだりオレンジ
ジュース等で割るサングリア等の飲みやすいワイ
ンがトレンドとなっています。
　弊社では、ボジョレーの事前予約を承っており、
毎年200件以上のご予約をいただきますので、ボ
ジョレー解禁日は、社員総出で配送作業にあたる
大変忙しい日となっています。

今後の目標
　スーパー等の大型量販店、コンビニ、近年では
インターネット販売という強力なライバルが弊社
には控えており、スケールの大きさや販売量では
到底敵いませんが、私たちにはメーカーとの直接
交渉から得た正確な商品情報の提供、そのお店の
メニューにマッチするお酒の提供の方法、お酒の
流行り廃りの情報等、商品選びに失敗できない経
営者のお客様へ人伝えでしか知り得ない活きた情
報を提供することができます。こうした細かい努
力を積み重ねて手にしたお
客様からの信頼を大切に
し、今後も卸し量管内No1
の座を守っていきたいと思
います。
　また、昨年度より函館市
内で栽培された酒造好適米
函館産「吟風」を全量使用
した地酒「函館奉行」の取
扱いを始めました。今後は、
こうした地酒の取扱い等を
通して、函館の酒文化の発
展のために努力していきた
いと思います。
Data

㈱イチマス
代表取締役社長	 加藤　隆司
専務取締役	 稲船　正光

豊富な品揃えの店内

テーマ

会員NOW
ボジョレー解禁 !!

Vol.19

函館の地酒「函館奉行」
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瀬川瓦工業
� 取締役�石田　洋子
会社概要
　弊社は、昭和60年の創業以来、屋根の施工全般と屋根瓦の
修繕や設置、歴史的建造物の修復作業等を行っています。
　弊社では、屋根は人間でいうと“顔”にあたる部分であると
考えており、施工・修繕の仕事にあたってはお客様の家の“顔”
を扱うという使命感を持って、誠心誠意作業にあたっています。
　自然災害時にテレビで目にする建築物の倒壊等の映像では、
よく瓦が剥がれ落ちるシーンが見受けられますが、弊社では、
厳選された素材の瓦を使用し、正確な位置にはめ込み、一つ一
つ釘打ちを行う等の工夫を凝らしておりますので、地震や台風
等の自然災害にも強い瓦屋根となっております。

定期健康診断割引制度を利用して
　弊社では、屋根の上等の危険な場所での作業が多いことから、
職員一人一人の健康状態には非常に気を遣っており、健康診断
は創業時より欠かさず行っています。会議所さんの定期健康診
断割引制度が開始されてからは、この制度を利用しており、普
通に健康診断を行うよりも安く済むので助かっています。
　また、健康診断の結果を会社宛、個人宛にそれぞれ作成・送
付していただけるので、ゼネコン等との大規模な工事の施工契

約時に、労働基準監督署等へ書類を提出する際の事務効率が良
いことやバスでの外来健診があり、銭亀沢支所にも来ていただ
けるので、手軽に健診を受けられることにもメリットを感じて
おります。

商工会議所への思い
　定期健診の他に会議所さんの労働保険事務組合にも加入し
ております。事務手続きを代行していただいたり、わからな
いことは懇切丁寧に教えていただけるので、会議所の職員さ
んにはとても感謝しております。
　また、銭亀沢地区女性部にも参加しており、クリスマスフラ
ワーアレンジメントやお正月の生け花教室等の楽しい催しや黒
豚バーベキュー祭りのお手伝い等を通して、銭亀沢地区の会員
さん達との団結の輪が広がり、仕事・私生活の面でいい影響を
もたらしてくれます。

今後の目標
　近年、住宅建築において、瓦屋根が減ってきていますが、そ
の原因として、瓦は和風の建造物にしか使用しないというイ
メージを持たれていることや金属製の屋根に比べ、倍以上の費
用がかかること等が挙げられると思います。
　しかし、瓦は、洋風建築物に使用することでモダンな印象を
与え、金属製の屋根とは違い、塗装の塗り替え等のメンテナン
スが不要であることや耐久性が非常に高く、良い瓦であれば
100年以上持つことから、長い目で見れば非常に経済的な建材
であると言えます。また、夏は直射日光熱の遮断、冬は熱を逃
がしにくく、遮音性にも優れているので、家の中を快適な状態
に保ちます。
　こういった瓦屋根の良さをできるだけ多くの皆様に知ってい
ただき、日本伝統の瓦屋根文化の再興に貢献していきたいです。

世の中にあるおもいやりを数えて
いくと、数え切れないおもいやり
があることに気づく。そこで、自
然と感謝が内から溢れてきます。

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
定期健康診断割引制度を利用して

瀬川瓦工業
函館市根崎町54-2　TEL�57-4679　FAX�57-2671

Data

良質な瓦屋根は屋内を快適な状態に保つ

建物にモダンな印象を与える洋風瓦
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〒041-0824　函館市西桔梗町853-2　TEL 0138-86-9291
http://www.homare-shokuhin.com/

第58回函館圏優良土産品推奨会  （一社）函館国際観光コンベンション協会会長賞　
紅鮭の石狩漬

㈱誉食品
250g…………………………………… 1,000円(税別)

14

年末調整説明会開催のご案内
共催　 函館商工会議所 ・ （公社）函館法人会

■日　時 平成２６年１１月２５日（火）
 午前の部　１０：００〜１２：００（定員１００名）
 午後の部　１３：３０〜１５：３０（定員１００名）
■会　場 サン ･ リフレ函館 大会議室（大森町 2-14）   
■講　師 函館税務署　法人課税第２部門　担当官
 函館市役所　財務部市民税課　　担当官
■お申込  （公社）函館法人会　〒 040-0001
 函館市五稜郭町１６－１３函館青色会館３階
 ＴＥＬ０１３８－５４－９３６９　ＦＡＸ０１３８－５４－９３６８
※�当日は、あらかじめ税務署より配布されております「年末調整に関する資料」をご持参のうえご出席く

ださい。

11 月
16 日 第138回�簿記検定試験

17 月
セミナー
ジェトロ食品輸出商談会�in�函館

19 水 金融個別相談

23 日
第33回�1級・2級・3級福祉住環境コーディネー
ター検定試験
第9回�北海道観光マスター検定試験

25 火
年末調整説明会
平成26年度�HAC友の会合同交流会

26 水 発明相談
27 木 第56回�優良商工従業員表彰式
28 金 法律相談

29 土 2014はこだてクリスマスファンタジー
オープニングセレモニー

30 日 第37回�1級・2級・3級カラーコーディネーター
検定試験

12 月

5 金
第５回�常議員会、第１回�臨時議員総会
議員会�定時総会、歳末懇親会

9 火
北海道信用保証協会�個別相談
女性会�クリスマスチャリティパーティー

10 水 経営相談
12 金 発明相談
17 水 金融個別相談
24 水 発明相談

26 金
法律相談
仕事納め

1 月
5 月 仕事始め

13 火 北海道信用保証協会�個別相談
14 水 経営相談

■今後のうごき� 【10月31日現在】

ご案内 Information
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A4チラシ単独DMの場合@82×2,700社=221,400円
市内約2,700社へ郵送! なんと 200,400円もお得 !!
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函館地方法務局からのお得なお知らせ！

 会員サ－ビス事業

ともえ便

かんたん証明書請求が断然お得です！

① 安い !
★�登記事項証明書の手数料が�

お安くなります！
〔通常〕� 1通600�円
　(郵送の場合の郵送料は，自己負担 )

⬇
〔オンライン請求〕
　窓口受領の場合，1通480�円
　郵送受領の場合，1通500�円
� (郵送料は不要)

② 簡単 !
★�環境設定が不要，すぐに御利用
いただけます！

　（初回のみ利用者登録が必要です。）

★�ナビゲーション機能付きで，初
めての方でも簡単操作！

③ 便利 !
★�自宅やオフィスから請求でき，
即日（又は翌日）発送！
　夜９時まで請求可能です！
〔通常〕�
受付時間�8:30から17:15まで

⬇
〔オンライン請求〕
受付時間�8:30から21:00まで
（17:15以降到達分は翌業務日に発送）

会社や不動産の
登記事項証明書は，

詳しくは… 登記ねっと http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
　　　　　  又は，函館地方法務局登記部門（℡ 0138-23-9530）までお問い合わせください！

　本誌では、会員企業の皆様からのチラシ広告を募集しています。会員
事業所等（約2,700社）へ御社のサービスや製品をPRすることができます。

格安で会員事業所（約 2,700 社）へチラシ広告を�
送付しませんか !!

■チラシ
Ｂ５・Ａ４版 Ｂ４・Ａ３版２つ折
21,000 42,000

■パンフレット
Ａ４版以下、３０㌘まで

84,000

■こんな告知はいかがですか？
●忘新年会、歓送迎会、暑気払いなど宴会プランのご案内
●職員旅行、団体旅行商品のご案内
●営業車両関係�●福利厚生関係�●文具、備品
●ユニホーム�●通信関係�●暑中見舞い、年賀状印刷
●貸室、テナント募集�●各種イベント、説明会等への集客
●新製品情報�●独立開業
など、事業活動に必要となるサービス�・・・ｅｔｃ．

担当 : 企画情報課�坂本�TEL:23-1181

折込み
料金

（1ヶ月・税込）

※年間契約は20％割引き　※３ヶ月以上契約は１０％割引き
申込期限：発刊月の前月20日まで
原稿期限：発刊月の前月末日まで
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　「無意識のボディーランゲージ（クセやしぐさ）
は言葉より雄弁」といわれます。「電話やメール
でやり取りをしているときは気にならなかったけ
れど、実際に会ったら担当者の印象が悪かった」
という話をよく耳にします。これは何が原因かと
いうと、ボディーランゲージが問題であることが
多いのです。今回は、無意識のボディーランゲー
ジについて解説します。
　人間誰しも、何らかのクセを持っているもので
す。子どものころなら、親や学校の先生が指摘し
てくれるかもしれませんが、大人になるに従い誰
も何も言ってくれなくなる、そんな背景が“気付
けない原因”として挙げられます。ビジネスパー
ソンとして良い仕事をするためにも、直すべきク
セやしぐさは徹底的に改善し、好感を抱かれるよ
うなすてきなしぐさを身に付けたいものです。ま
ずは、「自分に悪いクセやしぐさはないか」を知
ることです。上司や先輩に、指摘していただくよ
うお願いしてみましょう。
　悪いボディーランゲージが他人に与える印象に
ついて挙げてみます。
　例えば、貧乏ゆすりやまばたきの多さです。知
らず知らずのうちにやってしまいがちなこれらの
しぐさは、見ている側からすると落ち着きなく感
じられ、不快です。打ち合わせ中、ペンをクルク
ル回すのも、学生気分が抜け切れてない人と思わ
れるだけではなく、相手はいら立ちと腹立たしさ
を感じるでしょう。
　また、足や腕を組んで人と接しているシーンも
よく見かけます。これは、相手に横柄で見下して
いる印象を与えたり、人によっては「何かを隠し
ているのでは……」と、あらぬ疑念を抱かれたり

することもあります。手は机の上で重ねるか、ペ
ンを持つなどして安定させると良いでしょう。
　無意識に動かしがちな「指」も注意すべき点で
す。たとえば、人を指で指すのは、大変失礼な行
為なので、絶対に避けてください。また、何かを
待っている間に、デスクなどを指でトントンとた
たくしぐさも、気になり鬱陶（うっとう）しいも
のです。爪を噛むクセも直しましょう。幼く自立
していない印象があり、何より不潔です。
　ビジネスシーンでは書類を扱うことも多くあり
ますが、ガサガサと雑に扱ってはいないでしょうか。
静かに、角を折り曲げないよう、丁寧に扱いましょ
う。また、書類を人に渡すとき、片手はご法度。
相手が読みやすい向きにして、両手で胸の位置か
ら放物線を描くよう丁寧に渡します。机の上で滑
らすように渡すのも絶対にＮＧです。これは、書
類だけでなくあらゆる物についても言えることです。
　若い人に多いのが、携帯電話をいじる、髪の毛
を気にし過ぎる、息を吹きかけ前髪を揺らす、な
どの行為です。頬づえをつくクセは、やる気のな
さが感じられてしまうので要注意です。
　せっかく良い仕事をしても、クセやしぐさが思
わぬ誤解を生んでしまうと厄介です。「ボディー
ランゲージは言葉より雄弁である」という言葉を、
肝に銘じていただきたいですね。

知って
ビジネスマナー

得する
ビジネスシーンで
� ご法度なクセ・しぐさ

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。
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　小規模企業共済は、従業員２０名以下（商業・サービス業（旅館業、娯楽業を除く）では５名以下）
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