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総合旅行業務取扱管理者：櫻井和宏 

〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル1階

〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目
1-2 アーバンネット札幌ビル8階

日本旅行業協会正会員

（土日祝休業）
営業時間：平日9:30～17：30

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
ありましたら、ご遠慮なく左記の旅行業務取扱管
理者にご質問下さい。

お申し込み
お問い合わせ

で行く 2コース!!2コース!!
オ ス
スメ

上記2コース共通のご案内 ＜ご旅行代金に含まれるもの＞

(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金　(2) 羽田空港を利用する場合の旅客取扱施設使用料　(3) 旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
(4) 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金　(5) 旅行日程に記載した観光料金　(6) 添乗員が同行するために必要な諸費用

函館
乗船 南紀白浜・勝浦温泉と

真田幸村ゆかりの「九度山」
　　 をめぐる

南紀白浜・勝浦温泉と
真田幸村ゆかりの「九度山」

　　 をめぐる
3日間

《行程表》
行程

函館空港（10：00発）→羽田空港→大阪（伊丹又は関西）空港＝＝
＝＝九度山（●真田ミュージアム）＝＝白浜温泉（泊）（18：00頃着）1

2

3

《宿泊》 白浜館

ホテル（8：00発）＝＝白浜泉都めぐり（●三段壁洞窟・◎千畳敷・◎円月
島）＝＝◎熊野古道散策＝＝◎熊野本宮大社＝＝◎熊野早玉大社＝＝
勝浦温泉（泊）（17：30頃着）

ホテル（8：00発）＝＝那智山（◎那智の滝・◎熊野那智大社・◎青岸渡寺）
＝＝◎梅干専門店＝＝大阪（伊丹又は関西）空港→羽田空港→函館空港

（17：30着）

《宿泊》 ホテル浦島本館

※運輸機関、現地事情によりスケジュールが多少変更になる場合がございます。

■食事/朝食2回・昼食2回・夕食2回 ■添乗員/全行程同行いたします ■募集人員/44名
■最少催行人員/20名

凡例：　航空機→　バス＝＝　徒歩・・・・・・・・　船～～　◎下車観光　●下車入場観光

出発日

10/03㈪
10/12㈬
10/17㈪

3～4名1室 80,000円

90,000円

100,000円

2名1室
1名1室

室利用 旅行代金

■おなじみの南紀観光に加え真田親子が
　晩年を過ごした「九度山」を巡ります。

お１人様（6歳以上）

88万
円
万
円

旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名
1室利用の場合

旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名
1室利用の場合

2泊目：勝浦温泉
ホテル浦島（本館）

ホテル浦島・忘帰洞（イメージ）

ホテル浦島夕食バイキング（イメージ）

草津温泉と信州上田・
上高地

草津温泉と信州上田・
上高地

4日間

《行程表》
行程

函館空港（10：00発）→羽田空港＝＝◎軽井沢（自由散策）＝＝
＝＝草津温泉（泊）（18：00頃着）

ホテル（8：00発）＝＝【上田城跡公園】（戦国の名城）・●信州上田真田丸
大河ドラマ館（今年話題のドラマを体感）＝＝◎小布施（信州の小京都）
＝＝◎信州・善光寺（信濃の名刹）＝＝白馬温泉（泊）（17：30頃着）

1

2

3

4

《宿泊》 草津ナウリゾートホテル

《宿泊》 白馬ハイランドホテル

ホテル（8：00発）＝＝◎安曇野（大王わさび農園）＝＝◎上高地（大正池・
河童橋など散策）＝＝石和温泉（泊）（17：30頃着）

ホテル（8：00発）＝＝◎富士山五合目＝＝◎芦ノ湖（湖面に映る逆さ富士
の美しさは絶景）＝＝◎小田原・鈴廣（小田原名物かまぼこ）＝＝羽田空港
→函館空港（18：50着）

《宿泊》 ホテル八田

※運輸機関、現地事情によりスケジュールが多少変更になる場合がございます。

■食事/朝食3回・昼食3回・夕食3回 ■添乗員/全行程同行いたします ■募集人員/44名
■最少催行人員/25名

凡例：　航空機→　バス＝＝　徒歩・・・・・・・・　船～～　◎下車観光　●下車入場観光

出発日

10/02㈰
10/11㈫
10/23㈰

3～4名1室 83,000円

91,000円

103,000円

2名1室

1名1室

室利用 旅行代金

■今、ドラマで話題の真田幸村ゆかりの地へ!　■名湯草津温泉にご宿泊!

お１人様（6歳以上）

8.38.3万円万円
旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名1室利用の場合旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名1室利用の場合

上高地（イメージ）

観光庁長官登録旅行業978号（受託販売）

 函館支店

500



広告掲載企業
函館商工信用組合 表紙裏
㈱JTB北海道　函館支店 裏表紙裏
アクサ生命保険㈱札幌支社　函館営業所 裏表紙
（業）英知国際特許事務所 段下
㈱トーショウビルサービス 段下
北海道製菓㈱ 段下
（独）中小企業基盤整備機構 段下
㈱日本マネージメント・リサーチ 段下
龍文堂印刷㈱ 段下
㈱AIRDO 折込
函館市市民部市民・男女共同参画課 折込
大和ハウス工業㈱ 折込
北海道警察函館方面本部 折込
北海道若年者安定就業促進事業　事務局 折込
北海道警察・（一社）北海道指定自動車教習所協会 折込
はこだてクリスマスファンタジー実行委員会 折込
第58回優良商工従業員表彰式申込書 折込
はこだてカルチャーナイト実行委員会 折込
東商検定5種パンフレット 折込

1

■今月の表紙
旧函館区公会堂
　写真は、函館を代表する観光スポットの一つとして、
今日も多くの観光客が訪れる旧函館区公会堂を撮影した
一葉です。
　明治43年（1910）９月に開堂した旧函館区公会堂は、
当時の豪商相馬哲平から５万円の寄付を基にして建設さ
れたものです。
　また、当時、本所の前身組織である函館商業会議所が
事務所を構え、現在もその事務室が館内に残されています。

平成28年9月12日発行(毎月1回10日発行)
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　函館税務署管内の法人税額は平成22年度を
底にこの4年間で64.1％増と大きく盛り返して
います。
　全道でみると平成20年度を底に以降６年間
で22.0％増と漸増しています。
　また、全国値では平成19年度の約14.3兆円
をピークに、21年度に約8.5兆円まで落ち込み
ましたが、26年度には約11.0兆円まで盛り返
しています。
※平成19年10月…戦後最長「いざなみ景気」のピーク
※平成20年10月…リーマンショックにより日経平均株価6,000円台
※平成23年 3 月…東日本大震災
※平成24年12月…第2次安倍内閣スタート

　函館税務署管内の法人所得額は平成22年度
を底にこの4年間で91.6％増と大きく盛り返
しています。
　全道でみると平成20年度を底に以降6年間
で53.6％増加しています。
　また、全国値では平成19年度の約58.1兆円
をピークに、21年度に約33.3兆円まで落ち込
みましたが、26年度までの5年間で約57.9兆
円まで盛り返しています。

税収統計

函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円）
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函館税務署管内（単位：億円） 全道（単位：億円）
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　わが国経済は、マイナス金利導入等の大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦
略を柱とする経済財政政策の推進と、原油価格の下落等により交易条件が改善する中で緩やかな回復基調
が続いているとされていますが、地方の中小企業の多くは、アベノミクスによる景気回復、雇用・所得環
境の改善を充分には実感できずに推移しています。
　このような中、当地域(函館税務署管内)の主な税収の状況について、札幌国税局の統計をもとに概要を
掲載いたします。
　平成26年度の統計をみると、函館税務署管内には、法人企業は7,114社ありますが、そのうち黒字企
業は約2,300社、およそ３割前後で推移しています。
　また、函館税務署管内法人税額は96.5億円で平成25年度の75.9億円に比べ、27.1％の増加となってい
ます。

特 集

2

1 函館税務署管内と全道の法人税額（国税）の推移

函館税務署管内と全道の法人所得額の推移
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　函館税務署管内及び全道の申告所得税額はし
ばらく減少傾向にありましたが、平成21年度
より増加に転じました。
　この10年間の増減は、函館管内で9.9％減少
し、全道では14.4％の増加
となっています。
　この間、全国値は12.8％
の増加（2兆4,058億→2兆
7,135億）となっています。

　平成16年度から26年度までの10年間で給
与所得の源泉徴収税額は函館税務署管内で
11.3％減少し、全道で14.3％減少となりました。
　この間、全国値は（9兆8,172億→9兆7,811
億）とほぼ変わらずであり、道内の減少幅は大
きいと言えます。　

　函館税務署管内の黒字企業(利益計上法人)
の数は平成23年度以降増加に転じ、その後３
年間で13.0％増加、全道では平成22年度に
底を打ち、その後４年間で
24.0％増加となりました。
　

　平成16年度から26年度までの10年間で普
通法人数は函館税務署管内で10.9％減少し、
全道で10.7％減少となりました。
　この間、全国値は6.5％の減少（281.0万社
→262.8万社）に届まっており、道内の減少
幅は大きいと言えます。
※ 普通法人(内国法人である一般企業・企業組合・医
療法人であり、公益法人・協同組合等は含まれない)
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函館税務署
管内

（単位：億円）

全道
（単位：億円）
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3
函館税務署
管内

（単位：億円）

全道
（単位：億円）
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函館税務署
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（単位：社）
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（単位：千社）
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5

4 函館税務署管内と全道の申告所得税額の推移

3 函館税務署管内と全道の給与所得源泉徴収所得税額の推移

6 函館税務署管内と全道の黒字企業（利益計上法人）数の推移

函館税務署管内と全道の普通法人数の推移



金　　融

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

労　　務

取引照会

経営改善 税　　務

法　　務 新規創業

情 報 化 環境対策

中小企業相談所だより
貸付限度額 2,000万円

4

　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。

■金　　利…1.30％ （平成28年8月10日現在）

■返済期間…運転7年（うち据置１年）、設備10年（うち据置２年）
◎ 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

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。
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。

がんばる経営、応援します
！

マル経融資

～中小企業者等が生産する新商品・提供する新役務の調達の機会を拡大します～

事業者 経営指導員 日本政策金融公庫

融資実行

・相談
・申込受付
・指導
・調査

審
査
会

推

　薦

日本政策金融公庫

平成28年度　新商品トライアル制度（実施のご案内）
新商品・新役務の販路拡大をお考えの道内中小企業者等の皆様へ

　北海道では、北海道の事務事業の効果的・効率的執行や住民福祉の向上等に資する新商品・新役務を知事が認定し、
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金　　融

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

労　　務

取引照会

経営改善 税　　務

法　　務 新規創業

情 報 化 環境対策

中小企業相談所だより

個別専門相談ご案内
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。

保証協会
個別相談

信用保証制度についてのご相談
実施日／10月11日㈫ 13:30～
相談員／北海道信用保証協会
 函館支店担当者

金融個別
相談

低利な融資制度についてのご相談
実施日／9月21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

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／9月28日㈬ 11:00～16:00
相談員／英知国際特許事務所
 所属弁理士

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日／9月23日㈮ 13:00～
相談員／弁護士 堀田 剛史 氏

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／10月12日㈬ 13:00～
相談員／公認会計士 鎌田 直善 氏

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/2708shikinmenu.htm
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無料

*函館の皆様と共に46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（9月及び１月を除く）

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 宮崎　　恭
弁 　 理 　 士 塩野入　章夫　　　弁 　 理 　 士 鈴木　康裕　　　弁 　 理 　 士 田口　滋子　　　弁 　 理 　 士 紀田　　馨　　　
弁 　 理 　 士 岩﨑　良子　 弁 　 理 　 士 石川　香菜子　 特別顧問弁理士 細井　貞行　 特別顧問 岡本　清秀（元日本ライセンス協会会長）

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
【虎ノ門サテライト】 TEL： 03-6206-6479
【帯広・仙台･山形・神奈川・浜松・名古屋・大阪各支部】　

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

特許業務法人 英知国際特許事務所

北海道中小企業総合振興資金融資制度のご案内
　北海道では、中小企業の経済環境への対応と円滑な資金供給に向け「中小企業総合振興資金」融資制度を設けてお
ります。融資のお申し込みはお近くの金融機関へどうぞ。

資金名 融資対象

ライフ
ステージ
対応資金

創業貸付
（１）新たに事業を開始する、又は会社を設立する予定の個人
（２）新たに会社を設立する予定の中小企業者である会社
（３）創業後５年を経過しない個人又は中小企業者である会社

ステップアップ貸付

事業規模の拡大や経営効率の向上を図る計画を有する中小企業者等

【政策サポート】　道の経済施策に基づく分野の事業に取り組む方　【食、国際、環境・エネルギー、ものづくり、商業、事
業活性化（経営革新、雇用、事業承継、表彰）】 

【観光・企業立地】
（１）道内において観光施設の新増設や観光客の受入体制の整備に取り組む方
（２）道内において工場や事業所の新増設を行う企業立地促進費補助金の対象業種事業者 

経営力強化貸付 信用保証協会の「経営力強化保証制度」の対象となる中小企業者等

再生支援貸付 （１）中小企業再生支援協議会等の支援による事業再生に取り組む中小企業者等
（２）経営安定（倒産防止）特別相談室を置く商工会議所等の推薦を受けた中小企業者等

経営環境
変化対応
資　　金

経営環境変化対応
貸付

経済環境変化により、一時的に売上や利益の減少等業況悪化を来している中小企業者等

【原料等高騰】
（１）原料等高騰の影響により、売上高に対する売上原価等の割合が前年同期比で増加している中小企業者等 
（２）（１）の要件に該当し、省エネルギー施設等を導入する方 

【認定企業】　中小企業信用保険法第２条第５項に基づく市町村長の認定を受けた「特定中小企業者」、又は、道が認めた事
由により影響を受けている中小企業者等

【災害復旧】
（１）災害の影響により中小企業信用保険法第２条第５項に基づく市町村長の認定を受けた「特定中小企業者」 
（２）災害等により被害を受けた方で道が認めた地域内に事業所を有する中小企業者等 

防災・減災貸付
事業継続計画（BCP）を策定し、事前に災害等に備える取組を行う中小企業者等

【耐震改修対策】　要緊急安全確認大規模建築物を所有する方

一般経営
資　　金

一般貸付 中小企業者等

小規模企業貸付
従業員20人（商業・サービス業は５人、宿泊業及び娯楽業は20人）以下の中小企業者等

【小口】　信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の対象となる小規模企業者
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丸井栄餅　
　当店は、1900年に創業以来、餅や団子、赤飯等を取り扱
う街のお餅屋さんとして、地元のお客様を中心にご愛顧いた
だいており、最近では、インターネットで当店の情報を得
た国内や国外からの観光客も店に訪れるようになりました。
　店舗に並べる主力商品の多くは、添加物を一切加えず、
朝生菓子（作り置きせず、作ったその日に食べる生菓子）で、
日持ちはしないですが、米や小豆等、素材本来のおいしさ
を味わっていただくため、昔から変わらずこの方法で商品
を提供しています。
　屋号の由来は、創業者である祖母の実家の鴨井という姓
に因んで丸井とし、店名の栄餅は、縁起の良い栄町の町名
からいただいたと聞き及んでおります。

昔から変わらぬ誠実な仕事を
　当店では、お菓子作りにおいて、製造行程の全ての作業
をしっかりとこなし、自分自身が納得できる味をお届けす
ることがお客様に対する“誠実な仕事”と捉えています。
　当店の看板商品であるもちの原材料にはとてもこだわっ
ており、もち米団地※という栽培方法で生産された低農薬
減肥料の岩手県紫波町産のもち米を使用しています。年に
2回、５月の作付けと10月の刈入れの時期に産地を訪れ、

仕入先のＪＡ担当者と面会し、その年に生産されるお米に
関する情報や資料をいただき、もち作りの参考にしています。
　もち作りにおいて最も気を使っている作業は、洗米です。
丁寧に米を研ぎ、竹製のザルですぐに水を切る、これを素
早く二回行います。この行程で手抜きをすると米に糠の匂
いがしみこみ、渋みやえぐみの原因となり、もちの味を左
右します。
　また、もち以外でも素材や製造において手は抜きません。
団子は、うるち米を自ら製粉し、自然乾燥で風味を閉じ込
める、餡は、もち米と同様に丁寧に渋切りを行う、よもぎは、
５～６月に市内で採取した新芽の部分を使用する等、おい
しいお菓子を作るために日々努力しております。

今後の目標
　お彼岸や十五夜が近づくと、お店に昔からの顔馴染みの
お客様が多くいらっしゃいます。こういった日本の伝統的
な風習が、今でもこの街に深く根付いていることを誇らし
く思います。
　今後も、伝統的な風習の傍らにあるお菓子を提供するお
店として、お客様が召し上がり、おいしいとお声をいただ
けるようなお菓子を提供するため、創業から続くこの暖簾
の下でお菓子作りに努めていきたいと思います。

※ 　うるち米とはきっちり分けて、もち米だけを集団
で専門的につくる生産方式

　 　もち米は、うるち米の花粉がつくと、うるち米に
なってしまう性質があり、うるち米の混入を防ぐこ
とで品質を保つことができる

㈲丸井栄餅
代表取締役　佐藤　秀昭

㈲丸井栄餅
函館市栄町5-13　TEL 0138-22-5482

Data

テーマ

会員NOW
昔から変わらぬ誠実な仕事を

Vol.39

■店内

しっとりと柔らかい味わいのもち菓子

うるち米の風味が香る団子
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函館に活力を与えるアミューズメント空間
　シネマ太陽函館は、電停「松風町」を降りて、すぐそこにある函館の
複合アミューズメント施設「大門ビル」６階にあるシネマコンプレック
ス形式の映画館です。４つのスクリーンを設けており、１日かけて映画
のはしごをすることもできます。上映映画の詳細につきましては、下記
のシネマ太陽函館ＷＥＢサイトをご参照ください。

チケット購入をより便利に!!
　パソコンやスマートフォンから事前にチケットの予約・購入ができる「イ
ンターネットチケットの購入」サービスを今年９月中旬より開始を予定。
　劇場窓口でも「チケットの事前購入」を行っており、人気のタイトル
をご鑑賞する際にチケットを前もって購入出来るため非常に便利です。
是非ご活用ください。

「函館珈琲」上映のお知らせ
　篠原哲夫監督「オー・ド・ヴィー」や前田哲監督「パコダテ人」等、これまでに多くの作品が映画化されてきた“映画を創る映画祭”
函館港イルミナシオン映画祭において、2013年度シナリオ大賞函館市長賞を受賞した「函館珈琲」（いとう菜のは作）が函館オー
ルロケで映像化され、9月24日㈯渋谷ユーロスペースより全国順次公開されます。
　シネマ太陽函館では、10月22日㈯より上映予定です。映画の詳細については、『函館珈琲 HAKODATE Coffee』公式サイト
をご覧ください。

Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ  Ｂｏａｒｄ 掲載の募集について 
　本所会員限定の優待情報を通じて会員事業所様相互のコミュニティ形成の場を提供するため 

Member’s　Boardを掲載しております。

　このコーナーは、優待情報の記載を条件とし無料で掲載致します。例えば、飲食店の場合、お食事の

割引と新メニューやお店の概要をご記載いただく等、商品・サービスのPRやお客様の呼び込み等にお

役立て下さい。

　掲載方法につきましては、本所ホームページをご覧いただくか、下記担当までお問合せください。

函館港イルミナシオン映画祭 シナリオ大賞映画化作品

シネマ太陽函館

会員様限定優待情報
　平成28年５月号同封、商工会議所会員限定サービスCCIS の「会員優待サービス券」をご提出いただくと、
下記の通り映画鑑賞料が割引になります。（優待券１枚に付き、1 名が割引となります）

●大人1,800円➡1,300円　●学生1,500円➡1,300円　●小人（中学生以下）1,000円→800円
※３D作品ご鑑賞の際は、別途３D鑑賞料金が必要となります。

＜ご注意＞上記料金は予告なく変更される場合があります。ご予約・ご利用の際は施設にお問い合せ下さい。

シネマ太陽函館 

優待情報・チケットの購入については直接映画館へお問合せ下さい。

住　　所　函館市松風町2-8大門ビル６階　お問合せ　TEL 0138-22-2021
URL　http://www.taiyogroup.jp/movie/hakodate　

お問合せ 函館商工会議所 企画情報課 ＴＥＬ２３－１１８１ 

映画『函館珈琲 HAKODATE Coffee』公式サイト

シネマ太陽 函館 

Member's Board
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　2号議員選任のための各部会（商業、建設・土木、
工業、農水産、運輸・交通・港湾、金融・不動産・
情報、観光・飲食・サービス）を去る８月25日、
函館国際ホテルにおいてそれぞれ開催しました。
　各部会では、割当数に基づいて2号議員の選任を
行った結果、下記名簿のとおり35名が選任されました。
　また、同日行われた合同部会講話会では、国土交
通省北海道開発局函館開発建設部長の菊池 一雄 氏
より「高速幹線道路整備の現状」をテーマに講話が
行われ、北海道縦貫自動車道と函館新外環状道路を
中心に、道南の具体的な整備の状況と今後の事業展
開等について説明がなされ、参加者は熱心に聴講し
ていました。

各部会開催

▲高速幹線道路整備の現状について説明する菊池部長

2号議員企業名
【商業部会：６名】
㈱近藤商会
大一興業㈱
辻木材㈱
東栄㈱
㈱中山薬品商会
成沢機器㈱

【建設・土木部会：４名】
○㈱今井工務店
㈱高木組
㈱二本柳慶一建築研究所
㈱松本組

【工業部会：６名】
合同容器㈱函館事業部
○佐藤木材工業㈱

㈱ジェイデバイス
北海道パーケット工業㈱
丸栄堀川紙器㈱
㈱村瀬鉄工所

【農水産部会：５名】
イシオ食品㈱
㈱古清商店
㈱布目
函館魚市場㈱
北海道乳業㈱

【運輸・交通・港湾部会：４名】
共栄運輸㈱
函館運送㈱
函館バス㈱
函館三菱ふそう自動車販売㈱

【金融・不動産・情報部会：３名】
函館商工信用組合
函館信用金庫
○浜津会計事務所

【観光・飲食・サービス部会：７名】
五稜郭タワー㈱
㈱トーショウビルサービス
函館環境衛生㈱
○（福） 函館大庚会
㈱函館平安システム
函館山ロープウェイ㈱
㈱花びしホテル

2号議員35名を選任

（部会別・企業名五十音順、○新任）
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　第51回北海道･東北商工会議所連絡会議が、去る
８月31日、北見市において、道内と東北６県の66
会議所の会頭ら約240名が参加して開催され、本所
からも久保副会頭、酒井専務理事が出席しました。
　当日は、日本商工会議所三村会頭より挨拶がなさ
れた後、山形、倶知安、富良野の各会議所から地域
での取り組み事例の発表が行われました。
　続いて、○経済好循環の原動力である中小企業の
活力強化、○地方創生の中核を担う中小企業の活動
基盤の強化、○東日本大震災からの本格復興と福島
再生に向けた不断の支援をテーマに、９項目について、
国への要望事項について特別決議を採択しました。
　これに加えて、北海道・東北において、８月末に
相次いで襲来した台風により、住民の暮らしや経済
社会活動に深刻な影響が生じていることを受け、「激
甚災害」の指定や災害復旧事業に係る予算確保と早
急な事業実施等の対策を講じるよう国へ強く求める
緊急決議が採択されました。

　台湾のＬＣＣ（格安航空会社）「タイガーエア台湾」
の台北（桃園）―函館線が就航したことを受けて、
初便の出発式が去る８月12日に函館空港国際線コ
ンコースにおいて行われました。
　当日は、松本会頭、工藤市長をはじめ地元関係者

に加え、タイガーエア台湾の関ＣＥＯも参列し、初
便就航を祝ってテープカットが行われました。
　現在、台湾から北海道へ訪れる観光客の勢いが落
ち着いてきていますが、同線の航空料金は、最安値で
片道6,600円と格安で、函館と台湾との間に新たな
人の流れを生み出し、交流を促すことが期待されます。

　道南地区と台湾との相互理解を深め、観光・文化・
経済等の民間交流を推進するため、平成24年に設
立された道南台湾観光友好協会（会長：石尾副会頭）
の定期総会が去る8月10日、ホテル函館ロイヤル
において開催されました。
　当日は会員39名が出席し、平成27年度事業報告
ならびに平成28年度事業計画案について協議した
ほか、台北駐日経済文化代表処札幌分処長の陳桎宏
氏を講師に招いて、「北海道と台湾の絆と展望」を
テーマとした講演会、さらに陳処長を囲んでの交流
懇親会が開催され、終始和やかな雰囲気の中、今後
ますますの相互交流の発展を確認しました。

■ 第51回北海道･東北商工会議所
連絡会議

地方創生を担う中小企業の活動基盤の強化等の
要望を決議

■タイガーエア台湾　台北―函館線就航
函館初のＬＣＣ就航

■道南台湾観光友好協会
定期総会開催

▲挨拶をする日本商工会議所　三村会頭

▲テープカットの様子

▲交流懇親会で挨拶する石尾会長



会議所のうごき
kaigisyono ugoki

会 議 所
う ご き

の

9

　

　第51回北海道･東北商工会議所連絡会議が、去る
８月31日、北見市において、道内と東北６県の66
会議所の会頭ら約240名が参加して開催され、本所
からも久保副会頭、酒井専務理事が出席しました。
　当日は、日本商工会議所三村会頭より挨拶がなさ
れた後、山形、倶知安、富良野の各会議所から地域
での取り組み事例の発表が行われました。
　続いて、○経済好循環の原動力である中小企業の
活力強化、○地方創生の中核を担う中小企業の活動
基盤の強化、○東日本大震災からの本格復興と福島
再生に向けた不断の支援をテーマに、９項目について、
国への要望事項について特別決議を採択しました。
　これに加えて、北海道・東北において、８月末に
相次いで襲来した台風により、住民の暮らしや経済
社会活動に深刻な影響が生じていることを受け、「激
甚災害」の指定や災害復旧事業に係る予算確保と早
急な事業実施等の対策を講じるよう国へ強く求める
緊急決議が採択されました。

　台湾のＬＣＣ（格安航空会社）「タイガーエア台湾」
の台北（桃園）―函館線が就航したことを受けて、
初便の出発式が去る８月12日に函館空港国際線コ
ンコースにおいて行われました。
　当日は、松本会頭、工藤市長をはじめ地元関係者

に加え、タイガーエア台湾の関ＣＥＯも参列し、初
便就航を祝ってテープカットが行われました。
　現在、台湾から北海道へ訪れる観光客の勢いが落
ち着いてきていますが、同線の航空料金は、最安値で
片道6,600円と格安で、函館と台湾との間に新たな
人の流れを生み出し、交流を促すことが期待されます。

　道南地区と台湾との相互理解を深め、観光・文化・
経済等の民間交流を推進するため、平成24年に設
立された道南台湾観光友好協会（会長：石尾副会頭）
の定期総会が去る8月10日、ホテル函館ロイヤル
において開催されました。
　当日は会員39名が出席し、平成27年度事業報告
ならびに平成28年度事業計画案について協議した
ほか、台北駐日経済文化代表処札幌分処長の陳桎宏
氏を講師に招いて、「北海道と台湾の絆と展望」を
テーマとした講演会、さらに陳処長を囲んでの交流
懇親会が開催され、終始和やかな雰囲気の中、今後
ますますの相互交流の発展を確認しました。

■ 第51回北海道･東北商工会議所
連絡会議

地方創生を担う中小企業の活動基盤の強化等の
要望を決議

■タイガーエア台湾　台北―函館線就航
函館初のＬＣＣ就航

■道南台湾観光友好協会
定期総会開催

▲挨拶をする日本商工会議所　三村会頭

▲テープカットの様子

▲交流懇親会で挨拶する石尾会長



会議所のうごき
kaigisyono ugoki

き会 議 所 う ごの

４10

　
　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
登録を支援するため、２市１町の商工会議所・商工
会を中心に設立された道南縄文文化推進協議会（会
長：久保副会頭）の定期総会が、去る8月8日、フ
ォーポイントバイシェラトン函館（旧ロワジールホ
テル函館）において開催されました。
　当日は会員35名が出席し、平成27年度事業報告
ならびに平成28年度事業計画案について協議した
ほか、今年は残念ながら推薦を逃した世界遺産登録
に係る現状等について、函館市教育委員会の福田主
査から解説がなされ、引き続き積極的な支援活動が
確認されました。

　去る8月29日に、長野・上越地域連携協議会一
行16名( 団長：髙橋信雄会長) が函館市を訪れ、本
所からは久保・西村副会頭をはじめ9名が出席し、
フォーポイントバイシェラトン函館（旧ロワジール
ホテル函館）において意見懇談会・懇親会を行いま
した。
　当日は、初めに髙橋会長、本所西村副会頭より挨
拶がなされ、引き続き事務局より北海道新幹線開業
に伴う影響・効果や、新幹線駅と函館市との連携状

況について、そして、函館市観光部観光推進課の扇
谷課長より青函圏広域連携に係る取り組みについて
説明がなされた後、意見交換を行いました。
　また、意見懇談会終了後に開催された懇親会では、
ともに新幹線の沿線上において広域連携を図る団体
として、より一層交流を深めていくことを確認し、
盛会裡に終了しました。

　去る8月25日に長野県商工会議所連合会一行13名
（団長：今井克明長野商工会議所専務理事）が函館
市を訪れ、フォーポイントバイシェラトン函館（旧
ロワジールホテル函館）において視察研修会を行い
ました。
　当日は、事務局より「北海道新幹線開業効果拡大
に向けた地域振興策について」、また、函館市経済
部の中村中心市街地担当課長より「函館市中心市街
地活性化基本計画について」をテーマとした説明が
なされました。研修後には、複合型商業施設「キラ
リス函館」を訪れ、先行オープンしている1階部分
を視察しました。
　また、去る8月31日には、山形商工会議所金融
部会21名( 団長：粟野学部会長) が函館市を訪れ、
函館国際ホテルにおいて視察研修会を行いました。
　当日は、本所永澤中小企業相談所長より「北海道
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り「はこだてティーエムオーの地域活性化事業につ
いて」をテーマとした説明がなされました。研修後
には「ひかりの屋台　大門横丁」と「キラリス函館」を
訪れ、中心市街地の活性化状況について視察しました。

▲冒頭挨拶をする久保会長

▲長野・上越地域連携協議会との意見懇談会の様子

■道南縄文文化推進協議会
定期総会開催

■各地の視察団が来函
長野・上越地域連携協議会

長野県商工会議所連合会・山形商工会議所

会議所のうごき
kaigisyono ugoki

き会 議 所 う ごの

４ 11

　銭亀沢地区産のブランド豚を味わい、地域活性化

に繋げるイベントとして好評を博している第18回

黒豚バーベキュー祭りを去る8月28日、志海苔ふ

れあいひがし広場において開催しました。

　開催当日は、天候にも恵まれ、約850人の来場者

が会場を訪れ、㈲青函トントンより提供された函館

男爵黒豚のバーベキューを堪能しました。また、ス

テージでは、毎年恒例となっている函館巴太鼓や函

館市立銭亀沢中学校吹奏楽部による演奏をはじめ、

今年もSpark Jelly Beansバンドによる生演奏や豪

華景品があたる抽選会等の催しも行われ、会場は大

いに盛り上がりを見せました。

　去る 9月 2日、当市では10年振りとなる「商工

会議所女性会道南ブロック研修会」が函館国際ホテ

ルにおいて開催されました。

　当研修会は、道南ブロック女性会の連携と親睦を

図ることを目的に、道南の5つの女性会が持ち回り

で開催し、当日は各地より22名が参加したほか、

当会より今会長をはじめ32名が出席しました。

　研修会では、各地の事業内容等について情報交換

したほか、㈱布目ならびに函館市国際水産・海洋総

合研究センターの企業見学や北海道大学大学院水産

科学研究院長の安井肇氏による「不要だった“がご

め昆布”の商品開発」と題した講演等、当市の地域

特性である『水産海洋』分野に焦点を当てた研修内

容で、参加者は見聞を深めながら、相互に交流を図

りました。

支店／札幌   営業所／岩見沢・八戸・埼玉・仙台

■銭亀沢地区青年部
黒豚のバーベキューを堪能！

■女性会
北海道商工会議所女性会連合会「道南ブロック研修会」を開催

▲黒豚のバーベキューを味わう来場者 ▲懇談会の様子
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第60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

五島軒おかき
ベストセレクション

〒040-0072
 函館市亀田町 6-4
TEL：0138-41-6575
http://e-hokka.jp/

北海道製菓㈱

12g×9袋入（3種）・・・・・・ 864円
(税込)

ご案内 Information

～貴社を支える従業員の皆様に、感謝の気持ちを込めて～

■会　　場／ホテル函館ロイヤル（函館市大森町16－9）

■負 担 金／表彰者1名につき 10年以上 6,000円　　20年以上 6,500円

 30年以上 7,000円　　40年以上 7,500円

■締　　切／平成28年10月14日（金）

■表彰期日／平成28年11月28日㈪予定 16：00～　※ 日程は変更になることがございますので、予めご了承ください。

■申込・問合せ／企画情報課 TEL23-1181　FAX27-2111

•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与
•祝辞　ご来賓代表
•謝辞　受彰者代表
•閉会
•記念撮影
•祝賀会

　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事
業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年
11月に開催しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主から
成績優秀とご推薦をいただいた従業員の皆様を表
彰し、記念品の贈呈や記念撮影を行います。その
後は長年の労をねぎらう祝賀会もご用意しており
ます。昨年は143名のお申込をいただき、勤労意
欲の向上や、会社への愛着の増進につながった等、
大変好評をいただいております。
　事業主の皆様におかれましては、今月号に同封
しております実施要領をご参照いただき、日頃か
ら貴社の発展に尽力されている従業員の皆様を、
ぜひご推薦くださいますようお願い申しあげます。

申込用紙は

本紙に同封

しておりま
す。

式典内容

第58回 

優良商工
従業員表彰式

会員サービス事業 ご
案
内

お問合せ　企画情報課　ＴＥＬ　0138-23-1181

Information
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第11回 函館歴史文化観光検定
（はこだて検定）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
知れば知るほど、この街が好き。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
施 行 日／ 平成28年11月6日（日）
募集期間／ 8月1日（月）～9月30日（金）
受 験 料／ 初級 3,000円　上級 5,000円
※ 各種割引があります。詳しくは、本所ホームページをご覧
下さい。

公式テキストブック（第6版）
平成27年4月改訂
市内主要書店および函館商工会議所で販売
しています
 （B5版208頁）  2,160円（税込）

過去問題集 
平成27年12月改訂
函館商工会議所でのみ販売しています。
 
 初級・上級　各500円（税込）

平成28年度　函館商工会議所

下期検定試験のご案内

福祉住環境コーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

やさしさあふれる住環境づくり。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第37回　１級・２級・３級
　施 行 日 ／ 平成28年11月27日（日）
　募集期間 ／ 9月13日（火）～10月14日（金）
　受 験 料／  1級 10,800円　　2級 6,480円
  3級   4,320円

ビジネス実務法務
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
企業が求める実践的な法律知識を身につける。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第40回　１級・２級・３級
　施 行 日 ／平成28年12月11日（日）
　募集期間 ／ ９月27日（火）～10月28日（金）
　受 験 料／  1級 10,800円　　2級 6,480円
  3級   4,320円

ビジネスマネジャー
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
マネジメントの総合知識を身につける。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第４回
　施 行 日 ／平成28年11月13日（日）
　募集期間 ／8月30日（火）～9月30日（金）
　受 験 料 ／ 6,480円

簿　　記
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財務が読める、会社が読める。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第144回　１～４級
　施 行 日 ／ 平成28年11月20日（日）
　募集期間／ 9月12日（月）～10月20日（木）
■第145回　2～4級
　施 行 日 ／ 平成29年2月26日（日）
　募集期間 ／ 12月19日（月）～1月26日（木）
　受 験 料／ 1級 7,710円　2級 4,630円
  3級 2,570円　4級 1,640円

北海道観光マスター検定
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北海道のこと、もっと知りたい、知ってもらいたい。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第11回 
　施 行 日 ／平成28年11月23日（祝、水）
　募集期間／ ９月1日（木）～10月31日（月）
　受 験 料／ 4,937円

カラーコーディネーター
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
カラーコーディネーション能力を仕事に活かす。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第41回 　１級・２級・３級
　施 行 日 ／平成28年12月4日（日）
　募集期間／ 9月20日（火）～10月21日（金）
　受 験 料／ 1級 9,440円　　2級 7,340円
  3級 5,250円

環境社会（eco検定）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社会と環境を考える“人”のために。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第21回 
　施 行 日 ／平成28年12月18日（日）
　募集期間／ 10月4日（火）～11月4日（金）
　受 験 料／ 5,400円

リテールマーケティング（販売士）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「買いたい」をつくる。「働く力」が身につく。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第79回　１級・２級・３級 
　施 行 日 ／平成29年2月15日（水）
　募集期間 ／12月12日（月）～1月19日（木）
　受 験 料／  1級 7,710円　2級 5,660円　3級 4,120円

資格を取って

キャリアアップ！！
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
カラーコーディネーション能力を仕事に活かす。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第41回 　１級・２級・３級
　施 行 日 ／平成28年12月4日（日）
　募集期間／ 9月20日（火）～10月21日（金）
　受 験 料／ 1級 9,440円　　2級 7,340円
  3級 5,250円

環境社会（eco検定）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社会と環境を考える“人”のために。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第21回 
　施 行 日 ／平成28年12月18日（日）
　募集期間／ 10月4日（火）～11月4日（金）
　受 験 料／ 5,400円

リテールマーケティング（販売士）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「買いたい」をつくる。「働く力」が身につく。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■第79回　１級・２級・３級 
　施 行 日 ／平成29年2月15日（水）
　募集期間 ／12月12日（月）～1月19日（木）
　受 験 料／  1級 7,710円　2級 5,660円　3級 4,120円

資格を取って

キャリアアップ！！



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金曜日

まずはお気軽に
お問合せください。

中小　北海道
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

文化・教育・民間施設など
42施設が夜間開放
詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。

14

主催／はこだてカルチャーナイト実行委員会
お問合せ／函館商工会議所地域振興課　 TEL.0138-23-1181

2016.9.21㈬
17：30－21：00はこだて

カルチャー
ナイト
パンフ同封 !!
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　ビジネスでコミュニケーションマナーはとても重要
です。マナーの良し悪しは印象を大きく変えて、その
後の仕事の進め方に大きく影響します。例えば、初め
て会った時の印象で「仕事をするか否か」を決める経
営者もいます。それだけ「あいさつ」とか「電話対応」
といったマナーのベーシック版は大切なのです。余談
ですが、生まれたときにはすでにインターネット環境
が整っていた「デジタルネイティブ世代」が職場に登
場する時代になりました。この世代は、相対で話す体
験がわれわれの世代より少ないので、会社はコミュニ
ケーションマナーの研修を丁寧に行う必要性を感じて
いるようです。
　ただ、ビジネスで取引先と深い関係をつくろうとす
るなら、ベーシック版の取得だけでは不十分です。では、
何を身に付ければよいのでしょうか。それは、相手に
合わせてコミュニケーションする対応力ではないでしょ
うか。
　例えば、相手に対する呼び方への対応が挙げられま
す。取材したインターネット企業は相手を役職で呼ぶ
ことはご法度。社内外にかかわらず、「さん」付けが基
本です。そんな会社と業務提携の検討を進めていたの
が、業歴も長い大企業のＤ社。提携に向けて打ち合わ

ビジネスマッチングビジネスマッチング
発想法発想法

　1964年生まれ。同志社大学文学部
卒業後、株式会社リクルートに入社。
６期連続トップセールスに輝き、「伝
説のトップセールスマン」と呼ばれる。
96年に日本初の独立/起業の情報誌『ア
ントレ』を立ち上げ、事業部長、編集
長を歴任。その後、独立し、人事コン
サルティング会社を始め３社で経営に
携わる。現在は企業に対する人材育成、
人事戦略の策定などを行っている。

高城　幸司 /たかぎ・こうじ

せを進めて半年が経過していましたが、Ｄ社では担当
役員を「○○取締役」と呼んでいました。これが提携
を進める上で、障害になりました。仕事で関わる時間
が長くなれば、相手の呼び方も相手に合わせる対応力
があって当たり前です。それもできない会社と業務提
携しても、うまくいかない可能性が高いと判断して、
Ｄ社に断りを入れたようです。
　あるいは、営業協力を検討する打ち合わせの最後に、
「今度飲みに行きましょう」と言われて、「では、いつ
にしましょうか」と日程調整を求められたところ、困
惑してしまった社長に遭遇したことがあります。困惑
していた社長の会社で「今度飲みに行こう」は、行く
気はないけれど形式的に発せられるあいさつのような
発言です。さらに言えば、「本当は行きたくない」との
意思が裏に込められていたようです。本当に飲みに行
きたければ、「ぜひ飲みに行きましょう」と声を掛ける
とのこと。紛らわしい発言ですが、困惑する表情を示
したら理解して、「では、そのうち」と対応することが
期待されていました。ところが、「いつ飲みましょうか」
と繰り返し聞き続けたところ、その対応力の足りなさ
から営業協力の話は解消されたようです。些細なこと
に思えても、自分の会社とは違うコミュニケーション
のルールを踏まえて、ビジネスマッチングにも取り組
むセンスを備えておきたいものです。

東京都

「仕事を左右する“対応力”」

株式会社セレブレイン
 代表取締役社長　高城　幸司
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　大正５年に初代が旧蜆貝町（青柳町）で製材所を
起こして今年で100年。６月にアラスカで記念祝賀
会を開き、「取引先関係者約130人が集まり、祝っ
てもらった。励ましの声をもらい、101年目のス
タートが切れました」と福士さん。祖父に当たる二
代目が現在の港町（旧西門町）に拡張移転したのが
昭和18年、同24年に株式会社を設立した。福士さ
んは父を継いで四代目。「私の代になって会社存続
の危機もあり、自ら大病にも苦しんだ。節目の年を
迎えられたのは皆さま方のおかげ」と感謝の言葉を
口にした。
　約２千坪ある敷地内の工場には、運び込んだ丸太
を製品化するまでの作業工程に応じた横切機、耳摺
機、製函機などの装置が備えられ、木材の耐久力・
強度アップのための乾燥設備も常設している。営業
品目は主力の「青森ヒバ」のほか、最近では新建材、
輸入材（北欧産）の取り扱いが増えてきていると言
う。「建築資材としてのヒバの魅力は際立つが、そ
れだけでは時代のニーズにこたえられません。狂い
や割れが少なく、加工しやすい乾燥材の製造・販売
も競争に打ち勝つための戦略です」。
　地場企業として地域への貢献も忘れない。もう何
年も前から冬場の仕事の間隙を利用して除排雪作業
に従事するようにもなった。「“奉仕木材” と言われ

るようになりました。３代目の父も初代、２代目同
様、人の面倒見が良かった。地域へ還元する気持ち
は先代からの教えを実践したもの」と言い切る。
　敷地内には木工製品を展示、販売する「クラフト・
ストア」が設けられ、ヒバ椅子、花台、表札、飾り
木、干支などプロが制作した小物作品が陳列されて
いる。「木の温もり、ヒバのにおいを楽しんでほし
い」。
　家づくりの基礎は土台。外材の防腐土台が主流だ
とか。「目に見えない所だからこそ、シロアリを寄
せ付けない青森ヒバの使用をお奨めする。湿気に強
く腐りにくい利点もある。やや割高だが価値はあ
る」。青森ヒバへの強いこだわりを見せた。

青森商工会議所会員事業所のご紹介
青森商工会議所『かけはし「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

「福士木材」
　代表取締役　福　士　敬　治さん商 工 プ ラ ザ

「青森ヒバ」にこだわり創業100年。節目祝い新たにスタート

「仕入れ先やお客様（工務店）に支えられ、感謝される
製材所を目指します」と話す福士さん



FAX（0138）56-6898
TEL（0138）56-1711

総合旅行業務取扱管理者：櫻井和宏 

〒040-0011 函館市本町6-7 函館第一ビル1階

〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目
1-2 アーバンネット札幌ビル8階

日本旅行業協会正会員

（土日祝休業）
営業時間：平日9:30～17：30

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
ありましたら、ご遠慮なく左記の旅行業務取扱管
理者にご質問下さい。

お申し込み
お問い合わせ

で行く 2コース!!2コース!!オス
スメ

上記2コース共通のご案内 ＜ご旅行代金に含まれるもの＞

(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金　(2) 羽田空港を利用する場合の旅客取扱施設使用料　(3) 旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
(4) 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金　(5) 旅行日程に記載した観光料金　(6) 添乗員が同行するために必要な諸費用

函館
乗船 南紀白浜・勝浦温泉と
真田幸村ゆかりの「九度山」

　　 をめぐる

南紀白浜・勝浦温泉と
真田幸村ゆかりの「九度山」

　　 をめぐる
3日間

《行程表》
行程

函館空港（10：00発）→羽田空港→大阪（伊丹又は関西）空港＝＝
＝＝九度山（●真田ミュージアム）＝＝白浜温泉（泊）（18：00頃着）1

2

3

《宿泊》 白浜館

ホテル（8：00発）＝＝白浜泉都めぐり（●三段壁洞窟・◎千畳敷・◎円月
島）＝＝◎熊野古道散策＝＝◎熊野本宮大社＝＝◎熊野早玉大社＝＝
勝浦温泉（泊）（17：30頃着）

ホテル（8：00発）＝＝那智山（◎那智の滝・◎熊野那智大社・◎青岸渡寺）
＝＝◎梅干専門店＝＝大阪（伊丹又は関西）空港→羽田空港→函館空港
（17：30着）

《宿泊》 ホテル浦島本館

※運輸機関、現地事情によりスケジュールが多少変更になる場合がございます。

■食事/朝食2回・昼食2回・夕食2回 ■添乗員/全行程同行いたします ■募集人員/44名
■最少催行人員/20名

凡例：　航空機→　バス＝＝　徒歩・・・・・・・・　船～～　◎下車観光　●下車入場観光

出発日

10/03㈪
10/12㈬
10/17㈪

3～4名1室 80,000円

90,000円

100,000円

2名1室
1名1室

室利用 旅行代金

■おなじみの南紀観光に加え真田親子が
　晩年を過ごした「九度山」を巡ります。

お１人様（6歳以上）

88万
円
万
円

旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名
1室利用の場合

旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名
1室利用の場合

2泊目：勝浦温泉
ホテル浦島（本館）

ホテル浦島・忘帰洞（イメージ）

ホテル浦島夕食バイキング（イメージ）

草津温泉と信州上田・
上高地

草津温泉と信州上田・
上高地

4日間

《行程表》
行程

函館空港（10：00発）→羽田空港＝＝◎軽井沢（自由散策）＝＝
＝＝草津温泉（泊）（18：00頃着）

ホテル（8：00発）＝＝【上田城跡公園】（戦国の名城）・●信州上田真田丸
大河ドラマ館（今年話題のドラマを体感）＝＝◎小布施（信州の小京都）
＝＝◎信州・善光寺（信濃の名刹）＝＝白馬温泉（泊）（17：30頃着）

1

2

3

4

《宿泊》 草津ナウリゾートホテル

《宿泊》 白馬ハイランドホテル

ホテル（8：00発）＝＝◎安曇野（大王わさび農園）＝＝◎上高地（大正池・
河童橋など散策）＝＝石和温泉（泊）（17：30頃着）

ホテル（8：00発）＝＝◎富士山五合目＝＝◎芦ノ湖（湖面に映る逆さ富士
の美しさは絶景）＝＝◎小田原・鈴廣（小田原名物かまぼこ）＝＝羽田空港
→函館空港（18：50着）

《宿泊》 ホテル八田

※運輸機関、現地事情によりスケジュールが多少変更になる場合がございます。

■食事/朝食3回・昼食3回・夕食3回 ■添乗員/全行程同行いたします ■募集人員/44名
■最少催行人員/25名

凡例：　航空機→　バス＝＝　徒歩・・・・・・・・　船～～　◎下車観光　●下車入場観光

出発日

10/02㈰
10/11㈫
10/23㈰

3～4名1室 83,000円

91,000円

103,000円

2名1室

1名1室

室利用 旅行代金

■今、ドラマで話題の真田幸村ゆかりの地へ!　■名湯草津温泉にご宿泊!

お１人様（6歳以上）

8.38.3万円万円
旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名1室利用の場合旅行代金（お1人様）6歳以上3～4名1室利用の場合

上高地（イメージ）

観光庁長官登録旅行業978号（受託販売）

 函館支店
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