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　去る12月 9 日、ホテル函館ロイヤルにおいて、第 1 回臨時議員総会を開催しました。
　総会では、次の４件（委員会所属委員・正副委員長、議員の異動、陳情要望活動、部会・委員会活動）につ
いて報告が行われ、続いて附議事項２件、第１号議
案「常議員の選任について」審議が行われたほか、
税務関連のマイナンバー本格稼働に伴い、第２号議
案「特定個人情報保護規程の設置について」それぞ
れ審議が行われ、共に満場一致で原案通り承認され
ました。
　当日は、終了後に引き続き本所議員会の平成28年
度定時総会、同じく議員会主催による歳末懇親会も
開催されました。歳末懇親会では、工藤市長や青森
商工会議所議員会をはじめ、市内各界の方々を来賓
として招き、総勢82名が出席し、恒例となった大抽
選会も行われ盛会裡に終了しました。

委員会名 担当副会頭 委員長 副委員長
総務 水　島　良　治 辻　　　秀　明 濱　津　　　隆
産学官連携促進 村　瀬　　　充 小笠原　康　正 堀　岡　眞　吾
アジア観光物流促進 中　野　　　恒 中　山　一　郎 鈴　木　修　平
水産海洋都市推進　 村　瀬　　　充 折　谷　　　泉 須　田　新　崇
津軽海峡圏 中　野　　　恒 宮　﨑　　　昌 飯　田　祐　司 小　坂　三　男
広域連携 境　　　勝　則 斉　藤　善　美 上　條　博　英 西　川　清　一
新幹線関連事業 境　　　勝　則 岩　塚　晃　一 二本柳　慶　一 竹　村　　　隆

3号議員　3名
� 小笠原　康　正� ㈱テーオー小笠原
� 髙　野　元　宏� ㈱道水
� 永　井　英　夫　� ㈱エスイーシー

2号議員　22名
� 相　川　良　夫� ㈱近藤商会
� 大　越　信　幸� 大一興業㈱
� 辻　　　秀　明� 辻木材㈱
� 中　山　一　郎� ㈱中山薬品商会
� 成　澤　　　茂� 成沢機器㈱
� 斉　藤　善　美� ㈱今井工務店
� 堀　岡　眞　吾� ㈱松本組
� 佐　藤　祐　幸� 佐藤木材工業㈱
� 井　村　守　俊� 北海道パーケット工業㈱
� 堀　川　昭　雄� 丸栄堀川紙器㈱
○�石　尾　清　広� イシオ食品㈱
� 古伏脇　隆　二� ㈱古清商店
� 田　島　久　吉� 北海道乳業㈱

� 日下部　博　久� 函館運送㈱
� 森　　　健　二� 函館バス㈱
� 山　本　富　靖� 函館商工信用組合
○�上　條　博　英� 函館信用金庫
� 濱　津　　　隆� (税)浜津会計事務所
� 今　　　千　尋� (福)函館大庚会
� 金　澤　俊　司� ㈱函館平安システム
� 竹　村　　　隆� 函館山ロープウェイ㈱
○�西　村　憲　人� ㈱花びしホテル
� �

1号議員　8名
� 渡　辺　良　三� ㈱はこだてティーエムオー
○�宮　﨑　　　昌� 山三伊藤商事㈱
� 佐　藤　征　次� 佐藤電気工事㈱
� 髙　橋　則　行� ㈱高橋組
� 富　田　秀　嗣� ㈱長門出版社
� 須　田　新　崇� ㈱富士サルベージ
� 鍵　谷　良　一� 北海小型タクシー㈱
○�黒　島　一　生� 黒島綜合事務所

第1回臨時議員総会開催
常議員33名を選任

委員会名簿
（敬称略）

常議員名簿
○：新任常議員

（敬称略）

▲開催に先立ち挨拶する久保会頭
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　部会長選任等のため、本所設置の７部会を去る
11月９日～17日の日程で、それぞれ開催しました。
　各部会では、部会長、副部会長の選任や幹事委嘱
について審議され、正副部会長が別表のとおり選任
されました。

　函館の冬を代表するイベント「2016はこだてク
リスマスファンタジー」が、去る12月 1 日～25日
の日程で、赤レンガ倉庫群前において開催されました。
　 1 日のオープニングセレモニーでは、久保会頭や
河内実行委員長、工藤市長らが壇上に上がり、カウ
ントダウンに合せて、約14万 8 千個の電球で飾り
つけられたツリーを点灯し、色鮮やかな花火の打ち
上げとともに、多くの市民や観光客を魅了しました。
　また、17日には、今年で 6 回目を迎えた「ひろ
さきナイト」が行われ、ご当地アイドルりんご娘や

三味線奏者による弘前市PRステージ、毎年恒例の
巨大アップルパイの振る舞い等で多くの来場者を楽
しませました。

みんなの家『地球』みんなで大事にしよう !

安 心 と い う 選 択

函館環境衛生 検 索

www.hakodate-kankyo.com
©函館環境衛生株式会社

パ
ッ
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ー
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（敬称略）
部会名 担当副会頭 部会長 副部会長

商　　　業 境　　　勝　則 渡　辺　良　三 小笠原　康　正
辻　　　秀　明

建設・土木 中　野　　　恒 髙　橋　則　行 佐　藤　征　次
二本柳　慶　一

工　　　業 村　瀬　　　充 富　田　秀　嗣 八　木　　　渉
成　田　眞　一

農　水　産 村　瀬　　　充 髙　野　元　宏 古伏脇　隆　二
佐々木　哲　夫

部会名 担当副会頭 部会長 副部会長

運輸・交通・港湾 水　島　良　治 日下部　博　久 森　　　健　二
須　田　新　崇

金融・不動産・情報 水　島　良　治 山　本　富　靖 濱　津　　　隆
黒　島　一　生

観光・飲食・サービス 中　野　　　恒 竹　村　　　隆 金　澤　俊　司
今　　　千　尋

■７部会開催
正副部会長を選任

■北海道新幹線開業記念
　2016はこだてクリスマスファンタジー

▲金融・不動産・情報部会幹事会の様子

▲オープニングセレモニーの様子
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　函館市商店街連盟（会長：渡辺良三）と青森商店
街連盟（会長：柴野重生）による「第19回青函商
店街活性化懇談会」が去る11月11日にホテルリソ
ル函館において開催され、両連盟の関係者18名が
出席しました。
　懇談会では、両連盟会長による開会挨拶に続き、
本所の永澤中小企業相談所長より「北海道新幹線開
業後の状況と今後の課題」、次いで、函館市経済部
の中村中心市街地担当課長より「函館市の中心市街
地活性化の取り組み状況について」をそれぞれテー
マとする講話が行われたほか、両地域の商店街が抱
える課題について、出席者による活発な意見交換が
行われました。
　なお、当日は懇談会に先立ち、市内駅前主要施設
の視察が行われ、函館朝市ひろばや、キラリス函館
内のはこだてみらい館と、はこだてキッズプラザを
見学して、その整備状況等を確認しました。

　去る11月21日に弘前市中心市街地活性化協議会
(団長：ＮＰＯ法人スポネット弘前事務局長戸沼宏
美氏)一行 7 名が函館市を訪れ、本所議員室におい
て視察研修会を行いました。
　当日は、冒頭、本所永澤中小企業相談所長、ＮＰ
Ｏ法人スポネット弘前戸沼事務局長よりそれぞれ挨
拶がなされ、引き続き、函館市経済部中村中心市街
地担当課長より、はこだてみらい館とはこだてキッ

ズプラザの施設概要について説明が行われた後、運
営体制やオープンから 1 ヶ月を迎えた現状等につい
て質疑応答がなされました。
　その後、上記 2 か所の公共施設が入居しているＪ
Ｒ函館駅前の複合施設「キラリス函館」を訪れ、各
施設長より改めてそれぞれの施設概要について説明
を受けました。

　南北海道と青森県産の農林水産物や加工品等の販
売および食文化の発信を目的とした第 7 回津軽海峡
交流圏・大農林水産祭（旧津軽海峡ブランド博）が
去る11月12日～13日の日程で、青森産業会館にお
いて開催されました。
　当日は、津軽海峡圏から103の企業・団体が出店し、
2 日間で約 3 万人が来場する中、青森・函館商工会
議所による合同ブースを設け、両商議所の共催事業
である『パートナーシップ構築懇談会』をきっかけ
として生まれた青函連携商品の販売や、函館観光
のＰＲを目的としたノベルティグッズ配布を行いま
した。

■第19回青函商店街活性化懇談会
新幹線開業後の中心市街地主要施設を視察

■弘前市中心市街地活性化協議会
　視察研修会

弘前市の関係者とともにキラリス函館を視察

■第７回津軽海峡交流圏・ 
　大農林水産祭

青森市で青函連携商品を販売

▲施設について説明を受ける青森商店街連盟関係者

▲青函連携商品のＰＲを目的とした販売ブース

▲施設について説明を受ける弘前市中心市街地活性化協議会関係者
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　日本におけるインバウンド（訪日外国人）旅行者
が年々増加し、函館地域でも来函外国人宿泊客数は
約40万人（函館市観光部『平成27年度来函観光入
込客数』より）を数え、『国際観光都市・函館』に
おけるインバウンド対策は重要性を増している中、
本所では11月より、今年で第 2 回目となる会員事
業所の社員・職員を対象としたおもてなし英会話講
座を開催しています。
　同講座は、参加者が「自社に成果を持ち帰り、社
内での指導的立場となる社員を養成すること」を目
標としており、ヒューマンキャンパス高等学校函館
学習センターのビル・ボーマン氏を講師に招き、「宿

泊」「物販」「料飲」等、様々な事業に即した実践的
な内容の講義を展開しています。
　講座は 3 月初旬まで全13回にわたって開催する
予定となっています。

　第25回日本珠算連盟優良生徒表彰式と2016年全
国そろばんコンクールを去る12月４日、82名の選
手が参加のもと本所会議室において開催しました。
当日は、コンクールに先立ち第25回日本珠算連盟優
良生徒表彰式を行い、１級合格者等、成績が優秀だ
った10名の生徒が優良生徒として表彰を受けました。
　その後は、2016年全国そろばんコンクールで予
選を勝ち抜いた総合競技部門別優勝者 9 名による記

録会や、種目別競技を行い、参加選手は年内最後と
なる大会で互いの腕を競い合いました。
 

〒043-0403　二海群八雲町熊石平町114-1
TEL：01398-2-3131

第６０回函館圏優良土産品推奨会
みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞

（25g）…………… 600円(税込)

イカスミ塩SEPIA

熊石深層水㈱
イ力墨とミネラル豊富な熊石海洋深層水をじっくりと時聞を

かけ手作りで炊き上げた新しいコンセプトの食塩です。塩分

の気になる方に最適。お料理の仕上げに、飾りにブラックペ

ッパーのように振りかける等、幅広くお料理にお使い頂けま

す。是非いろいろとお試し下さい。 検 索検 索イカスミ塩 SEPIA

■おもてなし英会話講座
地元事業者のインバウンド対応力を強化

■第25回優良生徒表彰式・
　2016年全国そろばんコンクール

努力をたたえ優良生徒10名を表彰

▲おもてなし英会話講座の様子

▲そろばんコンクール総合競技の部門別優勝者
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　11月例会を去る11月28日、齋藤会長はじめメン
バー42名、青森商工会議所青年部から 6 名が参加し、
ホテル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　例会では、本所永澤中小企業相談所長をコーディ
ネーターに、パネリストには青森商工会議所青年部
会長の堀越氏、弘前商工会議所青年部･たびすけ代
表の西谷氏、十和田バラ焼きゼミナール舌校長の畑
中氏、七戸はやぶさPR隊副隊長の田中氏をお迎え
し、「新幹線開業効果を最大化するために我々ので
きること」と題したパネルディスカッションを行い
ました。
　各パネリストからは、新幹線開業前と開業後に取
り組んできた事業について、「ないもの探しではなく、
すでに地域にある魅力に気付き、それを磨き上げて
発信していくことが大事」、「観光業だけでなく、そ
の他の業種にも新幹線開業効果を享受できるような
仕組み作りが大切」等と述べられ、新幹線開業によ
る地域経済の再生、発展を目指す青年部にとっては
非常に参考となる例会となりました。

　クリスマスチャリティパーティーを去る12月 7 日、
工藤市長、久保会頭をはじめ多数の来賓を招き、金
森ホールにおいて開催しました。
　当チャリティパーティーは、冬の函館観光の柱で
ある「はこだてクリスマスファンタジー」を盛り上げ
ることを目的に開催され、今年で 4 回目を迎えました。
　当日は、当会会員32名を含む総勢133名が参加し、
クリスマスソングの生演奏や抽選会等で盛り上がり、

また、パーティーの会費の一部で、はこだてクリス
マスファンタジー実行委員会へ運営寄付金を贈呈し、
NPO法人ウィメンズネット函館子どもサポートふ
わっとには、同団体で保護を受けている児童へのク
リスマスプレゼントとして、サンタブーツのお菓子
セットとクリスマスケーキを贈りました。

　「フラワーアレンジメント講習会」を去る12月 2 日、
「生け花講習会」を去る12月26日、共に銭亀沢支所
において、銭亀沢地区女性部メンバーが参加し開催
しました。
　同講習会はクリスマスおよびお正月を迎えるにあ
たり店舗を華やかに飾り付けるひとつとして、「フ
ラワーアレンジメント講習会」はフラワーショップ
花泰の中島姫代美さん、「生け花講習会」は華道 池
坊教授 関真由子さんに講師をお願いし、毎年開催
されています。
　当日は、講師の専門的な指導を受け、参加者全員、
作品を完成させ、お互いの作品を見ながら懇談し和
やかな雰囲気のなか終了しました。

■銭亀沢地区女性部
「フラワーアレンジメント講習会」および「生け
花講習会」の開催

■青年部
11月例会を開催

■女性会
第4回クリスマスチャリティパーティーを開催

▲完成させたフラワーアレンジメントとともに記念撮影

▲河内実行委員長（右）に運営寄付金を贈呈する今会長

▲パネルディスカッションの様子
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　去る11月６日、第11回函館歴史文化観光検定（は
こだて検定）が北大水産学部講義棟において施行さ
れ、受験者は函館と道南地域に関する歴史・観光・
文化・時事等の問題に挑戦しました。
　当日は、上級95名、初級271名、総勢366名が受
験し、前年に比べ56名上回り、北海道新幹線開業
を機に函館への関心が高まっていることが伺えます。
合格発表は、11月25日にホームページ上で行われ、
上級は11名、初級は116名がみごと合格し、合格率
は上級が11.6％、初級が42.8％となりました。
　
第11回試験問題�初級より抜粋　
　旧ＪＲ江差線の五稜郭～木古内間は現在、第三セ
クターの「道南いさりび鉄道」により運行されてい

るが、一部の車両は観光列車として運行される。こ
の観光列車の名称として正しいものはどれか。
　１．かでれ号　　２．ながまれ号
　３．はがいぐ号　４．きもやぐ号　
 答：２

1 月
10� 火 北海道信用保証協会�個別相談
11� 水 経営相談
18� 水 金融個別相談

19� 木
第７回�おもてなし英会話講座
女性会�１月例会（新年会）

21� 土 銭亀沢地区青年部�平成28年度視察研修
（～1/22）

24� 火 青年部�臨時総会、新年交礼会
25� 水 発明相談
26� 木 第８回�おもてなし英会話講座
27� 金 法律相談

2 月
2� 木 第９回�おもてなし英会話講座
8� 水 経営相談
9� 木 第10回�おもてなし英会話講座

今後のうごき
【12月16日現在】

■第11回はこだて検定
127名の函館博士が誕生

▲試験に挑む受験者



■勤続40年以上（９名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

仁　木　　　隆 西野会計�株式会社 中　谷　　　敏　 有限会社�丸豊�遠藤工業
大　橋　豊　志 西野会計�株式会社 甲　谷　　　博 丸果函館合同青果�株式会社
波　間　弘　幸 函館造船�株式会社 岡　本　修　一 株式会社�吉田産業函館支店
千　田　政　敏 函館環境衛生�株式会社 中　山　功　併 函館トヨペット�株式会社
増　山　喜　久 有限会社�魚　長

■勤続30年以上（17名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

木　村　朋　希 五稜郭タワー�株式会社 斉　藤　良　介 東一函館青果�株式会社
本　間　和　明 株式会社�布　目 富　樫　　　等 有限会社�丸豊�遠藤工業
堀　川　雄　司 函館空港ビルデング�株式会社 秋　田　　　滋 丸果函館合同青果�株式会社
天　野　勝　也 函館環境衛生�株式会社 遠　山　幸　夫 丸果函館合同青果�株式会社
笹　島　清　志 函館環境衛生�株式会社 伊　藤　　　豊 北海道乳業�株式会社
池　田　勇　一 函館環境衛生�株式会社 藤　内　和　彦 北海道乳業�株式会社
小　村　美紀子 株式会社�エスイーシー 横　山　雄　一 北海道乳業�株式会社
渋　谷　義　一 株式会社�エスイーシー 松　代　光　平 株式会社�函館丸井今井
北　村　貴　禎 有限会社�魚　長

勤続20年以上（62名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

山　下　哲　也 株式会社�アキヤマ 橋　野　　　満 藤商事�株式会社
鷹　木　伸　司 株式会社�アキヤマ 桂　川　悟　史 株式会社�布　目
塩　谷　正　則 株式会社�アキヤマ 宮　田　勝　昭 株式会社�布　目
小　野　　　篤 道南食品�株式会社 市　川　町　子 株式会社�布　目
加　藤　　　弘 道南食品�株式会社 福　井　章　之 株式会社�布　目
宮　坂　美　幸 道南食品�株式会社 伊　原　妙　子 株式会社�布　目
石　垣　智恵子 トーショウコーポレーション�株式会社 田　中　覚　也 株式会社�魚長食品
國　枝　光　彦 函館信用金庫 辻　　　美容子 株式会社�魚長食品
秋　本　　　力 函館信用金庫 南　川　あゆみ 株式会社�魚長食品
小　林　一　貴 函館信用金庫 須　藤　金　蔵 株式会社�おぐま冷蔵
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　第58回優良商工従業員表彰式を去る11月28日、受彰者をはじめご来賓や事業主等120名の出席をいただき、
ホテル函館ロイヤルにおいて開催しました。
　式典では、久保会頭より「北海道新幹線開業により観光客の入れ込みが好調に推移しているが、こうした時
期だからこそ、函館というブランドをソフト面から押し上
げるため、企業、そして、従業員のひとりひとりが函館経
済発展のため職務に精励していただきたい」とこれまでの
社業発展への労いとともに励ましの言葉がかけられ、受彰
者147名を代表して函館造船㈱の波間弘幸さんから「本日
の栄誉を忘れず、初心に帰り研鑽を重ねたい」と謝辞が述
べられました。その後は、記念撮影、祝賀会等が行われ盛
会裡に終了しました。
　なお、永年に亘り地域経済を支え、企業発展のために努
力を重ねてこられた皆様に心より敬意を表し、全受彰者を
ご紹介させていただきます。

（敬称略）

第58回
優良商工従業員表彰式



氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名
辻　見　典　之 原事務所 高　野　和　則 株式会社�松本組
長谷川　和　巳 函館運搬機整備�株式会社 工　藤　正　和 ヤマダイ大作運輸�株式会社
青　山　文　子 株式会社�エスイーシー 田　中　省　悟 ヤマダイ大作運輸�株式会社
二本柳　　　到 株式会社�エスイーシー 林　田　　　修 株式会社�五島軒
柳　原　清　司 株式会社�エスイーシー 松　永　敏　光 株式会社�エヌボシ・ノムラ
石　川　孝　法 株式会社�エスイーシー 八　谷　　　誠 株式会社�エヌボシ・ノムラ
太　田　恭　彦 株式会社�エスイーシー 外　舘　　　晃 株式会社�エヌボシ・ノムラ
鈴　木　基　恵 株式会社�エスイーシー 澤　村　　　恵 有限会社�魚　長
濱　出　慎太郎 株式会社�エスイーシー 近　野　令　子 有限会社�魚　長
本　田　稔　幸 株式会社�エスイーシー 泉　　　志　信 丸果函館合同青果�株式会社
岡　田　直　剛 株式会社�エスイーシー 花　田　　　晃 北海道乳業�株式会社
梨　木　　　敦 株式会社�エスイーシー 甲　賀　　　元 北海道乳業�株式会社
野　中　英　樹 株式会社�エスイーシー 永　峰　一　雄 北海道乳業�株式会社
吉　田　　　亮 株式会社�エスイーシー 角　田　伸　久 北海道乳業�株式会社
中　里　　　誠 株式会社�エスイーシー 藤　本　行　生 北海道乳業�株式会社
森　　　勇　治 株式会社�エスイーシー 山　本　真　吾 北海道乳業�株式会社
米　澤　　　勉 株式会社�佐々木事業所 三　國　将　志 北海道乳業�株式会社
田　辺　博　和 及　能�株式会社 藤　山　淳　一 北海道乳業�株式会社
松　浪　直　人 及　能�株式会社 湯　浅　行　幸 北海道乳業�株式会社
佐々木　　　誠 株式会社�松本組 田　村　欣　也 函館トヨペット�株式会社
阿　部　　　修 株式会社�松本組 西　村　明　則 株式会社�中山薬品商会

■勤続10年以上（59名）
氏　名 事　業　所　名 氏　名 事　業　所　名

小　林　聖　子 道南食品�株式会社 関　戸　雅　光 株式会社�ＹＧフラッグシップ
木　村　ゆかり 道南食品�株式会社 小　林　　　徹 ヤマダイ大作運輸�株式会社
富　岡　千　智 道南食品�株式会社 石　塚　里　美 ヤマダイ大作運輸�株式会社
平　野　陽　子 有限会社�ラッキーピエログループ 奥　田　　　清 株式会社�五島軒
佐々木　美智子 有限会社�ラッキーピエログループ 小　林　周　平 有限会社�中沢宅建
津　島　靖　文 株式会社�トーショウビルサービス 小　林　幸　子 有限会社�中沢宅建
長　井　昌　志 株式会社�トーショウビルサービス 松　永　鎮　光 株式会社�エヌボシ・ノムラ
吉　田　聖　史 株式会社�トーショウビルサービス 久保田　陽　平 株式会社�エヌボシ・ノムラ
村　谷　勇　治 株式会社�トーショウビルサービス 木　村　光　廣 株式会社�エヌボシ・ノムラ
長谷川　裕　次 株式会社�トーショウビルサービス 泉　　　正　男 株式会社�エヌボシ・ノムラ
内　藤　美保子 函館信用金庫 岩　谷　義　雄 株式会社�エヌボシ・ノムラ
宮　内　隆　幸 函館信用金庫 藤　谷　　　渉 有限会社�魚　長
平　　　晴　美 山三�伊藤商事�株式会社 髙　井　玲　奈 北海道乳業�株式会社
鬼　頭　幸　光 五稜郭タワー�株式会社 森　　　康　昭 北海道乳業�株式会社
田　島　雄　哉 五稜郭タワー�株式会社 吉　田　理　加 北海道乳業�株式会社
本　間　大　介 株式会社�布　目 菅　野　真　也 北海道乳業�株式会社
高　橋　祐一郎 株式会社�布　目 名　達　勝　郎 北海道乳業�株式会社
毛　利　裕　隆 株式会社�布　目 島　田　義　文 函港作業�株式会社
杉　山　隼　人 株式会社�布　目 庄　村　直　晃 函館エヌ・デー・ケー�株式会社
津　島　裕　一 株式会社�マルカツ興産 中　山　勇　樹 函館エヌ・デー・ケー�株式会社
伊　藤　和　広 有限会社�秋田建築板金 齋　藤　誠　吾 函館エヌ・デー・ケー�株式会社
鷲　尾　利　幸 有限会社�五　光 小　野　　　明 道南清水サッシ�株式会社
冨　田　春　樹 有限会社�五　光 赤　塚　　　絢 道南清水サッシ�株式会社
逢　坂　和　也 株式会社�佐々木事業所 工　藤　貴　章 函館トヨペット�株式会社
吉　崎　潤　一 株式会社�佐々木事業所 山　田　　　大 函館トヨペット�株式会社
長谷川　真　矢 株式会社�佐々木事業所 長　谷　英　美 函館トヨペット�株式会社
三　浦　大　佑 株式会社�佐々木事業所 宮　腰　昭　宏 函館トヨペット�株式会社
岩　田　幸　弘 株式会社�井上木工 今　井　和　誠 みぞぐち事業�株式会社
車　崎　秋　奈 株式会社�松本組 佐　藤　歳　明 株式会社�中山薬品商会
永　澤　和　樹 株式会社�ＹＧフラッグシップ
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