
オスカーダンスアカデミー ㈱翔大鋼業

　本号で12月15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岡田　巧
②函館市美原3-3-8　カルチャーセンタービル3F
③47-1601
④ダンス教室、インターネット販売

①中村　圭輔
②函館市東山町144-215
③83-2572
④鉄筋工事業

　コミュニケーション能力をアップに
社交ダンス！毎月始まる初心者コー
ス、全４回お試し入門コースなど。始
めてみませんか？

　弊社では、工事規模に関わらず、
様々な建造物の鉄筋工事を精度の高
い技術で誠心誠意行います。お気軽
お問合せください。

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
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　消費税（地方消費税を含む。）の税率は、平成２６年４月１日から８％です。
　平成２６年分の消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告書は、課税取引を旧
税率（５％）が適用されたものと新税率（８％）が適用されたものとに区分した帳簿等に
基づき作成する必要があります。
　なお、平成２６年４月１日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が
適用される場合があります。
　おって、消費税の確定申告書を提出される方は、該当する付表を添付してください。
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「消費税法改正のお知ら
せ（社会保障と税の一体改革関係）」をご覧ください。

平成２６年分
消費税課税事業者のみなさまへ

平成２６年分
消費税課税事業者のみなさまへ

お問合せ先　函館税務署　代表電話：０１３８－３１－３１７１
※自動音声にてご案内しますので、ご用件に応じて、ご希望の番号をお選び下さい。

お知らせ !!

　　　●
MEGAドンキ
ホーテ函館店

　　●
北海道銀行
美原支店

函館市●
亀田支所

ヤマダ電機
●

産業道路⬅至桔梗

⬆
至
赤
川

至
五
稜
郭
⬇

至湯川➡

★



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

25

　（前回に引き続き）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。

　前回は、JR東日本・西日本が10月に国土
交通省へ北陸新幹線特急料金の認可申請を

行った際、両社の営業区域をまたぐ乗車の場合は
特急料金を距離通算せず、東海道・山陽新幹線等
と異なる割高な料金体系で申請したことに触れま
した。翌11月には、史上初めて新幹線特急料金に関
する公聴会を国交省運輸審議会が開催することと
なり、公募で当選した市民がJRの申請料金に対し
賛成と反対の立場でそれぞれ意見陳述を行いまし
た。その結果、去る12月16日に国交省より、申請
料金は妥当であるとして申請通り認可されること
が決まり、北陸新幹線の料金体系が確定しました。
　公聴会を開いた運輸審議会は、特急料金は申請
通りの認可が妥当だと国交省に答申した書面のな
かで、その理由として、新幹線運行についてJR東
日本・西日本から提示された総括原価735億円に
対し収入が642億円で赤字が93億円と見込まれて
いることに触れ、「総収入が適正な総括原価を超え
るものではない」と述べています。また、これと合
わせ国交省への要望事項として「各種割引や宿泊
切符など、両社の共同企画商品の設定に努め、利
用者の利便性・快適性を一層向上させること」と「複

数の鉄道会社の営業区間を跨って乗車する場合の
新幹線の特別急行料金について、平成27年度には
北海道新幹線の開業が予定されていることから、既
存の料金との整合、路線の特性等を踏まえて適切
に設定されるよう、設定方法等について検討・整理
していただきたい」と記載しており、前回本欄で指
摘した北海道新幹線に関する問題点については審
議会も国交省も認知していることが伺えます。
　北陸新幹線特急料金の申請認可を受けて、新幹
線の競合路線を有する航空各社では相次ぎ運賃値
下げを発表し、新幹線運賃を下回る価格も設定され
ました（表参照）。このように、北海道新幹線の料
金設定も航空運賃の設定に影響を与えることが予
想され、割高感のない料金体系で申請・認可される
よう、引き続き注視する必要があります。

3月14日～28日の�
適用運賃

東京＝富山 
（羽田＝富山）

東京＝金沢 
（羽田＝小松） リリース日

ＪＲ指定席 
（通常期）

現行特急→新幹線開業�
11,910→12,730

現行特急→新幹線開業�
13,050→14,120 12月16日

ＡＮＡ特割C 
(前日迄予約・最安)

現行→新幹線開業�
15,790→11,000

現行→新幹線開業�
16,690→12,900 12月24日

ＪＡＬ特便割引C 
(前日迄予約・最安)

－ 現行→新幹線開業�
16,690→12,900 12月25日

連　載　北海道新幹線で未来をひらく!
2015新函館開業情報

Q

A
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冬のカジュアルファッションのご紹介
　一段と厳しさを増す今冬ですが、冬のカジュアルファッショ
ンを楽しんでいただくため、テーオーデパートの衣料品売場の
担当者の声を参考に今季のトレンドをご紹介いたします。

アウター
　近年は、タイトなシルエッ
トのアウターが主流となっ
ています。昨年度は、主に
ウールを使用したピーコー
トやダッフルコートが多く
出回っていましたが、今年
は、軽くて機能性が高く、
保温性にも優れたダウン
ジャケットも多く出回って
いる印象を受けます。また、
最近では、発熱素材を使用
したダウンジャケットも人
気です。さらに当地域特有
の傾向として、車を使う人
が多いため、長時間運転席
に座るとシワになってしま
うロング丈のコートよりも
ショート丈のものが好まれています。
　基本的にアウターは、黒やネイビー等の無難でどんな服にも
合う色が人気ですが、今年は、カジュアル感を演出しやすい
ブルーや冬らしい暖色系のカラーのものも出回っています。ま
た、表面が黒やネイビー等の無難な色でも、裏地がチェック柄
になっている等の工夫が施されているものを選ぶとさりげなく
カジュアル感を演出することができます。

トップス 
　トップスは、シャツにジャケットもしくは、カーディガンを
羽織るスタイルが人気となっています。
　ジャケットは厚手で丈夫なヘリンボンやツイードという生地
を使用したものが多く出回っており、アウターと同様、シルエッ
トがタイトなものが多く出ています。
　カーディガンは、ジャケットほどスリムなシルエットではな
いですが、冬の定番アイテムとして、季節感を演出することが

できます。
　シャツ・カー
ディガンは色の
バリエーション
が豊富で、ア
ウターと同様、
カジュアル感
のあるブルー
や冬らしさを
演出する暖色
が人気となっています。

パンツ
　パンツは、スリムなシルエットのデニムやチノパン等が主流
となっていますが、近年、鮮やかな赤や青等の色のバリエーショ
ンが豊富なカラーパンツが出回っており、アクセントとして使
用する人が増えています。

トータルコーディネート
　アウター、トップス、パンツ、いずれのアイテムも近年では、
カラーバリエーションが豊富になってきておりますが、全体の
色の組み合わせに悩む人が増えています。
　トータルコーディネートにおいて重要なことは、明るい色と
暗い色、暖色と寒色等、対照となる色を組み合わせ、メリハリ
をつけることです。
　例えば、アウターに暗い色を選んだら、トップスには明るい
色や暖色を使用し、メリハリを出すといった具合です。
　この様に、どのアイテムにおいてもカラーバリエーションが
増えている今季は、様々な色の組み合わせを楽しめるチャンス
とも言えるでしょう。

テーオーデパート
函館市梁川町10-25　TEL�32-0001

Data

何気ない日常の穏やかさを大切に

し、問題の中においても、穏やか

な心構えで臨もう。

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/

テーオーデパート

▲ POLO ▲ santafe

テーマ

会員NOW
冬のファッション通信

Vol.20

ファッション性だけでなく機能
性にも優れるダウンジャケット

冬らしい季節感を演出するカーディガン
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地域に根差したブランドづくり
　弊社は、昭和62年に１号店をベイエリアにオープ
ンして以来、「ラッピ」の愛称で地元函館の皆様や観
光客の皆様に函館の“名物”として親しまれている
ハンバーガーチェーンです。
　近年、生活者は、食事を「胃袋」や「舌」で食べ
るのではなく、「頭」と「心」で食べるようになり、
その会社が社会貢献や地産地消に取り組んでいるか
等、商品やサービス以外のことにも目が向けられる
ようになりました。
　弊社では、チラシ類、紙袋に再生紙を使用、MYカッ
プMY箸運動やスタッフや有志の方々との海岸の清
掃活動、道内企業でいち早くビニール袋の有料化を
実施する等、環境に対する様々な取り組みを行って
おります。こういった活動には、必ずコストがかか
りますが、地球規模で考えても、環境保全こそ企業
にとって急務であるという考えのもと、環境に対す
る取り組みを行っております。
　また、地産地食にも取り組んでおり、米は道南の
ブランド米「ふっくりんこ」、レタス・トマトは減農
薬の道南産、牛・豚・鶏は道産のものを使用してお
り、道産食材が全体の85％以上を占めております。
地産地食にこだわる理由としては、輸送に伴う食材
の鮮度の低下、コストの発生、燃料の消費、排気ガ
スの発生を抑えること、道南・道内で消費活動を行
うことでお金が廻り地域が潤うこと、生産者と直接
協力ができ、信頼関係を築きながら仕入が行えるこ
と、最後に、「身土不二」という考えで、その土地に
生きる者は、その土地の食材を食べたほうが健康で
長生きできるとされていることが挙げられます。
　
優良商工従業員表彰式に参加して
　弊社では、社内でもスタッフの節目の年をお祝い
しますが、会議所主催の従業員表彰式では、各界の
関係者や他の会社の方も出席しますので、“仲間内
ではなく公の場”で一緒に表彰を受けることにより、
喜びが増え、元気をもらえる場とし、毎年参加させ
ていただいております。
　また、式典の中では、スタッフの名前が呼ばれた
時に拍手することを心掛けています。あの場で拍手
することはとても恥ずかしいですが、表彰された従

業員へのお祝いの気持ちを表現し、会場の雰囲気を
盛り上げるためにも、他の事業主の方も一緒に拍手
をしあい、もっと盛り上がっていきたいです。
　また、表彰式後の懇親会では、私達も食事に参加
し、スタッフと一緒に、ここ10年間の仕事や家族に
ついての思い出話を語り、節目の年をスタッフと共
に喜ぶ機会とさせていただいています。

函館を好きになってもらうために
　2012年秋に「ラッキーピエロ�峠下総本店�テーマ
パークレストラン�バードウォッチング館」をオープ
ンいたしました。
　店内には、座ると財運を招く「ビッグレッドチェ
ア」、敷地には、渡ると３日寿命が延びるという言
い伝えの長寿橋等、お客様に楽しんでいただける仕
掛けをご用意させていただいておりましたが、今年
度より冬季限定イベントとして、テラスにイルミネー
ションを設置し、「愛ロマンチックイルミネーション�
音と共に輝き出す光の森」と題し、11月１日から３
月31日まで点灯式を毎日18時から開催させていた
だくこととなりました。
　このイルミネーションは約26万球のLED電球を使
用しており、圧倒的なスケールで訪れた人を幻想的
な世界へ誘います。
　点灯式の動画をYou�Tubeにてアップしており
ますので、サイト内で「ラッキーピエロ峠下総本
店イルミネーション点灯式」と検索し、是非ご覧
ください。
　峠下総本店では、こういった函館らしい演出を行
うことで、新函館北斗駅に一番近い道南の観光名所
となり、「新幹線開業に伴い、函館は観光客のお迎え
体制ができているぞ！」と他の土地から訪れた人に
函館をPRしていきたいと考えています。

㈲ラッキーピエログループ
社　長�王　一郎
副社長�王　未来

商工会議所活用レシピ
優良商工従業員表彰式を利用して

ラッキーピエロ　峠下総本店
テーマパークレストラン�バードウォッチング館
亀田郡七飯町峠下337-11　TEL�66-6566

Data

道南食材をふんだんに使用した
人気 No1.
チャイニーズチキンバーガー

峠下総本店の幻想的なイルミネーション



函 館 青 色 申 告 会
会　長　原　　　隆　俊
　 　役 職 員 一 同

電　話（0138）55-3271番
F A X（0138）55-9929番

〒040-0001　函館市五稜郭町16番13号

平成27年 元旦

－今年も早期提出を目指しガンバリましょう－

　お健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げ
ます。迎える平成27年も中小企業者にとって厳し
い年となりそうですが皆様と共に研鑽しあい励ま
しあい少しでも良い年にいたそうと努力してまい
る所存です。
　変らぬご指導、ご支援をお願い致します。

所得税申告は
3月16日まで

消費税申告は
3月31日まで青色決算書

確定申告書

あけまして
おめでとうございます
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電　話（0138）55-3271番
F A X（0138）55-9929番
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消費税申告は
3月31日まで青色決算書

確定申告書

あけまして
おめでとうございます

チンゲイパレード見学市民訪問団

※申込み期限を2015年１月23日まで延期しております。
　数に限りがございますが、お気軽にお問い合わせください。

ご旅行期間

「チンゲイパレード」とは中国正月の時期に行われるシンガポール最大のストリートパレードです。

29
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事業の存続に課題や悩みを抱える中小企業の皆様！
皆様の経営資源を意欲ある事業の担い手に引き継ぐため、

専門家がきめ細やかに相談に応じます！
事業の継続に不安や課題を感じたら
『北海道事業引継ぎ支援センター』に

ご相談下さい。

TEL.011-222-3111 FAX.011-222-3811
札幌市中央区北1条西2丁目　北海道経済センタービル7階

http://www.sapporo-cci.or.jp/hikitsugi/    　info@hjh.vm-net.ne.jp

経済産業省　北海道経済産業局委託事業
お問い合わせ

北海道事業引継ぎ支援センター

「北海道事業引継ぎ支援センター」
にご相談を！

札幌商工会議所

「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安がある」…等
事業継承に関する対策を先送りにしていませんか？

そろそろ引退し
たいが後継者が
いない

自社を他社に譲
渡したいが、可
能性はあるか

他社を買収して
事業拡大したい
が、どのように
したら良いか 事業の売却を

考えているが、
自社の評価が
気になる

従業員を後継者
に決めたが、
どのように進め
ていけば良いか
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　次

２,１９０ １,１３８

５,０１０ ６,０６２

１,１５９ １,１５９

８,３５９ ８,３５９

　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）

の会社の役員および


