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２０１７年 7 月 1 日

今月発行の「観光施設」が新しく変わります。ご期待ください。
副会長
今年も七月に入りました。本当に早いものです。
七月は、文月とも言いますよね、歌や字を短冊に書
いて、書道の上達を祈ったという、七夕の行事に因
んだ「文披月（ふみひらづき）
」が転じたもののよう
です。
さて、今月発行の季刊情報誌「観光施設」が一新
します。2002 年の日韓ワールドサッカーの年に、表
紙を変えてから 15 年ぶりになります。その当時は、
海外からのお客様に、日本独特のピクトサインで、
おもてなしを図るために、新たなピクトを追加した
事の情報をもとに、ピクトを取り扱う団体に許可を
得て、使って見ようということになったのです。表
紙のデザインは、他の観光関連の情報誌と差別化さ
れ、分かりやすいと、ファンも多いようでした。観
光施設は、その後、カラー化と進化して、より一層
見やすくなったと思います。広報委員会では、近年
表紙を変えるべきとの意見も多くありました。昨年
度の訪日客は、2,400 万人を超え、分かりにくいピク
トサインの見直しになりました。表紙に使われた中
にも変更のピクトもあった事もキッカケになったの
です。新しい表紙のイメージは、中味が少しでも、

兼平 愼

読みたくなるのが、目的です。そして、中の構成も
変えました。少し背伸びをして、高級感を出したつ
もりですが、皆様から、是非ご意見をいただければ
と存じます。６月の総会も終わり、新たな体制でス
タートを切りました。アトキンソン氏の講演の中で、
日本人は、観光産業での「お金」の稼ぎ方は、中途
半端と切り捨てました。超富裕層への対応で物凄く
損をしているようです。つまり、徹底したサービス
が足りず、儲けに繋がっていないようなのです。
五つ星のホテルが、タイに比べると非常に少ない事
が物語っているようです。このお話しから、情報誌
では、富裕層が求めている情報を少しでも取り上げ
て見たいと思います。7 月銀河は、今話題のＪＲ西日
本の豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス瑞風
（みずかぜ）」を特集しました。
新しい組織、刷新した表紙、富裕層の求めている
情報などを、文月をスタートに広報委員会は、新化
していきますので、皆様からの貴重な寄稿お待ちし
ております。

平成２９年度の通常総会と関連行事

報告

去る６月１４日、ホテルグランドパレスにて平成２９年度通常総会が開かれました。総会議案については
滞りなく採決され、任期満了に伴う役員改選では、推薦候補者が満場一致で承認されました。
総会に先立ち観光庁より黒須参事官にご挨拶をいただきました。
議案
・平成２８年度事業報告
兼平副会長
・平成２９年度事業計画
涌井副会長
・平成２８年度収支決算報告
花又副会長
・平成２９年度収支計画
花又副会長
・役員の選任 採決後の新理事による理事会において、役職が下記の通り決定されました。
議案採決終了後、永年功労者表彰が行われ、次の６名（敬称略）の方々が受領されました。
八木忠彦、大嶋 聡、本多雅親、奥本 寛、藏田 寛、福島耕志
セミナーでは、219 名の参加があり盛大に行われました。
情報交歓会（参加者 225 名）では、観光庁ほか観光関係団体より多くの方々のご臨席を賜り、次の方々に
ご祝辞をいただきました
観光庁 審議官 菅井雅昭氏、日本政府観光局総括理事 河田守弘氏、日本旅館協会会長 針谷 了氏

新役員一覧
[会長]
鈴木 裕
[副会長]
涌井 史郎
兼平 愼
花又 昇
大内 政男
[常務理事]
立石 博巳
寺本 昌志
浅野 一行
[理事]
久保田 穣
福内 直之
佐藤 英之
粉川 季雄

㈱観光企画設計社
東京都市大学
㈱乃村工藝社
オフィス・ハナマタ
三菱地所設計㈱
㈱ワイス・ワイス
㈱グリッド・デザイン
㈱スターツ総合研究所
(公･社)日本観光振興協会
(一･社)日本ホテル協会
(一･社)日本旅館協会
(一･社)全日本ｼﾃｨﾎﾃﾙ連盟

八木 忠彦
佐藤 四郎
淀川 正敏
江中 伸広
石橋 裕之
小川 正晃
佐々山 茂
安藤 勢津子
野出木 貴夫
岡野 正人
崎山 茂
遠藤 幸雄
吉田 伸典
[監事]
福井 稔
伊藤 肇

㈱ﾜｲｼﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱日比谷アメニス
㈱安井建築設計事務所
建築家
㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計
㈱ユニ設備設計
㈱佐々山建築設計
㈱日建スペースデザイン
鹿島建設㈱
エム・オープランニング
㈱日本設計
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
福井 A・U システム計画
元・三菱地所設計

総会セミナー
デービッド・アトキンソン氏講演会 報告
6 月 14 日 16：00 から『ここが駄目だよ日本の観光
～日本われぼめ症候群～』と題して、小西美術工藝社
社長のデービッド・アトキンソン氏による講演が行わ
れました。
政府の観光立国政策などに対し提言されている「時
の人」の登壇とあって、セミナーは 200 名を超す参加
者を集め盛会となりました。講演内容は、日本の観光
について示唆に富むものでしたが、
「日本のオモテナ
シは上から目線で他人目線ではない」等の手厳しいコ
メントもありました。
「2030 年 6 千万人のインバウン
ド目標を達成するためには、ドイツ人ほか欧州からの
観光客誘致に更なる努力が必要だ」また、
「観光収入
を増やすには、単価の高い５つ星ホテルを観光先進国
並みに増やし、欧米富裕層を招致せねばならない」と
の提言を頂きました。他にも、日本人には気付かない
事を、外国人の観点で厳しく指摘して頂きました。
アトキンソン氏の講話は、ユーモア（ブラックジョ
ーク？）に溢れた洒脱なお話しの中にも、数値データ
に基づいた、まさに「目からウロコが落ちる」お話し
でした。それにしても、日本語がとても流暢で素晴ら
しいプレゼンでした。

㈱アドヴァン 岩井工場 見学会 報告
6 月 6 日坂東市の㈱アドヴァン岩井工場を参加者
40 名で訪れました。広大な敷地に 93 年から徐々に拡
充された流通センター。その中に設けられた石タイ
ルの加工場を見学させていただきました。
日本に一台という最新鋭切断マシーン、成形研磨
マシーンを駆使し一括加工品質管理が行われていた。
輸入の石やタイルなどの建材を扱う商社であるとい
うアドヴァンのイメージが覆る。外装石材も扱い屋
外のプロムナード舞台のような展示場に百二十数種
のスラブ材が立ち並ぶ、自然光での色素材感が確認
できる配慮がされてる。65 年山形タイル施工業を原
点に置くアドヴァン。

冒頭山形取締役から原点にあるもの創りマインド
の強化を目指すというお話を伺いました。
ＩＴ化された流通倉庫が何棟も並ぶ周辺には野球
場や当社農園も設けられクリーンで明るい働く環境
作りの理念を強く感じました。

☆ 新入会員紹介 ☆（入会順）
[設計]

株式会社グリッド・デザイン

(代表者)代表
寺本昌志
〒113-0024 東京都文京区西片 1-17-11
大和ビルディング 305
TEL 03-3830-0268 FAX 03-3830-0269
営業内容:建築・インテリア及びランドスケープの企画
設計コンサル
[ﾒｰｶｰ]

匠大塚株式会社

(代表者)代表取締役会長 (担当者)営業統括部
大塚勝久
営業統括部長 渡辺健一
〒103-6025 東京都中央区日本橋 2-7-1
東京日本橋タワー25F
TEL 03-6262-5574 FAX 03-6262-5145
営業内容:家具販売業、コントラクト事業
[ﾒｰｶｰ]

コイズミ照明株式会社

(代表者)取締役社長
(担当者)東京施設開発部
梅田照幸
第 2 開発室 室長 藤澤博嗣
〒101-0025 東京都神田佐久間町 3-12
TEL 03-5687-0084 FAX 03-5687-0878
営業内容:照明器具の企画、開発、製造、販売

[ﾒｰｶｰ]

エビス建販株式会社

(代表者)代表取締役社長
三井威徳
〒102-0075 東京都千代田区三番町 24-14
三番町ＡＢＣビル 7 階
TEL 03-3230-8833 FAX 03-3230-7758
営業内容:建築資材の施工及び販売
[ﾒｰｶｰ]

ゼンテリア株式会社

(代表者)代表取締役社長
丹治 孝
〒102-0075 東京都千代田区三番町 24-14
三番町ＡＢＣビル
TEL 03-3264-7310 FAX 03-3264-7315
営業内容:デッキ材の設計・施工、デュポン™コーリアン®加工・
施工、住設設備機器の施工・販売
[ﾒｰｶｰ]

カメラクラブ
横浜山手地区散策の報告
６月３日（土）好天に恵まれる中、参加者８名で
横浜山手地区を散策しました。山手地区は開港と同
時に渡来した外国人の居留地で、現在も当時の洋館
があちこちに見られ異国情緒漂うエリアです。
元町・中華街駅に集合し、初めに「港の見える丘
公園」に入り同園のシンボル的存在である横浜生ま
れの文豪大佛次郎記念館を見学、その後同園にある
洋館横浜市イギリス館から順次現在公開されている
７つの邸宅や教会を訪ね、当時の暮らし向きを観察
しました。山手地区は木々の緑が多く、丁度全国都
市緑化よこはまフェアーの開催中とあって、洋館の
庭に咲く見事な花壇の他各室内にも花々が飾られて
いて、心地よい清涼を感じる見学となりました。

株式会社キノシタ東京

(代表者)代表取締役
(担当者)営業部 部長
木下喜量
西村 繁
〒108-0014 東京都港区芝 4-11-5
田町ハラビル 7 階
TEL 03-5419-6701 FAX 03-5419-6702
営業内容:業務用家具の製造・販売
[ﾒｰｶｰ]

株式会社エーディコア・ディバイズ

(代表者)代表取締役
(担当者)取締役 営業本部長
北島孝彦
柳瀬明人
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 2-13-2
TEL 03-5778-3341 FAX 03-5778-3390
営業内容:オリジナル家具の企画販売
[ﾒｰｶｰ]

株式会社伊と幸

(代表者)代表取締役社長 (担当者)東京営業所
北川 幸
絹ｶﾞﾗｽ事業部 主任 永江奈緒美
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-29-1
NSK 日本橋浜町ﾋﾞﾙ 2F
TEL 03-3666-1146 FAX 03-3666-1672
営業内容:和装用白生地製造卸、建築内装用資材企画製造卸
[ﾒｰｶｰ]

ナイス株式会社

(代表者)代表取締役
(担当者)建設事業本部
平田恒一郎
執行役員 新井貴己
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-33-1
TEL 045-505-5402 FAX 045-505-4001
営業内容:木材市場、建材卸売、不動産販売

第１０８回ゴルフ会結果報告と次回予告
春のゴルフ会が 5 月 11 日（木）に「岡部チサンカ
ントリークラブ 美里コース」にて開催されました。
当日は天候にも恵まれ、7 組で競技が行われました。
大激戦を制したのは、オフィス・ハナマタの花又様
でした。
参加企業の皆様からの協賛のお陰で表彰パーティ
も大変盛り上がり、楽しい親睦の場となりました。
次回も同じゴルフ場にて計画する予定です。多数の
参加をお待ちしています。

♥編集後記♥
平成２９年度総会が盛大に行われ滞りなく終了し
ましたが、今年度は役員改選の年にあたり、協議の
結果新体制の人選と役割が決まり新たなＣＳＶ活動
に向けてスタートが切られることになりました。
総会において昨年度中に入会された２２団体と６個
人の方々の紹介がありましたが、これほど多くの
方々を迎えることが出来ましたことは、これまで
行ってまいりました公益法人としての積極的な活動
が業界に認められた結果であると思われます。
新体制の元、新たに加わった皆様方と共に更なる
積極的な活動を展開させてまいりたいと思います。
Ｙ．Ｋ

