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第１４１号                        ２０１５年０４月２８日（火） 

ＪＪＪＪ    ＴＴＴＴ    ＢＢＢＢ    グループグループグループグループ    

ＯＢＯＢＯＢＯＢ・ＯＧ・ＯＧ・ＯＧ・ＯＧ会会会会    

東北支部ニュース東北支部ニュース東北支部ニュース東北支部ニュース    

    

たよりたよりたよりたより    

発発発発    行行行行    所所所所    ＢＯＢ会東北支部ＢＯＢ会東北支部ＢＯＢ会東北支部ＢＯＢ会東北支部    

〒９８０－８５２０〒９８０－８５２０〒９８０－８５２０〒９８０－８５２０        

仙台市青葉区一番町３-７-２３ 

明治安田生命仙台一番町ビル8階  

発 行 人  佐 藤 茂 雄 

編 集 人  渡 辺 仁 美 

  

２０１２０１２０１２０１５５５５年度年度年度年度    寿齢寿齢寿齢寿齢のお祝い申し上げますのお祝い申し上げますのお祝い申し上げますのお祝い申し上げます    

 

東北支部では、当年度年祝いにあたる会員の皆様のお名前を「たより」に掲載し、敬意と祝意を表

しています。会員一同、心から寿齢のお祝いを申し上げます。 

心身ともに健康で、ますますのご活躍を祈念いたします。 

 

寿齢の方々は、次のとおりです。 

卒卒卒卒    寿（９０歳）寿（９０歳）寿（９０歳）寿（９０歳）：菊地俊一様 

 米米米米    寿（８８歳）寿（８８歳）寿（８８歳）寿（８８歳）：鈴木英夫様 

 傘傘傘傘    寿（８０歳）寿（８０歳）寿（８０歳）寿（８０歳）：佐藤正司様、国分光好様、阿部弘子様、伊藤雄一郎様、川名健司様 

 喜喜喜喜    寿（７７歳）寿（７７歳）寿（７７歳）寿（７７歳）    ：一戸 晃様、早坂信克様、伊東功夫様、稲富 一様 

 古古古古    希（７０歳）希（７０歳）希（７０歳）希（７０歳）：竹田 進様、佐藤茂雄様、花田一雄様、小関孝雄様、志賀幸雄様、小林孝雄様、

鈴木 剛（一関）様、舘田久志様、遠藤敏雄様、工藤弘美様、市川悦子様 

 還還還還    暦（６０歳）暦（６０歳）暦（６０歳）暦（６０歳）：酒井香奈子様、百田加代子様、鈴木賢次様、蔵俣恭子様 

 

なお、６月１３日（土）開催の懇話会で「寿齢お祝いの会」を実施しますので、是非ご参加下さい。 

場所：「菜時季 大原（旧 十字屋右隣 仙台駅前ビル７階）」 時間：１２時より 

会費：寿齢の方 １，５００円（通常の半額です） 

参加の申し込みは、長谷川理事へお願いします。電話・ＦＡＸ０２２３－２４－２４８２ 

 

理理理理    事事事事    会会会会    のののの    開開開開    催催催催     

１ 日時・場所  ４月１１日(土)１０時３０分から 「菜時季・大原」 

２ 議   題 

（１）報告事項 

① 拡大理事会（３月６日開催）の報告  佐藤支部長出席 

本部通常総会に伴う諸課題、及びＪＴＢの２０１４年度営業見込等について、報告

がありました。 

② お客様紹介運動及びナイスギフトの実績について （別記） 

③ 会員動向について （別記） 

④ 寿齢祝い対象者について（２０１５年度満年齢に達する会員対象・・上記参照） 

⑤ 支部総会の開催日変更について 

本年度の東北支部・通常総会が、７月１０日（金）に変更になりました。 

（当初の予定は７月８日でした。会場は「ホテルＪＡＬシティ仙台」です） 

通常総会のご案内は、６月に発送する「たより」とともにお届けいたします。 

ご予定の変更方、宜しくお願いいたします。 
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（２）協議事項 

① 支部役員改選、及び選考委員会委員の委嘱について 

② 2014年度支部活動報告、及び2015年度支部活動計画（案）について 

③ 2014年度支部活動収支決算報告、及び2015年度支部活動収支予算（案）について 

④ 2014年度お客様紹介運動個人別実績と顕彰額について 

おおおお    知知知知    らららら    せせせせ        

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（４月１日付） 

執行役員 法人営業仙台支店長    大久保毅彦  ＪＴＢ国内旅行企画 東北事業部長 

  地域交流・ＭＩＣＥ事業部長     鈴木 雅之  営業部 地域交流事業推進部長 

                          国際旅行部長兼務 

ﾄﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ取締役営業部長 革島  仁   取締役 法人営業仙台支店長 

   ＪＴＢ国内旅行企画 東北事業部長    菅原  実  営業部 調査役 

会会会会    員員員員    のののの    動動動動    向向向向     

◆ 訃   報 

   坂内榮吉さん（名誉会員）におかれましては、４月２４日（金）にご逝去されました。 

      ここに、ご冥福を祈り、謹んでお知らせいたします。          合掌 

◇ 新 入 会 員 （４月入会） 

    船生 修二さん（岩手やまびこ会、一関市）  高野 宏輝さん（仙台市） 

◇ 会 員 状 況 （２０１５年４月２８日現在) 

正 会 員   ２４４名  (男性２１０名、女性３４名） 

名誉会員      ６名 (男性   ５名、女性  １名) 

合  計   ２５０名 (男性２１５名、女性３５名) 

支支支支    部部部部    活活活活    動動動動    のののの    動動動動    向向向向        

 ◇ ２月２５日（水） たより及び関係資料発送 

    佐藤支部長、高橋副支部長、長谷川・江刺・磯貝・畠山・渡辺各理事  

    ＪＪＪＪ    ＴＴＴＴ    ＢＢＢＢ    とととと    のののの    連連連連    携携携携        

ＪＴＢ東北の営業推進にご協力をお願いします｡ 

ＪＴＢ東北の各店舗（トラべランド各店を含む）での旅行商品（ＪＲ券、航空券の単品を除く）、

及びナイスギフト（ナイストリップを除く）の紹介分及び購入が対象です。 

◇◇◇◇    お客様紹介運動実績お客様紹介運動実績お客様紹介運動実績お客様紹介運動実績（２月～３月）                    単位千円 

 国内旅行 海外旅行 取扱合計 
前年比 

件数 人員 金額 件数 人員 金額 件数 人員 金額 ％ 

2月分 7 22 944 1 2 357 8 24 1,301 101.8 

3月分 8 76 2,426 0 0 0 8 76 2,426 62.1 

年度計 103 1,659 48,513 18 86 25,696 121 1,745 74,209 153.3 

２月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

蒲倉 博、千葉知己、根本 隆（５件）、若林秀敏 の皆様です。 

３月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

    石黒 茂、菊池 宏、髙橋 翕、根本 隆（４件）、渡辺仁美 の皆様です。    
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◇２０１◇２０１◇２０１◇２０１４４４４年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱実績順、敬称略）年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱実績順、敬称略）年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱実績順、敬称略）年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱実績順、敬称略）        

清水義春、堀野秀子、根本 隆、高橋 信、石黒 茂、若林秀敏、堀 時男、鈴木喜雄、 

金子善雄、樋口富子、八木橋憲明、佐藤忠次、増子邦夫、庄司眞理子、金子和子、蒲倉 博、

長谷川健二、南洞 稔、渡辺仁美、佐藤 孝、金子和弘、須藤義男、狐崎忠介、 

鈴木 剛(一関）、佐藤重春、五十嵐伸一、髙橋 翕、紺野文雄、志賀幸雄、高橋健治、 

吉田正巳、佐藤茂雄、浅利 保、早坂信克、野川由紀子、若松昭美、小幡紀男、杉本矩雄、

千葉知己、田口秀喜、伊藤米昭、佐藤 忠、菊池 宏、安倍光一、伊東功夫、紙谷義和、 

佐藤 充、古舘裕治、畠山 廣、川上秀弘、磯貝辰男、若生勝芳、小林 誠、作間清成、 

杉山重己、小野寺栄子、槻山智雄、清野幸男、後藤真由美、恵本一雄、武田富男、 

坂内榮吉、ＯＢ会        以上６３名です。ご協力ありがとうございました。 

※７月１０日の支部総会席上、取扱額の多い方々に若干の謝礼が贈呈されます。 

※旅行商品の報告方は「お客様紹介シート」専用用紙に記入し販売店にお渡しください。 

 専用用紙は各店舗（ＷＥＢ）に用意してあります。 

※販売店との連絡を密にし、報告漏れの無いようお願いいたします。 

◇◇◇◇    ナイスギフト取扱実績ナイスギフト取扱実績ナイスギフト取扱実績ナイスギフト取扱実績        

２月分 取扱件数  １件    ２０，０００円  

ご協力者は、長谷川健二様です。 

３月分 取扱件数  １件    ３，０００円  

ご協力者は、志賀幸雄様です。 

年度計（４月～３月） 取扱件数  61件 2,780,000円（前年比 79.3%） 

※ナイスギフトの報告方は、「お客様紹介シート」用紙に記入し販売店にお渡しください。 

専用用紙は各店舗（ＷＥＢ）に用意してあります。 

懇懇懇懇    話話話話    会会会会    のののの    開開開開    催催催催        申し込みは､ ０２２３-２４-２４８２Ｆ 長谷川理事へ 

◇次回は、６月１３日(土) 仙台市「菜時季・大原」１２:００から  

会費３,０００円 （寿齢対象の皆様は、１，５００円） 

○懇話会の申し込み方法についてご協力下さい。 

(１) 年間計画の日程によりあらかじめ参加の申し込みをお願いします。やむを得ず参加でき 

ない場合のみ長谷川理事まで連絡をお願いします。 

  (２) 事前に参加の申し込みをされていない方は、その都度参加の連絡をお願いします。 

☆４月１１日(土)の参加者は、次の方々です。（順不同、敬称略）                    

鈴木英夫、佐藤正司、杉本矩雄、伊東功夫、早坂信克、若生勝芳、佐藤茂雄、 

髙橋 翕、長谷川健二、堀 時男、斎藤 修、磯貝辰男、若林秀敏、高柳新一、 

畠山 廣、渡辺仁美   （計１６名）                                                 

クククク    ララララ    ブブブブ    活活活活    動動動動        

◇◇◇◇    歩歩歩歩    ここここ    うううう    会会会会                申し込みは、申し込みは、申し込みは、申し込みは、ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０２２０２２０２２０２２----２１８２１８２１８２１８----５７９２５７９２５７９２５７９２    磯貝磯貝磯貝磯貝理事へ理事へ理事へ理事へ    

只今募集中！只今募集中！只今募集中！只今募集中！                                                                                    携帯携帯携帯携帯    ０８０－２８１７－１４４４０８０－２８１７－１４４４０８０－２８１７－１４４４０８０－２８１７－１４４４ 

◎◎◎◎    ５５５５月月月月２１２１２１２１日（日（日（日（木木木木））））    歩こう会「利府の竹の子堀り体験」歩こう会「利府の竹の子堀り体験」歩こう会「利府の竹の子堀り体験」歩こう会「利府の竹の子堀り体験」    

 仙台駅集合８：５０仙台駅集合８：５０仙台駅集合８：５０仙台駅集合８：５０            仙台駅９：０８＝＝JR＝＝９：２８利府駅・・・日本蜂蜜見学と試食・・・ 

岡林邸竹林(竹の子掘り体験と竹の子づくし料理で懇話会）＝タクシー＝利府駅１４：００＝＝ 
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JR＝＝１４：２４仙台駅（竹の子刺身・竹の子天ぷら・竹の子煮物・竹の子ご飯・竹の子汁） 

 参加費：１，３００円参加費：１，３００円参加費：１，３００円参加費：１，３００円（懇親会費）別途JR券、タクシー代（１台１，０００円） 

◎ ６６６６月月月月３３３３日（日（日（日（水水水水））））    「「「「旬の山菜“わらび狩り”と鬼首温泉湯ったり！旬の山菜“わらび狩り”と鬼首温泉湯ったり！旬の山菜“わらび狩り”と鬼首温泉湯ったり！旬の山菜“わらび狩り”と鬼首温泉湯ったり！」」」」    【カメラクラブと共同企画】 

仙台駅東口代々木ゼミ前仙台駅東口代々木ゼミ前仙台駅東口代々木ゼミ前仙台駅東口代々木ゼミ前    ８：００発８：００発８：００発８：００発＝＝=マイクロバス＝＝＝鬼首着１０：３０ 

＝＝観光農園『わらび狩り』＝＝スパオニコウベ（入浴・昼食・軽宴会）  

鬼首発１４：３０ ＝＝マイクロバス＝＝仙台駅前着１７：００ 

 参加参加参加参加費：８，５００円費：８，５００円費：８，５００円費：８，５００円（マイクロバス代、わらび入園料、昼食、入浴料）飲物代別途 

「持ち物」：入浴持ち物」：入浴持ち物」：入浴持ち物」：入浴グッズグッズグッズグッズ・長靴・軍手等・長靴・軍手等・長靴・軍手等・長靴・軍手等    わらびお土産付わらびお土産付わらびお土産付わらびお土産付  

※募集人員：１０名      申込締切：５月２３日（土） 

☆申込は：磯貝辰男まで 携帯：080-2817-1440又は E ﾒｰﾙ：tatsuo2411@gmail.com 

◇◇◇◇    ゴゴゴゴ    ルルルル    フフフフ    愛愛愛愛    好好好好    会会会会            申し込みは、０２２－２８６申し込みは、０２２－２８６申し込みは、０２２－２８６申し込みは、０２２－２８６----３５６４３５６４３５６４３５６４        三浦三浦三浦三浦    源幸会員へ源幸会員へ源幸会員へ源幸会員へ    

☆ ゴルフコンペの成績ゴルフコンペの成績ゴルフコンペの成績ゴルフコンペの成績    月例会・その他（参加者：敬称略）月例会・その他（参加者：敬称略）月例会・その他（参加者：敬称略）月例会・その他（参加者：敬称略）    

※３月２４日（火）練習会は、降雪の為中止にしました。    

 ３月３０日（月３月３０日（月３月３０日（月３月３０日（月））））    練習会練習会練習会練習会  グレート仙台CC  参加者：９名 

  優 勝 清水義春（G90、H15、N75） 準優勝 伊東功夫  ３位 三浦源幸 

  他参加者：髙橋 翕、中鉢孝男、若生勝芳、市川博康、鈴木郁也、磯貝辰男 

４月１４日（火４月１４日（火４月１４日（火４月１４日（火））））    初打ち初打ち初打ち初打ち会会会会  グレート仙台CC  参加者：１１名 

  優 勝 三浦源幸（G86、H15、N71） 準優勝 磯貝辰男  ３位 若生勝芳 

  他参加者：小幡紀男、髙橋 翕、清水義春、高橋 登、市川博康、鈴木郁也、 

佐藤茂雄、佐藤 孝    

＜＜＜＜今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定＞＞＞＞    

 ５月１２日（火） 月例会  グレート仙台CC  OUT ９：００ 

 ５月２５日（月） 月例会  グレート仙台CC   IN ９：１５    

６月 ９日（火） 月例会  グレート仙台CC  OUT ９：００ 

 ６月２２日（月） 月例会  グレート仙台CC   IN ９：００ 

◇◇◇◇    釣釣釣釣    友友友友    会会会会                    申し込みは、０２２申し込みは、０２２申し込みは、０２２申し込みは、０２２----２７９２７９２７９２７９----０７３１０７３１０７３１０７３１    鈴木（剛）会員へ鈴木（剛）会員へ鈴木（剛）会員へ鈴木（剛）会員へ    

＜＜＜＜今後の釣行予定今後の釣行予定今後の釣行予定今後の釣行予定＞＞＞＞    

 ５月１３日（水） 閖上港 大型漁礁 （マコ、赤地ガレイ） 

 ５月２５日（月）［１泊２日］南三陸町志津川釣行【宿泊：南三陸ホテル観洋】 

  ～２６日（火）  釣り２日間（マコガレイ、アイナメ、ナメタ、タコ等） 

６月１７日（水）［１泊２日］尾浦港出島周辺民宿泊（カレイ、アイナメ） 

 ６月３０日（火） 尾浦港出島周辺又は志津川日帰り（アイナメ、ナメタ） 

 ◇◇◇◇    カカカカ    ララララ    オオオオ    ケケケケ    会会会会              申し込みは、懇話会開催当日申し込みは、懇話会開催当日申し込みは、懇話会開催当日申し込みは、懇話会開催当日        高柳新一監事へ高柳新一監事へ高柳新一監事へ高柳新一監事へ    

各回とも懇話会終了後「暖家ＤＡＮＫＥ」（旧ホテルサンルート仙台裏）にて開催 

☆４月１１日（土）の参加者は（敬称略・順不同）次の皆様です。（合計９名） 

鈴木英夫、伊東功夫、若生勝芳、髙橋 翕、佐藤茂雄、齊藤 修、若林秀敏、 

渡辺仁美、高柳新一 

◇◇◇◇    麻麻麻麻    雀雀雀雀    愛愛愛愛    好好好好    会会会会                            申し込みは、申し込みは、申し込みは、申し込みは、０９０－３７５０－１６９９０９０－３７５０－１６９９０９０－３７５０－１６９９０９０－３７５０－１６９９    齊藤齊藤齊藤齊藤    修理事へ修理事へ修理事へ修理事へ    

◆月例会の報告 

☆仙台中央地区：毎月、第4水曜日10:00より雀荘「万里」(022－264－0249)にて開催 
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  ２月２５日（水）参加者（敬称略）：高橋 博、菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修 

  ３月２５日（水）参加者（敬称略）：高橋 博、菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修 

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

２月０２日（月）参加者（敬称略）：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

３月１６日（月）参加者（敬称略）：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

◆ 夏季麻雀大会の 開催日変更のお知らせ  

年間活動計画でお知らせのとおり、８月１８月１８月１８月１１日（火）⇒８月１０日（月１日（火）⇒８月１０日（月１日（火）⇒８月１０日（月１日（火）⇒８月１０日（月））））に変更になりました。 

◇◇◇◇    囲囲囲囲    碁碁碁碁    同同同同    好好好好    会会会会            申し込みは、申し込みは、申し込みは、申し込みは、０７０－５４７２―３３９７０７０－５４７２―３３９７０７０－５４７２―３３９７０７０－５４７２―３３９７    菱田貞一菱田貞一菱田貞一菱田貞一会員へ会員へ会員へ会員へ    

○ 月例会の開催日が、３月より毎月第３木曜日に変更になりました。 

(毎回、１３時～ＢＯＢサロンで開催) 愛好の皆様方のご参加をお待ちしております。 

★実施日  ３月１９日（木）参加者（敬称略）：今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、石黒秀雄 

★実施日  ４月１６日（木）参加者（敬称略）：今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、石黒秀雄 

※ 次回開催日は5月21日（木）⇒5555月月月月14141414日（木）日（木）日（木）日（木）に変更します。 

◇◇◇◇    けやき会（俳句会けやき会（俳句会けやき会（俳句会けやき会（俳句会））））            申し込みは、０２２－申し込みは、０２２－申し込みは、０２２－申し込みは、０２２－２４４２４４２４４２４４－－－－５９４３Ｆ５９４３Ｆ５９４３Ｆ５９４３Ｆ    代表の小山会長代表の小山会長代表の小山会長代表の小山会長    

またはまたはまたはまたは    ０２２－３７６－４０６００２２－３７６－４０６００２２－３７６－４０６００２２－３７６－４０６０ＦＦＦＦ    幹事の石黒会員幹事の石黒会員幹事の石黒会員幹事の石黒会員へへへへ    

第89回2月16日(月)の句会から  

・人肌の燗は越後の寒造       小山あきお 季語=寒造=冬 

・家並の瓦のひかり冴返る      新田 創造 季語=冴返る=冬 

・愛猫逝くみだれる庭の梅花かな   市川  隆 季語=梅花=春 

・師を囲む磧の畑や揚雲雀      石黒 秀策 季語=雲雀=春  

第90回3月16日(月)の句会から  

・照返す居久根の甍鳥雲に      小山あきお 季語=鳥雲に=春 

・鳴き声も聴けず白鳥帰りけり    新田 創造 季語=白鳥帰り=春 

・晩酌に何はさておき木の芽和    市川  隆 季語=木の芽和=春 

・朝明の島のつらつら椿かな      石黒 秀策 季語=椿=春  

自由投句  

・只生きて迎える卒寿魚は氷に      矢口 愛水 季語=魚は氷に=春 

    俳句けやき会では皆様のご入会をお待ちしております。 

     ご入会の申込みは上記担当者までお申込みをお願いします。(記・石黒) 

◇◇◇◇    カメラクラブカメラクラブカメラクラブカメラクラブ            申し込みは、０２２申し込みは、０２２申し込みは、０２２申し込みは、０２２３３３３－－－－２４２４２４２４－－－－２４８２Ｆ２４８２Ｆ２４８２Ｆ２４８２Ｆ    長谷川理事へ長谷川理事へ長谷川理事へ長谷川理事へ    

携帯０８０－１６９８－５９２０携帯０８０－１６９８－５９２０携帯０８０－１６９８－５９２０携帯０８０－１６９８－５９２０    

＜今後の行事予定＞ 

 ６月３日（水） 「旬の山菜“わらび狩り”と鬼首温泉湯ったり！」 【歩こう会と共同企画】 

   ＊詳細は、４ページ「歩こう会」のご案内をご覧ください。 

 

＊ＢＯＢ会事務局では、皆様の掲載記事をお待ちしております。各地域部会、各同好

会、各会員の皆様の活動・近況・ご提案・趣味・自慢など何でも結構ですので、６

００字程度にまとめ、お送りください。写真も結構です。メール、手紙、ＦＡＸ、

はがき等で送付ください。    
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ご協賛ご協賛ご協賛ご協賛企業企業企業企業            会員の皆様のご支援をお願いします会員の皆様のご支援をお願いします会員の皆様のご支援をお願いします会員の皆様のご支援をお願いします    

        

 

    

    

   

    

 

－ＭＩＴＯＹＡ－ＭＩＴＯＹＡ－ＭＩＴＯＹＡ－ＭＩＴＯＹＡ        ＧＵＲＵＰＵ－ＧＵＲＵＰＵ－ＧＵＲＵＰＵ－ＧＵＲＵＰＵ－    

ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋                        茶寮宗園茶寮宗園茶寮宗園茶寮宗園    

ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋ホテルニュー水戸屋アネックスアネックスアネックスアネックス    

TEL022TEL022TEL022TEL022‐３９８－２３０１‐３９８－２３０１‐３９８－２３０１‐３９８－２３０１        TEL022TEL022TEL022TEL022‐３９８－２３１１‐３９８－２３１１‐３９８－２３１１‐３９８－２３１１    

FAX022FAX022FAX022FAX022‐３９８－２２４２‐３９８－２２４２‐３９８－２２４２‐３９８－２２４２        FAX022FAX022FAX022FAX022‐３９８－２１４４‐３９８－２１４４‐３９８－２１４４‐３９８－２１４４    

 

       

 

楽しい「時間」と「幸福」を、「感謝」の気持ちと共に贈る JTB ならではのカタログ式ギフト。 

慶弔・ゴルフコンペ景品・お中元・お歳暮などにご利用ください。 

7 コース（3,600、5,600、10,600、20,600、30,600、50,600、100,600 円 税別） 

         お求めは ℡022-728-6466 

 

 

保険で豊かな暮らしを守るお手伝いをします保険で豊かな暮らしを守るお手伝いをします保険で豊かな暮らしを守るお手伝いをします保険で豊かな暮らしを守るお手伝いをします    

株式会社株式会社株式会社株式会社ＪＴＢライフネット仙台営業所 

 

                            所長所長所長所長    高柳高柳高柳高柳    新一新一新一新一    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ：：：：    ０２２－２６２－８８０１０２２－２６２－８８０１０２２－２６２－８８０１０２２－２６２－８８０１    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ：：：：    ０２２－２６２－８８０３０２２－２６２－８８０３０２２－２６２－８８０３０２２－２６２－８８０３ 


