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　相馬商工会議所女性会では、市内に元気をお届けする
ために、会員事業所の皆様へ花を植えたプランターを差
し上げています。事業所・お店に花を飾り、みんなで明
るく “ いい顔 ” になってもらうことを目的として、毎年
６月と 11 月の年２回開催しております。会員の皆様に
は大変好評を頂いている事業です。会議所だより 5 月
号にチラシを同封してご案内しております（※大変申し
訳ありませんが、当６月の申込みは締切りました）。
○問合せ先　相馬商工会議所　
　　　　　　志 36-3171
○開催日時　６月８日（金）AM10:00 ～
　　　　　　（事前にお申し込みされた方のみとなります。）
○場　　所　相馬商工会議所　西側駐車場

Ｐ２　　・当所女性会平成 30 年定時総会
　　　　・道の駅そうま「花いっぱいおもてなし活動」
　　　　・当所青年部平成 30 年定時総会
　　　　・パークゴルフで会員交流
　　　　　～ 44 名がプレー　荒武士さん優勝！～
　　　　・お陰様で 15 周年‼道の駅そうま「感謝祭」
Ｐ３　　・福島広域商談会のご案内
　　　　　　　　～参加受注企業募集～
　　　　・源泉所得税納付のご準備を！
　　　　・生活習慣病対策にご活用ください！
　　　　　　会議所で生活習慣病検診を実施します
　　　　・ふくしま農商工連携ファンド事業のご案内
Ｐ４　　・トレンド通信
　　　　　「地域と都市部を結ぶ新しい形「経堂モデル」」
Ｐ５　　・福島・米沢の情報コーナー
　　　　・会員ビジネスボード
　　　　　（ヘアーサロン cotonoha、ラ・サンテ）
Ｐ６　　・6 月行事予定
　　　　・今月のふるさと行事
　　　　・クールビズ実施中
　　　　・原発事故による損害賠償相談会のご案内
　　　　・会議所会員・共済制度普及キャンペーンのご案内
　　　　・マル経資金のご案内

〈平成 29 年 6 月 8 日 第 12 回　顔プロジェクト〉ｅ

　当所女性会では、他にもさまざまな活動を行っており、

会員も募集中です。会員事業所に在籍する女性ならば、

どなたでも入会可能です。少しでも興味のある方、詳し

く話を聞きたい方は、相馬商工会議所へお問合せ下さい。
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　割烹やましたにおいて当所女性会 の平成 30 年定時総
会が開催された。
　総会には会員 26 名が出席し、三國実加会長が議長と
なり第 1 号議案平成 29 年度事業報告並びに収支決算、
第 2 号議案平成 30 年度事業計画 ( 案 ) 並びに収支予算
( 案 )、第 3 号議案役員補充について審議し、原案通り
承認された。役員補充については、伊東理恵氏（伊東建
設工業㈱）が理事に選任された。
　総会終了後には、草野清貴会頭・並びに荒井利昌青年
部会長を来賓として迎え、懇親会を開催し会員相互の親
睦を深めた。　

　平成 30 年度 相馬商工会議所「会員交流パークゴルフ
大会」が相馬光陽パークゴルフ場において開催され、初
夏を感じる陽気のなか 44 名が参加し相互の交流を図っ
た。
　当所会員研修交流委員会（荒武士委員長）が担当し、
坂本健一会員交流パークゴルフ大会競技委員長を中心
に、事前の準備から当日の運営までを行った。
　表彰式では、１・２・３位の入賞者に草野会頭からそ
れぞれに楯が手渡されたほか、特別賞を含む入賞者には、
相馬市の特産品をはじめとする副賞も贈られた。また、
参加者全員が参加できる「お楽しみ抽選会」もあり、最
後まで楽しい会員交流事業となった。
　競技結果は下記のとおりです。（敬称略）
○優　勝　　荒 武士（㈱アサヒビルメンテナンス）
○準優勝　　木村 忠昭（木村ボデー）
○第三位　　阿部 睦子（阿部建材）

パークゴルフで会員交流
～ 44 名がプレー  荒武士さん優勝！～
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当所女性会平成 30 年定時総会4/24

　平成 30 年定時総会が、N-resort　Fukushima（旧相
馬フローラ）において開催された。
　昨年の臨時総会において平成 30 年度会長に選任され
た荒井利昌会長（㈱アライリースサービス）挨拶のあと
議事に入り、平成 29 年度事業報告並びに収支決算、平
成 30 年度事業計画（案）並びに収支予算（案）につい
て審議され原案通り承認された。
　続いて役員改選では、荒井会長より副会長以下の役員
が選任された（新役員は後述の通り）。
　また、総会後の懇親会では草野清貴会頭ならびに三國

当所青年部平成 30 年定時総会5/10

  多くの人が訪れるゴールデンウィークに向けて、当所
では、道の駅「そうま」において「花いっぱいおもてな
し運動」を実施した。
　当日は、少し雨模様ではあったが、道の駅テナントや
当所の職員が参加して、マーガレット 68 株、ガザニア
200 株を植え、道の駅西側の花壇を彩った。
　この「花いっぱいおもてなし運動」は、美化活動の一
環として、ゴールデンウィーク前に毎年実施している。
今年 3 月に、相馬玉野 IC から霊山 IC が開通し、昨年以
上に来場者数が見込まれる今年のゴールデンウィークに
訪れる人々を楽しませようと、参加者は一生懸命、1 株
1 株想いを込めて植栽した。

道の駅 そうま
「花いっぱいおもてなし運動」
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　今年で道の駅「そうま」が開業 15 周年を迎えた。無
事に 15 周年を迎えられたことを記念して、道の駅「そ
うま」にて感謝祭が開催された。テナント 5 社による
イベント価格での商品販売や軒下出店が行われ、他にも
刃物研ぎや陶器販売、サーティワンアイスクリームなど
の出店やわくわく抽選会などを実施した。
　当日は晴天にも恵まれ、また、市のイベントも同時開

お陰様で開業 15 周年‼
  『 道の駅「そうま」感謝祭』

実加女性会会長を来賓として迎え、和やかなうちに終了
した。
会　　長　荒井　利昌　㈱アライリースサービス（新）
副 会 長　白田　浩二　㈲しらた石材工業（新）
　 〃 　　齋藤　眞一　さいとうひろゆき商店（再）
専務理事　森　　力也　フォレストホーム㈱（新）
理　　事　小野　芳一　㈲カネヨ水産（新）
　 〃 　　飯塚　哲生　㈲飯塚商店（新）
　 〃 　　松本　好彦　㈱石匠松もと（新）
　 〃 　　米山　真弘　㈲米山商事（再）
　 〃 　　獺庭　大輔　紀の国屋（再）
　 〃 　　西村　昌也　㈱星写真舘（再）
直前会長　土屋　大典　㈲タカクニスポーツ（新）
監　　事　小野　貞人　㈱小野中村（再）
　 〃 　　羽柴信一郎　㈱文泉社（新）
顧　　問　杉本　智美　㈲杉本鉄工所（再）
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　来る 7 月 2 日（月）と 3 日（火）の２日間、相馬商工会
議所において生活習慣病検診を実施致します。
　この事業は、当所会員事業所様に共済還元事業の一環
として実施しております。
　事業主様はもちろん従業員の方の健康管理は、企業の
安定した経営に欠かせない重要な要素です。また、万が
一の場合、病気は早期発見・早期治療が大原則となりま
す。この機会に是非ご利用ください。
　検診料等詳細につきましては同封の案内チラシをご覧
ください。

生活習慣病対策にご活用ください
会議所で生活習慣病検診を実施します

源泉所得税納付のご準備を！

 
 
 
 

 

 
 
 

   相馬共同火力発電株式会社
本    店  相馬市中村字塚ノ町 65-16    ℡0244(36)1200

新地発電所  相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神 1-1 ℡0244(62)2201

わくわくランド  ℡0244（62）4722 

ホームページ  http:/www.somakyoka.co.jp 

 
 
 
 

 

 
 
 

   相馬共同火力発電株式会社
本    店  相馬市中村字塚ノ町 65-16    ℡0244(36)1200

新地発電所  相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神 1-1 ℡0244(62)2201

わくわくランド  ℡0244（62）4722 

ホームページ  http:/www.somakyoka.co.jp 

HP の作成は、ぜひ当社へ‼

○源泉所得税の納期特例制度
　源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月 10 日が
納期限となっていますが、給与の支払い人員が常時 10
人未満である源泉徴収義務者は、給与等から源泉徴収を
した所得税を年 2 回にまとめて納付する事ができます。
　上記の納期の特例制度の適用を受けている事業所は、
本年については 7 月 10 日（火）までに、1 月 1 日から
6 月末までに支払いを行なった給与等について、源泉所
得税を納付しなければなりません。《7 月～ 12 月末分
は翌年 1 月 20 日まで納付》
　当所では下記の日程で、上期の源泉所得税の納付個別
指導会を開催しますのでお気軽にお越しください。
●日程　7 月 2 日（月）～ 7 月 10 日（火）
●時間　午前 9 時～午後 4 時
●場所　相馬商工会議所

 

平成３０年度ふくしま農商工連携ファンド事業 公募開始のお知らせ 

 

 

 

 

■ 第１回公募期間  平成３０年７月２日（月）～平成３０年７月３１日（火）  

※ 平成３０年１０月１日から開始（事業着手）する事業が対象 

ふくしま農商工連携ファンド事業［今回助成総額（予定） 4,000 万円程度］ 

【助成率】助成対象経費の５分の４以内 

農林漁業者と中小企業者等の連携体が、それぞれの強みを生かしながら、新商品の開発や販路開拓等

に取り組む事業に対して助成を行うことにより、地域産業の活性化を図ります。 

・詳しくは、当センターWeb サイト内、該当事業のページをご覧ください。 

また、６月１８日(月)、２２日(金)に、福島市及び郡山市で公募説明会を開催する予定です。 

※ 当センターWeb サイト http://www.utsukushima.net/ 福島 振興センター 検索 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

原稿(案)半ﾍﾟｰｼﾞ

原稿(案)1/8 ﾍﾟｰｼﾞ

新商品・新技術等の開発、調査・分析又は 

販路開拓等に係る経費の一部を助成します 

新商品開発・技術開発・ 

販路開拓等に係る経費を 

最大５分の４まで助成します！ 
公募期間:30 年７月２日～30 年７月 31 日  

詳しくは 福島 振興センター 検索 

 
 

(公財)福島県産業振興センター ☎024-525-4035 

http://www.utsukushima.net/ 

お問合せ先 

お問合せ先： 

(公財)福島県産業振興センター 経営支援部経営支援課  

〒960-8053 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま２Ｆ  TEL 024-525-4035 

Ｆ福島広域商談会のご案内
～参加受注企業募集～

　福島県産業振興センターでは、「2018 福島広域商
談会」をビッグパレットふくしまにて開催することと
いたしました。この商談会は、発注企業の皆様と主に
福島県内の受注企業が一堂に会し、商談や情報交換を
行っていただくために開催するものです。是非、ご参
加いただき、新規取引先の開拓や新たなパートナーづ
くりにご活用ください。詳しくは、福島県産業振興セ
ンターの HP をご覧ください。
○開催日時　7 月 27 日（金）12：25 ～ 16：50
○会　　場　ビッグパレットふくしま（郡山市）
○参加対象　発注企業 60 社程度（メーカー、商社）
　　　　　　受注企業 150 社程度（機械加工、製缶・
　　　　　　板金・プレス、鋳造・鍛造、塗装、表面
　　　　　　処理、電気機器、プラスチック成型等）
○申込期限　平成 30 年 6 月 11 日（月）※先着順
○参 加 費　5,000 円／名（※ 1 社 3 名まで）
○問合せ先　福島県産業振興センター
　　　　　　志 024-525-4077

催していたこともあり、お子様連れのお客様など、多く
の来場者で大盛況だった。商品を 700 円購入毎にくじ
が引けるわくわく抽選会では、お客様は何が当たるかな
と楽しげな表情でくじを引いていた。
　テナント・関係者一同はお客様との交流を通じて、当
事業の開催目的である「日頃の感謝の気持ち」が伝わる
よう、笑顔で対応していた。
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事業資金のご相談
経営課題のご相談は当行へ

　東京都世田谷区に経堂というまちがあります。新宿か
ら小田急線で約 15 分。駅前に新しい商業施設もありま
すが、昔ながらの繁華街や商店街もあるまちです。
　このまちを舞台にした東日本大震災の復興にまつわる
良い話があります。津波に見舞われて大きな被害を受
けた宮城県石巻市の缶詰会社、株式会社木の屋石巻水
産の倉庫に、山積みされて出荷を待っていた缶詰が約
１００万缶あり、海の泥にまみれているものの中身が無
事であることが分かりました。復興支援物資を運んだト
ラックが引き返す際、この缶詰を空いた荷台に積んで東
京に戻り、一つ一つ手で洗ってラベルを巻き直して売っ
たのが経堂の商店街の人たちでした。
　経堂から送られた売上金を元に再生した同社は、最近
のサバ缶詰ブームの火付け役ともなった金華サバ缶詰の
会社です。このいきさつは『蘇るサバ缶』（廣済堂出版）
というノンフィクションの書籍で紹介されています。
　実は、この経堂の商店街は、石巻だけでなく高知や八
戸、広島、信州中野などさまざまな地域の食材を直接取
り寄せて、何店舗かで継続的に利用するという活動を長
く続けています。このあたりは「経堂系ドットコム」と
いうウェブサイトに詳しく紹介されています。
　私が注目しているのは、地方からの産品や食材を都市
部の市場で売るときに、単独の店舗を出口とするのでは
なく、小売店が束になった「商店街」という出口と連携
するという形です。経堂のケースでは、一つの食材でも、
居酒屋、インドカレー屋、串焼き屋、ラーメン屋など多
様なお店がそれぞれレシピや活用法を考えてお客さんに
提供しています。
　もちろんお店にとっても直接仕入れで生産地とつなが
ることで、大手スーパーや百貨店などとは違う、質の良
い独自の産直品を協同購入できるというメリットがあり
ます。また、さまざまな生産地と継続的に関わっていく
ことで、利用者の中にも地域に対するファンが育ってい

「地域と都市部を結ぶ新しい形
　　　　　　　　　「経堂モデル」」

くというメリットもあります。
　今、地域活性化の手段として「地域商社」が注目され
ています。地域から商品を取りまとめ、きちんと価値が
伝わるように市場に向けて情報発信するための組織とい
う考えです。地域商社の活動は、「出し手」の部分です。
経堂の活動は、逆に「受け手」の部分である都市部の消
費者と小売店を束ねて、無駄のない物流や情報発信をサ
ポートしようというものです。こうした動きが衰退著し
い各地の商店街にも取り入れられて、生産者側も小売り・
消費者側もメリットを受ける事例が増えると面白いと思
います。
　問題は、それを誰がやるのかというところにあります。
経堂では『蘇るサバ缶』の著者でもある須田泰成さんと
いうプロデューサーの存在がとても大きいです。こうし
たキーパーソンを、出し手である地方や、受け手である
都市部に育成することも大きなテーマだと思います。こ
のような役割は、商工会議所が担うべき今後の重要な機
能ではないかとも考えています。

日経ＢＰヒット
　　　　総合研究所

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
　日経ＢＰ社　日経ＢＰヒット総合研究所上席研究
員。1986 年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。
同年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジ
ネス、日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コ
ンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地
の商工会議所などで地域振興や特産品開発のための講
演・コンサルを実施。消費者起点のものづくりをテー
マに地域発のヒット商品育成を支援している。

上席研究員　
渡辺　和博

東北電力（株）相双営業所
当社ホームページは

http：//www.ｔohoku‐epco.co.jp/



（5）第 365 号平成 30 年６月５日発行

～福島市を代表するご当地グルメ～
『ふくしま餃子の会』

　福島・相馬・米沢商工会議所では、東北中央道を利活用し 3都市間の交流活性化のために各地域の情
報発信を行っています。市民の皆様も福島市・米沢市に是非お出かけください。通行料無料です。

福島・米沢の情報コーナー　東北中央自動車道〔相馬⇔福島⇔米沢〕

福島 米沢
本場ならではの美味しさを提供
『米沢牛のれん会』

会員ビジネスボード Business Board
イチオシ商品・サ－ビス情報満載！ビジネスパートナー探しにも掲載無料

まずは体験レッスンへ !!
　自身の心や身体と向き合ってみませんか？
　身体のゆがみは肩こりや腰痛、自律神経の乱れなど身体に大きな
影響を与えます。当ヨガ教室では、「肩こり解消」「骨盤調整」「代謝アッ
プ」など目的に応じたプログラムで、皆様の健康へのサポートをさ
せて頂きます。まずは、お気軽に体験レッスンにお越しください。
○相馬教室　会場：スタジオブースト
　　　　　　毎月発行するレッスンスケジュールによる
　　　　　　※主に月・金曜日　a.m. 10:30~12:00   p.m. 7:30~9:00
○新地教室    会場：新地町総合体育館
　　　　　　※主に第 1、第 3 土曜日　p.m. 7:00 ～ 8:30
○鹿島教室    会場：万葉ふれあいセンター 　 
　　　　　　①毎週水曜日 p.m. 3:30 ～ 5:00
　　　　　　②毎月第 1・第 3 木曜日　p.m. 7:15~8:45

ヨガ教室 ラ・サンテ

相
馬
駅

〒 ＪＡ

住　　　所

電　　　話 

：〒976-0042
   相馬市中村字田町 18
　　スタジオブースト内

：080-8224-1566（五十嵐）

馬陵通り

大東 BK

田
町
通
り

本場ならではの美味しさを提供 
「米沢牛のれん会」 

「米沢牛のれん会」は、米沢牛を扱う小売店・飲食店（17
店舗）で構成されており、米沢牛を買う時や食事をする時
に信頼できるお店として、“のれん”を掲げ、信頼のお店の
目印となっております。 
 
米沢牛とは 
 肉牛の種類は黒毛和 
種とし、生後 32 ヵ月 
以上、管内 3市 5町の 
指定登録畜産農家で一 
番長く肥育され、日本 
格付け協会により枝肉 
に証明印が押印された 
外観及び肉質・脂質が 
優れているものを米沢 
牛といいます。 
米沢牛は 2017 年 3 月に、農林水産省が認める地理的表示保
護制度ＧＩマーク（世界共通基準）を取得しました。 
 
米沢牛を食べて、「特選すき焼き用精肉」をゲット！ 
•応募方法／米沢牛のれん会会員店舗をご利用の際、店舗備

え付けの応募券に必要事項をご記入の上、店舗
へご提出ください。 

•賞  品／米沢牛「特選すき焼き用精肉」を抽選で毎月 5
名様にプレゼント！ ※抽選日は、毎年 8 月・
12 月    

•当選発表／商品の発送をもって代えさせていただきます。
 
■詳細は、米沢牛のれん会ＨＰ、加盟店舗までお問い合わ

せください。   
米沢牛のれん会 検索 

  

〜福島市を代表するご当地グルメ〜 
「ふくしま餃⼦の会」 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ふくしま餃⼦の会は「餃⼦を福島の名物に」を合⾔葉に、
平成 15 年に市内の餃⼦専⾨店で設⽴されました。 

たくさん⾷べられるように、⾁が少なく野菜が多めの餃
⼦が主流で、福島市⺠のソウルフードとして広く親しまれ
ています。 

現在、市内 13 店舗が加盟しており、ランチ営業を⾏う
お店もありますので、ぜひ福島市にお越しの際は、ふくし
ま餃⼦をご賞味ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※  のお店でランチ営業を⾏っております。 
※各店舗の定休⽇・営業時間が異なりますので、事前にご確認ください。 
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6月 行事予定

　当所では、節電・省エネの観点から、夏の軽装（クー
ルビズ）を５月１日から 9 月 30 日まで取組んでおり
ますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

実施中

日（曜） 行　　事 時間 場　　所

4（ 月 ）
正副会頭会議 15:00 相馬商工会議所
相馬市連合商栄会 第 1 回総務・事業・企画準備合同委員会 19:00 相馬商工会議所

5（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

7（ 木 ）
福島県商工会議所女性会連合会 第 38 回通常総会 13:30 福島市・ウェディングエルティ
相馬青色申告会 平成 30 年定時総会 18:00 まる久

8（ 金 ）第 14 回 「e 顔プロジェクト」 10:00 相馬商工会議所

10（ 日 ）
第 69 回全国植樹祭 南相馬市原町区雫地内・

海岸防災林整備地
第 149 回簿記検定試験 9:00 相馬商工会議所
天皇皇后両陛下福島県民奉迎行事 19:00 相馬市松川浦環境公園

11（ 月 ）女性会 第 1 回流山踊り講習会 19:00 相馬商工会議所
 12（火）     
～ 13（水）東北復興水産加工品展示商談会 2018 10:00 宮城県・

仙台国際センター展示棟
12（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

13（ 水 ）福島県商工会議所連合会第 1 回会頭会議・
定期総会・経済功労章授章式 14:30 福島市・ウェディングエルティ

14（ 木 ）相馬地区警察官友の会 理事会・総会 15:00 相馬商工会議所
15（ 金 ）第 18 回式年遷宮祭並びに見学会 13:30 相馬中村神社境内鳥居前
16（ 土 ）相馬中村神社 遷宮祭本祭 19:30 相馬妙見中村神社
19（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所
21（ 木 ）青年部 第３回理事会 19:00 相馬商工会議所
22（ 金 ）相馬市連合商栄会 第 52 回定時総会 18:00 ホテルふたばや

24（ 日 ）第 213 回 珠算・暗算検定
第 123 回段位認定試験 9:00 相馬商工会議所

26（ 火 ）日本政策金融公庫金融相談会 11:00 相馬商工会議所

27（ 水 ）
正副会頭会議 13:00 相馬商工会議所
常議員会 14:30 相馬商工会議所
第 140 回通常議員総会 16:30 相馬商工会議所

東京電力㈱原発事故による
損害賠償相談会のご案内

● 開  催  日　６月 6・13・20・27 日（水）
● 受付時間　午前 10 時～午後４時
● 会　　場　相馬商工会議所　第３会議室
● 問合せ先　志 0120 － 926 － 404

商工会議所会員・共済制度
普及キャンペーン実施中！

　相馬商工会議所では、新規会員および共済制度の
加入促進キャンペーンを 4 月 17 日～ 6 月 30 日ま
での 2 ヶ月半の間実施しております。
 商工会議所は会員事業所の会費をもって地域に貢
献をする大きな役割を持つ総合経済団体でありま
す。更に「事業資金」や「納税に関する手続き」や
被災からの再生用補助制度など、様々な問題も気軽
に相談のできる機関です。
　また、事業主様の保障や従業員の福利厚生の充実
を図るための共済事業など利用できるメリットが沢
山あります。
　期間中、商工会議所職員・アクサ生命営業社員が
お伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
○問合せ先 相馬商工会議所 総務課志 36 － 3171

相馬商工会議所 “マル経資金 ”

★融資（貸付）限度額
★年利（Ｈ 30.5.16 現在）

★返済期間 ★担保・保証人

2,000 万円

運転資金
設備資金 1.11%

東日本大震災に対応する「災害マル経」
（金利－ 0.9%）「設備資金貸付利率特

例制度」（金利－ 0.5%）

運転資金　 ７ 年以内
設備資金　10 年以内 不　要

【ご利用できる方】
・１年以上事業を行い、商工会議所の経営指導を原則
　6 ヶ月以上受けている方
・所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方
　○商業・サービス業（従業員 ５ 人以下）
　○建設・製造業　他（従業員 20 人以下）
●問合せ先　中小企業相談所　志 36 － 3171

今 月 の ふ る さ と 行 事

日（曜） 行　　事 時　間 場　　所
15（金）　     
～ 17（日）御遷宮祭 13:30 相馬中村神社 他

 16（土）　     
～ 17（日）相馬宇多郷神楽舞 19:00

8:00 坪田・雷神社

■プラスチックリサイクル業
■廃棄物収集運搬業
■浄化槽メンテナンス業

株式会社

中 村 環 境
代表取締役　森松秀一

本　　社　相馬市中村字川原町 70-2
　　　　　　　緯 0244－35－2351
相馬工場　相馬市光陽１丁目 2-23
　　　　　　　緯 0244－32－1112


