＜業務内容＞
布団の裏地、綿合繊等の染色
特に綿の A 毛斯は全国でも我社しか染色しており
ません。
＜新年の抱負＞
昨年は綿花の不足により、布地が高騰するが、
A 毛斯は多様多種であり、当社の売上を伸ばすもの
と思われます。
産業資材関係にも力を入れて売上高を伸ばしたい
と思っています。

京都市南区唐橋経田町９番地
電話 075-672-6574
中出練染 株式会社
代表取締役 中出 明宏
＜業務内容＞
烏丸三条でホームページの制作を行っております。
http://web.bridge-net.jp/
ホームページはあるんだけど放ったらかしで・・・
とお悩みの会社様、ぜひ一度お声がけください！
ホームページの問題点からその解決策、より効果の
ある企画・手法をご提案致します！実感ください！

＜新年の抱負＞
今年は我々にとって勝負の年と思っております！
お客様により最適なご提案ができるよう、社内体制
からサービス体系まで見直し、一層充実したものと
して参ります。
ホームページによる企業プロモーション強化、EC
サイトの売上増などこれまでのサービスはもちろ
ん、今年は iPad を使った業務支援など、新しい分野
へのチャレンジをして参ります！
本年のブリッジコーポレーションの活躍にご注目
ください！

京都市中京区烏丸通三条下る
饅頭屋町５９５-３
大同生命京都ビル６Ｆ
電話 075-253-0701
株式会社 ブリッジコーポレーション
代表取締役 川口 聡太

＜業務内容＞
◆デジタルデザイン工房
・グラフィックデザイン（DTP 制作）
ポスター、パンフレット、チラシ等
広告デザイン制作など
◆イメージアップ工房（今年より新設）
・クリエイティブなビジュアル素材制作
・WEB の背景イメージ、ボタンから FLASH による
動画制作まで３D 立体制作
建築パースからインダストリー制作まで
・画像合成、画像切抜き、色調補正から
レタッチ画像補正など
＜新年の抱負＞
本年は新しく【イメージアップ工房】を立ち上げ、
永年培ってきた経験を生かし、３D や
フォトレタッチ技術を駆使して写真イメージの
クオリティーを高め、時代が求めるご要望に応えた
【イメージ創り】を目指します。
この部門設立により、従来のクライアント（広告代
理店、印刷会社等）はもとより、パンセの同業者
（デザイン制作会社）にもお得意様の幅を広げ、
使っていただけますよう努力いたす所存です。
どうぞ今年もかわりませずご愛顧賜りますようお
願いいたします。
京都市上京区
下長者通堀川西入
亀屋町３５８
電話
075-431-6997
PENSEES
堀 俊夫
＜業務内容＞
「人・物すべてを運びます」をキャッチフレーズに、
一般貨物・旅客・旅行業等
運送の事なら何でもご相談下さい
＜新年の抱負＞
全てのご縁を大切に「常に こころをそえて
どこよりも安全安心な会社をめざします」。
この自社の理念の実現を全社一丸となり
実践します。
宇治市木幡東中 34-7
電話 0774-31-8291
株式会社 宇治吉田運送
代表取締役 吉田 實子

＜業務内容＞
電話交換機及び IP 電話、PC 用の
ＬＡＮ配線の工事のみを行っています。
＜新年の抱負＞
景気の低迷で、難しいとは思いますが、
少しでも売上を増やすように頑張っていきたいと思います。

京都市伏見区石田森西１
いわたの森団地６-207
電話 075-571-7325
東島通信
東島 善昭

新年の抱負
顧問先の皆様から寄せられた「新年の抱負」をご紹介させていただきます！
＜業務内容＞
OA 機器・オフィス家具・事務用品・PC 用品の
納品・販売をベースに約 1,000 社の法人顧客を
持ち、お客様の業務推進及びコスト削減のための
ネットでの一元発注システムの構築や環境 ECO
への取り組みに、リサイクル事業を立ち上げてい
ます。その他の事業を含めてトータルサプライヤ
ーを目指しております。

＜業務内容＞
①各種素材 収納 BOX・収納ケース
②蒔絵シール
③レイングッズ（ウエア・傘・ブーツ・雑貨）
の製造・販売

＜新年の抱負＞
何よりもお客様へのお役立ちを基本理念に全社
員の人間力を高め、健全な事業活動と環境保全へ
の取り組みで地域社会への貢献を一層強化してま
いります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

京都市右京区西京極畑田町 8
電話 075-313-5961
東洋ケース 株式会社
代表取締役 吉川 弘

京都市中京区
押小路通釜座東入
電話 075-256-3900
株式会社 上田屋
代表取締役 上坂 高章
＜業務内容＞
きもの製造販売（訪問着、小紋、付下、袋帯、
小物）
京都室町の問屋を通じて地方の全国小売屋、NC
などで呉服販売をしております。
＜新年の抱負＞
呉服業界は年々下降の一途をたどっております。
日本の文化を守る業種ですが、京都の基幹産業と
して残していかなければならないと思ってはおり
ます。流通の簡素化で生き残れるかもしれません。
京都市中京区二条通
東洞院西入仁王門町２６−１
電話 075-313-5961
株式会社 倉染匠
代表取締役 倉橋 祐司

＜業務内容＞
自転車の販売、修理、パーツ販売
＜新年の抱負＞
安心・安全な自転車、パーツの販売、そして修
理にも出来る限り対応していきたいと思います。
京都市中京区壬生馬場町 5-6
電話 075-813-1558
じてんしゃ工房ピュア
尾本 泰史

＜新年の抱負＞
各事業の収益構造の確立と新規事業の開発・推進

＜業務内容＞
きものの悉皆業です。きものの事はなんでもご相
談下さい。皆さまに「きもの」をどんどん着て頂き
たいです。
＜新年の抱負＞
私の息子がきもの作家（プロデューサー）として
頑張っております。きものを着て頂いて楽しい時を
過ごして頂き、私共の発展に繋がれば嬉しいです。
会社の利益を倍増して、職人様にも喜んで頂ける
仕事をしていきたいです。
京都市下京区松原通
堀川西入来迎堂町 723
電話 075-821-8116
有限会社 山もと
代表取締役 山本 昭夫

＜業務内容＞
建築用防水材料、シーリング材、断熱材及びその
副資材の販売と内装工事（ウレタン断熱材の吹付）
、
建物の調査診断等のユーザーサポートを行っていま
す。
＜新年の抱負＞
昨年から始めた断熱材の販売が、去年の夏の異常
高温や、住宅エコポイント等の追い風を受け、急激
に増えてきました。今年はそれを全国規模にまで発
展させ、特に関東地区には力を入れていきたいと
考えています。
京都市中京区竹屋町通釜座東入
電話 075-231-4171
小川商事 株式会社
代表取締役 小川 一継

＜業務内容＞
・正しいお墓の建て方、祀り方の設計指導
・全国の石材店への指導啓蒙
・文化教室での講座
・講演会、相談会での宗教・易学の講演
・書籍（発刊１０冊）を通じての啓発
お墓とはご本尊様とご先祖様をお迎えして供養
することです。○○家之墓という看板ではありま
せん。石の買い物ではないという指針を柱に全国
推進をしております。
＜新年の抱負＞
元気で会社の一隅に居る事こそが願いです。商
売人としては失格ですが、社会貢献第一で精進し
ます。正しき建墓造塔作法を若い世代に伝授推進
します。
京都市中京区西ノ京
永本町５番地の 20
電話 075-811-4884
仏教墓塔研究会
代表 福原 堂礎

＜事業内容＞
・主に難病のペットサプリメントの発売元
・ペット用ナチュラルフードと美容製品の卸業
＜新年の抱負＞
王道の商人を目指し、日々誠実に改革と改善を
積み重ねることにより KATION の仁徳を形成し
ていく
京都市西京区川島調子町 9-1
電話 075-392-4370
有限会社 カチオン
代表取締役 清水 陽三
＜事業内容＞
呉服卸・小売業
｢人の心にやすらぎと豊かさを贈る会社です」
＜新年の抱負＞
売上高より、売上内容（粗利益と商品回転数、
販売店数）の充実。
個人的に還暦を迎えるので、商売も人生も「終
の住処（ついのすみか）」
（人生及び商道の美学の
終焉を何処におくのかじっくりと見極めたいと思
っています。
趣味的には東京マラソンに当選したので、自己
ベスト（3 時間 45 分）の更新を狙います。
東京都中央区日本橋
久松町 10-10
電話 03-5695-7149
有限会社 きもの石くら
取締役 中西 慎一郎

＜業務内容＞
かつら、オーダーウィッグ、増毛、発・育毛等、
髪のお悩みをすべて解決いたします。価格は大手か
つらメーカーの 1/2〜1/3 程度となっております。
＜新年の抱負＞
今年こそ健全経営！
京都市下京区烏丸通七条北東角２F
電話 075-352-0696
有限会社 スタックサービス
代表取締役 村瀬 浩三
＜業務内容＞
中央卸売市場での仲卸業務を行っております。創
業以来（平成５年８月２３日）
、新納会計事務所に
お世話になっております。
＜新年の抱負＞
振り返れば、昭和２５年よりこの道一本に進み、
早や６０年の足跡を辿る現在、今日も元気に働いて
おります。この私を支えて下さった得意先、先輩、
御先祖に恥じぬ様、今日一日をモットーに頑張って
働きます。標語は「人に優しく、自分に厳しく」

京都中央市場内２８６号
電話 075-864-2615
堀商店
堀 康男

＜業務内容＞
京染悉皆
・白生地からの誂え染（無地染〜手描友禅留袖や訪
問着等）
・染によるリメイク（派手や地味なキモノを染加工
によって希望の年令や色に染替える）
・関連の仕事として、しみ抜き・丸洗い・仕立て等
も受けている。
・キモノに関するどの様な事でもご相談ください。
＜新年の抱負＞
・我々の業界、当社の様な仕事を専門に取り扱って
いることをホームページを通じてもっと
ピーアールしていきたい。
・丁寧に早く加工して納品する
・取引先（お得意先）の拡充
・新規取引先を含め、各県２〜３社ぐらい持ちたい
（複数年かけてでも）
京都市上京区竹屋町通
千本東入聚楽町 863-50
電話 075-841-4512
有限会社 橋村幸商店
代表取締役 橋村 隆

＜業務内容＞
IH クッキングヒーターにぴったりの多層構造の
調理器具（ヨシノ製品）をメーンに最近では環境
エコ商機も取扱いを始めました。
オール電化、太陽ソーラー他。

＜業務内容＞
・宝石・貴金属の製造・企画・輸入卸
・海外の自社工場に企画から製造まで一貫して行っ
ており、リーズナブルでデザイン性に富んだオリ
ジナル商品を作っております。

＜新年の抱負＞
京都府電気商業組合に入会させて戴き早くも３
年が近くなり、ボツボツでは有りますがメーンの
多層構（ステンレス）から少しずつ脱却出来る足
掛かりを作る年にしたいです。そうしてお客様が
少しずつ増えると目標の上代２億円の売上も見え
て来ます。がんばります。

＜新年の抱負＞
卸中心に行動しておりましたが、今年は小売展開
を計画しております。

京都市左京区
岩倉北池田町６３番地
電話 075-721-1217
株式会社 京食
代表取締役 森 正則
＜事業内容＞
皮フ科疾患の診察（アトピー性皮フ炎、ニキビ
の治療に力を入れております。各種アレルギーに
検査も積極的に行っております。）
＜新年の抱負＞
成功に王道はないという事で、毎日コツコツと
した努力の積み重ねを大切にしていきたいと思い
ます。医院のチームワークの強化を計り、明るく
親しみやすい環境を作るつもりです。漢方治療に
も力を入れていきます。
個人的には 5 月に所属するコーラスサークルの
初リサイタルがあり、
それに向けて練習を頑張ります。
本年も宜しくお願いいたします。
京都市北区
紫竹上梅ノ木町 19-1
電話 075-495-8639
ほりぐち皮フ科医院
医院長 堀口 典子
＜業務内容＞
当学院は外国人に日本語を教える学校です。
海外より留学生を受け入れ、日本語教育により
進学や就職の支援、また在日外国人にも日本語教
育を行い、日本での生活を円滑に出来るお手伝い
をしています。
＜新年の抱負＞
本年も、授業を受ける学生さんに楽しく、厳し
く、また感謝される学院であるように頑張ってい
きたいです。
堺市堺区榎元町 1-1-6
電話 072-232-5166
新亜国際語言学院
学校長 羽野 憲昭

京都市中京区烏丸通三条西入御倉町 70
電話 075-251-0314
有限会社 パースタイム
代表取締役 木村 行宏
＜業務内容＞
美容室
＜新年の抱負＞
昨年末に新しい機材を導入いたしましたところ、
たくさんのお客様に違いを実感していただいており
ます。今年のスタートは、この新しい機材を
ステップに、どんどん新しいメニューや技術の提供
でお客様に喜んで頂けるよう工夫をこらしたいと
思います。
京都市右京区
嵯峨伊勢ノ上町１
電話 075-864-0586
F-jam stance
藤井 三枝子

＜業務内容＞
黒染（主に喪服）
＜新年の抱負＞
悪すぎる状況ですが、頑張ります。
京都市中京区小川通竹屋町上る
電話 075-231-7313
小島染工場
小島 武之
＜事業内容＞
損害保険・生命保険の代理店業務
＜新年の抱負＞
スタッフと共に経営理念の理解・実践をより深め
て浸透させる。それにより、より一層、お客様に喜
ばれ、頼りにされる会社となる。
京都市西京区
嵐山樋ノ上町 18-40
電話 075-871-6938
有限会社 ひぐさ保険事務所
代表取締役 日種 崇雄

