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三条金物卸商協同組合 理事長　 山谷武範

り、素晴らしい設備（5軸マシニングセンターが何台も並んでいる！）や整理
整頓は燕三条のどの企業よりも優れていると感じましたが、EV化により今
後エンジン開発が無いことから「今後何を作ればいいか分からない。」と
いったお話を伺いました。
　燕三条地域は製造業が優れていることもさることながら、我々卸商がい
ることにより、ユーザーが求めているものをフィードバックして作ることができ
たことで、ここまで生き残れたものと思います。これからも卸商が生き残るに
は販売だけでなく企画・デザインを含めトータルで取り組んでいかなければ
と考えています。今後は、業態を変更せざるを得なくなった製造業の企業
が、卸商を含めた他の業種に転換することで競争が激化することは間違
いありません。
　そして、販売促進については三条市が率先して進めている「ふるさと納
税返礼品の出品」に是非ご参加下さい。ふるさと納税の寄付金額は、今
年度三条市では12月単月で22億円に達し、累計で47億円を突破したそ
うです。ちなみに2021年度の新潟県のトップは全国22位の南魚沼市が
45億円、次いで23位の燕市が44億円、三条市は118位で15億円でした。

（2021/4～2022/3：自治体オープンデータ ふるさと納税ランキングより）
現時点で昨年度の南魚沼市の金額を上回っていることから、ふるさと納
税の販売力たるやどの百貨店やホームセンターに卸すよりも効果があると
思います。
　2023年度の事業としては展示会や凧（イカ）合戦への参加を予定し
ています。組合で凧を揚げるのは年齢的にも人数的にも厳しくなってきて
いることから、組合で凧を作り凧組に揚げてもらう形にしたいと考えていま
す。是非皆さん一緒に参加していただき、組合の凧が大空に舞うのを観戦
して楽しみましょう！
　現実はwithコロナの生活がまだ不透明ですが、組合員の皆様に少しで
も有意義な情報発信ができるよう役員一同努力してまいります。組合企
業の皆様におかれましてはど
うか引き続き組合活動に対
しご理解、ご協力を賜ります
ようよろしくお願い申し上げま
す。
　最後になりましたが、組合
企業様の益々のご発展と従
業員様、ご家族様の末永い
ご健勝を祈念いたしまして新
年のご挨拶に代えさせてい
ただきます。
　本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。
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令和五年令和五年  新年のご挨拶新年のご挨拶

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　旧年中は三条金物卸商協同組合に対しご理解ご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　組合員の皆様におかれましては、健やかに年末年始をお過ごしにな
られたこととお慶び申し上げます。
　2年続いた新型コロナウイルスの終息も見えないままサプライチェーン
問題・工場停止などによる半導体不足や、2月のロシアによるウクライナ
侵攻を発端とする急激な円安、エネルギー資源の高騰、物価上昇によ
り、スタグフレーション（景気後退とインフレの同時進行）に突入している
と考えています。
　年末の日本銀行の長期金利引き上げにより、円安はある程度落ち着
きましたが、まだ安い水準であると考えており、輸出企業であれば恩恵
はあるかもしれませんが、欧州のインフレは日本と比較にならないくらい高
く、日本からの商品を購入する余裕もない状況です。
　また、輸入企業であれば1年前1ドル110円程度が、30%円安になっ
ており、利益圧迫が著しい状況です。しかし、このような状況下で過去
最高益を出した上場企業がなんと多いことか！我々中小零細企業もなん
とかしなくてはなりません。そして大手ホームセンターの再編・インターネッ
ト販売などが進み、国内だけで成長することが難しい局面で、これから
は海外にも目を向けていかなくてはならないと考えています。
　話は変わりますが、12月に三条商工会議所の業務で京都府京丹後
市を訪問しました。ここは丹後ちりめんで有名な土地ですが、その需要
減少が著しく、多いときで5,000社あった織物工場は現在30社にまで
減ったとのことです。また、ここは車のエンジン関連の企業城下町でもあ
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　令和4年9月29日㈭・30日㈮、燕三条地場産業振興セ
ンターにて、燕三条トレードショウが開催されました。
今年も昨年同様Web上でオンラインとリアルのハイブ
リッド展示会としての開催で、燕三条地区を中心に、
80以上の企業・団体が出展し、三条金物卸商協同組合
からも8社出展いたしました。
公式特設ホームページ
URL：https://www.ts-trade-show.jp/

燕三条トレードショウ

　出展された角利産業の清野さんより感想をいた
だきましたので紹介いたします。

　去る9月29日㈭、30日㈮、燕三条地場産振興セ
ンターにおいて「燕三条トレードショウ2022」が
開催されました。当社は「エヴァンゲリオンワー
クA.T.FIELD」・「機動戦士ガンダム」の工具・
アウトドア製品の展示にて参加いたしました。昨
年（2021年）と比較して、コロナへの警戒も落
ち着きつつあり来場者数も多く、会場全体の雰囲
気もプラス傾向に感じられました。（来場者数：
1511名）
　展示会のメインテーマである「おそとごはん
グッズ＆ずぼらキッチン用品特集」では、各社個
性を生かした多くの商品が展示され、「クラウド
ファンディング実施レポート」のコーナーでは、
新しいチャレンジを行う企業の紹介があり、燕三
条地域の「ものづくり」×「チャレンジ」の力を
改めて実感させる展示会であったと感じました。
また、YouTuberとのコラボブースは話題性があ
り、新たなビジネスの可能性を大いに感じまし
た。
　当社は「アニメ」×「道具」とのコラボ企画を
通じて様々なチャレンジを行うとともに、近年で
は当社の得意とする「大工道具」×「キャンプ用
品」の企画、販売をスタートしております。今後
もこの恵まれた「ものづくり」の力と我々の「ア
イディア」、そして「チャレンンジ」を掛け合わ
せることで、「燕三条」を国内のみならず世界に
発信できればと考えております。

当組合からの参加企業
角利産業株式会社／株式会社髙儀

株式会社中條金物／馬場長金物株式会社
パール金属株式会社／株式会社プラスワイズ

株式会社ワクイ／オークス株式会社

オークス株式会社

株式会社プラスワイズ

パール金属株式会社

三社 (馬場長金物株式会社 ・
株式会社中條金物 ・

株式会社ワクイ )共同ブース

株式会社高儀

馬場長金物株式会社
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　令和4年6月25日㈯、CAPTAIN STAG®八木ヶ鼻
オートキャンプ場においてキャンプ動画撮影会を行いま

した。当日は青空ながら白い雲が多くて、爽やかな風が
吹き、暑すぎず寒すぎず丁度良いキャンプ日和でした。
加藤委員長の進行と、自分の挨拶で開会式をした後、す
ぐに各社の商品を使いながらBBQスタート！やっぱり
大勢で集まるっていいですね。撮影会終了後は順次解散
としましたが、6名程度残ってお酒を飲みながら仕事の
ことや趣味の話と話が尽きない尽きない(笑)。
　馬場さんが奥様と犬を連れて登場されたり、サプライ
ズで髙波副理事長・髙橋副理事長が差し入れを持って来
てくれたり（お二人結局泊まり）と途中参加者も！
　そのまま夜の部に突入し焚き火をしながら話をしてい
たら、いい湯らていの閉館時間まであとわずか！となっ
てみんなでお風呂に。ダッシュで風呂に入って、再び焚
き火に。時間がいくらあっても足りない足りない。

令和4年度動画配信用撮影会

　焚き火を見ながら酒を飲んで結局夜遅くに解散。帰宅
組は車で（ハンドルキーパーいましたよ）、宿泊組の髙
波副理事長はテントへ、自分と髙橋副理事長はバンガ
ローへと。
　翌朝は猛烈な二日酔いでフラフラになりながらお片付
け。でもものすごく楽しいキャンプでした。

（理事長　山谷）
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　令和4年11月23日㈬下田城カントリークラブにおい
て、三条金物卸商協同組合主催「組合員のための交流ゴ
ルフ大会」を開催いたしました。今大会は20名が参加
しました。
　7時45分に中條総務委員長の司会進行で開会式を行
い、山谷理事長の開会挨拶、中條委員長のアトラクショ
ンホールの発表と夕方の表彰式の案内、そして田崎さん
よりルール説明とライが悪い時の対処の仕方を教えてい
ただきました。また、今年グレーチングに上がった人が
落ちてしまったことに触れ、足元に注意してプレーする
よう案内がありました。
　11月も下旬となると朝は寒いです。心配されていた
お天気は、午後の数時間の雨を除いて曇りでした。当初
8時スタートの予定でしたが、少し遅れ8時36分からの
スタートとなりました。
　全員寒さを感じながらプレーしていましたが、ケガや
体調不良を訴える参加者はなく、無事に終えることがで
きました。理事長の額と瞼が痛々しかったのですが、理
事長本人が開会式の挨拶で触れていた通り、プレー中で
はなく、数日前の作業中によるものでした（理事長も無
事にプレーできました）。
　全員ホールアウト後、18時に春秋まるいで表彰式・
懇親会を開催しました。コロナ禍ということもあって、
表彰式に参加しない人も優勝等、賞を得る権利が与え
られました。中條委員長の司会進行のもと、山谷理事
長の開会の挨拶、金子理事の乾杯で会はスタートしまし
た。しばし歓談の後、表彰式となりました。賞は優勝・
準優勝・第3位の他、5位ごとの飛び賞、ベスグロ、水
平賞・大波賞・ブービー賞・メーカー賞・理事長賞で
す。またドラコン賞、ニアピン賞がOUT・INそれぞれ
のスタートに２つずつありました。今大会の理事長賞は
11/23開催にちなみ、その4つの数字の和が7ということ
で、7位、理事長が7位だった場合は、その順位の一つ
上6位の人に与えられる賞でした。受賞においては参加
した人は直接理事長より授与されましたが、不参加の人
は代理で受け取りました。

組合員のための交流ゴルフ大会2022

優勝された加藤さんから感想をお聞きすることがで
きましたのでご紹介いたします。

　11月23日に開催された、組合員交流ゴルフ大会
にて優勝させて頂き誠にありがとうございました。
　当日は、午後から小雨が降る寒い一日でしたが、
同伴の皆様と楽しくプレーが出来、素晴らしい成績
を残すことが出来ました。いつもと違いショットも
安定し、何よりパターがカップに吸い込まれるよう
に良く入りました。
　朝のパター練習場で、T君にパターの打ち方を
習ったのが良かっと思います、是非とも、久しぶり
のT君クリニックの開催を期待しています。
　残念ながら、家族の許可が下りず（子供が小さい
もので）懇親会は不参加でしたが、優勝商品のA5
ランクの特選和牛を渡したときには、機嫌が良くな
りましたので次回開催の懇親会には参加できそうで
す。
　2022年最後のプレーでしたので、来年の良いプ
レーに繋げられる様に、さらに精進しようと思いま
す。この度は皆様ありがとうございました！

　賞品授与も終わり、時間いっぱいまで参加者は歓談の
のち、懇親会はお開きとなり解散しました。お開きの前
に中條委員長より次回は初参加の人が参加しやすいよ
う、優勝のチャンスを与えるためにハンディキャップを
青天井にする旨、案内がありました。
　これまでの参加者は、2019年は15名、2020年は20
名、2021年は25名、そして今回は20名でした。コロナ
禍が一刻も早く明けることを願い、次回大会でより多く
の方にご参加いただくことで金物組合内での交流が盛ん
になってほしいです。中條委員長が願うように、初心者
や初参加者が多くエントリーされることを願います。

（Web広報委員会　加藤）

大会成績（上位入賞者）
優　勝：加藤將利
準優勝：髙橋竜也
第三位：長岡信治

（敬称略）
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　令和4年12月15日㈭午後
7時よりものづくり学校内
0256 bistro & mealsに於い
て令和4年度情報交換会が開
催されました。臨時総会が2
年に1回の開催で今年度はそ
の谷間の臨時総会が開催さ
れない年ということで、初
めての会場で総会の緊張感
ある雰囲気とは違った趣向
を凝らした形での会合とな
りました。
　会は主幹である総務委員
会中條委員長の進行で始ま
りました。
　山谷理事長からの挨拶と
して「理事長に就任して半
年が経ち、ビックリするく
らい早く時間が過ぎていき
ました。今日は丹後ちりめ

んで有名な京都府京丹後市に行ってきました。元々5000
社あまりのちりめんを扱う業者がありましたが現在は約
30社にまで減少してしまい衰退しているそうです。京
丹後市は他にも産業があるのですが、それも今後どう
なっていくか分からない現状にあるとのことです。そん
な中、地場産業として成功している燕三条地域に着目
され、この度声をかけていただいて行って参りました。
全国的にも燕三条地域の地場産業は成功をしているとい
う認識を持たれているようです。三条金物卸組合の会員
数も減少傾向でありますがまだまだ他の地域から注目さ
れているという自覚をもって取り組んでいただきたいで

情報交換会
す。」と述べられました。
　続いて乾杯のご発声は髙
波副理事長で、乾杯に先立
ち「この度、金子さんが三
条商工会議所の副会頭に就
任されました。金物卸から
は久々の副会頭を輩出する
ということで、みんなで盛
り上げていきましょう。」
と述べられ乾杯の音頭を
取っていただきました。
　情報交換会は和やかに進
み、ミシュランガイド掲
載店ということで見た目に
も鮮やかな料理が並びまし
た。また、今回は情報交換
会ということもあり、組合
の会合に初めて参加された
方や若い参加者も多く、そ
れぞれが自社の現状や商品
のPRなど、時折熱のこもっ
た話も聞かれ、活気のある
賑やかな会となりました。
　締めは髙橋副理事長の挨拶で「2022年もあとわずか、
世間的にはバッドニュースが多かったと思いますが、身
近なところでは山谷理事長就任、金子副会頭就任、ま
たベトナムには何人かの方々と久しぶりに行くことが出
来てグッドニュースも多くありました。来年も世の中に
は我々の力ではコントロール出来ない問題も引き続き起
こると思いますが、やるべきことを行って自分たちの力
でいい年にしていきましょう」と述べられました。最後
に、2023年の干支卯年にちなんで全員で飛び跳ねて飛躍
を誓い、お開きとなりました。

（Web広報委員会　芳賀）
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開催日 行事 内　　　容 出席者

8/6 三条夏まつり大花火大会警備 花火大会観覧席の警備 11 名

10/12

第 2 回総務委員会

１）インボイス制度開始に伴う的確請求書
　発行事業者登録について
２）組合員情報交換会開催について
３）組合員ゴルフ大会開催について
４）パートタイム職員就業時間の見直しについて
５）パートタイム職員就業規則の改正について
６）アルビレックス新潟後援会会費納入時期の
　変更について
７）その他

6 名

第 3 回理事会

協議事項
１）組合員情報交換会開催について
２）パートタイム職員就業時間の見直しについて
３）パートタイム職員就業規則の改正について
４）アルビレックス新潟後援会会費納入時期の
　変更について
５）その他

報告事項
１）インボイス制度開始に伴う的確請求書
　発行事業者登録について
２）高速道路共同支払事業利用実績について
３）組合員ゴルフ大会開催について
４）その他

11 名

11/17 第 3 回 Web 広報委員会

1) 令和4年度金物ニュース第2号の発行について
2) 令和4年度残予算の執行について
3) 匠の守護者キャラクターの活用について
4) その他

7 名

12/15 情報交換会 組合員間の親睦を図るための情報交換 19 名

12/22 第 3 回総務委員会

1) 三条商工会議所副会頭就任祝賀会の開催に
ついて

2) 理事及び総務委員会委員の欠員並びに組合
委員会規約の一部変更について

3) セミナー開催について
4) その他

5 名

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計

利用額
令和０３年度 9,839,056 7,428,764 9,910,860 10,689,252 7,605,169 8,202,617 11,506,017 10,551,970 10,067,317 85,801,022

令和０４年度 9,914,000 8,563,983 10,810,044 10,240,436 9,372,835 10,127,236 10,377,655 9,979,282 8,655,821 88,041,292

手数料
令和０３年度 295,172 222,863 297,326 320,678 228,155 246,079 345,181 316,559 302,020 2,574,033

令和０４年度 297,420 256,919 324,301 307,213 281,185 303,817 311,330 299,378 259,675 2,641,238

件数
令和０３年度 62 57 57 58 54 55 58 59 59

令和０４年度 61 54 56 53 57 53 55 56 55

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計

利用額
令和０３年度 1,617,631 1,528,045 1,317,700 1,384,415 1,177,296 1,570,800 1,272,665 1,203,773 1,653,565 12,725,890

令和０４年度 1,624,129 678,305 1,534,635 1,052,105 1,433,930 1,367,880 1,181,450 1,187,041 1,050,659 11,110,134

手数料
令和０３年度 56,326 55,735 53,544 54,278 52,000 56,017 53,049 52,291 56,563 489,803

令和０４年度 56,369 44,742 55,778 50,623 54,823 54,096 52,045 52,107 50,607 471,190

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計

利用額
令和０３年度 376,310 277,233 317,625 327,162 231,836 346,412 298,672 215,952 248,369 2,639,571

令和０４年度 247,555 481,921 126,324 238,084 248,985 265,430 250,998 285,738 228,855 2,373,890

手数料
令和０３年度 20,526 15,122 17,325 17,845 12,646 18,895 16,291 11,779 13,547 143,976

令和０４年度 13,503 26,287 6,890 12,986 13,581 14,478 13,691 15,586 12,483 129,485

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計

斡旋台数
令和０３年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和０４年度 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

手数料額
令和０３年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和０４年度 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 22,000

共同事業利用実績
１．高速道路ＥＴＣ利用手数料（新潟県異業種交流センター）

３．ダンボール箱共同購入事業

４．オートリース紹介斡旋事業（オリックス）

２．切手・収入印紙類委託販売事業

会務報告 組合共同購入事業の活用について
　当組合では、組合事業としてダンボール箱及び切手・収入

印紙等の共同購入事業を行っております。ご利用される金額

により利用組合員への還付金が発生しますので、ご利用をご

検討されますようご案内いたします。

　詳しくは、組合事務局へご連絡ください。（TEL0256-32-7881）

ダンボール箱価格表(令和４年６月１日現在)

№

用途 刈り込み（５寸・６寸　１２丁）・差し金
寸法 内寸：長さ７２５mm×幅２９０mm×高さ１４５mm
用途 小鎌・水平器・差し金
寸法 内寸：長さ６００mm×幅３００mm×高さ３００mm
用途 鎌（１００丁）・刈り込み（５寸）
寸法 内寸：長さ６５０mm×幅３５０mm×高さ３００mm
用途 刈り込み・鍬・スコップ（６丁）・水平器・差し金
寸法 内寸：長さ１０９０mm×幅２９０mm×高さ１７５mm
用途 スコップ（１２丁）
寸法 内寸：長さ９８５mm×幅３８５mm×高さ２３０mm
用途 立鎌
寸法 内寸：長さ１４７５mm×幅３３０mm×高さ１７８mm
用途 造林５尺
寸法 内寸：長さ１７３０mm×幅３７０mm×高さ２０５mm
用途 みかん箱程度の大きさ
寸法 内寸：長さ３６０mm×幅３００mm×高さ２５０mm
用途 りんご箱程度の大きさ
寸法 内寸：長さ４３０mm×幅３６０mm×高さ２８５mm
用途 みかん箱特大
寸法 内寸：長さ４６５mm×幅３１０mm×高さ３１５mm
用途 雑貨及びかさばる物
寸法 内寸：長さ７００mm×幅５００mm×高さ５００mm
用途 雑貨及びかさばる物
寸法 内寸：長さ６００mm×幅４５０mm×高さ４５０mm
用途 立鎌（１０丁）
寸法 内寸：長さ１３５０mm×幅２８０mm×高さ１８０mm
用途 水平器９００
寸法 内寸：長さ９５０mm×幅２９５mm×高さ１８７mm
用途 チップソー
寸法 内寸：長さ６００mm×幅４００mm×高さ３００mm
用途 ネットショッピング（小タイプ）
寸法 外寸：長さ２３０ｍｍ×幅１４６ｍｍ×高さ１６０ｍｍ

№２ 133 円

状　　　　形価単

№１ 113 円

№３ 160 円

№４ 167 円

№５ 219 円

№６ 292 円

№７ 379 円

№８ 88 円

№９ 128 円

№１０ 121 円

№１１ 300 円

円

№１２ 250 円

№１３ 247 円

№１４ 164 円

№１５ 182

※各サイズ１０枚単位、トータル１００枚以上でご注文下さい。
　但し№16のみ１０００枚単位となります。

№１６ 18 円


