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イオンクレジットサービスの台湾現地法人、「AEON CREDIT CARD（TAIWAN）CO., LTD.」は、

2003年2月、台湾で日系企業として初めてのクレジットカード発行を開始いたしました。
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PHILOSOPHY
イオンクレジットサービスは、日本で、そしてアジアの国々で「お客さまの未来と信用を活かす生活応援企

業」を経営理念として、お客さまの声を大切にし、生活に密着した金融サービスの提供を通じて、お客さ

まの信頼と期待に応え続けてまいります。併せて金融サービス業としてのモラルの絶えざる研鑽、企業

倫理の尊重、社会貢献活動に積極的に取り組み、お客さまからご支持いただける企業を目指します。

経営理念
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イオンクレジットサービスは、1981年の会社設立以来、クレジットカード事業を中心に、保険代

理店事業、サービサー事業などクレジット周辺事業の展開を行うとともに、アジア各国にも現地法

人を設立し、順調に業容を拡大してまいりました。

2002年には、サティ・ビブレカードをはじめとする新たな提携カードの発行や、加盟店さまとの

共同企画の積極的な推進により、多くのお客さまにご支持いただける商品、サービスを充実させて

まいりました。これらの結果、「個人消費の低迷」、「失業率の高止まりによる個人破産の増大」など

の課題を克服し、1994年12月の店頭公開以来9期連続で増収増益を達成することができました。

今後も、お客さまの利便性の向上、より魅力的なサービスの充実、業務領域の拡大、グローバル

な事業展開を推進し、さらなる飛躍を目指してまいります。
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GROWTH
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グローバルに活躍する金融サービス企業

イオンクレジットサービスグループは、クレジットカード事業、ファイナンス事業などを中心に、自動車

保険・旅行保険・スポーツ保険など多彩な保険商品を取り扱う保険代理店事業、サービサー事業、さら

に旅行事業やカードプロセッシング事業などを展開し、多様な金融サービスの提供を行っています。

また、1987年に流通系カード会社として初めて香港に支店を設立して以来、海外においても積極

的な事業を展開しています。香港、タイ、マレーシア、台湾、中国の深 において現地法人を設立し、

1995年9月に香港現地法人が香港証券取引所に上場、2001年12月にはタイ現地法人がタイ証券取

引所に上場するなど、日本で培った金融サービスノウハウを活かし、アジアでのネットワークの拡

大を推進しています。また、台湾におきましては、2003年2月より日系企業としてはじめて、クレ

ジットカードの発行を開始いたしました。

今後も、アジア各国で積み重ねてきた独自のノウハウを活かしながら、クレジットカード事業を

核としたグローバルに活躍する金融サービス企業として、業容を拡大してまいります。

GLOBAL

■日本

イオンクレジットサービス

■香港

AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.

■深

AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO., LTD.

■台湾

AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO., LTD.

AEON CREDIT CARD (TAIWAN) CO., LTD.

■タイ

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.

■マレーシア

AEON CREDIT SERVICE (M) SDN. BHD.

アジアでの展開
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お客さまへ、便利でお得なサービスの提供

「共同売上企画の実施」

当社では、加盟店さまの売上げ拡大に貢献できるよう、加盟店さ

まと一体になった企画を積極的に推進しています。中でもカード

会員さまがお好きな１日を選んで特典をご利用いただける「ワン

デーパスポート」は、大変ご好評いただいています。今後は、この

成功事例を他の加盟店さまへご提案し、加盟店さまの売上貢献と

カード取扱高の向上に繋げてまいります。 ｢お客さまの未来と信用を活かす生活応援企業」として、お客さまにご支持いただける企業を目指

し、イオンクレジットサービスは、さらなる変革に挑戦してまいります。

規制緩和による業界の垣根を越えた競争の激化に加え、インフォメーションテクノロジーの進展

によるインターネットやモバイルなどの通信インフラの充実により、金融サービス分野のあり方は

大きく変わろうとしています。当社はこのような社会の変革を、新たなビジネスチャンスとしてと

らえ、付加価値の高いサービスの提供と新たなチャネルの開発、安全で効率的な業務の推進に取り

組んでまいりました。

VALUE
加盟店さまとのコラボレーションの強化

「ACTIONⅡ」
クレジット売上げや現金売上げを一元管理し、その「顧客属性」と

「商品情報」をクロス分析する最先端の顧客情報分析システムを開

発いたしました。加盟店さまの運用にあわせ、16種類の多様なポ
イントプログラムが設定可能な「ACTIONⅡ」により、加盟店さま
は、CRM/FSP戦略の実践に役立つデータ分析による売上拡大、
販促費用の効率化にご活用いただけます。

ONE TO ONEマーケティングの実現に向けて

「イオンレジ」

インターネットを通じて、多彩な決済方法を総合的にご提供する

システムを開発いたしました。クレジットカードだけでなく、銀

行振込、コンビニ、宅配代引きなどの決済をご利用いただけます。

また、当社のカードはもちろん、15社のクレジットカード決済が
できる他、分割払いにも対応できます。加盟店さまのECサイトを、
さらに進んだビジネスモデルへ成長させるイオンレジの拡販を強

化し、新たなビジネスへの展開を進めています。

「多機能ICカード」
当社では、2000年よりポイント機能、ＥＴＣ機能を持つＩＣカード
の発行をしています。2002年より当社社員を対象に、非接触でも
ご利用いただけるハイブリットＩＣカードを発行し、クレジット、プ

リペイド、身分証などの機能を兼ね備えた多機能ＩＣカードの実験

を行っています。今後も各種実験を通じ運用ノウハウを蓄積し、

お客さま及び加盟店さまにご支持いただける多機能型ICカードの
発行に取り組んでまいります。

ICカードへの取り組み

インターネットを通じたビジネス展開

〔写真提供：JH）
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国内事業

当社は、「イオンカード」を中心に、

マイカルとの提携による「サティ・ビブ

レカード」、日本トイザらスの新業態

「ベビーザらスカード」など、生活に密

着した領域で活躍する企業との提携

カードを発行することにより、お客さま

から強いご支持をいただき、2003年2

月期末におけるカード会員数は、150

万人純増の1,130万人となっています。

また、カード会員さまに、より便利に

カードをご利用いただくために、加盟

店ネットワークの充実に取り組み、36

万店に拡大するとともに、提携先店舗

を中心に13万台を超えるCD・ATMネ

ットワークを構築しています。また、拡

がる営業フィールドに対応するため、

支店・営業所ネットワークを全国61ヵ

所に拡充し、会員さま、加盟店さまに、

地域に密着した、よりきめ細かいサー

ビスを提供しています。今後も、お客

さまの利便性を第一に考えたネット

ワークづくりに取組んでまいります。

さらに、大切なパートナーである

加盟店さまへは、業界でもトップク

ラスの低率の加盟店手数料率をご提

供するとともに、共同企画の実施に

より、密接なパートナーシップを築

き上げています。

提携先さまにつきましては、イオ

ングループ内外の幅広い企業との提

携を推進し、東北地方で活躍する

様々な業種との提携によるコミュニ

ティーカード「イーノスサンモール

カード」や、個人事業主向けカード

「イオンマイスターカード」の発行を

いたしました。今後も、多様化する

お客さまのニーズにお応えできる提

携ネットワークの構築を積極的に行

ってまいります。

イオンクレジットサービスのカード
は、36万店の加盟店さまでご利用
いただけます。

13万台を超えるCDネットワークに
より、利便性をご提供しております。

カード会員さまをサポートするイオ
ンワールドデスク。
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FRONTIER

クレジットカード事業

イオンカード会員をはじめ1,130万人の会
員の皆さまにご利用いただいております。
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1,300席体制の事務集中センターではお
客さまからのお問い合わせへのきめ細い
応対を行っております。 FRONTIER

当社では、お客さまに高品質なサー

ビスを提供するため、スクリーンポッ

プアップ機能によるスピーディーな

お客さまへの応対サービスを行う

「コールセンター」、人工知能による

自動審査システムを活用した「審査

センター」、プレディクティブダイヤ

リングを始めIT技術を駆使した「債

権管理センター」からなる「事務集中

センター」を、千葉、三重、大阪の3

ケ所に設置しています。

また、加盟店さまには、新システム

「ACTIONⅡ」によるカスタマーリレ

ーションシップ機能や、ネット決済シ

ステム「イオンレジ」による高い利便

性をご提供しています。

その他にも、バーチャルの分野

におきましては、当社のWebサイト

（http://www.aeonmarket.com）上

で、クレジットカードのスピード発行、

自動車保険や旅行保険などの比較見

積もりサービスを提供しています。特

に自動車保険におきましては、比較見

積もり可能会社数が業界トップクラス

の14社に達しており、保険取扱高も

順調に増加しています。

IT活用によるお客さまサービスの充実

自動審査システムによるスピィーディーな審査と、自社でのカード
プロセッシングにより、迅速なカード発行を行っております。

Web上でのショッピングやキャッ
シングにも対応しています。

クレジット関連業務の事業化　
－－国内子会社の概況－－

保険代理店事業のエヌ・シー・エス興

産（株）におきましては、損害保険、生

命保険を取り扱っており、カード請求

書やターゲットを絞り込んだ効果的な

ダイレクトメール、インターネット、提

携先店舗へのカタログスタンドの設置

など無店舗販売に特化し、業績を拡大

しています。

また、サービサー事業のエー・シー・

エス債権管理回収（株）におきましては、

携帯電話料、通信販売代金などの小口

債権回収代行を行っており、これまでの

ノウハウを活用し、公共料金や日本育

英会などの新規受託を行うことができ

ています。今後も、新しいマーケットの

開拓に積極的に取り組んでまいります。
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台湾におきましては、2002年5月

に、台湾財政部より日系企業として初

めてクレジットカード事業の許認可を

受けました。同年8月に設立した

AEON CREDIT CARD (TAIWAN)

CO., LTD.は、VISA、MASTER、

JCBの発行ライセンスを取得し、

2003年2月の「イオンカード」をはじ

め、台湾角川書店との提携による「ウ

ォーカーカード」の発行を開始してい

ます。今後は、「台湾オートバックス」

との提携カードや、地元ガソリンスタ

ンドチェーンとの提携による「カルテ

ィマカード」の発行など、提携先の拡

大を強化することにより、会員獲得

を推進し、事業基盤の確立を目指し

てまいります。また、個品あっせん

事業を展開しているAEON CREDIT

SERVICE (TAIWAN) CO., LTD. に

おきましても、加盟店ネットワーク

の拡大により、取扱高を着実に増加

させることができています。今後は

両社のシナジー効果を高め、事業の

拡大に取り組んでまいります。

12 13

香港の現地法人であるAEON

CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,

LTD.におきましては、香港で人気の

居酒屋チェーン「和民」との提携カー

ドの発行を行いました。カード会員

数は、香港トップクラスとなる75万

人となっています。

また、中国深 でコールセンター

事業を展開するAEON INFORMA-

TION SERVICE (SHENZHEN)

CO., LTD. は、AEON CREDIT

SERVICE (ASIA) CO., LTD.の債権

管理業務の受託に加え、現地ノンバ

ンクからの債権回収業務の受託を開

始するなど、着実な成果をあげてい

ます。

タイの現地法人であるAEON

THANA SINSAP (THAILAND)

PLC.は、新たにスーパーの「カルフー

ル」や、百貨店の「伊勢丹」、「東急」と

の直接加盟店契約の締結や、現地大

手財閥「サハパタナ・グループ」など

との提携カードの発行により、取扱

高・カード会員数を大幅に増加させ

ることが出来ました。

マレーシアの現地法人AEON

CREDIT SERVICE (M) SDN. BHD.

は、大型スーパー「ジャイアント」と

の提携をはじめ、加盟店ネットワー

クを3,000店に拡大するとともに、

新たにモーターバイクの個品あっせ

ん事業を開始し取扱商品の多様化に

取り組んでいます。

海外事業

SHENZHEN

HONG KONG

TAIWAN

THAILAND

MALAYSIA

ASIAN NETWORKFRONTIER

アジアの国々での事業展開 台湾における事業の躍進

アジアの国々でも身近で利便性の高いカ
ードとしてご利用いただいております。
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環境保全活動と社会貢献活動

FRONTIER

イオンクレジットサービスでは、

良き企業市民としての使命を果たす

ために、地域社会に密着したボラン

ティア活動からグローバルな環境保

全活動まで、全社をあげて取り組ん

でいます。

当社はこれまで、環境保全活動と

して、チャリティ機能付カードや「と

きめきポイント」を通じた寄付による

森林保護の助成、ダイオキシンによ

る大気汚染に配慮したPET－G素材

でのカード発行、再生繊維ポリエス

テル素材を使用した制服の採用など

を積極的に推進してまいりました。

このような環境保全活動を継続して

推進するため、「環境ISO14001」を

認証取得いたしております。

また、社会貢献活動として、利用金

額に応じて寄付を行う「日本点字図

書館カード」の発行や、Web上で社

会福祉施設の活動内容の紹介と自主

生産品の販売支援活動を実施してお

ります。

さらに、（財）イオン環境財団・イオ

ン1％クラブを通じた活動として、日

本赤十字社と協力した「地雷廃絶キャ

ンペーン募金」、（財）日本ユニセフ協

会と協力した「カンボジアでの学校

建設支援募金」、環境省の活動に賛同

して取り組む「イオンこどもエコク

ラブ」、地域のこどもたちが参加する

エコロジーミュージカル「瓶ヶ森の

河童（かめがもりのしばてん）」の公

演などに積極的に取り組みました。

良き企業市民としてのさまざまな活動 コンプライアンスへの取り組み
－－業界初　3つのマネジメントシステムを取得－－

当社は、お客さまからの個人情報を適切に管理すること

が責務であるとの認識のもと、「個人情報に関するコンプラ

イアンス・プログラム」を策定し、積極的かつ継続的に個人

情報保護の徹底を推進し、（財）日本情報処理開発協会

（JIPDEC）より、「プライバシーマーク」の認証を取得する
ことができました。これにより、すでに取得いたしました

環境ISO14001、品質ISO9001とあわせ、3つのマネジメ
ントシステムを取得したクレジット業界初の企業となりま

した。

また、コンプライアンス（法令遵守）につきましては、専任

役員を配置するとともに、内部監査機能としての「検査室」、

品質ISO9001を軸とした業務ルールの遵守を推進する「品
質管理室」、お客さまの声を経営に活かす「お客さまサービ

ス推進室」に加えて、各部門の法務関連業務を集約した「法

務室」を新たに設置し、一層のコンプライアンス強化に取

り組んでいます。

お客さまからのときめきポイント
を「国土緑化推進機構」にご寄付さ
せていただきました。

自然の大切さを伝えるエコロジーミ
ュージカル「瓶ヶ森の河童」。

日本点字図書館へ点字図書やテ
ープ図書を寄贈しています。

カンボジアにおける学校建設などグロー
バルな社会貢献活動を行っております。

これまでの社会貢献環境保全活動について

社会福祉施設への社会福祉金の寄贈は、1995年度より累計
35ヶ所、総額3千5百万円となりました。また、寄贈後も各施
設との交流を行い、大掃除や各種バザー出店のお手伝い、ク
リスマス会の実施等のボランティア活動に参加しております。

1995年度より提携カードの運営費用の一部やときめきポイ
ントキャンペーンによる寄付などお客さまからのご厚意を、
日本点字図書館と国土緑化推進機構にそれぞれ寄付しており
ます。

外国コインや使用済みの切手･プリペイドカードの収集を通
して、発展途上国への医療関連の費用や、植林事業に寄贈し
ております。

燃やしても有害な物質を出さないPET-G素材のクレジットカ
ードへの採用や、お客さまへお送りする請求書の再生紙利用･
窓枠に燃やしてもダイオキシンの発生しないグラシン紙使用
など環境保全に取り組んでおります。

女性従業員の制服には、再生繊維ポリエステル素材を採用し、
資源の有効活用に取り組んでおります。

｢我が町クリーンキャンペーン｣として従業員による事業所周
辺地域の清掃を定期的に実施しております。

当社webサイトのイオンマーケット（URL http://www.
aeonmarket.com）上で社会福祉施設の活動内容の紹介と、
自主生産品の販売支援活動を実施しております。（2003年2
月現在、66施設を掲載）

2001年7月にはISO14001を全事業所で一括認証取得をし、
環境保全活動に積極的に取り組んでおります。

1 5

2 6

3 7

4 8
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代表取締役社長 森　美樹

社長メッセージ

イオンクレジットサービスの歩み

基本方針

当社は、「お客さまの未来と信用を活かす生活応

援企業」として、「お客さま第一」、「生活に密着した

金融サービスの提供」、「社会の信頼と期待に応え

る」、「活力あふれる風土の確立」を経営基本方針

に掲げ、金融サービスを通したお客さまへの限りな

い貢献を永遠の（ÆＯＮ）の使命と定めております。

2004年への展望

これからのクレジット業界の経営環境は、他業

界からの参入により一層競争が激化するとともに、

失業率の高止まりによる個人破産の増加や「出資

法」及び「破産法」の見直しなど、厳しい環境が続

くと思われます。

一方、現在の日本における個人消費に占めるカ

ード利用率は欧米と比較しますとまだまだ低水準

であり、今後一層の市場規模の拡大が見込めるも

のと思われます。

また、世界経済の先行き不透明感の影響は受け

ているものの、アジア各国においては、今後の金融

サービス分野の成長が見込まれております。

当社におきましては、これまで展開してまいりました事

業ノウハウを活かし、それぞれの国での一層のシェ

ア拡大をはかるとともに、新たな国での事業展開の

可能性を追求していきたいと考えております。

グローバル10を目指しておりますイオングループ

企業の1社として、また、これまでのアジアでの先

行的活動を活かして、一層の業容拡大に取り組ん

でまいります。

イオンクレジットサービスは、1981年の設立以来、つねに事業の発展

と革新に取り組み、流通系クレジット企業としてはじめて海外展開を

行うなど、変革への挑戦を重ねてまいりました。いま、当社は新たな

事業環境をさらなる飛躍の時ととらえ、グローバルな金融サービス体

制をさらに強固なものとし、一層の事業の拡大をめざしてまいります。

1981年 6月 日本クレジットサービス株式会社設立

7月 ジャスコカードに関する営業開始

12月 個品あっせん業務の取扱開始

1982年10月 キャッシングサービスの取扱開始

1984年 2月 損害保険代理店として保険業務の取扱開始

4月 貸金業者の登録（関東財務局長（1）第00215号）

9月 CD（現金自動貸出機）の設置開始

1985年 5月 生命保険募集代理店として保険業務の取扱開始

1986年 5月 「ジャスコ郵便貯金共用カード」発行

1987年10月 香港に支店開設

1988年12月 ビザ・ジャパン協会と提携、「ジャスコ・VISAカード」を発行

1989年 1月 マスターカード・インターナショナルと提携、「ジャスコ・
MASTERカード」を発行

2月 （株）ジェーシービーと提携、「ジャスコJCBカード」を発行

7月 割賦購入あっせん業者の登録（関 第17号）

1990年 1月 当社の100%子会社として「エヌ・シー・エス興産（株）」を設立

7月 香港に「現AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.」を
設立

1992年12月 タイに「現AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.」
を設立

1994年 8月 「イオンクレジットサービス株式会社」に社名変更

12月 株式店頭公開

1995年 9月 「AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.」が香港証券
取引所に株式上場

12月 マレーシアに駐在員事務所開設

1996年12月 東京証券取引所市場第二部に株式上場

1997年 7月 マレーシアに「現AEON CREDIT SERVICE (M) SDN.
BHD.」を設立

11月 「トイザらスカード」発行

1998年 8月 東京証券取引所市場第一部に指定

9月 当社の100%子会社として「エー・シー・エス・ファイナンス
（株）」を設立

1999年 2月 当社の100%子会社として「エー・シー・エス債権管理回収
（株）」を設立

12月 台湾に「 AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO.,
LTD.」を設立

2000年 6月 中国（深 ）に「AEON INFORMATION SERVICE
(SHENZHEN) CO., LTD.」を設立

7月 Web上にイオンマーケット開設

10月 「ジャスコカード」をはじめとするグループ各社のカードを
「イオンカード」で発行開始

2001年 6月 業界初の口座振替電子受付サービスを開始

7月 全国55カ所の営業拠点（本社含む）がISO14001の一括認証
取得

12月 タイの「AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.」がタイ
証券取引所に株式上場

2002年 1月 本社の各部署と主要7支店にて品質ISO9001の認証を取得

4月 「SATY VIVRE CARD」の発行開始。

8月 台湾にクレジットカード会社「AEON CREDIT SERVICE
(TAIWAN) CO., LTD.」を設立

10月 事務集中センターを中部地域に新たに開設

2003年 1月 プライバシーマーク取得

2月 台湾の「 AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO.,
LTD.」が日系企業として初めてクレジットカード発行を開始

1981~

1986~

1991~

1996~ 2001~

MESSAGE
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（2003年2月20日現在） 

札幌支店

旭川営業所

釧路営業所

青森営業所

岩手営業所

仙台支店

秋田支店

山形営業所

福島営業所

水戸支店

宇都宮営業所

高崎営業所

大宮営業所

川口営業所

千葉支店

柏営業所

船橋営業所

新橋営業所

池袋営業所

新宿営業所

渋谷営業所

吉祥寺営業所

品川営業所

横浜支店

川崎営業所

海老名営業所

新潟支店

富山営業所

金沢営業所

松本営業所

岐阜営業所

三島営業所

浜松営業所

名古屋支店

岡崎営業所

四日市支店

松阪営業所

大津営業所

京都支店

梅田支店

大阪北支店

阪南営業所

姫路支店

神戸営業所

奈良営業所

鳥取営業所

松江営業所

津山営業所

岡山営業所

広島支店

山口営業所

徳島営業所

高松営業所

松山営業所

高知営業所

福岡支店

長崎営業所

熊本営業所

大分営業所

宮崎営業所

沖縄営業所

ネットワーク

イオンワールドデスク札幌

イオンワールドデスク仙台

イオンワールドデスク秋田

イオンワールドデスク千葉

イオンワールドデスク品川

イオンワールドデスク新潟

イオンワールドデスク名古屋

イオンワールドデスク大阪

イオンワールドデスク福岡

国内イオンワールドデスク

エヌ・シー・エス興産（株）

エー・シー・エス債権管理回収（株）

エー・シー・エス・ファイナンス（株）

国内連結子会社

（香港）

AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.

（タイ）

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.

（マレーシア）

AEON CREDIT SERVICE (M) SDN. BHD.

（台湾）

AEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO., LTD.
AEON CREDIT CARD (TAIWAN) CO., LTD.

（中国）

AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO., LTD.

海外連結子会社支店・営業所

ニューヨーク

シカゴ

ロサンゼルス

サンフランシスコ

ホノルル

グアム

サイパン

バンクーバー

トロント

アムステルダム

パリ

ロンドン

フランクフルト

マドリッド

ローマ

ウィーン

シドニー

ゴールドコースト

ケアンズ

メルボルン

オークランド

シンガポール

北京

ソウル

台北

東京

バンコク

香港

クアラルンプール

イオンワールドデスク

東京都内は6営業所

海外拠点国内拠点

●支店
●営業所
●イオンワールドデスク
●関連会社
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会社概要（2003年3月20日現在）

代表取締役社長

常 務 取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

役員紹介（2003年5月13日現在）

イオンクレジットサービス株式会社

東京証券取引所市場第一部

8570

東京都千代田区神田錦町一丁目1番地

東京都千代田区神田美土代町1番地
電話 03（5281）2030（代表）
URL http://www.aeonmarket.com

1981年（昭和56年）6月20日

154億6,650万円

52,322,336株

毎年2月20日

2,545人（連結）
706人（単体）

1兆4,311億円（連結）
1兆2,909億円（単体）

1. クレジットカード事業

2. ファイナンス事業

3. 保険代理店事業

4. サービサー事業

5. 旅行事業

6. カードプロセッシング事業

商 号

上場証券取引所

証 券 コ ー ド

本 店

本 社 事 務 所

設 立

資 本 金

発行済株式総数

決 算 期

社 員 数

取 扱 高

事 業 内 容

神谷　和秀

森　美樹

浅井　啓志

河田　和彦 上山　政道 近藤　安彦

斉藤　達也 清永　崇司 高野　清昭

葛西　謙

木村　洋一 斎藤　稔 杉原　弘泰


