
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 営業活動のムダ退治と残業削減 ◆ 
開催日時： 3 月 13 日（金） 15：00～17：00 

会場： ビジネスプラザさいたま   

参加費： 無料  

お問合せ： りそな総合研究所会員・研修事業部 

TEL：03-5653-3735 FAX：03-3699-6629･6729 

本セミナーでは、具体的で現実的な着眼点から営業活動を見

直します。 
https://www.saitamaresona.co.jp/bps/pdf/seminar/20200313.pdf 

 

◆ まるまるひがしにほん ◆ 

開催日：  2 月 22 日（土）～2 月 26 日（水） 

         福島県「うまいもんフェア」 

       2 月 29 日（土）～3 月１日（日） 

         富山県「にいかわエリア観光物産展」 

会場： 東日本連携センター （まるまるひがしにほん）１階  

TEL：048-856-9111 FAX：048-856-9108 

美味しいお酒や特産の食べ物がたくさん販売されています♪ 

https://marumaru-higashinihon.jp/event 

 

 

 

 

 

◆ 2020さいたまるしぇ with さいたマーチ ◆ 

開催日時： 3 月 28 日（土）・29 日（日） 

        10：30～16：00 

会場： さいたま新都心公園 

     （さいたま市大宮区北袋町 1-190-24） 

入場： 無料  主催： （公社）さいたま観光国際協会 

さいたま市の「食」に出会えるグルメイベント！ご当地グルメや

スイーツ、物産品などが集結。ステージイベントも行われます。  
https://www.nta.co.jp/kokunai/special/eventinfo/10380373.htm 

アステリ VIP から徒歩 12 分、アルヴェアーレから徒歩 11 分 

京都から取り寄せる「嵯峨豆腐」をはじめ、厳選された旬の素

材に技を加え、一品一品心のこもった料理を頂けます。自家

製麺うどんや、茨城県のブランド品種のそば粉「常陸秋そば」

を使ったお蕎麦など、料亭の味を気軽に楽しめます♪お持ち

帰りのお弁当もあります！ランチや、お仕事終わりにいかがで

しょうか？(*^^*) 
◆京雀◆ 

住所：さいたま市中央区本町西 1-3-24 

営業時間：11：30～14：00/17：00～22：00 

定休日：水曜日 

TEL：048-858-5675 

http://kyosuzume.onamae.jp/12372266962

0869.html 

◆ 夜間創業相談 TIME ◆ 
開催日時： 3 月 19 日（木） 17：00～20：00 

会場： 大宮図書館 1 階研修室  参加費： 無料 

お問合せ： 日本政策金融公庫 国民生活事業  

北関東信越創業支援センター 

TEL：048-643-3739 FAX：048-645-7435 
事業計画書作成のポイント、資金調達のご相談、公庫の融資制度

のご案内など専任スタッフが丁寧にアドバイスいたします。 

https://www.omiya-library.jp/news/event/2020/000091.html 

 

 

 

 

 

株式会社スギトレーディング様は、ウイスキー他スピリッツ類の輸出入・卸業をされています。具体的には 

ウイスキーの原料である麦芽・酵母・樽や、焼酎の原料であるエタノールなどを、ウイスキーや焼酎の製造メ

ーカー様向けに販売・輸出入を行っていらっしゃるとのこと。また、ウイスキー製造用の蒸留器の輸入、設

置、施工業にも携わっていらっしゃいます。 
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海外に携わる仕事がしたいと入社した前職ですが、様々な食品を取り扱う商社だったこともあり、国内でも数多くの異動を経験しまし

た。まずは、東京にて 7 年間。その間、経理を経験したのち、植物油脂（サラダ油の原料）の営業に携わりました。その後、関西支店

に転勤。1 年が経ったころ、ロンドン支店での募集を知り、迷わず志願しました。ロンドンでは、ビール用麦芽やホップ、シリアル製品

の原料等を買い付けて、日本に輸出する業務を主に担当しました。ロンドン支店で 4 年間勤務し、帰国。帰国後は、イタリアやスペイ

ン産生ハムの営業の部署に配属されましたが、会社の方針が変わり、生ハムの取り扱い自体を止めたため、4 か月後、エタノールを

扱う部署への異動が決定。植物油脂の営業をしていた際に、液体のバルク輸送（タンクローリーやパイプなどを使い液状・粉末状の

ものを梱包 しない状態で運搬すること）を数多く経験していた知識が買われての異動だったと思います。当初はエタノールのみを扱

っていましたが、クライアント様が酒類業界だったこともあり、2014 年頃からウイスキーも扱うようになりました。サプライヤー開拓の

ため、スコットランド、アメリカを何度か訪れて、色々なことを学びました。充実した日々を過ごしていましたが、生産者、顧客との関係

を完成させると商売が自然に動き始め、新鮮さがなくなり、変化のない日常に無意識にため息をつく回数が多くなっていることに、妻

が気付きました。妻からは「ため息を 1 日に 1 万回つく」と言われました。そのような時、勤務先の麦芽部門が他社に売却され、売却

先との契約で、数年間、麦芽の販売が出来ないという事態になってしまいました。ウイスキー原料の商売をするにあたり麦芽を取り

扱えないことは非常に大きなダメージでしたが、これを人生転換の好機と捉え、妻にも背中を押してもらい独立を決意。会社設立に

あたっては、登記、税務署への届け出、許認可取得など、大変ではありましたが、今まで経験したことのないことばかりで、新鮮でエ

キサイティングな毎日にため息をつくこともなくなりました。独立して本当に良かったと妻にも感謝しています。 

こだわりは真摯に取り組むことです。また、発想の転換を重視し、例えば

商品の輸送方法を同じやり方で繰り返し行うのではなく、新たな方法を絶

えず考えて、実践しています。展望については、日本では、年間 2～3 の

蒸留所が開所しているため、新たなシェアを開拓すること、また既存の納

入先様の更なるお手伝いをさせて頂けるようにしたいと考えております。 
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バックパッカーを始めた頃は、ドーナツ 1つさえ買うことが

出来ませんでした。旅を数多くしていく中で、英語や現地

の言葉が話せなくても、身振り手振りで伝えることの大切

さを学びました。また、商社に入社し、上司とクライアント

様との会話を聞いているうちに少しずつ理解ができるよう

になり、ビジネス英語を使えるようになりました。ただ、そ

れだけでは限界を感じ、上達するために私が行っていた

のは、日常会話の内容を、ある程度あらかじめ決めてお

き、単語を事前に辞書で調べ、準備をしておくということ

です。単語を調べると、思っていたのとは違う意味を発見

する事も多く、自然と英語の知識が増えて、話せるように

なっていきました。 

 
1968年、群馬県前橋市生まれです。父親の仕事の関係で 2 歳から 5歳までドイツのハンブルグで過ごしまし

た。残念ながら、幼すぎたためドイツ語は覚えておりません。帰国後、高校卒業まで前橋市で過ごし、大学は

早稲田大学文学部へ進学。長期休みになると、ヨーロッパやタイ、インドネシアなどへバックパッカーとして旅

に出掛けていました。印象的だったのは、初めてのバックパッカーの際に訪れたドイツです。姉の友人が現地

に住んでいた事から、サプライズで幼馴染のラースと再会することができ、大変良い思い出になりました。大

学卒業後は海外に携わる仕事がしたいと考え、食品を主に扱う商社に入社。27 年間勤め、独立をしました。 

 

妻と、長男長女の 4人家族です。長男は今年で 24歳。4月から大学院に進みます。ロンドン駐在時、長男は 4年間現地の学校に通

っていましたので、英語が堪能で羨ましい限りです。長女は高校3年生。現在は大学受験に向けて一生懸命勉強しております。妻に

はいろいろと話しているようですが、私はつい先日、やっと志望大学を教えてもらえました（笑） 私自身は、小学生から吹奏楽をして

おり、小学校ではトランペット、ユーフォニアム、チューバを、中学校ではトロンボーンを吹いていました。高校ではサックスを担当し、

今でもたまに演奏します。以前は、地元の吹奏楽団に入っておりましたが、最近は 4人で行うアンサンブルを中心に行っております。

一昨年の与野祭りでは、プール前の特設ステージで演奏しました。また、もちろんお酒は大好きです。仕事柄、ウイスキーが好きと

思われがちですが、実はウイスキーは飲みません。1 番好きなのは甲類焼酎で、ソーダなどで割って飲みます。甲類焼酎の代表格

「キンミヤ」のボトルを事務所、自宅近辺だけで 4、5 店にキープしてあります。キープと言っても 2 回でボトルを空にしてしまうので、

そのたびに最後にニューボトルを入れて帰ります。良くない習慣です…(笑) 

専門的な業種な為、ご入館者様との接点はないかと思います

が、蒸留所を作りたい方がいらっしゃいましたら是非お声掛け下

さい！スコッチ生産者の 9 割が使っているスコットランドの蒸留器

メーカーの機械を輸入、施工までお手伝いさせて頂きます！ 

☎⇒048-711-3498 📩⇒yasuhiko_sugimoto@sugitrading.co.jp 

 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 5-10-5 

URL：http://asteri.co.jp 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

TEL：048-858-2530 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

受付時間：9:00～17:00（月～金） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@alveare-abs.com 
〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 6-12-20 

URL：http://alveare-abs.com 

 

 

次号もがんばります♪ 

 

ALVEARE のブログに加えて、2 月より「アステリ VIP ABS

オフィス・アテンダントのブログ」をスタートいたしました(^^)/

日々の出来事を私たちが書いているブログです♪アステリ

VIP・ALVEARE両館共宜しくお願い致します♪また、勝田社

長のブログ「桂子の日記」も是非ご覧ください(*^。^*) 

 

◆ まちかど雛めぐり ◆ 

開催期間： 2 月 22 日（土）～3 月 8 日（日） 

時間： 10：00～16：00 会場： 岩槻駅東口周辺商店街 

【主催】 人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり実行委員会 

TEL：070-1535-8177 

人形のまち岩槻で今も活躍する職人の作品や、商家に伝わる

古い人形などをめぐるスタンプラリー。「観る」「創る」「食べる」

をテーマに様々な企画が盛りだくさんです。 

http://hinameguri.com/ 

 

先日、私の幼稚園時代に担任だった先生と久しぶりの再会を果

たしました。連絡はとっていたものの、なかなかタイミングが合わ

ず、卒園以来 22 年ぶりです。先生のご自宅がある川越駅で待

ち合わせをし、わくわくドキドキしながら待っていると、遠くから

「まみちゃ～ん！！」と元気で可愛らしい声が！お互いすぐに気

が付き、少しだけ緊張していた気持ちが一瞬で吹き飛びました。

当時、子供達そして保護者の方にも大人気で、幼稚園のアイド

ルだった先生。20 年以上経った今も、昔と全く変わらず、優しく

て可愛らしい大好きな先生のままでした。ランチをするために入

ったお店では、当時の裏話（笑）や、現在お勤めの幼稚園のこ

と、プライベートのお話など、久しぶりの再会とは思えないほど

話が盛り上がり、会話が途切ることが一度もないほどでした。あ

っという間に時間が過ぎてしまい、気が付いた頃には、もう夕方

に。久しぶりに先生とお会いし、とても楽しくて、懐かしくほっこり

した気持ちになれた 1 日でした(*^。^*)♡ （島） 

 

勝田社長のブログ ⇒ http://motters28.blog69.fc2.com/ 

アステリ VIP ブログ ⇒ https://asteri38-abs.fc2.net/ 

アルヴェアーレブログ ⇒ http://alveare38.blog.fc2.com/ 
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