
　佐渡へ佐渡へと、草木もなびく、佐渡は四十九里、海の上」私の故郷
は、この 佐渡おけさの本場の佐渡です。そこから、明治 38 年 11 月 3日
の天長節に、この千歳にやって来ました。疲れた足を引きずるように、
ようやく峠の頂上に立ち、千歳村を見たとき、なぜか急に悲しくなり、
その場に崩れるように腰を下ろしてしまいました。なぜなら、峠の下に
ある千歳村を見たとき、あまりの寒村に驚き、あたかも心の 支えをなく
したような絶望感にさいなまれました。
この話は、創業者であります「渡部榮蔵」翁が 19 歳の若さで商いの決意
を固め、 はじめて千歳の地に入ったときのことです。

　以来、いまの千歳市本町に山三の屋号を掲げて雑貨屋を始めたのが、
山三ふじや グループの始まりであります。それから 100 年の間、幾多
の苦難を乗り越えて、 千歳の歴史と共に歩んで参りました。大正15年、
千歳着陸場の建設に際しては、村民の皆さんに呼びかけ、村民大会を開
き、無償の奉仕 活動のもと、一本の着陸場を作り上げ、北海一号機を迎
えました。

　これが現在の新千歳空港の 母体となり、千歳の発展の大きな転機に
なりました。 その時の喜びと感動は、”事に当たって一致協力する＝「ス
ピリット・オブ・チトセ」”として、山三ふじやの象徴精神となり、今日
に受け継がれております。千歳の発展と共に、山三ふじやもまた、その
時代時代のニーズに合わせ、生業か ら家業へ、家業から 企業へと、地域
に育まれながら多方面にわたり事業を広げ、 現在、7企業からなる山三
ふじやグループを構成するに至りました。平成 17 年創業百年を迎える
ことができ、これを新たな「創業元年」と位置づけ、 先人の残した 尊い
精神を受け継ぎ、前掛け姿の商人として、社員一同が心を一つに して、
次の 100 年に向けて、その第一歩を強く踏み出し、社業に邁進いたしま
す。

　なにとぞ倍旧のご愛顧・ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

代表　瀧澤 順久
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01  株式会社山三ふじや
02  千歳交通株式会社
03  株式会社イチマルイチ
04  株式会社ちとせインターゴルフ
05  千歳自動車総業株式会社
06  山三ビル管理株式会社
07  株式会社サウザンド



所在地

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

事業所

　明治 38 年、山三ふじやグループの基幹企業であります株式会社山三ふじやは、故渡部栄蔵翁によって千歳市本町に雑貨屋とし
て創業しました。以来、地域住民に育まれ、地域の発展とともに成長して参りました。

　昭和 20 年代中頃には、酒類・土産品販売など目覚ましい躍進を遂げ、昭和 32 年 1月に株式会社山三ふじやを設立しました。
その後も多彩な事業を展開し、土産品、酒類、煙草、米穀、事務用品、書籍（教科書）などの販売、不動産の賃貸、携帯電話の代理店、平
成 19 年 4月より千歳市指定管理者として千歳市立図書館の運営など、常に千歳のビジネスをリードして参りました。

　地域住民の日常生活をサポートする市内最大の大型ショッピングセンター「イオン千歳店」、全国はもとよりいまや世界中のお
客様との繋がりを持つ「TRICOT by yamasan fujiya」などの事業部門を活用し、これからも信頼と伝統の老舗として弛まぬ努力
と感謝の気持ちで、地域住民の生活に密着したきめ細かいサービスを提供してまいります。

〒066-8660　千歳市末広 1丁目 4番 8号
TEL. 0123-23-2111　FAX.0123-23-2112

昭和 32 年 1月 16 日（創業明治 38 年）

8,000 万円

代表取締役　瀧澤　順久

124 名（男 49 名、女 75 名）

土産品・酒類・煙草・米穀・事務用品・贈答品販売
市内小中高校の教科書販売及び一般書籍販売
不動産の賃貸・携帯電話の代理店、LED照明の販売
千歳市立図書館　指定管理者（平成 19 年 4月 1日より）

株式会社 山三ふじや
YAMASAN FUJIYA CO.,LTD.

総務部　営業本部　企画開発部
TRICOT by yamasan fujiya
酒屋　本店
酒屋　本店二課（夜間営業所）
渡部商店 (千歳精米所 )
LIQUOR & TABACCO YAMASAN FUJIYA
山三ふじや書店
LED事業部
auショップ千歳
auショップ恵庭市役所前
陸上自衛隊東千歳駐屯地売店
陸上自衛隊北千歳駐屯地売店
航空自衛隊千歳基地売店
山三ふじや　外商部



Store Information

酒類・米・煙草を取り扱い、季節によって御中
元・御歳暮などの贈答品からゴルフ・パーク
ゴルフその他の景品、各種イベントでの飲料・
酒類の販売にも対応いたしております。

〒066-8660　千歳市本町３丁目１
TEL.0123-23-0161  FAX.0123-27-0780
営業時間　9:00～18:00　定休日 日曜日

市内料飲店への配達販売業務。夜間営業を強化
し各店舗へのサービス充実を心掛けておりま
す。

〒066-8660　千歳市本町１丁目５
TEL.0123-23-0003  FAX.0123-23-0009
営業時間　14:00～26:00　定休日 日曜日

酒屋　本店 酒屋　本店二課（夜間営業所）

米穀の精米・配達。
自社精米を行い、安心・安全の「おいしいお米」
をお届けします。商品おひとつからでも配達致
します。

〒066-8660　千歳市根志越 189-646
TEL.0123-23-2821  FAX.0123-23-2802
営業時間  9:00～18:00  定休日日曜日・年末年始 

北海道を代表するオリジナルお菓子をはじめ新
鮮なカニ、海産物、乳製品から民芸品まで、豊富
なお土産を取り揃えた総合御土産店です。世界
各国のお客様をお迎えしております。

〒066-8660 千歳市美々 新千歳空港
ターミナルビル 2Ｆ
TEL.0123-46-5600  FAX.0123-45-7210
営業時間　7:00～20:30　年中無休

渡部商店 (千歳精米所 ) TRICOT by yamasan fujiya



Store Information

イオン千歳店内にある書店です。
千歳市内の小中学校、高校の教科書の取扱い店
となっております。さらに児童書コーナーも充
実し、キッズスペースも設けております。

〒066-8660  千歳市栄町6丁目イオン千歳店内
TEL.0123-23-2500  FAX.0123-26-4750
営業時間　9:00～20:00  年中無休

アルコール類とタバコ・葉巻150種類以上販売。
こだわりの日本酒・焼酎・ワインを取り揃えて
おります。お客様にとってぴったりの『いいお
酒』をご提案します。

〒066-8660  千歳市栄町6丁目イオン千歳店内
TEL.0123-23-5450 （FAX 兼用）
営業時間　9:00～21:00　年中無休

山三ふじや書店 LIQUOR & TABACCO 
YAMASAN FUJIYA

徹底した品質管理、弛まぬ技術開発、高い信頼
をもつ、３Eサイエンス株式会社の北海道総代
理店として、山三ふじや LED事業部は、灯りと
ともに輝く未来へ、希望の灯りを灯し続けま
す。（経済効果シミュレーション及び御見積も
りを無料で承ります。）

〒066-8660　千歳市末広 1丁目 4番 8号
TEL. 0123-42-1000

スマートフォン、自宅インターネットのことな
ら auショップへ。iPhone、Android など最新ラ
インナップを取り揃えております。

【千歳】〒066-8660 千歳市本町 3丁目 1番
TEL.0800-700-1935   FAX.0123-22-5757
営業時間　10:00～19:00　定休日　第 3水曜日
【恵庭市役所前】〒061-1414 恵庭市漁町 3番
TEL.0800-700-1873   FAX.0123-32-2012
営業時間　10:00～19:00    定休日　第 3 木曜日

LED事業部 auショップ 千歳・恵庭市役所前

3E Science



Store Information

オフィス家具、事務用品、事務機器の販売、
及び通信販売。「カウネット」取扱店。
道内自衛隊営業、納品業務等。

〒066-8660　千歳市末広1丁目4-8
TEL.0123-23-5444  FAX.0123-23-2227
営業時間　9:00～18:00 
定休日　土曜日・日曜日・祝日

陸上自衛隊内売店営業。
「戦人」代理店ほか約2500種類の部隊用品等販売。

千歳市祝梅1016
陸上自衛隊東千歳駐屯地東厚生センター内
TEL.0123-40-2015  FAX. 0123-40-2017
営業時間　平日10:30～19:00 土曜日11:00～18:00
定休日　　日曜日・祝日          

山三ふじや外商部 陸上自衛隊東千歳駐屯地売店

航空自衛隊内売店営業。
書籍、文具、お土産品、お酒等販売。

千歳市平和無番地
航空自衛隊千歳基地厚生センター内
TEL.0123-42-2323  FAX. 0123-42-2326
営業時間　平日10:30～19:00
          　　 第1・3  土曜日　10:30～15:00
定休日　　第2・4・5  土曜日・日曜日・祝日

陸上自衛隊内売店営業。
「戦人」代理店ほか約2000種類の部隊用品等販売。

千歳市北信濃724
陸上自衛隊北千歳駐屯地厚生センター内
TEL.0123-22-5562　FAX. 0123-42-5563
営業時間　平日10:00～19:30
          　　 第 1・3  土曜日　10:30～15:00
定休日　　第2・4・5 土曜日・日曜日・祝日

航空自衛隊千歳基地売店 陸上自衛隊北千歳駐屯地売店



設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

事業所

　創業は、世の中が戦後の混乱期から抜けられずにいた昭和 25 年。人々の視線がまだ “サービス” ということに向けられていな
かった時代でした。そうした状況の中、千歳を北海道の空の玄関として位置づけ、その自覚を持ってサービス業に着手した千歳交
通は、設立以来市民の安全かつ快適な足として親しまれてきています。

　営業エリアも着々と拡大を続け、現在は千歳をはじめとして恵庭、札幌など 3支店 1営業所に及び、千歳・恵庭におきましては、
地域最多の車輌台数を保有しております。また、乗務員の北海道観光についての知識には定評があります。それも空港から、多く
のお客様を北海道各地へ送迎し続けてきた当社ならではの特色であります。

　当社のサービスの原動力は、「私たちはいま北海道民を代表して世界のお客さまと接しているんだ」という責任と自覚にありま
す。さらにこの意識に基づいた徹底した教育が社風となって定着しています。

昭和25年１月24日

9,770万円

代表取締役　瀧澤　順久

313名（男290名、女23名）

一般乗用旅客自動車運送事業
（ハイヤー・タクシー業）

千歳交通株式会社
CHITOSE TAXI CO.,LTD.

千歳支店
〒066-0027 千歳市末広１丁目4-8
TEL. 0123-23-3121  FAX. 0123-22-1144

支笏湖営業所
〒066-0281 千歳市支笏湖温泉
TEL.0123-25-2111

恵庭支店
〒061-1409 恵庭市黄金南１丁目313－18
TEL. 0123-32-2141  FAX. 0123-33-8184

札幌支店
〒003-0022 札幌市白石区南郷通2丁目 8-4
TEL. 011-865-1111  FAX. 011-865-8188

経理部
〒066-0027　千歳市末広１丁目4-8
TEL. 0123-23-8955   FAX. 0123-23-8956



車両紹介

緑のタクシーをご用命ください。GPS システムを利用した迅速な配車
で皆様に安全で快適なサービスをお届け致します。タクシーの小型車
はお客様４名様までご乗車できます。

※夜 10 時から翌朝 5時までの間、深夜割増として運賃
料金が 2 割増しになります。時間距離併用運賃のため料
金が若干異なる場合がございます。

千歳市の小型車運賃は、1.4 キロまで初乗運賃
480 円、その後 343m増すごとに 80 円加算さ
れます。又、遠距離割引として 7,000 円を超え
た料金に対して 1割引となります。

小型車 (コンフォート・プリウスα)

大切なお客様のお出迎えに黒塗り大型ハイヤー
はいかがでしょうか。
FUGA：推奨定員4名様
アルファード：推奨定員6名様 (千歳支店のみ )
市内でご利用の場合の運賃料金の目安は、
1時間　約7,000円　2時間　約14,000円

市外へご利用の場合、メーター料金を適用させ
ていただきます。
料金・予約についてはご相談ください。

親しい友人や家族との旅行にジャンボタクシー
はいかがですか。
最大乗客数 9名様で使えば意外と割安。気の合う
仲間で遠足気分。行き先自由自在！

例えば　千歳市内→支笏湖→千歳市内
２時間コース　約15,000円
料金・予約についてはご相談ください。

高級ハイヤー(FUGA・アルファード) ジャンボタクシー

走行距離 運賃料金
初乗り（ 1キロ ） 480円

2キロ 640円
5キロ 1,360円
10キロ 2,560円

8,620円37キロ（千歳中心街から
札幌大通り４丁目付近まで）

小型車運賃の目安として以下の様になります。（千歳地区）

（平成27年10月1日現在）



事業所

　平成 12 年 3月、社名を変更し、新たなスタートをした㈱イチマルイチは、昭和 48 年に設立された㈱びーとる 101 が前身。設立
当初は市内千代田町 3 丁目で地域発の総合結婚式場を運営し、広く市民に利用されました。結婚式・披露宴以外にも各種宴会や
イベントの場としても活用され、直営の飲食部門は一流のシェフによる料理の数々が好評を博しました。その味と伝統は現在の
「ハウベ」・「赤門」に受け継がれ、それぞれの特徴を生かして市民・観光客に親しまれています。

株式会社 イチマルイチ
ICHIMARUICHI CO.,LTD.

キリンビアレストラン・ハウベ
〒066-0077 千歳市上長都 949-1
TEL.0123-23-0101  FAX.0123-26-0755

味のラーメン　赤門
〒066-0061千歳市栄町6-51 イオン千歳店内
TEL.0123-26-9950  FAX.0123-26-9950

所在地

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

〒066-8660　千歳市末広 1丁目 4番 8号
TEL. 0123-23-2111　FAX.0123-23-2112

平成 12 年 3月（創業昭和 48 年）

3,000 万円

代表取締役　瀧澤　順久

28 名（男 9名、女 19 名）

レストラン・ラーメン店



Store Information

キリンビール北海道千歳工場内に展開。北海道を代表する生ラムジン
ギスカンをご提供しております。上質な生ラムを使用し、中でも厳選
されたラムヒレジンギスカンは自慢の一品となっております。また工
場直送の新鮮な生ビール、発泡酒をお楽しみいただけます。

キリンビアレストラン・ハウベ
〒066-0077 千歳市上長都 949-1
TEL.0123-23-0101  FAX.0123-26-0755
営業時間　10:30～21:00( ラストオーダー 20:30)
定休日　第４月曜日　年末年始

キリンビアレストラン ハウベ

厳選した豚骨、鶏がらを 20 時間かけて煮込んだコクのあるスープ
に、赤味噌と白味噌を絶妙な割合でブレンドした味噌だれを合わせ
た、どなたでも美味しく召し上がれる当店自慢の味噌ラーメンを一
度ご賞味下さい。

味のラーメン　赤門
〒066-0061千歳市栄町6-51 イオン千歳店内
TEL.0123-26-9950  FAX.0123-26-9950
営業時間　10:00～21：00( ラストオーダー 20:30)　年中無休

味のラーメン 赤門



せんさいのゆ 

せんさいのゆ 

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

事業所

　新千歳空港・JR 千歳駅から 10 分、道央自動車道千歳インターから１分と好立地にあることから、いつでも気軽に楽しめる
ゴルフ場として親しまれています。9ホールではありますが、2周することによって 18 ホールの感覚で回ることができます。
（※1グリーン 2ピン：1・3・5・6・7・9 / 2 グリーン 1ピン：2・4・8）
食事も充実し、スーパー銭湯も併設しており、「健康、食、癒し」をテーマにプレーを楽しめるゴルフ場としても人気を得ています。

昭和51年6月　コース　オープン
平成18年4月　千歳乃湯 えん　オープン

3,000万円

代表取締役　瀧澤 順久

32名(男 14名、女18名)

9ホールコース(ワングリーン2ピン方式)
レストラン
スーパー銭湯「千歳乃湯 えん」

株式会社 ちとせインターゴルフ
CHITOSE INTER GOLF CLUB CO.,LTD.

コース
〒066-8660 千歳市真々地 3丁目 1-1
TEL. 0123-23-4411  FAX. 0123-27-0039

レストラン
〒066-8660 千歳市真々地 3丁目 1-1
TEL. 0123-40-2011

スーパー銭湯「千歳乃湯 えん」
〒066-8660 千歳市真々地 3丁目 1-1
TEL. 0123-40-1031  FAX. 0123-40-1300



　理想の高い交通社会人の育成を目的として設立された千歳自動車総業株式会社は、昭和 37 年、北海道公安委員会の指定を受け
たクォリティの高い自動車学校として発足しました。
　現在教習車両はオートマチック車を含む 32 台、優秀な指導員、そして総面積約 19,000 ㎡を有する教習コースのワイドさは全
道にも誇れるものとなっています。なかでも直線コースの距離は 323m を確保しており、したがって指定速度の 60 ㎞走行が可
能。これは道内指定校 77 校のうちでも当社のみとなっています。こうしたゆったりとした環境のなか、個人差を的確に把握し、先
端技術を駆使し、綿密にプログラミングされたカリキュラムによって毎年、安全マインドの高いドライバー約 800 名を世に送り
出しています。

千歳自動車総業 株式会社
CHITOSE AUTOMOTIVE GENERAL BUSINESS CO.,LTD.

所在地

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

〒066-0045　千歳市真々地 2丁目 5
TEL.0123-23-3213　FAX.0123-23-3535

昭和 37 年 3月

2,500 万円

代表取締役　瀧澤　順久

24 名（男 20 名、女 4名）

教習車種／普通自動車、大型特殊車
                  自動二輪車（小・中型）



　当グループでは、現在 35 の自社ビルを市内に有し、それぞれのビルはグループ各社の活動拠点となっています。また、北洋銀行
千歳中央支店、イオン千歳店など、市内でも主要なビジネスを展開するテナントが積極的に営業活動を続ける大切な拠点として
の役割も果たしています。これらのビルを総合的に管理・運営しているのが山三ビル管理㈱であります。

　また建物ばかりでなく、市内中心地に遊休地を利用した月極駐車場も管理しています。千歳駅東口（末広側）・栄町 5丁目（イオ
ン千歳店横）など、駐車台数はおよそ 200 台。各駐車場とも非常に便利な場所に立地しており、市民にたいへん喜ばれています。
また保険部門では、代理店『千歳損保サービス』が三井住友海上火災をはじめとする各種損害保険・生命保険を取り扱っています。

山三ビル管理 株式会社
YAMASAN BUILDING ADMINISTRATION and MANAGEMENT CO.,LTD.

所在地

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

〒066-0027  千歳市末広 1丁目４番８号
TEL.0123-26-2246  FAX.0123-26-2248

昭和 47 年 9月

2,000 万円

代表取締役　瀧澤　順久

8名（男 5名、女 3名）

不動産賃貸・管理に関連する一切の業務
損害保険・生命保険代理店
（ 三井住友海上火災保険・東京海上日動火災保険・
三井住友海上あいおい生命保険・東京海上日動あんしん
生命保険）

事業所 ビルメンテナンス
〒066-0047 千歳市本町 3丁目１
TEL.0123-26-2246   FAX.0123-26-2248
 
千歳損保サービス
〒066-0062 千歳市千代田町 6丁目 20 番
TEL.0123-26-2234   FAX.0123-26-6123



　北海道千歳市の街の活性化を目的とし、平成 26 年 4月 1日に「株式会社 サウザンド」を設立。新千歳空港の飛行機をイメージ
したロゴマークを採用し、千歳の千年を作る会社として社名を「サウザンド」と命名しました。
　「空の街、水の街、千歳。」をコンセプトに支笏湖に焦点をあわせたブランド『SKY, WATER,CHITOSE』や、北海道の四季をモチー
フに鮮やかな彩りをデザインに盛り込んだ『HOKKAIDO VIVID』などの自社ブランドを展開し、新たな商品の企画・開発を行っ
ています。今後も弛まぬ努力と感謝を胸に、皆様に革新的な商品とサービスをご提供致します。

株式会社 サウザンド
THOUSAND INC.

所在地

設立

資本金

代表者名

従業員

事業内容

〒066-0027  千歳市末広 1丁目４番８号
TEL.0123-26-6680  FAX.0123-26-6668

平成 26 年 4月 1日

1,000 万円

代表取締役　渡部 順大

7名

飲料・菓子・雑貨などの商品企画、製造、卸売業務

取扱商品 【SKY,WATER,CHITOSE】
北海道のミネラルウォーター

【HOKKAIDO VIVID】
ユキノナミダプレミアムホワイトチョコラングドシャ
北ショコランコ

【航空自衛隊千歳基地売店限定菓子】
千歳基地プリントクッキー

【円山動物園限定菓子】
コロロンレッサーパンダ
アニマルプリントクッキー
ホワイトサンドクッキー
ZOOおかき

等



第 3ふじやビル

第 6ふじやビル

第 7ふじやビル

第 10 ふじやビル

第 12 ふじやビル

第 13 ふじやビル

第 14 ふじやビル

第 15 ふじやビル

第 16 ふじやビル

第 17 ふじやビル

第 18 ふじやビル

第 19 ふじやビル

第 20 ふじやビル

第 21 ふじやビル

第 22 ふじやビル

第 25 ふじやビル

イオン千歳店

ファミリー歯科クリニック

いろはにほへと千歳店

居酒屋ヤマショウ、オレンジホール　他

北海道まるごと市場

明光義塾千歳駅前教室　

富国生命保険相互会社札幌支社千歳営業所　他

ふじやコーポラス

ふじやマンション

㈱山三ふじや　auショップ千歳　他

ゴールドラッシュ千歳店

苫小牧信用金庫千歳支店

三井住友海上火災保険　北海道支店千歳支社

ロイヤルホスト千歳店

ケンタッキーフライドチキン千歳店

㈱山三ふじや営業二課

炭火焼居酒屋 山の猿千歳店

山三ふじやグループ本社

千歳交通千歳支店

営業本部、LED事業部、山三ふじや外商部

企画開発部、株式会社サウザンド

千歳市栄町6丁目51番地

千歳市千代田町６丁目21番地

千歳市幸町3丁目 19-1

千歳市真々地４丁目9-1

千歳市千代田町６丁目20番地

千歳市栄町４丁目28-1

千歳市栄町４丁目27-2

千歳市本町３丁目１番地

千歳市栄町６丁目10番地

千歳市千代田町６丁目18番地

千歳市栄町７丁目

千歳市栄町７丁目

千歳市本町１丁目5番地

千歳市北栄２丁目1345-28

千歳市北栄２丁目1345-4

千歳市末広1丁目 4-8

テナントビル一覧



第26ふじやビル

第27ふじやビル

第28ふじやビル

第29ふじやビル

第30ふじやビル

第31ふじやビル

第32ふじやビル

第33ふじやビル

第34ふじやビル

第35ふじやビル

第36ふじやビル

新3丁目ビル

新第5ふじやビル

吉野家千歳店

メガネのプリンス千歳店

シュープラザ千歳店

ごまそば遊鶴 千歳北栄店

カメラのキタムラ千歳北栄店

かつや千歳店

なか卯千歳店

ツルハ新富店

大地の恵み

中田工業㈱

幸楽苑千歳店

りらくる千歳店

北洋銀行千歳中央支店

北門信用金庫千歳支店

ちとせインターゴルフ

千歳自動車学校

千歳市北栄２丁目1345-19

千歳市北栄２丁目1345-19

千歳市北栄２丁目1345-19

千歳市北栄２丁目1345-19

千歳市北栄２丁目1345-19

千歳市北栄２丁目1345-32

千歳市北栄２丁目1345-32

千歳市新富１丁目746-61

千歳市北栄２丁目1345-32

千歳市緑町１丁目39番地

千歳市栄町7丁目 1237番地

千歳市千代田町3丁目 11番地

千歳市千代田町3丁目 8番地

千歳市真々地3丁目 1-1

千歳市真々地２丁目５番地


