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代表取締役会長

村田和夫
代表取締役社長

永瀬哲郎

Top Messageトップメッセージ

　株主の皆様には、日頃より当社グループへの格別のご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに第92期（平成26年4月1日～平成27年3月31
日）の報告書をお届けいたします。
　当社グループの連結業績の概況は、財務ハイライトに
記載のとおりでありますが、売上高1,876億3百万円、
経常利益36億9千1百万円、当期純利益23億2百万円と
なりました。
　当社は今後の収益見通し等を考慮しつつ、継続的な企
業体質の強化と利益確保を図り、安定配当を行うことを
基本方針としております。
　当期の期末配当は上記の基本方針の下、当社グループ
を取り巻く経済環境、当連結会計年度の業績等を総合的
に勘案し１株につき14円とさせていただきました。こ
れにより、中間配当10円とあわせて年間配当は1株につ
き24円となります。何卒ご理解賜りますようお願い申
し上げます。
　当社グループはさらなる業務改善を図り、業績向上と
設備投資の拡充はもちろん、内部統制の充実による経営
の健全化に努めてまいります。
　株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。
　平成27年6月
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Review Of Operations営業の概況

業績の概況及び今後の展望

平成27年３月期業績のポイント
　当連結会計年度における我が国経済は、消費税率の引き
上げに伴う需要の反動減があったものの、政府の経済対策
等により、企業業績や雇用環境の改善を背景に緩やかな回
復基調が続いております。一方、アジア経済は、アジア新
興国の経済鈍化や中国の景気減速など不透明な状況にあ
ります。
　このような状況下におきまして、当社グループの連結業
績は、主力の商用車業界が堅調に推移したことなどにより、
売上高は1,876億3百万円（前年同期比5.2％増）、営業利
益は33億7百万円（前年同期比10.9%増）、経常利益は36
億9千1百万円（前年同期比10.2%増）、当期純利益は23億
2百万円（前年同期比2.7%増）となりました。

平成28年３月期業績の展望
　当社グループは、国内事業所と海外関係会社がさらなる
連携を図ることにより、お取引先様へのサービスの質を高
め、国内及び海外に販路のグローバル展開を推進してまい
ります。

　次期平成28年３月期の連結業績予想につきましては、
売上高1,880億円、営業利益33億円、経常利益35億5千万
円、当期純利益は23億5千万円を見込んでおります。

設備投資
　設備投資につきましては、将来に向けた工場設備の整備
と商社としてふさわしい職場環境の整備の２つの観点か
ら進めております。
　第92期は、鉄鋼事業の神奈川支店コイルセンター及び
鶴岡支店倉庫の移転先用地取得等で18億9千9百万円の
設備投資を行いました。
　事業の拡大と効率化を目的とした設備投資を継続する
ことにより、将来とも業績向上を維持し、株主の皆様への
還元を図ってまいります。

経営方針

会社経営の基本方針
　当社は、「流通・サービスを通じて広く社会に貢献する」
ことを基本方針としております。
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社内の管理体制
　当社はあらゆる企業活動において法令を遵守し、内部管
理体制を一層強化して透明性の高い経営体制を構築して
まいります。
・多額の取引、国内外の新会社の設立、既存会社への投資
については「与信投資委員会」で多角的な視点から審査
を実施しております。
・入社式、社内研修、社内報等あらゆる機会を通じて、法令
遵守の徹底、管理の大切さを説いています。
・コンプライアンス体制強化に向けた取り組みの一環と
して「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライア
ンス経営実現のため議論を重ねています。
・必要な情報が確実に報告、連絡、相談される風通しの良
い会社作りを目指しています。

当社が目指している会社像
　当社は85年の歴史と伝統を大切にしながら、常にチャ
レンジ精神と自負心をもって、変化、革新をし続ける会社
です。
　今後も株主様をはじめ、お取引先様、地域の皆様、ＯＢ・
ＯＧの皆様、社員ほかすべての関係者を大切にし、「社会
から信頼され選ばれる商社」を目指してまいります。

中長期的な会社の経営戦略
　情報技術の発展やグローバル化の進展などにより、産業
構造も含め、急速なスピードで事業環境の変化が進んでお
ります。その中で、当社は安定的に収益を向上させるべく、
「多様なユーザーの要望に応えて、より良い商品をより速
く、安定価格にて提供する」ことを基本に、「国内事業の深
掘り」「海外市場への積極的な展開」「人材育成強化」「CSR
重視」を経営の重点目標に掲げております。
　現在、鉄鋼、非鉄金属、電子材料、ライフ営業、機械・工具
の各事業が、国内及び海外で営業を展開する中、国内にお
いては、地域ニーズへの的確な対応と全社的な情報共有に
よるサービスの迅速化をベースに、一層の販路拡大と新商
品の拡販に努めております。加えて、国内事業を効率的に
推進するために、支店の新設及び統廃合、設備の更新を積
極的に展開してまいります。
　また、海外においては、アジア地域の販売体制強化戦略
として平成16年4月に香港に現地法人を設立したのを皮
切りに、現在までにタイに2社、中国本土に2社、ベトナム
に１社、韓国に１社、インドネシアに1社、アメリカ合衆国に
１社の現地法人を設立、加えて取引先との合弁事業として
タイに3社、中国に１社の設立及び投資を行っております。
　今後もグループ一丸となって、販路のグローバル化を推
進していく所存です。

Review Of Operations営業の概況
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主力の商用車業界が堅調に推移したことなどにより、
売上高は1,876億3百万円（前年同期比5.2％増）となりました。
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Segment Review事業の内容

当社グループは、主として鉄鋼、非鉄金属、電子材料、ライフ営業、機械・工具の
5部門の事業を行っております。
各セグメントにおける主要製品及び、当期における概況についてご報告します。

鉄鋼事業

非鉄金属事業

●事業概況
当事業においては、表面処理鋼板、冷延鋼
板、酸洗鋼板、熱延鋼板、棒鋼、条鋼などの
普通鋼、構造用炭素鋼、構造用合金鋼、工具
鋼などの特殊鋼及び建築用の資材、機材を
主に自動車、建産機、建築、電機、造船、金型
などの業界に販売しております。
また、各事業所は、倉庫を所有し、切断など
の一次加工も行っております。福島、栃木、
神奈川にはコイルセンターを有しており
ます。

●事業概況
当事業においては、アルミニウム、銅、亜鉛、
鉛、メタルシリコンなどの素材及び加工品
を、主に自動車、機械器具製造、ダイキャス
ト製造などの業界に販売しております。

●当期の概況
主要取引業界である商用車業界の国内販
売が堅調に推移したことなどにより、売上
高は1,221億4千7百万円（前年同期比
4.3％増）となりました。

●当期の概況
主要取引業界である商用車業界の国内販売
が堅調に推移したことなどにより、売上高
は297億2千
8百万円（前年
同期比8.3％
増）となりま
した。

売上高構成比

65.1%
売上高1,221億円

売上高構成比

15.8%
売上高297億円

5



電子材料事業

ライフ営業事業

機械・工具事業

●事業概況
当事業においては、電子機器、電気製品及
び車載機器に使用されるプリント配線基
板用の積層板などの電子材料を主に電子
部品業界に販売しております。

●事業概況
当事業においては、金属洋食器、陶磁器、イ
ンテリア用品、貴金属などの製品を主に百
貨店、量販店、ホテルなどの業界に販売し
ております。また、輸入カラオケマイク等
の商品をテレビショッピングや通信販売
にて販売しております。

●事業概況
当事業においては、旋盤、フライス盤、研削
盤、マシニングセンタなどの工作機械及び
工場生産ライン一式、及び切削工具、作業
工具などを自動車業界を主力に販売して
おります。

●当期の概況
主力の車載機器向けプリント配線基板用積
層板の販売が堅調に推移したことなどによ
り、売上高は
176億7千6
百万円（前年
同期比1.3％
増）となりま
した。

●当期の概況
消費者マインドに弱さが見られるものの、
自社輸入商品の拡販に注力したことなど
により、売上
高 は78億9
百万円（前年
同期比1.7％
増）となりま
した。

●当期の概況
国内の設備投資需要だけでなくアジア新興
国向けの設備投資を適宜受注したことなど
により、売上高
は102億4千2
百万円（前年同
期比18.9％増）
となりました。

売上高構成比

9.4%
売上高176億円

売上高構成比

4.2%
売上高78億円

売上高構成比

5.5%
売上高102億円
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Special Feature　特　集

東アジア・アセアンに積極展開

　当社グループは、平成16年4月、香港での現地
法人設立を第一歩として、タイ、中国、インドネシ
ア、ベトナム、韓国にも積極的に販売会社を設立
してまいりました。また、国内取引先様と協力し、
UCHIDA-SATO TECH（THAILAND）CO.,LTD.
(鍛造用ダイホルダー製造)をはじめとする合弁の
製造会社も設立。海外での旺盛な需要に応えるた
め、当社グループの販売・製造ネットワークを構
築しております。

アメリカ、タイに新会社

　本年は新たに2社の販売会社を設立いたしま
した。2月にアメリカ合衆国ロサンゼルスに業務
用 厨 房 用 品 や 家 庭 用 品 を 販 売 す るSATO 
HOME＆PRODUCTS CO.,LTD.を設立いたし
ました。5月には、タイに機械・設備販売、修理
サービスを主目的とするSATO TECHNO 
SERVICE （THAILAND）CO.,LTD.を設立いた
しました。

　今後もグループ一丸となって、アジア、アメリ
カ地域を含む海外事業の強化、拡大を推進してま
いります。

佐藤商事グループの海外展開

USA

East Asia /ASEAN

K

J

I

E D
A

C L B

F

G H

N

O

M
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現地販売会社

合弁製造会社

連結子会社
香港佐藤商事有限公司

電子材料
販売

A

持分法適用会社
YUASA SATO(THAILAND) CO.,LTD.

クランク
シャフト
製造

NUCHIDA-SATO TECH
(THAILAND) CO.,LTD.

鍛造用
ダイホルダー
製造

M

SATO-SHOJI
(VIETNAM) CO.,LTD.

鉄鋼・
非鉄金属
販売

I

上海佐商貿易有限公司
常州鋼材倉庫

C連結子会社
上海佐商貿易
有限公司

鉄鋼・非鉄金属
販売

B

深圳佐藤商事
貿易有限公司

電子材料販売

D 深圳佐藤商事
貿易有限公司
広州分公司

E

鉄鋼販売

SATO-SHOJI
KOREA CO.,LTD. 

鉄鋼・
電子材料
販売

F 連結子会社
SATO-SHOJI
（THAILAND） 
CO.,LTD.

鉄鋼・
電子材料販売

G

PT.SATO-SHOJI
INDONESIA

鉄鋼・非鉄金属
販売

J

THAI KJK CO.,LTD.O曽我部（蘇州）
減速機製造有限公司

減速機
製造

L

自動車
部品製造

SATO TECHNO
SERVICE
 (THAILAND)
 CO.,LTD.

工作機械の販売、
機械修理サービス

H

新会社

SATO HOME & 
PRODUCTS CO.,LTD.

新会社

業務用
厨房用品・
家庭用品
販売

K
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Topicsトピックス

直営店舗のご案内 ～心地よくて、ぬくもりのあるライフスタイルを提案しています

　“デンマーク風”という意味から名付けられたDANSK。スカ
ンジナビアン・モダンアートをコンセプトに、1954年に設立
されました。その現代的で機能性に優れたテーブルウェアや
キッチンウェアは、流行や年代を超えて愛され続けています。
　当社では、直営店として「DANSK OUTLET（ダンスク　ア
ウトレット）」を運営しております。

8 レイクタウンアウトレット店（埼玉県越谷市）

DANSK OUTLET　幕張店
千葉県千葉市美浜区ひび野2-5　三井アウトレットパーク幕張
Tel&Fax　043-306-1215　営業時間：10：00～20：00（定休日／不定休）

DANSK OUTLET　北陸小矢部店
富山県小矢部市西中野972-1　三井アウトレットパーク北陸小矢部
Tel&Fax　0766-78-3158

OPEN予定2015年7月16日

1 札幌北広島店
　（北海道北広島市）

2 仙台港店
　（宮城県仙台市）

3 あみ店
　（茨城県稲敷郡）

4 横浜ベイサイド店
　（神奈川県横浜市）

5 滋賀竜王店
　（滋賀県蒲生郡）

6 りんくう店
　（大阪府泉佐野市）

7 倉敷店
　（岡山県倉敷市）

NEW OPEN2015年6月19日9

10

D&S DESIGN AND STYLE
レイクタウンアウトレット店

DANSK OUTLET
滋賀竜王店

1

2

3

945

6
7

8

10
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新商品のご案内

　ご好評いただいている柳宗理デザインのキッチンナイ
フシリーズに、より鋭い切れ味が持続する刀身パターン
が加わりました。刀身はなんと37層！ この多層鍛造構造
で、芯材の緻密性と均一性が向上し、錆びにくさや折れに
くさ、鋭い切れ味の持続性がより一層高まりました。また、
ダマスカス鋼の特徴として多層構造による独特の模様が
見られます。

　1956年に製造を開始してから改良を重ね、今でも販売され続けてい
るロングセラーのホーロー鍋に新サイズが登場！ ２人分のスープに
ぴったりの片手鍋13cmと、煮込み料理がたっぷり作れる片手鍋18cm
深型がラインナップに加わります。ふたが鍋敷きになるユニークなデザ
インはもちろん、カラフルな色使いはキッチンを明るく演出します。

ヤナギデザイン ダマスカス鋼 キッチンナイフ

A ダマスカス鋼　キッチンナイフ18cm 15,000円＋税

B ダマスカス鋼　キッチンナイフ14cm 13,000円＋税

C ダマスカス鋼　キッチンナイフ10cm 10,000円＋税

ダンスク コベンスタイル ホーロー鍋

A

B

C

YANAGI DESIGN／柳工業デザイン研究会は、デザイナー柳宗理が
1953年に設立したデザイン事務所で、現在も柳宗理の理念のもと何
よりも使い手の視点に立ってものづくりを考え、日々の暮らしの中で
心地よく長く使っていただけるデザインを心がけ活動しています。

D ダンスク コベンスタイル ホーロー片手鍋13cm 10,000円＋税

E ダンスク コベンスタイル ホーロー片手鍋18cm深型 15,000円＋税

D

E

■カラー：ティール（写真の色）、チリレッド、ホワイト、イエロー

2015年冬頃
発売予定
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Consolidated Financial Statements連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科　目 当連結会計年度
（平成27年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成26年3月31日現在）

資産の部

流動資産 80,291 75,357

固定資産 29,846 25,436

有形固定資産 12,371 11,442

無形固定資産 199 125

投資その他の資産 17,275 13,867

資産合計 110,138 100,794

負債の部

流動負債 60,059 58,348

固定負債 13,472 10,452

負債合計 73,531 68,800

純資産の部

株主資本 29,368 27,399

資本金 1,321 1,321

資本剰余金 882 882

利益剰余金 27,244 25,247

自己株式 △ 80 △ 52

その他の包括利益累計額 7,130 4,401

その他有価証券評価差額金 6,716 4,251

繰延ヘッジ損益 △ 1 2

為替換算調整勘定 420 128

退職給付に係る調整累計額 △ 5 18

新株予約権 104 63

少数株主持分 2 129

純資産合計 36,606 31,993

負債純資産合計 110,138 100,794

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当連結会計年度
（平成26年4月1日～）平成27年3月31日

前連結会計年度
（平成25年4月1日～）平成26年3月31日

売上高 187,603 178,311

売上原価 174,078 165,240

売上総利益 13,525 13,070

販売費及び一般管理費 10,218 10,088

営業利益 3,307 2,982

営業外収益 742 736

営業外費用 359 370

経常利益 3,691 3,348

特別利益 25 913

特別損失 110 600

税金等調整前当期純利益 3,606 3,661

法人税、住民税及び事業税 1,326 996

法人税等調整額 △ 23 419

少数株主利益 0 4

当期純利益 2,302 2,241

連結キャッシュ･フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当連結会計年度
（平成26年4月1日～）平成27年3月31日

前連結会計年度
（平成25年4月1日～）平成26年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 483 599

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,952 71

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,051 △ 848

現金及び現金同等物に係る換算差額 58 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 673 △ 152

現金及び現金同等物の期首残高 1,953 2,105

現金及び現金同等物の期末残高 2,627 1,953
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Non-Consolidated Financial Statements個別財務諸表（要旨）

個別貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科　目 当事業年度
（平成27年3月31日現在）

前事業年度
（平成26年3月31日現在）

資産の部

流動資産 73,352 69,447

固定資産 29,992 25,817

有形固定資産 11,260 10,292

無形固定資産 177 107

投資その他の資産 18,554 15,418

資産合計 103,344 95,265

負債の部

流動負債 56,517 55,212

固定負債 12,906 9,952

負債合計 69,424 65,164

純資産の部

株主資本 27,202 25,863

資本金 1,321 1,321

資本剰余金 789 789

利益剰余金 25,171 23,804

自己株式 △ 80 △ 52

評価・換算差額等 6,613 4,174

その他有価証券評価差額金 6,615 4,171

繰延ヘッジ損益 △ 1 2

新株予約権 104 63

純資産合計 33,920 30,100

負債純資産合計 103,344 95,265

個別損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
当事業年度

（平成26年4月1日～）平成27年3月31日

前事業年度
（平成25年4月1日～）平成26年3月31日

売上高 171,278 163,842

売上原価 159,415 152,511

売上総利益 11,863 11,330

販売費及び一般管理費 9,257 8,978

営業利益 2,605 2,351

営業外収益 695 621

営業外費用 306 343

経常利益 2,993 2,629

特別利益 3 885

特別損失 174 380

税引前当期純利益 2,822 3,134

法人税、住民税及び事業税 1,213 905

法人税等調整額 △ 96 342

当期純利益 1,705 1,887
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Corporate Data & Stock Information会社概要・株式の状況 （平成27年3月31日現在）

会社概要

商　　号 佐藤商事株式会社

本　　社
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーＮ館16階
TEL：03-5218-5311

設　　立 昭和24年2月5日

資 本 金 13億2,136万8,450円

従業員数 連結760名　単体541名

ホームページアドレス http://www.satoshoji.co.jp/

株式の状況

発行可能株式総数 87,000,000株

発行済株式の総数 21,799,050株

株 主 数 4,191名

大株主

株　主　名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

三神興業株式会社 1,584 7.3

いすゞ自動車株式会社 1,451 6.7

日野自動車株式会社 1,270 5.9

NOK株式会社 619 2.9

株式会社りそな銀行 554 2.6

三原不動産株式会社 530 2.4

日本シイエムケイ株式会社 512 2.4

佐藤商事取引先持株会 507 2.3

ＪＦＥスチール株式会社 500 2.3

山陽特殊製鋼株式会社 499 2.3

持株比率は自己株式（114千株）を控除して算出しております。

役　員（平成27年6月26日現在）
■ 取締役及び監査役 ■ 執行役員
代表取締役会長 村　田　和　夫 代表取締役会長 村　田　和　夫 ＊

代表取締役社長 永　瀬　哲　郎 代表取締役社長 永　瀬　哲　郎 ＊

取 締 役 田　浦　義　明 専務執行役員 田　浦　義　明 ＊

取 締 役 音　羽　正　利 常務執行役員 音　羽　正　利 ＊

取 締 役 野　澤　哲　夫 常務執行役員 野　澤　哲　夫 ＊

取 締 役 斎　藤　　　脩（新任） 常務執行役員 村　上　毅一郎
常勤監査役 饗　庭　典　宏 上席執行役員 秋　元　雅　行
監 査 役 澤　   　信　彦 上席執行役員 小　松　和　夫
監 査 役 原　   　嘉　男（新任） 上席執行役員 藤　本　　　敬
※取締役 斎藤脩氏は、社外取締役であります。
※常勤監査役 饗庭典宏氏及び監査役 原嘉男氏は
　社外監査役であります。

上席執行役員 小　野　誠　一
上席執行役員 内　田　秋　夫
上席執行役員 浦　野　正　美
執 行 役 員 白　幡　　　剛
執 行 役 員 西　山　正　弘
執 行 役 員 須　賀　和　徳
執 行 役 員 伊　藤　明　彦
※＊は、取締役を兼任する者であります。

■ 所有者別株主分布状況

■所有者別株式分布状況

■ 金融機関

■ 証券会社

■ その他国内法人

■ 外国人

■ 個人・その他

■ 自己名義

3,225千株

306千株

10,546千株

919千株

6,687千株

114千株

（14.8％）

（1.4％）

（48.4％）

（4.2％）

（30.7％）

（0.5％）

■ 金融機関

■ 証券会社

■ その他国内法人

■ 外国人

■ 個人・その他

■ 自己名義

26名

29名

302名

59名

3,774名

1名

（0.6％）

（0.7％）

（7.2％）

（1.4％）

（90.1％）

（0.0％）

株式分布状況
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Network国内ネットワーク

大阪ライフ支店

ＬＥ営業部（大阪）

関西鋼材センター

兵庫支店

岡山支店

岡山鋼材センター

福山支店

広島支店

広島ライフ支店

四国支店

九州支店

北九州支店

広島ライフ支店 福岡事務所

熊本支店

国内連結子会社

メタルアクト株式会社

佐藤ケミグラス株式会社

日本洋食器株式会社

佐藤物流株式会社

エヌケーテック株式会社

国内持分法適用会社

ネポン株式会社

山形クラッチ株式会社

国内関連会社

佐藤ゼネテック株式会社

湘南加工株式会社

関根鋼材株式会社

事業所

苫小牧支店

札幌ライフ支店

岩手支店

仙台支店

秋田支店

大館支店

鶴岡支店

山形支店

福島支店

郡山支店

鉄鋼二部第一課(茨城)

栃木支店

太田支店

埼玉支店

神奈川支店

新潟支店 第一課

新潟支店 第二課

新潟流通センター

北越支店

富山支店

長野支店

浜松支店

名古屋支店

名古屋ライフ支店

名古屋鋼材センター

滋賀支店

大阪支店

当社の事業所・関連会社の
グループネットワークは
日本全国に広がっています。

本　社

事業所　41ヵ所
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

〒100-8285  東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーＮ館16階

TEL：03-5218-5311　FAX：03-3286-1311

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 6月に開催します。

基準日
定時株主総会の議決権　3月31日
期末配当金　　　　　　3月31日
中間配当金　　　　　　9月30日

単元株式数 100株

公告方法

電子公告により行います。但し、やむを得ない理由
により電子公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載します。
公告掲載URL
http://www.satoshoji.co.jp/ir/index3.html

株主名簿管理人/
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（郵送物送付先） 〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（連　絡　先） 電話番号　0120-232-711（通話料無料）
ホームページアドレス
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

■ 株式に関するお手続き
１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され
ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

検索

ステキな商品がきっと見つかる！

当社が運営する通販サイト『ハピラグ』では、お中元・お歳
暮好適品をはじめ、食品・キッチン用品・ジュエリー・家電
など、様々な商品を取り扱っております。会員登録してい
ただければポイントも付き、お好きな時間にゆっくりと
商品を選んでいただけます。是非一度ご利用ください。

http://www.sato-direct.jp/shop/


