
                                                                                

謹 賀 新 年 
平成２9年元旦  

新年のご挨拶     

会長  西脇 良一 

新年明けましておめでとうございま

す。旧年中皆様に大変にお世話に成り

まして大変に有り難う御座いました。

本年も又どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

上半期は会員皆様方の温かいご支援

のおかげで大過なくクラブ運営が出来た様に思いましたが、年

のせいか１年があっという間に過ぎてしまい少し物足りないよ

うな気もします。本年は２０１７年酉の年です。国内国外とも

に色々と不安定な状況で、今年もガヤガヤとした年に成るよう

ですが、良い方向に向かっていけばと思っています。皆様にお

かれても、本年が健康であり、ますますのご発展されることを

祈念しております。 

本日の例会（第１７１５回）    １／１１（水） 

◆賀詞交換会を行います。 

次回の例会（第１７１６回）    １／１８（水） 

◆職業奉仕月間卓話 

第１７１4 回例会記録    １２／２１（水）晴 

◆司 会 伊藤 晋一君 

◆斉 唱 RS・それでこそロータリー 

◆来訪者 元名古屋第二分区代理・名古屋北 RC 浦野 三男君 

出 席 報 告 

会 員 数  35名  前々回訂正  1712回例会 

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  3名中 

出席会員数  25名  MAKE UP  0名 

出 席 率  71.43％  出席率訂正  90.32％ 

 

 

会  長  挨  拶 
                会長 西脇 良一 

家族忘年会では皆様と

共に大変に楽しい時間

を過ごせたことに感謝

いたします。 

１２月１９日２０日と

新潟の越後湯沢の方に

仕事とディナーショウを見に行って参りました。内容はノブと

フッキーとミラクルひかるさんの物まねで、大変におもしろく

て、又同じテーブルの人ともお酒を酌み交わして、親睦を深め

大変に良い気分になりました。去年も参加したのですが、その

とき同席した方で新潟で柿を生産されている方がみえまして先

日柿を２箱送って頂きましたが、「こんな美味しい柿は初めてだ」

と評判が良く、長野の蕎麦をお返しに、お送りしたところ、「ま

た送ってあげる」と返事があり嬉しくなりました。今回同席し

た方で、実家が創業 320年に成る日本酒を造っているお店の

方がみえて、「今度送ってあげる」と言われまたまた嬉しくなっ

てしまいました。新潟は暖かく今回コートもなしで行ってきま

したが、インフルエンザ、ノロウイルスなどがはやっているよ

うでした。皆様もインフルエンザ、ノロウイルスなどに気をつ

けていただき、良いお年をお迎えください。 

幹 事 報 告 

1. 去る１２月１０日（土）の家族忘年会には多数の皆様にご参

加賜り、ありがとうございました。 

2.ＣＢＣチャリティー募金（３４，０００円）を、去る１２月

１５日（木）、西脇社会奉仕委員長、 加藤幹事に代表でＣＢＣ

へ寄託していただきました。 

3.下半期の会費の払い込みは、１２月３１日までとなっており

ますので、よろしくお願い致します。 

4.１２月２８日（水）及び１月４日（水）は定款第６条第１節
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Ｃ項により休会となります。従いまして、次回例会は１月１１

日（水）です。 

5.事務局の年末年始の休日は１２月２８日～１月５日までとな

ります。よろしくお願い致します。 

委 員 会 報 告 

・本日発行のウィークリーについて（会報委員長 玉置 正樹） 

卓話 

「新入会員職業紹介」      会員 梅村 篤君 

株式会社ギャ

レットは、ファッ

ション雑貨にお

ける企画立案か

ら販売戦略まで、

顧客ニーズに応

じたチャネルで

トータルプロデュースする会社です。ファッション雑貨を通じ

て社会に、そして手に取って頂いた全てのお客様に「感動」を

提供する『ファッショングローバルカンパニー』を目指してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEM・ODMの取組みとして、常に情報収集に努め、独自の

データ分析をもとに商品化をしております。 お客様からのご要

望にも瞬時にお答えできるだけの情報を常にストックし、提

案・供給に努めております。 

お客様に価値ある品質の商品を提供するために、中国・上海

に現地法人「G-FACTORY CHINA 吉発得利（上海）貿易有

限公司」を設立し、 世界一の生産国である中国の生産背景を現

地にて管理・運営し、商品調達及び生産されるプロセスを堅実

なものにしております。 

弊社では、オリジナルブランドのファッションアイテムを展

開しております。カジュアル・ナチュラルテイストの商品をは

じめ、トレンドに合わせた商品をシーズンごとに発表いたしま

す。 

また、海外で人気のブランド商品のライセンスを独自のルー

トにて取得し、国内向けにライセンスブランド商材の販売・流

通を行っております。主に国内の小売店様、百貨店様等にてお

取扱い頂いております。 

海外得意先様に自社ブランド商材・OEM商材の製造販売を

行っており、世界各地において輸入・輸出業務を行っておりま

す。 

輸入業務においては、2010年にアメリカ製バンダナブラン

ド『HAV-A-HANK』、2011年にはリサイクルアルミボトル

ブランド『LIBERTY BOTTLE WORKS』の日本における正

規代理店としての契約を行い活動している他、欧米のブランド

を中心に、様々なブランドの紹介を行っています。 

2015年に小売業態として株式会社ユグランスを設立。理想

的な販売モデルを自社で研究・開拓する事で、ギャレットの得

意先様へのより充実した提案・供給力向上の相乗効果を目指し

ています。 

2016年には、奈良に国内生産工場として、株式会社ウェイ

ンを設立しました。 

同年、中国ビジネスの更なる拡大を目指し、「上海影虎商貿有

限公司」を共同設立しました。中国全土に直営店 22店舗、FC

加盟店 80店舗を「TKF SPASSO」として展開するレディー

スアパレル小売企業であり、主にレディースインナー、パジャ

マ、靴下を主力商品としております。 

「ものづくり」へのこだわり、日々変化するトレンド、ニー

ズ。 商品に対する期待値が日々高まる市場に対するベストアン

サーを提供するため、弊社では国内外に強固なネットワークを

形成し、その DNAをしっかりと根付かせております。 それが

我々のカンパニーネットワークである『GALLET GROUP』

です。 

 

 

 

 

 

 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君 今年一年無事でした。 

星川 直志君 胃も腸も異常なし。健康に感謝。 

加藤あつこさん 上半期が無事終了できました。ありがとうござい

ました。下半期もよろしくお願い致します。良き新年をお迎え下さ

いませ。 

【梅村 篤君、新入会員職業紹介宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 岩田  滿治君 梅村  篤君 北村 紀子さん 

梶川 久雄君 梅田  渉君 近藤  朗君 西脇 多吉君 

尾關實津成君 柴山  利彌君 石黒  勉君 玉置 正樹君 

香田  研二君

阿部 美男君 

 

加藤  昌之君

斉藤 裕也君 

渡邉  泰彬君

木村 雅一君 

 

小關  敏光君 

祖父江佳乃さん 

 

 


