
＜北 海 道＞　環境生活部　くらし安全局　消費者安全課　表示・取引適正化グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6… ……………… TEL…011-231-4111　FAX…011-232-3640
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　（内線24-528）

＜青 森 県＞　環境生活部　県民生活文化課　消費生活グループ
〒030-8570…青森市長島１―１―１… ……………………… TEL…017-734-9209　FAX…017-734-8046

＜岩 手 県＞　環境生活部　県民生活センター
〒020-0021…盛岡市中央通３―１０―２… ………………… TEL…019-624-2586　FAX…019-624-2790

＜宮 城 県＞　環境生活部　消費生活・文化課　消費者行政班
〒980-8570…仙台市青葉区本町３―８―１… ……………… TEL…022-211-2523　FAX…022-211-2592

食と暮らしの安全推進課　食品企画班（食品の原産国表示及び品質等に係る不当表示の防止に関するものに限る）
…………　　　　　　　　　　　　　　　………………… TEL…022-211-2643　FAX…022-211-2698

＜秋 田 県＞　生活環境部　県民生活課　消費生活班
〒010-8570…秋田市山王４―１―１… ……………………… TEL…018-860-1517　FAX…018-860-3891
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◆ 農林水産省　http://www.maff.go.jp/
＜消費・安全局　表示・規格課＞
〒100-8950…千代田区霞が関1―2―1………………………………………… TEL…03-3502-5724　FAX…03-3502-0594

◆ 消費者庁　http://www.caa.go.jp/
＜表示対策課＞
〒100-8958…千代田区霞ヶ関3―1―1………………………………………… TEL…03-3507-9233　FAX…03-3507-9295

＜食品表示企画課＞
〒100-8958…千代田区霞ヶ関3―1―1………………………………………… TEL…03-3507-9222　FAX…03-3507-9292

◆ 独立行政法人　農林水産消費安全技術センター　http://www.famic.go.jp/
＜本　　　　部＞　（管轄地区： 新潟、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、千葉、山梨、長野、静岡）
〒330-9731…さいたま市中央区新都心2―1　さいたま新都心合同庁舎検査棟… …TEL…050-3797-1830　FAX…048-600-2372

＜札幌センター＞　（管轄地区：北海道）
〒060-0042 札幌市中央区大通西10―4―1……札幌第２合同庁舎… …………TEL…050-3797-2716　FAX…011-261-6737

＜仙台センター＞　（管轄地区：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1―3―15……仙台第３合同庁舎… …………TEL…050-3797-1888　FAX…022-293-3933

＜名古屋センター＞　（管轄地区：岐阜、愛知、三重、富山、石川、福井）
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1―2―2　名古屋農林総合庁舎２号館……TEL…050-3797-1896　FAX…052-232-2107

＜神戸センター＞　（管轄地区： 滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、大阪、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1―3―7… ……………………………TEL…050-3797-1906　FAX…078-304-7425

＜福岡センター＞　（管轄地区： 山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
〒813-0044 福岡市東区千早3―11―15……………………………………TEL…050-3797-1918　FAX…092-682-2943

◆ 農林水産省・消費者庁

各 機 関 連 絡 先

◆ 都道府県景品表示法担当部署 ※平成30年10月1日現在　景品表示法担当者限り
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＜山 形 県＞　環境エネルギー部　危機管理・くらし安心局　くらし安心課
〒990-8570…山形市松波２―８―１… ……………………… TEL…023-630-3101　FAX…023-625-8186

＜福 島 県＞　生活環境部　生活環境総室　消費生活課
〒960-8043…福島市中町８―２… ………………………… TEL…024-521-7180　FAX…024-521-7982

＜茨 城 県＞　県民生活環境部　生活文化課　生活担当
〒310-8555…水戸市笠原町９７８―６……………………… TEL…029-301-2829　FAX…029-301-2848

＜栃 木 県＞　県民生活部　くらし安全安心課　消費者行政推進室（消費生活センター）
〒320-8501…宇都宮市塙田１―１―２０… ………………… TEL…028-623-3242　FAX…028-623-2182

＜群 馬 県＞　生活文化スポーツ部　消費生活課【一般的事項】
〒371-8570…前橋市大手町１―１―１… …………………… TEL…027-226-2274　FAX…027-223-8100

健康福祉部　食品・生活衛生課　食品安全推進室【食品関係事項】
　　　　　　　　　　　　　　… …………………… TEL…027-226-2425　FAX…027-243-3426

＜埼 玉 県＞　県民生活部　消費生活課　事業者指導担当
〒330-9301…さいたま市浦和区高砂３―１５―１…………… TEL…048-830-2934　FAX…048-830-4750

＜千 葉 県＞　環境生活部　くらし安全推進課　消費者安全推進室
〒260-8667…千葉市中央区市場町１―１… ……………… TEL…043-223-2794　FAX…043-221-2969

＜東 京 都＞　生活文化局　消費生活部　取引指導課　表示指導担当
〒163-8001…新宿区西新宿２―８―１… …………………… TEL…03-5388-3066　FAX…03-5388-1332

＜神奈川県＞　くらし安全防災局　くらし安全部　消費生活課
〒221-0835…横浜市神奈川区鶴屋町2―24―2… ……… TEL…045-312-1121　FAX…045-312-3506

＜新 潟 県＞　県民生活・環境部　消費者行政課　取引・表示係
〒950-8570…新潟市中央区新光町４―１… ……………… TEL…025-280-5464　FAX…025-284-0075

＜新潟市＞市民生活部　市民生活課
〒951-8550…新潟市中央区学校町通1―602―1………… TEL…025-226-1009　FAX…025-228-2219

　　　　  市民生活部　市民生活課　消費生活センター
〒951-8507…新潟市中央区西堀前通6-894-1…西堀ローサ内…… TEL…025-228-8102　FAX…025-228-8108

＜山 梨 県＞　県民生活部　消費生活安全課　消費生活担当
〒400-8501…甲府市丸の内１―６―１… …………………… TEL…055-223-1352　FAX…055-223-1320

＜長 野 県＞　県民文化部　くらし安全・消費生活課
〒380-0936…長野市大字中御所字岡田９８―１…………… TEL…026-223-6770　FAX…026-223-6771

＜富 山 県＞　生活環境文化部　県民生活課　消費生活班
〒930-8501…富山市新総曲輪１―７… …………………… TEL…076-444-3129　FAX…076-444-3477

＜石 川 県＞　生活環境部　生活安全課　消費生活グループ
〒920-8580…金沢市鞍月１―１… ………………………… TEL…076-225-1386　FAX…076-225-1389

＜岐 阜 県＞　環境生活部　県民生活課　事業者指導係
〒500-8570…岐阜市薮田南２―１―１… ………………………TEL…058-272-8196……FAX…058-278-2889

＜静 岡 県＞　くらし・環境部　県民生活課　事業者指導班
〒420-8601…静岡市葵区追手町９―６… ………………… TEL…054-221-2189　FAX…054-221-2642

＜愛 知 県＞　県民文化部　県民生活課
〒460-8501…名古屋市中区三の丸３―１―２… …………… TEL…052-954-6166　FAX…052-972-6001

＜三 重 県＞　環境生活部　くらし・交通安全課　消費生活センター
〒514-0004…津市栄町１―９５４…………………………… TEL…059-224-2400　FAX…059-224-3372

＜福 井 県＞　安全環境部　県民安全課　消費・生活グループ
〒910-8580…福井市大手３―１７―１… …………………… TEL…0776-20-0287　FAX…0776-20-0633

◆ 都道府県景品表示法担当部署
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＜滋 賀 県＞　県民生活部　県民活動生活課　消費生活係
〒520-8577…大津市京町４―１―１… ……………………… TEL…077-528-3412　FAX…077-528-4840

滋賀県消費生活センター（県の北部地域に限る）
〒522-0071…彦根市元町４―１… ………………………… TEL…0749-27-2234　FAX…0749-23-9030

＜京 都 府＞　府民生活部　消費生活安全センター
〒601-8047…京都市南区東九条下殿田町７０　京都府民総合交流プラザ西館２階
… ………………………………………………………… TEL…075-671-0030　FAX…075-671-0016

＜大 阪 府＞　消費生活センター　事業グループ
〒559-0034…大阪市住之江区南港北２―１―10　ＡＴＣ　ＩＴＭ棟３階
　　　　　　　　　　　　　　　　… ……………… TEL…06-6612-7500　FAX…06-6612-0090
＜大阪市＞大阪市消費者センター… ……………… TEL…06-6614-7523　FAX…06-6614-7525

＜兵 庫 県＞　県立消費生活総合センター
〒650-0046…神戸市中央区港島中町４―２… …………… TEL…078-302-4003　FAX…078-302-4002

＜奈 良 県＞　くらし創造部　消費・生活安全課
〒630-8501…奈良市登大路町３０………………………… TEL…0742-27-8704　FAX…0742-22-0300

＜和歌山県＞　環境生活部　県民局　県民生活課（飲食料品に関することを除く。）
〒640-8585…和歌山市小松原通１―１… ………………… TEL…073-441-2342　FAX…073-433-1771

環境生活部　県民局　食品・生活衛生課（飲食料品に関することに限る。）
                              … ………………… TEL…073-441-2622　FAX…073-432-1952

＜鳥 取 県＞　生活環境部　くらしの安心局　くらしの安心推進課
〒680-8570…鳥取市東町１―２２０………………………… TEL…0857-26-7247　FAX…0857-26-8171

＜鳥取市＞　健康こども部　鳥取市保健所 生活安全課
〒680-8571…鳥取市立川町６―176……………………… TEL…0857-20-3674　FAX…0857-20-3687

＜島 根 県＞　環境生活部　環境生活総務課　消費とくらしの安全室
〒690-0887…松江市殿町８―３… ………………………… TEL…0852-22-5103　FAX…0852-32-5918

＜岡 山 県＞　県民生活部　くらし安全安心課　消費生活班
〒700-8570…岡山市北区内山下２―４―６… ……………… TEL…086-226-7346　FAX…086-225-9151

＜広 島 県＞　環境県民局　消費生活課　消費相談グループ
〒730-8511…広島市中区基町１０―５２…………………… TEL…082-513-2732　FAX…082-223-6121

＜山 口 県＞　環境生活部　県民生活課　消費生活センター　消費者政策班
〒753-8501…山口市滝町１―１… ………………………… TEL…083-933-2608　FAX…083-933-2629

＜徳 島 県＞　危機管理部　消費者くらし安全局　消費者くらし政策課（分室）
〒770-0851…徳島市徳島町城内２―１　とくぎんトモニプラザ（徳島県青少年センター）５階　消費者情報センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　… ……………… TEL…088-623-0612　FAX…088-623-0174

安全衛生課（食品の表示に関するものに限る）
〒770-8570…徳島市万代町１―１… ……………………… TEL…088-621-2110　FAX…088-621-2848

＜香 川 県＞　危機管理総局くらし安全安心課
〒760-8570…高松市番町４―１―１０… …………………… TEL…087-832-3176　FAX…087-806-0244

＜愛 媛 県＞　県民環境部　県民生活局　県民生活課
〒790-8570…松山市一番町４―４―２… …………………… TEL…089-912-2336　FAX…089-912-2299

＜高 知 県＞　文化生活スポーツ部　県民生活・男女共同参画課
〒780-8570…高知市丸ノ内１―２―２０……………………… TEL…088-823-9653　FAX…088-823-9879

＜福 岡 県＞　人づくり・県民生活部　消費生活センター
〒812-0046…福岡市博多区吉塚本町１３―５０　吉塚合同庁舎１階
　　　　　　　　　　　　　　　　… ……………… TEL…092-632-1600　FAX…092-632-0322

◆ 都道府県景品表示法担当部署
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◆ 都道府県食肉公正取引協議会一覧表
＜北 海 道＞　〒060-0041…札幌市中央区大通東7―18―2……EASTビル5F… TEL…011-280-0029　FAX…011-280-4000

＜青 森 県＞　〒030-0113…青森市第二問屋町3―5―25… ………………… TEL…017-729-8078　FAX…017-729-8078

＜岩 手 県＞　〒020-0021…盛岡市中央通2―1―14…………………………… TEL…019-622-2915　FAX…019-622-2916

＜宮 城 県＞　〒985-0841…多賀城市鶴ヶ谷1―4―1…宮城県多賀城分庁舎内
……………………… TEL…022-355-6646　FAX…022-355-6657

＜秋 田 県＞　〒010-0922…秋田市旭北栄町1―5…秋田県社会福祉会館6F……… TEL…018-827-6741　FAX…018-827-6741

＜山 形 県＞　〒990-2447…山形市元木3―1―22…事業組合内… ………… TEL…023-622-4355　FAX…023-622-4360

＜福 島 県＞　〒960-8043…福島市中町5―21…県消防会館内……………… TEL…024-522-1095　FAX…024-597-6173

＜茨 城 県＞　〒310-0913…水戸市見川町1822―2…………………………… TEL…029-241-3309　FAX…029-243-2997

＜栃 木 県＞　〒321-0111…宇都宮市川田町210―3… ……………………… TEL…028-656-4092　FAX…028-656-6824

＜群 馬 県＞　〒371-0034…前橋市昭和町3―17―17………………………… TEL…027-233-7880　FAX…027-234-3365

＜埼 玉 県＞　〒330-0063…さいたま市浦和区高砂4―4―17…食環センター内
……………………… TEL…048-862-0544　FAX…048-866-8802

＜千 葉 県＞　〒260-0026…千葉市中央区千葉港4－3…千葉県経営者会館505号
……………………… TEL…043-243-1194　FAX…043-247-7650

＜東 京 都＞　〒108-0075…港区港南2―7―19…食肉市場センタービル811……… TEL…03-3471-8140　FAX…03-3458-4129

＜神奈川県＞　〒244-0002…横浜市戸塚区矢部町969―38………………… TEL…045-865-3391　FAX…045-865-3395

＜新 潟 県＞　〒950-0901…新潟市中央区弁天3―3―5…新潟マンション317号
……………………… TEL…025-241-4994　FAX…025-241-4992

＜山 梨 県＞　〒400-0031…甲府市丸の内3―6―1…松風ビル3F…………… TEL…055-226-2155　FAX…055-226-2155

＜長 野 県＞　〒380-8570…長野市大字南長野字幅下692―2…長野県庁東庁舎
……………………… TEL…026-235-2015　FAX…026-235-2015

＜富 山 県＞　〒939-8212…富山市掛尾町500………………………………… TEL…076-491-1729　FAX…076-491-1734

＜石 川 県＞　〒920-3101…金沢市才田町戌337…金沢食肉流通センター内…… TEL…076-257-1459　FAX…076-257-1459

◆ 都道府県景品表示法担当部署

＜佐 賀 県＞　県民環境部　くらしの安全安心課　消費相談啓発指導担当
〒840-0815…佐賀市天神3―２―１１…アバンセ３階… …… TEL…0952-25-7069　FAX…0952-24-9567

＜長 崎 県＞　県民生活部　食品安全・消費生活課　事業者指導班
〒850-8570…長崎市尾上町３―１…長崎県庁行政棟２階……… TEL…095-895-2318　FAX…095-823-1477

＜熊 本 県＞　環境生活部　県民生活局消費生活課　消費者支援班
〒862-8570…熊本市中央区水前寺６―１８―１… ………… TEL…096-333-2308　…FAX…096-383-0998

＜大 分 県＞　生活環境部　県民生活・男女共同参画課
〒870-0037…大分市東春日町１―１… …………………… TEL…097-534-2038　FAX…097-534-0684

＜宮 崎 県＞　総合政策部　生活・協働・男女参画課　消費・安全担当
〒880-8501…宮崎市橘通東２―１０―１… ………………… TEL…0985-26-7054　FAX…0985-20-2221

＜鹿児島県＞　県民生活局　消費者行政推進室　事業者指導係
〒890-8577…鹿児島市鴨池新町１０―１…………………… TEL…099-286-2530　FAX…099-286-5537

＜沖 縄 県＞　子ども生活福祉部　消費・くらし安全課　消費生活班
〒900-8570…那覇市泉崎１―２―２… ……………………… TEL…098-866-2187　FAX…098-866-2789
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＜福 井 県＞　〒910-8580…福井市大手3―17―1…福井県庁園芸畜産課内………… TEL…0776-20-0439　FAX…0776-20-0650

＜岐 阜 県＞　〒500-8266…岐阜市境川5―148………………………………… TEL…058-273-6011　FAX…058-274-8248

＜静 岡 県＞　〒420-0032…静岡市葵区両替町2―5…………………………… TEL…054-251-0112　FAX…054-251-5430

＜愛 知 県＞　〒455-0027…名古屋市港区船見町1―39…名古屋市中央卸売市場南部市場内
……………………… TEL…052-612-6318　FAX…052-612-6312

＜三 重 県＞　〒514-0002…津市島崎町314…島崎会館1階… …………… TEL…059-226-8406　FAX…059-226-8406

＜滋 賀 県＞　〒520-0806…大津市打出浜13―39… ………………………… TEL…077-526-0477　FAX…077-521-6541

＜京 都 府＞　〒601-8435…京都市南区西九条柳ノ内町29………………… TEL…075-691-3392　FAX…075-691-3394

＜大 阪 府＞　〒531-0071…大阪市北区中津3―3―5… ……………………… TEL…06-6372-0291　FAX…06-6372-6780

＜兵 庫 県＞　〒653-0032…神戸市長田区苅藻通7―3―12…食肉センター……… TEL…078-671-6613　FAX…078-652-0929

＜奈 良 県＞　〒630-8123…奈良市三条大宮町1―12………………………… TEL…0742-30-5730　FAX…0742-30-5737

＜和歌山県＞　〒640-8045…和歌山市ト半町33（中橋北詰）………………… TEL…073-432-4529　FAX…073-432-3767

＜鳥 取 県＞　〒683-0054…米子市糀町2―70… ……………………………… TEL…0859-22-8004　FAX…0859-21-2850

＜島 根 県＞　〒699-2212…大田市朝山町仙山中山1677―2……………… TEL…0854-85-7843　FAX…0854-85-7230

＜岡 山 県＞　〒703-8285…岡山市桜橋1―2―43…県営食肉地方卸売市場総合庁舎
……………………… TEL…086-270-2911　FAX…086-270-2955

＜広 島 県＞　〒730-0856…広島市中区河原町1―26…環衛ビル701……… TEL…082-296-0700　FAX…082-291-0132

＜山 口 県＞　〒753-0821 山口市葵2―5―69…山口県葵庁舎……………… TEL…083-924-7860　FAX…083-924-7860

＜徳 島 県＞　〒770-8054…徳島市山城西2―74　NOSAI徳島会館3階
……………………… TEL…088-654-1012　FAX…088-679-4900

＜香 川 県＞　〒761-8031…高松市郷東町587―197………………………… TEL…087-832-8980　FAX…087-832-9013

＜愛 媛 県＞　〒791-1102…松山市来住町1430―1… ……………………… TEL…089-958-5415　FAX…089-958-5415

＜高 知 県＞　〒781-8125…高知市五台山5015―1（一社）高知県畜産会内
……………………… TEL…088-883-8114　FAX…088-880-0024

＜福 岡 県＞　〒812-0055…福岡市東区東浜2―85―14…食肉市場… ……… TEL…092-641-5916　FAX…092-651-7670

＜佐 賀 県＞　〒846-0024…多久市南多久町大字下多久4127（一社）佐賀県畜産公社内
……………………… TEL…0952-76-4353　FAX…0952-76-4354

＜長 崎 県＞　〒850-0053…長崎市玉園町2―28…佐原ビル2階……………… TEL…095-826-0003　FAX…095-822-4898

＜熊 本 県＞　〒862-0959…熊本市中央区白山1―4―9…末永ビル2階…… TEL…096-372-4994　FAX…096-371-2752

＜大 分 県＞　〒870-1121…大分市大字鴛野929―3…………………………… TEL…097-529-6544　FAX…097-529-6599

＜宮 崎 県＞　〒880-0834…宮崎市新別府町雀田1185…宮崎中央卸売市場内…… TEL…0985-24-6685　FAX…0985-28-8429

＜鹿児島県＞　〒891-0144…鹿児島市下福元町7852…鹿児島食肉センター内… … TEL…099-262-2533　FAX…099-262-2556

＜沖 縄 県＞　〒901-1203…南城市大里字大城1927（株）沖縄県食肉センター内
……………………… TEL…098-988-0430　FAX…098-988-0430

◆ 全国食肉公正取引協議会
＜全　　国＞　〒107-0052…東京都港区赤坂6―13―16…アジミックビル……… TEL…03-5563-2911　FAX…03-3589-1783

◆ 都道府県食肉公正取引協議会一覧表
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◆ 全国食肉公正取引協議会　会員団体一覧
＜一般社団法人　全国スーパーマーケット協会＞
〒101-0047…千代田区内神田3―19―8　櫻井ビル4階………………………… TEL…03-3255-4825　FAX…03-3255-4826

＜日本チェーンストア協会＞
〒105-0001…港区虎ノ門1―21―17　虎ノ門NN…ビル11階…………………… TEL…03-5251-4600　FAX…03-5251-4601

＜全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会＞
〒110-0004…台東区下谷2―1―10　伊尾ビル……………………………………… TEL…03-3876-1680　FAX…03-3873-7754

＜全国食肉事業協同組合連合会＞
〒107-0052 港区赤坂6―13―16　アジミックビル… …………………………… TEL…03-3582-1241　FAX…03-3589-1783

＜全国食肉生活衛生同業組合連合会＞
〒107-0052 港区赤坂6―13―16　アジミックビル… …………………………… TEL…03-5563-0461　FAX…03-5563-0463

＜JA 全農ミートフーズ株式会社＞
〒108-0075…港区港南2―12―33　品川キャナルビル2階… ………………… TEL…03-5783-9711　FAX…03-5783-9716

＜全国酪農業協同組合連合会＞
〒151-0053…渋谷区代々木1―37―2　酪農会館… ……………………………… TEL…03-5931-8001　FAX…03-5931-8023

＜全国畜産農業協同組合連合会＞
〒104-0033…中央区新川2―6―16　馬事畜産会館… …………………………… TEL…03-3297-5531　FAX…03-3297-5536

＜全国開拓農業協同組合連合会＞
〒107-0052…港区赤坂1―9―13　三会堂ビル……………………………………… TEL…03-3584-8643　FAX…03-3587-2373

＜公益財団法人日本食肉流通センター＞
〒210-0869…川崎市川崎区東扇島24………………………………………………… TEL…044-266-1172　FAX…044-299-3216

＜公益社団法人日本食肉市場卸売協会＞
〒101-0052…千代田区神田小川町3―6―8　伸幸ビル内………………………… TEL…03-3291-7004　FAX…03-3291-7007

＜一般社団法人日本畜産副産物協会＞
〒101-0032…千代田区岩本町2―1―3　和光ビル3階…………………………… TEL…03-5846-9713　FAX…03-5846-9710

＜一般社団法人日本食鳥協会＞
〒101-0032…千代田区岩本町2―9―７　RECビル7階… ……………………… TEL…03-5833-1029　FAX…03-5833-1033

＜日本ハム・ソーセージ工業協同組合＞
〒150-0013…渋谷区恵比寿1―5―6　ハム・ソーセージ会館…………………… TEL…03-3444-1211　FAX…03-3441-8287

＜日本食肉輸出入協会＞
〒106-0044…港区東麻布1―7―3　第二渡辺ビル6階…………………………… TEL…03-3588-1665　FAX…03-3588-0013

＜日本食肉流通センター卸売事業協同組合＞
〒210-0869…川崎市川崎区東扇島24………………………………………………… TEL…044-277-8882　FAX…044-276-4298

＜全国食肉業務用卸協同組合連合会＞
〒107-0052…港区赤坂6―13―16　アジミックビル… …………………………… TEL…03-3586-2929　FAX…03-3586-8781

＜日本成鶏処理流通協議会＞
〒444-0243…愛知県岡崎市上青野町城屋敷7……………………………………… TEL…0564-43-2475　FAX…0564-43-5526

◆ 賛助会員
＜丸大食品株式会社＞
〒569-8577…大阪府高槻市緑町21―3………………………………………………… TEL…072-661-2514　FAX…072-661-2504

＜信州ハム株式会社＞
〒386-8686…長野県上田市下塩尻950……………………………………………… TEL…0268-26-8686　FAX…0268-26-8611




