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新薬開発を通じて世界の医療に貢献

赤坂会館は、富山の受験生を
全力でバックアップします
都心にありながら、緑に囲まれた閑静
な中に佇む富山県赤坂会館。青山一丁
目、赤坂見附などの拠点駅にも近く、都
内各地の大学へのアクセスにもとても便
利です。会館では今年も頑張っておられ
る受験生やご家族の皆様に特別なご宿泊
プランをご用意いたしました。大切な入
試の日を迎える受験生やご家族の皆様に
安心してお過ごしいただきますようス
タッフ一同、心を込めてお世話をさせて
いただきます。ご宿泊料金は通常料金よ
り、一室１人ご利用の場合は1，000
円、一室２人以上ご利用の場合は１人に
つき500円割引させていただきます。（割

創立７５周年を迎え気持ちを新たに
当社は、平成２３年１１月１５日に創立７５
周年を迎えました。「ライブサイエンスで健康
文化を創造する」を企業理念に掲げ、「蓄積し
引後の料金は、次のとおりです）
てきた研究開発技術を活かし、人々の活力溢れ
ご利用料金
る暮らしを支える」を目標に全社員が努力して
利用料金 １人利用 ２人利用
設備
きた結果であり、誠に感慨深いものがありま
洋シングル 6700円
バストイレ付
す。
これも偏に永年業務に精励し、会社の発展に
洋ツイン 5700円 4200円 バストイレ共用
尽力した社員及びそのご家族の皆さん、取引を
通じて格別のご支援を賜った各企業の皆様、そ
和６帖
5700円 4200円 バストイレ共用
して何よりもわが社の製薬をご愛用されたお客
和６帖DX 7000円 5100円トイレ応接セット付 様のおかげです。
昭和１１年富山化学研究所の継承がスタート
２段ベット 4200円 4200円 バストイレ共用
思えば昭和１１年１１月、前進の富山化学研
究所の青化ソーダ、黄血塩等の製造研究等事業
プラン特典
を継承、富山化学工業株式会社が誕生しまし
た。昭和３６年には本社機能を富山から東京に
１ 学業成就グッズをもれなくプレゼント
移転、昭和４７年には東京証券取引所市場第１
２ 電気スタンド無料貸し出し
３ 富山の名水又は缶コーヒー１本サービス 部上場、昭和５３年に本社を新宿に移転、平成
４ １階食堂に受験生用電子レンジ備え付け １４年には大正製薬と業務提携を締結、平成２
５ 合格祈願特製おにぎり（要予約350円） ０年には富士フイルムと戦略的資本・業務提携
６ 1階ロビーインターネット室備え付け
を行い、これに伴い同年８月には証券取引の上
場を廃止しました。

富山化学代表取締役社長 菅田益司さん
世界から称賛のペントシリンを米国に輸出
一方、医薬品の開発では、昭和５１年にペニ
シリンの革命と世界より賞賛されたペニシリン
系広範囲抗生物質「ペントシリン」を米国ＡＣ
Ｃに技術輸出したのをはじめとし、多くの新薬
を開発し、技術輸出並びに国内販売してまいり
ました。
近年はインフルエンザやアルツハイマーに対応
近年は、研究開発の重点領域を「抗感染症」
「中枢・循環器」「抗炎症」の3領域に設定
し、社会的要請が大きい、新型インフルエンザ
の世界的流行（パンデミック）に対応するため
の抗ウイルス剤の開発や、人間の尊厳を守るた
めのアルツハイマー型認知症治療剤の開発を進
めてきています。
富士フイルムとの技術融合により革新的新薬を
また現在は、富士フイルムと相互の技術を融
合することにより、「がん」領域の開発にも進
出すると共に、「革新的新薬」の継続的な創出
に取り組んでいます。過去の歴史を振り返りま
しても、全く新しいタイプのくすりが世に出る
際には革命のようなことが起きています。技術
に革命を起こすには異業種の知見が重要なきっ
かけになります。両社の保有技術を合せ、私た
ちにしか出来ない（単なる「進歩」ではなく）
「進化」したくすりを創り出し、医薬品に期待
してくださる皆様の思いに応えてまいります。
創立１００周年に向け更なる飛躍を目指す
そして今後、８０周年、９０周年、１００周
年に向けて更なる飛躍を求め邁進し、創立１０
０周年までには世のため、人のため、社会のた
めに「新薬開発を通じて世界の医療に貢献」し
ていると自他共に認める会社になることを目標
に、製薬企業としての責任を果たす所存であ
り、皆様の変わらぬご支援をお願いいたしま
す。
なお、東京で故郷料理が楽しめる赤坂会館に
は又お邪魔したいと考えています。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

＊列車が選べます
＊1名様より出発OK
＊ お 申 込 、 詳 し い お 問 い 合 わ せ は
富山県庁生協旅行センター（富山県庁１F）
電話 ０７６-441-1152 FAX０７６－４４１－１１５３
写真は６千円のイメージです、コースは予約制となっております。

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付きセット
＊２４，５００円～３８，２００円
＊３日前までにお申し込みください。

Aプラン６千円

Bプラン７千円

Cプラン８千円

（税金５％、サービス料１０％が含まれております）
その他ご予算に応じて調整させていただきます。

2泊3日プランも
あります。

懇親会は和・洋、2つのタイプからお選び
いただけます。

10日前までにお申し込みがお得です。
＊フライトスケジュールが選べます
＊1名様より出発OK
＊お申込は、当会館ホームページ・ビジネスパック

春は滑川の蛍烏賊、富山湾のだけの珍味シロエビ、夏は庄川、神通川の鮎の塩焼き、白身のキスや太刀魚など、秋は新湊産の

のご案内・ANA「旅作」をクリック願います。

紅ズワイ蟹、ゲンゲ鍋

冬は魚の王様、寒ブリなどバラエティに富んだ豊富な味覚をお楽しみいただけます。

和会席 お献立

＊4日前までにお申し込みください。

先付け 蕪寿司
お造り 鰤 目地鮪
深層水あわび
鰤大根
鰤照焼き
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
新港紅ずわい蟹
氷見うどん

2泊3日プランも
あります。

煮物
焼物
温物
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

＊JR はくたか 上越新幹線利用

こちらはＡプランの例となって
おります。
なお、仕入れの都合により内容が
変わります。
詳しくはご利用の際お気軽に
お問い合わせください。

＊２４，９００円～２６，２００円

美術館・劇場情報 2012 初春～

イベント・催し物・エトセトラ

東京都内、郊外各地の梅まつり

＊国立新美術館

2月3日 豊川稲荷節分会
2月3日 浅草観音文化芸能人節分会
2月4日～12ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立近代美術
18日～26世界らん展日本大賞
〃
工芸館
2月26日 東京ﾏﾗｿﾝ 約3万６千人出場
：人間国宝北村武資
2月7日～4月15日
3月2日 日本ｱｶﾃﾞﾐｰ賞授賞式 品川ﾌﾟﾘﾝｽ
＊国立西洋美術館
3月3日～4 巨人ｰ西武ｵｰﾌﾟﾝ戦 東京ﾄﾞｰﾑ
：休館 2月13日～2月20日
3月2日～14 東日本大震災報道写真展
＊江戸東京博物館
有楽町朝日ｷﾞｬﾗﾘｰ
2月21日～6月6日
：ｻﾞ・ﾀﾜｰ都市と塔の物語
3月25日 巨人ｰｱｽﾚﾁｯｸｽ戦
東京ﾄﾞｰﾑ
＊国立科学博物館
3月26日 巨人ｰﾏﾘﾅｰｽﾞ戦
〃
：動物目線の行動学 ﾊﾞｲｵﾛｷﾞﾝｸ ﾞ～3月4日
3月30日～31 巨人ｰﾔｸﾙﾄ戦
〃
：ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭの最新研究 ｲﾝｶ帝国展 3月10日～
＊東京国立博物館北京故宮博物院200選～2月19日
5月22日 東京ｽｶｲﾂﾘｰ開業
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 悠久の光彩 東洋陶磁の美
6月30日～ ﾏｳﾘｯﾂﾊｲｽ美術館展
～4月1日
東京都美術館 かの有名なﾌｴﾙﾒｰﾙの
＊三菱一号館美術館 ﾙﾄﾞﾝとその周辺ー夢見る世紀末 「真珠の耳飾りの少女」に会えるほか、ﾚﾝ
ｸﾞﾗﾝ・ﾌﾞｰｹ（大きな花束）収蔵記念～３月４日
ﾌﾞﾗﾝﾄの「自画像」などを展示。
＊森美術館：ｲ･ﾌﾞﾙ展「私からあなたへ、私だけに」
７月7日～大英博物館古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ展 森ｱｰﾂ
～5月27日 ﾎーﾂｰﾆｪﾝ～5月27日
ｾﾝﾀｰ ﾐｲﾗﾏｽｸやﾊﾟﾋﾟﾙｽｺﾚｸｼｮﾝ「死
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ：没後150年歌川国芳
者の書」などを展示。
～2月12日
7月28日二条城展 松鷹図 江戸東京博物館
＊渋谷Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ
：ﾌｴﾙﾒｰﾙからのﾗヴﾚﾀｰ ～3月14日
10月6日～ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館展東京都美術館
17世紀ｵﾗﾝﾀ絵画から読み解く人々のﾒｯｾｰｼﾞﾞ
ﾐﾚｰやｺﾞｯﾎなど約130点を厳選展示。
：ﾚｵﾅﾙﾄﾞ・ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ美の理想 3月31日～6月10日
東京メトロに案内表示ができました
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館：ｺﾚｸｼｮﾝ展～3月11日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～２月１9日
：野田祐示絵画のかたち
～４月2日

写真は青梅市吉野梅郷梅の公園

＊湯島天神梅祭 2月8日～3月8日
江戸時代から梅の名所として毎年多くの人が
訪れる名所、その数なんと45万人。2月中旬か
ら見頃を迎える。
＊第6８回熱海梅祭 ～3月4日
明治19年に開園、毎年11月下旬に第1号の花
が咲きます。樹齢100年を超える古木があり470
本余、58品種が早咲、中咲、遅咲と楽しめる
＊皇居東御苑 ～2月下旬
紅冬至、八重野梅、ソシンロウバイなどが楽
しめる。
＊小石川植物園 ～3月中旬
約120株、全67種の花が楽しめる。
＊第116回水戸梅祭 偕楽園2月18日～3月31日
開園170年記念（1842年）100品種、3000本の
梅が咲き誇る様はまさに圧巻である。
＊青海市梅の公園 2月下旬～3月下旬
：日本赤十字社所蔵ｱｰﾄ展 東郷青児、ﾋﾟｶｿほか
青山一丁目駅改札4番出口に
吉野梅郷の中120品種、1500本が山の斜面を
＊ブリジストン美術館 ～3月13日
今まで当会館にお越しになるお客様から、 利用した自然公園に一面梅で埋め尽くされる。
：開館60周年記念 ﾊﾟﾘへ渡った石橋ｺﾚｸｼｮﾝ1962年春 「改札から一番近い出口は何番か」
「半蔵門
＊横浜美術館 ：松井冬子展 ～3月18日
線から行けるのか」などの問い合わせが多
おかえり、はやぶさ 大迫力の３Ｄで贈る
＊東京都写真美術館 恵比寿映像祭2月10日～26日 くありました。このたび東京メトロの表示
＊東京都庭園美術館
11月１日～休館中
板が去る12月28日にホーム内及び改札出口
＊根津美術館 虎屋のお雛様 2月25日～4月8日
に設置されました。利用者からは「とても 富山出身の本木監督がメガホン
：百椿図椿をめぐる文雅の世界 ～２月12日
わかりやすくなった」と大変喜ばれていま
3月10日全国ロードショー
＊出光美術館～2月19日三代山田常山
す。
：人間国宝、その陶芸と心
当日券1800円を1300円で発売中
＊東京都現代美術館 ふたたび虹のかなたに
2010年6月13日、60億キロ、7年間におよぶ宇
～5月6日 田中敏子展 2月4日～5月6日
宙の旅から帰還、宇宙の謎を解く鍵となる小惑
＊三井記念美術館 茶会への招待三井家の茶道具
星イトカワのかけらを地球に届けるという人類
＊山種美術館
2月11日～3月25日
初のミッションを成し遂げた無人小惑星探査機
和のよそおい

＊新橋演舞場

松園、清方、深水

～２月26日

二月大歌舞伎

中村勘太郎改め六代目中村勘九郎襲名披露

＊新橋演舞場

3月2日～26日年三月大歌舞伎

荒川の佐吉仮名手本忠臣蔵 染五郎 福助 藤十郎
＊赤坂ＡＣＴｼｱﾀｰ金閣寺 高岡蒼甫 ～2月12日
＊赤坂ACTｼｱﾀｰﾄﾘｯｶﾚ男 畑中智行2月16日～29
＊赤坂ACTｼｱﾀｰ海盗ｾﾌﾞﾝ 大地真央 3月8日～

赤坂サカスでスケートを楽しむ
今年も都内最大級の屋外スケートリンクが赤坂
に登場、連日大賑わいを見せている。
特に土曜や日曜になれば、ﾘﾝｸは大勢の人でぶつ
かりそうになる人も。ちなみにスケート教室も開
かれ、初心者から大人までが安心して遊べるよう
になっている。滑走料は大人1500円、小人1000円
営業期間は2月19日まで
写真は夜のサカスリンク

早くも大人気！本格ドイツパン店登場
ドイツ文化会館に「ノイエス」ｵｰﾌﾟﾝ

＜はやぶさ＞。
宇宙空間で次々と降りかかる予測不可能な困
難を乗り越えた、小さな惑星探査機と、そのプ
ロジェクトチームの“あきらめない゛挑戦は、
閉塞感が漂う日本復活の象徴として、多くのメ
ディアに取り上げられ、＜はやぶさ＞は一躍、
日本人の誇りと家族の絆を描き、皆様に勇気と
感動を与える存在となりました。
写真は「はやぶさ委員会」より

去る11月18日にドイツパン専門店がｵーﾌﾟ
ﾝした。ｵｰﾅｰｼｴﾌの野澤孝彦氏はﾄﾞｲﾂとｳ
ｲｰﾝで４年間修業。現地で学んだ製法を大
切にして、ﾗｲ麦がたっぷり入り、噛んでい
る内に麦そのものの酸味や甘みが感じられ
るものや、どっしりした歯ごたえのﾊﾟﾝも。
常連のﾄﾞｲﾂ人達からも「これぞ祖国の
味」と絶賛。昼のﾗﾝﾁや夜は都内でも珍し
い本格的なｳｲｰﾝ料理も楽しめる。

あ と が き
永年の懸案であった当会館の案内表示が東京メトロに
より、取り付けられました。誠に感慨深いものがあ
り、また存在意義が大きく感じられます。
これからも利用される方の目線にたち、一層サービス
の向上を図るとともに、富山県民の皆様方のご利用を
お待ちいたしております。

