
＜お詫びと訂正のお知らせ＞ ＜お詫びと訂正のお知らせ＞

「コウフシンボル500」　コウフシンボル500制作委員会 発行 「コウフシンボル500」　コウフシンボル500制作委員会 発行

この度は本誌を手に取っていただきありがとうございます。 
本誌において下記の通り、誤記及び、事実と異なる内容がございました。 

ここに深くお詫びし、訂正させていただきます。

この度は本誌を手に取っていただきありがとうございます。 
本誌において下記の通り、誤記及び、事実と異なる内容がございました。 

ここに深くお詫びし、訂正させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　コウフシンボル500制作委員会 　　　　　　　　　　　　　　　　　コウフシンボル500制作委員会

【 正誤表 】 【 正誤表 】
ページ 箇所 誤 正 ページ 箇所 誤 正
P24 左下枠(エフエム甲府様) タイトル FM甲府 エフエム甲府 P24 左下枠(エフエム甲府様) タイトル FM甲府 エフエム甲府
P25 右上枠(山梨中央銀行様) 本文　3行目 西東京推進部 西東京コンサルティング営業部 P25 右上枠(山梨中央銀行様) 本文　3行目 西東京推進部 西東京コンサルティング営業部

13店を構えている。 14店を構えている。 13店を構えている。 14店を構えている。
コメント　2行目 クレジットカードJiMOCA クレジットカード一体型キャッシュカードJiMOCA コメント　2行目 クレジットカードJiMOCA クレジットカード一体型キャッシュカードJiMOCA

P26 左上枠(山梨県民信用組合様) 本文　全文 一般的に、信用組合は、組合員の相互扶助を目的とし組
合員の経済的地位 の向上を図る。(一方で、信用金庫
は、大衆のために金融の円滑化を図り、そ の貯蓄の増
強、生活の安定に寄与することを目的としている、とい
った違いが ある。)信用組合の組合員は、地元の中小企
業や住民、勤労者で、地域の人々 によって組織運営され
ている相互扶助の精神をいかした、地域密着型の金融 機
関といえる。山梨県民信用組合では「皆様のベストパー
トナーをめざして」と 掲げ、地域に密着した金融機関と
して、地域社会の発展と地域経済の活性化 に寄与するこ
とを使命としている。 

山梨県民信用組合は、山梨県全域及び長野県佐久市（旧
臼田町全域）、南佐久郡、諏訪郡（富士見町）を営業地
区として、「相互扶助」を理念とし、地域の中小企業・
小規模事業者や生活者がお互いに支え合い、一人ひとり
が預金しあい、必要な時に融資することを使命とする、
「中小企業等協同組合法」に基づく協同組合組織の金融
機関。協同組合である信用組合は、組合員の利益を第一
に考え、組合員の発展に貢献するとともに、金融事業の
他、社会貢献事業においても積極的に取り組んでいる。 
山梨県民信用組合では、「皆様のベストパートナーを目
指して」と掲げ、地域に密着した金融機関として、組合
員及び地域社会の発展、地域経済の活性化を目指してい
る。

P26 左上枠(山梨県民信用組合様) 本文　全文 一般的に、信用組合は、組合員の相互扶助を目的とし組
合員の経済的地位 の向上を図る。(一方で、信用金庫
は、大衆のために金融の円滑化を図り、そ の貯蓄の増
強、生活の安定に寄与することを目的としている、とい
った違いが ある。)信用組合の組合員は、地元の中小企
業や住民、勤労者で、地域の人々 によって組織運営され
ている相互扶助の精神をいかした、地域密着型の金融 機
関といえる。山梨県民信用組合では「皆様のベストパー
トナーをめざして」と 掲げ、地域に密着した金融機関と
して、地域社会の発展と地域経済の活性化 に寄与するこ
とを使命としている。 

山梨県民信用組合は、山梨県全域及び長野県佐久市（旧
臼田町全域）、南佐久郡、諏訪郡（富士見町）を営業地
区として、「相互扶助」を理念とし、地域の中小企業・
小規模事業者や生活者がお互いに支え合い、一人ひとり
が預金しあい、必要な時に融資することを使命とする、
「中小企業等協同組合法」に基づく協同組合組織の金融
機関。協同組合である信用組合は、組合員の利益を第一
に考え、組合員の発展に貢献するとともに、金融事業の
他、社会貢献事業においても積極的に取り組んでいる。 
山梨県民信用組合では、「皆様のベストパートナーを目
指して」と掲げ、地域に密着した金融機関として、組合
員及び地域社会の発展、地域経済の活性化を目指してい
る。

コメント　 全文 地域貢献のボランティア活動として毎年実施している
「富士山クリーン活動」や、8月～9 月の2ヶ月間には、
「献血サポーター」活動を行っている。  

毎年、9月1日～7日の「しんくみの日週間」では、環境
美化への取組みとして、清掃活動と「花の種」の配付を
行なっている。また、8月～9月には、献血運動を実施し
ており、当組合では社会貢献の一環として、献血活動を
広く知ってもらうため、厚生労働省が推進している「献
血サポーター」活動に参加している。

コメント　 全文 地域貢献のボランティア活動として毎年実施している
「富士山クリーン活動」や、8月～9 月の2ヶ月間には、
「献血サポーター」活動を行っている。  

毎年、9月1日～7日の「しんくみの日週間」では、環境
美化への取組みとして、清掃活動と「花の種」の配付を
行なっている。また、8月～9月には、献血運動を実施し
ており、当組合では社会貢献の一環として、献血活動を
広く知ってもらうため、厚生労働省が推進している「献
血サポーター」活動に参加している。

画像　2点 (旧画像) (画像差し替え) 画像　2点 (旧画像) (画像差し替え)
P29 左下枠(穴切大神社様) 住所 宝2丁目8-1 宝2丁目8-5 P29 左下枠(穴切大神社様) 住所 宝2丁目8-1 宝2丁目8-5
P32 左下枠(住吉神社様) 住所 高畑1丁目18-15 (削除) P32 左下枠(住吉神社様) 住所 高畑1丁目18-15 (削除)
P34 左下枠(甲斐國総社八幡神社様) 住所 宮前6-47 宮前町6-47 P34 左下枠(甲斐國総社八幡神社様) 住所 宮前6-47 宮前町6-47
P71 左下枠(湯村ホテルB&B様) 住所 湯村3丁目3-1 湯村3丁目3-11 P71 左下枠(湯村ホテルB&B様) 住所 湯村3丁目3-1 湯村3丁目3-11
P89 右上枠(居酒屋やまぶき2号店様) 概要　3行目 向かいに1号店がある 店の向かいが元1号店である P89 右上枠(居酒屋やまぶき2号店様) 概要　3行目 向かいに1号店がある 店の向かいが元1号店である

本文　4～6行目 1号店、2号店共にカウンター主体の店で2号店の営業時
間は19時から深夜3時まで。宅飲み感覚で楽しめる店の
最近の人気メニューは、ニラ豆腐、塩麻婆豆腐風と、本
店である1号店から引き継いだ味のゆるぎない定番の唐
揚げ。

1号店は閉店しましたが、カウンター主体の店で営業時
間は１９時から深夜１時まで。宅飲み感覚で楽しめる店
の最近の人気メニューはにら豆腐、つくピー、からあげ
など本店より引き継いだゆるぎない味が多数あります。

本文　4～6行目 1号店、2号店共にカウンター主体の店で2号店の営業時
間は19時から深夜3時まで。宅飲み感覚で楽しめる店の
最近の人気メニューは、ニラ豆腐、塩麻婆豆腐風と、本
店である1号店から引き継いだ味のゆるぎない定番の唐
揚げ。

1号店は閉店しましたが、カウンター主体の店で営業時
間は１９時から深夜１時まで。宅飲み感覚で楽しめる店
の最近の人気メニューはにら豆腐、つくピー、からあげ
など本店より引き継いだゆるぎない味が多数あります。

コメント　全文 「カレーうどん」を注文すると1号店の女将さんが作っ
て2号店まで出前してくれる。 
2件をハシゴするのもお勧めしたい。

本店の味も引き継ぎつつ、二号店独自のメニューもあり
ます。 
落ち着いて飲める安心できるお店です。安くて安心おふ
くろの味。足を運んでみてください。

コメント　全文 「カレーうどん」を注文すると1号店の女将さんが作っ
て2号店まで出前してくれる。 
2件をハシゴするのもお勧めしたい。

本店の味も引き継ぎつつ、二号店独自のメニューもあり
ます。 
落ち着いて飲める安心できるお店です。安くて安心おふ
くろの味。足を運んでみてください。

P95 右上枠(若奴食堂様) 本文　6行目 ホルモン もつ煮 P95 右上枠(若奴食堂様) 本文　6行目 ホルモン もつ煮
　　　8～9行目 城東3丁目の姉妹店「若奴食堂城東店」と共に (削除) 　　　8～9行目 城東3丁目の姉妹店「若奴食堂城東店」と共に (削除)

P99 右下枠(印傳屋上原勇七様) コメント　1行目 印伝博物館 印傳博物館 P99 右下枠(印傳屋上原勇七様) コメント　1行目 印伝博物館 印傳博物館
　　　　　3行目 美大 女子美術大学 　　　　　3行目 美大 女子美術大学
左画像 (旧画像) (画像差し替え) 左画像 (旧画像) (画像差し替え)

P100 右下枠(柳正堂様) 概要　3行目 甲府中心部と東部、南部に3店舗を展開している 甲府市内と昭和町に2店舗展開している P100 右下枠(柳正堂様) 概要　3行目 甲府中心部と東部、南部に3店舗を展開している 甲府市内と昭和町に2店舗展開している
P101 左上枠(朗月堂様) 左画像 (画像上部欠損) (画像全体掲載) P101 左上枠(朗月堂様) 左画像 (画像上部欠損) (画像全体掲載)
P111 左上枠(よっちゃん食品工業様　

カットよっちゃん)
シンボル・画像 (シンボル1点・画像1点) (シンボル1点最新へ差し替え・画像2点差し替え) P111 左上枠(よっちゃん食品工業様　

カットよっちゃん)
シンボル・画像 (シンボル1点・画像1点) (シンボル1点最新へ差し替え・画像2点差し替え)

コメント　全文 ロールス・ロイス社からは「車体にイカの絵を描くなん
て！」とクレームが付いたが、金井氏は「会社の金で会
社の車を買って、会社のために使って何が悪い！」と言
い返したところ、その後何も言ってこなくなったとか。

(削除) コメント　全文 ロールス・ロイス社からは「車体にイカの絵を描くなん
て！」とクレームが付いたが、金井氏は「会社の金で会
社の車を買って、会社のために使って何が悪い！」と言
い返したところ、その後何も言ってこなくなったとか。

(削除)

P120 左下枠(天野宣音楽事務所様) 本文　8行目 天野宣(あまのひろし) 天野宣(あまのせん) P120 左下枠(天野宣音楽事務所様) 本文　8行目 天野宣(あまのひろし) 天野宣(あまのせん)
P149 左下枠(国立大学法人山梨大学様 

)
コメント　2行目 オートファジーの仕組みを解明し (削除) P149 左下枠(国立大学法人山梨大学様 

)
コメント　2行目 オートファジーの仕組みを解明し (削除)


