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鶏の口イコチトゾーン 症の研究史における

暗中模索からの脱出記録（2 5) 

手火

4. 媒介者のニワトリヌカカが沼本にいることは

1910年に知られていたのに，なぜ，ロイコチトゾーン

症は昭和 29年になって発箆されたのであろうか

この間鶴に関しては，日本の鶏のロイコチトゾーン

症の発生は終戦後，台湾からのヲIt若者らの持ち帰った

鶏に起罰するのではという説によって，ある程度，

説暁が可能ではなかろうかと思っている。

かつて台湾大学の李永基教授が日本にこられた

時，私；こ f第二次世界大戦で，日本が敗れた時，台

湾の人達が，かなり多く神戸近辺に移ってこられた。

これらの方々は当座の食糧にと鶏を多数羽，持ち

込んだので，これらの鶏を通じてロイコチトゾーン

も神戸近辺に持ち込まれたので、はなかろうか，そ

して兵庫県から広がったため，兵庫県にあった家音

衛生試験場中国支場で，秋葉らにより，最初に発見

されたのではなかろうか，そしてだんだんと街，東

に広がり，関東，東北へと広がっていったのではな

かろうかj との見解を示されたことがある。

すでに述べた如く，この病気は招和 29年の夏に

初めて発見されたものであるが，ヒナがi溶血して死

ぬなどということは長年，鶏の病気を研究してこら

れた）1 I島秀雄先生も，見たことも，聞いたこともな

いと言っておられたし，鶏の白血病の研究や伝染性

下痢症の全民的な流行などで，鶏の血液塗抹標本の

顕微鏡検査はされてし、たわけであるし，これらの病

気の病理学的検査もされていたわけであるから，も

しあの大きなシゾントがあれば，克えない人はいな

いであろうし，ガメトサイトも気付くはずである。

しかも，ニワトリヌカカは Culicoidesaraka下問E

Arakawa）と命名されている如く，日本で最初に発見

され，命名されたものであること，しかも北関さん

から

没界に 1910

学校の荒川という先生が昆虫

されたものであると教えられ

ていた。しかし，当時は， を見ることはしな

かっ

ネ元塁塁林水主主管家畜衛生試験場 (Kazuo Akiba) 

手口 j昆

しかし，この課題に対する私の考え方を整理しよ

うと試みたのである。これらに関しては，斎藤の研

究， 54(4),471-475(2000), 54(5), 575-580(2000) , 

54(6),678-682(2000）に詳しく記載しているc

1）ニワト ＇）ヌカカを最初に発見し報告した方々と，

その場所およびその報告審

ここでは，ニのニワトリヌカカという昆虫は，最

初，設が，どのように報告されたものであるのか，

だけは原著の記述を紹介することにした。

これは，家畜衛生試験場の磯部博士にお顕いして，

原著を取り寄せて貰った。それを見ると「荒川重理：

家鶏の新害虫オホヌカカ（Cerat，叩ogonarakanae Mats) 

に就て。~虫世界 14(156), 41l-414(1910)Jとなっ

ている。

この文献で次のようなことを知った。

①Ce1・atopogonarakanae Mats と arakawaeでなく

arakanaeとなっていること， Matsumuraでなく， Mats

であること，＠「愛媛県東宇和郡卯之町の二三洋鶏

舎に，近年発生加害を逗ふす一穫のヌカカあり，同

地農蚕学校長尾見農学士，

の発見にかかるものにして，両氏は各其所管の鶏舎

に於て観察調査に努力せられしが，本春余は両氏の

厚；意を得て，ここに其繍至宝を受継ぎ，議来其の生活

史の幾分を暁らかせんことを勉めたり。j としてい

ること。すなわち，このgp之町にある

校の校長ら 2人により発見され，課べていたが，

年の泰赴任してこられた昆虫学の専門家の荒川

理先生が引継いだということ。③「その種名に関し

ては思師松村博士を煩はし，惑に今回の業！？稀惑と得j

とし，患師に教えを乞い，新種であると教えられた

h と。④生態については，被害の状況として次のよ

うに記殺されている。「新害虫オホヌカカに於ては，

亥；加害の猛烈なるは第一者（秋葉 この報告の中で

ニハトリダニ，俗にワクモ方言ハムシを最も恐るべ

き答虫としている）に班ぎ＼昼間は鶏舎の 接関，

0369-5247I14/¥500/ I総文／JCOPY
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天井等小il音きj室に伏在するも，滞：暮；就時の時刻より出

で、て其~~毛間に潜入吸血し，去来交稼絶え間なく

て焼に至る，鶏はために隈々騒擾して不安を訴ふ，昼

間と!llttも小暗き舎内，雨天の日等には常に飛朔し，其

発生甚だしき持は恰も，腹挨の立舞ふが如く，牒々室

に満つる事あり。尾見氏によれば，泰4月稚鶏未だ充

分発予寄せざる持期は其発生最も多く，それより漸次場

減あるも甚だしき を見ず晩秋に玉三りて遂に其

影を絶ち，冬季は全く存在する事なしと云ふ。余が鏡

察によれば， 4月中旬より約 2il!il間程毎に著しき増減

あるものの如く，恰も波状の高低を似て進行するもの

の如し。此間或は幼虫，蹴等のJ境問を示すものに非ざ

るか。発生甚だしき持は被害鶏の肉冠は著しく裡色し

て其美を損し，挙動亦消衰不安な呈す。稚鶏にあって

は殊に甚だ、しく， ~jl痩脱毛，一見して異状を認め得

べし。jとしていて，校長の尾見氏も観察していたが，

4月稚鶏未だ充分発育せざる時期は其発生最も

多く j というのは，現在の季箭消長からは異なって

いるが，その他の所見は向感である。

そして「鑓長 4 恩乃至 5~立，・路・普通のヌカカ

(Ceratopogon japonicus Mats.）よりは髄翰々大にし

て，組に斑紋を布ーするさラ；より一見して之れを識別す

るを得べし。J としている。当時はまだ溜に£＼I紋の

あるヌカカは，他に記録されていなかったため， f怒j

にほ紋を有する等より一見して之れると識別するを

得べし。Jとできたのであろう。経過習性として「…

幼虫、は多く烏葉中に存在するを似、て見れば，該期中

はここに生育するものの如く，...Jとされたため，

殻紡駆除法のところでは「幼虫は烏奨中に棲息する

ものなるな似て，毎朝之れぞと掃除運搬し...Jと

れている。これらの点については疑陪視される。現

在は水悶とその周辺の7J＜.路など、で‘幼虫が生育して

いることが確かめられている。そして「夜間就縛の

時，溺鰻務長に羽翼下，）j愛国等にi徐虫菊粉等を散布し

霞くは，羽溢駆除をも合せ行ふ良法なりと信ず。j

と結んでいるが，これは適切な方法といえる。

しかし鴎が示されていないので，これが現在のニ

ワトリヌカカと問ーであるという証拠は，夜、には，

この報告だけでは分からなかった。

フィリピンのヌカカについて報告している

Delfinadoや台湾のものについて報告している Wirth

& Hubert，その他の方は Culicoidesm叫 awaiとして

いる。そして彼らは次の文献を引用している。

Ce1・atopogon arαkanαt Matsumura, Arakawa, 

1910 Konchu Sekai 14: 411 (Japan). 

Ceratopogon arakawae Matsumura 1915 , 

Konchu Bunrui Gaku Gekan, p. 56. 

Culicoides arakanae (Arakawa), Okada, 1941, 

Coll. Agr. Tokyo Imp. Univ. , Jour. 15: 14 (Japan, 

synonymy, distribution) 

Culicoides arakawae Arakawa, Tokunaga, 1943, 

Tyo Konchugaku 2: 857 (distribution; biting habits; 

descr. ) 

さらに，次の文献があった。

Shiraki, T. 1913. Investigation on gener叫 injurious

insects. 台湾総督!ffft塁手：試験場特別報告 8:286～

2970 

Sas乱ki,C. 1927. Ceratopogon shimai, a new midge 

affecting the domestic fowl. Proc. Imp. Acad. Japan. 

3 (10): 687-689. 

Tokunaga, M. 1937. Sand flies (Ceratopogonidae, 

Diptera) from Japan. Tenthredo. 1 (3) : 233-338. 

Okada, T. 19t11. Midges found in the poultry 

houses. Konchu. 15 (2) : 69…74. 

Okada, T. 1941. Biting midges collected from the 

north eastern district of Honshu, Japan, Jour. Coll. 

Agr. Tokyo Imp. Univ. 15(1): 13-31. 

この Ceratopogonとし、う）員名はその後 Culicoides

となったので，昭和］ 18 ｛ド（1943）の徳永雅明「｜愛用

昆虫学下巻j には第四章糠蚊科の 4。Culicoides属

の項に，重要怒として， 39もの種が閣と共に紹介さ

れている。その！ードに CulicoidesαrakawaeArakawa 

として，ヱドチ/'I，九州、i，限国，朝鮮， j齢、卜｜に分布と

されていて，昭和 7年の松村先生の上述の著書の

分布の記述とは大変な違いとなっている。鶏糠蚊

（ニノ＼トリヌカカ）とも称するなども記載されている。

これらの学名の変遷については蕊産の研究，

54(4),471-475(2000）に詳述している。

現在はニワトリヌカカが和名となっている。した

がって，ロイコチトゾーン症の媒介者としてのヌカ

カ安表現するためには，カタカナで、ニワトリヌカカ

と書かなければならない。

2）ニワトリヌカカが最初に発毘された農蚕学校と

尾見，末光と荒川の 3人の農学士とは

これまでに出てきた先生方について，宇和IHJの観光

課長宛に手紙さと出して，いろいろなことをお隣きした。
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宇和町文化の里振興課の学芸員主賓の鈴木友三

郎氏から，私の問い合わせに沿ったかたちで，多数

の有意義な資料の送付を受けたのである。

それらの資料から， Jl!k蚕学校の尾見農学士，末光

荒川重理先生jjが皆さん，札

幌農学校出身で、あったということ，そして宇和の人

物伝などから，これらの先生方の略歴など，畜慈の

研究， 54(5) 575 580 (2000）に詳しく紹介しているの

で＼ご、覧になって頂きたい。

この農学校のことを書いた当時は，如;L町は訪れ

ていなかった。しかし，ぜひ，訪れて，替をイ忍んで

みたいと思うようになり， .¥fl成 13年 5月 8pから 3

治4pで松山方簡に出かけたので，その記録の一部

を，ここでは縮介することとした。

8日は松山の道後温泉の「KKR道後ゆづきJ泊。

翌臼，特急宇和海3号，松山午前9時発，宇和島 10

時28分者でまず宇和島に行った。

宇和島では，愛・宕町一了尽の神田）11原，戸板口の

に大村議次郎住居跡と書いた表示がされてい

た。そこは昔の樹影を残すものは何一つなく，銅人

の住居となっていた。

この地で，大村益次郎こと村田蔵六は藩主の依頼

で，言語i学の告：物を翻訳し， その他の兵器を作

る傍ら，シーボルトの娘イネにオランダ語を教えて

いたのであるが，その様子は可馬遼太郎の「花子中」の

中によく脅かれている。

宇和島域に霊長る。出たところに，児島惟謙の錦像

が建っていた。この方は大津事件当時に大審続長で，

大~ロシアの皇太子に協を負わしたとして，政治的

な圧力があったが，法はあくまでも法として，法iこ

照らして厳正な裁判を行ったことで，有名である。

ついで伊達得物館，

れた。

（てんしゃえん）を訪

帰りは特急、しおかぜ22号， 12/l寺54分発に乗り，

13時 12分に卯之町に若いた。ここでは託兵舘，次

いで様明学校を見学。明治 15年〔1882〕に，舶来

のガラスを使った擬洋風のモダンな校舎が新築さ

れた。当時，見学者が絶えなかったという。少しで

も文暁開化に近づこうと努力した町民の，教育に対

する熱、い情熱が込められていたとのこと。現在は教

育資料館として，私塾時代から，暁治，大正，昭和

前期の教科書や学校経営資料など，貴重な資料約

6,000点が収納，展示されているとのこと。

玄関を入る。今は何方も，この建物には詰めてお

られないようであった。そのため，入館の手続きを

民兵館でしていたことになる。 Z乏に部屋があり，

宮敬作関係資料が展示されていた。夜、は二宮敬作に

は関心があるので，見ようとしたが，薄暗くて読む

w とができない。そこで，柱に取り付けてある

のスイッチを入れたが，点灯しなかった。残念で

あった。民兵舘で fニ官敬作物語jを購入していた

ので，後で読むと，その中に「シーボルトから敬作

に贈られた顕微鏡Jとして写真が載せられていた。

何処製で何倍の解像力があるのであろうか。食重な

ものである。実物を見てみたかったもので、ある。

続いて，階段を登り 2p皆に行く。 2部屋あっ

大きな部屋には上述したような資料が展示されて

いた。私達の時代の「ハト，マメ，マス，ミノ，カ

ラスハイマス…j という教科書もあったc またこの

開明学校は，長野県松本市の rI日開智学校j と姉妹

舘提携を結ぶとして，その写真も展示されていた。

隣の部患は机，椅子が列べられてし、て，正街には

黒板があり，教室が再現されていた。小さな椅子に

腰掛け，しばし，幼い頃を思い出していた。この関

暁学校については，司馬遼太郎著に詳しく舎かれて

いる。

ここを出て先哲記念館，古い松展旅舘（この宿に

泊まられた何人もの有名人の名前が案内板に書か

れていた）。その先の f文化の盟休憩所j で休憩し

た。カゴノキと称する大木を縦割りにした半分が

テーブル火鉢とされていて，その上でお茶の接待を

受ける。この通りが手干名な中町で、宇和島藩n~i代の街

場urrで、ある。
休憩所を出て突き当たったところが，

である。この宇和町は大変，教育に熱心な町であっ

た。それを支えた産業や護芸術文化を育てた先党者の

あったとし，それらの先党者ならびに

宇和文化の患ゆかりの人々の足跡をたどり顕彰し

ている。

一宮敬作物語というコーナーもあったが，この

コーナーは二宮敬作と楠本イネについての常設展

とされている。

ここでタクシーを呼んで繋い，

て，駅まで行くことにした。記念館を出てすぐの所

；こ，二宮敬作生活跡があった。そして高野長英の隠

れ家は，その住居跡に接した路地を少し入った所，
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二宮敬作住居の裏手にあたるようなところと感じ

たが，後で説明書：きを読んだところ， f逃亡中の高

里子長英が，嘉永 2年（1849），二宮敬作を頼って9n之
町にきた時，敬作は離れの2階にかくまった。現在，

残っている部屋はその 2階部分だけJとのことで，

理解できた。入り口から，奥まった所にあった。高

野長英(1804-50）は敬作とシーボルト門の開窓同学

である。

敬作は 1804年（文化元年）生まれ， 16歳で長崎に

出た。ってで幕府の長崎通詞吉雄某について翻語を

学び，翻隆美馬！領三に蘭方i家街の稽古をした。 3年

で、関語に通ずるようになった。そこへシーボルトが

1823年 4月。， 8月 1213 （文政 6年 7月）に来日。

寄生にしてくれた。外科を得意とする。

理学者，シーボノレト事件 182829年（文政 11-12年）

に連座し， 1829年（1830年ではなかろうか？一秋

葉） 1月 31日（文政 12年 12月初日，シーボルト

門人二宮敬作，高良斎，渡辺幸造の 3人も町預けと

なった。 1829年 12月 30お（文政 12年 12月5日，

シーボルトに帰国を命じ，再渡来を禁じる。シーボ

ルトの教えを受けた期間は，ほぽ6年間となる。出

；誌を出発。その後，国に帰り，開業していたが，

29歳の時，伊達宗紀の内命で卯之UITに出て医者を

鍔業した。

そして 12歳のイネを呼び養育し，2年で長崎に帰

した。高野長英をかくまったり，伊達宗城の命で緒

方洪庵に相談し，村町南六を推薦され，大野昌三部

が迎えに行く。蔵六段嘉永 6年 9fl 28日，山口を

発ち，松山に入る。松山の名医藤井道一，大洲の山

本有仲（大i坂i藍塾の先輩），問問の伊藤1実践，二宮敬

作らと宇和島城下に入る。のちイネを再び迎え，蔵

六の家に住まわせて関学，医学をイネに教えさせた。

文久 2年（1862年）， 58歳(J二述したところでは 59

としているが…）で没。青雲院徳光山居士。卯之

町の開明学校の哀の墓地に葬られている。j として

し、る。

次いで、宇和高等学校に行って貰った。この学校の

前身は明治i寺代に設立された農蚕学校であるo

w の農蚕学校の校長，

来光農学士らにより，この地の鶏舎で一種の昆虫が

発見された。その謂査を荒川i重理が引継ぎ，その種

名を恩師松村博士に教えを乞い，新様であると教え

られ，報告をしたことはすでに述べた。

和、（秋~和混）は 1960 :'J三（昭和 35年）に「鶏のロイ

コチトゾーン症はニワトリヌカカ （Culicoides

arakawae）で媒介される」ことを発見し，英文報告

をしたのですが，このヌカカは 1910年（明治 43年）

iこ，この卯之町にあった農蚕学校の上述の教師らに

より，その存在が発見されていたのです。このよう

に私にとっては縁の深い場所ですので，その跡地に

立ち，感慨深く，昔をイ忠ぶと共に写真も撮っておき

たかったのである。

すなわち，この農蚕学校について愛媛県宇和郡卯

之町の観光課に問い合わせ，送付されてきた資斡に

よると，農蚕学校の尾見農学τ仁

農学士，荒川｜震慾先生jjが皆さん，札幌農学校出身

で、あったのです。患師の松村先生も札幌農学校の先

生で、あったのです。そして宇和の人物伝の中には，

転勤される持は札幌農学校の学生とクラーク先生

との別れと重ねられての光景が舎かれているなど，

札幌農学校出身者であるという誇りを持って教育

にあたられていたように推測され，感動させられた

ものである。

これらの先生については上述の畜産の研究に詳

しく総介しているが，ここではニワトリヌカカの報

告をされた荒川重理先生の略歴については，ここに

紹介しておきたい。

荒川重理の略歴

明治 17年（1884)1 J~ ，東京本所緑町の旗本の家に

長男として生まれた。父は日本鉄道の技師，叔父の

重王手（父の次の弟）は海東兵学校卒，海軍大学教授。

叔父重秀（父の三番問の弟）は札幌農学校第一期卒

佐藤昌介さと抜いて首席となったという俊英

で、あった。クラーク博士に直接指導を受けた 1回生

13名の中の一人である。

重葱！は東京立教中学卒，明治 36年（1903）に札i幌

農学校に入学。遠友夜学校で教えていた時，

を知った。そして日本で初めて開かれた昆虫学講座

松村松年教授のもとで研究生となり，卒業（農学校

27間卒）と同時に助手として鋭意研究に取り組んで

いたが，風邪をこじらせ肺炎カタルと診断され，八

丈島で転地療養していた。しかし休戦の期間が迫り，

迷っていた時，農蚕学校校長代潔をしていた末光績

から，自分の学校にこなし、かとの便りがあり，大学

を静l段して，明治 44年(1911）郡立農蜜学校に赴任

した。そして昆虫世界に f家鶏の新害虫オホヌカカ
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(Ceratopogon arakanae Mats）に就いてj と題して報

された。大正 6年（1917)4月，松山の愛媛県農業

学校へ転勤。その後，！日制台北高等学校教擾，台北

手伝大講師などを歴侵，戦後の昭和 23年（1948)3Jl 

再び，宇和農業高校へ赴任，昭和 27年， Jllj消大学

短期大学部教授，昭和四年（1964),80歳，別府大学

短期大学部長のとき f思い出の記J出版，昭和 40

年退職。昭和 45年 5月 15S, 86歳で死去されたと

のこと。

私，秋葉がニワトリヌカカが鶏のロイコチトゾー

ン症の媒介昆虫であったと報告したことを，どこか

で聞かれていなかったであろうか。聞かれているは

ずだ。また開かれた時，どのように思われたことで

あろうか。「患い出の記Jか何かに書かれていない

であろうか。ご存知の方は是非お知らせ頂きたいも

のである。

また尾見農学士についても，その記述の一部を抜

粋して紹介する。

北海道松前出身。東京大学予備門から札幌農学校

に転学，明治 27年（1894年）第 15回生として卒業。

満州奉天中学校から東宇和郡立農蚕学校初代校長

（明治 41年 10月 14日）となり，大正元年（1912)9 

月，愛媛県農業学校校長（松山）に転任した。

その別れの状況について「学校の玄関を馬車で出

るが，生徒十数名はJlljれを惜しんで大出境の烏坂綜

まで、を徒歩で従った。 り先行するものは道の

小石をi徐き，遅れるものは坂道で取のうしろを押し

た。大洲を遥か見はるかすu京に着き，馬車が見えな

くなるまで，手を振り，天を仰ぎ地に伏して嘆いた

という。クラ クの馬上の汚IJれを千万偽とさせるもの

がある。明治のよさ時代の姉弟愛であろう。この別

れは宇和の長い冬の炉端で諮り継がれるのである

が..Jとし， f尾見五郊の功績を賛える“将司健の枠”

が宇和高校玄Mi'裁に後世：の人により建立されてい

る。j などと宇和のノ＼物伝にある。…以下略－

少しノj、高い斜面に立派な白亜のコンクリートの

建物が建っている。この建物は列車からも見える。

これが宇和高等学校である。その前に“関I］健”と彫

られた石塔が立っている。最初の校長尾身五郊の署

名があった。その写真を撮ったが，逆光のように感

じたところから，この学校の王国は東向きに建って

いるのではと感じた。

運転手が農蚕学校は道路を縞てて反対側，現寵，

農場となっている場所にあったとのことで， E誌をそ

の農場前まで進めてもらった。道路をやや下ったと

ころに，宇和高等学校農場と番かれた標札が懸けら

れていて，右の木々の茂った小高い丘の斜聞と王国

の少し左の王手池に，それそ守れ校舎が建っていた。自

立Eの校舎から，この農場のjjに歩いて移動している

何人もの学生が見られた。その周辺は少し住宅が見

られたが，大部分は図んぼのようであった。背はこ

の小高い丘や，現在，白亜の校舎の建っているとこ

ろは出で、あったであろうし，農場となっている場所

の周辺は水田地帯で、あったろうから，ニワトリヌカ

カの発生には最適な環境であったといえるのでは

なかろうか。しかし，このような光景は日本中，ど

w の農村でも見られる光景である。昆虫学を専攻さ

れていた荒）11先生でおあったから，取り上げられたと

いうことであろう。

夜、は今まで，何回も松山まできていたにもかかわ

らず，ニワトリヌカカ発見場所を訪れることなく，

松山を離れていたが，今回，長年の念願を達成でき

たことに満足しながら，しばし，患いを巡らし，

場再ilIを後にして， 9n之悶rf~Rに向かった。

帰りは特急宇和海 20号：卯之町 17持 35分発，

松山 18時 43分着，または特急宇和海 22号：卯之

町 18fl寺25分発，松山 19時 23分着のし、ずれかを予

していたが，同時 17分発の特急、宇和海 18号が

あったので，それに乗り9n之町を後にした。松山に

は 17時 18分iこ着き，翌日は子規， j款石，秋山兄弟

に関係したところを訪れるため， KKR道後ゆづき

に泊まった。以ドは略す。

3）何故に昭和 29年に，この病気が兵庫県で最初に

発晃されたのであろうか

このように 1910年はもちろん，明治 43年である。

この当時からすでに，鶏のロイコチトゾーン症の媒介

者のニワトリヌカカは発生していたのである。そして，

最初は期国で稚鶏に被害を与えているとされていた

のが，前述の徳永先生の著書では本外l，九州，盟国と，

日本中に分布していることが明らかにされており，日

本の鶏の血液を吸い続けてきていたのである。しかも，

当時は農薬，殺虫剤などもあまり良いものはなかった

ので，水田から自由に発生し，思うがままに鶏の血を

吸っていたであろうことは容易に推定される。
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したがって，もし，この原虫が戦前から，日本に

存夜していたならば，媒介者もいたわけであるから，

必ず訟指し，第二次世界大戦前から鶏の疲癒，ジブ

テリー，鶏の嬬気全般について調査，研究をしてお

られた中村哲哉先生， ）11島秀雄先生，鶏の黒頭痛に

ついて研究されておられた新美大四郎先生，鶏のコク

シジウム症について研究されてい

や夜、の思師の板垣啓三郎先生，戦後，鶏の白血病の

研究をされていた家畜衛生試験場本場の石谷類遊

先生，所謂鶏の伝染性下痢症を研究されていた家畜

衛生試験場九州支場（鹿児島市）の器科一治先生，

送衛生試験場中国支湯（兵庫県和田山町）の渡辺守

松先生，山野峰夫技官，三船，克介技官などの，どな

たかによって発見， されていたものと思われる。

共立製薬株式会社営業所移転のお知らせ

このたび弊社 PA熊本営業所を、 nc.の通り移転することになりましたのでご案内申し上げます。

移転に伴い、営業所名も PA鹿児島営業所に変更となります。

これを機に営業所一同より一倍の努力をして参りますので何卒倍｜自のお引立てを賜わりますよう

お麟い申し上げます。

記

新） 共立製薬樹 PA鹿児島営業所

千890-0053 鹿児島市中央町 18番地 l 南国センターピル 31紫

電話番号 099-296-8661 

FAX番号 099-251-3210 

！日） 共立製薬開 PA熊本営業所

〒861-8011 熊本市東区鹿帰瀬町 463-18

096 292 7211 

FAX悉号 096292 7213 

業務開始日： 平成 26年 6fl 16日（月）より

お問い合わせ先 03-3264-7559 （共立製薬開 PA営業本部）

以上
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