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「1%に富が集中している！ 私たちは 99%だ！」

富の公平な分配には大いに賛成
しかし、だったら富裕層って誰なの？
http://blog.livedoor.jp/the̲radical̲right/archives/52785482.html
順位

六本木でもデモ
「1%に富が集中している！私たちは99%だ！」
日比谷公園では「オキュパイ トウキョウ！」とアメリカ・
ニューヨークで始まった格差社会に抗議するデモは15日、世界
各地に広がり、東京・港区六本木でも集会が開かれた。参加者は、
１％に富が集中しているとして私たちは99％だ」と書かれた
プラカードを掲げた。
また、東京・日比谷公園には約100人が集まり、
「オキュパイ
トウキョウ（東京を占拠せよ）」と書かれた横断幕を手に、格差
是正などを訴えた。
日テレNEW24<2011年10月16日 1:29>
http://www.news24.jp/articles/2011/10/16/07192645.html

＞1%に富が集中している！
それでは、この１％の超大金持ちってどのような方なので
しょうね。かつて高額所得者は税務署が公表していた時代が
あったので、それをもう一度見てみましょう。
2004年高額納税者番付
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清原達郎(投資顧問会社部長)東京
斎藤成(前消費者金融会社会長)栃木
柳井正(ファーストリテイリング会長)山口
斎藤一人(健康食品販売業)東京
高田和彦(元自動車部品メーカー役員)東京
吉田嘉明(ディーエイチシー社長)千葉
深江今朝夫(呉服・服地販売会社会長)大阪
福田吉孝(アイフル社長)京都
吉田照哉(社台ファーム代表)東京
田中孝顕(自己啓発用資材販売会社社長)東京
樋口百合子(下着販売会社社長)北海道
木村育生(インボイス社長)東京
里見治(セガサミーホールディングス会長)東京
安嶋幸直(携帯電話関連サービス会社社長)東京
川辺泰男(社会福祉法人理事長)神奈川
今野謙一(健康食品販売会社社長)東京
秋山光男(不動産管理会社経営)東京
山本英俊(パチンコ機器卸会社社長)東京
吉田勝己(ノーザンファーム代表)東京
崎山育夫(コンピューター機器販売会社社長)東京
山口喜久二(健康食品会社会長)東京
佐藤茂(賃貸住宅ニュース社会長)東京
土屋嘉雄(スーパー経営会社社長)群馬
荒川亨(ソフトウエア開発会社社長)千葉
馬渕健一(マブチモーター名誉会長)千葉
武藤則夫(菓子メーカー社長)茨城
石原昌幸(パチスロ機器製造会社会長)東京
梅沢秀文(婦人服製造販売会社会長)東京
重田康光(光通信会長)東京
堀口利美(健康食品卸売会社社長)東京
和田克也(健康食品販売会社社長)東京
元谷外志雄(都市開発会社代表)石川
馬渕隆一(マブチモーター会長)千葉
塙正己(注文住宅販売会社社長)東京
深江夏樹(呉服・服地販売会社社長)大阪
田中清司(下着販売会社役員)北海道
高橋洋二(ユニマットグループ代表)沖縄
ジャスジット・バタール(リーマン・ブラザーズ証券アジア地区最高経営責任者)東京
前田英仁(うどんチェーン経営会社社長)東京
山川雅之(医療関連サービス会社役員)東京

行動するジャーナリストが
現下の祖国日本に
渾身の愛と力を込めて筆を揮う！
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所得税額 前年
順位
山内溥(任天堂相談役)京都
48,450 (19)
矢頭美世子(自然食品販売会社社長)福岡
48,209 ( -)
田中操(エステサロン経営会社社長)栃木
48,112 (84)
渋谷清寿(配管金具製造販売会社社長)東京
47,775 ( -)
岩崎哲夫(前米系半導体製造装置メーカー会長)千葉 47,530 ( -)
糸山英太郎(新日本観光会長)東京
46,437 (15)
金沢要求(パチンコ機器製造会社社長)愛知
46,431 (33)
村田育生(ガリバーインターナショナル副社長)京都 45,731 ( -)
石橋道雄(接着剤開発製造会社社長)静岡
45,319 ( -)
武井俊樹(元武富士専務)東京
44,932 (44)
川路耕一(先物取引会社グループ会長)東京
44,582 (39)
金海龍海(パチンコ店経営会社社長)福岡
44,072 ( -)
城野親徳(化粧品製造販売会社会長)東京
43,851 ( -)
森章(森トラスト社長)東京
43,238 ( -)
西沢勝雄(元中華料理店経営)千葉
42,372 ( -)
中居英治(外資系証券会社社長)東京
42,165 ( -)
トーマス・モンタグ(ゴールドマン・サックス証券社長)東京 41,795 (62)
加藤修(産婦人科医院院長)石川
40,961 (34)
中西雄三(廃棄物処理会社会長)東京
40,400 ( -)
水野好英(元アルペン役員)愛知
40,330 ( -)
岡田和生(アルゼ会長)東京
40,221 (10)
中村稔(健康器具販売会社経営)広島
39,899 ( -)
中島健吉(平和名誉会長)群馬
39,701 ( -)
中山隼雄(ベンチャー企業投資会社会長)東京
39,290 ( -)
武井健晃(武富士専務)東京
39,023 (49)
卓玉仙(健康器具販売会社社長)東京
38,778 (30)
籔本雅巳(医療法人理事長)大阪
38,390 ( -)
中村雅哉(ナムコ会長)東京
37,579 ( -)
マイケル・オハンロン(リーマン・ブラザーズ証券東京支店社員)東京 37,511 (69)
栢森雅勝(パチンコ機器製造販売会社社長)愛知 37,266 ( -)
一家明成(化粧品会社社長)千葉
37,246 (35)
金沢全求(パチンコ機器製造会社役員)愛知
36,936 (55)
金沢信求(パチンコ機器製造会社役員)大阪
36,811 (56)
佐護勝紀(ゴールドマン・サックス証券社員)東京 36,763 ( -)
宇多田ヒカル(歌手)東京
36,595 ( -)
福武総一郎(ベネッセコーポレーション会長)岡山 36,108 ( -)
堤成基(医療法人理事長)福岡
36,085 ( -)
神内良一(プロミス最高顧問)東京
35,770 (31)
佐藤輝英(インターネット通販会社社長)千葉
35,562 ( -)
中村哲夫(医療法人理事長)東京
35,514 ( -)
植村秀(化粧品会社名誉会長)東京
35,247 ( -)
浅岡祐二(経営コンサルタント)愛知
34,938 (47)
ジェームズ・ダニンバーグ(ソフトウエア開発会社役員)東京 34,756 ( -)
熊谷正寿(インターネット関連会社会長)東京
34,440 ( -)
小松紳一郎(病院院長)東京
34,248 (54)
徐善雄(パチンコ店経営会社社長)岐阜
34,132 (57)
孫正義(ソフトバンク社長)東京
33,242 ( -)
榎本亀蔵(不動産賃貸業)東京
33,199 ( -)
漆原徳光(不動産管理会社社長)東京
33,171 ( -)
中川誠一(不動産賃貸業)千葉
33,153 ( -)
喜多川拡(ジャニーズ事務所社長)東京
33,126 (70)
堀田一(衣料品輸入卸会社会長)兵庫
33,118 ( -)
藤島メリー泰子(ジャニーズ事務所副社長)東京 32,967 (72)
松原信男(パチンコ機器製造会社役員)愛知
32,931 (71)
正岡博(元女性下着メーカー会長)奈良
32,850 ( -)
田中温(セントマザー産婦人科医院院長)福岡
32,758 ( -)
梶本修身(医薬品開発会社役員)大阪
32,684 ( -)
森和彦(分譲住宅建築販売会社社長)東京
32,651 ( -)
松本実蔵(光学フィルター製造会社社長)兵庫
32,059 ( -)
石井良明(前スーパー経営会社社長)東京
31,859 ( -)
氏名

※敬称略。単位は万円
http://www.sponichi.co.jp/society/choujya/2004/index.html

わからない事は
調べましょう！
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（2011年10月16日時点）
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まぁ〜これらの人達ですが、どのような人達なのか？
おおよそ想像ができますね。

文句ばかり言って「99％の貧しい層に犠牲を強いるな！」
と言うなら、下記の人達のことを何とかすべきです。

消費者金融とかパチンコとか健康食品とか……朝鮮半島
から日本に密入国して大成功を収めた人が多いようですね。
現在このような高額所得者名簿は公表されなくなりました。
個人情報ということが理由です。

パチンコやサラ金業、ダイエット健康食品・育毛関連、
興業・風俗関連……など脱税の温床ともなっています。それ
に朝鮮系擬似宗教組織も何とかしないとね。お布施と称して
金を巻き上げるから、信者は益々貧乏になってしまう。

この左翼が言っている１％の富を他の99％に分配すると
いうなら、大賛成です。元々私は国家社会主義者ですから、
富の公平な分配には反対しません。

それから『ユニクロ』の柳社長とか『ドンキ・ホーテ』の
安田社長とか、確かに安売り店は必要かも知れませんが、
日本の国内産業を潰して、シナ・中国からの輸入で儲けている、
このような人達には何故文句を言わないのか？ この人達
はお仲間なのか……

この時代からかなり変わっては来ているでしょうが、現在
はパチンコ店オーナーが上位を占めていると思います。よっ
てパチンコの富は全て没収すれば良いと思います。違法な賭
博行為で日本人を騙して搾取した訳ですから何の問題もな
いでしょう。

この連中のやっているのは、日本を破壊するだけのデモ
行進に過ぎません。

今日の格差社会の是正を訴えるならば……
違法賭博のパチンコの廃止と、それに伴って莫大な資産を
築いた朝鮮系帰化人の財産没収。
これで決まりでしょう。そうすれば格差など直ぐに解消さ
れます。
大手パチンコ店グループ『マルハン』の
韓昌祐会長。
この人の資産は一体いくらになって
いるのでしょうね。是非とも没収して
日本社会の為に役立てていただきたい
ものです。
若者が働く場所がなく生活に困窮しているなら……
今すぐに外国人優遇策を止めることです。外国人労働者特
に賃金の安いシナ・中国人を一人残らず祖国に帰せば、その
分日本の若者が働く場所が確保されて、賃金も上がることで
しょう。
格差是正や雇用の創出などを訴えるなら、何故このような
事からやろうとしないのか？ 原発反対などとも叫んでい
たそうですが、夏の節電騒動でも分かったように、計画停電
は日本の産業を著しく停滞させます。
つまり企業の活動に支障を来たせば、それだけ国家全体の
利益が失われてしまうのです。今後の日本はエネルギー産業
の再編は避けられませんが、既存の原子力発電の稼動は守っ
ていかなければなりません。
貧乏から脱すなら産業社会そのものが成長を続けなけれ
ばなりません。

行動するジャーナリストが
現下の祖国日本に
渾身の愛と力を込めて筆を揮う！

★りんごジュース・ジャムの販売
ジュースの在庫は５０本を切りました。
注文の予約を受け付けます。
ジャムはまだ１５０個以上在庫があります。
ジュースは二本入りセットの販売です。
ジャムは３個入りです。
どちらも１５００円となります（送料は別）
送料は下記の通りです。
ジュースは三箱（６本）まで同じ料金です。
ジャムは１２個詰めまで下記の料金となります。
関東・東京 信越

５８５円

中部・北陸

７３０円

大阪・近畿

８００円

中国・四国

９９５円

九州

９９５円

北海道

７３０円

注文はメールにて受付します。
fukushimaseto@gmail.com
東京都台東区東上野６−１０−７金子ハイツ４０１
せと 弘幸
TEL03-5830-7473／090-3347-5720

わからない事は
調べましょう！

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】４位
（2011年10月16日時点）

