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事業所内皆様でご覧下さい

(
藤原宮跡蓮池と香具山（高殿町

2020 年７月撮影）

藤原宮跡には、3,000 平方メートルの蓮池があり、11 種類（古代蓮・唐招提寺蓮・法華寺蓮・中国古代蓮・碧台蓮・大賀蓮・
皇居和蓮・小舞妃蓮・即非蓮・中型蓮・粉松球蓮）もの蓮が植栽されています。写真左奥には香具山が見れます。

新型コロナウイルス感染症関連情報
詳細は P２〜３をご覧ください


  奈良県橿原市久米町番地の
橿原商工会議所 〒7(/
)$;
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新型コロナウイルス感染症関連情報
中小法人・個人事業者のための

月 次 支 援 金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

概

2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置※1 又はまん延防止等重点措置※2 に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、
事業の継続・立て直しやそのための取組が支援されます。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申
請者の利便性を高められています※3。

要

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「対象措置」という）に伴う飲食店の休業・時短営業又

要件１ は外出自粛等の影響を受けていること※4

対象者

要件２ 2021 年の月間売上が、2019 年又は 2020 年の同月比で 50% 以上減少
2019 年又は 2020 年の基準月の売上−2021 年の対象月の売上

給付額

中小法人等

個人事業者等

上限 10 万円／月

対象月
基準月

2019 年又は 2020 年における対象月と同じ月

申請受付期間
※1
※2
※3
※4

上限 20 万円／月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019 年又は 2020 年の同月比で、売上が 50％ 以上
減少した 2021 年の月
４月・５月分 ：2021 年６月１６日 〜８月１５日
６月分
：2021 年７月 １日 〜８月３１日

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条第 1 項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 31 条の 4 第 1 項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」
申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は 時短営業
を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

アカウン
月次支援金ホームページの仮登録画面にメール
トの申請・ ①
アドレスや 電話番号を入力し 申請 ID を発番。
登録

② 必要書類の準備（必要書類は右記参照）
登録確認
機関での
事前確認

申請

必要書類

はじめて申請される方の 手続きの流れ

対象月ごとに申請してください。オンラインで簡単に申請
することができます。各対象月について、申請・受給は１回
のみとなります。

≪法人≫ 履歴事項全部証明書
≪個人≫ 本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード
・住民票 + パスポート or 各種健康保険証
収受日付印の付いた 2019 年・2020 年の確定申告書類
の控え※e-Tax を通じて申告を行っている場合、これらに相当する
ものを提出してください。

月次支援金ホームページで、登録確認機関を
③ 検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に
事前予約
ＴＶ会議／対面／電話※により事前確認を受ける
④ ・事業を実施しているか
・給付対象等を正しく理解しているか 等
月次支援金ホームページから マイページにアク
セス。
⑤
必 要情報を入力し、必 要書類（右記参照）
を添付して申請

2019 年 1 月から 2021 年対象月までの各月の帳簿書類
（売上台帳、請求書、領収書など）
事前確認 全て
申請
2021 年対象月の売上台帳のみ
2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳
事前確認 事業の取引が分かる全てのページ
申請
通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2 ページ
代表者または個人事業者が等本人が自署した宣誓・同
意書

一時支援金または月次支援金を受給された方の申請の流れ
（２STEP のみ）になります。

STEP１ マイページから、必要情報を入力
※

STEP２ ２０２１年の対象月の売上台帳 を添付

事前確認が不要！
その他書類が不要！

※１ 一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書も提出していただきます。
※２ 各対象月において、申請者の金融機関口座に支援金が着金してから、事務局とのシステム連携を経て、
「お振込み手続き完了」のス
テータスとなるまで１週間程度要しますので、新たな対象月分の申請をされる際にはマイページをよくご確認の上、申請をしてください。
電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番
号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

相談
窓口



!"#!#""#%!
!$''#*!%(*

ＩＰ電話専用回線
受付時間

):$!〜"*:!!（土日・祝日含む全日）

ＱＲコード

ホーム
ページ

月次支援金

検索

https://www.meti.go.jp/covid-19/
getsuji̲shien/index.html

※月次支援金ＨＰより転載
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その他詳細は下記
ホームページ等で
ご確認ください

▼

２回目以降の申請手続きが簡単

※令和３年６月 22 日時点での内容になります
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奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証制度
感染防止対策に取り組む 飲食店・喫茶店、宿泊施設を 応援します！

「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証制度」
とは
県が定めた基準に基づいて、感染防止対策を行っていただいた飲食店・喫茶店、
宿泊施設を県が認証する制度です。
また、認証を受けていただいた施設や認証の取得に取り組んでいただいた施設に
対して、感染防止対策に必要な経費について、補助金が交付されます。

認証を受けた施設には認証ステッカーを交付！
認証基準の必須項目の全てを満たしていることに加え、
満たしているアピール項目数に応じて、3 段階の認証区分が設けられています。

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証制度

対象
象
施設
設

①飲食店・喫茶店

飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた施設で、
飲食のための客席を有する施設※１

②宿泊施設

旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた施設※２

※1 ただし、
・その場所で飲食をさせること以外を主たる目的とした施設（例：コンビニエンスストア、テイクアウト専門店など）
・学校、病院など、特定の方を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設（例：学校給食、社員食堂など）
・宿泊者に対して飲食をさせることを主たる目的とした宿泊施設（例：ホテル宴会場など）を除きます。
※2 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 6 項に規定する店舗型
性風俗特殊営業を営む施設を除きます。

補助
助
対象
象
経費
費

①飲食店・喫茶店

令和 3 年 4 月 1 日以降に支払った、認証を受けるために実施する感染拡大防止対策に必
要な設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費

②宿泊施設

上記に加え、マイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改
修や非接触チェックインシステムの導入等新たな需要に対応するための取組に要する経費
※ ただし、消費税・地方消費税の額、
国や県の他の補助金の対象として申請した経費を除きます。

補助
助
金額
額

①飲食店・喫茶店 ・（補助対象経費−他団体等からの補助金・助成金等収入）× 補助率 3 ／4
・補助上限額 20 万円
②宿泊施設

いずれか低い額以内とします。

・（補助対象経費−他団体等からの補助金・助成金等収入）× 補助率 3 ／4
・補助上限額 施設規模が❶1 〜 5 室：75 万円

❷6 〜 29 室：150 万円

❸30 〜 49 室：450 万円 ❹50 室〜：750 万円

いずれか低い額以内とします。

※1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額とします。

手続
続
流れ
れ

必要書類を
揃えて

申請書類を
元に

書類審査を
踏まえて

審査の結果
奈良県が

所定の
口座へ

申請

書類
審査

現地
確認

認証

補助金
交付※

・認証
・補助金※

※補助金の交付申請がある場合

申請方法

くわしくはこちら

必要書類を揃えて、書留または簡易書留で提出をお願いします。
宛先

〒630-8799 奈良市大宮町5-3-3 奈良中央郵便局留

奈良県 新型コロナウイルス 認証制度

奈良県 コロナ対策認証制度事務局

奈良県コロナ対策認証制度事務局

検索

QR コード読み取りが
可能な方はこちら ➡

0570-087-567

（受付時間 土日・祝日・年末年始を除く

平日9：00〜17：00）
※令和３年６月 22 日時点での内容になります
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当所が葛城税務署より感謝状を拝受いたしました
令和３年６月１０日（木）、橿原商工会議所において葛城税務署 署長
杉山 泰敏 氏より感謝状を拝受いたしました。
本件は確定申告においてスマホ申告推進の重要性を認識しポスター
掲出などによる周知・広報に努めたとして表彰されたものです。
当所はこれからも税務行政が円滑に運営されるよう周知・広報活動を
行って参ります。
※写真撮影の為一時的にマスクを外しています。

商工会議所 LOBO

▲葛城税務署長 杉山氏（右）
と感謝状を手にする森本会頭（左）

早期景気観測

業況ＤＩは、
感染拡大に伴う活動制約から足踏み 〈令和3年5月度調査結果〉
先行きは、
不透明感増す中、
厳しい見通し ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

POINT

30

●全産業合計の業況ＤＩは、
▲25.0（前月比＋0.3ポイント）
● 米国・中国などの海外経済の回復に伴い、需要増が続く半導体・電子部品関連や
自動車関連の製造業・卸売業が堅調に推移した。一方、小売業では、緊急事態宣
言に伴う活動制約・客足減少とともに、前年同月の買いだめ需要の喪失の影響を
受けているとの声もあり、
業況が悪化した。
また、
宣言が発令されている地域以外に
おいても活動縮小が発生し、
外食・観光関連では業績改善への対応に苦慮してい
る状況がうかがえる。
このほか、原材料費上昇によるコスト増加が業種を問わず、
広く業況の押し下げ要因となっており、
中小企業の景況感は厳しい状況が続く。

20
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今回の業況ＤＩは、
比較対象の前年同月
（2020年５月）
が感染拡大により全国で緊
急事態宣言が発令されていた時期（中旬以降、順次解除）
であることに留意が必要。

売上DI

-70

19.5

●先行き見通しＤＩは、
▲33.6（今月比▲8.6ポイント）
●ワクチン接種拡大による感染抑制効果や、海外経済回復に伴う電子部品関連の
輸出増に期待する声が聞かれる。一方、変異株による感染拡大が収まらず、緊急
事態宣言が延長されるなど先行き不透明感が増す中、活動制約の長期化への懸
念に加え、製品・サービスの受注・売上減少による業績悪化、原材料費や燃料費
の上昇による採算悪化を懸念する声は多く、先行きに対して厳しい見方が続く。

防災・減災工事などの土木関連を中心とした公共工事
が底堅く推移する一方、店舗・宿泊施設の新設・改修
などの民間工事の低迷や木材・鉄鋼などの資材価格上
昇の影響が続き、悪化。

内食向けの飲食料品の売上が堅調に推移しているほ
か、半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業から
の原材料・部品などの受注増が寄与し、改善。

●「前年同月は緊急事態宣言の影響で主要取引先である学校給食向けの受注が
減少したが、今年は売上・採算ともに例年の約８割まで回復。ＢtoＣ向けのネッ
ト販売を検討しており、今後の収益改善を図っていきたい」
（飲食料品卸売業）
●「銅の仕入価格が上昇しているが、価格転嫁が追い付かず、採算は悪化」
（鉱
物金属材料卸売業）

サービス業

19.9

19.11

20.1

20.3

前月と比べたDI値の動き

●「防災・減災など土木工事を中心とした公共工事で売上を確保しているが、輸入木材
や鉄鋼などの仕入価格の上昇が続き、採算は悪化した」
（一般工事業）
●「民間工事の発注量減少により公共工事の入札事業者が増えており、価格競
争が厳しくなっている」
（管工事業）

卸売業

19.7

コロナ禍で増加したデジタル投資の恩恵を受けたソフ
トウェア業が堅調な一方、緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置の実施を背景に、大型連休における客足が
遠のいた娯楽施設や飲食・宿泊業が全体を押し下げ、
ほぼ横ばい。

●「前年同月比では宴会場の利用が増加したため、売上・採算ともに改善。ただ
し、飲食サービスを伴わない利用が多く、依然として業況は厳しい」
（宿泊業）
●「コロナ禍で駅前駐車場の稼働率が大幅に低下しているほか、テナントの休
業による家賃値下げ要求もあり、今後の売上回復が見通せない状況が続いて
いる」
（不動産賃貸業）

20.5

20.7

20.9

20.11

21.1

21.3

21.5

※ＤＩ値は、
業況・売上，採算などの各項目についての、
判断の状況を表す。
ゼ口を基
準として、
プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割 合が多いことを示し、
マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。
したがっ
て、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景況感
の相対的な広がりを意味する。
ＤＩ=
（増加・好転などの回答割合）一（減少・悪化などの回答割合）

産業別概況
建設業

従業員DI

製造業

改善

ほぼ横ばい

悪化

中国・米国の経済回復に伴い、受注増が続く半導体・
電子部品関連や自動車関連が全体を押し上げ、改善。
ただし、鉄鋼をはじめとした原材料の仕入価格上昇に
よる収益圧迫を指摘する声も聞かれた。

●「鉄鋼の仕入価格が上昇しているものの、主力であるサスペンションの海外
からの引き合いが伸びており、売上は改善」
（自動車部品製造業）
●「土産品の需要減少で売上は悪化。内食需要の高まりから、原材料である鶏卵
の仕入価格が上昇しておリ、今後の採算悪化を懸念している」
（菓子製造業）

小売業

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、大型
連休における都市部からの客足が減少し、悪化。また、買い
だめ需要があった前年同月に比べて、飲食料品や日常消耗
品などの売上が悪化したとの声も聞かれた。

●「前年同月は休業の期間があったが、今年は大型連休期間中も営業が可能で
あったため、売上は改善。ただし、首都圏などで発令された緊急事態宣言の
影響により来店客数は例年より大幅に少ない状況が続いている」
（百貨店）
●「食料品や生活用品を買いだめする消費者の増加に伴い売上が大幅に伸び
た前年同月よりも売上は減少した」
（スーパー）

LOBO調査要領
▶調査期間／2021年５月14日〜20日
▶調査対象／全国の337商工会議所が2,679企業にヒアリング

内訳

建設業 447 製造業 643 卸売業 309
小売業 542 サービス業 738

▶調査項目／ 業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単価・従
業員の前年同月比
（前年同月と比較した今月の水準）
と向こう３カ月の
先行き見通し
（今月水準と比較した向こう３カ月
（当月を除く）
の先行
き見通し）
、
自社が直面している経営上の問題など

そのほか、詳しい情報については https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

{
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橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。
+PHQTOCVKQP インフォメーション

+PHQTOCVKQP インフォメーション

昭和３７年４月２日〜昭和５４年４月１日生まれの男性の皆さま
風しん抗体検査もしくは予防接種はお済みですか？

無料で抗体検査と予防接種 を受けられます
※

対象者は

あなたが風しんに
かかると・・

注意

あなたが苦しい
だけでなく

家庭で・・職場で・・街で・・
風しん拡散

赤ちゃんが障がいをもって
生まれる可能性があります

妊婦さん
感染

昨年度お送りしたクーポン券は、抗体検査も予防接種も

令和４年３月３１日 までの期限となっ ています！

◆風しんは予防接種で予防できます。まずは接種が必要かどうか調べるため、風しん抗体検査を受けましょう。
風しん抗体価が低い方は、無料で予防接種も受けられます。
※橿原市民の方で転入・紛失等でクーポン券がない場合は、橿原市健康増進課へお問い合わせください。

※予防接種は、抗体検査が
陰性の方のみ

３月は予約が混みあうこと
が予想されますので、２月
までには受けましょう。
橿原市風しん５期
ホームページ ⇒

0744-22-8331
.DVKLKDUD
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各種共済・保険制度のお知らせ

まほろば共済（生命共済）のご案内
入院給付金災害割増特約・

定期保険（団体型）
付
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付
まほろば共済は
福利厚生制度に
ご活用いただけます。

橿原商工会議所独自の
給付金制度（見舞金・祝金制度）

業務上・業務外を問わず

１年更新で医師の

剰余金があれば

商工会議所独自の

24時間保障

診査なし

配当金も！

給付制度も！

６大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

保障内容 １口あたり

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、
禁煙外来紹介サービスなど

当所独自の給付制度

お支払事由

給付内容

1口

死亡

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉

〈ガン入院一時金〉
〈6大生活習慣病入院一時金〉
ガンの治療を直接の目的とした
先進医療による療養を受けたとき

1日につき
1,500円

2万円
1万円
5万円

〈ガン先進医療一時金〉

金

6大生活習慣病で1日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

事故通院見舞金

祝

入院・治療

ガンで1日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

50万円

50万円

日帰り入院から保障

（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）

〈入院給付金〉

病気入院見舞金

250万円

傷害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉
不慮の事故により1日以上の入院をしたとき

250万円
見舞金

高度障害

上記以外の事由より死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）〉

月額掛金 １口あたり
1口

1口

保険年齢

男性

女性

5,000円

１５歳〜３５歳

743円

663円

３６歳〜４０歳

749円

688円

４１歳〜４５歳

787円

713円

４６歳〜５０歳

848円

761円

５１歳〜５５歳

940円

820円

5,000円
遺児1名につき

遺児育英見舞金

一律50,000円

家族災害死亡見舞金

一律50,000円

親介護認定見舞金

一律30,000円

成人祝金

5,000円

結婚祝金

5,000円

５６歳〜６０歳

1,074円

870円

5,000円

６１歳〜６５歳

1,287円

968円

６６歳〜７０歳

1,630円

1,093円

出産祝金
年齢満了祝金

一律10,000円
75歳満了時に
加入10年以上

保障内容、年齢別の月額掛金は橿原商工会議所ホームページ 共済・福利厚生のページでご確認いただけます。
「ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。」
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

〈お問合せ〉 橿原商工会議所

生命共済係 TEL.0744-28-4400

特 定 退 職 金 共 済 制 度・新 企 業 年 金 保 険
〜 加 入・増 口 の お す すめ 〜
加入資格・条件
大企業並みの退職金制度が
容易に確立できます

〇奈良県内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳
以上、満70歳未満の健康かつ正常に勤務または就業している方
〇全従業員の加入が前提
※事業主、役員および事業主と生計を一にする親族は加入できません。

将来支払うべき多額の退職金を
計画的に準備できます

※加入の必要がない方（期間を決めて雇われている者、使用期間中の者、非常勤の
者、季節的な仕事のために雇われている者、休職中の者、パートタイマーのように
労働時間の特に短い者）

掛金は、１人月額30,000円まで
損金または必要経費となります

掛金・加入口数
〇従業員１人につき月額１口1,000円で、最高３０口まで加入できます。
〇掛け金は全額事業主負担です。損金または必要経費となります。

給付金の受取方法（重複選択不可）
国の中小企業退職金共済制度との
重複加入も認められます
※他の特定退職金共済制度との重複加入は不可

〇退職一時金：加入者が退職したとき、一時金が支払われます
〇遺族一時金：加入者が死亡したとき、一時金に「加入口数×10,000円」を加算し
た金額が払われます。

給付金の受取人
＿＿＿＿＿＿ お問合せ ＿＿＿＿＿＿
橿原商工会議所
特定退職金共済担当

TEL 0744-28-4400
È

この制度の受取人は加入従業員です。給付金は、受取名義人の預金口座へ直接お振
込みいたします。なお、本人死亡の時は、労基法施行規則に定める遺族補償の順位
によります。
※給付金は、いかなる場合（懲戒免職の場合を含む）にも事業所にはお支払いできません。
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橿原

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

橿原商工会議所 未来創造＆若手育成委員会
ビジネスパソコン事業＜ビギナー編＞開催！

通信

令和３年６月１８日（金）ＷＥＢ会議（ZOOM）に
て上記事業が開催されました。青年部グループウェ
ア「エンジェ
ルタッチ」や、オンライン会議シス
テム「ZOOM」の使い方についての
講座が行われ、基本的な操作方法
等を学び、自企業でも役立つ事業と
なりました。
今回の事業で得た知識やノウハウ
を青年部活動にも活かしていきます。
▲挨拶をする阿智原会長

青年部部員紹介
青年部員名：

事業活動報告

令和3年5月21日
（金）〜令和3年6月21日
（月）

５月21日
（金） 交流委員会（田中交流委員長他）
５月25日
（火） 未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
６月 １日
（火） 未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
６月 ２日
（水） 橿原商工会議所青年部役員会（阿智原会長他）
６月 ８日
（火） 未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
６月 ９日
（水） イルミネーション企画委員会
（増田イルミネーション企画委員長他）
６月15日
（火） 未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
６月17日
（木） 交流委員会（田中交流委員長他）
６月18日
（金） ビジネスパソコン事業（阿智原会長他）
６月19日
（土） 令和３年度近畿ブロック会長会議（阿智原会長他）

青年部部員を皆様にもっと知っていただけるように数名ずつご紹介させていただきます（不定期）

大西 健心

青年部員名：

藤原 雅和

青年部員名：

吉原 秀至

青年部役職：副会長

青年部役職：副会長

青年部役職：副会長

●事業所情報●

●事業所情報●

●事業所情報●

事業所名：大西造園土木

事業所名：ヤマトー商事㈱
事業所住所：〒634-0078
橿原市八木町 1-8-15

事業所 TEL :0744-24-5948

事業所 TEL : 0744-21-1000

事業所名：日興薬品㈱
事業所住所：〒634-0845
橿原市中曽司町 150-7
事業所 TEL : 0744-22-3698

事業所役職 : 代表
事業所 PR : 大西造園土木はお客様のお住まいや、日

事業所役職：常務取締役
事業所 PR : 地元のお客様に愛される昔ながらのス―

事業所役職：専務取締役
事業所 PR : 医薬品及び健康食品を取り扱っており、配置販

常よくご利用になる施設の環境を緑豊かに変えていく
ことを通じ、暮らしの中に安らぎと潤いを感じていた
だけるお手伝いをいたします。

パーでありながら、若い世代のニーズに合わせて、楽
しいと思って頂ける品揃えと価値のある安さを提供
し、お役に立てるお店を目指しています。

売（置き薬）
・卸販売・OEM 受託・日越貿易を主な事業とし
ております。配置販売（置き薬）事業では奈良県を中心に
近畿一円のお客様をご訪問しております。また貿易事業では
奈良県で製造した商品を中心にベトナムへ輸出しております。

事業所住所 : 〒634-0805
橿原市地黄町 214-11

三役会の役員の皆様に女性会についてお伺いしました！

令和 2 年度
三役会の役員の皆様

令和２年度三役会の役員の皆様に女性会についてお伺いしました。役員の皆さんの女性会に
対する想いが伝わってくる内容がたくさん届きました。

会 長：吉 川 睦 代
副会長：大 西 信 子
辻村 禮子
原
峰子
会 計：中 西 正 子
顧 問：植田 マス子
相談役：岡本 嘉代子
尾田 博子
鈴木 洋子
吉田 律子

◆女性会に入会されたきっかけは？

◆これからの女性会についてお願いします。

・何年間もの間お誘いをいただいておりましたが、
２０年前やっ ・縦・横の幅広くお付き合いができる女性会でありたいです。
と自由な時間が取れるようになり入会させていただきました。 ・若い方に入会していただき、新しい時代の女性会を盛り上
・地区の先輩会員に誘われて入会しました。
げていただきたいです。
・年々高齢化が進み若い人たちの入会を望みます。子育て
◆今までの女性会事業での思い出は？
や介護、仕事など忙しい方こそリフレッシュして明日の活力
・女性会自慢の「ミックスジュース」。今まで 10 年以上続
にして頂きたい。無理をせず出られるときで結構です。
いており、以前の役員様と共に試食会で練習したこと
・橿原に来てくださった富山県の高岡商工会議所女性会の
三役会の皆様、
皆さんとの神宮参拝や昼食会などの交流、かばんの産地
兵庫県の豊岡商工会議所女性会の皆さんのところに訪問 ご協力ありがとうございました。
し交流会に参加したことなど、長年の女性会の事業は現在
スペースの関係上、掲載できなかった分に
に至るまで思い出の 1 ページになっています。
つきましては申し訳ございません。今後ご紹介
・商工会議所会員さんの事業所訪問です。
させていただきます。
・長年続く橿原神宮の清掃奉仕です。

（敬称略・役員内五十音順）

◆今後行ってみたい事業は？
・見るだけではなく、自分たちで作れる事業がいいですね。
・いろいろな分野の会社訪問や交流会があればいいです。
・コロナが終息し元の日常に戻れた時に役員の皆様に相談し
て決めたいと思います。

橿原商工会議所女性会会員 募集！

▲夢の森フェスティバル出店

女性会とは？

異業種の女性経営者や夫の会社を支える配偶者など、各々が異なっ
た立場で経営に携わっている女性が集い、
自己研鑽、相互交流に努め、
セミナー・講演会・懇親会・視察旅行などの事業を行っている団体です。
お問合せ

橿原商工会議所 女性会事務局 TEL.0744-28-4400
▲一泊研修会

n

▲会員総会の様子
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厚生労働省からのお知らせ

新たな履歴書の様式例の作成について
厚生労働省が作成した
「様式例」を参考にして、公正な採用選考の取り組みをお願いします
厚生労働省では、これまで公正な
採用選考を確保する観点から、一般
財団法人日本規格協会の「ＪＩＳ規格
の解説の様式例」による「履歴書の
様式例」の使用を推奨していました。
令 和２年７月に日本 規 格協会 が、
「履歴書の様式例」を削除したことか
ら、厚生労働省は、事業主の皆様に
広く参考にしていただくための新たな
履歴書の様式として「厚生労働省履
歴書様式例」を作成しました。
変更点（従来の履歴書様式と異なる点）

１．性別欄は任意記載欄となり、未記載となる場合があります。
載となる場合があります
２．「通勤時間」「扶養家族数（配偶者を除く）」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の４項目は
設けないこととします。
詳しくは HP をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲kouseisaiyou030416.html

奈良 の24時間は警備 のプロにお任せください

ask 24
SECURITY

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by
支店：大阪・東京・奈良 営業所：名古屋

ASUKA

アスカ美装

本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757

株式
会社

http://www.asukabiso.co.jp/
.DVKLKDUD
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会員事業所の
会員企業の新商品・新サービス
新社屋・新店舗オープンのニュース

自慢の技、イチオシの一品などを
ご紹介しています！
載料無料
掲

ここにしかない
自分だけの たからもの
今井町にあるハンドメイドに特化した雑貨店です。
古民家を改装した店内には、店主こだわりのアンティーク什器に全
国から集まった約80名のハンドメイド作家さんの作品やアクセサリー
パーツ、ボタンなどがならびます。
選んだパーツでお好きなデザインのオリジナルアクセサリーをその
場で仕立てるオーダーメイドも人気です。
ハンドメイドならではの“自分だけ”の宝さがしにぜひお越しください。
コ

タ バコ

幸多箱

0744-24-1011

★



今井町

［営業時間］10:00〜18:00
［定休日］火曜日(祝日の場合は営業)
［HP］https://www.kotabako.com/
［E-MAIL］info@kotabako.com

▲ハンドメイドならではのオリジナルアクセサリー

八木西口

〒634-0812 橿原市今井町4丁目3-22



奈良
医大
四条町

▲店舗外観

▲レンタルスペースで様々な
ワークショップも開催中！

髪を生まれたての状態に戻して
イキイキと！
創業前ドイツへ1年間武者修行に行くなど、様々な経験を生かして
25年間多種多様な美容に対応しています。
当サロンは県内でも少ない『リトルサイエンティスト』による認定を
受け、科学的観点における理美容の理論・技術にて、それぞれのダ
メージに合わせた最適の方法で、髪を生まれたての状態に戻すため
のシステムを取り入れています。
また“癒し”をテーマとした頭皮のマッサージなども施術しお客様に喜
びを提供いたしております。
ナチュラル

▲店舗外観（設楽様ご夫婦）

ビーシー

NaturalBC−21．
〒634-0043 橿原市五条野町371-4
丸山古墳

0744-27-1712

GS
岡寺

［営業時間］9：00〜19：00
［定休日］月曜、第2・３火曜



★

▲認定を受けたサロン

掲載を希望される方は当会議所広報誌担当までご連絡ください。
TEL 0744-28-4 4 0 0
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橿原商工会議所 専門家連携協議会

橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。平素の事業活動に
是非ともお役立てください。

ご対応いただいた専門家
経営システムコンサルティング事務所
中小企業診断士

吉田 喜彦
Tel : 090-3970-4532
E-mail : yoshi@kcn.jp

【プロフィール】
奈良県橿原市生まれ。中小企業診断士。
大阪産業大学経営学部非常勤講師。
創業・企業再生・事業再構築を支援している。

〜事業再構築ってなに？〜

4
$

「事業再構築」って言葉をよく聞きますけど、なんでしょうか？
政府がすすめる補助金事業の「事業再構築補助金」を示すことが多いと思います。１兆円を超える
予算で、数万社に補助が出るため注目度も上がっています。個人事業主も申請可能で補助額は１社に
つき 100 万円〜１億円です。ただし、事業の再構築を計画することが条件であり、再構築の実施に
対して補助金が支払われます。７月以降はあと４回募集される予定です。

4
$

「事業の再構築」とはどういうことですか？
端的にいえば、これまでの事業を伸ばすのでなく新たな取り組みにチャレンジすることです。具体
的には①新製品・新サービスを生み出すこと

②新たな顧客を生み出すこと

③新事業が売上全体の

１０％を超えることなどがあります。これ以外にも諸条件はありますが、要するに既存の事業から脱
却し、新たな儲けの種を見つけ出すことです。

4
$

その補助金は誰でももらえますか？
個人事業主でも数百名の中堅企業でも申請はできます。ただし申請書の審査があります。申請書
は新たな事業の「事業計画書」です。これを評価して一定の実効性・収益性をもつ計画を立案した企
業が採択されます。企業規模の大小で選ばれるものではありません。
６月中旬に第一回募集の結果発表がありました。採択率は 30％で決して高くはありませんでした。
しかし、事業計画を考える力があり言語化することができるなら、むしろ採択されやすい数字です。
また、申請には決算書など必要な書類やＧビズＩＤの取得なども必要になります。事前に準備をして
おきたいですね。

4
$

「ＧビズＩＤ」ってなんでしょうか？
様々な申請をインターネット上で実施するためのＩＤとパスワードです。事業再構築補助金もＧビズ
ＩＤを使ってインターネット上で申請します。取得方法は Google で「ＧビズＩＤ」と検索してホームペー
ジから申請して下さい。画面で必要項目を入力した後、必要書類を郵送するだけです。１ヵ月近くの時
間がかかるので事前に着手しておきましょう。

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。形式は問いません。FAX 0744-28-4430 メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。状況によっては掲載できない場合もございます。予めご了承ください。）
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新入会員のご紹介

ご入会いただきありがとうございます！

代表者名
（事業所名）

東尾

所 在 地

橿原市葛本町708-1

嘉哲
（鶏鳥）

令和３年３月〜５月（順不同・敬称略）

業

種

鶏肉加工品
（焼とり・からあげ 等 鶏惣菜）
、
寿司、
テイクアウト、
飲食店

個人

福本

由依
（salon de epi eclare) 橿原市久米町586 森川ビル3F-2

澤田

真生
（RanaTo hair）

カット、
トリートメント、泥パックのヘッドスパ。ホームケア商品販売
橿原市見瀬町4-4 グリーンコーポ橿原101-E 美容業 オーガニックカラー、

渡利

遊学

奈良市般若寺町260-4-3-204

福井

利之
（割烹 利助）

橿原市葛本町497-5

割烹、
小料理、
和風飲食店、
仕出し有

北林

真一
（Ofﬁceなくり）

橿原市十市町903-17

中小企業向けＩＴコンサルタント、セミナー講師。システム・プログラム・ソフトウェア・Webページ開発。ワインバー

エステティックサロン
（脱毛専門サロン）
・美容脱毛、
フォトフェイシャル
建築物解体工

山口

恵三
（サンケイ装工）

橿原市大谷町99-4

内装工事
（壁紙、
フローリングの張替、
水回りの内装工事）

中原

德子
（カラオケ喫茶 花）

橿原市雲梯町350−31

カラオケ喫茶、
居酒屋

阪本

和世 （カフェえんれい〜自家焙煎珈琲〜
（CAFE DE ENREI）
）

橿原市今井町1−4−5

カフェ、
自家焙煎豆販売

上平

チーズやパスタ、
ピザなどの食事も可能なワインバー
浩之（葡萄酒畑でつかまえて） 橿原市八木町1-538-6 八木西口駅前ビル2階 生ハム、

片岡

司
（スタジオ
アジュール）
事業所名

橿原市久米町620-3 ル・ソア・イースト701 写真家
（広告、
宣材、
プロフィール、
商品写真撮影）

玉井

絵里奈
（幸多箱）

橿原市今井町4-3-22

ハンドメイド雑貨の委託販売
（アクセサリー布雑貨等）
、
レンタルスペース

奈良フォークリフト株式会社

所 在 地
橿原市五井町220番地

業
種
フォークリフト販売・点検・修理・レンタル・リース、建設機械販売・修理・リース

株式会社ジーピーウェーブ

橿原市久米町568 オーバン神宮前304号 人材派遣、職業紹介、外国人労働者派遣

森ホールディングス株式会社

五條市相谷町531

株式会社あなは

橿原市兵部町6番10-402号 エイトウッドマンション IT（情報技術）サービス、システム、機器の企画開発運用・管理

事業所名

有限会社シーンアビリティサービス 橿原市八木町一丁目2-13

たこ焼き、鉄板焼き、やきそば、ビール、日本酒、焼酎などの販売
レストラン（仏蘭西（フランス）料理店）・仕出し

法人

株式会社ラティエー

橿原市常盤町435番地4 2階

エステティックサロン・カフェレストランの店舗経営。

オートリード株式会社

宇陀市大宇陀調子329

自動車整備工場のコンサルティング、教育、ソフト開発。自動車関連の原稿（車
業界誌）・社員教育・設備改善アドバイス・経営セミナー・整備技術講習

株式会社ワークリカバリー

橿原市白橿町3丁目11−14−403

墓石施工、解体業務

三宅株式会社

橿原市北八木町3−65−8 谷ビル3F

就労継続支援B型事業

株式会社マービッツ

橿原市曽我町746番地の1

Wi-Fi、電話、ナースコール、通信設備一式・取付工事一式

株式会社岡本電子

香芝市西真美2丁目9-4

電子機器基盤等製造、メンテナンス、制御盤組立
森のねんど（木くずで作ったねんど）を使用した子ども向け人形製作、イベント

株式会社ランドマーク

橿原市葛本町291-2

建築設計、建築許認可申請、住宅建築の集客、住宅建築の紹介

株式会社Clover

橿原市雲梯町862番地の2

居酒屋

※加入手続きの際に希望のあった事業所のみ、
ご紹介をさせていただいております

貴社の印刷物にも
お試しください。

抗菌ニスコーティングで
印刷物に安心安全を＋

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

本 社 〒634-0812 奈良県橿原市今井町３−２−５
事業所 〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1
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オフィスビル
入居者募集中

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

大和八木駅より
徒歩3分

社会医療法人

平成記念会

２F…10.9坪
５F…9.09坪

橿原中央ビル株式会社
橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800 FAX.0744-21-8008
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事業報告
ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会

事業再構築補助金

食伯楽通販サイト
（株式会社ぐるなび）
とのオンライン個別商談会

●日時／令和3年5月26日
（水）
午前の部 10：00〜12：00 午後の部 14：00〜16：00
●講師名／中小企業診断士 吉田 喜彦 氏
（経営システムコンサルティング 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的ルーム
●参加者数／午前４名
午後８名

●日時／令和３年６月１日
（火）10：00〜17：00
●バイヤー名／田中 恵子 氏（株式会社ぐるなび プロモーション事業部）
●参加者数／７事業所
食伯楽通販サイト
（株式会社
ぐるなび）
を招聘し、販路拡大を
目指した個別商談会をオンライ
ンで開催しました。商談会には７
事業所が参加しました。新型コロ
ナウイルス感染症対策に配慮し、
今回、初めての試みとなるオンラ
インを活用し実施しました。各事
業所は、会社や商品について説
明し、売り込みを行いました。

活用セミナー

事業再構築補助金
の活 用セミナーを開
催し、補助金の概要と
対象者、
申請書作成に
必要な知識や申請書
作成のポイントを説明
していただきました。
▲オンライン商談会の様子

▲説明する吉田喜彦氏

選ばれる魅力！ この機会に放送大学で学んでみませんか？

2021年度2学期（10月）入学生募集中！

出願期間 第１回募集：6/10〜8/31（必着） 第２回募集：9/1〜9/14（必着）
■ポイント１ 学ぶ意欲が入学資格！学力試験はありません

■ポイント３ １科目から学べます 半年だけの在学もOK！

条件を満たせば学力試験はありません。
卒業すれば学位（学士）を取得できます。大学院もあります。

一流の講師による多彩な約300の科目があり、1科目から学ぶことができます。
人気の心理学をはじめ外国語も充実。学ぶ目的に応じてお選びください。

■ポイント２ テレビ・ラジオだけじゃない！スマホやパソコンでいつでも！ ■ポイント４ 負担が少ない授業料が魅力です
BSテレビ・ラジオの放送授業を自宅で学べるほか、インターネットでいつでもどこでも授業を受
授業料はテキスト費込みで1科目11,000円（放送授業）。入学料を含めリーズナブルな費用で学
けることができます。また全国の学習センター等に備えてあるＤＶＤ、ＣＤ等でも視聴できます。 べます。また半年ごとに受講する科目の授業料だけを払う仕組みも魅力のひとつです。
ひとつです。
す

資料請求・詳細はホームページにて
検索

放送大学

融資限度額の範囲内で、
重複や借り替えの利用もOK。

年金利

運転資金・
設備資金

%

返済は元金均等月賦返済（残債方式で、利息は減額）
令和３年６月１日現在
※金利は金融情勢によって変化します。詳しくはお問い合わせください。

担保・保証人

！
！

を

不要
信用保証協会による保証も不要

電話相談も受付けています

事業用資金に

万円

出願前のご相談、見学だけでも
歓迎。お気軽にお越しください。

〒630-8589 奈良市北魚屋東町
奈良女子大学コラボレーションセンター3階 Tel : 0742-20-7870

ご利用ください

融資
（貸付）
限度額

放送大学奈良学習センター

マル経融資

www.ouj.ac.jp/

あなたのそばに学習センター

詳しくは
ホームページ、
もしくは最寄りの
学習センターへ

お問合せ先

橿原商工会議所 中小企業相談所



融資対象
●従業員数20人
（商業・サービス業は5人）
以下

の商工業者
●当商工会議所管内で1年以上事業を営み、

税金を完納されている方
●6ヶ月以上、
商工会議所の経営指導を

受けておられる方

返済期間

年以内（据置年以内）

運転資金

例…仕入れ、
買掛金・諸経費支払・
手形決済、給与支払など

年以内）
以内）
年以内（据置年

設備資金

例…車両購入、工場・店舗改装資金、
機械購入資金など

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、事業所の皆
様を金融面からサポートするための公的融資制度で、商工
●確定申告書
（直近2期分）
会議所の推薦により、
日本政策金融公庫（国民生活事業）
か
●金融機関からの借入返済一覧表
（事業用、個人用全て）
ら融資を受ける制度です。融資にあたっては、貴社の経営内
●設備資金をお申込みの場合
（見積書・カタログ・図面など）
容をよくお聞きした上での実行となります。内容によっては
●その他必要に応じて追加書類等
お断りする場合もございますのでご了承願います。
●決算書
（直近2期分）

ご用意
いただくもの

新型コロナウイルス感染症の影響のある方は
「新型コロナウイルス対策マル経融資」
（マル経融資の特例）
もございます。
£{ .DVKLKDUD
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商：ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会

日（6XQ）

月（Mon）

ÓÇ
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月 会議所行事予定
火（7XH）

新：新型コロナウイルス感染症対策

水（:HG）

Ó

Îä

È

※諸状況により予定が変更となる場合があります

木（7KX）

£

金（)UL）

新 経営相談窓口

●源泉所得税の納
期の特例（1月〜６月）個
別相談

Ó

土（6DW）

新 経営相談窓口

●女性会役員会
●源泉所得税の納期の特
例（1月〜６月）個別相談

Î

かしはら
創業塾
（４日目）

新 経営相談窓口
●源泉所得税の納
●源泉所得税の納
期の特例（1月〜６月）個 期の特例（1月〜６月）個
別相談
別相談
●第２２２回日商珠算（そ
ろばん）検定合格発表

Ç

新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
新 経営相談窓口
●青年部 役員会
●青年部交流委員会
●源泉所得税の納
●源泉所得税の納期の特 ●源泉所得税の納期の特 期の特例（1月〜６月）個
例（1月〜６月）個別相談 例（1月〜６月）個別相談 別相談
●小規模事業者持続化補
助金（低感染リスクビジネ
ス枠）公募受付締切

n



£ä

経営相談窓口
£Ó 新●源泉所得税の納
£Î 新 経営相談窓口

£{ 新 経営相談窓口

£x 新 経営相談窓口

£È 新 経営相談窓口

£Ç

新 経営相談窓口
Ó£ ●異業種交流事

ÓÓ 海の日

ÓÎ スポーツの日

Ó{

Î£

新 経営相談窓口

期の特例（1月〜６月）個
別相談
●労働保険年度更新手続
期限

£n

£ 新 経営相談窓口

Óä 新 経営相談窓口

業委員会

Óx

ÓÈ 新 経営相談窓口

新 経営相談窓口
ÓÇ ●お悩み相談会

新 経営相談窓口
Ón ●食品衛生法改正
Ó 新 経営相談窓口

経営相談窓口
Îä 商新（株）
ファミリー

●年会費口座振替日

に伴う講習会個別相談会
●小規模事業持続化
補助金」個別相談会

マートとの個別相談会

橿原商工会議所 年会費納入のお願い・口座振替のお知らせ
会員事業所の皆様には日頃より商工会議所事業にご理解・
ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

口座振替日

7 27日（火）

令和３年 月

令和３年度の会費（令和３年４月〜令和４年３月分）につきま
して、右記の通り口座振替日をお知らせいたしますので、
ご納入いただきますようよろしくお願い致します。

ご指定の金融機関の預金通帳等には下記の通り表記されます

なお、当所会費とあわせて支部会費も振替させていただきます
のでご了承ください。

橿原商工会議所総務係

7月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

希望収入 希望勤務時間

1 トラック運転手（大型・長距離希望） 40万円

不問

学歴
高

住所

ご注意

のでご了承ください。
・南都銀行の場合…「ショウコウカイギショ」
・南都銀行以外の金融機関の場合…「DF. ショウコウカイヒ」

0744 - 28 - 4400
■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

TEL.0745-52-5801

担当／職業紹介部門 松本

※令和３年６月21日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

卒 橿原市 路線・高速バス運転手：約17年 トラック運転手：約1年／資格：大型自動車二種免許

2 一般事務員

20万円

3 医療事務員／一般事務員

16万円

不問

高

卒 葛城市 病院受付事務員：約1年 ルート集配員：約17年／資格：医療事務検定試験、調剤事務管理士

建設用機械運転手／ダン
4
プカー運転手

40万円

不問

高

卒 御所市

5 トラック運転手

25万円

（給与計算含む）
：約8年／資格：日商簿記3級、
簿記能力検定2級
9:00−18:00 短大卒 橿原市 一般事務員

8:00−17:00 高

土木作業員：約3年 ダンプカー運転手：約5年／資格：大型自動車免許、
小型移動式
クレーン運転技能者、
車両系建設機械
（整地・運搬・積込用及び掘削用）
運転技能者

卒 御所市 トラック運転手：約3年／資格：大型自動車免許

6 自動車運転手（トラック・バス・普通車） 25万円

8:00−17:00 中 卒 広陵町 畳の製造販売：約19年／資格：大型自動車免許

7 一般事務員／看護助手

6時間の週4日程度

時給900円

9:00−16：00

高

卒 広陵町 営業
（事務作業含む）
：約3年 服飾販売：約2年 歯科受付：約1年／資格：秘書検定3級

8 トラック運転手（4tまで・日帰り） 30万円

8:00−20:00 高

卒 香芝市 トラック運転手：約5年／資格：8t限定中型自動車、
フォークリフト運転技能者

9 塗装工／製造員

8:00−17:00 高

卒 香芝市 建築塗装員：約15年 機械塗装員：約16年／資格：フォークリフト運転技能者、有機溶剤作業主任者

10 一般事務員

20万円
15万円

不問

大

卒 香芝市

パソコン講師：約1年／資格：建築CAD検定試験2級、
MOS Wordスペシャリスト、
カラーコーディネーター、
lllustratorスタンダード
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三和澱粉工業株式会社は

素材の提供を通じて

お客様の抱える課題解決に

貢献します︒

私たちは自然の恵み︑トウモロコシを原料に

﹁環境調和企業﹂を目指します︒

発行所／橿原商工会議所
URL http://kashihara-cci.or.jp

〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531 FAX（0744）22-4177

東京オフィス

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
TEL（03）5294-3838 FAX（03）5209-3800
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発行責任者／中澤 修
〈発行回数〉
月1回1日発行
〈印刷部数〉1,800部

本 社・工 場

〒634-0063
橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館3F
TEL.0744-28-4400（代）FAX.0744-28-4430

三和澱粉工 業 株 式 会 社
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