The Kashihara Chamber of Commerce and Industry

橿原ビジネスプレス

Nobember





事業所内皆様でご覧下さい

""
藤原宮跡周辺花園（コスモス花園）
（高殿町

令和 3 年 10 月 14 日撮影）

藤原宮跡は藤原京の中心施設である藤原宮のあったところです。現在の皇居と国会議事堂、霞ヶ関の官庁街を合わせた性格を持っ
ていました。秋には、約 30,000 平方メートル（甲子園球場グラウンドの約２倍の広さ）に咲き乱れる、300 万本７種類のコスモス
を見ることができます。（紹介文：橿原市ＨＰより抜粋）

新型コロナウイルス感染症関連情報
詳細は P２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(/
)$;

࠲ٟɋɥĘȹ0.0/உ//ר120ڜ,glbb/

0.0/-/.-05/.82/

新型コロナウイルス感染症関連情報

奈良県テレワーク導入支援補助金のご案内（柔軟な働き方のためのテレワーク導入支援事業）
テレワーク実施に必要な
・パソコン等の機器
・ＷＥＢ会議システム等の
ソフトウェア

補助対象経費

最大

60

万円

補助率２／３以内

申請期間

令和3年12月28日（火曜日）まで

申請方法

申請書類に必要事項を記入の上、
簡易書留等、
配達記録が確認できる方法で郵送してください。
県内の中小企業・小規模事業者・個人事業主
及び法人等
（医療法人、社会福祉法人、学校法人なども対象）
※詳細はＨＰをご確認ください。

お問い合わせ先

中小法人・個人事業者のための

リモートアクセスツール（データやソフトウェアに外部からアクセスするツール）
コミュニケーションツール（ＷＥＢ会議システム、チャット、データ
共有） 管理ツール（勤務管理、在席管理、業務管理）、ペーパーレ
ス化ツール、電子決裁システム、セキュリティソフト

奈良県テレワーク相談窓口を開設しました！
□テレワークを導入したいけど、
何から始めたらいいかわからない
□そもそもテレワークできる職種ではない
□社員の労務管理が難しく、生産性が下がったという声も聞くし、
テレワーク導入に不安を抱えている

テレワークに関するどんな些細な相談でもお受けいたします。

0742-27-8828
0742-27-2319
〒630-8501
奈良県奈良市登大路町30番地
奈良県 産業 ・ 観光 ・ 雇用振興部
雇用政策課 労政福祉係
テレワーク導入支援補助金担当 あて

パソコン、タブレット、プリンター、スキャナー、マウス、無線ＬＡＮ
機器、各種Hub、外付BD／DVD、WEB会議用機器（ディスプレイ、
モニター、ＷＥＢカメラ、スピーカー、ヘッドセット）など

●ソフトウェア等について

を対象に、必要な経費が補助されます。

補助対象者

●機器等について

相談費用・通話料無料
補助金に関する
詳細はこちら

テレワークの専門家が、貴社を訪問し、導入・定着の
アドバイスも行っております。
まずはこちらまでお電話ください

0120-666-742

http://www.pref.nara.jp/
58967.htm

月〜金（祝日、年末年始を除く）
10：00〜17：00

※奈良県テレワーク導入支援補助金案内チラシより引用

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

※一時支援金が審査中で、
まだ月次支援金を申請されていない方であっても、
月次支援金について新たにIDを発番し、
事前確認を受けることで、
「基本申請」が可能となります。
※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、
ご注意ください。各対象月の事前確認については、
下記の事前
確認期限までに受付を行ってください。

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
請者の利便性が高められています※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

対象者

要件１ は外出自粛等の影響を受けていること※4

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

上限 20 万円／月

個人事業者等

上限 10 万円／月

対象月

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

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
及び

申請受付期間

９月分：２０２１年１０月１日〜１１月３０日

事前確認期限

９月分：２０２１年１１月２５日

事前確認期限
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。

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
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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

▼

※1
※2
※3
※4

検索

https://www.meti.go.jp/covid-19/
getsuji̲shien/index.html
※月次支援金ＨＰより引用
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0.0/-/.-05/2817

イルミネーション in かしはら
第16回目となる橿原の冬の風物詩「イルミネーションinかしはら」。
近畿日本鉄道株式会社大和八木駅一帯を色とりどりのイルミネーション
で華やかに演出します。
コロナ禍の中、橿原に訪れた人々の心の
灯になるように明るく光を照らします。

11/27
〜20221/31

開催期間

2021

開催場所

近畿日本鉄道株式会社
大和八木駅一帯

点灯時間

17：00〜24：00
2021年11月27日 〜12月30日

17：00〜 7：00
2021年12月31日 〜2022年1月1日

17：30〜24：00
2022年1月1日 〜1月31日

※写真は2020年度のものです

日本商工会議所より 検定事業の受験者数
拡大について表彰されました
令和３年９月１６日（木）開催の日本商工会議所第 133 回通常会員総
会において、全国 515 商工会議所の中から橿原商工会議所が検定事業
表彰（検定事業推進）を受賞しました（12 会議所対象）。
これは、受験者数の多い商工会議所を表彰するもので、他の模範とな
る商工会議所として表彰を受けたものです。
橿原商工会議所は、今後とも地域の産業人材育成に大きな役割を果た
すべく尽力して参ります。

▲授与された表彰状

お知らせ

雇用保険、労災保険の手続き等で
お困りではありませんか
●

労働保険事務組合制度とは

労働保険
事務組合
ご 案 内

労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入
● 事務委託をした場合の利点
手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保
険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の ・ 事務組合が一括して事務処理をしますので事業主の事務が
事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働
軽減されます
いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入で ・ 労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付すること
きるメリットのある制度です。商工会議所では国の許可を
ができます
受け、会員のサポートをしています。
・ 事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます
⬇事務委託のできる事業主等、詳しいことは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先

労働保険事務組合（橿原商工会議所内）まで

☎
.DVKLKDUD
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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。
5WDUKF[DWUKPGUU

補助事業

＜橿原市事業継続支援金を交付します！＞
【概

要】 新型コロナウイルス感染症の影響により金融機関等から融資を受けた事業者の事業継続を支援
するため、融資に係る利子及び保証料相当額を支援金として交付します。

【対象者】 次の項目全てに該当する中小企業・小規模事業者
①橿原市内に主たる事業所等を有している者
②新型コロナウイルス感染症に関する借入れを受けた者
③暴力団等に該当しない者
【給付額】 新型コロナ関連融資に係る利子及び保証料（自己負担分）に相当する金額
※無利子・無保証料の融資の場合は対象となりません。
※利子等への補給がある場合には、補給額を除きます。
※上限 30 万円、千円未満の端数は切り捨てます。
【期

間】 R4/2/28（月）※期限当日消印有効

【申

請】 申請書類と添付書類を揃えて、

【URL】https://www.city.kashihara.nara.jp/article?
id=6163e07665909e0b66fd09b6

地域振興課へ郵送。
詳細は市ホームページへ。
【問合せ】 橿原市役所
（

地域振興課

0744-21-1117）

+PHQTOCVKQP インフォメーション

＜消毒用アルコールの安全な取扱い＞
消毒用アルコールは可燃性蒸気が発生するため、引火するおそれがあります。
空気よりも重く、低いところに溜まりやすいため、使用する際は火気の近くを避け、
通気性の良い場所で使用しましょう。また、保管場所にあっても、直射日光や
高温になる場所を避けましょう。適正利用のためご理解とご協力をお願いします。
【問合せ】奈良県広域消防組合

橿原消防署

予防課（

0744-23-1155）

+PHQTOCVKQP インフォメーション

＜農業祭および農産物品評会の中止＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年の橿原市農業祭および農産物
品評会は中止することとなりました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【問合せ】橿原市役所
{

農政課（

0744-21-1213）

.DVKLKDUD
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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10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

事業用資金に

融資限度額の範囲内で、
重複や借り替えの利用もOK。

マル経融資

万円

ご利用ください

融資
（貸付）
限度額

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
以下
（商業・サービス業は5人）

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（据置年
年以内）
以内）

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。

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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橿原
通信

青年部
（会長 阿智原兼一）
は、
豊かで
住みよい郷土づくりに貢献するためにコ
ロナ禍の中であっても何ができるかを考
え、
令和３年１０月１０日
（日）
橿原神宮境内
において清掃事業を実施しました。
新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じながら、
19
名の青年部会員が、ごみ拾い・落ち葉拾
い・溝掃除などを行いました。

青年部会員紹介
嶌

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

橿原商工会議所青年部
１０月定例会事業
橿原神宮境内清掃を実施！！

事業活動報告

令和３年9月21日
（火）〜令和3年10月２0日
（水）

9月２2日
（水）交流委員会（田中交流委員長他）
9月２８日
（火）奈良県商工会議所青年部連合会 第６回役員会
（阿智原会長他）
9月29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）
10月 6日
（水）橿原商工会議所青年部役員会（阿智原会長他）
10月 7日
（木）交流委員会（田中交流委員長他）
10月 8日
（金）未来創造委員会（木村未来創造委員長他）
10月10日
（日）橿原商工会議所青年部１０月定例会事業
（阿智原会長他）
10月12日
（火）イルミネーション準備委員会（阿智原会長他）
10月20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）

▲清掃の様子

青年部会員を皆様にもっと知っていただけるようにご紹介いたします（不定期）
青年部会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）

将太

竹林

橋本 貴夫

青年部員名：

青年部員名：

青年部役職：未来創造委員会
副委員長

青年部役職：イルミネーション
企画委員会委員

青年部役職： 会計

●事業所情報●
事業所名：株式会社ほけんのゲートウェイ
事業所役職：営業
事業所住所：〒633-0064
桜井市戒重 348-1
事業所 TEL：0744-42-0535
事業所 PR : 弊社は損害保険、生命保険を個人、法

●事業所情報●
事業所名：橋本司法書士・行政書士事務所

人向けに販売しております。
弊 社 の 企 業 理 念である「挑 戦・感 謝・幸 福」
を柱に、社員全員が、お客様の日々の「不安」を「安
心」に変えるという強い思いを持ち取組んでおり
ます。

政書士事務所をしております。地域の方から信頼さ
れ、気軽に相談できる事務所を目指しております。
登記、相続、遺言、生前贈与、会社設立、成年後
見などでお困りの際はお気軽にご相談ください。

青年部員名：

●事業所情報●

事業所役職：代表
事業所住所：〒634-0804 橿原市
内膳町4-5-16 ナカノビル 2F
事業所 TEL：0744-47-4409
事業所 PR : 弊所は大和八木駅の近くで司法書士・行

女性会会員紹介

亮

事業所名：竹林税理士事務所
事業所役職：代表
事業所住所：〒634-0804 橿原市
内膳町 4-5-16 ナカノビル３F
事業所 TEL：0744-47-4130
事 業 所 PR : 税務はもちろん、
多岐にわたるご相談を

日々頂いておりますが、経営者の方は難題に直面しな
がら常に前に進んで行かれます。弊所ではそのような
経営者の方を徹底的にサポートさせて頂きます。
いま抱えている悩みを解決したい！とお考えの経
営者の方はお気軽にご相談ください。

女性会会員を皆様にもっと知っ
ていただけるようにご紹介いた
します（不定期）

副会長

事業所所在地

事業所名 オフィスカノン
代表者 岡野 恭子
〒 634-0813 橿原市四条町 793-1
TEL・FAX 0744-25-5257
業種 エステティック業

四条町でエステサロンを
経 営しております︑岡 野
恭 子です︒三 年 前の九 月
に 栄 和 町 か ら 四 条 町へ︑
移 転を機に商工会 議 所に
入会致しました︒
翌 年四月に販 路 拡 大に
つながればと 思い女 性 会
に 入 会 し たのですが︑行
事に参 加 させて頂く 度に
諸 先 輩の活 気と 元 気とそ
して年 齢 を 重 ねてもパワ
フルに 楽し く 活 動 されて
▲ いる 姿 に︑勇 気 を も らい
まし た︒昨 年 よ りコロナ
の為 行 事 が無 くて残 念で
すが︑地 域 活 性のお 役に
立てればと思っています︒
﹁美 と 健 康 は一対 で
ある﹂を理念にお客様
のニー ズに合ったオー
ダーメイドエステをし
ております︒又︑ルー
シーダットン︵自 己 整
体法︶の指導も行い健
康管理士として病気の
予防に貢献していきま
す︒
女 性 会の 活 動 はま
るで学生時代の部活の
ようで︑毎回楽しく活
動しております︒皆さ
んも私達と楽しい日々
を送りませんか︒たく
さんの方の入会をお待
ちしております︒

女性会役職

岡野 恭子氏

女性会 会員募集中！
！
橿原商工会議所女性会は異業種の女性経営者などからなる団体です
Q. どのようなメンバーがいらっしゃいますか？
A. ・一人で経営者として孤軍奮闘頑張っている方
・夫の会社を共に支えている方
・新たに事業を起こした方
など、各々違った立場で経営に携わっている女性メン
バーの集まりです。

ご案内
È

Q. どのような事業を行っていますか？
A. セミナー、講演会、懇親会、視察研修会、地域交流・
活性化事業、社会福祉貢献活動などを行い、自己
研鑽、相互交流に努めています。
橿原商工会議所女性会事務局
お問合せ
TEL：0744-28 - 4 400

女性会で出店計画をしていましたが、飛鳥 RUN×2 リレーマラソン 2021 の出店は新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止により飛鳥 RUN×2 リレーマラソン事務局が中止の判断をしたため、女性会も中止とさせて頂きました。
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商工会議所 LOBO

早期景気観測
〈令和3年9月度調査結果〉

業況DIは、緊急事態宣言延長の影響が続き、ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移
悪化 先行きは、日常生活回復への期待感も、
厳しさ続く
30
20

販売単価DI

10
0

従業員DI

資金繰りDI

-10

POINT

-20

●全産業合計の業況DIは、
▲33.2（前月比▲3.8ポイント）
● 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間延長に伴う、営業制限、
イベン卜中止等の影響が続く中、客足が遠のく飲食・宿泊などのサービス
業や小売業が悪化した。
また、
製造業では、
半導体不足や東南アジアでの
感染拡大を背景とする部材調達難など生産活動への影響を指摘する声
が聞かれた。公共工事に下支えされた建設業は底堅いものの、鉄鋼や木
材などの原材料価格の上昇、天候不順による野菜価格の上昇が業況の
押し下げ要因となるなど、
中小企業の景況感は一段と厳しい状況にある。
●先行き見通しDIは、
▲31.0（今月比+2.2ポイント）
●ワクチン接種の進展に伴い、
政府から日常生活回復の方針が示され、
経済
活動正常化への期待感が広がっている。
一方、
当面の間は感染対策が求められ、
受注・売上減少や客足回復の遅れ
が継続することから、
経営への影響を不安視する声は多い。
さらに、
半導体
不足や部材調達難を受けての生産調整、
原材料価格上昇分の価格転嫁の
遅れ、
最低賃金引き上げに対応しての人件費の上昇などもあり、
中小企業
の先行きへの見通しは、
厳しい見方が続く。

-30
-40

採算DI

-50

仕入単価DI

-60

売上DI

-70

19.9

19.11

20.1

20.3

20.5

20.7

20.9

20.11

21.1

21.3

21.5

21.7

21.9

※DI値(景況判断指数)について／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。
ゼロを基準として、
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）

LOBO調査要領
▶調査期間／2021年9月13日〜9月17日
▶調査対象／全国の337商工会議所が2,644企業にヒアリング

内訳

建設業 436 製造業 643 卸売業 306
小売業 532 サービス業 727

▶調査項目／ 業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単

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。

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
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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

脱毛専門店が効果にこだわった
最新メンズ脱毛
身だしなみとして男性も脱毛をする時代。
エクラーレでは小学生の男
の子から６０代の男性まで幅広く通ってくださっています。
メンズ脱毛は
ヒゲだけでなく、足や腕、
お腹や胸、脇なども脱毛される方が多いです。
女性より濃くて太い毛にも効果的な最新式SPL脱毛機を導入している
奈良では希少なサロンです。従来の脱毛方法（IPL）
や最近話題の脱毛
方法（SHR、SSC等）
で効果を実感出来なかった方はぜひ専門店の脱
毛を一度お試しください。
サ ロン

ド

エピ

エクラーレ

salon de epi ‐eclare‐
▲施術の様子

0744-41-9166

橿原
神宮前

〒634-0063
橿原市久米町586 森川ビル3F-2
133

［営業時間］月曜日〜木曜日/９：３０〜１７：００
土曜日/９：３０〜１３：００
日曜日/９：３０〜１８：００
［定 休 日］金曜日/隔週日曜日
［ H P ］https://www.eclare.net
［E-MAIL ］salon.de.epi.eclare@gmail.com

THE
KASHI
HARA
●

個別指導塾
スタンダード
●

久米
●

★

久米町公民館

1月の英検合格に向けて！
英検冬期講習開催
T&Cは英会話スクールと英検TOEICスクールで、講師は全員、英検準
1級合格、TOEIC800点以上です。
今や英検は私立中学の受験にも役立つので、英検受験者数は年々増
えています。
英検受験対策として毎年、夏期講習や冬期講習を行っており、満席
になるクラスがあるほど好評な講習で、今年も冬期講習を開催します。
英検で培った文法力、リスニング力は社会人になってTOEICを受験
する際や、仕事などで外国人とコミュニケーションを取る際にも役立ちます。
ごう どう かい しゃ ティーアンドシー（ティーアンドシー イングリッシュ

スクール

ティーアンドシー

トーイック

えいけん

スクール）

合同会社 T&C（T&C English School/T&C TOEIC英検School）
▲英検準1級の授業風景

0745-22-8546

高田市駅



本社・高田スクール 〒635-0065
大和高田市東中2-11-27
香芝スクール 〒639-0223
香芝市真美ヶ丘2-1-6片岡第一ビル1F
［営業時間］ 火―金曜日 14:00〜22:00
土曜日 10:00〜22:00
日曜日 10:00〜16:00
［定 休 日］ 月曜日



★
▲英検2級の授業風景

▲高田スクール外観

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
n

E- ma i l：i nfo @ka shi ha r a - c c i .o r .j p
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専門家の力を借りて
経営改善計画書を
作成しませんか？
●現在、税理士、会計士等、
国が認める専門家の支援
を受けて経営改善計画書
を策定する場合、専門家
に対する支 払費用の2/3
まで（上限200万円）負担
する事 業を実 施していま
す。

経営改善支援センターでは
●本事業に係る申込受付や
補助金支払業務は経営改
善支援センターで行って
います。
●その他、
各種ご相談にも応
じます。
お気軽にご相談く
ださい。

こんな方にお勧めです
金融機関への返済条件等を
変更し資金繰りを安定させ
ながら…
●売上を増加させたい
●人件費以外でコストを
削減したい
●黒字体質の企業に転換
させたい
●業況悪化の根本的な
課題を見つけたい など

奈良県経営改善支援センター
（奈良県中小企業再生支援協議会内）
奈良市登大路町36-2 奈良商工会議所1F

ご相談無料・秘密厳守
お気軽にご相談ください！

0742-24-7034

.DVKLKDUD

࠲ٟɋɥĘȹ0.0/உ//ר120ڜ,glbb7



0.0/-/.-/70.810

ߕۅĻŰࣴ۰ 4 $
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
加藤中小企業診断士事務所
中小企業診断士

加藤

慎祐

〒632-0072 奈良県天理市富堂町 133-16
Tel : 090-8375-9129 Fax : 0742-90-1028
E-mail : info@kato-rmc.biz
URL : https://kato-rmc.biz/

【プロフィール】
奈良県天理市生まれ。
総合電機メーカー勤務を経て独立。
ものづくりの現場改善、人材育成、組織
変革などを支援している。

〜 社内を活性化させるにはどうすればよいか 〜

4
$
4
$

4
$

人員採用が難しい昨今、今いる人材に活躍してほしいのですが、うまくいきません。
社内の活性化については、「意識（風土）」と「仕組み」の双方を変える必要があります。
特に重要なのは「意識（風土）
」の方ですが、これを直接変えるのは困難です。まず「仕組み」
を変えることによって、「意識（風土）」の変革を促すのが有効です。

社内を活性化する「仕組み」にはどんなものがありますか？
会社の方向性を示し求心力を高める手段として「目標の明確化」があります。ほとんどの会社は売上高や利益の目標
を掲げているでしょう。しかし目標を明確化させるためには、前段として、「そもそも自社は何の目的で存在し、どこを目
指して事業を行っているのか」という大きな方向性がなければなりません。これは「経営理念」「経営ビジョン」などと呼
ばれます。このコロナ禍にあって、仕事が減った時間を活用し、社内に経営理念を浸透させるべく、朝礼での徹底や社内
勉強会を実施する会社が増えています。会社が危機の時こそ、理念に立ち返ることが意味を持ちます。社員の育成計画
も人事評価も土台には経営理念が必要です。
また理念の浸透と平行して、
「健全な危機感の共有」も必要です。「危機感」に似た言葉として「不安感」という表現
がありますが、
「不安感」は対象がぼんやりとした状態であるのに対して、「危機感」は現状とあるべき姿の両方が認識で
きている状態といえます。この危機感を社内で共有します。
理念が浸透し、危機感を共有したうえで、初めて社員が納得できる目標が明確化できます。そしてこれらの土壌とな
るのが「コミュニケーション」です。コミュニケーションには公式なもの（朝礼、通常の報告・連絡・相談、会議、書面
での情報共有など）と非公式なもの（日常の会話・雑談、飲み会など）があり、どちらも重要です。

他に必要な視点はありますか？
よく知られた理論ですが、米国の心理学者マズローによると、人間の欲望は 5 段階に分類されます。低次の欲求であ
る「生理的欲求」から順に「安全の欲求」「社会的欲求」
「承認の欲求」「自己実現の欲求」の段階があり、それぞれが
満たされるにしたがって、より高次の欲求が生じてくるというものです。現在の社会では、
「生理的欲求」「安全の欲求」
がクリアできない会社ではコンプライアンス的に成り立ちませんが、「社会的欲求」や「承認の欲求」は満たされる環境
ができていますでしょうか。また「自己実
[ マズローの欲求５段階 ] ※（ ）内は会社における欲求
現の欲求」を満たすためには、会社側だ
けでなく、社員個々人が価値観や人生
自分の能力や可能性を最大限に発揮したいという欲求
自己実現
（自己の夢・理想の実現、目標の達成）
観をしっかりと持つ必要があります。
の欲求
集団の中で承認・尊重されたいという欲求
なお、この 5 段階よりも高いレベル
（組織内の高評価、昇進への反映など）
承認の欲求
の欲求として「他者貢 献の欲求」
家族や集団に所属したいという欲求
を加える考えもあります。こうし
（孤独を感じなくて済む組織、信頼できる仲間など）
社会的欲求
た 人 間 理 解 の上に「仕 組み」
危険を回避して安全な環境を求める欲求
を作り上げることで、社内の
安全の欲求
（適正で健康を害さない労働条件など）
活性化に向けた「意識（風
生きていくために必要な、基本的・本能的な欲求
土）」が醸成されます。
生理的欲求
（最低限の給料など）

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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事業報告
９月異業種交流事業委員会
を開催しました！
●日時／令和3年9月15日（水）19：00〜
●議案／橿原ブランド認定事業について
補助金活用セミナー＆ビジネス交流会について

報道機関に令和3年度 橿原ブランド
「万葉×橿原コレクション」認定品をプレス発表‼
●日時／令和３年９月２８日（火）13:30〜
●場所／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース
●参加報道機関／産経新聞社、奈良新聞社、毎日新聞社、読売新聞社（五十音順）
報道機関に向け、令和3年度橿原ブランド認定「万葉×橿原コレクション」
に認定され
た下記の4品に関してプレス発表を行いました。

ブランド認定品名
十返舎こだわりなすの漬物
スイーツこんにゃく くずきり風
はぴねす 苺農家の自家製ジェラートプレミアム 古都華シャーベット
ならまき めっちゃ薄い腹巻き
〈金鵄〉

事業所名
十返舎
株式会社香久山美人
ファーム西川
有限会社巽繊維工業所
▲

委員会（委員長 長友久和）は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大によりWEBを活用し、委員会を
実施しました。
委員会では、令和3年度に認定された橿原ブラ
ンド認定品のプレス発表や販路開拓に関する内
容、また10月12日に開催の補助金活用セミナー
＆ビジネス交流会に関する事業スケジュール実
施内容についての協議を行いました。

橿原ブランド認定事業

左から
株式会社香久山美人
代表取締役 木原 智司 氏
有限会社巽繊維工業所
巽 美奈子 氏
ファーム西川
代表 西川 佳子 氏
十返舎 代表 福嶋 学 氏
▲プレス発表の様子

▲WEB会議の様子

中小規模事業者等の事業継続と経営改善支援事業
アンガーマネジメントを活用した働き方改革を学ぶ講座

受

職場の風通しを良くし、働きやすい環境を！！
●日時／令和３年１０月６日（水）18：30〜
●講師名／特定社会保険労務士 ハラスメント防止コンサルタント
アンガーマネジメントファシリテーター 長友 久和 氏（長友社会保険労務士事務所 所長） ▲長友 氏
●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース ●参加者数／１０名
「怒り」の感情をコントロールするスキルであるアンガーマネジメントを活用
し、職場環境改善について学ぶ講座を開催しました。
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した会場で、参加者は、コロナ禍による
メンタルへの影響や、自分の怒りのタイプの分析方法、ポジティブな仕事への向
▲講習会の様子
き合い方等、職場環境改善のための講座に熱心に耳を傾けておられました。

講

者

の

声

会議所よりご案内
頂き、参加いたしまし
た。
コロナ禍による心
理 的な事も踏まえ、
お 互 いに尊 重し合
橿原神宮専属 総合美容
い、言 葉にだす前に 株式会社ロイヤルうねび
一呼吸おく大切さを 美容責任者 横田 敏江 様
学ばせて頂きました。
また、講義もとても分かり
やすかったです。会場もコロナ対策がされてい
て安心して受講することができました。

制度改正に伴う専門家派遣等事業
消費者トラブルを未然に防ぐ！
総額表示・広告の内容を再チェック！
〜WEB販売における、コンプライアンスの
基礎知識〜
●日時／令和３年９月９日
（木）
▲個別相談
▲池田 氏
講習会 13：30〜 個別相談 15：30〜
●講師名／行政書士 池田 有美 氏
（UMCサポート 代表）
●会場名／橿原商工会議所 ４階 会議室A他
●参加者数／７名
▲講習会の様子
インターネットを通じた販売・取引にお
いて総額表示・広告内容等による消費者
受
講
者
の
声
とのトラブルを避けるための基礎知識を
非 対 面 型ビジ
学ぶ講習会を開催しました。
ネスへの転換に向
新型コロナウイルス感染症対策に配慮
けて、改めて知識
した会場で、受講者は実際のトラブル事例
を得たいと思って
などを用いたインターネット販売における
いたところ、商 工
ニュースのチラシ
コンプライアンスについて、熱心に耳を傾
で セミナ ー を 知 （株）南都衛材製作所
けておられました。講習会終了後は個別相
り、参加しました。 常務取締役 植田 浩和 様
談を実施し、事業所に対して講師よりアド
総額表示の基礎知識を学べるよい機会となり
バイスをいただきました。
ました。

「小規模事業者持続化補助金」
個別相談会
●日時／令和3年9月28日（火）令和3年9月30日（木）
いずれも10：00〜17：00
●講師名／9/28(火) 中小企業診断士 中野 雅公 氏
（株式会社グラスハパコンサルティング 代表取締役）
9/30(木) 中小企業診断士 岡原 慶高 氏
（アクセルコンサルティング株式会社 代表取締役）
●会場名／橿原商工会議所 4階 和室
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模
事業者の地道な販路開拓や商品改良、顧客獲得等
を支援する「小規模事業者持続化補助金」申請のた
めの専門家による個別相談会を開催しました。補助
金を受けるまでの道標として、補助金概要や申請書
作成の仕方を説明しました。

▲中野 氏

▲岡原 氏

£Ó .DVKLKDUD
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産業競争力強化法に基づき、国が認定した橿原市の「創業支援事業計画」による

『かしはら創業塾』２０２１〜平日夜間講座〜を開催
●講座カリキュラム/各日１８：３０〜２１：３０
１日目 ９/14（火）
〈経営〉創業者の心構えと戦略的発想
２日目 ９/17（金）
〈販路開拓〉マーケティングと情報発信
３日目 ９/21（火）
〈財務〉会計業務の基礎知識・財務諸表と資金繰り計画
４日目 ９/24（金）
〈人材育成〉労務管理の基礎知識と人材確保
５日目 ９/28（火）
〈政府系金融機関の融資制度と手続きの説明〉
〈金融機関が教える融 ▲森村 氏
資の利用とポイント〉
〈橿原市創業支援融資に関する説明〉
〈公的資
援に関する説明〉
〈事業計画策定実習①〉
６日目 10/ 1（金）
〈事業計画策定実習②〉
７日目 10/ ５(火)〈事業計画の発表〉
〈事業計画ブラッシュアップに向けてのアドバイス〉
〈受講者交流会〉
●講師名／１・２・５（事業計画策定実習①）・６・７日目
中小企業診断士 森村 文則 氏【（株）奈良経営研究所 代表取締役】
▲大河原 氏
３日目 税理士 吉田 廣彰 氏【吉田廣彰税理士事務所 所長】
４日目 社会保険労務士 大河原 徹 氏 【社会保険労務士法人オフィスリンク 代表社員】
５日目 古川 晃秀 氏（日本金融公庫奈良支店 融資第二課 課長）
山田 章生 氏（奈良中央信用金庫 地域産業創生部 部長）
吉田 真由美 氏（奈良県信用保証協会 経営支援部 創業支援課 課長代理）
坂本 拓也 氏（橿原市 地域振興課 主査）
▲山田 氏
●会場/橿原商工会議所 4階 多目的スペース他 ●参加者/14名
受

講

者

の

▲吉田 氏

▲古川 氏

▲吉田 氏

声

整体サロンを起業したい思いが強く、改めて起業に向
けて学びなおしたいと申し込みました。創業後、独りよが
りになっていないか、常に振り返りの出来る大きな指針
を得ました。また、参加者の皆さんの夢や思いを聞くこと
ができ、刺激的で貴重な経験をさせて頂きました。

整体業、主に手技で心と身体を施術し体質改善を図る
事業を行っております。創業塾は、橿原市の広報でチラシを
見て参加を決めました。
ビジネスプランの経営戦略シート
で論理的な対策を計画することができました。

林 友希 様

山田整体指導室 山田 直彦 様

ビジネスマッチなら 橿原ビジネス商談会
株式会社近鉄百貨店各店舗との個別商談会
●日時／令和３年９月１０日（金） 9：00〜
●バイヤー名／
［ハルカス本店］
営業政策本部 商品政策推進本部 部長
営業政策本部 商品政策推進部 課長
営業政策本郡 営業推進部 課長
営業政策本部 EC事業部（越境EC・卸売事業担当）係長
［橿原店］
営業部 ゼネラルマネージャー
営業推進部 販売推進課 課長
営業部 営業第三課 課長
営業部 営業第三課 和洋酒・FC営業・レストラン係 係長
営業推進部 販売推進課 係長
［奈良店］
営業部 部長
営業部 食料品課 菓子・保存食品係 係長
営業部 紳士・子供服・家庭用品・呉服・美術工芸品課 家庭用品・呉服・美術工芸品係 係長
営業部 食料品課 保存食品係
営業部 紳士・子供服・家庭用品・呉服・美術工芸品課 家庭用品・呉服・美術工芸品係

バ

西川 秀樹 氏
上田美智代 氏
森永 美穂 氏
八木
晃氏
菊田 一弘 氏
安曽田衛宣 氏
茂木
仁氏
金尾 博文 氏
楳北 貴士 氏
弘中 宇男 氏
中岡 大佳 氏
澤田 健一 氏
西田 悦子 氏
中野 未愉 氏

●会場名／橿原商工会議所 ４階 多目的スペース・４階 和室
●参加事業所／１５事業所
「共創型マルチディベロッパーへの変革」に向けて、FC事
業の推進、越境EC事業、地域商社事業など積極的な事業拡
大を行っている、株式会社近鉄百貨店を招聘し、関西広域展
開へのチャンスとして個別商談会を開催しました。
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した会場で、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。 ▲商談会の様子

イ

ヤ

ー

の

声

事業所の皆様の商品に対する熱い
想いをじっくり聞ける商談会でした。
個別商談会は商談時間が30分と
ゆっくりと各事業所様の話を聞けるの 株式会社近鉄百貨店
橿原店
でその点もよかったと思います。
何よりも普段お目にかかれない販 営業推進部 販売推進課
路拡大に積極的な事業所さんと会え 課長 安曽田 衛宣 氏
る機会をつくって頂き、有意義な商談会でした。

参

加

事

業

者

の

どういう商品が売りやすいかを知り
たいと、販路拡大の希望も含めて商談
会に参加しました。
申し込みからの流れ
もスムーズで、時間もちょうどよいと
感じました。
この商談会で橿原店への催事出店 美造
が前に進みそうです。

声

黒田 かおり様

会議所が発信している情報Eメール
でこの商談会を知り、
参加しました。販
路の拡大をしなければという切実な
理由ではありましたが、バイヤーの方
が地元志向の視点をお持ちになられ
ウネビラージュ株式会社
ていたことが非常に心強かったです。 右 代表取締役 石井 夏代様
左 勝木 裕文様

京奈和自動車道御所南パーキングエリア「御所の郷」との個別商談会
●日時／令和3年９月28日（火）13：00〜
●バイヤー名／株式会社近鉄リテーリングサービス 営業本部
サービスエリア事業部 御所南パーキングエリア「御所の郷」支配人 米倉 宗宏 氏
御所南パーキングエリア「御所の郷」購買担当 大原 由貴子 氏
●会場名／御所の郷
●参加事業所／１０事業所

「御所の郷」を運営する左
記のバイヤーを招聘し、地域に
根差した販路拡大のための個
別商談会を開催しました。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。 ▲左から大原氏・米倉氏
.DVKLKDUD £Î
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まほろば共済
（生命共済）
制度のお知らせ

新規加入・増口キャンペーン
期間中に新規加入・増口して頂いた事業所様に素敵な商品をプレゼント！
下記の３つの中からお一つお選びいただけます。
この機会にぜひ新規加
入・増口をご検討ください。
ご加入・増口特典商品（３つの中からお選びいただけます）
HAND SOAP

ハンドソープ

USBメモリ

パソコン用モップ

（本体とつめかえ用セット）

（32GB・日本メーカー製）

（画面やキーボードのホコリをキャッチ）

上記キャンペーン実施中！

加入事業所様

還元キャンペーン
加入事業所様が期間中にご応募いただくと
抽選で２０事業所様に５,０００円相当の
「グルメカタログギフト」をプレゼント！

キャンペーン期間：令和3年10/1 〜11/30

キャンペーンの詳細は10月号のチラシ又は、橿原商工会議所ホームページ http://kashihara-cci.or.jp/ をご覧ください。

まほろば共済のご案内

掛金変更の
お知らせ

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付
定期保険（団体型）+ 橿原商工会議所独自の給付金制度（見舞金・祝金制度）

福利厚生制度にご活用いただけます

まほろば共済（生命共済）制度は毎年12月
1日が更新日となります。保険年齢により12
月分（11月29日口座振替分）
より月額掛金
が変更になる場合がございます。変更にな
る事業所様にはアクサ生命保険株式会社
より変更後の掛金について個別に金額を
お知らせいたしております。また、年齢別の
掛金一覧表につきましては、橿原商工会議
所ホームページ http://kashihara-cci.or.jp/
に掲載しておりますのでご確認ください。

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

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

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 まほろば共済係

074 4 -2 8 - 4 4 0 0

奈良労働局からのお知らせ

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です。
１人でも労働者（パート、アルバイトも含まれます）を雇った場合、事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する必要があります。
事業主の方は、従業員の方が安心して働けるよう、忘れず加入手続きを行ってください。

電子申請での手続き、口座振替納付が便利。２４時間、３６５日いつでもＯＫ!
★お問合せ先

労働基準監督署／公共職業安定所
（ハローワーク）／奈良労働局 総務部 労働保険徴収室
0742-32-0203

11月号

ハローワーク求職者情報
No

希望職種

1 毛織技術者／ゴム製品製造工

希望収入

希望勤務時間

担当／職業紹介部門 今仲

職歴（最新▶旧）
・免許・資格

高

卒

橿原市

毛織技術者：約8年、
ゴム製品成形工：約6年

10:00〜15:00

1日6時間程度 週4日程度

大

卒

橿原市

営業職：約5年、製造技術者：約1年

3 総合事務員

17万円

9:00〜18:00

大

卒

橿原市

総合事務員：約9年、小売店販売員：約3年／
資格：秘書検定2級、
日商簿記3級、MOS(Word、Excel)等

4 製品製造・加工処理

20万円

不問

高

卒

橿原市

製品製造・加工処理：約6年

5 商品取集め作業員

13万円

9:00〜17:00

高

卒

葛城市

商品取集め作業員：約1年、衣服・身の回り品販売員：約8年／資格：簿記能力検定（全経1級）

6 トラック運転手／ルート集配員

25万円

8:00〜18:00

大

卒

葛城市

業務用店舗等の定期保安巡回：約7年／資格：介護福祉士

7 鉄筋工／工場労務作業員

25万円

8:00〜17:00

高

卒

香芝市

鉄筋工：約5年、
自動車製造技術者：約2年

8 製造技術者／スポーツ個人教師

20万円

8:00〜18:00

高

卒

香芝市

製造技術者：約6年、
スポーツ個人教師：約4年

プラスチック製品製造工／
ルート集配員／倉庫作業員

23万円

8:00〜17:30

高

卒

広陵町 プラスチック製品製造工：約10年

9

10 倉庫作業員

18万円

25万円

不

問

TEL.0745-52-5801
住所

※令和３年10月20日現在
ハロ ーワークに登 録
されている人の一例です

時給900円

2 営業職／工場労務作業員

不

学歴

■お問合せは、
ハローワーク大和高田へ

問

専門(中退) 上牧町

倉庫作業員：約27年／資格：フォークリフト運転技能者、高圧ガス製造保安責任者
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月 会議所行事予定
商：ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会
新：新型コロナウイルス感染症対策

日（6XQ）

月（Mon）

Î£

£

新 経営相談窓口

Ç

n

新 経営相談窓口

火（7XH）

Ó

新 経営相談窓口



新 経営相談窓口

●イルミネーショ
ン実行委員会
商 地元企業と学校との
就職情報交換会（橿原
神宮会館）
●第２２３回日商珠算
（そろばん）検定試験
合格発表

制 ：制度改正に伴う専門家派遣等事業

伴 ：伴走型小規模事業者支援推進事業

水（:HG）

Î

文化の日

£x

新 経営相談窓口
制 同一労働同一

賃金をふまえた中小企
業の対応実務
●第159回 日
Ó£ 商簿記検定試験
ÓÓ

新 経営相談窓口
商 思い通りの写真

£È

新 経営相談窓口
商 奈良ジョブフェ

Ó

新 経営相談窓口
商 クラウドファン

ディングセミナー

{

ÓÎ

勤労感謝の日

£Ç

新 経営相談窓口
制 消費税インボイ

新 経営相談窓口
商 近商ストアとの

x

土（6DW）

È

＆個別アドバイス（1回
目／全５回）
●青年部 交流委員会

見フェア
（〜14日
（日））

£n 新 経営相談窓口 £ 新 経営相談窓口 Óä
●第39回全国会
長研修会 茨城つちうら
会議（茨城県）

新 経営相談窓口
●イルミネー
Ó{ 商新 経営相談窓口
Óx 伴新 経営相談窓口
ÓÈ ●個別経営相談会
ÓÇ ションinかし
事業計画策定＆
Nara de モニ

タリング

Îä

金（)UL）
新 経営相談窓口

新 経営相談窓口
£ä ●異業種交流事
££ 伴新 経営相談窓口
£Ó 新商 経営相談窓口
£Î
事業計画策定
地域の魅力発

伴 事業計画策定
ア 企業合同就職説明・ ス制度の概要と実務上 ＆個別アドバイス
（２回
面談会（橿原神宮会館） 対応のポイント
目/全５回）

を撮るための悩みと問題
を解決する講座
（基礎編）

Ón

木（7KX）
新 経営相談窓口

●初心者でもわか
るデジタル化セミナー
●青年部役員会

業委員会

£{

※諸状況により予定が変更となる場合があります

£

個別アドバイス
（３回目／
全５回）
商 道の駅かつらぎとの
個別商談会
商 奈良ジョブフェア 企
業合同就職説明・面談
会（大和郡山市商工会館）

Ó

はら 点灯日
（〜2022年1／31）

Î

{

個別商談会

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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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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