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2 … 安間製茶さん、「にっぽんの宝物JAPANグランプリ」準グランプリ受賞
　　 応援したい日本のものづくり～feel NIPPON～
3 … 戦国武将から学ぶコロナ禍の経営戦略セミナー
　　 第２６回　会員親睦ゴルフ大会　協賛品大募集！ 
4 … 令和4年度 労働保険年度更新手続きのご案内
　　 静岡県警察からのお知らせ！
5 … 気軽にゼミナール
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
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モノ＆コト部門 準グランプリ
【粋瓦：ＳＵＩＧＡ（株式会社 瓦粋】

食品加工部門 グランプリ
【白葉茶つきしろ（安間製茶）】



安間製茶さんが、独自に研究・商品化したお茶「白葉茶つきしろ」で「にっぽんの宝物JAPANグランプリ」に初参戦し、
「最強素材部門」にて準グランプリを受賞しました。おめでとうございます。以下、安間製茶さんよりコメントをいただきました。
「にっぽんの宝物プロジェクト」は、地方に眠る宝物・宝人を「学ぶ機会」と「チャレンジする機会」を通して磨き上げ、全国
レベル・世界レベルで活躍できる人材と商品に育てることを目的としており、地方大会を経て全国大会、さらに世界大会と
つながるコンテストが行われています。
2022年1月18日に、しずてつジャストライン様の主催でエスパルスドリームプラザにて静岡県初の地方大会「静岡の宝物 

グランプリ2021-2022」が行われました。袋井市からは安間製茶と株式会社瓦粋が出場し、安間製茶は「食品加工部門」
でグランプリ、瓦粋は「モノ＆コト部門」で準ブランプリを受賞し、全国大会への参加資格を得ました。（表紙参照）
世界大会への参加は各部門のグランプリ受賞者のみとなるため今年は世界には届きませんでしたが、静岡大会の参加

者と「チーム静岡」として協力し合いながら挑戦できたことや、全国の優れた事業者の活動内容について学べたことは大き
な財産になると感じました。また、グラ
ンプリを獲る方の商品の見せ方や
伝え方、業種間での協力体制など、
参考になることが大いにありました。
来年からは静岡大会を継続して

開催するという計画もあるようなの
で、一年かけて商品力やプレゼン力
に磨きをかけ、次回は世界大会へ
進めるように準備をしたいと思います。

安間製茶さん、「白葉茶つきしろ」で
「にっぽんの宝物JAPANグランプリ」準グランプリ受賞
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　〈feel NIPPON〉は、全国各地の商工会議所が地域の事業者等と連携して取り組む地域活性化プロジェクトに対
して、日本商工会議所が総合的に行う支援の総称です。地域資源を活用した、新たな地域特産品の開発等に取り組
む各地商工会議所や事業者の商品をご紹介します。
　日常に取り入れられ、身近に日本の伝統を感じることが
できる美しい品々をお楽しみください。

日本人だからこそ知っておきたい、日本のいいもの。
全国各地の伝統的なものづくりをもっと身近に。
日本のものづくりを応援したい。

応援したい日本のものづくり
～feel NIPPON～
応援したい日本のものづくり
～feel NIPPON～

『ロッドスタンド』
釣りが趣味の方におすすめ。愛用のロッドを飾り鑑賞できるロッドスタ
ンドです。リビングに調和するタモの木材を使用しております、ぜひリビ
ングや趣味のお部屋などの室内のお部屋の一角でご使用ください。
【収納数】7本掛け　【サイズ】約幅30.5×奥行18×高さ67cm　
【素材】本体：タモ突板貼り（基材：MDF）、ウレタン塗装、ホルダー部
分：ゴム　【価格】17,160円（税込）
株式会社モア・リビング　◎店舗什器◎施設内家具◎特注家具◎ウッドデッキの製作・取付、並びに自社商品の開発・製造・販売
【問い合わせ】　ショップ：袋井市小山1051-1（Tel.0538-41-3070）
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TEL：0538-43-4410  FAX：0538-43-8330
インテリア川島 ㈱川島 袋井市国本2946-1

（旧国道松並木通り）

市内小中学校プール清掃に活用中

◎感染症対策
◎EM活用
◎事業所、ブラインド修理
◎事務所内リノベーション

環境に配慮した微生物土
壌改良資材、EMボカシ、
EM菌。お肌にやさしいプ
ロハーブ化粧品、シャン
プー、EMX飲料特約店。

●カーテン
●ブラインド
●ロールスクリーン
●ジュータン
●クロス、Pタイルetc.

健診結果
無料LINE相談
実施中！

健診結果 異常はありませんでしたか？

⬇こちらから⬇



～ 第２６回　会員親睦ゴルフ大会　協賛品大募集！ ～～ 第２６回　会員親睦ゴルフ大会　協賛品大募集！ ～

農業産業部会・サービス業部会主催「特別講演会」
　2月3日㈭袋井新産業会館キラット2階あきはホールにて、NHK大河ドラマの時代考証でおなじみの戦国時代研

究の第一人者である静岡大学名誉教授・小和田哲男氏を講師にお招きし「戦国武将から学ぶコロナ禍での生き

残り経営戦略」を開催、69名の参加者がありました。

　本セﾐナーでは、戦国時代に活躍した三英傑の事

象を中心に、織田信長の情報判断と創意工夫、豊

臣秀吉の巧みな広報宣伝活動と失敗の活かし方、

徳川家康の危機直面下でのリーダーの在り方や先

人の知恵から学ぶ生き方など、戦国時代において

武将たちは難局をどう乗り越えたのか、コロナ禍にお

いても通じる経営戦略のポイントを解りやすく解説い

ただきました。

　参加者からは、「現代社会も大変な時代だが希

望を持つことがとても重要であり、戦国武将同様に

活路は必ず開けるという信念を持って、頑張って

いきたい」との感想をいただきました。

　来る4月14日㈭、新型コロナウイルス感染予防の観点から、この2年間
中止していた会員交流事業「親睦ゴルフ大会」を3年振りに開催致しま
す。会場は、静岡カントリー袋井コースです。
　主催者として、感染対策を万全にしたうえで、一人でも多くの皆様に楽
しんでいただければと思います。
　そうしたなか、このイベントを盛大に盛り上げるため、会員事業所の皆様
からのご協賛を広く募集致します。自社製品・商品、どんなものでも結構で
すので、ご協力を宜しくお願い致します。

お申し込み・お問い合わせは、総務振興グループ　角替まで

日　　時：令和4年4月14日㈭　午前8時36分スタート
会　　場：静岡カントリー袋井コース
参 加 費：2,000円（チャリティー500円を含む）
募集人員：100名（25組）
※今後の感染状況によっては、延期・中止の場合もありますのでご了承ください。
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浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199  Fax.053-456-4864

http://www.teikei-sh.jp

～ 人間力で安全、安心をご提供します ～
創業　昭和55年12月

浜松帝国警備保障株式会社



（問合先）　袋井商工会議所　経営支援グループ　担当：馬場
TEL：0538-42-6151　ＦＡＸ：0538-42-9871

令和4年度 労働保険年度更新手続きのご案内令和4年度 労働保険年度更新手続きのご案内
日頃から労働保険事務手続きにご理解ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
労働保険年度更新手続きを下記の通り開催いたします。
ご多用のところ恐れ入りますが、書類の提出期限等の厳守にご協力くださいますようお願い申し上げます。

１．月　日　　令和4年４月１5日㈮～4月２1日㈭（土・日を除く）
２．時　間　　９：００～１２：００、１３：３０～１６：００
３．会　場　　袋井商工会議所1階　Fステーション

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力くださいますようお願い申し上げます。
※書類の発送は4月初旬を予定しております。
※特別加入者の新規加入や脱退等は遡ってすることができません。加入・脱退等の決定を希望する日の前日までに
　労働局の承認が必要となりますので、前もってご確認のうえお手続きしてくださいますようお願い致します。
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剪定・伐採・外構工事

〒437-0065　袋井市堀越3-7-8
TEL 090-1476-4065

gmail : niwairoha4432@gmail.com

戸田  義満

い ろ 　 　 は 　 　 て い

彩葉庭

→

税理士法人　土屋会計事務所
税理士　土屋尚子

消費税インボイス制度に備えて

vol.98
サービス業部会発

　令和５年１０月から「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」が導入されます。

　インボイス制度では消費税の課税事業者が仕入税額控除を行うには、適格請求書の保存が必要とされています。また、

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号を受

ける必要があります。なお、課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になることはできません。この登録申請書の受

付は令和３年１０月から既に始まっています。

　なお、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が１，０００万円以下となっても免税事業者にはならず、消費

税及び地方消費税の申告義務が生じます。

　先ほども説明しましたが、課税事業者であり適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除に必要な適格請求書を

発行することができないということです。取引先の事業者において消費税を申告する際に必要な適格請求書を受取れな

いということは、その受取れない分の消費税の納税額が増えることになります。

　すべての免税事業者に該当するものではありませんが、事業者の業種や形態によっては、適格請求書発行事業者に

なることを考える必要が生じてくるのではないでしょうか。

　取引先が免税事業者との取引において仕入税額控除ができなくなることを考えますと、免税事業者のままでよしとする

のか、それとも適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者となるか等の、重要な決断を迫られることになります。

　ただし、令和5年10月から免税事業者との取引すべてが直ちに仕入税額控除の計算から除かれるのではなく、経過措

置により段階的次のように除かれることになります。

　①令和5年10月1日～令和  8年9月30日　……８０％控除可能

　②令和8年10月1日～令和11年9月30日　……５０％控除可能

　③令和11年10月1日以降　　　　　　　……控除不可

　また、免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する際には、簡易課税制度の選択等いくつかの

重要な留意点がありますので慎重に進めていただければと思います。

　インボイス制度の導入はすべての事業者にとって、とても大変なことです。特に免税事業者にとっては大きな決断を強い

られることになるのかもしれません。

　国税庁のHPに「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」等が掲載されていますので参考にしてください。
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募集対象
０歳児～２歳児

住所 〒437-0027 袋井市高尾町２６-２ 浅羽ビル１階
電話 ０５３８-３１-２９１１  ＦＡＸ ０５３８-３１-２９１２

商工会議所会員企業・
事業所の皆様へ

園児募集
年間を通じて随時募集中！！

キラット保育園は、どまんなか袋井まちづくり㈱が
運営する袋井市認定の保育園です。

税理士法人　土屋会計事務所
税理士　土屋尚子

消費税インボイス制度に備えて

vol.98
サービス業部会発

　令和５年１０月から「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」が導入されます。

　インボイス制度では消費税の課税事業者が仕入税額控除を行うには、適格請求書の保存が必要とされています。また、

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号を受

ける必要があります。なお、課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になることはできません。この登録申請書の受

付は令和３年１０月から既に始まっています。

　なお、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が１，０００万円以下となっても免税事業者にはならず、消費

税及び地方消費税の申告義務が生じます。

　先ほども説明しましたが、課税事業者であり適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除に必要な適格請求書を

発行することができないということです。取引先の事業者において消費税を申告する際に必要な適格請求書を受取れな

いということは、その受取れない分の消費税の納税額が増えることになります。

　すべての免税事業者に該当するものではありませんが、事業者の業種や形態によっては、適格請求書発行事業者に

なることを考える必要が生じてくるのではないでしょうか。

　取引先が免税事業者との取引において仕入税額控除ができなくなることを考えますと、免税事業者のままでよしとする

のか、それとも適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者となるか等の、重要な決断を迫られることになります。

　ただし、令和5年10月から免税事業者との取引すべてが直ちに仕入税額控除の計算から除かれるのではなく、経過措

置により段階的次のように除かれることになります。

　①令和5年10月1日～令和  8年9月30日　……８０％控除可能

　②令和8年10月1日～令和11年9月30日　……５０％控除可能

　③令和11年10月1日以降　　　　　　　……控除不可

　また、免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する際には、簡易課税制度の選択等いくつかの

重要な留意点がありますので慎重に進めていただければと思います。

　インボイス制度の導入はすべての事業者にとって、とても大変なことです。特に免税事業者にとっては大きな決断を強い

られることになるのかもしれません。

　国税庁のHPに「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」等が掲載されていますので参考にしてください。



1月の業況指数（ＤＩ指数）

ＬＯＢＯ調査とは

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
1月のポイント「業況DIは、オミクロン株の感染拡大により悪化先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し」1月のポイント「業況DIは、オミクロン株の感染拡大により悪化先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し」

【2021年度の新卒採用（2022年4月入社）の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】

商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動に資することを目的としています。

〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
調査対象企業のうち、「好調」と回答
した割合から「不調」と回答した割合
を引いたものです。

　全産業の業況DIは、▲１８．２ポイント。自動車関連で生産回復
の動きが見られる製造業や、消費者マインドの回復により、初売りが
好調だった小売業の業況感が改善した。また、幅広い業種で、部品
供給制約による脳日の暮れ、原油価格などの資源価格や原材料
費の上昇によるコスト増加が続いており、中小企業の業況改善に
向けた動きは継続も足元で鈍さが見られる。
　先行きは、オミクロン株の感染急拡大による営業時間短縮などの
活動制約で春の観光需要喪失を不安視する声は多い。業績悪化
への懸念もあり、中小企業の業況感は先行きへの警戒感が強まり、
厳しい見方となっている。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「地域の公共工事の下支えがあり、売上は堅調。ただし、

繰越工事量が少ないため、今後の早期発注に期待している」
（一般工事業）「メーカーの在庫不足により設備機器の入荷時
期が遅れ、工期が長引いている。工期延長に伴い経費が増加し
ているものの、費用の補填がないため採算が悪化している」（管
工事業）

【製造業】「産業用設備機械や建築用部材など各方面からの引き
合いが伸びており、経済回復の兆しと在庫確保に向けた動きを
感じている。一方、原材料費や人件費のコストが増加しており、販
売価格への転嫁を検討している」（金属加工機械製造業）「年末
年始はスーパーマーケットからの受注が好調だったものの、小麦粉
などの原材料費や燃料費の上昇が続いており、先行きに対する
不安感は拭えない」（食料品製造業）

【卸売業】「木材の価格上昇が続いているほか、合板の入手が困難
になっている。給湯器やトイレなどの住宅設備の納期も長期化し
ており、販売機会の損失が生じている」（建築材料卸売業）「飲
食店など外食向けの引き合いが一時的に伸びていたものの、年
明け以降新型コロナウイルスが急速に感染拡大したことから、受
注量に影響が出始めている」（食料品卸売業）

【小売業】「年末年始は帰省客もおり、前年度並みの売上は維持
できた。ただし、小麦、油などの価格が上昇していることに加え、人
手不足による人件費も上昇しており、経営環境は厳しくなってい
る」（総合スーパー）「冬物セールの真っ只中であり、売上は増加
した。オミクロン株の感染拡大により需要が急速に低下すること
が不安ではあるものの、円安や資源高により商品の調達コストが
増加しており、今後の値上げは避けられない」（衣料品小売業）

【サービス業】「順調に観光客や団体客の予約が増えていた矢先
にオミクロン株が全国的に感染拡大し、軒並みキャンセルとなって
しまった。今後、まん延防止等重点措置の適用地域が拡大すれ
ば、一段の売上減少が予想され、先行きが不安である」（飲食業）
「原油価格の高止まりが経営を圧迫している。複数の取引先に
対し、運賃の値上げを交渉しているが、思うように進まず苦慮して
いる」（運送業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲１８．２ ▲２１．５ ▲６．９ ▲１８．１ ▲２６．７ ▲３４．７

関東 　 　 　 　 　

▲１４．５ ▲１９．８ 3.9 ▲１．８ ▲２８．３ ▲２３．０

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２７．４ ▲２４．８ ▲１６．０ ▲２４．４ ▲３４．７ ▲３５．５

関東 　 　 　 　 　

▲２１．９ ▲３０．２ 0 ▲７．１ ▲３２．１ ▲３５．６

　 　 　 　
良好 ほどほど 不調 極めて不調
０．１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上

■ LOBO調査　業況天気図（前年同月比：2022年1月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年2月～2022年4月）
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（）内：
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お問合わせ：

申請期間　2022年3月1日㈭～5月31日㈫
給付対象　①又は②に該当する中小企業・個人事業者が給付対象となり得ます。
　　　　　①飲食店への時短要請等の影響を受けていること
　　　　　②外出自粛等の影響を受けていること
売上要件　2022年2月・3月の売上が、2019年、2020年又は2021年2月と比較して20％以上30％未満減少していること
給 付 額　中小法人　10万円　　個人事業者　5万円　※定額・1回限り
ＵＲＬ： https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/jigyoukeizoku-ouenkin.html
問合せ：静岡県経済産業部商工業局（コールセンター）　☎0120-371-060
　※詳細は同封のリーフレットをご覧ください。

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内
■定例なんでも相談会　完全予約制

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」　完全予約制

■融資相談会　完全予約制

■その他の経営相談

■新型コロナウイルス対応のための申請サポート等経営相談会　完全予約制

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援
中小企業・個人事業者のための『事業継続応援金』

日時 内容 専門家等
4月15日㈮
13：30～ 16：00

コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金　ほか

日本政策金融公庫／国民生活事業
静岡県信用保証協会浜松支店

日時 内容 専門家等
4月21日㈭
9：30～ 16：00 販路開拓、各種補助金ほか 静岡県よろず支援拠点

コーディネーター

日時 内容 専門家等
月曜日～金曜日
9：00～ 17：00

・事業資金お借入れ　・販路開拓
・経営革新計画　　　・新事業展開　ほか F-Ｓｔａｔｉｏｎ経営支援員

日時 内容 専門家等

5月12日㈭
13：30～ 16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 弁護士法人佐々木・髙平法律事務所
むつみ司法書士事務所

労務相談（助成金、働き方改革 ほか） 中村社会保険労務士事務所
税務相談（インボイス制度、記帳、節税　ほか） 東海税理士会磐田支部派遣税理士
ＩＴ相談（パソコン操作、ＨＰ、ＺＯＯＭ活用 ほか） 遠州パソコン寺子屋

日時 内容 専門家等
4月18日㈪・19日㈫・
20日㈬・21日㈭・
22日㈮・25日㈪・
26日㈫・28日㈭ 

9：00～16：00

事業復活支援金・県事業継続応援金・
各種補助金、助成金、経営改善、事業転換・
再構築、ＢＣＰ作成・見直し（事業継続力強化計画）
　ほか
※詳細は同封のリーフレットをご覧ください

中小企業診断士
　豊田 和之 氏
　村越 誠也 氏
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珠算能力検定試験　１級合格　おめでとうございます！！

編集
後記
編集
後記

　去る2月13日㈰、全国一斉に実施しました「第224回珠算能力検定試験」におきまして、星野 朗慶 君（袋井市立
北小学校）、青嶋 将大 君（袋井市立山名小学校）、金子 瑠花 さん（袋井市立北小学校）、清水 陸翔 君（袋井市
立西小学校）が、見事１級に合格しました。その中で、清水 陸翔 君は小学1年生での合格であり、大変希少な例で
す。4名の皆さん、本当におめでとうございます。
　袋井会場では7名が受験し、合格率は57．14％と比較的高い合格率であることから、日頃の努力が実を結んだ結
果に、ご家族の方や教室の先生と共に合格を喜び合ったことと思います。
　今後も、更に上位級（段位）取得を目指して精進されるよう願っています。

経営革新計画承認企業
靴のカスタムリペア及び高付加価値リユース
靴販売によるアップサイクル事業への展開

　今回の経営革新
は、靴の修理（リペ
ア）だけでなく、①顧
客の要望に応じて、
靴底、インソール、靴
紐、色などを自分流にカスタマイズするカスタムリペアサービスと、
②下取りや買取りで中古靴を取り揃え、カスタマイズをセットにし
て高付加価値なリユース靴の販売を行います。このように環境
に配慮したアップサイクル事業を展開するものです。（※アップ
サイクルとは、廃棄物や不要になったものに手を加えて、そのモ
ノの価値を高めること）　具体的には、先ず、靴のクリーニング
を行い、傷や剥がれ等を修理します。その後、靴底（アウトソー
ル、ミッドソール）、インソール、靴紐、交換や部分的に色染めや
ペイントなどのカスタマイズを施します。なお、インソールのフィッ
ティングにより履き易さの改善だけでなくサイズの調整も可能と
なります。靴をアップサイクルするサービスを提供することによ
り、一般的な靴の修理店やリユースショップと差別化を図りま
す。このように、靴を生まれ変
わらせて再利用することは、
SDGs目標「12.つくる責任 
つかう責任」にも合致した活
動であり、顧客にも環境への
取り組みを訴求して事業化
を図って行きます。

㈲岡本商店
テーマ

　冬季オリンピック北京２０２２では、沢山の日本の選手たちが各競技で活躍し、幾つものメダルを獲得しました。そ
んな中、女子団体パシュート決勝で惜しくもカナダに敗れた３人の活躍に注目していました。最終コーナーで高木菜
那選手がバランスを崩して壁に激突したシーン、本当に衝撃的でしたが、年間約３００日を共にして練習に打ち込ん
だ３人の絆は、この先も決して色褪せることはないと思います。レース後のリンクで、妹の美帆選手が姉の菜那選手
に黙って寄り添い続ける映像は、殺伐とした世の中にあって心温まるものがありました。（Ｎ．T）

企業概要企業概要
【企業名】有限会社岡本商店
【所在地】袋井市高尾町１１-５
【代表者】岡本　宙充
【業　種】靴小売業
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】０５３８-４２-３０１８

経営革新計画承認企業
中古無垢材家具の買い取りと高付加価値
リメイクによるアップサイクル家具の販売

　弊社は江戸時代1863年に袋井市上山梨で創業、「ゆっく
り、のんびり時を重ねる、心地よい上質な暮らし」をテーマに、
衣・食・住のライフスタイルの中で自然素材の経年変化を楽しめ
る、家具や服、生活雑貨を取り扱っております。
　今回の計画に至った背景は、バブル期に購入した無垢材の
高級家具は「重すぎる」「大きすぎる」「デザインが古い」等の
理由から、家の建て替え時に処分する人が増えています。一
方、コロナ禍でおうち時間を快適に過ごすために、高品質な家
具をリーズナブルに買いたいというニーズが増えてきています。
　そこで、使われなくなったレトロな無垢材家具を買い取り、無
垢材の特徴を活かして今のライフスタイルに合った新たな家具
にリメイクすることで、家具の高付加価値化を図ったアップサイ
クル家具を販売する事
業を計画しました。これに
より、新品の高級家具と
同様の品質の物を安価
に提供すると共に、持続
可能で環境に配慮した
事業を目指します。

㈱ココチ・ヒロオカ
テーマ

企業概要企業概要
【企業名】株式会社ココチ・ヒロオカ
【所在地】袋井市上山梨4丁目1-5
【代表者】代表取締役　廣岡秀一
【業　種】家具、アパレル、雑貨販売
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-48-8833
【ＵＲＬ】http://cocochi-hirooka.jp

アップサイクル家具計画イメージ

星野 朗慶 君
兼子珠算教室所属

青嶋 将大 君
兼子珠算教室所属

金子 瑠花 さん
神谷珠算教室所属

清水 陸翔 君
入手そろばん教室所属
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