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中小企業・小規模事業者向け補助金等
支援制度説明会・名刺交換会を実施します。

平成30年度

　平成30年度に国・都・区等が実施予定の各種支援制度を紹介する説明会を開催します。
　行政機関や支援機関の実施する補助金や各種支援制度の活用を検討している企業の方はぜひご参加ください。
　また、説明会終了後、希望者を対象に名刺交換会を行います。

　　　　　平成30年　　月　　 日（火）
　　　　　午後２時～４時
　　　　　文京シビックセンター21階　会議室
　　　　　（文京区春日１－16－21）
　　　　　文京区内の中小企業・小規模事業者
　　　　　100人（申込順・申込は１社１名まで）
　　　　　無料

　区ホームページから申込書をダウンロードし、必
要事項を記入のうえ、FAXまたはメールでお申し込
みください。
※定員超過の場合のみご連絡いたします。

　名刺交換会では参加者の会社名、業種、氏名を記
載した「名刺交換会参加企業一覧」を名刺交換会参
加者に配付します。

日　時

会　場

対象者
定　員
費　用

申　込

その他

３ 27

経済課産業振興係　☎ 03－5803－1173　FAX 03－5803－1936　b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp

～新製品・新技術等の開発による経営基盤の強化をお考えの方へ～

新製品 ・新技術開発費補助事業平成30年度

　区内中小企業者が新製品・新技術等の開発で、技術力の向上、経営基盤強化に資する事業を行う場合、事業に要する
経費の一部を補助します。（補助対象者は審査の上決定します。）

　　　　　　　　　平成30年４月１日から平成32年２月29日までの期間中に補助対象事業に支出した経費。
　　　　　　　　　補助対象経費の２分の１（上限100 万円）
　　　　　　　　　※ 但し、ソフトウェア、システム技術開発のための直接人件費については、補助対象経費

の４分の１（上限50万円）
　　　　　　　　　平成30年４月２日（月）から６月29日（金）まで

※補助金の申請には、要件があります。
※詳細は、３月下旬に区ホームページにてご案内いたします。

■補助対象経費
■補 助 率

■募 集 期 間

経済課産業振興係
TEL：03－5803－1173

【お問い合わせ】

お買い物は文京区で !!

Vigorビガー
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ビガー 編集・発行
本誌掲載記事に関するお問い合わせ先
文京区区民部経済課
〒112-8555文京区春日1-16-21
TEL：5803-1173
FAX：5803-1936
WEBビガー 検索
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　既存の保証付融資を最長10年の長期で借り換えることで、毎月の返済負担を軽減できる東京都制度融資「特別借換」は、
多くのお客さまにご利用いただいています。年度末に向けた資金繰り改善・経営改善策の一助として、ぜひご活用ください。

　お客さまからの直接のご相談を承っています。本制度の詳細や、その他信用保証のご利用についてのご相談は、東京信用保
証協会 上野支店までお気軽にお問い合わせください。

東京都制度融資「特別借換」のご案内

全ての制度が借換えの対象

　「特別借換」は、原則として、既
存の保証付融資の
すべての制度が借換えの対象となり
ます。

Point１

真水の上乗せが可能

　保証付融資残高に加え、
事業計画の実施に必要な資金を上乗
せして（ニューマネーを調達して）、
借り換えることも可能です。

Point２

信用保証料を２分の１補助

　従業員数が20人（卸・小売・サー
ビス業は５人）以下の事業者がご利
用いただく場合は、東京都が
信用保証料の２分の１を補助します。

Point３

♦問い合わせ：東京信用保証協会 上野支店（03-3847-3171） 東京信用保証協会 上野 検 索

　区内の中小規模事業者が環境に配慮した持続的な発展とコストを図り、収益力の向上が見込まれる省エネ改修等を
実施した場合に、改修費用（設備費）の一部を補助します。

　　　　　　　　 区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有し、申請時において、区内で１年以上同一事
業を営んでいる中小企業者

　　　　　　　　環境に配慮した持続的な発展とコストを図り、収益力の向上が見込まれる省エネ改修
　　　　　　　　省エネ改修費用の３分の２（上限50万円）
　　　　　　　　⃝ 東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）が実施する「省エネ診断」を受

診していること。
　　　　　　　　平成30年４月２日（月）～10月31日（水）

　補助金の詳細は３月下旬に区のホームページにてご案内いたします。

◎対　象　者

◎対 象 事 業
◎補 助 内 容
◎補 助 条 件

◎募 集 期 間

～事業所の省エネ対策を実践する企業におすすめ！～

中小企業エコ・サポート事業について

　弊社は、理容器具を卸売りする事業を営んでおります。築15年のマンションに入っており、面積は約70平米です。
　今回、エコサポート補助金を活用いたしまして、エアコンを改修いたしました。技術革新で環境負荷の少ないも
のが販売されていると知ったためです。改修時に、営業に差し支えがないよう、一日で確実に施工ができるよう、
入念に現地調査をしてくれる業者を選定いたしました。実際、見積もり価格も納得のいくものでした。改修前後を
比較して、昨年と比較した動力の電力使用量が41％と削減されました。昨年と比較した電灯は、105%と微増し
てしまっております。また、エアコンの立ち上がりが早くなったため、朝いちばんでの商談の際、お客様に不快な
思いをさせないようになったことをとてもうれしく思っています。
　今後は、クールネット東京のアドバイスを頼りに、エネルギー削減意識を高く保っていきたいと考えています。

平成29年度補助金利用者の事例紹介
⃝株式会社カワダ（文京区千石１-27-12）
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医工連携展示フェアを開催しました

区内企業CSR活動意見交換会

　文京区・大田区・川崎市は、平成30年１月23日に文京シビッ
クホール小ホールにおいて「医工連携展示フェア」を開催しました。
　文京区からは医療機器関連企業４社に加え、商工組合日本医療
機器協会が出展したほか、大田区・川崎市からはものづくり企業
が出展し展示を行いました。
　当日は出展各社が来場者と活発に医工連携に関する意見交換を
行っていたほか、商工組合日本医療機器協会では、医工連携に関
する企業間連携の可能性を高めることを目的として、来場するも
のづくり企業から協会加盟企業へのPRシートを受け付ける取り
組み等も実施していました。
　また、今年度は企業間連携だけではなく、医療現場との連携の
可能性を高める取り組みとして、文京区の医師会及び歯科医師会
より後援を頂戴し、イベントを開催しました。
　このほか、会場では、行政機関や医師等による医工連携に関す
るセミナーも開催し、イベントは盛況裏に終了しました。

　区では、今後も医工連携事業を展開させながら、区内医療機器
関連企業の方々が良きパートナーと巡り会い関係構築ができるよ
う、情報交換の場の提供に努めて参ります。

セミナーの様子

展示の様子

出展した区内企業及び団体�（50音順）

NO. 企業・団体
１ 株式会社イナミ
２ 株式会社エスティーメディカル
３ 商工組合日本医療機器協会
４ ミカサエックスレイ株式会社
５ 株式会社Lily MedTech

当日開催したセミナー� （開催順）

NO. 講師・テーマ

１ 厚生労働省 医政局 経済課 医療機器政策室 室長　小林　秀幸 氏
「厚生労働省における医療機器産業政策について」

２ 東京大学医学部附属病院 腫瘍外科 講師　川合　一茂 氏
「直腸癌に対するロボット手術」

３ 経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 次世代産業課 総括課長補佐　坂口　伸 氏
「地域発の医療機器開発プロジェクト創出に向けた取り組み」

４ 高齢者あんしん相談センター富坂 センター長　望月　修 氏
「在宅生活での介護機器 ～顧客ニーズとの解離と解消～」

５ 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター 教授・センター長　遊道　和雄 氏
「医療現場から産業界に望むこと～共に歩み医療向上に向けて～」

　CSR（企業の社会的責任）活動による地域
活性化に向けて、区内企業間の連携を深める
ため、平成30年１月26日に区内企業CSR
活動意見交換会を開催しました。
　今回は、「東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けて出来ること」を
テーマに、区担当者からの講演とグループ
ディスカッションを行い、区内企業15社が
参加しました。
　この意見交換会をきっかけとして、東京
2020大会に向けた気運醸成につながることが期待されます。
　また、当日は、文京シビックセンター１階に所在するUN Women（国連ウィメン）日本事務所長石川雅恵氏
からUN Womenについてご説明いただきました。
　今後とも文京区は、区内企業のCSR活動を支援していきます。

石川　雅恵 氏意見交換会の様子
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平成 30
年

４月１日
から

障 害 者 の 法 定 雇 用 率 が
引 き 上 げ に な り ま す

　障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成30年４月１日から次のように
変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 平成30年４月１日以降

民間企業 2.0％� ⇒ 2.2％
国、地方公共団体等 2.3％� ⇒ 2.5％
都道府県等の教育委員会 2.2％� ⇒ 2.4％

　障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.５人以上に変わります。事業主には、以
下の義務があります。
　⃝毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
　⃝�障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。

　また、平成33年４月までには、更に0.1％引き上げとなり、民間企業の法定雇用率は、2.3％
になります。
　※具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。

対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

ハローワーク飯田橋
� 雇用指導部門
TEL　03－3812－8781

お問合せ・ご相談先

　区では、障害者雇用の拡大を図るため、区内中小企業における障害者の職業体験の受入れを支援しています。
　１日２時間以上障害者の職業体験の受入れを実施した場合は、事業主に次のとおり奨励金をお支払いいたします。事業主の賃金
負担等はありません。

職業体験受入れ奨励金 1日２時間以上４時間未満 1日につき2,000円
1日４時間以上 1日につき4,000円

助成に当たっての事業主の要件

職業体験受入れ奨励金
・区内に就業場所がある。
・雇用保険に加入している。
・職業体験受入れ実施前に文京区障害者就労支援センターに相談し、事業利用の申込を行っている。

雇用促進奨励金
・職業体験受入れを経て同一の障害者を継続的に雇用
・３か月以上雇用を継続している。
・公共職業安定所を経由して雇用した。

　体験を希望する障害者とのマッチング、職業体験実施の準備、保険の加入などは文京区障害者就労支援センターがお手伝いいた
します。
　また、職業体験受入れを経て、正式に雇用した場合は、雇用促進奨励金を事業主にお支払いいたします。

雇用促進奨励金 雇用した障害者１人当たり 10万円

文京区障害者就労
� 支援センター
TEL　03－5805－1600

お問合せ・ご相談先

障害者の職業体験の受入れをしてみませんか？

障害者が行っている仕事（例）　様々な職場事例をもとにアドバイスいたします！

・文書シュレッダー
・リサイクル品分別
・コピー用紙補充
・入力業務
・書類のPDF化
・ファイリング
・伝票整理
・軽作業

・食器洗浄
・商品陳列
・店内掃除
・袋詰め
・チラシ配り
・開店前準備
・軽作業会社

店舗
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平成
29年度 文京区技能名匠者を認定しました

　区では、区内の優れた技術の継承と後継者の確保によって、区内産業
の振興と発展を図ることを目的として、区内に在住または在勤の方で、
永く同一職業に従事し、物を造る技術が非常に優れ、後進の指導及び育
成に積極的な方を、「文京区技能名匠者」として認定しています。
　今年度は５名の方を認定しました。

平成29年度　文京区技能名匠者（敬称略）
氏名 業種

加藤　美次 甲冑師
金子　直子 貴金属加工・彫金
一色　清 加飾紙
渡邊　みゆき 陶芸家
湯本　真司 表　装

▲平成29年度文京区技能名匠者認定式の様子

▲加藤　美次 氏 ▲金子　直子 氏

一色　清 氏

▲

▲渡邊　みゆき 氏 ▲湯本　真司 氏

「来て見て体験」
文京の伝統工芸イベントを開催します！

　不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを毎月２日間、開催
します。イベントでは、伝統工芸者による作品展示や、制作過程の実演がご覧いただけ
るほか、制作体験ができます。ぜひ、ご来館ください。

　　　　　不忍通りふれあい館１階（根津２－20－７）
　　　　　東京メトロ千代田線「根津」駅より徒歩２分または「千駄木駅」より徒歩10分
　　　　　午前10時～正午、午後１時～４時※

会　　場

開催時間

【平成30年４月～６月イベントスケジュール】
開催日 伝統工芸者（敬称略）・品目 制作体験内容・参加費

4/７（土）、８（日） ①三井　芳子（染織）
②山越　けい子（衣裳人形）

①真綿と絹のコサージュ　1,500円
②きめこみ箱　1,500円

5/19（土）、20（日） ①佐々木　正子（彫金アクセサリー）
②杉本　順子（洗い張り）

①模様鏨のアクセサリー　2,000円
②浴衣着付け　500円

6/16（土）、17（日） ①木嶋　壽子（手描友禅染）
②杉崎　信雄（バッグ・カバン製造）

①ハンカチ友禅　1,000円
②革製品小物入れ　1,000円

※制作体験の時間帯は決まり次第、区ホームページにてご案内します。
※開催日程は変更になることがあります。
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文京区今期の特徴点 平成29年10月～12月
調査時期　29年12月中旬
調査方法　面接聴取

　製造業は前期同様の厳しさが続き、小売業、サービス業は厳しさが増しています。卸売業は好
調感が大幅に後退し、不動産業は好調感が強まっています。

【製造業】
前期 －9.1 　製造業の業況は前期同様の厳しさが続いています。DI値は1.2ポイン

ト増の－7.9です。売上額は6.1ポイント減の－14.0と減少幅が拡大し
ています。受注残は0.9ポイント増の－12.1と前期並の減少が続き、収
益も1.8ポイント減の－10.6と前期同様の減少幅です。来期の業況は大
幅に悪化傾向が強まるものと予測されます。売上高、受注残はやや減少
を強め、収益は減少幅が拡大する見込みです。

今期 －7.9

来期 －17.4

【小売業】
前期 －18.5 　小売業の業況は厳しさを増しています。DI値は5.6ポイント減の

－24.1です。売上額は1.5ポイント増の－11.6で前期並の減少が続き、
収益は4.3ポイント増の－15.2と減少幅がやや縮小しています。来期の
業況は今期同様の厳しさが続くものと予測されます。売上額は減少を強
め、収益は減少幅がやや拡大する見込みです。

今期 －24.1

来期 －25.8

【サービス業】
前期 －1.9 　サービス業の業況は厳しさを増しています。DI値は、9.4ポイント減

の－11.3です。売上額は1.5ポイント減の1.8と前期同様一服感のある
状態です。収益は0.9ポイント減の－5.6と前期並の減少が続いています。
来期の業況は大きく改善しプラスに転じるものと予測されます。売上額
は増加傾向をかなり強め、収益は水面下を脱する見込みです。

今期 －11.3

来期 6.1

【卸売業】
前期 33.1

今期 17.7

来期 12.3

【不動産業】
前期 4.7

今期 13.5

来期 －1.0

スポット君
景気予報

好調 普通 不調
製　造　業 20以上 19 ～ 10 9 ～ 0  －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31以下
小　売　業 10以上  9 ～ 0 －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31 ～－40 －41以下
サービス業 15以上 14 ～ 5  4 ～－5  －6 ～－15 －16 ～－25 －26 ～－35 －36以下
卸　売　業 20以上 19 ～ 10 9 ～ 0  －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31以上
不 動 産 業 10以上  9 ～ 0 －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31 ～－40 －41以下

有効回答事業所数
製造業　　　72
小売業　　　27
サービス業　30
卸売業　　　21
不動産業　　14
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特別調査「2018年（平成30年）の経営見通し」
本調査結果の特徴
　①2018年の景況の見通しについては、「普通」が41.6％で１位、「やや悪い」が25.4％で２位、「やや良い」が16.8％で３位となっている。
　②2018年の自社の事業の見通しについては、「普通」が45.1％で１位、「やや悪い」が24.3％で２位、「やや良い」が14.5％で３位となっている。
　③2018年の売上額伸び率の見通しについては、「変わらない」が44.5％で１位、「10％未満の減少」が19.7％で２位、「10％未満の増加」が18.5％
で３位となっている。
　④自社の事業が上向く転換点の見通しについては、「業況改善の見通しは立たない」が36.0％で１位、「１年後」が15.7％で２位、「すでに上向いている」
が14.7％で３位となっている。
　⑤景気回復をより実感できる状況については、「企業収益の改善」が53.5％で１位、「賃金の上昇」が42.9％で２位、「雇用機会の増加」が24.1％で３
位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、2018年の日本の景気をどのように見通していますか。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．非常に良い － － － － － － －
２．良い 2.3 2.8 4.8 － － － 7.1
３．やや良い 16.8 9.7 23.8 18.5 23.3 33.3 14.3
４．普通 41.6 34.7 38.1 44.4 43.3 44.4 71.4
５．やや悪い 25.4 34.7 28.6 14.8 23.3 22.2 －
６．悪い 12.1 18.1 4.8 11.1 10.0 － 7.1
７．非常に悪い 1.7 － － 11.1 － － －

【問２】　貴社では、2018年の自社の業況（景気）をどのように見通していますか。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．非常に良い － － － － － － －
２．良い 2.9 1.4 － － 10.0 － 7.1
３．やや良い 14.5 8.3 28.6 14.8 6.7 55.6 14.3
４．普通 45.1 43.1 33.3 40.7 50.0 33.3 78.6
５．やや悪い 24.3 30.6 28.6 18.5 26.7 11.1 －
６．悪い 12.1 16.7 9.5 22.2 3.3 － －
７．非常に悪い 1.2 － － 3.7 3.3 － －

【問３】　2018年において貴社の売上額の伸び率は、2017年に比べておおよそどのくらいになると見通していますか。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．30％以上の増加 1.7 1.4 4.8 － 3.3 － －
２．20～29％の増加 0.6 － － － 3.3 － －
３．10～19％の増加 6.9 6.9 － － 13.3 33.3 －
４．10％未満の増加 18.5 12.5 33.3 14.8 16.7 － 50.0
５．変わらない 44.5 36.1 52.4 48.1 50.0 55.6 50.0
６．10％未満の減少 19.7 31.9 9.5 22.2 10.0 － －
７．10～19％の減少 6.4 9.7 － 11.1 3.3 － －
８．20～29％の減少 1.2 1.4 － － － 11.1 －
９．30％以上の減少 0.6 － － 3.7 － － －

【問４】　貴社では、自社の業況が上向く転換点をいつ頃になると見通していますか。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．すでに上向いている 14.5 8.3 33.3 14.8 10.0 33.3 15.4
２．６か月以内 8.1 5.6 9.5 3.7 6.7 22.2 23.1
３．１年後 15.7 13.9 4.8 18.5 23.3 11.1 23.1
４．２年後 8.1 6.9 19.0 － 13.3 11.1 －
５．３年後 8.7 6.9 9.5 7.4 6.7 － 30.8
６．３年超 8.7 8.3 4.8 7.4 16.7 11.1 －
７．業況改善の見通しは立たない 36.0 50.0 19.0 48.1 23.3 11.1 7.7

【問５】　世間一般では、「景気回復を実感できない」という意見が広くみられるようですが、貴社では、どのような状況になれば、世の中が景気回復をより
実感できるようになると思いますか。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．企業収益の改善 53.5 57.1 61.9 37.0 63.3 50.0 35.7
２．賃金の上昇 42.9 44.3 42.9 37.0 53.3 37.5 28.6
３．雇用機会の増加 24.1 24.3 23.8 7.4 40.0 12.5 28.6
４．株価・地価の上昇 14.1 10.0 14.3 7.4 20.0 － 42.9
５．物価の安定 22.9 18.6 33.3 44.4 3.3 25.0 28.6
６．社会保障の充実 15.3 14.3 28.6 18.5 3.3 12.5 21.4
７．後向きな話題・報道の減少 14.7 14.3 19.0 7.4 13.3 25.0 21.4
８．海外に関するリスクの低減 7.1 10.0 4.8 － 6.7 12.5 7.1
９．その他 0.6 － 4.8 － － － －
０．どのような状態になっても景気回復を実感できない 2.9 4.3 － 7.4 － － －

第131号　平成30年２月（季刊）7



区内で創業する方を応援します！

チャレンジショップ支援事業のご案内
　区内商店街の空き店舗で創業される方等を、家賃補助や経営相談によりサポートいたします。

区内商店街の空き店舗において創業する方
文京区創業支援セミナーを受講後に区内で創業する方
※�平成29年５月１日から平成30年４月30日までに創業
された方が対象になります。

①　�飲食業、小売業、サービス業等来街者の増加を促進す
る事業

②　�子育て支援、高齢者支援等地域住民の生活の利便性の
向上を図る事業

③　その他区長が地域の活性化に資すると認めた事業

①　家賃補助
　�　店舗賃借料の２分の１（※月額50,000円を限度とし
ます。）×12か月分

②　経営相談
　�　中小企業診断士を３年間無料で派遣します。（※計10
回以内）

平成30年４月２日（月）～５月25日（金）
※対象者は審査の上決定します。

１ 支援対象者

２ 支援対象事業

３ 支 援 内 容

４ 募 集 期 間

経済課産業振興係　TEL：03－5803－1173【お問い合わせ】

【平成29年度チャレンジショップ認定店舗のご紹介】

和酒処　純吟 所在地：文京区西片２－21－６　紅谷ビル102
TEL　：03－3868－0592

　和酒処純吟は平成28年８月に東京大学農学部正門にほど近い西
片２丁目にオープンしました。
　和酒処ながら平日は４種類のお魚、お肉の主菜を選べる日替わり
の和定食を提供するランチも営業しています。ランチに来ていただ
いたお客様が店の雰囲気や料理の味を気に入っていただいて夜にご
来店いただくこともしばしばです。
　夜は約20種の全国津々浦々の純米酒を主体とした日本酒をお楽
しみいただけます。お食事は自家製にこだわった日本酒に合うおつ
まみや旬のお料理をご提供しており、おひとり様からでもご注文い
ただける1,800円の純吟コース（前菜盛り合わせ、メイン、焼きお
にぎりまたはデザート）も人気です。禁煙、そして外から中が見え
ることで安心感があるためか女性お一人のお客様も多くご来店され
ます。早い時間帯や週末には小さなお子さんを連れた近隣のご家族様も多いため、お子
様メニューとして、「やわらかつくね丼」や「鮭といくらの親子丼」をご用意しています。
　これまで特別な宣伝はしませんでしたが、徐々に地域の方々をはじめ東京大学や文京
学院大学の教職員や学生、近隣に勤務する方にお店を知っていただきお客様も増えてき
ています。
　治安も良く落ち着いた街の雰囲気が決め手でしたが、お客様も穏やかな良い方ばかり
ですし、近隣の創業250年以上の老舗酒屋高崎屋さんをはじめ魚や米など良質な食材を
扱う個人経営のお店とお付き合いできていることでもこの地を選んで大正解でした。

　今回のチャレンジショップ支援事業は開業準備をしている時期に情報収集した中で知り、ありがた
く活用させていただきました。家賃補助の他にも中小企業診断士による経営相談やケーブルテレビで
の店舗紹介もしていただき、おかげさまでこれまで順調に営業をさせていただいております

　地域の皆様にとって居心地の良い場所のひとつとなれるよう今後とも精進してまいります。皆様の
お越しをスタッフ一同、心よりお待ちしています。 小野塚　知美 氏
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