
社会福祉法人 めやす箱

法人のご案内



法人理念

利用者主体のニーズの追求

私たちは福祉サービスをご利用される皆様のニーズを尊重し、

利用者様が主役になれる福祉サービスを提供しています。

また職員全員が常に利用される方に満足して頂ける福祉サー

ビスを追求し、より質の高いサービスを目指しています。

ナンバーワンの福祉サービスを目指す

私たちは「ナンバーワンの福祉サービス」とは何かを常に考え、

利用者様が満足できる福祉サービスを目指しています。

利用者様、ご家族様、地域社会に対してどのような形で貢献し

ていくことができるのかを常に考え、事業所の新しい取り組みや

新規事業に取り組んでいます。

職員が働きやすい環境作り

私たちは職員が高いモチベーションをもって働くことができる

ように常に心がけています。法人内での研修や、外部への研修参

加による専門性の向上、職場内での交流、部門や事業所間での食

事会などの職員交流の機会があります。



めやす箱事業のご案内

就労部門

いっぽいっぽ
(就労継続支援B型)

就労センターかなで
(就労移行支援)

(就労継続支援B型)

(自立訓練:生活自立)

オープン・セサミ
(就労継続支援B型)

くらイフ
(就労継続支援B型)

コンパス
(就労継続支援B型)

ワークスめやす箱
(就労継続支援A型)
(就労継続支援B型)

生活介護部門

ブルー．キャンパス
(生活介護)

カラフル
(生活介護)

スマイルライフ
(生活介護)

児童部門

めやすばこ・きっず
(児童発達支援)

めやすばこ きっずぷらす
(放課後等デイサービス)

児童発達支援センター めやすばこ
(児童発達支援センター)

めやすばこ ひ・よ・り きっず
(児童発達支援)

めやすばこ・ぶるーむきっず
(地域生活支援事業)

めやすばこ・きっずⅡ
(児童発達支援)

入所部門

グループホームめやす箱Ⅰ
(共同生活援助)

グループホームめやす箱Ⅱ
(共同生活援助・短期入所)

グループホームめやす箱Ⅲ
(共同生活援助)

地域生活部門

倉敷市生活自立相談支援センター
(生活自立相談支援事業)

(家計相談支援事業)

(無料職業紹介窓口事業)

(住居確保給付金事業)

（倉敷市被災者生活困窮自立相談支援業務）

就労支援 はれる
(就労継続支援B型)

相談部門

倉敷西部地域生活支援センター
(相談・サロン・相談受付)

児童発達支援センター さんぽるて
(児童発達支援センター)
(放課後等デイサービス)

スリーピース
(生活介護)

めやすばこ あのね
(相談支援事業所)



就労部門

・就労支援 はれる : 戸井 啓介

・めやす箱 入職 ： ３年目

・全職歴 一般（車両販売）それ以前は福祉職

Q：めやす箱入職のきっかけ、理由

A：めやす箱で同級生が働いている事もあり、めやす箱の就労Ｂの見学に

行った際、就労統括と理事長から直接お話を聞く機会があり、その中

で法人理念、プロ意識の高さに魅力を感じ入職を決めました。

Q：実際に働いてみての感想

A：第一印象は職員の接遇がしっかりしている事でした。また、職員一人一人に仕事を任せて貰える

ので、責任感ややりがいを持って業務に取り組む事が出来ます。

Q：今年度から管理者として職務に就くことへの意気込み

A：法人理念にあるナンバーワンの福祉サービスを目指します。まずは利用者様からの満足度アップ、

職員も働きやすさを感じられるナンバーワンの事業所作りを、リーダーシップをとり実現してい

きます。

Q：今後の展望

A：法人理念、部門目標、事業所目標を実現する為、周囲から信頼され、支持される人を目指します。

Q：就職を考えている求職者へのメッセージ

A：めやす箱はとても働きやすい法人です。職員一人一人がプロ意識を持って働いているので、モチ

ベーション高く働く事が出来ます。人材育成にも力を入れているので、不安がある時も先輩職員

がしっかりとサポートしてくれるので安心して働く事が出来ます。

転 職 で 入 職 し 、 活 躍 し てい る 職員

他業種から転職３年目で はれる の管理者に就任しました

就労継続支援B型 就労継続支援B型 就労継続支援B型 就労継続支援A型
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就労継続支援B型 就労継続支援B型 就労継続支援B型 就労継続支援A型
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時間 事業所の流れ （就労継続支援B型） 新人職員の動き

8:00～9:30 送迎 送迎、清掃、活動準備

9:30～11:45

11:45～12:30
12:30～14:35
14:35～

・午前作業（10:30～45まで休憩
10:45～利用者朝礼）

・昼休憩
・午後作業（13:30～45まで休憩）
・清掃，片付け，帰宅準備，終礼
■作業内容
・内職：事業所内でゴム加工やミシン等の

作業を行います。
・施設外：公園清掃、ポスティング、農耕

作業等を行います。

ご利用者の支援，把握，作業検品，
業者とのやり取り
・ご利用者の特性や支援方法を

先輩職員から学びながら、
現場での業務を行います。

・事業所休憩時間は、ご利用者と
関わりを持ってもらいます。

15:00～16:30
16:30～17:00

送迎
終礼（ケース等の情報共有）

送迎
終礼

就労継続支援Ａ型事業所は、雇用契約を結んで仕事

を行う事業所です。

最低賃金が保証されるため、見合った仕事のスキルや

体力、社会性等が求められます。

主にハウスクリーニングや、害虫駆除、除草、残置物

撤去を中心に仕事を行っています。

一般企業等で働く事が難しい方へ継続して仕事が出来

るよう、支援を行っています。

就労継続支援Ｂ型事業所は、一般企業等で働く事が

難しい方に就労の機会を提供すると共に、能力向上の

ために必要な訓練を行います。

めやす箱には全部で７事業所あり、内職作業や農業、

お菓子作り等、作業内容は事業所により様々です。

工賃向上と共に、一人一人の働く意味を見出していけ

るよう、支援を行っています。

就労移行では２つの役割があり、「一般企業への就

労を希望し、就労が可能と見込まれる方を対象とした

支援」と、「就業未経験の方に対して適正や評価を行

う」事があります。

主にビジネスマナーや、企業内での実習、パソコン練

習等の訓練を行います。

２年間という期間ですが、可能性を広げ、継続した雇

用が出来るよう、支援を行っています。

自立訓練（生活訓練）では、生活の中で出来ること

を増やす事が主な目的です。

食事や入浴といった、自立した日常生活を営むために

必要な訓練を行っています。

挨拶や身だしなみ、調理活動SST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

） と、家庭の中で「役割」を認識し、一つでも多く

の「できた！」を体験する機会を提供しています。

２年間訓練を経て、次のステップアップを目指します。

就労移行 自立訓練（生活訓練）

就労継続支援B型 就労継続支援A型

Q：就労支援事業所はどんなところですか？
A：就労に向けての知識・能力向上の訓練や作業活動の場をご提供します。

Q：就労支援事業所はどんな活動をしていますか？

A：めやす箱には全部で７事業所あり、活動内容は事業所により様々です。

就労支援 はれる の一日の流れ



スリーピースの一日の流れ

時間 事業所の流れ 新人職員の動き

8:00～9:30 送迎 清掃

活動の準備

9:30～15:30

ご利用者来所～ご利用者帰宅

(休憩時間1時間)

ご利用者の支援・把握

その他にも…

お誕生日会、夏祭り、クリスマス、

個別でご利用者と散策に出かける日

など様々な行事があります！

ご利用者の受け入れ

ご利用者の支援・把握

作業・散策・余暇活動

ティータイム・昼食など

連絡帳記入

15:30～16:45 送迎 掃除
パソコン業務

16:45～17:00 終礼（ケース等の情報共有） 終礼(ケース等の情報共有)

Q：生活介護事業所はどんなところですか？

A：知的・身体・精神等、様々な障がいを抱えた方が利用される通所型施設です。

介護等を必要とされる方々に、食事や排泄等の日常生活支援を行うとともに、

創作活動や外出活動、行事やレクリエーションといった余暇活動や機能回復

等を提供しています。

Q：生活介護事業所はどんな活動をしていますか？

A：手芸・創作活動、バリ取り・リサイクル分別作業などの委託作業、運動と気分転換を兼ねた散策やスポーツ

活動、調理活動・おやつ作り・掃除、洗濯などの生活スキル向上トレーニング、軽度な機能訓練、日常生活

トレーニング、外部講師やボランティアを招いた活動、お誕生日会・お花見・夏祭り・日帰り旅行・クリス

マス忘年会・懇親会等の余暇活動など様々な活動を行っています。

ボウリング

生活介護部門

行 事

トレーニング風景作 業 風 景 日帰り旅行 散策・課外活動

生活介護 生活介護

生活介護 生活介護

生活介護 生活介護

生活介護 生活介護

生活介護 生活介護

生活介護 生活介護 生活介護



〇 グループホームめやす箱

Q：グループホームってどんなところ？

A：障がいを抱える方が、地域で少人数で共同生活を送る入所系の事業所です。

一人一人のライフスタイルを尊重し、家庭的な雰囲気を大切にしています。

地域で安心した生活を送る事ができる安らぎの場…そう実感していただけるグループホームを

目指しています。

Q：グループホームではどんな業務をしているの？

A：入居者様が行う事の困難な生活全般の支援をしています。

入浴介助、食事介助、排泄介助、服薬管理、日常生活に必要な介助や相談等を行っています。

入所部門（共同生活援助・短期入所）

〇 短期入所めやすばこ

Q：短期入所めやすばこってどんなところ？

A：宿泊でご利用いただくサービスです。

ご家族の入院など、緊急の事態だけでなく、ご家族の休養やグループホームの入居体験

としての利用など、様々な目的でご利用いただけるサービスです。

青江Ⅰ

共同生活援助

短期入所

青江Ⅰ 青江Ⅱ 青江Ⅲ

共同生活援助

短期入所
共同生活援助共同生活援助

青江Ⅲ

共同生活援助



児童部門

女性で活躍している職員

・めやすばこ きっずぷらす ： 田中 千尋

・めやす箱 入職 ： ７年目

Q.めやす箱入職のきっかけ、理由

福祉フェアで、めやす箱のブースに座ったことがきっかけ。その後、法人

説明会に参加した時にアルバイト募集があったので、アルバイトをして

「ここで働きたい」思いになり入職しました。

Q.実際働いてみての感想

めやす箱の人はいい人だなと思いました。仕事に対してまっすぐでいいな、と思います。職員全員で

「子どものことを考えてるな…」と感じます。子 供たちも職員もみんながいい方向に向かうために、

みんなで考え、実行している実感が持てます。

Q.今年度から管理者として職務に就くことへの意気込み

きっずぷらすは若い職員が多いので、各々が法人理念に沿った業務の中で、したいことが実現できる

職場、思いを持って働ける職場作りをしたいと思います。

Q.今後の展望

きっずぷらすのことをもっと知ってもらうよう、まずは法人内に発信していきたい。そして、いろんな

ところや人とのつながりを大切にして、人から必要とされ気軽に話しかけてもらえるような職員を目指

したい。

Q.求職者へメッセージ

働く環境はとても大切です。めやす箱は人間力が高い人が多いので、初めて社会で働く人、目標を持っ

て仕事に取り組みたい人など自分の力を発揮出来る職場です。

児童発達支援 児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 児童発達支援

児童発達支援 児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

児童発達支援 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

今年度より きっずぷらす の管理者に就任しました



Q：児童発達支援事業所、放課後等デイサービスはどんなところですか？

A：児童発達支援事業所は就学前までのお子様、放課後等デイサービスは就学児が通っています。

一人一人の発達に合わせた支援を行い、そのお子様自身の力を活用して自立を目指す療育機関です。

Q：どんな活動をしていますか？

A：集い・勉強・制作・散歩・外遊び等の活動を通して、人との関わり方や社会のルール等を学んでいます。

また、給食や着替え等の活動の中で、日常生活におけるスキルの向上も目指しています。

子どもたちの成長を身近に感じ、一緒に成長できるとてもやりがいのある仕事です。

児童発達支援センター さんぽるて 1日の流れ

児童部門

友達との関わり方やルールを一緒
に考えたり確認したりしています。

1対1で食事介助しています。
自分で食べられた！と自信が
付くような関わり方や環境を
設定しています。

就学に向けて必要なスキルを
伝えています。

時間
事業所の流れ

活動の流れ
職員の動き

8：15 朝礼 清掃 受け入れ 活動の準備

9：00 登園
園児受け入れ 健康チェック
トイレ介助 水分補給等

10：00
朝の会
活動

活動を行う

11：30 給食 食事介助

12：00 昼寝 昼寝介助 連絡帳の記入等

14：15 帰りの会 活動を行う

14：30 ～ 15：00 降園 保護者の方に園児の様子をお伝えする、園児の姿を共有する。

15：00 清掃 事務仕事 ケース記録の記入 活動の準備等

17：00 終業

https://3.bp.blogspot.com/-Bu1jt08n1rc/UO_3dL-BgTI/AAAAAAAAKtc/vFtA95Wq22w/s1600/friends_boys.png
https://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_3429.html
https://1.bp.blogspot.com/-hm8iJqiqK0A/Xrea8HEzHNI/AAAAAAABY1g/pLF6BKo1pb0quS1cwNULHxmPwgJpv2sQACNcBGAsYHQ/s1600/study_school_jugyou_woman.png


保育士試験合格を目指してがんばってます！！

・児童発達支援センター めやすばこ ： 片岡 香菜

・児童発達支援センター さんぽるて ： 菊地 優愛

・めやす箱 入職 ： ３年目

Q：めやす箱で働こうと思ったきっかけは？
A：片岡…働きながら資格取得出来るところを探していた時に、めやす箱のホームページを見つけ、職員が子ど

もとかかわっている写真や働いてみての感想を見て、めやす箱で働いてみたいと思いました。

菊地…私の将来の夢は障がいのある子どもたちの手助けをする仕事につく事でしたが、保育士の資格が無い

と働く事が出来ないところばかりでした。進学して保育士の資格を取るしかないと思っていましたが

めやす箱だと働きながら資格が取れると知り、いち早く子どもたちとかかわりながらも資格が取得出

来ると思ったからです。

Q：実際働いてみての感想は？
A：片岡…高校を卒業してすぐ働く事に不安や戸惑いはありましたが、先輩職員の方が色々相談にのってくださ

るので、安心して働く事が出来ています。また、障がいの特性など何も分からず働き始めましたが、

分からない事はすぐに聞く事が出来る環境になっており、やりがいのある仕事です。

菊地…２年間働かせていただきましたが、とても優しく温かい方ばかりです。支援について悩んだり壁にぶ

つかってしまう事もありますが、先輩職員の方々の存在はとても大きく、親身になってご指導いただ

けるので、とても働きやすく、やりがいを感じています。

Q：法人の資格取得サポートを使ってみての感想は？
A：片岡…必要な教材や費用も全て負担していただいているので感謝しています。

菊地…通信講座なので、自宅に帰ってから空いている時間を活用出来、自分の生活リズムに合わせて勉強出

来るのでとてもありがたいです。

Q：勉強と仕事の両立は？
A：片岡…時間の使い方を常に考え、勉強する時間を決めています。その時間までは好きな事をして過ごせるの

で息抜きも出来、勉強と仕事を両立しています。また、仕事では子どもの前で絵本やペープサートを

読む事で、楽しく実技試験対策もしています。

菊地…両立は大変だと感じる日もありますが、少しでも時間を有効活用出来るようにしたり、あらかじめ勉

強をする時間を決めるなど工夫をして勉強をしています。

Q：今後の展望と一言お願いします

A：片岡…保育士試験に合格する事を目標としています。

業務で分からない事や支援方法での相談は先輩職員方が一緒に考えアドバイスを下さり、休憩中は

プライベートな話で盛り上がる暖かい職場です。

菊地…保育士の試験に一発合格する事を目標にしています。時間の使い方をもう一度見直して資格取得に向

けて勉強を頑張っていきたいと思います。

子どもに合わせた支援が出来るよう勉強して知識を増やし、少しでもめやす箱に貢献出来る職員にな

りたいと思います。



相談部門

Q：倉敷西部地域生活支援センターはどんなところですか？
A：障がいのある方、ご家族や支援者の皆様のお悩みに寄り添いながら、地域での生活をお手伝い

させていただきます。（サービス利用計画書の作成や地域移行支援、地域定着支援を行います）

〇 相談支援事業所
・倉敷西部地域生活支援センター
（ 相談・サロン・相談受付 ）

倉敷市地域活動支援センターⅠ型運営事業として、倉敷市より委託を
受け、社会福祉法人めやす箱が実施しています。

１．基本相談（障害者相談支援事業）

・福祉サービスを利用するための情報提供、相談

・社会資源を活用するための支援

・社会生活力を高めるための支援

・入居支援（物件あっせん依頼、入居契約手続き支援）等

2. 計画相談（計画相談支援・障害児相談支援）

一人一人のニーズの実現をめざし、課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等

利用計画を作成。

3. 地域相談（地域移行支援・地域定着支援）

地域移行支援 … 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたり関係機関と連携し、

地域移行に向けた支援。 地域移行に向けた支援。

地域定着支援 … 一人暮らしに移行した方々に対し、地域生活を継続していくための支援。

4. その他

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 2名配置（Ｈ30. 4月より）

・強度行動障害支援者養成研修修了者 2名配置（H31.1月より）

・精神障害者地域対応力向上研修修了者 1名配置（R2.1月より）

☆ 誰かと話がしたい時、のんびりしたい…

そんな時、ちょっと立ち寄り ゆったりと過ごして

いただける場所を用意しています。

相談支援

サロン



〇 倉敷市生活自立相談支援センター

〇 倉敷市被災者生活困窮自立支援事業 倉敷市委託事業

〇 見守り支援における住まいの伴走型支援事業

地域生活部門

〇 倉敷市生活自立相談支援センター
(くらしきシティープラザ西ビル８F）

Q：倉敷市生活自立相談支援センターってどんなところ？

A：センターは、生活の中の様々な悩み事の相談をお受けする窓口相談

です。皆様の悩みを総合的に受付け、様々な機関や制度を活用しな

がら、解決に向けて相談支援する機関です。

Q : 生活自立相談支援センターではどんな相談支援をしているの？

A：就労支援（ハローワークへの同行・企業との連携・履歴書の書き方）

生活に向けた支援（税金の滞納に関する手続き同行・債務整理に関

する手続き同行）訪問による相談、各機関の情報提供を行い、生活

の安定や自立に向けた支援を行っています。

〇 倉敷市被災者生活困窮自立支援事業

見守り支援における住まいの伴走型支援事業

（真備保健福祉会館1階）

Q：被災者生活困窮自立支援事業、住まいの伴走型支援事業はどんなところ？

A：西日本豪雨災害によって、被災された方々の、生活の中の様々な悩み事の

相談をお受けする相談機関です。

被災によってお住まいを失ってしまった方々に、住まいの再建をする為相

談支援する機関です。



・倉敷市生活自立相談支援センター : 池田 朋宏

・めやす箱 入職 ： １６年目

この度は、１５年の永年勤続の賞をいただき、心より光栄に存じます。

私は、２００６年に入職し、今日までの間、障がいを持たれている方々の就労支援事業

や、生活困窮者の自立支援に携わらせていただきました。

法人理念に掲げられているように、働きやすい環境を作る事が、利用者のニーズの追求

やナンバーワンの福祉サービスを提供する事に繋がると思います。

理事長が中心となり『働きやすい環境作り』に取り組み、その土台があったからこそ今

があると痛感しております。

勤続１５年を迎えれた事は、理事長をはじめ、職員の皆様方の支えがあってのものだと

心より感謝しております。

道半ばではございますが、今後とも一層努力し、仕事に精進してまいります。

永年勤続の賞をいただきました！

法人の制度を利用して仕事と子育ての両立を図っています

・児童発達支援センター めやすばこ ： 梶田 絵梨香

・めやす箱 入職 ： ９年目

Ｑ.法人の産休育休制度を使ってみての感想は？

法人の産休育休制度を使えることは知っていたので、産休まで安心して働

くことができました。第一子の時は約1年、第二子の時は約9か月お休みを

いただきました。ゆっくり子どもと関わる時間を持てたことはとてもあり

がたいと感じています。

Q.時短勤務で実際働いてみての感想は？

初めての子育てと仕事の両立は不安でしたが、時短勤務にさせてもらうことで徐々に生活を慣らしてい

くことができました。朝も子どものペースで保育園へ行く準備ができたり、帰宅後の時間も余裕が持て

たりすることで自分自身の気持ちにも少し余裕が持てました。

Q.今後の展望

まだまだ子どもが小さいので、同じ職場の方々には大変ご迷惑をおかけしていますが、仕事と子育ての

両立を図って頑張りたいです。周囲の理解を得ながら働かせてもらえることは本当に働きやすい環境だ

と感じています。まだ先にはなると思いますが、今後は自分自身が支える立場になって今支えて頂いて

いることを返していけるようにしていきたいと思います。



地域貢献活動について

くらしきサンタウォークについて

フードバンク・義援金募金について

ゲームをしてお菓子をもらったよ

参加費の一部を寄付しました

昨年は感染症予防を徹底して実施しました
参加者全員で記念撮影

今後も私たちの活動を通じて、一人
でも多くの子ども達が笑顔になって頂
けるよう、イベントを続けていきたい
と思います。

また、イベントの様子は
「くらしきサンタウォーク」のＨＰや
Face Book に掲載していますので、
ご興味のある方は検索してください。

くらしきサンタウォーク実行委員長

山田 健太

ゆるキャラも登場して大喜び

参加費の一部で子どもたちに
プレゼントを贈りました

くらしきサンタウォーク公式キャラクター

「くーちゃん」

今後も社会福祉法人として、地域に貢献できるような
活動を積極的に取り組んで参ります。

地域貢献部会 部長 渡辺 洋介

たくさんの食べ物が集まり、多くの方にお届け
する事が出来ました。

集まった義援金は日本赤十字社へ寄付しました

◇ 義援金の募金では、少しでも九州豪雨災害や熊本地震

といった地域の復興の力になればと職員や関係者の皆

様に募金を募り寄付を行いました。

◇ フードバンクとは、余っている食べ物と食べ物に困って

いる方を繋ぐ社会福祉活動の一つです。

家庭の中で余っている食べ物を集め、倉敷市生活自立

相談支援センターや倉敷西部地域生活支援センターで

経済的に困窮している世帯の方へお渡ししました。



【資格・運転免許について】

Ｑ１：資格は必要ですか？どんな資格が必要ですか？

Ａ：児童部門なら保育士、生活介護部門や就労部門であれば、社会福祉士や

介護福祉士が望ましいですが、無ければ採用されないということではあり

ません。

Ｑ２：卒業時に資格が取れていなかった場合、不採用になりますか？

Ａ：資格が取れていないことが理由で、不採用になることはありません。

Ｑ３：自動車運転免許は必要ですか？また、車両の運転をすることが

ありますか？

Ａ：自動車運転免許はあった方が望ましいですが、運転に自信のない方も

入社後の運転サポート体制も整っているので安心してください。

【入職後について】

Ｑ1：入職後の法人内異動はありますか？

Ａ：あります。ただ、ご本人の意向も踏まえ適材適所へ配属させていただきます。

Ｑ2：入職後のサポート体制は充実していますか？

Ａ：1年目の方には、新人職員向けの研修としてOJT（職務の中での人材育成）が

あります。具体的には、春に2回新人研修があり、1回目はOJTについて・

委員会部会について、2回目は社会人として必要なスキルについて学ぶ機会が

あります。

Ｑ3：理事長賞って何ですか？

Ａ：勤務成績が優秀で、他の職員の模範になっている方が表彰されます。

その他にこんなこと気になりませんか？

○ その他にも聞いてみたいことや見学を希望される方は

連絡先：070-1443-1223 採用 担当 小林 までご連絡下さい

○ 採用試験に関するお問い合わせは

連絡先：086-441-6608 担当 馬場 までご連絡下さい



法人ホームページ：http://www.meyasubako.jp
「めやす箱」で検索してみてくださいね。


