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１．代表挨拶

2019年2月4日

株式会社 くらし応援社

代表取締役 藤原 祥長
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代表者
写真

お部屋リフォーム、即ち 和室・洋室リ
フォームに取り組んでおります。

完全地域密着型で地元のお客様、特に高
齢者のお役に立ってまいります。
具体的には、橿原市53000世帯、桜井市
24000世帯 合計77000世帯の地元に密

着し、お部屋リフォーム工事（畳・襖・障
子・網戸・クロスなどの張替）や家具移動、
その他のリフォーム工事をどこに頼んだら
いいか、わからない方のご要望を聞き、地
元密着だからできるおもてなしの心を大
切に独自性を打ち出します。

企業理念～おもてなしの心～

O： お客様の立場で→お客様のお気持ちを大切に、ご要望を伺いご

満足のいくご提案を致します。さらには、お客様のくらしと笑顔を応

援いたします。

M： 持てるすべての技を→丁寧な施工と、迅速な納品に徹します

T： 確かな目利きでベストな解決策をご提案→小さな会社だから出

来る強み⇒即断即決で小回りが利き、迅速な対応を致します。

N： NOはございません。させて頂きます。→1枚からでも承ります。

A： アフターフォロー→1週間後にアフターメンテナンスに店長・

がお伺いします。

S： 誠心誠意→万が一、ご不満が生じましたら、誠意ある対応をお

約束致します。

社長からひと言

地域の方々に笑顔いっぱいの
お部屋リフォームをさせて頂

きます！！



完全地域密着型の張替専門店です。

和室リフォームとして畳、襖、障子、網戸の新調、張替。洋室リフォームでは、壁紙クロス、フローリング工事や家具移動まで。

家のお困りごとに寄り添って、地元のお客様、特に高齢者にサービスを提供させて頂いております。

当社は、お客様のご要望応え、良き相談相手への信頼関係を構築し

今までの間違った価格の認識や事前準備の煩雑さから、すでに諦めておられる潜在的ご要望を引き出し、

和室・洋室リフォームを請け負っております。

3850施工あまりの豊かな実績から、お客様の笑顔と安堵感の為に地域活性化の一翼を担います。

２．事業概要 3

社屋
写真

社員
写真

設備・商品
など写真



３．ビジネスモデル俯瞰図
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91％
新聞折込チラシ
ポスティング

エンドユーザ
高齢者65歳以上の構成比78％

地域構成比
橿原市58％
桜井市35％
明日香村5％
他エリア2％

4％
丸徳木材
その他

ビジネスモデル俯瞰図

業務フロー図

お電話 お見積り・引き取り 納品・施工 アフターサービス

新聞折込チラシとチラシポ

スティングを橿原市・桜井

市・明日香村に月間一定量

配布。顧客目線でのブラ

シュアップしチラシを改善

しています。

通算8500回以上のロープレ指

導による圧倒的営業スキル

アップの取り組みにより、お

客様の潜在的ニーズを掘り起

こし、お客様に寄り添って、

同じ方向性に向きながら、お

見積りをさせて頂く。

モットーは「顧客ニーズを真心で！」

「今すぐ」や「慌てない」などの顧客ニー

ズを重んじて大手では考えられない短納期

や現地施工にも実績あり。例、網戸の現地

施工6例。障子の当日施工12例。2018年4

月～12月実績

1年保証

1週間後お礼状

年4回のスマイリー

通信

リピート紹介へ繋

ぐ

5％
自社ＨＰ
ＳＮＳより

元請

下請
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障子.新調.張り替え

～破れる障子は嫌！という方へ～

プラスチック障子

紙を熱加工することにより破れな

い障子を実現。施行が困難という

事により、あまり世に出回ってい

なかったが、圧倒的リピート紹介

の実績から、弊社の柱となります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊

ガラス障子で
何度も張替はおっくう。息
子の代になる前に
頑丈な障子にしたかった。
ガラス障子は割れるかもし
れませんが、これは割れな
い。破れない。これは安心
ね

（80代女性）

襖新調.張替

～和紙の復活には高級織物を～

伝統的な職人技

魂こもる和の伝統

和紙、水でふける襖

ペットのひっかき傷にも強い

襖もあります。

桜が大好きです。
元々冷たい感じの、重たい
戸襖でしたが、中を障子に
した軽い和襖への新調のご
提案を頂き主人ととっても
感謝しています。

（50代女性）

畳新調、表替え

～ダニ.カビ.虫とさよなら～

和紙や樹脂畳が解決致します。

和紙畳や樹脂畳なら大丈夫です。

寝たきりの方のトイレの失敗にも、

ある程度の撥水加工があり生活に

密着した畳です。

朝 忙しく、布団を敷いた
まま会社に行っても安心。
小さい粉（ささくれ）も出
なさそう。香りはないが、
生活上とても良い畳です。
もっと早くやればよかった。

（50代女性）

壁紙クロス張替

～洋室のクロス張替で
新築のように～

天井、壁を一新するだけで
気分が変わります。
豊富なサンプル帳から
お好みに合わせて
選んでいただけます。

母の介護が終わり

念願のクロスの張り替えで
夢が叶いました！

新築みたいでやってよかっ
た！！

（60代男性）

４．商品・製品・サービス



５．現在の知的資産経営ストーリー 6

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ
商品・サービ

ス
提供価値 業績

企業理念
～おもてなしの心～
O： お客様の立場で→
お客様のお気持ちを大切
に、ご要望を伺いご満足
のいくご提案を致します。
さらには、お客様のくら
しと笑顔を応援いたしま
す。
M： 持てるすべての技
を→丁寧な施工と、迅速
な納品に徹します
T： 確かな目利きでベ
ストな解決策をご提案→
小さな会社だから出来る

強み⇒即断即決で小回り
が利き、迅速な対応を致
します。
N： NOはございません。
させて頂きます。→1枚か
らでも承ります。
A： アフターフォロー
→1週間後にアフターメン
テナンスに店長がお伺い
します。
S： 誠心誠意→万が一、
ご不満が生じましたら、
誠意ある対応をお約束致
します。

①商工会議所のセミナー【情報収集】
商工会のセミナーでの学習を基盤に
全国の25名以上の同業者とＳＮＳにて常に情報交
換しシェア。

②価値訴求の営業スタイル構築【実践】
営業会議や日々の質疑応答習慣によるマインド
マップとなぜなぜ分析により、他の営業マンに高
い意識を植え付け、ＰＤＣＡサイクルを回し、圧
倒的部署の底上げを図ってきた思考と実践的価値
訴求の仕組み化を展開。～価格でない価値～

③集金後3週間以内顧客アタック方法
【アフター】アフターにこそ最大の感謝の意を
❶お礼状 ❷サンキュウコール
（❶と❷は集金後3週間以内）
3週間以内に、もう一度接触のシステム化により
他のカデゴリー受注もしくは、紹介に繋げる。
❸年4回のスマイリー通信→忘れられない仕組み
作り

【情報収集】×【実践】×【アフター】
①②③を三つの柱とし
他社では断る小工事こそ大
切にする
聴覚障がい者のための営業スタイルを構築。
課題→❶ＨＰのリニューアル
集客力のあるＨＰへ（1月リニューアル）

❷紹介に繋げる施策を
※最重要課題

①営業力
大手畳メーカーに
て
もうあきらめてい
た工事を受注に繋
ぎ、ストーリー性
を持たせた営業ス
タイルから客単価、
総売り上げの記録
を樹立した営業力。

②提案力
お部屋を全体的に
見渡し顧客目線で
のヒアリングから
家族構成、人生プ
ランに即した顧客
満足の高い提案力

③幅広い技術力
3850施工実績から
商品知識、施工失
敗例から学んだ技
術力
顧客目線をもつ大
工、職人とのパイ
プの強さ。

【 張 替 専 門
サービス】

畳新調、畳表
替

襖新調、襖張
替

障子新調、張
替

網戸新調、張
替

建具調整

クロス工事、
フローリング
工事など内装
工事

キッチン、浴
室、トイレの
リフォームな
ど

昨今の建築業は、ほと
んどが、見積りと施工
が分業になってる現状。
弊社は見積もり時に、
顧客ニーズをつかんだ
まま施工ができる。

見積もり施工が一体に
なっている為、「かゆ
いところに手が届く」
そんな価値提供をモッ
トーである「自分の親
の施行をさせて頂くま
ごころで」が実現でき
る。

畳、襖、障子などの和
室施工がワンストップ
で出来ることができる。
→サービス提供の幅の
広さ

代表 自ら足を運び、
即断即決の小さな会社
だから出来る小回りの
利く迅速な対応力。
（例、顧客満足の高い
短納期実現推進。）

説明

世の中に建具店や表具店という襖工事、畳店という畳工事のお店が続々と廃業していき、和の伝統が廃れてしまう。

また、お客様のニーズは確かな技術、豊かな経験そしてお客様に寄り添う包容力がなければ、それは引き出せない。

そうとは気付かなかった必要や願望を気付かせてあげて、丁寧に迅速に進めていく盤石な流れを創造する。



6.聴覚障がい者への支援ストーリー

和室ビフォー 筆談風景

和室アフター 木本様ご夫妻

掲載の許可頂いています。

7

＜きっかけ＞
お客様の声

営業ストーリー 木本様邸
工事実績

お子様がまもなく子供さんが
社会人になり、家の傷みも顕
著にあらわれリフォームを真
剣に取り組んでいきたくなっ
た。

「家を綺麗にしたいけど聴覚
障がい者なので、してほしい
要望が伝えられず、リフォー
ムを諦めていました。そんな
時に、藤原さんと出会いまし
た。この方だったら、要望に
応じてくれるかもしれない。
そう思い、話をしてみました。

今までは質問するだけでも
気を遣いましたが、明るいご
性格なので、なんでもいえる
から嬉しくなって。

そうしてだんだんリフォーム
がとっても楽しくなってきて、
家にいるのが楽しくて職場か
ら早く帰りたいと思うようにな
りました。」

パステルアートの講師として

家に生徒を招いて教えていく
とこが生き甲斐です。

リフォームが楽しいとお感じになられて、
どんどん、断捨離にも取り組まれ、家の
居心の良くなって来たとき2階も畳新調、

襖張替、障子はプラスチック障子に張替。
そして家じゅうの網戸も張り替え、ダメに
なっていた網戸サッシも2枚は新調に。2
階洋室も壁紙クロス張替を。

2階和室はご主人様のホットできる空間。

「ここで横になって畳を楽しむことができ
ました。」（和室ビフォーアフター画像）
と喜んでいただく。

もう18回以上足を運んでいると責任感か

らか、楽しいからか、自分の家の様に実
感。
企業理念～おもてなしの心～
O： お客様の立場で→お客様のお気持

ちを大切に、ご要望を伺いご満足のいく
ご提案を致します。さらには、お客様のく
らしと笑顔を応援いたします。

に基づいて、顧客目線に立ってゆっくりと
お話を筆談を交えながら進めていく。

クレームを言いたくても言えなかった今ま
での思いを受け止めていく姿勢を崩さず
させて頂くととっても喜んでいただける。

そういったことから

心に寄り添った営業をこのような方にこそ
させて頂くべきと経営理念から推進する
方向性に至る。

畳、襖、障子、網
戸
の新調・張替施工

浴室サッシの交換

勝手口ドアの交換

玄関タイルの修繕

雨漏り修繕と大工
工事

洋室、 LDK、玄関

廊下階段とトイレ
の壁紙クロス張替
工事

トイレの建具新調

洗面化粧台入れ
替え工事

LDKと廊下の間仕

切り建具から源氏
襖に新調

外壁塗装予定
2月着工



7．人的、構造、関係資産
8

•大手畳メーカーにて全国1位の営業3年連続の実績。中でも顧客満足度によるリピート件数1位。ストーリー性

を持たせた傾聴型営業スタイルから客単価、総売り上げの記録を樹立した営業力。

•営業会議や日々の質疑応答習慣によるマインドマップとなぜなぜ分析により、他の営業マンに高い意識を植え

付け、ＰＤＣＡサイクルを回し、圧倒的部署の底上げを図ってきた思考と実践的価値訴求の仕組み化を展開

•チラシ作成から配布までの流れの知恵と技術そして経験

•畳、襖、障子、網戸の3880施工以上の実績

人的資産

•地域密着型の営業スタイル

•他社では断る小工事こそ大切にする

•175名 顧客情報 （2019年1月現在）

•襖、障子、網戸の施行技術のテキストと動画

•集金後3週間以内顧客アタック方法

•アンケート調査のお客様の声

•失敗例 各商材の施工時間や納品時間のデータと問題集を蓄積し管理継続中

構造資産

•顧問の先生、税理士・中小企業診断士のアドバイス

•仕入れ先3件（襖、障子、網戸資材、工房での消耗品など）

•外注先（畳2件、襖表具・建具2件、大工・内装工事2件、大型リフォーム請負1件）

•全国の25名の同業者と前職との良好な関係により①業界の情報をいち早く知り➁仕入先の開拓に繋げられ

る。

•地元金融機関（振興補助金制度や地元町興しなどの情報収集）橿原商工会議所（地元の人脈拡大と建築業

者の開拓。セミナーや情報収集）

関係資産



8．当社の業績を支える強み 9

•カウンセリングの手法を用いた傾聴スタイルからのストーリー営業

•お客様の本音を引き出し、潜在的ニーズをつかみ幅広いご提案から和室（洋

室）全体を感動のお部屋リフォームへとご提案できる。（例、障子の張り替

えのご依頼からお話を伺い、亡くなられた方への思いをお聴きし、その方の

好きだった襖の張り替えをご提案、畳、聚楽の塗り替えへと）

•※そうとは気付かなかった必要や願望を気付かせてあげる

•ペットに対応した破れない襖、障子に応じたご提案

•水でふける襖、障子、網戸などニーズに応じたご提案

①創業者の営業力

•他社では断る小工事こそ大切にする→断らない

•顧客のニーズを掴んだ職人が施工しアフターする。

•大手ではしない現地施工や短納期

•外注に出さない安心感

•集金後3週間以内顧客アタック方法

②自社施工だから

こその安心感

•安心感は、近い、早いで

•直ぐに行ける直ぐに対応する

•1週間以内の確認訪問仕上がりの再度の確認

•顧客様との関係構築⇒くらしの悩み相談を展開⇒家のかかりつけ医

•⇒和室洋室のかかりつけ医となる

③地域密着型

写真

写真

写真



9．今後の方向性① 10

当社のビジョン

『橿原市・桜井市・明日香村で

和室・洋室リフォーム顧客満足度ナンバーワンの会社に』

～張替えといえば、くらし応援社と言われる会社へと～

1. 全てのステークホルダーを安心感と満足度で笑顔にします！

2. 広告宣伝費の要らない、行列のできる（施行待ち）張替専門店に成長します！

3. 聴覚障がい者のための事業計画を盛り込み、福祉住環境コーディネーターを養成し、高齢者や弱者のための企業へと発展します。

当社の経営目標

奈良県内に2店舗目、3店舗目を出店致します。 2年後2店舗目 5年後3店舗目

1. リフォーム工事の請負のエキスパートを養成していきます。

（全国の同業者や外注先業者と同行させ、現場施工経験を積ませます）

2.聴覚障がい者の為に、聴覚障がい者の方に弊社「ろうあ者のためのリフォーム大使」になってもらい

ろうあ者をしあわせにするオンリーワン企業になります。
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今後の方向性

『アンケート調査から、ストーリー営業スタイルをもって

リフォーム需要を引き出し請負います。』

1. 建具店・表具店、畳店の廃業の町への出店を促進し多店舗展開へ

2. 畳工場併設します→熊本県八代市のイ草農家さんを奈良県から応援し、和の伝統文化を未来へ繋ぎます。

3. 技術承継と若手社員の育成に全身全霊で取り組み、経営者店長へと育てます→のれん分け展開とインセンティブ制度を積極推進。

4. 家のかかりつけ医（リフォームアドバイザー）を10万世帯に1人ずつ育成していきます。

5. 聴覚障がい者の為のリフォーム研究を大学などの専門機関から学び、奈良県全体の聴覚障がい者の為に取り組んでいきます。

リスク

1. 畳工事、襖工事自体が衰退産業

2. 競合他社の価格破壊

3. 奈良県では7件に1件が空き家と言われる空き家問題

事業機会

1. 建具店・表具店、畳店の廃業と後継者不足による益々の見込み

2. 自分で施工していた高齢者のＤＩＹに限界がある

（障子張り替え、網戸の張り替えなど）

3.ペット需要によってペットニーズのライフスタイルに代わってきている

（和紙畳や破れない襖や障子など）

4.何処に頼んでいいか分からない高齢者が多い

5.聴覚障がい者のための宣伝活動⇒プレスリリースへ

当社を支える強み

①創業者の営業力

➁自社施工だからこその安心感

③地域密着型
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説明

(説明) 会社としての組織に育て上げていきます。集客、営業、施工、納め・集金ができる人材を育成。

また、平行して聴覚障がい者の施行シェアを拡大していきます。

店舗拡大のスケールメリットを生かし、和の文化伝統を関西・奈良からも守っていくように努力、諸先輩方の魂を受け継いでいきます。

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ
商品・サー

ビス
提供価値 業績

企業理念～おもてなしの心～
O： お客様の立場で→お客
様のお気持ちを大切に、ご要
望を伺いご満足のいくご提案
を致します。さらには、お客
様のくらしと笑顔を応援いた
します。
M： 持てるすべての技を→
丁寧な施工と、迅速な納品に
徹します
T： 確かな目利きでベスト
な解決策をご提案→小さな会
社だから出来る強み⇒即断即
決で小回りが利き、迅速な対
応を致します。
N： NOはございません。さ
せて頂きます。→1枚からで
も承ります。
A： アフターフォロー→1週
間後にアフターメンテナンス
に店長・
がお伺いします。
S： 誠心誠意→万が一、ご
不満が生じましたら、誠意あ
る対応をお約束致します。

Ｋ：心を込めて→地域の活性
化と不自由な方の支援を惜し
みません！

①商工会議所のセミナー【情報収集】
②価値訴求の営業スタイル構築【実践】
③集金後3週間以内顧客アタック方法
【アフター】ありがとうございます。
アフターにこそ最大の感謝の意を

➍顧客カルテ作成→家の処方箋を提案するシステ
ム化
❺アンケート調査を重んじます。
【情報収集】×【実践】×【アフター】
①②③を三つの柱とし
他社では断る小工事こそ大切にする
聴覚障がい者のための営業スタイルを構築。
課題→❶ＨＰのリニューアル
集客力のあるＨＰへ❷紹介に繋げる施策を

店長は経営者として育成(創業者の営業力を継
承）
1.社内研修の充実
2.社外研修の定例化
スタッフさん商工会議所のセミナーは必須【情報
収集】
資格取得のための支援は全面的に応援【実践】
施工技術研修→全国の同業者、協力業者の元へ研
修に（大工工事・クロス工事研修
熊本県イ草収穫のお手伝い、越前和紙 紙漉き研
修など）
リフォーム提案と手話通訳の出来る方を積極採用
します。
表彰制度【表彰.ねぎらい】

①営業力
大手畳メーカーにて
もうあきらめていた工事を受注
に繋ぎ、ストーリー性を持たせ
た営業スタイルから客単価、総
売り上げの記録を樹立した営業
力。

②提案力
お部屋を全体的に見渡し顧客目
線でのヒアリングから家族構成、
人生プランに即した顧客満足の
高い提案力

③幅広い技術力
3850施工実績から
商品知識、施工失敗例から学ん
だ技術力
顧客目線をもつ大工、職人との
パイプの強さ。

創業者の営業・施工技術の承継
奈良県内に2号店、3号店を出店

【張替専門
サービス】

畳新調、畳
表替え

襖新調、襖
張替

障子新調、
張替

網戸新調、
張替

クロス工事、
フローリン
グ工事など
内装工事

キッチン、
浴室、トイ
レ の リ
フォームな
ど

昨今の建築業は、
ほとんどが、見積
りと施工が分業に
なってる現状。
弊社は、見積もり
時に
顧客ニーズをつか
んだまま施工がで
きる。
見積もり施工が一
体になっている為、
「かゆいところに
手が届く」そんな
価値提供をモッ
トーである「自分
の親の施行をさせ
て頂くまごころ
で」が実現できる。

代表 自ら足を運
び、即断即決の小
さな会社だから出
来る小回りの利く
迅速な対応力。
（例、顧客満足の
高い短納期実現推
進。）
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•【情報収集】スタッフさん商工会議所のセミナーは必須

•【実践】資格取得のための支援は全面的に応援

•【研修】施工技術研修→全国の同業者、協力業者の元へ研修に

•（大工工事・クロス工事、または熊本県イ草収穫のお手伝い、越前和紙 紙漉き研修など）

•【表彰制度】表彰.ねぎらい.とにかく褒める（三重県中部自動車学校をお手本に）

①経営者意識を

持った店長への育

成力

•アンケート調査からのストーリー営業でリフォーム提案を

•リフォーム提案と手話通訳の出来る方を積極採用します

•人こそ人財 として特に若手教育に尽力しながら

•のれん分け展開とインセンティブ制度を積極推進。

•即戦力を迎えていけるだけの魅力ある企業へと

②リフォーム提案と

手話通訳の出来る方

を採用力

•家の処方箋の活用（顧客カルテ作成→家の処方箋を提案するシステム化）

•リピート促進ツール（3週間以内にもう一度アクションを起こしてもらうための

•集金時アンケート→案件掘り起こしツール。ビフォーアフター画像とお客様の声）

•納品後の30分お手伝いサービス提供をし、さらなる潜在的お困り事を引き出していく

③リピート開拓力

写真

写真

写真



1412 .数値計画（例1） 簡易キャッシュフロー＝経常利益－法人税＋減価償却費

債務償還年数 ＝借入金残高÷簡易キャッシュフロー

直近期末

（2018 年 4月期）

1年後

（2019 年 4月期）

2年後

（2020年 4月期）

3年後

（2021年 4月期）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

法人税

減価償却費

簡易キャッシュフロー

借入金残高

債務償還年数
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

1 季節チラシの
作成

藤原 顧客50名獲得の為の施策。
反響率改善策

汎用型
チラシ

年4回 春、夏、秋、冬

2 営業ツールの
強化

藤原 リピート促進ツール
3週間以内にもう一度アクションを起こしてもら
うための集金時アンケート→案件掘り起こしツー
ル。ビフォーアフター画像とお客様の声

0 アン
ケート
調査30
件/月

Ｈ31.3月から

3 顧客カルテ作
成

中西 ＮＯ.1のアンケートにて顧客のお困りごとを
「今スグ」「近い将来」「遠い将来」に分類し
顧客管理システムからアタック営業をしていく。

0 顧客テ
レアポ
30件/
月

Ｈ31.6月から

4
社内研修制度 藤原 営業ロープレ指導

傾聴スタイルからのストーリ営業のノウハウを継
承

0 研修20
回/月

Ｈ31.4月から3
月まで
1年で120回
ロープレ指導に
て営業施工のス
ペシャリストへ

5 社外研修① 藤原 商工会のセミナー
経営、財務、マーケティングなどのセミナー

月 3
～4

5回/月 レポート課題

6 試算表開示 藤原 取引金融機関に毎月試算表を持参。
取りに来てもらうスタイルではなく足を運ばせて
頂く。

11月か
ら実施

毎月 10日前後

13.アクションプラン・ＫＰＩ



——— 「カビで倒れた母をみて和室リフォームにさらに命を懸ける覚悟を決めた私」———

平成28年6月 実の母親が肺を患い入院しました。

築60年以上の古い家。後で畳や水回りのカビが原因と分かりました。長年、一階の座敷は 古い畳に

ジュータンを敷いていました。

老舗の畳屋で営業職だった私は先輩から畳にジュータンやカーペット、上敷きの敷きっぱなしは身体

に良くないと、かねがね ご指導頂いてきましたが、私の意識の甘さは、母の入院を通して気付かせ

て頂きました。

現在は発見が早かった事、カビが肺に入らない様に環境を変えた事で、おかげ様で、新畳の上で大好

きな和裁の先生をしてイキイキしております。

さて、お客様邸に上がらせて頂くと、70%以上は上敷き、ジュータンを敷かれています。さらには

何枚も上敷きやジュータンを重ねておられるお宅すらございます。虫やダニが原因で、私自身寸法測

るに30分ほどの作業でズボンや靴下が痒くなる事がよくあります。白蟻がきて、床板、根太などの

防蟻工事に発展というお宅もよくあります。

私は、世間のお父さんお母さんが、私の母のようにならないように、畳の診断をそういった家族目線

でする為に、安心の出来る和室で癒しの空間をあるべき姿にさせて頂くために起業独立をしました。

また、かけがえのない大切な家の為にも畳の診断や和室リフォームを、是非一度私にお任せください。

～あなたのくらしを応援します～

株式会社くらし応援社 代表取締役 藤原祥長

1614. スタッフ紹介
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企業名 株式会社くらし応援社

代表者 藤原 祥長

創業 平成30年4月3日

設立 平成30年4月3日

資本金 2,000,000円

事業内容 畳工事、襖工事、襖工事、内装工事

所在地
〒6340003奈良県橿原市常盤町425-5

電話 0744-33-9580

FAX 0744-33-9581

URL
kurashiouen.net

社員数 1名

主要得意先

一般顧客様

沿革

2014年3月 ＴＴＮコーポレーションにて営業職として従事。

2016年4月 本当の営業スタイルを模索し、独立準備開始

2018年4月 株式会社くらし応援社として法人登記、開業

2018年6月 橿原商工会議所創業塾に参加

2018年7月 橿原市葛本町に工房出店
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知的資産経営とは知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、

技能、知的財産(特許、ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意

味します。

よって「知的資産経営報告書」とは目に見えにくい経営資源すなわち非財務情報を債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係者)に

対し、知的資産を活用した企業価値向上に向けた活動(価値創造戦略)として目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図る

ことを目的に作成する書類です。経済産業省から平成17 年10 月に知的資産経営の開示ガイドラインが公表されており本報告書は原則としてこれに準拠

しています。

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の、経営戦略及び事業計画並びに付帯事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当店の判断に

て掲載しています。そのため将来にわたり当社の取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき必要が生じることもあり、その際に

は本報告書の内容が将来実施または実現する内容と異なる可能性もあります。 よって本報告書に掲載した内容や数値等を当店が将来に渡って保証するも

のでは無いことを十分にご了承願います。

作 成 者： 株式会社くらし応援社（作成担当：藤原 祥長 ）

作成支援：橿原商工会議所知的資産ワークショップ

アクセルコンサルティング株式会社 岡原慶高先生 石井規雄先生

〒 634-0003

奈良県橿原市常盤町425-5

TEL：0744 -33-9580 FAX：0744-33-9581 

URL：http://www. Ｋurashiouen.net


