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新座の隠れた名店です
～スペシャルティコーヒーのお店～ 新座市野火止５－１１－５４

カーサビアンカ１０１

KONDO COFFEE STAND
近藤　寛之

　KONDO COFFEE STANDは神明神社の近く、住
宅が立ち並ぶなかにあります。開業は２０１５年、店主の
近藤寛之さんは新座生まれの新座育ちで、会社勤めをし
ていましたが「人が笑顔になれるような仕事がしたい」と
カフェ開業を決意、製菓学校に入学しました。「学校の授
業で、豆の生産から飲み物となるカップまでの全ての段
階で管理が徹底しているハイクオリティな“スペシャル

ティコーヒー”に出会い感
動しました。それまでの
コーヒーの概念が変わり
ました」
　新座に人を呼べるよう
になりたいと、開業後も技
術や知識の向上を目指し
抽出の競技会にも出場。

2018年ジャパンブリュー
ワーズカップ国内大会で
は全国２位を獲得していま
す。淹れ方ひとつで味わい
が変わるコーヒーは奥深く
探求に終わりはないとの
事です。
　現在はプロ向けのレッス
ンも行っており、お店は不
定休ですが、暖かい雰囲
気の店内で味わう一杯は
至福のひとときを過ごせる
こと間違いなしです。

▲店主の近藤さん

▲㈱作田フレキ製作所ブース

詳細はFacebookでご確認お願い致します。

自家製スイーツもお薦めです▶

▲７種類のさまざまな味わいの
　コーヒーが楽しめます

不定休

加盟店登録をお願いします

新規取扱い加盟店
大募集！

新規取扱い加盟店
大募集！

新規取扱い加盟店
大募集！

４月7日㈫よりスタートします♪

第１7期

　第17期アトム通貨のスタートは、鉄腕アトムの誕生日でもある4月7
日となりました。また、５月開催のイベントにて配布を予定しております。

特に小売店・飲食店の皆様！

　「彩の国ビジネスアリーナ2020」が1月29日・30日にさいたまスーパーアリ
ーナで開催されました。彩の国ビジネスアリーナは、様々な分野（製造、IT、エネ
ルギー･環境）の企業・団体が参加する国内最大級の展示商談会で、本年は製
造業を中心とした幅広い業種から約1万7千人の来場がありました。
　新座市からは、㈱作田フレキ製作所、㈲野火止製作所、ルナライト㈱の３社
が出展し、優れた技術をＰＲしました。
　新座市商工会は、受注確保・販路
開拓、技術力向上等を目的とし、広
域的に新たなビジネスチャンス創出
を図る彩の国ビジネスアリーナに出
展する企業を支援するために、出展
料の一部を助成しています。

彩の国ビジネスアリーナ2020

▲ルナライト㈱ブース

▼㈲野火止製作所ブース

＼新座から3社出展しました／

としまえんゆうえんち
１日フリーパス券 ●有効期限は令和2年8月31日までです！
令和２年４月１日販売分より、チケットの仕入れ価格が値上げになるため、販売価格を
変更させていただきます。

西武園ゆうえんち
オールシーズン券

令和２年3月31日まで有効

窓口にて直接お申込みください。

詳細については、今回一緒にお送りしましたチラシをご覧いた
だくか、商工会までお問い合わせください。
新座市商工会　電話：048-478-0055

販売期間
区分

おとな(中学生以上)
子供(３才～小学生)

令和２年３月３１日
販売分まで

令和２年４月１日
販売分より

2,100円
1,300円

2,300円
1,400円

お電話または、ＦＡＸにて、
事前予約が必要です！

1枚 ¥1,000円 (税込）

見
本

新座市プレミアム付商品券

期限を過ぎると商品券の換金はできなくなります。
ご注意ください。！

取次金融機関 
埼玉りそな銀行 新座支店 武蔵野銀行 新座支店・新座南支店
青木信用金庫 新座支店 青梅信用金庫 新座支店
西京信用金庫 新座支店 埼玉縣信用金庫 新座支店
巣鴨信用金庫 新座支店 東京信用金庫 新座支店
西武信用金庫 大泉支店

換金の方法（大型店舗を除く）

　昨年10月１日より利用されています新座市
プレミアム付商品券の有効期限は、本年３月３
１日までとなっています。商品券の取扱店舗の
皆さんは、換金期限の令和２年４月１０日（金）
までに換金手続きをお願いします。

　本年１月31日現在で、約２億６千７百万
円の発行額に対し、約２億３百万円が換金さ
れました。残り約６千万円を超える分の商品
券が、今後換金されることになります。換金
期限を過ぎた商品券は無効となりますので、
早めの換金手続きをお願いします。

　使用済み商品券の裏面の加盟店欄に店名
を記入し、「切り取り無効」線で切り取っ
てください。
　使用済み商品券と「換金請求書兼取次依
頼書」並びに「特定事業者登録証明書兼換
金資格証明書」を最寄の取次金融機関にお
持ちください。登録時に指定した口座に請
求額が、新座市から振込まれます。

取扱店欄
「切り取り無効」線

限定
　今年開催される東京2020オリン
ピック・パラリンピックにおいて、
射撃の会場として新座が選ばれた
ことを記念して、新座市の特別住
民にも登録されている鉄腕アトム
の射撃Ver.のグッズが販売されま
した。今年限定のレアなアトム
グッズは新座市商工会館の窓口に
てお買い求めいただけます。アト
ムとゾウキリンの可愛いマフラー
タオルが新発売！

◀クリアファイル（３００円・税込）

▲マフラータオル（各色１，５００円・税込）
◀
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
各
種（
４
０
０
円・税
込
）

　
ス
テ
ッ
カ
ー
各
種（
２
０
０
円・税
込
）

東京2020オリンピック・パラリンピック
　　  アトムグッズ（射撃Ver.）発売！
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TMG
サテライトクリニック朝霞台

旧）朝霞台中央総合病院ドック健診センターと統合しました

℡048（452）7700㈹
〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

クリニック

訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 療養通所介護

人工透析
人間ドック

巡回健診

一般内科・腎臓内科・婦人科

協会けんぽ健康保険（日帰りドック・生活習慣病予防健診）指定
各健康保険組合指定・四市人間ドック指定（朝霞市・新座市・志木市・和光市）

最新鋭レントゲン装置（リアルタイムデジタルラジオグラフィティ装置
搭載車）による出張巡回健診を行なっております。

24床・送迎あり

お問い合わせ▷℡048（466）8066

お問い合わせ▷℡048（423）6936

お問い合わせ▷℡048（466）8066

【併設事業所】

労務コーナー

新会員の
ご紹介

▼

（順不同・敬称略）

掲載を希望された
新会員の皆さんです。

12/31現在

商工会員数

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
商業会員

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
工業会員

青年部コーナー 女性部コーナー

3月・4月の主な行事予定

事業
報告

新年会

2,392人

R1.11.1

R1.12.31

エルフューチャー㈱
NPO法人 すまいる
やきとん ほうき星
Leopard
訪問リハビリマッサージ さんぽあん
㈱デイライト
Circus Laboratory Cou Cou
Drop
ものづくりT.
㈱ダイナスティー

新座1丁目1-13 アップルパイⅥ201号

北野1丁目2-22
東北1丁目11-1
東北1丁目14-2-1F
東2丁目6-22-201
大和田1丁目27-19
野火止2丁目12-2
栄4丁目2-24-2F
石神2丁目11-34-203
石神4丁目5-31

広告業

訪問介護

飲食業

スナック

訪問マッサージ

ネイルサロン

映像制作

芹沢　　翼
佐野　雅之
関　　　潔
浦田　　妹
赤城　雄二
石河　利恒
酒井　淳美
釜堀　　茜
木下　篤弘
三船　徳宏

鹿鳴堂㈱
㈱庭屋中村

東北2丁目29-30-Vortex21 shiki 101

野火止3丁目10-34
建築工事（大工）

造園業

津田　広布
中村　健人

障害者福祉
（障害児通所支援）

娯楽用品・がん具等
卸売業（ダーツ製品）

舞台芸術・サーカス
（興行団）

大好評のクリスマスサンタ事業実施！

市長との座談会並びに新年会を開催しました！

　令和1年12月24日（火）、サンタクロースに扮装し
た部員達が部員のお子さんやポスターからご応募い
ただいた市内の小学生未満のお子さん達へお菓子の
プレゼントをお届け♪プレゼントに喜ぶ子供たちの
笑顔に部員たちの疲れも吹っ飛びました！

　令和2年1月13日（月・祝）、市長との座談会では新
座市の今後について市長と青年部員が熱く語り合い、
新年会では部
員同士やOB
との親睦を深
め、1年の始
まりに相応し
い事業になり
ました！

日帰りバス旅行を開催

　去る2月14日(金)、新年会事業として山梨方面へ日帰
りバス旅行に行きました。
当日はお天気にも恵まれ、富士急ハイランドのホテル
「ハイランドリゾート」で富士山を真正面から見ながら、ラ
ンチブッフェ、帰りにはいちご狩り、お買い物を楽しみま
した♪

あなたも新しい仲間作りを始めませんか!?
新座市商工会女性部では研修会や講習会など、女性とし
て更なるスキルアップを目指して活動をしています。
部費は月300円！随時新入部員を募集中！青年部員随時募集中！

http://niiza-impulse.com/
お問合せ ＴＥＬ048-478-0055 青年部担当まで

お問い合せ ＴＥＬ０４８-４７８-００５５
女性部 担当まで

女性部員随時募集中！

３月３日㊋

５日㊍
６日㊎
８日㊐
12日㊍
16日㊊
17日㊋

19日㊍
20日㊎
23日㊊
31日㊋

４月３日㊎
４日㊏
７日㊋
13日㊊
17日㊎
18日㊏
19日㊐
21日㊋

23日㊍
24日㊎
25日㊏
29日㊌

確定申告書記入相談会（受領会）
/ひな祭り/耳の日
啓蟄
確定申告書記入相談会（受領会）
早春バスの旅
確定申告書記入相談会（受領会）
所得税申告期限
月例こくきん事業資金・創業支援相談会
/彼岸の入り
消費税申告相談会
春分の日
彼岸明け
消費税申告期限

３級簿記講習会/清明
３級簿記講習会
鉄腕アトム誕生日
記帳相談日
３級簿記講習会/平林寺半僧坊大祭
３級簿記講習会
穀雨
月例こくきん事業資金・創業支援相談会/
ビジネスマナー講座/所得税納税振替日
記帳相談日/消費税納税振替日
３級簿記講習会
３級簿記講習会
昭和の日

ビジネスマナー講座 講師：現代礼法研究所代表 岩下宣子先生3級簿記講習会開催のお知らせ
日商３級を対象とした

短期集中講習会を開催します。
４月3日㈮より全１１回
 金曜 午後６時30分～
 土曜 午前９時30分～
新座市商工会館
野口会計法務事務所　野口 邦雄 税理士
6,０００円（税・テキスト代込）
4０名（先着順により、定員に達し次第、締め
切りとさせて頂きます。）
新座市商工会（TEL048-478-0055）

令和2年4月21日㈫、10時～16時　昼食は、各自ご対応願います。
新座市商工会館 会議室 50名（先着順）
商工会員、新座市在住・在勤　　　　　 ●筆記用具 ●名刺 ●名刺入れ
1人につき会員1,000円・非会員4,000円（消費税込）
申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて本会窓口にお申込み
ください。
4月6日㈪、定員に達し次第申込みを締め切ります。また、締め切り後の
キャンセルは受講料を返金できませんのでご了承ください。
新座市商工会（TEL048-478-0055）

日　時 日　　時
会　　場
対　　象 持 ち 物
受 講 料
申 込 み

申込締切

問 合 せ

定　　員

会　場
講　師
受講料
定　員

問合せ

「言葉づかい」「身だしなみ」「電話対応」「ビジネス文書」「冠婚葬祭マナー」など
正しくできる社員になるための講座です。

（お持ちであれば）

外国人を雇用する事業主の方へ

外国人雇用状況の届出において、
の記載が必要となります

　令和２年３月１日以降に、雇入れ、離職をした外国人
についての外国人雇用状況の届出※において、在留
カード番号の記載が必要となります。
　外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場
合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者
の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ
届け出ることが義務づけられています。

　なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届
出の対象外となります。

◎ご不明な点は、お早めに事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い
合わせください。

特定の法人について
電子申請が義務化されます

　現在、政府全体で行政手続コスト（行政手続に
要する事業者の作業時間）を削減するため、電子
申請の利用促進を図っており、当該取組の一環
として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保
険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電
子申請で行っていただく事となりました。
◎詳細については、健康保険（協会けんぽ管掌の事業
所に限る）・厚生年金保険に関する手続は年金事務
所に、労働保険に関する手続は事業所の所在地を管
轄する労働局に、雇用保険の被保険者に関する手続
はハローワーク又は都道府県労働局雇用保険電子
申請事務センターにお問い合わせください。

令和2年
4月から

在留カード番号
令和2年
3月から
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関　　　潔
浦田　　妹
赤城　雄二
石河　利恒
酒井　淳美
釜堀　　茜
木下　篤弘
三船　徳宏

鹿鳴堂㈱
㈱庭屋中村

東北2丁目29-30-Vortex21 shiki 101

野火止3丁目10-34
建築工事（大工）

造園業

津田　広布
中村　健人

障害者福祉
（障害児通所支援）

娯楽用品・がん具等
卸売業（ダーツ製品）

舞台芸術・サーカス
（興行団）

大好評のクリスマスサンタ事業実施！

市長との座談会並びに新年会を開催しました！

　令和1年12月24日（火）、サンタクロースに扮装し
た部員達が部員のお子さんやポスターからご応募い
ただいた市内の小学生未満のお子さん達へお菓子の
プレゼントをお届け♪プレゼントに喜ぶ子供たちの
笑顔に部員たちの疲れも吹っ飛びました！

　令和2年1月13日（月・祝）、市長との座談会では新
座市の今後について市長と青年部員が熱く語り合い、
新年会では部
員同士やOB
との親睦を深
め、1年の始
まりに相応し
い事業になり
ました！

日帰りバス旅行を開催

　去る2月14日(金)、新年会事業として山梨方面へ日帰
りバス旅行に行きました。
当日はお天気にも恵まれ、富士急ハイランドのホテル
「ハイランドリゾート」で富士山を真正面から見ながら、ラ
ンチブッフェ、帰りにはいちご狩り、お買い物を楽しみま
した♪

あなたも新しい仲間作りを始めませんか!?
新座市商工会女性部では研修会や講習会など、女性とし
て更なるスキルアップを目指して活動をしています。
部費は月300円！随時新入部員を募集中！青年部員随時募集中！

http://niiza-impulse.com/
お問合せ ＴＥＬ048-478-0055 青年部担当まで

お問い合せ ＴＥＬ０４８-４７８-００５５
女性部 担当まで

女性部員随時募集中！

３月３日㊋

５日㊍
６日㊎
８日㊐
12日㊍
16日㊊
17日㊋

19日㊍
20日㊎
23日㊊
31日㊋

４月３日㊎
４日㊏
７日㊋
13日㊊
17日㊎
18日㊏
19日㊐
21日㊋

23日㊍
24日㊎
25日㊏
29日㊌

確定申告書記入相談会（受領会）
/ひな祭り/耳の日
啓蟄
確定申告書記入相談会（受領会）
早春バスの旅
確定申告書記入相談会（受領会）
所得税申告期限
月例こくきん事業資金・創業支援相談会
/彼岸の入り
消費税申告相談会
春分の日
彼岸明け
消費税申告期限

３級簿記講習会/清明
３級簿記講習会
鉄腕アトム誕生日
記帳相談日
３級簿記講習会/平林寺半僧坊大祭
３級簿記講習会
穀雨
月例こくきん事業資金・創業支援相談会/
ビジネスマナー講座/所得税納税振替日
記帳相談日/消費税納税振替日
３級簿記講習会
３級簿記講習会
昭和の日

ビジネスマナー講座 講師：現代礼法研究所代表 岩下宣子先生3級簿記講習会開催のお知らせ
日商３級を対象とした

短期集中講習会を開催します。
４月3日㈮より全１１回
 金曜 午後６時30分～
 土曜 午前９時30分～
新座市商工会館
野口会計法務事務所　野口 邦雄 税理士
6,０００円（税・テキスト代込）
4０名（先着順により、定員に達し次第、締め
切りとさせて頂きます。）
新座市商工会（TEL048-478-0055）

令和2年4月21日㈫、10時～16時　昼食は、各自ご対応願います。
新座市商工会館 会議室 50名（先着順）
商工会員、新座市在住・在勤　　　　　 ●筆記用具 ●名刺 ●名刺入れ
1人につき会員1,000円・非会員4,000円（消費税込）
申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて本会窓口にお申込み
ください。
4月6日㈪、定員に達し次第申込みを締め切ります。また、締め切り後の
キャンセルは受講料を返金できませんのでご了承ください。
新座市商工会（TEL048-478-0055）

日　時 日　　時
会　　場
対　　象 持 ち 物
受 講 料
申 込 み

申込締切

問 合 せ

定　　員

会　場
講　師
受講料
定　員

問合せ

「言葉づかい」「身だしなみ」「電話対応」「ビジネス文書」「冠婚葬祭マナー」など
正しくできる社員になるための講座です。

（お持ちであれば）

外国人を雇用する事業主の方へ

外国人雇用状況の届出において、
の記載が必要となります

　令和２年３月１日以降に、雇入れ、離職をした外国人
についての外国人雇用状況の届出※において、在留
カード番号の記載が必要となります。
　外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場
合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者
の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ
届け出ることが義務づけられています。

　なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届
出の対象外となります。

◎ご不明な点は、お早めに事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い
合わせください。

特定の法人について
電子申請が義務化されます

　現在、政府全体で行政手続コスト（行政手続に
要する事業者の作業時間）を削減するため、電子
申請の利用促進を図っており、当該取組の一環
として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保
険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電
子申請で行っていただく事となりました。
◎詳細については、健康保険（協会けんぽ管掌の事業
所に限る）・厚生年金保険に関する手続は年金事務
所に、労働保険に関する手続は事業所の所在地を管
轄する労働局に、雇用保険の被保険者に関する手続
はハローワーク又は都道府県労働局雇用保険電子
申請事務センターにお問い合わせください。

令和2年
4月から

在留カード番号
令和2年
3月から
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新座の隠れた名店です
～スペシャルティコーヒーのお店～ 新座市野火止５－１１－５４

カーサビアンカ１０１

KONDO COFFEE STAND
近藤　寛之

　KONDO COFFEE STANDは神明神社の近く、住
宅が立ち並ぶなかにあります。開業は２０１５年、店主の
近藤寛之さんは新座生まれの新座育ちで、会社勤めをし
ていましたが「人が笑顔になれるような仕事がしたい」と
カフェ開業を決意、製菓学校に入学しました。「学校の授
業で、豆の生産から飲み物となるカップまでの全ての段
階で管理が徹底しているハイクオリティな“スペシャル

ティコーヒー”に出会い感
動しました。それまでの
コーヒーの概念が変わり
ました」
　新座に人を呼べるよう
になりたいと、開業後も技
術や知識の向上を目指し
抽出の競技会にも出場。

2018年ジャパンブリュー
ワーズカップ国内大会で
は全国２位を獲得していま
す。淹れ方ひとつで味わい
が変わるコーヒーは奥深く
探求に終わりはないとの
事です。
　現在はプロ向けのレッス
ンも行っており、お店は不
定休ですが、暖かい雰囲
気の店内で味わう一杯は
至福のひとときを過ごせる
こと間違いなしです。

▲店主の近藤さん

▲㈱作田フレキ製作所ブース

詳細はFacebookでご確認お願い致します。

自家製スイーツもお薦めです▶

▲７種類のさまざまな味わいの
　コーヒーが楽しめます

不定休

加盟店登録をお願いします

新規取扱い加盟店
大募集！

新規取扱い加盟店
大募集！

新規取扱い加盟店
大募集！

４月7日㈫よりスタートします♪

第１7期

　第17期アトム通貨のスタートは、鉄腕アトムの誕生日でもある4月7
日となりました。また、５月開催のイベントにて配布を予定しております。

特に小売店・飲食店の皆様！

　「彩の国ビジネスアリーナ2020」が1月29日・30日にさいたまスーパーアリ
ーナで開催されました。彩の国ビジネスアリーナは、様々な分野（製造、IT、エネ
ルギー･環境）の企業・団体が参加する国内最大級の展示商談会で、本年は製
造業を中心とした幅広い業種から約1万7千人の来場がありました。
　新座市からは、㈱作田フレキ製作所、㈲野火止製作所、ルナライト㈱の３社
が出展し、優れた技術をＰＲしました。
　新座市商工会は、受注確保・販路
開拓、技術力向上等を目的とし、広
域的に新たなビジネスチャンス創出
を図る彩の国ビジネスアリーナに出
展する企業を支援するために、出展
料の一部を助成しています。

彩の国ビジネスアリーナ2020

▲ルナライト㈱ブース

▼㈲野火止製作所ブース

＼新座から3社出展しました／

としまえんゆうえんち
１日フリーパス券 ●有効期限は令和2年8月31日までです！
令和２年４月１日販売分より、チケットの仕入れ価格が値上げになるため、販売価格を
変更させていただきます。

西武園ゆうえんち
オールシーズン券

令和２年3月31日まで有効

窓口にて直接お申込みください。

詳細については、今回一緒にお送りしましたチラシをご覧いた
だくか、商工会までお問い合わせください。
新座市商工会　電話：048-478-0055

販売期間
区分

おとな(中学生以上)
子供(３才～小学生)

令和２年３月３１日
販売分まで

令和２年４月１日
販売分より

2,100円
1,300円

2,300円
1,400円

お電話または、ＦＡＸにて、
事前予約が必要です！

1枚 ¥1,000円 (税込）

見
本

新座市プレミアム付商品券

期限を過ぎると商品券の換金はできなくなります。
ご注意ください。！

取次金融機関 
埼玉りそな銀行 新座支店 武蔵野銀行 新座支店・新座南支店
青木信用金庫 新座支店 青梅信用金庫 新座支店
西京信用金庫 新座支店 埼玉縣信用金庫 新座支店
巣鴨信用金庫 新座支店 東京信用金庫 新座支店
西武信用金庫 大泉支店

換金の方法（大型店舗を除く）

　昨年10月１日より利用されています新座市
プレミアム付商品券の有効期限は、本年３月３
１日までとなっています。商品券の取扱店舗の
皆さんは、換金期限の令和２年４月１０日（金）
までに換金手続きをお願いします。

　本年１月31日現在で、約２億６千７百万
円の発行額に対し、約２億３百万円が換金さ
れました。残り約６千万円を超える分の商品
券が、今後換金されることになります。換金
期限を過ぎた商品券は無効となりますので、
早めの換金手続きをお願いします。

　使用済み商品券の裏面の加盟店欄に店名
を記入し、「切り取り無効」線で切り取っ
てください。
　使用済み商品券と「換金請求書兼取次依
頼書」並びに「特定事業者登録証明書兼換
金資格証明書」を最寄の取次金融機関にお
持ちください。登録時に指定した口座に請
求額が、新座市から振込まれます。

取扱店欄
「切り取り無効」線

限定
　今年開催される東京2020オリン
ピック・パラリンピックにおいて、
射撃の会場として新座が選ばれた
ことを記念して、新座市の特別住
民にも登録されている鉄腕アトム
の射撃Ver.のグッズが販売されま
した。今年限定のレアなアトム
グッズは新座市商工会館の窓口に
てお買い求めいただけます。アト
ムとゾウキリンの可愛いマフラー
タオルが新発売！

◀クリアファイル（３００円・税込）

▲マフラータオル（各色１，５００円・税込）
◀
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
各
種（
４
０
０
円・税
込
）

　
ス
テ
ッ
カ
ー
各
種（
２
０
０
円・税
込
）

東京2020オリンピック・パラリンピック
　　  アトムグッズ（射撃Ver.）発売！


