
YEGビジネスEXPO出展社一覧

会社名（サービス名） 会社ホームページURL 担当者様氏名 主取扱商品・サービス・技術 当社の売り（強み、キャッチコピー等） 顧客として繋がりたい業種、ターゲット
（自社商品を買うとこんな方のお役に立てます）

協業パートナーとして繋がりたい業種
（コラボレーションしたい）

Eインナービューティサロン https://eriko-maekawa.com/ 前川衣里子 ヨガ、コーチング、タロット占い、ISD個
性心理学、アロマ、スキンケア

女性のメンタル自立サポート 人間関係にお困りの40代女性 健康や美に関連した企業や個人

まるしず https://shizuoka.mypl.
net/shop/00000362151/

町塚洋介 レンタルスペース・地域情報ポータル
サイト

地域の穴場情報をハード面とソフト面で全力サポー
ト！

地域(静岡市)に根ざした法人様・個人事業主様 希望なし

トーカイネオン株式会社 https://tokaineon-ds.com/ 会見　尚美 看板、デジタルサイネージの企画提案
から施工までトータルソリューションを
提供いたします。

看板・デジタルサイネージのことなら、トーカイネオ
ンにすべてお任せください！

看板やデジタルサイネージを設置することで売上アップを
見込めます！その他、自社のブランディングにも役に立ち
ます！

オンラインコンテンツ制作会社

株式会社SNOPPIcreation https://www.snoppicreation.com/ 下大澤志保 人材研修/チームビルディング研修/性
格心理分析

従業員の性格・特徴を【ジタコリカ】を使いゲーム感
覚で心理分析！チームビルディングもできます

■チームワークを高めたい方
■性格分析、行動分析等に興味がある方

販促業

有限会社　梨本化成 https://nashimotokasei.co.jp 梨本直史 自動車補修塗料、カーコーティング、
建築用塗料、及び塗装機器全般の販
売

未経験者の方もサポートし、販売以外に研修も行
います。

自動車鈑金塗装業様、建築塗装業様、またこれから始め
たいと考えている方

希望なし

Bitters Club株式会社 https://www.bitters-club.com 川名 武蔵 営業代行 営業コンサルティング 静岡唯一の総合営業支援会社 新規顧客の開拓をしたいBtoBの中小企業様 マーケティング会社様 広告会社様

株式会社小野田産業 https://onoda-sg.co.jp/samtop/ 小野田康秀 災害用シェルターの製造販売 世界で一つだけの発泡スチロール製シェルター 防災関係 防災関係

株式会社鳥居製缶 https://www.cantorii.co.jp 久保田徹 スチール缶の製造及び包装資材の企
画・販売をしております。

環境に配慮した商品企画をご提案し、お気に入り
の小物で小さな幸せを積み重ねる。

SDGsを意識したオリジナルのスチール缶商品をご提供い
たします。

缶に入れる商材を提供いただける企業さま

株式会社事務機器センター 井口貴功 オフィス用ハード機器販売・保守及び
システム・ネットワークの構築、補助金
・助成金活用による事務機の入れ替え

「効率を2倍に、コストを1/2に」をモットーに常に最
新の商品・サービスの提供でお客様のの課題解決
を行います

製造業から介護・福祉事業まで幅広く顧客ニーズに対応致
します。

システム開発等、コロナ対策商品取り扱いメー
カー等

フロアマット専門店R.S http://mat.shizuoka.jp/ 天野幸宏 フロアマット、カーマット、玄関マット、
オリジナルマット

あなたのお好きなデザインで、オリジナルマットが
作れます！

車関連、お店、会社 車関連、レンタルマット関連、贈答品関連

株式会社サイラン https://www.sairan.co.jp/ 大石 仁彦 製版・印刷、出版、デザイン制作、広
告代理業、DX、Webサイト制作・管理

静岡の地で110年以上。「伝えること」を考え続けて
きました。総合印刷業務を母体に、デザイン、マル
チメディア、映像、イベント、商品開発、出版、広告
代理業など総合的な支援体制で、お客様の「伝え
たい」に応える会社です。

製造業、小売店、生産者様 IT関連企業、補助金コンサルタント

つかさ治療院 https://tsukasachiryouin.com/ 山口司 鍼灸マッサージ、訪問マッサージ、
EMSトレーニング、トレーニング指導、
ダイエットサポート、

プロチームに携わってきた鍼灸マッサージ師トレー
ナーがお身体の悩みを解決致します。

希望なし 希望なし

株式会社エスクリエイト http://s-cre.com 石川雅章 広告代理店（テレビ・ラジオ・エスパル
ス）DX/SNSマーケティング・オンライ
ンサロン

10人しかいない会社ですが、世界規模の仕事でお
客様と一緒にワクワクを提供します

企業や商品をPRしたい方。新規事業に取り組んでいる
方。

エスクリエイトと一緒に楽しんでくれる方

文学系マジシャン蓬生
（セミナー講師）

http://yomogician.com 蓬生裕晃 マジックに使われる「人を操る力」をビ
ジネスや社会活動に活かすセミナーを
行っています。とくに、ワークショップを
交えた「体験型セミナー」は人気です。
過去に行ったセミナーとして、セールス
マンに向けての「営業力アップセミ
ナー」や警察署と契約して各地で開催
した「特殊詐欺対策セミナー」、エンタメ
要素を含んだ経営者向けの「行動経
済学セミナー」などがあります。

「学びに驚きを！」をテーマに、どんな堅苦しい〝勉
強〟もエンターテイメントを交えて面白おかしく解説
することを得意としています。とくに心理学の面でビ
ジネスで使えるスキルを多数取り扱っています。

今までとちょっと違った新人研修やセールスセミナーを求
めいている企業様。

今までとちょっと違ったセミナー講師を探している
講師派遣会社様。

株式会社トムス https://www.e-toms.com/ 北田五月 デジタル化・IT業務改善支援 地方企業でも、中小企業でもできるやさしいデジタ
ル活用

自社のデジタル化に危機感を持っている方、営業所や店
舗など複数の拠点を持つ事業者、事業承継予定の方、

オフィス事務機や広告代理店、士業など法人相
手にビジネスをされている方とセミナーでコラボ
できると嬉しいです。

株式会社VOYAGE MARKETING https://digi-co.net/ 渥美 6,000種類以上から交換先を選べるデ
ジタルギフト「デジコ」を提供していま
す。主要な交換先は、amazonギフト
券、iTunes、GooglePlay、PeXです。

ユーザー様の使いやすさを追求したデジタルギフ
ト。手軽に、低コストで、多くの方に送れるデジタル
ギフトをぜひ。

販促活動に悩みのある企業様 企業の販促をともに促せる企業様で、一緒にソ
リューション開発ができる企業様

株式会社Geolocation Technology https://www.geolocation.co.jp/ 榊　美代奈 ①https://www.docodoco.jp/
【どこどこJP】・・・アクセス企業名可視
化（Googleアナリティクス連携等）、ア
クセスエリア（業種）によるサイトコンテ
ンツ自動切替えができます。主にAPI
キーでjavascript版ですと初期費用10
万円（税別）、月額費用1万円からでご
提供させていただいております。

②https://www.docodocoad.jp/
【どこどこad】・・・IPアドレスで業種や
エリア等をターゲティングし配信できる
web広告サービスです。初期費用はな
く、広告費1000円から配信が可能で
ございます。

③https://www.tektekstamp.jp
【てくてくスタンプ】・・・オンラインでも活
用できる非接触型のデジタルスタンプ
ラリーです。QRコードやキーワード等
でスタンプを集めることが可能です。

“IP Geolocation”インターネットユーザーのIPアド
レスを手掛かりに、ユーザーの位置情報やインター
ネット接続環境を割り出す技術を提供する、国内唯
一の企業。

どんな業種でもお力になれますが、BtoB企業向けにビジ
ネスをされている企業様のクライアント様が多いです。

Webサイト制作会社様、広告代理店様

しあわせ販促工房 https://teru-illust.com/ 窪田てるみ 漫画・イラスト・ビジキャラ（販促用ビジ
ネス似顔絵）

共感を呼ぶ漫画とイラストで、集客アップをお手伝
い！

もっと認知してほしいサービスや商品がある方
お客様に想いを伝えて、もっと距離を縮めたい方

広告代理店、動画クリエイター、

株式会社静岡テレビセンター https://www.stvc.co.jp/ 内野由規充 LIVE配信代行、動画制作、TV番組制
作、映像技術スタッフ派遣、ドローン撮
影、各種デザイン、新聞出稿、CM出
稿、広告代理、イベント企画

広告プランニングから制作までワンストップでお応
えします。

•スポーツ関連の協会関係者様
•総会などを頻繁に行うような業者様
•企業VPを制作されたい企業様
•動画配信をプロに任せたい企業様

広告の出稿からデザイン、動画制作までトータルでプラン
ニングして欲しい方のお役に立てます。
また、長年TV中継の経験があるのでプロクオリティの
LIVE配信代行•イベント企画を行う事が出来ます。

•デザイン業
•映像制作業
•Web広告業
•映像技術者（カメラマン、音声、中継など）

デザインや動画制作を行なっている企業様や個
人事業主様と連携をしたいと考えております。
Web用広告に特化されている企業様ともコラボ
レーションさせて頂きたいです。
あとは、外部のカメラマンさんなどの技術スタッフ
としてお仕事を依頼させて頂くことも多いのでそう
いう方とも繋がりたいと考えております。

株式会社KOU　こう月 www.kougetsubento.com/ 栗田智絵 お弁当、仕出し、オードブル、イベント
出店

野菜が取れて彩りがいい、ワンランク上のお弁
当！！こう月です。

企業、個人事業主全般　※毎日食べるのお昼を400円～
提供（野菜が取れて満足感あり）イベント、会議の仕出しも
800円～あります！

イベント関係、スイーツやドリンク関係扱っている
方、パッケージ

ライフウィズインベストメント https://www.lifewithinvestment.com/ 大江　真人 金融リテラシー向上セミナー、株式投
資コンテスト開催

株式投資、確定拠出年金で一歩踏み出す方へ丁
寧にサポート致します。

会社員、貯金の多い方 会社員へのマーケティングが得意な方

スリーカウント株式会社 https://www.three-count.jp/ 鈴木悠資 リスティング広告運用/WEBサイト改
善コンサルティング/成果報酬型SEO
対策/Indeed広告運用代行/無料求人
サイトフエルーボ

WEBマーケティングに特化した企業が、静岡県に
もある。
集客力、分析＆改善力が、圧倒的に強い。
スリーカウントは、WEBマーケティング専門社で
す。

集客と求人にお困りでWEBマーケティングで解決を考えら
れている企業様

なし

株式会社オフィスエル https://officel-greencoffee.com/ 田近 義貴 グリーンコーヒー卸OEM　健康セレク
トショップ運営

小ロットからグリーンコーヒーをオリジナルで作成し
ます。

食品商社、飲食店、小売店、エステ、美容院、各種リラク
ゼーション

飲食店、エステ、美容院、各種リラクゼーション、
農家

株式会社LEAPH leaph.co.jp 河原崎幸之介 DX推進コンサルティング 課題意識が曖昧なところから解決策を創り、実行ま
で支援します。

次の一手を悩んでる方 希望なし

HONE https://www.hone.jp/ 桜井貴斗 マーケティング・ブランディング戦略 業績とブランド価値を高めることを両立するマーケ
ティング戦略を考えること

売上・集客を高めたい企業すべて 希望なし

株式会社オーバーリンク 山本 オフィス家具 需要分析と製品供給力が優れている 希望なし スポーツ&アウトドア用品店

株式会社エストリンクス https://estlinks.co.jp 安藤悟 Webマーケティング(SEO、SNS、広
告)

集客や採用に貢献する静岡No.1のコンテンツマー
ケティング企業

オンライン集客施策に力を入れてきたが十分な効果を感じ
ていない企業様

Webの制作会社

（株）大黒屋商事 https://s-daikokuya.shop-pro.jp/?
mode=cate&cbid=2699308&csid=0

山口毅雄 さくら棒、焼いて食べる生せんべい
Baker

静岡のソウルフード「さくら棒」を事業継承。 スーパー様、アウトドアショップ様 デザイン、企画会社様

SEREN DESIGN https://serendesign.work/ 宮崎瀬奈 Webサイトのデザインおよび構築・EC
サイトのデザインおよび構築

ひとめでわかりやすいお洒落なサイトを作成しま
す。

Web系制作会社さん、マーケティング会社さん Web系制作会社さん、マーケティング会社さん

株式会社松城 matsushiro-corp.com/ 松城充孝 ENEOSの電力、中央電気保安協会
のキュービクル保安点検

高圧電力ユーザーのコスト削減に貢献いたしま
す！導入コスト0円で確実なコスト削減を実現いた
します。

高圧電力ユーザー様（工場、ホテル、介護施設など）、コス
ト削減したい法人様

オフィスソリューション、税理士、社労士、コンサ
ル業、電気工事

Web制作事務所アリカタ https://www.arikata.me/ 片井義之 ホームページ／採用サイトの戦略立
案・制作・改善

私たちの強みは、強い当事者意識をもって、ホーム
ページを作るだけでなく、作る前の戦略、作った後
の改善までを支援できることです。

ホームページを起点とした集客・採用強化に本気で取り組
みたい企業さま。
業種は問いません。

希望なし

(有)松永和廣設計事務所 https://matsunaga-sekkei.com/ 松永達哉 設計事務所、工務店、不動産、古材買
取

設計事務所と工務店の間を担う会社です。古民家
再生やリフォーム、セルフビルドに力を入れていま
す。

希望なし 建設業

アップスカイ株式会社 https://upsky.jp/sns 寺田 貴詞 SNSコンンサルティング（アカウント運
用代行、インフルエンサー活用、広告
運用代行）

若い力とアイデアで、サービスをSNSでバズらせま
す！

BtoCのビジネスモデルの業種全般（飲食店・EC運営・ア
パレル・宿泊施設など）

WEB制作会社・カメラマン

アトツギベンチャー支援 https://ato-tugi.jp/ 藁科憲佑 事業承継のタイミングで、新しく事業を
再構築する支援を行っています。先代
のまま継続ではなく、次の時代に向け
た新しいチャレンジを、事業計画、資
金調達、ブランディング、集客マーケ
ティング...etc と総合的にサポートしま
す。サポートには静岡県内だけでなく、
都内からも各分野のプロフェッショナ
ルをアサインして、貴社のための支援
チームを結成します。

事業承継で新しい挑戦を、資金調達からブランディ
ングまで総合サポート！

2代目、3代目といった事業承継者 shopifyなどEC構築が強い会社

ルクレクサ鍼灸マッサージ院 https://leklexa.com 鈴木健太 肌質改善ホームケア販売、印象を良く
する美容鍼、小さなサロンのオンライ
ン化支援

コロナ社会で問題になっている表情筋の衰え、マス
ク肌荒れを解消を得意としています。

皮膚科に行っても治らないような顔の赤み(ニキビ、脂漏性
皮膚炎、酒さ)。オンラインシフトができずに悩んでいる小さ
なサロンオーナー

医師、管理栄養士

株式会社テンポイント
（社会保険労務士法人オフィス・テンポイン
ト）

https://tenpoint.work/ 梅田貴彦 採用定着支援（採用コンサル・採用シ
ステム・評価制度・クラウド研修システ
ム・クラウド勤怠システム・退職金制
度）

採用から定着まで一気通貫にて支援 採用や社員の定着に困っている企業（製造業、社会福祉、
医療業、警備、清掃業・士業、自動車販売業など）、

税理士、金融機関、保険屋（ヒト・モノ・カネのう
ち、モノとカネを扱う方）

ふじみ歯ならびクリニック https://www.fujimihanarabi.com/ 高橋　一人 小学校低学年向けの歯並び治療 歯ならびは呼吸と寝相で治す 未就学児・小学校低学年向けコンテンツをお持ちの方 未就学児・小学校低学年向けコンテンツをお持ち
の方

Smile Table。 https://sayo1228.wixsite.com/smile-
smile-sayo

高木　佐代子 飾り巻き寿司と和菓子の料理教室。こ
ども、親子、インバウンドに向けて作り
方を教えております。オンライン対応。

つい自慢したくなるモテ巻き寿司 希望なし 飲食業



YEGビジネスEXPO出展社一覧

花のあるくらし研究所 http://hanano-ken.com 中村将史 お花のサブスク、ワークショップ、フラ
ワーギフト

花のあるくらしを日常にする、日替わりサブスク。 40代〜50代女性 お花の受取所として協力いただける方。

株式会社Bee https://bee-produce.com/ 永松雄介 新卒採用サポート
就活オンエア

採用費用を抑え、新卒採用が行えます 新卒採用を行なっている企業様と繋がりたいです 学生集客に関して協業したいです

未来貯金株式会社 https://www.mr-c.jp/ 川崎　孝志 確定拠出年金（DC）情報提供アプリ
「みらいナビ」、投資教育セミナー

確定拠出年金（DC）の課題・お悩みを解決します!! 確定拠出年金制度を導入している全ての企業、導入を検
討している全ての企業

なし

TAMAGO株式会社 https://tamagoes.com/ 後藤 正憲 クラウドシステム開発・Webマーケティ
ングコンサルタント・マーケティング
データ可視化・ビジネスプログラミング
教育

「販売」と「効率」を開発力で実現する実績 Webマーケティングに課題がある企業・マーケティング〜
顧客管理〜商品サービス開発〜業務効率を一気通貫した
い企業

マーケティング企業・メディア運営企業・広告代理
店

株式会社Reproject https://re-pjt.com 大谷 直之 組織コンサルティング・経営コンサル
ティング・社員研修

人と組織を活性化します。 変化の時代に生き残っていくための組織変革を考えている
企業の方

新規事業を考えている企業(業種問わず)

株式会社Teable
（シェア＆レンタルオフィスMICAN）

https://mican.tokyo/ 矢後真由美 シェアオフィス、レンタルオフィス、貸会
議室、プロダクトデザイン

東京品川区の大井町駅前で、静岡企業の東京進
出をサポートしています！

東京や全国で商品やサービスを展開したい企業 静岡のシェアオフィス・レンタルオフィス、中小企
業支援

お絵かきムービークリエイター https://instagram.com/waiwai.
story_yamada?utm_medium=copy_link

山田蓉子 お絵かきムービー制作 あなたの魅力を、数分でわかりやすく伝えられる、
セールスいらずのお絵かきムービー！

商品に込めた想いを伝えたい！スタッフに想いを共有した
い！というセールスや人材で悩む経営者の方。

HP制作・SNS構築の方

株式会社杉山写真材料店 https://twitter.com/sugiyamasya1946 肥田 カメラ販売、写真現像・プリント 静岡で他にはないカメラと写真の専門店 カメラが必要な方 特になし

株式会社R&Oフードカンパニー http://foodcompany.co.jp/ 野崎伸弥 医療食製造、その他食品製造、食育
セミナー等

Vitality For Everyone.
食から支える日本一。

介護施設や老人ホーム
クラフトコーラやカレーを売りたいお店
福利厚生で社員に健康になってもらいたい企業

福利厚生で社員に健康になってもらいたい企業
「食」で地域を盛り上げたい企業、飲食店

ベルメシTwitter
https://twitter.com/vel_meshi

ベルメシinstagram
https://www.instagram.com/vel_meshi/

みえるクラウドログ https://mieru.cloud/ 宮田昌輝 パソコンのログ管理を1人月1000円か
ら可能にするみえるクラウドログの販
売を行っております。

一番簡単にPCでの社員の仕事のみえる化をでき
るツールです！

50人から150人のPC中心の企業。特にテレワークを導入
しているがセキュリティが心配という会社さんとお話がした
いです。

販売パートナーとなってくださる会社

株式会社杉山保険事務所 https://sugiyama-hoken.jp/ 大友義昭 生命保険、損害保険 あなたの希望や状況にあわせた最適なプランと安
心をお届けします

希望なし 希望なし

長野特許事務所 https://nagano-patent.com/ 竹井啓 特許・実用新案登録・意匠登録・商標
登録の代理 ＆ブランディング支援・

ブランディング支援ができる商標登録の専門家 新規事業の立ち上げをお考えの方。 コピーライター＆デザイナー

解説イラスト http://maohagiwara.com/ 萩原美保 イラストレーション、グラフィックデザイ
ン制作

わかりにくい情報を、わかりやすくします！ デザイン、動画制作、出版 デザイン、動画制作

合同会社Ketnoi https://tsuku2.jp/mansouya 渡部晋 居酒屋　介護施設給食配食　デリバ
リー弁当

ビジネス居酒屋！ 介護施設、老人ホーム運営社 介護施設、老人ホーム運営社

浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所㈱https://www.hamamatsufp.jp/ 天野真美伊 資産運用・ライフプラン作成・保険相談
・相続相談・不動産相談

その人がその人らしく生きることを支援する 業種問わず、企業の総務部の方。 保育園、幼稚園、ウェディング業界。産院。高等
学校。大学。

Shopify Japan 株式会社 https://www.shopify.jp/ 石田浩平 SaaS、コマースプラットフォーム 世界の皆様により良いコマースを 実店舗運営のみでは売り上げに困っている方々 静岡商工会議所

株式会社サンロフト
（サイト制作・映像制作）

https://www.sunloft.co.jp/dx/ 大石萌絵 サイト制作・映像制作・マーケティング
支援・Web解析（GoogleAnalytics）
・Web広告・SNS活用・WordPress・
システム開発　他

1,300を超えるWebサイト制作・マーケティング支
援実績 を持つサンロフトだからこそ、豊富な経験に
もとづく現状分析・比較分析で成果向上のためのお
手伝いができます

Web活用を検討している全業種 希望なし

合同会社LiveL http://livel.info/ 杉山雅一 ライブコマース委託販売、ライバー育
成、ライブコマース導入支援、SNS
マーケティング全般

今話題のライブコマースやSNSを活用したインフル
エンサーマーケティングなど、最新のプラットフォー
ムを活用して、御社の販路拡大、認知拡大のお手
伝いをします。

自社製品をお持ちの事業者様、生産者様、販路拡大をし
たい事業者様

生産者さんや自社製品をお作りの方とつながり
がある方

ヴェリテ https://verite-shizuoka.com/ 松田裕紀子 メンタルブロックの解放など（セラピス
ト）

悩んでいる時間を私にください。行動する時間にし
ます。

無理なく売り上げや顧客を増やしたい起業家の方 やり方などを教えているが、生徒さんがなかなか
結果が出ないという方と繋がりたい

MikouJapan株式会社 https://www.rakuten.ne.jp/gold/mikovi/ 李　俊 安定型次亜塩素酸ナトリウム除菌消
臭剤・サプリメントNMN

他社にない優れた商品を開発します ホテル・介護施設・学校など様々な業種様に提供します。
コロナ対策と健康のために！

すべての業種

株式会社VOYAGE MARKETING https://voyagemarketing.com/ 荒井 結実 デジタルギフト「デジコ」（https://digi-
co.net/）

交換先ラインナップは最大6,000種類以上、1円か
ら使える法人向けデジタルギフト

ITサービス、教育、メーカー、リテール（プレゼントやキャッ
シュバックキャンペーンを実施している企業様）

希望なし

株式会社ライフタイム https://www.lifetime-shizuoka.com/ 伊東貴弘 ＜概要＞
昼はコワーキング・ミーティングスペー
ス事業、夜はＪＡＺＺライブ事業を行っ
ています。
平日10時～18時⇒コワーキング・ミー
ティングスペース
平日土日19時～⇒ＪＡＺＺライブ
※土日祝の昼間⇒箱貸ししています
（時間帯や金額応相談）

＜詳細＞
昼のコワーキング・ミーティングスペー
ス事業に関しては、会員制を設定して
います。（８～10月はドロップイン可
能）
また、夜のＪＡＺＺライブは会員でなくて
もご利用できますが、会員になると
ミュージックチャージ料が2,000円割引
されます。

＜コワーキング・ミーティングスペース
の会員制料金・システム＞
●個 利 　１名
１１,０００円⁄ （税込）

●１日単位のドロップイン個 利 　１名
１,５００円⁄日（税込）

●法 利 　
５・ＩＤまで ５０,０００円⁄ （税込）
１０・ＩＤまで １００,０００円⁄ （税込）

①利 時間内のコワーキング、ミーティ
ングスペースとしての利 と、コー
ヒー、  本茶のフリードリンク。ビール
は原価提供（1杯300円⁄税込）。
②個 会員の宅配便の受け取り代 。
（LIFETIME気付で会員ＩＤと 名）
③会員の同 者（ゲスト）は１名まで無
料。（ゲストのみでの 館は不可）
→２名以上、ひとりあたり追加料 550
円（税込・時間制限なし）。
④時間指定の予約も可能。ひとり１時
間あたり220円の追加
⑤飲食持ち込み自由＋飲食ＯＫ

＜ＪＡＺＺライブの会員制料金・システ
ム＞
●個 利 　１名
５,５００円⁄ （税込）

①LIFETIME主催ライブにおいて、会
員おひとり様のミュージックチャージを
2,000円割引にいたします。
→ただし、適応外のものありますの
で、詳しくはライブスケジュールをご確
認ください。

ＪＡＺＺＣＬＵＢ特有の作りになっているので、音の跳
ね返りが少なく、落ち着いた雰囲気での打ち合わせ
に最適！

●外でコワーキングスペースをよく利用される方や直接の
打ち合わせが多い方
⇒例えば、営業マン、ビジネス拠点をもたないフリーラン
ス、保険外交員、ＷＥＢデザイナー等

逆に弊社とつながりたいという会社がいらっしゃ
れば

楽天グループ株式会社 祁荅院 愛 ネットショッピングモール楽天市場の
運営

日本最大級の規模を誇るネットショッピングサイト ECでのご販売に興味がある、または販売してみたい企業
様

同上


