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熱のこもったプレゼンを披露。その結果は？詳しくは紙面で！

税制改正大綱で未来が見える
EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所
あべき解説！速報・税制改正大綱
■ はじめに

① 公共サービスの費用調達機能

平成30年12月14日（今日です！）に、自民党公明党の連立
与党から平成31年度の税制改正大綱が発表になりました。

② 所得の再分配機能
③ 経済への阻害効果
④ 景気の調整機能

毎年のことですが、これは、連立与党が

「今後税制はこのように変わります（変えようと思いま という税制の機能を果たすために、毎年毎年ころころ変わ
す）」
ります。
という内容をまとめたもので、
既に決定のもの（決定された場合は、いつから適用か）
まだ期日は未定のもの

そういう意味では、税法を知ると経済の流れや政府の方向
性が分かります。

方向性のみ決定されたもの

是非、この速報版を元に、今後の動きを感じて下さい。

等の内容が、税目別に一覧されているものです。
■ 税制改正大綱の読み方
これはあくまで与党が考えているものなので、100%決定と 税制改正大綱は、どこのメディアでもまとめて発表していま
いうわけではありませんが、例年で言うと、ほぼこの内容が す。しかし、全部で124ページの壮大なドキュメンタリーなの
で、どこに焦点を当てるか、そこに対してどう評価するかは
年末に閣議決定されて、法制化されていきます。
見る人やメディアによって異なってきます。
ですので、皆さんがご自身で手に取って、読んでみて下さ
い。メディアが評価しているのと異なる感想があると思いま
税法は単なる法律の１つですが、その法律を用いた税制に す。慣れると2時間で読めますよ(^-^)。
はいくつもの役割があります。
■ 税法の役割

税制改正大綱の構成は、第一章～第三章までの全
三章構成です。（詳しくは次のページへ！）

中学生の際に習ったと思いますが、
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この一文だけでも、政府与党が何が言いたいかがよく分か
りますよね。

第一章 基本的な考え方
第二章 具体的内容

こんな感じで、税制改正大綱には様々なメッセージが読み
取れます。是非、直接読んでみて下さいね(^-^)。

第三章 検討事項

第二章は、どこのメディアでも取り上げますが、第一章と第
■ 今回の税制改正大綱のテーマは？
三章はあまり取り上げられません。
今回のテーマは、
このあたりも、政府与党が今後どうしていきたいのか、誰に
配慮しているのかを読み取れるとても大切な部分です。
デフレ脱却・財政健全化、全世代型の社会保障
制度への転換のためには消費税の増税は必須
（ただ、低所得者向けの配慮はちゃんとやりま
す）！
地方創生のためには都会と地方の税収の偏りを
なくす！
去年言ったとおり森林環境税（仮称）を創設して、
温室効果ガスの削減を目指します！
海外への課税逃れ、仮想通貨などへも国際的に
しっかり対応していきます！
ずっと課題になってる事業承継はもっと頑張りま
す！
が主な内容です。

それを受けて、第二章で具体的にどう実現するか触れてい
ます。

一例を挙げると、ゴルフ場利用税です。

今年は例年と比較すると、あまり大きなテーマはありません
ゴルフをされている方は、ご存じだと思いますが、当初ゴル
が、それでも日本の将来に影響を与えます。今回もその中
フは贅沢なスポーツだとして、ゴルフをする人から税金を取
で、比較的多くの皆さんについて身近な税制の改正内容に
ろう！という観点（これを「贅沢税」と言います）から昭和25
ついて、簡単にご紹介いたしますね。
年に創設されました。
しかし、今となってはかなりポピュラーなスポーツになったた
め、毎年のように廃止の要望が総務省に上がっています
（ゴルフ場利用税は道府県民税なので、総務省主管です）。

所得税

■ 住宅ローン減税の拡充
ただ、年間500億円近くの歳入が見込まれますので、これが
消費税増税を踏まえて、平成31年10月～32年12月までに
なくなると、地方からすると結構な痛手です。
取得した場合は、住宅ローン減税を3年延長します。そし
そのため、第三章の検討事項で、
て、この11年目～13年目に限って、住宅ローンの限度額を
4,000万に増やしています（この11年目～13年目だけ限度
「10 ゴルフ場利用税については、今後長期的に検討す
額を増やしている点がにくい）。
る。」
あと、細かな話ですが、年末調整で住宅ローン減税を適用
する場合に、来年からは記載事項が少し楽になっています
（平成31年以降適用）。

と一番最後に一文だけ追加されています。
これは、

「検討するけど、"長期的に"検討するって言ってんだから、
すぐには廃止しませんよ！でも、検討するって言ってんだか
■ 空き家対策
ら少し待ってよ！」
3,000万円の特別控除の適用範囲が広がりました。亡くなる

と翻訳？！できます（あくまであべきの主観です）。
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ばならないので、通常ではそこで儲けることはできません
が、こっそり持ち込むと、8%分まるまる儲かります。

前に老人ホームに入って、その後亡くなった場合も適用で
きるようになりました（一定の要件が必要）。

これが社会問題になっていて、これを防止するために、密
輸と知っていた場合は消費税を上乗せできなくなっていま
す。消費税を上乗せする場合であっても、本人確認書類の
保存が要件になります。悪さはできませんね。

法人税
■ 研究開発税制の見直し
設立して10年以内で、繰越欠損金が残っている（ざっくり言
うと赤字の法人）は研究開発税制の範囲が拡充されていま
す。

住民税
■ 森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮

称）の創立
■ 特別法人事業税の創設

去年の税制改正大綱では、森林環境税しかありませんでし
これまで地方税だった法人事業税が減額になって、その分 たが、譲与税も森林環境税にも設立されています。
今回創設された特別法人事業税に振り分けられます（平成
金額自体は住民税に年1,000円追加されるだけなのでイン
31年10月適用）。
パクトはありませんが、国から地方へ譲与するという流れは
この特別法人事業税は国に払い込んで、そこから都道府
ここでも行われています。
県に譲与されることになります。
ちなみに、森林環境税（仮称）がなぜ一般財源なのかが分
地方自治を促進していたこれまでの国の施策が、また国が からないと去年のニュースレターで書きましたが、使い方を
管理するようになります。
公表しなければならないとなっています。ここで担保される
どちらがいいかは立場によって変わりますのでなんとも言 んですね。
えませんが、一般的には都会には厳しく、地方には優しい
施策ですね。

■ ふるさと納税対策

昨今問題になってるふるさと納税の返礼品が高額になっ
て、競争が激化していることについて総務省が自粛を要請
今年に入って急激に課題として挙がっていた仮想通貨の評 していましたが、改めて法制化されています。
価方法ですが、会計上の評価が定まったことに伴い、税法 具体的には、ふるさと納税については、
上も時価法を導入することが明記されました（平成31年4月
(1)返戻割合は3割以下で、
適用）。
(2)地場産品を基準としている都道府県等を指定すること
■ 仮想通貨の時価法の適用

となっています。
つまり、総務大臣がＯＫしないと返戻金として認められなく
なりますね（平成31年6月適用）。

■ 子供の貧困対策
去年検討課題に挙がっていたひとり親対策。児童扶養手当
を受けているひとり親は、住民税が非課税になります（平成
33年度適用）。
合計所得が135万円未満となっていますので、給与で言うと
年間の給与がおおよそ220万円です。

消費税

さらには、結婚したことがない場合、つまり婚姻は結ばずに
子どもが産まれて、ひとり親となっている場合も適用される
金の密輸がどうして消費税対策なのかと考える方も多いか ことになっています。
と思います。
この辺りの考慮は、ダイバーシティを意識した結果ですよ
■ 金の密輸対策

海外で金を購入すると消費税がかかりませんが、それを国 ね。
内に持ち込んで売却すると消費税8％上乗せされて売却で
きます。

相続税

もちろん、金の国内に持ち込むには税関で8％納めなけれ
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次のページへ♪

■ 教育資金贈与＆結婚・子育て資金の一括贈与 ロジェクト（Base Erisinon and Profit Shifting：税源浸食と利
益移転）の中で、『公平な競争条件を確保し、課税逃れに効
非課税措置の見直し
果的に対応するために、国際税制及び税務当局間の情報
2年間延長にはなっていますが、少し適用範囲が狭くなって 交換体制を整備し、電子化を含む経済実態の変化等に対
います。一番わかりやすい制限は、受贈者（贈与を受ける 応する国際的なルール作りに積極的に参画すると共に、諸
人）の所得が1,000万以上の場合は適用できなくなっていま 外国における取り組みも踏まえ、国際合意に則った制度の
す。
見直しを進める。』と明記されています。
上の文章は税制改正大綱の文章なのでかなりややこしい
ですね。
なので、誤解を恐れずものっすごく平たく意訳すると、「最近
仮想通貨とか決済手段や送金方法がめちゃくちゃ増えて、
管理しきれへん！でも、そんなんを使って悪巧みしてもあか
んで！やっとマイナンバーの制度も浸透してきたし、こっち
もガンガン活用していくで！外国の口座も情報共有していく
仕組みも随時整えてるし、法律的にも情報収集できる仕組
み整えてまっせ！」ということですね。
それにしても、「富裕層プロジェクトチーム」なかなかキュー
トなネーミングです。皆さんならどんな名前にしますか？

■ 国民健康保険税

その他

課税限度額が61万円に上がりました。

■ 成人年齢引き下げ対策

去年56万円から58万円に引き上げられましたが、さらに引
き上げられています。

2022年（平成で考えると34年）4月からの成人年齢が引き下
げられますが、それに伴って、ジュニアＮＩＳＡや住民税の非
課税措置、相続税の相続時精算課税や未成年者控除な
ど、未成年者に適用できる規定が、18才に引き下げになっ
ています。

消費税だけではなく、厚生年金も実は平成16年から 10年以
上も段階的に引き上げられています。それに伴い国民年金
もあがっていましたね。

当たり前ですが、こういう変更を見ると、本当に税制は生き 国民健康保険もさらに上限があがります。
た法律だなと考えさせられます。
これも、高所得者にとっては実質的な値上げです。
こう言ったところにも、しっかり目を光らせる意味でも税制改
正大綱を読むのは必須ですね。

■ マイナンバー関連など
マイナンバーのカードはまだまだ普及していませんが、少し
ずつですマイナンバーを用いた納税環境の整備が行われ
ています。
平成32年4月からは、証券会社などからマイナンバーで紐
付く顧客情報を収集することができるようになります。
さらには、マイナンバーとは直接関係ありませんが、平成32
年1月から税務調査などで情報照会することができるという
ことが法律で明文化されます。
余談ですが、高所得者の方はＢＥＰＳプロジェクトという言
葉を聞いたことがあると思います。
先月も、芦屋市の富裕層を集中的に税務調査を行い、30
億円以上の申告漏れを摘発したという記事がありました。
2014年から東京、大阪、名古屋に「富裕層プロジェクトチー
ム（ＰＴ）」を設置していましたが、このＰＴが主な税務署にも
設置されるようになりました（東京国税局管内は麻布や世
田谷など、大阪国税局管内は芦屋や西宮など）。

■ エコカー減税の拡充など

この富裕層ＰＴと平行して、先ほどさらっと触れたＢＥＰＳプ

自動車は、不動産同様内需を拡大させるための主な産業

エコカー減税がさらに2年間延長されて、さらに減税率がさ
らに高くなりました。
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です。消費税が10％にあがる前に駆け込み需要があって、 細かな事ですが、所得税、法人税とも届出や申告に必要な
その後は急激に需要が落ち込むことも考えられます。その 書類がどんどん減っています。
点も考慮してか、自動車諸税の減税については手厚くなっ
これも、パソコンやスマホによる申告を意識した点ですよ
ています。
ね！僕ら税理士はほとんどコンピュータによる申告なので、
さらには国内自動車メーカーの要請もあったのではないか 郵送がなくなるのは助かります。
と想定されますね。
逆にいうと、この間の医療費控除の領収書の添付が不要
もちろんエコカーが推進すると温室効果ガス対策という観 になったように、税務署の保管スペースの問題も大きいん
点からもメリットがあります。そういう意味からも、エコカー減 じゃないかと思います(^^;)。
税が強化されるのは自然な流れだと思います。
第二章の具体的な改正内容はここまでです。
■ 東京オリンピック関係者対策

その他検討事項に、引き続き年金課税、金融所得課税の
東京オリンピックの参加者や審判団などの非居住者は、本 一体化、小規模事業者の税制のあり方、ひとり親のさらな
来であれば国内で働くことになるので源泉所得税がかかり る貧困対策もまだ記載されています。
ますが、非課税になります。
特に小規模事業者の税制はずっと棚上げになったまま所
得税だけが増税になっています。僕たちがお手伝いする法
人の多くがこの「小規模事業者の税制」には恩恵を受けて
いるので、引き続き注目していく必要がありますね！

こんなところも、世相を反映していますね。

■ 申告の簡便化
（ 税制改正大綱解説 ： 本文

あべき ）

そのフィードバック、機能してますか？
まずは左下の図をご覧ください(^-^)。トラ社長の「？」に入る
言葉にはどんなものがあるでしょうか。

■ はじめに
本紙7ページからもご紹介していますが、11月26日にあべき
が一般社団法人日本キャッシュフローコーチ協会の『MVPコ
ンテスト』にプレゼンターとして登壇しました。

■ フィードバックの落とし穴
そこで話すプレゼンの練習に、当日まで仕事の合間を縫っ
トラ社長の「？」の中には、例えば「もっと自信をもってやる
ては取り組んでいたあべきですが、私自身、そのプレゼン
べき」という忠告や、「これでは共感を得られるはずがない」
の練習のフィードバックをする機会が結構多かったんです。
といった批判や評価などが当てはまります。いずれもきつ
い表現なので、フィードバックがうまく機能しないことが分か
その時に改めて感じたことがあります。
りやすいかなと思います。

「フィードバックって結構難しい！！」

ですが、私たちはつい、『相手に感じたことを伝える』とき
に、きつい表現とはいかないまでも、そこに評価・忠告・批
判のニュアンスが入りがちなんですよね(^-^;。
さらに、両者の関係性が「先輩-後輩」「上司-部下」のような
ものであると、フィードバックを受ける人は自動的にそれに
従いやすくなる傾向があります。

そこで今回は、コーチングでも活用するスキルの一つ、
『フィードバック』についてお伝えします。

■ フィードバックとは

フィードバックは、フィードバックを受け取る人（上の例だと
あべきですね！）が「自分の状態をより把握」して、「理想の
ただ、もちろん、忠告や批判や評価を一切してはいけな
実現に向けて軌道修正する」ことがその目的です。
い！ということではありません。あれも言えない、これも言え
なので、伝える側もそれを意識してフィードバックする必要
ない…となると、上辺だけのフィードバックになってしまう恐
があります。
れもあります。
【 フィードバックがうまく機能していない例 】

そこで今回は、断言的な言い回しやきつい表現を避けてソ
フトな表現を単に心掛けるだけでなく、もう一歩踏み込んで

今のプレゼン、どうやった？

そもそもフィードバックがよりプラスに機能する伝え方って？

という視点から、一緒に考えてきましょう。
Q: トラ社長の「？」には、どんな言葉が入るでしょうか
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確かに見たまま、聞こえたままの情報を伝えていますが、こ
れだけだと「そんなことまでいちいち細かいな～」と反発して
しまう状態になりかねません。（私ならそう感じてしまうこと
があるかもしれません…(^-^;。）

■ フィードバックの『ここがポイント』
前提として心に留めておくべきポイントは2つあります。
考える余地を残しているフィードバックかどうか
受けたフィードバックをどうするかはその人次第

なので、YOUメッセージはIメッセージとうまく組み合わせて
実はこうしたフィードバック、日々、私たちはすごく身近な道 フィードバックをするように心がけます。
具からすでに受け取り続けているんです！
何だと思いますか？

答えは

『 鏡 』

Iメッセージ
Iメッセージは自分が主語になっているので、自分が感じた
ことを伝えます。そのため、当然ですが主観的な内容になり
ます。

です。

ただ、主観的なことばかり言われると、「あなたはそうでも、
例えば、私たちは鏡を見て、寝ぐせに気がついて「髪型を直 私の考えは違うけどなぁ！」と言いたくなった経験、ありませ
そう」とか、または「やっぱり違う色の洋服のほうがいいか
んか？（これも、私はあります…(^-^;。）
な」と考えたりしますが、そのあとで実際に髪型を直すか、
違う色の洋服に着替えるかどうかの判断は、あくまで自分
そこで、Iメッセージでは『自分の責任』で伝えることを意識し
自身に委ねられていますよね(^-^)。
ます。
フィードバックは鏡をイメージすると、それがどういうものな
例えば「さっきのプレゼン、こんな部分が私にはイメージし
のかぐっと分かりやすくなります。
やすかったです（or しにくかったです）」というように、自分
の内側で起こっていることに対して自分の責任で話す、とい
■ 効果的なフィードバックの伝え方
う感じです(^-^)。
フィードバックのイメージがつかめたところで、自分以外の
相手に対してどう伝えたら効果的なのかはまた別物です。

Iメッセージはあくまで自分自身（＝主観的フィードバック）

さきほどの鏡の話も、鏡という 《語らない物体の中に映る自
分自身》 からフィードバックを受けているだけとも言えます。
■ 《参考》 まだある！フィードバックのポイント
でも、鏡のように自然に受け入れやすいフィードバックが周
フィードバックのその他のポイントを簡単に紹介します。
りに対してできるようになったらいいなと思いませんか？
相手がフィードバックされることを求めているか

言葉で発するメッセージには、「あなたは～です」と、相手を
主語にしたYOUメッセージと、「私は～と思います」と自分を
主語にするIメッセージがあります。

フィードバックする側が相手の目標を理解しているか
適切なタイミングかどうか

今回、主にフィードバックする側の立場からお話してきまし
たが、『相手がフィードバックされることを求めているか』は、
YOUメッセージを用いるときは、相手が主語になっているこ 意外に見落としがちではないかと思います。
とを意識して、なるべく『見たまま』『聞こえたまま』の状態を 鏡をイメージしてみても、基本的に『鏡を見ようと思って見て
伝えることです。
いる』のであって、誰かから無理やり鏡を見せられることは
最初のトラ社長の例に戻りますが、「（あなたは）これでは共
滅多にないですもんね(^^;。
感を得られるはずがない」という表現だと、相手を主語にし
ていながら自分の主観が強く入っていることに気がつくと思
います。
■ 興味を持たれた方へお知らせです
YOUメッセージ

2019年より、オフィスEMPではコーチング1Day講座、コーチ
ング連続講座を順次開講いたします。

YOUメッセージに自分の主観を含めない （＝客観的フィードバック）

フィードバックはコーチングスキルのほんの一例です。コー
チングは、ビジネス・人間関係・日常生活…どこでも活かす
ことができるスキルです！講義やワークを通してより深く学
びたい方のご参加、楽しみにお待ちしております♪♪

例えば、「あなたはさっきのプレゼンで目線が下がっていま
した」「あなたは“ええと”という言葉を10回使ってました」
というような感じでしょうか。
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あべきがMVPコンテストに出場しました
■ 実録！MVPコンテスト観戦記

入場。

先月号やメルマガですでにお伝えしたように、11月26日
（月）、日本キャッシュフローコーチ協会の『第3回MVPコンテ
スト』が開催されました！

あべきの後ろに、共に切
磋琢磨している同じ
キャッシュフローコーチ
仲間の方がついて歩い
てくださいました。その後
ろに見えるのは…？？

場所は、東京の後楽園ホー
ル。東京ドームの隣です。

おなじみ東京ドーム。すぐ隣が後楽園ホールです

花道から見たステージ
はこんな感じ。
MVPコンテストは毎年
このプロレスのリング
の上で、選出されたプ
レゼンターがそれぞれ
熱いプレゼンを繰り広
げます。

あべき登壇。花道を通り、リングの上へ向かいます

この日はあべきは9：30には
会場入り。開場までの間、入
念にリハーサルを行いまし
た。

実は、こちらのお二人
は芸人さん！
蛾野正洋さんと、ミニ
沢光晴さんです。
スケジュールを調整
し、あべきのプレゼン
のためにわざわざ駆け
リング上でパフォーマンス！緊張がほぐれます
つけてくださいました。
会場もどっと湧き、場があたたまりました(^-^)。感謝です！

花道から見たリングと観客席。ここが本日の決戦の舞台

従業員が増え、クライア
ントの悩みをより自分ご
ととして捉えることができ
るようになったあべきが、
『ビジョンを伝え続ける』
ことの大切さについてプ
レゼンしました。

12：30開場。
あっという間にギャラリー
でいっぱいになります。期
待と興奮が入り混じる中、
じっとその時を待ちます。
ドキドキやんなー
開場後、瞬く間にギャラリーでいっぱいに

プレゼン中のリングを横か
ら見るとこんな感じです。
あべきの応援に駆けつけ
てくださった方一人ひとり
の応援が、一人でリングの
上にいて本当に励みに
なったそうです。

13：00開演。
司会は、プロレスリングアナウンサーの田
中ケロさん。プロレス好きにはテンション上
がること間違いなしの演出です！

「一人だけど一人じゃない」感覚

司会の田中ケロさん

MVPコンテスト主催のキャッ
シュフローコーチ協会代表、
和仁達也先生の挨拶。

CFC協会代表の和仁先生

最後であるあべきのプレゼンが終わると、投票に入ります。
ギャラリーは登壇者一人ひとりのプレゼンについて、

きっと今頃あべきは緊張して
いるに違いない…と思いな
がら聞き入ります。あべきの
登壇は6番目（トリ！）。

コンサルタントとしての成果は、めざましいものがあったか
クライアントへの貢献度は、素晴らしいものだったか
コンテストの来場者に、勇気ややる気を与えるスピーチだったか

という3つの視点から評価をします。手元の評価シートにそ
れぞれのプレゼン評価を書き込んでいき、この人！という
人の名前を最後に投票用紙に記入して提出します。

14：40頃、ついにあべき
の順番がやってきまし
た！まずは、スクリーン
いっぱいに映し出され
るあべきのインタ
ビュー。

これは、単に誰かを応援するから何も考えずに票を入れる
というのではなく、すべてのプレゼンをより公平な目で見ら
れるように、そして、登壇者一人ひとりのプレゼンから自身
スクリーンにあべきが。遂に順番がやってきた！
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のまま（それ以上？！）チャンピオンベルトの重みに感じま
した。

が学びや気づきを得るツールとしても、とても有効でした。

そして和仁先生の講演も終わり、16：15頃。いよいよ結果発
表の時です！

でも…、なんでチャンピオンベルトなん？？

第3回MVPコンテスト、第一位は…………
そう感じた方は私だけではないはず(^O^)。

「 あ べ き 光 司 ！！ 」
昔、まだプロレスの歴史が浅かったころ、やはり認知度がま
だ低かったチャンピオンベ
ルトを獲得したあるレスラー
が、「自分がベルトの価値を
引き上げる」と高らかに宣
言。そしてその宣言通りに
素晴らしい戦いを連発し、ベ
ルトの価値が引き上げられ
獲得してからが本当のスタート
てどんどん高くなっていきま
した。
キャッシュフローコーチ協会のMVPコンテストでは、このチャ
ンピオンベルト理論を大切にしているそうです。

なんと、あべきが一位を獲
得し、第3回MVPコンテスト
で優勝することができまし
た！
優勝トロフィーとチャンピオ
ンベルトを受け取り、この日
一番の笑顔を見せました
(^^)。

獲得がゴールではなく…

その価値をさらに引き上げる努力

EMPでは、あべきを筆頭に、スタッフ全員がこのチャンピオ
このあとゲスト講評、総評 ンベルト理論に賛同し、このチャンピオンベルトの価値をさ
があり、記念撮影をして、第 らに引き上げるお手伝いができるように2019年も引き続き
3回MVPコンテストが無事に 努力してまいります。
幕を閉じました。
この場をお借りして、遠方から応援に駆けつけてくださった
皆様、遠くからでも熱いエールを送ってくださった皆様、この
■ なぜ、チャンピオンベルトなの？

日のために惜しみなくサポートしてくださった皆様、関わる

こうしてEMPにトロフィーとチャンピオンベルトがやってきま
した。

すべての方に心からお礼を申し上げます。ありがとうござい
ま

恐る恐る持ち上げさせていただくと、ずっしり重く、それがそ

した！
2019年もよろしくｋお願いいたします！

（ ニュースレター本文

EMP税務会計事務所
EMP⾏政書⼠事務所
株式会社オフィスEMP

[取扱業務]
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング

〒530-0047 ⼤阪市北区⻄天満5-6-10

 税務顧問・税務調査対策

富⽥町パークビル207号

 法⼈設⽴

TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756

 各種セミナー

MAIL：info@oﬃce-emp.com

 ITコンサルティング、HP作

Web：http://www.oﬃce-emp.com

成、SEO対策など
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