
新規会員ご登録受付中

アンナサッカの
登録はこちら

http://mkaa.info/form/newmember/

※スマートフォン・タブレットなどの再生は
　パケット通信量が発生いたします。

②

個人事業主様 お名刺 (所在地の記載があるもの)
会社案内or ホームページ
(お花関係の資格証明書/ディプロマ)
個人事業の開業・廃業届出書控(税務署)

①
②

③

※ご提出書類によっては販売価格が変わります。
※お申し込みいただきましても弊社規定によりお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※ご登録完了までには7日～10日かかります。

お名刺 (所在地の記載があるもの)
会社案内 or ホームページ
(お花関係の資格証明書/ディプロマ)
法務局の履歴事項全部証明書

①
②

③

企業様
株式会社/有限会社

大阪府○○市△△□丁目□番□号
株式会社〇〇○○○
会社法人等暗号  ＊＊＊＊-01-＊＊＊＊＊＊

株式会社〇〇○○○

大阪府○○市△△□丁目□番□号

大阪府○○市△△□丁目□番□号

官報に記載する

平成30年＊＊月＊＊日変更

平成30年＊＊月＊＊日変更

昭和＊＊年＊＊月＊＊日変更

1
2
3
4
5

本社

公告をする方法

会社設立の年月日

＊＊万株発行可能株式数

金5000万円資本金の額

取締役 ○　○　○　○　○

取締役 ○　○　○　○　○

取締役 ○　○　○　○　○

資本金の額

当会社の株式については、株券を発行する株券を発行する旨
の定め

発行済株式の総数
＊＊万株

発行済株式の総数
並びに種類及び数

目的

商号

整理番号ア〇〇〇〇〇〇 ※下線のあるものは抹消事項である 1/2

履歴事項全部証明書

1928 年、生 花・園芸資材メーカーとして創業以来、
常に花材業界のパイオニアとして
時代のニーズにすばやく対応した資材を開発して業界をリードし、
フラワーデザインやフラワーホビーなどの普及と発展に努力してまいりました。
現在では環境問題にもいち早く取組んで、
地球にも人にもやさしい商品作りをモットーに、
明るく豊かな 21 世紀にお役に立ちたいと考えております。

「フラワーコミュニケーションビジネスで21 世紀の環境社会を結ぶ」

会社概要
会社名： 松村工芸株式会社
本社住所： 大阪府東大阪市長堂 3丁目 2番 23 号 tel(06)6782-3336( 代 ) fax(06)6783-6343
創業： 　　　 昭和３年
法人設立： 昭和 41 年 7月
資本金： 44,000,000 円
代表者： 代表取締役 松村惠造
事業目的： 生花資材、フラワーデザイン資材・フラワーホビー資材の製造、販売、輸入
社員数： 20０名（パート含む）
発売元： アクアフォーム総発売元 / パイネックスクレープペーパー総発売元
代理店： カットリボン正代理店 / 日本デキシー販売代理店
取引銀行： 三井住友銀行 小阪支店 / 三菱東京 UFJ 銀行 東大阪支店 / 日本政策金融公庫 東大阪支店

主要取引先・仕入先
●主要取引先
（社）J .F .T .D.、 （株）日比谷花壇、 （株）ゴトウ花店、 （株）ちきりやガーデン、 タキイ種苗（株）、 
（株）サトウ花店など全国各地の花市場、生花店、園芸店、手芸店やフラワーデザインスクールを
得意先としており、業界の総合商社として抜群の知名度を有している。
（社名順不同）
●主要仕入先
（株）青山、東京リボン（株）、（株）アスカ商会、（株）日本デキシー、（株）大地農園（社名順不同 )

会社案内

①

② ③

株式会社〇〇〇〇〇

Rogo mark

E-MAIL ＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊.CO.JP

〒〇〇〇-〇〇〇 
TEL＊＊＊＊-＊＊＊＊　FAX＊＊＊＊-＊＊＊＊

○○ ○○
大阪府○○市△△□丁目□番□号

①

Rogo mark

E-MAIL ＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊.CO.JP

〒〇〇〇-〇〇〇 
株式会社〇〇〇〇〇

TEL＊＊＊＊-＊＊＊＊　FAX＊＊＊＊-＊＊＊＊

○
○
 ○
○

大阪府○○市△△□丁目□番□号

③

税務署長

日提出月年

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等について次のとおり届けます。

税務署受付印

＊＊.＊＊.＊＊
 ○○税務署

収受

1928年、生花・園芸資材メーカーとして創業以来、
常に花材業界のパイオニアとして
時代のニーズにすばやく対応した資材を開発して業界をリードし、
フラワーデザインやフラワーホビーなどの普及と発展に努力してまいりました。
現在では環境問題にもいち早く取組んで、
地球にも人にもやさしい商品作りをモットーに、
明るく豊かな 21 世紀にお役に立ちたいと考えております。

「フラワーコミュニケーションビジネスで21 世紀の環境社会を結ぶ」

会社概要
会社名： 松村工芸株式会社
本社住所： 大阪府東大阪市長堂 3丁目 2番 23 号 tel(06)6782-3336( 代 ) fax(06)6783-6343
創業： 　　　 昭和３年
法人設立： 昭和 41 年 7月
資本金： 44,000,000 円
代表者： 代表取締役 松村惠造
事業目的： 生花資材、フラワーデザイン資材・フラワーホビー資材の製造、販売、輸入
社員数： 20０名（パート含む）
発売元： アクアフォーム総発売元 / パイネックスクレープペーパー総発売元
代理店： カットリボン正代理店 / 日本デキシー販売代理店
取引銀行： 三井住友銀行 小阪支店 / 三菱東京 UFJ 銀行 東大阪支店 / 日本政策金融公庫 東大阪支店

主要取引先・仕入先
●主要取引先
（社）J .F .T .D.、 （株）日比谷花壇、 （株）ゴトウ花店、 （株）ちきりやガーデン、 タキイ種苗（株）、 
（株）サトウ花店など全国各地の花市場、生花店、園芸店、手芸店やフラワーデザインスクールを
得意先としており、業界の総合商社として抜群の知名度を有している。
（社名順不同）
●主要仕入先
（株）青山、東京リボン（株）、（株）アスカ商会、（株）日本デキシー、（株）大地農園（社名順不同 )

会社案内
大阪府○○市△△□丁目□番□号
株式会社〇〇○○○
会社法人等暗号  ＊＊＊＊-01-＊＊＊＊＊＊

株式会社〇〇〇〇〇

大阪府○○市△△□丁目□番□号

大阪府○○市△△□丁目□番□号

官報に記載する

平成30年＊＊月＊＊日変更

平成30年＊＊月＊＊日変更

昭和＊＊年＊＊月＊＊日変更

1
2
3
4
5

本社

公告をする方法

会社設立の年月日

＊＊万株発行可能株式数

金5000万円資本金の額

取締役 ○　○　○　○　○

取締役 ○　○　○　○　○

取締役 ○　○　○　○　○

資本金の額

当会社の株式については、株券を発行する株券を発行する旨
の定め

発行済株式の総数
＊＊万株

発行済株式の総数
並びに種類及び数

目的

商号

整理番号ア〇〇○○○〇 ※下線のあるものは抹消事項である 1/2

履歴事項全部証明書

税務署長

日提出月年

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等について次のとおり届けます。

税務署受付印

＊＊.＊＊.＊＊
 ○○税務署

収受

Matsumura Kogei Co.,Ltd.

必要書類 会員ご登録料

¥1,000(税抜)
更新は
ございません

株式会社〇〇〇〇〇

Rogo mark

E-MAIL ＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊.CO.JP

〒〇〇〇-〇〇〇 
TEL＊＊＊＊-＊＊＊＊　FAX＊＊＊＊-＊＊＊＊

○○ ○○
大阪府○○市△△□丁目□番□号

お名刺 (所在地の記載があるもの)又は
お花関係の資格証明書 /ディプロマ

①

上記以外で
お花関係の資格を
お持ちの方

無料


