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ご挨拶

旧年中は、新型コロナウイルス感染症対応に追われた1年でしたが、今年もしばらくこの感染症対策をしながらの事業活動とな

りそうです。やはりピンチだからこそ試行錯誤がより求められ、その先のチャンス到来時に備えた準備がより必要だと痛感し
ております。弊社は、この準備の為にもひたすら皆様のお役に立てる事が何であるかを考え、引き続き様々なご提案、ご案内
をさせて頂きます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2021年1月
株式会社大善

代表取締役 永井 明

ご案内内容

■ 新型コロナウイルス対策
■ 「総額表示」について
■ 新年初売りお勧め商材(①～④)
■ 新たに取り組んだ事（オゾン脱臭機、風呂敷包み方講習会及び草履鼻緒挿げ技能士）
■ 固定費削減や遊休資産活用等（新電力、エレベーター保守、コインパーキング）

問い合わせ先とメルマガについて

■ 住所： 〒460-0003名古屋市中区錦2-10-14
■ 社名： 株式会社大善（Tel:052-231-8558/Fax:052-203-0080）
■ Email： daizen@aurora.ocn.ne.jp （各担当のライン及び携帯でも承っております。）

株式会社大善からのご案内
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新型コロナウイルス感染症対策

弊社は、新型コロナウイルス対策を次の通りで行っております。万全の態勢で今年も皆様の来店をお待ちしておりますので、
何卒よろしくお願いします。

◼ 入店時の検温、記帳、アルコール消毒のお願い
◼ マスク着用のお願い
◼ 新型コロナウイルスを不活性化するオゾン脱臭機を弊社新館の各階に設置

株式会社大善からのご案内
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「総額表示」について

ご存じの通り「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなど
において、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示すること

です。消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには
総額表示が来年4月より義務付けられ、それに伴う対応を弊社も大手量販店等より対応依頼を受けて、準備してお
ります。詳しくは国税庁のWEBサイト（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm）を確認
ください。

（☝ 弊社の表記ではなく一般的な事例です）

株式会社大善からのご案内
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新年初売りお勧め商材、好評商品①/④草履バッグ、風呂敷

株式会社大善からのご案内
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風呂敷包み方講師の野田です。
今年はレジ袋有料化の

影響もあり、風呂敷の需要が
とても多くプレゼントとして
もエコバッグ用としても重宝
される方が多い印象でした

風呂敷講習会もさまざまな場
所で好評をいただき2021年さ

らなる風呂敷の魅力を提供い
たします。

着物を包めるほどの大判のものも好評です。
カラフルかつデザイン重視のタイプも豊富に取り揃えております。

着物の形をした
プレゼント用風呂敷も大好評

草履バッグ仕入れ担当仙石です。

振袖用、留袖訪問着、単品草履、男物
岩佐、紗織、カレンブロッソ
など種類豊富に取り揃えております。

大善に来たらすべて揃う、と言われる
ぐらいのラインナップをご用意できる
よう仕入をしております。

高級セット岩佐の草履バッグセット
お買い上げの良いお振袖にぴったりの商品です。
各種取り揃えております。

モダン系から古典に合わせた
かかとの高い草履バッグセット
なども1月入荷予定

かかとの切込み、巻き生地を使用したタイプ
なども入荷

岩佐セット取扱
東海地区最大級

カレンブロッソ単品草履も充実



新年初売りお勧め商材、好評商品②/④五嶋、季節物、カー用品

株式会社大善からのご案内
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営業担当早川です。
自動車ディーラー営業経験を
生かしドライブレコーダー含め
お客様の営業車の相談を
随時受け付けています。

あおり運転厳罰化の影響で
今年はドライブレコーダーが
とてもよく売れています。

前後型ミラータイプや
独立型などほとんどが
シガーソケットから
電源を取るタイプなので
今あるお車に簡単に取り付ける
ことが可能です。

前後型ミラータイプ ドライブレコーダー
バルーチェ、 夜間画質が格段に向上した
新しいタイプ、取り付け含め、
たくさんのお客様よりご要望があり
来年度も主力として販売していきます。

車用の空気清浄機 ホワイト ブラック
こちらも新型コロナウイルスの影響もあり反響を
多くいただいております
除菌消臭効果もあり、
車内のイヤなニオイも解決します

五嶋製品、七五三、浴衣
仕入れ担当の小川です。

木綿、紬、小紋、お召し
付け下げ、訪問着などなど

さまざまな着物に合わせるこ
とができる小物を随時取り寄
せ厳選しております。

催事などで直接消費者様と
接する機会も多く、
リアルタイムの流行り、
好みを見極め今後とも
仕入して参ります。

五嶋小物多数取り揃えております。2021年も新商品随時入荷予定

ケープやコート類も充実

博多半幅帯
各種取り揃えております。



新年初売りお勧め商材、好評商品③/④雑貨、振袖小物

株式会社大善からのご案内

7

＜次ページに続く＞

雑貨、マスク関連、ショール
帯締め、帯揚げ、重衿、半襟、
バッグ仕入担当岡田です。

和装にこだわらない
店頭活性化する、老若男女が
喜ぶさまざまな雑貨を
数多く取りそろえた1年でした

2021年は振袖小物強化を目標に
オリジナル商材や色の豊富さ、
各ラインナップ増やして参ります。

オリジナル重衿、追加柄を含め20色以上の展開で対応いたしました
来年はさらに色を増やし展開していきます。
またふくれの帯揚げも色を増やしていく予定です。

帯〆の高騰が続いておりますが
仕入を厳選し、
2021年度はより深みのある色目や
ママ振、新色などにも対応できる
商品を充実致します。

クスグルジャパン ねこまるけ他

ポーチや手提げ、エコバッグ
マスクケースが大変好評いただきました。
かわいい柄でしっかりとした作り、
上代も500円～とリーズナブルで
女性支持率がとても高く、
特にマスク、マスクケースが好評です。
新柄もどんどん入荷しております。

入浴剤シリーズ

上代500円～
効能のある新商品も
入荷。
プレゼントにも
大好評です

ぶるぶる脚マッサージ
ホットアイピロー
睡眠研究課ｵｽｽﾒ

ｱﾛﾏ抱き枕
などの新商品も
入荷しております。



新年初売りお勧め商材、好評商品④/④ベビー、ギフト

株式会社大善からのご案内
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お昼寝ふとん フルセット西川
お昼寝用お子様ふとんのフルセットです、
まくらやカバー敷布団、入れ物がすべてセットになったタイプ

ベビードール
タオル

注意（着ることは
できません）

パイル地タオルで
肌触りふわふわ

あったかい スリーパー大好評
（数量限定）

その他ベビー商材春夏に向けての
商材も随時入荷中

今年はとても寒いのでお子様の防寒対策
グッズ、売れてます！

12月売出好評のクッション、クッションカバーセット
2wayネックピロー、フェイスタオルセット、継続販売中

ギフト関連特別価格展開中、おぼろタオル製品
百年の極み、とても好評です、2021年もプロパー販売致します。

あまびえ、ヨゲンノトリ
手ぬぐい

吸水力抜群
ハンドタオル
（数量限定）

しばいぬ、三毛猫
タオルシリーズ



株式会社大善からのご案内

昨年新たに取り組んだ商材(オゾン脱臭機)

その名の通り、タバコの臭いやトイ

レのアンモニア臭、花粉症対策、加
齢臭対策等「臭い」対策として有効
ですが、昨今の新型コロナウイルス
を含めたウイルスや菌の対策として
も有効な装置です。専門医療機機関
にて初めて新型コロナウイルス不活
性化が確認されたいま最も必要なモ
ノかと思います。
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②世界を活きた空気にする空間清浄器
「J.air（ジェイエア）」

フィルターいらずのかんたんお手入れ。
脱臭、消臭効果に加え0-157、インフルエンザ、
カビ、タバコ臭、ノロウイルス
などに対しての除菌、防菌効果実績。

最大25畳対応。

小さいので場所を取らず、インテリアとしても
なじむボディ。ローコスト
一年間の電気代約1000円程度（連続運転）

価格等のお問い合わせは各営業まで。
※インターネット販売、割引販売禁止商品のため
取扱には弊社との取引規約を結ぶ必要がございます。

①アルソック 『エアバスター』



昨年新たに取り組んだサービス(風呂敷ワークショップ)

7月よりレジ袋が有料義務化となりました。レジ袋代わりはエコバックが一般的かもしれませんが、風呂敷も活用できます。ま

たワインボトル、弁当箱等を包んだり、ショルダーバックにも変身するのが風呂敷の魅力です。弊社では風呂敷包み方講習が
出来る社員が、実演販売や従業員の方々への研修等致しますので、何なりとお問合せいただければ幸いです。

＜風呂敷のレジ袋活用方法＞ ＜風呂敷包み方実演販売会＞

（トヨタ生協メグリア本店での実演販売会）

（老舗旅館の従業員の方々向け講習会）

株式会社大善からのご案内
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昨年新たに取り組んだサービス(草履鼻緒挿げ技能士)

昨今、草履の鼻緒挿げ等の職人さんの高齢化が一層懸念されてます。弊社ではこの問題に対する為、出来るだけ弊社内で鼻緒
の挿げや草履の修理等を請け負えればと考え、鼻緒挿げ技能士の資格取得を推奨しております。そして現在3名の社員がその資
格を有しており、実演販売も含めて、請け負える状態ですので、お問合せいただければ幸いです。

株式会社大善からのご案内
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固定費削減や遊休資産活用等

コロナ後を見据えた事業活動の継続の上で、固定費削減や遊休資産活用は一層求められるかと思います。弊社もこの3社の提供

するサービスを活用して、固定費の削減や遊休資産活用を図っております。何れも専業会社で、東証一部上場企業です。是非
今一度ご検討及びお問合せ下さい。

弊社ニュースレターを最後までお読みいただきありがとうございました。お問い合わせは弊社担当までお願い申し上げます。

駐車場管理

駐車場事業大手パラカ株式会社
（http://www.paraca.co.jp/）と提携

し、不動産の有効活用の御案内を行
っております。言うまでもなく遊休
地にて駐車場を運営することにより
安定した収入が得られ、不動産の有
効活用につながります。又、既存の
駐車場での不正駐車など煩わしい駐
車場管理も請け負ってもらえます。
詳しくは弊社までお問い合わせくだ
さい。

新電力

特別高圧、高圧そして2016年に低圧

が自由化され、完全な自由競争の時
代に入っています。弊社も3年ほど

前に新電力会社へ切替え、今回更に
イーレックス株式会社
（http://www.erex.co.jp/）に切り替
える事で、合計3割以上(年間280万円
ほど)の削減となる見込みです。弊社

はこの企業の代理店として皆様に新
電力の提案をさせて頂いております。
今年の7月頃より本格的にご案内さ

せていただき、既に㈱ウメショウ様、
(有)ウメイチ様、(有)和道楽着物屋様

他数多くのお得意先様が切替に同意
頂いております。

エレベーター保守

弊社は、エレベーター保守をジャパ
ンエレベーターサービスホールディ
ングス株式会社
（https://www.jes24.co.jp/）傘下の

ジャパンエレベーターサービス東海
株式会社に切り替える事で約4割(年
間70万円ほど)の削減に成功しました。

昨春よりこの事例を皆様にもご紹介
させて頂き、お陰様で清水屋藤が丘
店様、小牧店様、鳥羽グランドホテ
ル様、川平屋様、太閤フーヅ様他多
くのお取引様がジャパンエレベータ
ーサービス様へエレベーター保守を
切替えいただきました。

株式会社大善からのご案内
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