
社会貢献型インターンシップ

第14回「クラダシチャレンジ」in 北海道仁木町

クラチャレ感が伝わる写真

収穫物&参加者の写真など
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社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは

地方創生やフードロス問題に興味がある学生が、人手不足に悩む地域・農家などを訪れ、作業支援や交

流を通して、地域課題やフードロスなどの社会課題について考える、社会貢献型インターンシップです。
参加学生の旅費・交通費や現地での滞在費、食費等は、地域経済の活性化と社会発展に寄与するため
に設立した「クラダシ基金」から支援しています。

クラダシチャレンジ実施の目的

活動中：未収穫品から新たな収益を生み出し、経済面で地方・農家を支えます。さらに、学生が現地を訪
れることで町に活気をもたらし、地域の魅力をSNS等で発信することでさらなる発展のパワーに繋げま
す。

活動後：学生が自治体や農家の方1人1人の温かみに触れ、地方・農業の魅力を体感することで、将来
のキャリア選択を通して地域に貢献しようという意識が芽生えます。

　＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町
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クラダシ基金の概要
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クラダシ基金とは

クラダシ自らが社会貢献活動を行うために
創設した基金で、ソーシャルグッドマーケット
「Kuradashi」上における寄付先の 1つです。

地域創生事業やフードバンク支援事業、教
育事業、食のサステナビリティ研究会の社
会貢献活動に活用しています。

▼参考URL
　クラダシ基金について

：https://www.kuradashi.jp/fund

＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町

https://www.kuradashi.jp/fund
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「クラダシチャレンジ」の目的

①新たな収益の獲得 
地方では、農業人口の高齢化・労働人口の不足が問題となっています。 地方では、農業人口の高齢化・労働者
人口の不足によって、未収穫作物の発生が増加しています。  収穫作業の必要な時期に学生を派遣することで、
未収穫による一次産品の食品ロスが解決されると同時に、クラチャレ定期便により農家さんの新たな収益を獲得
することができます。

②地方の関係人口の増加に貢献、若者を呼び地域振興に

地元の方から見たら当たり前の風景でも、都心にいる学生から見ればとても価値のあるものに見え、
地元の商品や土地に誇り を持つことができます。
そして、SNS等を利用して地方の魅力を発信することで、 地方の関係人口の増加を図ることができます 。

③地元の特産品の購買促進に 
京丹波町には、丹波栗や黒豆の他にも、のどかな田園風景や年間 300万人が訪れる道の駅など、様々な魅力が
あります。
そのような素晴らしい魅力を、活動を通して PRすることで、購買促進・観光客の増加 を図ることができます。

＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町
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第20回 社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」
in 京都府京丹波町

■活動内容：①丹波栗の収穫･選果・販売

　　　　　　②京丹波町役場の方との意見交換

　　　　　　③SNS等を利用した地方の魅力発信

■開催期間：2022年9月26日〜10月2日

■参加人数：5人

■実施企業：株式会社クラダシ （クラダシ基金にて運営）

＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町

#01.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは

京都府京丹波町クラダシチャレンジの概要
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京都府京丹波町クラダシチャレンジの概要
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京丹波町は、京都府のほぼ中央部に位置しており、
人口は13,135人（2022年7月末時点）です。
　
京の都の天皇の元へ献上する食材を生産する町として栄え、歴史
ある「食の町」として知られています。
また、丹波高原は山々に囲まれた盆地として、昼夜の寒暖差が大
きく、水が綺麗な高原です。その環境を生かして栽培される、丹波
栗や黒豆は、京丹波町の特産物として全国的に有名です。

2021年10月に、京丹波町、積水ハウス、クラダシの 3者が「京
丹波町における SDGsの推進に係る食品ロス削減および特産
品のPRに向けた連携協定」を締結しました。

2021年10月には黒枝豆の収穫を行うクラダシチャレンジを行っ
ており、京丹波町でのクラチャレの実施は昨年に引き続き 2度目
となります。

▼連携協定について詳しくはこちら
https://corp.kuradashi.jp/news/21-10-08/

【京丹波町　   とは】

＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町

https://corp.kuradashi.jp/news/21-10-08/
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#02.毎日の記録

7日間のスケジュール（Day1-2）

<Day 1>

8:00-13:30 移動

14:00-17:00 作業

14:00-15:00 畑で栗拾い

15:00-17:00 作業場で栗の選別

18:30-20:00 榊原さん宅で夕食

21:00-22:30 ミーティング

<Day 2>

7:00-7:45 朝食

7:45-8:00 移動

8:00-12:00 午前の作業

12:00-13:00 お昼休憩

13:00-17:00 午後の作業

17:00-18:30 休憩

18:30-19:30 夕食

19:40-20:40 温泉

21:30-22:45 ミーティング
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#02.毎日の記録

7日間のスケジュール（Day3-4）

<Day 3>

7:00-7:45 朝食

7:45-8:00 移動

8:00-12:00 午前の作業

12:00-13:00 お昼休憩

13:00-17:00 午後の作業

17:00-18:15 休憩＆ミーティング

18:15-18:45 夕食

19:30-21:00 ミーティング

<Day 4>

7:00-7:45 朝食

7:45-8:00 移動

8:00-12:00 午前の作業

12:00-13:00 お昼休憩

13:00-17:15 午後の作業

17:15-18:00 読売テレビの取材を見学

18:15-22:00 夕食＆懇親会

22:15-23:00 ミーティング
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#02.毎日の記録

7日間のスケジュール（Day5-6）

<Day 5>

7:00-7:45 朝食

7:45-8:00 移動

8:00-12:00 午前の作業

　（積水ハウスさんの取材）

12:00-12:40 お昼休憩

13:00-15:00 意見交換会

15:30-17:40 午後の作業

18:00-23:00 夕食＆ミーティング

<Day 6>

8:00-8:45 朝食

9:30 味夢の里出発

10:00 下山駅に到着

11:00-15:30 観光　旧質見小学校

16:00 瑞穂の里　さらびきに到着

17:30-22:15 榊原さん宅でBBQ

22:30-24:00 ミーティング
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#02.毎日の記録

7日間のスケジュール（Day7）

<Day 7>

8:00-8:45 朝食

9:00-11:00 最後の作業（出荷準備と焼き栗の
販売）

11:00-13:00 味夢の里で昼食とお土産購入

13:00-14:00 町役場の片山課長と対談

14:20 味夢の里出発

16:00-18:00 京都駅でお土産を見る

18:00 京都出発

22:30 帰宅



＃03. 活動報告
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#03.活動報告

▶栗の収穫

実際におこなった農作業は思っていたよりも重労
働で、作業時間は短かったものの、改めて農作業
の過酷さを感じることができました。
栗の栽培に関することや、丹波農園ならではの土
地や栗の収穫のお話を伺いました。
丹波農園は栗の栽培だけではなく、経営にも力を
入れているそうです。また収穫時期の人手不足を
補うため、スリランカの外国人労働者の方が作業
されていました。農園では食品ロスはなく、売り物
にならない栗は肥料として活用されていることを学
びました。

▼収穫作業の様子
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#03.活動報告

▶意見交換会

町役場の方、積水ハウス、クラダシの社員さんと
の意見交換の場をいただきました。
そこで「食の町として京丹波町を盛り上げていきた
い」という町長さんの強い思いを感じました。
また、町のプロモーションについて学生の立場から
どう見えるのかといった意見、今後の宣伝に関す
る提案などもさせていただきました。

◀意見交換会の様子



Confidential

17All Rights Reserved,

#03.活動報告

▶観光

【自転車でサイクリング】
町が貸し出している電動自転車を使って、京丹波町をサイクリング

しました。京丹波町は農作物がよく採れるということもあり、畑が一

面に広がっています。メンバー一同、都会とは全く違う景色に癒さ

れながら移動を楽しみました。

【旧質美小学校見学】
旧質美小学校は廃校の小学校をリノベーションした施設です。施設
内にはレストランや本屋、雑貨屋などがあり、とても楽しい時間を
過ごすことができました。

▼サイクリングの様子

▲旧質美小学校



#04. 参加者の声
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#04.参加者の声①

もっと京丹波町の魅力を発信したい 

実際に現地で農業を体験し、消費者としてではなく生産者の立場

から食品について考えることができました。

もともと食品ロスに興味があり今回クラチャレに参加しましたが、地

方の魅力の発信についても考えていきたいと思うようになりまし

た。京丹波町に滞在したのは7日間だけでしたが、多くの自然に触

れ、温かい人々に出会い、美味しいものをたくさんいただきました。

京丹波町の関係人口の一人として、たくさんの魅力がある京丹波

町をより多くの人に知ってもらうために何ができるのか考えていき

たいです。 【立教大学2年 山田果歩】
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#04.参加者の声②

出会いの1週間

栗の収穫もなかなか体験できない貴重な経験でしたが、何よりたくさ

んの方と出会い、普段聞けないようなお話を聞くことができたことが私

にとって最大の収穫でした。特に商品をブランディングして、農業を経

営の視点からみるというお話が聞けたのはこの丹波栗ならではであ

り、とても興味深いお話でした。また、京丹波町では町おこしのための

イベントが数多く行われており、どれも興味をひく魅力的な内容でし

た。にもかかわらず、現実問題、町に足を運ぶひとが少ないのは情報

発信に改善の余地があるのかもしれないと感じました。今回京丹波町

の輪に交ぜていただいた私たちから京丹波町の魅力を伝えるべく、こ

の輪を広げていきたいです。

【中京大学1年 内村珠理】



Confidential

21All Rights Reserved,

#04.参加者の声③

温かく豊かな町

深呼吸したくなるような澄み切った空気、一面に広がるみずみずしい森。人と

すれ違えば挨拶をする。温かく迎え入れてくださる方々に心底感動し、京丹波

町は、自然も人の心も豊かな町だと感じました。

1週間お世話になった丹波農園の社長さんは、農園の経営をビジネスの観点

から考えており、特にブランディングに力を入れていたため、将来カフェ経営を

考えている私にとっても、参考になる部分がありました。実際に農作業を体験

し、お話を聞いていくうちに、気づけば自分の町よりも真剣に考えて意見交換

会に臨んでいました。

地元に帰ってから、京丹波町の栗を使った石井食品の商品を見た時に、思わ

ずクラチャレメンバーに共有しました。どんな場所なのか全く知らなかった京丹

波町が、一気に思い入れのある町になりました。

町の方々と対話をできた事、クラチャレ全体を通して学んだ事を、今後地方創

生を考える上で活かしていこうと思います。
【聖心女子大学3年 葛籠貫華歩  】
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#04.参加者の声④

 京丹波町のファンに

私は今回、丹波栗という歴史ある京丹波町の食材を通して、人と地域のつな
がりを強く感じました。農園で栗収穫の作業を教えてくださった社員の方々
は、「消費者の皆さんに美味しく食べてほしい」という熱い想いを持って作業を
されており、一年を通して大事に育ててこられた栗を一つ一つ丁寧に収穫す
ることの大切さを私たちに教えてくださいました。農園で一緒に作業をしたスリ
ランカ人の6名は、純粋に日本の文化や言葉、そして日本の人々に魅力を感
じていました。一つでも多く栗を拾おう、という同じ目標があるとすぐに一体感
が芽生えたように感じました。最初から最後までお世話になった町役場の職
員の方々は「自分たちが育ってきた京丹波町の魅力を日本全国にもっと発信
したい」という強い想いを私たちに共有してくださいました。サイクリングをしな
がら町を観光したときには、町民の皆さんが優しく朗らかに話しかけてくださっ
たことが本当に嬉しかったです。
たった一週間の滞在でしたが、すでに京丹波町のあらゆる魅力に魅了されて
しまいました。ぜひ多くの皆さんにこの素敵な町に足を運んでいただき、京丹
波町のファンを増やしていきたいと思っています。

【メルボルン大学  井上典子】
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#04.参加者の声⑤

食べ物・風景・人に癒されたクラチャレ

今回のメインの活動となった栗の収穫～出荷準備のお手伝いの中で、
地元の農家の方が、フードロスを作らないために生産の段階から努力されている
お話を聞くことができました。
また、意見交換会では地方創生に向け、自治体がどのような取り組みをしている
のかを直接聞くことができただけでなく、町長さんをはじめ、役場職員の方々の「こ
の京丹波町をより良くしていきたい」という、強い想いも感じました。
一方で、正直に言うと、私はこのクラチャレで初めて京丹波町について知りました。
活動を通して、「こんなに魅力的な町なのに、あまり知られていないなんて。」と、も
どかしい気持ちにもなりました。
京丹波町は、食べ物・風景・人に癒される素敵な町です。
私が関係人口として、今後どのように関わっていくのかを考えさせられました。

【東京女子大学3年 松永侑貴惠】
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第19回社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」  in 新潟県新潟市と合同で、
参加者による事後報告会を行いました。

■日時：2022年11月8日 17:00-19:00

■場所：クラダシオフィス・オンライン配信

■参加者：「クラダシチャレンジ  in 新潟県新潟市」参加学生
　　　　  「クラダシチャレンジ  in 京都府京丹波町」参加学生
　　　　　新潟県 /新潟市の方々（県庁 /市役所/区役所/農家）
                  京丹波町関係者の方々 (町役場/農家）
　　　　　積水ハウスの方
　　　　　クラダシ社員

■目的：参加した学生が、現地の方との交流や収穫作業体験を
　　　   通して見出した課題への解決策を提案する

＃クラダシチャレンジ in 京都府京丹波町



京丹波町の現状と課題 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【政策立案】 



・少子高齢化による人口減少 

・農家の働き手や後継者不足 

・道の駅のその先へ 

　お客様を呼びこみたい 

・地域の魅力はたくさんあるのに 

　若者に伝わっていない 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【京丹波町の現状と課題】

出典：地域人口関連統計図表 

https://pop-obay.sakura.ne.jp/figures/figures26407.html


・少子高齢化による人口減少 

・農家の働き手や後継者不足 

・道の駅のその先へ 

　お客様を呼びこみたい 

・地域の魅力はたくさんあるのに 

　若者に伝わっていない 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【京丹波町の現状と課題】

出典：地域人口関連統計図表 

▶京丹波町の魅力をもっと知ってもらいたい 

▶関係人口(ファン)を増やす 

▶食の町にする

https://pop-obay.sakura.ne.jp/figures/figures26407.html


【政策０】 

京丹波町にきてもらうためには 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【政策0】京丹波町にきてもらうためには 

＊宣伝 
　　SNSの運用、インフルエンサーに紹介してもらう 
　　メディア取材の活用、まとめサイト、口コミ 
 

＊ワーケーションの推進 
　　テレワーク・ワーケーションを推奨する企業に売り込み 
　　ワーケーション専用ホテルまとめサイトへの掲示 
 

＊京都駅の活用 
　　パンフレットを京都駅に置いてもらう 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【政策１】 
栗の加工品提案 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【政策１】栗の加工品考案 ＜現状・提案理由＞ 

＊観光面での現状 

・栗の加工品が少ない 

・丹波栗を新規顧客に知ってもらう機会が少ない 

 

＊提案理由 

・日持ちする 

・皮を剝かなくて良いという手軽さ 

・新しい栗加工品の販売による新規顧客の獲得 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【政策1】洋風 (マカロンラスク、栗とチーズ、ジェラート) 

33

ごろっと丹波栗のチーズ和え 

写真は全てイメージです。 

マカロンラスク&
栗ームチーズ 

畠中さんの栗ジェラート 



【政策1】和風 (栗あんこ、お茶) 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栗農家さんの栗あん 京丹波の栗茶 

写真は全てイメージです。 



【政策１】　栗の加工品考案 

＊販売場所 

味夢の里（ブース・試食コーナーを作る）　　　 

アンテナショップ、クラダシのサイト 

ホテルのウェルカムサービス（栗のお茶・ラスクのみ） 

 

＊販売方法 

個数を限定して販売（消費者の購買心理を高める・ロス削減） 

手に取りやすい価格設定（ロス削減・栗の宣伝のため） 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【政策1】栗の加工品考案　多方面でのメリット 

＊京丹波町 

1. 京丹波町の知名度UP 

2. 特産品のPR 

＊消費者 
＊クラダシ 

＊丹波栗の農家さん 

1. 割れ栗を使い、 

フードロス削減 

2. クラダシの知名度UP  

1. 割れ栗を使った加工品

の可能性を拡大 

2. 旬を過ぎても 

丹波栗をお届け可能  

1. 栗の美味しさを再発見 

2. 手軽に丹波栗を楽しめる  

36

出典：京丹波町役場 公式HP 

出典：Kuradashi 公式HP   出典：amanaimazes 

https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kakukakarasagasu/syoukoukankouka/gyomuannai/5/1/3067.html
https://kuradashi.jp/pages/new_cp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DR_Gsa_New_General_Kuradashi&gclid=CjwKCAiA9qKbBhAzEiwAS4yeDfGSo1JkBKIzgnWiwmui3x3LF7Yk_NRYljC7bjLWc9G3AtsC75l5hBoChcUQAvD_BwE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Famanaimages.com%2Finfo%2FinfoRF.aspx%3FSearchKey%3D10447000325&psig=AOvVaw0gq1fRx-ToIJlBlPdP8fhc&ust=1667958272043000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDx1PS6nfsCFQAAAAAdAAAAABAE


【政策２】 
道の駅ワーケーションプラン  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【政策２】道の駅ワーケーションプラン　現状・提案理由 

≪現状≫ 
 

・京丹波町の宿泊施設（ホテル）はFair Fieldのみにも関わらず、 
 

宿泊客が少なかった（特に平日） 
 

・道の駅の利用は多いが、通過点になっている 
 

→目的地になりづらい 
 

≪提案理由≫ 
 

・京丹波町の自然を活用したい 
 

・コロナ渦のワーケーション需要に注目（ビジネスパーソンをターゲットに） 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【政策２】道の駅ワーケーションプラン内容 

＊Fair Fieldと味夢の里の連携  
 

①道の駅ワーケーションステイ（ショートステイver）  

BBQ 

　大人１人の場合：2泊2万5000円  

②道の駅ワーケーションステイ（ロングステイver）  

　　BBQ、収穫イベント、ウェルカムワイン  

　大人１人の場合：4泊4万5000円  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＊プランの実施頻度
春から秋にかけて月１回



 
味夢の里　既存のBBQプラン 

（Fair Fieldとの連携なし) 
 

　きのこBBQ　ステーキプラン　5,000円 
 
　　きのこBBQプラン　1人前　4,000円 
 
　　　通常BBQプラン　1人前　3,000円 
 
　　　　　完全撤退　19：30 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提案 
完全撤退　20：30 

（ショート・ロング共通）BBQイベント 

＊BBQ会場　味夢の里 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〇希望 

✕希望しない 

BBQの選択制 

BBQ  
4000円 

4,000円 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　クラダシ会員登録でグレードアップ  
 

　通常のワーケーションプラン 

 
 
 
 
 

味夢の里　既存のBBQプラン 
（Fair Fieldとの連携なし) 

 
　きのこBBQ　ステーキプラン　 

1人前　5,000円 
 

　きのこBBQプラン　 
1人前　4,000円 

 
　　通常BBQプラン　 

1人前　3,000円 
 
 

 



【政策２】道の駅ワーケーションプラン内容 

①道の駅ワーケーションステイ（ショートステイver） 

BBQ 

　大人１人の場合：2泊2万5000円 

②道の駅ワーケーションステイ（ロングステイver） 

　　BBQ、収穫イベント、ウェルカムワイン 

　大人１人の場合：4泊4万5000円 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（ロングのみ）収穫イベント 

 

＊収穫物は時期によって農家の方と要相談 

＊人手不足解消→未収穫ロスを減らす 

＊道の駅プロジェクト「未知なるニッポンをクエストしよう」 

地域の方との交流は方針にそうことができる 

＊特産物が多い京丹波町ならではのイベント 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京丹波町”旬”カレンダー  

４

月 

６

月 

５

月  月

９

月 

７

月 

８

月  月

３

月 

２

月 

１

月 月

いちご 

マツタケ 

黒豆 

大納言小豆 

ハタケシメジ  

アユ  

水菜 

焼き栗 

栗 

梅 

10  11  12 

京かんざし たけのこ 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【政策２】道の駅ワーケーションプラン内容 

①道の駅ワーケーションステイ（ショートステイver.） 

BBQ 

　大人１人の場合：2泊2万5000円 

②道の駅ワーケーションステイ（ロングステイver.） 

　　BBQ、収穫イベント、ウェルカムワイン 

　大人１人の場合：4泊4万5000円 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（ロングのみ）ウェルカムワイン 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＊本来ならワイナリーを訪れてほしい 

＊チェックイン時に丹波ワインを提供 

＊丹波ワインを知ってもらうことが目的 

＊ワイナリーや道の駅での購入に期待 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＊ワーケーションステイ適用 
しない場合 

 

（大人1人の場合） 

・ショート→１泊13,000円×2泊分＋BBQ4,000円

＝30,000円 

・ロング→１泊13,000円×4泊分＋BBQ4,000円

＝56,000円 

 

（大人2人の場合） 

・ショート→１泊13,000円×2泊分＋BBQ8,000円

＝34,000円 

（1人1万7000円） 

・ロング→１泊13,000円×4泊分＋BBQ8,000円

＝60,000円 

（1人3万円） 

 
 

＊ワーケーションステイ適用 
 

（大人1人の場合） 

・ショート→１泊13,000円×2泊分＋BBQ4,000

円ー5,000円＝25,000円 

・ロング→１泊13,000円×4泊分＋BBQ4,000円ー

11,000円＝45,000円 

 

（大人2人の場合） 

・ショート→１泊13,000円×2泊分＋BBQ8,000

円ー5,000円＝29,000円 

（1人1万4500円） 

・ロング→１泊13,000円×4泊分＋BBQ8,000円ー

11,000円＝49,000円 

（1人2万4500円） 

 
 

　　＊割引額は滞在費を考慮している 



コワーキングスペース候補 

＊将来的には「旧質美小学校」などを活用して  
　コワーキングスペースとしても運用できたら
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京丹波町役場 
こだちカフェ

Fairfield by MARIOTT  
ワーキングスペース  

町内のカフェ 
(写真はcafe Eden)
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＊移動手段 

レンタサイクル or 自家用車 

（プランのオプションとして） 

 

 

緑豊かな景色を
楽しめる 



【政策2】道の駅ワーケーションプラン　多方面でのメリット 

＊京丹波町 

1. 関係人口(ファン) 
の増加 

2. 夜の食材提供で 
フードロス削減 

＊消費者 ＊クラダシ 

＊フェアフィールド 

1. 会員登録で知名度UP 
2. 特産品のフードロス削

減をサポート 

1. 新しいホテルの利用方
法の提供 

2. 宿泊客の増加 

1. さまざまな食材に出会える  
2. お土産の購買意欲UP 
3. 非日常空間で仕事ができ 

リフレッシュ 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出典：Fairfield by Marriott 公式HP  出典：京丹波町役場 公式HP 

出典：Kuradashi 公式HP   出典：amanaimazes 

https://fairfield.marriott.com/ja-JP/
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kakukakarasagasu/syoukoukankouka/gyomuannai/5/1/3067.html
https://kuradashi.jp/pages/new_cp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DR_Gsa_New_General_Kuradashi&gclid=CjwKCAiA9qKbBhAzEiwAS4yeDfGSo1JkBKIzgnWiwmui3x3LF7Yk_NRYljC7bjLWc9G3AtsC75l5hBoChcUQAvD_BwE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Famanaimages.com%2Finfo%2FinfoRF.aspx%3FSearchKey%3D10447000325&psig=AOvVaw0gq1fRx-ToIJlBlPdP8fhc&ust=1667958272043000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDx1PS6nfsCFQAAAAAdAAAAABAE


#06. 総括
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株式会社クラダシ

2014年7月

東京都品川区上大崎3丁目2−1 目黒センタービル 5F

代表取締役社長　関藤 竜也

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営

https://www.kuradashi.jp/　(ショッピングサイト)

https://corp.kuradashi.jp/  （会社HP）

　

事業内容

社名

設立

所在地

代表者

URL

株式会社クラダシは、京丹波町以外の自治体でも支援を引き続き行なってまいります。

ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://www.kuradashi.jp/
https://corp.kuradashi.jp/

