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ヨーロッパで学んだ味と意匠を磨きながら
 新しい試みを重ね、地域に育まれた25年
フリアンディーズ

綿本　博行 氏
綿本　貴子 氏

　フリアンディーズはパティシエであるご夫婦が
1993年吹田市山田西にて開店されたケーキ店です。
すべての商品を自店で製造し、材料についてもトレー
サビリティ（食品の安全を確保するために明確にする
仕組み）があり、新鮮で良質な素材を使った“安心で美
味しい”ケーキや焼菓子を販売されています。
　同店はご夫婦ともにパティシエとして30年以上の
キャリアを持ち、テレビなどのメディアにも数多く取
り上げられています。
　今回は、奥様の綿本貴子氏にお話をお伺いしました。 綿本　貴子 氏（左）　　綿本　博行 氏（右）
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― ケーキへのこだわりをお教えください。
ケーキ店で約10年間勤めた後、イギリスとスイ

スに留学し、イギリスではダイアナ妃のウェディン
グケーキを製作した店でシュガークラフトを学び、
スイスではリッチモンド製菓学校でチョコレートと
焼菓子の技術を学びました。ヨーロッパに滞在中
は、豊かな自然の中で育まれた乳製品や新鮮なフ
ルーツなど、素材本来の風味豊かなスイーツの美味
しさに感動しました。そして帰国後、 “素材を生か
した美味しいケーキを召し上がっていただきたい”
と、同じパティシエである主人とともに開店しまし
た。

― パンケーキカフェを始めた理由をお教えくだ
さい。

お店の運営は主人が中心となっていた時期もあり
ましたが、出産と育児を経て本格的に復帰した7年
前にパンケーキカフェスペースをオープンしまし
た。パンケーキの生地は納得いくまで何度も試作を
繰り返し、多種多様なメニューを完成させました。

お客様に美味しくて心温まるものを召し上がって
いただき、穏やかな時間を過ごしていただきたいと
いう思いからカフェスペースの名前を「Pancake 
Café DOUX DOUX　～甘くて　優しいパンケー
キカフェ～」 と名付けました。昨年11月にはMBS
のテレビ番組「ちちんぷいぷい　～酒井藍のお手伝
いしよッ～」に取り上げられました。

― 補助金活用事例を教えていただけますか。
数年前から競合店が増え、次の戦略を考えること

になりました。看板やテントのイメージ統一やクッ
キーの表面をデコレーションしたアイシングクッ
キーのPRをどうするかを考えていたころ、国の小
規模事業者持続化補助金があることを知りました。
申請に必要な経営計画書を作成する過程で、市場の
動向やターゲットなどを調べ、経営課題と今やるべ
きことが明確になりました。そして「アイシング
クッキーのブランディング」というテーマに補助金
の必要性が認められ有難く採択されました。

補助金では、統一感のある看板とテントを設置す
るとともに、出産祝いや結婚祝いなどにピッタリな
アイシングクッキーのオリジナルギフトボックスを
作ることができました。今後は、地域の方へより一

層のブランドイメージの浸透を図ってまいります。

― 地域での取り組みについてお聞かせください。
一昨年より、近隣の事業者様にお声がけし「やま

だハロウィンウォ―ク」の企画・運営に取り組んで
います。

お客様から「子供たちが参加できるハロウィンを
屋外でできないか」というお話を伺ったのがきっか
けで、小学生以下のお子さんがご家族同伴で仮装を
して街を歩くハロウィンイベントを開催しました。

2016年は15事業所様および約500人の子ども
たち、2017年は25事業所様および約800人の子
どもたちが参加して下さいました。事業者様には無
償にも関わらずご厚意で協力していただき大変感謝
しております。今後も安全面に細心の注意を払い、
山田地域全体が明るくなるような心温まるイベント
として継続できればと思っております。

今年は創業25年を迎え、お客様への感謝を込め
てイベントを開催する予定です。

これからも地域と連携しながら自店だけではな
く、お客様、地域の方々、業者、スタッフ、皆が生
き生き楽しく幸せでいられるよう、 “共存共栄“ を
目指してまいります。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
益々のご発展を祈念申し上げます。

フリアンディーズ
〒565-0824 吹田市山田西3丁目57-18

プリンスキク1階
TEL：06-6878-2522　FAX：06-6878-2522

http://www.friandise.jp/
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第8回北摂地ヂカラフェスタに出てみませんか？

IT導入補助金・モバイルPOSレジ導入補助金“フル活用”のコツ 開講
吹田商工会議所・吹田税務署共催

　㈱シティライフNEWと連携し、来場者12万人を誇る人気イベント「ロハスフェスタ」内に約50ブースの特設
コーナーを設置し、「北摂地ヂカラフェスタ」と題し

“お客様の反応を体験してもらおう”
 というイベントです。

　「会計ソフトの仕分け入力に手間がかかるので自動化したい!」「勤怠管理や給与計算をもっと楽に管理できれば
…」「…でも、そんなシステムを導入するには財政面で厳しい!どうすれば良いのだろう…?」
　本セミナーでは、中小企業、小規模事業者の皆様を対象として、自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を
補助する「IT導入補助金」を中心に、事業所の皆様の業務効率化や、売上アップのきっかけをつくるシステムを導入
するための補助金を、導入事例を交えて分かりやすくご説明いたします。

　日　時：平成30年5月17日（木）14：00~16：00(受付：13：30)
　場　所：吹田商工会議所　大会議室
　参加費：無料
　定　員：30名
　・ 詳細と参加申し込みについては、下のアドレスまたは右のQRコードを読み取ってご確認

ください。
　　http://suitacci.com/?p=3966

　当会議所では、地域の著名な方による身近
なテーマでの講話と、会員交流や親睦を目的
として、会議所懇話会「いきいき会」を開催し
ています。
　第5回目となります今回は、講師に吹田江
坂発祥で落ち着いた店舗展開から北摂にコー
ヒー文化を発信されている株式会社ヒロコー
ヒー代表取締役社長の山本光弘氏をお迎えし、

「知られざるコーヒーの世界」と題して、ご講話をいただきます。
　参加ご希望の方は同封の会議所懇話会「いきいき会」参加申込書をご覧いただきFAXにてお申込みください。尚、
参加人数が定数となった時点で締切とさせていただきますので、悪しからずご了承ください。

問い合わせ：会議所懇話会「いきいき会」担当　明石　TEL 06-6330-8001

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所HP 新着情報をご覧ください。

日　　時：2018年11月2日（金）・3日（土）・4日（日）
　　　　　9時30分～16時30分
会　　場：万博記念公園（吹田市）　東の広場
　　　　　ロハスフェスタ内特設コーナー
出 店 料：会員5,000円　　非会員35,000円
　　　　　（3日出展、2日出展・1日出展ともに同一料金です）
ブ ー ス：1ブース3,600mm×2,700mm(予定)
応募締切：6月22日（金）
お問い合わせ先：吹田商工会議所　担当：橋爪

第5回 会議所懇話会「いきいき会」
平成30年6月20日(水)　開催のご案内
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新講座ぞくぞく開講！
ビジネスで一歩先を行くための学習を、

吹田商工会議所パソコン教室で！
　吹田商工会議所パソコン教室では、ビジネスで一歩先を行くための様々な講座の開講や、検定試験の実施を行っております。
　4月からは日商簿記検定2級でも試験範囲の一部となっている「原価計算初級」講座を開講。簿記の入門をわかりやすく習得
できる「日商簿記検定初級」の受験も引き続き受付しております。
　更にパソコンやインターネット、オフィス用ソフトに関する講座等もよりパワーアップして開講中！

「原価計算初級講座」とは…

「日商簿記検定初級」とは…

・ 「日商簿記検定2級」工業簿記の試験範囲に含まれている「原価
計算」の基礎を分かりやすく習得できます！

・パソコンの説明に従って、お手軽に学習できます！
・実務だけでなく「簿記2級」の受験にも無理なく対応できます！

・複式簿記の仕組みや、基本用語をわかりやすく習得できます！
・ 簿記の基礎を身につけられるので、3級以上へのステップアッ

プも効率よく行えます！
・ インターネットを介して実施から合否判定までが行われるの

で、非常にお手軽！（※会場は吹田商工会議所パソコン教室と
なります）。

・ 受験料は2,160円（税込）と割安！（日商簿記検定初級の最新情
報はhttps://www.kentei.ne.jp/をご覧ください。）

所 在 地：吹田市豊津町1-21 エサカ中央ビル2階（吹田商工会議所とは別の場所です）
アクセス：地下鉄御堂筋線 江坂駅⑤番出口下車徒歩1分
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6170-2800（パソコン教室直通となります）

受講料… 月4回コースの場合6,000円、月8回コースの場合10,800円（会員割引あり）

・ Word講座、Excel講座（入門～応
用）

・ PowerPoint講座
・ ホームページ作成（入門・活用）
・ CAD入門
・ iPhone&iPad入門
・  インターネット講座（ホームペー

ジ、ブログ、ツイッターなど様々
な講座を準備しております！）

・  日商ビジネス英語検定講座（2級、
3級）

・ 日商簿記講座（2級～初級）
・  リテールマーケティング（販売士）

3級講座
・ 日商PC検定　各種対策講座 

その他の講座の一例 
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〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H30.3.1～3.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 おしゃれ工房 ローゼ 吹田市五月が丘東 服飾品小売
工　　　業 （株）日本スペリア社 吹田市江坂町 金属接合材料の製造・成形加工及び販売

建　　　設
NA工業 吹田市末広町 防水工事業
清水興業（株） 吹田市千里山西 解体・改修工事

専門サービス
こもれび鍼灸整骨院 吹田市高城町 鍼灸・整骨院業
さいとう会計事務所 吹田市豊津町 税理士事務所

サービス業

（株）幸鷹 吹田市岸部南 写真撮影、動画撮影、WEB製作、システム構築、
ECサイト製作、名刺作成、ヨガ教室等

（株）華や江坂店 吹田市江坂町 チャイニーズレストラン
（株）ビズメイト 吹田市豊津町 商業施設の運営及び販促業務のサポート
La Beaute 吹田市朝日町 エステティックサロン

（特）建　設
the ROOTS 箕面市船場西 設計事務所
洋志緒技建 門真市御堂町 マンション等の漏水工事

（特）情報通信 ダウネットワーク（株） 大阪市東淀川区西淡路 電気通信業・ITネットワーク事業

（特）専門サービス Culinary designひとはし∞ 摂津市香露園 食教育講師、商品・メニュー開発コンサルティン
グ、レストランプロデュース

（特）サービス業 ベーカリーレストラン チキチキ 大阪市東淀川区豊新 飲食業（パン・イタリア料理）
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら 当商工会議所 総務部 までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先 : 6330-8001 総務迄

お 店 の ご 紹 介

　昨年8月に、地下鉄御堂筋線・江坂駅より徒歩2分の
ところにオープンした上海料理を中心とした本格中華
料理店。ホテルの高級中華料理店で研鑽を積んだシェ
フの匠の技で、ボリューム満点のセットメニューやお
好みのコース、一品料理など、多彩なメニューを取り

新入会員インタビュー 華
はな

や　江坂店

揃え、日本人の口に合
うよう改良された本格
中華料理を提供してい
ます。
　店内は、落ち着いた
雰囲気で清潔感のある
和モダンな空間を演出
し、席数は52席。ラ
ンチのみならず、お仕事帰りのお食事、ご接待、宴会、
女子会などにご利用いただけます。

代表者からのメッセージ

　看板メニューの土鍋麻婆豆腐で知る人ぞ知る「華や」
の2号店です。緑地公園店に続く2店舗目となります。
江坂出店を機に法人化しました。「中華なら“華や”」と言
われる存在になるよう、事業を拡大していきたいと
思っています。経営者としては、「飲食店経営のお手
本」となるような経営を目指しています。
　江坂店は、テーブル席だけでなく、ゆったりくつろげ
る掘りごたつ席、個室もご用意しています。夜の団体
でのご利用、大歓迎です。ご予算はおひとり3，500円
から、年齢層などに合わせてメニューをご提案させて
いただきます。飲み放題を付けることもできます。
　商工会議所の会員となりましたので、色々な機会に
皆様と交流できることを楽しみにしています。お店の
方も是非ご利用ください。

事業所名：株式会社 華や　江坂店
所 在 地：吹田市江坂町1-23-17
　　　　　（大同生命第2ビル隣り）
営業時間：11：30～14：30／
　　　　　17：30～23：00（年中無休）
代 表 者：福田　拓之 氏
T E L：06-7708-7087
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株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

快適な江坂ライフをお約束します。

株式会社リバフォール

快適な江坂ライフをお約束します。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/

7No.443

　『そして誰もいなくなった（And Then There Were 
None）』、1939年に刊行されたアガサ・クリスティの
長編推理小説のタイトルを想起させるような事態が、世
界中を震撼（しんかん）させている。
　2018年3月13日、米国のトランプ大統領は突然、
ティラーソン国務長官を解任するとツイッターで発表し
た。さらに、ゴールドスタイン国務次官も、「ティラー
ソン国務長官は解任理由を知らない」との記者会見を
行った後、トランプ大統領に解任された。フリン大統領
補佐官、コミーFBI長官、スパイサー報道官、プリーバ
ス大統領首席補佐官、バノン首席戦略官、プライス厚生
長官、コーン国家経済会議委員長･･････トランプ政権発
足以降、数多くの幹部が政権から去っていった。
　昨年まで、グローバルな金融市場は、以下の四つの理
由から、トランプ政権に対して総じて好意的な評価を下
してきた。
　第一に、トランプ政権下では、少なくとも短期的に
は、減税やインフラ投資といった大胆な景気刺激策に
よって、米国経済が好転するものと期待された。
　第二に、米国企業が海外にため込んだ利益を、税制優
遇措置を通じて米国内に還流させることで、ドル高・株
高が進行して経済が活性化するとの見方があった。同様
の政策が採用された2005年当時、米国では「本国投資
法」の制定を受けて、3,000億ドル（約33兆円）程度の
資金が還流したといわれている。
　第三に、トランプ政権下で、金融面での規制緩和が行
われることを好感する向きも多かった。
　第四に、FRBが緩やかな利上げを行うことで日米金利
差が拡大し、ドル高や、それを受けた日本株の上昇など
が進行するとの観測が根強かった。
　しかしながら、今後、グローバルな金融市場は、以下
の四つの理由から、トランプ政権に対して慎重な見方を
強めるとみられる。
　第一に、トランプ政権下では、財政赤字と経常赤字と
いう「双子の赤字」が拡大する。
　歴史的にみると、米国では、共和党政権下で財政赤字
が急拡大してきた経緯がある。通常、共和党は「小さな
政府」、民主党は「大きな政府」を志向しているといわれ

ている。しかし、非常に皮肉なことに、現実には、共和
党政権下では減税による「大盤振る舞い」が行われる結
果、最終的に財政赤字が急激に拡大するケースが多いの
である。
　今後、双子の赤字が深刻化すれば、米国では「トリプ
ル安」などといわれる、「債券安（長期金利上昇）・株安・
ドル安」が進行することが懸念されよう。
　第二に、双子の赤字の拡大を受けて、トランプ政権が

「ドル安カード」を切る可能性が生じている。輸出主導型
の経済構造を有するわが国にとって、円高は景気に甚大
な悪影響を与える。大和総研のマクロ経済モデルを用い
たシミュレーションでは、10円の円高・ドル安は、わ
が国の実質GDP（国内総生産）を0.5％程度押し下げる。
　第三に、トランプ政権の外交政策の迷走を受けて、世
界的に地政学的なリスクが高まっている。
　第四に、トランプ大統領は「自由貿易」に反対する姿勢
を継続している。
　そもそも国際貿易に関する標準的な理論によれば、貿
易は輸出国、輸入国の双方にメリットをもたらす。お互
いが得意な商品・サービスを交換することを通じて、両
国の経済状態が好転するからである。こうした考え方に
照らせば、もしトランプ大統領が自由貿易に反対する姿
勢を続けるのであれば、自分たちの首を絞めることにな
りかねない。
　以上の考察を踏まえると、結論として、今後もトラン
プ政権の動向から目が離せない状況が続きそうである。

株式会社大和総研 常務取締役 調査本部副本部長
チーフエコノミスト
熊谷　亮丸 / くまがい みつまる
1966年生まれ。1989年東京大学法学部
卒業。1993年東京大学大学院法学政治学
研究科修士課程修了。2016年ハーバード
大学経営大学院ＡＭＰ（上級マネジメント
プログラム）修了。日本興業銀行調査部な
どを経て、2007年大和総研入社。2014
年同社・執行役員チーフエコノミスト。
2018年より現職。財務省、総務省、内閣
官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011年より株式会
社財界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　選考委員。テレ
ビ東京「ワールドビジネスサテライト」レギュラーコメンテー
ターとしても活躍中。

迷走を続けるトランプ政権



吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

美容と健康のカギは体温にあり！
体温が上ると免疫力がUP！

オカメイ
抗酸化陶板浴

営業時間
　月～土：AM10：00～ PM9：00（最終受付 PM8：00）
　日祝日：AM10：00～ PM8：00（最終受付 PM7：00）
入浴料：1回　¥1,000（お得な回数券あり）
吹田市岸部北 5-31-14　TEL　06-6338-9131（要電話予約）

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備
～　電気にて安全安心を　～

栄電気株式会社
〒564-0024　吹田市高城町 5-15
TEL 06-6381-6623 ／ FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp
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実施日：平成30年4月10日（水）　　　実施場所：新大阪江坂東急REIホテル

　吹田商工会議所青年部平成30年度通常総会・4月例会が開催され、シニア会員31名含む125名にご参加いただきました。
　通常総会では平成29年度事業報告、平成30年度事業計画等、すべての審議事項について滞りなく承認され、『三つの

「わ」～“和„と“輪„と“環„　協調と調和をより強く～』を平成30年度スローガンとし、新しい年度が始まりました。
　4月例会では、吹田商工会議所 柴田会頭、来賓の大阪
府商工会議所青年部連合会 菊野会長からご挨拶を賜り、
入会式では3名の新入会員へYEGバッジが授与されまし
た。
　卒業式では、卒業生6名一体感溢れるダンスで登場し、
6名それぞれにYEG活動のエピソードにまつわるプレゼ
ントが贈られました。
　最後に平成30年度役員紹介、石橋直前会長への感謝状
贈呈が行われ、平成30年度通常総会・4月例会は盛会の
うちに終了いたしました。

青年部コーナー 平成30年度 通常総会・4月例会

吹田商工会議所青年部 入部募集中！
　吹田商工会議所青年部は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議所の将来を担うべき青年経済人
の集いとして設立されました。 
　同青年部は現在、180名を超える会員で構成され、活動内容は多岐に渡り、吹田商工会議所の活動及び地域経済
の活性化、地域貢献を目的として、1～2ヶ月毎に開催する例会をはじめ、講演会や各種研修会、交流会の開催、

「吹田産業フェア」や「吹田ガンバル」といった地域イベント参画など活発に活動しております。また、近畿や全国の
商工会議所青年部との交流も活発に行っております。
　入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

【ご入会について】
　・ 吹田商工会議所会員及び会員事業所の

役員、又は事業従事者であること
　・満20歳以上49歳まで
　・年会費36，000円

【青年部についてのお問合先】
　吹田商工会議所青年部事務局　
　　TEL：06－6330－8001
　　FAX：06－6330－3350
　　E-MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

行政書士法人 アイリスパートナーズ
一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063
吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

9No.443

トップの病をきっかけに�
� 変わったウインテック

　松山市から車で30分ほど走った愛媛県中央部の東温
市という人口3万3,000人規模の小さな都市に、「ウ
インテック株式会社」という社名の中小企業がある。主
事業は、工場向けの各種自動機械の設計製造だ。そし
て社員数は21人という規模ながら独立独歩の企業とし
て著名である。創業は1980年、現社長である駄場元

（だばもと）定生氏が機械メーカーをスピンアウト（独
立）しスタートした。
　創業当初は、規模を大きくしたいとか、もっともう
かりたいといった思いも強く、またその経営スタイル
も全員参加とは逆に、俺が……といったワンマン経営
であった。
　その結果、会社の中は常にギスギスした空気が漂い、
当然ながら、離職する人も多く、加工を依頼している
外注先の中でも離れていく企業が多かった。こうした
状況の中で、駄場元社長が50歳当時、激務やストレス
の影響からか、がんを患い、数カ月間生死をさまよっ
た。奇跡的に会社に復帰することができたが、この病
気をきっかけに人と命の大切さを痛感し、これからは
規模や業績ではなく人を大切にする経営「一方良し」で
はなく「五方良し」（※）の経営への転換を決意してい
る。
　そして、そのためには取引先の方針や、景気に一喜
一憂しない「全天候型経営」「非価格競争型経営」「独立
経営」「グローバルニッチトップ経営」が必至と、研究
開発に一段と注力していったのである。ちなみに、同
社の売上高に占める研究開発費は毎年10～15％と、
一般企業の1％前後と比較して極めて高い。
　こうした努力が実り、これまで他社や業界が困難と
してきたニッチな、そして面倒な作業の機械化・自動
化のための機械を次々に開発していくのである。とり
わけ著名な機械は「蛇行修正機」という、柔らかい・軽
い商品の高速での移動中の蛇行を瞬時に修正する機械
である。この機械は、業界の評価も高く、現在も国内

市場の約80％を占める同社の代表的商品の一つであ
る。
　同社の近年の成長発展のもう一つの要因は、外注先
との関係性の変革である。同社は研究開発型企業とい
うこともあり、自社では研究開発と組み立てに特化し、
部品の加工はほとんどが外注である。このため、当然
のことながら、外注先の協力なくして同社の機械は1
台もできない。仕事を出してやっているといった上か
ら目線的な外注を根本的に見直したのである。外注先
を運命共同体・対等なパートナー企業と評価・位置付
け、30社と「WinWin会」を設立し、そこでは情報やビ
ジョンの共有とともに、相互研さんの場として活用し
ている。
　経営者の、社員や社外社員である外注企業への熱き
思いは、社員はもとより社外社員からも高く支持され、
近年の離職率は実質ゼロであるばかりか、社員のモチ
ベーションは極めて高く、その業績も抜きんでて高い。

※ ウインテックの「五方良し」とは①社員とその家族、
②社外（外注企業）社員とその家族、③現在・未来顧
客、④地域社会・地域住民、⑤株主のこと。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
人を大切にする経営学会会長。
1947年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授、法政
大学大学院政策創造研究科（地域
づくり大学院）教授、同静岡サテ
ライトキャンパス長などを歴任。
国や県、市町、商工会議所などの
審議会・委員会の委員を多数兼務
している。著書に『日本でいちば
ん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ
快進撃が続くのか』（かんき出版）など。
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大阪勧業展2018 出展者募集のご案内
【大阪勧業展2018　3つの特長】

★ 幅広い業種・業界の皆様にご出展頂ける多業種型の展示商談会！　展示商談会に初めてご出展される企業にも最
適です。

★「オール大阪」の取り組みとして、大阪府内の全商工会議所及び全商工会が総力をあげて集客します。
★来場者が足を運びやすい、大阪市中央区の都市型展示場「マイドームおおさか」で開催します。

◆出展に関する電話でのお問い合わせはこちらまでお寄せください。
　大阪勧業展２０１８ 運営事務局　Tel.０６－６４４７－０６８２
◆出展募集要項や出展申込書は、大阪商工会議所のホームページからダウンロードいただけます。
　URL：http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo２０１８/

【前回出展者の声】 販路開拓、新製品のPR、ニーズ調査等様々な目的でご出展いただいております！
◇ 自社製品に興味をもっていただき、打ち合わ

せをする機会が持てた。
◇具体的な商品の見積依頼を受けた。
◇協業できそうな企業と交流できた。

◇ ブース出展者同士での深い情報交換ができた。
◇ 業界の異なるお客様より、製品の他の使い方

の提案を受けることができた。
◇PRの仕方など他社から刺激を受けた。

≪前回開催概要≫日時：平成２9年１０月１８日～１9日　場所：マイドームおおさか　出展者数3７０企業・団体　来場者数：７,７5１人

≪大阪勧業展2018　開催概要≫
開催日：平成30年10月17日(水)・18日(木)
　　　　（搬入：10月16日（火）／
 搬出：10月18日（木））
会　場：マイドームおおさか 展示ホール
　　　　（大阪市中央区本町橋2-5）
主　催：大阪商工会議所、堺商工会議所、
　　　　大阪府商工会連合会
共　 催：大阪府内の商工会議所・商工会

出展料
大阪府内商工会議所・商工会の

会員企業 会員以外の企業

小ブース 64,800円（消費税込み） 129,600円（消費税込み）

大ブース 86,400円（消費税込み） 172,800円（消費税込み）
＊ 小ブースは 間口2ｍ×奥行2ｍ×高さ2.5ｍ、大ブースは 間口3ｍ×奥行2

ｍ×高さ2.5ｍ です（予定）。

出展申込期限：平成30年6月2９日（金）
※ただし、320ブースに達し次第締め切らせていただきます。

お申込み締切
６月２9日 ▶

審査会、出展企業決定
７月下旬 ▶

出展者説明会
9月3日 ▶

搬入
１０月１６日 ▶

開催
１０月１７～１８日 ▶

搬出
１０月１８日
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事務局からのお知らせ

中小企業の販路開拓を応援します!!　展示会等出展事業補助金

　平成30年度一般会費及び、役員・議員特別会費（上期分）につきまして、口座振替をご利用の事業所様は、5月28
日（月）にご指定の金融機関より振替させていただきます。
　また、納付書（振込用紙）をご利用の事業所様につきましては、5月28日（月）に納付書の発送を予定しております
ので、最寄りの金融機関にてお振込下さいますよう、お願いいたします。
※振替口座の変更を希望される事業所様は、お手数をおかけいたしますが、当所会員担当までご連絡下さい。

お問合せ先：吹田商工会議所 会員担当　TEL：06－6330－8001

　販路開拓を目的として展示会、見本市等に出展する中小企業者に対し、出展に
要した費用の一部を補助します。

募 集 期 間：平成30年5月7日（月）～6月29日（金）
補 助 対 象 者：本市に主たる事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者
補 助 内 容： 展示会への出展にかかる出展小間料及びブース設営にかかる工事費等の2分の1以内

を補助（上限20万円）
対 象 展 示 会： 平成30年8月から平成31年3月までの期間に開催される展示会のうち、以下のいず

れかに該当するもの
　　　　　　　①　 東京ビッグサイト、インテックス大阪、幕張メッセ、ポートメッセなごや及び

パシフィコ横浜のいずれかを会場として開催されるもの
　　　　　　　②　 吹田市と産業振興連携協力に関する協定を締結している金融機関（北おおさか信

用金庫、池田泉州銀行）が主催するもの
交付予定件数：10件程度
　　　　　　　（応募状況により、予算の範囲内で交付します。）
申　 込　 み：吹田市役所 地域経済振興室へ（電話06－6384－1356）
　　　　　　　吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。



飲みやすい白い錠剤

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　TEL.06-6381-2626

お鍋・サラダ・炒め物など
あらゆる料理にお使いいただけます。

Ⓡ

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

土木建築綜合請負

株式会社 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 06（6330）8001　FAX 06（6330）3350　　　編集・発行人　井川 文夫　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）

詳しくはホームページをご覧ください。
マロニーのレシピを紹介しています。

www.malony.co.jp
 マロニー

今すぐアクセス！

検 索検 索検 索


