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“自創技術集団立社を目指す”
～プリント回路関連・システムソリューション・ビデオコミュニケーション
 の3つの領域で事業を展開～

株式会社 オンテック
代表取締役社長　中山　修 氏

　株式会社オンテックは、プリント回路関連事業、システムソ
リューション事業、ビデオコミュニケーション事業という特徴
の異なる3事業に技術力を結集させておられる研究開発型の企
業です。
　同社の創業は、中山社長がお一人で1975年10月に新大阪
のビルの一室で電子機器の設計・製作を始めたことからでし
た。その後業容を拡大して1985年には吹田市垂水町に本社
ビルを新築・移転し、吹田市との縁が出来ました。ガンバ大阪
のホームグラウンドであるパナソニックスタジアム吹田でも同
社の映像機器が使われています。
　創業者である中山社長から、事業内容や会社の強みなどにつ
いてお伺いしました。 代表取締役社長　中山　修 氏
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― 起業に至る経緯をお尋ねします。
起業した1975年頃は、第1次ベンチャーブーム

でした。私は、電機メーカーの技術者でしたが、
28歳と若く、その腕を試してみたくなり起業の道
を選びました。

最初は、電子機器の設計・製作を業としました
が、それに組み込むプリント基板を外注すると結構
いい値段を取られました。それならば、自分で設計
しようとプリント回路事業を始めました。プリント
回路の設計は、今でこそCADシステムの支援が必
要なほど複雑化・高度化しましたが、その当時は技
術力さえあれば設備投資が不要で、紙と鉛筆で何と
かなり、結構儲けさせてもらいました。そして、そ
の資金を元手にして事業を拡大することができまし
た。

当初はプリント回路の設計だけでしたが、完成品
の品質を高めていくために基板製造や実装に乗り出
し、1988年に大阪府高槻市と三重県名張市に工場
を建設し製造業へと脱皮しました。

―プリント回路の事業について、詳しくお聞か
せください。

当社の場合、工場といっても量産化のための工場
ではありません。電子機器・部品には多種多様なプ
リント基板が組み込まれますが、メーカーの製品開
発を支援するために、その設計・試作をメーカーの
技術者と一緒になって取り組むための工場です。製
品が完成し量産化されると基板の売上は大きく伸び
ますが、反対にコストダウンの要求も厳しいものと
なり、特に海外の基板メーカーには太刀打ちできま
せん。また、大ロットの生産をするとなると、それ
なりの設備投資も求められます。見通しを誤り倒産
する多くの国内のメーカーを見てきました。その
為、「売上より利益率」という考え方で取り組んで
います。

プリント回路を設計するためには、今日CADシ
ステムが必要ですが、当社の設備は、西日本一だと
自負しています。また、試作した基板は機器に組み
込んで動作確認する訳ですが、いちいち実装してテ
ストしていればコストもばかになりません。この検
証の多くをコンピューター上のシミュレーションで
行う技術も当社の売りのひとつです。

― 今の事業領域はどうなっていますか。
「プリント回路関連事業」が当社の礎を築いた事業で

すが、自社製品開発による「システムソリューション
事業」でのエンベデッド事業と映像事業を加えた事業
領域を3本の柱と考え、技術力を結集させています。
異なる3つの事業分野に展開を図ることで、安定した
経営の実現を目指しています。後の2つの事業の成長
により、今ではオンテックブランドの製品が売上高の
半分以上を占めるようになりました。

エンベデッド事業では、半導体業界に機器の省配
線化をコンセプトとしたネットワークシステム「SAVE 
NET」を提供しております。ビデオコミュニケーショ
ン事業では、放送局などを顧客として映像関連機器を
提供しています。全国にあるNHK支局の中継車には、
当社の装置が搭載されており、出先で撮影した映像を
直ちに放送に乗せられる形式に変換しています。この
装置は、パナソニックスタジアム吹田のビジョンでも
採用されています。

2020年の東京オリンピックを機に映像の高精細化
が一段と進むと考えており、当社では、業務用4K対
応の映像関連機器の開発を進め、今年の秋から本格
的に販売を行ってまいります。

― 御社の強みを教えてください…。
当社は、創業以来「自創技術集団立社を目指す」と

言い続けてきました。40年以上にわたって、多種
多様な電子機器・部品の開発・製造で培った技術力
を活かして、よりよい製品・サービスを提供してい
きたいと考えています。また、当社は製品・サービ
スの企画から製造まで、すべて自社一貫体制で対応
できるまで成長させてきました。電子機器などの設
計、試作、製造などでお困りなら、当社に何でもご
相談ください。お客様のご要望にきめ細かく対応で
きる点も当社の強みと自負しています。

―お話をありがとうございました。今後益々の
ご発展をご祈念申し上げます。

株式会社 オンテック
〒564-0042 吹田市垂水町3-20-27

TEL：06-6338-8581
FAX：06-6338-8593

HP　http://www.ontec.co.jp/
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第28回 会員親睦ゴルフ大会のお知らせ

　今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとなり
ました。会員の皆様方には、秋の爽やかな一日をアートレイクゴルフ
倶楽部で心行くまでプレーをお楽しみいただき、相互の親睦をより深
めて頂ければと存じます。
　皆様、ご参加下さいますようお願いいたします。

　平素は、吹田商工会議所の運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
皆様方にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。
　まずは、この度の大阪府北部地域地震並びに西日本豪雨で犠牲になられた方のご冥福をお祈りするととも
に、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
　吹田商工会議所では、現在、大阪府北部地域地震で被災された中小企業・小規模事業者に対する特別相談
窓口を設置して、各種経営に関するご相談に対応させていただいております。
　さて、吹田商工会議所は今年10月に、記念すべき創立70年を迎えます。これも偏に、地域経済並びに商
工会議所の発展のためにご尽力とご支援をいただきました会員各位をはじめ関係機関の皆様のお陰と、心よ
り感謝を申し上げます。
　現在、国内経済は緩やかな回復基調が続くものの、ここに来ましてガソリンなどの燃料費、また原材料や
流通コストの上昇が業況の押し下げ要因となっているほか、深刻な人手不足と、特に中小企業では、経営者
の高齢化による事業承継問題などといった課題にも直面しています。このような厳しい地域経済・社会情勢
を乗り切るため、商工会議所の存在と活動は真価を問われ、その使命は誠に大きなものがあると認識してい
るところでございます。吹田商工会議所では、この70周年を契機に今一度、会員事業所のお役に立つとと
もに地域産業の発展につながる事業の推進に邁進してまいる所存でございます。
　結びに、これからも厳しい暑さが続きますが、皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、残暑見舞
のご挨拶とさせていただきます。

残暑お見舞い申し上げます
� 吹田商工会議所 会頭　柴田　仁

＜お願い＞　�会員親睦ゴルフ大会を開催するにあたり、賞品の無償提供をお願いできる
事業所様は、総務部まで（Tel 06-6330-8001）ご連絡ください。

日　　程：平成30年9月21日（金）
会　　場：アートレイクゴルフ倶楽部
　　　　　大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3
定　　員：80名（20組）
参 加 料：1名5,000円（賞品代・会食費に充当）
　　　　　 ※プレーフィー等については個人負担
　　　　　　（15,000円　昼食1,080円分含）
問合せ先：吹田商工会議所　総務部　TEL 06-6330-8001
※詳しくは、同封のチラシをご覧下さい
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ガンバ大阪観戦ツアー開催！vsサンフレッチェ広島戦吹田商工会議所
商 業 部 会 主 催

　みんなで宮本新監督を応援しよう！大人気企画！「ガンバ大阪観戦ツアー」
　最大70名までお席数確保！3つの参加特典付き！

日 程
　平成30年9月29日（土）　15時00分集合

集 合 場 所
　パナソニックスタジアム吹田　場外総合案内所前
　（『吹田商工会議所観戦ツアー受付』の受付設置予定）
　〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3

最少開催人数
　30名（最大70名）　※先着順　※1事業所2名まで（2名以上ご希望の場合はご連絡ください）

参 加 費
　おひとり4,000円（税込、軽食サンドウィッチ・オレンジジュース付）

特 典
　1.当日チケット5,500円の指定席（カテゴリー1席）を軽食付4,000円でご用意！
　2.当日、ガンバ大阪グッズ等を抽選でプレゼント（内容は変更になる場合があります。）
　3.ガンバ大阪スタッフによる練習見学会を開催！（内容は変更になる場合があります。）

お 申 込 み
　http://suitacci.com/?p=4544
　上記URLにて申込書をダウンロード後、必要事項をご記入の上、
　FAX（06-6330-3350）にご送付ください。本会報にも申込用紙を同封しております。

お 問 合 せ
　吹田商工会議所 商業部会事務局　谷　06-6330-8001
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.6.1～6.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

工　　　業 （株）ヒューブレイン 吹田市江坂町 画像検査装置の製造・販売
建　　　設 ユアーズホーム建築事務所 吹田市山田東 リフォーム

情 報 通 信
Astem Cloud（株） 吹田市昭和町 インターネットを利用した情報処理サービス業

（株）テラ・ウェブクリエイト
 大阪オフィス 吹田市広芝町 クラウドソリューション導入コンサル、クラウド業

務実装・構築、ＷＥＢシステム開発

不　動　産 ハウス住宅管理（有）
 ピタットハウス吹田・南千里店 吹田市元町 不動産仲介業・管理・収益マンション・建築・リ

フォーム
専門サービス（株）スカイトップ 吹田市垂水町 動画制作・広告運用

サービス業
トラットリア イル フィオレット 吹田市山田東 イタリア料理店

ボタニカル タイム 吹田市江坂町 ボディ／フェイスのアロマトリートメント、心理カ
ウンセリング

（特）建　設 （株）ライズ 摂津市鳥飼本町 内装仕上工事

（特）専門サービス
Offi  ce アイム 大阪市中央区備後町 社員教育、人材育成、研修、イベント、コンサル

ティング、タレント、モデル
やまぎわやすたか司法書士事務所 大阪市北区豊崎 司法書士

≪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

事 業 内 容

　アロマを使ったボディ、フェイストリートメントを
行っています。当サロンでは施術を通して身体を癒す
だけでなく、悩みを持っておられる方の心のケアも大
切にしています。そのためのメニューとして、心理カ
ウンセリングも行っています。

創 業 の 経 緯

　私はもともとIT関係の企業で長く勤めていました。忙
しい毎日を過ごす中で、ユーザーとしてアロマトリート

新入会員インタビュー ボタニカルタイム

メントサロンに通い、癒されてきました。50歳を目前
にして自分の人生を考えたときに、自分の好きなことを
しよう、と決心して退職し、色々な分野の勉強をした後
に、当サロンを創業しました。

サ ロ ン の 特 徴

　当サロンのお客様は、「キレイになりたい」という思
いと同時に、人生の歩み方等について悩みを持ってお
られる方が多いように感じます。そのような方に、身体
を軽くすると同時に、心も軽くなっていただきたいで
す。嗅覚は脳に直接刺激を与えるため、アロマによる
リラックス効果はただの雰囲気ではなく、解剖学的にも
研究されています。自然に生まれた植物の力で、お客
様がリラックスして癒されるサロンとなるよう空間づく
りに取り組んでいます。

今 後 の 展 望

　ストレス社会の現代ですが、日本では心理カウンセ
リングと聞くとハードルが高いと感じられる方が多いで
す。そのイメージを払拭する突破口としても、アロマを
活用できると思います。ゆくゆくは、ボタニカルタイム
が中心となった
チ ー ム を 作 り 、
例えば高齢者施
設等にアロマケ
アを行うような
ボランティア活
動もしたいと考
えています。

事業所名：ボタニカルタイム
事業内容：アロマリラクゼーションサロン
所 在 地：吹田市江坂町1-23-32-603
電話番号：06-6155-9490
代 表 者：大野かつみ 氏
開　　業：平成29年9月
ホームページ：https://botanical-time.com/
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金



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/
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　今後、わが国が取り組むべき成長戦略の「宝の山」は労
働市場改革である。
　労働市場で、安定的な「メンバーシップ型正社員」と不
安定な「非正規労働者」という極端な二極化が定着してい
ることは、二つの深刻な構造問題を引き起こしている。
　第一の問題は、労働生産性の低迷に伴う国際競争力の
低下だ。すなわち、正社員は強大な人事権の下で、いわ
ば「何でも屋」的な働き方を強いられるので、過重労働問
題が深刻化するケースが後を絶たない。それと引き換え
に、彼らは事実上の雇用保障を与えられているため、新
規成長産業への円滑な労働移動が遅れ、産業構造の変化
は停滞している。これらの弊害は、非正規労働者への職
業訓練が不十分なことと相まって、労働生産性の低迷を
招いている。
　第二の問題は、国民の将来不安を背景とする、個人消
費の低迷や少子化の進展だ。格差固定化の懸念などか
ら、将来不安に苛まれた非正規労働者の中には、結婚も
ままならない方が少なくない。
　こうした構造問題の根底にあるのが、労働市場の機能
不全だ。極端に二極化した雇用システム、解雇に対する
硬直的な規制、過重労働などの問題を解決すること。ま
た職業訓練の充実や女性が働きやすい環境づくりによっ
て、成長分野に人材がシフトできる仕組みをつくるこ
と。これらの労働市場の改革は、生産性の向上だけでな
く、少子化対策にもつながる。
　1962年に米国のケネディ大統領が残した「屋根を直
すとしたら、よく晴れた日に限る」という有名な言葉が
ある。
　この言葉を現在の日本に当てはめれば、アベノミクス
の効果などから景気の良い今こそ、国民にとって耳の痛
い課題に正面から取り組み、中長期的に持続可能（サス
テナブル）な成長基盤を整備することが必要となる。
　筆者は、現在、安倍政権が提案している労働市場改革
には不十分な視点が三つあると考えている。
　第一の課題は、ダイバーシティ（多様性）を推進し、イ
ノベーション（技術革新）を加速させることだ。最新の経
営学の知見によれば、イノベーションは、異なった専門
分野や価値観を有する、多種多様なメンバーが自由闊達

（かったつ）に議論する中から生まれる。急速な少子高齢
化の進展を勘案すると、わが国でも「移民」に関する議論
をタブー視するべきではなかろう。
　第二に、解雇規制の改革などを通じて、労働市場の流
動化を推進することだ。現状、日本企業は、過去の判例
に縛られて、事実上、破綻する寸前までリストラができ
ないと言っても過言ではない。企業内失業と人手不足が
併存する状況を是正し、景気が良い時に、成長分野への
労働資源の移動を円滑に進めることが肝要である。
　第三に、企業の「新陳代謝」を積極的に進めるべきだ。
日本企業は世界最高水準のサービスを提供しているが、
必ずしも適正な価格とは言い難い。例えば、1万円程度
で、1泊2食付きのある程度の宿泊施設に泊まることが
できる先進国は、日本以外にはほとんどない。今後は企
業数を削減して不毛な低価格競争に歯止めをかけると同
時に、最低賃金の引き上げなどを通じて労働生産性を改
善させる必要があるだろう。
　以上のように、長年タブー視されてきた、（1）移民、

（2）労働市場の流動化、（3）企業の新陳代謝などへの取
り組みの遅れこそが、わが国で賃金や労働生産性が伸び
悩む根本原因であり、これらに正面から取り組むことが
喫緊の課題である。
　安倍政権には、「ポピュリズム（大衆迎合主義）」に陥
ることなく、「国民にとって耳の痛い構造改革」を断行
することが強く求められている。

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。2018年より経済同
友会幹事。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。

労働市場改革に残された課題



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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青年部コーナー

実施日：平成30年7月20日（金）　　　実施場所：大和大学

　商工会議所青年部（YEG）は、株式会社博報堂の加藤昌治先生をお招きし、7月公開例会「アイデア工場のつ

くり方～発想を無限大に～」を開催しました。

　今回は通常の講演会と異なり、3人、4人ごとでグループを組んで、先生のお話を聞きながら、アイデアの

出し方を実際に体験するというワークショップ形式で行われました。

　先生のお題に対して、グループ内で自分のアイデアを発表しますが、自分のアイデアを発表するのはとて

も緊張します。

　しかし、先生によると、アイデアを出すためには、選択肢をできるだけ出すことが必要とのこと。恥ずか

しさを取っ払って、思い付いたことをどんどん出さなければなりません。そんなにアイデア出せるのかな？

と思いますが、先生の2つの発想法を使うと、発想の取っ掛かりを掴むことができました。

　また、1人だけでは出てくるアイデアに限りがありますが、3人、4人と集まると、アイデアの数も3倍、4

倍になります。自分1人では到底考え付かないアイデアがたくさん出てきます。自分では「良いアイデア」と

思っていても、他の人からの反応はイマイチだったり、その逆もあったり…。お互いの感覚の違いがとても

楽しく、盛り上がるきっかけになりました。

　「良いアイデアを出したい。」と思うことは多々ありますが、良いアイデアを出すための考え方や方法に触

れる機会は、あまりありません。限られた時間の中で、分かりやすくお話し

ていただき、また、自分で体験することもでき、大変有意義な例会となりま

した。また、多数の会員外の方にもご参加頂き、YEGの活動を知って頂く良

い機会ともなりました。

7月公開例会「アイデア工場のつくり方�
� ～発想を無限大に～」活動報告



□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 

世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社

全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 取扱中！
賠償責任や事業休業、財産、工事など、会
員事業所を取り巻く様々な事業活動リスク
に対する補償を一本化して御加入できます！

詳しくは吹田商工会議所　共済担当まで
http：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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本物にこだわり成長発展する�
� 『太子食品工業』

　青森県三戸郡三戸町に太子食品工業株式会社という
社名の食品メーカーがある。現在の主事業は「豆腐」

「もやし」「納豆」など、日配食品の製造販売であり、豆
腐では知られた企業である。
　創業は今から78年前の1940年、青森県三戸郡南部
町で、現社長の工藤茂雄氏の父が中心となり、納豆の
製造販売を行う家業的企業としてスタートした。その
後、戦争による混乱や大手企業とのあつれき、さらに
は東日本大震災の風評被害など、幾多の困難もあった
が「地域を代表するいい会社になりたい……」という夢
と希望を胸に、後継者を中心として全社員がその思い
を結集させ、火の玉集団と化して経営革新の努力をし
てきた。
　そのかいあって、現在では社員数640人、売上高は
170億円という、青森県どころか全国でも有数の食品
メーカーにまで成長・発展している。同社の成長・発
展の要因は多々あるが、その最大の要因は、本物にこ
だわる新商品の開発力と、その確かな商品化のための
生産技術力、そしてその管理力の高さと思われる。
　事実、同社が創業した当初は、納豆だけの小さな製
造販売企業であったが、一貫して、市場に支持される
新しい本物の商品づくりに注力してきた。しかも開発
する新商品は、他社の物まね商品ではなく、いずれも
本邦初という画期的なものばかりである。ミニサイズ
の豆腐「ミニやっこ」や「昆布入りたれ付き納豆」などが
そうである。
　こうした新商品開発の努力が実り、売上高は創業当
初の数千万円から今や170億円にまで拡大しただけで
なく、その売上比率も大きく変わったのである。ちな
みに、現在は豆腐が45％、もやしが14％、油揚げが
13％となり、かつて100%商品であった納豆は、今

や10％以下となっている。
　同社が、顧客から高い評価を受けてきたのは、単に
こうしたユニークな商品づくりをしてきたからだけで
はない。それは同社がこの間、「偽物はつくらない・
売らない……」という方針の下、徹底的に安全・安心に
こだわった新商品づくりをしてきたからでもある。
　例えば、わが国で最初に「遺伝子組み換え大豆不使用
宣言」をしたのも、また豆腐製造工程で一般的に使用さ
れる「乳化にがり」や「消泡剤」の不使用宣言をしたのも
同社である。加えて言えば、日持ちのする豆腐の製造
技術である「一丁寄せ製法」を開発したのも同社である。
同社が業界のイノベーターといわれるゆえんもこうし
たことにある。
　先般、機会があって、同社の十和田工場を訪問した
が、その食品づくりへの強い思いは、生産環境面はも
とより、人財育成の面でも強く感じることができた。

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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40周年にむけて！
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　吹田市役所本庁舎内地下の喫茶室跡を起業家のチャレンジショップとして活用しています。
　出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、１年間試験的に飲食業を運営していただくことができます。

『チャレンジショップゆめちか』出店者募集中！吹田市役所の地下で、

お店をはじめてみませんか？

■募集期間：平成30年8月1日（水）～平成30年9月14日（金）
■出店期間：平成30年12月3日（月）から約1年間
■使 用 料：月額12,050円（使用中に使用料を改定する場合があります） 
■光熱水費：出店者負担（電気代のみ別途提示額を負担）
■営業時間：月曜日から金曜日、午前8時半から午後6時30分までの時間内
　　　　　　（午後0時から午後1時30分までは必須）
　　　　　　（国民の祝日及び1月2日、3日、12月29日から31日は除く）
☆お問い合わせは、吹田市役所地域経済振興室まで　TEL 06-6384-1356

　価格戦略を立てた事はありますか？
「商品をいくらにすればいいか分からない…」
「取引先に今の値段では高すぎて取り扱えないと言われた」
「マーケティングに基づく価格設定がしたい」
　そんな事業者様に、（社）日本マーケティング協会マスターコース関西において「マーケ
ティング財務」と「価格戦略」の授業を担当する清水憲彦氏が、自社の利益を向上させつつ、お
客様にも喜ばれる価格設定術を教えます！※BtoBの事業をされている方もBtoCの事業をさ
れている方もどうぞ皆様ふるって御参加下さい。

《吹田市 中小企業セミナー》
利益向上！商売繁盛！　価格設定の法則セミナー

講　師：清水　憲彦 氏（スプリングプランニング代表）
開催日：平成30年8月23日（木）
時　間：18時30分～20時30分
　　　　（受付開始18時15分～）
場　所：吹田市文化会館メイシアター　集会室
対　象：中小企業の経営者、従業員 等

定　員：先着50名
主　催：吹田市
申込み：吹田市役所 地域経済振興室へ
　　　　（TEL：06-6384-1356）
　　　　吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。
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平成31年（2019年）版生活べんり帳
「くらしの友」の発行について

　吹田市では市民生活の利便性向上を図るため、市役所窓口の案内や各種手続きなどの行政情報を掲載した
冊子「くらしの友」を隔年で発行し、市内全世帯に配布しています。次回は平成31年1月に発行を予定して
います。
　その冊子は、広告収入によって制作・配布にかかる経費を全て賄っており、下記共同発行事業者が広告掲
載営業を行います。
　8月中旬より、広告のお願いに市内事業所等を廻りますので、ご理解ほどよろしくお願いします。

【吹田市窓口】
　吹田市役所 総務部広報課　　　　　TEL 06-6384-1272（直通）

【共同発行事業者】
　株式会社サイネックス 大阪支店　　TEL 06-6766-3350

吹田市からの
お知らせ

夏季休暇のお知らせ
吹田商工会議所では下記の期間を夏季休暇とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

夏季休暇期間：8月15日（水）～8月16日（木）
※8月17日（金）から平常どおり業務を行います。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。



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


