メリットを凝縮！

応援します！
！

吹田商工会議所の

吹田商工会議所は、地域経済の発展をめざす非営

入会のご案内
■ 法人会員・年間会費

利・政治的中立の公的な経済団体として、吹田市内
の事業所が会員となって組織されています。
全国には500を超える商工会議所があり、その
連合体である日本商工会議所は、中小企業者の声を
集約し社会に訴え、企業と社会を結んでいます。
その構成員である会員は、社会的にも高い信用力
があります。
ご入会には、所定の「入会申込書」に必要事項を
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3,000万円以下
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5,000万円以下
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30,000円

区

分

団体会費（協同組合、社団法人等）

22,500円

至 佐井寺
吹田税務署

アサヒビール
吹田工場

内環状線

吹田泉
郵便局

泉殿宮

府道高槻京都線

至 茨木

地下道へ

吹田市民病院

大和大学

阪急千里線

至 大吹橋

吹田市文化会館
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東海道本線
（JR京都線）

額

15,000円

阪急千里線「吹田駅」西出口より西へ徒歩1分。
吹田市文化会館「メイシアター」北隣り。
JR京都線「吹田駅」より徒歩約15分。

吹田
市役所

お電話
ください

金

個人会費（市内の個人事業所）
※会費は必要経費または損金に算入できます。
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吹田
警察署

支店・営業所等会費

（従業員100人以下）
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郵便局

本店会費

■ 個人会員 及び団 体 会 員 ・年間会費

手続き後、ご入会となります。

案内図

分

※資本金5,000万円超はお問い合わせください。

ご記入の上、捺印してご提出ください。所定の承認
詳しくはお問合せください。

区

資本金

〒５６４-００４１ 吹田市泉町２丁目１７番４号
（６３３０）
３３５０
ＴＥＬ. 06（６３３０）8001／ＦＡＸ. ０６
URL
http://suitacci.com/
E-mail suitacci@suita.cci.or.jp
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経営サポート

地域に広がるネットワークがつくれます！

吹田商工会議所
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CONTENTS

事業資金を（無担保・無保証人・低金利で）借りたい
① 日本政策金融公庫 経営改善貸付（マル経融資）
② 大阪府中小企業向け融資 小規模企業サポート資金
いずれも、当商工会議所が窓口です。まずは、2期分の決算書
（1期分のみでも可）
を

金融バックアップ事業 ........................................................................ 1P
事業資金を（無担保・無保証人・低金利で）借りたい
開業資金を借りたい
大阪府の融資制度を活用したい
吹田市の融資制度を活用したい

両購入や機械設備などへの小口融資として、商工会議所の推薦により、無担保・無保証人・低金利で日本政策金融公庫から融

各種相談事業 .......................................................................................... 3P

資される制度です。経営改善が見込まれ、当会議所の経営指導を原則 6 ヵ月以上受けている事業者が対象となります。

売上を拡大したい、新たな事業を軌道に乗せたい（サビック）
気軽に何でも相談したい
記帳や確定申告について知りたい
マーケティング・販売促進・特許・労務・法律・各種認証取得などの専門家を派遣してほしい
新しい取り組みを中期計画としてまとめたい
新たな取組みによる経営の向上を目指したい
補助金や助成金について知りたい

会員交流・地域交流事業 ................................................................... 5P

広く市民に事業 PRを行いたい
業種にこだわらず、地域の新しい事業者と出会いたい
商工会議所の新入会員間の親交を深めたい
業種別の勉強会や視察会で見聞を広めたい
若い経営幹部同士の交流を深め、共に研鑽したい

情報提供事業 ........................................................................................... 7P
現在の課題に即応したタイムリーなセミナーを聞きたい
最初が肝心、新入社員の初期教育をしてほしい
パソコンやソフトなどの使い方をマスターしたい

ご用意ください。ご推薦ができない場合でも、他の融資手段をご一緒に検討します。

過去の事例の蓄積から貴社の内容

① 経営改善貸付
（マル経融資）

に応じた前向きな支援をします。

常時雇用する従業員数が 20 人以下【商業・サービス業（宿泊・娯楽業以外）は５人以下の事業所】の事業者の資金調達。車

経営改善貸付
ご利用者の声

ご融資限度額 2,000万円

設備資金 10年以内・運転資金 7 年以内

融資利率1.3%（平成28年４月13日現在）
不況のトンネルが長くデフレで、売上げも昔のように右上がりは期待できない状況の中、
事業経営にはどうしても資金が必要でした。担保もなく、頼める保証人もいない中で、
商工会議所へ相談したところ、マル経融資を勧められ、申し込みしました。日本政策金
融公庫へ推薦していただき、融資が実行され、大変有り難く思っています。
（小売業）

マル経融資を受けるには（原則６ヶ月以上の商工会議所の経営指導を受けている方が対象）
①申

小規模
事業者

込

み

② 調査・審査

④融

資

商工会議所
③推薦

日本政策金融公庫

各種共済・保険事業 ............................................................................. 8P

①
②
③
④

商工会議所へ相談・申込み
商工会議所が申込者の調査・審査
商工会議所が申込書を推薦
日本政策金融公庫が融資の可否決定

※審査会は毎月１回ですので、お早めにご相談くだ
さい。
※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
※契約は申込者と公庫で直接結び、融資が実行され
ます。

経営者も退職金がもらいたい
従業員の退職金や休業・災害補償費用を用意したい
経営のリスクを回避したい

② 大阪府中小企業向け融資 小規模企業サポート資金（地域支援ネットワーク型）

サポート事業 ......................................................................................... 10P

支援いたします。府内において、原則として同一場所で６ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納

労災・雇用保険に加入したい、事務手続きを軽減したい
建設業一人親方労災保険に加入したい
従業員に会社の近くで健康診断を受けさせたい
貿易証明の手続きを行いたい
GS1事業者（JAN企業）コード登録を行いたい
仕事に活かせる資格を取得したい、させたい
会議や研修の会場を駅近で確保したい
2200部の会議所報で広報を！！

※ 当商工会議所会員様のみご利用可能なサービスもございますので、詳しくはお問い
合わせください。
※ ご案内のサービス内容は、平成28年９月末現在のものです。

金融バックアップ事業

吹田商工会議所は︑

出る決断 を

夢を実現する事業運営の案内役として︑

半歩

全力でサポートいたします︒

出
る
決
断

！
！

資金繰りを円滑化するための手段について
トータルにご相談を承ります

常時雇用する従業員数が 20 人以下【商業・サービス業（ 宿 泊 ・ 娯 楽 業 以 外 ）は５人以下の事業所】の事業者の資金調達を

税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者で、次の①に該当し、②③④のいずれかに該当する事業者。
①融資後３年間、金融機関及び商工会議所のフォローアップを受け、経営改善に向けて継続的に取り組まれる事業者。
②商工会議所が６ヶ月以上の経営指導を行い、経営改善が見込まれると判断される先であり、経営指導内容証明書の交付を受
けることができる事業者。
③既に商工会議所の会員となって１年以上経過しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる事業者。
④日本政策金融公庫における小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）をご利用中の方で、商工会議所が十分に業況
を把握しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる事業者。

小規模企業サポート資金（地域支援ネットワーク型）
ご融資限度額 1,250 万円（既存の保証付融資残高を含む）

設備・運転資金 7 年以内

ご融資利率1.4%（別途信用保証料がかかります）
（平成28年９月15日現在）
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過去の事例の蓄積から貴社の内容

① 経営改善貸付
（マル経融資）

に応じた前向きな支援をします。
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建設業一人親方労災保険に加入したい
従業員に会社の近くで健康診断を受けさせたい
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※ 当商工会議所会員様のみご利用可能なサービスもございますので、詳しくはお問い
合わせください。
※ ご案内のサービス内容は、平成28年９月末現在のものです。
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資金繰りを円滑化するための手段について
トータルにご相談を承ります

常時雇用する従業員数が 20 人以下【商業・サービス業（ 宿 泊 ・ 娯 楽 業 以 外 ）は５人以下の事業所】の事業者の資金調達を

税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者で、次の①に該当し、②③④のいずれかに該当する事業者。
①融資後３年間、金融機関及び商工会議所のフォローアップを受け、経営改善に向けて継続的に取り組まれる事業者。
②商工会議所が６ヶ月以上の経営指導を行い、経営改善が見込まれると判断される先であり、経営指導内容証明書の交付を受
けることができる事業者。
③既に商工会議所の会員となって１年以上経過しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる事業者。
④日本政策金融公庫における小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）をご利用中の方で、商工会議所が十分に業況
を把握しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる事業者。

小規模企業サポート資金（地域支援ネットワーク型）
ご融資限度額 1,250 万円（既存の保証付融資残高を含む）

設備・運転資金 7 年以内

ご融資利率1.4%（別途信用保証料がかかります）
（平成28年９月15日現在）
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各種相談
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開業資金を借りたい

経営上の諸問題について相談したいのだが
どこで聞けば……

新たに事業を始められる方を応援します
「借りたことがない」
「借り方がわからない」など、開業時の資金調達
を支援いたします。開業時には準備するもの・考える事はとても多く、
開業というスタートを応援する為に、経営用語から事業計画書の作り
方まで、金融機関に必要書類を提出する際に知っておくべき知識や資金
調達のノウハウについてサポートいたします。
ご利用者の声

機関から事業資金を借りることは大変。
「何がポイントか」という道案内のお話
しを、是非お聞きください。

売上を拡大したい、新たな事業を軌道に乗せたい

すいた経営革新支援センター（サビック）

平成25年11月に吹田商工会議所内に創設しましたすいた経営革新支援セン
ター（サビック SaBiC）は、起業・創業と事業所のイノベーションを支援するワ

ンストップ相談窓口です。「強みを活かす！ 知恵を絞る！ 」をキーコンセプトとし、
相談者と一緒になって、課題をさぐり、目に見える形で成果を挙げることを目標

計画書は作ったが、融資が受けられるか不安だったので、商工会議所に相談
しました。数回のやり取りでポイントがつかめるとともに事業の進め方につ
いてもより明確となり、満額融資がおりました。
（製造卸）

ご利用のご案内

大阪府の融資制度を活用したい
貴社の内容にあった制度をご紹介します

府内の中小企業者を対象とし、大阪府・大阪信用保証協会・金融機関との 3 者協調
そのメニューと活用の仕方、必要な情報の整理方法、事業計画書の書き方などにつ
いてサポートいたします。

ら…

として、スピーディで現実的な解決を模索してまいります。

・ご相談
（ご予約制） あらかじめ電話でご相談内容をお伝えの
上、日時をご予約ください。

により成り立っている制度です。

お金をかけず、できるところか

新設・拡充される制度を貴
社の内容に合わせてご紹介。

吹田市の融資制度を活用したい

TEL. 06‑6330‑5588
・ご利用時間 原則として、月曜日〜金曜日 午前９時〜午後
）
５時（但し、吹田商工会議所の休所日はご利用いただけません。
・支援サービスの対象 起業を志す個人、新たな事業に挑戦し
ようとする事業者、もしくは、経営上の課題をもたれている
個人事業者、企業経営者など。
ご利用者の声

支援業務のご案内
・起業・経営相談 起業者には、アイデアの段階から、開業準
備・資金調達・フォローアップなどの段階まで、一連でご相
談・支援に応じさせていただきます。
・新たな事業にチャレンジしようとする事業者には、同じ目線
に立って継続的なご相談・支援で問題解決をめざします。
◇ご相談内容によって、国・大阪府の産業支援機関、吹田市、
地域の事業者、専門家などと連携して支援させていただきま
す。※吹田商工会議所の専門家登録数 約130名

各種相談事業

金融バックアップ事業

準備不足のまま開業すると問題も多く発生します。

事業をこれから始めたい方にとって金融

サビックは創業者の夢をカタチにしてくれるとても頼れる支援センターで
す。私は、「事業計画の策定」から「集客や売り上げＵＰ」等で相談致しま
した。的を射たアドバイスを頂き、また専門家の方々をご紹介頂き、解決
に向けて全力で取り組んでいます。あたたかく、やる気のサポートを賜り、
心から感謝しています！ （サービス業）

吹田市小企業者事業資金融資制度の受付窓口です
平成26年度

この融資は、市内で事業を営む小企業者の方が無担保で金融機関の資金を借入でき
るよう、大阪信用保証協会の保証を付けてあっせんする制度です。ご相談、お申し込
みは直接ご本人がお越しください。
吹田市小企業者事業資金は、市内で、6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、

吹田市の低利の融資制度を
斡旋します。

常時使用する従業員数が 20 人
【商業・サービス業（ 宿 泊 ・ 娯 楽 業 以 外 ）は５人以下
の事業所】以下で、保証協会の保証が受けられる事業者が対象となります。担保は不
要ですが、法人の場合、原則として代表者の連帯保証が必要となります。

資 金 使 途
長期

運転・設備資金

短期

運転資金

ご融資限度額

ご融資利率

ご融資期間

1,000万円

1.20％

7年以内

200万円

0.90％

1年以内

（別途信用保証料がかかりますが、市からの補給を受けられる場合があります。
）
（別途申請が必要です。吹田市地域経済振興室までお問い合せください。
）

決して、あきらめないでください！

「資金繰りが苦しいが、もう借りられない」など、どんな状況でも最善の解決策をご一緒に考えます。取引金融機
関から、
「もう貸せない」と言われても、あきらめないでください。
可能な限りの方策について、ご一緒に検討しましょう。多くの事業者の方が、相談に来られています。 危険な罠に
はまることなく、バランスのとれた解決策で、前向きな事業展開に転換しましょう。

2

気軽に何でも相談したい

経営指導員による窓口・巡回相談（無料）
商工会議所に常駐する経営指導員がそれぞれ専門性を活かして、ワンストップ
でご相談を承ります。
商工会議所には国、府、市、金融機関などの多くの情報が集まっています。地

吹田市小企業者事業資金

創業塾

域の事業所の役員や各分野の専門家も頻繁に出入りしています。経営指導員は、

小さなことでも、お気軽にご相
談ください。

そのような支援情報と地域のネットワークを結集して、皆様のご相談に応じます。
お声掛けいただければ、貴事業所までお伺いいたします。ただいま、全会員様へ
の訪問活動を計画的に行っています。

記帳や確定申告について知りたい

毎月2回開催の税理士による窓口相談（無料）
「記帳の仕方がわからない」
「税理士さんに直接お願いする余裕がない」
「確定申
告の最後の仕上げを見てほしい」
「税法の最新の情報を知りたい」
「節税する方法
があれば教えてほしい」などあらゆる税務上のお悩みに税務のエキスパートがお
答えいたします。第 1・3 月曜日（原則）に開催しています。電話でご予約が必要

申告時だけでなく、年間を通じ
て相談が受けられます。

です。確定申告相談会も２月と3 月に別途行っております。
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全力
各種相談
事業

開業資金を借りたい

経営上の諸問題について相談したいのだが
どこで聞けば……

新たに事業を始められる方を応援します
「借りたことがない」
「借り方がわからない」など、開業時の資金調達
を支援いたします。開業時には準備するもの・考える事はとても多く、
開業というスタートを応援する為に、経営用語から事業計画書の作り
方まで、金融機関に必要書類を提出する際に知っておくべき知識や資金
調達のノウハウについてサポートいたします。
ご利用者の声

機関から事業資金を借りることは大変。
「何がポイントか」という道案内のお話
しを、是非お聞きください。

売上を拡大したい、新たな事業を軌道に乗せたい

すいた経営革新支援センター（サビック）

平成25年11月に吹田商工会議所内に創設しましたすいた経営革新支援セン
ター（サビック SaBiC）は、起業・創業と事業所のイノベーションを支援するワ

ンストップ相談窓口です。「強みを活かす！ 知恵を絞る！ 」をキーコンセプトとし、
相談者と一緒になって、課題をさぐり、目に見える形で成果を挙げることを目標

計画書は作ったが、融資が受けられるか不安だったので、商工会議所に相談
しました。数回のやり取りでポイントがつかめるとともに事業の進め方につ
いてもより明確となり、満額融資がおりました。
（製造卸）

ご利用のご案内

大阪府の融資制度を活用したい
貴社の内容にあった制度をご紹介します

府内の中小企業者を対象とし、大阪府・大阪信用保証協会・金融機関との 3 者協調
そのメニューと活用の仕方、必要な情報の整理方法、事業計画書の書き方などにつ
いてサポートいたします。

ら…

として、スピーディで現実的な解決を模索してまいります。

・ご相談
（ご予約制） あらかじめ電話でご相談内容をお伝えの
上、日時をご予約ください。

により成り立っている制度です。

お金をかけず、できるところか

新設・拡充される制度を貴
社の内容に合わせてご紹介。

吹田市の融資制度を活用したい

TEL. 06‑6330‑5588
・ご利用時間 原則として、月曜日〜金曜日 午前９時〜午後
）
５時（但し、吹田商工会議所の休所日はご利用いただけません。
・支援サービスの対象 起業を志す個人、新たな事業に挑戦し
ようとする事業者、もしくは、経営上の課題をもたれている
個人事業者、企業経営者など。
ご利用者の声

支援業務のご案内
・起業・経営相談 起業者には、アイデアの段階から、開業準
備・資金調達・フォローアップなどの段階まで、一連でご相
談・支援に応じさせていただきます。
・新たな事業にチャレンジしようとする事業者には、同じ目線
に立って継続的なご相談・支援で問題解決をめざします。
◇ご相談内容によって、国・大阪府の産業支援機関、吹田市、
地域の事業者、専門家などと連携して支援させていただきま
す。※吹田商工会議所の専門家登録数 約130名

各種相談事業

金融バックアップ事業

準備不足のまま開業すると問題も多く発生します。

事業をこれから始めたい方にとって金融

サビックは創業者の夢をカタチにしてくれるとても頼れる支援センターで
す。私は、「事業計画の策定」から「集客や売り上げＵＰ」等で相談致しま
した。的を射たアドバイスを頂き、また専門家の方々をご紹介頂き、解決
に向けて全力で取り組んでいます。あたたかく、やる気のサポートを賜り、
心から感謝しています！ （サービス業）

吹田市小企業者事業資金融資制度の受付窓口です
平成26年度

この融資は、市内で事業を営む小企業者の方が無担保で金融機関の資金を借入でき
るよう、大阪信用保証協会の保証を付けてあっせんする制度です。ご相談、お申し込
みは直接ご本人がお越しください。
吹田市小企業者事業資金は、市内で、6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、

吹田市の低利の融資制度を
斡旋します。

常時使用する従業員数が 20 人
【商業・サービス業（ 宿 泊 ・ 娯 楽 業 以 外 ）は５人以下
の事業所】以下で、保証協会の保証が受けられる事業者が対象となります。担保は不
要ですが、法人の場合、原則として代表者の連帯保証が必要となります。

資 金 使 途
長期

運転・設備資金

短期

運転資金

ご融資限度額

ご融資利率

ご融資期間

1,000万円

1.20％

7年以内

200万円

0.90％

1年以内

（別途信用保証料がかかりますが、市からの補給を受けられる場合があります。
）
（別途申請が必要です。吹田市地域経済振興室までお問い合せください。
）

決して、あきらめないでください！

「資金繰りが苦しいが、もう借りられない」など、どんな状況でも最善の解決策をご一緒に考えます。取引金融機
関から、
「もう貸せない」と言われても、あきらめないでください。
可能な限りの方策について、ご一緒に検討しましょう。多くの事業者の方が、相談に来られています。 危険な罠に
はまることなく、バランスのとれた解決策で、前向きな事業展開に転換しましょう。

2

気軽に何でも相談したい

経営指導員による窓口・巡回相談（無料）
商工会議所に常駐する経営指導員がそれぞれ専門性を活かして、ワンストップ
でご相談を承ります。
商工会議所には国、府、市、金融機関などの多くの情報が集まっています。地

吹田市小企業者事業資金

創業塾

域の事業所の役員や各分野の専門家も頻繁に出入りしています。経営指導員は、

小さなことでも、お気軽にご相
談ください。

そのような支援情報と地域のネットワークを結集して、皆様のご相談に応じます。
お声掛けいただければ、貴事業所までお伺いいたします。ただいま、全会員様へ
の訪問活動を計画的に行っています。

記帳や確定申告について知りたい

毎月2回開催の税理士による窓口相談（無料）
「記帳の仕方がわからない」
「税理士さんに直接お願いする余裕がない」
「確定申
告の最後の仕上げを見てほしい」
「税法の最新の情報を知りたい」
「節税する方法
があれば教えてほしい」などあらゆる税務上のお悩みに税務のエキスパートがお
答えいたします。第 1・3 月曜日（原則）に開催しています。電話でご予約が必要

申告時だけでなく、年間を通じ
て相談が受けられます。

です。確定申告相談会も２月と3 月に別途行っております。
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マーケティング・販売促進・特許・労務・法律・各種認証取得などの
専門家を派遣してほしい 専門家派遣制度（無料）
商工会議所に登録されている専門家を派遣いたします。
お困りごとをピンポイントで解決する専門家を130名登録しています。販売
促進計画 ・ 事業計画策定支援 ・ 特許取得 ・ 法律問題・労務トラブル ・ 就業規
則作成・店舗再生・フードコーディネーター・プライバシーマーク取得・ISO
取得・WEB活用・業務の IT化など。

開発中の商品について経営革新計画の策定および広報戦略のアドバイスを受けました。
これからの行動計画が明確となるとともに、広報活動において会社のイメージをアップ
させるポイントについてご指導いただきました。
（製造業）

広く市民に事業PRを行いたい
吹田産業フェア

吹田産業フェアは、市内事業所と市民とのふれあいの場、事業PRの場として毎
年５月の第２土・日曜日に開催され、平成28年度に開催された当フェアでは、市
内の104事業所・団体の出展があり、約５万５千人の来場者がありました。地域

消費者の声を直接聞けます。

社会の皆様と共に事業活動を大きく展開されるお手伝いをさせていただきます。
ご利用者の声

新しい取り組みを中期計画としてまとめたい

ビジネスの販路開拓や新しいネットワークを
作りたい

会員交流・地域交流事業

各種相談事業

ご利用者の声

まずはお気軽にお電話を。
派遣が出来ない場合でも、課題解決の
お手伝いをいたします。

全力
会員交流・
地域交流事業

会議所さんの勧めで出展してから毎年継続して自社の営業を行っております。今年は、２日間で
リフォーム13件の商談が成立しました。たくさんの方が来場されますので、自社PRの絶好の機
会と捉え、毎年ブースの飾りつけもこだわっております。（内装業）

計画策定支援の専門家を派遣します（無料）

経営環境が大きく変化していく中で、既存の事業を延長していくだけでは、
将来的に厳しい現実が待ち構えています。今日まで培ったノウハウや信用を活
かしながら、新たな環境に先手を打つ中期計画を作りましょう。その計画を府
が認定することで、金融機関から有利な融資やまた、課税の特例などが受けら

「儲けを増やす」新たな取組みを応援
します。

れます。計画策定支援の専門家（中小企業診断士）を無料で派遣します。
ご利用者の声

ヒラメキをチャンスに変えることからスタートし、第２のステージ確立のため、商工会議所へ相談しました。
そこで経営革新支援法の承認に向け、幾度となくお手伝いいただき、承認を得ることができました。この制度
を活用して企業発展のため、次のステップへ上がる土台をいただき、大変嬉しく思っています。
（製造業）

新たな取組みによる経営の向上を目指したい
すいた経営革新塾

クションについて、少人数にて５回シリーズで開講しています。
一社一社、会社の強みやその成り立ちが違います。貴社にあった「革新」の
ための計画策定を十二分にアドバイスいたします。また、完成した計画そのも

ビジネス交流会

新たなビジネスの創出、新たなビジネスパートナーとの出会いを実現するため
に、ビジネス交流会を開催しております。異業種の皆さまが一堂に会する機会を

「永続する企業」は常に革新をくり返しています。「革新のない企業」は生
き残れないとも言えます。革新をどのように行なうか、その方向性や具体的ア

業種にこだわらず、地域の新しい事業者と出会いたい

設けさせていただき、地域のネットワーク作りのお手伝いをいたします。
「新商品のアイデアがある」「他にはな
いサービスを展開したい」等の考えを
お持ちの場合は、ご相談ください。

ご利用者の声

・異業種の皆さまがとても積極的に取り組んでいらっしゃるので、
パワーをもらいました。（製造業）
・皆さまの事業に個性があり、大変勉強になりました。
（サービス業）
・現状のビジネスの拡大に興味が出ました。（建設業）
・知らなかった制度の情報を得ることができ、新規ビジネスのヒントを得られま
した。（小売業）

のを大阪府が認定する制度（経営革新計画の承認）にも取り組んでいきます。
ご利用者の声

当塾での経営革新企画書がベースとなり、国（中小企業新事業活動
促進法）から経営革新計画の承認が得られ、会社としての信用力が
アップしました。（製造業）

商工会議所の新入会員間の親交を深めたい

補助金・助成金について知りたい

補助金や助成金にどのようなものがあるのか、情報提供しています。
（無料）
(1) 研究開発や新規創業・新分野進出などに係るもの
(2) 商店街や地域などの活性化を支援するもの
(3) 雇用に係るもの
等々内容や申請の仕方についてのご相談を承ります。また、申請にあたっての
ご相談や、書き方支援を行います。

4

これからのビジネスの発展は、
まずネットワーク作りから。

新入会員歓迎ビジネス交流会

新しく会員になられた事業者が一堂に会して
親交を深める機会を定期的に持っています。商

申請の募集締切に注意！普段から事
業の構想を練って、やりたいことを
まとめる準備をしておきましょう。

工会議所の事業やサービスについても詳しくご

一気に、地域に顔が広がります。

説明いたします。自己紹介タイムなどで事業内
容をお互いに知り合うことで親交が深まり、ビ
ジネスチャンスが広がります。

5
7

サポート

マーケティング・販売促進・特許・労務・法律・各種認証取得などの
専門家を派遣してほしい 専門家派遣制度（無料）
商工会議所に登録されている専門家を派遣いたします。
お困りごとをピンポイントで解決する専門家を130名登録しています。販売
促進計画 ・ 事業計画策定支援 ・ 特許取得 ・ 法律問題・労務トラブル ・ 就業規
則作成・店舗再生・フードコーディネーター・プライバシーマーク取得・ISO
取得・WEB活用・業務の IT化など。

開発中の商品について経営革新計画の策定および広報戦略のアドバイスを受けました。
これからの行動計画が明確となるとともに、広報活動において会社のイメージをアップ
させるポイントについてご指導いただきました。
（製造業）

広く市民に事業PRを行いたい
吹田産業フェア
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消費者の声を直接聞けます。

社会の皆様と共に事業活動を大きく展開されるお手伝いをさせていただきます。
ご利用者の声

新しい取り組みを中期計画としてまとめたい

ビジネスの販路開拓や新しいネットワークを
作りたい

会員交流・地域交流事業

各種相談事業

ご利用者の声

まずはお気軽にお電話を。
派遣が出来ない場合でも、課題解決の
お手伝いをいたします。

全力
会員交流・
地域交流事業
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します。
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これからのビジネスの発展は、
まずネットワーク作りから。

新入会員歓迎ビジネス交流会

新しく会員になられた事業者が一堂に会して
親交を深める機会を定期的に持っています。商

申請の募集締切に注意！普段から事
業の構想を練って、やりたいことを
まとめる準備をしておきましょう。

工会議所の事業やサービスについても詳しくご

一気に、地域に顔が広がります。

説明いたします。自己紹介タイムなどで事業内
容をお互いに知り合うことで親交が深まり、ビ
ジネスチャンスが広がります。
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サポート

全力
情報提供
事業

業種別の勉強会や視察会で見聞を広めたい
部会活動

商工会議所には、業種別に9つの部会があります。部会毎に勉強会や視察会、
講演会などを開催し、同じ業種や他の部会員の方々とも相互に交流を図ってい
ただくとともに、各種情報収集の場としてご参加いただけます。

一部を除き、所属以外の他部会
の事業にも自由に参加可能です。

ビジネスに役立つ情報を提供します

現在の課題に即応したタイムリーなセミナーを聞きたい
経営講演会・セミナー

経営者・経営幹部向けの講演会から、営業社員、総務担当者向けセミ
ナーまで、幅広く時事のテーマを捉えて、タイムリーな開催を心がけて

経営理念から営業・経営実務まで、幅広

います。会報やホームページで随時、ご案内しています。

情報提供事業

会員交流・地域交流事業

くかつ内容重視でご案内いたします。
〈過去の講演会講師〉
・田原総一朗、鬼塚喜八郎、福地茂雄、森永卓郎、米倉誠一郎、村田晃嗣、小出宗昭、辛坊治郎の各氏ほか

最初が肝心、新入社員の初期教育をしてほしい
新入社員教育講座

新しく社会人としてスタートされる社員を対象に、毎年、４月初旬に学

若い経営幹部同士の交流を深め、共に研鑽したい

生気分から脱して即戦力となっていた

青年部

が、企業経営について相互研鑽活動を行う場として平成元年12月に設立され
ました。商工会議所活動に参画して商工業発展に寄与し、会員相互の啓発と親
睦を図る事を目的として、例会をはじめ、経済講演会、各種研修会・交流会等、
および「吹田産業フェア」等の地域イベントへの参画など活発に活動していま
す。青年部ホームページ

声

信を与え、コミュニケーション力もアップ。

徹底してお教えします。また、講義・
実習・グループ討議を通じ、ビジネス

吹田商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者、後継者の方々

参加者・加入者の

新入社員の不安を取り除き、受講者に自

だくために、社会人としての心構えを

http://www.suita-yeg.com/

・例会に参加して人格、教養を高める事ができる。
・交流会に参加して会員相互の親睦を図る事ができる。
・各種研修会に参加して経営能力を高める事ができる。
・地域イベントへ参画して地域の経済発展に貢献する事ができる。

青年部では、創立20周年にあたり、
めぶき

｢吹田くわい｣ を使った焼酎「芽吹」
を企画・商品化しました。
吹田慈姑（くわい）で 醸造された焼酎。青年部
が中心になって平成21年に企画・商品化され、
平成22年4月、一般社団法人 吹田にぎわい観光
協会発足に伴い同協会が発売元となる。商品名
「芽吹」の書は、前会頭 夜久亢宥氏の揮毫。

マナーの知識・スキルを習得していた
だきます。２日間にわたり、毎年、50
人以上が受講されています。

パソコンやソフトなどの使い方をマスターしたい
江坂パソコン教室

パソコン教室にてe-ラーニングシステムによる各種講座を開講してい
ます。パソコン入門からワード、エクセル、パワーポイント、インター

e-ラーニングだから随時受講OK・受講回

ネット、iPad、iPhone、デジカメ、水彩画、ハガキ作成、簿記などの日商検

数自由。

定対策まで、各種講座をご用意しています。教室見学＆説明会随時実施中。
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坂

〈専用電話〉 TEL. 06‑6170‑2800

日産レンタカー

千里中央至

江

所〉 吹田市豊津町１‑21 エサカ中央ビル２階
（江坂駅⑤番出口より北へ徒歩約5分）

ローソン

地下鉄御堂筋線

〈場

市立豊津西
中学校

〈受 講 料〉 １回50分 1,000円
（入会金・教材費不要）
※会員でない方は別途機器使用料200円
が必要です。

東急REI
ホテル
梅田至
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サポート

企業・経営者・従業員それぞれの安心を
確保します

全力
各種共済・
保険事業

経営者も退職金がもらいたい

経営のリスクを回避したい

ビジネス総合保険 中小企業PL保険 個人情報漏えい賠償責任保険
経営セーフティ共済 大阪府火災共済
さまざまの経営リスクに対して、以下の

小規模企業共済

共済・保険制度をご用意しています。

内容によって、保険料の全額損金処理や団体割引の適用などがあります。

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または、会社などの役員の
方が、事業の廃止や、役員を退任された場合に、生活の安定や事業の再建を
図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職
金制度といえるものです。
制度名

委

託

小規模企業共済

（独立行政法人
中小企業基盤整備機構）

対策にもなります。

加入目的

加入のメリット

常時使用する従業員が20人 経営者のため ●月掛け1,000円から70,000円まで加入可●掛金
以下、但し、商業・サービ の退職金準備 は全額所得控除●事業の廃止、会社役員の退職
等の場合に共済金が支給され、共済金の受取は一
ス業（宿泊業、娯楽業を除
括か分割か選択でき、一括の場合は退職所得扱
く）は、従業員5人以下の個
い、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなる
人事業主及び会社の役員

会議所さんの勧めで、小規模企業共済を申し込みしました。全額所得控除
されることにより、確定申告の際、節税が図られ、また、経営者も退職金
がもらえるので、うれしいかぎりです。
（不動産業）

制度名

委

託

損害保険 会員事業所
ビジネス総合保険
制度（日本商工会議所） 会社
限定

会員

中小企業ＰＬ保険

加入目的

加入のメリット

事業者を取り巻
くリスクに対す
る補償を一本化
できます

●賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、施設・事業
遂行等）リスクを総合的に補償●事業休業補償により災
害に遭った際の事業継続のための資金を確保

損害保険 中小企業基本法に定 もしもの
会社
められる中小企業者 PL事故に
備える
（※1）
ただし会員事業所に
限ります。

（日本商工会議所）

限定

会員

情報漏えい賠償責任
保険

情報漏えい
防止対策

損害保険 会員事業所
会社

（日本商工会議所）

限定

従業員の退職金や休業・災害補償費用を用意したい

特定退職金共済制度 中小企業退職金共済 業務災害補償プラン 休業補償プラン

会員

経営セーフティ共済
（独立行政法人
中小企業基盤整備機構）

──

退職金制度や災害補償制度を準備することで、従業員が安心して働ける労
働環境をつくることができます。商工会議所には、退職金の積み立て制度
や、団体加入で掛金が割安となる災害補償制度があります。

従業員の意欲や定着率を高めます。

委 託

加入対象

──

中小企業基本法に定められ
る中小企業者（※1）

従業員のため ●退職金積立金管理ができる●掛金は全額事業
の退職金積立 主負担（全額損金・必要経費に参入）●月掛け
5,000円から30,000円迄●国の助成がある

大同生命
保険（株）

満14歳 7ヵ月以上65歳 6ヵ月
未満の従業員の方

従業員のため ●退職金積立金管理ができる●掛金は全額事業
の退職金積立 主負担（全額損金・必要経費に参入）●月掛け
1,000円から30,000円迄

業務災害補償プラン

損害保険
（日本商工会議所） 限定 会社
会員

政府労災保険に加入してい
る会員事業所

就業中のケガ ●就業中のケガの補償や、安全配慮義務違反に
の補償、損害 よる損害賠償に備える●団体契約により保険料
賠償責任補償 が最大50％割引●建設業の下請労働者にも適用

休業補償プラン

会員事業所

病気やケガで ●病気やケガで働けなくなったとき、所得を補
働けない間の 償●地震等天災による事故も対象●団体契約に
所得を補償
より保険料が割引

制度名

中小企業退職金共済

（独立行政法人
勤労者退職金共済機構）

特定退職金共済

（当商工会議所）

損害保険
（日本商工会議所） 限定 会社
会員
ご利用者の声
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加入対象

加入目的

加入のメリット

建設業という業界全体で、労災事故への備えがより重要視されています。その流れの中で、安い掛金で
手厚い補償が受けられることから、加入することに決めました。従業員はもちろん、下請けの職人さん
にも安心してのびのびと働いてもらえ、喜んでいます。
（建設業）

大阪府火災共済
（大阪府火災共済協同組合）

──

引き続き 1 年以上事 連鎖倒産
業を行っている中小 防止
企業基本法に定めら
れる中小企業者
（※1）

●製造、又は販売した製品や、仕事の結果が原因で人身
事故や物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が
提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費
用等の損害を被った場合に保険金が支払われる●てん補
限度額は5,000万円、1億円、2億円、3億円の4種類（期
間中、対人・対物賠償共通）
●加入者の業務遂行の過程における個人情報及び法人情
報の管理又は管理の委託に伴って発生した個人情報漏え
いに起因して、保険期間中に日本国内において加入者及
びその役員に対して損害賠償請求がなされたことによ
り、加入者及びその役員が法律上の損害賠償責任を負担
することによって被る損害に対して保険金が支払われる

●加入後、6ヵ月以上を経過して取引先の倒産により、
売掛金の回収が困難になった場合等に積立金の10倍に
相当する額か、被害額のいずれか少ない額の範囲内で貸
付が受けられる●月掛け5,000円から200,000円迄加入可
●掛金は全額損金又は必要経費に算入

各種共済 ・保険事業

各種共済 ・保険事業

ご利用者の声

──

加入対象

掛金は全額所得控除になり、節税

事業者と家族、従業 法 人・個人の ●さわやか・普通火災・総合火災共済があり、不慮の損
員、その他府下に物 財産を守る
害を幅広くカバーする
件を持っている方

（※1） 中小企業基本法に定められる中小企業者
次表の各業種において「資本金の額または出資の総額」、
「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する
会社または個人の中小企業者
業

種

資本金の額または
出資の総額

常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業その他の業種

３億円以下

300人以下

卸売業

１億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

ゴム製品製造業
（自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業を除く。）

３億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

３億円以下

300人以下

5,000万円以下

200人以下

旅館業
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サポート

企業・経営者・従業員それぞれの安心を
確保します

全力
各種共済・
保険事業

経営者も退職金がもらいたい

経営のリスクを回避したい

ビジネス総合保険 中小企業PL保険 個人情報漏えい賠償責任保険
経営セーフティ共済 大阪府火災共済
さまざまの経営リスクに対して、以下の

小規模企業共済

共済・保険制度をご用意しています。

内容によって、保険料の全額損金処理や団体割引の適用などがあります。

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または、会社などの役員の
方が、事業の廃止や、役員を退任された場合に、生活の安定や事業の再建を
図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職
金制度といえるものです。
制度名

委

託

小規模企業共済

（独立行政法人
中小企業基盤整備機構）

対策にもなります。

加入目的

加入のメリット

常時使用する従業員が20人 経営者のため ●月掛け1,000円から70,000円まで加入可●掛金
以下、但し、商業・サービ の退職金準備 は全額所得控除●事業の廃止、会社役員の退職
等の場合に共済金が支給され、共済金の受取は一
ス業（宿泊業、娯楽業を除
括か分割か選択でき、一括の場合は退職所得扱
く）は、従業員5人以下の個
い、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなる
人事業主及び会社の役員

会議所さんの勧めで、小規模企業共済を申し込みしました。全額所得控除
されることにより、確定申告の際、節税が図られ、また、経営者も退職金
がもらえるので、うれしいかぎりです。
（不動産業）

制度名

委

託

損害保険 会員事業所
ビジネス総合保険
制度（日本商工会議所） 会社
限定

会員

中小企業ＰＬ保険

加入目的

加入のメリット

事業者を取り巻
くリスクに対す
る補償を一本化
できます

●賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、施設・事業
遂行等）リスクを総合的に補償●事業休業補償により災
害に遭った際の事業継続のための資金を確保

損害保険 中小企業基本法に定 もしもの
会社
められる中小企業者 PL事故に
備える
（※1）
ただし会員事業所に
限ります。

（日本商工会議所）

限定

会員

情報漏えい賠償責任
保険

情報漏えい
防止対策

損害保険 会員事業所
会社

（日本商工会議所）

限定

従業員の退職金や休業・災害補償費用を用意したい

特定退職金共済制度 中小企業退職金共済 業務災害補償プラン 休業補償プラン

会員

経営セーフティ共済
（独立行政法人
中小企業基盤整備機構）

──

退職金制度や災害補償制度を準備することで、従業員が安心して働ける労
働環境をつくることができます。商工会議所には、退職金の積み立て制度
や、団体加入で掛金が割安となる災害補償制度があります。

従業員の意欲や定着率を高めます。

委 託

加入対象

──

中小企業基本法に定められ
る中小企業者（※1）

従業員のため ●退職金積立金管理ができる●掛金は全額事業
の退職金積立 主負担（全額損金・必要経費に参入）●月掛け
5,000円から30,000円迄●国の助成がある

大同生命
保険（株）

満14歳 7ヵ月以上65歳 6ヵ月
未満の従業員の方

従業員のため ●退職金積立金管理ができる●掛金は全額事業
の退職金積立 主負担（全額損金・必要経費に参入）●月掛け
1,000円から30,000円迄

業務災害補償プラン

損害保険
（日本商工会議所） 限定 会社
会員

政府労災保険に加入してい
る会員事業所

就業中のケガ ●就業中のケガの補償や、安全配慮義務違反に
の補償、損害 よる損害賠償に備える●団体契約により保険料
賠償責任補償 が最大50％割引●建設業の下請労働者にも適用

休業補償プラン

会員事業所

病気やケガで ●病気やケガで働けなくなったとき、所得を補
働けない間の 償●地震等天災による事故も対象●団体契約に
所得を補償
より保険料が割引

制度名

中小企業退職金共済

（独立行政法人
勤労者退職金共済機構）

特定退職金共済

（当商工会議所）

損害保険
（日本商工会議所） 限定 会社
会員
ご利用者の声
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加入対象

加入目的

加入のメリット

建設業という業界全体で、労災事故への備えがより重要視されています。その流れの中で、安い掛金で
手厚い補償が受けられることから、加入することに決めました。従業員はもちろん、下請けの職人さん
にも安心してのびのびと働いてもらえ、喜んでいます。
（建設業）

大阪府火災共済
（大阪府火災共済協同組合）

──

引き続き 1 年以上事 連鎖倒産
業を行っている中小 防止
企業基本法に定めら
れる中小企業者
（※1）

●製造、又は販売した製品や、仕事の結果が原因で人身
事故や物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が
提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費
用等の損害を被った場合に保険金が支払われる●てん補
限度額は5,000万円、1億円、2億円、3億円の4種類（期
間中、対人・対物賠償共通）
●加入者の業務遂行の過程における個人情報及び法人情
報の管理又は管理の委託に伴って発生した個人情報漏え
いに起因して、保険期間中に日本国内において加入者及
びその役員に対して損害賠償請求がなされたことによ
り、加入者及びその役員が法律上の損害賠償責任を負担
することによって被る損害に対して保険金が支払われる

●加入後、6ヵ月以上を経過して取引先の倒産により、
売掛金の回収が困難になった場合等に積立金の10倍に
相当する額か、被害額のいずれか少ない額の範囲内で貸
付が受けられる●月掛け5,000円から200,000円迄加入可
●掛金は全額損金又は必要経費に算入

各種共済 ・保険事業

各種共済 ・保険事業

ご利用者の声

──

加入対象

掛金は全額所得控除になり、節税

事業者と家族、従業 法 人・個人の ●さわやか・普通火災・総合火災共済があり、不慮の損
員、その他府下に物 財産を守る
害を幅広くカバーする
件を持っている方

（※1） 中小企業基本法に定められる中小企業者
次表の各業種において「資本金の額または出資の総額」、
「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する
会社または個人の中小企業者
業

種

資本金の額または
出資の総額

常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業その他の業種

３億円以下

300人以下

卸売業

１億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

ゴム製品製造業
（自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業を除く。）

３億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

３億円以下

300人以下

5,000万円以下

200人以下

旅館業
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サポート

全力
サポート
事業

労災・雇用・一人親方労災保険・定期健康診断・
事務手続代行・資格取得検定試験・
貸会議室などをサポートします

労災・雇用保険に加入したい、事務手続きを軽減したい
労働保険事務組合

員の入退社や変更手続きなどのために、ハローワークや労働基準監督署へ届け出
るなどの面倒な業務を一括してお引き受けします。本来、社長、役員、家族従業
者が加入することのできない労災保険に特別に加入することもできます。また、
保険料の額にかかわらず、年 3 回の分割納付も可能となります。労働者数によっ
て、委託手数料が異なります。

社員・アルバイトなど 1 人でも
労働者を雇っていれば、労働保
険に加入しなければいけません。

ご利用者の声

年間委託手数料

使用労働者数

年間委託手数料

2 2 , 0 0 0円

1人〜

4人

3 8 , 0 0 0円

2 6 , 0 0 0円

5人〜 15人

4 2 , 0 0 0円

16人〜 30人

4 4 , 0 0 0円

16人〜 30人

5 6 , 0 0 0円

31人〜 50人

5 4 , 0 0 0円

31人〜 50人

6 8 , 0 0 0円

51人〜 75人

6 6 , 0 0 0円

51人〜 75人

8 0 , 0 0 0円

76人〜100人

8 8 , 0 0 0円

サポート事業

76人〜100人

7 4 , 0 0 0円
8 8 , 0 0 0円

151人〜200人

9 6 , 0 0 0円

201人〜

101人〜

9 6 , 0 0 0円

取引先から社長自身の労災加入（特別加入）
してくださいと言われ、商工会議所さんに相談しました。
すぐに手続きをしてもらい大変助かっています。また、従
業員の労災保険と雇用保険の手続きや、年１回の年度更新
（保険料の確定申告業務）も事務代行してもらえるので、
安心して仕事に打ち込めます。
（建設業）

親方労災保険制度を活用することで、労災保険に加入することができます。工事
現場でのケガへの備えとして、加入を検討されている方はぜひご相談ください。

GＳ1事業者コード
（バーコード）

おります。GＳ1事業者コードは、（一財）流通システム開発センターが国際的な約
束に基づき、かつ番号が重複することがないよう一元的に管理し、付番貸与してい
ます。取得によって、受発注処理作業のスピードアップ・ミスなどの防止や在庫管

一律5,000円

工事現場でのケガに備えること
ができます。

24,263円〜173,375円（平成28年9月7日現在）

記〉

企業の経営内容を数字からつかむ！

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業

の経営成績と財政状況を明らかにする技能です。企業の活
動を適切かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力

定期健康診断

は、１年に 1 度、定期健康診断を実施する事が事業主に義務づけられています。
当商工会議所大会議室を健康診断会場として毎年7月に実施しています。多人数
の場合は出張することも出来ます。

一般で健診するより、割安な料金
です。
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て会社の成長なし。

〈リテールマーケティング（販売士）
〉
小売業で即戦力となる知識を習得できる！

業種・業態に関わらず、小売・流通業の成り立ちや商品

政策から店舗運営、
マーケティングまで、販売に関する商品
政策のあらゆるノウハウを習得できるビジネス直結型の試
験です。
試験は、7 月・2 月の年2 回実施予定。

コンプライアンス能力を高め、リスク 〈ビジネスマネジャー〉
チームを成功に導くリーダーを目指す！
管理を徹底！
ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェッ

クし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法的部

【健診内容】※健診料は会員料金です。

健診料 1名
2,400円

試験は 、 6 月・11月・2 月の年３回実施予定。

“人”こそ財産。人の成長なくし

〈ビジネス実務法務〉

労働安全衛生法により常時勤務する労働者（パートタイマーも含む）について

Ｂコース

委託されています。

仕事に活かせる資格を取得したい、させたい

〈簿

従業員に会社の近くで健康診断を受けさせたい

健診料 1名
6,700円

当商工会議所は、申請書の受理を

理の簡素化に役立ちます。

を身につけるために、簿記は必須の知識です。

Ａコース

ださい。

GＳ1事業者（ JAN 企業）コード登録を行いたい

業員の資質向上、能力開発に社会的に高い評価と信頼を得ています。

建設業を営んでおられ、直接雇用の従業員がいない経営者の方は、建設業一人

分

便利な当商工会議所をご利用く

商工会議所の検定試験は、企業が求める人材育成を目的に実施されています。従

建設労災組合

区

発給の待ち時間も短く、近くて

商工会議所主催検定試験

建設業一人親方労災保険に加入したい

・年間保険料

物の原産地（商品の国籍）
を証明するもので相手企業との契約や輸出相手の通関、銀

当商工会議所では、GＳ1
（ジー エス ワン）事業者コードの登録受付業務を行って

1 2 0 , 0 0 0円

・年間委託手数料

証明書をはじめとする貿易関係の証明を発給しております。原産地証明は、輸出貨

サポート事業

4人

5人〜 15人

101人〜150人

当商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地

午前 9 時〜午後４時 30 分。

◇一元保険適用事業所〈建設業以外〉 ◇二元保険適用事業所〈建設業〉
1人〜

貿易証明

行での代金決済時などに必要となります。申請・発給は、当商工会議所開所日の

当商工会議所が、労働保険（労災保険と雇用保険）の事務を代行いたします。社

使用労働者数

貿易証明の手続きを行いたい

健診項目

法定必須健診項目

①内診 ②身体検測 ③視力検査 ④聴力検査 ⑤血圧
測定⑥尿検査 ⑦胸部Ｘ線撮影 ⑧肝機能検査 ⑨脂
質検査⑩血糖検査 ⑪心電図 ⑫腹囲測定

⑧⑨⑩⑪⑫は34歳以下、又は36歳〜39歳の方は医師の判断で
免除可能です。また、35歳及び40歳以上の方は必須項目にな
りますので、必ずＡコースの受診をお願いします。

①内診 ②身体検測 ③視力検査 ④聴力検査 ⑤血圧
測定 ⑥尿検査 ⑦胸部Ｘ線撮影

34歳以下、又は36歳〜39歳の方は受診できますが、医師の
判断によりＡコースを受診していただく場合があります。また、
35歳及び40歳以上の方はＡコースの受診をお願いします。

門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠
な能力です。そのための基礎となる実践的な法律知識を体
系的・効率的に学ぶことができる試験です。
試験は、7 月・11月〜12月の年２回実施予定。

経営環境が日々変化する中、マネジャー（管理職）がチー

ムとして成果を出し続けるためには、マネジメントに関す
る総合的な知識の習得が不可欠となっています。
「ビジネスマネジャー検定」は、マネジメントの知識を
「人と組織」
「業務」
「リスク」に分類することで、あらゆる
マネジャーが成果を出すための土台となる知識を体系的・
効率的に学ぶことが出来る試験です。
試験は、7 月・11月〜12月の年２回実施予定。

その他にも商工会議所主催の検定試験には

〈福祉住環境コーディネーター〉
〈環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）
〉 などがあります。詳しくはお電話ください。
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サポート

全力
サポート
事業

労災・雇用・一人親方労災保険・定期健康診断・
事務手続代行・資格取得検定試験・
貸会議室などをサポートします

労災・雇用保険に加入したい、事務手続きを軽減したい
労働保険事務組合

員の入退社や変更手続きなどのために、ハローワークや労働基準監督署へ届け出
るなどの面倒な業務を一括してお引き受けします。本来、社長、役員、家族従業
者が加入することのできない労災保険に特別に加入することもできます。また、
保険料の額にかかわらず、年 3 回の分割納付も可能となります。労働者数によっ
て、委託手数料が異なります。

社員・アルバイトなど 1 人でも
労働者を雇っていれば、労働保
険に加入しなければいけません。

ご利用者の声

年間委託手数料

使用労働者数

年間委託手数料

2 2 , 0 0 0円

1人〜

4人

3 8 , 0 0 0円

2 6 , 0 0 0円

5人〜 15人

4 2 , 0 0 0円

16人〜 30人

4 4 , 0 0 0円

16人〜 30人

5 6 , 0 0 0円

31人〜 50人

5 4 , 0 0 0円

31人〜 50人

6 8 , 0 0 0円

51人〜 75人

6 6 , 0 0 0円

51人〜 75人

8 0 , 0 0 0円

76人〜100人

8 8 , 0 0 0円

サポート事業

76人〜100人

7 4 , 0 0 0円
8 8 , 0 0 0円

151人〜200人

9 6 , 0 0 0円

201人〜

101人〜

9 6 , 0 0 0円

取引先から社長自身の労災加入（特別加入）
してくださいと言われ、商工会議所さんに相談しました。
すぐに手続きをしてもらい大変助かっています。また、従
業員の労災保険と雇用保険の手続きや、年１回の年度更新
（保険料の確定申告業務）も事務代行してもらえるので、
安心して仕事に打ち込めます。
（建設業）

親方労災保険制度を活用することで、労災保険に加入することができます。工事
現場でのケガへの備えとして、加入を検討されている方はぜひご相談ください。

GＳ1事業者コード
（バーコード）

おります。GＳ1事業者コードは、（一財）流通システム開発センターが国際的な約
束に基づき、かつ番号が重複することがないよう一元的に管理し、付番貸与してい
ます。取得によって、受発注処理作業のスピードアップ・ミスなどの防止や在庫管

一律5,000円

工事現場でのケガに備えること
ができます。

24,263円〜173,375円（平成28年9月7日現在）

記〉

企業の経営内容を数字からつかむ！

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業

の経営成績と財政状況を明らかにする技能です。企業の活
動を適切かつ正確に情報公開するとともに、経営管理能力

定期健康診断

は、１年に 1 度、定期健康診断を実施する事が事業主に義務づけられています。
当商工会議所大会議室を健康診断会場として毎年7月に実施しています。多人数
の場合は出張することも出来ます。

一般で健診するより、割安な料金
です。
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て会社の成長なし。

〈リテールマーケティング（販売士）
〉
小売業で即戦力となる知識を習得できる！

業種・業態に関わらず、小売・流通業の成り立ちや商品

政策から店舗運営、
マーケティングまで、販売に関する商品
政策のあらゆるノウハウを習得できるビジネス直結型の試
験です。
試験は、7 月・2 月の年2 回実施予定。

コンプライアンス能力を高め、リスク 〈ビジネスマネジャー〉
チームを成功に導くリーダーを目指す！
管理を徹底！
ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェッ

クし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法的部

【健診内容】※健診料は会員料金です。

健診料 1名
2,400円

試験は 、 6 月・11月・2 月の年３回実施予定。

“人”こそ財産。人の成長なくし

〈ビジネス実務法務〉

労働安全衛生法により常時勤務する労働者（パートタイマーも含む）について

Ｂコース

委託されています。

仕事に活かせる資格を取得したい、させたい

〈簿

従業員に会社の近くで健康診断を受けさせたい

健診料 1名
6,700円

当商工会議所は、申請書の受理を

理の簡素化に役立ちます。

を身につけるために、簿記は必須の知識です。

Ａコース

ださい。

GＳ1事業者（ JAN 企業）コード登録を行いたい

業員の資質向上、能力開発に社会的に高い評価と信頼を得ています。

建設業を営んでおられ、直接雇用の従業員がいない経営者の方は、建設業一人

分

便利な当商工会議所をご利用く

商工会議所の検定試験は、企業が求める人材育成を目的に実施されています。従

建設労災組合

区

発給の待ち時間も短く、近くて

商工会議所主催検定試験

建設業一人親方労災保険に加入したい

・年間保険料

物の原産地（商品の国籍）
を証明するもので相手企業との契約や輸出相手の通関、銀

当商工会議所では、GＳ1
（ジー エス ワン）事業者コードの登録受付業務を行って

1 2 0 , 0 0 0円

・年間委託手数料

証明書をはじめとする貿易関係の証明を発給しております。原産地証明は、輸出貨

サポート事業

4人

5人〜 15人

101人〜150人

当商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地

午前 9 時〜午後４時 30 分。

◇一元保険適用事業所〈建設業以外〉 ◇二元保険適用事業所〈建設業〉
1人〜

貿易証明

行での代金決済時などに必要となります。申請・発給は、当商工会議所開所日の

当商工会議所が、労働保険（労災保険と雇用保険）の事務を代行いたします。社

使用労働者数

貿易証明の手続きを行いたい

健診項目

法定必須健診項目

①内診 ②身体検測 ③視力検査 ④聴力検査 ⑤血圧
測定⑥尿検査 ⑦胸部Ｘ線撮影 ⑧肝機能検査 ⑨脂
質検査⑩血糖検査 ⑪心電図 ⑫腹囲測定

⑧⑨⑩⑪⑫は34歳以下、又は36歳〜39歳の方は医師の判断で
免除可能です。また、35歳及び40歳以上の方は必須項目にな
りますので、必ずＡコースの受診をお願いします。

①内診 ②身体検測 ③視力検査 ④聴力検査 ⑤血圧
測定 ⑥尿検査 ⑦胸部Ｘ線撮影

34歳以下、又は36歳〜39歳の方は受診できますが、医師の
判断によりＡコースを受診していただく場合があります。また、
35歳及び40歳以上の方はＡコースの受診をお願いします。

門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠
な能力です。そのための基礎となる実践的な法律知識を体
系的・効率的に学ぶことができる試験です。
試験は、7 月・11月〜12月の年２回実施予定。

経営環境が日々変化する中、マネジャー（管理職）がチー

ムとして成果を出し続けるためには、マネジメントに関す
る総合的な知識の習得が不可欠となっています。
「ビジネスマネジャー検定」は、マネジメントの知識を
「人と組織」
「業務」
「リスク」に分類することで、あらゆる
マネジャーが成果を出すための土台となる知識を体系的・
効率的に学ぶことが出来る試験です。
試験は、7 月・11月〜12月の年２回実施予定。

その他にも商工会議所主催の検定試験には

〈福祉住環境コーディネーター〉
〈環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）
〉 などがあります。詳しくはお電話ください。
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会議や研修の会場を駅近で確保したい
貸会議室

当商工会議所は、阪急千里線「吹田駅」西出口から徒歩1分にあります。各種会
議や研修、面接などにご利用いただけるお客様の用途に合わせた会議室をご用意し
ています。会員の皆様には、割安料金でご利用いただいています。
詳細はホームページでご確認いただけます。
午

◆大会議室（100名）

※スクール形式で78名

前

午

後

夜

13：00〜17：00

18：00〜22：00

10,000円

13,000円

14,000円

◆第１会議室（30名）

6,000円

8,000円

8,500円

◆第２会議室（16名）

3,000円

4,000円

4,500円

◆第３会議室（ 8名）

2,000円

2,500円

3,000円

◆プロジェクター / スクリーン

阪急の駅から近い。
１日研修は直行直帰が便利。

間

9：00〜12：00

プロジェクター 2,000円 / スクリーン 1,000円

※貸室料以外に、別途割増料金が必要な場合があります。

すいた

商工会議所会報を
毎月 お届けします。

商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http://www.suita.cci.or.jp/

会員様には、市内で頑張っておられる企業

吹田商工会議所報

会議所でほっと笑顔に

平成28年1月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第10号 通巻第415号

のご紹介、制度の改正などの行政の動き、展

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

新年のご挨拶

示会やセミナー・各種会合のご案内、などの

吹田商工会議所

最新情報を毎月（10 日発行）お届けします。

会 頭寺

地域の大きなイベントや動きも合わせて掲載。

西 重博

〜双方向主義による支援で、事業成長への挑戦を後押しする〜

地域が見える、アットホームで生き生きした

新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。旧年中は吹田商工会議所の運営に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

紙面を目指します。

さて、わが国の景気は、インバウンドによる観光需要の拡大、住宅投資の持ち直し、ガソリン価格下落などの好
材料の反面、消費税の価格転嫁遅れ、夏場の天候不順、人手不足と人件費の上昇、さらに、中国経済の減速や消費

大会議室

者マインドの鈍さなどの悪影響を受けて、回復にはばらつきがみられます。中でも、中小企業での景況感は足踏み

※ 発行日は10 日が土、日、祝日の場合変更が
あります。

状況にあります。
現在、国内の各地域では、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくる地方創生が求められ
ています。そうした中で、吹田市は地理的にも恵まれ大型プロジェクトが目白押しで、人口も増加しています。昨
年は、10月にダスキンミュージアムがオープンとなり、同じく10月に市立吹田サッカースタジアムが竣工、11月
にはエキスポシティが開業となりました。さらに、平成30年度には、JR岸辺駅北側一帯が国立循環器病研究セン

※未会員の貸室料は上記金額の1.5倍となります。

ターを核とした国際級の複合医療産業拠点（北大阪健康医療都市）に生まれ変わり、そして、ほぼ時期を同じくし
て、JRおおさか東線の西吹田駅（仮称）が設置となるなど、今後とも吹田のまちは大きく変貌し、益々活況を呈して
まいります。

サポート事業

サポート事業

このような状況のもと、本商工会議所では、今年度（平成27年度）は、事業計画の基本方針に「双方向主義による

2200 部の会議所報で広報を！！

支援で、事業成長への後押しをする」を掲げております。まず、「双方向主義による支援」では、中小企業振興部の
職員が、引き続き担当テリトリー内事業所を訪問して、ご意見やご要望をお伺いし、事業者の皆さまと向き合った
経営支援を心掛ける活動を行っています。また、創設3年目に入りました「すいた経営革新支援センター」でも、セ

会報広告サービス・会報同封サービス

ンター長と専門家がface to faceで、創業支援及び売上拡大支援を行い、創設後2年余りで相談者は300人、相
談回数は延べ1,460回を数えております。そして、「事業成長への後押しをする」では、商工会議所独自の融資制
度であります「マル経融資」は、今年度も積極な推進を行って、昨年度に引き続き年間100件の推薦を超える見通

吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は毎月10日に吹田市内の会員
事業所を中心に官公庁等を含め約2200部発行されている月刊誌です。ターゲット
が明確で、毎号同じ読者に届くことから、貴社の企業PR等のために広告掲載する
こともできます。また、貴社の広告チラシ等を同封するサービスもご活用ください。

しとなっています。
次に、商工会議所にとって組織の根幹である会員数は、昨年12月末には1,970会員に到達して、当面の目標と
している2,000会員を早期に達成したいと思っています。

吹田の主だった事業所・団体

本年も皆様の声をしっかりとお聞きして、行動する商工会議所として、商工業ならびに地域社会の振興・発展に
向けて全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

に届きます。しかも、低価格。

結びに、皆様方のますますのご隆盛とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

〈会報広告サービス
（モノクロ）〉
1回当たり
掲載料金（税込）

広告枠

サイズ
（縦×横）

紙面内大型広告

95×200mm

19,440円

紙面内中型広告

47×134mm

9,720円

2015年度（2015年4月〜2016年3月） 吹田商工会議所報

す い た 商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http:/ /www.suita.cci.or.jp/

47× 67mm

5,400円

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年 4 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第1号 通巻第406号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

吹田商工会議所報

AM

M

1回当たり
同封料金（税込）

B5・A4サイズ以下

18,000円

B4・A3サイズ

25,000円

※記載の料金はいずれも会員価格です
（消費税込み）。
※広告は原則、年間契約（４〜３月）ですが、単月、隔月、半年等の掲載も可能です。
※広告掲載は会員事業所に限らせていただきます。また、掲載スペースには限りがございますのでご希望に沿えない場合もあります。
※内容によっては、広告掲載、会報同封サービスをお断りする場合があります。
※【お問い合わせ】吹田商工会議所 会報担当まで TEL. 06-6330-8001 FAX. 06-6330-3350

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年 5 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第2号 通巻第407号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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吹田商工会議所

平成27年 6 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第3号 通巻第408号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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吹田商工会議所

平成27年 7 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第4号 通巻第409号

検 索
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平成27年8月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第5号 通巻第410号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

す い た 商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http:/ /www.suita.cci.or.jp/
吹田商工会議所報

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年9月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第6号 通巻第411号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

Mama’s

〈会報同封サービス〉
同封物サイズ

す い た 商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http:/ /www.suita.cci.or.jp/

ess
Dr

紙面内小型広告

吹田商工会議所報

力を合せて生み出した電気自動車で
力を合せて生み出した電気自動車で
クリーンな環境と未来へのアクセルを踏み込む
クリーンな環境と未来へのアクセルを踏み込む

株式会社マミッサ
代表取締役

昭光自動車株式会社
代表取締役

ISS A

大切な人の晴れの日に、
大切な人の晴れの日に、
お母様も華やかなドレスを着て祝福を
お母様も華やかなドレスを着て祝福を

山倉

土井

節子 氏

大阪府出身。大手アパレルメーカーでデザイナーと

一夫 氏

マミッサを設立。商標 MAMISSA にて、オリジナル

テナンスを通じて、ディーラーや数多くのユーザー

バッグの企画製造卸を開始。同年 9 月株式会社に組織

から信頼を得ておられる昭光自動車。

変更し、全国のブティックへの販路を拡大。2010 年

同社は数年前より新たな挑戦として、関西地域の
発・販売を行っておられます。その EV は、テーマ

についてお話を伺いました。
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天牛新一郎氏が、大阪
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佐藤

“現場が私たちのショールーム”
“現場が私たちのショールーム”
1つ1つに心を込めて磨きます
1つ1つに心を込めて磨きます
有限会社

原二 氏

三陽美装

代表取締役 林

眞基 氏

株式会社岡本銘木店は、昭和 26 年、当時大阪の材木商

同社は、現社長のお父様である先代がされていた清掃業

市南区で創業し、現在は吹田市江坂町に本店を

が集積する横堀で、現会長の岡本弘氏が創業、60 年以上

を引き継がれ、平成 2 年に法人として定期清掃・ビルメン

構える古書店 天牛書店。折口信夫や武田麟太

にわたって、日本の住宅産業に携わってこられました。

テナンス業を創業されました。

郎ら文化人が「われらが古本大学」と呼び、大

創業当初から、住宅の和室には欠かせない欄間、それも

大阪近郊のビルや公共施設、大型ショッピングセンター

阪では知らない人はいないとまで言われ、今年

大阪欄間を中心に手掛けられ、社名は、銘木を扱う会社と

などの定期清掃や床・ガラス・カーペット等のクリーニン

いうことで「岡本銘木店」にされました。今日では、住宅

の古書ビジネスについてお聞きしました。
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天牛

藤原二氏にお話しを伺いました。

高志 氏
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機具を取り入れ、より美しい環境を提供できるように日々

今回は、平成 13 年に現会長から社長を受け継がれた佐
代表取締役
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グおよびトータルメンテナンスをされ、常に新しい技術や

産業界で「オカメイ」という愛称で親しまれています。

に、初代の創業からの歴史と、現社長がお考え

鉄也 氏
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高志 氏

創業者の孫である 3 代目社長の天牛高志氏

今回は、日新産商株式会社の河田社長にお話
代表取締役

材木商の老舗として64年
材木商の老舗として64年
歴史を育みながら進化し、時代のニーズに応える
歴史を育みながら進化し、時代のニーズに応える
株式会社岡本銘木店

で創業 108 年を迎えました。

機が稼働し始めています。

今回は代表取締役の土井節子氏に、これまでの歩み

一夫 氏

明治 40 年に創業者

工場のクリーンルーム内で無人の完全自動製袋

徐々に支持が広がっています。
山倉

代表取締役 天牛

し、最初に特許を取得されました。現在、新設

結婚式での母親の装いは、和装一辺倒だったところ

代表取締役

鉄也 氏

日本で初めてドラム缶用の丸底内装袋を開発

に、洋礼装というジャンルを開拓。若いお母様方から

今回は代表取締役の山倉一夫氏に、EV との歩み
についてお話を伺いました。

河田

ドラム缶やペール缶の内側に装着されている

タルドレスショップ「ママズドレス」をオープン。

パークなど様々な所で見ることができます。

株式会社天牛書店

内装袋をご存知でしょうか。

東京・恵比寿に営業所を開設し、2011 年 4 月にレン

自動車整備工場と力を合せ、電気自動車（EV）の開

時代と地域を超えた
時代と地域を超えた
本との出会いを支え続ける100年企業
本との出会いを支え続ける100年企業

代表取締役社長

して勤務後、1995 年 3 月に吹田市江坂で有限会社

昭和 37 年の創業以来、あらゆる車の販売やメン

株式会社岡本銘木店（OKAMEI）本社

ドラム缶用内装袋のパイオニア、
新しいことに挑戦しつづけます
日新産商株式会社
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工夫を重ねておられます。
代表取締役社長

佐藤
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今回は、代表取締役の林眞基氏にお話を伺いました。

代表取締役

林

眞基 氏
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新年のご挨拶
吹田商工会議所
会 頭寺

西 重博

〜双方向主義による支援で、事業成長への挑戦を後押しする〜
新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。旧年中は吹田商工会議所の運営に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、わが国の景気は、インバウンドによる観光需要の拡大、住宅投資の持ち直し、ガソリン価格下落などの好
材料の反面、消費税の価格転嫁遅れ、夏場の天候不順、人手不足と人件費の上昇、さらに、中国経済の減速や消費
者マインドの鈍さなどの悪影響を受けて、回復にはばらつきがみられます。中でも、中小企業での景況感は足踏み
状況にあります。
現在、国内の各地域では、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくる地方創生が求められ
ています。そうした中で、吹田市は地理的にも恵まれ大型プロジェクトが目白押しで、人口も増加しています。昨
年は、10月にダスキンミュージアムがオープンとなり、同じく10月に市立吹田サッカースタジアムが竣工、11月
にはエキスポシティが開業となりました。さらに、平成30年度には、JR岸辺駅北側一帯が国立循環器病研究セン
ターを核とした国際級の複合医療産業拠点（北大阪健康医療都市）に生まれ変わり、そして、ほぼ時期を同じくし

50年企業の3代目社長が
50年企業の3代目社長が
ものづくり企業への回帰に向けて奮闘中
ものづくり企業への回帰に向けて奮闘中
特殊汽罐株式会社

代表取締役 堀脇

隆広 氏

昭和 34 年に小型ボイラー及び圧力容器のメー
広げられ、現在はポリエチレンの配管工事も請
け負っておられます。
今回は、3 代目の若き社長（46 才）のものづく

代表取締役社長

堀脇 隆広 氏

野田

比 200% と売上を伸ばしている化粧品輸入卸の株

る環境の美化、公害発生の防止、落鉱処理の軽減等に貢献

式会社ディープ・フィールド・ジャパン。経営す

されています。

の躍進についてお聴きしました。

ンター長と専門家がface to faceで、創業支援及び売上拡大支援を行い、創設後2年余りで相談者は300人、相

雄之 氏

株式会社野田テックは、40 年以上にわたりベルトクリー
ナを研究・開発・製造され、ベルトコンベア使用時におけ

征司 氏

立て直しに成功された野田雄之社長にお話しを伺いました。

本年も皆様の声をしっかりとお聞きして、行動する商工会議所として、商工業ならびに地域社会の振興・発展に
結びに、皆様方のますますのご隆盛とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
野田

雄之 氏

代表取締役

池田

株式会社
竹内

代表取締役

和則 氏

新装サッシ工業株式会社は、創業 45 周年を迎え
られました。

を行っておられます。

2 代目の竹内社長は、24 年間に亘って、製作か

平成 23 年 1 月に開業され、現在、拠点として 9 店舗、

ら営業、工事現場の職人さんの采配まで、すべての

従業員は 30 名と、業績を伸ばしておられます。

業務に携わってこられました。

代表取締役の池田氏は、20 歳の頃に左足を交通事故で

時代の変革により、求められるものは変わって

切断し、義足となられました。当時、寝たきり生活の辛さ

も、暮らしの中で必要とされるサッシ、その品質向

を経験され、
「徹底的に患者様の気持ちになって治療にあ

上を 37 名の従業員とともに目指し続けられておら

たる」ということを従業員に教育されています。
これまでの歩みと多店舗展開について、
お話を伺いました。

時代は変われど、
暮らしの中で快適なサッシづくりを目指す
新装サッシ工業

徳孝 氏

株式会社アイリス（アイリス治療院）は、歩行困難な方

向けて全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

代表取締役社長

アイリス

の自宅に訪問し、鍼灸治療を通してリハビリや痛みのケア

次に、商工会議所にとって組織の根幹である会員数は、昨年12月末には1,970会員に到達して、当面の目標と

創業者である父とは、別の道を歩みはじめながらも、岡

中本

株式会社

度であります「マル経融資」は、今年度も積極な推進を行って、昨年度に引き続き年間100件の推薦を超える見通

している2,000会員を早期に達成したいと思っています。

の母親からの社長就任要請に応え、リーマンショック後の
代表取締役社長

スタッフ全員の強みを結集し、
高齢者や障がい者の生活向上に努める。

談回数は延べ1,460回を数えております。そして、「事業成長への後押しをする」では、商工会議所独自の融資制
しとなっています。

山工場の新設に手腕を揮い、その後一度会社を離れたもの

紹介。日米で 3 億円以上を売り上げています。そ
代表取締役

このような状況のもと、本商工会議所では、今年度（平成27年度）は、事業計画の基本方針に「双方向主義による
支援で、事業成長への後押しをする」を掲げております。まず、「双方向主義による支援」では、中小企業振興部の
職員が、引き続き担当テリトリー内事業所を訪問して、ご意見やご要望をお伺いし、事業者の皆さまと向き合った
経営支援を心掛ける活動を行っています。また、創設3年目に入りました「すいた経営革新支援センター」でも、セ

19 年間のニューヨークでの事業経験を踏まえ、

現地法人を持ち、海外の売れ筋ブランドを日本に

伺いました。

野田テック

江坂で日本法人を設立して 4 年。以来毎年、前年

るのは代表取締役社長の中本征司さん。米国にも

りに対する熱い想いとその活動についてお話を

夢は、
人類にとって画期的な装置を開発すること
株式会社

株式会社ディープ・フィールド・ジャパン
代表取締役社長 中本 征司 氏

カーとして創業。時代の流れと共に事業の幅を

12

ニューヨーク発の化粧品卸で日米に法人を持ち、
世界の売れ筋ブランドを日本に紹介！

て、JRおおさか東線の西吹田駅（仮称）が設置となるなど、今後とも吹田のまちは大きく変貌し、益々活況を呈して
まいります。

代表取締役

池田

徳孝 氏

れる竹内社長にお話をお伺いしました。

代表取締役

竹内

和則 氏

13

会議や研修の会場を駅近で確保したい
貸会議室

当商工会議所は、阪急千里線「吹田駅」西出口から徒歩1分にあります。各種会
議や研修、面接などにご利用いただけるお客様の用途に合わせた会議室をご用意し
ています。会員の皆様には、割安料金でご利用いただいています。
詳細はホームページでご確認いただけます。
午

◆大会議室（100名）

※スクール形式で78名

前

午

後

夜

13：00〜17：00

18：00〜22：00

10,000円

13,000円

14,000円

◆第１会議室（30名）

6,000円

8,000円

8,500円

◆第２会議室（16名）

3,000円

4,000円

4,500円

◆第３会議室（ 8名）

2,000円

2,500円

3,000円

◆プロジェクター / スクリーン

阪急の駅から近い。
１日研修は直行直帰が便利。

間

9：00〜12：00

プロジェクター 2,000円 / スクリーン 1,000円

※貸室料以外に、別途割増料金が必要な場合があります。

すいた

商工会議所会報を
毎月 お届けします。

商工会議所
ニュース
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新年のご挨拶

示会やセミナー・各種会合のご案内、などの

吹田商工会議所

最新情報を毎月（10 日発行）お届けします。

会 頭寺

地域の大きなイベントや動きも合わせて掲載。

西 重博

〜双方向主義による支援で、事業成長への挑戦を後押しする〜

地域が見える、アットホームで生き生きした

新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。旧年中は吹田商工会議所の運営に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

紙面を目指します。

さて、わが国の景気は、インバウンドによる観光需要の拡大、住宅投資の持ち直し、ガソリン価格下落などの好
材料の反面、消費税の価格転嫁遅れ、夏場の天候不順、人手不足と人件費の上昇、さらに、中国経済の減速や消費

大会議室

者マインドの鈍さなどの悪影響を受けて、回復にはばらつきがみられます。中でも、中小企業での景況感は足踏み

※ 発行日は10 日が土、日、祝日の場合変更が
あります。

状況にあります。
現在、国内の各地域では、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくる地方創生が求められ
ています。そうした中で、吹田市は地理的にも恵まれ大型プロジェクトが目白押しで、人口も増加しています。昨
年は、10月にダスキンミュージアムがオープンとなり、同じく10月に市立吹田サッカースタジアムが竣工、11月
にはエキスポシティが開業となりました。さらに、平成30年度には、JR岸辺駅北側一帯が国立循環器病研究セン

※未会員の貸室料は上記金額の1.5倍となります。

ターを核とした国際級の複合医療産業拠点（北大阪健康医療都市）に生まれ変わり、そして、ほぼ時期を同じくし
て、JRおおさか東線の西吹田駅（仮称）が設置となるなど、今後とも吹田のまちは大きく変貌し、益々活況を呈して
まいります。

サポート事業

サポート事業

このような状況のもと、本商工会議所では、今年度（平成27年度）は、事業計画の基本方針に「双方向主義による

2200 部の会議所報で広報を！！

支援で、事業成長への後押しをする」を掲げております。まず、「双方向主義による支援」では、中小企業振興部の
職員が、引き続き担当テリトリー内事業所を訪問して、ご意見やご要望をお伺いし、事業者の皆さまと向き合った
経営支援を心掛ける活動を行っています。また、創設3年目に入りました「すいた経営革新支援センター」でも、セ

会報広告サービス・会報同封サービス

ンター長と専門家がface to faceで、創業支援及び売上拡大支援を行い、創設後2年余りで相談者は300人、相
談回数は延べ1,460回を数えております。そして、「事業成長への後押しをする」では、商工会議所独自の融資制
度であります「マル経融資」は、今年度も積極な推進を行って、昨年度に引き続き年間100件の推薦を超える見通

吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は毎月10日に吹田市内の会員
事業所を中心に官公庁等を含め約2200部発行されている月刊誌です。ターゲット
が明確で、毎号同じ読者に届くことから、貴社の企業PR等のために広告掲載する
こともできます。また、貴社の広告チラシ等を同封するサービスもご活用ください。

しとなっています。
次に、商工会議所にとって組織の根幹である会員数は、昨年12月末には1,970会員に到達して、当面の目標と
している2,000会員を早期に達成したいと思っています。

吹田の主だった事業所・団体

本年も皆様の声をしっかりとお聞きして、行動する商工会議所として、商工業ならびに地域社会の振興・発展に
向けて全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

に届きます。しかも、低価格。

結びに、皆様方のますますのご隆盛とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

〈会報広告サービス
（モノクロ）〉
1回当たり
掲載料金（税込）

広告枠

サイズ
（縦×横）

紙面内大型広告

95×200mm

19,440円

紙面内中型広告

47×134mm

9,720円

2015年度（2015年4月〜2016年3月） 吹田商工会議所報

す い た 商工会議所
ニュース
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47× 67mm

5,400円

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年 4 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第1号 通巻第406号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

吹田商工会議所報

AM

M

1回当たり
同封料金（税込）

B5・A4サイズ以下

18,000円

B4・A3サイズ

25,000円

※記載の料金はいずれも会員価格です
（消費税込み）。
※広告は原則、年間契約（４〜３月）ですが、単月、隔月、半年等の掲載も可能です。
※広告掲載は会員事業所に限らせていただきます。また、掲載スペースには限りがございますのでご希望に沿えない場合もあります。
※内容によっては、広告掲載、会報同封サービスをお断りする場合があります。
※【お問い合わせ】吹田商工会議所 会報担当まで TEL. 06-6330-8001 FAX. 06-6330-3350

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年 5 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第2号 通巻第407号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年 6 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第3号 通巻第408号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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吹田商工会議所

平成27年 7 月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第4号 通巻第409号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年8月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第5号 通巻第410号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可
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吹田商工会議所

平成27年9月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第6号 通巻第411号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

Mama’s

〈会報同封サービス〉
同封物サイズ
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ess
Dr

紙面内小型広告

吹田商工会議所報

力を合せて生み出した電気自動車で
力を合せて生み出した電気自動車で
クリーンな環境と未来へのアクセルを踏み込む
クリーンな環境と未来へのアクセルを踏み込む

株式会社マミッサ
代表取締役

昭光自動車株式会社
代表取締役

ISS A

大切な人の晴れの日に、
大切な人の晴れの日に、
お母様も華やかなドレスを着て祝福を
お母様も華やかなドレスを着て祝福を

山倉

土井

節子 氏

大阪府出身。大手アパレルメーカーでデザイナーと

一夫 氏

マミッサを設立。商標 MAMISSA にて、オリジナル

テナンスを通じて、ディーラーや数多くのユーザー

バッグの企画製造卸を開始。同年 9 月株式会社に組織

から信頼を得ておられる昭光自動車。

変更し、全国のブティックへの販路を拡大。2010 年

同社は数年前より新たな挑戦として、関西地域の
発・販売を行っておられます。その EV は、テーマ

についてお話を伺いました。

す い た 商工会議所
ニュース
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会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成27年10月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第7号 通巻第412号

検 索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

土井

しを伺いました。

節子 氏

す い た 商工会議所
ニュース
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会議所でほっと笑顔に

平成27年11月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第8号 通巻第413号

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

代表取締役社長

河田

天牛新一郎氏が、大阪

会議所でほっと笑顔に

平成27年12月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第9号 通巻第414号

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

佐藤

“現場が私たちのショールーム”
“現場が私たちのショールーム”
1つ1つに心を込めて磨きます
1つ1つに心を込めて磨きます
有限会社

原二 氏

三陽美装

代表取締役 林

眞基 氏

株式会社岡本銘木店は、昭和 26 年、当時大阪の材木商

同社は、現社長のお父様である先代がされていた清掃業

市南区で創業し、現在は吹田市江坂町に本店を

が集積する横堀で、現会長の岡本弘氏が創業、60 年以上

を引き継がれ、平成 2 年に法人として定期清掃・ビルメン

構える古書店 天牛書店。折口信夫や武田麟太

にわたって、日本の住宅産業に携わってこられました。

テナンス業を創業されました。

郎ら文化人が「われらが古本大学」と呼び、大

創業当初から、住宅の和室には欠かせない欄間、それも

大阪近郊のビルや公共施設、大型ショッピングセンター

阪では知らない人はいないとまで言われ、今年

大阪欄間を中心に手掛けられ、社名は、銘木を扱う会社と

などの定期清掃や床・ガラス・カーペット等のクリーニン

いうことで「岡本銘木店」にされました。今日では、住宅

の古書ビジネスについてお聞きしました。

す い た 商工会議所
ニュース

吹田商工会議所報

代表取締役社長

天牛

藤原二氏にお話しを伺いました。

高志 氏

す い た 商工会議所
ニュース

吹田商工会議所報

機具を取り入れ、より美しい環境を提供できるように日々

今回は、平成 13 年に現会長から社長を受け継がれた佐
代表取締役

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL http://www.suita.cci.or.jp/

グおよびトータルメンテナンスをされ、常に新しい技術や

産業界で「オカメイ」という愛称で親しまれています。

に、初代の創業からの歴史と、現社長がお考え

鉄也 氏

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
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高志 氏

創業者の孫である 3 代目社長の天牛高志氏

今回は、日新産商株式会社の河田社長にお話
代表取締役

材木商の老舗として64年
材木商の老舗として64年
歴史を育みながら進化し、時代のニーズに応える
歴史を育みながら進化し、時代のニーズに応える
株式会社岡本銘木店

で創業 108 年を迎えました。

機が稼働し始めています。

今回は代表取締役の土井節子氏に、これまでの歩み

一夫 氏

明治 40 年に創業者

工場のクリーンルーム内で無人の完全自動製袋

徐々に支持が広がっています。
山倉

代表取締役 天牛

し、最初に特許を取得されました。現在、新設

結婚式での母親の装いは、和装一辺倒だったところ

代表取締役

鉄也 氏

日本で初めてドラム缶用の丸底内装袋を開発

に、洋礼装というジャンルを開拓。若いお母様方から

今回は代表取締役の山倉一夫氏に、EV との歩み
についてお話を伺いました。

河田

ドラム缶やペール缶の内側に装着されている

タルドレスショップ「ママズドレス」をオープン。

パークなど様々な所で見ることができます。

株式会社天牛書店

内装袋をご存知でしょうか。

東京・恵比寿に営業所を開設し、2011 年 4 月にレン

自動車整備工場と力を合せ、電気自動車（EV）の開

時代と地域を超えた
時代と地域を超えた
本との出会いを支え続ける100年企業
本との出会いを支え続ける100年企業

代表取締役社長

して勤務後、1995 年 3 月に吹田市江坂で有限会社

昭和 37 年の創業以来、あらゆる車の販売やメン

株式会社岡本銘木店（OKAMEI）本社

ドラム缶用内装袋のパイオニア、
新しいことに挑戦しつづけます
日新産商株式会社

会議所でほっと笑顔に

平成28年1月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第10号 通巻第415号

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

工夫を重ねておられます。
代表取締役社長

佐藤

原二 氏

す い た 商工会議所
ニュース
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会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

平成28年2月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第11号 通巻第416号

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

今回は、代表取締役の林眞基氏にお話を伺いました。

代表取締役

林

眞基 氏

す い た 商工会議所
ニュース
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平成28年3月10日発行（毎月 1 回10日発行）第35巻第12号 通巻第417号

吹田商工会議所

検索

平成 5 年 1 月21日第三種郵便物認可

新年のご挨拶
吹田商工会議所
会 頭寺

西 重博

〜双方向主義による支援で、事業成長への挑戦を後押しする〜
新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。旧年中は吹田商工会議所の運営に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、わが国の景気は、インバウンドによる観光需要の拡大、住宅投資の持ち直し、ガソリン価格下落などの好
材料の反面、消費税の価格転嫁遅れ、夏場の天候不順、人手不足と人件費の上昇、さらに、中国経済の減速や消費
者マインドの鈍さなどの悪影響を受けて、回復にはばらつきがみられます。中でも、中小企業での景況感は足踏み
状況にあります。
現在、国内の各地域では、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくる地方創生が求められ
ています。そうした中で、吹田市は地理的にも恵まれ大型プロジェクトが目白押しで、人口も増加しています。昨
年は、10月にダスキンミュージアムがオープンとなり、同じく10月に市立吹田サッカースタジアムが竣工、11月
にはエキスポシティが開業となりました。さらに、平成30年度には、JR岸辺駅北側一帯が国立循環器病研究セン
ターを核とした国際級の複合医療産業拠点（北大阪健康医療都市）に生まれ変わり、そして、ほぼ時期を同じくし

50年企業の3代目社長が
50年企業の3代目社長が
ものづくり企業への回帰に向けて奮闘中
ものづくり企業への回帰に向けて奮闘中
特殊汽罐株式会社

代表取締役 堀脇

隆広 氏

昭和 34 年に小型ボイラー及び圧力容器のメー
広げられ、現在はポリエチレンの配管工事も請
け負っておられます。
今回は、3 代目の若き社長（46 才）のものづく

代表取締役社長

堀脇 隆広 氏

野田

比 200% と売上を伸ばしている化粧品輸入卸の株

る環境の美化、公害発生の防止、落鉱処理の軽減等に貢献

式会社ディープ・フィールド・ジャパン。経営す

されています。

の躍進についてお聴きしました。

ンター長と専門家がface to faceで、創業支援及び売上拡大支援を行い、創設後2年余りで相談者は300人、相

雄之 氏

株式会社野田テックは、40 年以上にわたりベルトクリー
ナを研究・開発・製造され、ベルトコンベア使用時におけ

征司 氏

立て直しに成功された野田雄之社長にお話しを伺いました。

本年も皆様の声をしっかりとお聞きして、行動する商工会議所として、商工業ならびに地域社会の振興・発展に
結びに、皆様方のますますのご隆盛とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
野田

雄之 氏

代表取締役

池田

株式会社
竹内

代表取締役

和則 氏

新装サッシ工業株式会社は、創業 45 周年を迎え
られました。

を行っておられます。

2 代目の竹内社長は、24 年間に亘って、製作か

平成 23 年 1 月に開業され、現在、拠点として 9 店舗、

ら営業、工事現場の職人さんの采配まで、すべての

従業員は 30 名と、業績を伸ばしておられます。

業務に携わってこられました。

代表取締役の池田氏は、20 歳の頃に左足を交通事故で

時代の変革により、求められるものは変わって

切断し、義足となられました。当時、寝たきり生活の辛さ

も、暮らしの中で必要とされるサッシ、その品質向

を経験され、
「徹底的に患者様の気持ちになって治療にあ

上を 37 名の従業員とともに目指し続けられておら

たる」ということを従業員に教育されています。
これまでの歩みと多店舗展開について、
お話を伺いました。

時代は変われど、
暮らしの中で快適なサッシづくりを目指す
新装サッシ工業

徳孝 氏

株式会社アイリス（アイリス治療院）は、歩行困難な方

向けて全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

代表取締役社長

アイリス

の自宅に訪問し、鍼灸治療を通してリハビリや痛みのケア

次に、商工会議所にとって組織の根幹である会員数は、昨年12月末には1,970会員に到達して、当面の目標と

創業者である父とは、別の道を歩みはじめながらも、岡

中本

株式会社

度であります「マル経融資」は、今年度も積極な推進を行って、昨年度に引き続き年間100件の推薦を超える見通

している2,000会員を早期に達成したいと思っています。

の母親からの社長就任要請に応え、リーマンショック後の
代表取締役社長

スタッフ全員の強みを結集し、
高齢者や障がい者の生活向上に努める。

談回数は延べ1,460回を数えております。そして、「事業成長への後押しをする」では、商工会議所独自の融資制
しとなっています。

山工場の新設に手腕を揮い、その後一度会社を離れたもの

紹介。日米で 3 億円以上を売り上げています。そ
代表取締役

このような状況のもと、本商工会議所では、今年度（平成27年度）は、事業計画の基本方針に「双方向主義による
支援で、事業成長への後押しをする」を掲げております。まず、「双方向主義による支援」では、中小企業振興部の
職員が、引き続き担当テリトリー内事業所を訪問して、ご意見やご要望をお伺いし、事業者の皆さまと向き合った
経営支援を心掛ける活動を行っています。また、創設3年目に入りました「すいた経営革新支援センター」でも、セ

19 年間のニューヨークでの事業経験を踏まえ、

現地法人を持ち、海外の売れ筋ブランドを日本に

伺いました。

野田テック

江坂で日本法人を設立して 4 年。以来毎年、前年

るのは代表取締役社長の中本征司さん。米国にも

りに対する熱い想いとその活動についてお話を

夢は、
人類にとって画期的な装置を開発すること
株式会社

株式会社ディープ・フィールド・ジャパン
代表取締役社長 中本 征司 氏

カーとして創業。時代の流れと共に事業の幅を
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ニューヨーク発の化粧品卸で日米に法人を持ち、
世界の売れ筋ブランドを日本に紹介！

て、JRおおさか東線の西吹田駅（仮称）が設置となるなど、今後とも吹田のまちは大きく変貌し、益々活況を呈して
まいります。

代表取締役

池田

徳孝 氏

れる竹内社長にお話をお伺いしました。

代表取締役

竹内

和則 氏
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メリットを凝縮！

応援します！
！

吹田商工会議所の

吹田商工会議所は、地域経済の発展をめざす非営

入会のご案内
■ 法人会員・年間会費

利・政治的中立の公的な経済団体として、吹田市内
の事業所が会員となって組織されています。
全国には500を超える商工会議所があり、その
連合体である日本商工会議所は、中小企業者の声を
集約し社会に訴え、企業と社会を結んでいます。
その構成員である会員は、社会的にも高い信用力
があります。
ご入会には、所定の「入会申込書」に必要事項を

500万円以下

22,500円

15,000円

30,000円

22,500円

3,000万円以下

45,000円

30,000円

5,000万円以下

60,000円

30,000円

区

分

団体会費（協同組合、社団法人等）

22,500円

至 佐井寺
吹田税務署

アサヒビール
吹田工場

内環状線

吹田泉
郵便局

泉殿宮

府道高槻京都線

至 茨木

地下道へ

吹田市民病院

大和大学

阪急千里線

至 大吹橋

吹田市文化会館
メイシアター

至 大阪

至 京都
さんくす

至 梅田

至 大阪

東海道本線
（JR京都線）

額

15,000円

阪急千里線「吹田駅」西出口より西へ徒歩1分。
吹田市文化会館「メイシアター」北隣り。
JR京都線「吹田駅」より徒歩約15分。

吹田
市役所

お電話
ください

金

個人会費（市内の個人事業所）
※会費は必要経費または損金に算入できます。

至 江坂

吹田
警察署

支店・営業所等会費

（従業員100人以下）

1,000万円以下

至 北千里 至 豊津

吹田
郵便局

本店会費

■ 個人会員 及び団 体 会 員 ・年間会費

手続き後、ご入会となります。

案内図

分

※資本金5,000万円超はお問い合わせください。

ご記入の上、捺印してご提出ください。所定の承認
詳しくはお問合せください。

区

資本金

〒５６４-００４１ 吹田市泉町２丁目１７番４号
（６３３０）
３３５０
ＴＥＬ. 06（６３３０）8001／ＦＡＸ. ０６
URL
http://suitacci.com/
E-mail suitacci@suita.cci.or.jp

全力

経営サポート

地域に広がるネットワークがつくれます！

吹田商工会議所

サポート

金融
バックアップ
事業

各種相談
事業
会員交流・
地域交流
事業

半歩

情報提供
事業
各種共済・保険
事業
サポート
事業

出る決断

