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“（株）日本スペリア社の製品が世界標準へ”
　たゆまぬ研究開発に基づく金属接合技術で業界を支える
株式会社日本スペリア社
　　　　代表取締役社長　西村　哲郎 氏
　株式会社日本スペリア社は、金属接合材料である
“はんだ”や“ろう材”などの製造・販売をしている会社
です。近年、環境対応製品が世界中で求められてお
り、いち早く鉛フリーはんだを開発し、「SN100C」
ブランドの名前で、世界中で製造・販売されていま
す。
　今回は、この「SN100C」の生みの親である代表取
締役の西村哲郎氏に、同社の頭脳であるR＆Dセン
ターにてお話を伺いました。 代表取締役社長　西村　哲郎 氏
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― 貴社の沿革について。
当社は1966年に現会長である西村利郎が創業

し、米国から輸入したフラックス（金属接合を行う
際に必要となる助剤）の販売を始めました。はんだ
付け・ろう付けにおける優れた技術と多くの製品を
世界中からいち早く入手し産業界へ提供することで
社会貢献してきました。

蓄積された接合ノウハウを基に研究・開発を行
い、日本国内のみならず、アジア・ヨーロッパ・米
国など12の国と地域で製造・販売の拠点を設け、
グローバルに展開しています。

― ブランドSN100Cについて。
我々の金属接合材料ブランド「SN100C」は鉛を

含まない環境対応製品であるだけでなく、高機能で
汎用性にも優れた製品であることからISOの国際規
格の承認を受け、世界標準として幅広く使用されて
います。製品を支える特許においても海外企業への
ライセンス戦略が評価され、経済産業省から「特許
庁長官表彰」を受賞しました。

展示会へ積極的に出展・参加し、情報発信を継続
しています。国内だけでなく、海外（アメリカ、東
南アジア、中国など）への出展も行っています。

― 営業方針について。
キーワードは「はやい・やすい・うまい」。
その意味は「分かりやすく（易い）、納得の得られ

るものを（旨い）、迅速に（早い）提供すること」です。
そしてこの三つの中で最も重要なのは「うまい」だと
考えています。

それぞれの顧客の感覚で納得を得て、初めて顧客
満足を実現できたと言えるからです。そのためには
製品品質だけでなく、あらゆる角度から顧客の要求
を知ることが必要です。

― 事業運営上大切にしていることについて。
「“現象を観察する力”を養う事がとても大切で、

そのために五感を磨くこと」というのがポイントで、
すべては自然のものから生まれます。

見えやすいものと見えにくいものがあるが、生活
の中の事象を良く観察することが様々なアイデアへ
と繋がる。それが良いアイデアを生み出し、販路を
開き、世界を広げると考えています。そんな五感を
フル活用する感性が当社の企業DNAとなっていま
す。

― 頭脳拠点R＆Dセンターについて。
業界の多様化するニーズに応えるべく研究・開発

に力を入れており、我々の頭脳ともいえるR＆Dセ
ンターを2006年に設立しました。延床面積2，
030平方メートルの研究所に「研究開発」「評価技
術」「品質保証」の三部門を集約しています。現在で
は金属接合材料の研究、顧客ニーズに応える商品開
発だけでなく、顧客への技術サポートサービスを行
う“はんだ付け総合病院”としても機能しています。

また、これらの研究開発は、世界の有名研究所や
大学と共同研究を行っており、すでに高度な学術的
領域に及んでいるため、今後ますます重要なテーマ
となり発展していくと考えています。

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

株式会社 日本スペリア社
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-15 NSビル

Tel: +81-6-6380-1121
Fax: +81-6-6380-1262

http://nihonsuperior.co.jp/
＜実証用インライン設備＞

量産用のインライン設備を用いて、実際の製造現場を再現し実証試験・評価
を行う。

＜分析解析イメージ＞
分析、解析、観察、各種測定、環境試験などを行い、実際の製品の接合品質
や歩留改善などの解決策を提示。
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　本年度は、当所役員・議員の改選期に当たります。議員選任等について、次の通り告知させていただきます。
（新任期：令和元年11月1日～令和4年10月31日）

1．商工会議所の議員とは…
　商工会議所の議員は、会員と特定商工業者の意思を代表し、議員総会において当所の運営方針や事業計画、収支
予算等の重要事項を審議決定するとともに、地域経済人として産業界の振興発展に寄与しなければならない職責を
負っています。

2．議員の選ばれ方（その選任方法により、1号議員、2号議員、3号議員と呼ばれます）
⑴　3号議員の選任
　　常議員会（8月7日開催予定）の同意を得て、会頭が会員のうちから選任します。定数15名。
⑵　2号議員の選任
　 　部会ごとに、所属部会の会員の中から選任します。定数は35名（部会別人数は常議員会にて決定）。9つの部会

ごとに、8月下旬までに総会において選任していただきます。
⑶　1号議員の選挙選任
　 　会員の中から推薦、立候補により選任します。定数の50名を超える場合は、選挙を実施します。次号（8月号）

にて選挙告知を行います。

3．役員の選任
　 　新議員が決定しましたら、臨時議員総会（10月30日予定）を開催し、商工会議所の役員となる会頭、副会頭、

専務理事、常議員、監事を選任します。11月1日から新任期による体制での会議所活動が動き出します。

　おおさか・すいたハウスの北大阪健康医療都市（通称：
健都）への移転支援のために、ご寄附をお願いいたしまし
たが、施設が完成して6月13日（木）に開所式が執り行わ
れました。
　そして、国立循環器病研究センターの移転に合わせ、
30日には病気の子ども達とそのご家族の滞在施設として
移転・開設となりました。ご協力をいただいた皆様、あり
がとうございました。

＜選挙人名簿の縦覧について＞
　1号議員の選任にあって、選挙人名簿を下記の期間、当所事務局において縦覧します。異議ある方は、その期
間内に文書をもって申立して下さい。

●縦覧期間：7月16日（火）から7月19日（金）まで

部会総会の開催のご案内
　7月下旬に、別途、部会総会の開催ご案内を往復はがきにてご郵送させていただきます。2号議員の選任、部
会活動についての意見交換等を予定しています。
　所属部会（業種別）ごとに開催日時は異なりますが、吹田商工会議所会館で行いますので、ご出席いただきま
すようお願い申し上げます。

吹田商工会議所　役員・議員の選任について

おおさか健都ハウスが移転・開設となる！
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　地元求人企業と地元求職者のベストマッチングの場をご提供します。
　この機会に是非ともご参加ください。

〇開 催 日 時：令和元年9月11日（水）14時から16時
〇会　　　場：千里市民センター　2階　大ホール　吹田市津雲台1-2-1
〇参加対象求職者：令和2年3月大学等卒業予定者、大学等卒業後3年以内の既卒者、35歳未満の方
〇実 施 内 容：来場した面接希望求職者に対して個別ブースにて面接を実施します。
〇参　加　費：無料
〇募 集 定 員：10社
〇募 集 締 切：令和元年7月17日（水）
　　　　　　　※定員に達し次第、締め切りさせていただきます。
〇申 込 方 法： 当所ホームページより、エントリーシートをダウンロードしてください。必要事項をご記入の

うえ、ファクシミリにてお申込みください。
〇お 問 合 せ：吹田商工会議所　中小企業振興部
〇Ｕ　Ｒ　Ｌ：http://suitacci.com/

　吹田商工会議所では、2か月に一度、会員交流を目的に吹田商工会議所懇話会「いきいき会」を開催しています。
8月例会は、「平時の健康経営・有事のBCP」をテーマにお話しをお聞きした後、昼食並びに懇談の場を設けます。
初めての方も、是非お気軽にご参加ください。

◇日　　時：令和元年8月6日（火）　11：30～13：00
◇会　　場：吹田商工会議所　3階大会議室
◇参加費用：1，200円（昼食代等）　※当日受付時に申し受けます
◇定　　員：40名
◇お申込み：同封のチラシでFAXにてお申込みください。（7月26日締切）

吹田市わかもの就職面接会・説明会

吹田商工会議所懇話会「いきいき会」8月例会のご案内

参加企業 募集
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.5.1～5.31　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 （株）ケーラボ 吹田市山手町 医療機器に関わる研究開発

建　　　設
（株）IBアテンティブ 吹田市山田東 リフォーム
（株）SSテクニカル 吹田市江の木町 放送設備工事

情 報 通 信
Johny Works 吹田市岸部中 Web制作、コンサルティング
BINGO 吹田市山田南 ホームページ制作・広告デザイン

不　動　産 マック住研（株） 吹田市千里山東 不動産全般
専門サービス（有）内名商事 五月が丘鍼灸治療院 吹田市穂波町 鍼灸（不妊治療メイン）

サービス業
（株）シンファート 吹田市豊津町 旅行業

（株）ディバイディコーポレーション 吹田市豊津町 CD・DVD等記録媒体の複写業務及び梱包発送
業務

（特）商　業 いっかく堂垂水支店 加古川市志方町横大路 イベントフードプランニング、ベビーカステラ
専門店

（特）工　業 （株）コトブキベーキングマシン 摂津市東一津屋 製パン機械製造

（特）情報通信 西菱電機（株）大阪支社 大阪市北区堂島浜 情報通信インフラを提供するICTソリューショ
ン企業

（特）サービス業 Nail&Beauty salon CLEAR 大阪市東淀川区瑞光 ネイルサロン
≪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、創業の経緯

　平成30年3月、吹田市広芝町に法律事務所として開設し
ました。取り扱う案件は、離婚、債務整理、交通事故その
他の民事事件が約9割、刑事事件が1割程度です。
　私は福岡県の出身で、高校2年生のときに大きな交通事
故に遭い、完治まで約1年3ケ月を要しました。その間、両
親が相手側との対応に苦慮する姿を見たこと、身近に弁護
士がいなかったことが、将来、親しみやすく被害者側の目
線をもった弁護士になりたいと思いました。同志社大学と
法科大学院卒業後、28歳のときに弁護士登録をし、前事務
所で多種多様な事件処理の経験を積んだことから、独立を
決意しました。

弁護士としてのやりがい

　種々のトラブルにおいて、ご本人が対応することにより、
不利な結果になってしまうことが往々にしてあります。代
理人として紛争解決できるのは原則として弁護士のみで、
弁護士の力量次第でより有利な方向へ解決に導くことがで
きます。法の正義を実現し、困っている方を助けることが
できるのは、弁護士として大きなやりがいを感じます。

弊 所 の 強 み

　著作権に関わる案件は比較的経験を積んでおり、得意分
野の一つです。過去の事例で申し上げますと、デザイン制
作会社から依頼を受け、無断使用されているイラストやポ
スター等の使用差止等請求訴訟を提起し、全面的に勝訴し
た事案などがあります。
　その他、民事訴訟事件や仮処分事件を多数処理している
ため、訴訟等となった場合の見通しを速やかに立てられる
こと、迅速に提訴や申立等ができることが、弊所の強みで
す。スピード勝負の事案では、委任を受けた翌日に申立を
行ったこともあります。

今 後 の 展 望

　トラブルの初期段階で弁護士を代理人に立てることで、
早期に不安が解消でき、正当な利益を確保すること、不利
益を防ぐことが可能となります。また、紛争解決を弁護士
に委任することで、本業に集中できることも大きなメリッ
トです。
　「困ったな」と思われた段階で早期にご相談いただき、徹
底的に傾聴したうえで、事業者様のお悩み事、心配事を解
決するため、全力を尽くしたいと思います。

事業所名：ごんどう法律事務所
代 表 者：權藤　慧祐（ごんどう けいすけ）
所 在 地：吹田市広芝町9-12　第11マイダビル603
連 絡 先：06-6338-2205
Ｕ Ｒ Ｌ：https://esaka-bengoshi-gondo.jp
ＭＡＩＬ：ask@esaka-bengoshi-gondo.jp

新入会員インタビュー ごんどう法律事務所
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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/
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　米中間の摩擦が激化している。
　そもそも米中摩擦はどちらの国にとって有利なのだろ
うか？　この問いに回答するには、大きく三つのステッ
プを踏む必要がある。
　第一に、一般論としていえば、米中間の関税引き上げ
競争は、（1）米国の方が経済規模が1.6倍程度大きい、

（2）製造業のウエートが、米国は1割、中国は3割程度、
（3）相手国からの経済制裁の上限を規定する「GDP（国
内総生産）に占める相手国への輸出の割合」が、米国は
0.7％、中国は3.6％程度、（4）中国は加工貿易型の経
済構造を有する、という四つの理由から、中国にとって
分が悪い。
　しかしながら、第二に、今後摩擦が深刻化すると、い
わゆる「関税のブーメラン効果」などから、米国経済によ
り深刻な悪影響が生じることが懸念される。当社の試算
では、米国が現在発動を決めた第3弾までの制裁措置を
講じた場合、各国のGDPは、米国が0.29％、中国が
0.25％、日本が0.13％程度押し下げられる。さらに、
米国が現在検討中の第4弾までの制裁措置を講じると、
各国のGDPは、米国が0.55％、中国が0.36％、日本
が0.22％程度減少する。ここで言う「関税のブーメラ
ン効果」とは、例えば、米国が中国に課した関税が、米
国の消費者から見れば消費増税と同様の効果を持ち、結
果的に米国の個人消費が下押しされることなどを指す。
すなわち、このステージでは、米国の制裁措置に対し
て、中国が抑制的に反撃する―いわば「籠城戦」「持久
戦」を挑むことで、米国経済への悪影響の方が大きく
なってくる。
　とはいえ、第三に、米国にはまだ多様な政策カードが
残っている。例えば、当社の試算では、米国が第4弾ま
での制裁措置を講じたケースでも、仮に中国への関税引
き上げで増加した税収を、米国が全てインフラ投資など
の政府支出に充てる場合には、GDPはむしろ0.01％増
加する計算となる（中国のGDPは0.13％減少、日本の
GDPはおおむね不変）。また、現状、米国ではインフレ
圧力が限定的なので、いざとなれば金融緩和を行い景気
を下支えすることも可能である。
　以上の点に加えて、米国は「事実上中国のファーウェ

イ社を標的にした制裁措置」といったさまざまな対中制
裁のカードを有していることなどを勘案すると、米中間
の摩擦は、基本的に「米国が有利」な構図だと捉えておく
べきであろう。
　今後、米中摩擦の行方はどうなるのか？　基本的に、
米中摩擦は「二層構造」で捉える必要がある。
　まず表面的には二国間の貿易収支の問題があるが、こ
れはあまり重要な問題ではない。米国経済・株価、トラ
ンプ大統領の支持率の動向次第では、わが国でG20大
阪サミットが開催される6月末前後にでも、一定の妥結
を見る可能性はあろう。　
　しかしながら、底流にある「資本主義対共産主義」とい
う体制間の覇権争いは、10～20年間程度の時間軸で続
く可能性がある。中国には、政府による産業界への巨額
の補助金の投入、外国企業から中国への技術移転の強
要、不十分な知的財産権の保護、データ利活用に関する
ルールの不整備、不公正な貿易慣行、サイバーテロが横
行しているとの観測など、問題が山積している。この面
では、トランプ大統領の主張は正鵠（せいこく）を射たも
のであり、日米欧がスクラムを組んで中国への圧力を強
めることが肝要であろう。
　いずれにしても、G20大阪サミットでは、複雑な国
際情勢を踏まえて、議長である安倍総理が「地球儀を俯
瞰（ふかん）する外交」の真骨頂を見せてくれることを、
大いに期待したい。

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。89年東京大学法学部卒
業。93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、07年大和総研入社。14年同社・執行
役員。17年同社・常務執行役員。18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。18年より経済同友会幹事。11
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。

米中摩擦はどこに向かうのか？



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人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備

空調設備・防犯設備

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

http://www.sakae-denki.co.jp
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青年部コーナー 第36回吹田産業フェア
実施日：令和元年5月11日（土）～5月12日（日）　　　実施場所：メイシアター及び吹田市役所

　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）は、二日間とも見事な快晴の中、メイシアター及び吹田市役所にて開催されま
した「第36回吹田産業フェア」に二つのブース出展と、ミニステージの出演をさせて頂きました。
　飲食ブースでは、わたあめの販売を行い、破格の100円かつ4種類の好きな色から選べるカラフルなわたあめは
特に子供たちに大人気で、二日合計で618本を販売することが出来ました。幼い子供たちからその親御さんまで、
沢山の笑顔が見ることが出来、充実感のある出店となりました。
　ガンバるタウン吹田ブースでは、ブース内で撮影の上、お持ちのインスタグラムのアカウントより「＃ガンバるタ
ウン吹田イベント」をタグ付けして投稿すると、ガンバ大阪のサイン入りサッカーボールや色紙、ガンバ大阪グッズ
等が抽選で当たるイベントを行い、ガンバファンを中心に沢山の方に投稿頂きました。
　ミニステージでは、ガンバチアの華やかなダンスの他、吹田YEG創立30周
年記念のクイズ大会を行い、予想を上回る沢山の方にご参加頂き、優勝者には
ガンバ戦のチケットがプレゼントされました。
　吹田YEGの活動及び30周年記念事業を多くの方にアピール出来た事業とな
りました。

　2025年大阪万博の開催目的にも掲げられ、今注目を浴びているSDGs。具体的にどのような取り組みで、自社
にとってどのようなビジネスチャンスがあるのか。SDGsを取り巻く状況や今後のビジネスチャンスについての解
説、具体的に取り組む企業の事例をご紹介いたします。

※詳細及びお申込みは、本誌折込チラシもしくは吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

◆開催日：2019年7月26日（金）
　　　　　14：00～16：30（受付開始13：30）
◆講　師：中川　悠 氏
　　　　　　NPO法人チュラキューブ　代表理事
　　　　　　株式会社GIVE＆GIFT　代表取締役
◆場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
◆対　象：SDGsに興味をお持ちの企業・創業者など

◆料　金：無料
◆定　員：30名（※定員に達し次第、締め切ります。）
◆内　容：① SDGsについて学ぶ「概要・ビジネス

チャンスと取組事例」
　　　　　② SDGsの基礎を知り、自社の業務プロセ

スから新ビジネスの可能性を探る
　　　　　③意見交換会【名刺交換会】

「基礎から学ぶ！SDGs（持続可能な開発目標）時代の 
 新ビジネス」セミナー開催のご案内



□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 

◆2019年度 小規模企業者等設備貸与制度のご案内
機械設備等を割賦販売（分割払い）またはリースで導入できます。

※ただし、土地、建築内外装等工事、中古設備、医療用設備等一部の設備は対象外。

＊ご要望いただければ、制度説明にお伺いします。お気軽にお問合せください。
問合せ先：公益財団法人大阪産業局　設備支援部　設備支援チーム
TEL06-6947-4345　URL https://www.mydome.jp

料率　0.7～1.5％/年（割賦販売の場合）
・設備価格：100万円以上1億円以下
・保証人は原則代表者のみ。（年齢条件有）
・対象企業：従業員規模50名以下（その他条件有）

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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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モノづくりで頑張る�
� 大和合金株式会社

　東京・池袋駅から東武東上線で20分ほどの鶴瀬駅で
下車し、そこから車で7分ほど走ったロードサイドの
両側に、大和（やまと）合金株式会社の実質的な本社工
場である三芳工場がある。同社の主事業は、特殊銅合
金材料の開発から製造・販売まで自社で一貫して行う、
特殊銅合金の開発型製造業であり、ニッチ（隙間）市場
ではあるが、この分野では今や著名な企業となってい
る。
　同社は1941年、現社長である萩野源次郎氏の祖父
が創業した。創業のきっかけは、勤務していた大手鋼
材メーカーで特殊な新材料の開発に成功し、その進化
と普及のため、脱サラしたことであった。
　その後、幾多の困難もあったが、創業者が当初、高
らかに掲げた「誠実一路」「積極一貫」「大和一体」「創
造開発」という経営理念を中軸に据えた「ぶれない経営」

「大家族的経営」を進めてきたこともあり、現在では、
グループ会社である三芳合金工業株式会社と合わせ、
社員数140人、売上高約100億円にまで発展してい
る。
　特に注目したいのは、この10年間で多くの製造業が
一進一退を繰り返す中、同社は売上高も社員数も約2
倍に増加していることである。
　そればかりか、これまでの開発努力や提案努力が企
業や研究機関から高い評価を受け、取引先も国内外の
著名な企業など約500社にまで増加している。中で
も、近年、欧米の航空機メーカーから開発や製造の依
頼が殺到しているという。

　同社の発展の要因は理念経営、つまり、大企業をは
じめとする他社との争いを避け、ターゲットを少量・
多品種かつスピードが要求される、いわゆるニッチ市
場に特化するとともに、創業以来、下請けを嫌い、開
発・製造・販売を保有する独立経営をひたすら行って
きたことである。
　加えて、創業時より、会社は「家族・社員ファース
ト」を明確に掲げ、社員やその家族が幸せを実感できる
ような「大家族的経営」や、社員を伸ばして会社を伸ば
すといった社員一人一人の側に立った「人財育成経営」
に注力してきたことである。
　余談だが、同社の親子社員、兄弟・姉妹社員、夫婦
社員の多さには驚かされる。それは言うまでもなく、
同社が家族を就職させたい「良い会社」と、社員に評価
されているからにほかならない。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
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！
広告掲載募集中！

月々5,400円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます！

詳細は会報担当まで
suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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　これからの時代、老後は年金だけでは不安です。先手を打って、50代からの起業を考えてみませんか。生涯現役でやりが
いを持って働けるシニア起業の可能性を探ってみませんか。

　「働き方改革」への注目が集まる昨今、労働環境や働き方そのものの変革が求められています。当セミナーでは、「働き方
改革」に対して2つの切り口で実践的な講座を行います。

<開催要項（両日共通）>
　●会　場：吹田商工会議所　3階　大会議室
　●講　師：中武 篤史 氏 （社会保険労務士・中小企業診断士）
　　　　　　株式会社ユアコンパス 代表取締役
　●受講料：無料
　●定　員：40名（先着順）
　※ 両日参加、もしくは1日のみの参加も可能です。

令和元年8月2日（金）　14時～16時 開催

　法改正に伴い、就業規則をはじめとした様々な社内規
制を整える必要があります。単に「書類を整える」のでは
なく、実際の運用を念頭に置き「使える」規則とするため
の制度見直しのポイントを解説します。また、助成金の
活用も視野に入れ、最新の助成金情報を紹介します。

働き方改革に対応する社内制度整備と助成金活用
令和元年8月26日（月）　13時30分～16時30分 開催

　働き方改革関連法案に盛り込まれている、残業時間の
削減や有給休暇取得の義務化等を実現するためには、効
率性や生産性を上げる働き方を実践する必要があります。
残業時間を減らし、休みを取れる体制を作るための具体
的な管理手法をご紹介します。

残業時間削減のための生産性向上実践講座

◆と　き：令和元年7月27日（土）　午後1：30～午後5：00
◆ところ：吹田商工会議所　3階大会議室
◆内　容：（1）シニア起業事例発表（60分）
　　　　　　　㈱ビームセンス 代表取締役　馬場　末喜 氏
　　　　　（2）パネルディスカッション（80分）
　　　　　　　50・60代で起業された数名の事業者の生トーク
　　　　　（3）意見交換会（60分）　事例発表者・パネリストを交えての名刺交換会
◆対　象：シニア起業を考えておられる方・起業に興味のある方
◆参加費：無料
◆定　員：40人
◆主　催：吹田商工会議所　
◆協　力：吹田市　日本政策金融公庫
◆詳細・申込み： インターネットで と検索。お知らせ欄から、シニア起業セミナーをクリックください。吹田商工会議所

シニア起業セミナーを開講します！

働き方改革実践セミナー　開催のご案内

セミナーホームページ
https://suitacci.com/?p=5785中武　篤史 氏
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　起業・創業者に対する支援の一環として、市内で起業を考えておられる方、既に事業を営んでおられる方がお互
いに学び語り合う交流会を開催します。起業について興味がある方も、是非御参加ください。

　吹田税務署にて消費税軽減税率に関する説明会を以下日程にて開催いたします。各回とも、先着順となりますの
で定員に達した場合他の日時での受講をお願いする場合がございます。ご参加をご希望される方は下記「お問合せ」
先までお電話でお申込み下さい。

◇日　　時：（各回とも同一内容）
　1.令和元年7月24日（水） ①9：30～10：30、②11：00～12：00
　2.令和元年8月21日（水） ①9：30～10：30、②11：00～12：00
　3.令和元年9月18日（水） ①9：30～10：30、②11：00～12：00、③13：30～14：30、④15：00～16：00
◇会　　場：吹田税務署　3階　大会議室（吹田市片山町3-6-22、JR吹田駅北口より徒歩5分）
◇定　　員：30名（各回）
◇お問合せ：吹田税務署（代表）06-6330-3911
　　　　　　音声ガイダンスに沿って「2」を選択し、法人課税第1部門（内線273）へ

軽減税率制度への対応には準備が必要です！

●開催日：令和元年7月17日（水）
●時　間：18時30分～20時30分
●場　所：新大阪江坂　東急REIホテル　クリスタルルーム
●対　象： 吹田市内で起業したい方、すでに会社や店舗を営んでいる方、

起業について興味がある方ならどなたでも参加できます。
●定　員：先着50名
●主　催：吹田市起業家交流会実行委員会・吹田市
●申込み：7月15日（月）までに以下のいずれかの方法で申込み
　　　　　・所定の用紙を地域経済振興室までFAX・郵送・持参（吹田市ホームページからダウンロード可）
　　　　　・Web専用申込フォームから申込み（吹田市ホームページからアクセス可）
●問合せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL 06-6384-1356　FAX 06-6384-1292

第31回 吹田市起業家交流会 at 江坂 開催のお知らせ

主催：吹田税務署
消費税軽減税率制度説明会のご案内!!

参加費無料！

懇親会もあります♪
交流会終了後、懇親会を行います

（参加自由）。
●20時45分～21時45分
●参加費：3,000円（飲食代）



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


