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「幸せの器
うつわ
」をつくることをめざしています。

ミライズ株式会社
 代表取締役　柳田　耕生 氏
　ミライズ株式会社は、吹田市五月が丘に事業所を
構え、介護業界において福祉機器の開発及び製造販
売を行っている企業です。
　介護の現場からお困りの声をいただき、高齢者向
けの商品開発に取り組んでおられます。高齢者の方
が実感できる「幸せの道具（器）をつくること」を経営
理念として掲げ、次々と事業を展開しています。
　代表取締役の柳田氏は、吹田の千里ニュータウン
のご出身。高校の先生を経て創業され、介護業界に
飛び込まれました。
　柳田社長からにお話しを伺いました。 代表取締役　柳田　耕生 氏

※スタンバーZ

※スタンバーウッド
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― 事業内容を教えてください。
当社は、介護の現場から生まれたニーズをもとに手

すりやクッションなど、シニア・シルバー向けの福祉
機器を企画から開発・製造・販売までを手掛けており
ます。現在、4つの商品としてスタンバーウッド（置く
だけの手すり）、スタンバ―Z（持ち運び手すり）、ラ
クーイ（背角度調整クッション）、アイレ（一本脚手す
り）を福祉系の事業所への卸売販売やインターネットに
よる直接販売を行っています。

― どういった経緯で事業を始められたのですか。
姫路市で高校教員を10年していましたが、父親の病

気をきっかけに生まれ故郷の吹田市に戻ってまいりま
した。地元で仕事を探す中で、父親を介護する母の様
子や社会福祉士である妻の仕事をきっかけに介護事業
に興味を持ちました。そこで、国の職業訓練機関であ
るポリテクセンターでリフォーム建築について研修し、
経営者としての役割を吹田商工会議所の創業塾に参加
して勉強しました。

そして、2002年に介護保険を活用した住宅改修や
介護機器のレンタル・販売を主な事業として創業しま
した。その中で、高齢者のご自宅を訪問しご相談に応
じていると、必要な介護機器がなかなか見つけられな
い現実に接しました。それなら必要なものを作ろうと
思い、それをご提供したところ、お客様のお役に立ち
大変喜んでいただきました。その後、その製品は順調
に他からもご注文をいただくようになり、高齢者向け
のものづくりを専門に行う現在のミライズ株式会社を
2007年に立ち上げました。

― 御社の経営理念を教えてください。
「幸せの器（うつわ）をつくる」ということを当初から

掲げています。それぞれのお客様にはそれぞれの生活
環境があり、ハード面でお困りになられている問題が
あります。それを当社の製品で解決することで、お客
様のみならず、ご家族の方や介護スタッフの方など、
周りも幸せにすることができる「入れ物（環境）」をつく
ることを当社の経営理念としています。

― 事業に携わり、うれしかったことご苦労されたこ
とは…。

高齢者と関わる現場が長いので、やはり創り出した
製品がお役に立ち、喜んでいただいたときは、何より
の喜びを感じます。特に、これまで世の中になかった
製品を生み出したときは、やりがいも強く感じます。
創り出した製品の源は、高齢者の方から気づかせてい
ただいたことがすべてであり、介護現場でのニーズを
収集することは、商品開発の宝の山を発掘することと
同じだと思います。

苦労したことは、今日まで夢中でやってきたので、
すべてが苦労といえば、苦労ですし、喜びといえば喜
びです。成功したことよりも、失敗したことの方がは
るかに多いので、周囲にご迷惑をかけてしまったこと

も多々あり、それが心苦しいところです。

― 経営において心がけていることは…。
京セラの稲盛和夫氏がご著書で書かれていることで

すが、「動機が正しいこと」が最も大切なことであると
いうことに共感しています。経営者はあらゆる局面で
ジャッジを求められますが、その動機が間違っていれ
ば続かないしうまくいきません。しかし、正しいこと
であれば、事業発展と継続が可能になると思っていま
す。

そして、「スタッフが幸せにならなければ、会社を経
営している意味はない」と考えていますが、それがいま
だ実現できず、道途上ですね。

― 次々と新しいことに挑戦されていますね。
人それぞれのやり方があるかと思いますが、私は「論

（ろん）よりラン」をモットーに、とにかく恐れずにやっ
てみる、走りながら修正していく、という方法を取っ
ています。そのためには、否定から入らず、常に前向
きに物事をとらえて、どうすればできるのかを考えな
がら取り組む、という姿勢でいます。挑戦することを
楽しみながら、前に進んでいきたいと思っています。

― 今、取り組んでおられることは…。
今春に「合気サイズ」という運動プログラムと「ラ

チェットラクーイ」という新しい製品を売り出します。
「合気サイズ」とは、シニア・シルバー層に向けて、当
社のスタンバ―Z（持ち運び手すり）を利用し、合気柔
術の理論に基づいて、安全かつ有効な運動を行えるメ
ソッドです。「ラチェットラクーイ」は、逆流性食道炎
でお困りの方々に向けた福祉機器で、特許申請を行っ
ている商品です。

そして、既にご提供している福祉機器を含め、どの
ようなルートで当社の製品や運動プログラムをお客様
に知っていただき、どのようにお届けすることができ
るのかが、当社の課題だと考えてきました。そのため
に「フレイル予防ネット」という情報サイトを展開すべ
く準備中です。「フレイル」とは、介護状態になる前の
方々をさし、運動や栄養、社会参加などにより、健常
な状態に戻ることができる方々です。当社がお客様と
している顧客層となります。当社の製品を知っていた
だくのはもとより、フレイルを予防する多くの情報を
広くお伝えできるサイトにしていきたいと考えていま
す。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後とも
益々ご発展されることをお祈り申し上げます。

ミライズ株式会社
本社　吹田市五月が丘北1-17-203A

TEL 06-6170-5161
E-mail　info@e-tesuri.com

HP　https://www.merise-inc.com/
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令和2年吹田商工会議所「新年懇談会」を開催

西日本出版社（当所会員）が、
第35回梓会出版文化賞特別賞を受賞されました！

～会議所視察見学会～

令和2年1月17日　橿原神宮へ参拝

恒例の「新年懇談会」を1月7日（火）午前11時から、吹田市商業団
体連合会の協賛により、アサヒビール株式会社吹田工場のゲスト
ハウスにて開催いたしました。当日は、政界、官公庁、各団体な
どからのご来賓と、商工会議所の役員・議員や会員など、総勢
373名の皆様にご出席をいただきました。
　冒頭、柴田会頭より、商工会議所が地域にとってなくてはなら
ない存在となっていくよう今年も取り組みをすすめるとの挨拶が
あり、続いて、ご来賓を代表して後藤吹田市長のご挨拶、吉瀬吹
田市議会議長の乾杯ご発声により懇談会に移りました。
　会場では、ご出席者による賀詞交換がはじまり、新年を迎える
に相応しい活気溢れる懇談会となりました。そして、野田吹田市
商業団体連合会会長の中締め挨拶をもって、盛況のうちにお開き
となりました。

　中小出版社で組織する出版文化事業団体である一般社団法人梓会は、1月15日、当所会
員の㈱西日本出版社に第35回梓会出版文化賞特別賞を贈りました。
　同社は、「本籍地のある本」と銘打ち創立直後から、食（うどん、たこ焼き、こなもん！）、
旅（近畿、瀬戸内、他もろもろ）、そして上方芸能や古典文学など、西日本のイキのいい本を
次々に放ってきました。新刊の寮美千子著『あふれでたのはやさしさだった』の編集者として
の力量も高く評価されたようです。
　内山社長様、誠に、おめでとうございます。

　新年を迎え、新たな気持ちで皆さま方のご事業の繁栄祈願と会員間の交流を図っていただくため、会議所視察見
学会として「橿原神宮の参拝」を企画いたしました。
　当日は冬空のもとでしたが、総勢24名のご参加をいただき、日本建国の地とされた橿原神宮への参拝を行いまし
た。内宮では正式参拝として、堀田副会頭と石井副会頭の記帳のあと、団体でのご祈祷をいたしました。参加者全
員が、静寂の中で、凛とした空気を味わい、気持ちを新たにしたひとときでした。
　その後、奈良市へ向かい「平城宮跡歴史公園」の4つの歴史館において、奈良時代の歴史を学びました。
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サービス業部会主催見学会のご案内
「仁徳天皇陵と刃物ミュージアムと河内ワインワイナリー見学会」

参加者募集！
　サービス業部会では、令和2年3月3日（火）にバス日帰り見学会を開催いたします。
　今回は、昨年7月にユネスコの世界文化遺産に登録された仁徳天皇陵を参拝し、堺市博物館や刃物ミュージアム、河内ワインのワイ
ナリーを見学いたします。昼食には、太子町にある『花さき亭』にて季節のお料理をいただきます。
　吹田商工会議所の会員様でしたら部会に関係なくご参加いただけます。
　是非皆様ご参加ください。
　詳細は吹田商工会議所ホームページ、または、今月号の折り込みチラシをご覧ください。

お問合せ先：吹田商工会議所　サービス業部会担当（TEL：06-6330-8001）

◆日　　時／令和2年3月3日（火）　8：30～16：30（予定）
◆集合場所／吹田泉郵便局前（メイシアター南隣）
◆集合時間／8：30（時間厳守）
◆定　　員／20名　※先着順に定員になり次第、締め切ります。
◆参 加 費／おひとり　5，000円（当日お持ちください）
　※ 集合場所には駐車スペースがございませんので、公共交通機関でお越しください。
　※当日キャンセルの場合は、代理の方をお願いいたします。

　運輸情報部会では、会員の見聞を広め、会員相互の親睦を図るため、この度、トヨタL&Fカスタ
マーズセンター見学会を企画いたしました。物流の様々な課題に対するソリューションを、実際に機
械を操作しながら紹介するコンサルティング型ショールームです。吹田商工会議所の会員様ならご参
加頂けますので、皆さま方のご参加をお待ちしております。
　詳細は吹田商工会議所ホームページ、または、今月号の折り込みチラシをご覧ください。

お問合せ先：吹田商工会議所　運輸情報部会担当（TEL：06-6330-8001）

◇日　　時／令和2年3月5日（木）　14：40～16：40（予定）
◇集合場所／トヨタL&Fカスタマーズセンター
　　　　　　吹田市芳野町13-1500-51
◇集合時間／14：30（時間厳守）
◇参 加 費／無　料
◇懇 親 会／ル・ジャルダン　吹田市芳野町13-45
　　　　　　おひとり　3，000円（当日お持ちください）
　※展示場内での写真、ビデオの撮影はご遠慮いただいております。
　※ 懇親会お申込み後のキャンセル・ご欠席の場合は後日請求とな

りますのでご注意ください。

運輸情報部会主催見学会のご案内
「トヨタL&Fカスタマーズセンター見学会」参加者募集！
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.12.1～12.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

理　　　財 高メディア開発室 吹田市桃山台 不動産賃貸業・広告業
運 輸 情 報 ココスタイル（株） 吹田市山田西 DTP制作、ホームページ制作、ダンス教室

（特）工　業 IKKOHエンジニアリング（株） 豊中市今在家町 航空機部品、その他金属部品機械加工業
（特）運輸情報 ナレッジ・リンカーズ 芦屋市精道町 システムエンジニア、システム開発
（特）専門サービス 加藤遼太公認会計士・税理士事務所 大阪市北区堂山町 公認会計士・税理士業
≪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

開 校 の 経 緯

　もともと、不動産事業のお客様のお嬢様が「ダンス教

室を開きたい」という夢をお持ちで、それを応援したい

と思ったことから、ダンススクール運営事業を始めま

した。公民館を借り、手書きのチラシを自力で配布す

るなどすごく努力する彼女の姿を見て、10年前に大阪

府松原市に第1号教室を開室し、代表講師を任せまし

た。吹田市には、茨木市に続いて、3番目の教室として

山田西にオープンしました。

ダンススクールの特徴

　吹田の教室でも、HIP HOP、STREET JAZZから

ロックダンスなど様々なジャンルのダンスレッスンを

開講しています。子どもから大人まで、ビギナー向け

のレッスンも多く設けています。そして、講師には受

講生に基礎から丁寧に指導してもらうことを心掛けて

もらっています。また、ダンスの指導に集中してもら

える環境を講師達に最大限提供しております。

今後の展望、思い

　第1号教室が開室して10年が経ちます。6月頃に10

周年記念イベントを開催する予定です。講師がオ

ファーを受けたイベントへ子供たちも出演し、ダンス

好きな生徒たちが将来ダンスで活躍できるような環境

を創ることが願いです。いつかダンススタイルから素

晴らしいアーティストや、国民的アイドルを輩出した

いです。

　現在、教室では、ワンコインレッスン（500円）も開

催しています。ダンスの楽しさを知っていただくきっ

かけに是非ご参加ください。

事業所名：ココスタイル株式会社「ダンススタイル」
事業内容：ダンススクール運営他
代 表 者：吉井　喜寛
所 在 地：吹田市山田西2丁目19-7 ハイツ山田1階
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6318-6737
　　　　　（平日16時～21時、土曜11時～20時）

新入会員インタビュー ココスタイル株式会社「ダンススタイル」
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会議室料金変更について（令和2年4月1日～）

会議室基本料金（税抜）
使用時間 午前9：00～12：00 午後13：00～17：00 夜間18：00～22：00

使
用
会
議
室

3階 大 会 議 室 9,000円 12,000円 12,000円

2階
第1会議室 6,000円  8,000円  8,000円
第2会議室 3,000円  4,000円  4,000円
第3会議室 2,000円  3,000円  3,000円

※上記料金は税抜き価格です。
※土日・祝及び夜間は別途時間外手数料が1時間につき1,500円（税抜き）かかります

すいた商工会議所ニュース　会報広告募集
　吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は、吹田市内を中心とする会員事業所や官公庁などへ、毎月10日
に約2,300部を発行しております。一部広告掲載スペースに余裕がありますので、広告掲載を希望される会員事業
所様は事務局までご相談いただければと思います。

（
１
ヶ
月
当
た
り
）

広
告
料
金
表

広　告　枠 色／サイズ（縦×横） 1ヶ月当たり掲載料金（税抜き）
紙面内大型広告 白黒／9.5×20cm 18,000円
紙面内中型広告（小型2枠分） 白黒／4.7×13.4cm  9,000円
紙面内小型広告 白黒／4.7×6.7cm  5,000円

◇掲載までの流れ
　1．広告掲載のお申込…掲載スペース、契約期間、掲載開始月等を打ち合わせさせていただきます。
　2．広告原稿の打ち合わせ…掲載原稿の確認
　3． 広告掲載及びご請求…会報は毎月10日発行※です。ご請求時期は毎月、半年、年間等ご相談させていただきます。
　※（発行日は休日等の関係で前後する場合がございます）
　※原則、年間契約（4月～3月）ですが、単月、隔月、半年等の掲載も受付しています。

お問い合わせ：総務部　TEL：06-6330-8001　E-mail：suitacci@suita.cci.or.jp

　吹田商工会議所では、大阪府事業承継ネットワークの拠点会議所として、「事業承継相談窓口」を開設致しており
ます。我が国では、今後10年の間に、70歳（平均引退年齢）を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万
人となり、うち約半数の127万（日本企業全体の1/3）が後継者未定の現状にあります。
　中小企業・小規模事業者が今後も事業を継続・発展させていくために、次世代へスムーズに「事業承継」を進める
ことが求められています。
　当所では、事業承継に取り組む事業者の皆様のサポートを、各種専門家とともに行ってまいります。
※お問い合わせは、吹田商工会議所　事業承継担当あてにご連絡ください。
　　TEL：06-6330-8001
　　あわせて当所ホームページもご参照ください。

※上記のご相談は原則無料ですが、手続きや書類作成等の実務を伴うものについては有料となります。
　費用が必要な場合は、あらかじめご説明申し上げますので、安心してご相談ください。

大阪府事業承継ネットワーク事務局（公益財団法人大阪産業局）
TEL 06-4708-7027・FAX 06-6261-5290　https://www．mydome.jp/syoukei

①窓口相談
　当所の職員が、事業所様のお悩みや課題をお聞き致します。
　まずは、「お電話、ファックス、メール」等にてご連絡いただき、ご面談の日時をご相談させていただ
きます。
②専門家相談
　窓口相談でお伺いした内容に応じて、専門家によるご支援が必要と判断した場合に､各種事業承継に関
する専門家によるご支援も実施させていただきます。

〈
ご
相
談
の
流
れ
〉

事業承継相談窓口のご案内
（平成30年度補正予算プッシュ型事業承継支援高度化事業）



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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　2020年の年頭に当たり、今年の日本経済の展望を述べ
たい。
　現状、日本国内には際立って大きなリスク要因はないも
のの、海外経済の悪化に伴う輸出の不振などを背景に、当
面、景気は低空飛行を続ける公算が大きい。
　筆者は、経済三団体の一角を占める経済同友会で経済情
勢調査会の委員長を務めているが、19年12月に公表した最
新の「景気定点観測アンケート」結果では、20年の国内経済
について「中立」（60.0％）、「弱気」（22.0％）、「強気」

（18.0％）との回答であった。
　今後のメインシナリオとして、日本経済は緩やかな成長
を維持する見通しである。
　日本経済を下支えする要因として、第一に、海外経済の
減速ペースが緩やかだという点が指摘できる。米国はトラ
ンプ大統領の公約でまだ実現していないのがインフラ投資
であり、財政政策などで景気を支えてくる可能性がある。
中国も景気が減速すると共産党政権が揺らぐので、財政政
策を中心とするカンフル剤を打ってくるだろう。グローバ
ルなIT製品のサイクルに底入れの兆しが生じていることを
併せ考えると、海外の景気減速ペースは、政治的理由など
によって緩やかになると予想される。
　第二に、所得・雇用環境の改善が継続している。所得に
関しては、実質総雇用者報酬（雇用者に分配された総額を物
価水準で調整したもの）を見ると、アベノミクスが始まった
12年12月以降、緩やかな所得の拡大が続いている。また、
人手不足による雇用の逼迫（ひっぱく）は顕著で、仮に景気
後退局面になっても企業が過激なリストラを行う可能性は
低い。
　第三に、消費増税に伴う景気対策により、過去の増税局
面より影響は限定的とみられる。19年10月に実施された
消費増税の際には、2兆円の増税に対して2.3兆円の景気対
策が施され、ネットで見ると約3,000億円のプラスである。
もともと、増税分2％のうち1％は教育無償化などで国民に
還元されており、需要の平準化策もきめ細かく打たれてい
る。
　消費増税関連の不安は、（1）低所得者の消費減、（2）住宅
の駆け込み需要と反動減、（3）自動車の駆け込み需要と反動

減という3点に集約できる。
　（1）の低所得者の消費減には、軽減税率制度の導入、プレ
ミアム付商品券、年金生活者支援給付金、キャッシュレス
決済時のポイント還元などの対策が講じられた。（2）には住
宅ローン減税、すまい給付金、贈与税非課税枠の拡大、次
世代住宅ポイント、（3）にも自動車関連減税などが実施され
ている。こうした施策の効果から、消費の駆け込み需要は
前回14年4月の増税時と比べて半分程度に抑えられたとみ
られる。
　ちなみに、高齢の年金生活者（夫婦で年収約156万円）で
は、今回の増税で年間約1万8,000円の負担増となる計算
だ。しかし、年金生活者支援給付金は夫婦の満額で年間約
12万円になり、ネットで10万円以上のプラスとなる。こ
のように、きめ細かい低所得者対策が功を奏している。
　第四に、19年12月に政府は26兆円規模の経済対策を策
定するなど、景気下振れリスクに対する万全の備えを講じ
る方針である。税制面でも、（1）大企業からスタートアップ
への出資に対する税優遇、（2）5G網の整備への支援といっ
た「成長の底上げ」に重点を置いた施策が導入される方向で
ある。
　他方で、日本経済のリスク要因は、もっぱら海外に潜ん
でいる。具体的には、（1）米中摩擦の長期化・深刻化、（2）
中国経済の下振れ、（3）英国のEUからの離脱（Brexit）に伴
う欧州経済の動揺、（4）中東情勢の混乱を受けた原油価格の
高騰などへの細心の注意が必要となるだろう。

2020年日本経済の展望

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。



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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実施日：令和元年12月10日（火）　　　場所：サニーストンホテル

　吹田商工会議所青年部令和2年度の全委員会合同の全体委員会が実施され、次年度の各委員会がスタートしまし
た。吹田YEGの年度は4月から翌年3月までとなっていますが、4月から始まる事業や例会の準備をいち早く進める
ために、昨年よりこの時期から次年度の委員会がスタートしています。3月まで各メンバーは今年度の委員会と次年
度の委員会の両方に在籍することとなります。
　冒頭、次年度会長予定者に次年度への抱負を語って頂き、その後各委員会に分かれてメンバーの自己紹介を行う
と共に、それぞれの委員会の役割や委員会方針につい
て話し合いが行われました。委員長の思いを聞き、そ
してメンバー一人ひとり力を合わせて、共に楽しみな
がら有意義な事業や例会となるよう早速熱い議論が交
わされました。
　終了後は、同じ会場にて忘年会が行われました。飲
食を伴いながら自由に交流を行い、新入会員の自己紹
介や、吹田YEGで最も運の良いメンバーを決める大
じゃんけん大会等で盛会のうちに終了しました。

　当所では、近畿税理士会吹田支部の後援の下、下記の日時にて「確定申告個別相談会」を開催します。当日は、税
理士の先生と1時間の個別相談をお受けいただけます。

日　程 ① 令和2年2月27日（木）
② 令和2年3月 5 日（木）

時　間 ◆午前の部　 9：00～12：00
◆午後の部　13：00～16：00

会　場 吹田商工会議所（住所：吹田市泉町2-17-4）

※相談は完全予約制となっております。電話もしくはHPからお申込みください。

令和2年度全体委員会・令和元年度忘年会

2019年度 所得税・消費税
確 定 申 告 相 談 会 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 

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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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誠実に五方よし経営を続ける�
� 『療食サービス』

　宇都宮市郊外の産業団地の一角に、モダンな社屋の
中小企業がある。ここが株式会社療食サービスの本社
と物流センターである。
　同社の主事業は、社名の通り、病院や福祉施設で提
供される治療用特殊食品や、近年はやりの施設内での
おやつ菓子などの卸・小売業である。
　設立は1981年。現社長の野村武夫氏が、3人のス
タッフと共にスタートした企業である。創業のきっか
けは、同氏が前職で会社員をしていた当時、たまたま
担当していた取引先のトップに仕事から撤退すること
を告げられたことで、ならばと、その仕事を引き継ぐ
形で独立創業した。
　資本金100万円、スタート時の社員数はわずか3人
であったが、苦労と努力が実り、1年目から着実に業容
を拡大し、初年度には数千万円にすぎなかった売上高
が、現在では約40億円、社員数も70人にまで増加し
ている。驚くのは、売上高が、この間一貫して右肩上
がりで、かつ黒字経営を続けている点である。
　設立当初、その商圏は栃木県の一部地域のみであっ
たが、年々拡大し、今や栃木県内全域はもとより、群
馬県、茨城県、埼玉県、そして千葉県にまで拡大して
いる。ちなみに、現在、同社の商品が直接・間接提供
されている病院や老人ホーム、さらにデイサービス事
業所などは、関東5県を合わせて4,000カ所以上に上
る。
　また顧客の性格上、一人一人の健康状態に合わせた
配慮と工夫が求められていることもあり、創業当初
100にも満たなかった取り扱い商品アイテムは、仕入
れや同社の企画提案商品などを含め3,000種類以上と
なっている。今や全国有数の療食（治療用特殊食品）の
ワンストップ企業として関係者の評価は高い。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、あえて1点を

挙げるならば、同氏の考えた経営の在り方・進め方が、
社員はもとより仕入れ先、さらには販売先・顧客、そ
して社会の支持を得てきたからといえる。
　その経営の在り方とは、前職時代の経験や、多くの
書物などから得た知見を踏まえ「会社は個人のものでは
なく社会的公器」と評価・位置付けし、その決断の方法
も「損得・勝ち負けではなく善・悪、つまり、どうする
ことが正しいのか、正しくないのか」をベースとしたも
のである。
　また、進めた経営スタイルは、「株主第一経営」では
なく「社員と顧客第一経営」、「ワンマン経営・トップダ
ウン経営」ではなく「全員参加経営」、「閉鎖的経営」では
なく「超ガラス張り経営」、「命令経営・ノルマ経営」で
はなく「自主経営・相談経営」、さらには「急成長・急拡
大経営」ではなく「年輪経営」の実践であった。
　こうした企業の存在を見ると、企業の盛衰の最大要
因は、リーダーそのものにあるといえよう。

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！

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。

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　℡（06）6381-2626㈹
HPではマロニーを使ったレシピを紹介中！
 https://www.malony.co.jp/
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令和2年度日商検定スケジュール

令和2年度東商検定スケジュール

令和2年6月14日・11月15日・令和3年2月28日

令和2年7月11日・令和3年2月17日

令和2年6月28日・10月25日・令和3年2月14日

簿記初級・原価計算初級・電子会計実務・日商PC（文書作成・
データ活用・プレゼン）・キータッチ2000テスト・ビジネスキー
ボード・日商ビジネス英語・日商プログラミングの施行日は随時

（試験施行機関が決定）

　　　　　　　　申込方法・申込日・受験料等は後日HPに詳細を掲載いたします
　　　　　　　　総務部　TEL：06-6330-8001　9時～17時

日 商 簿 記

リテールマーケティング検定

日 商 珠 算

ネ ッ ト 試 験

お問い合わせ

令和2年6月21日・12月 6 日

令和2年6月27日・11月 8 日

令和2年7月 5 日・11月22日

令和2年7月12日・12月13日

　　　　　　　　東京商工会議所　検定センター
　　　　　　　　TEL：03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く）10時～18時
　　　　　　　　HP：https://www.kentei.org/

ビ ジ ネ ス 実 務 法 務

ビジネスマネジャー

福祉住環境コーディネーター

環 境 社 会 （eco）

お問い合わせ
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　「有料求人媒体を使っても採用ができない」「上手な求人の仕方がわからない」「もっと社員を定着させたい」
　このようなヒトにまつわるお悩みはありませんか。今回のセミナーは採用難の現状でも、上手に必要な人材を採
用する方法や、採用した人材を定着させる方法を分かりやすく御解説します。
　人事の仕組みを見直し、会社を成長させたい方、是非御参加ください。

　講座のメインテーマ“2日間で人は変われる”です。講義だければなく、多くの実習・討議・プレゼンテーションを
経験していただきます。社会人とは何か、会社の一員になるとはどういうことか、意識の変化を促します。“学ぶ”
から“行動”へと変化できるまで、徹底したプログラムです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

講　師：南　一啓 氏（大阪ビジネスサポートセンター　代表）
開催日：令和2年2月27日（木）
時　間：18時30分～20時30分（受付開始18時15分～）
場　所：吹田商工会議所3階　大会議室（吹田市泉町2-17-4）
対　象：中小企業者及びその従業員・個人事業主（市内外問わず）
定　員：先着50名
参加費：無料
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HPから申込書をダウンロードできます。

◆開催日：令和2年4月7日（火）・8日（水）　2日間ともに9：30～17：00
◆講　師：髙木久美子 氏　　大阪北部ヤクルト販売㈱　名誉会長
　　　　　　　　　　　　　 ㈱トータルライフコーポレーション　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　 米国 NLP協会認定 NLPトレーナー
◆場　所：吹田商工会議所 3階 大会議室
◆対　象：令和2年度　新入社員（35歳以下）
◆料　金：会員18，000円／人　未会員28，000円／人（※左記料金はテキスト代・昼食代込みの金額となります。）
◆定　員：50名（※定員に達し次第締め切ります。）

《吹田市 中小企業セミナー》
無料で出来る！採用力向上セミナー

令和2年度「新入社員教育講座」開催のご案内



飲みやすい白い錠剤

〒 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

泉州電業株式会社
電線を核とした総合技術商社

（ 東 証 第 一 部 上 場 ）

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８
（ ） － （ ） －

支店・営業所／札幌・仙台・東京・東京西・東京東・埼玉・北関東特販

名古屋・豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡

ＵＲＬ

販売サイト

商品サイト 海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム

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　山口 淳　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


