
すいた商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL https://suitacci.com/ 会議所でほっと笑顔に 吹田商工会議所 検索

吹田商工会議所報 令和2年5月10日発行（毎月1回10日発行）第40巻第2号 通巻第467号

2020/5

“小さなほほえみ 大きなしあわせ！”
私たちはベビー用品を通じ、日本の宝である

子どもたちと、育てはぐくむ家族の喜びを追求します！

株式会社 シンセーインターナショナル
 代表取締役　橋 本　 健 氏
　吹田市江坂町に本社を構える株式会社シンセーイン
ターナショナルは、ベビー用品を中心に、企画・海外生
産、輸入を行い、全国のベビー用品専門量販店、GMS、
ネット販売企業等に販売する事業を行っておられます。
　少子化により、ベビー用品を取り巻く環境は厳しさを
増す中で、同社はここ数年、毎年20％の売上増を続け
ており、昨年度は年商10億円を達成しました。
　今回は、代表取締役である橋本 健氏にお話を伺いま
した。 代表取締役　橋 本　 健 氏
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―創業からの想いについて
私は、1957年に中国の上海で生まれました。

1989年に32歳で来日し、日本企業での勤務経験を経
て、1998年に当社を設立致しました。その際、日本
国籍を取得し、日本で骨を埋める決意で創業しました。
創業からの想いとして今も持ち続けているのが、右

も左も分からないまま来日した私を暖かく受け入れて
くれた日本への感謝です。それは日本という国そのも
のや人々に対してであり、また私を助けてくれた日本
の友人に対しての感謝でもあります。
そして、ベビー用品を取り扱う会社を始めたのは、

私が子どもが大好きだからです。日々成長を続ける子
どもたちを見ていると、そのエネルギーと逞しさに目
を見張らせられます。子どもたちは国の宝であり、将
来のその国を背負ってもらわなければなりません。そ
の子どもたちと、育てはぐくむ家族の喜びになる事業
をしようと思ったからです。
利益を上げ、社会に貢献することは起業家として使

命です。しかし、自社だけでなく、パートナーとなる
お取引先様とともに成長していかなければ、長続きは
しませんし、いずれ淘汰されるでしょう。そう思って
経営に当たってきました。

―貴社の事業展開について
当社は、一貫してベビー用品事業を展開してきまし

た。自社ブランドの商品も展開しておりますが、大手
ベビー用品専門店のブランドイメージを大切にしたプ
ライベートブランドの商品開発を行い、数多くの長く
愛されるヒット商品を送り出してきました。企画・デ
ザインの専門部署を設け、その企画開発力の経験値の
高さには自負を持っています。
また、協力工場との関係性も強く、出資も行ってい

ます。安心・安全なOEM生産が可能です。小ロットで
のお客様オリジナル商品の開発・生産もお引き受けす
ることができます。
そして、海外メーカーや商社とのネットワークによ

りライセンスキャラクター商品も数多く取り扱ってい

ます。ドラえもん・ハローキティ・機関車トーマス・
リラックマ等、子どもたちが大好きなキャラクターで、
商品の企画・開発のお手伝いをすることができます。
現在、海外輸出事業の展開にも取り組んでいます。

子どもたちの笑顔に国境はありません。私たちの事業
が少しでもお役に立てればと願い、数年前より模索し
て参りました。幸いなことに国内、海外ともにその想
いを共有できるパートナーにも恵まれ、日本で企画や
生産された商品が、海外でも高い評判をいただき、事
業の柱となってまいりました。

―貴社の今後について
社内においては、企業理念である “小さなほほえみ　

大きなしあわせ！” を本気で実現できると社員ひとり
ひとりが信じること、また信じられる環境を作ること
が社長の大きな仕事だと思って日々取り組んでいます。
企業業績においては、昨年度、ようやく数年前より

目標としていた年商10億円の達成ができました。ここ
に至るまでには、紆余曲折がありましたが、やっと「通
過」することができました。
それまででも、13か月、14か月掛かって10億円の

売上がありました。それならば、1か月、2か月の時間
短縮や効率アップをすれば、10億円の年商は達成でき
ると気づいたことがターニングポイントとなりました。
時間と勝負し、20年かかりましたが、やっと10億円
企業の仲間入りができました。また、単に数字を追い
かける営業からも脱却できたと考えています。
そして今は、2代目となる息子を後継者として育成す

ることも、社長の仕事に加わりました。

―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 シンセーインターナショナル
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-3-1

� 江坂グランドビル4F
Tel：06-6385-1800�/�Fax：06-6385-2214

http://shinse-i.jp
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【大阪勧業展2020　3つの特長】
①�幅広い業種・業界の皆様にご出展頂ける多業種型の展示商談会！展示商談会に初めてご出展される企業にも最適です。
②「オール大阪」の取り組みとして、大阪府内の全商工会議所及び全商工会が総力をあげて集客します。
③来場者に全てのブースの前を通っていただけるよう、順路は全館一方通行としています。

◇会員の皆様へ
　令和2年度一般会費及び役員・議員特別会費（上期分）の口座振替をご利用の会員様は、5月27日（水）にご指定の金融機
関より振替させていただきます。
　今般、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化され、延納をご希望される会員様におかれましては、5月14
日（木）までに総務部会員サービス担当までご一報ください。
※振替口座の変更を希望される事業所様も、同じく5月14日（木）までにご連絡ください。

〇ご連絡先：吹田商工会議所　総務部会員サービス担当　TEL：06-6330-8001

◆出展に関する電話でのお問い合わせはこちらまでお寄せください。
　大阪勧業展2020　運営事務局　　Tel.06-6447-0682　平日9：00～19：00
◆出展募集要項や出展申込書は、大阪商工会議所のホームページからダウンロードいただけます。
　URL：http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2020/

出展料 大阪府内商工会議所・商工会の 会員企業 大阪府内商工会議所・商工会の 会員以外の企業
小ブース 60,000円　＋　税 120,000円　＋　税
大ブース 80,000円　＋　税 160,000円　＋　税
＊小ブースは間口2m×奥行2m×高さ2.5m、大ブースは�間口3m×奥行2m×高さ2.5mです（予定）。

≪大阪勧業展2020　開催概要≫
開催日／2020年10月14日（水）・15日（木）　（搬入：10月13日（火）／搬出：10月15日（木））
会　場／マイドームおおさか　展示ホール　（大阪市中央区本町橋2-5）
主　催／大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
共　催／大阪府内の商工会議所・商工会

出展申込期限　2020年6月19日（金）　※ただし、350ブースに達し次第締め切らせていただきます。

銀行振り込みをご利用の事業所様につきましては、5月末に納付書の発送を予定しております。

大阪勧業展2020　出展者募集のご案内

当所年会費・特別会費の口座引き落としのご連絡

吹田商工会議所主催　BCP策定支援セミナー　6月11日（木）開催！
事例に学ぶ！緊急事態（自然災害・感染症対策）に強い

会社・お店がやっている災害対策セミナー
　近年、台風や地震、感染症等、全国規模で未曾有の災害が頻発しており、会社・お店の対応力
の強化が以前にも増して求められています。
　今回のセミナーでは近年の自然災害に際し、数多くの対応に当たってきた保険会社の方を講師
にお招きし、実際の会社・お店の成功・失敗事例を多数交えて解説致します。また、補助金申請
時の加点や国から様々な支援施策が受けられる「事業継続力強化計画」認定制度についても解説致
します。ぜひご参加ください。

※�なお、今後、政府・自治体より、イベントの自粛・中止命令または強い自粛要請がなされた場合、開催を中止させていただく場合がございます。
中止・延期や内容を変更させて頂く場合、連絡ご担当者または受講者に速やかにご連絡させて頂きます。

◆開 催 日：令和2年6月11日（木）　14：00～16：00
◆会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室　（吹田市泉町2－17－4）
◆講　　師：東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　　公務開発部　課長代理　新谷松　真美　氏
◆対　　象：どなたでもご参加できます。締切6月9日（火）
◆定　　員：20名　入場無料
◆申込方法：本誌同報チラシもしくはQRコード及びHPよりお申し込み頂けます。
◆お問合せ：06-6330-8001吹田商工会議所　セミナー担当　谷

※�本案内時点（2020年5月）でCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）の蔓延が危惧されておりますが、今後の収束を見越して開催準備を進めます。
しかしながら2020年7月中旬時点の状況に照らし、ブース数削減や入場制限等の措置を講ずることがあります。また、主催者は、上記の措置を講じ
たとしても、天災、悪天候、および感染症の更なる流行など、不可抗力により、この展示会開催を中止する場合があります。予めご了承ください。
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日本政策金融公庫による無利子・無担保融資拡充のご案内

【融��資��名��称】 �新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較
して5％以上減少した方（※業歴3ヶ月以上1年未満の場合は別要件がございます。）

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金� 【担　　　　保】 無担保
【貸��付��期��間】 設備20年以内、運転15年以内� 【うち据置期間】 5年以内
【融資限度額（別枠）】 中小事業3億円、国民事業6,000万円　
【金　　　　利】 �当初3年間　基準金利▲0.9％（中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％）、4年

目以降基準金利
【利下げ限度額】 中小事業1億円、国民事業3,000万円
【お��問��合��せ】 日本政策金融公庫（各支店）　相談窓口まで
※�お申込みは窓口以外に郵送またはインターネット申込にて受け付けております。また、お申込みの相談は予約
制となっております。最寄りの支店までお問い合わせください。

〇新型コロナウイルス感染症特別貸付

【融��資��名��称】 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金� 【融資限度額（別枠）】 1,000万円
【金　　　　利】 �当初3年間　経営改善利率▲0.9％（1.21％→0.31％）、4年目以降1.21％（令和2年4月16日

時点）
【お��問��合��せ】 吹田商工会議所　中小企業振興部まで

〇新型コロナウイルス対策マル経

【適��用��対��象】 �日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経
融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売
上高が急減した事業者などに対して利子補給を実施。

（※特別利子補給制度を受けるには別途要件がございます。詳しくは商工会議所までお問い合わせください。）

特別利子補給制度（実質無利子）

【対��象��制��度】
　（1） �日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策衛経」等
　（2） 商工組合中央金庫等の「危機対応融資」
【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】
　（1） 日本政策金融公庫等……中小事業　1億円、国民事業　3千万円
　（2） 商工組合中央金庫……1億円
【借換え限度額（※）】
　（1） 日本政策金融公庫等……中小事業　3億円、国民事業　6千万円
　（2） 商工組合中央金庫……3億円
　※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

※�日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関
毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象にします。

日本公庫等の既往債務の借換について
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　小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓、生産性向上の取り組みを補助します。
　計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
【補　 助　 額】 上限50万円（コロナ関連特別枠は別日程で100万円を予定）＜補助率2/3＞
　　　　　　　 ※その他、補助額引上げや審査における加点の要件があります。
【補助対象経費】 ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載、店舗の改装など
【補�助�対�象�者】 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
【申��請��期��限】 第2回受付締切　2020年6月5日（金）　第3回受付締切　2020年10月2日（金）
　　　　　　　 第4回受付締切　2021年2月5日（金）　※いずれも最終日当日消印有効
　　　　　　　 ※当所への「様式4・6」のご依頼は、遅くとも申請締切日の1週間前までにご相談ください。
【お問い合わせ・書類一式のご提出先】　
　　　　　　　 日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局　https://r1.jizokukahojokin.info/
　　　　　　　 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8　電話：03-6447-2389
　　　　　　　 問合せ対応時間：9：30～12：00、13：00～17：30（土日祝日、年末年始の休業日を除く。）
　　　　　　　 上記「特別枠」については、令和2年度の補正予算の成立を前提としています。
　　　　　　　 ※詳しい制度や応募方法については公募要領等をご確認いただきますようお願いいたします。

　感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全
般に広く使える給付金を支給します。
【給�付�対�象�者】 �中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新

型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50％以上減少している者
【給　 付　 額】 前年の総売上（事業収入）—�（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）
　　　　　　　 ※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
【相談ダイヤル】 中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183（平日・休日9：00～19：00）
　　　　　　　 本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としています。

【制��度��概��要】 �新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業
要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支
援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金を支給します。

【対��象��要��件】 下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。（その他詳細要件あり）
　　　　　　　 　1. 大阪府内に主たる事業所を有していること。
　　　　　　　 　2. �大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間

において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。
（食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の
協力を行った場合のみ）

　　　　　　　 　3. 令和2年4月の売上が前年同月対比で50％以上減少していること。
【支　 給　 額】 �中小企業　100万円（府と市町村で1/2ずつ負担）　個人事業主　50万円（府と市町村で1/2ずつ

負担）
【申��請��手��続】 令和2年4月27日（月曜日）から同年5月31日（日曜日）まで　（当日消印有効）
　　　　　　　 Web受付ページから申請者情報等を入力して受付登録し、申請に必要な書類をレターパックで郵送
【詳細内容・お問合せ】 
　　　　　　　 ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
　　　　　　　 休業要請支援金相談コールセンター　
　　　　　　　 　開設時間：午前9時から午後7時まで（土日祝日を含む毎日）（5月11日まで）
　　　　　　　 　　　　　　午前10時から午後5時まで（日曜日を除く毎日）（5月12日以降）
　　　　　　　 　電話番号：06-6210-9525　ファクシミリ：06-6210-9504

「小規模事業者持続化補助金」のご案内

「持続化給付金」のご案内

大阪府「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」について
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◆融資 信用保証料を補助します（最大20万円）
　大阪府制度融資（セーフティネット保証）を利用した際の保証料相当額を補助します（1申請あたり上限20万円）。

【申　　　込】 �融資額と信用保証料支払い額がわかる資料と所定の用紙を郵送で地域経済振興室へ
【問い合わせ】 吹田市地域経済振興室（電話�6384-1356　FAX�6384-1292）

◆飲食店の応援
　デリバリーやテイクアウトを行うお店の紹介や配達費を補助します。

【問い合わせ】 吹田市地域経済振興室（電話�6384-1356　FAX�6384-1292）

①デリバリーに取り組む飲食店を支援（最大40万円）
◇�初期導入費補助〔A〕配達用の自転車、配達用の容器購入費、チラシ作成費、ホームページ改修費などを補助率3／
4で上限10万円を支援します。
◇�配達経費補助〔B〕新たにデリバリーを行うアルバイトの人件費や配達代行事業者への委託料などを補助率3／4で
上限月10万円・3ヶ月分までを支援します。いずれも、所定の用紙を地域経済振興室へ。

②吹田の美味しい飯を持ち帰ろう「＃
ハッシュタグ

吹田エール飯
めし

」
　デリバリーやテイクアウトができる市内の飲食店情報をSNSで共有できるように、「＃吹田エール飯」として投稿
を呼びかけています。注文した商品を撮影し、ツイッターやインスタグラム、フェイスブックに投稿し、飲食店を
応援しよう。また、デリバリー・テイクアウトを行っている飲食店情報を市ホームページやSNSで発信していま
す。掲載を希望する飲食店は地域経済振興室へエントリーシートを提出してください。費用は無料。
URL：https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/suitameshi.html

◆税の猶予
　新型コロナウイルスの影響により売上高が減少した事業者は、地方税徴収の猶予を受けることができる場合があ
ります。

【問い合わせ】 吹田市納税課（電話�6384-1331、6384-1332　FAX�6368-7344）

◆最新情報の入手方法
　経済産業省が新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向けの支援制度をまとめた特設ページを開設しています。
また、メールマガジンやツイッター、LINEでも情報発信を行っています。
　e-中小企業ネットマガジン〔検索窓：e-中小企業ネットマガジン〕　
　中小企業庁Twitterのフォロー：＠meti_chusho　
　LINE公式アカウントのフォロー：＠meti_chusho

吹田市 新型コロナウイルス感染症対策　支援制度・取組み



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

株式会社リバフォール

不動産　賃貸　管理

http://riverfall.net/
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　前回触れたように、幕末の志士として活動していた渋

沢栄一は、23歳のときに幕府の転覆を目指して高崎城

襲撃計画を立てました。

　彼は、その実行の前に、父に対して自分を勘当（親子

の縁を切る）するよう願い出ます。反対されるのが目に

見えていたため、彼は父に計画を漏らしませんでした。

しかし、そのまま計画を実行してしまえば、家族にまで

嫌疑がかけられてしまうため、それを避けようとしたの

です。

　夜を徹して父子は話し合いました。

「百姓に生まれたからには、その分を守って生きればい

いではないか」

という父に、栄一はこう述べます。

「武士の政治がここまで衰え、腐敗が進んでしまった以

上は、もはやこの日本はどうなるかわかりません。もし

日本の国がこのまま沈むような場合でも、『自分は農民

だから少しも関係ない』と言って傍観していられるので

しょうか。何事も知らなければそれまでのことかもしれ

ません。

　しかし、いったん知った以上は、国民の役割として

けっして安閑としていられるものではないと思われま

す。もはやこの時勢になった以上は、百姓、町人、また

は武家の差別などないし、血洗島村の渋沢家一軒の行く

末を気にしても意味がありません。私個人の決断につい

ては、なおさらのことのように思います」

　彼は、ここで吐露した、「沈む日本を何とかしたい」と

いう高い志をブレずに一生涯守った人物でした。この点

に、彼の行動の謎を解くヒントがあります。

　彼は高崎城襲撃計画を中止した後、幕府からの嫌疑を

避けるために、京都に逃げました。そして、いろいろな

事情から、一橋家家臣、そして幕臣となったのです。

　幕末の志士だった人物が、なぜ、よりにもよって打倒

の対象である幕臣となったのか――

　この一番の理由は、追い詰められて他に行き場がな

かったことでしたが、もう一つ、志に関わる大きな理由

も存在したのです。

　彼にとって倒幕というのは、志を達成するための単な

る手段でしかありませんでした。当時の一橋家は、当主

の一橋慶喜、用人の平岡円四郎ともに時代を超えた英傑

でした。そんな彼らとなら、倒幕をしなくとも、日本を

救うことができるかもしれない――そう、彼は判断し得

たのです。志の高さゆえのずば抜けた柔軟性、これこそ

彼の偉業の元手でした。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の志」

作家・グロービス経営大学院客員教授
守屋　淳 / もりや・あつし
1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒
業。現在は作家として『孫子』『論語』『韓
非子』『老子』『荘子』などの中国古典や、
渋沢栄一などの近代の実業家についての著
作を刊行するかたわら、グロービス経営大
学院アルムナイスクールにおいて教鞭をと
る。著訳書に34万部の『現代語訳　論語と
算盤』や『現代語訳　渋沢栄一自伝』、シ
リーズで20万部の『最高の戦略教科書　孫
子』『マンガ　最高の戦略教科書　孫子』『組織サバイバルの教
科書　韓非子』などがある。2018年4～9月トロント大学倫理
研究センター客員研究員。



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

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

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 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
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　ザ・ビジネスモールでは新型コロナウィルス関連により経済的に打撃を受けている中小企業の販路開拓を支援す
るために「BM�SOSモール」を開設します。
　ザ・ビジネスモールにユーザー登録していただくと、「SOS＜売りたい＞」も「SOS＜買いたい＞募集／応募」いず
れも無料でご利用いただけます。

開設期間：2020年3月11日（水）～2020年5月31日（日）（予定）
https://www.b-mall.ne.jp/sos/

SOS＜買いたい＞ SOS＜売りたい＞

　イベント中止、休校、来店客数の減少によって
生じた企業が抱える過剰在庫の解消・販売促進の
支援を目的に、在庫処分にお困りな企業・店舗の
情報を公開します。購入希望者・企業からの問合
せ、注文等のやり取りに関しましては、直接当該
企業へご連絡ください。

　新型コロナウィルスに関連して資材調達に苦慮する
企業を支援するため「ザ・商談モール」のシステムを利
用し、広く提案を募集します。通常のザ・商談モール
と利用方法は同じ、募集も応募もいずれも無料です。
　案件の詳細は、各案件名をクリックしてご確認くだ
さい。案件掲載ページより、質問・応募が可能です。

BM SOSモール
新型コロナウイルス感染症に関連した緊急販路開拓支援サイト

青年部コーナー

　吹田商工会議所青年部では、当初、令和2年4月15日（水）に令和2年度通常総会・4�月例会を開催予定でしたが、
新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の発出を受け、やむなく4月例会は中止としたうえ、通常総会につ
きましても、WEB上（エンジェルタッチを利用）にて開催（4月15日午前9時00分～4月17日午後3時40分）致しま
した。
　緊急措置として、WEB上では初めての通常総会の開催となりましたが、会員の皆様のご協力のもと、令和元年度
事業報告、令和元年度収支決算報告、令和2年度委員会基本方針及び事業計画案のすべて審議事項について、滞り
なく承認可決されました。
　現在、吹田商工会議所青年部の事業活動は休止を余儀なくされている状況ですが、会員間では、Facebookのグ
ループ機能などを用いて、飲食店のテイクアウト情報の紹介、資金繰り支援情報の紹介など、新型コロナウイルス
対策に関連した有益な各種情報交換も行っています。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、まだまだ多くの事業活動が制限されている状況ですが、吹田商工
会議所青年部では、引き続き多くの情報共有、情報発信に努め、会員全体が支え合いながら、この危機を乗り切っ
ていきたいと思います。

令和2年度通常総会が開催されました



広告掲載募集中！
月々5,500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

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

https://www.sakae-denki.co.jp

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

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

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

http://www.kansaigodo.co.jp 

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

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

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

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

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

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

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

http://www.kansaigodo.co.jp 
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創業以来、赤字なしの 
 堅実経営を続ける『三興塗料』

　東京・池袋駅から東武東上線に乗り10分ほどのとき
わ台駅で下車し、車で10分ほど走った商店街の一角
に、3階建てのオフィスビルがある。
　ここが三興塗料株式会社の本社である。同社の主事
業は、社名の通り各種塗料や塗装用具の卸売りである。
創業は1966年。現社長・清水雄一郎氏の父の睦雄氏
が、22歳のとき、脱サラしてスタートした。創業の
きっかけは、塗料メーカーに勤務していたとき、交通
事故で大けがをして1年間の入院生活を余儀なくされ
たこと。「たった一度の人生、自分のやりたいことを
やってみたい」と考え、あえて脱サラ創業したのであ
る。
　事業は、それまで培った経験や技術が生かせる塗料
に関する事業を選択したが、お世話になった会社に迷
惑を掛けたくないと、市場は、あえて工業用塗料や、
その後は建築用塗料分野を選択した。近年では、より
一層の差別化と市場の拡大が見込まれる一般家庭用塗
料分野に特化している。
　努力が実り、創業以来54年間、リストラなしの黒字
経営を持続し、社員数は35人と少数ながら、専業企業
では全国でも有数の企業に成長・発展した。
　同社のこの間の成長・発展の要因は、創業者の入院
体験から、あえて急成長・急拡大を避け、社員の命と
生活を大切にする年輪経営（木が年輪を重ねるように、
少しずつ確実に会社を成長させる経営）をしてきたこと
もあるが、そのために、独自技術と独自のビジネスモ
デルを創造・確保してきたこと、さらには、熱心な社
会貢献活動を継続してきたことが大きい。
　独自技術で言えば、全国には塗料の卸売業者が約
3,100社存在しているが、その大半は、単にメーカー
から仕入れた塗料を卸売りするだけだが、同社は差別
化を図るため、自社で調色（色を混ぜ合わせて好みの色
をつくること）技術を有している。ちなみに、調色技術

を有する企業は、全国に数社しかないという。
　もう一つの強みは、自社物流の保有である。同業者
の多くは、その物流を物流専門業者に依存しているが、
同社では、社員数35人ながら、2トントラックを何と
17台も保有し、小ロット・短納期・ハイスピードを求
める顧客に対応しているのである。
　そして、社会貢献活動とは、同社が中心となって
行っているボランティア活動などである。その一つが、
全国の障害者施設に、清水社長をはじめ社員が同業者
を募って出向き、施設の塗装サービスを施設の職員や
利用者と共同で実施しているボランティア活動である。
北は北海道から南は九州まで、毎年、約15カ所で実施
しているという。こうした地道な活動が、社会で評価
されていることは間違いない。
　世間では、卸売業は構造的不況産業などと言う人も
いるが、同社の経営を知れば、どんな業種に属してい
ても、関係者の英知と努力で成長産業化できるといえ
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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おかげさまで40周年！

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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お問合せは　吹田商工会議所　共済担当まで　TEL06-6330-8001



吹田商工会議所　NEW MEMBERS
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　中核市移行に伴い、屋外広告物の許可申請窓口が大阪府から吹田市に移管されました。「吹田市屋外広告物条例」
にもとづき、規制内容や手続き方法なども変更されましたので、掲出をお考えの事業者の皆様は、下記お問合わせ
先に事前にご相談ください。

※詳しくは、
で検索吹田市屋外広告物 検索

（屋外広告物の例）

吹田市役所�都市計画部�都市計画室
〒564-8550　
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
（低層棟2階　窓口214）
担当：屋外広告物担当
TEL：06-6384-1968
FAX：06-6368-9901

屋外広告物の許可申請窓口が吹田市に替わりました。

お問合わせ先

〈新たにご入会いただいた事業所〉� （2020.3.1～3.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 （株）ミツヤ商会 吹田市豊津町 革小物およびファッション雑貨の企画開
発、販売、ウェブサービス

工　　　業 大洋エヌピーエス（株）大阪事業所 吹田市寿町 圧縮空気除湿装置設計・製作
Heays�pantry 吹田市千里山西 食品製造業

建　　　設 （同）Nポンプ 吹田市千里山竹園 生コンクリート圧送工事

専門サービス 一級建築士事務所nitalabo+partners 吹田市岸部北 設計事務所、不動産業
出張整体バディ 吹田市青山台 出張整体（柔道整復師）

サービス業 （株）tete 吹田市樫切山 訪問理美容・商材販売
（特）理　財 森屋不動興産 大阪市淀川区十三本町 不動産売買

（特）運輸情報 fl�owerpost（株）大阪営業所 大阪市西区南堀江 システム開発、生産・取扱い商品（自動翻
訳システム、ウェブサイト構築）

（特）専門サービス 司法書士�行政書士�上ノ山事務所 大阪市北区西天満 司法書士業・行政書士業
（特）サービス業 E-TABLE（株） 豊中市桜の町 介護施設向け調理済冷凍食材卸サービス
≪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 総務部迄



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。）


