
会 頭　柴 田　 仁
吹田商工会議所

　明けましておめでとうございます。
　今年の干支は卯年です。ウサギにあやかり、皆様方にとりまして今年が大きく飛躍する年
になりますことを祈念いたします。
　さて、三年近くに及ぶコロナ禍も、日々の感染者数はまだまだ多いですが、感染症対策の
浸透とウイルス自体の変異により、withコロナで社会経済活動を動かしていこうという流れ
に最近はなっています。今年中には、感染症法上の取り扱いも新型インフルエンザ並みに
なってくると思われます。ようやくafterコロナも見えてきた年始となりました。
　このコロナ禍で、私たちもオンラインでの会議にも慣れてきて、情報伝達には充分活用で
き、テレワークが身近なものとなりましたが、リアルでの交流の大切さもわかってきました。
この状況下で、商工会議所の活動ではリアルでの会員交流の場づくりが低調となりましたが、
徐々に復活させていきたいと思います。
　また、コロナ禍は社会のデジタル化も一気に加速させました。キャッシュレス決済の普及
等が消費行動に変化をもたらすなど、あらゆる事象のデジタルデータ化が進みました。こう
した社会変化に企業経営も適応していかなければなりません。デジタル化に取り組む中小事
業者を支援すべく、吹田商工会議所も事業を展開していくことが必要だと考えています。
　さらに、昨年2月のロシアのウクライナ侵攻に始まる国際情勢の激変は、資源・エネル
ギー高、物価高騰等を招き、新年を越しました。企業経営をめぐる足元の環境は厳しい状況
にあります。しかしながら、変化をチャンスと捉え、新規事業や事業再構築に挑んだ先人達
の英知が経済成長をもたらしました。我々もまた、一経済人として、厳しい環境を嘆くだけ
ではなく自らが変革に挑んでいかなければなりません。吹田商工会議所は、それに伴走する
組織でありたいと望んでいます。
　昨年11月に新たに日本商工会議所の会頭に就任された小林健氏（三菱商事相談役）は、その
所信において、日本における商工会議所の創設者である渋沢栄一翁の「逆境のときこそ、力を
尽くす」との信念に触れ、今こそ成長へと転換する好機と捉え、経営者が積極的に行動を起こ
していかなければならないと「日本再生・変革に挑む」ことを呼びかけられました。
　地域に目を向けると、「吹田」はまだまだ恵まれた環境にあります。人口減少社会に突入し
た日本において、吹田市の人口は増加傾向にあり38万人を超えました。高齢化の波の中で、
5つの大学を抱える吹田市は4万7千人の大学生が在籍し、若い人々がキャンパスにあふれて
います。また、市域としては摂津市側となりますが、健都（北大阪健康医療都市）には、今年、
ニプロ株式会社様、エアウォーター株式会社様が進出してまいります。
　日本商工会議所の構成組織たる吹田商工会議所も、こうした有利さを活かし「地域から、こ
の吹田から、変革に挑む」ことを、私の年頭の所信とさせていただきます。
　本年も、吹田商工会議所の事業運営にご理解とご協力をよろしくお願い致します。

新 年 ご 挨 拶

すいた商工会議所
ニュース
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　　本年も宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　令和 5年正月

専務理事　山  口 　淳　　　事務局一同

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

会 　 頭
柴　田　　仁

副 会 頭
西 村　元 秀

副 会 頭
牛 田　隆 己

副 会 頭
古 川　國 久

副 会 頭
石 井　博 章

　明けましておめでとうござ
います。
　吹田商工会議所会員の皆様
方におかれましては、健やか
に新春をお迎えのことと心よ
りお喜び申し上げます。また、
平素より本市の産業振興及び
市政の推進に多大なるご尽力、
ご協力を賜っておりますこと
に厚くお礼申し上げます。柴

田会頭が3期目、そして新たに牛田副会頭が就任さ
れ、意気込みも新たにスタートを切られたことと存
じます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、
初めてとなる第37回吹田産業フェアが開催されま
した。実に3年ぶりの開催であり、感染防止に配慮
しながらの開催準備や当日の運営には、出展事業者
の方々をはじめ、皆様におかれましては、例年とは
違ったさまざまなご苦労があったことと思います。
当日は、規模を縮小した開催であったにも関わら
ず、多くの方が来場されました。来場者の明るい表
情に、本市の産業を市民が身近に感じることができ
る重要なイベントであることを再認識いたしまし
た。
　また、貴会議所には、コロナ禍により影響を受け
る商店街等を対象に、専門家派遣による市内商業活
性化に取り組んでいただいており、改めて感謝申し
上げる次第です。この他、障がい者や若年層を対象
にした市内企業への就職を支援する面接・説明会の

開催など、多大なご尽力をいただいており、改めて
感謝申し上げる次第です。本市では独自の緊急経済
対策として、新分野展開や生産性向上のための設備
投資等を支援するチャレンジ補助金や新型コロナ関
連融資を利用された事業者への融資利用事業者応援
金、物価高騰の影響緩和のための商業者支援とし
て、国が推奨する非接触型のキャッシュレス決済ポ
イント還元事業等に取り組んでまいりました。
　様々な規制緩和が進み、徐々にコロナ禍前の活気
が戻ってきている一方で、世界的な原油価格の高騰
や、サプライチェーンリスクによる半導体などの原
材料不足、急激な円安に起因する物価高騰など厳し
い状況となっています。食料品の値上げが度々
ニュースとなっており、身近な地域経済にも影響が
現れています。事業者の皆様には、資金調達などの
課題に向き合いながら、事業活動をしておられるこ
とと存じます。先の見通せない状況ではあります
が、本市といたしましても、国や大阪府の動向にも
注視しながら、今後も地域経済の発展に向けて全力
で取り組んでまいります。
　また、地球温暖化などの環境に配慮した取組や、
大規模自然災害への備えなど、将来の発展に向けた
取組も重要となっています。こうした中での事業活
動の支援に、市としても貴会議所の御協力をいただ
きながら取り組んでまいりたいと考えております。
　結びに、吹田商工会議所の更なるご発展並びに会
員の皆様方のご健勝とご多幸、そして本年が皆様に
とりまして幸多き1年になりますことを祈念申し上
げまして、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶
吹田市長 後藤　圭二　
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年 頭 所 感
日本商工会議所 会頭 小林　健　

謹 賀 新 年謹 賀 新 年◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆

吹田市商業団体連合会
今年もお買い物は下記の商店街、市場を宜しくお願い致します。

会　長　野 田　和 生　　副会長　酒 井　修 司　　副会長　西 田　宗 尚

青山台近隣センター商店会
旭通商店街（協）
片山商店会（協）
栄通り商店会
佐竹台商店会
（協）佐竹ショップセンター
さんくす名店会商業（協）
新旭町通り商店街（協）

千里市場（協）
千里山商栄会
高野台B1商店会
竹見台商店会
津雲台商店会
トナリエ南千里テナント会
豊津振興市場（協）
豊津ファミリーショップ（協）

錦通商店街（協）
東片山商店会
日の出商店会
古江台商店会
本町通商店会
桃山台商店会
ゆらら藤白台商店会

　私は、昨年11月の会頭就任
時に「日本再生・変革に挑む」
とした所信を表明し、「変革の
連鎖」によって日本再生を成し
遂げるために全身全霊を傾け
ることを会員の皆さまに誓い
ました。また、その後、全国
各ブロックの商工会議所の皆
さまや都内の中小企業経営者
と対話する機会を得て、「現場

主義」と「双方向主義」を継承・徹底させていかなけ
ればならないとの思いを新たにしました。われわれ
商工会議所は、今年も一丸となって事業者の皆さま
の声を適切に政策提言や事業活動に生かしつつ、地
域経済、日本経済の発展のために力を尽くしてまい
ります。
　さて、わが国は、過去20年以上にわたり物価、
賃金、生産性がほぼ横ばいという停滞が続き、先進
諸国に比して相対的に競争力は低下しています。さ
らに、昨年、コロナ禍に加え、ロシアのウクライナ
侵攻、世界的なインフレなど、大きな環境変化が
次々と押し寄せ、極めて予測困難な状況が続いてい
ます。
　本年は、こうした大きな環境変化に対応しつつ、
人口減少や少子高齢化、社会保障費の拡大、財政赤
字、人手不足、エネルギー問題、さらには加速する
デジタル化やグローバル化への対応などの構造的課
題にわが国が正面から取り組み、成長軌道に戻して
いくための重要な年になると認識しています。足元
では、複合的な要因による物価上昇・円安の影響で
中小企業は厳しい状況に置かれていますが、われわ

れ、企業が成長の原動力であるという当事者意識を
持ち、現実を直視し、果敢に自己変革に挑まなけれ
ば、この時代を生き抜くことはできません。今こ
そ、渋沢栄一翁の「逆境の時こそ、力を尽くす」とい
う信念に学び、企業経営者が積極的に行動を起こし
ていかなければなりません。
　私は、経営者の責務は、経済価値、社会価値、環
境価値の三つを同時に追求すること、即ち社会に責
任を持ち、貢献することだと考えています。中小企
業は、変化に対する柔軟な対応力を有しており、経
営者と現場の距離も近く、経営者の理念を共有しや
すい土壌があります。中小企業こそが自己変革と地
域貢献・社会貢献の主役であり、日商の会頭とし
て、私が先頭に立って自己変革に挑戦する中小企業
のイノベーション創出と付加価値向上を通じた成長
を支援、大企業と中小企業が共存共栄できる社会を
目指していきたいと考えております。
　商工会議所としては、地域の第一線で活躍する会
員企業の皆さまと共に、こうした課題や変化をタイ
ムリーに察知し、商工会議所自らも変化に対応でき
る強い足腰を鍛え、「中小企業のイノベーション創
出・成長支援」「大企業と中小企業の共存共栄の実
現」「人と企業が輝く地域の創造」の3本柱の実現に
向け、全力で取り組んでまいります。
　昨年、日本商工会議所は100周年を迎えました。
次の100年に向けて、本年が、「日本再生・変革に
挑む」ための力強い一歩を踏み出す年となるよう、
スピード感をもって実行していく組織、志を高く、
新しい時代を切り拓いていく組織を目指してまいり
ます。皆さまの一層のご支援とご協力を心からお願
い申し上げます。



4 No.499

第38回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内
　吹田市内で活動される事業所の皆様と吹田市民の方々とのふれあいの場として、第38回吹田産業フェアを開催い
たします。
吹田市内で開催される産業イベント事業として定着し、2日間で延べ約5万人（通常開催時）の来場者でにぎわう吹田
産業フェアに出展しませんか。自社商品・サービスのPRの場、お客様の生の声を聞く場としてぜひご活用ください。
①商品等の展示・事業のPR等の出展
　出 展 費 用：55,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　　　　　　　【初回出展（メイシアター会場のみ）の場合、1小間当たり27,500円となります。】
　出 展 場 所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園
　小間サイズ：屋内展示ブース…幅2,000mm、奥行き1,000mm
　　　　　　　屋外展示ブース…幅3,600mm、奥行き2,700mm（屋外テント）※原則団体の出展に限る
②商品等の販売の出展
　出 展 費 用：55,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　　　　　　　【初回出展（メイシアター会場のみ）の場合、1小間当たり27,500円となります。】
　出 展 場 所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園
　小間サイズ：屋内販売ブース…幅2,000mm、奥行き1,000mm、高さ750mmの販売台
　　　　　　　屋外販売ブース…幅3,600mm、奥行き2,700mm（屋外テント）※原則団体の出展に限る
③フードコート（飲食ブース）の出展
　出 展 費 用：55,000円（協賛金として1小間当たり（2日間）※団体除く ※1日のみの出展はご遠慮ください。）
　出 展 場 所：いずみの園公園他
　小間サイズ：幅3,600mm、奥行2,700m（屋外テント）
◆開 催 日 時：2023年6月3日（土）・4日（日）　午前10時～午後4時
◆開 催 場 所：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園
　　　　　　　※出展場所につきましては当実行委員会にて協議・決定し、連絡いたします。
　　　　　　　　屋外会場は「いずみの園公園」のみとなる為、出展数に限りがあり、原則1社1小間となります。
　　　　　　　　なお出展審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございます。
◆主　　　催：吹田産業フェア推進協議会
◆企画・運営：吹田産業フェア実行委員会
◆応 募 締 切：2023年2月3日（金）
◆お 問 合 せ：吹田商工会議所内　吹田産業フェア事務局　平松
◆TEL：06-6330-8001　　FAX：06-6330-3350　　MAIL：hiramatsu@suitacci.or.jp
◆吹田産業フェアオフィシャルホームページ：https://suita.jp/

お申込み・詳細内容は必ず本誌同封の折込チラシをご確認ください

第38回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内第38回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内第38回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内
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補助金を活用した“新事業展開チャレンジ”セミナーのご案内
～各種補助金における“採択される”事業計画（補助金申請書）作成のポイント～

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が難しいなか、ポストコロナ時代への変
化に対応するため、国は中小企業等の事業再構築を促しています。そこで今後の事業展開における、効果的な補助
金活用のための情報整理と実際に申請のチャレンジされる方向けに、“採択される”ための事業計画書策定のポイン
トを解説いたします。
【各種補助金・事業計画（申請書）作成のポイントを学ぶ】
①いま、小規模事業者に求められる事業再構築・新事業展開について
②各種補助金の活用について（今後の補助金についての最新動向）
　～販促・集客、IT導入、新規事業、設備投資など。こんなことには、この補助金が使えます～
③事業計画策定で役立つのは補助金の為だけではない！
　～場当たり的な事業運営で、気づいたときには…とならないために～
④補助金申請における“採択される”ための事業計画書（申請書）のポイント　
　～補助金の審査委員は、こういう視点で計画書（申請書）を見ている！～
⑤事業計画策定後・補助金採択後の事業の実施について
　※ 当セミナーの最後に、大阪府より新事業展開に関する事業についての今年度支援事例・SNSの紹介等の説明が
10分程度ございます。

講師プロフィール
　森山経営事務所　代表　森山　忠明 氏
　　　　　　　　　　　　　中小企業診断士／ITコーディネータ／PMP
　　　　　　　　　　　　　吹田商工会議所　経営相談員
　　　　　　　　　　　　　中小機構近畿本部　中小企業アドバイザー
　メーカーおよびIT企業にてシステムエンジニア、マネージャとして勤務し、現在はお
客様の経営課題を視野に入れたコンサルティング及び経営支援とともに、各種補助金に
ついての支援も多数行う。専門分野は、ものづくり、ITを活用した経営力強化。

◆日　　時：2023年2月22日（水）　15：00～16：30
◆会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室（吹田市泉町2-17-4）
　　　　　　※駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用の上、ご来所ください。
◆定　　員：40名
◆参加対象：新分野展開、新商品・サービス開発、第2創業・事業転換、事業承継等に関心のある方
　　　　　　※会員・未会員は問いません
◆料　　金：無料
◆お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　当セミナー担当　平松

お申込み・詳細内容は本誌同封の折込チラシをご確認ください

補助金を活用した“新事業展開チャレンジ”セミナーのご案内
～各種補助金における“採択される”事業計画（補助金申請書）作成のポイント～
補助金を活用した“新事業展開チャレンジ”セミナーのご案内
～各種補助金における“採択される”事業計画（補助金申請書）作成のポイント～
補助金を活用した“新事業展開チャレンジ”セミナーのご案内補助金を活用した“新事業展開チャレンジ”セミナーのご案内
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事 業 内 容

　当院は、市内朝日町にて鍼灸治療院を営んでいます。
治療のカテゴリーとして難病治療をメインに、一般治
療、スポーツ治療・メンテナンス、お灸と分かれてい
ます。「患者様と同じ目線に立ち、一人ひとりに寄り
添った治療を行う」を理念としています。患者様は近隣
の住民が中心ですが、北は青森から南は鹿児島に至る
まで遠方から治療を受けに来られる方もおられ、予約
優先の治療院です。

創 業 の 経 緯

　私は、学生時代に野球一筋で過ごし、社会人野球の
経験もありました。そこでケガに苦しんでいる多くの
方々と接して来たことから、将来の仕事としてスポー
ツでのケガを治療できる仕事に携わりたいという思い
がありました。整骨院でアルバイトをしながら医療専
門学校へ入学し、平成29年に柔道整復師、令和2年に
鍼灸師の資格を取得しました。学生時代から難病専門
の鍼灸院に勤めており、年間500人以上の難病に苦し
む患者様の悩みや苦しみと向き合い実際に根本から完
治をするための治療のお手伝いをさせて頂きました。
そして、令和4年7月に、様々な病気や身体の不調、痛
みを根本から治せる治療院を目指し、当院を開業しま
した。

当院の特徴・強み

　難病と言われる顔面神経麻痺、突発性難聴、脳梗塞
後遺症、チック症、ALS、パーキンソン病、腎不全、

緑内障、アトピー、脊髄損傷などの難病と呼ばれる病
気の治療実績があり、原因がわからないと言われた症
状の方々を一人ひとりのお悩みに寄り添ったケアをし
ています。まずは患者様のお悩みを事細かく傾聴し続
け、現代医学的視点、中国医学的視点から病気の本質
を捉えることにより、どこに原因があるかを探ります。
そして、自分の治す力を引き出すことを目的に回復す
る為の治療をしております。

今 後 の 展 望

　病気を治すための治療はもちろんですが、病気や不
調にならないための治療がもっと吹田市で根付けばと
思っています。そのためには当院の思いや鍼灸の可能
性を認知して頂ける鍼灸院を目指しています。その一
環として企業の福利厚生を活かした事業、例えば市内
の某ダンススクールとの契約でインストラクターが通
院されています。痛みやケガの予防、パフォーマンス
の向上につなげるため、それぞれのお悩みに合わせな
がらオーダーメイドの治療を行っています。このよう
な「病気にならないための治療」をこれからさらに多く
の方へ発信することで様々な鍼灸の可能性を知って頂
き、吹田の皆様にとって「道しるべ」のような存在にな
れたらと思っています。

新入会員インタビュー しるべ鍼灸治療院

事業所名：しるべ鍼灸治療院
代 表 者：鶴田　直己（つるた なおき）氏
所 在 地：吹田市朝日町5-32　摂津ビル3F
連 絡 先：06-4798-5966
Ｕ Ｒ Ｌ：https://shilube.com
Ｅ-mail ：info@shirube89.jp

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.11.1～11.30　部会別事業所名50音順）

部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

建　　　設
（有）スカイテック 吹田市佐井寺 建設資機材リース・レンタル業、とび土工工事業
真鍋設備商会 吹田市五月が丘南 衛生設備工事

専門サービス
しるべ鍼灸治療院 吹田市朝日町 鍼灸治療
ブレイブ・スピア英会話スクール 吹田市千里丘上 英会話スクール

サービス業 心理カウンセリングフルフィルメント 吹田市広芝町 カウンセリング

※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪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



土木建築綜合請負土木建築綜合請負

株式会社株式会社 堀田工務店 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■ 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

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

http://riverfall.net/

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

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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　たまには女性を、ということで、徳川家康に愛され
たお梶の方、出家後は英勝院と名乗った女性を取り上
げる。天正6（1578）年生まれ、寛永19（1642）年
没。
　江戸城を築いた太田道灌のひ孫、太田康資の娘、も
しくは養女という。名は「おかち」で、「お梶」もしくは
「お勝」の漢字を当てた。子どもの頃から聡明で聞こえ、
13歳ごろには家康に仕えていた。ただし、その頃から
側室であったか否かは定かではない。
　やがて家康の側室になったが、いっとき若手の経済
官僚である松平正綱（家光・家綱に仕えた「知恵伊豆」こ
と松平信綱の養父）に嫁いだが、すぐに家康の元に戻っ
ている。関ヶ原の戦いにも従軍。慶長12（1607）年に
は家康最後の子である五女・市姫を産んだ。市姫は伊
達政宗の嫡男・虎菊丸（のちの伊達忠宗）と婚約するが、
4歳で夭折（ようせつ）する。不憫（ふびん）に思った家
康は11男の鶴千代（のちの徳川頼房）、2男松平秀康の
次男である虎松（のちの松平忠昌）、外孫振姫（池田輝政
と2女督姫の子）らの養母とした。振姫はのち、伊達忠
宗に嫁いだ。水戸徳川家は彼女を大変に敬愛している。
　寛永11（1634）年、将軍家光より、太田道灌の旧
領・相模国鎌倉扇谷（神奈川県鎌倉市）の地を賜り、英
勝寺（鎌倉唯一の尼寺として現存している）を建立した。
同寺は水戸徳川家より門主を迎えたので、水戸御殿と
呼ばれた。お梶は65歳で没した。
　彼女のエピソードとして、塩の話が有名である。あ
るとき家康が家臣たちと談笑したときに「およそ食べも
ののうちで､一番うまいものは何か」で盛り上がった。
さまざまなものの名が挙がるうち、家康が控えていた

お梶に尋ねると、彼女は「それは塩です」と答えた。「塩
の加減で、うまいものはよりうまくなるから」という答
えに皆は感心した。
　「では一番まずいものは何か」と尋ねると、彼女は迷
わずに「それも塩です。どれほどおいしきものでも、塩
味が過ぎれば食べられません」と答えたという。皆は彼
女の聡明さに感心し「男子ならば一方の大将に承って、
大軍をも駆使すべきに、惜しいことだ」とささやきあっ
たという（『故老諸談』）。
　お梶は倹約家で、小袖をこまめに洗濯させて、新し
いものを着ようとはしなかった。倹約して富を蓄える
ことこそが大切である。それは天下の人に施すため、
また子々孫々まで国の富が不足しないようにするため
であると、左右の者に言い聞かせていた。家康は大の
倹約家であったから、彼女の姿勢に感心し、絶大な信
頼を寄せ、晩年を過ごした駿府城の奥向きを一手に任
せたという。
　お梶は太田資宗（おいに当たるか？）を養子とし、徳
川秀忠に出仕させた。資宗は順調に出世し、徳川家光
からの覚えも良く、六人衆（のちの若年寄）となった。
領地は最終的には遠江国浜松藩3万5千石まで登り、子
孫は老中など要職を歴任、明治維新後には子爵となっ
た。彼女は太田氏を近世大名としてよみがえらせたの
であった。

徳川家康に愛された女性・お梶戦国武将のリアル

本郷　和人 / ほんごう・かずと
1983年東京大学文学部卒業、88年同大学大学院単位取得退
学。石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本中世政治史を専門と
する。師の五味文彦氏と同様に書評も多く、中世や近世を扱っ
たさまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。
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吹田商工会議所青年部（YEG）1月事業
「中小企業のためのステップアップSchool」開校のご案内

　日頃より、吹田商工会議所青年部の活動にご理解いただき、誠にありがと
うございます。
　YEGの1月事業において、各分野のエキスパートを講師に据え「中小企業
のためのステップアップSchool」を大和大学にて開催致します。
　特別講義は「覚王山フルーツ大福　弁才天」の創業者で、創業2年で年商
35億の大福屋を作った、株式会社弁才天の大野淳平社長に、企業ブラン
ディングについて講義して頂きます。
　事前申し込みは不要ですので、是非お気軽にお越しくださいませ。
◆日　時：令和5年1月28日（土）　10時00分～16時30分
◆場　所：大和大学 C講義棟1階　〒564-0082 吹田市片山町2丁目5-1
◆登録料：無料
◆内　容：大講義室 外部講師のセミナー
　　　　　　5限目特別講師　株式会社弁才天 代表取締役　大野　淳平 氏
　　　　　講義室 YEGメンバーのセミナー
　　　　　　1限目講師　丸田 氏（人材育成・社内コミュニケーション）
　　　　　　2限目講師　桒田 氏（顧客獲得・マーケティング）
　　　　　　3限目講師　新宅 氏（事業承継・M＆A）
　　　　　　4限目講師　森 氏（認知度アップ・PR/広報・SNS戦略特化）
　　　　　エントランス
　　　　　　7つの習慣ゲーム（参加料：4,400円／学生2,200円）
　　　　　　起業相談ブース（SaBiC）

吹田商工会議所青年部（YEG）
臨時総会・11月例会を開催しました

　2022年11月15日（火）、吹田が誇るEXPO CITY内の日本最大級のデジタル教育施設「REDEE」にて臨時総会及
び11月例会が開催されました。
　臨時総会では、次年度役員の承認についての議案が賛成多数で可決されました。これで、田中次年度会長予定者
をはじめとした役員予定者が決定し、いよいよ次年度に向けての準備がスタートしました。
　今年度の佐賀会長からも、しっかり田中次年度予定者にバトンを繋いでいけるように、“I am SUITA YEG.”を胸
に、今年度を進んでいきたいと、熱い想いが語られました。
　総会に続いて11月例会が行われ、eスポーツ大会なども行われている大型スクリーンのある会場で、eスポーツ
を使ったアトラクションが行われました。
　第1部では「ボンバーマン」を行い、くじによって趣味や特技などの該当者をランダムで選出することで、現役・
シニア、そして来賓まで巻き込んだ大会となり、観戦者にも勝利者を予想してもらうことで間接的にゲームに参加
することで非常に盛り上がりました。
　第2部では今年度会長vs次年度会長による「カニノケンカ」が行なわれました。
　今回の例会では、すばらしい会場を活かした設営で、メンバーからは吹田YEGらしい素晴らしい設営だったとい
う声が聞かれました。また、普段ゲームをしない方にも話題のeスポーツを体験してもらうことで、メンバーの意外
な一面を知り、皆さんの親睦がより深まることが出来たのではないかと思います。

吹田商工会議所青年部（YEG）1月事業
「中小企業のためのステップアップSchool」開校のご案内「中小企業のためのステップアップSchool」開校のご案内

吹田商工会議所青年部（YEG）1月事業
「中小企業のためのステップアップSchool」開校のご案内

吹田商工会議所青年部（YEG）
臨時総会・11月例会を開催しました臨時総会・11月例会を開催しました
吹田商工会議所青年部（YEG）



□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？

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 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo-capls.or.jp/

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

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□補助金の相談をしたい

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✓

〒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

https://kansaigodo-lssa.or.jp/

ビジネス英語を学ぶ
ビジネスミーティング、メールの下書き、手紙とレポートの作成、電話、社交…

資格のあるカナダ人教師（B. Ed. （TEFL） & M.A.）
日本での指導経験あり（20年以上）

電話：080 7034 0561電話：080 7034 0561
電子メール：levesque.gerard.pierre@hotmail.com電子メール：levesque.gerard.pierre@hotmail.com
サイト：https://bravespearenglish.school/サイト：https://bravespearenglish.school/

インスタグラム：https://www.instagram.com/ インスタグラム：https://www.instagram.com/ 
 gerard.pierre.levesque/ gerard.pierre.levesque/

ブレイブスピア英語学校ブレイブスピア英語学校

ルベスク ジェラール・ピエール

ビ ジ ネ ス 英 語：￥10,000（団体）
プライベートレッスン：￥5,000（1名）

オンラインレッスン：￥4,000
体 験 レ ッ ス ン：無料

「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

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

https://kansaigodo.co.jp/
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令和4年度　所得税・消費税確定申告相談会のご案内
　吹田商工会議所では、近畿税理士会吹田支部の後援により下記の日時に「確定申告無料相談会」を開催します。ご予約の上、
会場にお越しください。

日程 ①令和5年2月22日（水）
②令和5年3月 3 日（金）

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）

※相談時間は1時間であり、完全予約制となっております。
　電話もしくはFAX、フォームからお申込みください。（チラシもご参照ください。）HPにも情報を掲載しております。
　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350

マネーフォワードクラウド会計・確定申告が割安で利用できます【会員限定】
　この度、日本商工会議所を通した（株）マネーフォワードとの連携により、吹田商工会議所の会員であれば年間約16%減の
割引価格でサービスを利用することが可能となりました。現在マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用の方、ま
た、ご検討中の方は是非詳細をご覧ください。

対　象　プ　ラ　ン 基本料金（税込） 会員特典

個人向け

「パーソナルミニ」
※副業などで確定申告をする必要のある方

【年額プラン】 10,560円/年
【月額プラン】  1,078円/月

1年目「60日間無料キー」
をプレゼント
2年目以降毎年、「年額プ
ラン2か月分の割引（留保
金）」を付与

「パーソナル」
※自営業、個人事業主として確定申告をする必要のある方

【年額プラン】 12,936円/年
【月額プラン】  1,408円/月

「パーソナルプラス」
※確定申告の操作が不安で電話サポートを受けたい方 【年額プラン】 39,336円/年

法人向け

「スモールビジネス」
※小規模の法人でお得に利用したい方

【年額プラン】 39,336円/年
【月額プラン】  4,378円/月

「ビジネス」
※複雑な会計業務や請求書発行の多い法人の方

【年額プラン】 65,736円/年
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おかげさまで40周年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。
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開業サポート資金融資等の利子の一部補助について
≪補給対象融資制度を利用した一定の条件を満たす市内の事業所に対して、利子の一部を補給≫

　市内に主たる事業所を持つ中小企業者が補給対象融資制度を利用した場合に、以下の内容で利子の一部を補給し
ます。

補給対象者 本市に主たる事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者

補給対象融資制度
大阪府開業サポート資金又は日本政策金融公庫新創業融資制度
※ 補給対象融資制度に係る借入金が市内の事業所に対する運転資金
又は設備資金である場合に限ります。

補給金額
最初の約定返済から12回分の約定返済に係る利子相当額
（約定利率が年1％を超える場合は年1％として計算した額）
但し、申請は1事業者につき、1回限りとします。

申請期間 補給対象融資を受けた日から2年以内

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　　 TEL：06-6170-7217　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

日商簿記検定試験のお知らせ　試 験 日：2023年2月26日（日）
試験会場：大阪学院大学　　　

　第163回日商簿記検定試験のネットによる申込み受付が1月10日（火）から始まります！

このような方に役立ちます
・企業の経理・会計担当者
・利益率を重視する営業担当者
・コスト管理を求められる管理者
・取引先企業の経営状態を把握したい人
・公認会計士や税理士等の国家資格をめざす人
・税務申告を自分で行いたい人
・有価証券報告書等を分析して資産運用を図りたい人

このような効果が期待できます
・正しく帳簿をつけられる
・自社の長所や短所を分析できる
・ 費用や収益率を意識するようになる
・ 取引先企業の経営状況
を把握できる

　多くの企業が社員に対して簿記検定の資格取得を奨励されています
　詳細は、ホームページ（検定サイト）でご確認ください。
　https://kentei.suitacci.com

開業サポート資金融資等の利子の一部補助について
≪補給対象融資制度を利用した一定の条件を満たす市内の事業所に対して、利子の一部を補給≫定の条件を満たす市内の事業所に対して、利子の一部を補給≫定の条件を満たす市内の事業所に対して、利子の一部を補給≫

開業サポート資金融資等の利子の一部補助について
≪補給対象融資制度を利用した一

吹田市コーナー

日商簿記検定試験のお知らせ　試 験 日：2023年2月26日（日）
試験会場：大阪学院大学　　　試験会場：大阪学院大学　　　日商簿記検定試験のお知らせ　



お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12 淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：06-6203-0632
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知的財産権取得事業補助金
≪知的財産権取得に係る費用の一部を補助≫

　市内に主たる事業所を持つ中小企業者が知的財産権（特許権・実用新案権）を取得した場合に、以下の内容で取得に要した費用の一部
を補助します。

特許権取得の場合 実用新案権取得の場合
補助対象者 本市に主たる事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者

対象経費
・出願料
・電子化手数料
・審査請求料

・当初3年分の特許料
・出願に係る弁理士費用

・出願料
・電子化手数料

・当初3年分の特許料
・出願に係る弁理士費用

補助率 対象経費の2分の1以内
上限額 20万円 10万円

交付申請期間 知的財産権の取得日の翌日から1年以内

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　企業振興・融資担当　TEL：06-6170-7217　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

展示会等出展事業補助金
≪自社の販路開拓を目的に市の指定する展示会等への出展に係る費用の一部を補助≫

　市内に主たる事業所を持つ中小企業者が販路開拓を目的として、展示会又は見本市等への出展を行った場合に、以下の内容で出展に
要した費用の一部を補助します。
　補助を受けるためには、事前に選定会議に申し込み、選定されることが必要です。（選定される前に出展したものは補助対象外とな
ります。）

会場展示会等の場合 オンライン展示会等の場合
補助対象者 本市に主たる事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者

補助対象経費

・展示会等の主催者が定めるブースの出展料等
・ 出展者が出展ブース等において独自に行う、必要な設
備設置、電気工事、装飾工事に係る費用

・ 出展者が出展ブース等において独自に行う、展示物の
設置及びPR等に必要な機材等のリースに係る費用

・ 展示会ホームページへ掲載す
るために主催者に支払う費用

※ 会員特典で出展の権利が付与
される場合の会員費用等は含
まない。

補助率 対象経費の2分の1以内
補助上限額 20万円
選定申請期間 例年、受付は5月頃
補助対象期間 7月から翌年3月まで

※ 会場展示会の場合、東京ビッグサイト、インテックス大阪、幕張メッセ、ポートメッセなごや又はパシフィコ横浜のいず
れかを会場として開催されるものが補助対象となります。

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　企業振興・融資担当　TEL：06-6170-7217　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

知的財産権取得事業補助金
≪知的財産権取得に係る費用の一部を補助≫≪知的財産権取得に係る費用の一部を補助≫
知的財産権取得事業補助金吹田市コーナー

展示会等出展事業補助金
≪自社の販路開拓を目的に市の指定する展示会等への出展に係る費用の一部を補助≫≪自社の販路開拓を目的に市の指定する展示会等への出展に係る費用の一部を補助≫≪自社の販路開拓を目的に市の指定する展示会等への出展に係る費用の一部を補助≫

展示会等出展事業補助金
≪自社の販路開拓を目的に市の指定する展示会等への出展に係る費用の一部を補助≫

吹田市コーナー



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

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・埼玉・東京西・北関東特販・名古屋

豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡・沖縄

海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム・アメリカ

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

販売サイト
https://sky.senden.co.jp/
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