
私たちはイキイキ・ドキドキ・ワクワク出来る 
 職場環境づくりを目指しています。

加茂川啓明電機株式会社
 代表取締役社長　馬場　俊介 氏
　加茂川啓明電機株式会社は電気機械器具卸売業を営
み、今年の1月で創業78年を迎えました。また吹田市
江坂町の地に拠点を移し、今年で50年を迎えます。産
業・農業・環境の3事業を核に「All for the Future」
（私たちの全ての活動が未来のためになるように）をミッ
ションとし、社会に貢献出来る企業を目指しています。
持続的な社会づくりへの貢献を経営上の最重要課題の一
つとして位置付け、環境に配慮した電機品の取り扱いを
積極的に進めています。
　事業の紹介や、特に力を入れている事業について、代
表取締役社長 馬場俊介氏にお伺いしました。 代表取締役社長　馬場　俊介 氏
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―加茂川啓明電機株式会社の事業内容についてお教
えください。
弊社は電機品の商社として小さいものは家電製品か

ら大きいものでは発電機まで取り扱っておりますが、
「産業ソリューション」、「アグリ・ファームソリュー
ション」、「環境ソリューション」という3つを柱として
事業展開しております。
「産業ソリューション」では、製造業の生産ラインで
稼働する電機品をメインに、「アグリ・ファームソ
リューション」では、北海道当別町に環境制御技術を駆
使したハウスを建設し、イチゴを栽培しています。ま
た道の研究機構と共同で、AI学習データを活用した作
業ロボットの実証試験や、自動潅水システムによる農
作業の省力化実験を行っています。「環境ソリューショ
ン」では、太陽光発電システムや産業用・家庭用の空
調、照明等の省エネ機器を幅広くご提案いたしており
ます。

―馬場俊介代表取締役社長の経営方針についてお聞
かせください。
経営方針として、「All For the Future 私たちの全

ての活動が未来のためになるように」を掲げています。
また、スローガンは「イキイキ・ドキドキ・ワクワク」
です。社員自身が常に新たな仕事にチャレンジするこ
とで、この気持ちになれるように取り組んでいます。
また、未来創造型企業として“持続可能な発展”、“循環
型社会”をめざし、環境にやさしい企業活動に取り組ん
でいます。

―力を入れている事業・今後の展開についてお教え
ください。
特に力を入れているのは「アグリ・ファームソリュー

ション」事業です。弊社は2019年北海道石狩郡当別町
に農業法人かもけいアグリを設立いたしました。弊社
が産業ソリューションで培った技術で先ずはイチゴの
ハウス栽培をしております。
しかしながらハウスのオープン直後にコロナ禍とな

り、当初の予定だったイチゴ狩りによる観光農園事業
が本格稼働できない状況となっています。
今の課題としては、ハウス内の環境制御技術のさら

なる向上やイチゴの収穫量のアップが挙げられます。
様々な困難に立ち向かい、日々挑戦を行うことでイチ
ゴにとどまらず、新たな農業の創造に引き続き取り組
んでいくことで日本の食料自給率アップに少しでも貢
献できればと考えています。

―女子カーリングチーム、『FORTIUS（フォルティ
ウス）』のスポンサーになられた経緯をお教えください。
2022年3月より、女子カーリングチーム「FORTIUS

（フォルティウス）」のオフィシャルスポンサーとなりま
した。「フォルティウス」はラテン語で「より強く」とい
う意味です。北京オリンピックで銀メダルを獲得した
ロコ・ソラーレを、2021年の日本選手権において破
り優勝したこともある札幌市・どうぎんカーリングス
タジアムを活動拠点とする強豪チームです。
北海道に農業法人かもけいアグリを設立したことも

あり、地元北海道を元気にしたいという思いと、世界
一を目指す彼女たちに負けずに弊社もより強く活動し
ていこうとの思いからスポンサーになりました。メン
バーの主力で2012年バンクーバー五輪出場経験のあ
る近江谷杏菜選手をアスリート社員として弊社に迎え
入れることで、より一体となった支援をしています。
「フォルティウス」は、2026年のミラノ五輪で金メ
ダル獲得を目標として掲げています。私はスポーツも
会社の経営も同じだと考えています。目標を高く掲げ、
現実と目標とのギャップを埋めるためにどうすればい
いかを常に考え、その実現に向けて努力することが重
要です。大きな目標を掲げる「フォルティウス」の活躍
が弊社社員に刺激を与え、チームを社員みんなで応援
することで会社として、一体感が生まれたらこんなに
素晴らしいことはないと考えています。

―お忙しい中、貴重なお話をいただきありがとうご
ざいました。今後益々のご発展を祈念申し上げます。

加茂川啓明電機株式会社
〒564-0063　大阪府吹田市江坂町1丁目12-38
 江坂ソリトンビル8階
Tel  06-6385-8524　
Fax 06-6385-8588
https://z-kamogawa.co.jp/
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令和5年吹田商工会議所「新年賀会」を開催
　新年の幕開けに際して、吹田市商業団体連合会の協賛により、1月6日（金）午前11時からメイシアター・大ホー
ルにて「新年賀会」を開催しました。コロナ禍により、ここ2年は飲食のない式典方式での開催となりました。
　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290名の皆様に
ご参集いただき、大ホール・ホワイエを賀詞交換の場として、新年の挨拶を交換しました。
　そして、新年賀会冒頭では、この日のために編成されたニューイヤージャズバンドの皆様によるジャズのスタン
ダードナンバー演奏で新春を彩っていただきました。また、当所青年部から1月28日（土）に大和大学にて行う公開
事業のご案内をさせていただいた後、式典の開会となりました。
　式典での挨拶では、柴田会頭が「ようやく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なってきた。
まだまだ厳しい経済環境にあるが、“吹田”はまだ恵まれている。この有利さを活かして、地域から、吹田から変革
に挑んでいこう。」と、会員の皆様に呼び掛けました。続いて、ご来賓を代表して後藤吹田市長、坂口吹田市議会議
長、奥下衆議院議員からご挨拶をいただきました。
　最後は、野田吹田市商業団体連合会会長の大阪締めで、盛況のうちにお開きとなりました。

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。
　お電話にてお申込みください。
　HPにも情報を掲載しております。枠が埋まっている時間帯もございます、ご了承ください。

令和4年度1月、2月、3月　無料税務相談（予約制）のご案内
　吹田商工会議所では、無料税務相談のサービスを開催しております。
　完全予約制となっておりますので、下記の予約窓口までお気軽に電話にて予約をしてお越しください。

相　談　名 1月 2月 3月

【税務相談】
原則　第1・第3月曜日
　　　14：00～16：00
 税理士　木下　敦史 先生

16日（月）
30日（月）

 6日（月）
20日（月）

 6日（月）
13日（月）

【相談内容】 記帳・決算・申告などの税務相談について
（※相談時間は1組30分となります）

◆ご相談につきましては予約が必要です。あらかじめご連絡ください。
◆予約が入っている状況もございますのでご了承ください。
◆相談日の変更も場合によってはございますので、お電話でご確認ください。

【ご予約・お問合せ】 吹田商工会議所　中小企業振興部　吹田市泉町2-17-4（阪急千里線吹田駅下車　徒歩1分）
　　　　　　　　　 TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350

令和5年吹田商工会議所「新年賀会」を開催令和5年吹田商工会議所「新年賀会」を開催令和5年吹田商工会議所「新年賀会」を開催

令和4年度　所得税・消費税確定申告相談会のご案内令和4年度　所得税・消費税確定申告相談会のご案内令和4年度　所得税・消費税確定申告相談会のご案内

令和4年度1月、2月、3月　無料税務相談（予約制）のご案内令和4年度1月、2月、3月　無料税務相談（予約制）のご案内令和4年度1月、2月、3月　無料税務相談（予約制）のご案内



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
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令和5年度「新入社員教育講座」開催のご案内
　コロナ禍により社会や多くの企業で、様々な変化が起こっています。だからこそ、今まで以上に未来を担う人材
の育成は重要です。新人の皆さまが組織の一員としての意識を持ち、自信をもって仕事に臨むためにも、しっかり
と基礎をつくって現場に送り出す必要があります。そのため、講座は状況がどう変わっても必ず受講いただける形
式にしています。
この講座では、“べき”論をお伝えするのではなく、必要だと言われることには理由があるということを学び、納得

しながら基礎を身につけていただきます。また、自律的に考え動くための思考もお伝えいたします。ぜひ、皆さま
にお役立ていただけましたら幸いです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。
　◆開催日：令和5年4月5日（水）・6日（木）
　　　　　　2日間ともに10：00～16：30
　◆講　師：木山　美佳 氏
　　　　　　　株式会社キャリ・ソフィア　代表取締役
　　　　　　　一般社団法人ダイバーシティ人材育成協会　代表理事
　◆場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
　◆対　象：令和5年度 新入社員（35歳以下）
　◆定　員：30名（先着順申込）
◆料　金：会　員 18，000円／人

　　　　　　未会員 28，000円／人
　　　　　　※上記料金はテキスト代のみの金額となります。
　　　　　　※昼食は各自持参でよろしくお願いいたします。
※新入社員教育講座の施行にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策として、以下の運用に努めて参ります。
　①席数を減らして席の間隔をあけます。
　②定期的に窓や入口を開放して換気します。 
　③入り口に消毒用アルコールを設置します。
　④今後の感染拡大によっては、日程又は内容を変更する場合がありますが、その際は事前にご連絡いたします。

令和5年度「新入社員教育講座」開催のご案内令和5年度「新入社員教育講座」開催のご案内令和5年度「新入社員教育講座」開催のご案内
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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：令和5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
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン開催になる可能性がございます。
　　その際にはお申込み頂いた方には改めてこちらからご連絡申し上げます。

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

　吹田市内本町と箕面市で高齢者と障がい者を対象と
した訪問介護事業（サポートベース凛）を運営していま
す。現在、吹田市より産後家事支援事業・ひとり親家
庭等日常生活支援事業・子育て世帯家事育児支援事業
の委託を受けています。高齢者から乳幼児まで幅広い
世代に細やかなケアを心掛けたサービスを提供してい
ます。

創 業 の 経 緯

　障がいを持たれた方へのサービスに従事して、当た
り前のことが当たり前に出来ない現状をどうにかでき
ないかと考え、自分たちで事業を起こそうと決断し
2009年に合同会社を設立しました。
　障がいの有無にかかわらず利用者さんが自分で当た
り前になんでもでき、出来ない時はできる方法を一緒
に考え「関わるすべての人の幸せを追求する」ことを経
営方針にし日々奮闘しています。

特 徴 ・ 強 み

　訪問介護の事業所としては珍しく男性スタッフが多
く活躍し、力仕事はもちろん料理を含め家事全般を
行っています。そして何よりスタッフみんなが明るい
ことです。
　介護事業なのになぜ？と思われるかもしれませんが

「コーラ」作りを始めました。きっかけは、サービスを
利用されている人たちにコーラを飲んでいる人が多い
な…。コーラは甘さと爽やかさを持ち、すっきりして
美味しい。でも飲み過ぎは…。そこで、体にやさしい
コーラを作れないかと考え「みんなの元気な笑顔をつな
ぐ・地域をつなぐ・吹田と全国をつなぐ」という願いを
込めて試行錯誤し2022年に「すいたくわいワールドコ
ネクトコーラ」を完成させました。吹田の平野ファーム
さんの「吹田くわい」
「菊芋」等を使ったま
ろやかなコーラです。
これを機にたくさん
の「つながり」「きっ
かけ」をもたらしてく
れました。

今 後 の 展 望

　様々な商品・サービスを通して弊社に関わる全ての
方の幸せに繋がるように丁寧に対応していきたいと考
えています。そして、福祉という専門的な職業の認知
度を高め、介護職のイメージを「しんどい」ではなく人
と接し共に過ごすことが出来る「楽しい時間」に変える
ことが出来るように日々研鑽しています。

新入会員インタビュー 合同会社 知己（チキ）

事  業  所  名：合同会社 知己（チキ）
所　 在　 地：吹田市内本町3-1-5
電  話  番  号：06-6381-5175
代  表  社  員：中村　茂之 氏
　　 〃 　　：樋口　英樹 氏
ホームページ：https://www.sb-rin.com 

樋口　英樹 氏 中村　茂之 氏

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.12.1～12.31　部会別事業所名50音順）

部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容
商　　　業 （株）コスモ 吹田市春日 産業機器、計測器等の輸出

専門サービス
（同）知己 吹田市内本町 訪問介護
（株）MASTERPIECE 吹田市江坂町 訪問介護・障がい者通所支援・配食サービス

（特）専門サービス
Offi  ceまいとれいや 大阪市北区天満 企業研修講師、企業人材育成コンサルティング、就職相談
（株）タタアイズ 大阪市東淀川区西淡路 中小企業様向けの経営コンサルティングなど

（特）サービス業
Ohashiro 池田市旭丘 エステティックサービス
ユニクル（株） 茨木市横江 産業廃棄物の収集運搬及び処分

※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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　今の世の中、“移行”（トランジション）、“変革”（トラ
ンスフォーメーション）という言葉がまん延している。
主な例として、パワー・トランジション（＝大国間のパ
ワーバランスが崩れることによる新たな国際秩序への
移行）、エネルギー・トランジション（＝化石燃料から
の脱却）、トランジション・ファイナンス（＝脱炭素社
会に向けて温室効果ガス削減の長期的な企業の取り組
みを支援する新しいファイナンス手法）、デジタル・ト
ランスフォーメーション（既存のビジネスモデルの変革
を伴うデジタル化）などが挙げられる。当然ながら、移
行・変革が多ければ多いほど現在の体制、状態は全部
ではないにしろ否定されることとなり、将来の予見可
能性が低くなる。それ以上に、移行・変革に取り組ん
でいる主体（国、産業、企業、専門家など）の多くが、
移行そのものに注力し、その後の状態を必ずしも明確
に描いていないことが、将来に対する不透明感をさら
に強めている。
　その上、急激な移行・変革への揺り戻しが発生して
いることも移行・変革後の見通しを不透明にしている。
まずは、エナジー・トランジションである。ロシアの
ウクライナ侵攻の長期化により、安定したエネルギー
を安全に供給することも必要であり、エナジー・トラ
ンジションとは、ただ化石燃料を減らして再生可能エ
ネルギーに切り替えればそれで事足りるわけではない
ことが明らかになった。脱炭素と安定供給の両方のバ
ランスを維持することが最大の課題となってきている。
　またトランジション・ファイナンスにも移行への反
動がある。新たなファイナンス実施の基準となるグ
ローバル化によって、それまで共有できていたESG、
SDGsの価値が自明ではなくなっているため、移行の
道筋が見えにくくなっている。
　デジタル・トランスフォーメーションについても変
革への揺り戻しがある。GAFAがグローバル企業とし
て企業価値の成長を謳歌（おうか）していたが、グロー

バリゼーションの後退により人、モノ、カネ、情報、
技術の自由なグローバルな移動が制限されてきたこと
で、ビジネスモデルに陰りが見え始めている。既存の
大手上場企業の多くが、ユニコーンが創出したイノ
ベーションによって、デジタル・トランスフォーメー
ションの名の下、事業ポートフォリオの見直し、ある
いはコア事業の変革まで迫られていたが、変革の先の
見通しが不透明になっている。
　最後が米国の一強体制を突き崩しつつある中国の台
頭がもたらすパワー・トランジションである。この“移
行”の背景には行き過ぎたグローバリゼーションの反動
があろう。グローバリゼーションは産業再編を促す一
方で、一部のグローバル企業や個人の富を増大させ、
競争力が相対的に低い産業を退出させることになり、
両者の所得・資産の格差を拡大させることにつながっ
てきた一面も否定できない。確かに中国は、既存の国
際秩序に異を唱えて、新たな秩序の構築を目指してい
る側面があるが、それは既存の国際秩序をけん引して
きた英国のEU離脱、米国ではトランプ政権の誕生とそ
の政策に代表されるような保護主義的な風潮の隙を突
いたものでもある。
　このように将来の予見可能性が低下している世界で
は、あらゆる事態を想定しておくことが必要になる。
その中でも、短期的に急激な変化を促す、あるいはも
たらす移行・変革には必ず反動があり、成功に至って
もその成功は事前に想定されたものとは似ても似つか
ないものになると考えておいた方がよい。

予見可能性が低下していく 
 世界で試される本質を見極める力

潮流を
読む

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員
内野　逸勢 / うちの・はやなり
1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総研入社。企業調査
部、経営コンサルティング部、大蔵省財政金融研究所（1998
～2000年）出向などを経て現職（金融調査部　主席研究員）。
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1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」開催
2023年1月28日（土）大和大学において、1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」が開催されました。

　この事業では、日々の仕事に追われて、なかなか自社での学びの場を作ることができない中小企業事業者のため
に、これからさらに企業としてのステップアップを目指すため1日スクールとして、5つの研修を5時限の授業とし
て吹田YEGメンバーなどが講師となって行われました。
1限目は「従業員のモチベーション・マネジメント」と題して、丸田和賀子会員から、人材育成、社内コミュニ

ケーションについて、2限目は「はじめてのクラウドファンディング」と題して、くわたぽてと会員から顧客獲得・
マーケティングについて、3限目は、「とっても身近なM&Aのお話し」と題して新宅和彦会員から事業承継から考察
するM&Aについて、4限目は「中小企業ならではのSNS戦略」と題して、森俊弥会員から認知度アップ・PRについ
ての授業が行われました。そして、5限目は「創業2年で年商35億!?社会不適合者がフルーツ大福で億万長者になっ
た件」と題してフルーツ大福弁才天で有名な株式会社弁才天代表取締役の大野淳平氏を招いて経営戦略や企業ブラン
ディングについての講義が行われました。
　また、会場では、特設ブースとして、7つの習慣ボードゲームとすい
た経営革新支援センター“SaBic”による起業・経営相談ブースが、さら
に会場である大和大学の学生によるラーメンの試食コーナーも設けら
れ、中小企業経営者を中心とした来場者は、講義で学びを深めると共に
さまざまなブースを楽しんでいました。

すいた商工会議所ニュース　広告掲載募集！
　吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は会員事業所を中心に官公庁等を含め毎月約2,500部発行されて
います。貴社の企業PR等のために広告を掲載することができます。是非ご活用ください。
広告料金表（1回当たり）

広告枠 色・サイズ（縦×横） 1回当たり掲載料金（消費税抜き） 1回当たり掲載料金（消費税込）
紙面内大型広告 白黒（9.4×19.8cm） 18,000円 19,800円
紙面内中型広告 白黒（4.7×13.2cm）  9,000円  9,900円
紙面内小型広告 白黒（4.7× 6.6cm）  5,000円  5,500円

掲載までの流れ

①広告掲載のお申込み（掲載スペース、契約期間、掲載開始月等をお打ち合わせさせていただきます。）
②広告原稿内容のお打ち合わせ
③ 広告掲載及びご請求（毎月10日発行です。ご請求サイクルは毎年、半年、年間等ご相談させていただきます。）
※原則、年間契約ですが、単月、隔月、半年等の掲載も受付しています。

お問合せ先：吹田商工会議所　会報担当　TEL 06-6330-8001

すいた商工会議所ニュース　チラシ同封サービス募集！
　吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」にリーフレット（チラシ）を同封する会員事業所限定のサービスで
す。皆様の事業のPR、販売促進手段としてご活用下さい。

広報費が大幅にコストダウン！
～例えばA4チラシを2,500事業所に送る場合～

チラシ一枚あたりの送料は84円 合計210，000円

B5・A4以下の同封料金 税込み18,700円
（チラシ一枚あたりの料金は約7円）

会員事業所限定のメリット
・経営者の皆様へダイレクト！
　（約2，500ヵ所の事業所・官公庁等へ）
・封筒代・切手代もいりません！
　（B5・A4サイズ18,700円（税込））
　（B4・A3サイズ26,400円（税込））
・事業所向けの広告にピッタリ！
　（利用例）製品（事務機器、車両等）のPR
　　　　　サービス（保険、事務代行等）のPR
　　　　　テナント募集
　　　　　イベント（セミナー）案内等々

詳しくは当所ホームページをご覧下さい。https://suitacci.or.jp/assistance/ad
お問合せ先：吹田商工会議所　会報担当　TEL 06-6330-8001

1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」開催1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」開催1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」開催1月事業「中小企業のためのステップアップSchool」開催青年部コーナー

すいた商工会議所ニュース　広告掲載募集！すいた商工会議所ニュース　広告掲載募集！すいた商工会議所ニュース　広告掲載募集！

すいた商工会議所ニュース　チラシ同封サービス募集！すいた商工会議所ニュース　チラシ同封サービス募集！すいた商工会議所ニュース　チラシ同封サービス募集！

DMを郵送する場合

191,300円も
お得に!!

チラシ同封サービスを利用すると



□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/

～お花のことなら～
開店祝花胡蝶蘭（生）
観葉植物、ウエディングブーケなど

ご相談ください

マリンダ・ブーケ　
 フラワースクール

小川 真理子
〒564-0053
吹田市江の木町12-5
TEL 090-6067-0768

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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令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）
　小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の
一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としま
す。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効
率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
〇補助上限：［通常枠］ 50万円　［賃金引上げ枠］ 200万円　［卒業枠］ 200万円　［後継者支援枠］ 200万円
　　　　　　［創業枠］ 200万円 ［インボイス枠］ 100万円
〇補 助 率：2/3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4）
〇対象経費： 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オンラインによる展示会・商談会 等を含む）、

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
申請受付締切：第11回：2023年2月20日（月）　※予定は変更する場合があります。
事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：原則2023年2月13日（月）
※詳細やスケジュールにつきまして、必ず右記オフィシャルホームページをご確認ください。https://r3.jizokukahojokin.info/

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
【月額プラン】  6,578円/月

プランの詳細についてはマネーフォワードHPをご覧ください。

お問合せ：吹田商工会議所　マネーフォワード担当　TEL：06-6330-8001

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）令和元年度補正予算令和元年度補正予算

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】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】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】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】マ

マネーフォワードHP 当所該当HP お申込みはコチラ
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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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第40回吹田市起業家交流会 at 江坂
◆日　時：令和5年2月21日（火）午後6時～午後9時（受付開始午後5時30分～）
◆定　員：40名（先着順）
◆場　所：メイシアター　レセプションホール（吹田市泉町2-29-1）
◆費　用：無料
◆対　象：吹田市で起業したい方、すでに会社や店舗を営んでいる方、
　　　　　年齢・職業問わず、起業に興味がある方
◆申　込：2月1日（水）から、電子申込システムで受付
　　　　　https://s-kantan.jp/city-suita-osaka-u/off er/off erList_detail.action?tempSeq=3360
◆問合せ：吹田市地域経済振興室　TEL 06-6170-7217　FAX 06-6384-1292

吹田税務署からのお知らせ
●令和4年分の確定申告について

確定申告会場 開催期間 相談受付時間

JEC日本研修センター江坂
吹田市江坂町1-13-41

SRビル江坂5階

2月16日（木）～3月15日（水）
2月19日（日）及び2月26日（日）
以外の土、日祝日を除く。

午前9時～午後4時

※会場専用の駐車場や駐輪場がございませんので公共交通機関をご利用ください。
※確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。
●確定申告書は自宅からスマホやパソコンで送信できます！

「自宅からのe-Tax」5つのメリット！

第40回吹田市起業家交流会 at 江坂第40回吹田市起業家交流会 at 江坂第40回吹田市起業家交流会 at 江坂吹田市コーナー

電子申込システム

吹田税務署からのお知らせ

詳しくは、国税庁HP
「確定申告書等作成コーナー」

をご覧ください。



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
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［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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ヘルスケア関連の製品・サービスについて
LINEを使って、お手軽に市民ニーズを聞いてみませんか？

健都ヘルスサポーター
　令和4年3月に吹田市・摂津市がリリースしたLINEを活用した市民向け会員制度で
す。会員登録された方に、企業・研究機関が開発したヘルスケア関連の新製品・サー
ビスの試作品等のお試し（地域実証事業）に参加いただき、ニーズやヘルスデータを提
案・提供していただく制度です。

【これまでの実績】地域実証事業
　参加者に製品・サービスをお試しいただき、その
場でLINEを使ってアンケート回答をいただきまし
た。必要に応じて、追跡調査を行うことも可能です。

詳しい制度説明を聞きたい、活用してみたいという方は、以下連絡先まで
ご連絡お待ちしています。
　吹田市健康まちづくり室　担当：古舘
　TEL：06-6384-2614　MAIL：ken_machi@city.suita.osaka.jp

ヘルスケア関連の製品・サービスについて
LINEを使って、お手軽に市民ニーズを聞いてみませんか？LINEを使って、お手軽に市民ニーズを聞いてみませんか？LINEを使って、お手軽に市民ニーズを聞いてみませんか？

ヘルスケア関連の製品・サービスについて
LINEを使って、お手軽に市民ニーズを聞いてみませんか？

吹田市コーナー

みんなの声で技術をカタチに

市民ニーズに応じた新製品の開発を実現する双方向システム

企業・研究機関 健都ヘルスサポーター
会員①新製品・サービスの試作品等を提供

②市民ニーズ等のアンケート調査
③健康情報の提供

①新製品・サービスを試して
　健康データ・意見をフィードバック
②市民ニーズの提案

詳しくはこちら

サラヤ㈱東和薬品㈱ グンゼ㈱

健都ヘルスサポーター
登録はこちら



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

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

電線を核とした総合技術商社

ＵＲＬ https://www.senden.co.jp/

販売サイト https://sky.senden.co.jp/

商品サイト https://fa.senden.co.jp/ 海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム・アメリカ

（ 東 証 プ ラ イ ム 市 場 上 場 ）

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

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。）

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


