
ステンレス鋼材専門商社トップを走り続け
顧客満足度の追求を常に追う会社

株式会社 スチール
 代表取締役社長　青山　雅雄 氏
　ステンレス鋼材専門商社としてステンレス製品
4,000品種以上を取り扱い、全国に自社配送セン
ターを配置、ジャストインタイム配送を確立され、
着実に業績を伸ばしておられます。また、大阪ステ
ンレス流通協会の理事も務め、業界全般の発展に尽
力されています。会社の成り立ち、自社の強みや今
後の展望など、青山社長にお伺いしました。 代表取締役社長　青山　雅雄 氏
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― 会社設立の経緯について教えてください。
1971年に父である青山昭雄が大阪市で創立しまし

た。建築会社や施工会社などのエンドユーザーには直
販を行わず、卸売会社であるステンレス専門流通企業
のみに販売するという手法で販売ルートを確立し、現
在もそのビジネスモデルを継続しています。1973年
には吹田市に本社ビルを構え、同時に東京支店を開設
しました。以来、新規に開設したのは九州支店、名古
屋支店、東北支店及び関西、東京、九州、名古屋、東
北、関東と6か所に自社配送センターを確立させ、
2020年5月現本社所在地に本社ビルを新設しました。

― 製品に特化したステンレス鋼材専門商社について
教えてください。

主力製品は手すりなどに使われる角形・丸形の化粧
パイプで、その他ステンレス製品4,000品種以上を取
扱っています。特徴は50年以上、受け継がれてきた

「受注対応型ルートセールス」という営業形態です。得
意先である専門流通企業から注文を受け、最終消費者
への直販は一切行わない方式です。一方、受注した製
品は得意先が指定するユーザー（約1万5,000社）に向
け、全国6か所の自社配送センターから希望時間、場
所に配送するジャストインタイム配送を行っています。
高度な品質管理と配送網で強固な信頼関係を築いてい
ます。

― 顧客満足の追求について御社の秘訣を教えてくだ
さい。

商社としての企業価値を高めるためには、顧客との
信頼関係を深める社員教育が重要になります。その
テーマに掲げる言葉が“マッチベター”。「しなくてもよ

いが、した方がよい」という考え方です。「マッチベ
ター」を行うチャンスは日常でも見受けられ、小さな気
遣いにどれだけ反応できるか、顧客に対してどれだけ
意識できるかということを実践してきました。そうす
ることで社員の成長につながりました。

顧客のみならず、社員同士のコミュニケーションや
些細な思いやりなども常に意識させています。この細
やかな訓練を重ねた社員は顧客対応で高い評価を得て
おり、販売実績を残しています。成績のみならず、社
員同士の関係性も非常に良くなっていきます。

― ライブハウスを設けた理由について。
当社では“感動”もテーマに掲げ、2020年5月に本社

ビルを新築した際、顧客をもてなす場として商談室を
兼ねたライブハウスを設けました。プロのミュージ
シャンやシェフを招くなど、顧客満足を追求した本格
的な接待の場として活用しています。食事の後は顧客
を交えみんなで歌うのが恒例で、社長自ら顧客が歌う
曲の練習に励むなど宴会の盛り上げにも徹底します。
さらに社員にも参加の機会を設け、奉仕への行動や精
神の醸成の場としても利用しています。

― 今後の取り組みについて教えてください。
ステンレスは防錆や耐腐食性、意匠性といった特性

を持ち、精密機器や食品、薬剤などの製造工場、公共
設備、モニュメントなど大型のものから手すり、機械
部品、日用品まで多様な場面で活用されています。た
だ、高価なステンレス製品の需要は時代のニーズによ
り浮き沈みが激しい商材とも言えます。当社ではステ
ンレス製品の普及活動を目的としたサイト「ステンレス
ネットワーク」の運営を準備しています。住宅建材や食
品・薬品業界への用途開発や海水・埋設対策など製品
の優位性を発信し、一般需要家や設計・建築士などの
問い合わせにも応えています。今後もさらなるステン
レスの普及のため、人材育成と運営強化を行っていき
たいと思っています。

― 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ます。

株式会社 スチール
本社　〒564-0044　吹田市南金田2-1-12

TEL：06-6338-0335　FAX：06-6338-1522
HP：https://www.steel.co.jp/
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令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！
2月13日（月）に大阪市中央公会堂において、令和4年度大阪府商工関係

者表彰の表彰式が挙行され、授賞者へ伝達されました。
　当表彰は、業界の振興と大阪府産業の発展等に尽力した功績が顕著な者に
対して贈られます。その中で団体役員の部においては、当所における役員功
績により、古川國久氏（副会頭、グリーンホスピタルサプライ（株）会長）、
松岡康博氏（常議員、トップ産業（株）代表取締役社長）、橋本芳信氏（常議員、

（株）関根工務店常務取締役）、田中敏之氏（常議員、栄電気（株）代表取締役）
の4名が表彰の栄に浴されました。
　おめでとうございます。

第38回吹田産業フェア「特設ミニステージ」参加者募集！
　楽しい催しで吹田産業フェアを盛り上げる『特設ミニステージ』に参加しませんか！今年で38回を迎える本フェア
は、毎回多くの来場者でにぎわっています。特設ミニステージはメイシアター前、フードコートなどがある、いず
みの園公園内に設置されます。
◆日　　　時：令和5年6月3日（土） 10：30～16：00／6月4日（日） 10：00～16：00
◆場　　　所：メイシアター前　いずみの園公園（予定）
◆内　　　容： 音楽、クイズ、その他などを募集いたします。ご不明な点や詳細な内容については別途ご相談させ

ていただきます。
◆申 込 資 格：吹田市内在住の事業所または団体（吹田商工会議所会員でメンバーの中に社員がいること）　
　　　　　　　※出演者の所在地は問いません。
◆出 演 時 間：25分（セッティング込み）
◆参 加 費 用：無料（ステージで使用する備品等はご用意ください。）
◆ステージ備品：ギターアンプ2台・ベースアンプ1台・ドラムセットは準備させていただきます。
◆使用可能音源：CD（カセットテープ不可）
◆ステージ寸法：横幅約5，400mm×奥行約3，600mm（屋根付き）
◆申 込 方 法：本誌折込チラシの申込書にご記入のうえ、吹田産業フェア事務局へFAXしてください。
◆申 込 期 限：令和5年4月27日（木）
◆お 問 合 せ：吹田産業フェア事務局（吹田商工会議所 内）担当者　平松　　TEL：06-6330-8001

サービス業部会主催 見学会のご案内
「近江八幡 水郷巡りと近江牛すき焼き」参加者募集！

　サービス業部会では、令和5年5月16日（火）にバス日帰り見学会を開催いたします。
　今回は近江八幡を訪れ、豊臣秀吉の甥で、この地の領主であった豊臣秀次の船遊び
が発祥となった水郷めぐりや八幡堀界隈の町並みを散策していただきます。昼食には、

『近江牛処ますざき』にて特産の近江牛すき焼きのランチをいただきます。
　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ので、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。
◆日　　時：令和5年5月16日（火）　8：30～17：00（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：午前8：30（時間厳守）
◆定　　員：32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　8，000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。

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）

令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！令和4年度大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました！

第38回吹田産業フェア「特設ミニステージ」参加者募集！第38回吹田産業フェア「特設ミニステージ」参加者募集！第38回吹田産業フェア「特設ミニステージ」参加者募集！

サービス業部会主催 見学会のご案内
「近江八幡 水郷巡りと近江牛すき焼き」参加者募集！「近江八幡 水郷巡りと近江牛すき焼き」参加者募集！

サービス業部会主催 見学会のご案内
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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
　　　　　※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年度上期 無料税務相談のご案内
　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 4月 5月 6月 7月 8月 9月
【税務相談】
＜原則＞第1・第3月曜日
　　　　14：00～16：00

 3日（月）
17日（月）

 1日（月）
15日（月）

19日（月）
26日（月）

 3日（月）
24日（月）

 7日（月）
21日（月）

 4日（月）
25日（月）

法人税・所得税・相続税・消費税、記帳・決算・申告など

★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。
★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。
★相談は税理士の先生が対応いたします。

【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

令和5年度上期 無料税務相談のご案内令和5年度上期 無料税務相談のご案内令和5年度上期 無料税務相談のご案内
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令和5年度定期健康診断について
　吹田商工会議所では令和5年度集団健診（会場：吹田商工会議所及び山田ふれあいセンター）の日程が下記のとお
り決まりましたので4月号に同封予定の申込書にご記入の上、会議所までお申込みくださいますようお願いいたし
ます。
　個人健診・出張健診等詳細につきましてはホームページの案内をご覧ください。

実 施 日 受付時間 実施場所 所 在 地

7/19（水）～7/21（金） 後日ご案内 吹田商工会議所 吹田市泉町2-17-4

未　定 9：30～12：30 山田ふれあいセンター 吹田市山田東1-28-9

※会場へは出来るだけ徒歩や公共交通機関でお越しください。

SNSのご登録、及びメールアドレスについて
　吹田商工会議所からの情報をいち早く提供できるよう、皆様にはTwitter及びLINEアカウントのフォロー、友達
登録をお願いいたします。弊所HPアドレスが11月より変更しておりますので、下記をご参照ください。
　また、メールアドレスも11月より変更させていただいております。ご登録がお済みでない場合は恐れ入りますが
お手続きをよろしくお願いいたします。

　Twitter https://twitter.com/suitaccisuita
　LINE https://lin.ee/OoBuIId
　HPアドレス https://suitacci.or.jp/
　代表メールアドレス info@suitacci.or.jp
 （各担当者のメールアドレスも＠suitacci.or.jpに変更しております。）

令和5年度定期健康診断について令和5年度定期健康診断について令和5年度定期健康診断について

SNSのご登録、及びメールアドレスについてSNSのご登録、及びメールアドレスについてSNSのご登録、及びメールアドレスについて

Twitter LINE公式アカウント 弊所HP
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創 業 の 経 緯

　元々は医療系の学校を卒業し、仕事も医療系に携
わっておりました。ただ、料理がとても好きで、料理
教室に通っているうちに自分でも料理教室を開きたい
という思いが強くなり、飲食業界へ転職しました。分
野は様々で、いろいろなお店で経験を積んでいくうち
に、やりたいことが焼き菓子のジャンルに絞られてい
きました。
　全くの偶然なのですが、焼き菓子のなかでスコーン
を作ったときに、「これは絶対にいける！」と自分自身
の中で確信をつかみ、スコーンの製造販売を行うこと
を決意しました。
　最初のうちは専業ではなく、勤務をしながら準備を
行っていましたが、移転前の最初の店舗物件との出会
いから、「今はじめ
なければ、ずっとス
タートできない」と
い う 思 い が 強 く な
り、開業に踏み切り
ました。

事業内容について

　開店したものの、私生活において出産・子育てを並
行していたため、店頭での販売は週1日だけで、ほか
週2日は通信販売での営業を行っていました。開業当
初がちょうどコロナ第1波の時期と重なったのですが、
テイクアウトと通販という販売形態が功を奏し、なん
とか順調に営業できておりました。
　そうするうちに移転後の現在の店舗で嬉しいご縁を

い た だ き ま し た 。
前の店舗を開業し
てから3年足らず
だ っ た の で す が 、
3Fから念願の1F
路面店舗に移るチャンスでもあったため、思い切って
決断をし、今年1月12日に移転オープンしました。
　販売商品はスコーンのみで、定番商品であるプレー
ンとチョコを含む5種類のラインナップを季節ごとに
入れ替えをしております。
　1つで食べ応えのある大きさにしていますが、米油
を使用することで重くなく、粗糖（そとう）でやんわり
とした甘さを出しているのが特徴です。
　他に材料は、地粉、低温殺菌牛乳、ベーキングパウ
ダー（アルミニウムフリー）を主に、できる限り有機、
無農薬、減農薬の食材を取り入れております。
　「子供から大人まで安心して食べてもらいたい」、そ
んな想いで作っております。

今 後 に つ い て

　移転してまだ1か月足らずなので、現在の店舗を安
定・向上させることが目下の課題です。営業時間は祝
日を除く火・木・金曜日の13時～15時までなのです
が、おかげさまで閉店時間を待たずに完売することも
あります。
　私自身が4人の子育てをしながらの営業なので労働
時間を増やすことは難しいですが、スタッフの技量向
上や増員、設備導入による業務効率化などを行うこと
で製造数量を増やし、より多くのお客様にご購入いた
だけるようにすることが今後の目標です。

新入会員インタビュー スコーン屋 つむぎ

事業所名：スコーン屋 つむぎ
所 在 地：吹田市千里山東1-17-28-101
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.instagram.com/tsumugi___scone/（Instagram）
代 表 者：長嶺　朱美（ながみね あけみ） 氏

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2023.1.1～1.31　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 大谷俊貴 吹田市吹東町 IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）

専門サービス 永田ギター教室 吹田市山手町 ギター専門の教室運営と演奏活動
サービス業 ライブネクスト（株） 吹田市豊津町 遺品整理業、不用品回収・買取業

（特）建　設 フジタ 西宮市上甲子園 塗装業（補修）
（特）専門サービス（株）コンフォーム 大阪市平野区喜連東 中小企業向けIT支援
（特）サービス業 よつ葉CAFE 京田辺市三山木垣ノ内 食事をメインとしたレストランカフェ

※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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比較を避ける

　上司が部下に関わる際には、比較が入る言葉を避け
たいところです。なぜなら、この要素が入るとトラブ
ルが起きやすくなるからです。
　例えば、「〇〇さんは1週間で仕上げてくれたから、
1週間あれば大丈夫だよね」という指示をする人がいま
す。ただ、前例を挙げただけと思われるかもしれませ
んが、あえて「○○さん」の成果を引き合いに出す必要
はありません。比較がプレッシャーになることを意識
しましょう。この場合、余計な前置きは必要なく「1週
間でお願いね」とだけ言えばよいのです。また、その際
に「こちらから期日を切るのは一方的ではないか」と気
にされる人もいます。基本的に期限を明示するのは、
お互いの認識を明確にするために必要です。「難しそう
なら相談してね」とフォローの言葉を添えればベターで
しょう。
　さらに、よくありがちなのは、「それ、急ぎの仕事
じゃないでしょ。こっちから先にやって」というもの。
自分のやっている仕事を否定されたり、見下されたり
している気がして、非常に嫌な気持ちになるという声
をたくさん聞きます。この場合は、「これ急ぎなので、
先にお願いできる？」と言えば角も立ちません。
　このように、前任者や状況に関する比較だけでなく、
本人との比較も気を付けたいところです。「この前、失

敗しているから、今回は頼むよ」「この前できたのだか
ら、楽勝だよね」といった具合です。
　ストレートに指示したいことだけを端的に伝えるよ
うにすると、こうした表現は避けられます。
　「以前は頼りなかったけれど、最近はよくやっている
ね」ではなく、「最近、頼もしくなってきたね」と現状を
率直に伝えたいですね。
　常に「現在」、そして「相手本人」に意識を向けると、
おのずから声掛けが変わってくると思います。人は、
周りの誰かと比べて、落ち込んだり、優越感に浸った
りするものです。だからこそ、比較表現には気を付け
て、心地よい関係性を築いてもらえればと思います。

職場のかんたん
メンタルヘルス

日本メンタルアップ支援機構 代表理事
大野　萌子 / おおの・もえこ
法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
アップ支援機構（メンタルアップマネー
ジャ資格認定機関）代表理事、公認心理師、
産業カウンセラー、2級キャリアコンサル
ティング技能士。企業内健康管理室カウン
セラーとしての長年の現場経験を生かし
た、人間関係改善に必須のコミュニケー
ション、ストレスマネジメントなどの分野
を得意とする。防衛省、文部科学省などの
官公庁をはじめ、大手企業、大学、医療機関などで5万人以上
を対象に講演・研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタ
ルヘルス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好か
れるセリフに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）ほか多数。
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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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YEG北地区合同例会
「玉転がしで紡ごうパーフェクト交流」が開催されました！

　令和5年2月25日、令和4年度箕面・池田・吹田YEG合同の
北地区合同例会「玉転がしで紡ごうパーフェクト交流」が開催さ
れました。今回は、箕面YEGが主管単会で、第1部がみのおボ
ウルで、第2部が箕面文化・交流センター　多目的室・市民
ギャラリーにおいて行われました。
　第1部では、ただボウリングをするだけではなく、各単会の
新入会員が中心となって、チーム対抗でいろいろな仕掛けのあ
るボウリングを楽しみました。
　第2部では、ボウリングの結果発表及び表彰、それぞれの単
会毎に、直前会長による事業紹介や現会長による次年度会長紹
介、さらに今回の事業の設営メンバーによるサプライズ演出な
どが行われ、趣向を凝らした設営に参加者は他の単会メンバー
と交流しながら楽しい時間を過ごすことができました。

吹田商工会議所貸会議室のご案内
　当会館は、阪急吹田駅から徒歩1分と便利な立地で、セミナー・研修・会議・面接などの用途にご利用いただけ
る会議室を貸出しております。
　会員の皆様は割安料金でご利用いただけます。是非、各種会合等にご検討ください。

会議室一覧（会員料金／税込み）

会議室
※（定員）

大会議室
（50名）

第1会議室
（15名）

第2会議室
（8名）

午　前
 9：00～12：00  9，900円 6，600円 3，300円

午　後
13：00～17：00 13，200円 8，800円 4，400円

夜　間
18：00～22：00 13，200円 8，800円 4，400円

貸出機材：プロジェクター　2，200円　　スクリーン　1，100円

※ 会議室の定員は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、通常より人数を減らしております。
※ 貸室料以外に、別途割増料金が必要な場合があります。ホームページをご確認ください。

詳しくは当所ホームページをご覧ください：https://suitacci.or.jp/assistance/meeting-room
お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001

YEG北地区合同例会
「玉転がしで紡ごうパーフェクト交流」が開催されました！「玉転がしで紡ごうパーフェクト交流」が開催されました！

YEG北地区合同例会
「玉転がしで紡ごうパーフェクト交流」が開催されました！

青年部コーナー

吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内



□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？

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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ビジネス総合保険のここがおすすめ
補償の一本化が可能
会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能

賠償責任リスクを総合的に補償
賠償責任（生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等）のリスクを総合的に補償

災害による休業時の資金確保が可能
災害（火災、風災、水災、雪災等）に遭った際の休業損失を補償

サイバーリスクも補償可能
情報漏えいの補償に加え、サイバー攻撃の際の対応費用も補償

新型コロナのリスクも補償
保健所等指示による新型コロナウイルスの消毒費用および消毒等に伴う営業休止にかかる損失を補償

お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001

ビジネス総合保険のここがおすすめビジネス総合保険のここがおすすめビジネス総合保険のここがおすすめ

おすすめ1
おすすめ2
おすすめ3
おすすめ4
おすすめ5
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令和5年度雇用保険料率のご案内
　令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
　・ 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります。
　・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000です。（建設の事業は4.5/1,000です。）

〈令和5年度の雇用保険料率〉
（太字は変更部分）

 負担者

事業の種類

①労働者負担
（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

②事業主負担 ①＋②
雇用保険料率失業等給付・育児

休業給付の保険料率
雇用保険二事業の

保険料率
一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

（令和4年10月～） 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000

（令和4年10月～） 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000
（枠内の下段は令和4年10月～令和5年3月の雇用保険料率）

大阪商工会議所公開講座受講のご案内
　当所と大阪商工会議所との間で、大阪商工会議所の実施する有料の公開講座を大商会員価格が適用できるよう提
携を結んでいます。
　大阪商工会議所では、企業の人材育成のために年間を通じて階層別・職種別等の研修プログラム（講座）を提供し
ています。大阪商工会議所が実施する提携講座については、吹田商工会議所の会員事業所が、当所のホームページ
を経由してお申込みいただくと、大阪商工会議所の会員価格で受講できるようになります。是非、社員教育にご活
用ください。
○大阪商工会議所公開講座URL：https://suitacci.com/?p=10186

※ 右記ホームページの  のバナーをクリックいただくと大阪商工会議所の該当ページリンクに遷移しま
す。講座の詳細はホームページでご確認いただけます。

（注）1. 講座のお申込み、受講料の振込等は、大阪商工会議所に行っていただきます。
　　2. 講座の開催は、原則大阪商工会議所会館（大阪市中央区本町橋2-8）となります（一部例外あり）。
　　3.  講座のお申込みに際しては、「会員／非会員」区分で、必ず「吹田商工会議所」を選択してください。会員番号

は空白で結構です。
＜4・5月開催の提携講座のご紹介＞

講座名／内　容 日　時／授業料

○主任・係長育成講座＜1＞自己成長編
　 自ら主体性を発揮し、チームへの貢献力を高める

4月24日（月） 10：00～17：00　
会員25,140円、一般37,710円（1人あたり、テキスト代、昼食代　含む）
※ 本講座と5月15日「主任・係長育成講座＜2＞後輩指導編」をセットで受講の

場合、2講座合計で会員45,040円　一般70,810円の割引価格になります

○管理職育成講座＜1＞自己改革編
　 管理職の役割を基礎から学び、自身のマネジメントスタイルを

構築する！

5月12日（金） 10：00～17：00　
会員25,140円、一般37,710円（1人あたり、テキスト代、昼食代　含む）
※ 本講座と5月19日「管理職育成講座＜2＞部下育成編」をセットで受講の場

合、2講座合計で会員45,040円　一般70,810円の割引価格になります

○主任・係長育成講座＜2＞後輩指導編
　 リーダーとして部下マネジメントと組織としての仕事の進め方

を理解する！

5月15日（月） 10：00～17：00　
会員25,140円、一般37,710円（1人あたり、テキスト代、昼食代　含む）
※ 本講座と4月24日「主任・係長育成講座＜1＞自己成長編」をセットで受講の

場合、2講座合計で会員45,040円　一般70,810円の割引価格になります

○管理職育成講座＜2＞部下育成編
　 自立する部下を育てる！時流を捉えた部下育成術を学びます

5月19日（金） 10：00～17：00　
会員25,140円、一般37,710円（1人あたり、テキスト代、昼食代　含む）
※ 本講座と5月12日「管理職育成講座＜1＞自己改革編」をセットで受講の場

合、2講座合計で会員45,040円　一般70,810円の割引価格になります

令和5年度雇用保険料率のご案内令和5年度雇用保険料率のご案内令和5年度雇用保険料率のご案内

大阪商工会議所公開講座受講のご案内大阪商工会議所公開講座受講のご案内大阪商工会議所公開講座受講のご案内

大阪商工会議所公開講座
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エコアクション21の認証取得を目指しませんか！

エコアクション21とは環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）です。「PDCAサイクル」を
基礎として、事業者が環境への取組を自主的に行うための方法を定めており、中小企業でも容易に取り組むことが
できます。

☑経営面での効果が期待できる
　 　仕組みを作り、取組を継続的に改善していくことにより、経費の削減や生産性・歩留ま

りの向上、目標管理の徹底、社員の意識向上など、経営面での効果をあげることができま
す。

☑入札に参加できる工事が増える！（吹田市の場合）
　 　建設工事入札参加有資格者の等級（ランク）格付けにおける発注者別評価点（主観点）の対

象項目のひとつであるため、取得により入札に参加できる工事の増加につながります。
※ エコアクション21の詳細については、「エコアクション21に取り組むメリット」のページ
（エコアクション21中央事務局HP）をご覧ください。

　エコアクション21の認証取得に補助を行っています！
　吹田市では、エコアクション21認証取得を行う際にかかる経費に対し、補助を行っていま
す。
※ 制度の詳細については、「エコアクション21認証取得事業補助金」のぺージ（吹田市HP）を

ご覧ください。
【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

すいたんグッズを販売しませんか？
　吹田市ではイメージキャラクター「すいたん」のマスコットや靴下、マスクなど様々なグッズを作成して販売して
います。

吹田市のグッズを「もっとたくさんの人に手に取ってもらいたい！」そんな思いから、グッズを販売いただける
方を募集しています。
◆販  売  条  件： 市内に事業所もしくは販売店があれば申込可能です。詳しくは市ホームページに掲載している

要領をご確認ください。
◆販売者の収益：販売者には同一の商品を10個以上購入する場合、販売価格の100分の80の価格で卸します。
◆申　 込　 み：①市ホームページに記載の申込書をメールで送付してください。
　　　　　　　　②在庫状況を確認して、対応の可否をお伝えします。
　　　　　　　　③対応可能な場合は納付書をお渡しします。納付の確認ができたら商品をお渡しします。
◆問　 合　 せ：吹田市シティプロモーション推進室　TEL 06-6384-2145　FAX 06-6384-1292

エコアクション21の認証取得を目指しませんか！エコアクション21の認証取得を目指しませんか！エコアクション21の認証取得を目指しませんか！吹田市からのお知らせ

エコアクション21とは

エコアクション21のメリット

エコアクション21に
取り組むメリット

エコアクション21認証取得事業補助金

エコアクション21
認証取得事業補助金

すいたんグッズを販売しませんか？すいたんグッズを販売しませんか？すいたんグッズを販売しませんか？吹田市からのお知らせ

すいたんマスコット すいたんキッズ靴下

詳しくは市HPを
ご確認ください！



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
TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

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 ）
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