
2
2017

会員新春のつどい
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　平成29年会員新春のつどいは、1月13日（金）午後
5時より吉祥寺第一ホテルで盛大に行われました。
　本年は、サービス業部会が担当部会となり、各部
会、女性会から選出された実行委員の方々の協力を得
て実施しました。
　当日は、恒例の福引大抽選が行われたほか、武蔵野
地粉お正月うどんや武蔵野のおみやげ、「むさしのプ

会員新春のつどい 盛大に行われる
トピックス
Topics

　新年恒例の四団体（武蔵野市・武蔵野市議会・武蔵
野商工会議所・武蔵野市商店会連合会）共催による新
年賀詞交歓会が、１月７日（土）午後１時より吉祥寺
第一ホテルで開催されました。
　当日は、邑上市長、深沢市議会議長、稲垣会頭、花
俣商店会連合会長の主催者挨拶に続き、来賓挨拶、叙
勲・褒章受賞者の紹介がありました。
　その後、島崎東京都議会議員の声高らかな乾杯の音
頭により、和やかな歓談が始まりました。多くの参加
者で会場がいっぱいとなり、そこかしこで輝かしき新
年を祝う挨拶や名刺交換、賑やかな懇談で盛り上が
り、会場内は正月ムードで熱気に包まれていました。

四団体共催による
「平成29年新年賀詞交歓会」開催

平成29年1月13日（金）

平成29年1月7日（土）

レミアム」の一部商品の販売も行い、多くの方々にご
購入いただきました。
　また、サービス業部会が、産官学連携で開発した
「武蔵野市ごみアプリ」に関するパネル展示やチラシ
の配布などを行いました。
　今回、参加された方々、賞品のご提供をしてくだ
さった方々、誠にありがとうございました。
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会員事業所向け
ストレスチェック
サービス開始のご案内
　このたび当所では、㈱ウェルネットと提携し、会員向け
ストレスチェックサービスを実施することとなりました。
　長時間労働や労働者の精神的疾患が問題となり、政
府でも働き方改革が進められる中、ストレスチェック
は、いわば心の健康診断ともいえるもので、平成26
年6月の労働安全衛生法の改正により、まずは従業員
50名以上の事業所で実施が義務となりました。
　該当事業所はストレスチェックを行い、労働基準監

　このたび、武蔵野市の公の施設の使用料について、市
内在住者、在勤者、及び在学者の利用促進を図ることか
ら、市民以外の方及び市民を含まない団体（以下「市
外利用者」という。）の利用について、平成29年4月以
降の受付分より使用料が改定されることとなりました。
　これに伴い、当会館4階市民会議室についても、市外利
用者が利用される場合は、右記②表の使用料となります。
　市民及び市民を含む団体が利用する場合は、これま
で通りの使用料となりますが、利用にあたっては、受付
時に市民であることを示す証明書（運転免許証、社員
証、パスポート、学生証等）の提示が必要となります。
　今回の改定は、武蔵野市の条例改正に基づき行われ
るものであるため、ご理解の程お願い申し上げます。
　なお、5階の商工会議所会議室（第1～第4）につ
いては、平成29年度の料金改定はございません。

経営サクセスセミナー開催

当所では、テーマ別に下記の内容で経営サクセスセミナーを開催します。
実績ある講師による実務・実践的な無料のセミナーです。会員・非会員は問いません!
経営者の皆さんの今後の企業経営に、また従業員の研修に、是非お役立てください!
詳細内容は同封の折込チラシをご覧いただき、お申込みください。
なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

開催日 時　間 内　容
 2月23日（木） 14：00～ プロカメラマン直伝!!  お客様の「気になる」を引き出す売れる写真撮影実践講座

 3月 7日（火）
14：00～ 飲食店の売上アップノウハウ　～短期間で売上がアップした飲食店は何をしたのか？～
18：00～ 事務効率をアップさせる オフィスの5S活動

 3月10日（金） 14：00～ お金をかけずにマスコミに掲載される!  効果抜群の広報術

督署に報告する必要があります。
　また、長時間労働をはじめ様々な労働問題が顕在化
している今、よりよい職場環境を整えることが企業イ
メージや長期的な人材確保にもつながってきます。
　ストレスチェックは、従業員の心の問題でもあるた
め実施には個人情報の管理、面接を行う医師等の確
保、診断後のフォローなど労力と費用を要します。
　この度のサービスは、これらをパッケージとしてご
用意し、お申込みから診断までを安価にて実現させ、
実施事業所のご負担を軽減させるものです。
　該当する会員事業所をはじめ、努力義務となっている
50名以下の会員事業所でもお申込みが可能です。
　詳しくは、同封の折り込みチラシをご確認ください。

①  現行使用料
 （ 市民及び市民を含む団体は、平成29年4月以降

も現行使用料が適用されます。）
 （円・税込）

午　　前 午　　後 夜　　間 全　　日
9,000 15,000 20,000 40,000

②  市外利用者使用料
  （平成29年4月以降受付分から　現行の2割増の
使用料となります。）

 （円・税込）

午　　前 午　　後 夜　　間 全　　日
10,800 18,000 24,000 48,000

〈お問合せ〉
武蔵野商工会議所　総務課（0422-22-3631）

武蔵野商工会館4階  市民会議室使用料改定のお知らせ
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　1月1日（日・元日）から7日（土）までの7日
間にわたり「第11回 武蔵野吉祥七福神めぐり」を
開催しました。今までの10日から7日間に短縮開
催となりましたが、天候にも恵まれ大変多くの方々
にご参加いただきました。今回、新たに実施した特
製ベジ福神クリアファイルをプレゼントするスタン
プラリー（中学生以下対象）も好評で、お子様連れ
でご参加する方も多くみられました。
　また、吉祥寺駅北口に設けられた本部や各寺社で
は、御朱印を集める色紙セットやお正月うどん、各
種グッズを販売しました。中でも、延命寺と杵築大
社では、むさしのプレミアム認定商品の販売や甘酒

開催しました！

のふるまい、焼き芋販売とともに、武蔵野昔話紙芝
居や南京玉すだれの実演もあり好評を博しました。
　また、5日（木）～ 7日（土）は、JR東日本主
催の「駅からハイキング」も行われ、街中に七福神
めぐりの参加者があふれる賑わいとなりました。
　開催期間を通じて、多くの方々に武蔵野市の歴
史・文化・伝統など、地域の魅力を発信すること
ができました。 各寺社の関係者や当所役員、関東
バス関係者、商店街の方々、アルバイトスタッフな
ど、 当イベント運営に携わっていただきました皆様
のご協力に心より感謝申し上げます。

第11回武蔵野吉祥　武蔵野吉祥　
七福神めぐり七福神めぐり
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食品業部会、飲食業部会、商業部会、建設業部会、女性会では、
それぞれ「武蔵野吉祥七福神めぐり」を実施しました。

武蔵野吉祥七福神めぐり
各部会・女性会の
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新入会員 の紹介 12/16

～

1/15

　会報12月号の新入会員の紹介コーナーで下記の事業所名が誤って印字されておりました。
正しくは、下記のとおりになります。
　誠に申し訳ございませんでした。

（誤） 教育応援プロジェクトBISA　BISA

（正） 教育応援プロジェクト　BISA

事業所名 業　種 地　区 所属部会

Ｌｏｕｎｇｅ Ｒ 飲食店 吉祥寺地区 飲食業部会

笠井行政書士事務所 行政書士 地区外
工業部会

株式会社 ＫＤＫ 製造業 地区外

三重電設工業株式会社 電気工事業 地区外 建設業部会

アートラインサービス株式会社 交通安全施設業 地区外

サービス業部会公認会計士山﨑修事務所 会計事務所 中央地区

紺野社会保険労務士事務所 社会保険労務士業 境地区

会報12月号 「新入会員の紹介」 訂正とお詫び

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成29年度の会員増強運動の目標件数や実施期間について検
討を行いました。その結果、下記のとおり実施していくこととなりました。

　実施期間：平成29年１月～平成29年12月

　目標件数：150件（そのうち、部会全体の目標件数は95件です。）

　また、12月末時点で目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。 各部会の目標件数は、下記のと
おりです。
　会員の拡大は、組織基盤強化のために必須のことですので、引き続き、皆様のご協力をお願いします。

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

部会名 食  品 飲  食 商  業 工  業 建  設 サービス 金  融 合  計

目標数 8 18 17 14 11 17 10 95
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部会だより

部 会 だ  よ り 各部会・女性会・異業種交流プラザへのお問い合わせは
武蔵野商工会議所 まで。こちら 0422-22-3631TEL

i nformation

▲  

日本酒セミナーのご案内
〈「金婚」豊島屋酒造〉
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）では、恒例の日
本酒セミナーを下記のとおり開催します。
　今回は、「豊島屋第二弾」として、昨年お招き
した銘酒「金婚」の蔵元である豊島屋酒造株式会
社を訪ねます。
　和気あいあいと、日本酒の香りや味わいをお楽
しみください。
　酒蔵見学後は懇親会を予定しています。皆様の
ご参加をお待ちしております!

日　時：3月10日（金）14：00～17：00（予定）
　　　　 当日は13：00に西武新宿線　東村山駅

にご集合ください。
参加費：3,000円
定　員：25名（先着順）

お問合せ 食品業部会（担当：佐野）食  品 業 部会 

お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）

i nformation

▲

商業部会講演会
　商業部会（西宮忠部会長）では、武蔵野市 邑上守正市長による講演会を下記のとおり開催します。
　今年は、市制施行70周年、井の頭恩賜公園開園100周年の年で、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック大会を含めて、「武蔵野市の展望」と題して、その取組みについてお話いただきます。聴講は、
当会議所会員限定とさせていただきます。
　ご参加には、事前申込みが必要です。聴講希望者は、上記担当者までお問合せください。
　
日　時：2月17日（金）　16：00～（受付17：30～）
会　場：武蔵野商工会館　4階市民会議室
定　員：90名（事前申込制・先着順）

商 業 部会  

報 告

▲

三峯神社　初詣
　食品業部会では、1月27日（金）に毎年恒例
の初詣を実施し、三峯神社を参拝しました。標高
1,100mからの絶景や日本に7つしかない「三ツ
鳥居」という鳥居が印象的でした。
　参拝後は、興雲閣にて日頃の疲れを癒し親睦を
深め、道の駅「ちちぶ」にて買い物を楽しみまし
た。天候にも恵まれ、皆様に大変好評な初詣とな
りました。
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報 告

▲

大相撲初場所観戦報告について
　会員交流委員会（小山委員長）では、大相撲初
場所観戦を平成29年1月22日（日） 千秋楽に実
施しました。今場所は、大関・稀勢の里が悲願の
初優勝をはたし、結びの一番では横綱・白鵬を破
り、大変盛り上がりました。
　場所後には、稀勢の里の横綱昇進が決まりました。

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

i nformation

▲

東地区会開催のお知らせ（東地区会員対象）

　工業部会（林敏雄部会長）では、「東地区会員交
流会」を下記のとおり開催します。
　今回は、「プレゼン・スピーチのためのボイスト
レーニング」をテーマに、経営に役立つ勉強会を
開催します。ボイストレーニング終了後、同会場に
て懇親会を行います。

日　時：2月22日（水）　18：00～ 20：00
場　所：商工会議所　7階役員会議室
参加費：無料

※東地区会員交流会は東地区の会員の皆様が対象になります。

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

i nformation

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、下記のとおり講演会を開催します。
　今回の講演会は、㈱Gentle 代表取締役の中村 成博（なかむら まさひろ）氏を講師にお招きし、「絶対に
損をしない　知って得する速読術」をテーマに行います。
　聴講希望者は、同封の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは電話にて事務局までお申込みく
ださい。

日　時： 2月22日（水）
 17：30～ 19：00（受付17：00～）
会　場：武蔵野商工会館 4階市民会議室
演　題：「絶対に損をしない　知って得する速読術」
講　師：㈱Gentle 代表取締役　中村 成博 氏
聴講料：無料（どなたでも聴講いただけます）
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i nformation

▲

外国人観光客おもてなしセミナーのご案内
　金融業部会（大木隆部会長）では、３月３日（金）に商工会
館４階市民会議室にて講演会を開催します。
※詳細は同封の参加申込書を参照。

　参加希望の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、２月28日
（火）までにFAXでお申込みください。商工会議所HP上の『セ
ミナー・イベント』ページからも申込みできます。
　なお、金融業部会員には、懇親会の開催通知と合わせて別途
ご案内をお送りしますので、そちらからお申込みください。
日　時：３月３日（金）
時　間：15：30～ 17：00
会　場：武蔵野商工会館４階 市民会議室
演　題：『 外国人観光客おもてなしセミナー』
講　師：水野 奈美 氏（㈱ぐるなび ぐるなび大学講師）
定　員： 90名（先着順。どなたでも参加できます）
参加費：無料

金 融 業 部会 お問合せ 金融業部会（担当：澤畑）

当所公式ホームページに掲載するバナー広告を募集しています！
バナー広告募集! !

　当所では、昨年より公式ホームページのトップペー
ジに有料広告（バナー広告）を掲載しています。一昨
年のホームページリニューアルにあわせて価格の見直
しを行い、掲載料を大幅に減額しました。月間PV数
28,000件以上（※）と多くのアクセスがあり、広告媒体
として活用いただけますので、ぜひご利用ください。
 ※集計期間：平成27年10月～平成28年12月

〈掲 載 料〉 １枠1,500円／月（税別）
〈規　　格〉 縦×横：62pix×150pix
〈掲載期間〉  掲載は原則として４月～翌年３月の１年

単位となります。なお、５月以降にお申
込みいただいた場合は、掲載が決定した
日の翌月１日から３月末までが掲載期間
となります。

お問合せ 総務課

TEL：0422-22-3631
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　当所では、会員サービスとして、会員である右記の
企業と葬祭事業に関する会員サービスの提携を行いま
した。
　弔事に関し、会員とその従業員、ご家族が利用する
場合、各種サービスについて会員価格が適用されます。
　割引、サービス内容については各社で異なりますの
で、ご利用に際しては必ず当所の会員である旨を告
げ、各社窓口までお問合わせ、ご相談ください。

　武蔵野商工会館の駐輪場ご利用についてのお願いです。当会館１階にある駐輪場は、商工会議所独自
のものではなく、当会館をご利用の皆様が使用するものです。そのため、当所の会員であっても、当会
館へ御用のない方は、ご利用いただけないものとなっています。スペースに限りがありますので、会員
の皆様にはどうぞ趣旨をご理解いただき、より良い会館運営にご協力をお願いします。

会員優待サービスについて

武蔵野商工会館駐輪場ご利用についてのお願い

提携先
●㈱あさの 0120-47-5000
　三鷹市井の頭2-8-2
●㈱日典 0120-245-210
　三鷹市野崎2-5-5
●㈱セレモア
　立川市柏町1-26-4（総本社） 042-534-1111
　三鷹市新川5-16-10（三鷹支社） 0422-41-1121
　武蔵野市吉祥寺本町2-3-1（東急百貨店　吉祥寺店）
  0422-22-1121

当所Facebookページを公開しています

　当所では、Facebookページを公開しています。Facebook
ページは会報誌やホームページでは紹介しきれないお知らせ、
イベント、関連情報などをタイムリーに発信していきます。
皆様の「いいね！」をお待ちしております。

　URL：https://www.facebook.com/musashinocci/

武蔵野商工会議所会員の皆様へ

　12月より、いつでも、どこでも、好きなだけご利用いただける「会員限定WEBセ
ミナー（無料）」を当所ホームページ上にて公開しています。経営上のお悩みに応じて、
様々なコンテンツを用意しておりますのでご活用ください。なお、詳細については同封
の折込チラシでご確認ください。 

会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー（無料）配信中
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新入会員
　　 紹介

新入会員を対象としたPRスペースを設けています。毎月10日発行の会報誌は、会員
企業・団体・報道機関等約2,500社にお届けしています。自社の製品やサービスをPR
してみませんか? 費用は一切かかりませんので、是非ご活用ください。

お問合せ 総務課

株式会社ハッピーコンビ

「人」に関する助成金、人事・労務で
お役に立ちます!

　私たちは、会社と社員が共に元気になる組織作り
をお手伝いします。
　会社の稼ぐ力を高めるためにも、従業員が安心し
て働くことのできる職場環境を整えることが不可欠
です。人を雇いたい、人事制度を整えたい、助成金
を活用したい、などのタイミングに合わせて。また、
残業を減らしたい、離職率を下げたいなどのお困り
ごとにも、適切なアドバイスを専門家のチームで検
討し、ご提案させていただきます。

須藤特許事務所

会社の成長に、知的財産（特許、商標など）
を活用してみませんか?

　弊所は、設立24年の特許事務所です。お客様に
は、武蔵野周辺の企業に加え、四国、九州などの地
方の企業、さらには全国的に展開する企業も多数お
ります。また、弊社では、提案型のサービスを重視
しており、特許出願や商標出願の経験の少ない個人、
中小企業のお客様もご納得いただけるように、出願
書類を作成することを心掛けています。是非お気軽
にご相談ください。

　スピーシーズ株式会社

ロボット!? フィギュア!? いえ
「リアル3Dモーションフィギュア」の誕生!!!
です。

　スピーシーズ（株）は従来タイプの人型ロボットに
加え、新たに豊かな「表現力」とスリムでフィギュア
ライクな「外観」を兼ね備えた「リアル3Dモーショ
ンフィギュア」を開発しました。
　モーションフィギュア技術（特許取得済み）で、
全てのIT機器をかわいい仕草のIOTに変貌させ、メ
カトロニクス技術をべースにリアル3Dエンタテイン
メント事業に取り組みます。ただいま各種企業様と
の協業を検討中。

株式会社インテリジェンス・ワークス

貴方主導のもとで自由に扱える「電脳地蔵
エントランスシステム一期一会」

　三鷹市内郵便局、三鷹商工
会、東京都檜原村で導入され
ています。IT知識なしでも独自
でシステム導入・運用が、安価で簡単に扱えます。
店舗や事務所で、個性的な表現が自由にできます。
　30年のソフトウエア開発、ラジオ番組制作運営、
エアラインサービス経験を融合しました。15か国語
以上で心を込めた挨拶、オールインワンパッケージ
&DIY設置、自社地域広報&安全安心も確保。リー
スも可ですのでお気軽にお問合せください。

代表者 ● 春日　知昭
所在地 ● 180-0003武蔵野市吉祥寺南町3丁目19-12
TEL ● 0422-90-2650 FAX ● 0422-90-2650

e-mail ● kasuga@speecys.com
URL ● http://speecys.com

代表者 ● 荒木　貴代美
所在地 ● 181-0013東京都三鷹市下連雀3-32-12-101
TEL ● 0422-45-5564 FAX● 0422-45-5564

e-mail ● info@intelligenceworks.co.jp
URL ● http://www.intelligenceworks.co.jp

代表者 ● 荒井　幸之助
所在地 ● 202-0014東京都西東京市富士町1-11-21-113
TEL ● 042-468-2570 FAX● 042-468-2570

e-mail ● mail@happycombi.com
URL ● http://www.hc-arai.jp/

代表者 ● 須藤　阿佐子
所在地 ● 184-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-17-603
TEL ● 0422-27-2253 FAX ● 0422-27-2254

e-mail ● sudo@sudopatent.com
URL ● http://www.sudopatent.com/
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法政大学大学院政策創造研究科　教授　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などを経て、2008年4月より法政大学大学院政
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。他に、人を大切にする経営学会会長
はじめ、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。専門は中小企業経営論・
地域経済論・産業論。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。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

岡県北九州市・小倉駅から車で 20分ほど

走った産業用地の一角に、壁にカラフルな塗

装を施した美しい工場がある。この企業はサンアクア

TOTO株式会社といい、1993（平成 5）年に第三セ

クターとして設立された企業である。一般的に第三セ

クターというと、まちづくりや地域活性化を目的に行

政主導で設立され、そのトップも役所からの天下り人

事が多い中、同社はこれらとは全く異なり、価値があ

るといえる。その特長はおおむね 4点ある。

　第 1は、その設立が「地域に住み、働きたいが、

働く場所のない障がい者の就労の場」を目的にしてい

る点である。全国に第三セクターは多々あるが、地域

の障がい者に働く喜び、働く幸せを提供することを目

的に設立・運営されているところはほとんどない。

　第 2は、同社が行政主導ではなく、弱者に優しい

一民間企業が主導して設立された点である。一般的に

第三セクターというと、行政が中心となり、その出

資比率も圧倒的という企業が多い中、同社は資本金

6000万円のうち福岡県が 1200万円、北九州市が

1200万円であり、残り 3600万円は北九州市に本社

を有する TOTO株式会社が出資している。それ故、

障がい者に寄り添い、生かす『サンアクアTOTO』

現在同社の社長は 3代目であるが、全て最大株主で

ある TOTO出身である。

　第 3は、これぞ同社の最大の特長であるが、障が

いの度合いによらず多くの障がい者が雇用されている

という点である。現在、同社には TOTOからの出向

者やプロパー社員を含め 128人いるが、そのうちの

83人、割合にすると 64.8%が何らかの障がいがあ

る。より驚くのは、83人の障がいのある社員のうち

44人、つまり障がい者の半数以上が重度障がい者で

ある。余談ではあるが、障がい者の法定雇用率の算出

は重度障がい者はダブルカウントされるので、この式

に従えば同社の実雇用率は何と 99.2%となる。

　そして第 4は、ここで働く障がいのある社員が担

う仕事である。現在の最大の仕事は TOTOブランド

の水洗金具や給排水金具など約 150種類の高度な機

能部品の組み立て・調整である。聞くところによる

と、TOTOブランド商品の大半は同社で生産されて

いるという。そのほかにも、TOTOの社員向け名刺

や商品のチラシ、取り扱い説明書などをレイアウトか

ら印刷まで一手に引き受けている。

連載
快進撃企業 に 学べ

福

NL2_cs5.indd   12 17/02/06   14:01



会員会員
ズームズーム
プアアップアップ

元元

気気ななな
会会会会社社社社をを紹紹紹紹介介介介しししまま

すす
。。

13

News Letter　むさしの
Vol.524

コラム

会員事業所の紹介コーナー「会員ズームアップ」にて
紹介する事業所を募集しております。
新しくできたばかりのお店から、長く親しまれている名店まで、「取り上げて欲しい !」という
ご希望があれば、是非当所までご連絡ください。

元気な会社を紹介しています ! !

お問合せ

）課務総 ： 当担（
 0422-22-3631☎

事業所

　今回は吉祥寺本町にあるナカムラデザインオフィス
を訪問し、代表の中村良隆さんと奥様の中村美香さん
にお話をうかがいました。
　もともとアパレル業界にいたお二人ですが、初めは
パタンナーであった奥様が、外注請負を機会にフリー
に。代表の中村さんも、自分たちのブランドを立ち上
げたいという夢から、2001年に事務所を設立。以来、
二人三脚でオーダーユニフォームや、夢であった自身
のブランドCUs（キュズ）を立ち上げ、主に婦人服
を中心に企画、製造、卸を行っています。
　キュズは、Cute&Creativeの2つの個性をUnite
（一体にする）という意味が込められています。
　ユニフォームは、コスメやエステ店、美容院、飲食
店や個人のパティシエなどからオーダーが入り、お客
様のこだわりや気持ちなどの要望をできる限りお聞き
し製作しているそうです。
　「これまで様々な注文に対応して、悪戦苦闘し、勉強
させていただいた経験が今の仕事に繋がっています。」
という中村夫妻。
　今では希望を聞けば、どんな生地を使ってどのよう
なデザインで製作を進めていけばよいか、すぐに分か
るそうです。
　商品を製作するには、素材が大変重要であり、同じ
デザインの型で製作したとしても、生地により見栄えや
機能が全く異なるとのこと。加えて大事なことは、着心
地であり、着心地と機能性が良ければその後もリピー

ターとなり、ファン
になってくれるそう
です。
　ユニフォーム等ど
ちらかというと、画
一的で大量生産にな
りがちなものを、小
ロットで細かいディテールまで徹底的に応えてくれるこ
とが、他社にないサービスとしてお客様から支持されて
います。
　その強みは、ご夫妻でデザインとパターンが作れて
しまうので、外注に出すことなく、比較的安価でオリジ
ナルのものが作れること。これまでの努力と経験を活か
した取り組みで、取引先との信頼関係も増しているそう
です。他にもドレスやアクセサリー、ニット、雑貨など
何でも作れるとのことなので、是非、自分のこだわりの
アイテムをオーダーしてみてはどうでしょう。

（取材担当:池田・小林）

ナカムラデザインオフィス

代表　中村　良隆

武蔵野市吉祥寺本町3-13-12-303
TEL 0422-22-6151
（CUs）http://www.cu-s.com
（Uniform&OEM）http://cus-uniform.com
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LOBO
調  査 早期景気観測

　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 21.7 ▲ 12.7 ▲ 19.6 ▲ 22.5 ▲ 38.2 ▲ 14.6

関　東
▲ 18.1 ▲ 12.7 ▲ 9.1 ▲ 13.3 ▲ 35.7 ▲ 19.7

　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 21.5 ▲ 6.0 ▲ 20.6 ▲ 24.9 ▲ 34.2 ▲ 19.6

関　東
▲ 17.3 1.4 ▲ 17.3 ▲ 16.7 ▲ 23.8 ▲ 24.3

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 29 年 1月15日現在）

部　　会 食  品 飲  食 商  業 工  業 建  設 サービス 金  融 合  計 

会 員 数 271 413 702 118 209 1,085 69 2,867

市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2017 年 1月～ 2017年 3月

Lobo調査とは……
全国の399商工会議所が2558業種
組合等に対してヒアリングを行い行況
等を調査した結果です。

DI 値（景況判断指数）
 について

DI 値は、業況などの各項目に
ついての、判断の状況を表す。
ゼロを基準として、プラスの値
で景気の上向き傾向を表す回
答の割合が多いことを示し、マ
イナスの値で景気の下向き傾向
を表す回答の割合が多いことを
示す。従って、売上高などの実
数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景気感の
相対的な広がりを意味する。

割　合 （%） 51.5 30.1 43.1 84.3 54.3 33.7 67.0 38.9%

　12月の全産業合計の業況DIは、▲21.7と、前月
から+1.2ポイントの改善。冬の観光需要が堅調な宿
泊業・飲食業に加え、運送業、ソフトウェア業などが
下支えし、サービス業の業況感が広く改善した。ま
た、卸売業から農産物の価格高騰の影響が和らいだと
の声や、建設業から住宅など民間工事の堅調な動きを
指摘する声が多く聞かれた。他方、消費低迷が続く
中、人手不足による受注機会の損失や人件費の上昇が
中小企業のマインドを下押ししており、業況改善の動
きは依然として力強さを欠いている。

　先行きについては、先行き見通しDIが▲21.5（今
月比+0.2ポイント）とほぼ横ばいを見込む。冬の賞
与増、株高進行による個人消費の伸びや設備投資の増
加、海外経済回復に期待する声が聞かれる。他方、消
費低迷の長期化、人手不足の影響拡大、次期米国大統
領の政策の影響など、先行き不透明感を懸念する声は
多く、中小企業においては慎重な姿勢を崩していな
い。

業況DIは、3カ月連続改善。先行きは不透明感強く、
横ばい圏内の動き

 2015 年 12月 : 2016 年12月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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H e a l t h  c o l u m nH

多摩東部地域産業保健センター
〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-38-4　三鷹産業プラザ404

TEL  0422-24-6906　　FAX  0422-24-6908　　E-mail  sanpo@kind.ocn.ne.jp
※ 当センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、
労働安全衛生法で定められた保健指導など一定の産業保健サービスを無料で提供しています。

　糖尿病の治療として思いつくものは何で
しょうか。糖尿病の治療の柱となるのは、食
事・薬・運動です。中でも、食事は薬以上に
大切な役割を示すことがあります。食事療法
により、薬物療法が必要なくなることもある
のです。食事療法は「難しい」とか「がま
ん」といった受け止め方があるかもしれませ
ん。ここでは、今日からできそうな食事療法
の工夫を紹介します。
　食事をとると、誰でも血糖値が高くなりま
す。これが141mg/dl以上になると「食後
高血糖」の状態です。最近の多くの調査結果
から、「朝食後1時間の血糖値の上昇が、急
性心筋梗塞症の発症に関連する」、「食後高血
糖になる人は、そうでない人に比べて、脳梗
塞発症の危険度が約2倍になる。」といった
ことがわかっています。一方で、食事の順番
を調節することによる血糖値の変化を調べた
研究があります。これは、糖尿病の方と健常
者（糖尿病ではない方）にまったく同じ内容
の食事を、順番を変えて食べてもらったもの
です。
〈野菜から～①野菜→②主菜（おかず・タンパ
ク質）→③主食（米、パン、麺など）〉
〈主食から～①主食→②主菜→③野菜〉
の順番での食事をしてもらいました。そうす

糖尿病を防ぐ食事の順番

ると、糖尿病の人だけではなく、そうでない方
も、〈野菜から〉では、〈主食から〉よりも、食
後の血糖値の上昇が抑えられ、血糖値の上下変
動幅は30%以上減少したということがわかり
ました。そこで、長期的にこの方法、「毎食野
菜から摂取」を続けてもらったところ、血糖値
のみならず、体重・脂質（コレステロール、中
性脂肪など）、血圧にも効果が現れました。そ
れではなぜ‘食べる順番療法’には効果がある
のでしょうか。その要因として、野菜に含まれ
る食物線維が糖質の吸収を遅らせたことがある
と考えられています。また、この方法を長期的
に続けると「野菜の摂取量が増える」「食事を
十分に噛むことで脳の満腹中枢が刺激され、最
後に摂取する主食の量が減少する」「野菜料理を
最初に食べきるため、料理の味付けが薄くなり、
減塩による血圧低下作用がある」と期待され、
実際にそれが結果として現れました。食後の高
血糖は、動脈硬化を促進します。そこで、
　『毎食野菜を最初に食べ、最後に（後半に）主
食（炭水化物）をとりましょう。』
　「食べる順番療法」、意識してみてはいかがで
しょうか。
　

NL2_cs5.indd   15 17/02/06   14:01



  　　 発行日 毎月10日発行
         発行所 武蔵野商工会議所
   〒180-0004　武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7　TEL 0422-22-3631 ／ FAX 0422-22-3632
　 　　　　　  URL　 http://www.musashino-cci.or.jp
　　   発行人 檜山　啓示 編集・印刷    株式会社  文 伸

NL2_cs5.indd   16 17/02/06   14:01


