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優良従業員表彰のご案内

当所Facebookページを公開しました

　Musashinoごちそうフェスタ実行委員会（金子正雄実行
委員長）では、「飲食・食品店ガイドブック」＆「食べ歩き
マップ」を3万セット作成し、11月から市内で無料配布す
る予定です。
　ごちそうフェスタ参加店のお店情報、様々な割引やサービ
スなどの特典情報が満載のガイドブックと、行きたいお店が
どこにあるか分かりやすく掲載されているマップをセットで
ご利用いただくことを考え編集中です。
　来街者の楽しい食べ歩きに役立ち、かつ、ごちそうフェス
タ参加店の販売促進にもつながるガイドブック＆マップを目
指しています。11月の発行をお楽しみに。

　平成28年度優良従業員表彰式を12月２日（金）に商工会館4階にて開催します。
　この表彰制度は、当所の会員事業所に勤務されている従業員で、成績優秀な方を表彰し、永年の功績を
讃えるとともに、今後の勤労意欲の向上を図り、市内商工業の振興発展に資することを目的として毎年開
催しています。該当する従業員の方がいましたら、同封のチラシ「表彰要項」を確認の上、「優良従業員
表彰推薦書」に必要事項を記入し、お申込みください。

締切り：10月4日（火）　必着
お問合せ  事務局（担当：伊野瀬）
TEL：0422-22-3631 ／ FAX：0422-22-3632

　当所では、８月より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/
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新入会員 の紹介 7/16
〜

８/15

スナック 薔薇 スナック 飲食業部会

さかな家 碧 居酒屋 飲食業部会

昜木屋 飲食業 飲食業部会

菘 和食店（日本料理店） 飲食業部会

株式会社　アンドワークス 薩摩牛の蔵吉祥寺南町店 焼肉 飲食業部会

株式会社　21 日本一寿し 寿司（サービス） 飲食業部会

有限会社　三友コーポレーション ラッキージョージ スポーツパブ 飲食業部会

株式会社　高匠 よしきゅう 吉祥寺本店 飲食業（ラーメン・定食・おつまみ） 飲食業部会

株式会社　Ｖａｎｔａｇｅ Ｗｏｏｄ ＢＩＳＴＲＯ ＲＯＳＩＥＲ ビストロ料理、ワイン、お酒の提供 飲食業部会

株式会社　中商 卸売業（傘ポン、フィルム建築材等） 商業部会

株式会社　竹内製作所 機械加工組立業 工業部会

株式会社　藤和ハウス 三鷹店 不動産仲介業 工業部会

株式会社　ショーヨー 建設業（メンテナンス） 建設部会

特定非営利活動法人 武蔵野農業ふれあい村 農作業を通した環境教室・食育活動 サービス業部会

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会 国際交流・外国人支援 サービス業部会

吉祥寺隠れ家サロン ＣＡＭＩ リラクゼーションサロン サービス業部会

株式会社　Ｇｏｏｄ Ｌｉｆｅ Ｃａｒｅ 建設業 サービス業部会

ＭＣＤＬａｂ 店舗販促に特化した広告事業 サービス業部会

長谷川塗装 塗装業 サービス業部会

誠都設備 建設業 サービス業部会

いつき司法書士事務所 司法書士業 サービス業部会

株式会社　ネクサス 建設業 サービス業部会

株式会社　ＫＫＩＴ ＯＦＦＩＣＥ 経営コンサルタント業 サービス業部会

株式会社　アミカコーポレーション 吉祥寺不動産情報館 ルームガーデン 不動産仲介、人口観葉植物の施工・販売 サービス業部会

株式会社　エマージェンス キャリアカウンセリング、キャリア支援プログラムの企画・開発・運営、
キャリア支援に関する教育研修セミナ、講習の企画・運営 サービス業部会

有限会社　キス・コーポレーション 広告・販促企画制作 サービス業部会
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　秋の吉祥寺ウェルカムキャンペーン（清宮五郎大会長）は、
吉祥寺アニメワンダーランド2016（目黒峰生実行委員長）を、
10月1日（土）から23日（日）まで実施します。
　今年のメインビジュアルは吉祥寺在住の巨匠「楳図かずおとそ
の諸作品」で、駅周辺がイベントフラッグで装飾されるほか、井
の頭公園ステージでのライブショー、最高傑作と名高い「わたし
は真悟」の舞台化に合わせた丸井吉祥寺店での連動企画などを予
定しています。ほかにも、世界的アニメーター森本晃司など豪華
審査陣を迎えておくる「吉祥寺アニメーション映画祭」、親子で
楽しめるプラモデルワークショップや「吉祥寺おもちゃ市場」、
たくさんの着ぐるみや声優などがあちこちで登場し、ファミリー
からコアなファンまで楽しめるイベントが盛りだくさんです。期
間中は吉祥寺がアニメ一色に染まります。また、開会に先立つプ
レイベントとして吉祥寺を舞台にしたアニメ「オカルティック・
ナイン」の原画展等をギャラリー創にて実施します。詳細や最新
情報は、9月中旬配布予定の公式ガイドブック及び、公式HPを
ご覧ください。

*公式HP 　http://www.kichifes.jp/wonderland

お問合せ

武蔵野市観光機構 9：00～ 18：00（無休）
TEL：0422-23-5900

吉祥寺アニメワンダーランド2016 10
23

10
1 ～

Ⓒ楳図かずお/小学館

　会員サービスとして実施している「人間ドック」・「脳ドック」の受診申込みを今年も６月より受
け付けています。
　武蔵野赤十字病院（境南町）、にしくぼ診療所（緑町）の２つの医療機関から同サービスの受診
を選択できます。人間ドック、脳ドック及び簡易脳ドックが会員特別料金で受診できることに加
え、キャッシュバック（１事業所につき一律10,000円）も受けられます。
　なお、医療機関によって各コースの受診料金及び検査内容が異なる場合があります。詳細は同封
のチラシにてご確認ください。なお、受付は12月末までです。

※申込み受付は、当所窓口のみとなります。電話、FAX、メールでの受付は行っていません。
※申込み期間中でも定員（２施設合計40事業所）になり次第締め切りますのでご注意ください。
※ 検査項目についてのお問合せは、ご希望の医療機関（武蔵野赤十字病院（TEL：0422-32-1111）または、
にしくぼ診療所（TEL：0422-50-2825））へお願いします。

人間ドック・脳ドックのご案内

お問合せ 総務課（担当：小林）
　　　　　TEL：0422-22-3631

武蔵野赤十字病院

にしくぼ診療所

インフォメーション
Information
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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

▲

秋の飲食業部会会員親睦会
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、毎年恒例
の会員親睦会（日帰り旅行）を実施します。
　申込書及び詳細については8月下旬に案内を部
会員の皆様に送付しています。
　内容を確認のうえ、お申込みください。

i nformation

▲

研修視察のご案内
　商業部会（西宮忠部会長）では、10月6日（木）
に横浜元町通り商店街と横浜港クルージング視察
研修を実施します。元町通り商店街は、150年
以上の歴史があり、元町発祥ブランドが軒を連ね
る横浜を代表する商業地の一つです。平成25年
に、川越から横浜まで鉄道の直通運転が開始さ
れ、ますます賑わいを見せています。今回は、そ

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成28年度の入会目標件数を150件として加入促進活
動を行っています。そのうち、部会全体の目標件数は95件です。
　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。各部会の目標件数と現在の勧誘
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
8/15現在 1 13 8 4 10 18 18 72

の商店街の散策と管理・運営をする協同組合の方
より、まちづくりについてお話を伺う予定です。
また、船上から横浜の絶景を眺めるクルージング
をお楽しみいただくほか、昼食は横浜中華街で交
流を深める視察となっています。別途送付する案
内書をご確認のうえ、お申込みください。

お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）商 業 部会  

実施日： 10月19日（水）
行き先：  神奈川県　キリンビール横浜工場・城ケ

島日帰り旅行
受付締切：10月12日（水）
定　員： 30名（予定）
参加費：1人5,000円
　～ご参加お待ちしています!! ～

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）

部会だより/  Information
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部会だより

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

i nformation

▲

「住まいりーフェスタ」開催のご案内
　建設業部会むさしのまち大工事業（渡辺直樹座長）では、市民の住宅・住環境の向上を目的として10月
22日（土）に、むさしのまち大工制度周知イベント「住まいりーフェスタ」を開催します。当日は、ミニ
住宅の組立て・内覧のほか、住まいに関する相談受付などを行います。是非ご来場ください。
日　時：10月22日（土）　11：00～ 15：50
場　所：コピス吉祥寺ふれあいデッキこもれび
内　容：ミニ住宅の組立て・内覧、住まいに関する相談受付　ほか

i nformation

▲

第6回武蔵野エリア産業フェスタのご案内
　武蔵野商工会議所、三鷹商工会、小金井市商工
会の3団体では製造業等の中小企業を対象に販路
拡大・受注確保を目的にした「第6回　武蔵野エ
リア産業フェスタ」を下記のとおり開催します。

日　　時： 11月15日(火)　10：30～ 17：30
会　　場：  吉祥寺東急REIホテル
 3階全会場及びフロアー
出 展企業：武蔵野市、三鷹市、小金井市のものづ
くりや企画・開発設計に携わる企業（機械器具製
造、金属製品製造、電気機械器具製造、樹脂製品
製造、各種加工業、企画・開発設計、その他）

※ 展示・商談の他、講演会や各種イベントを企画しており
ます。皆様のご来場お待ちしております！

▲

産業交流展2016のご案内
　今年も装飾業者等を活用し、更に充実したブー
スになるように準備を進めています。
　本年度は7社からの応募がありました。

〔産業交流展2016の概要〕
日　時：10月31日(月) ～ 11月2日(水）
　　　　10：00～ 18：00（最終日17：00）
会　場：東京ビッグサイト　東5～ 8ホール

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

報 告

▲

納涼懇親会報告
　工業部会（林敏雄部会長)では、8月8日（月）
の評議員会終了後に「井の頭吉祥ダイニング」に
て納涼懇親会を行いました。
　新入会員も含めて46名の方が参加し、情報交
換とともに親睦を深めました。

▲

武蔵野・三鷹合同研修会報告
　工業部会では、三鷹商工会、異業種交流プラザ
との合同研修会を8月26日(金)に開催しました。
視察先は、「NTT武蔵野研究開発センタ」、「NTT
技術資料館」で、全体で45名の方が参加しまし
た。視察後は、開発センタ敷地内の「華迎」にて
懇親会を開催し、参加者同士親睦を深めました。
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工事

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、「地区内在住者住宅
等の小規模補修工事施工協力業者制度」（通称「むさしのま
ち大工制度」）を運営しています。この制度により、住宅修
繕の業者選定でお悩みの市民のために小規模補修工事に対
応する各地区担当協力業者の紹介を行っています。（紹介は
無料、工事は有料です。）住まいに関するお悩みがございま
したら、建設業部会にご相談ください。
※複数見積もりのための業者紹介及び家具等の修理はお断りしており
　ます。

お住まいのお悩み
はどんなことでも

建設業部会にご相談ください。
むさしのまち大工が解決します！

屋根の雨漏
りを直したい

防犯対策
（窓ガラスや鍵）

を相談したい

内装や外壁
を補修・塗装
したい

耐震補強・
耐震診断を
したい

ビル・マン
ションの
点検・管理
など

電気工事等の
相談をしたい

相 談 例

むさ
しのまち

大工が解決します！

対応依頼

武蔵野商工会議所
建設業部会 むさしのまち大工相談希望者（市民） 相談希望者（市民）

相談申込

▶ ▶ ▶▶
発注・支払相談の流れ

▲

街頭無料相談会・ミニセミナーを実施します！
　今年も、弁護士、税理士など各専門家による街
頭無料相談会を実施します。
  身近でお困りのことがありましたら、この機会に
ご相談ください。また、今年度も各士業が生活に密
着した身近なテーマのセミナーを実施します。無料
で聴講できますのでお気軽にご参加ください。

◆街頭相談会
日　時： 10月15日(土）
 10：00～ 16：00
会　場：コピス吉祥寺ふれあいデッキ
◆ミニセミナー
日　時： 10月15日(土）
 13：15～ 14：00
「助成金・補助金の見つけ方と活かし方〈最新版〉」
　  中小企業診断士　小野瀬 由一
　  14：15～ 15：00
「遺言と民事信託の基礎知識」
　 司法書士　勅使 康友
　  15：15～ 16：00
「知って得する暮らしの手続き～生・育・住編～」
　 東京都行政書士会武鷹支部
会　場：武蔵野商工会議所会議室

i nformation

▲

サービス業部会 教養講座のご案内
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、下記の
とおりの教養講座を開催します。

日　時： 10月12日（水）
 13：00～ 14：30
参加費： 無料（どなたでも聴講いただけます）
演　題： 「 老後破産で住む家がなくなる! あなたは

大丈夫? 離婚とお金　どうなる? 住宅
ローン！」

　　　　～老後破産・ 離婚破産を回避するための
知識と知恵を教えます～

講　師： 高橋 愛子氏
 （住宅ロ－ン問題支援ネット ® 代表）
場　所：武蔵野市商工会館　4階市民会議室

お問合せ サービス業部会（担当：田村）サ  ー ビ ス 業 部会



○相談無料・秘密厳守
○事業者のあらゆる相談を承ります
○武蔵野市内の小規模事業者と商工会議所の会員の方が無料で利用できます

相談項目 相談員 日　時 相談内容

経営全般／
各種融資／創業

経営指導員
中小企業診断士

（月）～（金）
9：00～ 17：15

・各種融資相談
  （公庫、公的融資制度、金融機関の斡旋など）
・各種経営支援と相談
　（販路開拓、Webマーケティング、販売促進、
　補助金、事業計画の作成、新規事業開発等）
・創業相談

定例相談会
（金融・記帳・申告・税務）

税理士、記帳相談員
（記帳、税務、申告）

9月20日（火）
10：30～ 16：30

（正午～13：00昼休み・
予約優先）

・個人事業の帳簿の付け方
・所得税、消費税、法人税など税務全般

日本政策金融公庫
（金融）

10月4日（火）
13：30～ 16：00

（完全予約制）

・設備資金や運転資金の借り入れ
・借り換えや条件変更など

法　　律 弁 護 士
司法書士

※ お申込みをいただいた
後、日程を調整したう
えで実施します。

※ 相談時間は原則60分
以内とさせていただい
ております。

・ 契約、賃貸等をめぐるトラブル
・労務問題トラブル
・売掛・買掛トラブルなど

税務・会計 税 理 士 経理、事業継承、法人税・所得税・相続税など

労務・年金 社会保険労務士 就業規則、退職手続き、
労働保険（労働災害・雇用保険）、年金など

登　　記 司法書士 不動産や会社・法人の登記など

許 認 可 行政書士 建設業の許可など各種申請書類の作成など

特許・商標・意匠 弁 理 士 発明・特許・商標などの産業財産権に関す
る取得運用

建　　築 建 築 士 店舗・事務所など建物に関する相談

不 動 産 不動産鑑定士 土地建物の相談
借地・家賃・更新料などの相談やトラブル

不動産表示 土地家屋調査士 不動産表示に関する相談

I　T ITコンサルタント ITを活用した集客
社内システム・セキュリティなどの相談

経営専門相談のご案内

○受付は、武蔵野商工会議所6階となります。
○ 相談ご希望の方は、中小企業相談所0422-22-3631
までお気軽にご連絡ください。
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武蔵野市の小規模事業者の皆様へ

無担保 無保証 低金利 マル経融資を
　　 ご利用ください !

融資限度額 :2,000 万円
担保・保証人 : 不要

利率 :1.3% 平成 28年 8月現在

ただし、お申込みには条件がございますので、中小企業相談所までご相談ください。
⇨ ⇨
⇨

今なら利子補給制度
を活用し、利息の一
部がキャッシュバック
されます!

9

News Letter　むさしの
Vol.519

Information

商工共済「むさしの」 武蔵野商工会議所 生命共済制度

■   １口50万円の死亡・高度障害保障で、５口までご加入いただけます。
月額掛金は1口800円から5口4,000円となります。

■   病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

■  1年ごとの収支決算で剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

■  医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）

■  当所独自の給付制度（見舞金、祝金）の支払いがあります。
    【災害通院、病気入院見舞金、成人･結婚･出産･70歳満期祝金】

武蔵野商工会議所　共済制度事務局
Tel：0422-22-3631　e-mail：webinfo@musashino-cci.or.jp 

法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金算入できます。
 （法人税基本通達9-3-5）
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
 （直審3-8）

福祉団体定期保険引受保険会社／アクサ生命保険株式会社

商工会議所独自の給付制度
（見舞金・祝金制度）

　武蔵野商工会議所会員の役員・事業主・従業員（家族従業員を含む）で平成28年5月1日現在年齢が14歳
6ヵ月を超え70歳6ヵ月までの方で、加入（増額）することに同意した方が加入できます。ただし、60歳
6ヵ月を超える方の継続加入は2口まで、新規加入は1口を限度とします。

「記載の内容は生命共済制度の制度内容の一
部を記載したものです。ご加入にあたって
はパンフレット、重要事項説明書（契約概
要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。」

入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

+

会員事業所のみ
ご加入になれます

お問合わせ
資料のご請求

あります。
歳満期祝金】

制
度
の
特
色
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個人情報保護制度説明会
～ 改正個人情報保護法を踏まえた事業者における対策～

　平成27年9月、改正個人情報保護法が公布され、2年以内に全面施行されることとなりました。
　新たに要配慮個人情報や匿名加工情報の規定が設けられるなど様々な改正が行われるとともに、こ
れまで個人情報保護法が定める義務規定の対象外であった、事業活動に利用する個人情報の件数が
5,000人分以下の事業者も義務規定の対象になることとなりました。
　事業者においては、新たな制度に適切に対応するための準備を進める必要がありますが、中小規模の
事業者では、大規模事業者に比べ、十分な対策が取れていない状況が見受けられます。
　こうした状況を踏まえ、主に中小企業、中小規模の非営利団体、個人事業者等を対象に、改正後の個
人情報保護制度について正しく理解し、適切な対応を取っていただけるよう、説明会を開催します。

　開催日時・会場 9月26日（月）13：00～ 16：00
 東京都庁第一本庁舎5階　大会議場（新宿区西新宿2-8-1）
 　JR新宿駅西口から徒歩約10分
　対象者・募集人数 事業者（中小企業、中小規模の非営利団体、個人事業者等）　500人
　内容・講師 「個人情報保護法の改正ポイントと事業者における対策」（仮題）
  講師　弁護士　森　亮二　氏　（弁護士法人英知法律事務所）
　申込方法  説明会のホームページ（下記URL）から電子申請または申込書をダウンロードし、

FAXにてお申込みください。
 http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/setumeikai/jigyousya.htm
 参加票等の発行はいたしません。当日は、直接会場にお越しください。
 お申込み多数等でご参加をお断りする場合は、ご連絡します。
  なお、希望者が多い場合、1事業者当たりの人数を調整させていただく場合があ

ります。

【問い合わせ先】
東京都生活文化局　広報広聴部　情報公開課　　日置・中村
電話　03-5388-3135（平日9：00～ 17：00）　FAX　03-5388-1338

東京都生活文化局
BUREAU OF CITIZENS AND CULTUAL AFFAIRS〈〈〈 〈〈〈

「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」候補企業を募集
　厚生労働省では、「第１回 働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の候補企業を募集しています。
応募対象は、生産性向上の取組みが図られているとともに、魅力ある職場づくり（雇用管理の改善）を
実現している企業や職場です。表彰は「最優秀賞（厚生労働大臣賞）、優秀賞（職業安定局長賞）、奨励
賞（職業安定局長賞）」が授与されます。受賞企業は、厚生労働省のホームページに掲載されるととも
に、プレスリリースや好事例集等で紹介される予定です。
　応募締切は平成28年10月31日。応募書類など詳細は、以下をご参照ください。
　　◆働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト（厚生労働省）
　　　http://www.koyoukanri.mhlw.go.jp

厚生労働省〈〈〈 〈〈〈
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新入会員紹介

代表者 ● 林　宏美
所在地 ● 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１-１-４-２F
TEL ●０９０-３１３１-０４３０
e-mail ● fl ower.0422@outlook.jp

代表者 ● カワグチ　マルガリータ
所在地 ● 167-0052 杉並区南荻窪4丁目34-12-101
TEL ● 03-6323-1742 FAX ● 03-5346-1318
e-mail ● puente_deamistad＠ｊcom.home.ne.jp

ALLEY
季節のお花で楽しくアレンジメントをつくり
ませんか？　生花店直営のお教室です!!

　吉祥寺駅前ハーモニカ横丁内にありますアレンジ
教室です。季節のお花を取り入れたデザインをご
提案しています。講師は国家検定１級を取得してお
り、イベント装飾や出張レッスンなどもしておりま
す。お気軽にお問合わせください。商工会議所会
員の方はお申し出くだされば、講習時ささやかです
が特典がございます。み
なさんで楽しくお花に触
れてみませんか?

有限会社 倉澤智建築事務所
様々なご要望に対応した建築設計、デザインへ
 
　弊社では、住宅設計、リノベーションデザイン、
インテリアデザイン、家具設計ほか、様々な仕事に
実績をあげてまいりました。今年からは、中古住宅
売買時における既往住宅現況検査（インスペクショ
ン）業務を開始し、中古住宅の現況把握、売買な
どに貢献できる体制を整えております。
　地域に根ざした建築設計事務所を目指し、どのよ
うな案件に対しても真摯に
対応してまいりたいと思っ
ておりますので、ご用の際
は、是非、ご相談ください。

吉祥寺隠れ家サロンCAMI
吉祥寺隠れ家サロンCAMI

吉祥寺発祥「癒しのヨガバーズ」で睡眠障害から解放！

　「Ｉ am Me」=自分と向き合う、をコンセプトにし
た五感の癒し空間サロンを吉祥寺にOPENしました！
　ストレス社会の今だからこそ、シンプルな思考に
していく脳デトックス「アクセスバーズ」と強いメン
タルを作り上げる「ヨガ」を組み合わせた「ヨガバー
ズ」がCAMI初オリジナルメソッドです。子供からお
年寄りの方まで、男性も女
性もどなたでも楽しめ、癒
されるヨガバーズは、睡眠
障害から解放します！

プエンテ デ アミスタッド スペイン語会話教室
生きたスペイン語を身につけ、多文化社会
で使える語学力を！

　世界20ヶ国で使われているスペイン語をアット
ホームな教室で楽しく学びませんか？　経験豊富
なネイティブ講師の丁寧な指導で、基礎を大事に
しながら、読み書きを取り入れ、語彙力、表現力を
高めます。様々なコースがあり、その内のビジネス
コースでは、業務という枠組みで用いられるコミュ
ニケーションスキルに重点を置き授業を進めます。
レッスンは吉祥寺駅北口
より徒歩5分、武蔵野商
工会館5階会議室を利用
して行なっています。

代表者 ● 倉澤　智
所在地 ● 181-0013 三鷹市下連雀3-10-6-104
TEL ● 0422-26-9561 FAX ● 0422-26-9542
e-mail ● kurarc@xd6.so-net.ne.jp
URL ● http://kurarc.jp/

代表者 ● 久保木　由佳
所在地 ● 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-4-14

Maymoon吉祥寺East601
TEL ● 0422-27-5395
e-mail ● topqualityyy@yahoo.co.jp
URL ● http://cami.holonicjapan.com/

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
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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および同イノベーション・マネジメント
研究科兼担教授。ほかに、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

岡県内を中心に、神奈川県、山梨県、そして
愛知県内に計140店舗を展開する食品スー

パーがある。社名は「マックスバリュ東海」といい、
今から約20年前の1997年、膨張・放漫経営により
実質倒産してしまった「ヤオハン」の残留社員が、そ
の後、イオンなどの支援を受け、見事に再生した企業
である。

　全社一丸となっての経営努力が実り、今や正社員は

1400人、パートなど非正規社員は1万3600人の計

1万5000人。売上高は2121億円の企業にまで、成

長発展している。業績もすこぶる順調で、2005年当

時750億円であった売上高は、年々右肩上がりに増加

し、今や約3倍の2121億円と、全て黒字経営である。

　先般、その快進撃の訳をお伺いするため、本社（静

岡県駿東郡長泉町）を訪問し、代表取締役社長の神尾

啓治氏から多くの示唆をいただいた。

　神尾社長は「当社は一度倒産した会社です。現場の

多くの社員は青天の霹
へき

靂
れき

でした。うれしかったのは、

存続が危ない会社と分かっていたにもかかわらず、こ

れまでお世話になったからと、商品を納入し続けてく

れた仕入業者の方々がいたことです」と語る。また、

「売り場の棚には、ほとんど商品が陳列されていない

のに、店員さんが親切にしてくれたからと、多くのお

客さまがわざわざ買い物にいらしてくれました」と振

り返った。

見事に再生した食品スーパー「マックスバリュ東海」

　そして、何よりもうれしかったこととして、「裁判

所で会社更生法の適用会社として認めるか否かの審議

中、『このお店を残してあげてください……』と、1

週間でなんと9万人以上が嘆願書を裁判所に提出して

くれたことです。仕入先やお客さまのありがたさがし

みじみ分かりました。ですから、この20年間ずっと、

お返しの経営をしてきました」と、話してくれた。

　お返しの経営は、あらゆる活動に見ることができる

が、とりわけ、筆者らを感動・感激・感嘆させたこと

は、隣町の障がい者就労支援施設からの農産品（水耕

栽培のレタス）の仕入れである。その施設は障がい者

が約50人就労しているが、同社は年間契約で安定的

に仕入れているほか、つくり過ぎや売れ残ってしまっ

た場合でも、全量引き取っている。そればかりか、そ

の仕入単価も、あえて高く取引しているのだという。

加えて言えば、月に1回のチラシ広告も新聞に折り込

まず、あえて施設で働く障がい者の方々が戸別配布す

るよう仕事も提供している。

　なぜ同社がかつて倒産したのか、また、その後見事

に再生したのかが、一目瞭然である。

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

静
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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

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
。。

　今回は、『焼き鳥屋　てら』を訪問し、店長の西村
拓哉さんにお話を伺いました。
　場所は、吉祥寺駅南口を出て徒歩1分です。店内
は、木の温もりと優しい光に包まれ、外の喧騒とは
うってかわり、静かで隠れ家的な空間になっていま
す。一度足を運べば一人でもカウンターで飲みたくな
るような雰囲気で、実際に女性のお一人様も多くいる
そうです。テーブル席とカウンター席があるので、一
人から大人数まで用途に合わせて利用ができます。席
数は25席程あり、事前に予約をしていただければ貸
切りも可能で、料理も予算に合わせて対応してくれる
そうです。
　お店は、2015年4月10日にＯＰＥＮ。西村さんは、
代表者の寺田さんとともに別の焼き鳥店で修業を積
み、現在の場所に独立開業しました。
　こだわりの一つが、メインの焼き鳥です。鶏は、岩
手県住田町から仕入れた新鮮な清流鶏といわれる鶏肉
を使用しています。新鮮だからこそ生の鶏も提供がで

き、最近他では食べることが少なくなってきてしまっ
た“鶏刺し”をこちらではいただくことができます。
また、新鮮な食材を生かすため、備長炭を使用してい
ます。焼き鳥のほかにも、野菜串も豊富にあります。
　また、お酒や焼酎はお肉の邪魔をしないようなスッ
キリとした味わいのものを取り揃えており、スタッフ
で話し合い、銘柄も定期的に入れ換えを行っています。
　今後の目標は、人材育成に取り組み、店舗をもう少
し増やすことだそうです。
　本物の鶏料理を是非一度、味わってみてはいかがで
しょうか?

（取材担当：井上・池田）

焼き鳥屋  てら

代表　寺田　直人

武蔵野市吉祥寺南町1丁目5-11
丸善ビル2Ｆ
TEL : 0422-29-9950

コラム

営業時間
　平　日：18：00～ 27：00
　土曜日：16：00～ 27：00
　日・祝 ：16：00～ 25：00
定休日
　木曜日
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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
▲ 24.5 ▲ 22.6 ▲ 20.8 ▲ 27.5 ▲ 37.2 ▲ 16.9

関　東
▲ 26.4 ▲ 21.1 ▲ 22.1 ▲ 16.0 ▲ 41.4 ▲ 26.7

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

全　国
▲ 23.2 ▲ 19.2 ▲ 18.4 ▲ 23.8 ▲ 37.4 ▲ 17.9

関　東
▲ 22.5 ▲ 13.9 ▲ 15.4 ▲ 24.0 ▲ 40.7 ▲ 19.8

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 年 8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 274 412 699 113 205 1,012 69 2,784

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 : 2016 年 8月～ 2016年 10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 （%） 52.1 30.1 42.9 80.7 53.3 31.5 67.0 37.8%

　７月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２４．５と、前月か
ら＋０．３ポイントのほぼ横ばい。好調な観光需要や住
宅建設の持ち直し、原材料価格の下落、依然として低
い水準の燃料費が中小企業の業況感を下支えしてい
る。他方、英国のＥＵ離脱決定による株価・為替の不
安定な推移や消費低迷の長期化、人手不足の影響拡大
を懸念する声も多く聞かれた。
　先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２３．２
（今月比＋１．３ポイント）と改善を見込むものの、「悪

化」から「不変」への変化が主因。夏の観光需要の拡
大、飲食料品や家電など夏物商品の販売増加、経済対
策・補正予算に期待する声が聞かれる。他方、金融市
場の不安定な動きに伴う消費の一段の悪化、人手不足
による受注機会の損失や人件費の上昇、海外経済の減
速など懸念材料も多く、中小企業においては、先行き
への慎重な見方が続く。

業況ＤＩは、ほぼ横ばい。先行きも懸念材料多く、
慎重な見方が続く

 2015 年 7月 : 2016 年7月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満



15

News Letter　むさしの
Vol.519

コラム

健康
コラム

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
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※ 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。

　「1日1個のリンゴで医者いらず。」というよう
な言葉をご存じでしょうか。リンゴが健康に良い
食品であることは、よく耳にすると思います。リ
ンゴには食物繊維が多く含まれており、リンゴを
摂取することで、LＤＬコレステロール（悪玉コレ
ステロール）と中性脂肪が低下し、ＨＤＬコレス
テロール（善玉コレステロール）が増えるという
調査結果があります。その他にも、「満腹感が続
きやすい」、「食後の血糖値が上がりにくい」とい
う報告もあります。
　1835年、果物や野菜に含まれる‘フロリジン’
と呼ばれる成分がリンゴにも含まれることが発見さ
れ、研究が進むうちに、‘フロリジン’はブドウ糖
が腎臓で体に再吸収されるしくみを抑えることがわ
かってきました。別の言い方をしますと、フロリジ
ンには、体内の余分なブドウ糖を外に出す働きがあ
るということです。この働きを研究し、開発した糖
尿病の飲み薬が、「SGLT2阻害薬」です。SGLT2
は、腎臓で糖を尿の中に逃がさないように働く、タ
ンパク質です。SGLT2が働くおかげで、糖という
大切な燃料を、尿の中に逃がさないしくみ（腎臓で
の糖の再吸収）が保たれています。
　しかし、糖尿病の状態では、このしくみは体
にとって不利になります。なぜなら、糖尿病で
は血液中の糖の濃度が既に高くなっているから
です。体にとって余分となっている糖であれば、
尿に混ぜて外に出してしまった方が好都合です。
「SGLT2阻害薬」は、その名の通り、SGLT2の

リンゴと糖尿病

働きを阻害して、腎臓での再吸収を少なくし、過
剰になった糖を尿とともに排出することで、血糖
値を下げます。今までの糖尿病の飲み薬にはな
かった特徴を持っているので、これまでの薬に追
加して、併用効果も期待できます。
　その一方、注意点もあります。
・「 糖が尿といっしょに排出されるため、膀胱炎

や性器感染症が起こりやすい」
・「 糖（栄養分）を尿に排出することで体重や筋

肉が減少することがある」
・「 糖といっしょに尿が出てしまうので、脱水症

状をおこすおそれがある」
などです。特に脱水症状は、程度が重いと入院を
必要としたり、脳梗塞などの重大な疾患につなが
るおそれもあります。したがって、汗を多くかく
作業をするとか、気温が高い日には十分に注意を
することが望まれます。このため、「SGLT2阻害
薬」を服用している時には、十分に水分の補給を
するように心がけましょう。もちろん、糖分を含
む清涼飲料水で水分補給をするのはやめてくださ
い。「SGLT2阻害薬」が余分な糖を出してくれる
ことはしても、その効果を高めるために大切なこ
とは、他の薬と同じです。食事・運動療法があっ
てこその薬の治療であることを、忘れないように
してください。
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