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新入会員歓迎会開催される

FBページ公開中 ！
!

いわ

武蔵境駅東の「五宿ふみきり」。昔、近在の若者たちが、ここを通って南の布田、府中方面の五つの盛り場に遊びに行ったという謂れのある踏切り。
1982年（昭和57年） 撮影 鈴木育男（らかんスタジオ）

武蔵野の商工業を支え続ける
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新入会員歓迎会盛会に終了
期

日▶

（火）
2018 年４月 17日

会員増強委員会（新妻義次委員長）では、４月 17

30 日に開催する第 4 回吉祥寺コレクションの宣伝が

日（火）に新入会員歓迎会を吉祥寺東急 REI ホテルに

安藤智之実行委員長と川井伸夫副実行委員長よりあり

て開催しました。

ました。その後、中山副会頭の乾杯の発声とともに懇

参加者は、新入会員が 52 社 63 名、役員・議員・
各部会の評議員が 47 名、新入会員を紹介した一般会
員 7 名が、合計で 117 名の出席でした。
当日は、原田副会頭の声高らかな開会の辞に続き、

談となりました。
参加者は、各テーブルを回り、名刺交換や情報交換
する姿が多くみられ、会場内は終始和やかな雰囲気で
した。

稲垣会頭の挨拶、新妻委員長の挨拶の後、事務局より

その後、新入会員のコレクション三鷹 加藤きらら氏

公的資金や補助金の活用をご案内したほか、各種経営

による口笛の演奏の後、荒井副会頭の閉会の辞で終了

支援・相談について説明を行いました。続いて司会

となりました。

者より役員、新入会員の紹介をしました。また、4 月

関係団体代表者異動について
当所の参与として諸事業にご指導、ご協力をいただいている関係団体について
以下のとおり代表者の異動がありました。
（順不同・敬称略）

団体名・役職
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新

旧

三鷹公共職業安定所長

須藤 正雄

坂田 敦子

東京都労働相談情報センター 国分寺事務所長

小林 義浩

岩本 浪砂

JR 武蔵境駅長

立川 竜三

中村光治郎
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会員増強キャンペーンへのご協力のお願い
会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成 30 年の入会目標件数を 150 件として加入促進活動を行っ
ています。その内、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。
ご協力をよろしくお願いします。

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

4/12 現在

3

1

9

2

3

13.5

6

37.5

Report

新入社員ビジネスマナー研修

開催
しました

中小企業相談所では、４月４日（水）に「新入社
員ビジネスマナー研修」を開催しました。
山根 義信氏（㈱アプエンテ代表取締役 中小企業
診断士）を講師として、この春、社会人になったば
かりのフレッシュな新入社員や中途採用者など 42
名の方が受講しました。講義は、職場での心構え、
仕事の正しい進め方、職場の人間関係の構築、ビジ
ネス文書の作り方など、ビジネスの基礎を身に付け
る研修で、グループワークやロールプレイングもあ
り受講者からは「新入社員としての基本的なマナー
を学ぶことができた」
「グループワークで自身の欠
点を知ることができ意識改革につながった」
「具体
実践的であり職場ですぐに実務に活かせていきた
い」など感想が寄せられました。受講者の皆様が、
この研修で得た知識を活かし、即戦力として活躍し
ていただくことを期待しています。

クールビズ実施について

期 間 ▶ 5.1 〜 10.31

当所では、5 月 1 日から 10 月 31 日（気温の状況により早めに終了する場合もあり）までをクールビズ期
間として設定しています。
期間中は、職員が事務所内や事業所訪問時及び会議出席時に軽装にて勤務をいたしますが、何卒ご理解く
ださいますようお願いいたします。
また、当所各種会議にご出席の際はクールビズ（ノーネクタイ）でご出席ください。
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新入会員 の紹介
事業所名

業

種

地

区

所属部会

株式会社 ニイクラ・コーポレーション

不動産管理

境地区

食品業部会

有限会社 リーセス 恋鯉

広島お好み焼き

吉祥寺地区

飲食業部会

株式会社 タカキュー

小売業（紳士服、婦人服販売）

吉祥寺地区

長谷川杏奈

レディース・キッズ・メンズ服

YUNA SUZUKI

衣装、ファッションブランド

Happy ♡ Link

どなたでも着れるファッション

合同会社あきた旬紀行

小売業・飲食業（アンテナショップ）

アンティーク・ディーラズクラブ The Moon

卸売・小売

有限会社 マイクロキャスト

鋳造業

中央地区

コレクション三鷹

プロダクション

地区外

大和ハウス工業株式会社 吉祥寺出張所

建設業

吉祥寺地区

株式会社 ヤマハン

鉄筋業

中央地区

徳田経営研究所

経営コンサルタント

株式会社 ビザイン

経営、事業承継コンサルティング

ALOHA OHANA

インディバ & ロミロミサロン

株式会社 ピュアレ

株式会社 ヴァンビー

ファイナンシャルプランナー事務所・
保険代理店・金融商品仲介業社（IFA）
ブライダル・イベント装花事業・草
月流伝統文化体験事業
特許翻訳、特許権利化サポート、自
分史制作

ひだ治療院

システム販売（顧客管理システム）

fy7d

オーディオ機器等の販売促進、営業、
広告宣伝、編集

Broom

清掃業

株式会社 はじめケアセンター
株式会社 WING GATE

介護事業（居宅介護支援事業所・
訪問介護事業所・障害支援事業所）
航空宇宙研究開発に特化したシステ
ムエンジニア

株式会社 コンパスキャリア

有料職業紹介事業、労働者派遣事業

小島 佳子

グラフィックデザイン

税理士法人 マック・ジェイ

税理士業

株式会社 デリカ Ｄ. grace

ダンスウェア、舞台衣装、セレクト
レディース用品等の小売

Yuiyon 社

サービス業

Gpica 株式会社

不動産業・保険業

株式会社 鐵

不動産業

APPLAUSE

人材育成、社員教育

三井住友信託銀行株式会社 吉祥寺支店

金融業

三井住友信託銀行株式会社 吉祥寺中央支店

金融業

商業部会
地区外

工業部会

建設業部会

花と空間プロデュース AIBI

吉祥寺地区
8/17
〜
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中央地区

地区外

吉祥寺地区
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平成30年工業統計調査のお知らせ
東京都は、平成 30 年 6月1日を調査期日として、経済産業省所管の平成 30 年工業統計調査を実施します。
製造業を営む事業所に調査員が伺いますので、調査へのご回答をお願いいたします。
お問い合せ

東京都総務局統計部産業統計課

TEL 03‑5388‑2544

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/kougyou/kg-index.htm

経営サクセスセミナー開催のご案内
当所では今年度も引き続き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。
経営者の皆様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！
詳細は実施の都度、会報に折込チラシを同封しますのでご確認のうえ、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。
日 程：7 月 3 日（火）
時

間：14：00 〜 16：00

会 場：当所５階 第１・２会議室
テーマ：「実践経験に基づいた『よくわかる働き方改革の進め方』」
〜生産性向上、長時間労働削減、付加価値向上を実現 !! 〜
講 師：松尾 正二郎 氏（中小企業診断士、松尾経営コンサルティング代表）
定 員：30 名（申込順、定員になりしだい締め切ります）
お問い合せ

TEL 0422‑22‑3631（担当：今北）

働き方・休み方改善ポータルサイト（厚生労働省）
長時間労働等をはじめとして、働き方が大きくクローズアップされています。
長時間労働の抑制や休暇取得を促進し、労働者の健康管理を徹底するとともに、IT を活用した生産性
の向上などが推奨されています。
本格的な少子高齢化に突入し、人手不足が問題となる中、職場環境の整備は新規採用や、社員の継続性
を考慮した場合、大きく影響を及ぼす問題です。
厚生労働省では、これら働き方や休み方の改善を促すためにポータルサイトを立ち上げ各種セミナーの
案内や様々な事例を紹介しています。
今後の運営や改革について参考にご活用ください。
詳しくは、下記アドレスでご確認ください。

〜働き方・休み方改善ポータルサイト〜
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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新・生命共済「むさしの」

掛金額変更のお知らせ

平成 30 年 5 月より、定期保険（団体型）
の保険料率を改定し、掛金額が以下のとお
り変更になりましたので、お知らせします。

〈月額掛金〉
保険期間が、平成 30 年 5 月 1 日〜平成 31 年 4 月 30 日までの月額掛金は次のとおりとなり、
保険年度開始月分（4 月振替分）の掛金から適用しております。
保険年齢

性別

15 歳〜 60 歳

男女共通

61 歳〜 65 歳

66 歳〜 70 歳

1口

2口

3口

4口

2,340 円

3,120 円

5口

780 円

1,560 円

3,900 円

男性

1,535 円

3,070 円

女性

1,212 円

2,424 円

61 歳以上の更新加入は 2 口限度

男性

1,884 円

3,767 円

（新規加入は 1 口限度）

女性

1,337 円

2,674 円

不明な点などがございましたら、商工会議所までお問合せください。
〈お問合せ・資料のご請求は〉武蔵野商工会議所

TEL

共済制度事務局

0422‑22‑3631 e-mail webinfo@musashino-cci.or.jp

加入・増口のお手続きの際には、共済制度引受保険会社であるアクサ生命保険株式会社の社員が皆様
を訪問しますので、あわせてよろしくお願いします。

アクサ生命保険㈱の社員紹介

営業所長

マネージャー

大谷 和 広

車明順

山口 鏡 子

法月 勇次

岩崎 道子

植松 綾奈

〈引受保険会社〉

アクサ生命保険株式会社 むさし府中営業所 武蔵野分室
〒 181-0013

東京都三鷹市下連雀 3‑26‑12

三鷹三菱ビル 5F

TEL 0422‑48‑9082

お詫びと訂正
4 月 10 日号会報にて、
「議員職務執行者変更」の記事を掲載いたしましたが、4 月 1 日付
で社名変更された企業について、旧社名のまま記載する誤りがありました。
下記のとおり訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
正）株式会社 JTB 吉祥寺店 （4 月 1 日より）
誤）株式会社 JTB 首都圏 トラベルゲート吉祥寺 （3 月 31 日まで）
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当所 Facebook ページをご覧ください
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！」をお待ちしています。
URL：
https://www.facebook.com/
musashinocci/

武蔵野商工会議所会員の皆様へ

会員限定 WEB セミナー（無料）配信中
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いますのでご活用ください。なお、詳細については
当所ホームページでご確認ください。

むさしのまち大工が解決します！

お住まいのお悩み

等の小規模補修工事施工協力業者制度」
（通称「むさしのま

はどんなことでも

ち大工制度」
）を運営しています。この制度により、住宅修

建設業部会に

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

建設業部会（五十嵐保部会長）では、
「地区内在住者住宅

応する各地区担当協力業者の紹介を行っております。
（紹介

ご相談ください。

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および家具等の修理はお断りしています。

相談例
屋根の雨漏り
を直したい

電気工事等
の相談

防犯対策

内装や外壁

（窓ガラスや鍵）

をしたい

を相談したい

を補修・塗装
をしたい

耐震補強・
耐震診断

ビル・マンション
の点検・管理

をしたい

など

発注・支払

相談の流れ
（市民）
相談希望者

▶

武蔵野商工会議所

建設業部会

相談申込

▶
（市民）
▶むさしのまち大工 ▶ 相談希望者

対応依頼

工事

お問合せ

建設業部会（担当：佐伯）

TEL：0422-22-3631
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部 会 だ よ り
工 業

各部会・女性会・異業種交流プラザへのお問い合わせは
こちら

武蔵野商工会議所 TEL 0422‑22‑3631 まで。

部会

お問合せ

i nformation

工業部会（担当 : 櫻井）

報告

▶平成 30 年度工和会について

▶平成 30 年度通常総会

10 年目を迎える工和会（工業部会・異業種交

工業部会（林敏雄部会長）は、平成 30 度通常

流プラザ共催事業）は本年度からカリキュラムを

総会を 4 月 20 日（金）に当所 5 階会議室にて開

リニューアルし、4 月 19 日（木）からスタート

催しました。平成 29 年度事業報告及び収支決算

しました。来年の 3 月までに 10 回開催する予定

報告、平成 30 年度事業計画（案）及び収支予

です。参加希望の方は、現在も参加者募集中です

算（案）について審議され、原案通り承認され

ので、事務局までお問い合わせください。なお、

ました。終了後の情報交換会は、吉祥寺東急 REI

次回は、5 月 21 日（月）18 時 30 分から当所で

ホテルに会場を移し、多数の部会員のほか、三

行います。

鷹商工会工業部会正副部会長、多摩信用金庫吉
祥寺支店鈴木支店長にご臨席いただきました。
情報交換会では、第一部で部会事業（工和会）の

評議員職務執行者変更
事業所内の人事異動等に伴い、評議員職務執行

交流・懇親を行

者が以下のように変更となりました。
（敬称略）

事業所名・役職

東京ガス（株）
西部支店・支店長

新

菊池

建 設 業

報告、第2部で
いました。

旧

壮光

大作

和志

部会

お問合せ

建設業部会（担当 : 佐伯）

報告

▶通常総会開催される
建設業部会（五十嵐保部会長）では、4月19日
（木）に当所 5 階

第1・2 会議室にて通常総会を

開催しました。
平成 29 年度事業報告及び収支決算報告、平成
30 年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ
いての議案が諮られ、いずれも慎重審議の結果す
べて承認されました。
総会終了後には「吉祥寺聘珍樓」にて懇親会を
行い、部会員の親睦を深めました。
なお、建設業部会は今年創立 60 周年を迎えま
す。60 周年を記念して、すでにご案内済の 1 泊
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記念旅行（5 月22日（火）〜 23日（水）島根方
面）のほか、記念式典・記念パーティー（8 月8
日（水）
）の実施、記念品製作、小冊子の作成を
予定しています。詳細は、追ってご案内します。
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サ ービス業

お問合せ

部会

サービス業部会（担当 : 三輪）

i nformation
▶ 部会創立60 周年記念「藤原 正彦氏」講演会
サービス業部会（安藤
孝部会長）では、部会創
立 60 周年を記念し、藤原

【基調講演会】
日

時：6 月 27 日（水）15時00分〜 16時00分
（受付開始 14 時 45 分）

正彦氏（数学者）を招き
「吉祥寺の品格、日本の品

場

所： 商工会館 4 階市民会議室

格」と題し講演会を行い

演

題：「吉祥寺の品格、日本の品格」

ます。どなたでもご聴講

講

師： 藤原 正彦氏（数学者）

いただけますので、お誘

参加費： 聴講無料

いあわせのうえご参加く
定

ださい。

員： 90 名（先着順

異業種交流プラザ

お問合せ

どなたでも聴講いただけます）

異業種交流プラザ（担当 : 今北）

i nformation
▶平成30年度 総会及び講演会の開催について

平成 30 年度 総会・講演会

異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、5 月

日

程： 5 月 14 日（月）

14 日（月）に、平成 30 年度 総会及び講演会を開

総

会： 17時30分〜18時00分
（当所 5 階会議室）

催します。
今回は、大学在学中に起業し、ソフトバンクの
孫正義氏が運営する「ソフトバンクアカデミア」で

講演会： 18時30分〜19時45分
（商工会館 4 階市民会議室）

13,000 人のオーディションから外部一期生として選

演

題：「AI とこれからの未来について」

ばれ、孫正義氏から直接に経営の帝王学を学ばれた

講

師： 石原

定

員： 90 名（講演会は、先着順、どなたでも参加できます）

石原潤一氏を招き、
「AIとこれからの未来について」
というテーマでご講演いただきます。

潤一（いしはら じゅんいち）氏
（㈱ユニバーサル・ロジック 代表）

参加費： 無料

女性会

お問合せ

女性会（担当 : 三輪）

報告

▶第 26 回

武蔵野桜まつり出店

女性会（伊藤隆子会長）では、4 月 1 日（日）
にむさしの市民公園にて開催された「第 26 回
武蔵野桜まつり」に、今回もヨーヨー釣り、おも
ちゃ販売で出店しました。
今年はお天気に恵まれ、会場は多くの来場者で
賑わいました。女性会の出店ブースにも家族連れ
を中心に多くの方が訪れ、ヨーヨー釣りやおも

ちゃのくじ引きを楽しんでいました。
女性会では今後もこのようなイベントに積極的に
参加し、地域社会への貢献を継続していきます。
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経営専門相談 のご案内
○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
・各種融資相談
（公庫、公的融資制度、金融機関のあっせんなど）

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、新規事業開発など）

・創業相談

金融・創業
相談会

日本政策金融公庫
（融資担当者）

6 月13 日（水）
13:30 〜 16:00
※事前にご予約ください。

・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

弁 護 士
司法書士

・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

法

律

登

記

司法書士

許 認 可

行政書士

特許・商標・意匠

弁 理 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
※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
以内となります。

建

築

建 築 士

不 動 産

不動産鑑定士

不動産表示

土地家屋調査士

I T

IT コンサルタント

不動産や会社・法人の登記など
建設業の許可など各種申請書類の作成など
発明・特許・商標などの産業財産権に関す
る取得運用
店舗・事務所など建物に関する相談
土地建物の相談
借地・家賃・更新料などの相談やトラブル
不動産表示に関する相談
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

○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 TEL 0422‑22‑3631 まで
お気軽にご連絡ください。
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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 2,600 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、ぜひご活用ください。
総務課

お問合せ

株式会社

アドコンダクター

広告はお金をかけずに効果を出す時代

株式会社

TEL：0422‑22‑3631

ピュアレ

お金に困らない人生の創り方をご提案させて頂く
FP 事務所。夢の実現をお手伝いします

広告未経験企業歓迎します。

三重県松阪市で創業し今年で

▼初期投資わずかで、その後は新規顧

15 年、憧れの吉祥寺にやって

客で得た利益で広告を展開する事がで

来ました。弊社は、個人・法人

きます。また、弊社はラジオ広告を中

様の保険コンサルティングと、

心に、社歌、周年歌を一流作曲家と制

夢を叶えるライフプラン作成を

作しています。

得意とするファイナンシャルプ

▼ご相談、提案は無料です。
「たのし

ランナ―事務所です。保険やお金の不安・ストレスからお

い広告講座」を出張講義もいたします。

客様が解放され、笑顔になって頂く事を目標に業務をさせ

▼特に建設業界の方。ラジオで最も多くCMを放送してる

て頂いております。吉祥寺ではたくさんの方と出会わせて

のが小規模工務店だって事を知ってますか? 電通にも無い

頂き、私たち自身も楽しませて頂こうと思っています。ど

資料が弊社にはありますので、お気軽にご連絡ください。

うぞ気軽にお声がけ下さい。

代表者
所在地
Tel
e-mail
URL

代表者
所在地
Tel
e-mail
URL

●
●
●
●
●

影山 篤
180‑0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2‑12‑2 KN‑lab7 号
0422‑27‑1891
Fax ● 0422‑27‑1044
kageyama@ad-conductor.com
https://ad-conductor.com

株式会社

●
●
●
●
●

株式会社 Planet Film

ビザイン

第三者への友好的な事業承継、
企業の終活（引退・廃業）支援、資本構成適正化支援

岡林より子
180‑0002 武蔵野市吉祥寺東町 1‑10‑4
0422‑27‑1276
info@purele.com
http://purele.com/

地域から宇宙まで。物語を掘りおこし、面白く
わかりやすく伝える映像制作集団です。

株式会社ビザインでは、中小企業、小規模

弊社では、教育・教養などの

企業の事業・企業の第三者への承継支援、

テレビ番組から、地域の様々

オーナー経営者様の引退・廃業のご支援、

なプロモーション映像・動画

親族内企業の持ち合い・親会社（大株主）

まで、幅広く制作を行ってい

からの株式の買取りなど資本構成の適正化

ます。2017 年には井の頭公園

支援をしております。

100 周年記念の短編映画も制

業績や規模、業種に依らず、可能な限り、オーナー様に寄り

作しました（ムービンピック金賞受賞）
。

添い業務に精進して参ります。

企画・構成・撮影・編集から、配信やメディア展開の方法

勿論、中小企業のM&Aによる成長戦略もご支援しておりま

まで、幅広く、ご相談しながら対応致します。映像による

す。お気軽にご相談くださいませ。

コンテンツ制作を必要とされている方、興味のある方は、
ご相談ください。

代表者
所在地
Tel
e-mail
URL

●
●
●
●
●

松原 良太
180‑0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1‑12‑12 Fika 101
042‑290‑6555
Fax ● 092‑303‑8007
matsubara@bizign.jp
http://www.bizign.jp

代表者
所在地
Tel
e-mail
URL

●
●
●
●
●

井上 元
180‑0013 武蔵野市西久保１‑１６‑３‑１０３
0422‑38‑9232
Fax ● 0422‑38‑9232
info@planetﬁlm.co.jp
http://planetﬁlm.co.jp/
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連載

快進撃企業 に 学べ

トップの病をきっかけに変わったウインテック

松

山市から車で 30 分ほど走った愛媛県中央部の

化のための機械を次々に開発していくのである。とり

東温市という人口3 万 3000 人規模の小さな

わけ著名な機械は「蛇行修正機」という、柔らかい・

都市に、
「ウインテック株式会社」という社名の中小企

軽い商品の高速での移動中の蛇行を瞬時に修正する機

業がある。主事業は、工場向けの各種自動機械の設計

械である。この機械は、業界の評価も高く、現在も国

製造だ。そして社員数は 21人という規模ながら独立独

内市場の約 80% を占める同社の代表的商品の一つで

歩の企業として著名である。創業は1980 年、現社長

ある。

である駄場元（だばもと）定生氏が機械メーカーをス
ピンアウト（独立）しスタートした。

同社の近年の成長発展のもう一つの要因は、外注先
との関係性の変革である。同社は研究開発型企業とい

創業当初は、規模を大きくしたいとか、もっともう

うこともあり、自社では研究開発と組み立てに特化

かりたいといった思いも強く、またその経営スタイル

し、部品の加工はほとんどが外注である。このため、

も全員参加とは逆に、俺が……といったワンマン経営

当然のことながら、外注先の協力なくして同社の機械

であった。

は 1 台もできない。仕事を出してやっているといった

その結果、会社の中は常にギスギスした空気が漂

上から目線的な外注を根本的に見直したのである。外

い、当然ながら、離職する人も多く、加工を依頼して

注先を運命共同体・対等なパートナー企業と評価・位

いる外注先の中でも離れていく企業が多かった。こう

置付け、30 社と「WinWin 会」を設立し、そこでは

した状況の中で、駄場元社長が 50 歳当時、激務やス

情報やビジョンの共有とともに、相互研さんの場とし

トレスの影響からか、がんを患い、数カ月間生死をさ

て活用している。

まよった。奇跡的に会社に復帰することができたが、

経営者の、社員や社外社員である外注企業への熱き

この病気をきっかけに人と命の大切さを痛感し、これ

思いは、社員はもとより社外社員からも高く支持さ

からは規模や業績ではなく人を大切にする経営「一方

れ、近年の離職率は実質ゼロであるばかりか、社員の

（※）

良し」ではなく「五方良し」

の経営への転換を決

意している。

モチベーションは極めて高く、その業績も抜きんでて
高い。

そして、そのためには取引先の方針や、景気に一
喜一憂しない「全天候型経営」
「非価格競争型経営」
「独立経営」
「グローバルニッチトップ経営」が必至
と、研究開発に一段と注力していったのである。ちな

※ウインテックの「五方良し」とは①社員とその家族、②社外
（外注企業）社員とその家族、③現在・未来顧客、④地域社会・
地域住民、⑤株主のこと。

みに、同社の売上高に占める研究開発費は毎年 10 〜
15% と、一般企業の 1% 前後と比較して極めて高い。

人を大切にする経営学会

会長

坂本

光司

こうした努力が実り、これまで他社や業界が困難と
してきたニッチな、そして面倒な作業の機械化・自動

プロフィール

人を大切にする経営学会

会長

（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、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などを歴任。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。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。
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会員
ズーム
アップ

酒肴蕎麦 日和り
所在地：武蔵野市吉祥寺本町 1-26-4
TEL：0422-27-1029
URL：https://hiyori-kichijyouji.amebaownd.com/

会社

す

気

な

久 和明

オーナー

お酒も楽しめる
和食・蕎麦のお店
今回は、吉祥寺図書館近くに店舗を構える「酒肴蕎
麦 日和り」を訪問し、オーナーの久和明さんにお話
を伺いました。
久さんは、奄美大島出身で高校卒業後すぐに上京し
飲食業界に入りました。若いころからいずれは自分の
お店を持つことを夢に、創作料理店、魚屋、焼きトン
など様々な店舗で修業をされたそうです。
その経験をメニューに活かし、ランチと夜の部で多
彩なメニューでお客様におもてなしをしています。
旬な魚を築地のほか空輸でも仕入れ、新鮮なうちに
刺身や煮物などで提供しています。そばにも力を入れ
ており、麺は信州そばを使い、汁はお店オリジナルのも

レーやセットメニューも豊富で、そばやうどんを使っ
たカルボナーラなど一部洋風のものもあります。
店内は木目調の落ち着いた雰囲気もあってか女性客

のを提供しています。久さんの出身が奄美大島のため、

も多いそうです。夜は宴会のメニューも用意されてお

汁は九州醤油の甘めのものをベースにしているそうです。

り、個人でも団体でも様々な料理やお酒が楽しめます。

また、店名が示すとおりお酒を飲みながら食事を楽
しんでいただき、最後はそばで〆ていただくといった
ことをお勧めしているので、日本酒の種類も常時 20
種以上そろえています。また、単に食事やお酒を楽し
んでいただくだけではなく、そばに含まれるルチンや
コリンの効用を考え、食べて健康を維持するといった
ことも意識してメニューを考えているとのこと。こう
じにも注目し、先日も栃木の味噌蔵に出向き、お店で

今後は、九州の地場の料理なども少しづつ出してい
ければ、という久さん。
ご自身の経験や飽くなき研究を続けているオーナー
の心意気がメニューに表れています。
和食、そば、お酒などを思い浮かべたら、是非「酒
肴蕎麦

日和り」を訪問してみてください。

料理の詳細等は上記、公式ホームページでご確認く
ださい。

出すために味噌作りをしてきたそうです。
ランチは、そば、うどんをはじめ天丼、かつ丼、カ

（取材担当：池田・宇治川）

事業所

元気 な 会 社 を 紹 介 し て い

ます!!

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います。
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、「取り上げてほしい !」という
ご希望があれば、ぜひ当所までご連絡ください。

お問合せ

☎ 0422‑22‑3631
（担当：総務課）
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LOBO
調 査

早期景気観測

Lobo調査とは……

業況 DI は、３カ月ぶりの改善。先行きは回復への期待

全国の 422 商工会議所が 3887 企業
にヒアリングを行い業況等を調査し
た結果です。

感あるも、ほぼ横ばい

月比＋ 1.8 ポイント）と改善を見込むものの、
「悪化」

3 月の全産業合計の業況 DI は、▲ 15.8 と、前月か
ら＋ 1.3 ポイントの改善。電子部品や産業用機械、自

から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば

動車関連の生産が全体を牽引したほか、インバウンド

い。個人消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光

を含む観光需要や都市部を中心とした再開発、設備投

需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移への期待感が

資が引き続き堅調に推移した。他方、深刻な人手不足

うかがえる。他方、人手不足の影響拡大や、原材料

や原材料費・燃料費の上昇、食料品・日用品に対する

費・燃料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、

消費者の低価格志向を指摘する声は依然として多い。

米国による追加関税措置の影響など世界経済・貿易に

中小企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続い

対する先行き不透明感を懸念する声も多く、中小企業

ているものの、その動きは力強さを欠いている。

の業況感はほぼ横ばいで推移する見通し。

先行きについては、先行き見通し DI が▲ 14.0（今

▼ 前年同月比
2017 年 3 月： 2018 年 3 月

全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

全 国
▲ 15.8

▲ 13.5

▲ 6.1

▲ 18.8

▲ 26.9

▲ 16.3

▲ 17.2

▲ 20.0

▲ 14.7

▲ 5.3

▲ 24.4

▲ 18.4

関 東

▼ 先行き見通し ： 2018 年 4 月〜 2018 年 6 月
全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

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。
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中小企業のセキュリティー対策

普及進むクラウド

広がる活用領域
中小企業白書によると、IT 投資を行っている企業
と行っていない企業では、直近 3 年間の平均売上高、
売上高経常利益率共に、IT 投資を行っている企業の

③扱う情報の重要度
クラウドサービスで取り扱う情報の管理レベルにつ
いて確認しましたか ?
④ポリシーやルールとの整合性

方が高い水準となっている。人手不足や取引形態の変

セキュリティー上のルールとクラウドサービスの活

容などの課題を克服し、売り上げ拡大と費用削減を進

用の間に矛盾や不一致が生じませんか ?

めていくためには、IT の利活用が重要であるといえ
るだろう。
従来、IT 投資といえば、ハードウエア・ソフトウ
エアといった投資コストがかかるハードルが高いもの
であったが、最近はクラウドサービスが普及し、比較
的低コストで IT を導入することが可能になっている。

（利用準備）
⑤利用管理担当者
クラウドサービスの特性を理解した利用管理担当者
を社内に確保しましたか ?
⑥ユーザー管理
クラウドサービスのユーザーについて適切に管理で

また、クラウドサービスには、社内の情報活用の活

きますか ?

発化、リスク対応・セキュリティー対策、業務プロセ

⑦パスワード

ス合理化・意思決定の迅速化、営業力・販売力の強化、
利益率・生産性の向上といった効果も期待することが

パスワードの適切な設定・管理は実施できますか ?
⑧データの複製

できる。現在は、情報共有、財務・会計、人事・給与

サービス停止などに備えて、重要情報を手元に確保

といったバックオフィス分野で利用されることが多い

して必要なときに使えるための備えはありますか ?

が、今後は、販売、カスタマーサポートといった企業
の付加価値向上につながる業務領域で利用されること
により、稼ぐ力を向上させていくことが期待される。
一方、クラウドサービスを導入すると、職場での
IT の利用方法やデータの保管方法、業務間のデータ

（提供条件）
⑨事業者の信頼性
クラウドサービスを提供する事業者は信頼できる事
業者ですか ?
⑩サービスの信頼性

連携の方法などに影響を受ける可能性がある。そのた

サービスの稼働率、障害発生頻度、障害時の回復目

めクラウドサービスの導入の前には、調査や準備を十

標時間などのサービスレベルは示されていますか ?

分実施し、効果的に利用できる条件を整えて、安全か
つ有効にクラウドサービスを利用してほしい。

⑪セキュリティー対策
クラウドサービスにおけるセキュリティー対策が具
体的に公開されていますか ?

安全に利用する 14 のポイント
独立行政法人情報処理推進機構が提供しているガ
イドブック「クラウドサービス安全利用のすすめ」
（https://www.ipa.go.jp/security/cloud/cloud̲
sinsai̲R1.html）では、クラウドサービスを安全に
利用するために、次の通り 14 の確認項目を挙げてい
るので確認してほしい。

⑫利用者サポート
サービスの使い方が分からないときの支援（ヘルプ
デスクや FAQ）は提供されていますか ?
⑬利用終了時のデータの確保
サービスの利用が終了したときの、データの取り扱
い条件について確認していますか ?
⑭契約条件の確認
一般的契約条件の各項目について確認していますか?

（利用範囲）
①利用範囲の明確化
クラウドサービスでどの業務、どの情報を扱うかを
検討し、業務の切り分けや運用ルールの設定を行い
ましたか ?
②サービスの種類とコスト
業務に合うクラウドサービスを選定し、コストにつ
いて確認しましたか ?

ガイドブック「クラウドサービス安全利
用のすすめ」を活用することで、多くの中
小企業が、クラウドを正しく安全に利用
し、IT 利活用の効果を経営に生かし、また
IT セキュリティーのレベルアップを実現さ
れることを期待する。
（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
【会議所ニュース
1 月 21 日号（日本商工会議所発行）より転載】
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