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武蔵境駅南口が完成。
武蔵境駅開設70周年記念祝賀会（昭和36年）
提供：武蔵野市
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武 蔵 野 の 商 工 業 を 支 え 続 け る

T H E  M U S A S H I N O  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  ＆ I N D U S T R Y FBページ公開中!！
武蔵野商工会議所

国の販路開拓向け『小規模事業者持続化補助金』に
当所から51事業所が採択される!!
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1 株式会社アトヨンサウンドファクトリー
2 株式会社Argha
3 アンティークディラーズクラブ
4 Animal Salon DEN
5 合同会社あきた旬紀行
6 株式会社アファニー
7 株式会社アイ・ティー・オー
8 あぶらや株式会社
9 有限会社インスピリット
10 株式会社岩佐画工舎
11 株式会社eLe Gloup
12 株式会社WINGGATE
13 株式会社ウェーブ
14 株式会社エディトリエ
15 エフワイセブンディー
16 株式会社エシェルダンジュ
17 カフェドレジェール
18 吉祥寺パソコン教室

19 串吉
20 グランテック株式会社
21 こめひろ
22 佐久間徹設計事務所
23 有限会社サービステックジャパン
24 株式会社サトイ設計工務
25 Shige hasegawa design
26  住宅コンサルティングサービスの

はうす・ ハウス
27 株式会社スペースワークス　　
 一級建築士事務所
28 株式会社スピカ
29 株式会社たすかけ
30 Divinghouse Traum Scuba
31 知智プラン株式会社
32 Change Anytime（チェンジエニタイム）
33 株式会社Tendresse
34 株式会社手織工房じょうた

35 東京６-scale合同会社
36 株式会社日本ペットシッターサービス
37 HAWAII 弁当屋 吉祥寺
38 株式会社HiPIT
39 FYSKY
40 Folium Floris TAKARAZUKA
41 フラワーショップはやし
42 株式会社ホープ軒本舗
43 ボディメンテナンスサロンBLUEM
44 株式会社マジェルカ
45 有限会社茶房武蔵野文庫
46 株式会社menui
47 morinoie
48 有限会社矢島工業所
49 合同会社雄飛企画
50 株式会社ライフスタイルクリエイト
51 RICHESSE

『持続化補助金』とは？
　販路開拓に取り組む従業員20名以下の小規模事業者（商業、サービス業5名以下）に対し、国が経費
の2/3まで出す返済不要な補助金です（50万円が上限）。当所では、採択率を高めるための具体的なアドバ
イスや申請に必要となる事業計画書の作成支援を行っています。
　計画書の作成の際には、セミナーや個別相談会を適宜開催しています。専門家（中小企業診断士）による
指導と助言を無料で受けることができますので、今後、申請をされる皆様、再度挑戦をされる皆様、ぜひご活
用ください‼

●「商工会議所に相談し、再度、持続化補助金の採択を受けることができました！ 手厚いサポートに感謝します。」
 …コンサルティングサービス業

●「 3回目のチャレンジでようやく通りました。個別相談会に参加し、コーディネーターの方に何度も確認をいた
だいたおかげです。諦めずに申請して良かったです。ありがとうございました。」 …デザイン業　など

平成30年度 第2次補正予算小規模事業者持続化補助金
採択事業者一覧（武蔵野） 

　「平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金
（令和元年6月12日締切分）」採択結果が7月31日（水）に公
表され、当所で相談・支援を行ったうえで申請した63件のう
ち51事業所が採択されました。

〈〈 喜びの声を多数いただきました‼〉〉
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国の販路開拓向け『小規模事業者持続化補助金』に
当所から５１事業所が採択される!!

トピックス
Topics

※採択率８１.９％‼
（都内トップクラスの実績）

お問合せ 企業支援部

TEL 0422-22-3631

Topics
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　当所会員向けの健康管理支援事業として実施している人間ドック受診サービスの申込み受付中です。
　人間ドック、肺がんドック、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および検査内容が異なる場合があります。詳細は同封のパンフレットにて
ご確認ください。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。
※申込期間中でも定員（３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、ご希望の医療機関へお願いします。

会員限定 人間ドック受診サービスのご案内
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お問合せ 総　務　課
TEL 0422-22-3631（担当：小林）

お問合せ 総　務　課
TEL 0422-22-3631 ／ FAX 0422-22-3632

令和元年度優良従業員表彰式を１１月２８日（木）武蔵野商工会館にて開催します
この表彰制度は、武蔵野商工会議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おり、表彰式を毎年
開催しています。
該当する従業員の方がいらっしゃいましたら、同封の「優良従業員表彰要項」を確認のうえ、裏面の「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。

　締め切り：１０月４日（金）　必着

令和元年度 武蔵野商工会議所会員事業所 優良従業員表彰のご案内

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（森園副委員長（委員長代行））では、平成31年（令和元年）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 15 17 14 11 20 10 95

8/13現在 2 2 8.5 7.5 6 27.5 19 72.5

　当所では、10月1日から実施される消費税率の引き上げに伴い、各種手数料や会員サービス事業について価格の改
定を予定しています。改定後の料金については、10月1日以降に当所ホームページを更新するほか、各事業のパンフレッ
ト等でご確認ください。
　また、日本商工会議所の簿記検定試験など各種検定試験についても、10月1日以降に実施される回より受験料の改
定が行われます。
　ご理解とご協力をお願いします。

消費税率引き上げに伴う手数料等の改定について

Information
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新入会員の紹介
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吉祥寺アニメワンダーランド 2019

秋の吉祥寺ウェルカムキャンペーン（千葉 信明大会長）
は、「吉祥寺アニメワンダーランド2019」（坂井 健司実
行委員長）を10月10日（木）から10月20日（日）まで実
施します。今年のメインビジュアルは、ちょっぴりイギリス
流のジョークが利いた可愛さとドタバタのコメディ、ひつじの
ショーンとその仲間の動物たちをハロウィーンバージョンに
変身させて登場させます。イベント内容は、前半の3日連
休の土日に井の頭公園野外ステージで「森のわくわくステー
ジ」を行います。ひつじのショーンやシルバニアファミリー
がやってくるほか、吉祥寺アニメミュージックアワーなど多
数開催。そのほか、「森のわくわくバザール」を開催し、夜
は、ステージにスクリーンを張り「ひつじのショーン」関連作
品、「オトッペ」などアニメ作品の上映会「森の映画館」を
開催。祝日には商工会館で恒例の親子でプラモデル教室
も行います。

後半の金曜から日曜の3日間は、吉祥寺アニメーション
映画祭を本格化させ、映画祭審査員陣＆関連トークショー、
ストップモーション・アニメの上映、最終日の「吉祥寺アニ

メーション映画祭」は公募作品の上映とグランプリ発表・
受賞式を吉祥寺シアターで行います。
土日には東急百貨店北側広場で新しいイベント「まちな

かアニメ広場」を開催。ひつじのショーンの握手会や写真
撮影、新作映画のプロモーションコーナー（ひつじのショー
ン映画第二弾として今年の12月から全国で公開決定）、
ワークショップ。スタンプツアーなどお楽しみがいっぱいで
す。同じく土日に「まちなかファミリーステージ」ではビッグバ
ンドによるアニメ関連の演奏会を吉祥寺デッキで行います。
このように期間中は吉祥寺がアニメ一色に染まります。

各事業の詳細や最新情報は９月下旬配布の公式ガイドブッ
ク及び吉祥寺情報サイト、公式HPをご覧ください。

吉祥寺情報サイト
「吉祥寺.me」https://kichijoji.me
公式ホームページ
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

7/18
～

8/13

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社銀座ルノアール Cafe ルノアール 飲食店（喫茶店）
吉祥寺地区 飲食業部会

やき鶏おお川 やき鶏屋

有限会社創信 屋外広告物取付業 吉祥寺地区
商業部会

株式会社エスピキューレ 化粧品企画販売 地区外

有限会社タウ設計工房 建築設計 吉祥寺地区
建設業部会

株式会社Figaro Works 建設業、外構工事　他 地区外

espoir 美容業
吉祥寺地区

サービス業部会

Bella 吉祥寺 美容室

パーソナルベスト株式会社 不動産賃貸・管理業、経営コンサルティング業

中央地区はり・きゅう いちる治療院 鍼 院

エアスペース システム販売

Mizu-yuu 福祉ネイリスト 地区外

10月10日（木）から10月20日（日）

Area News / Information
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経営サクセスセミナーのお知らせ

お問合せ 企業支援部支援２課
TEL 0422-22-3631

～「傾聴と共感」の “神対応” でファンづくりをめざす～
「もう困らないクレーム対応術」セミナーのご案内

　「クレーム対応が苦手」という方は少なくありません。クレームは対応を間違えると会社の
信用、時には経営さえも揺るがしかねない事態となります。反対に、しっかり対応することで
大切な顧客を強力なファンにできるだけではなく、新たな顧客獲得のビジネスチャンスにもな
ります。大切な分野にもかかわらず、日々の業務の中では体系的に身につきにくい「クレー
ム対応のコツ」をこの機会に学んでみてはいかがでしょうか？
　本セミナーでは「傾聴と共感」のコミュニケーションをもとに、対応の基本から難クレーム
の対処法、マニュアルの作り方まで紹介します。業種・業態を問わず、クレーム対応にお
悩みのある方に、すぐに活用できるヒントをお伝えする実践的なセミナーです。ぜひご参加く
ださい。

■日　時：10月24日（木）14：00～ 16：00
■会　場：武蔵野商工会館内　会議室
■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（先着順、定員になりしだい締め切ります）
■参加費：無料（会員・非会員問わず）

　

　武蔵野商工会議所では、新・生命共済「むさしの」の推進キャンペーンを実施しています。
　【特典】期間中（平成31年4月から令和2年3月まで）に加入・増口すると粗品を進呈‼
　 期間中は、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推進員が皆様を訪問させていただきますので、
是非ご検討・ご加入をいただきますようよろしくお願いします。

制度の主な特徴
■  １口・780円(月額)からの掛金にて、当所会員の役員・事業主・従業員で令和元年５月１日現在年齢が14歳6カ月
を超え、70歳6カ月までの方が加入できます。（掛金は年齢により異なります。）

■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年ごとに収支計算をおこなって余剰金が生じた場合は、配当金としてお返しします。
■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。）
■商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています。
■ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
■法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。（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。（昭和47年2月14日付直審3-8）

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。

新・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーンのお知らせ

お問合せ 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

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　三鷹市下連雀3-26-12 三鷹三菱ビル5F
TEL 0422-48-9082
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映画パークスの制作・企画をした者で
今後も映画製作・企画・自伝小説の発行もします

　吉祥寺の映画館の草分けの（株）井の頭会館、そしてムサシノ
映画より船出した新たなマルチシアターBAUSです。地域に文化
発展の一翼をになった合せて65年と、吉祥寺最初の映画館で
あるイノカン（井の頭会館）で約100年の歩みをしてきた後、井の
頭恩賜公園100年を記念した映画パークスを制作企画して日本
のみならず世界へ上映をはたしました。今後も街の為に映画文化
の為にその足跡を残していく会社として本田プロモーションBAUS
が2016年2月に誕生!!

代表者 ● 本田　拓夫
所在地 ● 180-0014武蔵野市吉祥寺本町1-8-14
Tel ● 0422-20-2116 Fax● 0422-22-3091

本田プロモーションBAUS

○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、金融機関のあっせんなど）
・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）

10月7日（月）
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

定例相談会
（消費税軽減税率対策）

消費税軽減税率制度
施策普及員

9月26日（木）
10：30～ 16：00

※予約優先

・消費税軽減税率
・価格転嫁対策
・軽減税率対策補助金とキャッシュレス
・消費者還元事業

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い
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、企業支援部 TEL 0422-22-3631まで
お気軽にご連絡ください。
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特定の法人の事業所
一部の手続

各特定の法人の事業年度から

以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
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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
武蔵野商工会議所こちら 0422-22-3631まで。TEL

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

i nformation

▶産業交流展2019のご案内

　昨年度の産業交流展では、装飾業者等を活用しブー
スの充実を図りましたが、「産業交流展2019」でも、さ
ら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5社が出展予定です。

日　時 11月13日（水）～ 11月15日（金）
 10：00～ 18：00（最終日17：00）
会　場 東京ビッグサイト　青海展示棟A・Bホール

報 告

▶納涼懇親会

　工業部会（林敏雄部会長）では、8月6日（火）に
評議員会、納涼懇親会を行いました。
　懇親会は、評議員会終了後、場所を「井の頭吉
祥ダイニング」に移し
実施しました。
　35 名の方にご参
加いただき、情報交
換と共に親睦を深め
ました。

i nformation

▶秋の会員親睦旅行（山梨・リニア見学／ぶどう狩り）

　飲食業部会（髙田ルミ子部会長）では、毎年恒
例の会員親睦会（日帰り旅行）を右記のとおり実施
します。今回は、山梨県立リニア見学センターにて
見学後、石和温泉「ホテルふじ」にて昼食（入浴）、
「一古園」にてぶどう狩りの予定です。

飲 食 業 部会  お問合せ 飲食業部会（担当：神林）

　皆さまのご参加をお待ちしています。

日　程 10月16日（水）
定　員 30名（予定）
集　合 武蔵野商工会館前
 午前7時45分集合／ 8時出発
参加費 5,000円

納涼懇親会の様子
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講　師 荒木　信広氏

 （ＮＰＯ法人心の居場所　代表理事）

定　員 90名
 （先着順。どなたでも参加できます。）

部会だより / 異業種

i nformation

▶「第5回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6日（日）に、武蔵野市との共催により、むさしのま
ち大工周知イベント「第5回住まいりーフェスタ」を開
催します。今回は、工事のクルマふれあい体験や家
を建てたり、障子を張ったり、ペンキやトイレや、マン
ション管理から防犯まで！　業種ごと7色の特色をもっ

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

て、お出迎えします！　お住まいの小さな困りごとの相
談も受けます。是非、ご来場ください！！　詳しくは、同
封のチラシをご覧ください。
 
日　時 10月6日（日）
 10：30～ 16：00〔小雨開催〕
会　場 東急百貨店吉祥寺店 北側広場 
内　容  ミニ住宅の組立て・内覧、住まいに関する

セミナー、相談受付　ほか

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）

i nformation

▶第10回街頭無料相談会・無料ミニセミナー

日　時 10月26日（土）
 10：00～ 16：00
会　場 コピス吉祥寺ウッドデッキ・武蔵野商工会議所内

内　容 弁護士・税理士等各士業が集い、あらゆる
悩みをワンストップでご相談いただけます。

申　込 当所会報来月号（10月号）へ折り込む 広報
チラシをご確認のうえお申込みください。

i nformation

▶9月定例会・交流会の開催について

　異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、9月13日（金）
に商工会館4階市民会議室で、9月の定例会を開催しま
す。今回はＮＰＯ法人心の居場所代表理事 の荒木信広氏
をお招きしご講演いただきます。

日　時 9月13日（金）
 18：00～ 19：15
会　場 武蔵野商工会館4階 市民会議室
演　題 『ダークサイドから子ども達の命と笑顔を守る
 　～悲しみと喜びは繋がっている～』

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

NL09.indd   9 19/09/13   16:14
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広報情報委員会

▶サイバーセキュリティセミナー開催のご案内

　広報・情報委員会（吉田光昭委員長）では、10月4日
（金）に商工会館4階市民会議室にて、武蔵野市・武蔵
野警察署・当所　共催のサイバーセキュリティセミナーを
開催します。
　参加希望の方は、同封のチラシをご確認のうえ、9月
27日（金）までにお申込ください。

  日　時 10月4日（金）
  第一部  14：00～（受付開始：13：45）

  第二部  15：00～（受付開始：14：45）

場　所 武蔵野商工会館4階市民会議室

講　師  第一部  警視庁サイバーセキュリティ対策本部
  第二部  マカフィー株式会社 公共営業本部 第1営業部 担当部長
  長田晋一 氏

内　容  第一部 　サイバー犯罪の脅威と現状
  第二部 　ICTの利活用とセキュリティ対策

対象者 武蔵野商工会議所会員、武蔵野市民

定　員 90名（申込み先着順）

参加費 無料

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員の皆様に
お届けします！

チラシチラシ
折込サービス

1社
折込み料

1枚 A4判まで　(A3二つ折り可)+税（1回）20,000円

会報

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封

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 :1.21% 令和元年 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!

委員会 / Information
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質の高い、温もりのある教室

代表者 ● 松村　龍昌／ラマドリド・マルセラ
所在地 ● 〒180-0022武蔵野市境1-17-9 カーサ武蔵野１-B
　TEL ● 0422-37-1439
　Fax ● 0422-37-1439
E-mail ● info@marceinternational.jp
　URL ● http://www.marceinternational.jp

Marce International

　小さいお子様も大人の方もグループレッスンとプラ
イベートレッスンから学び方が選べるスペイン語、英
語の教室です。どちらもプロの講師がひとりひとりの希
望や状況に合わせて、それぞれの学習のニーズに応え
ることを目指しています。バイリンガル教育、それぞれ
の文化を尊重することを大切にしています。教育関連、
心理カウンセリングも行って
います。スペイン語教師養成
コース、外国人のための日本
語講座も提供しております。

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2,700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。

TEL：0422-22-3631お問合せ 総務課

新入会員紹介
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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、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。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

熊本で頑張る６次産業『宮川洋蘭』

連載
快進撃企業 に 学べ

熊 本県宇城市三角町（うきし・みすみまち）の戸
馳（とばせ）島に、有限会社宮川洋蘭という積

極的に6次産業化に取り組んでいる会社がある。場所
は天草諸島の入り口で、熊本駅からはJR三角線で約
50分の波多浦駅で下車し、20分ほど歩いた田園風景
ののどかな町にある。橋でつながったとはいえ、総面
積約7km2、人口約1200人の小さな島である。

　同社の主事業は、社名の通り、胡蝶蘭、カトレアな
ど、約300品種の花の栽培と、蘭を使った企画商品
の販売などである。創業は1972年。宮川家の二代目
である宮川政友氏が、蘭の将来性に着目し、地元では
初となる蘭栽培を開始した。

　その後、新品種の開発に取り組むとともに、国内外
の先進地への視察や、国内外で開催される花の展示
会への積極的な出展などにより、次第に評価を高め
ていった。自分の手で、直接お客さまに蘭を届けた
いと、2004年からはITを利活用し、希望者に店舗か
ら洋蘭を宅配する「店舗直送蘭」をスタートしたほか、
06年からは、洋蘭を自宅に届ける会員組織「洋蘭頒
布会」も始めた。

　また、11年からは、同社が栽培した洋蘭の規格外

の花を利活用し、オリジナル・ボトルフラワー「森の
グラスブーケ」を製造・販売している。ちなみに、こ
のボトルフラワーは、半永久的に枯れないため、仏壇
飾りなどとして評価が高く、現在では同社の主力商品
の一つとなっている。

　こうした努力が実り、現在では、パート社員を含
め、社員数30人強、売上高も約3億円にまで発展し
た。また、年間宅配件数も全国各地に及び、今や5万
件を超えている。まさに、研究機能、生産機能（栽培
機能）、そして、直販機能を有する6次産業化のモデ
ル企業である。

　そればかりか、同社は地域全体の発展にも熱心で、
地域の過疎化が進行する中、何とか人口流出を止めた
いと「近い将来は100人雇用、10億円売り上げ」を高
らかに目標に掲げ、息子である宮川将人専務を中心
に、さらなる経営革新に取り組んでいる。

　余談だが、戸馳島は元々菊やバラ、あるいはイチゴ
やミカンの栽培農家が多かったのだが、同社の活動に
触発され、洋蘭を栽培する農家が1軒、2軒と増えて
いき、今や10数軒に上っていることから、日本を代
表する蘭の一大産地となっている。

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司　

コラム
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会員会員
ズームズーム
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しまますす。。

（取材担当:伊野瀬・宇治川）

Ear Beauty Therapy Salon N-smile

代表：豊巻　奈穂

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-20-1
 吉祥寺永谷シティプラザ715
URL：https://n-smile.jimdo.com
E-mail：n-smile.0207salon@outlook.jp

効果があり、自律神経を整えたり、つぼに貼るシールの磁
気の効果で体温が上がり体に抵抗力がつくそうです。見た
目ですぐわかる効果としては、リフトアップ効果も期待できま
す。シールはお風呂やプールに入っても取れにくく、1週
間程度はもつそうです（1週間以上の貼付は耳に傷ができ
る可能性があるため、お客様ご自身で外します）。エステ
の資格も取得され、現在は耳つぼの施術だけでなく、トー
タルボディケアのメニューもあります。こちらは、耳つぼセラ
ピー+筋膜リリース+リンパトリートメントのメニューで、耳つ
ぼの施術で身体をほぐし、血流をよくした後、筋膜を緩め、
老廃物を流すことができるため、リラクゼーション効果が高
くなります。施術を受けた夜はぐっすり眠れる効果も期待で
き、おススメのコースだそうです。
サロンでは女性の方のみの施術ですが、イベント等では

男性の施術も行っているそうです。お客様の中には、ス
ポーツ選手やヨガのインストラクターの方も。「どうしてよい
かわからない不調にお悩みの方やリラックス方法がわからな
い方、女性特有のご病気でエステに行きづらい方には一
度施術を試していただきたいです。」と豊巻さん。企業に訪
問しての出張 施術も可能で、その場合は、男性の施術も
行っていただけるそうです。（耳つぼセラピーは着替えも広
い場所も必要がないことも特徴です。）
是非、社員の方の福利厚生にご依頼してみてはいかが

でしょうか。通常の予約はインターネットから受付中です。

※ 金属アレルギーの方（耳つぼシールに金属が使用されているため）、
お薬を常用されている高血圧の方、妊婦の方（血流が良くなるた
め）は施術をお断りしています。

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。

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Ear Beauty Therapy Salon N-smileセラピスト
の豊巻さんにお話しを伺いました。
豊巻さんは元々エステ、セラピーに興味があり、お客様

として様々なところで施術を受けられていたそうです。しか
し、乳がんを患ったことで、施術者への力加減の説明の
難しさや煩わしさを感じ、ほかにもこういった思いを抱えてい
る方がいるのではないか、気軽に受けられるセラピーはない
かという思いを抱きました。そのような中、趣味のヨガの繋
がりから“耳つぼジュエリー”のことを知り、直観で“これ
だ!!”と思ったそうです。耳つぼに関する協会が様々ある中
で、メソッドがしっかりしているイヤービューティセラピスト協
会に所属し、認定上級セラピストを取得しました。初めは、
ほかのお仕事をしながら、ヨガのイベント等で体験会を行っ
ていたそうですが、施術を受けられた方から、“サロンはない
の?”との声をいただくようになり、吉祥寺にサロンを開設さ
れたそうです。
耳つぼは以前にダイエット効果があるとメディアで取り上

げられたこともあり、“耳つぼ=ダイエット”のイメージが強い
のですが、実は、期待できる効果はそれだけではないとの
こと。人間が本来持っている身体の力を呼び覚ますような

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

全国
▲ 20.1 ▲ 10.9 ▲ 19.6 ▲ 25.1 ▲31.7 ▲ 14.3

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
▲ 20.2 ▲5.6 ▲ 20.5 ▲ 27.4 ▲33.9 ▲ 14.5

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年8月13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 297 405 753 128 208 1,195 74 3,060 

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 : 2019年8月～2019年10月

Lobo調査とは……
全国の337商工会議所が2657企業
にヒアリングを行い業況等を調査した結
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 （%） 56.5 29.5 46.2 91.4 54.0 37.2 71.8 41.5%

全産業合計の業況DIは、▲20.2（前月比▲1.9ポイント）

　都市部の民間工事を中心とする建設業の底堅い動きや
堅調なインバウンド需要が下支えしたものの、根強い消費
者の節約志向に加え、気温の低い日が続き、夏物商材の
需要が低迷した小売業や、例年より長い梅雨の影響で客
足が減少した飲食・宿泊業を中心とするサービス業の業況
感が悪化した。深刻な人手不足による受注機会の損失や
人件費・外注費の増大、原材料費の高止まり、米中貿
易摩擦や世界経済の先行き不透明感が中小企業のマイン
ドを下押ししており、足踏みが続いていた中小企業の景況
感は、足元で弱い動きがみられる。

先行き見通しDIは、▲20.1（今月比+0.1ポイント）

　個人消費の拡大やインバウンドを含む夏の観光需要拡
大への期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響の深
刻化や、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅
れ、貿易摩擦や世界経済の動向、消費税引上げの影響
など不透明感が増す中、中小企業の業況感はほぼ横ばい
で推移 する見通し。

業況DI は、一部に弱さ見られる
先行きは、不透明感強く、ほぼ横ばいの動き

 2018年7月: 2019年7月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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・ポリシー運用開始時
・ポリシー変更時
・事件や事故発生後
・新入社や中途採用時
・人事異動時（業務が変わったタイミング）
・ポリシーを守っていないことが発覚した時
・定期的に実施
③教育の方法
　教育の方法としては次に挙げる方法がある。企業の
状況に応じて適切な方法を採用する。
・集合講習
・ｅラーニング
・課題図書を読ませ、テストにより理解度を確認する
・ 自己点検チェックシートなどを配布して記入させ、ポ
リシーの順守状況を確認する

④教育の記録とフォローアップ
　情報セキュリティポリシーを守るには、継続した取
り組みが重要である。そのためには、「誰に」「いつ」
「どのような」教育をしたかを記録に残し、全従業員漏
れなく教育を行うようにする。また、セキュリティー
環境の変化に伴い、教育した内容が陳腐化してしまう
可能性があるため、定期的なフォローアップ教育が必
要である。加えて、理解度や順守状況が悪い場合は、
フォローアップ教育を行ってほしい。

　なお、情報セキュリティー教育を行う際のコンテンツ
の入手方法や具体的な進め方については、ＩＰＡが主催
する「講習能力養成セミナー」にて学ぶことができる。今
年度も８月から全国各地で開催されるため、詳しくはＩＰ
Ａのウェブサイト
（https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/
seminar.html）を確認し てほしい。

ルール守る風土社内に醸成

　情報セキュリティー対策を社内に浸透させるためには、
従業員一人一人の情報セキュリティー意識の向上が必要
であるが、それに有効なのが「教育」だ。教育を繰り返し
行うことで情報セキュリティポリシー（社内の情報セキュ
リティー上のルール）を守る風土を社内に醸成することが
できる。
　そして、企業における情報セキュリティー教育では、
「情報セキュリティポリシーを周知徹底する」「情報セ
キュリティーの脅威と対策を知る」という２点に取り組む
ことが有効である。
　企業における情報セキュリティー対策の第一歩は情報
セキュリティポリシーを作成することである。しかし、情
報セキュリティポリシーを策定しただけでは情報セキュリ
ティー対策ができたとはいえない。社内で働く従業員全
員に、自分の役割は何か、具体的にどのようにして情報
セキュリティポリシーを守るのかなどを周知徹底すること
こそが大事である。
　また、なぜ情報セキュリティポリシーを守る必要があ
るのかが分からないとポリシーを守り続けることは困難で
ある。そのために、実際の事件や事故の事例を伝えるこ
とも大切となる。
　中小企業は情報セキュリティーの確保のため、教育に
も積極的に取り組んでほしい。

定期的なフォローアップを
　情報セキュリティー教育を計画・実施する際は、次に
挙げるポイントを考慮する。
①教育の対象
　情報セキュリティポリシーは、業務に携わる全ての
従業員に周知徹底する必要がある。正社員だけでなく
派遣社員やアルバイト、もちろん社長も対象である。
また、自社だけでなく業務委託先の教育にも留意する
必要がある。
②教育のタイミング
　教育のタイミングとしては次に挙げるタイミングが
考えられる。上手く組み合わせて教育を実施する。

（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6月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

「教育」で意識向上

コラム
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