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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
一般型・コロナ特別対応型
を合わせて

当所から78 件が採択される!!

※採択率一般型 67.3%!! コロナ特別型 82.7%!!（都内トップクラスの実績）

2020 Sep.
Vol.567

「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 一般型〉
」並びに「令和2 年度
補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉
」採択
結果が公表され、当所で相談・申請支援を行ったうえで申請した104 件のうち78 件

Contents
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■『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）
。
前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります（原則

News

100 万円（補助率：2/3 または 3/4）を上限）。
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。

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金事業
一般型 採択事業者一覧（第 2 回締切分）

!!

1

有限会社 イオス

19 ヒューリング株式会社

2

Divinghouse TraumScuba

20 株式会社 SPL FLAIR&DINER S-PARK

3

カットクラブムーブマン

21 株式会社 ほそい住宅 FP

4

株式会社 ウイル

22 MORIBAKERY

5

カフェドレジェール

23 仁泉鍼伮院

6

はり・きゅういちる治療院

24 AnniBirthColor

7

株式会社 日本エコロジコ

25 株式会社 moegi

8

Awesome Wedding

26 有限会社 本橋デザインスタジオ

9

株式会社 塚田水産

27 Bach 指圧治療院

10 株式会社 共進プロセス

28 LIFESCHOOL 株式会社

11 株式会社 コンパス

29 有限会社 サービステックジャパン

12 昜木屋

30 いつき司法書士事務所

13 shigehasegawadesign

31 株式会社 ライフスタイルクリエイト

14 マ・プリエール

32 株式会社 吉祥寺総合物流

15 ヒロキインターナショナル株式会社

33 株式会社 魔法アプリ

16 株式会社 つなぐコーポレーション

34 こめひろ

17 株式会社 PlanetFilm

35 aili 合同会社

18 ALIVE kichijoji

2

（第二回締切、令和 2 年 6 月 5 日締切分）

また、コロナ特別型では新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために
Animal salon DEN

部会

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 件が採択される

78
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Information会議所からのお知らせ

Topics

2

が採択されました。

Newsletter Musashino 2020.9

令和 2 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
コロナ特別対応型 採択事業者一覧（第 2 回締切分）
1

株式会社 N.G.A.

16 小林 信也

31 株式会社 Argha

2

株式会社 イッパイアッテナ

17 佐久間徹設計事務所株式会社

32 大野 要介

3

株式会社 サンコー

18 ギフトイット株式会社

33 株式会社 エシェルダンジュ

4

佐々木税理士事務所

19 株式会社 SCREW

34 株式会社 B.C

5

株式会社 レイブリッジ

20 株式会社 ネクストローカル

35 合同会社 Patiss

6

株式会社 CIRCUS

21 合同会社 プラスベスト

36 LUCKYFountain 有限会社

7

ILU（エル）

22 株式会社 スイベルアンドノット

37 シグラド合同会社

8

株式会社 あさの

23 株式会社 Oﬃce Breath

38 セーペルクー

9

株式会社 発達支援教育研究会

24 株式会社 グランドエトワール

39 福たま堂鍼伮治療院

10 株式会社 テラ・エステート

25 ヒューリング株式会社

40 MALVAROSA

11 株式会社 TʼSLINK

26 株式会社 ワックオン

41 株式会社 Ayli

12 株式会社 ドリームキューブワン

27 株式会社 Planet Film

42 暮らしリフォーム株式会社

13 株式会社 HiPIT

28 シーピー株式会社

43 株式会社 エスプリ・ゴルフ

14 リフォニア

29 du-e 吉祥寺

15 株式会社 共進プロセス

30 イサコーポレーション株式会社

* 今後の持続化補助金の申請締切日
〈一般型〉
【最終日当日消印有効】
第三回締切：令和 2 年 10 月 2 日（金）
【最終日当日消印有効】
第四回締切：令和 3 年 2 月 5 日（金）

お問合せ 企業支援部

〈コロナ特別対応型〉

☎ 0422-22-3631

【郵送：必着】
第四回締切：令和 2 年 10 月 2 日（金）

会議所からのお知らせ

令和 2 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

令和 2 年度優良従業員表彰式を 11 月 27 日（金）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 2 日（金） 必着
お問合せ 総務課

☎ 0422-22-3631 / FAX 0422-22-3632
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Area News
地域情報

秋の吉祥寺

Welcome campaign

ウェルカムキャンペーン
吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会では、新型コロナ感染症拡大の状況を受け、キャンペーンを延期して
いましたが、感染症対策を十分行いながら秋のウェルカムキャンペーンを行うことで、吉祥寺が元気であるこ
とを発信したいとの思いから、大吉祥抽選会、アニメワンダーランド、音楽祭を下記のとおり実施します。

吉 祥抽選会
抽選会
◉大 吉祥
■ お買い上げレシート対象期間

大吉祥

10,000 円分

お買物券 8,000 円分 + グルメ券 2,000 円分

中吉祥

5,000 円分

お買物券 5,000 円分

10 月 1 日（木）〜 10 月 4 日（日）
100本

■ 応募締切り（郵送応募方式）
（消印有効）
10 月 5 日（月）

200本

■ 応募条件
参加店（商店会・大型店）で応募用紙を入手し、

小吉祥

1,000 円分

お買物券 500 円分 + グルメ券 500 円分

500本

必要事項を記入して、お買物をしたレシート500
円以上（対象期間のもの）を貼り付け、ポストに投
。
函します（郵送料不要）

※ 賞品は応募用紙に記載されたご住所にお送り
します。
※お買物券の有効期間は令和2年12月31日まで。

■ 当選発表
10 月末ごろ賞品の発送をもってかえさせてい
ただきます。

◉アニメワンダーランド 2020
今年35周年を迎える「シルバニアファミリー」のフォトスポットが街のあちこちにあらわれます。
どんなイベントが展開されるのか、おたのしみに……
■ 期間

10 月 10 日（土）〜 18 日（日）
■ スケジュール
10 月 10 日（土）〜 18 日（日） シルバニアファミリー ポップアップパーク
10 月 11 日（日）

親子でプラモデル教室

10 月 17 日（土）〜 18 日（日） まちなかアニメ広場

◉吉 祥 寺音楽祭

吉音コンテスト 決勝大会配信

吉音コンテストの決勝大会の様子を配信します。

※イベント内容については予告なく変更することがございますので予めご了承ください。
ウェルカムキャンペーンの情報は、「吉祥寺 .me」https://kichijoji.me へ
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会議所からのお知らせ

地域活性化委員会
「第 15 回 武蔵野吉祥七福神めぐり」
開催中止について
地域活性化委員会（伊藤則義委員長）では、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底したうえで、
今年度の「武蔵野吉祥七福神めぐり」を開催する方向で検討を重ねてまいりました。
しかし、今後の第 2 波、第 3 波が懸念されることから、感染リスクを完全に排除できないとの結論に
至り、参加者の方々やスタッフの安全面を考慮した結果、開催の中止を決定しました。
このような状況が一刻も早く終息し、次年度（第16回）には開催できるよう、変わらぬご支援、ご協力を
よろしくお願いします。

会員増強運動 キャンペーンご協力のお願い
会員増強委員会（渡辺偕規委員長）では、令和 2 年の入会目標件数を 200 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 135 件です。
10 月末で目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。また、目標件数を超えた件数を勧誘し
ていただいた部会には報奨金にプラスした金額を進呈します。各部会の目標件数と現在の勧誘数は、下
記のとおりです。
引き続き、ご協力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

7

10

23

10

15

40

30

135

8/17 現在

2.5

7.5

5

4

8

13

8

48

会員限定人間ドック受診サービスのご案内
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を現在受付中です。
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おりません。
※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。

お問合せ 総務課（担当：小林）

☎ 0422-22-3631

Newsletter Musashino 2020.9

5

Seminar
セミナー

令和 2 年度 経営サクセスセミナーのお知らせ

無料で最強の SEO!!
『新規顧客を『Google マイビジネス』で集める方法 ! 』
本セミナーでは、Google 検索や Google マップなど Google のサービス
にビジネスやお店などの情報を表示し、管理するための無料のツールである、
「Google マイビジネス」の効果的な使い方について学ぶことができます。
■日

時：令和 2 年 10 月 22 日（木）14：00 〜 16：00

■講

師：山口 達也 氏（中小企業診断士 / ブランドファイン代表）

〜集客力を高める〜
『すぐに実践できる ! 写真を使った売上 UP 支援講座』
本セミナーでは、写真を変えるだけで売り上げを向上させた事例を基に、
中小企業診断士と MBA の資格を保有する現役のプロカメラマンが「写真
の撮影方法」と「写真の活用方法」の両面から『売上を上げる写真』について
説明します。お持ちのスマートフォンで OK です！
■日

時：令和 2 年 10 月 28 日（水）14：00 〜 16：00

■講

師：石田 紀彦 氏（中小企業診断士/MBAカメラマン®/フォトパートナーズ㈱代表取締役）

各セミナーとも、会場は武蔵野商工会館内会議室。参加費無料。
定員30名（先着順・会員、非会員問わず参加可能）

お問合せ

企業支援部支援2課
☎ 0422-22-3631

詳細は同封の各案内チラシをご覧ください。

労働保険事務組合への事務委託について
当所では、会員事業所から労働保険（労災保険・雇
用保険）の事務手続き代行を承っています。
日々の業務の中で、個々の労働者の入退社や、保険
料の申告・納付に伴う事務手続きは、煩雑で手間のか
かる作業ですが、事務委託することで事業主の負担を

〈委託条件〉
① 当所の会員事業所であること
② 従業員を雇っている事業主であること
※事務委託を希望する場合は、別途、事務委託契約
書の取り交わしが必要です。

減らすことができます。
また、メリットとして、労働保険料の分割納付や中
小事業主等の労災保険への特別加入などの優遇措置が
受けられる場合があります。
ぜひ、この機会に労働保険事務組合への事務委託を
ご検討ください。
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お問合せ

担当 中 ）
労働保険事務組合（担当：中尾）

TEL：
TEL
：04
0422-22-3631
422-22-3631
2-22 3631
※ 詳しくは当所
HP に掲載されている
URL：
URL
https://www.musashino-cci.or
h
https://www.musashino-cci.or.jp/
tps://www.mu
ashino-cci 「労働保
or.jp/
p/
険事務委託」
のページをご参照ください。
serv ce/rodoho en/
service/rodohoken/

Information
お知らせ

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
相談項目本田プロモーション
相談員
日 時
BAUS

相談内容
・各種融資相談

映画パークスの制作・企画をした者で
（公庫、公的融資制度、金融機関のあっせんなど）
今後も映画製作・企画・自伝小説の発行もします
・各種経営支援と相談
経営指導員
（月）〜（金）
経営全般 /
（販路開拓、Webマーケティング、販売促進、
中小企業診断士
9：00 〜 17：15
各種融資 / 創業
補助金、事業計画の作成、新規事業開発など）

・創業相談

定例相談会
（記帳・申告・税務）

法

律

税務・会計

11 月4日（水）
10：30 〜 16：00

税 理 士

（12：00 〜 13：00 休）
※予約優先

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 理 士

経理、事業継承、法人税・所得税・相続税など

代表者 ● 本田 拓夫

・助成金制度のご案内
・書類の記載方法の説明など

武蔵野市吉祥寺本町 1-8-14
所在地 ● 180-0014
社会保険労務士
雇用調整助成金
Tel

● 0422-20-2116

労務・年金
登

司法書士

許 認 可

行政書士

特許・商標・意匠

弁 理 士

築

Fax ● 0422-22-3091

社会保険労務士

記

建

・青色・白色申告する個人事業主の方
・所得税・相談税・消費税など
一般的な税金問題

※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。

建 築 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
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

不動産鑑定士

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

○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
お気軽にご連絡ください。

0422‑22‑3631 まで
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News

各部会・異業種交流プラザ・女性会へのお問合せは
武蔵野商工会議所

☎ 0422‑22‑3631まで

工業 部会

サービス業 部会
担当：三輪

産業交流展 2020 について
お知らせ
（オンライン開催）

担当：小林

【サービス業部会 部会員限定】
お知らせ
前進座公演『残り者』チケット取り扱いについて

工業部会（林敏雄部会長）では、毎年度「産業交流展」に
出展しています。

サービス業部会部（安藤孝部会長）では、部会員へ向け
た厚生事業として、チケットを取り扱っています。演目は、

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響によ

直木賞作家・朝井まかて原作『残り者』です。江戸城無血

り、オンラインで開催します。詳細につきましては決まり

開城の日、大奥の最後の一日をさまよう五人の女たちの物

次第ご報告します。

語です。前進座女優陣の活躍にどうぞご期待ください。

【変更前】

［日

時］ 10 月 31 日（土） 開演 14：00

［日 程］ １１月４日（水）〜６日（金）

［会

場］ 武蔵野市民文化会館 大ホール

［場 所］ 東京ビッグサイト青海展示場

（地元公演（武蔵野市民文化会館）以外で参加希

【変更後】

望の場合はご相談ください）

［日 程］ 令和３年１月中旬から１か月程度（予定）

［演

目］ 直木賞作家・朝井まかて原作『残り者』

［場 所］ 各所オンライン参加

［申

込］ 参加費：4,000 円／定員：20 名（先着順）

［申込締切］ 10 月 2 日（金）までにサービス業部会事務局へ
電話にてお申込みください。
［チケット受け渡し］
10/19 から平日 9：00 〜 17：00 当所窓口にて行います
（郵送対応はしておりませんのでご了承ください）
TEL：0422-22-3631

昨年の展示ブースの様子

女性会
担当：佐伯

お知らせ

第 52 回 全国商工会議所女性会連合会倉
敷総会オンライン開催のご案内

女性会（伊藤隆子会長）では、10 月 23 日（金）に開催さ
れる倉敷総会にオンラインにて参加をすることになりま
した。毎年、開催地に出向いていましたが、今年は新型
コロナウイルス感染拡大の防止の観点から、それぞれの
地元から参加可能となるオンラインでの開催となりまし
た。つきましては下記の要領で開催しますので、女性会
会員の方で、興味のある方はご参加ください。

［参加費］ 一人 1,500 円
［申

込］ 参加希望の方は、10 月 9 日（金）までに事務
局へご連絡ください。

全体スケジュール（予定）
※倉敷アイビースクエア「エメラルドホール」から生中継
14：30 〜 15：00
オープニング（連合会旗入場、女性会の歌斉唱、挨拶など）
15：00 〜 15：45
第 19 回女性起業家大賞、女性会表彰、次回福島全国大会
PR など
15：45 〜 16：45
記念講演会（大原美術館 理事長
※途中退席も可能です。

［日

時］ 10 月 23 日（金） 13：00 〜 16：45
※昼食をご用意します。

［会

8

場］ 当所

7 階役員会議室
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大原 あかね氏）

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。

武蔵野市の小規模事業者の皆様へ

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 !

マル経融資を

無担保 無保証 低金利

ご利用ください !
⇨ 融資限度額 :2,000 万円 ⇨ 利率 :1.21%
⇨ 担保・保証人 : 不要 ただし、お申込みには条件がありますので、企業支援部までご相談ください。
令和 2 年 8 月 3 日現在

むさしのまち大工が解決します！

お住まいのお悩み

事施工協力業者制度」
（通称「むさしのまち大工制度」
）を

はどんなことでも

運営しています。この制度により、住宅修繕の業者選定で

建設業部会に

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

建設業部会では、
「地区内在住者住宅等の小規模補修工

担当協力業者の紹介を行っています（紹介は無料、工事は

ご相談ください。

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
武蔵野商工会議所

相談希望者（市民）▶ 建設業部会
相談申込

▶
▶むさしのまち大工 ▶ 相談希望者（市民）

対応依頼

工事

お問合せ

建設業部会（担当：櫻井）

TEL：0422-22-3631
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新・生命共済「むさしの」
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）

加入・増口キャンペーンのお知らせ
当所では、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（令和 2 年 4 月〜令和 3 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、ぜひご検討・ご加入を賜りますようよろしくお願いします。
制度の詳細は、下記にてご確認ください。

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 2 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 年ごと更新後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。
ただし中途で脱退された方についての配当金はありません。
■ 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。
※資料の送付を希望または詳しい説明を聞きたいという方は、同封のチラシをご確認のうえ、共済
制度事務局までお気軽にご連絡ください。

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

10

Newsletter Musashino 2020.9

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

中 小 企 業

のセキュリティー対策

ダウンロードは信頼できるサイトから!
年間約1万3000 件窓口に
寄せられる相談
独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）では、情報セキュリティー
に関する技術的な相談窓口として
「情報セキュリティ安心相談窓口」
を開設し、年間 1 万 3000 件近くの
相談を受理している。安心相談窓口
で多く寄せられる相談の一部を紹介
する。

□回答

どの信頼できるサイトから入手する。

今年 3 月下旬以降、
「ビデオ通話

表示された警告は、偽のセキュリ

をするために『Zoom』をサイトか

ティー警告である。ウイルス感染な

ら入手したはずだったが、インス

ど、書かれている脅威は根拠がある

■検索結果からアクセスした場合、
「目的のサイト」かどうかを確認

トール後に出てきた画面のボタンを

ものではない。警告画面を消せば、

検索結果からウェブサイトにアク

押したらセキュリティー警告画面が

パソコンは問題なく使用できる。警

セスした場合、サイトに書かれてい

表示された」といった相談が複数件

告画面に書かれた番号には、絶対に

る内容やソフトの説明などをよく確認

寄せられている。これは、インス

電話をしてはいけない。電話をして

し、目的のサイトかどうかを確かめ

トールしたものが同名の別ソフトウ

しまうと、オペレーターから「至急

る。検索結果の上位に表示されるサ

エアであり、また、そのソフトウエ

対処しないと危険」などと脅され、

イトが、目的のサイトとは限らない。

ア内からアクセスする URL の一部

遠隔操作による修理や今後のサポー

が偽のセキュリティー警告を表示す

ト契約をさせられる被害につながる。

るサイトになっていたことで、起き

この同名の別ソフトを入れて偽警

た事象であった。

告が出た場合、次の手順で対処して

■インストールする前に、
「目的のソフト」かどうかを確認
ソフトウエアをインストールする

ほしい。

前に、製造元や機能を確認するな

■相談 1
なぜ別のソフトウエアが入ってし
まったのか?

① ブラウザを強制終了する、もし

ど、目的のソフトかどうかを確かめ

くはパソコンを再起動する。

る。同名や類似名のソフトウエアが

② 当該ソフトをアンインストールする。

存在する場合もある。自分で判断が

□回答

③ ブラウザをいつもどおり起動して、

難しい場合は、操作を一度止めて、

同名の別のソフトウエアをインス

問題なく使用できることを確認する。

トールしてしまった原因は、検索結
果から、他ソフトのダウンロードサ

システム管理者などに相談を。
安心相談窓口では公式Twitterアカ

ソフトウエアを入手する
際に必要な対策

ウ ント（https://twitter.com/IPA̲an-

や検索サイトによっては、同名の他

このような被害に遭わないために、日

アクセスなどの手口や対策に関する情

のソフトが検索結果の上位に表示さ

頃から次のような対策が必要である。

報を提供しているので、情報セキュリ

イトにアクセスしたためと考えられ
る。検索のキーワードの組み合わせ

れる可能性がある。
■相談 2
この警告は本物か?パソコンはもう
使えないのか?

shin）を開設。窓口に寄せられる相談を
基に、コンピューターウイルスや不正

ティーに関する情報収集に活用してほ
■ソフトウエアの入手は信頼できる
サイトで

しい。

ソフトウエアは、メーカーや開発
元の公式サイトや公式マーケットな
（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】
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New

新

入

飲食業部会

会 員
7月

寿司銀

飲食店（すし）

吉祥寺地区

合同会社 オフィス福島
チェインギャング

バー

吉祥寺地区

Happiness

カラオケ bar

吉祥寺地区

IZAKAYA kon

飲食店

吉祥寺地区

吉祥じ 和こん

和食店

中央地区

有限会社 大作 肴処だいさく

居酒屋

境地区

日 〜8月

商業部会

14

有限会社 タビィー BUL BU-BU 犬服企画製造販売

吉祥寺地区

光学関連機器製造業

地区外

株式会社 anx

不動産賃貸業

吉祥寺地区

合同会社 プラスベスト

宿泊業、浄水器整水器販売

吉祥寺地区

株式会社 グードリーム
アズローネ鍼伮治療院

鍼伮治療院

吉祥寺地区

Ｙ＆Ｙコーポレーション株式会社

塾経営

吉祥寺地区

洋服のお直し

吉祥寺地区

株式会社 幸立工業
サービス業部会

17
日

マジックミシン
キラリナ京王吉祥寺店

（フランチャイズオーナー）

戸田税理士事務所

会計事務所

吉祥寺地区

よつ葉法律事務所

弁護士

吉祥寺地区

アークウェル株式会社

不動産販売

吉祥寺地区

まなびや早稲田の杜

学習塾

中央地区

鍼伮室 らくみ

鍼伮業

中央地区

KURA COLLECTIVE 合同会社 日本酒輸出

新入会員紹介

地区外

IZAKAYA

kon

吉祥寺の隠れ家居酒屋！ 季節にそった肴と
選りすぐりの日本酒をゆったりとした空間で！

新入会員を対象としたPRスペースを設けて

吉祥寺東急の2本裏の

います。毎月10日発行の会報誌は、会員企

道にIZAKAYA konはあり

業・団体・報道機関等約2,700社にお届け

ます！ ゆったりとしたカウ

しています。自社の製品やサービスをPRし

ンター、座敷は丸テーブ

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。

ルという可愛らしさ。季
節にそった土鍋ご飯やお
料理。酒のあても自家製で絶品です。小さな蔵でも美味しくて
信頼できる蔵の日本酒を日本各地から選りすぐっております。

お問合せ

総務課

TEL：0422‑22‑3631

12：00から夜まで通しで営業していますのでランチ以外に昼
のみとしてもご利用いただけます。ご気軽にご相談ください。
Facebook、Instagramもやっています。ぜひ一度来てみてくだ
さい。
代表者 ● 荻原 裕貴
所在地 ● 〒 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2‑13‑6
クローチェ吉祥寺 3F‑B
TEL ● 050‑1261‑8573
E‑mail ● kon.3kaio9@gmail.com
fb ● https://www.facebook.com/ 吉祥寺 -kon111409717212561/
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Close Up

元気な会社を紹介します

>>>

Animal salon DEN

サロン Animal salon DEN を訪問し、代表の
田口佐代子さんにお話をうかがいました。店
名の

DEN

の由来は、①田口さんの名前の

でん

田 、②田口さんがグレート

デン

が好き、

③英語での主な意味が動物の巣・隠れ家という
意味があり、その３つからきているそうです。
田口さんは、吉祥寺にある動物関係の専門学
校を卒業後、吉祥寺の動物病院に勤務しまし
た。その後、長く過ごしている吉祥寺で創業を
したいと思い、平成 18 年 10 月に現在の場所に
お店をオープンしました。

安心して預けられる
ペットサロン

今回は井の頭通り沿いにある犬専門ペット

常１日２回を 1 頭ずつ行い、ワンちゃんとのコ
ミュニケーションを大切にしています。
また、昨年からChien de chouchou（シアン
ドゥ シュシュ）と共同店舗を開始。ワンちゃん
用の洋服やハーネス（胴輪）などの購入もでき
るようになり、より一層飼い主様にもワンちゃん
にも嬉しいお店になりました。
今 年 の ９ 月 か ら は １ 階 を 改 装 し、 DEN
ROOM

として貸スペース事業も開始予定で

す。こちらは、時間単
位での貸出予定で、テ
レワークの際の作業場

ペットサロンの主なサービス内容としては、

や、１対１での営業の

入浴（スパ）とトリミング・お預かり（ホテル）

場として、幅広く使用

があります。

が可能です。

入浴（スパ）の大きな特徴は、 水素水

取材を通して、田口さんのワンちゃんへの愛

を

使用しているところです。高濃度の水素水を都

情が伝わってきました。 ペットは家族の一員

内で初めて導入したサロンです。水素水を使用

とよく言われますが、その大切な家族を安心し

することで、体の活性酸素を減らすことがで

て預けられるように、飼い主様の不在時に

き、病気の予防効果が期待できます。また、麻

い主様の代わり

酔の副作用を減らす効果もあるそうです。入浴

いるそうです。「最後の最期まで、寄り添って

ではなく、室内のスペースで自由に走り回れる
ようになっています。他のペットホテルでは預
年齢の老犬のお預かりも可能です。お預かりす
るワンちゃんの状態やお客様の要望により、泊
まり込みで寄り添うこともしています。フード
も１頭ずつ飼い主様から預かったそのワンちゃ
んに合ったものを与えます。それだけでなく、
投薬が必要な場合は投薬も行います。散歩も通

佐代子

かる際に年齢制限で預かってもらえないような

田口

お預かり（ホテル）では、ゲージに入れるの

代表

は 10 分程度行い、リラックス効果もあります。

飼

となるような対応を心がけて

家族に近い距離でお世話をします !!」と田口さ
んはお話しくださいました。
ペットサロンのサービスと新しい事業の貸ス
ペースについては電話での完全予約制となりま
す。ご興味のある方、利用されたい方はぜひ一
度お問合せください。
（担当：伊野瀬／池田）

所在地

武蔵野市吉祥寺本町 3 丁目 3 2
メヌマビル 2F
境

三

★吉

☎

0422 23 1143

URL

https://www.as-den.com（現在準備中です。）
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連載

坂本 光司 経営コラム

快進撃企業 に 学べ

八幡浜市の最大企業

『あわしま堂』
山市から車で 80 分ほど走った愛媛県の西端

つ豊かさとゆとりが実感できる職場環境をつくりま

の八幡浜市という、人口 3 万 3000 人のまち

す」、そして 3.「私たちはうそをつかず、公正な態

に「株式会社あわしま堂」という社名の和洋菓子の

度で行動し地域社会や環境の改善に貢献します」と

製造企業がある。

書いてある。

松

創業は1927年、現社長の木綱德勝氏の祖父である

こうした企業理念や行動指針に基づく経営は、至

木綱勝三郎氏が、売りに出されていた小さな和菓子の

る所にちりばめられているが、とりわけ驚くのが、

製造小売店で、和菓子づくりを学んだ後、譲り受け、

菓子の価格の安さである。一級の原材料を使いなが

現在の本社工場近くで、個人でスタートしている。

ら、同種の菓子と比較して、2 割・3 割安というなら

その後、叔父が和菓子の製造・小売を開始し、現

ばともかく、半値とか 3 分の 1程度なのである。

社長の父が卸売りを中心とした営業を開始、そし

かつて、親しい経営者と一緒に同社を訪問した

て現社長へと、タイムリーな事業承継が見事にな

折、その経営者が、
「あまりに安過ぎます。倍にし

され、93 年後の今日では、本社工場のほか京都伏

たって、売り上げが落ちることはないと思いますが

見や栃木県佐野市などに計 5 工場を有し、社員数は

…」と感想意見を言うと、社長は、
「社員には恥ずか

978 人、売上高は 132.5 億円余。八幡浜市最大で人

しくない給与や賞与を支払っているつもりですし、

気企業であることはもとより、全国でも最大規模の

また利益率は、高ければ高いほど、いいというもの

和洋菓子の製造業にまで成長発展している。

ではなく、
『ほどほど』であるべきだ、と考えていま

より驚くことは、その業績で、この 93 年間、社
員数は右肩上がりに増加し、黒字経営を持続してい
ることである。

すので、この価格で十分です」と話してくれた。
実際に、同社の理念や行動指針が作られる前まで
は、大量生産することで、安くつくろうという思い

同社の成長発展の理由には、
「無理な成長は追わ

が強くなりすぎ、おいしいお菓子をつくるという本

なかった」とか「製造業に特化した経営」さらには「Ⅰ

来の目的を見失っていた。おいしいものをつくれ

T 武装の経営」など、多々あるが、本質的要因は、同

ば、顧客も社員も家族もみんな笑顔になる。その笑

社が創業以来、高らかに掲げた企業理念「美味しさ

顔の輪を広げるのが同社の使命となった。そのため

つくり・笑顔つくり」と、そのための行動指針に基

には、必要以上の価格や企業の利益を追う必要はな

づいた経営を、どんな時代であってもブレることな

いのである。

く、全社一丸となって実践してきたからと思われる。

こうした元気な企業の存在を見せつけられると、

ちなみに、同社の行動指針には、1.「私たちは、 「経営は需要ではなく供給が決する」と確信する。
お客様に笑顔で喜んで頂ける美味しくて感動のある
お菓子をお届けします」2.「私たちは、ともに働く

人を大切にする経営学会

会長

坂本

光司

人々の人格・個性を尊重し、安全で働きやすく、か

プロフィール

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。
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LOBO
調 査

LOBO 調査とは……

早期景気観測

業況 DI は、持ち直しの動きも、依然厳しい状況
先行きも感染拡大の警戒感強く、慎重な見方続く

全 国 の 335 商 工 会 議 所 が 2,117 企
業にヒアリングを行い業況等を調査
した結果です。

どの下押し圧力もあって、中小企業の景況感は、厳しい

全産業合計の業況DIは、▲ 59.3（前月比＋3.5 ポイント）

状況に変わりはなく、回復に力強さを欠く。

経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業
や、公共工事の発注が再開した建設業に下支えさ

先行き見通し DI は、▲ 53.2（今月比＋ 6.1 ポイント）

れ、持ち直しに向けた動きがみられる。一方、新

国・自治体による国内旅行喚起策の政策効果や、過

型コロナウイルスの感染が東京などの都市部を中心

剰在庫の解消による生産回復を期待する声が多く聞か

に拡大傾向にあることから、観光関連では依然として

れる。一方、東京などの都市部を中心に新型コロナウ

低調な動きが続く。製造業でも、一部で生産が再開

イルスの感染者が増加していることから、新たな感染

されつつあるものの、過剰在庫の状況から脱しておら

拡大や影響の長期化への警戒感が強まっており、新規

ず、弱さが残る。また、各地で発生した豪雨災害によ

採用や設備投資を見送る企業もみられるなど、先行き

る生産・物流の停滞や、日照不足による野菜の高騰な

に対して慎重な見方が続く。

DI 値（景況判断指数）

▼ 前年同月比：

0 以上

0 未満〜
‑20以上

2019 年 7 月： 2020 年 7 月
全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

について

‑20未満

DI 値は、業況などの各項目に

サービス

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

全 国
▲ 59.3

▲ 34.8

▲ 70.6

▲ 59.5

▲ 53.4

答の割合が多いことを示し、マ

▲ 68.4

イナスの値で景気の下向き傾向

▼ 先行き見通し：2020 年 8 月〜 2020 年 10 月
全業種

建

設

製

造

卸

売

を表す回答の割合が多いことを

小

売

示す。従って、売上高などの実

サービス

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

全 国

相対的な広がりを意味する。

▲ 53.2

▲ 36.8

▲ 57.9

▲ 53.2

▲ 55.3

▲ 57.3

武蔵野商工会議所の

会員数
309

食 品

526

事業所

（令和 ２年 8 月 1 7 日 現 在 ）

会員数

1,371

29.2%

1,629

45.7%

118
140 84.3%

工 業

212

建 設

385

55.1%

1,231

サービス

3,217

38.3%

75
103 72.8%

金 融

0
部 会
会員数
市内事業所数
割合

41.9%

市内事業所数

745

商 業

7,371

58.8%

400

飲 食

加入率

市内事業所数

＝ 3,090

500
食

品

309
526
58.8%

飲
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食
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商
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業
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工

2000
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2500
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設

サービス
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