
ブランドの裏に在るドラマ

8



2



3



4



5



6



7



8









12



13



14









18



今回の事例は「エイ・ジェイ・アイ・ビア」の大下 正司さんの事例を基にアレンジしたものです

エイ・ジェイ・アイ・ビア
大阪府箕面市牧落3－19－11
Tel：072－725－7234
営業：10：00～18：00
定休：毎週木曜日
http://www.minoh-beer.jp/

　箕面が世界に誇る自慢の地ビールブリュ
ワリー。一度飲むとやみつきになる事間違
いなしです。

大下 正司さん

ゆずともみじの里・みのおプロジェクト会議
　箕面市の地域資源である“ゆずともみじ”を本市の都市ブランドとして活用
し、箕面市を全国発信するために発足したプロジェクト。地産地消を掲げ、止々
呂美地区の良質の柚子を加工し、果汁・ペースト・皮スライス・粉などの製品を
会員事業主様へ供給すると同時に、商品やお店をPRし商品開発、販路拡大を進め
ていきます。アンテナショップ箕瀧案で柚子商品を展示、販売します。
　柚子プロジェクトのオリジナル商品の開発にも取り組み、実生ゆずポン酢・ゆ
ずドリンク・携帯ストラップなどを販売しています。

会員事業所募集中
　会員になると、柚子の供給やロゴ・キャラクターの使用、ホームページでの紹
介、柚子を活用した新商品開発が可能となります（会費3,000円／年）。

「たきのみちゆずる」着ぐるみの貸し出し（使用料5,000円／日）。

ビールだけじゃない　箕面の特産品

かわいい着ぐるみと一緒に

お店のPRや、イベントを盛

り上げてみませんか？
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経営相談・専門家相談
　小規模事業等を営む方々に対し、経営指

導員が経営課題の整理・課題解決に向けた

支援施策や支援機関の活用の提案・記帳支

援・金融支援・事業計画作成支援などを実

施しています。

　また、税務・法律・労務などの専門的な

相談については、専門家による相談等を実

施しています。

※経営相談は無料ですが、経営相談申込書

の記入が必要となります。

→ 詳しくは40ページをご覧ください
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融資
【マル経融資】
商工会議所の経営指導を受けている小規模事業
者の方が、無担保・無保証人でご利用できる制
度です。

【普通貸付】
日本政策金融公庫の融資制度です。

【小規模資金】
信用保証協会による制度融資で、箕面市地域創
造部商工観光課が窓口となります。

【箕面メンバーズ融資 メリットさん】
民間金融機関のプロパー融資で、箕面商工会議
所の法人会員の方は、利率が優遇される融資で
す。

→ 詳しくは38ページをご覧ください
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交流事業

→ 詳しくは43ページをご覧ください

▲新年会 ▲夏の交流会

▲青年部 ▲女性会
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おおさか地域創造ファンド

→ 詳しくは37ページをご覧ください

府内9箇所に「地域活性化推進協議会」を設置し、各地域において、

地域活性化に資する事業を公募、選定して助成金を交付するなど、

その事業化を支援します。
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ビジネスモール

→ 詳しくは45ページをご覧ください

ザ・ビジネスモールは、全国の
商工会議所などが共同運営する
企業情報サイトです。
自社をPRする、取引先を探すな
ど、ビジネスの活性化や業務の
効率化に是非ご利用ください。
http://www.b-mall.ne.jp
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箕面山七日市
地元商店街を中心に定期市を開催していま

す。お店巡りツアー（商店街ガイドツアー）

では、毎回定員を上回る地域住民の申し込

みがあり、店舗からも顧客が増えた等の報

告があり、非常に効果的な事業となってい

ます。

→ 詳しくは42ページをご覧ください
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ＰＲ
箕面商工会議所は、タッキー816みのおエ

フエムのラジオ番組「ぐるぐる商タイム」、

インターネットでお店の映像を紹介する

「カムカムネット」など多彩なＰＲツール

をご用意しています。

→ 詳しくは46ページをご覧ください
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地域活性化

→ 詳しくは47ページをご覧ください

▲

和
洋
ス
イ
ー
ツ
フ
ェ
ア

▲

み
の
お
市
民
ツ
リ
ー
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その他
箕面商工会議所は、労働保険の事務手続

きの代行、各種共済、各種保険、健康診

断などの福利厚生サービスが充実してい

ます。

また、簿記、珠算、ビジネス実務法務、

福祉住環境コーディネーター、環境社

会検定（ＥＣＯ検定）などの検定試験を

実施しています。

→ 詳しくは48ページをご覧ください



大阪府箕面市箕面６ー７ー43
Tel：072ー720ー1717
営業：10：00～19：00
定休：毎週月曜日、第二第三火曜日
http://www.five-carat.com/

　広いスペースで寛いだ気分でサービスを
受ける事ができます。お客さんとのコミュ
ニケーションを大切にされています。

工藤龍一さん

今回の事例は「浅野電材」の浅野泰宏さんと「ＦＩＶＥ ＣＡＲＡＴ」の工藤龍一さんの事
例を基にアレンジしたものです

浅野電材
大阪府箕面市船場東１ー16ー9
Tel：072ー729ー7101

　携帯電話基地局の電気工事を中心に事業
をされています。

浅野泰宏さん

ＦＩＶＥ ＣＡＲＡＴ

おおさか地域創造ファンド

箕面地区の活用例：スキンケアも地産地消
　おおさか地域創造ファンドを利用して、(有)リメイクゆらぎスタジオ箕面
が、全国で5,000本しかないといわれる実生ゆずを使用したクレンジン
グフォームを開発しました。
　

 

箕面市止々呂美地区で無農薬栽培された「実生ゆず」

を使用し開発。天然成分だけで作った画期的なクレン

ジング。

「ゆずモイスチャークレンジングフォーム」

200ml　3,650円
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マル経融資
　マル経とは、箕面商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の方が、経
営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
融資額…1,500万円以内

ご利用できる方は、次の５つの条件をすべて満たす事業者です。
１．箕面市内で最近1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている。
２．常用従業員が20人以下の事業所（但し、商業・サービス業の場合は５人以下）
３．6カ月以前から箕面商工会議所の経営指導を受けている。
４．納付すべき税金を完納している。
５．商工業者で、日本政策金融公庫の融資対象業種である。

お申込み（毎月10日が締切）

※決算書直近２期分、実印などご持参ください

担当職員が事業所を訪問

審査会で審査　推薦を決定 経営状況などヒアリング

融資決定　翌月10日頃（目安）

日本政策金融
公庫の審査

※融資決定通知書をお渡しします

※審査結果により
ご希望にそえない
こともあります

事 後 指 導
融資後も返済状
況を確認しフォ
ローします。

申込は余裕を持って！
　申込から決定まで１カ月以上かかります。
税金は納期限を守って！
　税金の滞納があるとお申込みできません。

そして・・・返済は確実に！

ご希望額は？

融資の申込をお願いします

売上の見込みはどうですか？

数カ月先まで受注がありますよ

いらっしゃい

よっしゃ～！
頑張ってくださいね

融資
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普通貸付
　箕面商工会議所を通さずに直接日本政策金融公庫から融資を受けることも可能
です。箕面商工会議所では２週間に１度、日本政策金融公庫担当者による窓口相
談を行っております。
※普通貸付の融資相談は予約制となっておりますので、事前にご連絡をください
ますようお願いします

小規模資金
　箕面市地域創造部商工観光課が窓口となりますので、状況に応じておつなぎい
たします。また、箕面商工会議所を経由して小規模資金を申し込みを希望される
方には「小規模資金経営指導特例」制度もありますのでお問い合わせください。
※小規模資金経営指導特例は経営指導員による6カ月以上の経営指導が必要等の
条件があります

箕面メンバーズ融資 メリットさん
　　箕面商工会議所の法人会員の方は、利率が優遇される
融資です。現在、池田泉州銀行、摂津水都信用金庫、尼
崎信用金庫、三菱東京UFJ銀行ビジネスローン部と提携
しております。
※貸付にあたっては、金融機関によって業歴、会員歴等
の条件が異なります

日本政策金融公庫の担当者が来ます

融資
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　小規模事業を営む方々に対し、経営指導員が経営課題の整理・課題解決に向け
た支援施策や支援機関の活用の提案・記帳支援・金融支援・事業計画作成支援な
どを実施しています。また、税務・法律・労務などの専門的な相談については、
専門家による相談等を実施しています。
※経営相談は無料ですが、経営相談申込書の記入が必要となります

・新商品を開発したので、販路を開拓
　したい
・売り上げを上げたいので、「売り
　方」を検討したい
・従業員が増えてきたので就業規則の
　作り方を教えてほしい
・利益が出ない体質になってきたの
　で、コスト削減を図りたい
・新規創業したい

お気軽にご相談ください

※相談の際、過去３年分の売上高と経
常利益（所得金額）、主要取扱い品や
所要取引先が分かる資料等をご用意下
さい

経営相談・専門家相談
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国の制度だから安心・確実です

小規模企業共済制度とは
　小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職さ
れた場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備してお
く共済制度で、いわば経営者の退職制度といえるものです。

税制面で大きなメリットがあります
共済金は…退職所得扱い（一括受取り）公的年金
等の雑所得扱い（分割受取り）
掛金は……全額所得控除

掛金
○掛金月額は1,000円～70,000円までの範囲内
(500円単位)で自由に選べます(半年払や年払もで
きます)。

取引先の予期せぬ倒産！どうしますか？資金の手当て

○倒産した取引先との商取引の確認により貸し入れができます。
○迅速に貸し入れができます。
○掛金は経費（損金）算入できます。
○掛捨てではありません。
（40カ月以上納めていれば任意解約で100％戻ります）

労働保険の面倒な事務手続きを代行してくれる便利な制度！

委託した場合の便利な特典
①事業主及び家族従事者について労災保険に特別加入することができます。
②労働保険料を３回に分割納付することができます。
③事業主自身の事務処理が軽減され、労力が省けます。

労働保険事務組合に委託できる事業主
常時使用する労働者が300人（卸売、サービス業にあっては100人、
金融、保険、不動産、小売業にあっては50人）以下の事業主です。

平成23年１月からは個人事業主の
「共同経営者」も加入できるよう
になります！
（個人事業主１人につき２人まで）

共同経営者の加入イメージ
事業主 共同経営者

加入できない
（平成22年12月末まで）

２名まで加入できる
（平成23年１月から）

｛

事業主 共同経営者

｛

小規模企業共済

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）

労働保険
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箕面100円商店街
　最近テレビ等で話題になっている「100円商店街」とは、商店街全体をひとつ
の100円ショップと見たてて、各お店が選りすぐりの目玉商品を100円でご提供
し、地元の商店街をあらためて見直していただくためのイベント。
　平成22年11月に第１回「箕面100円商店街」を開催ました。当日は天候にも恵
まれ、来場者数は3地区合計で12,000人を上回るなど、多くの方が訪れました。
　商店街では、人が歩くのもやっとという状態で、参加店舗からは「今までにな
い賑わいだ」「昔を思い出して楽しかった」といった声も聞かれました。

太陽プロジェクト（箕面マイスターズ）
　商店街の枠組みを超えてお店同士が連携する「太陽プロジェクト（箕面マイス
ターズ）」では、定期的に交流会やイベントへの出店を行っています。

箕面山七日市・西国街道一番市
　地元商店街を中心に定期市を開
催しています。
　お店巡りツアー（商店街ガイド
ツアー）では、毎回定員を上回る
地域住民の申し込みがあり、店舗
からも顧客が増えた等の報告があ
り、非常に効果的な事業となって
います。

商業活性化アクションプラン推進事業

夏の交流会
　箕面商工会議所では地域の事業者との接点を増やしたいという会員事業者の要
望にお応えし、豊中商工会議所、池田商工会議所、豊能町商工会、能勢町商工会
等と連携し、名刺交換やビジネスマッチングを目的とした大交流会を開催してい
ます。　
　平成22年の基調講演では、“値切り”で有名な、金子哲雄氏をお招きし、「お
カネをかけずに地域を元気にする方法」をご講演いただきました。
　開催後のアンケートでは、「大変良かった」「良かった」と回答した参加者が
99%に上り、すべてのアンケート回答者が「次回も参加したい」「都合が合えば
参加したい」と回答。また、参加者1人当たりの平均名刺交換数は9.4枚で、35%
の方が「連携をはかれそうな事業者が見つかった」と回答するなど、非常に効果
の高い交流会ですので、ぜひご参加ください。

年賀会
　年始には年賀会を開催しています。市長をはじめ箕面市内の企業の経営者がた
くさん集まりますので、ビジネスを拡大したり異業種からの情報を得る絶好のチ
ャンスです。

異業種交流会
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夏の交流会
　箕面商工会議所では地域の事業者との接点を増やしたいという会員事業者の要
望にお応えし、豊中商工会議所、池田商工会議所、豊能町商工会、能勢町商工会
等と連携し、名刺交換やビジネスマッチングを目的とした大交流会を開催してい
ます。　
　平成22年の基調講演では、“値切り”で有名な、金子哲雄氏をお招きし、「お
カネをかけずに地域を元気にする方法」をご講演いただきました。
　開催後のアンケートでは、「大変良かった」「良かった」と回答した参加者が
99%に上り、すべてのアンケート回答者が「次回も参加したい」「都合が合えば
参加したい」と回答。また、参加者1人当たりの平均名刺交換数は9.4枚で、35%
の方が「連携をはかれそうな事業者が見つかった」と回答するなど、非常に効果
の高い交流会ですので、ぜひご参加ください。

年賀会
　年始には年賀会を開催しています。市長をはじめ箕面市内の企業の経営者がた
くさん集まりますので、ビジネスを拡大したり異業種からの情報を得る絶好のチ
ャンスです。

異業種交流会
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　主な事業は地域経済振興を目的とした「箕面市民ツリー事業」、市民の皆様と
の交流を通じて地域愛を育むことを目的として、箕面まつりに「お化け屋敷」を
出店しております。
　また、経営や組織運営に関する各種セミナーを開催しております。

　市民ツリー事業は毎年12月23日から25日の3日間、箕面グリーンロードトンネ
ル上で高さ50mのクリスマスツリーを設置し点灯します。そして23日15:00～箕
面マーケットプレイス「VISOLA」内萱野広場にてツリー点灯カウントダウンイ
ベントを開催します。
　お化け屋敷では、毎年長蛇の列が出来るのにも関わらず、2,500名以上もの
方々にご来場いただき、箕面まつりの目玉となっております。
　セミナーでは、専門の講師を呼んでの勉強会などが行われていますが、それぞ
れの得意分野を活かして自分たちが講師となって勉強会を行う時もあります。
　それだけではなく、事業や青年部活動を企画・運営する事で、目的意識や物事
の進め方を学び｢自己修練の場｣となり、経営者として各事業所にフィードバック
されています。

入会資格：箕面商工会議所の会員で49歳までの経営者・後継者または幹部社員。
会費：月2,000円

　箕面商工会議所女性会は、商工会議所の会員事業所の女性経営者たちで構成さ
れていて、女性の立場より商工会議所の事業に参画することにより地域の商工観
光業の振興に寄与し、併せて会員相互の啓発と親睦を図ることを目的としていま
す。
　講演会・研修会や視察見学会などを行い、楽しく異業種交流を行っています。
歴史ある緑豊かな街 ”箕面市” で共に事業を展開する仲間として親睦を深めましょ
う！

入会資格：箕面商工会議所の会員で女性経営者・女性役員、女性専従者等
会費：月500円

青年部

女性会

ザ・ビジネスモールは、取引先を探す方が利用
する企業検索システムとしての側面を持ってい
ます。10,000を超えるユーザーが登録されてい
るので、ザ・ビジネスモールに企業情報を登録
するだけで、受注につながる問合せが増える等
ビジネスチャンスが広がります。

　ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所などが共同運営する企業情報サイト
です。参加企業は25万社、月間２００万アクセスを誇るマンモスサイトです。
　自社をPRする、取引先を探す、リンクを張りSEO対策を行うなど、ビジネスの
活性化や業務の効率化に是非ご利用ください。

　ザ・ビジネスモールの運営に参加している商工会議所・商工会に入会されてい
　る方は無料でご利用できます。
　使い方いろいろ！便利な機能が盛りだくさんザ・ビジネスモールに企業情報を
　登録するだけで…

　「オールおおさか」の一環として大阪府下の商工会・商工会議所が合同で展示
会を行います。府下全域から、大阪ならではの独自の技術や発想でユニークな商
品・サービスを開発した企業が多数参加します。箕面商工会議所の会員企業はこ
うした展示会に格安価格で参加することが可能です。

　昨年に続いて「シュウテック」が出展されました。

シュウテック
　金属表面に発生する種々の欠陥を検出するための品質保証機器―渦流探傷器
及び渦電流応用機器の製造販売を行っています。ニッチ市場に対する独自の取
り組みで、大企業では実現出来なかった魅力ある商品を提案し、目視選別等の
検査の自動化を図る等、付加価値が高まると思います。

▲
▲

ビジネスモール

大阪勧業展
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　毎週火曜日の午前11時から、箕面市内の商工業の皆さんを生中継でご紹介する
ラジオ番組。レポーターのナビでお店や商品をアピールしていただきます。
　PRはもとより、自分のお店のウリを考える良い機会になります。

出演希望は事務局まで

１．毎月のテーマに沿ってお店を決定し、お店に出演を打診

本番スタート

最後は記念撮影！！

２．番組当日の朝10：30から番組内容の打ち合わせ

３．あっというまの15分。とっても気軽に放送を楽しめちゃうんです！

どこが良いですかね？ ラジオでお店を
ＰＲしてみませんか？

オススメの商品は何にしま
すか？

僕が誘導しますんで！
気軽に行きましょう。

和氣さん、今日はどんな
お店ですか？

は～い。今日は・・・

なるほど・・・

和氣貴志のぐるぐる商タイム
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　タッキー816みのおエフエムと箕面商工会議所が運営している「みのおどっと
ネット」。ニュースやイベント情報満載の箕面総合情報サイト。お店情報の映像
コンテンツも充実していますので、掲載をご希望の方は、事務局までご連絡をお
願いいたします。

　箕面の和洋菓子のこだわりの店を広く一般に周知することを目的に毎年10月に
開催する「和洋スイーツフェア」は、応募競争率が10倍を超える人気イベント。
有名パティシエと人気和洋菓子店の職人が腕を振るった自慢の逸品が一堂に会し
ます。

ポータルサイト / カムカムネット

和洋スイーツフェア
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豊中商工会議所、池田商工会議
所と連携し、広域でセミナーを
実施しています。
理論だけでなく、実践的なセミ
ナーを実施。
セミナー終了後に講師に個別に
質問できるというメリットもあ
ります。
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　商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、
国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。したがって、業
種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益を図るととも
に、地域経済社会の振興・発展や社会福祉の増進に資することを目的としており
ます。

　箕面商工会議所は会員様の会費によって運営されています。箕面市内で営業さ
れている商工業者であれば、個人事業所から大規模事業所、団体まで規模・業種
を問わずご加入いただけます。
　ご入会いただきますと様々なサービスを利用する事が可能になります。詳しく
は、箕面商工会議所までお気軽にお問い合わせください。

【入会金】1,000円（個人・法人共）
【会　費】個人会員　（年額14,400円以上）
　　　　　法人会員　（年額21,600円以上）

※年２回の口座振替か振込みをお願い致しております
※商工会議所会費は、損金または必要経費(租税公課)への算入が認められており
ます

箕面商工会議所とは？
Information

入会のご案内
Admission
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ブランドの裏に在るドラマ
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