
　「もみじの街の経営者物語」も皆様方のご支援、ご協力をいただき今回で発刊が６回目となります。
この冊子は、会員事業者の方々の実話をもとにエピソードを紹介しており、発刊までの作業には大変多
くの労力を必要としますが一人でも多くの方に「うちも頑張ろう！！」と思っていただけるよう本会議所の
重要な事業の一つとして継続しています。
　また、本会議所で実施している事業メニューも掲載していますので、本会議所のガイドブックとして
ご利用いただき、必要な支援メニューがあればお気軽にご連絡ください。
　箕面商工会議所では、会員の皆様にとって「必要とされる会議所」となれるよう頑張ってまいります。
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6

10
いざという時のためにも日頃から大切にしていること
或る日、突然、夫が会社を辞め、ドーナツショップの開店を決
意する。その決意に翻弄されながらも、夫を支える妻。
二人は桜井で念願のドーナツショップを開店し、試行錯誤を
重ねながらの商売を続ける日々、それとともに二人を支える
仲間達の存在。
そんな二人の日々にある出来事が・・・

発刊にあたって

発行：箕面商工会議所
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大阪府箕面市牧落1-19-19
Tel：072-720-1072
営業：10：00～（売り切れ次第終了）
定休：火曜日
http://donutsdept.com/

保存料・添加物を使用せず、おいしさと健康への
配慮を一番に考えた手作りのドーナツ屋さん。

DONUTS DEPT
今回の事例は「DONUTS DEPT」の中尾夫妻の事例を基にアレンジしたものです

中尾 健太郎さん / 紀子さん

 

もみじのてんぷらだけじゃない、箕面の特産品！

箕面の柚子普及事業
　箕面市の地域資源である“ゆず”を本市の都市ブランドとして活用し、箕面市を全国発信
する事業。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。
　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。

　箕面の特産品として注目をあつめる止々呂美の
柚子をDONUTSDEPTのご夫婦がドーナツへ
アレンジした商品、その名も「お柚子はん」！
　豆乳とおからで作ったしっとりとした自慢の生
地に、ゆずの香りが包まれた新感覚のドーナツ。
そのお味に箕面市民のみならず多くのお客様に
大好評で、現在リピーターは急上昇中。

お柚子はん

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
を
見
直
す

　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。

　税務・法律・労務などの専門的な相談については税理士や弁護士、社会保険労務士といった専
門家による相談を実施しています。
　また、経営指導において経営指導員が必要と判断した場合、中小企業診断士による経営相談も
実施しています。

　より実践的な経営ノウハウを習得することを
目的にテーマを絞った少人数制のセミナーを実
施しています。
　「販促」「資金調達」「集客」「営業」「人
材育成」など恒常的なもの以外にも、「フェイ
スブック活用」等、時代のニーズに合わせたテ
ーマで実施します。

お気軽にご相談ください

・自社の課題を整理したい

・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

例えば･･･

※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

※経営相談は無料ですが、経営相談申込書の記入が必要となります

経営相談申込書

経営相談専門家相談

少人数セミナー（プチセミナー）

相談申込書 様式１－１

フリガナ

代表者名

フリガナ

相談者名

住所

LRU話電

liam-eXAF

金本資業創

数者業従種業

減少 増加

減少 増加

優先順位

危機管理・知財・ＣＳＲ
□法令遵守に取り組みたい
□地域や環境への配慮に取り組みた

□災害時の事業継続計画（BCP)を作成したい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

人材・組織
□社員が定着する環境づくりをしたい
□社員教育に取り組みたい

□事業承継を検討したい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

運営管理
□生産や販売などの行動計画を作成したい

□ＩＴによる業務効率化をしたい
□事業所の整理整頓や在庫の把握をしたい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

財務管理
□自社の財務状況を把握したい
□資金繰りを改善したい

□収益構造を改善したい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

戦略・経営者
□自社の強み・弱みを知りたい
□経営理念に基づく戦略を策定した

□他企業との事業連携など新展開をしたい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

マーケティング
□顧客ニーズを把握したい
□商品・サービスを見直したい

□積極的な販売促進活動を行いたい
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

各種認証取得
認定、資格等

支　援　希　望

項目 具体的な内容（該当する□にチェックをしてください）

利益の状況
（　　　　　　　）千円

・　　   　・　　 　 ・ ・　 　横ばい　 　・ ・　　　　・　　　　・

売上の状況
（　　　　　　　）千円

・　  　 　・　 　 　・ ・　 　横ばい　 　・ ・　　　　・　　　　・

人 （内パート　　　人　）

製品・サービス等
の特徴

（〒　　　　　　）

千円

事業所名

（申込日：平成　　年　月　日）

（受付番号：19－24－       ）

以下のとおり、経営の安定・改善・改革に向けて取り組みたいので、大阪府小規模事業経営支援事業費補助金交
付要領Ⅱの規定に基づき申し込みます。

※この相談サービスは大阪府の補助事業であり、いただいた情報については大阪府に提供します。提供した情報は、大阪府
において個人情報として適切に取り扱われ、相談サービスをご利用いただいた方へのアンケート調査や相談サービスの充実
など本事業の推進以外の目的に利用されることはありません。

申込者概要

フリガナ
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　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。

マル経融資

日本政策金融
公庫の審査

※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。

　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

　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

普通貸付

　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。

※商工会議所連携型は、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

箕面市中小企業事業資金融資

箕面商工会議所融資メリットさん

地域いきいきローン
 大阪府施策「地域支援ネットワーク」に基づく摂津水都信用金庫の融資商品。箕面商工会議所で
は融資に必要な受付連絡票の発行を行っています。

お申込み（毎月10日が締切） 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）

※決算書直近２期分、実印などご持参ください

融資の申込を
お願いしますご希望額は？

売上げの見込みは
どうですか？

数カ月先まで
受注がありますよ

頑張って
くださいね

※融資決定通知書をお渡しします

！
各種融資のご注意
お申し込みに際しましては、事前の審査をさせていただきます。
結果によりましては、ご希望に沿えない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

そして・・・返済は確実に！

資
金
を
調
達
す
る
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融資の申込を
お願いしますご希望額は？

売上げの見込みは
どうですか？

数カ月先まで
受注がありますよ

頑張って
くださいね

※融資決定通知書をお渡しします

！
各種融資のご注意
お申し込みに際しましては、事前の審査をさせていただきます。
結果によりましては、ご希望に沿えない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

そして・・・返済は確実に！
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　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。
　過去に実施した基調講演では、（故）金子哲雄氏による「おカネをかけずに地域を
元気にする方法」や、植木理恵氏による「人の印象はこうして決まる！」をご講演
いただき、大好評でした。

夏の交流会

　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が中心となり、地域経済振
興を目的とした「箕面市民ツリー事業」、市民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。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。

青年部

　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。

年賀会

　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。

　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。

太陽プロジェクト（箕面マイスターズ）

　商工会議所の信用とネットワークを使って、普段は一般公開されていない造船所
や建設途中の建物などを見学する視察会を定期的に実施しています。参加者同士で
の交流も活発です。

視察会

女性会

交
流
す
る

28
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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。

和氣貴志のぐるぐる商タイム

　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…。

ビジネスモール

　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

ポータルサイト

出演希望は事務局まで（電話：072-721-1300）

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。１万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。

昨年と同じ？

　毎月会員向けに発行されている会報誌に特別料金でチラシの挟み込みができま
す。
　BtoBが中心の事業者にとっては直接多くの事業所へPRすることができます。

商工会議所会報誌へのチラシ挟み込み

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？

和氣さーん！

今日はどんな

お店ですか？

①お店に出演を打診 ②打ち合わせ

③本番スタート④生放送でお店をＰＲ

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！最後は記念撮影！

お客様の

ご要望に極力応え

られるように

このドーナツ

“おから・が入って

いるんですよ

P
R
す
る　近年増加しているネット上の動画によるプロモーションを

可能にするため、約１分程度のお店紹介ビデオを作成します。
1分という限られた時間に集約することにより、店舗の「オス
スメ」が明確になり、「もう少しこのお店のことを詳しく知り
たい」と思わせるところがポイントです。

Youtube 動画配信サービス
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100円商店街

北摂地ヂカラフェスタ

　箕面山七日市は、箕面地区の商店街が
毎月7日に各店舗で7にちなんだサービ
ス等を実施します。
　西国街道一番市は、桜井地区で毎
月第一土曜日に割引やセールを実施
しています。地域の商業者による自
主運営を目指しています。

箕面山七日市
西国街道一番市

　お店の店主が講師となり、プロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で受
講者（お客様）にお伝えする少人数制のゼミです。この企画で初めてお店に来る方
が多いことに加え、初めて来た方の40％が、「近いうちに利用したい」や「しょっ
ちゅう利用したい」と回答するなど、リピーターにつながりやすい事業です。

街ゼミナール
　「北摂」ブランドを構築・浸透させるた
め、北摂地区の各市町から選りすぐりの商
品やサービスを選定し、全国に通用するブ
ランドづくりを行うための展示即売イベン
トを万博記念公園で実施。本イベントは、
箕面商工会議所が主管し、北摂の各商工
会・商工会議所と連携し実施しています。

　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「和洋スイーツフェア」
を開催しています。
　今年度は、前年度のバイキング方式から、各テーマ
に基づいたコース形式に変更して実施しました。テー
ブルを彩る華やかな洋菓子や季節を感じる上品で繊細
な和菓子の数々と箕面の美しい風景が織りなすコラボ
レーションが、参加者の至福のひと時となっています。

和洋スイーツフェア

　「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。

大阪勧業展

　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。
　箕面・桜井・粟生・小野原の4地区で開催しており、当日は多くの人が訪れまし
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。

柚子商品展示即売会
　箕面の柚子を活用した商品の展示販売会を実施
します。詳細は会報でご案内します。

食の都・大阪グランプリ
　大阪府内で開催される和洋中のプロ料理人等向
け“飲食店で提供できる大阪らしい料理”の本格
的料理コンテスト。分野別優勝作品には賞金が付
与されるとともに、入賞者（店）・入賞作品はメデ
ィアで紹介されます。

i 第3回グランプリでは、みのお山荘風の杜「レストラン山帰来」の
川崎公嗣シェフが洋食部門で、見事、優勝されました。
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　原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり
貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明
すること」です。原産地証明書は、その真実
性を保証するために、輸出地の商工会議所、
もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館な
どが証明する書類です。詳しくはお問い合わ
せください。

　共通商品コードのことで、新規（初回）登録申請時には、「JAN企業コード利用の手引き」
1,200円（税込価格）が必要です。詳しくはお問い合わせください。

　カーシェアリングとは複数の会員が共同で自動車を利用する新しい利用形態。利用者は会員と
なり、必要な時に自動車を借りるという、会員制レンタカーです。
 営業車をこれ以上増やせないが、ときどき車が足りないという事業者の方におススメ です！

　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。

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

｛

労働保険　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！

制度改正でさらに魅力アップ！　中小企業の賠償責任能力の確保・負担軽減を図るための保
険制度です。PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生
する賠償責任を幅広く補償します。

小規模企業共済　～「ゆとり」のために～

経営セーフティ共済　～「もしも」のときに～

小規模企業共済制度とは　～国の制度だから安心・確実です～

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)。

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

経営セーフティ共済とは

　万が一、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に共済金
の貸付が受けられる共済制度です。
　「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業
を連鎖倒産から守ります。

○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）

掛 金

　掛金月額は5,000円～200,000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)

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。

PL保険

JANコード

原産地証明

カーシェアリング

制
度
を
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　原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり
貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明
すること」です。原産地証明書は、その真実
性を保証するために、輸出地の商工会議所、
もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館な
どが証明する書類です。詳しくはお問い合わ
せください。

　共通商品コードのことで、新規（初回）登録申請時には、「JAN企業コード利用の手引き」
1,200円（税込価格）が必要です。詳しくはお問い合わせください。

　カーシェアリングとは複数の会員が共同で自動車を利用する新しい利用形態。利用者は会員と
なり、必要な時に自動車を借りるという、会員制レンタカーです。
 営業車をこれ以上増やせないが、ときどき車が足りないという事業者の方におススメ です！

　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。

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

｛

労働保険　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！

制度改正でさらに魅力アップ！　中小企業の賠償責任能力の確保・負担軽減を図るための保
険制度です。PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生
する賠償責任を幅広く補償します。

小規模企業共済　～「ゆとり」のために～

経営セーフティ共済　～「もしも」のときに～

小規模企業共済制度とは　～国の制度だから安心・確実です～

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)。

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

経営セーフティ共済とは

　万が一、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に共済金
の貸付が受けられる共済制度です。
　「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業
を連鎖倒産から守ります。

○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）

掛 金

　掛金月額は5,000円～200,000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)

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。

PL保険

JANコード

原産地証明

カーシェアリング
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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。

会館貸し出し
会員の方限定で会議室や研修室の貸出しを行
っています。

会館貸出し

広域セミナー

広域
セミナー

箕面商工会議所では箕面の柚子を活用した実
生柚子ポン酢や、実生柚子ジュース、サイダ
ー、キーホルダーやストラップ等滝ノ道ゆず
るグッズ、オレンジゆずるバス定期券・回数
券などを販売しております。

商品販売

商品販売

会議所部会活動

会議所
部会活動

箕面商工会議所では箕面市内の全会員さん
に、いずれかの部会に所属して頂き、各種事
業のご案内をしております。会員の方には毎月１回、箕面商工会議所の会

報誌が送られてきます。この会報誌には、経
営に関する旬の話題をたくさん掲載していま
す。

会報誌「商工会議所 みのお」

情報提供

ホームページによる情報提供
箕面商工会議所に寄せられた各支援機関から
の情報を、すばやく皆様にお届けできるよう
にしております。箕面商工会議所の会員のみ
に提供するパスワードが必要なページもあり
ます。会員の方でパスワードがわからない方
は、箕面商工会議所までご連絡ください。

また、会員企業のホームページにリンクを貼
ることもできます。

検定試験
箕面商工会議所では、簿記、珠算、福祉住環
境コーディネーター、ビジネス実務法務、環
境社会検定（eco検定）を実施しています。

健康診断
●  年間６回実施（６月から11月）
●  個人で受診されるより、リーズナブルな料
   金になっておりますので、是非受診下さい。

火災共済
大阪府火災共済協同組合が運営する制度で、
事業所や住居の不意の火災に備えていただく
ために、割安のご負担で最大の保証をするも
のです。

会報誌「商工会議所 みのお」

箕面商工会議所ホームページ

その他の箕面商　　工会議所の施策

情報提供

検定試験

火災共済

健康診断
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他
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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。

会館貸し出し
会員の方限定で会議室や研修室の貸出しを行
っています。

会館貸出し

広域セミナー

広域
セミナー

箕面商工会議所では箕面の柚子を活用した実
生柚子ポン酢や、実生柚子ジュース、サイダ
ー、キーホルダーやストラップ等滝ノ道ゆず
るグッズ、オレンジゆずるバス定期券・回数
券などを販売しております。

商品販売

商品販売

会議所部会活動

会議所
部会活動

箕面商工会議所では箕面市内の全会員さん
に、いずれかの部会に所属して頂き、各種事
業のご案内をしております。会員の方には毎月１回、箕面商工会議所の会

報誌が送られてきます。この会報誌には、経
営に関する旬の話題をたくさん掲載していま
す。

会報誌「商工会議所 みのお」

情報提供

ホームページによる情報提供
箕面商工会議所に寄せられた各支援機関から
の情報を、すばやく皆様にお届けできるよう
にしております。箕面商工会議所の会員のみ
に提供するパスワードが必要なページもあり
ます。会員の方でパスワードがわからない方
は、箕面商工会議所までご連絡ください。

また、会員企業のホームページにリンクを貼
ることもできます。

検定試験
箕面商工会議所では、簿記、珠算、福祉住環
境コーディネーター、ビジネス実務法務、環
境社会検定（eco検定）を実施しています。

健康診断
●  年間６回実施（６月から11月）
●  個人で受診されるより、リーズナブルな料
   金になっておりますので、是非受診下さい。

火災共済
大阪府火災共済協同組合が運営する制度で、
事業所や住居の不意の火災に備えていただく
ために、割安のご負担で最大の保証をするも
のです。

会報誌「商工会議所 みのお」

箕面商工会議所ホームページ

その他の箕面商　　工会議所の施策

情報提供

検定試験

火災共済

健康診断
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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。

【開館時間】
　平日９:00～17:30（土・日・祝は閉館）

【お問い合わせ】
　箕面商工会議所
　　〒562-0003　大阪府箕面市西小路３丁目２番30号
　　Tel：072-721-1300　　Fax：072-721-1305
　　Mail：info@minoocci.com　　http://www.minoocci.com

【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？

入会のご案内
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箕面商工会議所

箕面商工会議所では、ご意見・ご感想
そしてあなたのエピソードを募集しています！
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　「もみじの街の経営者物語」も皆様方のご支援、ご協力をいただき今回で発刊が６回目となります。
この冊子は、会員事業者の方々の実話をもとにエピソードを紹介しており、発刊までの作業には大変多
くの労力を必要としますが一人でも多くの方に「うちも頑張ろう！！」と思っていただけるよう本会議所の
重要な事業の一つとして継続しています。
　また、本会議所で実施している事業メニューも掲載していますので、本会議所のガイドブックとして
ご利用いただき、必要な支援メニューがあればお気軽にご連絡ください。
　箕面商工会議所では、会員の皆様にとって「必要とされる会議所」となれるよう頑張ってまいります。

6
6

10
いざという時のためにも日頃から大切にしていること
或る日、突然、夫が会社を辞め、ドーナツショップの開店を決
意する。その決意に翻弄されながらも、夫を支える妻。
二人は桜井で念願のドーナツショップを開店し、試行錯誤を
重ねながらの商売を続ける日々、それとともに二人を支える
仲間達の存在。
そんな二人の日々にある出来事が・・・

発刊にあたって
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