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今月の特集 第４回 M-ステ大賞発表

2017

みしま会議所ニュース

～生まれ変わるレストラン～

１０月２7日
（金）
・２８日
（土）ランチだけの限定
「ハロウィーンメニュー」
スタッフがハロウィンコスプレでお出迎え！
ハートフルダイニング おんふらんす キッチン担当 齋藤 祐子さん
今年の３月に三島市芝本町から三島市一番町「ホテル昭
明館」２階に移転オープンし、カジュアルスタイルのラン
チからディナーでは本格フレンチを楽しめるレストラン
として、 大変好評の「ハートフルダイニング

おんふらん

す」
。
移転をきっかけに、席数を減らし以前のお店に比べより
落着きある雰囲気づくりを目指しました。その結果、スタッ
フがお客様との接客にかける時間が増え、より細やかな対
応ができるようになったそうです。
明るく楽しい思いで働ける環境を目指すオーナーの田中
季次さんの思いの通り、チームワークが良く、スタッフ自
身がお店作りに積極的に参加します。１０月２７日（金）・
２８日（土）ランチに開催する「ハロウィーンメニュー」
企画も齋藤祐子さんを中心とする女性スタッフが考えた特

田中季次オーナー、齋藤祐子さんとスタッフの皆様

別企画です。是非皆さんのお越しをお待ちしています！

株式会社 三島フレンチ ハートフルダイニング おんふらんす
〒411－0036 静岡県三島市一番町11－4ホテル昭明館２F
TEL：055（991）5670 FAX：055（991）5671
enfrance@mishima-french.com
営業時間：ランチ
11:00～15:00
ディナー
17:00～21:00
ビストロタイム 21:00～24:00
定休日：日曜日・第3月曜日
（文：経営支援課 大嶋孝博）

会員さんから会員さんをご紹介いただき
皆さんに魅力をお伝えします。
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第４回 Ｍ‐ステ大 賞 発表

～選りすぐりのビジネスプランをご紹介～
みしま経営支援ステーション「M －ステ」は、企業のライフステージに応じた最適な解決策を提案することを使命と
しています。
この使命達成の一つの手段として、M －ステ発足時から毎年、これから起業を目指す方や新規事業により大きな飛躍
を目指す方のビジネスプランを募り、優秀なビジネスプランを「M －ステ大賞」として表彰しています。

平成 29 年度 第４回 M－ステ大賞の流れ
●7/20〜8/15

M-ステ大賞
募集期間

●8/28

１次審査
（書類審査）

●9/1〜9/22

●9/25

ブラッシュ
アップ期間

２次審査
（プレゼン審査）

●10/10

受賞者発表
表彰式

●10月〜2月

プラン実現の
ための伴走支援

当所経営指導員の支援
10 月 10 日
（火）
、
三島市民文化会館３階大会議室にて、豊岡武士三島市長と稲田精治三島商工会議所会頭のご出席の下、
第４回 M －ステ大賞の表彰式を開催しました。
当日は一次審査（書類審査）、二次審査（プレゼン審査）の結果選出された、最優秀賞１社、優秀賞２社、創業優秀賞
１名の発表と表彰式、受賞者によるプレゼンテーションが行われました。

今月号の特集では選りすぐりのビジネスプランについて、ご紹介させて頂きます。

最優秀賞 はじめてきもの小梅（代表

松浦

啓子

氏）

【テーマ】自分で着られる簡単レンタル着物で、旅の特別感を盛り上げる！

代表の松浦さん

当店オリジナルの自
分で簡単に着られるセ
パ レ ー ト 着 物（ 襦 袢、
着物、帯など一式）を、
宿泊施設などに販売ま
たはレンタルし、宿泊
客の旅の特別感を盛り
上げます。
日頃「着物を着たい
けど、自分では着られ
ないし、持っていない
し、 着 る 機 会 も な い 」

と考えている方が、徒歩での散策に向いた街に観光に
来た際、宿泊施設に自分で着られる着物があったら着
てみたいのではないか、というところから発案しまし
た。インバウンド需要にも対応します。
従来の観光着物レンタルは、店舗と着つけができる
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スタッフが必要でした。当店のセパレート着物は、着
た姿は従来の着物そのものでも形状は洋服を着る感覚
で着用できるように工夫が施されており、宿泊客が自
分で着ることができ
ます。
この商品特徴を活
かし、宿泊施設が「着
物レンタルプラン」
などの宿泊プランの
ツールとして使った
り、気軽に宿泊客が
それを着て街での夕
食を楽しんだりでき
る備品のオプション
として使ったりする
ことのできる仕組み
変り鮫小紋勿忘草色
を作っていきます。

優秀賞 株式会社
（代表取締役

山本

山本食品
豊

優秀賞 有限会社

氏）

【テーマ】WASABI 本来の味を引き
出す「鋼鮫」の開発・販売

（代表取締役

登紀子

氏）

五つ星マイスターで
ある当社代 表の川井
健一が、 全 国より厳
選する高級銘柄米を
真空小分けパックにし
て、内祝いや快気祝
い香典返しとして販売
します。
「お米は頂いた側も
困ることはない」
「普
段は手が出ないけども
「ギフト」のイメージ
らえるなら食べたい」
「食べ比べの楽しさ」
「日持ちする」とったギフトとしての
お米の利点を生かした『高級銘柄米の真空小分けパック』
したギフト商品を開発し、
今後お返しギフトとしてプロモー
ションをかけることで、
「これなら喜ばれそう」と選んでも
らえる商品として育てていきます。

宮口

創業優秀賞 Fukulier
福川

健一

【テーマ】五つ星マイスターが厳 選する
真空食べ比べ米ギフト販売で売上アップ！

多くの方に本わさびの本
来の味を味わってほしく、
わさび本来の辛みや香りを
味わって頂ける、当社独自
のステンレス製わさび擦り
おろし板を町工場の技術
を使って開発・販売してい
ます。
わさびの性質を十二分
に引き出すために、エッチ
ング加工のおろし面の形状
については数百種類の試
「わさび」文字のおろし面
作を行いました。丸・三角・四角・文字といった模様、大
きさ、配列について、様々なデザインを試しました。その
結果、不思議なことに「わさび」というひらがな文字が最
も優れており「やはり、わさびにはわさびの文字が最適な
のか！」
と驚きと共に感動しました。

（代表

川井

川井米店

氏）

巧

審査委員長から一言

第１回 M –ステ大賞開
催 以 来審 査 委員長を務
めていますが、今年の審
査事案も前年よりもレベ
ルが上がっていると感じ、
開催を重ねるごとに可能
性を感じられることを大
変嬉しく思います。
M – ステ大 賞では、上
記の受賞プランだけでな
く、 応 募し 審 査 対 象と
宮口 巧 審査委員長
なった可能性あるビジネス
プランに対して、三島商工会議所の「伴走支援」を受け
る事が出来、ここが他のビジネスプランコンテストの大き
な違いです。
地域経済を楽しく元気にするアイディアのある方は、１
度商工会議所に相談されてみたらいかがですか？

【テーマ】現代を生きる女性向け“made
in Shizuoka”シャツのデザインと販売
「静岡の生地 」×「静
岡の縫製」×「静岡出身
のデザイナー」でデザイ
ンシャツを作ります。約
３種類のシャツ型とバリ
エーション豊かでデザイ
ンにこだわった襟やカフ
スを組み合わせることで、
お 客 様 の 好みやシチュ
エーションに合ったシャ
ツを、セミオーダーする
ことが出来ます。
代表の福川さん
流行に沿った消費的な
ファッションではなく、１点１点愛情と時間をかけて作り
上げた商品を展開することで、袖を通す人たちが内面から
輝けると心から思えるようなシャツを提案します。

ビジネスシーズをお持ちの方、
次回の M－ステ大賞のエントリーを
目指してみましょう。
（文：経営支援課 宇水
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淳）

経 営 支 援
今 からできる節 税 対 策！
小規 模 企 業 共 済・経 営セーフティ共 済
年末を控え、年末調整や確定申告等を意識し、節税を考える時期になりました。
そこで今回は、節税に役に立ち、なおかつみなさまの「安心」をサポートする国の共済制度を紹介します。

小規模企業共済
◆会社経営者が会社を辞める時や廃業するときに、お金を受け取れる退職金制度です。
→廃業時の退職金を、老後の生活資金を、転職時の事業資金をかしこく節税しながら準備いただ
けます
◆掛金は全額控除の対象なので税金対策もバッチリ！
→掛金は月 1,000 円～ 70,000 円の範囲内で自由に設定可能。

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
◆取引先の倒産時に、必要な資金を迅速に借り入れいただけます。
→掛金の 10 倍の範囲内で最高 8,000 万まで借入れ可能！しかも、
「無担保・無保証人」です。
◆掛金は税法上損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入できます。
→掛金は月 5,000 円～ 20 万円の範囲内で自由に設定可能。
※詳しい制度については、三島商工会議所 経営支援課までお問い合わせください。

響けバイヤー大作 戦
商談 会出展 支 援事業

セミナー情報ヘッドライン
会議所主催のセミナー情報を check!

Ｍ－ステでは、商談会出展に向けた研修・個別相
談を通じて、出展までをトータルで支援する事業
「響けバイヤー大作戦」を進めています。
本支援を受けた下記の 4 事業所が 11 月 9日（木）
・
10日
（金）
に東京ビックサイトで開催する「地方銀行
フードセレクション 2017」に参加します。

１．「新しいアイデアがひらめく！
女性視点マーケティング！」
日時：１１月９日（木）１３：３０～１５：３０
場所：三島商工会議所４階会議室Ｂ
内容：男性の視点では気付かない女性ならでは
の視点をマーケティングに取り入れ、新
規顧客獲得に繋げましょう。

・ウエルエル（株）：
伊豆産の果実を使ったゼリー
・（有）かなめ：
オリジナル燻製商品の製造
・箱根物産
（株）：
箱根西麓野菜を使った漬物
・Poco a Poco：
三島野菜を使ったジャム＆フィナンシェ

２．
「 健 康 経営セミナー２０１７」
日時：１１月２２日（水）１５：００～１７：００
場所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール
内容：社員の健康は企業活力の源泉です。
健康づくり事業を通して生産性の向上と
従業員の健康を両立しましょう。

なお当所会員の食品業界関係者の中で希望者の方
には「フードセレクション」の無料招待券をお渡しさ
せて頂きます。ご希望の方は経営支援課までお問い
合わせください。

問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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ま ち づ く り
三島ブランド審査会 開催
第１０期三島ブランド４品目認定 全部で５４品目に
三島ブランド認定審査会は平成２１年度から実施し今年
で第１０期を迎え、
今回は申請のあった６品目の内、
下記４
品目を新たに三島ブランドに認定しました。
９月２６日
（火）
に行われた認定審査会では多方面の専門
家を審査委員とし、申請者の説明に加え申請品の試食等を
行い審査しました。審査委員は三島らしさや認知度、味な
ど様々な側面から評価し、４品目を選定いたしました。
また、認定後３年若しくは６年を経過し更新時期を迎えた
第３・４・７期の認定品１１品目の更新を認めました。

今回の審査会を経て、三島ブランドは全部で５４品目となり
ました。
No（申請順） 事業所名・団体名
1

（有）川井米店

認定品
三島ゆうすいだんご

2

三島食品（株）

三島甘藷の焼き芋麩菓子

3

手作り工房 Poco a Poco ベジャム 三島野菜スイーツ［エムベジ］

4

三島商工会議所

三四呂人形
（文：まちづくり課

三島ゆうすいだんご

塩谷洋司）

ベジャム
三島野菜スイーツ
［エムベジ］

三島甘藷の焼き芋麩菓子

三四呂人形

最優秀賞の「静岡県都市景観賞」
ガーデンシティみしまのシンボルロード
「花飾り」と「袖看板」

箱根八里 三島の観光ＰＲブース出展
「小田原ちょうちん 古の箱根路」
ウォークイベント

優れた都市景観を形成している地区等を表彰する「静
当所では、９月２３日
（祝）に行われた、小田原ちょうちん
岡県景観賞」が発表され、最優秀賞（県知事賞）に、ガー
を翳して甘酒茶屋から箱根神社、箱根の関所箱根路を歩く
デンシティみしまのシンボルロード「花飾り」と「袖看板」 「小田原ちょうちん 古の箱根路」に参加し、パンフレット及
が選出されました。
び三島ブランド品の進呈による三島の観光をＰＲしました。
「花飾り」は通りを市民の手で維持管理を行い、
「袖看
このイベントは旧東海道で結ばれている「三島宿」
「小田
板」は中央町商店会と本町大中島商店会が平成 21 年度～
原宿」の観光物産をＰＲすることによって、旧東海道を観光
25 年度にかけて 37 店舗に設置した
「飾り袖看板」で、行
ＰＲの新たな切り口の一助として実施したものです。
政と市民、商店街が一体となった取り組みとして高く評
今後も“ 箱根八里 ” を合言葉に連携した事業を展開して
価されました。
いきます。
（文：まちづくり課 石渡智英）
特に
「飾り袖看板」の企画は地元高校チームと商店とが
何回も打合せを行い、歩行者に分かりやすいデザイン・
大きさ・色彩などを決めて制作したものです。
（文：まちづくり課 石渡智英）

中央町（左）と大中島（右）

三島への観光を促す
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駐車場も完備していますので、お近くにお越しの際はお
気軽にお越しください。

ひだまり食堂

また、近隣（約半径５００ｍ）で、１２００円以上購入さ
れれば、宅配も行うそうですのでご近所の方は一度利用さ
（文：経営支援課 市川 顕）
れたらいかがでしょうか？

〒411－0822 三島市松本275－6
TEL080-9524-0557
営業時間：8:00～19:00（日曜日は15:00まで）
定休日：不定休
昨年１２月オープンしたひだまり食堂さんは三島市松本に
店舗を構えています。
ネパール生まれのラメスさんが作るネパールカレーは絶品
です。
おすすめはカレーセットで、サラダ、タンドリーチキン、

バターチキンカレーセット

ひだまりカレーパン

飲み物がついて５つのカレー（“ バターチキンカレー ”“ ほ
うれ んそうカレ ー ”“ キーマカレ ー ”“ スパ イシー野 菜 カ
レー ”“ 豆カレー ”）から１つ選んでいただき、ナンかライス
がつく６５０円のセットです。
ラメスさんは「一人でも多くの方に本場ネパールカレーを
味わってほしい。
」と語っています。
また、“ ひだまりカレーパン（１８０円）” もおすすめです。
こちらは牛肉と野菜を 8 時間煮込んだ、クセになるおいし
さが自慢です！
他にも自慢のナンを使った “ ナンタコス ” や “ スパイシー
ナンサンド ”“ かぼちゃのナンロール ” もおすすめです。

ラメスさん

店内風景

様に合ったものを提供するという
ことを心掛けているそうです。ハ
ンドメイドアクセサリーも製作され
ており、色々なイベントにも出店さ
れているので、もしかして既に目
にしたことがあるかもしれません！ ネイリスト秋山阿古さん
“ 女性としてきれいで輝いていた
い ”“ いつまでもオシャレでいたい ”
と女性ならだれでも想うことです。
ジェルネイルは 3 ～ 5 週間もち
艶も持続します。是非、日常に取
り入れてキラキラした毎日を送って
下さい。
タスカさんのもう一つの顔は、映像制作。
ブライダルの映像制作や企業、店舗の PR 映像制作、更
にはミュージックビデオといった映像に関する幅広い仕事を
されています。
現在テレビでもよく目にするドローン撮影の技術に長けて
おり、県内にとどまらず
先日は沖縄 県からも仕
事が舞い込み全国を飛
び回る忙しい毎日を送
られています。
（文：総務課 池谷太郎）

株式会社タスカ
〒411－0855 三島市本町14－19
TEL090－7314－5158
営業時間：10:00～18:00 定休日：毎週月・火曜日
タスカ
HP：http://tasca-kg.com/company/
イクリール HP：http://tasca-kg.com/nail/
みしまプラザホテルさんの東
隣にあるネイルサロンを皆さん
はご存知ですか？株式会社タス
カさんが経営するネイルサロン
『EQUREEL（イクリール）
』
です。
ネ イル 発 祥 の 地 で あ る エ
イクリール店内
ジ プトの 言 語、 アラビ ア 語 で
『EQUREEL』とは “ 宝石箱 ”。店名には、いつまでもお客様
にはキラキラした生活をしていただきたいという気持ちが込
められています。
EQUREEL は、 指 輪 感 覚 で身
に着けられる「カジュエーゼ」を
県内で唯一取り扱っているお店
でもあるんです！サロンは完全予
約制で、お客様お一人お一人に寄
り添った施術・必ずその時のお客 指輪感覚の「カジュエーゼ」

㈱タスカのスタッフ

8

㈱ＭＹコミュニケーションズ
［本社］〒411－0816 三島市梅名374－1
TEL055－977－2230 FAX055－977－8123
営業時間：9:00～18:00 定休日：日曜日

社員も一緒に盛り上がる
チャリティー餅つき大会

ＨＰ：http://www.mycoms.jp/

色とりどりの花が
目を楽しませてくれます。

なかでも障害者
雇用に力を入れら
れ、この度、静岡

今回ご紹介する㈱ＭＹコミュニケーションズさんは、
１９７６年に創業され地域と共に４１年、静岡県中部から
神奈川県西部にかけてカー用品の販売から車検・車買取
販売・損害保険・板金塗装修理までカーライフをトータ
ルでサポートする『オートバックス』や、ハンバーグレ

県障害者雇用促進
大会において、特
に優秀な事業所と
して静岡県知事褒

ストランの『びっくりドンキー』、ラーメンレストラン
の『丸源ラーメン』
、
女性専用のフィットネスクラブ『カー
ブス』など本年新たにオープンした３店舗を加え計１９

章を受章されまし
た。

店舗を展開しています。
社名の一部でもあるコミュニケーションを大切にし、
地域密着を経営理念に掲げる当社では、いち早く「ＣＳＲ」
（企業の社会的責任）に取組み、今年で４２回目を迎える
「チャリティー餅つき大会」や１３６号線梅名交差点付近
に自社で維持管理する三島市企業花壇第１号となる「み
んなのＭＹロード」を整備し静岡県県知事表彰を受賞し
ました。

川勝知事より知事褒賞を授与

「障害者であっても、自主的に売場のレイアウトを任
せる等、その方の状態に合わせ積極的に業務に携わって
います。当社独自の障害者雇用５％の目標を掲げ、現在
４．５％を達成しました。今後は、一店舗一人の雇用を目
標に取組みます。」とは、須田社長。
「カーライフ＆食＆健康」をキーワードに地域と共に
成長し続ける当社の今後益々のご活躍が楽しみです。
（文：総務課 金井雅彦）

にこだわりがあり、細いものから幅
広いもの、具を包んだものなど、様々
なパスタを用意しています。
前菜、メイン、パスタ、ドルチェ
…心温まるお料理を木目を基調とし
た向山シェフの人柄が表れたよう
な、やさしさいっぱいの店内で、お
友達やご家族、お仲間と一緒にお楽
しみ下さい。
（文：まちづくり課 石渡智英）

オステリア イル ガルボ
osteria il Garbo
〒411－0857 三島市芝本町５－５ 小出ビル1F
TEL055－941－7690
営業時間：ランチ/水・木・金曜日のみ11:30～13:30（OS）
ディナー/平日18:00～21:30（OS）
土曜日17:30～21:30（OS）
定休日：日曜日、第３月曜日
HP:https://ja-jp.facebook.com/オステリア-イル-ガルボ
今年 3 月にオープンした
イタリア料理「オステリア
イル ガルボ」さんは、地元
の契約農家から直接仕入れ
た野菜、魚、肉などを厳選
して仕入れ、シンプルな調 白亜の店舗が目を引きます
理で素材のおいしさが引き立つよう
心掛けた料理をご提供しておりま
す。
店主の向山シェフは長泉町駿河平
のリストランテプリマヴェーラで長
年スーシェフをつとめ、その後イタ 木目を基調とした店内
リアで修行を積みました。「毎日、店頭で打つ手打ちパ
スタを是非召し上がっていただきたい」と手打ちパスタ

こだわりの手打ちパスタ
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女性部ニュース

女 性 部・青 年 部 ニュース
エコキャップの回収 運 動

女性部では、社会貢献活動の一環として、７年前からエ

キャップは約４６０個（約２ｋｇ）
でポリワクチン１人分とな

コキャップ回収運動に取り組んでおり、当女性部会員の方や

ります。当女性部では、平成２２年から現在まで、約３７万

三島商工会議所近隣の事業所等、様々な場所からたくさん

個が集まり、４２５人分のワクチン代となりました。

のエコキャップが三島商工会議所に集まります。

年々、１年間で集まるエコキャップの数も増え、多くの方々

集められたエコキャップは、リサイクル業者に買い取ってい

にご協力いただき、とても感謝しています。

ただき、その全額を「世界の子どもたちにワクチンを日本委

普段何気なく捨ててしまっているペットボトルのキャップで

員会（ＪＣＶ）
」へ寄付しています。

すが、たくさん集まれることで人の命が救え、同時にＣＯ２
の削減にもつながります。
エコキャップ回収については、三島商工会議所の窓口や
館内の自動販売機横回収ＢＯＸを設置しておりますので、ぜ
ひ、ご協力ください。また、金属やシールを取り除き、可能
な限り洗ってからお持ちください。
（文：経営支援課 勝又千理）

エコキャップ回収作業

青年部ニュース

第84回東京インターナショナル
ギフトショー秋2017を視察

青年部ファミリーデー

「地引網＆バーベキュー大会」
大いに盛り上がる！

商売繁盛委員会主催による東京国際展示場で開催のイン
ターナショナルギフトショーへ視察に行ってきました！様々
な業種の会員が集う当青年部メンバーを対象にワールドワイ
ドな感性を学び、トレンドを知る事で、各々の事業に活か
す事を目的に開催し、展示会場をじっくりと見て回る中で新
たな発見や刺激を受け、実際に出店業者と商談をするメン
バーもいました。
三島から展示会場へ向かうバス内での研修や、展示会視
察後の都内有名繁盛店での夢懇親会など、業種を問わず経
営や商品開発の参考になる時間を共にし、大変有意義な時
間を過ごす事ができました。

１０月１日（日）、会員拡大交流委員会主催による青年部
ファミリーイベント「地引網＆バーベキュー大会」が沼津千
本浜海岸にて行われました。
早朝の企画にも関わらず多くのご家族の皆様にご参加頂
き、日頃ご苦労を掛けているご家族の皆様に感謝の意味を
込めておもてなしをする事ができました。
（文：経営支援課 大嶋孝博）

新しい発見と出会いがありました。

日頃の感謝がこもった楽しい時間となりました。
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活 動 報 告
20回目を迎えた今年は、
過去最高3,045人！
せせらぎの街 三島を
「ウォークぶらり～」
‼︎
毎年恒例となっている「街中がせせらぎウォークぶら
り～」が、９月１０日
（日）に開催されました。三島を歩
いて歴史文化・景観・食を同時に満喫できる当イベント
は、今年で２０回を迎えました！今回の参加者数は過去
最高の 3,045 人となり、コースとなったポイントだけで
なく参加者サービスを行った「うなぎ横町」も多くの人
で賑わいました。ゴール地点となった当所では、三島の
特産品販売や三島うなぎが特賞、景品となった抽選会を
行い、記念である２０回目を盛り上げました。

今年はコースに変更があり距離が伸びましたが、２つ
の湧水を楽しむことのできるコースでした。天候にも恵
まれたため、源兵衛川で涼む参加者も多く見られ、三島
の湧水を活かしたせせらぎを感じることのできるイベン
トとなりました。今後も三島の魅力を活用しながら盛り
上がる方法を考えていきたいと思います。
（文：まちづくり課 丸山祐季）

ゴール会場（三島商工会議所）

源兵衛川沿いを歩く参加者

～IoTで生産性の向上を図るために～

静岡県IoT活用研究会企業間データ連携分科会
第１回ワーキンググループ始まる！

１０月２日（月）
「ＩｏＴでものづくりの現場を変える そろ
そろＩｏＴをやってみよう！」をテーマに工業部会の企業体
質強化セミナーを開催し２3 名が参加しました。
このセミナーでは、製造業者を対象に、ＩｏＴで「ものづ
くりの現場がどのように変わるのか」
、
「ものづくりＩｏＴの実
用化イメージを生みだす」、
「実用による生産性向上・利益
の創出を理解する」ことに重点を置き解説がされ、参加者
は今後のＩｏＴ導入に向け熱心に聴講していました。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

企業間の取引における社内での困り事を洗い出し、中
小企業のＩｏＴ化に繋げることを目的に、静岡県ＩｏＴ活
用研究会企業間データ連携分科会第 1 回ワーキンググ
ループが始まりました。これは静岡県と（公財）静岡県
産業振興財団が主催し、月に 1 回のペースで約半年間、
当所工業部会の代表５社のグループと静岡商工会議所・
静岡県産業振興財団代表企業２グループが中小企業の現
実を話し合い、最終目的である中小企業版 E D （
I 電子取
引）の実証実験に繋げるために実施しています。
今後、実証実験の結果は会員事業所の皆様へ公開して
いきたいと考えています。
（文：中小企業相談所長 小島信之）

三島地区ワーキンググループ

IoT 導入に向け学ぶ受講者
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問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441

in f or mation
平成29年度下期会費納入のお願い

会員増強運動実施中

11月10日（金）に下期会費の口座振替を実施します。
口座振替をされていない場合は、納入通知書を送付しま

当所では１１月１５日（水）までの間、会員増強運動を実施
しています。

すので、銀行振込もしくは会議所窓口へ直接お支払いく
ださい。
なお、口座・代表者・事業所所在地
等の各種変更がありましたら総務課ま

会員の皆様には、お忙しい中恐縮ですが、お取引先、お
知り合いで未入会事業所をご紹介いただきたく何卒宜しく
お願い申し上げます。
ご紹介のご連絡をいただきましたら、職員が当所事業内

でご連絡下さるようお願い致します。

容やメリット等をご説明にお伺いさせて頂きます。
ご協力の程宜しくお願い致します。

ご不明な点がございましたら…
TEL：055 – 975 – 4441
総務課まで

２０１７．９．３０現在

会員数２, ９３１事業所

商工会議所事業が一目でわかる
ホームページアドレス http://www.mishima-cci.or.jp
メールアドレス info@mishima-cci.or.jp

エ コ ドライブ講習会
地球温暖化防止及び交通事故防止の一環として、燃費を
向上させて二酸化炭素の排出を抑える「安全運転 & エコド
ライブ講習会」を開催します。
日本自動車連盟（JAF）静岡支部職員を講師として迎え、
燃費を向上させて二酸化炭素の排出を抑える
「エコドライブ」

及び事故形態別の注意点や危険予知等「安全運転」を学
びます。
この機会にガソリンの節約に繋がる運転技術を学ぶとと
もに、交通安全に対する必要な知識を身につけませんか。
１．日

時

２．会 場
３．対 象
４．講 師
５．参加費

平成２９年１１月２４日（金）
午後１時３０分～３時００分
三島市役所 本館第２会議室
三島市民および近隣企業、団体に勤務する
方２０名程度
日本自動車連盟（ＪＡＦ）静岡支部職員
無料

【お問い合わせ・お申込み】
三島市役所中央町別館２階 環境政策課
TEL:055-983-2647 FAX:055-976-8728
Mail : kankyou@city.mishima.shizuoka.jp
（文：まちづくり課 片山富美子）

前年度のエコドライブ講習会
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ト レ ン ド 通 信
『おいしいもの』をつくれば売れるのか
全国各地の事業者さんとお話ししていて戸惑うことの
一つが「おいしさとは何か」の考え方の違いです。地域
特産の野菜や果物、海産物などを使った加工食品や食材
はたくさんあります。これを地産地消だけでなく遠くま
で運んで価値ある商品にするためには、いくつか越える
べきハードルが存在します。相談会などで事業者の皆さ
まとお話しすると「まず食べてみてください。おいしい
でしょう？」と言われて、後は「おいしいから、市場や
取引条件はこちらの思うままに売れるはず」といった結
論に導く人がいます。
食べ物はおいしければ売れるというのは間違いだと
真っ向から否定するのは、全国にイタリアンレストラン
を展開するサイゼリヤの創業者、正垣泰彦氏です。『お

地域の小規模事業者の商品は戦っていかなければなりま
せん。逆に言えば、大企業では提供できない価値を消費
者に提供するにはどうすればよいかを突き詰めること
が、地域の事業者には必要なことだと感じます。単に素
材が良い、味が良いというだけでは生き残れないと思い
ます。
私は、もちろん小規模事業者にも希望はあると考えて
います。このごろ地方に行くと必ず「はやっているおい
しいパン屋さんはありませんか？」と聞きます。これが
結構あちこちにあるのです。地方は車社会ですから、場
所によっては数十キロメートルも離れた所からパンを買
いに来るケースも珍しくありません。しかもパンは毎日
の食材ですからたびたびお店を訪れます。この広い商圏、

いしいから売れるのではない 売れているのがおいしい
料理だ』という著作まであります。正垣さんは、料理の
おいしさにとって見た目、香り、味、後口、それに価格
も大事な要素だと言います。これらがちゃんと整って初
めて人はおいしいと感じるのだそうです。また、先日お
会いした食材通販のオイシックスのバイヤーは、近ごろ
の消費者は「口よりも頭でおいしさを感じている」と言
います。単に口に入れたときの味だけでなく、自分が求
めている用途やシーンに対してその食品がマッチしてい
るかが重要とのことです。
サイゼリヤはコストパフォーマンスを理論的に追求し
て実践するチェーンストア理論の体現者です。例えば、
ライスをのせるお皿を洗う際は、お皿を左手で持ちスポ
ンジを３回転させるとか、テーブルは左右に４往復して
満遍なく拭くといったように、行動を細分化して品質と
時間をコントロールしています。また、オイシックスは
インターネット通販という売り方の特性を生かして、同
じようなカテゴリーで同じような価格帯の商品を二つ同
時に売ってみてどちらが売れるか、いわゆる「ＡＢテス
ト」を徹底的に繰り返して消費者が求めているニーズの
核心を常に研究しています。
こうした大企業の研究に裏付けられた商品を相手に、

高い来店頻度、さらに大手チェーンではまねができない
オリジナルな価値の提供が、ほかの業種業態でも成功の
鍵になるのではないかと考えています。
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所 上席研究員
渡辺 和博

◇渡辺

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員。
1986 年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。同年、
日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会議
所などで地域振興や特産品開発のための講演・コンサ
ルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地域発
のヒット商品育成を支援している。

この度旧漢字・俗字（邊邉澤﨑）等の
既製ミトメ印を用意致しました

齋藤

澤田

小澤

渡邊

… その他
ご利用をお待ちしております。

★店の隣の駐車場をご利用ください★
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in f or mation
商工会議所会員特典‼︎ 三島市民文化会館自主事業チケットのご案内
●事業

JAM Project JAPAN TOUR 2017～2018
TOKYO DIVE

三島市民音楽祭
第2回 みしま音楽の日
－市民参加型3世代コンサート－

介護の日啓発事業
舞台「ペコロスの母に会いに行く」三島公演

●日時

2018年1月14日（日） 開場17:00 開演18:00

2017年11月23日（木・祝）開場13：00 開演14：00

2017年11月2日（木） 開場18：00 開演18：30

●会場
●チケット
料金
（税込み）

三島市民文化会館

大ホール

三島市民文化会館

大ホール

三島市民文化会館

大ホール

全席指定 7,020円（税込）→6,300円

全席自由（税込）一般1,000円 高校生以下500円
※チケットの割引はございません

全席指定（税込）4,000円→3,600円

※3歳以上有料

※小学生以下無料
※未就学児鑑賞可

※3才以下のお子様のご入場はご遠慮させていただきます。

●内容

アルバム制作決定！
11月よりライブツアー開催決定‼︎

●チケット
一般発売

好評販売中！

昨年、周年記念事業として開催し好評頂いた、３世代が共演する市民参加型
クラシックコンサートが継続開催！
クラシックをはじめとする音楽活動（参加・発表・交流・育成）及び
認知症の母と還暦過ぎの息子－笑いと感動の介護体験記
観賞を通じて、音楽の素晴らしさをお届けします。
厚生労働省推薦作品（申請中）
＜第１部＞コンチェルト
＜第２部＞オーケストラと吹奏楽・合唱の共演
多様なプログラムの共演による2部構成。
出演者：藤田弓子／田村亮／木村理恵／佐藤正宏
第1部では公募によるソリストと三島フィルとの共演、
／酒井敏也／室龍規 他
第2部では中高生吹奏楽と三島フィルとの特別編成オーケストラ
と合唱参加者による大合唱が共演します。
みんなが輝く音楽のチカラ、その日まちは音楽に包まれる！

好評販売中！

※上記の割引サービスは、三島市民文化会館事務室の取り扱いに限ります。
※チケットをご購入の皆様は、三島市民文化会館事務室に掲載記事を持参下さい。
※売り切れの場合はご容赦ください。

9月2日一般発売！

※当日は、駐車場はございませんので近隣の有料駐車場、または公共の交通機関をご利用ください。

お問合せ 三島市民文化会館事務室

TEL 055 - 976 - 4455

～ 会員事業所の皆様へ ～

静岡県最低賃金の改定

事業承継対策の一環として、自社株の
概算評価をおすすめします

最低賃金 時間額 ８３２円
※効力発生日は平成２９年１０月４日（水）からです。
※静岡県内の事業場で働く（パート・アルバイト等含
む）
すべての労働者に適用されます。

事業承継に向けて、経営者が準備すべきことは多岐にわ
たります。
とりわけ、
「自社株」の承継は経営権と財産の承継両方に

※静岡県内で事業を営む、または静岡県内の事業場

関連し税負担なども伴う重要な問題で、早く始めることが肝

に労働者を派遣する使用者は最低賃金
※特定の産業には産業別最低賃金が定められており
ます。
静岡労働局賃金室（☎０５４－２５４－６３１５）

要ですが、自社株の評価額が分からなければ対策は立てら
れません。
そこで、商工会議所の共済 / 福祉制度の引受会社のアク
サ生命では、
「自社株概算評価シミュレーション」を無料で
実施させていただいております。 是非、この機会にご相談

又はお近くの労働基準監督署まで
静岡労働局ホームページ

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニー

【お問い合わせ】

ください。

（http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp）

ズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業
承継など）を共済制度 / 福祉制度でサポートしています。

アクサ生命保険（株） 三島営業所
〒411-0036 三島市一番町 2-29 三島商工会議所会館 3Ｆ
TEL:055-972-9488
AXA-A2-1707-0221/801
問合せ：三島商工会議所 TEL055 - 975 - 4441
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