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タケウチ事務機株式会社

ITとOA機器のプロフェッショナルが
オフィス環境の整備と業務効率アップを支援

地域に絞ったビジネス展開
1958（昭和 33）年、文具店として開業したタケウ
チ事務機株式会社。当初は店頭販売が主だったが、2年

オフィスコンピューター（通称
オフコン）にも力を入れるよう
になる。
顧客の業務内容を分析して、

後には外商を始め、客先の要望を聞くスタイルに切り替

どの業務をオフコンに置き換え

える。そこで拾い上げたニーズの中で多かった複写サー

て合理化するかを検討し、相手

ビスを始める。コピー機がなかった時代、リコピーと呼

に合わせてシステムを開発する。

ばれた株式会社リコーの青焼き複写機を導入しての事業

今のパソコンとは比べものにな

だった。阪神間では最初のリコー正規代理店となり、今

らないほど大がかりな工程が必

につながる OA 機器の取り扱いのスタートとなった。

要だった。オフコンの販売会社は西宮で同社だけだっ

1962（昭和 37）年法人化した時に決めた、顧客を
本社から 30 分で訪問できるエリアに絞り、地域を重

代表取締役社長
竹内 博 氏

たこともあり、地元の事業所は、普段からつながりが
あって信頼できる企業として同社に提案を求めたのだ。

視することが顧客満足につながるという方針が、現在
も受け継がれているビジネスドメインとなる。

オフコンからパソコンの時代へ
1980 年代後半から、1990 年代にかけて事務機器
の OA 化が急速に進む。1997（平成９）年、現社長
の竹内博氏が日立製作所を辞めて入社したのを機に、
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インターネット通販の台頭
2000 年以降、インターネット通販が一般的になっ
てくると、社員の半数を占めていた配送スタッフを営
業や技術職に配置転換し、物流はアウトソーシングに
切り替えた。
竹内社長は、「物売りではなくコト売りに変わって

きました。お客様の経営課題はなにか、コストをどう

知識が求められる。2 つのタイプを社内で担当分けし

下げるか、環境のためになにをすればいいか、といっ

て、それぞれがスペシャリストとして活躍している。

た相談を受けます。場合によっては買って頂かないこ

規模の大小に関わらず顧客が求めるのは、プロとし

とも選択肢に入れて、ノウハウを提供します」と言う。

ての知識と提案力。販売とアフターフォローを別会社

それまでは、顧客に最適な商品を必要なタイミングで

が行う企業が多い中、同社は両方を自社で行うため、

提供することが重要だったが、顧客がやりたいことに

社内で部署を超えた情報交換がなされ、顧客にとって

対して、専門的な見地から提案することが求められる

の最適から一歩進んだ提案や対応ができる。

ようになったのだ。
現在、同社の文具販売の 90％以上は Web 通販。競
合他社がある中でも顧客は同社の Web 通販を選ぶ。
実はここでも地元企業であることにメリットがある。

納品した時がスタート
現在の同社の事業は、オフィス総合商社として、コ

サンプルを見て検討したい、もう少し違うものがほし

ンピューター機器、

い、こういうものを探してほしいなど、細かいニーズ

OA 機器、事務用品、

は Web では完結しないからだ。全国規模で商いを大

家具設備用品などを

きくするのではなく、「我々の存在価値を発揮できるの

販売。そして、サー

は地元のお客様」と創業からの方針を貫いている。

ビス会社として、保
守メンテナンスやシ

危機管理対策が生きた 2020年

ス テ ム 構 築、IT サ
ポートなどを行って

2019 年 10 月、自社の危機管理システムの構築が

い る。 同 社 の IT サ

完了した。社員全員が出社できない事態が起こったと

ポートは、他社から

しても、リモートで業務が行える環境を作ったのだ。

購入したものでも

その３ヶ月後、コロナ禍に見舞われ、多くの顧客が

可 能 で、 今 120 ～

在宅勤務を余儀なくされた。そのため、クラウドサー

130社 か ら 固 定 契

ビスの導入、モバイルルーターの活用、伝票入力を自

約を受けている。こ

宅のパソコンで行うか、自宅から事務所のパソコンに

こでも地元企業の地の利を発揮する。

ログインしてリモートで操作する。それに伴うセキュ

「我々が提供する商品は、永久に使えるものはありま

リティ対策。さらにはオンライン会議のやり方、その

せん。5年、10 年後にまた必要になるため、納品した

ために必要な道具など、細部までアドバイスと対策が

日から次のニーズに向かってスタートを切ります。些

求められた。

細なことでも相談していただける関係を作り、より良

同社の取引先の多くを占める小規模事業所では、文
具から OA 機器、I T に関するサポートすべてを任され

いコトをご提案したい」と竹内社長。
商社だけなく、システム構築、保守メンテナンスな

ているため、担当者には幅広い商品知識が求められる。

どのサービスを提供する企業として、立地という物理

一方中堅規模以上の事業所では、製品分類によって取

的な強みを生かし、今後も地元企業の合理化、効率化

引先をセグメントされているため、競合他社より深い

をバックアップする。

■会社概要
■社名：タケウチ事務機株式会社
■代表取締役社長：竹内 博
■設立：1958 年（昭和 33 年）
■本社所在地：西宮市甲子園口 4 － 22 － 25
■電話：0798-64-3366
■資本金：1,000万円
■従業員：14 名（H21 年７月）
■事業内容：コンピューター機器、OA 機器、事務用品、家具設備用品
の販売。各種機器保守メンテナンスサービスほか
■ホームページ：https://www.take-j.co.jp/
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第３回

アンケート速報

西宮商工会議所 ３回目新型コロナウイルス感染症に関する
緊急アンケート【調査結果、速報】
実施期間：令和３年５月 10日（月）～ ５月 19 日（水）
実施方法：４月末時点での会員 2,797 事業所を対象に、FAX 及び郵送にて調査を行った
回答件数：454件（回収率 16.2%） ※前回

517件（回収率 19.5%）

■１．現在の経営状況等について
１－（１） 一昨年度（令和元年、コロナ前）以前と比較した昨年度（令和２年度、コロナ後）の業績推移
7.2％

2.7％

業績の推移
33.3％
24.5％

割合

■大きく悪化した

大きく悪化した

148

33.3%

■やや悪化した

やや悪化した

144

32.4%

■変わらない

変わらない

109

24.5%

やや好転した

32

7.2%

大きく好転した

12

2.7%

445

100.0%

■やや好転した

32.4％

件数

■大きく好転した

合計

前年よりも業績が「大きく悪化した」と「やや悪化した」事業所を合わせると、65.7% に達する。特に、
「大
きく悪化した」業種は製造業及び飲食業、従業員数が 10 名以下の規模の小さな事業所であり、また「やや悪
化した」業種は、建設業と不動産業、従業員数が 50 名以下の事業所であった。

■１．現在の経営状況等について
１－（２） 令和 3年度の業績見通しについて
11.5％

2.3％

業績見通し

47.3％
38.9％

件数

割合

■減収

減収

209

47.3%

■前年度並み

前年度並み

172

38.9%

■増収

増収

51

11.5%

■廃業を検討している

廃業を検討している
合計

10

2.3%

442

100.0%

今年度の業績見通しは、飲食業と小売業が減少の割合が高く、7.5% の飲食業が廃業を検討している。ま
た従業員 10 名以下の規模の小さな事業所では、減収すると答えた割合が高く、先行き不透明感が拭えない
ことが明らかになった。
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月次支援金のご案内
概

要：2021 年の４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、
事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
要
件：対象となり得るもの（①②を満たすもの）＊詳細は下記 URL をご確認ください。
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受
けていること
② 2021 年の月間売上が、2019 年又は 2020 年の同月比で 50% 以上減少
給 付 額：中小法人等 上限 20 万円／月、個人事業者等 上限 10 万円／月
＊ 2019 年又は 2020 年の基準月の売上－ 2021 年の対象月の売上
申請期間：（4 月・5 月分）2021 年 6 月 16 日～ 8 月 15 日
（6 月分）
2021 年 7 月 1 日～ 8 月 31 日
手続きの簡略化：一時支援金を受給又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けている場合
①新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
②一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。
ただし、修正・追加がある場合には、修正後・追加の書類を提出いただく必要があります。
■当所での対応について
西宮商工会議所では月次支援金の登録確認機関として、会員事業者を対象に事前確認（事前確認通知番号の発行）を
行います。＊ただし、新たに入会手続きを終了した事業者も対象とします。
当所への事前確認依頼：事前に月次支援事務局ホームページから申請 ID を発番し、
「宣誓・同意書」をご準備の上お問合せください。
詳細につきましては下記の URL をご確認ください。
＊詳細→ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html（経済産業省）

事業再構築補助金のご案内
概

要：新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、
以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
要
件：対象となり得るもの（①②③を満たすもの）＊詳細は下記の URL をご確認ください。
①売上が減っている
申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は 2020年１～３月）の同３
か月の合計売上高と比較して 10％以上減少。
②事業再構築に取り組む 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 3.0% 以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均
3.0% 以上増加の達成を見込む事業計画。
申請期間：第２回応募締切 ７月２日（金）18：00まで ＊電子申請のみ（第２回公募締め切り後、
さらに 3 回程度の公募を予定しています。）詳細につきましては下記の URL をご確認ください。
＊詳細→ https://jigyou-saikouchiku.jp/（中小企業庁）
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小規模事業者持続化補助金概要 ＜一般型＞＜低感染リスク型ビジネス枠＞
＜一般型＞
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿っ
て地道な販路開拓等に取り組む費用の２／３を補助します。
補助金上限額は 50 万円です。
今後各回の締切は、10 月２日、２月４日です
＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少
と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する
取組を支援するものです。
補助金上限額は 100 万円、補助率は３／４です。
今後各回の締切は、７月７日、９月８日、11 月 10 日、１月 12 日、３月９日です

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞「申請書作成」個別相談会
小規模事業者持続化補助金の申請書作成に関する相談会を開催します。専門家のアドバイス
により採択される申請書の作成を目指します。
開催日時：令和３年８月下旬（予定）
時間は 10：00 ～ 11：30、13：00 ～ 14：30、15：00 ～ 16：30
相談会場：西宮市立勤労会館（西宮市松原町 2-37）
専 門 家：経営計画の作成に精通した中小企業診断士
備
考：１．先着順でご希望の時間帯をお取りしますが、ご希望の時間帯がお取りできない
場合がありますのでご了承ください。
２．当日は西宮市立勤労会館に 10 分前にお越しください。
３．当日は様式１を２部プリントして持参してください。
４．キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。
５，小規模事業者持続化補助金＜一般型＞のご相談は、別途に個別相談を受付します。
問合せ先：西宮商工会議所 地域振興課
担当 大石、池田
TEL：0798-33-1258
FAX：0798-33-3288

小規模事業者持続化補助金
＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者等が、地域の商
工会議所または商工会の助言
を受けて経営計画を作成し、そ
の計画に沿って新たな販路開
拓等に取り組む費用の一部を
補助するものです。公募要領、
各種様式（書式）は補助金事務
局のホームページから入手し
てください。
令和２年度補正予算
＜低感染リスク型ビジネス枠＞
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

西宮市一時支援金【締切直前：6月 30日まで】のお知らせ
要：2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業要請や不要不急の外出・移動の自粛により影響を
受け、売上が減少した市内の中小・小規模企業者へ西宮市が独自に支援金を給付するものです。
要
件：西宮市内に本店または主たる事務所・事業所がある中小・小規模企業者
売上減少率が 20％以上 50% 未満の範囲内の減少であり、国の一時支援金の対象にならない
1月の緊急事態宣言に係る時短要請の協力金の対象にならない
・時短営業要請による協力金の支払対象の飲食店と直接・間接の取引がある
（次のいずれかに該当）
・西宮市内で不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
給 付 額：法人・個人を問わず一律 10 万円
申請期間：2021年 5月 17 日～ 6 月 30 日（水）＊消印有効
申請方法：郵送、オンライン
お問合せ：西宮市一時支援金事務局 TEL：0120-670-303
詳細につきましては下記の URL をご確認ください。
＊詳細→ https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/sangyoshinko/kobo/ichijisienkin_2021.html（西宮市）
概
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Q &A

専門家 Q & A
令和２年４月１日より施行

Ｑ
Ａ

4 月号の Q&A にて配偶者居住権（民法 1028 条）について説明がありましたが、評価方法は
配偶者居住権の評価については以下のとおりとなります。
配偶者居住権は財産評価通達ではなく、相続税法 23 条の 2によるところの法定評価になります。
自宅不動産を下記の４つの権利に区分して評価します。
配偶者居住権
居住建物の所有権

建物
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

敷地利用権
居住建物の土地等の所有権

土地
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

配偶者居住権の評価方法（相続税法 23 条の 2）

事例
相続開始前
事例の要件

①

②
③
④

建物
土地

被相続人は夫。妻が配偶者居住権を取得。存続期間は終身。
配偶者は夫の遺産分割が行われた時において 70 歳の場合
所有者
所有者

被相続人
被相続人

遺産分割後

建物
土地

所有者
所有者

長男
長男

建物 1,000万円
木造、築 4 年 建物の耐用年数 22年× 1.5 ＝ 33 年
土地 9,000万円
存続期間
20年（70歳女性の平均余命年数）
複利現価率
0.554（法定利率３％、存続年数 20 年）

配偶者居住権の価額
存続年数に応じた民法の
（耐用年数－経過年数）ー存続年数
居住用建物
居住用建物
ー
×
× 法定利率（３％）に基づく
の価額
の価額
（耐用年数ー経過年数）
複利現価率（0.554）
建物の所有権部分の価額 建物の価額－配偶者居住権の価額
敷地利用権の価額
土地の価額－土地の価額×存続年数に応じた民法の法定利率（３％）に基づく複利現価率
土地の所有権部分の価額 土地の価額－敷地利用権の価額

事例によるところの計算
配偶者居住権 828万円
居住建物の所有権
敷地利用権
土地
居住建物の土地等の所有権
建物

配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のデメリット

（33 －４）－ 20 存続年数に応じた民法の
× 法定利率（３％）に基づく
① 1,000 万円ー 1,000万円×
（33 －４）
複利現価率（0.554）
② 1,000 万円ー 828 万円＝ 172 万円
③ 9,000 万円ー 9,000 万円× 0.554 ＝ 4,014 万円
④ 9,000 万円ー 4,014 万円＝ 4,986 万円

遺産分割で配偶者の老後の生活資金が確保しやすくなります。
配偶者居住権は譲渡ができないため、老人ホームに入居したくても自宅を所有して
いる場合と異なり一時に大金を得ることができません。
配偶者居住権を放棄すると長男にみなし贈与税が発生します。

＊ 配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、当該配偶者居住権の設定登記を行う必要があります。
＊ 制度が複雑なのでお近くの税理士によく相談のうえ適用を検討してください。

近畿税理士会
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Information

西宮商工会議所からのお知らせ
令和 3年度（2021年度）西宮市技能功労者表彰の被表彰者の募集について
西宮市では永らく同一の職種に専念し、優れた技能をもって社会に貢献した人々の功績を称えるとともに、中小企
業に働く技能者の社会的地位及び技術水準の向上を図ることを目的として、市内の中小企業に働く優れた技能者を表
彰しています。
3. 提出書類

1．表彰資格
対象者は現在も引き続き 10年以上西宮市内に在住
又は在勤し、以下の⑴～⑹全てに該当される方です。

次の書類を各 1 部ご提出下さい。
⑴被表彰候補者推薦調書（技能の優秀さ、後進育成の実
績、産業に対する貢献、模範性、現役性の 5 項目全

⑴極めて優れた技能をもち、他の技能者の模範である
⑵同一の職種における経験が 25年以上あり、中小企
業（中小企業基本法による）に従事している
（当該経験に基づく技能の大部分を大企業や官公庁で

てを記入）
※推薦調書は、
「5. 推薦調書」からダウンロードしてく
ださい。
⑵付属資料（賞状や免許証、雑誌の記事などです。基本
的に A4 サイズに合わせてください。
）

得た人を除く）
⑶現在も引き続きその職に従事し、指導的立場にある
⑷各業種団体（事業所を含む）、西宮商工会議所または

⑶写真（被表彰候補者の仕事や指導を行っている様子、
作品など）
※提出いただいた資料等は原則として、お返しいたし

市長が特に推薦する人

ませんのでご了承下さい。

⑸過去にこの表彰を受けたことがない
⑹西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年
西宮市条例第 67号）第 2条各号に規定する暴力団員

4. 提出先・締切
【提 出 先】〒 662-0912

及び暴力団密接関係者でない者

西宮市松原町 2-37

西宮市役所労政課雇用労働チーム
【提出締切】令和３年７月 30 日（金曜日）必着

2. 対象職種
建築大工、左官、塗装、建築板金、畳、調理、菓子
製造（和・洋菓子）、クリーニング、理容、美容など
その他の対象職種については、
「技能功労者表彰対象

5．その他
推薦があった候補者を「西宮市技能功労者表彰選考

職種一覧」をご確認ください。（ただし、例示のため記

委員会」
（10 月実施予定）に諮り、受賞者を決定します。

載以外の職種でも対象となる場合があります。記載以

なお、表彰式は 11 月 23 日（土曜日・祝日）に行う予

外の対象職種についてはお問い合わせください。）

定です。

【問合せ先】 労政課

西宮市松原町 2-37 勤労会館内

TEL：0798-35-5286

FAX：0798-34-2888

https://www.nishi.or.jp/kurashi/rodo/nishinomiya_rodo/ginoukourou.html
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Information

西宮商工会議所からのお知らせ
オンラインセミナー「いまさら聞けない情報セキュリティーの基礎」
中小企業のサイバーセキュリティ対策が更に重要になりつつある。新型コロナウイルス感染症の影響によりビジネ
スや消費動向が大きく変化、テレワークなど働き方まで変化が求められている。業務効率化、生産性アップを目指す
には「デジタル化」が有効とわかっているが、
「情報漏えい」や「サイバー攻撃」防ぐのに、
どう取り組めばいいのか。
「守
らなくてはいけない情報とは？」
「どんな危険が潜んでいるのか？」
「情報はどこから漏れるのか」独立行政法人情報処
理推進機構 (IPA) より講師をお招きし、オンラインセミナーを開催します。ぜひご参加ください。
日

時：2021年７月 30 日（金） 14：00 ～ 15：00
オンラインセミナー
参加費：無 料

起業塾

2021 開催のご案内

参加費無料

７月下旬より西宮市内で起業を検討されている方を対象に、全５日間で起業のノウハウを学ぶ「起業塾」を開催し
ます。この起業塾は西宮市の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業（※）として国から認定を受けています。
内

容：
【第一部】全３日間で経営やマーケティング等、起業に必要なノウハウを学び、そ
れぞれのビジネスモデル・事業計画を構築していただきます。参加形式はオンラ
イン（Zoom）とオフライン（会場）のお好きな方からお選びいただけます。
【第二部】財務・IT 活用・販売促進等テーマ別４コース（各コース２日間）の中か
ら自身の課題・ニーズに合わせてお好きなコースをお選びいただけます。参加形
式は全コースともオンライン（Zoom）となります。

参加資格：西宮市内で起業を予定している方（西宮市在住で起業を予定している方も可）
参 加 費：無料
定

員：30名

問合せ先：西宮商工会議所

経営支援課

担当：森川

TEL：0798-33-1257

※特定創業支援事業について…
受講後に西宮市商工課にて特定創業支援事業の受講証明書をお受け取りただけます。この証明を
受けることにより、会社設立時の登録免許税の減免や、創業関連保証の特例が受けられる場合があ
ります。証明の申請手続き等、詳しくは西宮市商工課までお問い合わせください。
お申込方法、カリキュラムの詳細等は西宮商工会議所までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、開催時期・内容を変更する場合があります。
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Information

西宮商工会議所からのお知らせ
西宮北部地域出張経営相談室

相談無料

予約優先

月時支援金や事業再構築補助金などの補助金申請、販路拡大、融資制度、新商品開発の相談など、経営に関する相
談をおこないます。また、今般の新型コロナウイルス感染症の広がりにより、影響を受けているまたは、その恐れが
ある事業者の相談も無料で応じます。お気軽にお越しください。
日

時：令和３年７月 20日（火）13：00 ～ 16：00（相談時間：１社 30 分まで）

場

所：阪神流通センター協連会館

主

催：西宮市・西宮商工会議所

２階会議室（西宮市山口町阪神流通センター１丁目 31）

申込方法：ご希望の方は、TEL もしくは、ホームページよりお申し込みください。
問合せ先：西宮商工会議所

経営支援課

担当：金谷（カナヤ）TEL：0798-33-1257

※新型コロナウイルスに伴う感染予防対策のため、咳エチケットや頻繁な手洗いなどに心がけていただくととも
に、体調に不安のある方は参加を控えて下さいますようお願いします。また、相談担当者はマスクを着用し対
応させていただきますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

貴社のご要望に応じたオーダーメイド研修

実施事業者を募集します。

これまで多くの事業所にご活用いただいているオーダーメイド研修の実施事業者を募集します。接遇・コミュニケー
ション・コーチング等、ご希望の内容を各事業所に合わせてカスタマイズし、最も効果的な形でご提供します。是非
ご活用ください。詳しくは同封のチラシをご覧ください（担当：経営支援課

西宮商工会議所物品調達等
受注機会拡大連絡会 要望趣旨説明会
６月８日、西宮市役所において、当連絡会より西宮市長宛
に「市内事業者への優先発注による受注機会の拡大に関する要
望書」を提出し、市内事業者優先発注に係る実施方針等の策定
や委託業務完了後における評価制度の導入、市内事業者優先
発注の庁内周知等、６項目について要望した。北田副市長から、
当連絡会活動への期待と、市内事業者優先発注への仕組みづ
くりや市担当職員の意識改革を行っていく旨が伝えられた。

７月18日（日）は、兵庫県知事選挙の投票日です！

詳しくは、兵庫県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
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西宮商工会議所からのお知らせ
西宮商工会議所 7 月行事予定
日

月

4

5

火

水

6

木

金

土

1

2

3

8

9

10

15

16

17

7
●マル経審査会

11

12

13

14

●定例融資個別相談会

18

19

20

●珠算検定
（珠算下級・準級、
暗算下級・準級）

25

●よろず支援拠点
●働き方改革相談窓口

21

22

23

24

28

29

30

31

●北部出張経営相談室

26

27

●起業塾

兵庫県技術士会阪神分室における「（無料）技術相談」の一時中断と代替相談窓口について
NPO 法人兵庫県技術士会阪神分室（西宮商工会館本館２階）にお
いて毎週木曜日午後に「（無料）技術相談」をご愛顧いただいており
ますが、このたびの西宮商工会館建替工事に伴い、2021 年 3 月か
ら 2022 年３月まで一時的に中断させていただきます。なお、その
間の「（無料）技術相談」は、NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所（下
記）にて承りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

～で あ い 、ふ れ あ い 、会 員 づくり～

【代替相談窓口】NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所

URL: https://www.hpea-npo.com/
神戸市中央区東川崎町 1-8-4（神戸市産業振興センター５階）
TEL 078-360-3320、FAX 078-599-7545
E-mail：kobeinfo@hpea-npo.com

会 員 募 集 キャンペ ーン実 施 中

西宮商工会議所では、組織の充実と強化を図り、より信頼される会議所となるため現在、
「会員増強運動」を実施しています。趣
旨をご理解いただき、ご入会くださいました事業所の皆様には誌上を借りまして、厚くお礼を申し上げます。
西宮商工会議所 TEL.0798 － 33 － 1131
新入会員紹介

一層のご繁栄を祈念いたします。

事

業

所

名

所

在

地

DenzoLab Inc.

西宮市石刎町16－6
サンパレス21苦楽園202

HARUKA CREART WORKS
(ハルカクリアートワークス)

西宮市大屋町12－17

RAT★RACE
（ラット★レース）

西宮市菊谷町1－1ハイツ城南

電

話

業 種 ・ ＨＰ ア ド レ ス

0798-27-0451

映像制作・撮影・編集
https://www.denzolab.com/

090-6978-2198

絵本・イラスト
https://www.hanezou.com/

0798-70-0855

巷で話題の苦楽園Tシャツ等の販売
http://ratrace.cart.fc2.com/

株式会社インバウンドグループ

西宮市甲子園高潮町
3－47－1001

070-8561-5030

外国人向け料理教室
http://inboundgroup.jp/

ハートシェルボックス

西宮市霞町1－2

090-9991-3125

結婚式宅配・ユーバー和婚
http://face-box.wixsite.com/heartshellbox-photo

れおずかふぇ

西宮市馬場町4－9

090-6373-7162

Dog Café
https://leozcafe.com/

※令和３年４月に入会された会員様で、掲載を希望された会員様のみ掲載しています。
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がんばってます

このみせ

会員事業所紹介

この会社

このひと

It can do it's best Worker.

ツバコー関西株式会社
関西のものづくりを技術力で支えています！

当社は、創業 100年を超える東証一
部上場の老舗機械商社椿本興業㈱のグ
ループ会社です。阪神湾岸エリアを中
心に、関西全域で営業を展開しており、
主に生産現場向けに部品から大型シス
テムまで、お客様のニーズに最適な製
品を提供・提案しています。主力であ
る動力伝達商品に加え、食品工場・食
品製造機械向けに、異物混入対策用の
ゴム・プラスチック製品などの商品も
展開しております。工場設備、機械部
品などでお困
りのことがあ
り ま し た ら、
ぜひともお問
い合わせくだ
さい。

【所在地】西宮市六湛寺町 14 − 5
【TEL】0798-38-8305 【FAX】0798-38-8555
【URL】http://www.tsubaki.co.jp/kansai/index.html

Dekiru Coaching

英会話プラス

英語で書かれた実用書を原
書で読み、英語でディスカッ
ションして学びを深めるブッ
ククラブ。海外のビジネス書・
自己啓発書などから新たな考
え方・メソッドを学び、選び
とり、自己成長するお手伝い
をします。
「Boost Session」という一
回完結のお試しセッションを、
クーポン利用で１回無料で受
けられます。
クーポンコード：CC1
【TEL】080-2420-6020
【URL】https://www.dekirucoaching.com
【E-mail】oﬃce@dekirucoaching.com
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詳しくはウェブサイトまたは
メールでお問い合わせ下さい。

女性会の活動

女性会通信
「今何ができるか」に知恵をだす！
5月 17日 に 西
宮商工会議所女性
会の今年度総会
が、西宮勤労会館
においてオンライ
ン併用で開催され
ました。久しぶり
に会員相互のお顔
を直に拝見しなが
ら予算や事業計
画、新役員人事な
どが、無事採択さ
れました。
今年度もコロナ
禍の厳しい世情が続いておりますが、
「今何ができるか」
を新入会員さんも一緒に皆で知恵を出し合い、コロナ後
の社会に貢献すべく前向きに取り組んでまいります。特
に中長期計画として SDGs をひとつの核にすえ、企業
や個人のあり方を女性会全員で提案し活動していこうと
考えています。

新任 副会長の抱負
●増井 孝子 COMCUBE
業態は違っても、お互いに活かせるノウハウ、役立つ
情報はいっぱいある筈！やりがいや悩みなどを共有する
ことで仲間の絆を深め、いろんな可能性にチャレンジし
てまいりましょう。
●米谷 侑子 ㈱ aim
コロナにより本業での活動は停滞しておりますが、女
性会メンバーからの温かく力強い言葉に助けられていま
す。感謝の気持ちを原動力として微力ながら会に尽力し
てまいります。
●八上 祐子 ㈱六甲工芸社
青年部と女性会に所属し、多くのことを学び素晴らし
い仲間に出会えたことは本当に得難い財産となっていま
す。2年後女性会が 50周年を迎えるにあたりこの恩返
しができるように努力してまいります。

Tel：0798－ 33－ 1257

会 員 西宮商工会議所 女性会担当
募集中 ホームページは、こちら
https://n-cci.or.jp/joseikai/

前月と比べたDI値の動き
改善

ほぼ横ばい

悪化

左から 八上副会長、上田会長、増井副会長、米谷副会長

早期景気観測

LOBO

業種別の動向
2021年５月調査結果

建設業

防災・減災工事などの土木関連を中心とした公共工事が底堅く推移する一方、店舗・宿泊施設の新設・
改修などの民間工事の低迷や木材・鉄鋼などの資材価格上昇の影響が続き、悪化。

製造業

中国・米国の経済回復に伴い、受注増が続く半導体・電子部品関連や自動車関連が全体を押し上げ、改善。
ただし、鉄鋼をはじめとした原材料の仕入価格上昇による収益圧迫を指摘する声も聞かれた。

卸売業

内食向けの飲食料品の売上が堅調に推移しているほか、半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業
からの原材料・ 部品などの受注増が寄与し、改善。

小売業

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、大型連休における都市部からの客足が減少し、悪
化。また、買いだめ需要があった前年同月に比べて、飲食料品や日常消耗品などの売上が悪化したと
の声も聞かれた。

サービス業

コロナ禍で増加したデジタル投資の恩恵を受けたソフトウェア業が堅調な一方、緊急事態宣言やまん
延防止等重点措置の実施を背景に、大型連休における客足が遠のいた娯楽施設や飲食・宿泊業が全体
を押し下げ、ほぼ横ばい。
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青年部

入ってよかった青年部

広報委員会委員

田川

智洋

広報委員会委員の田川智洋です。西宮市戸田町で経営コンサルティング事
務所を開いております。
業務としては、資金繰りの改善や補助金・公的施策申請のお手伝いを中心に、
金融・財務のノウハウを活かした「お金回り」からのコンサルティングを提供
しています。ここ西宮においては、商工会議所からの派遣専門家、そして後
継者育成塾の講師や補助金の個別相談員として、地元事業者の方々と関わら
せていただいております。
私が青年部に入会したのは、地元で同世代の経営者（飲）仲間ができたらい
いなというところからでした。まだ入会して３年目ですが、今回は入会のきっ
かけやこれまでの思い出深い活動をご紹介したいと思います。
【いきなり助けてもらったホームページ制作】
商工会議所に入会後、青年部はどうしようかと悩んでいたおり、会員 Y
氏のブログに目が止まり、「青年部活動面白そう！肩肘張らなくても良さそ
う！」と感じたのが青年部入会の動機付けとなりました。入会当時、ちょう
ど顧問先から HP リニューアルの依頼を受けていたこともあり、Web 制作
をされていた Y 氏に相談したところ、大変丁寧に対応していただき、「青年
部って仕事も助けてもらえるじゃん！」と思えたことも入会の大きなきっか
けになりました。
【大繁盛！酒ぐらルネサンス】
青年部は毎年 10 月初めの土日に西宮神
社で開催される「西宮酒ぐらルネサンスと
食フェア」に参加しています。昨年は残念
ながら中止でしたが、私が初めて参加した
一昨年は「揚げたこ焼き・ハムカツ」など
の食べ物路店を出店しました。両日晴天に
加え、赤門前の好立地と、何より気合いの入った声かけにより、目標の２倍近
くの売り上げを上げることができました。「西宮の若手経営者のパワーすげー
な！」と改めて感じることができたイベントでした。
【白熱！新入会員歓迎会】
新入会員歓迎会は 2月に行われ、
毎年新入会員がイベントホストと
なり盛り上げます。我々の代は人
数が多く、3 グループに別れての
自社紹介
PR 合 戦
を行いま
した。どのグループも「かぶり物」あり「まじめ（!?）」
ありの、熱のこもったユーモラスな PR をする中、接
戦ながらも先輩方に支持いただいた私のグループが優
勝！なんと、恐縮ながら個人でも MVP をいただくこ
とができました。このイベントを通して一気に会員同

青 年 部
会員募集
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からの

i
Blue Nav

士のつながりが深くなったと感じました。
地元なのに知り合いがいない中飛び込んだ青年部でしたが、先輩会員の皆
様に温かく迎えていただき、委員会活動やイベントでたくさん貴重な体験を
させていただいています。賑やかな商売人もいれば、大人しい専門家もおり
ますが、皆「楽しいこと」を探しに自分のペースで参加しています。人見知り
の私でも楽しく委員会に参加できておりますので、「地元で経営者の仲間を作
りたい」という方は、ぜひ西宮商工会議所青年部の扉を叩いてください！
【事業所名】Encourage Consulting
【代表者名】田川 智洋
【所 在 地】西宮市戸田町１―27 岩崎館 201

2021年度定時総会
2021年 ５ 月 24日 19時 よ り、
西宮市立勤労会館において青年部
2021 年度定時会議が執り行われま
した。
開会後、平田会長から新型コロナ
ウイルス影響下でも、青年部一同協
力して事業を進め、青年部に入って
よかったという一年にしたいというご挨拶がありました。
続いて、親会である西宮商工会議所の藤田専務理事から、商工会議所のス
ローガン「輝くひとづくり、ものづくり、ことづくり、まちづくり」と「西宮
の企業を育て産業の未来を拓く」について説明があり、青年部の活躍を期待す
るとご挨拶を頂きました。
その後、議長に選出された豊見里直前会長のもと議題はスムーズに進行し、
事業報告及び収支決算の件、事業計画（案）及び収支予算（案）の件、そして青
年部会則変更（案）の件について承認可決を頂きました。
最後に、参加者全員で集合写真を撮影し、定時総会は恙なく終了致しました。
定時総会を終え、本年度の青年部の事業も本格的に始動して参ります。昨
年度と同様に、新型コロナウィルスの影響で厳しい状況が続く懸念もありま
すが、各委員会は慎重に準備を進めております。今後の青年部活動にご期待
頂きます様お願い申し上げます。

2021 年度に向けて新入会員を募集しております。 青
年部入会資格は、商工会議所の会員事業所で、経営者及
び後継者又は幹部社員で 50 歳未満の方。
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ご案内

【年会費】12,000円
【窓 口】西宮商工会議所 新垣／神澤
TEL：0798－ 33 － 1258
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西宮逸

Nishinomiya IPPIN Zukan
市内の優れた商品（モノ）
を紹介します。

第 24 回

100 年以上愛飲されているサイダー

ダイヤモンドレモン
株式会社 布引礦泉所
1914年の発売以来、西宮で作り続けられている炭
酸ドリンク「ダイヤモンドレモン」。高級料理店などで
も出されている上品な味は、これからの季節にぴった
りの逸品だ。
ダイヤモンドレモン

◆昔ながらの製法でさわやかな味に

◆高級店で選ばれるミネラルウォーター

緑色の瓶のラベルに書かれた“SINCE1899”という

同 社 の 商 品 は、

文字。クラシカルな雰囲気のラベルがしゃれているダイ

他にも炭酸水のヌ

ヤモンドレモン。やさしくはじける発泡感、レモン風味

ノ ビ キ ソ ー ダ ―、

のソフトな甘味、すっきりとしたあと味。ドリンクのプ

天然レモン果汁が

ロであるバーテンダーが選んで、バーのメニューに加え

入った酎ハイ用炭

られているのが納得できる味わいだ。

酸飲料のダイヤモ

サトウキビから作られたグラニュー糖と地中海地方の

ン ド サ ワ ー、 そ し

天然香料を加えて炭酸飲料にしたもので、人工甘味料は

てビールのような

使わず、昔ながらの製法で作られている。そのきめ細か

見た目のダイヤモンドガラナなどがある。

ミネラルウォーターや炭酸水など

い泡とシンプルな味は、逸品を紹介するテレビ番組でも

ダイヤモンドガラナは、南米アマ

紹介され、大きな話題を呼んだ。

ゾン川流域でとれるガラナの実から
抽出したエキスとアップル香料を入
れた炭酸飲料。グラスに注ぐとビー

◆船乗りが愛飲する神戸の水
布引礦泉所は、川崎重工業（当時
は川崎造船所）の重役であった石井
清氏が創立した。多くの船が寄港す

ルのような白い泡がたち、コクのあ
ダイヤモンドガラナ

る風味が味わい深い。
布引にある自社の敷地に湧き出る

る神戸港、そこで補給した水は赤道

天然水から作るミネラルウォーター「神戸六甲山の名水」

を越えても腐らず、おいしいという

は、高級和食店やフランス料理店で利用されている。硬

ことが船員の間で知られていた。そ

度 100という水は、ナトリウムやマグネシウムといっ

こに目をつけ、炭酸水の製造を始め

たミネラルが豊富で、まろやかな味わいが様々な料理と

た。現在は、山麓の給水地から西宮の工場へ水を運んで
製造している。

好相性なのだ。
全国各地でブームの地サイダーを OEM で製造するこ

川﨑重工業は、のちにモーターサイクルメーカーのカ

ともある。創業者のひ孫で、子どもの頃からダイヤモン

ワサキとなり、世界的に有名になる。そのカワサキが、

ドレモンが大好きだったという石井恭子社長が、伝統の

鈴鹿８時間耐久ロードレースで優勝した時には、ダイヤ

製法と味を受け継いで、次の時代へとつないでいく。

モンドレモンがチームの祝杯に用意されたそうだ。

商品 History

1899（明治 32）年

創業。炭酸水の製造を始める

1910（明治 43）年

株式会社布引礦泉所設立

1914（大正 3）年

ダイヤモンドレモン発売

（取材協力：ウエストプラン）

商品に関する問い合わせ先
株式会社布引礦泉所
【TEL】0798-35-1313
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