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ご相談ください。
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マルナカ商事株式会社（山科区）

株式会社東五六（東山区）

専務取締役　中瀬　英輔 さん

専務取締役　浅井　洋平 さん

事前マッチング型商談会に参加、人気通販サイトとの取引が成立し、
新たな販路が拡がりました。

様々な支援制度が新しいチャレンジの後押しを、
青年部の活動が人脈づくりと情報収集に役立っています。

創業：1984年
資本金：1,000万円	 従業員：6人
綿・合繊織物特殊加工生地(卸)、スカーフ・傘・レインコート製品(卸)
http://ballett.jp/

創業：1992年
資本金：4,400万円　　従業員：8人
京焼・清水焼を主とした陶磁器の企画(販)、業務用食器・特別誂品・ガラス器・漆器等の工芸品(販)
http://www.tohgoro.co.jp/

新しい取引先を探していた折、経営支援員に勧められ商談会（事前マッチング型商談会⇒P12）に参加。何度か参
加を重ね通販サイトと成約することが出来ました。まだ顕著な売上増はありませんが、商品のPRや信
用力アップに役立っています。また、同じ地区の事業所を対象とした交流会（地域ビジネス活力交流会⇒P28）では
半年後に参加者から枕カバー製作の注文があり、その後百貨店で取り扱っていただけるなど意外なと
ころからビジネスが拡がりました。

京都での様々な人脈・ネットワーク構築のため、父の勧めで青年部（青年部⇒P29）に加入。同世代の経営
者や後継者との交わりは学びが多く、さまざまな情報を得る機会となっています。また、会議所主催
のセミナーやイベントにも積極的に参加し、事業に役立つ何かを少しでも吸収出来るように心がけて
おります。
会議所では多様な事業を実施しているので、きっと自社に“使える”ものがあるはずです。意欲的に

活用して自社の成長につなげたいと考えています。

京商を活用した「事業者の声」をご紹介します。

事業者の声
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株式会社フクナガ（中京区） 取締役財務部長　吉野　正司 さん

創業：1930年
資本金：9,960万円　　従業員：180人
飲食業（喫茶･洋食･炭火串焼･とんかつ）、洋菓子（製）（販）･フランチャイズ
https://www.fukunaga-tf.com/

加入中の保険を見直し、商工会議所の制度を利用することで
大幅なコスト削減が出来ました。

山元染工場（右京区） 山元　桂子 さん

創業：1930年　　従業員：3人
舞台等衣装専門製造一式、型友禅による染加工・金彩・縫・仕立、自社ブランド小物(小)
http://www.yamamoto-some.jp/

窓口相談を機に経営支援員と二人三脚、
京都府の「知恵の経営」実践モデル企業に認証されました！

株式会社ルシエール・ジャパン（西京区） 代表取締役　村田　憲彦 さん

〝自社の強み〟を活かした新商品開発で知恵ビジネスプランに認定されました。

創業：1985年　資本金：1,000万円　　従業員：14人
麻布染色加工・小物（製）（販）
http://leciel-japan.com/

事業経営には様々なリスクが潜んでおり、当社ではこれに備えるため各種の保険に加入はしていま
した。ある時、商工会議所の保険制度について説明を受ける機会があり、幅広い内容を担保出来る“ビ
ジネス総合保険”（ビジネス総合保険⇒P21）で見積りしたところ全く同じ保険内容で既加入のものより５割以上
も安くなることが判明しました。早速切り替え、安くなった分で、新たに従業員の福利厚生充実の為
に京商“はんなり共済®”（京商はんなり共済®⇒P23）に加入しました。
これにより、従業員に対する業務中、業務外の両方ともカバーする事が出来ますので、非常に良い

機会に恵まれた事、感謝しております。

東日本大震災を境に得意先からの受注が激減し悩んでいた時、商工会議所で経営の相談（経営相談⇒P6）
が出来ると知り、近くの洛西支部へ。経営支援員や専門家に話をすることで、気持ちが前向きになり
ました。「知恵の経営」認証取得（「知恵の経営」支援⇒P19）を機に、独自の技術と歴史を強みに新たな展開をスター
トしています。

貿易証明（各種証明・認証⇒P17）の手数料割引のために入会しました。海外販路開拓支援事業（海外販路開拓支援事業
⇒P12）に参画し、専門家の指導のもと現地ニーズに応じた商品開発に取り組み、欧州市場への足がかり
となりました。また、知恵ビジネス塾（経営革新等支援⇒P19）に参加したことにより、〝自社の強み”を見直す
ことができ、新たに立ち上げたファッション小物ブランドが、知恵ビジネスプランコンテスト（知恵ビジ
ネスプランコンテスト⇒P18）で認定を受けました。今後は、経営相談や販路開拓支援事業を通じ、新ブランドを
成長させていきます。
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経営課題の解決

　中小企業経営支援センター各支部には、小規模・中小企業のよき相談者として、
経営支援員が常駐しています。お気軽にご相談ください。

バッチリ解決！経営相談

「中小企業応援隊」事業
・�経営の安定、改善からイノベーションなどの創出につなげる
サポート
・�支援事業（中小企業知恵の経営ステップアップ事業等）

＜ご相談例＞
・融資を受けたい、事業資金を作りたい
・帳簿のつけ方を教えて欲しい
・割安な保険・共済・福利厚生に加入したい
・事業承継の相談をしたい

・新たな事業に挑戦したい
・創業の仕方を知りたい
・許認可について確認したい
・企業再生を図りたい　など

経営相談（窓口・訪問等）

　京都商工会議所では、企業の更なる発展に向けて、経営
支援員が経営者の皆さんと二人三脚で、企業がお持ちの知
恵・工夫・経験などの強みを明らかにして活かす取り組みを
進めています。
　御社の事業推進に経営支援員をご活用ください。
※必要に応じ、専門家にご相談いただくこともできます。

強み発掘プロジェクト展開中

専門性の高い経営課題に対応

専門家による経営サポート
　専門性の高い経営課題について、経営支援員の判断に基づき、弁護士・税理士・
中小企業診断士などの専門家と連携して経営課題の解決に向けてサポートしま
す。専門的な経営課題についても、まずは経営支援員にご相談ください！
※ご相談の内容により、「専門相談」をご案内させて頂くことがあります。

京都商工会議所は、
経営革新等支援機関

に認定されています。

詳しくは

詳しくは

中小企業経営支援センター 事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター 事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）
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経
営
課
題
の
解
決

専門家がお応えします

専門相談
　中小企業経営に関するあらゆるご相談に、それぞれの専門家が適切なアドバイスでお応えします。

相談分野 専門
相談員 場所

実施曜日
相談時間

月 火 水 木 金
法律

(事業に関する) 弁護士 洛央支部 ◯

13：00～16：00
(受付は15:30まで)

※相談時間の目安は30分です
※混雑時はお待ち
頂く場合があります

経営 中小企業
診断士

洛西支部 ◯

洛北支部 ◯

洛央支部 ◯

洛南支部 ◯

税務・財務 税理士

洛央支部
◯

第1～
4のみ

全支部
【記帳指導】 要予約 9：00～17：00

※相談時間の目安は60分です

洛北・洛西・
洛南支部

【税務特別相談】

確定申告前の所定日
予約優先

10：00～16：00
※相談時間の目安は60分です

雇用・労務
(事業主むけ)

社会保険
労務士 洛央支部

◯
第2・4
のみ

13：00～16：00
(受付は15:30まで)

※相談時間の目安は30分です

不動産登記・
会社登記全般 司法書士

洛央支部

要予約

9：00～17：00
※相談時間の目安は60分です

許認可関係
入管手続等 行政書士

知的財産関係 弁理士

店舗デザイン 商業施設士

国際ビジネス 産業振興部
(075-212-6442) 9：00～17：00

※該当日が祝日、お盆、年末年始になっている場合は休会します。
※ご相談は単年度で同分野の場合、原則5回までとします。
※京都商工会議所窓口では専門相談員の個別紹介や個別斡旋はいたしません。

※相談分野によって担当支部が異なります。上記表をご参照ください

詳しくは 中小企業経営支援センター 事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）
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詳しくはWebで

事業を未来へつなぐお手伝い

準備から開業、その後の相談まで

事業承継相談

創業支援
京都スタサポ

京都市内で創業したい方を応援する情報サイト
です。創業の基礎知識や役に立つセミナー情報
をお届けします。

◦創業相談
　自分のお店を持ちたい、独立開業したい、新規事業を立
ち上げたいなど、夢の実現をお手伝いします。経営スキル
を身につける創業塾やセミナー、事業計画の策定や融資相
談、開業後の販路開拓など、創業から事業が軌道に乗るま
で皆様の創業をしっかりサポートします。

◦創業塾・創業支援セミナー
　創業に向けて行動を開始しようとしている方、創業間も
なく改めて創業の基本を学びたい方を対象に開講します。
事業を実現・成功させるために必要な基礎知識から実践的
な内容までを学ぶことができます。創業したいものの不安
でなかなか最初の一歩が踏み出せない方は、ぜひご参加く
ださい。

・親族や従業員に事業を引き継ぎたい方
・事業の引き継ぎはすでに決まっているが、相談したい方
・後継者がなく、事業を他者に任せたい方
　（ご希望により、承継候補先の紹介もお手伝い致します）
・後継者不在などにより、事業を他社に売り渡したい方
・事業拡大のために、他社から事業を買い取りたい方　など

＜相談の流れ＞
①経営支援員を通して、あるいは電話・メールによるお問合せ後、窓口にて具体的な相談を承ります。
②会社の状況や経営者のご意向を伺い、専門家が助言を致します。
③今後の対応方法等につき、様々な情報や判断材料の提供を行います。
④�具体的な引継ぎやM&Aの相談に対し、専門家による相談やM&A仲介機関への引き継ぎ等を行います。

京都府事業引継ぎ
支援センター譲り渡し希望者

廃業・閉店をお考えの経営者
・引退したいけど後継者がいない

譲り渡し側のメリット
・譲渡益でハッピーリタイア
・後継者問題の解決

譲り受け希望者
新規事業を目指す方
事業拡大をお考えの方
・違う業種に進出して多角化を目指す
・お店のオーナーになりたい

譲り受け側のメリット
・設立から顧客獲得の時間とリスクを低減
・未経験の事業ノウハウを短時間で習得

マッチング

既存の
ビジネス・店舗を
そのまま譲渡

京都府事業引継ぎ支援センター
・��本センターは、京都商工会議所が国から委託を
受けて実施している事業で、事業引継ぎを円滑
に行うためのお手伝いを行います。相談は無料。
・��経験豊富な専門家が常駐し、中立的な立場で御
社の悩みにアドバイスいたします。

相談 相談

・創業の心構えと創業動機
・事業コンセプトの明確化
・事業内容の詳細検討
・販路開拓、販売促進の
　ポイント

・資金計画、利益計画の
　考え方
・会計・税務の基礎知識
・雇用・人材育成の基礎　
� など

創業塾カリキュラム

中小企業経営支援センター（創業・事業承継推進室） TEL 255-7101 
または事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

https://www.stasapo.kyoto/

詳しくは

詳しくは

中小企業経営支援センター（創業・事業承継推進室） TEL 212-6435 
または開業予定地の行政区の担当支部（裏表紙参照）
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解
決

詳しくはWebで http://www.kyo.or.jp/kyoto/senmonka/

詳しくは

ご相談はできるだけお早めに！

経営安定相談
　“早期に適切な手を打つこと”が経営危機を回避する重要なポイントです。経営の
先行きや販売不振、手形決済などに不安が生じたらできるだけお早めにご相談くだ
さい。商工調停士を中心に、専門スタッフが経営・財務内容の把握と分析を行い、
対応策を検討します。

企業再生をバックアップ

事業再生相談
◦事業再生に向けた支援
　事業再生に関して、経験豊富で専門知識を有する専門家が財務上の問題などを抱
えている中小企業の課題・問題点を抽出してアドバイスします。事業再生が可能な
場合、必要に応じて公認会計士、弁護士などで構成する個別支援チームを組成し、
事業再生計画の策定や金融機関との調整など、事業再生に向けた支援を行います。

◦経営改善計画書の策定
　中小企業・小規模事業者が、税理士、会計士等、国が認める専門家(認定支援機関)
の支援を受けて、経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3
を負担する事業を実施しています。
　金融支援を必要とする場合は「経営改善計画」の策定、金融支援を必要としないが資
金繰りや採算管理等に取り組みたい場合は「早期経営改善計画」の策定を支援します。

複雑な経営課題の解決を専門家がお手伝い

がんばる経営応援専門家ネットワーク

　中小企業経営の頼れるパートナーである士業専門家が、中小企業の抱えるお悩
みの的確・迅速な解決をお手伝いします。自分にぴったりの専門家を検索できる
ウェブサイトを開設していますので、複雑な課題を解決してくれる専門家をお探
しの方はご活用ください。
　また、ネットワークにご登録いただける専門家も募集しております。

京都府中小企業再生支援協議会 TEL 212-7937

京都府経営改善支援センター TEL 221-2678

中小企業経営支援センター（創業・事業承継推進室） TEL 212-6435 

中小企業経営支援センター（金融担当）内　経営安定特別相談室 TEL 212-6434

詳しくは

詳しくは

詳しくは
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資金調達

京都市セーフティネット保証認定相談窓口（中小企業経営支援センター内） TEL 212-6462
または事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）詳しくは

詳しくは

以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
・京都市内で、最近1年以上営業している方
・�従業員が20人以下（商業・サービス業（宿泊業及び娯
楽業を除く）は5人以下）の方（法人役員・家族従業員・
パートは除く）
・�確定申告を行い、法人税・所得税・事業税・住民税に
ついて、納期限の到来している税額を完納している方
・日本政策金融公庫の融資対象業種の方
・従前から商工会議所の経営指導を受けている方��
※�ご相談の内容によっては、ご希望に沿えない場合が
ありますのでご了承ください。
※�国や府・市が行う中小企業向けの融資のご相談もい
ただけます。

◆法人企業　�・�最近2期分の確定申告書（別表類）、決算書、勘定
科目明細

　　　　　　�・最近の試算表
　　　　　　�・借入金の返済予定表
　　　　　　�・法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
　　　　　　�・�法人税、事業税、住民税の領収書（納税証明書など）
　　　　　　�・設備資金の場合は、見積書や契約書など

◆個人事業者�・�最近2年分の確定申告書、決算書
　　　　　　�・最近の毎月の収支状況
　　　　　　�・借入金の返済予定表
　　　　　　�・�所得税、事業税、住民税の領収書（納税証明書など）
　　　　　�　・�設備資金の場合は、見積書や契約書など

＜必要書類＞＜対象＞

融資条件 融資限度額 返　済 据置期間
運転資金

2,000万円
7年以内 1年以内

設備資金 10年以内 2年以内

無担保・無保証人・低金利の融資

マル経融資（小規模事業者のための融資制度）
　商工会議所の経営指導を受けて、経営の改善をしていこうとする方に、商工会議所の推薦により、無担保・無保証人・
低金利で日本政策金融公庫から貸し出される国の融資制度です。小規模事業者の安心経営を金融面からバックアップ
します。

❶ 2,000万円までご融資
❷ 無担保・無保証人（信用保証協会の保証も不要）
❸ 年1.11%と低金利（平成30年5月16日現在）
❹ 融資限度額の範囲内で、重複や借替えの利用も可能

小規模
事業者

日本政策
金融公庫

商工
会議所

（審査会を実施）

③推薦

②・④
経営指導

①申し込み⑤審査・融資
無担保
無保証人
低金利

中小企業の安定した資金繰りをサポート

セーフティネット保証認定相談
　「セーフティネット保証」は、取引先企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻・合理化、不
況業種に属し売上高が減少しているなどの理由により、経営の安定に支障が生じた場合に、
信用保証協会の保証が従来の保証枠とは別枠でご利用いただける保証制度です。
※�ご利用には、事業所所在地を管轄する市町村長等の認定（京都市内事業者の場合、京都市長の認
定）が必要となります。
※資金調達・資金繰りに係るご相談は各支部で承ります。

融資制度の流れ

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）
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詳しくは

詳しくは

　本所の経営支援を継続的に受けている方が、京都府・京都市の制度融資を利用する場合に、信用保証協会の保
証料率が0.1 ～0.2%引き下げられる制度です。
＜対象＞
本所の経営支援を継続的に受け、自らが経営状況を把握し体質強化を目指す意欲のある中小企業者
※�融資申込前の経営支援（事前支援）と融資実行後の経営支援（3年間、6ヶ月ごとの事後支援）を受けていただく必要があ
ります。

一般資金・あんしん借款資金（経営力強化保証を除く） 保証料率　年0.1％引下げ

保証料率　年0.1〜0.2％引下げ小規模企業おうえん資金
（従業員20人（宿泊業及び娯楽業を除く商業・サービス業は５人以下）の中小企業者）

保証料率優遇融資制度の一例

※経営支援を受けている方であっても金融機関及び保証協会等の審査により、ご希望に添えない場合があります。

保証料率が0.1%〜0.2%下がります

中小企業応援隊サポート制度（商工会等連携経営改革支援制度）

国や京都府・京都市が行う制度融資をご紹介

各種融資制度利用相談
　国や京都府、京都市が行う中小企業向けの融資制度や、本所の経営支援を継続的に受けている方を対象とした
保証料率優遇制度（中小企業応援隊サポート制度）など、貴社ニーズにマッチした資金調達の方法をご紹介します。

※�その他にも、京都府・京都市協調融資制度の地域産業振興特区資金や、和装産業取引改善等特別資金、日本政
策金融公庫の新創業融資制度などがあります。

＜融資制度の一例（平成30年4月1日現在）＞
融資名 限度額 利率 返済期間

京
都
府
・
京
都
市
協
調
融
資
制
度

経営あんしん（セーフティネット）融資

小規模企業
おうえん資金

ベース枠 無担保無保証人　2,000万円 年1.2% 運転資金・設備資金
10年以内ステップ

アップ枠 無担保　2000万円 年1.7％

あんしん
借換資金

緊急枠 有担保　2億円 年1.8％ 運転資金・設備資金
10年以内無担保　8,000万円

セーフティ
ネット枠

有担保　2億円 年1.8％
（借換以外の資
金は年1.2％）

運転資金・設備資金
10年以内

（１年以内の場合は一括返済可）無担保　8,000万円

産業活力推進（政策支援）融資

開業・経営
承継支援資金

開業 融資条件により
1,500万円〜2,000万円

年1.2％ 運転資金・設備資金
10年以内経営承継 有担保　2億円

無担保　8,000万円
中小企業支援（事業成長・持続融資）

一般資金
有担保　2億円 金融機関

所定金利
運転資金・設備資金

10年以内
（１年以内の場合は一括返済可）無担保　8,000万円

日本政策金融公庫普通貸付 4,800万円 年2.06％ 運転資金7年以内
設備資金10年以内

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）
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ビジネスチャンス拡大

　伝統の中で培われた京都の染織・工芸産業等における技術と洗練された素材をもとに高品質な商品を開発し、東
京インターナショナル・ギフト・ショーへ出展します。出展を通して商社・メーカー・百貨店・流通業界・デザイナー
等との商談を行い、新規市場の開拓を目指します。

新商品を開発し東京での展示会に出展

国内販路開拓支援事業

　全国各地から大手流通業者等のバイヤーをお呼びして開催する、事前マッチング型の個別商談会です。バイヤー
が求める商品情報と、売り手企業の提供商品情報を、予めつきあわせて商談を組むことで、ミスマッチの少ない、
より効果的・効率的な“充実した商談の場”をご提供しています。
＜参加バイヤー例＞
百貨店、専門店、スーパー、通信販売、カタログ販売、職域販売、ホテル、海外販路関係（商社・越境EC）�など

自社商品をバイヤーに直接売り込む！

事前マッチング型商談会

ヨーロッパの展示商談会等に出展

海外販路開拓支援事業
　京都の染織･繊維、工芸産業等のブランド価値向上と海外市場開拓を目指し、自社技術の強みを活かした素材に
焦点をあて、現地ニーズに合った素材製品化の開発やプロモーション、商談後の営業活動を支援します。欧州で
開催される展示商談会の出展では、世界各地域から来るバイヤーや建築家等との商談実績を挙げています。

オール京都で行う展示・商談会

京都知恵産業展（仮称）
　成長意欲のある中小企業を支援するために、知恵産業の創出拠点となる京都経済センター（仮称）の完成を記念
し、知恵ビジネスの可能性を発信する展示・商談会をオール京都で開催します。

詳しくは 中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

詳しくは 中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

詳しくは 中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

詳しくは 産業振興部（京都創生担当） TEL 212-6450

詳しくはWebで http://www.kyo.or.jp/ichioshi/

詳しくはWebで http://www.atarashiki-mono-kyoto.com

Ⅰ　販路開拓

会員特典
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詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは

新規市場開拓のヒントを掴むチャンス

販路開拓支援セミナー
　京都の染織・工芸をはじめとするものづくり事業の活性化を
支援するため、デザインやトレンド情報、商品開発・販路開拓
の事例発表など、新規市場開拓へのヒントや新商品開発のきっ
かけを掴むためのセミナーを開催しています。また、講師を囲
んだ交流会を開催し、ネットワークの拡大を図るなど、京都の
ものづくりを支援します。

＜開催例＞
「バイヤーの心をつかむ！展示会での成功のルール」
講師　雑貨コンサルタント®、「雑貨の学校」主宰
GROUP�ON�THE�LIVING�代表　富本�雅人�氏

販売先や仕入先を広げる

国内取引相談
　新たな販路を開拓したい！新しい仕入先を見つけたい！国内取引に関する相談に応じ、ビジネスチャンスを広
げるお手伝いをいたします。

IoTやクラウドなど、ITの利活用による経営の効率化・生産性向上を支援します

IT活用と導入支援

＜2017年度 開催例＞
◦IT活用セミナー
　「攻めのIT経営で『高島ちぢみ』の販路拡大」、「知らないと損する『IT活用』のポイント」など
◦IoT・クラウド活用セミナー
　�「中小企業のためのIoT入門セミナー」、「中小企業のためのクラウドフィンテックセミナー」など
◦相談会・ワークショップ
　「WEB集客力アップ個別相談会」、「IoTツールを活用した課題解決ワークショップ」など

　IT利活用が中小企業の経営にも不可欠な時代です。これまでのホームページなどの活用に加えて、ITを使った
業務のスリム化や、新たな事業の創出など、多様な経営課題解決に役立つセミナーや相談会を開催します。その他、
個別相談にも対応します。

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

製造業の販路開拓・技術開発をサポート

ザ・商談！しごと発掘市（加工業者向け受発注取引斡旋）
　製造業者が一堂に会し、具体的な発注案件に基づいて実施する完全事前予約制の受発注商談会です。年2回（10
月・3月）東京にて開催。

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

詳しくはWebで  http://www.tokyo-cci.or.jp/market/

会員特典
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詳しくは

詳しくは

観光関連事業者の経営力向上を支援

京商インバウンド対策企業ミーティング／
観光・変化対応力強化事業
　訪日観光客が増加する中、多様な顧客ニーズに対応できる体制づくりと新たな需要の創造、観光関連事業者（宿
泊・飲食・文化施設等）の経営力向上や横断的な連携を促すため、先進事例の研究や勉強会、視察見学会等を行い、
企業のインバウンドを含む観光客誘客に向けた展開を支援します。

＜2017年度開催例
（京商インバウンド対策企業ミーティング）＞
・第６回：�世界を魅了し続ける京都であるために～観光を

取り巻く現状認識とこれからやるべきこと～
・第７回：�京都らしいおもてなしビジネス実践講座「京

都観光における快適な旅行環境の充実・新た
な魅力の創造」

＜2017年度開催例
（観光・変化対応力強化事業）＞
・第９回：�京都らしい体験！質の高いおもてなしを

学ぶ視察会
・第10回：�京都ブランドを活用したおもてなしを学

ぶ視察会

アジアでのビジネス展開をサポート

国際ビジネス展開支援
◦アジアビジネス相談デスク
　成長著しいアジアをはじめ海外へのビジネス展開や販路拡大などで課題に直面したときの相談窓口です。アジ
ア各国においては国ごとに分野ごとの専門家がビジネス交流・販路拡大など皆様からのご相談にお応えします。
◦面談による個別相談、事前予約が必要です。　
※ご相談内容によってはお受けできない場合があります。

◦アジアビジネスセミナー

◦アジアビジネスミッション

　経済成長が著しいアジア諸国は、従来の生産拠点としてだけではなく、巨大な市場が形成され、京都企業にとっても
欠かせない重要な存在となっています。アジアへのビジネス拡大を支援するため、各国のビジネス環境や市場動向、事
業展開の課題等について、各分野の専門家を講師としてお招きしてセミナーを開催します。
※詳細、募集についてはホームページでお知らせします。

　アジアビジネス拡大を図るにあたり、実情を把握す
るためミッション団を派遣しています。現地進出企業
の視察や支援機関との懇談を行います。

＜実績＞
2012年度�ベトナム・カンボジア（ホーチミン・プノンペン）
2013年度�ミャンマー（ヤンゴン）
2014年度�インドネシア（ジャカルタ・ジョグジャカルタ）
2015年度�フィリピン（マニラ・セブ）
2016年度�シンガポール・マレーシア
2017年度�タイ・ラオス

◦アジア市場開拓チャレンジ

◦京都府上海ビジネスサポートセンター

　海外取引のある日系企業や日本に窓口のある海外商
社等の参加による商談会を開催し、アジア地域への販
路拡大を支援いたします。

　公益財団法人京都産業21上海代表処（同センター）は、京都企業の中国市場開拓を支援するため上海に設置された支
援拠点です。中国ビジネスに精通した日本人と中国人スタッフが、京都企業の中国市場進出のサポートをします。
所在地／上海市長寧区延安西路2201　　　　上海国際貿易中心1920号室

産業振興部（商工振興担当） TEL 212-6442

産業振興部（商工振興担当） TEL 212-6442

相談無料
秘密厳守

会員特典
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詳しくは

詳しくは

本所会報、Webサイトを活用してPRを！

京Business Review（会報）でPR

利用料金（消費税込）
原型サイズ 料　金
B5・A4� 129,600円

B4・A3（二つ折り） 156,600円

◦チラシ封入サービス「ビジネス情報便」
　会報に会員の広告チラシを同封するサービスです。地域の企業経
営者や経営幹部へダイレクトにPRできます。

※�チラシの内容や形態が当サービス運用上不適当と認められる場合は、
お申込みをお断りする場合があります。
※お申込みの際は、事前に別途運用規定に同意いただくことが必要です。

◦会員企業情報コーナー
　会員がPRしたい情報を会報とホームページに無料で掲載するサービスです。掲載可能な情報は、1社につき本
文（170字）と写真や画像1点です。新製品やサービス、イベントを広くアピールしたい際などにご利用ください。
※��掲載情報の詳細は各企業に直接連絡をお願いするとともに、取引は当事者間の責任で行っていただきます。

Ⅱ　情報発信
見つかる！あなたのビジネスパートナー商工会議所運営の商取引支援サイト

ザ・ビジネスモール
◦全国の商工会議所などが共同運営する日本最大級の商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」
・全国25万件の企業データベースを検索し、取引先を探せます。
・��会員は、商品・サービスのPRや商談相手探しが出来ます。

◦インターネット上に設けた取引先探しの場「ザ・商談モール」
・�ザ・商談モールを使うと、簡単にすばやく仕入先や外注先を探すことが
できます。
・�「こんな商品を探している」「こんな特殊加工をできる製造業を探して
いる」といった情報（買いたい案件）を登録すると、複数の売り手企業
から提案や見積りがメールで届き、取引先探しに費やしていた時間と
手間が省けます。新規顧客を効率的に開拓したい方は必見です。

会員部（会員サービス担当） TEL 212-6413

企画室（企画・広報担当） TEL 212-6432

詳しくはWebで 検索http://www.b-mall.ne.jp/ ビジネスモール

製造業向け取引支援サービス「BMファクトリー」
〝ものづくり〟企業のマッチング、販路開拓等応援します。

会員限定

会員限定
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詳しくは

販路拡大やPR活動などにDMサービスをご利用ください

DMサービス
　約12,000件の会員事業所データ（企業名・所在地・資本金・従業員数・業種・事業内容・創業年など）をもとに、
貴社の希望条件にあわせて、DMラベルや名簿（紙媒体）を有償で作成する会員向けサービスを行っています。催
事等のPRやマーケティングなどにぜひご活用ください。
※��会員登録情報の第三者提供を希望されない事業所、屋号登録のない事業所のデータは含みません。

お得です！
商工会議所指定の順序で会員名簿を一括出力する場合は
特別料金32,400円（消費税込）で承ります。

利用料金（消費税込）

DMタックシール 企業名簿（用紙出力）

基本料金 10,800円 10,800円

1件につき 　10.8円 �　7.56円

会 員 限 定

マスコミを通じて情報を発信

プレス広報支援サービス
◦記者クラブ
　京都経済記者クラブに所属する新聞社・放送局各社の協力を得て、新製品・
新サービス、新規事業やイベントの告知など、マスコミに未発表の情報のプレ
スリリースをお手伝いします。ご希望に応じて、プレスリリースされた資料を
本所ホームページに掲載します。
　また、プレスリリースセミナーを開催し、プレスリリースの方法や資料作成
のポイント等を解説しています。
※��発表希望日時の48時間前（土・日・祝除く）までにお申し込みください。
※��プレス発表の可否については京都経済記者クラブ、報道についてはマスコミ各社
の判断によります。
※ご希望に応じて、発表資料作成のご相談も承ります。

◦共同通信PRワイヤー（国内外へのプレスリリース配信）
　共同通信PRワイヤーのプレスリリース配信システムの利用には通常、基本料
金4万円／回（税別）が必要ですが、本所発行の「PR�Wire�サービス会員登録申込
書」で申し込まれた本所会員はその基本料金が免除され、配信の際の利用料金
38,000円（税別）／1回（※国内配信の場合）のみでご利用いただけます。PR・広
報ツールとして、ぜひご活用ください。

プレス発表の形式
レクチャー：マスコミ各社に説明付きで情報提供を行う。
資 料 配 布：マスコミ各社に資料配布のみを行う。

会員部（会員サービス担当） TEL 212-6410

■■■　■■株式会社○○○○○○○○○○様
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会員限定

会員限定

詳しくは 企画室（企画・広報担当） TEL 212-6432
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詳しくはWebで http://www.kyo.or.jp/kyoto/proof/trade_index.html

詳しくはWebで

詳しくは

詳しくは

社会から信用を得る確かな証

各種証明・認証
◦貿易関係証明書の発給

◦第一種特定原産地証明書の発給

◦GS1事業者コード（JAN企業コード）登録・更新 申請受付

　国際取引で必要とされる貿易関係証明書（原産地証明、インボイス証明、サイン証明など）を発給しています。
証明書発給に際しては、あらかじめ京都商工会議所に「貿易関係証明申請者登録」が必要です。

手数料（消費税込）

会員 非会員

貿易関係証明申請者登録・更新 無料 10,800円/2年

貿易関係証明書発給手数料（1件） 1,080円 2,160円
■会員は特別価格で利用できます

　日本商工会議所国際部京都事務所として経済連携協定（EPA）に基づく特定原産地証明書を発給しています。証明書取得
についての相談も承ります。
　日本がEPAを結んだ国に対して、原産地規則を満たす産品を輸出する場合に、証明書を相手国税関に提示する
ことにより関税の減免が受けられる制度です。証明書の発給には、日本商工会議所への企業登録や原産品判定な
ど所定の手続きが必要です。

　POSシステムや在庫管理、受発注システムなど流通業において広く利用されているGS1事業者コード（JAN企業
コード）の新規登録と更新申請の受付を行っています。

知恵で拓くeco経営〜無理なく、無駄・ムラなくして経営力向上〜

環境経営への取り組み支援
　会員企業の代表的な環境経営の取組事例を紹介した『知恵で
拓くeco経営（第4期「環境行動計画」）』を発行するとともに、環
境経営について学び・交流する「京商ECOサロン」の開催や、「環
境支援施策」をまとめた「環境行動支援サイト」の開設を通じて、
環境負荷の低減と企業の経営力向上の両立を支援しています。

会員部（会員サービス担当） TEL 212-6410

産業振興部（京都創生担当） TEL 212-6443

http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/

詳しくはWebで http://www.kyo.or.jp/co2/

会員特典
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知恵ビジネス・経営革新

詳しくは

詳しくは

詳しくは

経営のヒントや心を学ぶ機会に！

知恵産業・経営大会2018
　多方面でご活躍中の講師を招き、特別講演とテーマ別の4つの分科会を開催。ここでしか聞けない有名経営者
のお話や経営のヒントなどを学ぶ機会として、毎年ご好評いただいております。

＜2017年度 開催実積＞
●特別講演
鈴木敏文氏（株式会社セブン&アイ・ホールディングス�名誉顧問）
「変化対応～敷かれたレールはない～」
●分科会
「人手不足対策」「働き方改革」「生産性向上」「様々な事業承継」
をテーマに講演会とパネルディスカッションを開催

〝知恵〟を活かしたビジネスプランを全力支援！

知恵ビジネスプランコンテスト
　京都の特性や企業独自の強みを活かした知恵によって新たな顧客創造を図るビジネスプランを募集し、審査を
通じて「知恵ビジネス」として認定しています。認定を受けた企業には、プランの実現に向けて、経営支援員と外
部専門家等が一体となった継続的なハンズオン支援を行います。
※��第10回知恵ビジネスプランコンテストの募集は、9月を予定しています。

第9回 知恵ビジネスプランコンテスト認定プラン

知恵ビジネスサロン
　自社の“強み”や“知恵”を活かして新事業展開に取り組む経営者による事例発表及びその解説をする勉強会と、
交流会がセットになったセミナーを実施しています。

知恵ビジネスの先駆者から学ぶ

＜2018年度 開催予定＞
日　程：2018年11月13日（火）
場　所：京都ホテルオークラ
参加費：会員企業・学生�無料、
　　　���一般�2,000円

◦株式会社飯田照明
環境に優しく安価で製品検査精度
を向上するLED照明装置の開発

◦エスティーワイ株式会社
“ごえん茶”事業によるノベルティ・
パーソナルギフト市場の開拓

◦株式会社竹定商店
ディスプレイ業界における特注案
件の受注拡大

◦株式会社日根野勝治郎商店
京友禅手染め絹の眼鏡拭き“おふ
き”で新市場の開拓

◦株式会社京でん
京の素材を活かした革小物の一貫
した自社製造販売事業の展開

◦株式会社ルシエール・ジャパン
麻と染を通して頑張る女性を輝か
せる“asaCorsage”

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

中小企業経営支援センター（企画・計画担当） TEL 212-6467

詳しくはWebで https://www.kyo.or.jp/chie/

詳しくはWebで https://www.kyo.or.jp/chie/

会員特典
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　所定の様式に従って「経営力向上
計画*」を策定し国の認定を受けると、
右記のような支援を受けられます。
各支部の経営支援員が、計画策定を
サポートします。

＜メリット＞
◦新規取得設備に対する税制優遇
◦固定資産税を2分の1に減額（3年間）
◦中小企業経営強化税制の活用により、即時償却または最大10%の税額控除
◦その他
　各種補助金の申請時において、加点対象となる場合があります。
　※経営力向上計画とは�人材育成、コスト管理等のマネジメント向上、設
備投資などにより自社の経営力を向上するために実施する計画です。

自社の強みを深掘りして発信！

「知恵の経営」支援
◦「知恵の経営」相談

◦「知恵の経営」セミナー

　「知恵の経営」とは、技術やノウハウ、ネットワークや人材など目に見えない自社の強み（知恵）を活用し、業績
の向上に結びつける経営をいいます。京都府の認証を目指して、その報告書作成などをお手伝いします。

　「知恵の経営」について、詳しく聞いてみたいという方を対象に入門セミナーを開催しています。また、少人数制
の実践セミナーでは、講義と演習を通して本格的に「知恵の経営」報告書作りに取り組んでいただけます。　

中小企業の新たなチャレンジをバックアップ

経営革新等支援
◦経営革新等相談

◦知恵ビジネス塾

　経営革新とは、独自の強みを発揮して、事業展開にチャレンジすることです。経営革新に向けた計画書の作成、
支援、相談にお応えします。

　新たな取り組みにチャレンジする方、知恵ビジネスプランの作成や中
小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認をお考えの方を対
象に全４回の塾を開催しています。当塾では将来ビジョンの描き方から
経営戦略、組織マネジメントなどの知識・ノウハウを体得し、実現可能
なアクションプランの完成を目指します。新たな分野に進出したい、事
業転換を図りたい意欲的な経営者や現状打破を目指す後継者の方はぜひ
ご参加ください。

＜2018年度 開催予定＞
◦知恵ビジネス塾（講義・演習）
８/24、８/31、９/７、９/14
（全４回）
◦個別相談会
９月末、10月初旬

稼ぐ力を強化する

経営力向上計画の認定支援

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

中小企業経営支援センター（知恵産業推進室） TEL 212-6470

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

詳しくはWebで https://www.kyo.or.jp/chie/
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連鎖倒産から企業を守る

経営セーフティ共済
・��取引先事業者が倒産し、売掛金等債権が回収困難になった場
合に、貸付けが受けられる共済制度。
・��掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付、貸付条件は
無担保・無保証人です。　
・��掛金月額は5千円～20万円の範囲内（5千円単位）で自由に選
べ、総額800万円になるまで積み立てられ、損金（法人）また
は必要経費に算入できます。

◦加入頂ける方
　資本金額、従業員数等の一定の要件を満たす中小企業者等

特徴
①��中小企業倒産防止共済法に基づく制度であり、
国が全額出資している独立行政法人が運営し
ております。
②��40か月以上収めれば、任意解約でも100％返
還されます。また、12か月以上掛金を納付し
ていれば掛金総額の80％以上の解約手当金が
受け取れます。
③��急に資金が必要になった場合にも、解約手当
金の範囲内で貸付けが受けられる「一時貸付
金」の制度があります。

もしものPL事故に備える保険

中小企業PL保険（生産物賠償責任保険）

・��製造又は販売した製品や行った仕事の結果により日本国内で
損害賠償責任を問われた場合の法律上の損害賠償責任を補償
します。

・�全国の商工会議所のスケールメリットを活かし、一般基本保
険料の約50％水準で加入いただける制度です。
・�製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広
い業種が対象となります。

◦加入頂ける方
　会員

特徴
①�リコール特約〔任意加入〕の付加により、さらに
充実の補償。充実補償リコール特約・限定補償
リコール特約の2タイプから選択いただけます。
②��請負業の事業者が加入する「請負事業者賠償
責任保険」では工事・作業中の事故が対象で
あり、PL保険への加入で引渡し後の補償がカ
バーできます。

③�4タイプの支払限度額から選択出来ます。食品
事業者向けに「食中毒利益担保特約」を付加す
ることが出来ます。

中小企業経営支援センター（金融担当） TEL 212-6434

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

会員限定
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事業活動における賠償リスク、財物破壊リスク、休業リスクに

ビジネス総合保険
・��賠償責任（PL、�リコール、�情報漏えい、�施設、�業務遂行等）リスクの補
償、事業休業の補償、�財産・工事に関わる補償を一本化して加入出来ま
す。
・��会員事業者を取巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し複数の
事業所も�一つにまとめて補償します。
・��「総合補償型」は災害（火災、�風災、�水災、�雪災、�地震）に遭った際の事業
休業に伴う損失を補償します。

◦加入頂ける方
　会員　※本制度による補償範囲（内容）は保険会社により異なります

特徴
①��事業活動における賠償リスク、�事業休
業リスク財物損壊リスクを総合的補
償します。
②��商工会議所会員のスケールメリットに
より割安な保険料水準（一般扱いに比
べ約30%割引！）です。
③��賠償責任に特化した「賠償補償型」、�
事業休業リスクまでを補償する「総合
補償型」を選択出来ます。

労災リスクへの防衛策

業務災害補償プラン
・�労災事故際の従業員に対する補償、�及び労災事故の発生が企業責任と
法律上判断された場合に発生する企業の損害賠償責任を補償します。
・�従業員の人数報告は不要。�パート、�アルバイトを含む全従業員、�建設
業の下請、�運送業の庸車運転者、�派遣労働者まで幅広く補償します。
・�労災事故が発生した場合、�政府労災の認定とは別に保険金をお支払いしま
す。経営事項審査の「労働福祉の状況」に15ポイントの加算点があります。

◦加入頂ける方
　会員

特徴
①��全国商工会議所スケールメリットを
活かし一般加入より最大56%の割引
でご加入いただけます。
②��精神障害・脳・心疾患など疾病、�熱中
症、日射病、通勤途上のケガも補償
します。
③��パワハラ・セクハラ行為の管理者貢任、
不当解雇等に伴う企業・役員の賠償も
補償。

情報漏えい防止対策は万全ですか？

情報漏えい賠償責任保険制度
特徴

①��情報漏えいの時期を問わず補償の対
象となります（初年度契約で既に漏え
い発生を除く）。
②��個人情報漏えい特約を任意付帯すること
で、賠償損害の対象を個人情報のみに限
定することができます。
③��情報管理体制が良好であれば加入者ご
とのセキュリティ状況を反映した保険
料水準、最大68％割引まで適用可能。

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

・��個人情報のみならず、企業秘密となっている法人情報の漏えいに起因
して、事業者に損害賠償請求がなされた場合の損害を補償します。
・��予防の講じにくい使用人等の犯罪リスクにより会員事業者が被る損害
を補償します。
・��全国商工会議所のスケールメリットによ
り、個別契約に比べ団体割引20％引き
となります。

◦加入頂ける方
　会員

会員限定

会員限定

会員限定
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輸出製品のPLリスク、リコールに備えて

中小企業海外PL保険制度
・��貴社製品によって日本国外で発生した対人・対物事故について、貴社
に対して損害賠償請求がなされた場合に法律上の損害賠償金、弁護士
報酬・訴訟費用等の所定の費用の保険金を支払います。
・��間接的に輸出された製品（外国旅行者等）に起因する事故も補償され、
生産物回収（リコール費用）も補償する充実の内容。
・��日本商工会議所の団体制度であるため、一般での加入より最大30％割
引です。簡単な加入手続きで支払限度に応じて選べます。

◦加入頂ける方
　会員

特徴
①��貴社の製品が原因で起こった海外での
トラブル（PL訴訟）にグローバルな損害
サービス体制で対応します。
②��引受保険会社が訴訟対応や示談代行
等を行い貴社をサポートします。
③��生産物回収費用（リコール費用）もオ
プションにて補償します。

輸出取引信用保険制度
・� �海外に所在する取引先（債務者）の取引契約に基づく売掛金などの債
権が回収できない場合に損害の一定部分を保険金でカバーします。
・��貸倒損失を一定額の保険料負担により補償しますので貸倒リスクを平
準化できます。
・��引受会社が有する海外のお取引先の信用情
報の審査を行い、与信管理の充実が可能と
なります。

◦加入頂ける方
　会員

特徴
①��キャッシュフローへの影響の軽減：貸倒
損失の一定部分を保険金として受け取
ることができます。
②��対外信用力の向上：債権の保全となり、
金融機関等のお取引に対する貴社の信用
力向上につながります。
③��債権回収機能：保険金をお支払いした後、
債権回収ネットワークにより回収手続を
行うことができます。

海外知財訴訟費用保険
�　貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、�海
外において（日本、�北朝鮮を除く）、�第三者の知的財産権を侵害したこと、
または侵害するおそれがあることを理由として保険期間中に貴社または
貴社の現地法人等がその権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を
受けた場合に、�それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について
保険金をお支払いします。
◦加入頂ける方
　中小企業基本法に定められている中小企業者

特徴
��①��海外知財訴訟への円滑な対応が可能。
高額になりがちな海外での係争費用
が補償され、�海外知財訴訟への円滑
な対応が可能。
②��国が保険料の半額を負担国が保険料の
半額を負担。（中小企業基本法で定め
られている中小企業の要件を満たした
場合）※国の予算成立が前提であり、
補助の内容等が変更となる場合があり
ます。

輸出取引における貸倒リスクの平準化

高額な海外での係争費用への備えとして

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

会員限定

会員限定
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小さな掛金で事業主、役員、従業員の「万が一」に備える！

「京商はんなり共済®」（災害保障特約付団体定期保険＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   京都商工会議所独自の見舞金制度）

特徴
①��病気死亡・災害死亡の保障はもとよ
り、不慮の事故による入院や身体障
害も保障します。
②��掛金の負担者は会社負担・個人負担
どちらでも可能。
③税法上の特典あり
　【会社負担】
　・法人事業所の場合：全額損金に算入。
　・�個人事業所の場合：全額必要経費に
算入。

　【個人負担】
　一般生命保険料控除の対象。
④��業務上だけでなく普通死亡も保障し
ますので、企業保障準備の弔慰金・死
亡退職金の準備に最適。
⑤��毎年の保障額を設定範囲内で自由設
計対応できます。

・���京都商工会議所会員のスケールメリットを活かした割安な掛金で推
進している企業福祉事業。
・��業務上・業務外を問わず、交通事故はもちろん不慮の事故・病気死亡
にいたるまで広範囲に24時間保障します。割安な掛金で大きな保障、
しかも加入手続きは簡単です。
・��1年ごとに当団体のみで収支決算を行い、剰余については一年毎の収
支決算により配当金としてお返しします。

◦加入頂ける方
　会員（特定商工業者を含む）の事業主・役員・従業員で満15歳以上

【新設】平成30年6月1日より
　独自の見舞金制度〈病気入院見舞金・事故通院見舞金〉が新設！
　安心が更にアップ（本所独自の制度であり生命保険ではありません）

個人所得の節税にメリット

小規模企業共済
・��小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の
方が事業をやめられたり、退職された場合の「経営者の退職金制度」。
・��掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所
得から控除できます。
・�掛金月額は1,000円～70,000円の範囲内（500円単位）で自由に選べます。
◦加入頂ける方
　常時従業員20人以下（商業・サービス業では5人以下）の個人事業主
及び共同経営者または会社役員

特徴
①��小規模企業共済法の法律に基づく制度で
あり、国が全額出資している（独）中小企
業基盤整備機構が運営しております。
②��契約者（一定の資格者）の方は、納付し
た掛金合計額の範囲内で、事業資金等の
貸付けが受けられます（担保、保証人は
不要）。
③��加入後も掛金月額は増額・減額できます。
また、払込み方法も「月払い」「半年払い」
「年払い」からお選びいただけます。

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463
または共済制度事務室 TEL 212-6417

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

詳しくは
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公的年金の上乗せの年金制度として

個人拠出年金共済制度
・��事業主及び役員・従業員の方が個人で加入する年金積立です。公的
年金を補完する自主積立としてご活用下さい。
・��月払い5口以上から1口1,000円単位で自由に掛金額をお決めいただ
けます（一時払いは1口10万円）。　
・��ご加入者が負担された掛金は、加入時の年齢や年間の払込掛金合
計額により、個人年金保険料控除の対象となります。

◦加入頂ける方
　会員（特定商工業者を含む）の事業主および役員・従業員で満15歳以
上満65歳未満の方

特徴
①��満70歳になられたとき、または加入期間
10年以上の方が満60歳以上で脱退され
たとき年金の支払いが開始されます。
②��年金開始時に（1）10年確定または（2）15年
保障終身年金のいずれかをご自由にお選び
いただけます。
③��積立期間中に脱退された場合には脱退一
時金を受け取ることができます。

病気やケガの休業時の所得減に備えるなら

休業補償プラン
・� �経営者・個人事業主、従業員が病気やケガにより就業不能になった場合の所
得を補償、自宅療養期間中の就業不能も補償。
・��団体割引の適用により、最大約50％の水準（基本コースの場合）の割引にて
加入できます。
・��就業中のみならず就業外での病気・ケガまで補償（国内外を問わず、365日
24時間補償）、天災（地震・噴火・津波など）が原因のケガによる就業不能、
就業障害も補償します。

◦加入頂ける方
　会員（事業主・役員・従業員およびその奥様　15歳～65歳）
　　　　※保険会社により異なります

特徴
①��企業が保険料を負担し全員加入
の場合、企業責任・メンタルヘ
ルスケアに対応しています。保
険料は全額損金扱いできます。
②��医師の診査も不要で手続きは所
定の告知によりご加入いただけ
ます。
③��ご加入方法は法人加入・個人加
入のいずれかでも可能です。ま
た、家事従事者の補償も可能で
す。

従業員の退職金制度整備に

特定退職金共済（新企業年金）
・��企業が将来必要となる従業員の退職金を毎月計画的に積み立てる制度
です。従業員の確保と定着を図り、事業経営の発展に役立ちます。
・��掛金は全額事業主負担となり、1口1,000円で従業員1人について30口
まで加入できます。
・��国の制度（中小企業退職金共済）との重複加入も
認められており、2階建の制度とすることも可能
です。

◦加入頂ける方
　京都商工会議所地区内の事業所（事業主）

特徴
①��事業主が負担する掛金は、損金また
は必要経費に算入できます。
②��公共工事の受注業者様は経営事項審
査（ケイシン）の加点評価項目になり
ます。「加入証明書」を発行いたしま
す。
③��福利厚生の充実で従業員の定着を図
り、事業経営の発展に役立ちます。

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463
または共済制度事務室 TEL 212-6418詳しくは

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463
または共済制度事務室 TEL 212-6418詳しくは

詳しくは

会員限定
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スケールメリットを活かしておトクに

その他集団扱い保険
◦生命保険

◦損害保険
・��損害保険ジャパン日本興亜（株）、三井住友海上火災保険（株）、AIG損
害保険（株）�自動車保険、火災保険、傷害保険等

◦加入頂ける方
　会員（特定商工業者を含む）の事業主・役員・従業員

・アフラック�がん保険・医療保険・介護保険・就労所得保障保険
・三井生命
　【マスターズプラン】����「経営者のリスクマネージメント」を目的に、

会員（法人・個人）がご契約者となって契約す
る生命保険

　【パートナーズプラン】�個人契約の生命保険

特徴
��一般扱いよりも最大9％安くなる集団扱
い（保険種類・払込方法により異なる）

特徴
��商工会議所団体扱いとなり、一般扱い
でご契約いただくよりも、保険料が割
安となります。

少ない経費で経営者も従業員も大満足

福利厚生充実プラン
　会員様限定の特別料金で、企業の福利厚生事業の充実に役立つアウトソーシング型の会員制福利厚生サービスを提
供しています。

※当プランをご契約の企業様は、「ストレスチェック」1回540円（消費税別）/1名サービスをご利用頂けます。

通常料金  （消費税別）

入会金 会費
スタンダードコース

¥20,000～
1,000,000

¥400/1名
ゴールドコース ¥1,050/1名
ケアコース ¥600/1名

京都商工会議所会員様特別料金  （消費税別）

入会金 会費
スタンダードコース

無�料
¥380/1名

ゴールドコース ¥800/1名
ケアコース ¥580/1名

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6463

会員部（会員サービス担当） TEL 212-6410

導入後の4大メリット
・人材確保に効果
・福利厚生の業務負担軽減

・社員の定着率UP
・損金算入が可能

詳しくはWebで http://www.kyo.or.jp/kyoto/mutualaid/member_plan.html

会員限定
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人材育成・確保・交流

詳しくは

詳しくは

さまざまな切り口で人材育成をサポート

京商ビジネススクール（定期公開セミナー／オーダーメイド研修）
◦多種多様な研修内容で人材育成をサポート「定期公開セミナー」
　知恵を活かすことのできる“自律人財”の育成をサポートするため、優れた講師陣による多様なセミナーを開催し
ております。
・階層別研修（新入社員、若手・中堅社員、管理者など）
・職種別研修（営業、総務・人事・経理、製造、接客・販売など）
・�テーマ別研修（マナー、コミュニケーション、プレゼンテーション、マー
ケティングなど）

◦各企業・団体の課題解決のサポート「オーダーメイド研修」
　各企業・団体の人材育成方針に合わせて、最適な研修プログラムを企画・
提供するほか、講演会や式典などへの講師派遣にもお応えいたします。
◦各種認証取得のための支援（ＩＳＯ）、コンサルティング
　ＩＳＯ等、各規格の導入に際しての「ご相談」から「認証取得の支援」まで
総合的にお手伝いいたします。

従業員の戦力アップに

商工会議所の「検定試験」
　商工会議所の「検定試験」はビジネス実務に直結した内容で、知識やス
キルの理解度・修得度が客観的にわかる公的資格として、定評があります。
“資格は努力の証”ぜひ、従業員の皆様にご推奨ください。
◦ビジネスパーソンの基本知識
・簿記検定　～経理や営業担当はもちろん、あらゆる職種に必要な知識
・ビジネス会計検定　～企業の財務諸表を読み取り分析する力

京都商工会議所「検定試験情報」
Web サイト
http://www.kyo.or.jp/
kyoto/examination/◦現代社会に対応する知識

・ビジネス実務法務検定　～ビジネスに必須の法律知識を修得
・メンタルヘルス・マネジメント検定　～メンタルヘルス対策で職場に活力を！
・eco検定　～環境問題に取り組む企業のバロメーター

◦専門スキル
・京都・観光文化検定　～京都に関する幅広い知識を習得
・リテールマーケティング（販売士）検定　～接客から経営管理まで「販売のプロ」を証明
・福祉住環境コーディネーター検定　～バリアフリーに対応する住環境エキスパート
・カラーコーディネーター検定　～商品開発・販売促進の決め手の〝カラー〟を制す
※このほか、さまざまな検定試験を実施しています。

会員部　人材開発センター（研修担当） TEL 212-6446

検定事務センター TEL 241-1377

会員特典
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詳しくは

詳しくは

詳しくは

経営に役立つ情報を提供

講演会（定例会員講演会／京商イブニング・セミナー等）
　各界からのゲストスピーカーによる講演会を定期的に開催。内外の経済情勢や政治、文化など、企業経営者の
関心が高いトピックスをテーマに取り上げています。

自社のニーズに合った人材を確保・育成できます

ジョブ・カードを活用した雇用型訓練への支援
（雇用型訓練を活用する企業に対する支援等実施事業）

ジョブ・カード普及サポーター企業

ジョブ・カード制度に賛同する「ジョブ・カード普
及サポーター企業」を募集しています。ご登録い
ただいた企業は雇用型訓練の訓練計画作成支援
や情報提供を受けることができるほか、企業名
などが厚生労働省のWEBサイトで公表されます。

募集中・登録無料

◦企業にとってのメリット
・�訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力を判断することで、採用時
のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。
・�訓練カリキュラムに盛り込んだOff-JT（座学等）とOJT（実習）を通じて
訓練生の職業能力を高めることによって、有能な人材を育成できます。
・�人材の育成や能力開発に積極的な企業であることを対外的にPRできま
す。
・�訓練修了後に国（厚生労働省）から支給される助成金を活用することに
よって、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

雇用型訓練を活用した
中小企業から寄せられた声

体系的な訓練は中長
期的な視点から見る
と費用対効果が優れ
ている。

訓練計画作成、実施、
助成金申請に至るま
でサポートしてもら
い、大変助かった。

ジョブ・カードとは？
・�「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業
能力証明」の機能を担うツールです。
・�職務経験や職場での仕事ぶりの評価など、求
職者等のキャリア形成や職業能力の可視化促
進に役立ちます。
・�また、採用の場面で履歴書だけでは見えなかっ
た求職者の能力把握も期待できます。

自社の社員研
修の仕組みが
構築できた。

◦学生向け情報発信支援事業
　企業が学生に向けて行う情報発信事業やＰＲ事業を支援します。
・知恵キラリ京の中小企業業界研究会
　自社の業界や業務内容を学生に向けPRする場の提供
・インターンシップサポートプログラム
　インターンシップ実施に向けた導入支援
・京商ワークナビ運営
　採用に関する会員企業情報を掲載するWebサイトの運営

◦その他
　行政や他の経済団体等と連携した各種情報提供等によ
り、会員事業所の採用活動が円滑に行えるようサポートし
ています。

⃝新規学卒人材採用支援事業
　企業と大学の交流を深める事業や企業と大学生とのマッ
チング事業を行います。
・大学との就職情報交換会
　�企業が京都市内の大学キャリアセンタースタッフと求人
情報を交換する場の提供

・合同企業説明会
　会員事業所の希望を募り
　合同企業説明会の開催

人材確保支援
情報発信・マッチング等による人材確保

会員部　人材開発センター（研修担当） TEL 212-6446

京都府地域ジョブ・カードセンター TEL 257-0020

会員部　人材開発センター（雇用担当） TEL 212-6414

詳しくはWebで 京都商工会議所�ジョブ・カード 検索

会員特典
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商店街・地域の活性化

詳しくは

詳しくは

地域づくり・街づくりを支援します

支部別地域経済活性化支援事業
　京都市内各地域の特色を生かした経済の活性化と事業者へのきめ
細やかな経営支援を進めるため、支部毎にセミナーや交流会を開催
しています。

活発な地域内の交流に向けて

地域ビジネス活力交流会
　地域内における事業者同士の連携と交流を促進し、各地域や事業所が持つ魅力の再発見や新たな価値の創造に
つながるよう、洛央、洛北、洛南、洛西の各支部では、事業者の相互交流と情報交換のためのビジネス交流会を
開催します。

参加者の声
・近くても普段接点のない店や人と知り合うことができて良かった。
・異業種の方の話を聞くことができ、有意義な時間だった。
・ビジネスパートナーの候補を見つけることができた。

経営改善に役立つ講習会

商店街・組合共催セミナー
　商店街・業界団体の経営改善に資する研修テーマを設定
し、講習会や先進的な取り組みを行う地域や企業の視察等
を行う移動講習会を開催しています。

活動内容
①�地域活性化に関する意見交換、交流促進
②��地域振興、経営改善等に関する情報提供、
講演会・セミナー等の開催

＜2017年度研修テーマ例＞
・深草稲荷保勝会
　売上アップに繋げる3つの仕掛けづくり
・京都府砕石協同組合
　ドローンが拓く新しい採石業を考える
・京都府旅館ホテル生活衛生同業組合
　育成の心構えと相手から信頼される
　「聞く力」＋「質問力」アップ

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）

詳しくは 中小企業経営支援センター  事業所のある行政区の担当支部（裏表紙参照）
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詳しくは

詳しくは

女性経営者の研修・情報交換の場

女性会
　「女性の元気が未来を築く」をキャッチフレーズに、女性の視点から京都
の地域振興をはじめ、環境の保全、福祉の増進、青少年の健全な育成など
さまざまな活動をしています。

入会資格：本所会員である女性経営者
入会金　：20,000円
年会費　：30,000円
活動内容：��委員会活動（環境・福祉、文化・経済、広報・情報、会員・交流）
　　　　��七夕チャリティーコンサートの開催（7月）
　　　　��新年会員交流会（1月）
　　　　��会員サロン（講演会）、見学会、親睦旅行など

次代を担う経営者の交流を促進します

青年部
　会員相互の交流や経営者としての資質向上のための研修、地域貢献の活
動を中心に展開しており、現在は約350人のメンバーが力を結集し、京都
経済の発展、自身のネットワーク拡大に努めています。若手経営者、これ
から経営者となる皆さん、ぜひ青年部へご入会ください。

入会資格：��満20歳以上45歳以下の本所会員の経営者、もしくはその後継者
入会金　：6,000円　
年会費　：24,000円（10月1日以降入会：12,000円）
活動内容：��会員総会、全体事業（講演会・交流会・シンポジウムなど）、部会活動、

同好会・サークル活動

総務部（管理担当） TEL 212-6421

中小企業経営支援センター（共済担当） TEL 212-6461

会員限定

会員限定
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情報提供

京Business Review（京都商工会議所 会報）
　本所のサービスや事業紹介、知恵を活かした企業紹介、京都経済の動向、経営に関する
情報など役立つ情報満載でお届けします。（奇数月・年６回発行）

Facebook
　本所のFacebookページでは、イベントやセミナーの告知・報告をはじめ、本所
の日々の取り組みをタイムリーに配信しています。気になった方は「いいね！」をク
リックしてください。

https://www.facebook.com/kyotocci

メールマガジン

ホームページ

京都新聞「京商ニュース」

　本所や関係機関が主催するセミナーやイベントなどの情報を毎週配信する「京都商工会議所メール
マガジン」のほか、テーマに特化した様々なメールマガジンを配信しています。
●京都商工会議所メールマガジン
●京都・知恵産業推進ニュース
●人材開発センターメールマガジン
●京都スタサポ・ニュースレター
●京都事業引継ぎ支援センターマネジメントレター

●京都産学公連携機構メールマガジン
●京都ブランド推進連絡協議会メールマガジン
●国際ビジネス促進協議会メールマガジン
●京商ECOサロン通信

https://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosyo/m_magazine.html

　本所の事業やサービス、イベントなどを紹介する「京商ニュース」（全面広告）を毎
月1回（原則第4火曜日）京都新聞に掲載します。
　知恵ビジネスプランコンテストの認定企業や販路開拓事業への参画企業といった事
業者の声や、各種セミナー・講演会などのイベント情報をタイムリーにお届けします。

　本所の最新情報がわかるサイトです。講演会やセミナー、視察会の開催情報や
検定試験情報、会員向けサービスの紹介ほか、経営に役立つ便利な情報が満載です。
会員企業のPRコーナーもありますので、ぜひご利用ください。（P15参照）

http://www.kyo.or.jp/kyoto/

　京都商工会議所では、様々なツールを利用して情報発信を行っております。経営お役立ち情
報や、セミナー、講演会のご案内以外にも、イベント当日の開催風景等も随時掲載しておりま
すのでご活用ください。

詳細は
こちら。
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入会のご案内

お問い合せ
　経営一般・金融（マル経融資・各種融資制度）・創業・経営革新・事業承継などのご相談は、事業所のある
行政区を担当する支部へお願いします（裏表紙参照）。なお個別案件は下記までお問い合わせください。

特定商工業者負担金
京都市内に本店もしくは支店・営業所などの事業所を有し、4月1日現在で継続して6カ月以上の営業活動をし
ている、資本金額または払込済出資総額が300万円以上、もしくは従業員20人（商業・サービス業は5人）以
上の事業所は、年会費とは別に負担金4,000円（年額）の協力をお願いしています。

知恵産業推進室 TEL.212-6470 知恵ビジネス育成・支援、経営革新、知恵の経営、
京都地域ビジネスサポートセンター、商店街振興

創業・事業承継推進室 TEL.212-6435 創業・事業承継支援

企画・計画担当 TEL.212-6467 中小企業施策・税制、経済統計・調査

共済・労務担当　 TEL.212-6461・6463 京商はんなり（生命）共済・特定退職金共済・
PL保険等その他の各種共済、青年部

金融担当　 TEL.212-6434 マル経融資、経営セーフティ共済

京都市セーフティネット 保証認定相談窓口
　　　　　　　　　　  TEL.212-6462 セーフティネット保証認定

資　格

業種・業態、事業規模、本・支店を問わず、ご入会いただけます。
◦京都市内に事業所を有する商工業者（法人企業・個人事業主）
◦京都市内で事業活動を行う団体等
◦非商工業者の法人・団体・個人及び京都市域以外の商工業者

加入金 4,000円

年会費

※年会費は、事業規模などに応じた口数をご負担いただきます。

手続き 加入申込書ご提出後、常議員会の承認を経て、指定期日までに加入金・年会費等をお
納めいただき正式加入となります。

種　類 一口当たり 入会口数
法人・団体会員 11,000 円 2 ～ 130 口

個人会員 7,200 円 2 ～ 130 口
特別会員 7,200 円 3 ～ 130 口

加入金、年会費、負担金は経理上損金として処理できます。

産業振興部 商工振興担当 TEL.212-6442・6453
京都創生担当 TEL.212-6443・6450

会　員　部

会員サービス担当 TEL.212-6410・6413
人材開発センター 研修担当 TEL.212-6446
人材開発センター 雇用担当 TEL.212-6414
人材開発センター 検定担当 TEL.212-6440

企　画　室 企画・広報担当 TEL.212-6432
総　務　部 管理担当 TEL.212-6421

〒604-0862　中京区烏丸通夷川上ル　TEL.075-212-6400（代表）
URL: http://www.kyo.or.jp/kyoto/　E-mail: soudan@kyo.or.jp

京都商工会議所は、2019年春、京都経済センター（仮称）へ移転致します。移転に伴い、電話番号等が変更となる場合がござ
います。※新住所：京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番（予定） 31



（担当行政区）上京区・中京区・下京区・東山区・山科区
☎212-6460　 fax 212-6920
中京区烏丸夷川上ル  京都商工会議所ビル1階
※地下鉄「丸太町駅」6番出口直結

洛央支部

丸太町通丸太町駅

烏丸御池駅

竹屋町通

夷川通

京都新聞社京都商工
会議所ビル

地下鉄東西線

地
下
鉄
烏
丸
線

烏
丸
通

御池通

洛北支部

（担当行政区）北区・左京区
☎701-0349　 fax 791-8505
左京区下鴨高木町6  アトリエフォー1階
※「高木町」バス停より徒歩2分

京
都
銀
行

北大路通

京
都
中
央
信
用
金
庫 〒

アトリエフォー
1階

下
鴨
本
通

松
ヶ
崎
通

高木町
交差点

バ
ス
停

高
木
町

バ
ス
停

高
木
町

洛南支部

（担当行政区）伏見区・南区
☎611-7085　 fax 603-2601
伏見区京町北7丁目11  増田組第2ビル1階
※近鉄・京阪「丹波橋駅」より徒歩1分

京
町
通 

→

増
田
組

第
２
ビ
ル
１
階

京
都
市

呉
竹
文
化
セ
ン
タ
ー

京
阪
・
丹
波
橋
駅

近
鉄
・
丹
波
橋
駅

洛西支部

（担当行政区）右京区・西京区
☎314-8771　 fax 314-8911
右京区西院巽町13  西院くめマンション1階
※阪急「西院駅」より徒歩3分

四条通

佐
井
通

佐
井
西
通

西
大
路
通

京都中央
信用金庫

京
福
嵐
山
本
線

京都銀行

西
院

く
め
マ
ン
ショ
ン

１
階

西
院
駅

西
院
駅

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

京
都
信
用
金
庫

阪
急

京都線

中小企業経営支援センター


