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福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（時短営業協力金）

　福島県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、時間短縮営業要請（下記）に応じた

事業者に対し、協力金を交付します。

事業者の皆様に対する要請について
営業時間短縮の協力要請（特措法第24条第９項）※１月15日（金）から２月７日（日）まで

●要請内容： 午後８時から午前５時までの時間帯の営業自粛
　　　　　　（酒類の提供は午後７時まで）

●対象施設：�食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
　　　　　　・接待を伴う飲食店（風営法第２条第１項第１号に該当する店舗）
　　　　　　・酒類を提供する飲食店（カラオケ店を含む）
　　　　　　※�ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等

のイートインスペースを除く

● 対象地域：県内全域

交付対象店舗
福島県に所在し、通常、午後８時から午前５時まで

の時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基

づく飲食店営業許可を受けた施設（上記要請の対象

施設）

交 付 要 件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。

ア�県内に対象店舗を有すること。

イ��対象店舗において、午後８時から午前５時までの

時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和３年

１月15日（金）午後８時から令和３年２月８日（月）

午前５時までの期間、午前５時から午後８時まで

の間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を

午後７時までとすること。

ウ��対象店舗にかかる食品衛生法（昭和22年法律第

233号）に基づく営業許可証（飲食店にかかる許

可に限る。）に記載されている営業者であること。

エ��令和３年１月12日（時短営業要請日）より前に、

必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業

の実態があること。また、当該許可の有効期限が

令和３年２月８日以降であること。

オ��対象店舗において、時短営業の案内を掲示してい

ること。

カ��福島県暴力団排除条例（平成23年福島県条例第51

号）に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関

与する事業者等ではないこと。

交　 付　 額
店舗当たり最大104万円

■�時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数

×４万円」を交付します。

　��その場合、時短営業を開始した日から令和３年２

月８日（月）午前５時まで連続して時短営業する

ことが必要です。

■�対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、

一括して申請してください。対象店舗数に応じて、

合算して交付します。

申請受付期間（予定）
時短営業要請期間の終了後（２月８日（月）以降）

に申請の受付を開始する予定です。

申請に必要な書類（予定）
提　出　書　類 留　　　意　　　点

交付申請書 県指定様式（準備中）

振込先の通帳等の写し
・ 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人（フリガナ）」がわかること
・�預金通帳の場合、表紙を１ページめくった中表紙の見開き
・�インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ

営業許可証の写し 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証であること

酒類を提供していることがわかる書面等 メニューの写真、酒類の納品書、ホームページの画面を印刷したものなど

店舗外観写真 店舗の名称が確認できるもの（看板等）を含む外観写真を提出してください。

対象店舗において「時短営業の案
内」を掲示したことがわかるもの

・�期間中の営業時間（又は休業していること）が明記されたもの
・�原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。

本人確認書面
（個人事業主の場合のみ）

・�運転免許証、保険証等の写し（住所等が裏面記載の場合は裏面を含む）。
・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。

お問合せ先　福島県時短要請コー ルセンター（平日のみ）☎024-521-8622 （受付時間：９：00～17：00）
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合資会社石河屋

いわきプリンスホテル

企 業 概 要

代表社員を務める加藤美奈さんの祖父が石河商店とし
て創業、昭和37年に合資会社石河屋に屋号を変更し現
在に至る。2011年の東日本大震災を機に福島県内の果
物への風評、食品ロスの観点からドライフルーツに着
目し果物の魅力を伝えることに力を注いでいる。
2020年７月、石河屋駐車場にオープンしたドリンクス
タンド“チアフルカフェ”は福島産の果物を中心に、
毎朝仕入れる旬の果物でつくるスムージーやコールド
プレスジュースが味わえる。

一押し商品

●ドライフルーツ詰め放題　　500円～
●こだわりの焼き芋　　　　　150円～

企 業 概 要

福島県のいわき市役所・合同庁舎付近で営業するいわ
きプリンスホテル、長崎県出身の祖父が創業者だと語
る３代目、原田雄介社長は、コロナ禍は令和の時代の
ニーズに合わせた経営を考えるきっかけになったと熱
く語る。
売上の大部分を新型コロナの影響により奪われたが、
事態が好転した際に他より先んじれる強みの創出に舵
をきった。
サロンや企業、打合せスペースなど、「レンタルルー
ム事業」を中心に、サーフィン体験、福島第一原発視
察などいわきプリンスホテルでしか味わえない“コト”
の体験を販売する「コト体験事業」の二本立てで2021
年は勝負する。
挑戦を選んだ原田さんの顔には充実感が伺えた。

一押し商品

●レンタルサロン　　１時間/�1,000円（税別）
●レンタルルーム　　１時間/�1,000円（税別）
●�レンタルルーム（オフィス・サロン・テナント・
　一人暮らし）　　　�１ヶ月/60,000円（税別）～
　�客室を活用した様々な部屋を借りられる。昨年10月
よりスタート。

合資会社石河屋
福島県いわき市常磐湯本町栄田３
☎0246-42-2203

いわきプリンスホテル
福島県いわき市平字尼子町２-12
☎0246-21-6111

新型コロナ対策についての工夫

店内の除菌のため、小規模事業者持続化補助
金を申請し、オゾン発生装置を設置。特に果
物は、普通の空気よりもオゾンを含んだ空気
のほうが新鮮さを保てることもあり一石二鳥
の投資になった。

オススメメニュー

●イチゴみるく　　　　　　300円
●組合せ自由なスムージー　400円
●�旬の果物の生絞りジュース
　（デコポン＆みかん）　　　300円
●�いちごおしるこ　　　　　300円

オススメメニュー

●�よもぎ蒸しデトックス　40分
4,000円（税別）

●�２泊３日宿泊プラン
　本格プチ“ファスティング（コト体験付）”

お一人様�70,000円（税別）
　�断食で健康回復・ダイエットに有効なプチ

ファスティングを体験するプラン。北海道・
東北の宿泊施設では初となる試みだ。
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教室の紹介
いわき市平上荒川の高専近くにある陶芸教室「かたち」。創業は2015（平成
27）年で、東京・武蔵野の陶芸工房に勤めていた青木有紀さんが、家族の転
勤で来市し、創業した。陶芸初心者を対象とし粘土を練る作業～完成まで学
べる。

交流スペースなっくる

陶芸教室かたち

施設の紹介

ＮＰＯ法人勿来ま
ちづくりサポート
センター（舘敬理
事長）が主体とな
り、旧国民宿舎「勿
来の関荘」を改修
し2019年10月に
オープンした。健
康志向の発酵食品
をテーマに、自家
農園で採れた無農薬の野菜を中心に料理を提供している。
高台にあり太平洋が一望できる窓からの風景と店内に流れ
るソウルミュージックを楽しみながら、贅沢なひとときを
過ごせる。また屋上も開放しており、ハンモックの貸出も
行っている。スポーツ団体などの宿泊も受け入れているほ
か、サイクリングやトレッキングなどの体験も行える。

一押しメニュー

●なっくるランチ
1,540円（税込）

　�西白河郡のエゴマ豚
を使用し乳酸菌や酵
母菌で味付けされた
旨味の滲み込んだオ
リジナルの一品

オススメメニュー

●なっくるドリア　　1,320円（税込）
●ハンバーグランチ　1,320円（税込）

新型コロナの影響と対策

「あんしんコロナお知らせシステム」の導入や消
毒、除菌の実施、テーブルの間隔をあけ密になら
ないように配慮している。その他、ウィズコロナ
の取組みとして、今後は、子どもが外で遊べる遊
具を整備していくなど企画を考えている。

オーナー紹介
青木さんは大学でデザインを学び陶芸
工房で本格的に陶芸を制作してきた。
その経験を踏まえ、会員生徒向けにカ
リキュラムを作り一人ひとり丁寧に教
えている。「ものづくりを通した幅広
いコミュニケーションの場をつくりた
い」と笑顔で話す。

コロナの影響
会員が減少した他、観光客向けの体験
教室や学校・保育所での出前講座が全
く無くなった。現在は消毒や人数制限
を実施、つい立を作り安全面に最大限
の配慮を行い、教室を開いている。

商工会議所とのかかわり
小規模事業者持続化補助金や市の経営
発達補助金の申請補助を実施。引き続
き情報の提供のほか、経営面で第三者
の客観的視座からの助言を求めている。

教室のご案内
月 金 土 日

10：30～13：00 ● ● ● ●
13：30～16：00 ● ● ● ●

※日曜日は第１、第３日曜日のみの開催です。

入学金 5,000円（別途材料費）

月会費
月２回コース�5,000円
月３回コース�7,500円
月４回コース�9,500円

チケット ５回分�12,000円

手びねり一日体験コース�2,700円
電動ロクロ体験コース　�5,000円

陶芸教室かたち
福島県いわき市平上荒川字桜町60
リノベガーデンプラザ内桜まちテ
ラス１階
☎080-6636-0666
Ｅ－ＭＡＩＬ
info@ctachi.net
ＨＰ
http://catachi.net

LINEで予約

交流スペースなっくる
福島県いわき市勿来町
関田関山59
10：30-15：00
水曜日定休
☎0246-88-6541
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株式会社

た か し ま

しゃぶしゃぶ温野菜　いわき泉店 ～夢のある未来を創造する～
　いわき市泉町地区の中心部、飲食店が数店舗連なる県道20号線のロー

ドサイドにある「しゃぶしゃぶ温野菜　いわき泉店」、コロナ禍において

も店を守り続けるのは小名浜第二中学校の同級生コンビの二人だ。

　店舗を運営する株式会社たかしまは1969年創業の50年の歴史をもつ会

社で、創業時は建設業を中心としていたが、2015年より新妻さんが中心

となりフランチャイズとして飲食店経営を開始。厳選された高級肉や国

産野菜を使用したしゃぶしゃぶ鍋料

理の食べ放題サービスを提供してお

り、客席数82席・駐車場48台と多く

の顧客を呼び込める施設となってい

る。

　当初から大事にしてきたことは“楽

しさ”の提供ですねという新妻さん。お客様満足度、従業員満足度を高め

ることに無我夢中で取り組んできたのであっという間でしたと話す。

　今では会社の主力は飲食店営業となり、2020年４月に代表取締役に就

任した新妻さんでしたが、直面したのは新型コロナウイルス感染症の影

響による緊急事態宣言であった。宣言下においては休業も頭をよぎった

が、従業員の雇用を守るためテイクアウトと夜中心であった営業時間を

ランチ中心に変更。一方では感染症対策にも力を入れた。４月の早い段

階で全席アルコール除菌液を設置し

たほか、補助金を活用し、従業員と

お客様の接触を少しでも減らすため

タッチパネルを全席に導入するなど

お客様、従業員の安心安全を第一に取り組んできた。2020年は激動の一年

でしたと振り返る二人の表情からは、未だ猛威を振るう新型コロナウイル

スに立ち向かう決意とこの一年を乗り越えた自信が伺えた。

　前社長より新社長へ代表取締役が交代となったことに伴い、「夢のある未来を創造する」という新しい経営

方針を打ち立てた。信頼する馬上さんと二人三脚で会社に関わる全ての方に夢のある未来を提供できる、次世

代の会社運営の実現を目指し、日々邁進している。

代表取締役　新妻良容さん㊨

シニアマネージャー　馬上慎太郎さん㊧

■ しゃぶしゃぶ温野菜　いわき泉店
〒971-8185�福島県いわき市泉町滝尻字神力前16　／　☎0246-85-0720



コロナ禍に負けない

2021.2
7

会員のチカラ 第50番目

JEWELRY
Coseete

ジュエリー コセーテ

お客様の好みに合わせたオリジナルジュエリーを提供
　いわき市の「泉テラス」の中にある「JEWELRY Coseete（ジュ

エリー コセーテ）」は、店主渡邊和也さんの「笑顔と感動をこしら

えます」の経営理念の下、顧客が求めるジュエリーを同店で相談に

応じながら制作しており、そのオリジナル性が高く評価されている。

　渡邊さんは同市出身で、20代～50代までの約30年間ダイヤモンド

輸入商社等に勤務し、商品

開発から素材選別、修理品

の対応など長年携わってき

た。地元に戻り昨年４月に

創業し、「ジュエリーショッ

プは敷居が高いと思ってほしくない」との考えから、「ワクワク感を

持てるような店に」と店内に工房を設置し、宝石や原石の展示コーナー

等を設けるなど『身構えないお店づくり』を目指している。

　同店の特徴は渡邊さんの商社での経験を活かし、顧客のイメージ通

りのジュエリーを制作できること。顧客にジュエリーの要望を聞きな

がらデザインし、３Ｄプリンターを活用し複雑な模様のジュエリーも

制作できる。またリーズナブルな商品も取り揃えており、ご希望があ

れば渡邊さんのフォローによるお客様自身でのジュエリー制作も可

能。またジュエリーの修理も受け付けている。

　同店では ３Ｄデータ作成と精密３Ｄプリンター所有しているので、

貴金属ジュエリーだけでな

く子供の絵を３Ｄ化した小

物制作といったユニークな活用をしており、汎用性の高い精密３Ｄ

プリンターで他の業種の様々なデータ作成や試作・制作などにも対

応してくれる。渡邊さんは「困ったことがあったら気軽に相談に来

てください」と来店を呼び掛けている。

■JEWELRY Coseete（ジュエリー コセーテ）
〒971-8182
福島県いわき市泉町滝尻字六百町１-１　泉テラスＢ棟
☎＆　0246-60-8380　／　E-MAIL　coseete@gmail.com
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☆今回の確定申告での注意点や改正点は？

　まず、注意点ですが、大きく２つあります。１つ目
が、多くの方が申請した「持続化給付金」や「家賃支
援給付金」、「雇用調整助成金」、「休業協力金」は、課税
対象となりますので、雑収入などに加えて計算します。
また、これらの給付金や助成金は、「消費税」の申告に
関しては、不課税となります。２つ目は、青色申告特別
控除が65万円（複式簿記による記帳処理、貸借対照表を
作成）を受けようとする方は、ｅ-ｔａｘでの決算・申
告が義務となります。ｅ-ｔａｘでの申告でなく、用紙
で申告する場合は、青色申告特別控除が55万円となりま
す。ｅ-ｔａｘは申請登録が必要となります。
　次に、改正点ですが、税制の改正による控除内容や要
件などの変更と申告書様式の変更があります。まず控除
内容ですが、基礎控除が48万円になることにより、同一
生計配偶者、扶養親族などの合計所得金額の要件が変わ
ります。また、ひとり親控除が創設され、従来の寡婦（寡
夫）控除が見直されました。
　今回は、注意点や改正点の主なものをご紹介しました
が、これらのほかにも気を付けなければならない点がご
ざいますので、ご不明な点はお早めにご相談ください。

☆ 確定申告相談会場における
　「新型コロナ感染症防止対策」は？

　新型コロナ感染症の影響が大きい中ですが、例年同
様、確定申告相談会を開催します。今回は、申告相談会
場に、相談テーブルへのパーテーション設置や「密」を
避けるなどの感染症対策を講じての相談会となります。
マスク着用や手消毒、検温、発熱や体調不良の方の来
場お断りなどや「密」を避けるため、正書や控え作成、
計算などの書類作成はご自宅で、また、混雑してきた場
合は、整理券を配布させていただきます。
　新型コロナ感染症は、いつ、どこで、どのようにして
感染するか予想もつかない状況ですが、当所経営指導員
もマスク着用をはじめ、相談テーブルの消毒や換気など
を行いながら相談に対応します。
　このような状況ですので、ご来場された方にはご不便
をおかけしますが、感染症対策にご理解、ご協力をいた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

☆事業者へのメッセージ

　本年の確定申告相談会の詳細は、次ページに掲載して
おりますので、ぜひご覧ください。
　新型コロナ感染症で厳しい状況が続いておりますが、
わたしたち、商工会議所は、常に、会員事業所の皆さま
のお傍におります。
　これからも、皆さまと一緒に歩んでまいりますので、
お気軽にご相談ください。

確定申告へ向けて

来所を呼びかける富岡相談所長㊧と酒井統括Ｇ長

　確定申告がまもなく始まります。

　確定申告開始に向け、決算・申告の注意点や改正点、新

型コロナ対策などについて、当所中小企業相談所長富岡誠

法定指導員に話を聞きました。

税込価格の表示（総額表示）が

必要になります！
　平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、�令和３年４月１日以後は、総額表示が

必要になります。

〇事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

〇 店頭の値札・棚札などのほか、 チラシ、 カタログ、 広告など、どのような表示媒体でも、 対象となります。

◆  総額表示に 《該当する》 価格表示の例
☆税込価格10,780円（税率10％）の商品の例
・10,780円
・10,780円（税込）
・10,780円（うち税980円）
・10,780円（税抜価格9,800円）
・10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
・��9,800円（税込10,780円）

■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
�・9,800円（税抜）　　・9,800円（本体価格）　　・9,800円＋税

※�税込価格が明瞭に表示されていれば、�消費税額や税抜価
格を併せて表示することも可能です。

　消費者が値札や広告により、�商品・サービスの選択・
購入をする際、
－�支払金額である�「消費税額を含む価格」�を一目で分
かるようにし、

－価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、�平成16年４月より実施されているも
のです。
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経営支援のページ
いわき商工会議所・いわき青色申告会

令和２年分所得税・消費税確定申告相談会開催のご案内
　決算・申告書の作成・提出の時期が近づいてまいりました。所得税・消費税確定申告相談会を開催し

ますので、お気軽にご利用下さい。

　本年相談会は、新型コロナウイルス感染症対策を考慮する中での実施となります。会場での手指消毒、

検温、マスク着用、間隔確保、混雑時の整理券配布などの対応にご協力下さい。

　発熱や体調不良など症状のある方は、ご来場をお控え下さい。

月　日（令和３年） 時　　間 会　　場

通 常 相 談 会

(経営指導員)

２月16日(火) ～

３月15日(月)　

※土日祝日は除く

〔午前〕�９：00 ～ 12：00

〔午後〕13：00 ～ 16：00

いわき商工会議所

本 所・ 各 支 所

夜 間 相 談 会

(経営指導員)

３月４日(木)

３月９日(火)
18：00 ～ 20：00

いわき商工会議所

本 所・ 各 支 所

移 動 相 談 会

(経営指導員)
２月24日(水) 18：00 ～ 20：00 草 野 公 民 館

■税理士相談会（上記通常相談会に伴い税理士相談日を設けます。）

　土地建物の売買等の分離課税、相続・贈与など専門的事項の相談対応のため、税理士による相談日を

設けますので、ご利用下さい。※なお、相談日が変更になる場合がございます。その際にはご了承下さい。

会　　場 月　　　　日

いわき商工会議所

（本　　　所）

[２月]　17日(水)・19日(金)・24日(水)・26日(金)

[３月]　１日(月)・３日(水)・５日(金)・９日(火)・10日(水)・12日(金)

いわき商工会議所

（小名浜支所）

[２月]　16日(火)・19日(金)・22日(月)・24日(水)・26日(金)

[３月]　１日(月)・５日(金)・８日(月)・10日(水)・12日(金)

いわき商工会議所

（常 磐 支 所）

[２月]　16日(火)・19日(金)

[３月]　１日(月)・５日(金)・８日(月)・12日(金)

いわき商工会議所

（勿 来 支 所）

[２月]　17日(水)・19日(金)・24日(水)・26日(金)

[３月]　１日(月)・３日(水)・５日(金)・９日(火)・10日(水)・12日(金)

 ご準備・ご持参
いただきたいもの等

○�令和元年分の決算書及び確定申告書の
控え

○�代表者及び専従者、扶養者の氏名、生
年月日・年齢、マイナンバー

○�国保・年金及び生保・損保等の控除す
るものの支払証明書

○公的年金等の源泉徴収票

○�本人確認書類�（マイナンバーカード又は
通知カード及び運転免許証・保険証など）

○代表者の印鑑（認印）　など

 新型コロナウイルス感染症対策防止のための
各種対応にご協力願います。

○�混雑緩和として、会場の混雑状況により、整理券配布
での対応を行う場合があります。

○�書類記入・作成で長い時間を要する場合は、お持ち帰
りいただき、改めてお越し下さい。

○�マスク着用、会場備え付けの手指消毒・検温等をお願
いします。

　�37.5度以上の発熱、咳など風邪の症状がある場合は、
入場をお断りします

○�申告される方のみのご来場、諸事情で複数名でお越し
の場合は最少人数でお願いします。

【問い合わせ】 本所(平)☎25-9151　小名浜支所☎53-5175　常磐支所☎43-2757　勿来支所☎63-6521
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風力発電で地域への経済効果を大きく

第２回優しいまちづくり委員会12/16

12/22

　12月16日（水）、当所役員室にて第２回優しいまちづくり委員会（委員長：渡邊隆志 ㈱ネクスト情報は

ましん 代表取締役社長）を開催した。今回は平三町目にゲストハウス「Guest House & Lounge FARO」 

を整備された北林由布子氏を招き、整備に至

る経緯や商店街等と連携したまちづくりの取

組みについてご講話いただいた。北林氏は

「FAROを一つの拠点とし、幅広い年齢層が

集う魅力あふれるまちづくりに取り組んでい

きたい」と意気込みを語った。

　委員会終了後にゲストハウスの見学を行

い、中心市街地活性化に向けた今後の取り組

み等について意見交換を行った。

　いわき風力発電ＥＰＣ参入研究会は、いわきワシントンホテルにて、風車の保守・運営の国内最大手で、

今夏、四倉工業団地に事業所を開設する株式会社北拓から吉田悟副社長を講師に招き、本県や市内におけ

る風力発電の状況や今後の展望等をテーマに講

演会を開催した。カーボンニュートラルに向け

て、ますます風力発電が活況に向かう中、躯体

やメンテナンス部品等を運び込む小名浜港活用

の重要性や、風車の円滑な設置に向けて国・県

と連携しながら地域として率先して動いていく

ことが、地域に持続的な経済効果をもたらす等

の説明を聞き、会員同士は意見交換をしながら

理解を深めた。

▶今後のまちづくり事業等について意見交換を行う委員たち

▶風力発電の状況や今後の可能性を学ぶ出席者たち

仕事始め式1/5
　いわき商工会議所の仕事始め式は１月５日、当所の役員室で行われ、職員が気持ちを新たに新型コロナ

禍からの回復へのチャレンジを含めた地域経済振興に取組むこと等を誓った。

　職員約20名が出席した。小野栄重会頭が「新型コロナに振り回された一年だった」と昨年を振り返り、

「今年は全力集中で事

業所を守り、コロナに

打ち勝ちたい」と挨拶

した。

　この後、長谷川浩一

副会頭の発声の下、甘

酒で乾杯し、新年の訪

れを祝った。 ▶ �甘酒で乾杯する職員たち▶ �職員へ向け、今年の抱負を述べる小野会頭㊧
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　全６回で行われている「いわき観光経営塾～新型コロナ緊急対応編」の第３回、４回が開催され、第３

回目の講座では、いわき経営コンサルタント事務所　代表　藤本 誠 氏より、「経営計画の意義と作り方

を学ぶ～目標を定め、道に迷わないために～」と題し、起業や事業の立ち上げに伴う経営計画書の作り方

や、成功している経営者の特徴、経営者とはどうあるべきか等の内容について講話いただき、情熱ある力

強い説明で塾生のモチベーションを奮い立たせるような

講座となりました。

　続く第４回目は、「観光マーケティングを学ぶ～お客

様から学ぶマーケティング～」と題し、常磐興産株式

会社 上席執行役員 関根 一志 氏より講話いただきまし

た。スパリゾートハワイアンズを運営する立場から、お

客様から学ぶことで常に進化し続ける努力、お客様の満

足度向上のために常に意識していることなど、塾生に

とって観光経営の実践に役立つ知識やスキルを学ぶこと

ができる講座となりました。

いわき観光経営塾  ～新型コロナ緊急対応編～1/8・1/25
第３回 第４回

▶経営計画書の重要性を説く藤本氏

会社のＰＲにいわき商工会議所「会報」を使ってみませんか？
　平素より、当所事業活動に関しましては、格別のご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　当所では毎月１日、会報「ふろんてぃあ」を発行しております。会報は、毎月4000部発行し、当

所会員事業所はもとより、官公庁、全国主要の商工会議所等に配布しており、企業・経営者を主要

な読者としていますので、不特定多数の媒体より、Ｂ�ＴＯ�Ｂに関して高い訴求効果が期待できます。

　つきましては、この機会に、是非、広告・折込のご掲載をご検討いただき、会社のＰＲ、販路開

拓等にお役立ていただければ幸いに存じます。お申込みの場合には当所ＨＰから申込用紙をダウン

ロードし、必要事項を明記の上、企画グループまでお送りください。

いわき商工会議所会報「ふろんてぃあ」広告概要

〇広告サイズおよび料金（サイズ４種類）

サ　イ　ズ 掲載料金（税込） サ　イ　ズ 掲載料金（税込）

①
全面サイズ

（縦255㎜×横173㎜） 80,000円 ③
１段通しサイズ

（縦46㎜×横173㎜） 20,000円

②
半面１/２サイズ

（縦128㎜×横173㎜） 40,000円 ④
１段２割サイズ

（縦46㎜×横85㎜） 10,000円

〇折込料金（会報チラシとして同封）

会　　　員 非　会　員

チラシＡ４版（印刷別）

Ａ３は倍額

１枚６円×4000部

⇒�24,000円
１枚20円×4000部

⇒�80,000円

お問い合わせ　企画グループ　木村　☎0246-25-9151　／　E-MAIL go-k@iwakicci.or.jp
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東邦銀行の地域経済支援に向けた取り組み

東 邦 銀 行

　いわき商工会議所の金融・都市開発業部会では、グローバル化やデジタ

ル化によって複雑化した経済を紐解くとともに、有用な金融商品を理解し、

経営に役立てて頂くため、金融機関と連携した「経済トレンド便」をお届

けしています。

　同企画は市内の証券を含めた金融機関14社の協力のもと、実施致します。
経済トレンド便

金融・都市開発業部会
金融機関リレー掲載

【令和第15回】東邦銀行

　東邦銀行では、地域経済の発展やお客さま

の課題解決に向けた様々なソリューションを

提供しています。

　銀行の３大業務である預金、融資、為替に

よる金融支援はもとより、時代や環境の変化

に伴うお客様のニーズの多様化に対応すべ

く、長年にわたって経営課題提案型営業や個

人資産運用・コンサルティングなどに取り組

んでまいりました。

　とりわけコロナ問題が深刻化した昨年以

降、相続・事業承継（経営体制の見直し、持

続的成長のためのＭ＆Ａ等）、人材紹介、ＩＴ・

業務効率化（非対面チャネル、キャッシュレ

ス決済の導入等）、トップライン改善のため

の販路拡大支援などの分野におけるご相談を

これまで以上に多くお寄せいただくようにな

りました。

＜ご相談に対する具体的な施策・対応例＞

＜東邦銀行のＥＳＧ／ＳＤＧｓへの貢献に向けたお客様支援例＞

　また、コロナ状況下における生活様式・企業活動の変化への対応に加え、今後はＥＳＧ／ＳＤＧｓへの取り組みがより

一層求められる社会になっていくことが想定されます。

　脱炭素社会の実現やクリーンエネルギーへの転換に向けた世界的な動きの活発化により、大手中小を問わず環境経営を

行っているか否かによって企業価値が判断され、ひいては企業の存続にも影響を与える時代に突入しつつあります。

　当行では、お客様のＥＳＧ／ＳＤＧｓへの参画に向けた取り組みに関する支援メニューの充実を図ることで地域経済の

発展に向けたサポートを行っていきたいと考えています。

　震災から10年という節目の年にコロナというさらなる困難に直面するとは想像だにしておりませんでしたが、地域金融

機関として地元のお客様にどのような価値が提供できるかを常に模索し実行していくという姿勢は崩さず、「すべてを地

域のために」のスローガンのもと引き続き質の高い金融サービスの提供に努めてまいります。　　　　　　　　以　上


