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こんなことやってます! 掲載事業所募集中

新商品・新サービスの
　　　PRにご活用ください

・会員事業者様限定。年に１回掲載可能です。
・掲載は無料です。事業所紹介

「YouTube動画広告」承り中！ 味自慢のおでんをご賞味あれ
　PR動画や採用動画を

指定エリア、ターゲッ

トのみに配信でき、無

駄が少なく効率的なYou 

Tube動画広告をご提案。

制作した動画の再生数

が伸びないなど、そん

な企業様のお悩み解決

いたします。

　おでんをつま
みながら楽しく
飲めるお店です。
お仕事帰りにひ
とりで一杯はも
ちろん大歓迎、
グループでも座
敷もあります。
　おでん以外にも刺身、揚げ物、焼き物など豊富に揃
えています。ご来店心よりお待ちしております。

有限会社ビー・ボックス
〒970-8025
いわき市平南白土2丁目2-12
TEL.0246-22-7800 FAX.0246-22-7801

おでん新蔦
〒970-8026　いわき市平字田町32
TEL.0246-25-3175
営業時間／17:00～22:00　休業日／日曜日・月曜日

〈掲載のお問い合わせ〉

企画グループ
☎25-9151
（本多・橋本）

申込は
こちら ▼

グランドワークスデザイン株式会社グランドワークスデザイン株式会社
　常磐関船町、いわき中央警察署常磐分庁舎の向かいにあ
るグランドワークスデザイン㈱は、2019年に設立した新進
気鋭のエクステリア（外構）施工会社だ。「かっこいいこと」が大事だと話すのは、代表の髙橋秀樹さん。その事務所は、トレー
ラーハウスの周りにヤシの木が背を伸ばし、まるでアメリカ西海岸を思わせる雰囲気だ。

　南国のイメージが強いヤシの木だが、品種によっては東北のいわきでも生育可能
だという。特別な水やりも肥料も不要で、住宅のエクステリアに導入すれば、一気
に印象が変わる。
　同社では大きく分けて２種類のエクステリアを提案している。ヤシの木等の植物
を活かした、米西海岸を彷彿とさせる『カリフォルニアスタイル』と、シンプルで
スタイリッシュな『モダンスタイル』だ。「エクステリアは住宅の顔です」と言う
髙橋代表は、照明にもこだわる。昼と夜で印象が変わるエクステリアに、「奥さん
と喧嘩した気まずい日でも、玄関がかっこいいとそれだけで一歩踏み出せますよね」
と笑う。
　髙橋代表のこだわりは一貫している。「かっこいいものを提供するなら、会社も
社員もかっこよくなければ。現場の職人は、パフォーマー。どんなに腕が良くても、
態度が悪かったり、約束の守れない人は注意します」と語る。

　2022年９月には、敷地内に観葉植物販売の「BUD PLANTS（バッドプランツ）」を開店した。アガベ等のメキシコや
南アメリカ大陸産の珍しい多肉植物も取り揃えており、店長には、もともとアパレルで接客を勤めていた人物を据えた。「外
構の施工も、かっこよさを提供するという点では、アパレルショップ店員や美容室のスタイリスト等のサービス業に近い
ですね」という。植物販売がきっかけとなり、外構工事の依頼につながった事例も出てきた。
　市内唯一ともいえる強みを武器に、確実にファンを取り込んでいる。将来の夢を尋ねる
と、「いつかランドスケープ、景観づくりに挑戦したいですね。いわきの海岸をかっこよ
くしたいです」と大きな目標を語った。
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グランドワークスデザイン株式会社
いわき市常磐関船町2-17-1 ／ ☎0246-88-8246
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試験回

　第164回 1級：7月31日(月) 2・3級：6月26日(月)

　第165回 1級：2024年1月10日(水) 2・3級：12月4日(月)　

　第166回 2024年2月25日(日) 2・3級：2024年3月11日(月)

【申込方法】
窓口：受験料を持参の上、本所及び各支所へお申込み下さい。当所ホームページより申込用紙のダウンロードができます。
インターネット：当所ホームページ内ネット申込専用窓口から受験者情報を登録し、期日内までに受験料をお支払い下さい。

 　　　　　　　受験料の他に550円（税込）の事務手数料が必要です。

◎お問合せ先：いわき商工会議所 ＴＥＬ：０２４６-２５-９１５１ （土・日・祝休日・年末年始を除く9：00～17：00）

珠算4～10級
準級1～3級

　　　 1級：2,340円
（日珠連） 暗算1～10級

　　 　2級：1,730円
読上段～10級

　　　 3級：1,530円
段位珠算1～10級

　  4～6級：1,020円
準級1～3級
暗算1～10級 【準級】
読上暗段～10級

　 準1級：2,040円
珠算4～10級

 　準2級：1,630円
準級1～3級

 　準3級：1,320円
（日珠連） 暗算1～10級

　7～10級：   910円
読上段～10級

　　いわき珠算連盟から直接本人へ連絡
段位珠算1～10級
準級1～3級

　1～10級：  910円
暗算1～10級
読上暗段～10級
珠算4～10級

       　  段：1,120円
準級1～3級

　1～10級：1,020円
（日珠連） 暗算1～10級

読上段～10級
段位珠算1～10級

 　     総合：2,950円
準級1～3級

　珠算のみ：2,550円
暗算1～10級

　暗算のみ：1,220円
読上暗段～10級

◎お問合せ先：いわき珠算連盟 ＴＥＬ：0246-28-0441

4：級2。すで」式方験試トッネ「たし用利をトッネータンイ※ ,720円

2：級3。いさだく認確ごで」トイサブェウ験試トッネ定検記簿「は細詳・み込申お※ ,850円

7：級1
。すで」式方験試トッネ「たし用利をトッネータンイ※

,850円

5：級2
。いさだく認確ごで」トイサブェウ）士売販（グンィテケーマルーテリ「は細詳・み込申お※

,770円

　　3級：4,200円

◎お問合せ先：日本商工会議所検定情報ダイヤル ＴＥＬ：050-5541-8600 （平日9：00～20：00）

カラーコーディネーター
アドバンス アドバンス　：7,700円
スタンダード スタンダード：5,500円

4月19日（水）～　4月28日（金） 5月19日（金）～ 5月30日（火） 6月23日（金）～ 7月10日（月）

ビジネス実務法務 　　2級：7,700円

　　3級：5,500円

ビジネスマネージャー 8月29日（火）～　9月6日（水） 9月22日（金）～10月3日（火） 10月27日（金）～ 11月13日（月）
    7,700円

福祉住環境コーディネーター
　　2級：7,700円

5月16日（火）～　5月24日（水） 6月9日（金）～ 6月20日（火） 7月14日（金）～ 8月3日（木） 　　3級：5,500円

環境社会（ｅｃｏ検定）
9月19日（火）～　9月27日（水） 10月13日（金）～ 10月24日（火） 11月17日（金）～ 12月7日（木）

　5,500円

ビジネス実務法務 １級 試験日 １２月１０日（日）

　　12,100円

福祉住環境コーディネーター １級 試験日 １２月１7日（日）

※上記、東商検定受験料はCBT試験における受験料です。IBT試験受験料はCBT試験受験料から一律2,200円を差し引いた料金となります。
※IBT方式：受験者ご自身のパソコン・インターネット環境を利用し、受験いただく試験方式です。
※CBT方式：テストセンターで備え付けのパソコンで受験いただく試験方式です。

◎お問合せ先：東京商工会議所 検定センター ＴＥＬ：050-3150-8559 （土・日・祝休日・年末年始を除く10：00～18：00）

いわき商工会議所 リテールマーケティング 所議会工商京東所議会工商本日
験試トッネ定検記簿

込申定検記簿 （販売士） 報情定検報情験試定検
トイサブェウ報情

トイサブェウ 情報ウェブサイト トイサブェウトイサブェウ

第51回

検定試験名

2級：4,720円

3級：2,850円

試験回

第54回

受験料（税込）検定試験名

（ネット試験）
2～3級

簿記

1～3級

団体申込登録期間 申込期間 試験期間

合格発表級 試験日 申込受付期間（窓口・インターネット）

実施級・クラス

簿記

珠算

11月19日(日)

4月24日(月)～5月8日(月)

10月2日(月)～10月16日(月)

2024年1月10日(水)～1月22日(月)

1～3級

第228回

第230回

第229回

リテールマーケティング

受験料（税込）

【暗 算】

4月9日(日)

6月25日(日)

8月6日(日)

1級：7,850円

1～3級

2・3級

6月11日(日)

【珠 算】
3月9日(木)

5月25日(木)

7月6日(木)

CBT（統一試験） 申込期間 1月7日（火）～11月14日（火）

（販売士）

第55回

第53回

第54回

第17回

第18回

第50回

第51回

第34回

第35回

第54回

２・３級

第2シーズン（IBT・CBT）

地方

地方

地方

２・３級

【読上・読上暗算】

10月22日(日)

【段 位】

2024年1月11日(木)

12月10日(日)

2024年2月11日(日)

9月21日(木)

11月9日(木)

第1シーズン（IBT・CBT）

第2シーズン（IBT・CBT）

第1シーズン（IBT・CBT）

日

商

検

定

～9000万人の受験実績を誇る「商工会議所検定試験」～

2023年度
各種検定試験施行日一覧

期間：2023年4月1日～2024年3月31日

東

商

検

定

（ペーパー試験）
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佐藤君枝先生のコミュ二ケーション講座

第２回
コミュニケーションをはかるには？　
お互いを知ることから始めよう
～傾聴・承認の大切さ～

　第１回は「聞く」ことがコミュニケーションで一番大切
とお伝えしました。今回は職場での効果的なコミュケー
ション、傾聴・承認の重要性についてお伝えします。
　職場では時間がなかなか取れない、話すきっかけがない
などの課題もあると思いますが、まずはお互いを知り、コ
ミュニケーションを活性化するために次の２つを試してみ
てはいかがでしょうか？

　・相手と短い会話をする時間をとる
　・相手のことを考える時間をとる

〈相手のことを考える⇒相手と話す⇒
相手のことを考える⇒相手と話す〉

　この繰り返しがお互いの安心できる居場所と信頼関係を
つくり、良好な職場環境・個人のやる気やチームの業績に
繋がっていきます。

１．３分間相手と話す時間をとる
　相手のための時間を作ること自体が「チームの大事な一
員。成長を望んでいる。あなたは周りの人から認められて
いる」というメッセージを送ることになります。仕事の流
れを止めずに、例えば廊下ですれ違ったときや仕事に余
裕があるときなどに、「今のプロジェクトどのくらい進ん
だ？」「何か困っていることない？」と尋ねてみてはいか
がでしょうか。時間にすればほんの２～３分程度です。何
を話すかよりも、３分間の時間をその人のために取ること
で、相手を大事にしているというあなたの姿勢・気持ちを
伝えることになります。しかも、その場で話すことで定期
の面談まで待たずに、問題を小さなうちに把握・解決する
ことができます。

２．相手のことを考えることは相手を大切にすること
　相手への知識や印象は自分の思い込みや周りからの主観
的な情報に偏りがちです。何が得意なのか、強みは？今の
仕事を選んだ動機は？過去の成功体験は？今、どういう状
態にいるのか？どんな助けを必要としているのか？何を
思ってどこでつまずいているのか？それらを知らなければ
関係を築くことも能力を引き出すこともできないでしょ
う。
　相手について考え、相手について知らないということを
知る。知らないことに気付けば知りたくなる。相手に対す
る質問を考えることが、わからないから聞いてみたいとい
う動機付けになります。

３．�１．２を実行するうえで
知っておいてほしいこと

☆�大切なのは今ここ・・今その
場で目の前で起こっているこ
と、お互いに見てわかること、
聞いてわかることをテーマに
する

　新しい役割になじんでいない
とき「仕事慣れた？」企画書を
書いているとき「どこまでで
きた？」業務の流れに沿って
ちょっと聞いてみてください。
今の課題について聞かれたこと
で、「ここが・・」と相手も相談
しやすくなります。

☆�相手の話を判断せず、否定せ
ず最後まで聞く

　相手が話しているときに、途中で否定したり自分の判断
を挟んだりすると相手は（この人に言ってもムダ、どうせ
聞いてもらえない）と話すことを諦めてしまい、その後、
何も言わなくなります。否定せず「あなたはそう思うので
すね」と一旦は相手の話を受け止め、それから自分の意見
を言うようにしましょう。最後まで聞いてみないと相手の
考えはわからないものです。最後まで聞いてくれた・・そ
う思えることが信頼関係につながり、相手とあなたのコ
ミュニケーション環境は劇的に変化するでしょう。（コー
チングで言うところの傾聴です）

☆相手を承認する

　承認とは大げさに褒めることではなく、〈事実を事実と
して認める〉ことです。
　「頼んでいたことをやってくれたんだね。ありがとう」
　「時間ピッタリに開催できたね」
　相手をそのまま認めることで、（ここにいていいんだ）
という居場所ができます。承認は、できていないことに不
満を言うより100倍の効果があります。

　はじめはコミュニケーションのハードルが高く思えても、

〈相手のことを考える⇒相手と話す⇒
相手のことを考える⇒相手と話す〉

　この流れのように、キャッチボールのような会話を繰り
返すことでだんだん抵抗がなくなります。〈今ここ・傾聴・
承認〉を意識したコミュニケーションを通してお互いの居
場所と信頼関係を築き、個人のやる気やチームの業績に繋
がることを願っています。

　次回から、ストレングスファインダー（企業の研修な
どで活用されている人の強みを知るツール）についてお
伝えします。

佐藤君枝プロフィール

いわき市四倉在住。幼稚園
教諭・アナウンサーを経て
専業主婦となり、３人の子
育てを終えたことを機に『あ
なたとチームの成長に伴走す
る』ためコーチングを行って
います。

趣味： 産直品を食べること、
音楽鑑賞

INPIT知財総合支援窓口
知財のことならご相談ください

（相談・支援は無料です）

TEL 024-963-0242
一般社団法人福島県発明協会

特 許

意 匠

商 標

著作権

◎国、福島県等の補助金の申請

◎相続財産等の手続き、いわき市への入札手続

無 料 相 談 承っておりま す

伊藤仁平事務所行政書士

いわき市植田町本町三丁目９-１
 0246-63-3518
携帯 090-2605-4949

●東京靴流通センター

朝日生命●

いわき南
警察署●

←勿来

当事務所

小名浜→

●
ヨーク
ベニマル
植田店
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会議所TOPICS

2/13

いわきアウトドアエンタメ創出プロジェクト始動
　ワンダーファームで、市内宿泊事業者とアウトドア事業者と
の意見交換会が開催された。約30名が参加。サイクリング、
ビーチフラ、オリジナルケチャップ・ピザ作りなど市内のアク
ティビティを体験、理解を深めながら、いわき市が推進する
アウトドアを切
り口にした新た
なシティセール
ス・観光交流拡
大の取組、事業
者の連携のかた
ちについて懇談
した。

2/7

いわき経営者協会「新春講演会」
　いわきワシントンホテル
で新春講演会を開催。コ
ロナ禍により３年ぶりの開
催となった。
　いわきスポーツクラブ代
表取締役 大倉 智 氏を講
師に迎え、「いわきFCの
未来。～大倉社長が目指し
ているもの～」をテーマに
講話。約60名の参加者は
普段は聴けない内容に大
変興味深げな様子で聴講し
ていた。

1/31

YouTube動画活用セミナー開催
　いわき産業創造館で、
YouTube動画活用セ
ミナーを開催した。
　参加したのは市内の約
30事業所で、映像制作
会社アイフィールズ㈱の
髙萩英美代表を講師と
して、動画を用いたマー
ケティングのメリットや
YouTubeに動画を投
稿する際に気を付けるべ
きポイント等について学
んだ。

2/15～16

観光経営塾　モニターツアーを開催
　いわき健康センター、
ワンダーファームなど市
内４事業所がメンバーと
なり開催している「観光
経営塾」では、企業研修
向けの商品販売に取り組
んでいる。今回は、令和
５年度の受け入れに向け、
首都圏企業の人事担当者
を対象としたモニターツ
アーを実施し、４名が参
加した。

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

いわきＦＣ　今後の試合日程

WALK  TO  THE  DREAM

AWAY HOME HOME AWAY

第
４
節

3.12(日)

14:00KO

第
５
節

3.19(日)

14:00KO

第
６
節

3.26(日)

14:00KO

第
７
節

4.2(日)

14:00KO

vs ベガルタ仙台
(ユアテックスタジアム仙台)

vs 徳島ヴォルティス
(いわきグリーンフィールド)

vs FC町田ゼルビア
(いわきグリーンフィールド)

vs ファジアーノ岡山
(シティライトスタジアム)

令和５年令和５年３月分３月分（４月納付分）（４月納付分）からから

協会けんぽの協会けんぽの保険料率保険料率
が変わりますが変わります

健康保険料率

9.53％

介護保険料率（全国一律）

1.82％

企画総務グループ　TEL：024-523-3916
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リスクファイナンスに活用!!リスクファイナンスに活用!!
商工会議所会員向け保険制度商工会議所会員向け保険制度「ビジネス総合保険」「ビジネス総合保険」のご紹介のご紹介
　事業継続力強化においては、防災・減災に関する取組みに目が行きがちですが、それに加えて、ファイ

ナンスの観点でも対策をしておくことが重要です。

　突然の高額な出費によって経営危機に追い込まれない様、ビジネス総合保険を活用しましょう。

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

アクサ生命保険株式会社
郡山支社　いわき中央営業所　TEL：0246-22-5447
〒970-8026 いわき市平字田町120 ラトブ6F
             い わき浜 営 業 所　TEL：0246-54-3785
〒971-8162 いわき市小名浜花畑町11-3 カネマンビル2F

ビジネス総合保険制度

　中小企業の多くは事業活動リスクに備える保険に複数
加入していても、補償内容の重複や漏れがあるケースも
少なくありません。
　『ビジネス総合保険』は、財産や休業、賠償責任に関す
る補償など、事業活動を取り巻くさまざまなリスクをま
とめて補償する保険です。

賠償責任の補償
生産物、リコール、情報漏洩、
サイバー、施設、事業活動遂行、
管理下財物

事業休業の補償
火災、落雷、爆発、食中毒、風
災、水災、雪災等

財 産 の 補 償
建物、屋外設備・装置、設備・
什器等、商品・製品等

工 事 の 補 償 建設工事、組立工事、土木工事

「ビジネス総合保険」についてのお問合せ

いわき商工会議所 中小企業相談所

☎0246-25-9152

中小企業向けの
安心な保障パッケージ

商工会議所のスケールメリットによる
低廉な保険料

補償モレ ・ダブりを解消して
一本化が可能！
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注目のビジネス書ランキング
１『本当の自由を手に入れるお金の大学』

両＠リベ大学長 著　朝日新聞出版

２『世界一楽しい決算書の読み方』
大手町のランダムウォーカー 著　KADOKAWA

３『60分でわかる！インボイス＆消費税超入門』
土屋裕昭 著　技術評論社

４『建設業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書改訂2版』
降籏達生 著　技術評論社

５『「知りたい！」がすぐひける小さな会社の経理・人事・総務』
高橋創 著　西東社

データ提供：鹿島ブックセンター

…商談や社交の場で役立つ紅茶の産地、歴史、茶器、
マナーなどビジネスパーソンなら知っておきたい知
識を教えてくれる1冊となっております。ぜひ、読
んでみて下さい。

オススメの１冊
『�ビジネスエリートが知っている教養
としての紅茶』花井草苗 著　あさ出版

商工会議所推薦「図書館で見つけた一冊」

ミッドナイト・バス�(文藝春秋)�伊吹有喜�著

　私が好きな作家の一人、伊吹有喜が家族観を描いた小説で
す。主人公は、新潟と東京を結ぶ深夜バスの運転手・利一。
16年前に妻・美雪が置いて行った息子・怜司と娘・彩菜が独
立したので、東京に住む恋人・志穂と
新しいスタートをしようとしていたと
き、自分の運転するバスに元妻が乗車
してきました。元妻は心身共に疲れて
おり、母親に愛憎含めた心理を持つ子
供たちも、それぞれに事情を抱え、悩
んでいます。自分のせいでバラバラに
してしまった家族を思い、父として、
元夫として、男として思考、行動し、
そして、家族それぞれが夜を越えて希
望のある未来へと旅立って行きます。

ポレポレシネマズのおススメ映画

いわき支店 ℡ 0246-23-3570

経営相談会実施しています！

相談のご予約は

コチラ！

経営のお悩み お気軽にご相談ください！

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2023Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2023

　もしもどこかに何でも叶う夢のような場所が存在していたら―？？
　誰もがユメミル、幸せの楽園に隠された秘密とは…！？
　空に謎の三日月型の島を見つけたのび太は「あれこそが僕が探していたユートピアだ！」
と言い張り、ドラえもんたちと一緒にひみつ道具の飛行船『タイムツェッペリン』で、その
島を探しに出かけることに！色々な時代・場所を探してやっと見つけたその正体は、誰もが
パーフェクトになれる夢のような楽園＜パラダピア＞だった！
　そしてそこで出会ったのは、何もかも完璧なパーフェクトネコ型ロボット・ソーニャ。
　すっかり仲良くなったドラえもんたちとソーニャだが、どうやらこの楽園には大きな秘密が隠されているようで…。
　はたしてのび太たちは、その楽園の謎を解き明かすことができるのか！？
　空に浮かぶ理想郷（ユートピア）での大冒険が始まる――！！　	 ■公式サイト	https://doraeiga.com/2023/

2023年3月3日（金）　全国東宝系にてロードショー

その他その他 人気書人気書 ランキングランキング
コミック編

1　『東京卍リベンジャーズ　31巻』　
和久井健 著　講談社

2  『僕のヒーローアカデミア　37巻』　
堀越耕平 著　集英社

3  『キングダム　67巻』　
原泰久 著　集英社

『映画ドラえもん のび太と空の理想郷』

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 
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中小企業相談所　経営支援インフォメーション

東北復興水産加工品展示商談会東北復興水産加工品展示商談会20232023 出展募集ご案内 出展募集ご案内
　常磐・三陸の復興と販路開拓・情報発信の拡大を図るため、復興水産加工業販路回復促進センターが
主催する「東北復興水産加工展示商談会2023」が福島県（郡山）で開催されます。
　「繋がる・繋げるリアル・オンライン商談会」をテーマに、水産物に関心をもつ全国各地の食品バイヤー
へ向けて、独自の製法・技術・味で製造したこだわりの商品、地域ブランド、トレンドアイテム等、常磐・
三陸の魅力が詰まった水産加工品等を広めていく商談会になりますので、ぜひご参加下さい。

リアル展示商談会
対面でバイヤーとブース対
談・個別商談、直に会社・商
品の良さを伝える現地商談

出展
形態

オンライン商談会
日本全国のバイヤーとの商談
機会、自身の都合・目的に合
わせた多様な商談

2023年 ９月26日（火） 10:00～16:00
９月27日（水） ９:30～16:00

実施
期間

2023年 ８月21日（月）
～11月30日（木）

ブース出展、対面の個別相談 商談
方法

オンライン個別相談（ZOOM）
※ＺOOM以外は事務局へ相談

無 料　
※出展旅費・交通費、オプションレンタル代等各自負担

参加
費用

無 料
※商談時のインターネット環境は各自準備対応

出展対象　福島、宮城、岩手、青森、茨城、栃木、千葉の水産加工事業者等  約130社
※応募多数の場合、商品分野を鑑みた出店調整を行いますので予めご了承下さい

申込期限　2023年３月31日（金）
申込方法　 出展募集の案内をよくお読み頂き、所定の出展申

込書に必要事項を記入、FAX又は電子メールにて、
商談会運営事務局まで申込下さい。
※ 右の二次元コードより、出店募集案内・申込書をダウンロー

ド下さい。

【運営】東北復興水産加工展示商談会2023運営事務局（株式会社ブレイン内）

中小企業相談所 経営支援グループ 

高橋　美優

経営指導員による

ワンポイント

アドバイス

　被災地域の復興支援・販路開拓を目的に、三陸・常磐の水産加工

品等を扱う水産加工事業者等を出展対象とした商談会が、上記の通

り、福島県で初開催されます。

　商品開発や販路開拓に特化した復興水産販路回復アドバイザーか

らの手厚い支援を受けることができるため、商談や展示会に不慣れ

な方でも安心して参加いただけます。

　全国各地の食品バイヤーに向けて、自社の魅力的な商品をPR・情

報発信できる貴重な機会です。新たな販路開拓やビジネスパートナー

との出会いの場として、是非ともお役立てください！

　当所では会員事業所の皆様に寄り添った伴走支援を行っております。経営
に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

商談会の参加
詳細はこちらより
ご確認下さい↓


