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特集／Ｍ−ステの小規模事業者向け
「国の補助金情報」

第 31 回 国旗のある自由画コンクール

三島商工会議所会頭賞

「運動会でオープニングをしているところ」
駒

祐佳さん（５才）

「 か わ い く 街 お こし 」
益山 愛梨 さん（住起産業グループ ㈲サン・コーポレーション 販売事業部 Mary'z 代表）
三島市の公式マスコットキャラクター
「みしまるくん・みしまるこちゃん」
のグッズを扱う専門店
「Maryʼz（メアリーズ）
」
が昨年、三島市大社町の
「大社
の杜みしま」にオープン。
代表の益山愛梨さんにお話を伺いました。
「TBS テレビ「ごめんね青春！」
ドラマの効果はすごいですね、
『こんなにか
わいいキャラクターがいたの？』
『ドラマのキャラクターだと思った』
など、
反
響に驚きの連続です。」
と益山さん。お話を聴いている間にも東京や横浜から
グッズを買い求めて来るお客様が来店。
この他にも宮崎県や北海道、
はたまた
中国や台湾からのお客様も来るそうです。このブームを一過性のものにしな
いためにも、みしまるくん・みしまるこちゃんのイベント出没情報を、まめに
ホームページやツイッターで発信しています。
これが市外、
県外のファンの心
をつかみ、誘客に繋がっています。
三島市もこの活動を、
街の活性化につなげようと積極的に商品化を後押し
します。市内の作業所や観光協会と協力し商品を開発しました。
「単なるお土
産品ではなく、
ファッションや生活の一部として取り入れてもらえるように、

Maryʼz

デザインを考えました。かわいいみしまるくんグッズを身につけて歩く人が

三島市大社町18−52
大社の杜みしま２Ｆ
営業時間 /11：00〜18：00
定 休 日/ 水曜日
TEL：055−972−5582
ホームページ：
http://maryz.net/ap/
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増えたら、それもひとつの街おこしだと思います。
」
と声を弾ませます。
今年のゆるキャラグランプリが１１月２１〜２３日に浜松市で開催するの
で、上位入賞を目指し、みんなで応援しましょう！
三島と言えば、
「みしまるくん・みしまるこちゃん」
となるように、益山さん
の活動は続きます。
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会員さんいらっしゃい：おねうち逸品や／図書案内
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ロゴマーク説明＞

三島のＭの文字をベースに赤・青・黄でそれぞれ、情熱、地域、未来を表現。
三島から日本を元気にという思いとサポート（支える）と人と人との繋がり、
上昇するという意味合いを込めています。

特

集

M−ステ ニュース
小規模事業者向け「国の補助金情報」
今後、公募が始まる国の補助金の内容が明らかになってきました。
（公募期間は現在未定ですが、
始まり次第、
三島商工会議所ホームページに掲載します。）
Ｍ−ステでは事業所に合った補助金の説明、申請の記入におけるポイント、
作成の支援を致します。
先ずは
「こんなことを考えているんだけど、何か使える補助金ないかな？」
でも構いませんのでお問い合わせ
下さい。補助金を活用して経営発展に役立てましょう。

設備投資や新事業展開をお考えの方

ものづくり・商業・サービス革新補助金

新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、
新しい販売方法の導入など、
中小企業・小規模事業者が事業
革新に取り組む費用の２／３を補助します。共同体で行う設備投資なども支援対象に追加します。
【補助対象】①新しいサービス、新商品・試作品の開発 ②複数者が共同で取り組む設備投資等
【補助上限額】①1,000 万円②共同体で 5,000 万円
（500 万円 / 社）
※設備投資をせずにサービス開発をすること
もできます（上限 700 万円）

技術開発をお考えの方

革新的ものづくり産業創出連携促進事業（サポイン事業）

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた中小企業・小規模事業者が、
大学・公的研究機関等と連携して行う
ものづくり技術を活用した研究開発などの費用の２／３を補助します。
【補助上限額】
4,500 万円 ※特定ものづくり基盤技術に、
「デザイン開発技術」を追加します。

省エネ設備の導入をお考えの方

地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金

①最新モデルの省エネ機器・設備を対象に、費用の１／２を補助します。
その際、
導入前後のエネルギー使用量の
提出を省くなど申請手続きを簡素化します。
②工場・オフィス・店舗等の省エネに資する設備の更新・改修についても費用の１／２を補助します。
（エネルギ
ー管理支援サービスを活用した場合は２／３）

販路開拓・集客をお考えの方

小規模事業者の持続化補助金

①小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって販路開拓に取り組む費用
（チラシ作成費用や商談会参加の
ための運賃など）の２／３を補助します（持続化補助金）
。
また、
①複数の事業者が共同で行う取組や、
②雇用対
策・買い物弱者対策への取組を行う事業者に対しては重点的に支援（補助上限のアップ）
します。
【補助上限額】
50 万円（①500 万円、②100 万円）
②既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象に、
物産展や商談会の開催、
国内外の
アンテナショップやインターネットによる販売支援などを行います。

起業または事業を引継ぎ新事業に挑戦する方 創業・第二創業促進補助金
①創業費用の２／３を補助します。
【補助上限額】200 万円
②事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態転換する際にかかる費用（廃業コストを含む）
の２／３を補助
します。
【補助上限額】1,000 万円
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地域資源の活用をお考えの方

ふるさと名物応援事業

①中小企業・小規模事業者が、異分野の事業者と共同で行う商品・サービスの開発などにかかる費用の２／３を
補助します。
【補助上限額】
1,000 万円
②中小企業・小規模事業者が、地域資源活用や農商工連携により行う商品・サービスの開発などにかかる費用の
２／３を補助します。
【補助上限額】500 万円
③小売事業者等が、製造事業者と連携して「ふるさと名物」などの販路開拓に取り組む際にかかる費用を補助し
ます。
【補助上限額】
1,000 万円 ※大企業への補助率は１／２、
中小企業等への補助率は２／３
④複数の中小企業・小規模事業者が、
「ふるさと名物」
などを地域ブランド化するための取組を行う場合、
その費
用の２／３を補助します。
【補助上限額】2,000 万円
⑤地域資源を海外展開させるため、
国内外の専門家などを活用して行う、
ものづくり、
食、観光等の地域資源の発
掘や、海外向け商品の開発などの取組を支援します。

海外展開に取り組む方

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業

①本格的な海外展開に向けた戦略策定や販路開拓につなげるため、
事業化の可能性調査の支援に加え、
ＨＰの外
国語化、物流体制の構築等をパッケージ化して支援します。
【補助上限額】
160 万円、補助率：２／３

地域産品の海外進出をお考えの方

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業

①自らの強みを分析し、明確なブランドコンセプト等と海外展開の基本戦略を固めるため、
専門家の招へい、
市
場調査などの取組を支援します。
【補助上限額】200 万円、
補助率：定額
②具体的なブランド確立や海外販路開拓を図るため、新商品開発、
海外展示会出展などを行うプロジェクトを支
援します。海外販路開拓を継続的に支援するため、最大で３年間の支援を行います。
【補助上限額】
2,000 万円、補助率：２／３
③海外現地のニーズ等に詳しい外部人材の活用による、
日本の生活文化の特色を活かした魅力ある商材の海外
需要獲得に向けた市場調査、商材改良、ＰＲ・流通まで一貫したプロデュース活動を支援します。
補助率：定額

企画力・営業力・生産性の向上を目指す方 下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業
①下請事業者同士が共同で行う勉強会や、展示会出展、
設備導入などにかかる費用の２／３を補助します。
【補助
上限額】2,000 万円
②親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小などにより売上げが減少する下請事業者が、
新分野進出のために行う試作開
発、展示会出展などの費用の２／３を補助します。
【補助上限額】
500 万円
して
補助金を活用して業績アップにつなげている
補助金を活用
つ !!
勝
に
争
競
ト
コス
㈱三光ダイカスト工業所 代表取締役 三宅ゆかりさんにお話をお伺いしました。

生き残りのために企業力を強める事を常に考えていたが、
決定的な設備投資ができないでいた。
そんな時に活用できる補助金の情報を知り、
背中を押されている様な気がした。
応募する際に、書類の提出、
試算等心配事はあったが、経営者だけでなく現場の人間が一丸とな
り取り組む事で、
会社全体のモチベーションアップに繋がった。
補助金を活用する事で、
中小企業が積極的に設備投資でき、あわせて特別償却を利用することに
よりコスト競争で大手に負けないものづくりができると確信している。今後も補助金情報を注視
し、
積極的に活用をしたい。
活用した補助金：平成 26 年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（国庫補助金）

工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、
又は、製造プロセスの改善等の改修によ
り、
省エネルギー化を行う際に必要となる費用を１／３補助。

Ｍ−ステ相談窓口

月〜金 9：00 〜 17：00（祝日は除く）

みしま経営支援ステーション Ｍ−ステ
（三島商工会議所）
電話 055−975−4441 FAX 055−972−2010
E-Mail info@mishima-cci.or.jp http://www.mishima-cci.or.jp
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インフォメーション

小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主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
に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金と言
えるものです。

【制度の特徴】 ※下記以外にも、条件等がございますので、詳細についてはお問合せ下さい。
✓ 廃業時・退職時に共済金を受け取れます。受取は、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
□
✓ 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
□
✓ 掛金は、毎月１,０００円〜７０,０００円（５００円刻みで自由に選べます。）全額所得控除になります。
□
✓ 事業資金等の貸付制度が利用できます。（担保・保証人は不要）
□
地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
✓ 個人事業主の共同経営者も加入できます。
□
＊以下の条件を満たす方は、「共同経営者」として加入することができます。
・事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担して
いること。
・事業の執行に対する報酬を受けていること。
・事業主が小規模企業者であること。
・加入申し込み時点において、共同経営者であること。但し、加入できるのは個人事業主１人につき
「２名まで」です。

経営セーフティ共済のご案内
取引先企業の倒産による連鎖倒産から貴社を守る共済制度で、取引先に不測の事態が生じたときの資金手当をす
る制度です。法律（中小企業倒産防止共済法）に基づく制度で独立行政法人中小企業基盤整備機構（国が全額出
資）が運営する制度です。

【制度の特徴】 ※下記以外にも、条件等がございますので、詳細についてはお問合せ下さい。
□
✓ 最高８,０００万円の共済金の貸付が受けられます。
＊取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の１０倍の範囲内で債権等の額以内の共済金の貸付が受けられ
ます。
＊制度に加入後６ヶ月以上を経過して取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収困難と
なった場合に共済金貸付が受けられます。なお、貸付の請求が出来る期間は、倒産発生日から６ヶ月以内
です。共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額１０分１に相当する掛金の権利が消滅します。
□
✓ 共済金の貸付は、無担保・無保証人です。
□
✓ 毎月の掛金は、５,０００円〜２００,０００円まで５,０００円刻みで自由に選べます。掛金は税法上、経費
または損金に算入できます。掛金総額が８００万円になるまで積立てられます。
□
✓ 一時貸付金制度も利用できます。
□
✓ 加入できる方。引続き１年以上事業を行っている中小企業者で業種別の規模の範囲に該当する法人・個人の
事業主。

制度の詳細に関するお問い合わせは、
経営支援課まで。 ☎055-975-4441
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ーはあなた！
職 場でのリーダ

管理職育成をサポートする新検定

ビジネスマネジャー検定登場 !!

のリーダーを
『ワンランク上
ンジ !!』
目指してチャレ

企業にとって必要なのは、チームを導き成果を出せるリーダー。そんなリーダーを育成するためにはお金も時間もかかります。そこ
で、
商工会議所は新しい検定の活用をご提案します。
ビジネスマネジャー検定試験なら、
「人と組織のマネジメント」
「業務のマネジメント」
「リスクのマネジメント」の３つの柱を学ぶこ
とで、
管理職として知っておくべき基礎知識を網羅的に身につけることができます。あらゆる分野の管理職に向けた新しい検定です。
この機会に、管理職の知識を学んで検定にチャレンジしてみませんか？

資格をとってキャリアアップ !!
平成 27 年度

東京商工会議所各種検定試験日程表

１. カラーコーディネーター検定試験
回

数

試 験 日

募集開始日

第３８回

６月２１日
（日）

第３９回

１１月２９日
（日）

２. ビジネス実務法務検定試験
回

数

※受付は東京商工会議所になります。

４月

７日
（火）

試 験 日

第３８回

１２月６日
（日）

４月２１日
（火）

試 験 日

７月１２日
（日）

第３５回

１１月２２日
（日）

新検定 ４. ビジネスマネジャー検定試験
数

５月２２日
（金）

４月２８日
（火）
９月

募集締切日

５月２９日
（金）

８日
（火） １０月

９日
（金）

試 験 日

募集開始日

募集締切日

７月１９日
（日）

５月８日
（金）

６月５日
（金）

第２回

１２月２０日
（日）

１０月６日
（火）

１１月６日
（金）

５. 環境社会検定試験
（eco 検定）
数

２級

7,340 円

３級

5,250 円

試験会場（一般）

受験票に明示

受 験 料

２級

6,480 円

３級

4,320 円

試験会場（一般）

受験票に明示

受 験 料

２級

6,480 円

３級

4,320 円

※受付は東京商工会議所になります。

第１回

回

受験票に明示

受 験 料

※受付は東京商工会議所になります。

募集開始日

第３４回

募集締切日

９月２４日
（木） １０月２３日
（金）

３. 福祉住環境コーディネーター検定試験

回

８日
（金）

９月１５日
（火） １０月１６日
（金）

募集開始日

７月５日
（日）

数

５月

試験会場（一般）

※受付は東京商工会議所になります。

第３７回

回

募集締切日

試 験 日

７月２６日
（日）

第１９回

１２月１３日
（日）

受 験 料

受験票に明示

６ , ４８０円

試験会場（一般）

受 験 料

※受付は東京商工会議所になります。

募集開始日

第１８回

試験会場（一般）

５月１２日
（火）

募集締切日

６月１２日
（金）

９月２９日
（火） １０月３０日
（金）

受験票に明示

５ , ４００ 円

お申込み先は…東京商工会議所 インターネット http://www.kentei.org TEL.03−3989−0777

三島商工会議所

calendar
毎週火・木曜日開設
M−ステ専門アドバイザー
相談窓口（要予約）

２ 月
17日
22日
28日

火 13：30 常議員会
（当所 4F）
日 9：00 第 139 回簿記検定試験
（当所他）
土 9：00 販売士資格更新講習会
（当所）

３ 月
9日

月 13：30 正副会頭会議
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会員お知らせ
新商品や新たな取り組みを、
PR してみませんか？
当所ホームページや Facebook の他、
マスメディアへ情報発信致します。
御社の話題づくりのために、
どしどし情報をお寄せ下さい！
ビジネスチャンスが到来するかも！？
頂いた情報を当所からマスメディアへ提
供しますが、
実際に記事・報道になるかは
各社
（新聞・雑誌・TV）
の判断によります。

☆お問い合わせは三島商工会議所総務課まで TEL：055-975-4441 Mail：info@mishima-cci.or.jp

公募情報

次年度会報誌印刷会社募集

当所では「みしま会議所ニュースBE.ME」の編集から印刷まで一括して製作して頂ける事業所を募集します。
コンペに参加を希望する事業所は当所までご連絡下さい。仕様書を送付いたします。
申込期限

平成２７年２月２３日（月）

問合せ先

三島商工会議所

所報スタッフ

三島商工会議所会頭賞

TEL：055-975-4441

E-mail：info@mishima-cci.or.jp

受 賞 お めでとう ご ざ い ま す！

静岡県書道連盟 第 67 回 静岡県書きぞめ三島・伊豆地区展

新興岳南書作家協会主催
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第 63 回新春書道展

青年部ファミリーデー「餅つき大会」開催

青年部ニュース

１月１２日（祝）に、青年部ファミリーデーを開催しました。青年部会員と日頃身近で支えて頂い
ているご家族の方々への「感謝」と通常の青年部活動とは異なった今会を通じての会員間・ご家族と
の更なる親睦、またご家族の理解・協力を得て、今後の有意義な青年部活動に繋げていくことを目的
として開催しました。
当日は青年部会員やご家族の皆様、70名が参加し、餅つきやコマ回しなどを楽しみました。

青年部「新年初顔合わせ会」開催
１月３０日（金）１９時００分よりみしまプラザホテルにて新年初顔合わせ会を開催しました。
ご臨席頂いた方々をメンバーによるシャギリでお迎えし、堀江会長の主催者挨拶の後、ご来賓の
方々からご挨拶、ご祝辞を頂きました。また懇親会では多数の来賓の方々と懇親を深めることができ
ました。
今までの活動を振り返るDVDの上映では、メンバーそれぞれが特別な思いを胸にじっくりと見入
っていました。上映後には、メンバーは、これからの活動に向けて決意を新たにしました。

女性部 ３０周年記念式典を開催しました

女性部ニュース

２月３日（火）にみしまプラザホテルにて当女性部の「創立３０周年記念式典」を開催いたしました。
当日は、県内女性会の方も含め１５０名の方々に参加していただき、盛大に式典を開催しました。
講演会では女優の工藤夕貴さんが講師を務め、美と健康について素晴らしいお話を伺うことができま
した。祝賀会では、バイオリンとピアノの素晴らしい演奏を聴き、全員で農兵節を踊るなど楽しい時
間を過ごすことができました。
１年間検討してきた成果として、素晴らしい記念事業となり、来場された皆様にも大変喜んでいた
だきました。ご協力ありがとうございました。

前田会長挨拶

祝賀会での演奏会

当所女性部ではＰＥＴボトルのキャップを集めております。キャップを２kg
（８６０個）焼却すると６.３kg
の CO₂が発生しますが、
リサイクルするとワクチン１人分になります。皆様のご協力をお願いします。

青年部・女性部入会にご興味ある方は事務局
（三島商工会議所 青年部・女性部
担当／電話 055-975-4441）
までご連絡下さい。お待ちしております。
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写真で見る活動報告

事業報告

平成２７年新春広域懇談会会員大交流会開催
１月１５日（木）三島・沼津商工会議所、沼津市、函南町・長泉町・清水町商工会合同開催の新
春広域懇談会会員大交流会をキラメッセぬまづで開催し、大須賀副知事、各市町の首長をはじめ会
員企業、地元政財界、行政機関など総勢６５０名が一同に集いました。
挨拶で大須賀副知事は「東部地域は韮山反射炉の世界遺産登録や伊豆半島の世界ジオパーク認定
などが控えている元気な地域。人口減少を克服するモデルをつくり、県全体に元気を与えてほし
い」と呼びかけ、参加者は県東部地域の発展に向け、連携を強化する決意をあらたにしました。
今回は初の試みとして主催団体の全会員に参加を呼びかけ、これまでにない大規模な交流会とな
りました。当所からもたくさんの事業所の皆様にご参加頂き、他団体の会員や各市町の首長と交流
を深めました。今回ご参加頂けなかった皆様も次回はぜひご参加下さい！
（文：総務課

主催者挨拶をする稲田会頭

大嶋孝博）

威勢良く鏡開き
「よいしょ
！」

従業員のための

ビジネスコミュニケーション力向上セミナー＆人脈拡大交流会
１月２１日（水）に労働委員会主催の従業員のためのビジネスコミュニケーション力向上セミナ
ーを開催し１６名が受講致しました。講師にＮＰＯ法人キャリア・エールの紅林

佳子氏をお迎え

し、第１部では、次世代リーダーとして必要な信頼関係構築力を実践的にグループワークで習得し
ました。第２部では、異業種の方々と名刺交換や交流を図りました。セミナーでは、コミュニケー
ションはギャップが生じることがあり、必ずしも『伝えた≠伝わった』『わかった≠理解した』で
はないことが明らかとなりました。また、時間を常に意識し、意見を言う時には率直かつ誠実にを
心掛けてコミュニケーションをして行くことを学びました。
（文：経営支援課

グループワークを通して習得
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土屋直子）

積極的にコミュニケーションを図る受講者

三島への観光客誘客のヒントを学ぶ

「インバウンドセミナー」を開催
１月２９日（木）に当所運輸通信サービス業部会主催による「インバウンドセミナー」が当所で開催さ
れ、バス・タクシーなどの交通関連業者や旅館などの観光関連産業の方など２３名が参加し、主に外国人
観光客の誘客に向けた手法を学びました。
講師は日本大学短期大学部ビジネス教養学科
教授の宮川幸司 氏と一般社団法人富士山浪漫
之旅 朱珠 氏が務め、宮川教授からはアジア諸
国からの訪日観光客が増加していることなどに
触れ、他市との差別化を図るためにはトイレ先
進地を目指すことが望ましいとの持論を展開し
ました。また、朱珠氏は実際に日本を訪れて感
じたことなどの実体験を講話いただきました。
（文：まちづくり課 塩谷洋司）
宮川先生の講話に熱心に耳を傾ける参加者

第８回寒の土用うなぎまつり開催
１月３０日（金）、三島うなぎのおいしさや冬のうなぎの魅力を伝えるために、三島うなぎ横町町内会
主催による「第８回寒の土用うなぎまつり」が当所１階で開催されました。
オープニングセレモニーでは、豊岡市長や稲田会頭にご挨拶いただきました。うなぎの資源の枯渇によ
る価格高騰の中、「三島うなぎ旗挙げ弁当」が１５００円で販売され、用意した７００食が完売しました。
箱根西麓三島野菜が当たる抽選会には多くの来場者が参加し賑わいました。また、本年も日本大学食物
栄養学科 室伏ゼミによる、うなぎの骨を活用したクッキー「三島うなッキー」の販売も行われました。
（文：まちづくり課 宇水 淳）

三島うなぎ横町町内会 関野会長挨拶

三島うなぎ旗揚げ弁当の販売

補助金活用で経営力アップ！

「Ｍ−ステ」国の補助金説明会開催！
２月６日（金）に、今後公募が予定される、国の
小規模事業者支援事業補助金の説明会が開催されま
した。出席者５６名が関東経済産業局の担当者から
説明を受けました。
活用できる補助金は４ページ「特集」に掲載され
ています。
「Ｍ−ステ」では補助金詳細の説明、申請のポイ
ント、作成支援を致しますので、お気軽にお問い合
わせ下さい。
（文：経営支援課 石渡智英）
セミナー風景
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会 員

さ ん

このコーナーでは、
会員企業の中から特徴ある
事業を展開している企業を紹介します。

全国各地の
「こだわりの食品、
雑貨」を扱うお店

おねうち逸品や

三島大通りの中ほど、ＮＴＴ西日本三島ビルの向かいに、「おねうち逸品や」さんが
あります。
全国1000のメーカーとジョイントを行っており、北海道から沖縄までの優れた特産
品、自然素材のものや他のお店では入手困難なものを揃えています。身体に優しい本物
の味を知ってほしいという、店主の思いが伝わってくるお店です。
売れ筋商品は、自社特許製品のペットボトル用茶こし器「Chattea（チャッティ）」
です。お茶を気軽に飲みたいときや、これからの季節に緑茶でうがいするときにも活用
できそうです。また「こうその奇跡」や「黒にんにく」等、飲みやすい食べやすい商品
も取り扱っています。
おもしろい店、いつまでも飽きのこない店づくりをモットーに お客様目線の営業を
心がけています。まずはお気軽に覗いてみて下さい。
（文：まちづくり課 宇水 淳）
至三島駅
［おねうち逸品や］

三嶋大社

住 所：三島市中央町１−３８
電 話：０５５−９７３−６７１７
営業時間：１０：００〜１７：００
定休日：日曜日
facebook:https://www.facebook.com/ka.to.399488
☆駐車場はすぐ横に＠パークをご利用ください。
５００円以上お買物の方に共通駐車券１枚サービスします。
☆商品をお買い上げの際に「商工会議所の所報を見た」
と
言って下さった方、
先着１００名に粗品をプレゼントします。

●静岡銀行
●
みしまプラザ
ホテル

おねうち
逸品や
至国道1号線

至三島田町駅

落合芳博/監修
21世紀の食調査班/編

−自分の箸と出会うため−
高橋隆太/著
WAVE出版

深海魚ブームもすっかり世間に定

日本人が、変わらずに大切に使い続けてきた道

着したようです。奇妙な姿をした深

具「箸」
。銀座の箸専門店の店主が、箸の選び方から

海魚は、果たして食べても美味しい

持ち方やマナー、歴史や文化、
箸職人の仕事ぶりま

のか？深海魚の生物としての特徴だ

で紹介します。写真やイラストも豊富ですが、箸の

けでなく､「食」の観点からのプロフ

図版をじっくり眺めてみると、日常何気なく使う

ィールを多くのビジュアルな写真と

物がこんなにも美しいということに驚かされます。

ともに紹介します。

ゴーストを訪ねるロンドンの旅

リハビリ患者を支える人のための本

大修館書店

バッキンガム宮殿、大英博物館、ウィ

―“寝たきり宣告”から社会復帰した私がお伝えしたいこと―
岡崎あや/著
同文舘出版

ンザー城など、ロンドンの観光名所に

リハビリ患者のやる気は、周囲のサポートで

出現するとされるゴーストには、その

大きく変わります。
「寝たきりか車椅子」と告げ

背景がしっかりしており、それぞれの

られながらも２年をかけて歩行可能になった著

物語が成立しています。ゴーストを通

者が、当事者の心情と周囲が意識すべき行動・言

してイギリスの歴史と文化に触れるこ

葉掛けについて綴ります。ご家族もリフレッシ

とのできる１冊です。

ュの時間を持つ、など、現実に即したアドバイス
がされています。

問い合わせ：三島市立図書館
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★

食べられる深海魚ガイドブック

おはしのおはなし

平井杏子/著

●NTT

℡983-0880 ホームページhttp://tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp/

「その 価 格 設 定で
大 丈 夫ですか？ 」
各地で地域発ヒットを目指した商品の開発話を聞くと、
「価格設定のズレ」
をよく感じます。
「お客は何に金を払って
いるのか」
という点の認識不足と、
「商品が提供している価
値の競争力」
を見誤っていることが多いのです。
前者によくあるのが、
つくり手の思い込みでお客の本当
の満足に向き合っていないケースです。例えば、
地元の木
材や皮革など地域独自の素材を使ったものは数多くありま
すが、
「木目は一つ一つ違うので、
この製品はあなただけの
世界で一つだけの商品です」といった言い方にはがっかり
します。本来「自分のためだけの商品」
とは、
一点モノで、自
分の要望を入れて個別に設計されたものであるべきです。
たまたま生じた製品のばらつきを買い手が選んだからと
いって、
「一点モノ」
と言っても反感を買うでしょう。逆に、
「値段を上げましょう」
とアドバイスをした後者の例とし
て、
２つ紹介します。一つは、
高知県・南国市にあるケーキ
屋さんのロールケーキ
「天使の口どけ」です。東京ドーム 25
個分の敷地で飼われているわずか 60 頭の乳牛から搾った
生乳を使う材料の良さや、
全国レベルの賞を得ている製造
技術など、
「モノの良さ」
がはっきりしています。にもかか
わらず、
価格が１３００円と、
他ブランドの商品に比べて
それほど高くなかったのです。手土産やギフトで購入され
ることが主な用途だと考えると、多少高い方が、贈り手もも
らった側もありがたみが増します。
「希少性」
も重要な加点
要素です。近ごろは、ギフトをもらう側も、ネットを使えば
価格を知ることができます。そのときに、
モノの良さだけ
ではなく、
「よくぞこれを選んでくれた」
と思われることが

贈り手の望むところであり、
ギフト商品が追求すべき価値
なのです。
もう一つが、
埼玉県川越市の、
江戸時代の生地を復活させ
た
「川越唐桟
（とうざん）
」
という木綿の生地を使ったワイシ
ャツです。独特のしま柄と手触りがあり、
高級品市場で十
分戦える商品でした。価格は、
開発企業の創業 65 周年にち
なんで６５００円とのこと。ワイシャツにしてはやや高価
ですが、
オーダーメードの高級品なら１万円以上も決して
珍しくはありません。
「モノの良さ」
「ストーリー」
「希少性」
がしっかりあるなら、価格はもっと高く設定しても価値は
認めてもらえるはずです。
『日経トレンディ』
が毎年発表しているヒット商品ランキ
ングで、２０１４年は少々高くても満足感の伴うプレミア
ム商品が売れた例が目立ちました。また、
『日経ウーマン』
の調査でも、
「価格は多少高くても本当に気に入ったモノし
か持ちたくない」
と考える人が増えています。価格設定を、
消費者目線でもう一度見直してみてはいかがでしょうか。
日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員

渡辺

渡辺 和博

和博／わたなべ・かずひろ

日経ＢＰヒット総合研究所上席研究員。日経ＢＰ社が発行する
日経トレンディは、マーケットの動きやライフスタイルの在り方
などを視野に入れながら、「商品」と「サービス」の新しい潮流
を取り上げ紹介する情報誌。世の中のトレンドや流行、新製品・
サービスの動向など、生活に関するあらゆる情報を幅広く分析し、
紹介している。

三島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

●日

時

●会

場

●チケット
料
金
（税込み）

●内

容

●チケット
一般発売

葉加瀬太郎 25th Anniversary
KRYZLER&KOMPANY Concert Tour "NEW WORLD"
2015 年 5 月 27 日
（水）

開場 18：30

三島市民文化会館

開演 19：00

ザ・が〜まるちょばカンパニー 1st JAPAN TOUR
2015 年 5 月 31 日
（日）

大ホール

開場 17：00

三島市民文化会館

開演 17：30

大ホール

全席指定（税込）8,000 円→7,200 円

全席指定（税込）一般 5,000 円→4,500 円
高校生以下 3,500 円→3,150 円

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

デビュー25周年、奇跡の再結成！
よみがえる伝説の3人
出演者：葉加瀬太郎
（ヴァイオリン）
、竹下欣伸
（ベース＆プログラミング）
、
斉藤恒芳
（ピアノ、
キーボード＆オルガン）

作・演出：HIRO-PON、出演：HIRO-PON／ケッチ!／MASA／hitoshi／角谷将視／濱口啓介
「が〜まるちょば」がマイムをベースにしたコメディー作品を創作・上演するプロフェッショナル
役者集団「ザ・が〜まるちょばカンパニー」を結成した！２人きりで演じる舞台の良さに負けない
複数の役者が出演することにより初めて可能となるストーリーや、演出でさらなるステップに進む！

2月28日
（土）午前 9 時から文化会館窓口にて販売開始。
電話予約は同日午後 1 時から受付
（TEL055-976-4455）

2月14日
（土）午前 9 時から窓口にて販売開始。
電話予約は同日午後 1 時から受付
（TEL055-976-4455）

※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、弊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。

お問合せ 三島市民文化会館事務室

TEL 055−976−4455
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表紙写真説明

日本の苗字
(一文字 )
恵（メグミ） 求（モトメ） 巡（メグリ）
百（モ モ） 廻（メグリ） 杜（モ リ）
餅（モ チ） 師（モ ロ） 基（モトイ）
櫓（ヤグラ）
参考文献

谷川商事
（株）発行 佐久間津奈子著『日本の苗字』
実印・銀行印・ミトメ印・ゴム印
表札ネームプレート・高級朱肉
し

しょう

どう

司章堂

広小路
←

大通り

手のひらにのるほどの小さな巣の中で餌を運ん
で来てくれる親つばめを待つ三羽の子つばめ。巣
に行儀良く並んだ子つばめの可愛らしい姿に、三
四郎の生きものに対する優しさがうかがえる作品。

ここ

TEL（055）
975−1159
FAX 976−4185
★P 市営駐車場をご利用下さい★

三嶋大社
→

市営P

AM8：30 〜 PM7：30 不定休

三島市北田町 7-5

つ ば め

↑三島駅

田町駅
至国1
↓

資料提供：三島市郷土資料館
撮
影：Studio Let s

お め で と う！
「わきみず共済キャンペーン 第一位」

アクサ生命保険㈱三島営業所 大川 保さん（右）稲田会頭（左）

「会員増強運動 第一位」

アクサ生命保険㈱三島営業所 髙木美香さん（左）稲田会頭（右）
会議所とアクサ生命は業務提携をしています。
あなたの事業所へアクサ社員が訪問しますので、
どうぞよろしくお願い致します。

三島市栄町

studio hi-arts

ヨガ、
ピラテス、健康体操、
日本舞踊、
ダンスにフラダ
ンス、その他カルチャー教室等に使用できる広めの
お部屋をお探しの方々に時間と曜日単位で 56.1 ㎡
（17 坪）の空間をお貸しします。
通年賃貸を優先ですが、単発使用も可能です。

三島駅

studio
hi-arts
三立●
一方通行
●
カメヤ

■井出ビル
●イルカ

●西幼稚園
広小路駅

栄町

標準時間帯

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

午前 9：00−12：00
午後 13：00−16：00
夜間 17：30−20：30

年間利用昼間：3,000 円 年間利用夜間：3,500 円 駐車 6 台まで可。
単発利用昼間：4,000 円 単発利用夜間：4,500 円 近隣に 100 円 / 時 駐車場有

お問合せは、055−975−0731 井出まで
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