
 

 

 

 

 

第 179 号 平成 26 年 9 月 16 日 

伊 奈 町 商 工 会         
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 今年で５回目を迎える大人気の伊奈町Ｂ級グルメ王決定戦は、 

１９グルメが出場予定です。烈車戦隊トッキュウジャーショーなど

家族で楽しめるイベントも盛りだくさんです。 

 あなたの１票で伊奈町Ｂ級グルメ王が決定します。 

と き 平成２６年１０月１９日（日）（雨天決行・荒天中止） 

    １０：００～１５：００（投票は１４：３０まで） 

ところ 伊奈町制施行記念公園 

  

 

 

 １１月１４日（金）～１６日（日） 

伊奈町商工会では、いいね！いなバル実行委員会（小坂 兵七郎 

実行委員長）を設置し、参加店のＰＲと新規顧客の開拓を目的に初

めて「いなバル」を開催します。 

 日本各地で展開する街バルイベントの多くは、飲食店の飲み歩き

ですが、「いなバル」では、ランチ営業店や物販店、その他のサー

ビス提供店さんも参加店に名を連ね、町内４０店舗（９月１０日現

在）の参加により実施します。さまざまな使い方で「いなバル」を

お楽しみください。 

 

 「いなバル」って？ 

 購入したバルチケットとマップを手に、バル参加店をハシゴして

いくイベントです。 

 チケット１枚でバルメニュー（原則：ワンドリンクと各店が趣向

を凝らした１品または、お得で魅力的な７００円分のサービスを提

供する）が楽しめます。 

 

 「チケット」について 

 価格は、1冊 2,100円（1枚 700円×3枚綴り）です。 

 発行数 1,000冊（通常販売 700冊、特別前売販売 300冊） 

 通常販売開始 10月 20日～11月 16日（バル最終日まで） 

 販売場所   伊奈町商工会または、一部参加店舗 

 ※特別前売り販売 

  10月 19日（日）開催の第５回伊奈町Ｂ級グルメ王決定戦会場

内で特別販売（300冊限定）します。（1冊 1,800円） 

 

 

経営情報委員会（委員長 斉藤 孝芳）では、標記セミナーを開催します。   

若者を中心に爆発的に利用者が増加しているＬＩＮＥ。しかし、

その豊富な機能を十分に活用している人はまだまだ多くありませ

ん。プライベートでの利用にとどまらず、ビジネスにおける活用や、

集客のためのマーケティングなど、ＬＩＮＥの可能性は大きく広が

っています。 

本セミナーでは実際の利用方法を交えながら解説するとともに、

日頃の疑問や悩みにお答えします。 

【日  時】 平成２６年１０月１５日（水） 

       午後４時～午後６時 講義・質疑応答 

【会  場】 伊奈町商工会館２階会議室 

【受 講 料】 無料 

【定  員】 ４０名 

【講  師】 株式会社オリファイ 山田進一 氏 

※詳細は同時配布の案内をご覧下さい。 

 

 

 １１月９日（日）恒例の商工フェアを開催いたしますので、出展

(店)者を募集いたします。 

・１出展者当たり１テント（3.6 ㍍×5.3 ㍍） 

・全体スペースは、テント１８張り ※定数になり次第締切 

・出展料１コマ 5,000 円 

出展を希望される方は、出展要項をご確認の上お申し込み下さい

（出展要項・申込書は事務局にあります。） 

 

 

町内建設業者に工事を発注した町民に奨励金を助成します！！ 

商工会では、町内経済の活性化を図るため、町内の建設業者にリ

フォーム等の工事を発注する町民に対し、施工代の一部を助成しま

すので営業にご活用下さい。 

 

・対  象 町内に住所を有し、平成 26年 6月 1日以降に発注する個人の方  

・補助内容 次の基準による奨励金を伊奈町内共通「お買い物券」で支給 

工事代金が 10万円以上の場合       …… 10,000円 

※ 工事代金は、消費税込みの金額 

・受  付 平成 26 年 6 月 2 日(月)から平成 26 年 12 月 26 日(金)まで 

※ 予算の範囲を超えた場合は、締め切る予定です。 

・受付場所 町商工会事務局 

・その他   申請書類等詳しくはホームページまたは、事務局へ 

お問い合せ下さい。 

《お問い合わせ》 伊奈町商工会事務局 ℡722-3751 

 

 

経営革新とは、経営への想いや悩み、情熱、アイデアをカタチに

したものです。当塾では、カタチにしたものを計画（経営革新計画）

としてまとめます。 

経営革新をキッカケとして、公的支援の活用、補助金の取得だけ

でなく、魅力的な商品・サービスの提供に成功した企業が数多く誕

生しています。是非この機会にご参加ください。 

日時：9月 20日（土）・27日（土）・10月 4日（土）の 3日間 

会場：伊奈町商工会 2階会議室 

講師：飯田 順 氏（中小企業診断士） 

定員：20名（先着順） 

受講料：1名 1,000円 

 

 

伊奈町商工会工業部会（部会長 川田 金造）では、（一社）大宮

地区労働基準協会伊奈支部並びに伊奈町工業連絡協議会との合同

により工業見学会を実施します。  

 

と き 平成２６年１１月７日（金）  

行き先 神奈川県 川崎市（東芝未来科学館）他 

参加費 一人につき 3,000 円  

※詳しくは別紙の案内状をご覧下さい 

 

 

平成２６年１０月１日から埼玉県の地域別最低賃金は、 

「８０２円」です。 

 この最低賃金は、原則として埼玉県内で働くすべての労働者とそ

の使用者に適用されます。 

 



No 企 業 名 No 企 業 名 No 企 業 名 No 企 業 名
1 （医）一心会伊奈病院 41 （株）菊池組 81 島村電業（株） 121 （有）藤屋
2 DICグループ 42 （株）菊池ハウジング 82 （社）伊奈町シルバー人材センター 122 （有）矢部設備工業所
3 DICモールディング（株） 43 （株）コーセツコンサルタント　関東支店 83 写真屋さん４５ 123 （有）ヤマカワ商会
4 あだち野農業協同組合 44 （株）小坂商会 84 シャンティ洋菓子店 124 （有）リスクマネジメント埼玉
5 OGMゴルフプラザ伊奈 45 （株）埼玉りそな銀行伊奈支店 85 シンテイ警備（株） 125 リンテック（株）伊奈テクノロジーセンター

6 ＹＫＫスナップファスナー（株）上尾工場 46 （株）サイドー県央支店 86 セキチュー上尾店 126 レントオール上尾
7 上尾法人会伊奈支部 47 （株）栄工業 87 そば処　砂場（六道） 127 アンザワ住建(株)
8 亜細亜プロパン瓦斯（株） 48 三菱食品（株） 88 大同生命（株）埼玉支社上尾営業所 128 (有)ジュンカン
9 伊奈巨峰組合 49 （株）サンフレッセ 89 埼玉県電気工事組合伊奈ブロック 129 (株)日本ウオーターテックス

10 伊奈寿郵便局 50 （株）シーエム企画 90 東和アークス（株）伊奈工場 130 和興機電(株)
11 伊奈梨出荷組合 51 （株）島村工業 91 トヨタカローラ埼玉（株）伊奈店 131 (株)武田エンジニアリング
12 伊奈花組合 52 （株）商工葬祭 92 長島鋳物（株） 132 (株)アドバンス
13 伊奈備前太鼓保存会 53 （株）昭和技研工業 93 日本グラファイト工業（株） 133 (株)新日本エグザ
14 伊奈町管工事業協同組合 54 （株）ショーライト 94 野本会計事務所 134 (株)水研
15 伊奈町商工会 55 （株）鈴木総合設備 95 ほまれ鮨 135 池原建設(株)
16 伊奈町商工会青年部 56 （株）高野設計工房 96 町田ローソク（株） 136 (株)池田工業
17 伊奈まちづくり（株） 57 （株）田口自動車 97 松坂電機（株） 137 (有)オオクマ設備
18 岩崎電設工業（有） 58 （株）タスク 98 マルエツ伊奈店 138 昭和(株)埼玉支社
19 内田クリニック 59 （株）電商社 99 コカ・コーライーストジャパン（株） 139 アクティオ(株)
20 ウニクス伊奈 60 （株）東栄 100 モナ生花 140 (株)図書館流通センター
21 榎本会計事務所 61 （株）中野製作所 101 ヤオコー伊奈店 141 (株)美浜フーズ
22 大関企画事務所 62 （株）パスコ　さいたま支店 102 八千代紡織（株） 142 二和測量設計(株)
23 (株)オカマツエンヂニアリング 63 （株）八廣園伊奈支店 103 山口建築設計事務所 143 コスモ工機(株)
24 小川工業(株)　小川貢三郎 64 （株）早田工務店 104 ヤマト防災設備（有） 144 社会福祉法人　大樹会
25 オリエンタル火工(株) 65 （株）富士住建 105 湯浅建材（有） 145 社会福祉法人　光彩会
26 カースポット　【（株）シーエスプランナー】 66 （株）古川製作所 106 （有）アトリエ・アッシュ 146 テクノジム・ジャパン（株）
27 カナモリ産業（株） 67 （株）ベストワンセキュリティサービス 107 （有）伊奈精工所 147 銀河急送（株）
28 ケータリングサービス（株）ＤＣＦ 68 （株）丸の内製作所 108 （有）エムエム 148 くりの木　伊奈店
29 （株）アクアメンテナンス 69 （株）丸広百貨店上尾店 109 （有）オートショップエフ 149 クレイン伊奈
30 （株）アゲオ 70 （株）美多加堂 110 （有）加藤設備 150 砂場（小室）
31 （株）イナ・ベーカリー 71 （株）武蔵野銀行伊奈支店 111 （有）金子土建 151 細田食堂
32 （株）上田重機工業 72 （株）森田染工場 112 （有）北沢設備工業 152 のぞみ病院
33 （株）内田組 73 カンエツ興業（株） 113 （有）紺屋 153 武藤倫雄行政書士事務所
34 （株）内田屋 74 㐂久寿司 114 （有）斎藤モータース 154 (株）ウエスト工業
35 （株）エーアンドアイ 75 北関東ペプシコーラ販売（株）上尾支店 115 （有）シルバーネットワーク 155 （株）サンロード
36 （株）エコー宣伝印刷 76 共栄建機リース（株） 116 （有）出野洋品店 156 国際学園
37 （株）オオタニ 77 クボタ環境サービス（株） 117 （有）東宝エステート 157 （株）ジェイコムさいたま
38 （株）オートテクニカ 78 埼玉縣信用金庫伊奈支店 118 （有）鳥海総合保険事務所 158 日本薬科大学
39 （株）金子花火 79 埼玉新都市交通（株） 119 （有）野川石油
40 （株）関東工業 80 埼京東和薬品（株）中央営業所 120 （有）東成

 

 

 

１０月１０日（金）県民活動総合センターで 

（公社）上尾法人会では、会員相互の親睦と社会貢献活動の一

環として、毎年「法人会の集い」を開催していますが、今年は伊

奈支部が担当し下記のとおり開催します。参加ご希望の方は、お

早めにお申し込み下さい。 

・と き 平成２６年１０月１０日（金） 

・ところ 埼玉県民活動総合センター 小ホール 

・プログラム 第一部 式典（１４：００～１４：３０） 

     第二部 公開講演会（１４：３０～１６：００） 

      演題「企業・組織の指導者が伸ばすべき能力とは」 

      講師 澤口 俊之 氏 

     第三部 アトラクション（１６：２０～１７：００） 

        津軽三味線 山本 竹勇 氏 

・入場料 無料 

・申込方法 参加申込書にご記入のうえ支部事務局 

     （伊奈町商工会℡ 722-3751）まで  

 

 

 

 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県では、高等技術専門校の設備や講師を活用し、中小企業の

みなさまのご要望に応じたオーダーメイド型技能講習を実施してい

ます。技能の向上・新入社員研修・各種検定受験対策などに是非と

もご活用ください。 

※平成２６年８月から平成２７年２月末までの期間限定で原則１

２時間未満の研修を無料で実施しています。 

 

詳しい内容は埼玉県ホームページをご覧下さい。 

 
ニューシャトル羽貫駅構内に企業のＰＲ用看板を設置してい

ます。Ａ－４サイズ横置きで、募集枠は５枠です。一ヶ月単位で

広告掲載いたします

（掲載料一ヶ月 1,000

円）。更新もＯＫです。

掲載ご希望の事業所は、

月末までに原稿をお持

ちになり商工会にお申

し込みください。 

 

 

 

 


