
 

 

 

 

 

第 189号 平成 28年 9月 15日 

伊 奈 町 商 工 会         

〒362-0806 

北足立郡伊奈町小室 9454-1 

TEL722-3751 FAX721-3366 
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 商工フェスティバル実行委員会（実行委員長：町田 伸吉 商工会

長）では、商工業の振興と併せて伊奈町経済の活性化を図ることを

目的に伊奈町のご支援をいただき「楽しいな～商工フェスティバル

～」を開催します。 

町内の商工業者等の出店（展）による自慢の商（製）品等の展示、

販売や青年部が行うグルメコーナー、ステージイベント等各種のイ

ベントを実施します。 

ステージイベントではお笑い芸人のライブも開催予定です。 

（出演：コロコロチキチキペッパーズ、ガリットチュウ、カラテカ、

松下笑一） 

会員の皆さんご家族お揃いでお出かけ下さい。 

 

と き 平成２８年１０月１６日（日）（雨天決行・荒天中止） 

    午前１０時～午後４時 

ところ 伊奈町制施行記念公園 

 

 

 

 商業部会、総務委員会、経営情報委員会では合同で標記セミナー

を開催致します。身近な防災知識について学べるセミナーですので

是非ご参加下さい。 

【日  時】 平成２８年１０月１９日（水） 

       午後４時～午後６時 （質疑応答含む） 

【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】 国立研究開発法人防災科学技術研究所  

総合防災情報センター長 臼田 裕一郎 氏   

※詳細は同時配布の案内をご覧下さい。 

 

 

 

伊奈町商工会では近隣商工会・商工会議所と共催による自社

PR・プレゼンセミナーを開催いたします。成約につながるための

プレゼン術を学びますので是非ご参加下さい。 

【鴻巣会場】 

日 時：１０月１９日（水）午後２時～４時 

場 所：鴻巣市民活動センター 

参加費：無料 

【加須会場】 

日 時：１０月２６日（水）午後６時３０分～午後８時３０分 

場 所：加須市民プラザ 

参加費：無料 

※詳しくは別紙の案内状をご覧ください。 

 

 

 

例年、商業部会・工業部会で開催しておりました視察会を本年よ

り合同にて開催いたします。  

日 程： １０月２７日（木） 

行き先：千葉県 航空科学博物館・水郷のまち佐原 

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 

 

 

 

伊奈町商工会では近隣商工会・商工会議所、埼玉県産業振興公社

と連携して「ビジネス商談会」を開催いたします。自社の技術や設

備では対応しきれない注文や依頼に対し、協力企業を探しません

か？ 

現在、発注案件をお持ちの場合はもちろんのこと、情報収集等、

事業を進めていく上でパートナー探しにご活用ください。 

日 時：平成２８年１１月２９日（火）午後１時 

会 場：桶川市民ホール 

参加費：無料（発注企業） 

受注企業は、伊奈・上尾・桶川・北本・鴻巣・行田・羽生・加須・

久喜・幸手地域の製造業者（プレス加工、切削加工、樹脂成形加工、

組立など）６０社程度を予定。商談は９回程度の予定 

お問合せ・申込みは、 

伊奈町商工会（担当：鈴木）TEL 722-3751 まで 

 

 

 

「彩の国ビジネスアリーナ２０１７」は、中小企業の受注確保・

技術力向上等を目的とし、広域的な企業間ネットワーク形成に

よる取引・技術交流の促進、新たなビジネスチャンス創出の場

を提供する展示商談会です。 

●伊奈町商工会ブースへの出展者募集！！● 

工業部会（中山進部会長）では「彩の国ビジネスアリーナ 2017」

へ伊奈町商工会ブースの出展を検討しています。 

その商工会ブースへの出展を募集いたします。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

★ と  き 平成２９年２月１日（水）～２日（木） 

★ 場 所 さいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区新都心８）  

★ 出展費用 無料 

※ 出展スペースの広さにつきましては、可能な限り要望に 

応えできるよう対応させていただきます。 

 

●独自の出展を検討中の会員様へ● 

伊奈町商工会では、景気対策特別事業の商工業支援のひとつと

して「彩の国ビジネスアリーナ２０１７」他、公的団体が主催・

後援する展示会に出展する会員に対し助成金制度を設けており

ます。 

助成金額：１企業に対し３万円を限度とする。 

※ 出展者多数の場合、減額する場合がございます。 

詳細・お問い合せは伊奈町商工会 

（担当：鈴木）まで（７２２－３７５１） 

・単独での出展は、ちょっと･･･ 

・スペースが広すぎる 

・出展料がかかる   などとお考えの方 



 

 

 

伊奈町と友好都市提携協定を結んでいる茨城県つくばみらい

市との婚活交流イベントを開催します。 

今年はハロウィンの時期に併せて、ハロウィンパーティをつく

ばみらい市内にて企画しています！！会場では、音楽や照明、飾

りつけ等ハロウィンを演出し、交流ゲーム大会も行います 

【日 時】 平成２８年１０月３０日（日） 

【時 間】 午前９時～午後５時（予定） 

【会 場】 つくばみらい市内イタリアンレストラン 

【集 合】 伊奈町役場 

【参加対象】 町内在住者または在勤者。女性の方で、グループで

申し込みされる場合は、代表者が町内在住者または

在勤者であれば可。 

【募集人員】２０歳から４５歳までの独身男女 各１５名 

申込多数の場合は抽選となります。 

【参加費】 男性４，５００円 女性３，０００円 

【申込方法】下記メールアドレスまで申し込み下さい。 

b1011-04@town.saitama-ina.lg.jp 

【受付締切】１０月３日（月） 

【問い合わせ先】伊奈町役場 産業振興課商工係 内線２２３４ 

 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

伊奈町商工会では、全国の商工会議所・商工会が共同運営する

サイト「ザ・ビジネスモール」に会員の皆様が登録できるように

なっております。是非登録していただき、ビジネスチャンスを広

げていただきたいと思います。 

              http://www.b-mall.ne.jp/ 

 

 
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。 

 

 

 

 

1 医療法人社団　愛友会　伊奈病院 43 （株）サイドー県央支店 85 東和アークス（株）伊奈工場 127 池原建設(株)
2 DIC株式会社　埼玉工場 44 （株）栄工業 86 トヨタカローラ埼玉（株）伊奈店 128 (株)池田工業
3 さいたま農業協同組合 45 （株）サンフレッセ 87 長島鋳物（株） 129 (有)オオクマ設備
4 OGMゴルフプラザ伊奈 46 （株）島村工業 88 日本グラファイト工業（株） 130 昭和(株)埼玉支社
5 ＹＫＫスナップファスナー（株）上尾工場 47 （株）商工葬祭 89 野本会計事務所 131 アクティオ(株)
6 （公社）上尾法人会伊奈支部 48 （株）昭和技研工業 90 ほまれ鮨 132 (株)図書館流通センター
7 亜細亜プロパン瓦斯（株） 49 （株）ショーライト 91 町田ローソク（株） 133 (株)美浜フーズ
8 伊奈巨峰組合 50 （株）鈴木総合設備 92 松坂電機（株） 134 二和測量設計(株)　伊奈支店
9 伊奈寿郵便局 51 （株）田口自動車 93 コカ・コーライーストジャパン（株） 135 コスモ工機(株)

10 伊奈花組合 52 （株）タスク 94 モナ生花 136 特別養護老人ホーム　伊奈の里
11 伊奈町管工事業協同組合 53 （株）電商社 95 ヤオコー伊奈店 137 社会福祉法人　光彩会(みちみち伊奈北）
12 伊奈町商工会 54 （株）東栄 96 八千代紡織（株） 138 テクノジム・ジャパン（株）
13 伊奈町商工会青年部 55 （株）中野製作所 97 山口建築設計事務所 139 銀河急送（株）
14 ㈱いな物産館 56 （株）パスコ　さいたま支店 98 ヤマト防災設備（有） 140 (株）モリタ東京製作所
15 岩崎電設工業（有） 57 （株）八廣園　伊奈支店 99 湯浅建材（有） 141 カフェギャラリー 寧
16 内田クリニック 58 （株）早田工務店　伊奈支店 100 （有）アトリエ・アッシュ 142 くりの木　伊奈店
17 ウニクス伊奈 59 （株）富士住建 101 （有）伊奈精工所 143 乗馬クラブ　クレイン伊奈
18 榎本会計事務所 60 （株）古川製作所 102 モーターランドエムエム 144 砂場（小室）
19 大関企画事務所 61 （株）ベストワンセキュリティサービス 103 （有）オートショップエフ 145 細田食堂
20 (株)オカマツエンヂニアリング 62 （株）丸の内製作所 104 （有）加藤設備 146 のぞみ病院
21 小川工業(株)　小川貢三郎 63 （株）丸広百貨店上尾店 105 （有）金子土建 147 武藤倫雄行政書士事務所
22 オリエンタル火工(株) 64 （株）美多加堂　関東支店 106 （有）紺屋 148 (株）ウエスト工業
23 （株）カースポット　 65 （株）武蔵野銀行伊奈支店 107 （有）斎藤モータース 149 （株）サンロード
24 カナモリ産業（株） 66 （株）森田染工場 108 （有）シルバーネットワーク 150 国際学院中学校高等学校
25 ケータリングサービス（株）ＤＣＦ 67 カンエツ興業（株） 109 （有）出野洋品店 151 （株）ジェイコムさいたま
26 （株）アクアメンテナンス 68 㐂久寿司 110 （有）東宝エステート 152 日本薬科大学
27 （株）アゲオ 69 北関東ペプシコーラ販売（株）上尾支店 111 （有）鳥海総合保険事務所 153 合同会社本澤電設
28 （株）イーストボルトジャパン 70 共栄建機リース（株） 112 （有）野川石油 154 ASA伊奈 武田新聞店 
29 （株）上田重機工業 71 クボタ環境サービス（株） 113 （有）東成 155 （有）ボディショップヤマザキ
30 （株）内田組 72 埼玉縣信用金庫伊奈支店 114 （有）藤屋 156 （有）ケーエムケー
31 （株）内田屋 73 埼玉新都市交通（株） 115 （有）矢部設備工業所 157  細田スポーツ
32 （株）エーアンドアイ 74 埼京東和薬品(株)中央営業所 116 （有）ヤマカワ商会 158 ㈱中原工業
33 （株）エコー宣伝印刷 75 島村電業（株） 117 （有）リスクマネジメント埼玉 159 ㈱スズキ自販埼玉
34 （株）オオタニ 76 （公社）伊奈町シルバー人材センター 118 リンテック（株）伊奈テクノロジーセンター 160 丸山秀夫
35 （株）オートテクニカ 77 写真屋さん４５ 119 レントオール上尾 161 社会福祉法人　光彩会（みちみち伊奈中央）
36 （株）金子花火 78 シャンティ洋菓子店 120 アンザワ住建(株) 162 ニッソウ管理株式会社
37 （株）関東工業 79 シンテイ警備（株） 121 (有)ジュンカン
38 （株）菊池組 80 末吉工業（株） 122 (株)日本ウオーターテックス
39 （株）菊池ハウジング 81 ㈱セキチュー上尾店 123 和興機電(株)
40 （株）コーセツコンサルタント　関東支店 82 そば処　砂場（六道） 124 (株)武田エンジニヤリング
41 （株）小坂商会 83 大同生命（株）埼玉支社上尾営業所 125 (株)アドバンス
42 （株）埼玉りそな銀行伊奈支店 84 埼玉県電気工事組合伊奈ブロック 126 (株)新日本エグザ

No 企業名 No 企業名No 企業名 No 企業名

http://www.b-mall.ne.jp/

