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商 工 情 報

ー主な記事ー

▶『経営革新計画』承認に取り組みませんか ▶県の支援策利用をご検討ください ▶「マル経融資」のご案内

▶埼玉県最低賃金改正 ▶歳末福引大売出しセール開催案内 ▶商工会オンラインライブセミナー開催のお知らせ

左上 大吉くん（オス） 中央 ふくちゃん（メス） 右上 チョビくん（オス）
左下 ちまきくん（オス） 右下 ドロンパちゃん（メス）



「マル経融資」のご案内

無担保・無保証人・低金利

○返済期間
運転資金 ７年以内（１年以内据置可）
設備資金 １０年以内（２年以内据置可）

○金利 特別利率1.21％
○対象者・条件等
・伊奈町商工会管内で事業を営む小規模事業者
・融資限度額 2,000万円

※ご利用にあたっては、商工会の推薦が必要です。
※新型コロナウイルスによる影響を受けている方は、
特別枠もございますのでご相談下さい。

商工会会員向け情報一覧

未加入事業所をご紹介下さい！

伊奈町商工会では、会員増強運動を展開しておりま
す。ご近所やご商売のお付き合いをされている方など
で、商工会に未加入の事業所様がございましたら、ぜ
ひ、ご紹介をよろしくお願いいたします。

-埼玉県最低賃金の改正のお知らせ-

令和３年１０月１日から埼玉県最低賃金は

時間額９５６円（引き上げ額２８円）となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもの
で、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アル
バイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者
に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が１
時間当たり９５６円以上かどうか必ず確認しましょ
う。（※一部の産業には、特定（産業別）最低賃金
も適用されます。）

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室
（℡０４８－６００－６２０５）

又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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。サイズはＡ－４（横置き）です。
一ヶ月単位で広告掲載いたします。
（掲載料月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。

商工情報に有料広告を掲載しませんか
商工会では、隔月にて発行しております商工情報

の紙面に掲載する広告の会員企業を募集しています。

ー募 集 要 件ー

■掲 載 料・・・1枠1,000円
■掲 載 枠・・・毎号2枠まで
■掲 載 箇 所・・・広報誌裏面
■掲載サイズ・・・縦約4.5ｃｍ、横約9.0ｃｍ
■そ の 他・・・掲載する広告デザインは

自社にてご用意下さい。

お申込み及び、詳細については商工会までお問
い合わせください。（℡722-3751）

経営革新計画とは、「新たな取り組み」の事業計画
を策定し、県に承認を受けるものです。

・コロナ禍で今後の事業について考えている、見直したい。

・新たな製品・商品を販売したい。

など、お考えの方は、ぜひ商工会にご相談ください。
当会より無料で専門家の派遣を受けることもできます。

----------------経営革新のメリット----------------

■専門家（中小企業診断士等）の支援を受けて自社の
事業計画書（３～５年）を作成する事が出来ます。

■自社が抱える悩みや上手くいかないことを整理し、
問題の解決方法を考えます。

■頭に浮かんだアイデアを書面に落とすことで、やる
べきことの整理がつきます。

■自社の「理念」「目標」を考えることで、自社の
存在意義を確認できます。

詳しくは、伊奈町商工会事務局まで
℡722-3751

『経営革新計画』承認 に取り組みませんか

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業所に対し、各種支援策を用意しておりま
す。該当するものがないか今一度ご確認を！

・埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
・埼玉県感染防止対策協力金
・埼玉県酒類販売事業者等協力支援金
・月次支援金（経済産業省）

詳しくは 伊奈町商工会 048-722-3751

県の支援策利用をご検討ください



１分間のマネジメント情報

『経営理念』

事業所の存在意義や目的、使命を示す言葉
「経営理念」はありますか？
経営理念があるとこんな効果が期待できます。

・困難を乗り越えるための原動力
・一貫した行動がとれる
・ターゲットを定めることができる
・価格設定に反映できる など

経営理念を掲げて事業を見つめなおしてみては
いかがでしょうか。

伊奈町商工会事業のご案内

伊奈町商工会ホームページ

会員リンク募集中です
経営情報委員会では、商工会HPにリンク掲載を

希望する会員事業所を募集しています。
掲載料は年間１，０００円で、複数年での申し込

みも可能です。HPをお持ちでない事業所様につい
ても広告としてご利用いただけます。

商工会の共済制度をご利用ください
少額の掛け金からはじめられます

月額一口3,000円。「貯蓄共済」・「医療共済」・
「ガン共済」商工会員のための共済制度がございます。
会員様のニーズに合わせてお選び下さい。

商工貯蓄共済

月額１口3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を
目的とした商工会員のための共済です。

商工医療共済

災害（事故）・病気による死亡、障害の保障に加え
て、災害（事故）・病気の入院、災害（事故）・病
気の手術の医療保障を目的とした商工会会員のため
の共済です。

商工ガン共済

ガンによる入院、手術、先進医療等の高額治療費の
負担軽減を目的とした商工会会員のための商工ガン
共済です。

問合わせ 伊奈町商工会（担当：鈴木）

商工会オンラインライブセミナー
開催のお知らせ（受講無料）

商工会員様対象のオンラインでのライブセミナー
のご案内となります。
講師には、大野元裕埼玉県知事とＤＸ事業の先

駆者である比企オプトグループ代表取締役柳瀬満
邦氏を招聘しての開催となります。ご参加ください。

【日時】 令和３年１１月８日（月）
午後２時～３時４５分

【場所】 伊奈町商工会館２階会議室

【定員】 ３０名（定員になり次第締切）

【講師】 埼玉県知事 大野 元裕 氏

比企オプトグループ

代表取締役 柳瀬 満邦 氏

お申し込みには同封の申込書をご利用ください。
コロナ対策には万全を期しておりますが、来場時の
マスク着用・検温・消毒にご協力をお願いします。

自社PRチラシ折込企業を募集しています

商工会では、隔月にて皆様へお届けしている会報誌
等の配布物の中に、自社PRチラシの折込を希望する会
員企業を募集しております。

ー募 集 要 件ー

■募集枠・・・各回１０企業まで（先着順）
■折込料・・・５，０００円
■サイズ・・・サイズA４
■部 数・・・８００部
■その他・・・チラシは自社で用意し商工会に持込

開催します

参加店募集中！！

「年末のお買い物は伊奈町で！！〝ＢＵＹいな〟」
をスローガンに、伊奈町商工会歳末大売出しを実施
いたします。
今年の歳末大売出しは、その場で削って抽選ができ
る「スクラッチカード」方式で実施いたします。

■参加費：5,000円（300枚のスクラッチカード付）

※追加のスクラッチカードご購入は任意です。

希望される場合は、1枚10円となります。

■売出期間：令和３年１２月１０日(金)～１９日(日)

（各店舗スクラッチカードがなくなり次第終了）

■申込期限：令和３年１０月８日（金）

ただいま参加店を募集しておりますので、商工会窓
口までお申込み下さい。

※詳細については、同時配布の実施要項をご覧ください。

http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/tyotiku/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/iryou/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/gan/index.htm


事業所名：カービューティープロ Good Time
住 所：伊奈町寿2-90
電 話：070-8409-0225
業 種：カーコーティング・カーディテーリング

新 入 会 員 情 報
New Member Information

事業所名：ステーキ＆ハンバーグ 前田亭
住 所：伊奈町寿2-258 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ藤華101号
電 話：開通し次第公表予定
業 種：飲食店（洋食）

事業所名：おおつ消化器・呼吸器内科クリニック
住 所：伊奈町小室3188-6
電 話：048-748-5522
業 種：医療

※順不同・敬称略

カーコーティング事業として伊奈町にオープン致
しましたカービューティープロGoodTimeです。お
車を大切にする、あなたのパートナーです。お気
軽にお声掛けください。

お手頃な価格でステーキやハンバーグをお腹いっ
ぱい召し上がっていただきたいという思いから令
和３年８月に前田亭は開業致しました。皆様の御
来店心よりお待ちしております。

事業所名：有限会社 クマテック 代 表 者：熊谷 昌幸
住 所：伊奈町栄6-119-2 業 種：建設業・塗装業

事業所名：ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ MAYU 代 表 者：栁 メルセンダ
住 所：伊奈町栄1-119 業 種：スナック

事業所名：有限会社 ワイプラント 代 表 者：栁 清次
住 所：伊奈町栄1-119 業 種：建設業・管工事

胃腸、肝臓、肺を専門に、一般内科も診察。土日
の胃カメラ・大腸カメラ可。健診・人間ドックも
承ります。院長は現在もさいたま赤十字病院で非
常勤医師として外来を行い、連携を密にしてます。

事業所名：イーナハウスクリン
住 所：伊奈町寿1-27-5
電 話：048-782-6547
業 種：一般家庭向け清掃サービス業

【高品質】【丁寧】【安心】をご希望の方にピッ
タリな、ご家庭向けお掃除専門店です。エアコン
は植物由来洗剤にて高圧洗浄。必ず写真の店主が
うかがいます。インスタ更新中！

事業所名：(有)長谷部 tack cafe 代 表 者：長谷部 貴子
住 所：伊奈町学園4-40 業 種：カフェ

事業所名：岩崎ふぁーむ 代 表 者：岩崎 正義
住 所：伊奈町小室7967-6 業 種：小売業・個人輸入

事業所名：はり灸院 椿 代 表 者：片貝 文雄
住 所：伊奈町栄6-141-3 業 種：鍼灸院

事業所名：ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ健美館伊奈院 代 表 者：吉田 典子
住 所：伊奈町内宿台6-61-1 業 種：ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ

個人事業主：渡辺 美幸 住 所：伊奈町西小針4-8
業 種：管理栄養士

事業所名：TASHnail（タッシュネイル）
住 所：伊奈町西小針3-229-1
電 話：070-5016-2205
業 種：ネイルサロン

大人女性向けの落ち着いたデザインが得意です。
・指先をきれいにみせる色選び
・ネイルの持ちを良くする丁寧な施術
を心がけています。


