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ぐんまぐんま
商工連商工連

　日系人を含む外国人が人口の１割を
超え、全国的にも高い比率の大泉町。
町の最大イベントである大泉まつりで
はサンバショーが行われ、近郊から多
くの人々が訪れていましたが、経済不
況が町を襲い、サンバもメイン会場で
はなく、一角で細々と踊られるように
なりました。
　そのような中、名所・旧跡が少ない
大泉町に観光協会が発足。平成19年夏、
大きな観光資源であるブラジルをテー
マに「大泉カルナバル」が催され、町
にサンバのリズムが響きわたりました。
　以来、９月中旬、逝く夏を惜しむよ
うな虫の音とともに、大地から湧き上
がるサンバのリズムが本町の夜を彩り、
光と音が織りなす、一大イベントへと
育ってまいりました。今年は９月12
日Panasonic三洋電機(株)野球場で
開催されます。出かけてみませんか。
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　群馬県商工会女性同友会では、平成27年７月23
日（木）に県内研修を実施しました。参加者は22名。
わたらせ渓谷鐵道の「トロッコ列車」に大間々駅
で乗車し、終点間藤駅で折り返し、水沼駅で下車。
水沼温泉センターの会議室でわたらせ渓谷鐵道㈱
樺澤豊社長から講演を拝聴するという内容の行程
となりました。大間々駅では乗車の直前、樺澤社
長から去る５月21日、天皇皇后両陛下が栃木・群
馬両県を私的旅行として訪問された際のエピソー

ド等を伺いました。また、乗車中は、同乗した「わ
鐵」のアテンダントから車窓風景等の説明があっ
たり、神戸駅～沢入駅間の5242mのトンネル内で
は車内にイルミネーションが点灯したりと、乗客
に向けた意外性のある取組の一端を見ることがで
き、神戸駅ではふるさと駅長から地域の観光案内
と特産物の販売があり、地域との連携も見ること
ができました。その後、樺澤豊社長から「観光で
地域活性化～ローカル線と沿線地域振興～」とい
うテーマで講演を聴講し、観光列車「わ鐵」の取
り組みを学んできました。

◇平成27年度　関東ブロック商工会青年部連絡協議会主張発表大会
　　日時：平成27年９月17日（木）12：30～17：50
　　場所：ベイシア文化ホール（前橋市日吉町1-10-1）
◇『美味しい群馬再発見！「絶品ご当地グルメ大集合in道の駅川場田園プラザ」』
　　日時：平成27年10月17日（土）～18日（日）9：00～17：00（予定）
　　場所：道の駅川場田園プラザ（利根郡川場村大字荻室385）
◇第4回商工会青年部グルメグランプリ　～G☆STAR☆FOODS～
　　日時：平成27年12月13日（日）10：00～15：00
　　場所：高崎市もてなし広場（高崎市高松町1番地）

催
事
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● 群 馬 県 商 工 会 女 性 同 友 会　 県 内 研 修

全国商工会経営者休業補償制度

商工会の休業補償制度
（所得補償保険）

　もし貴社で働く従業員や、皆様自身（会社経営者・個人事業主等）が今、
大ケガや重い病気で療養が必要となり、働けなくなってしまったら…

本制度は、会員事業者および従業員、家族の皆様が、万が一、病気やけがにより入院し業務に従事できなくなっ
た場合の所得を保険金としてお支払いするもので、団体割引および優良割引の適用により一般加入に比べて非常
に有利な保険料でご加入いただける制度です

お問い合わせは、お近くの商工会へ

　本制度は、商工会員向け団体所得補償保険制度です。
　「商工会の休業補償制度」は、本制度の愛称です。
　この保険は被保険者が病気やけがにより就職不能となった場合、免責期
間（7日間）を経過した翌日から補償の対象となります。
　この保険の対象者は、商工会会員及び商工会会員である事業所に勤務さ
れている方とその配偶者（家事に従事されている方）に限ります。
　ご確認の上、ご加入いただきますようお願い申し上げます。

見込み割引率
37～ 52％

加入は毎月受付中
毎月１日午前０時または午後４時（引受保険会
社による）の補償開始でご加入いただけます。
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■経営計画は夢を実現させるための第一歩
　当社は1991年創業以来、ステップを踏んで事
業を拡大し、2001年には昭和村の赤城高原でワ
イナリーを開き、ブドウ栽培とワインづくりに着
手いたしました。そして、13年夏、先代経営者（現
会長）からバトンタッチして20代の私が新代表に
就任したのですが、ちょうどその頃、ワイン業界
で国内２番目となるボトルプリンター導入のチャ
ンスがありました。また、自らの目標としてシャ
ンパーニュ方式（瓶内二次発酵）の本格的スパー
クリングワインづくりなども考えていました。漠
然とした構想はあるものの日々の業務に追われる
中、地元昭和村商工会の綿貫経営指導員から「夢
を実現するためには計画づくりが重要」とアドバ
イスされたのが経営計画策定のきっかけでした。

■ 小規模事業者持続化補助金の活用で販促活動を
本格化
　綿貫指導員のアドバイスを受けながら、ボトルプ
リントサービスの事業化やシャンパーニュ方式スパ
ークリングワインの商品化を含めた経営計画を策定
しました。この経営計画に基づいて申請した国の補
助金が採択され、専用のプリンターを導入すること
が出来ました。翌年度には、商工会からの提案により、
小規模事業者持続化補助金を申請し、見事採択。販
路拡大を目的としたオリジナルプリントのカタログ
やネット販売に乗り出しました。基盤をつくった会
長から経営を受け継いですぐに経営計画を練ったこ
とは、目標を明確にするという意味では絶好の機会
だったと思います。今後は、カタログを基にギフト
ショップや結婚式場に営業を仕掛ける予定で、地元
商工会の協力を得ながら、経営の持続的発展を目指
していきたいと思います。

～商工会の担当者から～
　新代表として実現したいテーマがあり、経営計
画策定では、目標の明確化・数値化などで支援し
た結果、事業化への道筋がはっきりとし、現在、着々
と新規事業が進行している段階です。先代経営者
が築き上げた６次産業化のベースがあることも奏功
したと思います。情熱を持つ若い経営者は、地域
にとっても貴重な存在でリーダーとして期待でき
ます。商工会としては、今後も地域を元気にする
前向きな若手経営者の後押しをしていきたいと思
います。（昭和村商工会　経営指導員　綿貫文明）

（事業所情報）
【事業所】　奥利根ワイン株式会社
【代表者】　代表取締役　金井圭太
【所在地】
　利根郡昭和村
　糸井大日向6843
【電　話】
　0278-50-3070
【業　種】
　ワイン醸造
　ワイナリー経営
【資本金】
　2,000万円
【従業員】６人
【設　立】
　平成３年
【ホームページ】
　http://www.oze.co.jp/

経営計画に基づく経営に取り組んでいます経営計画に基づく経営に取り組んでいます
　経営計画に基づく販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に国が支援する「小規模事業者持続化補助金」
が創設されて今年で２年目。今年度は、７月までに614事業者（次頁参照）が補助金の採択を受け、経営の持続的
発展を目的とした創意工夫ある活動に取り組んでいます。今回は、厳しい経営環境の中、商工会と一体となって新
規事業の販路開拓に取組む、奥利根ワイン株式会社（昭和村）の金井代表取締役に、経営計画作成の意義と補助金
の効果的活用法について聞きました。
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小規模事業者持続化補助金
１次受付分採択者一覧（304事業所）
㈱グリーンアイランド 前橋東部商工会
合資会社ひごし動物病院 前橋東部商工会
㈱六本木工務店 前橋東部商工会
㈲おおさき 前橋東部商工会
㈲磯田アルミ建材 前橋東部商工会
やまびこ 前橋東部商工会
㈱小堀物産 前橋東部商工会
葬想社 前橋東部商工会
㈲福田商店 群馬伊勢崎商工会
㈲シャルマン 群馬伊勢崎商工会
㈲テクノベンチャーウチヤマ 群馬伊勢崎商工会
㈲宮沢モータース 群馬伊勢崎商工会
斉藤設備工事 群馬伊勢崎商工会
亀井自動車 群馬伊勢崎商工会
㈲泰斗商会 群馬伊勢崎商工会
gardenhairwork 群馬伊勢崎商工会
㈱田村建設 群馬伊勢崎商工会
品田石材店 群馬伊勢崎商工会
㈱ケイエムオー 群馬伊勢崎商工会
㈲アトム設計 群馬伊勢崎商工会
㈱ダックス 群馬伊勢崎商工会
㈱エイコー精機 群馬伊勢崎商工会
ジーマックス（国定縫製）群馬伊勢崎商工会
㈲悠々庵 富士見商工会
㈲近藤スワインビジネス 富士見商工会
㈲甲斐鈑金塗装 玉村町商工会
㈲ケイアイカーズ 玉村町商工会
㈲フタバ 玉村町商工会
㈱パーソナル 玉村町商工会
㈱ＦＭたまむら 玉村町商工会
伊澤鍼灸接骨院 玉村町商工会
Haar しぶかわ商工会
鉄板大将 しぶかわ商工会
エスエー企画㈱ しぶかわ商工会
㈱フィールドライフ しぶかわ商工会
笠原石材 榛東村商工会
㈲トヅカクリーニング 榛東村商工会
三峰工業㈱ 榛東村商工会
㈱サンレジン 榛東村商工会
なずな亭 榛東村商工会
萩原綿ふとん店 榛東村商工会
青山製菓 榛東村商工会
㈱卯三郎こけし 榛東村商工会
大川食堂 榛東村商工会
㈲新井養鶏 榛東村商工会
㈲鹿火屋 吉岡町商工会
㈱エクテス 吉岡町商工会
水沢ドッグランWANport/cafesun's 吉岡町商工会
㈲栄和電器 吉岡町商工会
㈲伊藤製麺 吉岡町商工会
㈲角藤 吉岡町商工会
狩野匡史 吉岡町商工会
晃常こけし工房 吉岡町商工会
キミタント 吉岡町商工会
ふる里 吉岡町商工会
お漬物の森島、 吉岡町商工会
㈱廣神建設 高崎市榛名商工会
湧然 高崎市倉渕商工会
森農園 高崎市倉渕商工会
群馬レジン 高崎市倉渕商工会
丸山商店 高崎市倉渕商工会
㈱ＺＡＩ 高崎市箕郷商工会
KENメンテナンスサービス 高崎市箕郷商工会
花咲美容室 高崎市箕郷商工会
おそうじファクトリー 高崎市群馬商工会
㈲アド・バルーン 高崎市群馬商工会
㈱インテレクト 高崎市群馬商工会
欧風食堂HIGH FIVE! 高崎市群馬商工会
農事組合法人国府野菜本舗 高崎市群馬商工会
㈲関口 高崎市新町商工会
ARAI Boxing Gym 高崎市新町商工会
㈱フルーツオンザヒル 高崎市吉井商工会
樋口石材工業 高崎市吉井商工会
あらい接骨院 高崎市吉井商工会
㈲山水 藤岡市鬼石商工会
㈲戸塚薬局 藤岡市鬼石商工会
㈲金沢石油店 藤岡市鬼石商工会

アトリエ ホクト59 上野村商工会
小須田建機サービス 上野村商工会
やまんばのかくれ家 上野村商工会
今井屋旅館 神流町商工会
黒沢理容所 神流町商工会
魚幸商店 神流町商工会
㈲やぎはら 神流町商工会
㈲大塚酒店 神流町商工会
㈲黒澤呉服店 神流町商工会
みかぼ味噌店 神流町商工会
浦沢屋 神流町商工会
上村電器商会 神流町商工会
魚幹商店 神流町商工会
㈱シマダ製作所 富岡市妙義商工会
㈲日昇軒 下仁田町商工会
ヘアーサロンサトウ 下仁田町商工会
茂木食品工業㈱ 下仁田町商工会
荒船の里  大竹 下仁田町商工会
ブラッスリー茶茶 下仁田町商工会
㈱常盤館 下仁田町商工会
㈲黒沢組 下仁田町商工会
井部商店 南牧村商工会
信濃屋嘉助 南牧村商工会
石井林業 南牧村商工会
小金澤食品 南牧村商工会
㈲南牧村ブルワリー 南牧村商工会
千歳屋 南牧村商工会
甘楽路えちごや 甘楽町商工会
㈱大野製作所 甘楽町商工会
焼肉美江 甘楽町商工会
㈲トラスト 甘楽町商工会
㈲山﨑自動車 甘楽町商工会
novel-com.㈱ 甘楽町商工会
㈱ロックウェル 甘楽町商工会
㈲加藤土建 甘楽町商工会
みやもん 甘楽町商工会
D's Factory 甘楽町商工会
㈱菓子工房こまつや 甘楽町商工会
江原石油店 甘楽町商工会
㈱モアザン 中之条町商工会
水車小屋 長野原町商工会
福本工業㈱ 嬬恋村商工会
シモヤ自動車 嬬恋村商工会
㈲浅間高原麦酒 嬬恋村商工会
登喜和荘 嬬恋村商工会
ログコテージふり～たいむ 嬬恋村商工会
アグリイズム㈱ 嬬恋村商工会
㈲大塚建設 嬬恋村商工会
㈲金井屋石油 嬬恋村商工会
オモニー 草津町商工会
草津名産品製造㈱ 草津町商工会
㈲泉水館 草津町商工会
松乃井旅館 草津町商工会
コンドミニアムフラットレット草津 草津町商工会
アップル 草津町商工会
㈲山形屋土産店 草津町商工会
㈲牧水 草津町商工会
Ｌｕｃｋｙ Ｂａｇｅｌ 草津町商工会
㈲綿貫ペンション 草津町商工会
キッチン笑りぃ 草津町商工会
㈲龍燕 草津町商工会
中華料理東華苑 草津町商工会
㈲菊水荘 草津町商工会
きくや 草津町商工会
㈲草津ハイランドホテル 草津町商工会
㈱唐澤商店 高山村商工会
三楽園 高山村商工会
倉田酒店 高山村商工会
㈲割田建築工業 高山村商工会
ヘアーズ  サイトウ 高山村商工会
㈲カネタエンジニアリング 高山村商工会
理容はずみ 高山村商工会
広木屋商店 東吾妻町商工会
㈱あがつま御縁屋 東吾妻町商工会
㈲あづま養魚場 東吾妻町商工会
里の茶屋 東吾妻町商工会
あみ整骨院 東吾妻町商工会
岡村美容室 沼田市東部商工会

農業生産法人㈱金井農園 沼田市東部商工会
川手商店 沼田市東部商工会
いのもと園 沼田市東部商工会
山どん 片品村商工会
㈱尾瀬食品 片品村商工会
ロッヂ チャティ 片品村商工会
ペンション プモリ 片品村商工会
ヘアーサロン アライ 片品村商工会
シャレーモンテローザ 片品村商工会
芳味亭 片品村商工会
こもれび 片品村商工会
㈱うめや 片品村商工会
㈱シェモワ 片品村商工会
㈱旭屋 片品村商工会
民宿たばこや 片品村商工会
ペンション カレンズ 片品村商工会
ゲストハウス ストーンアイランド 片品村商工会
ペンション ＺＡＫＯＪＩ 片品村商工会
㈲かわば 川場村商工会
㈱田口農園 川場村商工会
和太奈部 川場村商工会
ロッジ岩田渡 川場村商工会
㈲ふじやまの湯 川場村商工会
㈲ティア・ツリー 川場村商工会
グリエッツィ 川場村商工会
原澤林業㈱ 川場村商工会
宮田農園 川場村商工会
イイヅカFlowerplants 昭和村商工会
㈱タウザントヴァルト 昭和村商工会
㈲鳥山牧場 昭和村商工会
ほさか農園 昭和村商工会
兵藤建設㈱ 昭和村商工会
㈲エースフロント 昭和村商工会
奥利根ワイン㈱ 昭和村商工会
藤井電設 昭和村商工会
後藤建築 昭和村商工会
ごとうフルーツ 昭和村商工会
ワンピースインク㈱ 昭和村商工会
信正商事㈱ 昭和村商工会
カフェレストランやまぼうし 昭和村商工会
プラスガレージ 昭和村商工会
西澤自動車 昭和村商工会
諸田漬物店 昭和村商工会
涌井商店 昭和村商工会
一作農園 みなかみ町商工会
㈲ムラヤマトーヨー住器 みなかみ町商工会
やまいち屋 みなかみ町商工会
高原ハウス みなかみ町商工会
㈲丸喜材木店 みなかみ町商工会
㈱関東水善 みなかみ町商工会
㈲湯本館 みなかみ町商工会
すえひろ みなかみ町商工会
㈱猿ヶ京ホテル みなかみ町商工会
無有設備工事 みなかみ町商工会
㈲生寿苑 みなかみ町商工会
そば処  角弥 みなかみ町商工会
㈲さんすい森のリゾート みなかみ町商工会
㈲やど尚文 みなかみ町商工会
㈲育風堂精肉店 みなかみ町商工会
㈲阿部商店 みなかみ町商工会
㈲樋口 みなかみ町商工会
㈲遊人舎 みなかみ町商工会
レイクウォーク みなかみ町商工会
㈲タキザワ みなかみ町商工会
㈱竹内商事 みなかみ町商工会
㈱旅籠屋丸一 みなかみ町商工会
㈲サン企画 みなかみ町商工会
㈲BMZ みなかみ町商工会
たかはし呉服店 みなかみ町商工会
㈲湯宿温泉太陽館 みなかみ町商工会
㈲アシマ みなかみ町商工会
レストラン諏訪峡 みなかみ町商工会
㈲丸須製菓 みなかみ町商工会
㈲ゆの宿  上越館 みなかみ町商工会
㈱月夜野振興公社 みなかみ町商工会
H2Oガイドサービス みなかみ町商工会
㈲川古温泉旅館 みなかみ町商工会
長島商事㈱ みなかみ町商工会

トコヤ  ホンダ みなかみ町商工会
銀の月 みなかみ町商工会
パノラマアドヴェンチャーズ㈱ みなかみ町商工会
工舎  澄み処 みなかみ町商工会
福井鉄工所 みなかみ町商工会
いこく みなかみ町商工会
桐匠根津 みなかみ町商工会
魚信 みなかみ町商工会
㈲矢部工務店 みなかみ町商工会
ひらさわ みなかみ町商工会
そば処  くぼ田 みなかみ町商工会
㈲ヤスダ みなかみ町商工会
ハッピーアウトドア みなかみ町商工会
ペンションレインボー みなかみ町商工会
㈱原澤自動車鈑金塗装 みなかみ町商工会
㈲大峰館 みなかみ町商工会
㈲ムラタ みなかみ町商工会
㈲小国屋 みなかみ町商工会
滝口薬品 みなかみ町商工会
㈲東京屋商店 みなかみ町商工会
㈲石坂商事 みなかみ町商工会
ラーメン香華 みなかみ町商工会
ファンテイル みなかみ町商工会
ペンションパル みなかみ町商工会
㈲三幸石油ガス みなかみ町商工会
㈲三友電設 みなかみ町商工会
㈱金盛館 みなかみ町商工会
㈲東洋プロセス みなかみ町商工会
和洋レストラン竹 みなかみ町商工会
須藤接骨院 みなかみ町商工会
はしば旅館 みなかみ町商工会
㈲カッパクラブ みなかみ町商工会
㈱やまもと 桐生市新里商工会
㈱ラストイズム 桐生市新里商工会
㈱ネギシ 桐生市新里商工会
モンテディオ総合企画㈱ 桐生市黒保根商工会
フルーツタカハシ 笠懸町商工会
㈱イー・エス・エスクリエイツ 太田市新田商工会
㈲今屋 太田市新田商工会
㈲群馬農機商会 太田市新田商工会
㈱シャイン 太田市新田商工会
㈲上武工業所 太田市新田商工会
鮨政 太田市新田商工会
㈱T・Fムラオカ 太田市新田商工会
㈲ムラオカ 太田市新田商工会
山崎酒造㈱ 太田市新田商工会
㈱ルポン 太田市新田商工会
㈲原田製麺 板倉町商工会
㈱あぶらや 板倉町商工会
イトミ化工 明和町商工会
掘り出しモノショップくるくる 千代田町商工会
マツヒロ㈱ 大泉町商工会
㈲三澤自動車 大泉町商工会
海幸 大泉町商工会
移動福祉美容車そらいろ 大泉町商工会
パブ エミコ 大泉町商工会
鳶  山田組 大泉町商工会
㈲ＳＨＯＢＩ 大泉町商工会
荒岡造園 大泉町商工会
イイヅカ美宝 大泉町商工会
フラワーブティックアオタ 邑楽町商工会
㈲十字屋薬局 邑楽町商工会
㈲麺龍 邑楽町商工会
㈲神谷造園 邑楽町商工会
㈱F-TECH 邑楽町商工会
㈲金子製作所 邑楽町商工会
黒沢商会 邑楽町商工会
ラーメン専科さっぽろ 邑楽町商工会
Car Peace 邑楽町商工会
㈲アエル 邑楽町商工会
リカーパークシーザー 邑楽町商工会
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㈲あづまや 前橋東部商工会
㈲小倉自動車 前橋東部商工会
㈲マルエ石油 前橋東部商工会
美髪院モンキースタイル 前橋東部商工会
Ｓｕａｙ　Ｌｏｍ 前橋東部商工会
産直ひまわり 前橋東部商工会
㈱クリエイティブヨネオカ 前橋東部商工会
カーショップブルーガレージ 前橋東部商工会
㈲ステップ山口 前橋東部商工会
㈲タムラ商会 前橋東部商工会
ケイ美容室 前橋東部商工会
橋本プロパン 前橋東部商工会
バーバー松田 前橋東部商工会
㈲アダムとイブ 前橋東部商工会
からっ風 前橋東部商工会
オムヘアー　プリュウス 前橋東部商工会
クリーニングこまつ 前橋東部商工会
㈲遠藤建設 前橋東部商工会
㈲たかせ 前橋東部商工会
㈱フォレスト 前橋東部商工会
吉田建築店 前橋東部商工会
赤城山忠治温泉㈱ 前橋東部商工会
ノブテックモータリング 前橋東部商工会
㈱上州農産 前橋東部商工会
㈱高橋商店 前橋東部商工会
㈱ライム 前橋東部商工会
渡邉ファーム 前橋東部商工会
Ｃ－ｃｒａｆｔ　いわさき 群馬伊勢崎商工会
㈱三智 群馬伊勢崎商工会
㈱Good 群馬伊勢崎商工会
ファームエナジー合同会社 群馬伊勢崎商工会
ヘアーサロンマツシマ 群馬伊勢崎商工会
永井屋 群馬伊勢崎商工会
タカハシ種苗㈱ 群馬伊勢崎商工会
㈲高木組 群馬伊勢崎商工会
㈱ユウテックス 群馬伊勢崎商工会
斎藤自動車工業㈲ 群馬伊勢崎商工会
㈱石井工業 富士見商工会
陶芸教室清山 富士見商工会
㈲シナガワ食品 富士見商工会
さかもとグラフィック 富士見商工会
㈲ナル・コーポレーション 富士見商工会
REAL　GRACE　JAPAN 玉村町商工会
㈱英技研 玉村町商工会
㈲スタイル 玉村町商工会
㈲群馬包装トーフ 玉村町商工会
胡桃屋 しぶかわ商工会
㈲中村新聞店 しぶかわ商工会
㈱敷島堂 しぶかわ商工会
敷島電子㈱ しぶかわ商工会
㈱建築工房アイ しぶかわ商工会
うぶかた しぶかわ商工会
石原とうふ店 しぶかわ商工会
イクボ しぶかわ商工会
ヤナイ宝飾 しぶかわ商工会
髙橋技建工業 しぶかわ商工会
けい月 しぶかわ商工会
㈲山本屋 しぶかわ商工会
㈲清水モータース 榛東村商工会
あいみつ苑 吉岡町商工会
ＨＡＩＲ'Ｓ　ＬＩＬＵＴ 吉岡町商工会
南雲書店 吉岡町商工会
松家 吉岡町商工会
サイトウグンマ 吉岡町商工会
キュービック 吉岡町商工会
齋藤石材店 安中市商工会
美と建築・三好設計事務所 安中市商工会
大手時計店 安中市商工会
高台旅館 安中市商工会
㈱ドリームクリエイト 安中市商工会
高嶋屋 安中市商工会
上原写真館 安中市商工会
㈲中曽根組 安中市商工会
岡田総業 安中市商工会
佐野オートサービス 安中市商工会
丸新鉄工 安中市商工会
㈲栄樂屋商店 高崎市榛名商工会

㈲赤尾工務店 高崎市榛名商工会
㈲里見電気製作所 高崎市榛名商工会
㈲新栄物産 高崎市榛名商工会
㈲山木商事 高崎市榛名商工会
㈱みなとや 高崎市榛名商工会
佐藤商会 高崎市榛名商工会
岡田菓子店 高崎市榛名商工会
㈲ふじや 高崎市榛名商工会
㈲奥原洋品店 高崎市榛名商工会
㈱大利根漬 高崎市榛名商工会
㈲シュンコウ堂 高崎市榛名商工会
㈲おゝみや商店 高崎市榛名商工会
中澤建設㈱ 高崎市倉渕商工会
Sign104 高崎市倉渕商工会
トータルビューティーサロン絆 高崎市箕郷商工会
Ｔ・ガレージ 高崎市箕郷商工会
㈱アルファー・エイト 高崎市箕郷商工会
㈲小堀時計店 高崎市箕郷商工会
関口電設 高崎市箕郷商工会
㈱ＮｅＸＴ 高崎市箕郷商工会
㈲ニチエイ 高崎市箕郷商工会
福島農園 高崎市箕郷商工会
eneco㈱ 高崎市群馬商工会
㈱つかさフードサービス 高崎市群馬商工会
㈱テッシン 高崎市群馬商工会
㈱和田石材 高崎市群馬商工会
合同会社こもん 高崎市群馬商工会
㈲高橋製作所 高崎市群馬商工会
㈲加藤工芸 高崎市群馬商工会
MA・COCORO整体院 高崎市群馬商工会
tonbi　coffee 高崎市群馬商工会
ヒロ・モーター 高崎市群馬商工会
加藤労務コンサルティング 高崎市群馬商工会
㈲矢島商店 高崎市群馬商工会
長沼石材店 高崎市群馬商工会
㈲林造園 高崎市群馬商工会
洋麺酒場Naruze 高崎市群馬商工会
キックボクシングスクールMAX 高崎市新町商工会
写真のミナミ 高崎市吉井商工会
㈲デザイン・ゲン 高崎市吉井商工会
㈲パリジャン 高崎市吉井商工会
想や 高崎市吉井商工会
リード工業㈱ 高崎市吉井商工会
㈲新井肥料店 高崎市吉井商工会
おーとてっくハヤシ 高崎市吉井商工会
Bon　Cuore 高崎市吉井商工会
㈲俵屋 安中市松井田商工会
ブティック・バンビ 安中市松井田商工会
トピック　キタ 安中市松井田商工会
㈲日新堂 安中市松井田商工会
㈲トータル寝具おおのや 安中市松井田商工会
㈲佐藤商店 安中市松井田商工会
碓日のお宿　東京屋 安中市松井田商工会
㈲樹林 安中市松井田商工会
介護タクシースマイル 藤岡市鬼石商工会
長井屋製菓 藤岡市鬼石商工会
café　yotacco 上野村商工会
民宿旅館不二野家 上野村商工会
ツリートップ三望 神流町商工会
ＭＹＵデザイン工房 神流町商工会
㈲浅日堂 神流町商工会
金達磨味噌 神流町商工会
㈱サトウスチール 富岡市妙義商工会
㈲味角寿司 富岡市妙義商工会
㈲Wealth　Incorporated 富岡市妙義商工会
芹の湯 下仁田町商工会
堀口精肉店 下仁田町商工会
㈱岩井工建 下仁田町商工会
セキデン 下仁田町商工会
㈱古月堂 下仁田町商工会
㈱小林新次郎商店 下仁田町商工会
ぶぉるが 下仁田町商工会
㈲おかた茶屋 下仁田町商工会
㈱神戸万吉商店 下仁田町商工会
タキガミ 下仁田町商工会
南牧自動車整備工場 南牧村商工会
SSR　佐藤学習教室 甘楽町商工会
齊藤精肉店 甘楽町商工会

くれよん 中之条町商工会
㈱タケウチ 中之条町商工会
グンマワーク 中之条町商工会
㈲篠原住建 中之条町商工会
温熱整骨院原澤 中之条町商工会
糀屋徳茂醸造舗 中之条町商工会
㈲ロカーレ・ジェラート 中之条町商工会
ATELIER N（アトリエ　エヌ）中之条町商工会
パンカーラ 長野原町商工会
ペンションエデン 長野原町商工会
ペンションすこやか 嬬恋村商工会
㈲割烹車屋 嬬恋村商工会
かなめ屋 嬬恋村商工会
㈲嬬恋薬局 嬬恋村商工会
六花 嬬恋村商工会
群馬アスパラ㈱ 嬬恋村商工会
㈲小島屋 草津町商工会
㈱二葉 草津町商工会
㈲草津フード 草津町商工会
らーめん壱番 草津町商工会
㈱月乃井 草津町商工会
とんかつの店とん香 草津町商工会
CaféASPEN 草津町商工会
㈲目沢商店 草津町商工会
小平精肉店 高山村商工会
ＡＲＡＧＯＮ 高山村商工会
銀河高原ファーム 高山村商工会
勝美内臓調整療法院 高山村商工会
㈲大丸 東吾妻町商工会
㈲エサキ看板塗装 東吾妻町商工会
㈲藤井屋 東吾妻町商工会
まちだ美よう室 東吾妻町商工会
美容室ボックスニューズ 東吾妻町商工会
髪職人こばやし 東吾妻町商工会
㈱仙郷 沼田市東部商工会
㈱望郷 沼田市東部商工会
戸丸和夫事務所 沼田市東部商工会
米山建設 沼田市東部商工会
㈲ホテル楽善荘 沼田市東部商工会
㈲金龍園 沼田市東部商工会
鈴木アップル園 沼田市東部商工会
泙川食品 沼田市東部商工会
さかうえフルーツ農園 沼田市東部商工会
㈱観山荘 沼田市東部商工会
㈱コバコー 沼田市東部商工会
㈱吟松亭あわしま 沼田市東部商工会
㈲ホテル伍楼閣 沼田市東部商工会
おいがみ舞茸園 沼田市東部商工会
㈱ひらかた 沼田市東部商工会
ペンションペチカ 片品村商工会
ペンションクレソン 片品村商工会
㈲白根ドライブイン 片品村商工会
㈱オートショップ荒木 片品村商工会
ペンションつかさ 片品村商工会
くつろぎのお宿金井 片品村商工会
㈲梅沢電気商会 片品村商工会
焼肉待夢 片品村商工会
よろづや 片品村商工会
ペンションソネット 片品村商工会
ロッヂ白い鳥 片品村商工会
ペンショングリーンエイジ 片品村商工会
ペンションラパン 片品村商工会
まるみつ荘 片品村商工会
尾瀬しんこう荘 片品村商工会
中村屋 川場村商工会
川場村農産加工㈱ 川場村商工会
㈱ミート工房かわば 川場村商工会
永井酒造㈱ 川場村商工会
ドグタウン工房 昭和村商工会
㈱北毛久呂保 昭和村商工会
高橋モータークリニック 昭和村商工会
壱乃蔵 昭和村商工会
尾瀬紀行㈱ 昭和村商工会
㈱治田造園 昭和村商工会
グリーンスコーレ㈱ 昭和村商工会
鉄板キッチン喜人 昭和村商工会
宮代米穀店 みなかみ町商工会
フラワーショップ花の月夜野 みなかみ町商工会

ペンション　トップス みなかみ町商工会
㈲山本自動車工業 みなかみ町商工会
まるひろ農園 みなかみ町商工会
㈱ホテル湖城閣 みなかみ町商工会
石芳苑 みなかみ町商工会
塩原工務店 みなかみ町商工会
地野建築 みなかみ町商工会
㈲ガルニ・コーポレーション みなかみ町商工会
気ママ屋 みなかみ町商工会
小さなレストラン彩絵 みなかみ町商工会
ベルツリー みなかみ町商工会
㈲莞山 みなかみ町商工会
㈱ホテル松葉荘 みなかみ町商工会
関越ボディーファクトリー みなかみ町商工会
そば処ひ乃き みなかみ町商工会
㈲清野旅館 みなかみ町商工会
水上石油㈱ みなかみ町商工会
みなかみや みなかみ町商工会
モンキーマウンテン みなかみ町商工会
㈲はなりき 桐生市新里商工会
㈲緑光園 桐生市新里商工会
瀬谷自動車整備工場 桐生市新里商工会
灯屋煙火店 桐生市新里商工会
㈲中里鉄工 桐生市新里商工会
㈱スリーエム 桐生市新里商工会
㈱えちごや 桐生市新里商工会
美容室モリヤマ 桐生市新里商工会
㈲板橋製作所 桐生市新里商工会
大町写真館 桐生市新里商工会
赤城豆腐すみれ屋 桐生市黒保根商工会
はやぶさ食堂 桐生市黒保根商工会
㈱桑原縫製 桐生市黒保根商工会
水口屋 桐生市黒保根商工会
㈱今芳商店 みどり市商工会
㈲アン・エディ みどり市商工会
津久井フライス みどり市商工会
カットハウスボブ みどり市商工会
ナチュラルソフトクリームcafé MiRUKA みどり市商工会
新井商事㈲ みどり市商工会
和光石材 みどり市商工会
笠懸自動車整備工場 笠懸町商工会
岡村畳店 笠懸町商工会
㈱やながわ 笠懸町商工会
㈲メディアグロース 笠懸町商工会
合同会社黒保根 笠懸町商工会
㈲加豆フーズ 笠懸町商工会
㈲ミヤマ全織 笠懸町商工会
㈲シー・アンド・シー 笠懸町商工会
ツアーズメルシー 笠懸町商工会
大沢商事㈱ 笠懸町商工会
㈲ワンダーランド 太田市新田商工会
あんじゃむ 太田市新田商工会
CUT IN Y's-理容ワイズ- 太田市新田商工会
亀井工業㈱ 太田市新田商工会
㈲シー・エス・トップ 太田市新田商工会
㈲トネニット 太田市新田商工会
㈱テラウチ 太田市新田商工会
割烹　明養軒 太田市新田商工会
㈲エアコンサービス 太田市新田商工会
やきそば・たいやきの愛家和 太田市新田商工会
㈲川田屋 板倉町商工会
ヘアーサロンさいとう 板倉町商工会
㈱ヤリ田工務店 板倉町商工会
イシカワデザイン 明和町商工会
ハウスエステ 明和町商工会
㈲田熊造園土木 千代田町商工会
道楽堂 千代田町商工会
お食事処あぜみち 千代田町商工会
日本シンコー㈱ 大泉町商工会
㈲小堀うなぎ店 大泉町商工会
㈱亨厨房 大泉町商工会
㈲RODEIOGRILL 大泉町商工会
グリーン薬局 大泉町商工会
㈲中野スポーツ 邑楽町商工会
㈱新栄 邑楽町商工会
㈲住まいる 邑楽町商工会
浜田薬局 邑楽町商工会
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有限会社バースケア

こうじや徳茂醸造舗

中之条町商工会 ちょっと気になる元気なお店!!

お風呂文化をサポート

味噌・こうじ専門店

■代　　表 飯尾　守　さん
■所 在 地 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条518-1
 ℡　0279-75-6056
■ホームページ　http://www.bath75caer.jp
■営業時間 9時～ 18時
■定 休 日 土曜日・日曜日
■創　　業 平成15年６月

■代　　表 徳
とく

茂
も

　多
た

喜
き

生
お

　さん
■所 在 地　群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町855
 ℡　0279-75-2433
■ホームページ　http://koujiya-tkm.com/
■営業時間 9時～ 18時30分（日曜・祝日は18時まで）
■定 休 日 月曜日
■創　　業 明治32年

　業務用バスマット・サウナマットに特化した研究開発型企業とし

て創業し12年。温泉旅館を始め温浴関連施設が「困っている“コト”」

に徹底的にこだわり、当社の得意分野とする“お風呂文化をサポート”

する商品開発を行ってきました。

　開発した代表的な商品は“水滴バトンタッチ構造”の抗菌仕様「吸

極のバスマットⓇ」。“汗や加齢臭を分解”する抗菌サウナマット「プ

ロ仕様+α」。二つの商品は北海道から沖縄まで全国の温泉旅館等に

採用されています。群馬県内でも四万・草津・伊香保・水上の各温

泉地で高い評価を受け、導入する施設も年々多くなっております。

これからも更に研究を重ね、マットの「究極」を目指します。

　当店は「お味噌・こうじ」を製造・販売する専門店です。「お

味噌・こうじ」を一年を通して販売しており、全国発送もして

おります。

　そのほかに、お客様が持ち込んだ原材料をお客様の好み・

個々の要望（期日、塩加減、固さ）に応じた仕込み味噌にして

お渡しするサービスも行っております。

　弊社が創業以来115年以上にわたって国産原材料にこだわ

り、昔ながらの手仕込み・天然醸造・無添加を続けさせて頂い

ているのも、地元をはじめ近隣都県のお客様より支持を頂いて

いるからだと思っております。

抗菌仕様「吸極のバスマット®」抗菌仕様「吸極のバスマット®」

抗菌サウナマット「プロ仕様+α」抗菌サウナマット「プロ仕様+α」
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　今回の躍進する企業には新商品開発があ

るでは、「機能性食品」について説明させて

いただきます。

コラムに記載の内容、およびそれ以外中小企業経営に関し
てのご相談、ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せ
下さい。
お問合せ先：群馬県商工会連合会経営支援課
TEL:027-231-9779

　平成27年４月１日から機能性食品の表示制度が始

まりました。これは特定保健用食品（トクホ）・栄養

機能食品に続く第３の食品表示制度です。これにより、

国の審査が無くとも「機能性」や「体のどこに効くか」

が商品に表示できることになりますので、目的に合わ

せた商品選択がより容易になります。それでは、順に

説明してまいります。

１．特定保健用食品（トクホ）

　健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づ

いて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」など

の表示が許可されている食品です。表示されている効

果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消

費者庁長官が許可しています。

　

２．栄養機能食品

　一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）

が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用で

きる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成

分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などを

しなくても、国が定めた表現によって機能性を表示す

ることができます。

　

３．機能性表示食品

　事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能

性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の

根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られ

たものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消

費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

　

機能性表示制度は以下の３つのポイントが他の食品

とは違います。

（1）体のどこの部位にいいかわかりやすい

　「体のどこの部位に作用するか」が記載できます。

特定保健用食品（トクホ）で現在表示されている部

位は、歯、骨、お腹だけですが、機能性表示食品で

は、さまざまな部位や機能性が表示可能です。

（2）野菜、魚など生鮮食品にも機能性が表示される

　機能性関与成分が特定でき、効果的な量を食べること

が可能であれば、農水産物でも機能性が表示できます。

（3）機能性表示の根拠となるデータが確認できる

　機能性表示食品を販売する企業や生産者は、表示

の根拠となる研究データやメカニズムを、消費者に

わかりやすい形で公開します。

　次回の「躍進する企業には新商品開発がある」では、

３つの表示制度の比較について説明させていただきます。

経営columncolumn
ココ　　　　　　ラ　　　ムラ　　　ム

2727
キーポイント

躍進する企業には新商品開発がある
～自己紹介～

氏　　名　菅
すげ

田
た

　洋
ひろ

之
ゆき

資　　格　中小企業診断士

専門分野　マーケティング　加工食品の新商品開発支援

＜特定保健用食品の許可
を受けた食品が表示でき
るマーク＞

＜その他食品との関係＞
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インターネット回答は

9月10日～20日 10月１日～７日
調査票での回答は

国勢調査インターネット回答はお済みですか？
今回の調査から、パソコンやスマホからもご回答いただけます！

国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象とした、国の最も重要な統計調査です。
回答いただいた情報は厳重に管理されます。回答いただいた内容は、統計以外の目的に使用することはありません。

---総務省・群馬県・市町村からのお知らせです---

オンライン回答期限は、9月20日(日)24:00まで！
いつでも、便利に回答。
パソコンやスマホから回答ＯＫ！ 

インターネット回答のなかった世帯
には調査員が調査票をお配りします。

9月10日～9月12日
インターネット回答用ＩＤを配布

9月10日～9月20日
インターネット回答

9月26日～9月30日
調査票を配布

10月1日～10月7日
調査票を提出

平成27年国勢調査が変わります。
　インターネットでも紙の調査票でも回答可能となります。日本に住んでいる全ての人と世帯が対象とな
ります。ご協力をお願いします。問い合わせ先　県庁統計課（℡027・226・2406　FAX027・224 ・
9224）総務省統計局の国勢調査キャンペーンサイト　http://kokusei2015.stat.go.jp/

■異動（７月１日付）

　生方　恵子（補助員）しぶかわ→吉岡町

　六本木泰子（補助員）吉岡町→みどり市

　田村　英子（補助員）みどり市→商工会連合会

　竹内　理穂（記帳専任職員）みなかみ町→昭和村

　林　真智子（記帳専任職員）昭和村→みなかみ町

■退職（６月30日付）

　半田あつみ（記帳専任職員）邑楽町

商工会職員人事異動（敬称略）


