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『簡単・無料で使えるＩＴツールを徹底攻略！オンライ

ンから来客が増える集客入門』をテーマに、商業サー

ビス部会主催による講演会が 12 月９日、みよし商工会

で開かれました。商工会員約 40 人が参加。

講師は、日本 IBM にも勤務経験のある東日本国際

大学客員教授の藤原敬行さん（ナレッジフォース・パートナー

ズ合同会社代表）。「デジタルテクノロジーとビジネスを融

合」をテーマに研究や執筆、講演活動を続けています。

講演会ではまず『マーケティング』とは、商売をいか

に繁盛させるかを研究する学問だと藤原さん。商売を

繁盛させるには、たくさんのお客様に安定的に来てもら

う、買ってもらう必要があります。そのために、最も重要

度の高いお客様となってくれる「リピーター」「ファン」を

いかに増やすかが、ビジネス成功のカギ。

リピータ

ーやファン

を生み出す

ベースとな

る、見込客の絶対数を増やすには「Google ビジネスプ

ロフィール」を活用。同プロフィールを最適化するため

に、ＮＡＰ（Name・Address・Phone）の統一、適正なカテゴリ

ー設定、写真掲載などがポイントだとアドバイス。

そして次段階として「新規来店・再来店」を促すため

のツールとして LINE公式アカウントを、最終的に「リピー

ター・ファン」にはオンラインで客自らが宣伝広告に力を貸し

てくれるInstagram の活用を提言。

マーケティングファネル（上図）の仕組み構築の必要

性について強調していました。

ないことを学べて、ためになった。

◎創業計画書を作成できたのは収

穫。商工会と繋がりができてよかった。

◎経営の全体像を把握でき、

特に補助金や融資について

参考になった。

◎融資を受けるための行動

が具体的になってよかった。

◎実例をたくさん聞けて参

考になった。

【商工会からの支援。今後

の創業塾】これまでの創業塾総参加

者数は100名（2016～2022の計 7回）。う

ち、創業者数が17名となっています。

創業塾では「何からやったらいい

のか」「何を聞いたらいいのか」「資

金繰り」「経理のこと」など、不安を少

しでも取り除くことで、一人でも多く

の方への創業をバックアップしてい

きたいと考えています。

創業後は、商工会にご加入いた

だくことで、補助金申請や労務、融

資関係などの具体的な支援も可能

です。「夢を叶える一歩」として今後

も継続開催していく予定です。

例年秋に開催している創業塾も

７年目を迎えました。今年度は 12

名の定員枠がすぐにいっぱいとな

りキャンセル待ちも発生。コロナ禍

にあっても創業に対する意識が非

常に高く感じられました。

６日間（計２４時間）の講義では販

路開拓や財務、人材育成、経営な

どの項目ごとにポイントを解説。中

でも資金調達や資金繰りに重点を

置いた内容となり、受講スタート時

には漠然としていた思いが、自身

で「創業計画書」が作成できるよう

になりました。

最終日には、受講者全員がひと

りずつプレゼンテーション。各々人

前できちんと計画を発表。６日間の

創業塾で大きな自信に繋がったよ

うです。

《受講者アンケート結果から》

これから創業を考える方には、参

加者からのアンケート意見は、参考

になると思います。

【受講者ご意見】

◎幅広い知識が得られて大変有意

義だった。

◎創業計画書の内容をブラッシュ

アップできた。

◎助成金や補助金、自分がまだ知ら

株式会社カネヨシ
本社営業所/物流部/運行部

愛知県みよし市打越町新池浦112-6

℡〈0565〉41‐5161 

〈拠点一覧〉梅坪第一事業所・梅坪第二事業所

三好第一営業所・三好第二営業所・仙台営業所・山形営業所

佐野営業所・相模原第一営業所・相模原第二営業所

弊社ではラッピングトラック

（全４台）やネーミングライツ、

ＳＤＧｓへの取り組みなどを

通じて、みよし市及び市民の

皆様への“地域貢献”に取り

組んでまいります。

みよし市初の「ネーミングライツ契約」を締結。
文化センターサンアート（旧名称）が「カネヨシプレイス」へ。

銘板除幕式（2022.9.17）

設備一般・重量物運搬・据え付け

〒470-0206 みよし市莇生町山田54-7 ℡〈0561〉３６‐０７７２　 FAX３６‐０７９２　

◎仕事のパートナー（社員）募集中！　 詳しくはお問合せ下さい。

溶接製缶・機械加工・省力化装置

ISO 9001
認証取得

ISO 14001
認証取得

〒470-0206 愛知県みよし市莇生町土郎谷27番地12

℡〈0561〉32‐2425 FAX〈0561〉32‐3456

Eメール  miyoshi.seisakusyo@lime.ocn.ne. jp

2022年３月

建設業許可取得

にプラス、次の技能講習が受けられるようになりました。（月１回）

☆未経験の方
33,880円（３日間:20時間）

★他資格有りの方
29,700円（３日間:16時間）

小型移動式クレーン

☆未経験の方
32,010円（３日間:19時間）

★他資格有りの方
25,410円（３日間:15時間）
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愛知労働局登録教習機関です。

教育訓練給付金制度をご利用いただけます。

金額税込 金額税込

住まいのことなら何でもご相談ください！

新築〔木造・鉄筋・鉄骨〕、リフォーム 建築工事一式　

■宅地建物取引業・愛知県知事免許（04）第018384号 ■みよし市三好町原31番地/℡〈0561〉39-0125

設計・施工から土地建物相談まで１級建築士が対応します。

まちの未来を創り、経済や社会を支える

東海学園大学の講義室で開催

漏斗の意

マーケテイングファネルの仕組み

（C）knowledgeforce PartnersLLC.
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東に面白い店あると噂あれば走り

西に暖かい話題あると聞けば一緒に喜び

南にユニークな人いるとみれば感化され

北にビックリあれば「ほ～」とうなずきに

あらゆるところへ出向きます。

『あらゆる素材を削り

ます』とホームページで

自社をＰＲする進興金

属工業株式会社。同社

社長の志水さんが2006
年から続けるブログのタ
イトルも『この身も削る！

社長の全力日記』。日々の様子や経営に関する
ことまで、思いつくままにメッセージを発信中。
そんなブログのきっかけを志水さんは「しゃべ

ることに苦手意識を持っていましたが、“愛知中
小企業家同友会（会員4,000人以上、幅広い年齢層の

経営者集団）”という集まりがあって、経営者内でブ
ログが流行っていました。私も勢いでやりはじ
め、ブログで言葉を考えたり文章力を鍛えられた
りしたような気がします。始めたころは、結構時間
を掛けてしまったので、自分の時間（身も心も）も削
っているなぁ～と」（笑）。

同社は、昭和12年に志水さんの祖父が創業。
水洗部品やプロパンガスを固定するボンベチェ
ーン、真ちゅう部品、ステンレス・アルミ加工な
ど、試作品から量産品製造まで幅広く対応。
1951年（昭和26年）法人化。そして祖父、父のあと
を受け継ぎ３代目に。その歴史を振り返ると２度
の大きな災害に直面。祖父の代には伊勢湾台
風（昭和34年）の襲来がきっかけで名古屋市から
刈谷市へ移転。その刈谷市では、まだ記憶にも
残る2000年の東海豪雨で社屋が浸水。機械が
水浸しとなり操業不能に。
取引先や会社関係

者らからこの地での操
業が不安視され、移転
を検討。タイミングよく莇
生町辰己山開発地の
物件に巡り合い、2008
年８月に移転。みよしで

リスタートして15年目。
志水さんは「Ｖの字に見える社
屋（写真左）の外観は、設計士さん
が“船”をイメージして作ってくれ
ました。大きな水害から立ち直っ
て、新たに漕ぎ出そうという願いが込められてい
ます」。その会社屋上にはソーラーパネルを設
置。「屋上を2022年２月から10年契約で貸してい
ます。ここで発電されたクリーンエネルギーを当
社が買電しています」。
さらにみよし市や豊田市のＳＤＧｓ推進パート
ナーに登録。元々金属加工作業で発生してしま
う端材に目を付け、社内で活用方法を議論。一
輪挿しや小物入れを制作したところ人気を博し、
それをきっかけにインテリアデザイナーとのコラ
ボでランプ制作へと発展。テレビ番組にも取り上
げられ、ふるさと納税の認定品に。“削るから創
る”まで、今広い海へと漕ぎ出しています。

ホームページはあ
るけれど、集客や売
り上げにつなげるホ
ームページへと発展

させるためにはどうしたらいいの？。
社名“やさしさデザイン”の、やさ

しさというキーワードに込められた
鈴木さんの願いは「見る人にも使う
人にも、情報が伝わりやすい、使い
勝手のいい、配慮や工夫の行き届
いたホームページ制作の手助けを
したいと思っています。それによっ
て依頼主（店主さん）にも大きなメリッ
トが生まれます」。
建築設計監理の仕事を10年ほ

ど経験。そのとき近所の方から『チ
ラシを作ってもらえないか』と依頼
を受けたのをきっかけに、印刷物
作成のアドバイスや友人・知人のホ
ームページ作成を手助け。そして
2010年、“在宅ワーク”の良さを活
かそうと、自身の仕事用ホームペ
ージを制作。
Web広告業を仕事の柱として既

に12年。今では多くの法人やサロ
ン経営者、写真家、ＹｏｕＴｕｂｅｒ、ア
ロマ講師、グラフィックデザイナー

など、多岐にわたる個人事業主さ

んから依頼を受注。しかし、ホーム
ページ活用の柱となる考え方は、
マーケティングの専門家と呼べる
北海道在住の“師匠”に説かれた
教え。これだけＳＮＳが発展してき
ても『ホームページは欲しいけれ

ど、どんなデザイン、内容がいいの
かよく分からない』という事業主さん
がまだまだ多いのではと推測。
そのお店、事業にマッチしたホ

ームページを制作するのに一番大
事なのは“ヒアリング”だと鈴木さ
ん。「そのお店（依頼主）の個性や特
徴は何なのか？そのお店にはど
んなお客様がいらっしゃるのか？
ターゲット（年齢層や性別）は？
今まで漠然と捉えていたことを、今
一度よく振り返っていただき、曖昧
だったものを具体的なイメージにし
てみませんか」と提案。
検索エンジンからアクセスするお

客様は明確な目的を持っていて、
ページの内容をしっかり読んだり共
感したりするとても良いお客様にな
っていただけると分析。しっかりし
たホームページを作ることは、そん
な権威性や信頼性アップに貢献で
きると、自らの経験を元に熱く語る
鈴木さん。
さらに、そんなホームページをお

客様自身（依頼主）で編集や更新で
きれば、ランニングコストも低減可
能。「お客様ご自身でホームペー
ジをどんどん育て、活用していただ
けるよう、そんな方法もアドバイスし
ていきます」。
“三方よし”

の実現は“やさ
しさ”から始まり
そうですね。

●豊田市丸山町●℡080-2129-0362 ●相談随時10時～17時

●HP https://wink‐ｕｐ．ｃｏｍ/●メール ｍail@wink‐ｕｐ．ｃｏｍ

「やさしさデザイン」Wink‐up 代表鈴木恵理子さん

●莇生町辰己山102 ●℡〈0561〉36-8883 ●営業  8:00～17:00
●定休日  土日 ●メールshinko@e‐shinko.co.jp ●HP→

21歳で入社。金型製造一筋で
35年。同社前社長の浅野邦昭さん
から『高齢になって体力的にも大変
だし廃業したい』との意向を聞かさ
れたとき、久野さんは40代。「この
年齢になってからの再就職も大変
でしょ（笑）。私でよければ引き継い
でも構いませんが」と決断。一社員
の立場から社長業へと転身したの
は2013年。
会社名は、今までの取引先との

つながりや対外的な認知度から、
“そのままがいい”と判断。自身が
任されてきた現場仕事以外は、分
からないことだらけ。「特に経営者と
しての勉強や修行
は何もしてこなかっ
たので、前社長らか
ら色々とアドバイ

ス、指南していただ
きました」と久野さ
ん。周りからも『大変だぞ！』と指摘
されたとおり、経営者としての責任
が両肩に重くのしかかっています。
鉄やステンレスを使った金型製

品を製造する同社。自動車関連の
部品となる製品を量産するために、
台側（下側）とパンチ側（上側）とセット
になる金属製の型を図面に基づき
製造（写真上）。その金型を使ってプ
レスすると、ステンレス板などが型
抜きできる仕組み。
ここ２年ほどのコロナ禍で、今ま

でこなしてきた（依頼のあった）仕事だ

けでなく、“自社製
品づくり”にも目を
向けるようになった
久野さん。「みよし
商工会特産品ハン
ドブック」に掲載されたのが、腐食・
変色しにくい金属製の表札。「こう
いう加工技術があるというアピール
ですが、実際に一般家庭からのニ
ーズは低いかもしれませんね。製
作コストもかかるし」。
それよりも注目して欲しいという

開発品が“段ボールキャッチャー”
（写真上）。娘さんから不揃いな大き
さの段ボールの持ち運びがとても

不便だと聞き、造ってみた
という久野さん。「片手で持
ち運び出来る重さで段ボ
ールがセット出来るように
試行錯誤を重ねて作りあ
げました。これは皆さんに

もオススメだと思います」。
さらに、お寺巡りが大好きだとい

う久野さん。「特に京都が好きなの
で、家族とよく出かけるんです。
今、ご朱印集めブームでしょ。その
ご集印帳を見栄え良く飾るオリジナ
ルご集印帳台も造ってみたんで
す。ご注文承りますよ」。（笑）

身近なところにヒント有り！お寺巡
りのご利益と
なるかもしれ
ませんね。

部品加工の様子を確認する志水さん

捨てるはずの端材をインテリアに。SDGsを

●三好町八和田山5-131●℡〈0561〉34‐4784 ●定休日 土日
●営業時間 8:30～17:00●メールasano‐kikou@dolphin.ocn.ne. jp

自社製品づくりにも挑戦中！

表札とご集印帳飾り棚

アサノ機工有限会社 代表取締役 久野厚さん

進興金属工業株式会社代表取締役社長志水嘉津彦さん

ラインお問合せ

ヒアリングを大事にイメージを具体化させる

精密金属加工・設計・組付

合同会社

屋上に設置されたソーラーパネル

社
員
食
堂
に
設
置
。

ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
た
照
明
器
具

工夫を重ねた
段ボールキャッチャー
と保管用キーパー

インスタやＬＩＮＥ公式と
連携したＨＰを作成

↑同製品は
Ｓｈｏｐ・ＶＡＲＥ
で取扱い中

＊注文住宅＊新築＊リフォーム

Sinyouホーム ㈲信友建設　  ℡〈0561〉32-0818
みよし市打越町畦違167-1

みよし市莇生町曽和265-1

新型コロナ第８波の感染拡大が心配ですね。

マスク着用、手指消毒、換気などを心がけ、

健康・安全・安心な生活をお過ごし下さい！

おうちをきれいに

除菌・衛生対策も

ご集印帳飾り棚と段ボール
キーパーは、２月販売予定
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★「大工」の道を選ば

れたのは、何かきっか

けや理由があったので

しょうか…〈柳瀬さん〉

単純に“父が大工だっ

た”ので、何となくこの道

に進んだという感じでし

ょうか。（笑）

中学を卒業してからなので、もう

22 年ぐらいになりますね。戸建て新

築やマンション各部屋のリフォーム、

店舗改装の他にオリジナル家具や

椅子の製作など幅広く仕事を請け

負っています。11 月いっぱいで終

わったみよしでの現場は、元工場

だった建物を社員寮にしたいという

ことで、トイレやシャワールーム（写真

上）、居住スペースの設置を依頼され

ました。12月からは半田で薬局の新

築工事に取り掛かっています。

★お父様や同業者さんらとの関

係はいかがですか…

〈柳瀬さん〉父は、既に一線を退

いていますが、まぁ「ザ・職人」という

表現がぴったり

の無口な親父。

『俺の背中を見

て覚えろ！』と

いう雰囲気でし

たね。（笑）

でも、仕事で

特に衝突したようなことは無くて、自

分なりに工夫したり改良したりして

今日まで来ました。

（やりがいは感じますか？）

「色々な方たちと出会える、人に

たずさわることができる、楽しい仕

事！」だと思います。７年ほど前に

先輩の起ち上げた、上は 50 代か

ら下は 20代後半、総勢 15名ほど

の大工さんばかりのグループ『大工

の会』に入りました。

ぼくが年齢的にちょ

うど真ん中あたりでみ

んなとも一番つながり

があるので、飲み会な

どの幹事を任されること

もあります。

“建前”（上棟式）のときや仕事のス

ケジュール調整などですごく助けら

れています。

★仕事を進める上で大切にして

いることは？…〈柳瀬さん〉建物を

作ったり、リフォームしたりする作業

には、大工仕事以外にも、水道や

ガス、電気、内装、塗装、外構など

いくつもの業者さんの力が必要とな

ってきます。

施主さんに満足していただける

よう、きれいに仕上げるのは当然で、

最終的にそこへ到達するためには、

我々も大工工事の後を引き継ぐ業

者さんのことを考えて、やりやすさ

や美しさ、ていねいさを大事にして

いかなければと思っています。

★商工会青年部活

動のご感想を…〈柳

瀬さん〉商工会に入っ

てまだ２年目。仕事で

ご一緒した塗装業の

先輩から勧められて

入りました。青年部に

も同時に入会しました。

以前から“商工会（青年部）って何

やってるんだろう”と興味はあったし、

もし合わなけりゃ辞めりゃいいとも思

っていました。でも、入ってみたら意

外と良かった。（笑）

仲間や友人も出来たし、色々と誘

ってもらいとても感謝しています。み

よしでの仕事もそのつながりのおか

げ。11 月の産業フェスタでも、声を

掛けていただき“大工さんブース”を

セッティング。子どもさんたちにビス

止めや組み立ての木工体験に取り

組んでもらいました。（写真左）

どういうわけか、流しソーメン用の

樋（とい）を置くのに使えそうな台にな

っていき、最終的に青年部で流しソ

ーメンを企画。楽しい思い出まで出

来てしまいました。（笑）

●天仁屋“秘伝の

タレ”があるそうです

ね。天丼（天ぷら）の特

色を…〈青木さん〉鰹

や昆布でとる出汁を

ベースにタレを作っ

ています。揚げる油

や衣にもこだわりをもっています。

天丼専門店を開くのに、コロナの影響もあって

時間があったので（苦笑）、半年ほど全国あっちこ

っちまわり“天丼の勉強”をしてきました。すき焼き

や鰻、うどんのつゆのように関東風と関西風に分

かれていることに気付きました。

関東はごま油を使って高温で魚介類を揚げる

のがベース。関西はサラダ油でネタは野菜が中

心でした。うちの店は、関西風をお

手本にしています。“くどくない”の

がポイントだと思います。

衣も「小麦粉＋粉末卵黄」を使

い、サクサク感のある安定した状態

で食べられるよう工夫しています。

卵黄の影響で衣はやや黄色味が

かかっていますね。

●なぜ天丼を選ばれたのでしょうか…〈青木さ

ん〉コロナで宴会がキャンセル続きで激減。テイク

アウトメニューを考えたときに、天ぷらや天丼は商

品として確立しているけれども『天ぷら＝お店で

買うもの』のイメージが強いのかなというところに

興味を持ちました。当社既存店の鰻料理に比

べ、天丼は比較的安価でかつ提供時間も早く

できるので、今までご利用いただいたこ

とがないお客様にもご来店のきっか

けになればと思ったからです。

●“味変”を楽しめる３種の付け合

せのアイデアはどこから…〈青木さ

ん〉全国天丼巡りをしたときに、熊本で

巡り合って、“いけるなぁ”と思い取り入れまし

た。キムチ、ガリ（生姜の酢漬け）、明太子（写真右上）

をうまく取りこんで、お客様各自で飽きがこないよ

う工夫して召し上がって下さい。

天ぷらネタとしてはエビ、キス、

イカ、たまご、かぼちゃ、ししとう、

鶏など。海鮮天丼や三河地鶏天

丼、サーモン・イクラの親子天丼な

どもぜひ味わって欲しいですね。

●新しいデリバリーサービス

「Ｔ+ＣＡＧＯ」の浸透、発展にも尽力さ

れていますね…〈青木さん〉豊田市の中心部で

2020年11月から始まったデリバリーサービスです

が、その対象区域がみよし市内全域にも拡大さ

れました。みよし市内の

登録店舗数も17店（2023年１月時点）と増え、トータ

ル130店舗以上から多様なメニューを選べるよう

になりました。

みよし市内全域をカバーし、配達車

両の充電待機場所も市役所西側の

元コンビニ跡地に設けています。

移動手段がない方々や在宅ワー

ク、自宅療養者の方への食事提供な

ど、色々な活用方法をお考えいただけれ

ば嬉しいですね。

●みよしの特産品も扱っていらっしゃいますね

…〈青木さん〉店舗入り口に当社製造の「いちご

羊羹』や「三河鰻のキーマカレー」、他にも「梨の

実ジュース」「ブルーベリージャム」「夢たまご」な

どを置いています。

ぜひ手に取って一度ご賞味ください。

自薦、他薦オッケー！　 “個性的な”お店お待ちしております。

熱々天ぷらと脂ののった
うなぎ、選ぶ楽しみがある

《商工会青年部》

柳瀬建築
代表 柳瀬英崇

ひでたか

さん

●みよし市根浦町1-3-18
●℡080-5159-6654
●FAX 〈0561〉78-7437
●定休日  毎週日曜

●メール　 yanasekenchiku@gmail.com

ザ
・
職
人
（
父
）
の
背
中
を
見
て

「
大
工
の
会
」
で
仲
間
の
ま
と
め
役

「
青
年
部
」
で
新
し
い
つ
な
が
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↑味変を楽しめる３種類の付け合せ

社会保険労務士法人

深谷社労士事務所

まかせて安心！

会社の労務管理、労働保険・社会保険の

手続き代行、個人の方の年金相談

みよし市三好町前畑38-2（三好中学校すぐ北側）

℡〈0561〉34-2330 【土日、祝日定休】

猫グッズ専門店
一番人気「猫ベッド」。

ふるさと納税の返戻品にも
認定。その他にも様々なオリジ

ナル商品がございます。

安
心・安全な生活空間を創造します。

℡〈0561〉36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

雑貨・喫茶

産業フェスタの「大工さんブース」

柳瀬さん↓

昭和34年11月創業 株式会社 うお茂
代表取締役 青木正也さん

■三好町中鯰ケ池78-1　 ■℡〈0561〉78-0001（天仁屋）　 ■定休日   月曜日

■営業時間 〈ランチ〉11:00～14:00／ 〈夜〉17:00～21:30（LO21:00）■Ｐ…店舗前34台（共有あり）

■ 〈席数〉天仁屋・炭焼鰻うお茂共有：テーブル６卓（各４人席）座敷12卓（各４人席）

2021年12月

営業開始

1999年12月

現在地で営業開始

揚げたてをどうぞ！

食欲そそる上天丼

鰻もぜひ
味わいたい一品

海老フライや
お刺身もおい　

しい！

揚げ作業に取り組む

天仁屋さんスタッフ

天仁屋さんの店舗情報並びに
“こだわり”や“メニュー紹介”
お店へのアクセスなどは、
こちらのQRコードから。

《主なメニュー》 税込

●天仁天丼 1,078円

●天仁上天丼 1,243円

●三河地鶏天丼 1,023円

●サーモンイクラの親子天丼1,848円

●うな丼 2,178円

●うな重 2,838円

●ひつまぶし 2,948円

●長焼き 3,146円
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商工会では、新型コロナウイルス感

染症の流行により影響を受ける、また

は、その恐れがある中小企業・小規模

事業者を対象として相談窓口を開設し

ています。

企業の資金繰りの改善や雇用に関

する相談等がございましたら商工会ま

でご連絡ください。

《具体的な相談例》

◎新型コロナ対応資金繰り、融資相談

◎持続化補助金申請相談

◎雇用関係助成金申請相談

◎その他補助金、助成金申請支援等

■問合せ みよし商工会

担当:加藤(真)、大矢、渡邊

℡〈0561〉34-1234

新型コロナウイルスに

関連する経営相談窓口を

開設しています。

３頁目の「お店発見」でご紹介しまし

た天仁屋さん（株式会社うお茂）から「みよ

し産いちご羊羹」を５人の方にプレゼン

トします。

希望者は、

■〒470-0224  みよし市三好町大慈山2-11
みよし商工会「いいじゃん通信読者
プレゼント係」

あて、お名前、ご住所、電話番号、１月

号の感想をご記入いただき２月３日（金）

までにハガキでお

申込み下さい。

当選者には、商

工会事務局から当

選通知を発送しま

す。当選通知に記

載された利用条件

や引換期限などの

留意事項をご確認の上、同店でご利用

下さい。

℡32-3206 ◆年中無休
◆営業時間/AM7:30～PM8:00
◆ 153号バイパス福田橋南交差点南200㍍

早朝から営業しております。 〈学生専門店〉
通学シューズ・学生服・
セーラー服・ランドセルなど

《事業所向けワークユニフォーム》
長シャツ・パンツ・ブルゾンなど

“二酸化塩素”のチカラで

ウイルス除去・空間除菌・悪臭除去効果

病院・介護施設での導入実績有り。小さいお子様や

受験生のいらっしゃるお部屋に置いて、風邪予防！

特別価格

990円（税
込）

希望小売価格
1,600円（税別）

持続効果約２カ月 

製造発売元：パスタライズ株式会社（みよし市福谷町/℡36-0011）

全国のウエルシア薬局で販売中！

1950年創業 自動車部品・アルミダイカスト製品加工

〒470-0226 みよし市西一色町塚ノ下493-3

℡〈0561〉32-1922（代） 〈0561〉34-2356FAX

代表取締役社長　 鰐部三郎

㈱鰐部製作所

人が考え、人の手が創る。

研ぎ澄まされた人間力で技術を高める。

妥協を許さない徹底したこだわり。

社員一人ひとりの個性を尊重する。

ＷＡＮＩＢＥ　 ＩＳＭ
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碧亭

●みよし市三好町折坂73-1
（県道豊田知立線沿い）

●℡３４-４５８１ ●火曜日定休

●営業時間 11時30分～2時/夜5時～9時

中国料理

碧 亭みどりてい

ミズノ建設工業株式会社

■工場や倉庫、事務所など、主に企業様向け

■機械の塗装、床補修、タラップ設置

■耐震補強、増改築など

℡〈0561〉34-5593（土日休業） 莇生町水洗32-2

住宅建築

鉄骨工事

総合建設

技術と誠意で信頼にお応えします。

リフォーム

営繕・補修

ご相談下さい。

厳選素材を使用し、

ヘルシーさにも配慮。

デザートは自店製造。

お弁当、オードブルの

ご注文も承ります。

テイクアウトもＯＫ。
（幕の内弁当は２日前までに

ご予約願います。）

℡（0561）347997 みよし市三好町上146

お一人様でも気軽にお越し下さい。

ワイン・地ビール・ウィスキー・焼酎、家庭料理など

幅広いメニューを楽しめ、味わえる「酒場」です。

日ご
ろの疲れをいやし 明日

への活力を生みだす

営業時間　OPEN 18:00ーCLOSE 24:00

(ラストオーダーCLOSE30分前)

定 休 日 毎週月曜・火曜

愛する人への感謝 そして　絆を感じ深める場

㈱鳥居発条製作所

ＩＳＯ ９００１取得
エコアクション21取得

勇気・元気・挑戦
＜社訓＞

ＴＲＳＴＲＳ
【スプリング製造業】

◆本社・第一工場 みよし市福谷町清水道24
℡ 0561‐36‐2085　   FAX 0561‐36‐2193

◆第二工場 みよし市福谷町西道上32
℡ 0561‐36‐3350　   FAX 0561‐36‐3649 

◆第三工場 みよし市福谷町清水道22
℡ 0561‐36‐2085　   FAX 0561‐36‐3241 

お
車
の
こ
と
な
ら
何
で

も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

５００円でオイル交換！
税込550円。国産４㍑(2000ccクラス車)まで。

本クーポンをご持参下さい。    ※オイル交換は要予約

あなたの街のくるまやさん
全
て
の
メ
ー
カ
ー
を

取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

10万円以上の査定で、この広告をご提示
頂きますと、さらに“1万円プラス”します。

只
今 本社：グッドフェイス
℡〈0561〉42-7600 北部小学校下
10:00～19:00(火曜日・祝日定休)

グッドフェイス BlueStore
℡〈0561〉35-5551 かつさとさん隣
10:00～19:00(水曜日・祝日定休)

コロナ対応で変動する場合があります。

■相談日時 ２月16日（木）～３月15日（水）

午前９時～午後５時（土日、祝日除く）

■会場 保田ケ池センター事務室

個室で商工会職員が対応します。

■必要書類 確定申告書、決算書、添

付書類（医療費集計票、社会保険料・生命保険

料控除証明書、源泉徴収票、確定申告お知らせハ

ガキ）。 ※電子申告は、別途ご相談下さい。

◎税理士による「個別指導講習会」も

有ります。

４人の税理士による個別指導講習会

も保田ケ池センターで開催します。
■問合せ みよし商工会

℡〈0561〉34-1234

みよし市では、市内の事業者向けに

経営相談窓口を設置しています。

経済環境の激しい変化にも対応でき

る「元気な、やる気のある会社（事業所）」

へと発展させるお手伝いをします。

●ビジネスプラン再構築（事業展開・人

材育成）●マーケティング戦略（売上拡大・

業態変化）●組織改善（利益改善・事業継承）

など、この機会にぜひご活用下さい。

■相談日時 毎週火曜日午後１～４時

■相談会場 みよし市役所４階

■申込み・問合せ みよし市役所産業課

左のQRコードから申込用紙

をダウンロードし、下記メー　

ルアドレスあてかファックスで

お申込み下さい。

メール  sangyo@city.aichi‐miyoshi.lg. jp 

FAX〈0561〉34-4189 ℡〈0561〉34-8015

※ご予約は、相談希望日の２週間前必着で。

みよし市 中小企業診断士による

無料経営相談〈毎週開催〉

決算・確定申告（所得税及び消費税）

講習会の開催について

コロナ禍の影響で２年続けて開催で

きなかった産業フェスタ。感染防止対

策などを講じたうえで「産業フェスタ

みよし 2022」が 11 月６日、さんさん

の郷で開かれました。

この日をまちわびた市民や出店
（展）者らの気持ちが通じたのか、雲

ひとつない絶好の秋晴れに恵まれ、

ステージイベント、各ブースの物品・

飲食販売なども大盛況。

三好建設連合会では鮎を 300 匹

仕入れ全て完売。販売ブースの裏手で

連合会のメンバーが額に汗をにじませ

ながら（写真下）、炭火で焼き上げた本格

的な一品のおいしさは、鮎をほおばる

お客様の顔を見れば一目瞭然。

また、みよし商工会青年部の「お仕

事体験」や女性部の「子ども向け釣りゲ

ーム」は、子どもさんターゲットの企画が

功を奏し、参加者の満足げな表情が印

象的。他にも工業部会の「サンドブラスト

体験」、食品部会のくだもの販売、特産

品開発委員会に

よる特産品販売、

新しいデリバリーサ

ービス「T+CAGO」の

アピールなどに取

り組みました。

2023 年も開催

をぜひ期待した

いですね。

ご来場ありがとうございました

２年のブランクを吹っ飛ばせ！
踊華三好の息の合った演技


