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■今月の表紙
「紅葉の名所 見晴公園（香雪園）」
　表紙は、見晴公園（香雪園）でライトアップされた
カエデ並木を撮影した一葉です。
　香雪園という名は、大正期に岩船家が浄土宗称名寺
の檀家総代であった縁から、京都の浄土宗知恩院の貫
主が来函の折に「雪の中に梅香る園」という意味で名
付けられたとされています。
　2001年8月に「旧岩船氏庭園（香雪園）」の名で、北
海道唯一の国指定の文化財庭園となりました。
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、我が国の経済は大きな影響を受けています。このような
厳しい経済情勢の下では、リーマンショック時のような取引条件の「しわ寄せ」が懸念されます。
　また、依然として、中小企業では人との接触機会を減らすテレワークが普及していません。このため、
取引先が連携して、テレワークの導入や共通取引基盤（EDI（Electronic Data Interchange））の構築を
進めていく必要があります。
　今回の特集では、大企業と中小企業による新たな共存共栄関係の構築に向け、日本商工会議所も推奨し
ている「パートナーシップ構築宣言」について解説します。

　宣言には、下記内容を盛り込むことで、感染症危機下においても中小企業の事業継続と取引適正化を後
押ししていくことにもなります。

【宣言内容】
１．サプライチェーン全体の共存共栄と規模・時系列等を越えた新たな連携
２．親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行（振興基準）の遵守
３．その他独自の取組

　また、宣言をし企業の取組を「見える化」することで、下記のようなメリットが期待できます。

　 全国規模で展開していますので、多くの大企業や中堅・中小企業が宣言することで新たな石垣を形づくる
ことが期待されます。

１．宣言企業は名刺や自社ホームページに「ロゴマーク」を掲載してＰＲに活用できる

２．国の一部補助金について加点措置が講じられる
　　※補助金詳細はポータルサイトにてご確認ください
３．ポータルサイト上に宣言企業一覧として公表される

「新たな価値創造」
✔�系列・業種・規模・地域を超えた「オープン

イノベーション」の推進

✔�サプライチェーンの頂点企業を軸に、一次下
請のみならず二次下請以下を含むサプライ
チェーン全体の競争力向上を自らの課題と考
え、中小企業のデジタル化等を支援

「適正な取引価格の実現」
✔�過去のリーマンショックや超円高、今般の新

型コロナ禍などの危機発生時における取引条
件の「しわ寄せ」防止

✔�「発注者と受注者の間」や、「大企業の経営層
と購買部部門の間」にある取引価格の実態に
関する認識ギャップの解消

特 集

パートナーシップ
構築宣言をしよう

取引先と共存共栄の関係を築く

「パートナーシップ構築宣言」ロゴ

パートナーシップ構築宣言の作成と公表のメリット
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　「パートナーシップ構築宣言ひな形」をダウンロードし、記載見本・記載要領を参考に「パートナー
シップ構築宣言」を作成の上、PDFに変換する。

■ひな形のダウンロード
　主な業種別にひな形をご用意しています。函館商工会議所ホームページよりダウンロード可能です。
【一般向け／製造業向けひな形】 （Word 形式）
【非製造業向けひな形】 （Word 形式）
【金融機関向けひな形】 （Word 形式）
【内航海運業向けひな形】 （Word 形式）

■掲載要領の確認
【パートナーシップ構築宣言記載要領】

各ひな型と記載要領は、函館商工会議所ホームページからご確認いただけます。

https://www.hakodate.cci.or.jp/article/13708.html

パートナーシップ構築宣言に関するお問い合わせ先
○「宣言」の内容について	 内閣府政策統括官付参事官（産業・雇用担当）付		０３-６２５７-１５４０

	 中小企業庁企画課		０３-３５０１-１７６５

○「宣言」の提出・掲載について	 （公財）全国中小企業振興機関協会		０３-５５４１-６６８８

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト

https://www.biz-partnership.jp/index.html

● 登録ページから自社の基本情報を入
力し、STEP1で作成した「パートナー
シップ構築宣言」をPDFでアップロー
ドしてください。

● 登録いただいた「パートナーシップ構築宣言」は、ポー
タルサイトの登録企業一覧よりご覧いただけます。（掲
載まで数日いただく場合があります。）

● 企業グループで宣言文を登録することも可能です。企
業グループで宣言文を登録される場合はポータルサイ
トよりご確認ください。

▲基本情報18項目を
入力するだけで登録完了

▲10月末時点での登録企業リスト

宣言までの流れ
STEP１：準備

STEP２：登録 STEP３：「パートナーシップ構築宣言」の公開
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　新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて
経営課題を抱える方、平日に商工会議所へ相談来
所しにくい方、行政の各種支援制度・補助制度の
理解を深めたい方

相談員：	税理士・行政書士・認定経営革新支援機関
	 坪井　昌紀	氏（北海道税理士会函館支部）

相談日：		11月14、28日、12月12日（第2・第4土
曜日9:00～12:00）※12月は第２のみ

　同一労働同一賃金、最低賃金引き上げ、定年延
長、高齢者雇用、生産性向上、雇用関連の助成金、
就業規則、人手不足対応などについて対応を進め
たい方

相談員：	社会保険労務士　酒井　亮子	氏
	 （北海道社会保険労務士会函館支部）

相談日：		11月20日、12月18日ほか令和３年３月ま
での第３金曜日10:00～16:00

日本商工会議所新型コロナウイルス
対応のための経営相談体制強化事業（ ） 北海道労働局委託

「北海道働き方改革推進支援センター」事業（ ）
1 「新型コロナ対策専門相談」 ２ 「働き方改革専門相談」

新型コロナウイルス対応のための経営相談体制強化事業

「事業者のための新型コロナ克服経営相談会」ご案内

「新型コロナ対策」「働き方改革」
専門相談をご活用下さい！

などでお悩みはございませんか？ どんなことでもお気軽にご相談ください

金　　融 経営改善 税　　務 労　　務 法　　務 新規創業 取引照会 情 報 化 環境対策

中小企業相談所だより

　函館商工会議所では、新型コロナウイルス流行の影響を受けている事業者の皆様に経営課題を克服
して頂くことを目指し、８月から12月まで月１回の出張相談会を実施しておりますのでぜひご参加下
さい。

詳細は函館商工会議所webサイトをご覧頂きお申し込み下さい。

経営相談会
概要

■実　施　日：	11月17日（火）、12月10日（木）
■会　　　　場：		テーオーデパート（11月）
	 フォーポイントバイシェラトン函館（12月）
■実施時間帯：	各回13：30～17：00（予約制・相談時間30分以内）
■相　談　員：	本所経営指導員ほか

お問い合わせ：本所　経営支援課　TEL : ２３－１１８１

お問い合わせ：本所　経営支援課　TEL : ２３－１１８１

専門相談実施日の確認・申込については函館商工会議所webサイトを併せてご覧下さい。

　本所では８月から２つの専門相談を新設しております。いずれも相談は無料で、商工会議所会員・
非会員問わず、事業を営んでいる方はどなたでも利用できますので、お気軽に活用頂き経営にお役立
て下さい。（いずれも予約制です）
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金融個別相談
低利な融資制度についてのご相談
実施日／11月18日㈬ 10：00～12：00
相談員／		日本政策金融公庫函館支店	

国民生活事業担当者

経営相談
経営上の様々な課題についてのご相談
実施日／12月9日㈬ 13：00～16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善	氏

保証協会個別相談
信用保証制度についてのご相談
実施日／12月8日㈫ 10：00～16：00
相談員／	北海道信用保証協会	

函館支店担当者

発明相談
特許・商標などの出願・活用についてのご相談
実施日／11月18日㈬(第３) 11：00～16：00
相談員／	英知国際特許事務所	所属弁理士	

北海道知財総合支援窓口	担当者

法律相談
法律に関わるお悩みごとについてのご相談
実施日／11月27日㈮ 13：00～16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史	氏

ＩＴ相談
生産性向上に向けたITの導入・活用についてのご相談
実施日／12月10日㈭ 13：00～16：00
相談員／		情報処理安全確保支援士	 大江　美帆	氏	

ＩＴアドバイザー	 澤井　保彦	氏

日　時／	令和２年１１月１６日㈪ １４:００～１６:００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／		OFFICE　DETECT　代表　店舗活性化アドバイザー
	 ハイブリッドマーケティング即戦塾　理事兼塾長
	 佐藤	志憲	氏
定　員／		３０名（先着順、受講無料）

日　時／	令和２年１１月２７日㈮ １４:００～１６:００
場　所／		函館商工会議所３F会議室
講　師／		なの花経営研究所　所長　中小企業診断士

	 社会保険労務士	伊能　賢一	氏
定　員／		３０名（先着順、受講無料）

セミナー

セミナー

個別専門相談ご案内 相談は事前予約制となっておりますので、電話23-1181にご予約願います。無料

Withコロナ・Afterコロナを勝ち抜く！顧客を動かし…売上アップにつなげる

即効ハイブリッド集客術

「小規模事業者持続化補助金」申請支援セミナー
～新型コロナウイルスに対する支援策もご紹介～

お申し込み・お問い合わせ：本所　経営支援課　TEL : ２３－１１８１

（注）新型コロナウイルス感染症拡大防止について
　　 ◦参加者はマスク着用、アルコール消毒にご協力お願いします。
　　 ◦当日に発熱や咳が出る方はご参加をお控え下さい。
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陶工房千代志窯
　 当工房は1984年に個人で創業、東畑町に工房を構え
る陶工房です。福岡県の陶芸家に師事後、函館で活動さ
れていた金属造形作家 折原 氏に師事しながら築窯して
独立しました。事業内容は、創作活動および作品の出品
と市内で陶工芸教室の講師をしています。創業より、陶
工芸品を通して、本来人間が持つ感性や表現力・想像力
といったものを目に見える形で世の中に発信してきまし
た。

 　従来、職人の国として芸術性、技術力ともに世界か
ら高い評価を受けてきた日本ですが、時代とともに芸術
への関心が薄れつつあると感じます。
　コロナ禍も相まって、人間の手を介さないデジタル化、
自動化が加速し生活が簡素化され便利な時代になりまし
た。その反面、無形もしくは無機質なものが多くなって
しまったことが、「芸術離れ」の原因の一つではないで
しょうか。

プラスチック製品の器では味わえない感動
　手作りの例として、一番身近なものに食事があります。

人はこれまで手作りの食器を用いて食事を楽しんでいま
した。お皿の厚みや重み、歪みも含めて作り手の温かみ
を感じて食事を楽しむことができました。機械で造形さ
れたプラスチック製の器では、決して感じることはでき
ない感覚です。便利な時代だからこそ、自らの手で造形
したお皿で料理を食べ、そのときの感動を味わっていた
だきたいです。

函館という芸術作品を守る
　函館には伝統的建造物や文化など、後世に残すべき魅
力的な芸術が数多く保存されています。「歴史があるモ
ノだからとりあえず残そう」「誰かが管理してくれるか
らいいだろう」の考えは、前述のプラスチック製の器と
同じです。
　器の造形ひとつとっても「口のあたり具合でどう感じ
るだろうか？」「こんな形だったら、握力が弱い方でも
楽に持てるだろうか？」などの心遣いは、使う人や見る
人にも伝わり、魅力的な作品となるのです。

これからの目標
　陶芸を通して、表現する楽しさや尊さを伝えていきた
いと思っています。仕事のお休みの日など、ご友人ご家
族と陶工芸体験など芸術に触れる時間を取っていただき
たいです。

住所：工房　函館市東畑町82
　　 教室　函館市高松町523-13
TEL：0138-58-4172

陶工房千代志窯

陶工房千代志窯 代表　三浦　千代志
テーマ

デジタル時代でも
忘れてはいけない気持

ち

NOW会員
Vol.82

▲工房に数多く置かれた三浦さんの作品

▲完成を間近に控える陶芸教室生徒の作品

▲食器などを造形する際に使用する手ろくろ
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函館商工会議所会員様	限定優待情報
　１１月１０日～１２月３０日までの間、通常はランチメニューに＋１００円でご注文いただく
季節のフルーツケーキを無料でご提供！
　イタリアの家庭でおやつとして親しまれているフルーツケーキは、甘さ控えめでしっとりとした食感が人気です。
コーヒーと一緒にお楽しみください。

優待情報の詳細等については、直接店舗へお問い合わせください

　ディナーはイタリアン、ランチは人気洋食メニューを
楽しめるお店として、異国情緒あふれる街並みの西部地
区大町に2019年５月オープンしました。

　マルゲリータ、パスタ、生ハムとピクルスなどのおま
かせ前菜盛りといったディナーメニューをご提供してお
り、世界で人気のイタリアビールやワインと一緒にお楽
しみいただけます。ランチはハンバーグ、パスタ、週替
わりプレートなど各種メニューをご用意しております。

　イタリアの家庭で親しまれている温かい味を再現し、
ボリューミーでリーズナブルな価格がオープンより地元
のお客様に大変好評をいただいております。

　週末の金土日は、柿﨑家のおばんざいシリーズも販売
しています。LINEアカウントでお得な情報を発信して
いますので、ぜひご登録ください。

クッチーナ イタリアーナ 柿﨑
住　　所	 函館市大町９-１７　　電　　話　０９０-７６５４-２７７５
営業時間	 ランチ１１：００～１６：００　LO１５:００　　ディナー１７：００～２１：００　LO２０：００
定 休 日　木曜日

武
たけ

田
だ

　双
そう

雲
うん

　１９７５年熊本生まれ。書道家。東京理科大学理工学部卒業後　ＮＴＴ入社。書道家
として独立後はNHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」などの題字を手掛け、講
演活動やメディア出演も多数。数年前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食品を
使った店舗のプロデュースを手掛け、湘南に「ＣＨＩＫＹＵ ＦＡＲＭ ＴＯ ＴＡＢＬＥ」、
浅草に姉妹店「ＭＩＳＯＪＹＵ」をオープン。２０１９年元号改元に際し、「令和」の
記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブの教科書』や、『波に乗る力』（日本
文芸社）など著書も多数出版。書作品のみならず、現代アートを主とした個展を国内外
にて開催。
　公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト：http://www.souun.net/

書道家　武田　双雲

この宇宙は愛からできてるのではないか。

愛で満ち溢れてる世界なのではないか。

愛を存分に受け取ろう。

Member’s Board
クッチーナ イタリアーナ 柿﨑

▲季節のフルーツケーキ

▲西部地区に佇む古き良き外観

函館商工会議所

会員様限定優待券

クッチーナ	イタリアーナ	柿﨑

１１月１０日
～１２月３０日

ま
で
の
間

季
節
の
フ
ル
ー
ツ
ケ
ー
キ
プ
レ
ゼ
ント！

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
きりとり線

きりとり線−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

KAKIZAKI
LINEアカウント
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暮らしを支える異形管で地域の未来をつなぐ

株式会社 村瀬鉄工所

議員の異動
議員の職務を行う者の変更
・１号議員　　㈱みちのく銀行函館営業部	 （新）執行役員函館営業部長	兼	函館地区本部長	 原　田　　　学	氏
	 	 	 （旧）執行役員函館営業部長	兼	函館地区本部長	 早　野　博　之	氏
	 （令和２年10月１日付）
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　去る10月８日、令和２年度合同企業説明会をフォー
ポイントバイシェラトン函館において開催し、来春に
卒業見込みとなる大学・短大・専門学校の学生や、中
途採用・Ｕターン就職を希望する社会人などが、市内、
道内各地から合計60名余りが会場を訪れ、30企業の
採用担当者と面談しました。　　
　この事業は、本所・（公社）函館法人会・（一社）北
海道中小企業家同友会函館支部の３者共催により、地
元企業等における雇用の場を確保する目的で毎年実施
しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、例年の６月開催を延期したほか、参加企
業数も例年の60社から半分の30社にして、会場内の
企業ブースの間隔を空けて開催しました。

　当日は、真新しいスーツに身を包んだ新卒者などが
各企業ブースを訪れ、感染予防のアクリル板越しに、
採用担当者からの熱心な説明に聞き入っていたほか、
企業側に自己ＰＲ等を記したキャリアシートを渡して、
就職への意欲を示す姿が多く見受けられました。

　
　去る10月23日、第52回全国商工会議所女性会連合
会倉敷総会オンライン鑑賞会を平山会長はじめ会員
18名が出席し、函館市亀田交流プラザにおいて開催
しました。
　コロナ禍における新たな形での全国大会としてリ
モート開催がなされ、全国から336女性会・4,000名
を超える会員が参加しました。
　また、当日は全国商工会議所女性会連合会より、令
和２年３月をもって２期４年の会長任期が満了となっ

た今直前会長へ特別功労者として感謝状が贈られ、平
山会長より伝達しました。

会議所のうごき

第52回全国商工会議所
女性会連合会倉敷総会
オンライン鑑賞会

2020年合同企業説明会

▲感謝状を手に記念撮影する今直前会長と会員

▲企業側の説明に真剣に聞き入る参加者



ご案内ご案内
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会議所のうごき
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〈申請期間〉

〈最終締切〉

「Go To Eat 北海道お食事券」とは？

お食事券を精算する

取扱対象店舗となるための認証基準
以下 1・2全ての項目を満たす店舗を対象とする
１．店舗所在地・業種・営業スタイルに関すること
（１）北海道内の店舗であること
（２）食品衛生法の「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること
（３）店内飲食をメインとする飲食店であること

※テイクアウト専門店・デリバリー専門店は不可
※「店内飲食をメインとする飲食店」がテイクアウト・デリバリーのサービスを行っている場合は可

（４）日本標準産業分類「76飲食店」に該当し、且つ「その場所で飲食させる事業所」であること

〇対象となる飲食店は公式WEBサイトをご覧ください
　（https://gotoeat-hokkaido.jp/joining_terms.html）
　　※営業内容によって対象外となる場合もございます

取扱店登録申請書をご希望の方は、函館商工会議所窓口にて配布しています。
お問い合わせください。TEL:0138-23-1181

北海道庁HP
www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm

２．感染症対策に関すること
（１）「新北海道スタイル」を実践し、「新北海道ス

タイルステッカー」又は「新北海道スタイル安
心宣言」を店頭に掲示していること
※ステッカー・安心宣言は、北海道庁HPからお申込
　み・ダウンロードができます

（２）「北海道コロナ通知システム」を導入し取得
したQRコードを店舗内に掲示し、利用客入店
時又は着席時に登録呼びかけを行うこと
※QRコードはテーブル・メニューなど、着席した利用   
　者の目につく場所に掲示すること
※QRコードは、北海道庁HPから登録・取得できます
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第64回函館圏優良土産品推奨会
みなみ北海道地区観光土産品公正取引協議会会長賞

いかたまらん 1個………………………… 420円(税抜)
　アンチエイジングで注目のアスタキサンチンを含む弊社独自のブランド卵、「美王卵」を丸ごと1個をいかに詰
め、醤油ベースの特製ダレで味付けした、その名も『いかたまらん』です。いか自身のやわらかさを保ちつつ、中
の卵はしっとり、濃厚な黄身に仕上げました。いか本来の旨みと濃厚な黄身の味わいをお楽しみください。

　アンチエイジングで注目のアスタキサンチンを含む弊社独自のブランド卵、「美王卵」を丸ごと1個をいかに詰
め、醤油ベースの特製ダレで味付けした、その名も『いかたまらん』です。いか自身のやわらかさを保ちつつ、中
の卵はしっとり、濃厚な黄身に仕上げました。いか本来の旨みと濃厚な黄身の味わいをお楽しみください。

(有)笹川

会社URL：https://hakodatemonogatari.com/
函館市昭和4-42-27 TEL ０１３８-４７-７７８８㈲笹川
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　美しい自然と豊かな食を求めて、世界各国から海外旅行者が年々増加している北海道。
　旅行者自身がもつ多様な食文化を尊重しながら、北海道旅行を楽しんでもらえるよう、公益社団法人	北海道
観光振興機構ホームページでは、海外旅行者をおもてなしする際に、役立つ情報やツールをご用意しています。
　下記のＷｅｂサイトから無料でダウンロードいただけますので、是非ご活用ください。

　公益社団法人	北海道観光振興機構　ホームページ
　【飲食業・観光関係事業者様向け】世界各国の旅行者の多様な食文化に対応するサポートサイト

　https://welcome.visit-hokkaido.jp/data/

資料ダウンロードは…

ムスリムおもてなしガイド 海外旅行者対応ピクトグラム
　ムスリム旅行者をおもてなしするための基
礎的な情報をまとめ、「理解しておきたいこと」
「準備しておきたいこと」などをご紹介してい
ます。

　メニューや商品ポップなどにご活用ください。
ムスリムやベジタリアン等が知りたい成分等
とアレルゲン等がセットになった便利なピクト
グラムセットです。

キブラマーク メニューテンプレート
　メッカの方向を示すマークです。適当な大
きさに調整し、床や天井などに貼ってご使用
ください。

　海外旅行者に分かりやすいメニュー表が、
簡単に作れるテンプレートです。

コミュニケーションツール かんたん！おもてなし会話集
　食事や買い物など、観光時によく使う言葉を、
インドネシア語、マレー語、英語、日本語で
併記。状況に応じた言葉を指で示すだけで、
意思の疎通ができます。

　簡単なあいさつ程度でも、母国の言葉で
話しかけられると嬉しいものです。歓迎の気
持ちが伝わる言葉を、インドネシア語、マレー
語、英語、日本語の一覧にしました。

外国人観光客災害時初動対応マニュアル 災害時コミュニケーションシート
　地震や火山噴火などの災害が発生した場合、
外国人は言葉の問題もあり、その不安がより
大きくなることが懸念されます。今後ますま
す増加することが見込まれる外国人観光客に
安全・安心な北海道旅行を楽しんでいただく
ため、本マニュアルでは、	通常備えるべき防
災対策に加えて、特に外国人観光客のために
行うべき事柄をご紹介しています。

　地震などの災害時に、指で示してコミュニ
ケーションができるツールです。ダウンロード、
コピー、配布は自由に行ってください。

多様な食文化を持つ海外旅行者に、楽しい北海道の思い出を。

【飲食業・観光関係事業者様向け】【飲食業・観光関係事業者様向け】
世界各国の旅行者の多様な食文化に対応する
サポートサイトをご活用ください！

無料
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日	時／	令和３年２月５日㈮ １０:００～１３:００ １４:００～１７:００

場	所／		フォーポイントバイシェラトン函館
	 住所　函館市若松町１４-１０
	 TEL　０１３８-２２-０１１１

正規雇用労働者	 ３０万円
短時間労働者	 ２０万円	を支給します

　コロナの影響で就労の場を失った方を新たに雇用した ｢市内事業主｣ の方に対し１人あたり

　本所では、㈱タツノコプロとライセンス契約を締結し、事業者の皆様が通常よりも手続きの煩雑さや費用を軽減
して㈱タツノコプロの個性豊かなキャラクターをご利用いただける企画をご用意しました。
　まずは説明会にお気軽にご参加ください。

割引価格で電子証明書を入手できます商工会議所会員
限定割引

タツノコプロライセンス説明会　参加事業所募集

函館市 離職者等緊急雇用奨励補助金 のご案内

●電子証明書とは
　電子証明書は、「インターネット上の身分証明書」であり、現実世界におけるパスポートや印鑑証明書のようなものです。
認証局と呼ばれる第三者機関が持ち主の身元情報を認証し、発行しています。
　ネット上の「なりすまし」「改ざん」「事後否認」「盗聴」等を防止できるため、今日では「公共発注機関等への入札・
調達手続き」「行政機関への各種届出手続き」「Ｂ	to	Ｂ電子商取引」などで幅広く活用されています。函館商工会議所会
員様は、電子証明書を商工会議所会員料金（割引価格）で購入できます。

●提携電子証明書発行まで方法
　函館商工会議所で「会員確認用クーポン券」入手の旨をお伝えください。
　非対面での発行が可能です（郵送での発行）
　　　　　　　　⬇
	「会員確認用クーポン券」がお手元に届きましたら、株式会社帝国データバンクから電子証明書の発行をお申し込みください。

申込方法はコチラからご確認いただけます
https://www.tdb.co.jp/typeA/index.html	

　商工会議所会員料金の適用を受けるには本所から「会員確認用クーポン券」の発行を受けたうえで、ＴＤＢまたはセコ
ムに電子証明書の取得手続きをする必要があります。

 ２年 ３年 ４年 ５年

料金種別 通常料金 商工会議所
会員料金 通常料金 商工会議所

会員料金 通常料金 商工会議所
会員料金 通常料金 商工会議所

会員料金
１枚目
料金 28,000 26,000 33,000 31,000 42,000 40,000 48,000 46,000

２枚目
以降料金/枚 26,000 24,000 30,000 28,000 38,000 36,000 43,000 41,000

10枚以上同時
申込料金/枚 20,000 18,000 28,000 26,000 36,000 34,000 41,000 39,000

奨励補助金に関するお問合せ先・連絡先はこちら

函館市経済部雇用労政課　函館市東雲町４－１３	（本庁舎３階）電話番号	０１３８－２１－３３０８
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020100500024/	

正社員だけでなく、

パートタイマー
として雇用した方も支給
対象となります。

１社５人を上限とします （最大１５０万円を支給）

お問い合わせ：本所　企画情報課　TEL : ２３－１１８１

詳細は同封の
チラシを

ご覧ください。

函館PR動画　Youtubeにて好評配信中！



ご紹介新入会員

New Face
中小機構 函館オフィスへ！

中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

専門家による無料経営相談実施中！毎月第２金曜日

中小　北海道
詳細はインターネットで

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

まずはお気軽に
お問合せください。

中小企業基盤整備機構
北海道本部
〒060-0002  札幌市中央区北２条西１－１－７ 
ORE札幌ビル6F
TEL 011(210)7470 

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063  函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

●キラリス
　函館

函館●
駅前ビル

ホテル●
リソル函館　

★
オフィス
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函館弁護士会所属弁護士／
　　　　車　福順
住　所／函館市時任町2-8
ＴＥＬ／0138-51-1100

代表者／木谷　貴秀
住　所／函館市梁川町9-3 テキサス函館4F
ＴＥＬ／0138-53-8181

山﨑総合法律事務所

ボウル・サンシャイン函館

　企業法務から一般民事法務
まで、幅広い法的サービスを
ご提供いたしております。

　当店はテキサス4Fにあるボウリング場です。
　ボウリングを通じて健康的な身体作りに
お役立て頂ければ幸いに存じます。

 ご入会ありがとうございます。



トレンド通信トレンド通信

　１９８６年筑波大学大学院理工学研究科
修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。
全国各地のものづくり企業、自治体、地域
商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に
稼げるビジネスをつくることをテーマにし
た著書『地方発ヒットを生む逆算発想のも
のづくり』がある。全国の商工会議所など
で地域活性化や名産品開発を支援する講演
などを実施している。

渡辺　和博 / わたなべ・かずひろ
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　東京・築地本願寺の近くに、ときどき行く立ち飲み
の日本酒バーがあります。47都道府県のお酒を必ず
１種類以上そろえていて、注文も「今日は何県ので～」
と指定することができます。すると、お酒と共に旅好
きの店主がその蔵の歴史やつくり手のエピソードなど
をあれこれ語ってくれます。私のように日本酒通でも
マニアでもない人でも「それならその地域に行ってみ
たい」と思わせてもらえます。
　先日、そのお店で見掛けたのが宮城県栗原市の「メ
ガネ専用」というユニークな名前のお酒でした。たま
たま山形から東京に出張に来ていた人と行ったのです
が、その人が「これは東北でも人気でなかなか手に入
らない銘柄だから飲みたいと思っていた」というのです。
　メガネの顔をシンプルなイラストで描いたラベルに
は「全員メガネの蔵人で造りました」の文字があり、
視力検査の「Ｃ」が並んだシールまで張ってある軽妙
でおしゃれなデザインのボトルです。もともとは「萩
の鶴」や「日輪田（ひわた）」という銘柄をつくって
いる萩野酒造のものです。東京農業大学出身の８代目
がこの商品を企画したそうです。
　「メガネ専用」は毎年10月１日に発売する限定品で
2020年で３年目となり、毎回発売後すぐ完売してし
まう人気商品です。当初はその年の仕込みで余ってし
まった材料をなんとか生かす手段はないかとつくった
お酒を自社で独自にブレンドして、普段扱う定番商品
とは違う味わいと特徴を持って始まったそうです。
　私が面白いと思ったのは、そのユニークな名前もそ
うですが、メガネの日に発売して「全員メガネの蔵人」
という表記で、一気につくり手と飲み手がつながって
しまうことです。お酒の銘柄（ネーミング）は、地域
の名前や地域のストーリー、製造方法や原材料などの

違いを語ることなどで、さまざまな個性を競っている
分野です。つくり手についても「〇〇杜氏（とうじ）
が仕込んだ」といったアピール方法はこれまでにもあ
りました。
　「メガネ専用」はつくり手の技や出身地をアピール
しているわけではありませんが、なんとなくつくり手が、
ときにはメガネを曇らせながら真面目に仕込んでいる
姿をほうふつとさせます。また「メガネの日（10月１日）」
に発売ということも伝わるため、毎年手に入れたいリ
ピーターにとっては発売日を覚えやすいという効果も
あります。
　ものづくりが進化して、現代の日本酒はどれもハイ
レベルの味わいになっています。メジャーブランドだ
けでなく、地方の小さなつくり手でも機械化を進めて
コンピューターで製造過程を制御しているところは珍
しくありません。逆に言えば、どれもおいしいため、
差別化が難しくなってきています。
　「モノ（品質訴求）からコト（用途提案）へ」と顧
客が求める価値が変化しているといわれますが、その
先には「ヒト（つくり手との関係性）」が重視される
時代が来ています。「メガネ専用」はたった一言でそ
れが実現できると教えてくれた例だと思います。
  � 日経ＢＰ総合研究所�上席研究員
� � 渡辺　和博

「『メガネ専用』という一言で
 つくり手と消費者をつなげる」



羽ばたかせます  あなたのイメージ。

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
URL：http://www.ryubun-do.co.jp/　E-mail：info@ryubun-do.co.jp

16

米国の美術大学で学んでいた代表取締役（井上信
平さん）が「本場で食べた手作りハンバーガーの味
が忘れられず、その味を青森の最高食材を使って作
りたい」―との思いで始めた、プレミアムハンバー
ガーテイクアウト専門店。弘前、平川市に次ぐ3号
店を今年6月20日に青森駅前にオープンさせた。
店名「ガールデュボワ」は仏語。「ガールは『駅』、
デュボワは『森林』という意味」と店長。県産牛百
パーセントのパティをじっくりと焼き上げ、新鮮な
県産野菜とともに、イーストフード不使用の安全に
こだわったバンズ（パン）で挟んだグルメバーガー
が売り。「アボカドプレミアム」「ベーコンモッツァ
レラバーガー」「生姜味噌チキンバーガー」（青森店
限定）が店一押し。健康志向の人には糖質控えめで
栄養たっぷり、もちもち食感のバンズも。「毎日食
べても体に優しいハンバーガーを味わって」。
店舗入り口横にはハンバーガーを模した店名入り
ロゴマークが目を引く。店内はおしゃれな内装。飾
り棚には「モロッコ胡椒」、「エジプト塩」など珍し
い調味料や遊び感覚の小物がさりげなく置かれ、ハ
ンバーガーができるのを待つ客の目を楽しませている。
掲げるミッションは①女性が輝く職場をつくる②
安心、安全で美味しい食を提供する③青森発展に寄
与する―の三つ。「店のスタッフは全員が女性。地
元があるからこそ、ここで働けます。地元の発展な
くして当社の発展はありません」。地産地消にこだ

わるのは地域経済を後押ししたいから。
営業時間は午前11時から午後2時。月・水・金曜
は早朝営業（午前7時から同9時）も。「朝は出勤前
のサラリーマン、昼は30、40歳代の女性が買い求
めていかれます」。予約すると、希望の時間までに作っ
てくれる。
入り口には感染防止対策実施中のステッカーが
貼ってある。スタッフのマスク着用、店内のアルコー
ル消毒、お客様の手指消毒の励行を徹底している。
「働く意欲のある人に雇用の場を提供する意味で
も将来的にはもっと店舗を増やしたい」。東京出身
だが、結婚を機に青森へ。「青森に住んで18年。も
う骨の髄まで青森県人です」と笑う。その表情から、
青森人を満喫している様子が見てとれた。

青森商工会議所会員事業所のご紹介
青森商工会議所会報『かけはし10月号「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

ガールデュボワ青森駅前店
 店長　工藤　恵 さん商 工 プ ラ ザ

本場アメリカの味を県産食材で再現。プレミアムハンバーガー持ち帰り店が人気

問い合わせ先 青森市古川1-1-3　　TEL 090-6450-0172

「お客さんの要望で、無添加のペット（犬）用ハンバーガー
の販売も始めました」と話す工藤さん



函館商工会議所『生命共済』についてのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、災害保険金の支払対象となりました!!
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

『生命共済』は、1口あたりの掛金６５３円(５０歳・男性の例)で、病気死亡５０万円、災害死亡２５０万円（新型コロナウイルス感染症も対象）を始めとして、さまざまな保障や
お見舞金などが得られます。ぜひこの機会に加入・増口をご検討ください。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。 ※医師の診断を必要とします。
■対象期間：これまでに支払事由に該当した方についても、遡及して適用となります。
■ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

さて、当所生命共済制度『生命共済』に関して、新型コロナウイルス感染症（※）を直接の原因として死亡された場合に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決
定いたしました。 （※） 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

会員事業所の
みなさまへ

[お問合せ先]

函館商工会議所
〒040-0063　函館市若松町7-15

TEL 0138-23-1181  FAX 0138-27-2111　

[引受保険会社]

アクサ生命保険株式会社
函館営業所

生命共済

福祉団体定期保険の給付内容 見舞金・祝金制度の給付内容
給付金額

給付内容 1 口 給付金額
給付内容 1 口

死

高
度
障
害

亡

不慮の事故による死亡　　　　　　　 ２５０万円

２万円

１万円

５万円

病気入院見舞金
(5日以上入院されたとき)

１律
５,０００円

上記以外の事由による死亡 ５０万円 結婚祝金 ５,０００円
出産祝金
(配偶者を含む) ５,０００円不慮の事故による高度障害 ２５０万円

病気による高度障害 ５０万円

入
院
・
治
療

不慮の事故による入院

ガン入院一時金

６大生活習慣病入院一時金

ガン先進医療による療養

1日につき
２,０００円

＊記事の内容は生命共済制度の一部を記載したも
のです。ご加入にあたってはパンフレット、重
要事項説明書等(契約概要・注意喚起情報)を必ず
ご覧ください。

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険（団体型）
＋函館商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金制度）

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障
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