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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 12号≫ ２０１７年１１月１日 配信 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------ 

  

【1】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

  （岸和田市施策） 

 

【2】業績向上セミナー 

   一喜一憂する現状からの脱却！儲かるお店に代わる方法 

  （岸和田商店経営研究会） 

 

【3】ベトナム進出支援セミナー（岸和田商工会議所） 

  

【4】ＩoＴ活用入門セミナー＆個別相談会（岸和田商工会議所） 

 

【5】売上・利益倍増！補助金の獲得も狙える！事業計画作成セミナー 

  （岸和田商工会議所） 

 

【6】知的財産セミナー「権利化」と「秘匿化」（岸和田商工会議所） 

 

  

■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

               （岸和田市施策） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市、岸和田商工会議所、大阪府よろず支援拠点と合同で、毎月原則第 1、 

3水曜日、岸和田商工会議所にて、中小企業・小規模事業者の皆様のための無料 



経営相談会を実施します。 

 

 大阪府よろず支援拠点とは、国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。 

 様々な資格、経歴を持つコーディネーター陣が在籍し、相談者と同じ目線で、 

真の解決策・改善策をとことん一緒に考え、具体的で専門性の高い解決方法をご 

提案します。 

 

 業種にこだわらず、創業、売上拡大、経営改善など、中小企業・小規模事業者 

が抱える経営上のあらゆるお悩みごとの解決をお手伝いいたします。 

 また、相談内容に応じて、課題解決に向けた適切な支援機関のご紹介もさせて 

いただきます。 

 

 経営に関するお悩み事なら、どんなことでも無料でご相談いただけます。この 

機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に当無料経営相談会をご 

活用ください。 

  

日 時：［日程］11月 1日（水）、11月 15日（水）、12月 6日（水） 

12月 20日（水）、1月 10日（水）、1月 24日（水） 

2月 7日（水）、2月 21日（水）、3月 7日（水）、3月 28日（水） 

［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

場 所：岸和田商工会議所(別所町 3-13-26) 

参加費：無料(何度でも) 

申 込：産業政策課（Tel:072-423-9485） 

問 合：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

    Tel:072-423-9485（商工振興担当直通） 

  

 

【2】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

                業績向上セミナー 

       一喜一憂する現状からの脱却！儲かるお店に代わる方法 

              （岸和田商店経営研究会） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 売上や来店客数を伸ばすために、割引販売を繰り返し行う中小店が多くなって 

います。確かに割引販売は一時的に集客効果が上がりますが、「月末に支払いを 

終えると、手元にお金が残っていない！」という悪循環に陥り、儲からない体質 



になるケースがほとんどです。 

 そこで本セミナーでは、儲かる経営をするためにはどのような販促活動を実践 

すればよいのか、難しい経営理論ではなく、即実践できる販促手法について事例 

を交え伝授します。 

 

日 時：平成 29年 12月 7日（木）14:00～16:00（受付 13：30～） 

講 師：ハワードジョイマン講師（有限会社 繁盛店研究所 代表取締役） 

場 所：浪切ホール 4階 交流ホール（港緑町 1-1） 

受講料：無料 

定 員：100名（申込先着順） 

持参物：筆記用具 

申込・問合：岸和田市産業政策課 Tel：072－423－9485 

主 催：岸和田商店経営研究会 

ホームページ：https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/shoken.html 

  

 

【3】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

        ベトナム進出支援セミナー（岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ASEANの中でもチャイナプラスワンとして注目を集めるベトナム。既に多くの 

企業が進出されていますが、今回改めてその概況や魅力について知る機会とし 

て、本セミナーを開催します。駐在経験者の経験談や、進出にあたって課題と感 

じる企業の多い「人」の部分について詳しくお話しいたします。皆さまからのお 

申込みをお待ちしております。 

 

日 時：平成 29年 12月 6日（水）14：00～16：00（開場 13：30）  

会 場：岸和田商工会議所 2階 研修室  

受講料：無料 先着 50名  

対 象：岸和田市・貝塚市・泉佐野市に本社をおく企業  

主 催：岸和田商工会議所・岸和田市  

協 力：株式会社フォーバル・株式会社池田泉州銀行  

後 援：貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所  

内 容：【第 1部】14:00～14:50 

     「ベトナムの概況・日本企業の最新動向と進出サポートについて」 

     駐在中の経験談も含めた、ベトナムにおける日本企業の最新動向及び、 

     当行の進出サポート体制について講演します。 



     講師：株式会社池田泉州銀行 アジアチャイナ推進部 

        上席調査役 齋藤 佑樹 

    【第 2部】14:50～15:40 

     「海外進出における人材活用について」 

     海外進出にあたって多くの企業が壁だと感じる「人」の部分に焦点を 

     あてて、進出日系企業に対する人材課題、日本国内における外国人材、 

     外国人材採用の注意点などについてお伝えします。 

     講師：株式会社フォーバル 海外ディビジョン西日本コンサルティン 

        グ部 主任コンサルタント ブー シー ミン チャン 

申込方法：申込書の必要事項をご記入の上、FAXもしくは Eメールにてお申込くだ 

     さい。 

     ※申込書は下記 URLからダウンロードしてください。 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#1206_viet

nam 

     FAX 072-436-3030 E-mail koshukai@kishiwada-cci.or.jp   

申込締切：2017年 11月 24日（金）  

 

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      ＩoＴ活用入門セミナー＆個別相談会（岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 腕時計や電球などを含めた身の回りの様々な「もの」がインターネットにつな 

がり、情報収集と情報に基づく制御や操作が自動化されることを、「もののイン 

ターネット」、Internet of Things、略してＩｏＴといいます。ＩｏＴの普及に 

より、生活がより便利で安心になるだけではなく、新しい市場が生まれようとし 

ています。 

 今後、あらゆる業界でＩｏＴの導入によって新たなビジネスチャンスが期待で 

きます。本セミナーでは、ＩｏＴの基礎から実際の利活用イメージまでを豊富な 

事例を基に学んでいただきます。 

 ＩｏＴの導入、活用への第一歩として是非ご活用ください。セミナー終了後に 

は個別相談会を予定しております。 

 

期 間：平成 29年 11月 20日（月）14：00～16：00  

場 所：岸和田商工会議所 2階 研修室  

講 師：水谷 哲也 氏（大阪府よろず支援拠点コーディネーター・ 

                  中小企業診断士・ＩＴコーディネーター）  



受講料：無料  

内 容：■ＩｏＴの全体像（概要・基礎知識） ／ ■ＩｏＴ市場の概要 

    ■ＩｏＴは何に使える？ ＩｏＴのメリット ／ ■ＩｏＴのマイナス面 

    ■ＩｏＴを始めるには ／ ■質疑応答  

申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。 

     ※申込書は下記 URLからダウンロードしてください。 

      http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#1120_iot 

     ⇒ 岸和田商工会議所 FAX：072-436-3030  

主 催：岸和田商工会議所  

共 催：貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所  

  

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

     売上・利益倍増！補助金の獲得も狙える！事業計画作成セミナー 

              （岸和田商工会議所） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 今後申込みが始まる予定である小規模事業者持続化補助金、革新的ものづくり 

・商業・サービス開発支援補助金の申請に必要となる事業計画書の作成ノウハウ 

が学べるセミナーです。 

 顧客ニーズや市場の動向、自社や自社の提供する商品・サービスの強み、経営 

計画立案の考え方・進め方など販売促進の正しく効果的な進め方を解説致します。 

 補助金の申請を検討されている方はもちろん、そうでない方も自社の販売促進 

・販路拡大に取り組む第一歩ですので、経営計画をこの機会に作成してみません 

か！ 

 

対 象：岸和田市内で現に事業を営んでいる小規模事業者 

    卸売・小売・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業 

    員数が５名以下の事業者 

    製造業・その他（サービス業のうちの宿泊業・娯楽業を含む）は、20名 

    以下の事業者  

日 時：平成 29年 11月 27日（月）18：30～20：30  

場 所：岸和田商工会議所 2階 研修室  

定 員：30名 ※定員になり次第締め切ります  

受講料：無料  

内 容：・補助金と助成金の違い ・補助金活用の手順と注意点 

    ・事業計画書作成 3つのポイント ・ワークショップ(自社の独自のウリ) 

    ・採択実例の解説  



講 師：南 一啓 氏（社会保険労務士、大阪ビジネスサポートセンター代表、 

                         各商工会議所専門相談員）  

申込方法：1.申込書に必要事項を記入の上、FAX・TELにてお申込ください。 

      ※申込書は下記 URLからダウンロードしてください。 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#1127_ji

gyokeikaku 

      ⇒ 岸和田商工会議所 FAX：072-436-3030  

     2.メールでのお申込は、申込書の必要事項をご記入の上、お申込くだ 

      さい。 

      【お申込メールアドレス】koshukai@kishiwada-cci.or.jp   

問合せ先：岸和田商工会議所 中小企業相談所（担当 市田） 

     TEL 072-439-5023 FAX 072-436-3030  

 

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

     知的財産セミナー「権利化」と「秘匿化」（岸和田商工会議所）      

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日 時：平成 29年 11月 28日（火） 14:00～17:00  

場 所：岸和田商工会議所 2階 研修室  

受講料：無料  

内 容：(1)独自アイデアの活用から身近な商標まで 

      講師：ＯＥＫ特許事務所 所長 弁理士 大池 聞平 氏 

       多くの中小企業が目指す「オンリーワンの商品・サービス」には、 

       競争力の源泉となるアイデアの保護と共に、オリジナリティーを表 

       す商標の保護が重要です。今回は、特許や商標を始めとする知的財 

       産について、受講者の記憶に残るようにＱ＆Ａを入れながら、『専 

       門家に相談する前に中小企業が知っておくべき基礎的事項』を解説 

       いたします。どのようなものが権利化できるのか、権利化する必要 

       があるのか等々のビジネス判断に必要な知識を是非この機会に知っ 

       てください。 

    (2)はじめての「営業秘密管理」～だいじな企業秘密の守り方～ 

      講師：（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）アドバイザー 

       近年、会社の重要な企業秘密について、第三者への漏えい･流出が 

       問題となっています。例えば、企業が保有する顧客情報や設計図等 

       が他社に流出した場合、取引先が奪われたり、そっくりマネした模 

       倣品が発生したりするかもしれません。新たなアイデア･ノウハウ 



       が生まれた際に、商標･特許･意匠による権利化を行うか、営業秘密 

       として秘匿化するかなどといった知財戦略の重要性が高まっていま 

       す。そこで今回はこれらのトラブルを未然に防ぐため、「営業秘密」 

       に関して事例を交えてわかりやすく解説します。 

申込方法：1.申込書に必要事項を記入の上、FAX・TELにてお申込ください。 

      ※申込書は下記 URLからダウンロードしてください。 

       

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html#1128_inpit 

      ⇒ 岸和田商工会議所 FAX：072-436-3030  

     2.メールでのお申込は、申込書の必要事項をご記入の上、お申込くだ 

      さい。 

      【お申込メールアドレス】koshukai@kishiwada-cci.or.jp   

問合せ先：岸和田商工会議所 TEL 072-439-5023 FAX 072-436-3030  

 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

  台風が過ぎ去り、一気に肌寒くなりました。季節の変わり目には、衣替えな 

 どでバタバタするうえ、体調も崩しやすいです。しかし、四季があることで各 

 季節の良いところを感じられる点が、日本という国の素晴らしいところなのか 

 な、と季節が訪れるたびに思います。 

  引き続き、当メールマガジンのご愛読をよろしくお願いいたします。 

  

------------------------------------------------------------------------ 

  

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 

       Tel：072-423-9485（商工振興担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URLやお問い合せ 

    先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 


