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「NIIZAあちこち」は、特徴のある技術・サービス等をお持ちの皆様を中心にご紹介しています。自薦他薦は問いません。どしどしご応募下さい。新座市商工会℡048-478-0055

　トラットリア・トリニータさんは、デジタル関連製品を提供
しているトリニティ㈱さんが運営するイタリアンレストランで、
開店７年目になります。開店当初から予約や会計、人材等
の管理はデジタル化されていたとの事。「他の店も経験し
てきましたが、店舗運営業務が効率化され、料理など本来
の仕事に時間をかける事ができました」と店長でシェフの松
崎賢司さん。「ただ、すべてデジタル化すれば良いとは思

いません」とメニュ
ーのご案内や注文
については、お客
様とのコミュニケー
ションを大切に考
えているそうです。
やはりコロナの影
響は大きく、厳しい

営業状況ですが、従業員や
地域のお客様のためにお店
を開けているとの事。お勧
めは「旬のものを美味しく食
べて頂きたいので、季節ご
とのメニューを充実させて
います」シェフ厳選のヨーロ
ッパからの食材を使った料
理や手打ちパスタ、デザー
トなども人気だそうです。
　現在は炭火焼き料理は
お休みしており、コロナが収
束し提供できる日が早く来
るよう願うばかりです。

テラス席もあります
～おしゃれなイタリアンレストラン～

TRATTORIA TRINITA
トラットリア・トリニータ

▲落ち着いた雰囲気の店内

新座市東北 ２-１４-１７

URL…www.trinita.jp
☎048-423-4880

　新座市は、地元で頑張るお店を応援するために、6月中
旬に1世帯につき２千円分のクーポンを郵送で配布し、クーポンの使用が開始さ
れました。クーポンを使用できる取扱店登録を引き続き受付しています。

新座市地域応援新座市地域応援 ぷらすクーポンぷらすクーポン
見本

見本
\取扱店 募集しています/

◆登録の資格：新座市内の事業所（ただし、売り場面積1,000㎡超の大型店、
チェーン店、フランチャイズ店を除く）

◆登録手続き：申請書を新座市商工会に提出してください
◆配　　　布：1世帯2,000円(500円券を4枚）
◆使 用 期 限： 8月31日まで
◆換 金 期 限： 9月30日まで
◆報　奨　金：換金額の5％をお支払いします。

詳しくは、新座市商工会
ホームページでご確認
ください。

　昨年は「にいざ一店逸品スタンプラリー～コロナに負けない！特別応援版～」として
加盟店3店舗を巡るスタンプラリーを実施し、市民の方々にも加盟店の方々にも好評
を得ました。
　今年も、再び実施します！ 更に30店舗限定で一店逸品加盟店としてプロがＰＲ動画
作成を代行させていただきます。写真だけでは伝わらないお店の逸品・サービスを
市民の皆様にＰＲしましょう！
　詳細・お申込みについてはお問い合わせ（℡.048-478-0055）ください。

相談無料

事前予約制
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
各種事業者向け支援金・補助金等について、
専門家による個別相談会を実施致します。

2日(金)・5日(月)・8日(木)・15日(木)・16日(金)・
19日(月)・27日(火)・30日(金)

※詳しい時間等はお電話（048-478-0055）にてお問い合わせください。

新座市商工会は事業者の方の販路開拓を応援します

　小規模事業者の販路拡大
等のための取り組みを支援
（販促用チラシの作成・自
社ホームページの新設・新
商品の開発など）

　小規模事業者のポストコロナを踏まえた新たな
ビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関
する取組を支援（対人接触機会の減少等の要件を
満たす必要があります）

●補助限度額：原則50万円　  
●補助率：2/3
●受付締切：第6回 10月1日（金）
　　　　　　第7回 2022年2月4日（金）
▲詳しくは埼玉県商工会連合会のホームページ
(http://www.syokoukai.or.jp/index.html)より
公募要領をダウンロードして下さい
お問い合わせ：新座市商工会（048-478-0055）

●補助限度額：100万円　　●補助率：3/4
●受付締切：第2回  7月7日（水）
　　　　　　第3回  9月8日（水）
　　　　　　第4回 11月10日（水）
●申請方法：電子申請（jGrants）
▲詳しくは持続化補助金低感染リスク型コールセンター
（03-6731-9325）
もしくは専用サイト（https://www.jizokuka-post-
corona.jp/）をご覧ください。

資金繰りのための融資を受けたい

➡

➡

➡

➡

➡

➡

月次支援金

埼玉県感染防止対策協力金

事業再構築補助金

雇用調整助成金

問合せ先    

月次支援金事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-211-240

埼玉県中小企業等支援相談窓口 ・・・・0570-000-678

事業再構築補助金コールセンター ・・0570-012-088

ハローワーク朝霞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-463-2233

7月

新型コロナ関連経営相談会のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向けの主な支援策

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 ・・048-830-3960
https://www.pref.saitama.lg.jp/telework/index.html

埼玉県テレワーク
ポータルサイト

日本政策金融公庫浦和支店 ・・・・・・・・・・048-822-7171
埼玉県金融課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-830-3801
新座市経済振興課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-477-6346

各種融資制度

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の
影響を受けた

テレワークについて相談したい

埼玉県の営業時間の短縮要請（飲食店）に
協力した
新分野展開や業態転換、事業再編等に
挑戦したい

従業員を休業させたい

目的 名称

スタンプラリー
加盟店募集中！！
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TMG
サテライトクリニック朝霞台

℡048（452）7700㈹
〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

クリニック

訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 療養通所介護

人工透析

人間ドック

巡回健診

一般内科・腎臓内科・婦人科

協会けんぽ健康保険（日帰りドック・生活習慣病予防健診）指定
各健康保険組合指定・四市人間ドック指定（朝霞市・新座市・志木市・和光市）

在宅診療、相談受付中　個別がん検診・特定健康診査実施医療機関

28床・送迎あり

お問い合わせ▷℡048（466）8066

お問い合わせ▷℡048（423）6936

お問い合わせ▷℡048（466）8066

【併設事業所】

青年部コーナー 女性部コーナー

新
会
員
の
ご
紹
介
▼

（順不同・敬称略）

掲載を希望された
新会員の皆さんです。

5/31現在

商工会員数
2,605人

2021.4.1

2021.5.31

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
商業会員

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
工業会員

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種
特別会員

第61回 通常総代会開催される
　5月19日第61回通常総代会が新座市商工会館3F大会議室におい
てコロナの感染対策を取りながら開催され、第一号議案から第七
号議案まで原案通り承認可決されました。続いて第八号議案の任
期満了に伴う役員改選では、下記のとおり第23期の役員が満場一
致で決定されました。
　また、今回で退任された理事、総代の方々に会長より感謝状と
記念品が贈呈されました。

第23期 新座市商工会新役員　（任期：2021.5～2024.5） （順不同、敬称略）

会　長 副会長

監　事

理　事

理　事

理　事

理　事 専務理事

金子 和男
㈲昭和自動車整備工場

若村 和夫
魚双

上島　博
㈱上島製本所

加藤 貴幸
㈲三ッ野

菅野 栄治
かんの動物病院

小泉 哲也
㈲野火止テニスクラブ

仲田 拓司
㈱アサカ機工

松本 敏裕
㈲松本工務店

川上 絢子
凸版印刷㈱

馬場 英幸
馬場電気工業㈱

中村　満
㈲中清防災

天笠 光一郎
天笠ボーリング

福辺 順子 小澤 昭博 青木 朋也 小津 奈央 大野 遼二 石田いさな 金丸 昌史 藤原 𠮷美 神　浩美 井上 裕子白石 和夫

事務局長 課長 課長補佐 主 任 主 事 職員（パート）

大竹 敏雄
㈱ティー・ケー大竹

吉田 勝美
㈲シイケイワイ

福島 郁哉
エーディーエス㈱

嶋内　功
サンケン電気㈱

並木 伸枝
㈱並木住設

中田　勇
やまがた屋

中村　正
㈱中村電気

福島　衛
福島土地㈱

笠原 政夫
㈲堀天

齋藤 洋高
増木工業㈱

並木 重和
㈱並木産業

松野 康雄
北斗商事

村野 一郎
㈲村上朝日製麺所

山野辺 範一

髙橋 福蔵
髙橋建材㈱

宮原　忠
㈱キャメル

■新座市商工会事務局職員

青年部 令和３年度事業開始！
◆県青連第一ブロック野球大会開催
　去る５月２２日(土)、２９
日(土)に朝霞市商工会
青年部主幹での県青連
第一ブロック野球大会
を朝霞市中央公園野球
場にて開催。大会に向けて練習を重ねた成果を発揮し、
参加部員全員が全力で臨んだところ、見事第３位という
結果になりました。来年は優勝目指して頑張ります！

部員随時募集中！ 女性部員募集中！
あなたも青年部に参加しませんか！

お問合せ ＴＥＬ048-478-0055 青年部担当まで お問合せ ＴＥＬ048-478-0055 女性部担当まで

５月１３日（木）商工会館にて開催しました。
上程された議案は全て承認可決されました。
新たに、部長に並木伸枝さん、副部長に岡野裕子さん、
佐藤由美子さんが選ばれました。　

ヘアメイク　パルティール
㈱CACHILA シルヴァ結婚相談所
RENCH 合同会社
オフィスGA
KNI JAPAN
SAエイト㈱
㈲ライフ・サポート新座支店
エムナーデザイン
㈱BMGT

㈱M＆A
日本蕎麦保存会
パナケアヘルス
森取材

新座3丁目3-20-110
東北2丁目2-5
東北2丁目39-10
東1丁目12-19
中野1丁目8-18
野火止8丁目7-19
野火止3丁目11-47
野火止8丁目21-2-1108
畑中1丁目10-57-218
馬場3丁目3-17
栄2丁目9-23
栄5丁目9-4
栗原3丁目4-9
新堀2丁目6-13

美容業
結婚相談所
ソフトウェア開発
online 配信サービス

広告業
ビル総合管理業
グラフィックデザイナー

ITサポート
ビルメンテナンス業
蕎麦作り教室
特定保健指導者
ライター（執筆・編集）

田中　昌子
加知　直子
川村　知廉
八巻　昌之
ノガイ美和
小林　　満
衣川　裕太
茂木美佐夫
岡崎　貴宏
古川　清司
奈良　　篤
片山　孝範
鳴嶋　廣美
森 隆

TOKU工房 野火止3丁目8-8印刷業 徳澤　　潔

㈱ジェイコム東京　東エリア局 練馬区高野台5丁目22-1前田　泰洋

旅行業（インド人向け
旅行サービス手配）

経営コンサルタント/
広告宣伝業務支援

放送・通信（テレビ番組
制作・ケーブルテレビ）

ドゥーセット弐番館
6F 3号

令和３年度通常総会を開催
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パナケアヘルス
森取材

新座3丁目3-20-110
東北2丁目2-5
東北2丁目39-10
東1丁目12-19
中野1丁目8-18
野火止8丁目7-19
野火止3丁目11-47
野火止8丁目21-2-1108
畑中1丁目10-57-218
馬場3丁目3-17
栄2丁目9-23
栄5丁目9-4
栗原3丁目4-9
新堀2丁目6-13

美容業
結婚相談所
ソフトウェア開発
online 配信サービス

広告業
ビル総合管理業
グラフィックデザイナー

ITサポート
ビルメンテナンス業
蕎麦作り教室
特定保健指導者
ライター（執筆・編集）

田中　昌子
加知　直子
川村　知廉
八巻　昌之
ノガイ美和
小林　　満
衣川　裕太
茂木美佐夫
岡崎　貴宏
古川　清司
奈良　　篤
片山　孝範
鳴嶋　廣美
森 隆

TOKU工房 野火止3丁目8-8印刷業 徳澤　　潔

㈱ジェイコム東京　東エリア局 練馬区高野台5丁目22-1前田　泰洋

旅行業（インド人向け
旅行サービス手配）

経営コンサルタント/
広告宣伝業務支援

放送・通信（テレビ番組
制作・ケーブルテレビ）

ドゥーセット弐番館
6F 3号

令和３年度通常総会を開催
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　トラットリア・トリニータさんは、デジタル関連製品を提供
しているトリニティ㈱さんが運営するイタリアンレストランで、
開店７年目になります。開店当初から予約や会計、人材等
の管理はデジタル化されていたとの事。「他の店も経験し
てきましたが、店舗運営業務が効率化され、料理など本来
の仕事に時間をかける事ができました」と店長でシェフの松
崎賢司さん。「ただ、すべてデジタル化すれば良いとは思

いません」とメニュ
ーのご案内や注文
については、お客
様とのコミュニケー
ションを大切に考
えているそうです。
やはりコロナの影
響は大きく、厳しい

営業状況ですが、従業員や
地域のお客様のためにお店
を開けているとの事。お勧
めは「旬のものを美味しく食
べて頂きたいので、季節ご
とのメニューを充実させて
います」シェフ厳選のヨーロ
ッパからの食材を使った料
理や手打ちパスタ、デザー
トなども人気だそうです。
　現在は炭火焼き料理は
お休みしており、コロナが収
束し提供できる日が早く来
るよう願うばかりです。

テラス席もあります
～おしゃれなイタリアンレストラン～

TRATTORIA TRINITA
トラットリア・トリニータ

▲落ち着いた雰囲気の店内

新座市東北 ２-１４-１７

URL…www.trinita.jp
☎048-423-4880

　新座市は、地元で頑張るお店を応援するために、6月中
旬に1世帯につき２千円分のクーポンを郵送で配布し、クーポンの使用が開始さ
れました。クーポンを使用できる取扱店登録を引き続き受付しています。

新座市地域応援新座市地域応援 ぷらすクーポンぷらすクーポン
見本

見本
\取扱店 募集しています/

◆登録の資格：新座市内の事業所（ただし、売り場面積1,000㎡超の大型店、
チェーン店、フランチャイズ店を除く）

◆登録手続き：申請書を新座市商工会に提出してください
◆配　　　布：1世帯2,000円(500円券を4枚）
◆使 用 期 限： 8月31日まで
◆換 金 期 限： 9月30日まで
◆報　奨　金：換金額の5％をお支払いします。

詳しくは、新座市商工会
ホームページでご確認
ください。

　昨年は「にいざ一店逸品スタンプラリー～コロナに負けない！特別応援版～」として
加盟店3店舗を巡るスタンプラリーを実施し、市民の方々にも加盟店の方々にも好評
を得ました。
　今年も、再び実施します！ 更に30店舗限定で一店逸品加盟店としてプロがＰＲ動画
作成を代行させていただきます。写真だけでは伝わらないお店の逸品・サービスを
市民の皆様にＰＲしましょう！
　詳細・お申込みについてはお問い合わせ（℡.048-478-0055）ください。

相談無料

事前予約制
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
各種事業者向け支援金・補助金等について、
専門家による個別相談会を実施致します。

2日(金)・5日(月)・8日(木)・15日(木)・16日(金)・
19日(月)・27日(火)・30日(金)

※詳しい時間等はお電話（048-478-0055）にてお問い合わせください。

新座市商工会は事業者の方の販路開拓を応援します

　小規模事業者の販路拡大
等のための取り組みを支援
（販促用チラシの作成・自
社ホームページの新設・新
商品の開発など）

　小規模事業者のポストコロナを踏まえた新たな
ビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関
する取組を支援（対人接触機会の減少等の要件を
満たす必要があります）

●補助限度額：原則50万円　  
●補助率：2/3
●受付締切：第6回 10月1日（金）
　　　　　　第7回 2022年2月4日（金）
▲詳しくは埼玉県商工会連合会のホームページ
(http://www.syokoukai.or.jp/index.html)より
公募要領をダウンロードして下さい
お問い合わせ：新座市商工会（048-478-0055）

●補助限度額：100万円　　●補助率：3/4
●受付締切：第2回  7月7日（水）
　　　　　　第3回  9月8日（水）
　　　　　　第4回 11月10日（水）
●申請方法：電子申請（jGrants）
▲詳しくは持続化補助金低感染リスク型コールセンター
（03-6731-9325）
もしくは専用サイト（https://www.jizokuka-post-
corona.jp/）をご覧ください。

資金繰りのための融資を受けたい

➡

➡

➡

➡

➡

➡

月次支援金

埼玉県感染防止対策協力金

事業再構築補助金

雇用調整助成金

問合せ先    

月次支援金事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0120-211-240

埼玉県中小企業等支援相談窓口 ・・・・0570-000-678

事業再構築補助金コールセンター ・・0570-012-088

ハローワーク朝霞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-463-2233

7月

新型コロナ関連経営相談会のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向けの主な支援策

小規模事業者持続化補助金
（一般型）

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 ・・048-830-3960
https://www.pref.saitama.lg.jp/telework/index.html

埼玉県テレワーク
ポータルサイト

日本政策金融公庫浦和支店 ・・・・・・・・・・048-822-7171
埼玉県金融課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-830-3801
新座市経済振興課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・048-477-6346

各種融資制度

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の
影響を受けた

テレワークについて相談したい

埼玉県の営業時間の短縮要請（飲食店）に
協力した
新分野展開や業態転換、事業再編等に
挑戦したい

従業員を休業させたい

目的 名称

スタンプラリー
加盟店募集中！！


