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\ナイスショット/

\ビジネスサポート/

　「リンパコンディショニングとは、ストレッチによって全身の筋肉をほぐし、リンパがス
ムーズに流れるよう調整する施術です。プロのスポーツトレーナー考案の比較的新しい
手法で、服を着たまま施術できるので子どもから年配の方まで安心して来ていただけま
す」と代表の刈田友枝さんは話します。

　聞けば、腰痛や肩こりの症状が軽減され、基礎代謝UPで
痩せやすい体質に改善され、一度の施術で2～3週間の持
続効果があるとのこと。
　このサロンのリピート率は90％以上！「とにかくお客様に
満足していただけることを常に考えている」という刈田さん
の思いと人柄が、この驚異のリピート率を生み出しています。
　商工会の支援のもと、経営革新計画の承認も受けており、
「自分が頭の中で思っていたことが文字として計画書に落
とし込めたので本当に取り組んでよかった」とのこと。
　ちなみに商工会青年部でも活躍中！ スキルアップや仲間
づくりのために活用しています。

女性特有のお悩みをばっちり解決！
～服を脱がないリンパサロン～

リンパコンディショニングサロン
ふぁみーゆ

▲自宅サロン内での施術風景 ▲青年部での集合写真

▲サロン内の様子

新座市野火止8-14-18
☎080-5408-1506

刈田　友枝代表

新座市独自の各種補助金 記載内容のほかにも要件があります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▌新座市中小企業者ＩT・DX導入費補助金
概要

補助率

ＩT・DXを導入する事業者の方に経費
の一部を助成し、販路拡大、生産性向上
等を支援します。
対象経費の1/2（補助上限額10万円）⬆詳しくは　こちら

▌新座市経営革新計画支援事業補助金
概要

補助率

埼玉県が承認する経営革新計画の採択
事業者の方に計画に沿った経費の一部
を助成し、販路拡大等を支援します。
対象経費の1/2（補助上限額20万円）⬆詳しくは　こちら

▌新座市小規模事業者持続化補助金
概要

補助率

国の「持続化補助金」の採択事業者の方
に国の助成に加え、市も上乗せ補助を
行い、販路拡大等を支援します。
経費の事業者自己負担分
に対する1/2（補助上限額10万円）

⬆詳しくは
　こちら

▌新座市事業承継・M&A支援事業補助金
概要

補助率

事業承継を行おうとする事業者の方に
経費の一部を補助し円滑な事業継続を
支援します。
対象経費の1/2（補助上限額20万円）⬆詳しくは　こちら

第36回 新座市商工会
市民チャリティゴルフ大会開催
　去る5月26日（木）、大宮国際カント
リークラブとき・ひばりコースにて、第36
回市民チャリティゴルフ大会を、80名の
方々にご参加をいただき盛大に開催しま
した。当日は、参加者からご協力頂いた
募金を新座市コブシ福祉基金に10万円、
新座市社会福祉協議会愛のいずみ基金
に10万円を各々寄贈致しました。ご協力
ありがとうございました。
　尚、右記のとおり今回も多くの賞品を
提供頂きありがとうございました。

　「PaｙPayで新座市のお店を応援しよう 地域活性化電子決済で消費者２５％還元キャンペーン」
を８月１日～３１日まで事業を行います。
　PayPayでは、この事業に伴い新規加盟店を募集しています。

　今まさに訪れているビジネスの多様化や社会環境の変化に対応す
るため、ＤＸ・デジタル化が求められています。
　新座市商工会では、無料で何度でも専門家を派遣し、事業者に
合った解決策を提案しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

絶好のコンディションの中、
熱戦が繰り広げられました。

賞品提供者御芳名（順不同・敬称略）

あたごグリーンゴルフ/ウィンズゴルフステーション新座/
富士ゴルフリンクス/㈱システムアドバンス/ロヂャース 新
座店/青木保険事務所/アクサ生命保険㈱所沢営業所/㈱
アサカ機工/㈱アライ/㈱伊勢宇/㈱伊藤園 新座支店/㈱岩
崎商店/岡野運送㈱/㈱VAMOLA 架け橋/㈱上島製本所/
寿倉庫/㈱ジェイコム東京東エリア管理部/㈱キャメル/コ
カ･コーライーストジャパン㈱/埼玉県火災共済協同組合/
埼玉縣信用金庫新座支店/㈲シイケイワイ/㈲シゲノ/㈲昭
和自動車整備工場/巣鴨信用金庫 新座支店/㈱須田薬局/
㈲大黒屋酒店/高橋建材㈱/㈱竹内商店/㈲丸並商会/㈱
ティー・ケー大竹/東京信用金庫 新座支店/㈱並木産業/南
海アルミ工業㈱/㈱二木ゴルフ 新座店/㈲長谷川人形店/
吉田酒店/㈱不二家 埼玉工場/㈱ブシュー/㈲堀天/㈱増木
ホールディング工業/㈲マツシタ楽器サービス/㈲村上朝
日製麺所/埼玉県中小企業共済協同組合/大宮国際カント
リークラブ/フジ産業㈱優勝の 並木和夫 さん

新座市商工会は事業者の方の
DX推進を応援します

 \商工会が応援します/

専門家を無料で派遣します

キャッシュレス還元事業
\加盟店募集中！！/

\利用者募集中/

問い合わせ先 PayPay加盟店サポート窓口 ０１２０-９９０-６４０　詳細・お申込みは商工会ホームページをご覧ください。

経営の専門家が、個別にご相談を承ります。
●個別経営相談のご案内

●デジタル化に取り組みたい経営者の皆様へ

新座市商工会（TEL 048-478-0055）

　新座市商工会では、高度な専門性が必要な時や、時間をかけて解決しな
ければならない内容については、各分野の専門家を交えての相談を無料で
行っています。
　問題解決のための事業計画策定等のご相談については、まずはお電話か
新座市商工会窓口にてお気軽にお問い合わせください。

経営革新計画
を作成したい

どんな補助金が
あるのか聞きたい

もっとうちの
商品・サービスを
売りたい

無料ホームぺージ
「グーペ」

DXのはじめの一歩
キャッシュレス
予約システム

クラウド
顧客接点
センサーIOT

最短�日でホームぺージが作れます

セキュリティやSNS連携機能もあります

携帯からでも更新できます

是非、PRや情報発信にお使い下さい。
お問い合わせは商工会まで。

商工会会員様限定！
初期費用 月額料金

3,000円 0円
（税抜）

1,000円～
（税抜）

問合せ➡新座市産業振興課（TEL 048-477-6346)
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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

外来診療

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

外来透析

人間ドック

巡回健診

内科・腎臓内科・婦人科

協会けんぽ（全国健康保険協会）生活習慣病予防健診等指定
各健康保険組合指定・四市人間ドック指定（新座市・朝霞市・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・透析送迎あり

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】

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

事　業　所　名 代表者名 住　　所業種

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）

5/31現在

掲載を希望された
新会員の皆さんです。

商工会員数
2,652人

2022.4.1

2022.5.31

41％

23％

19％

17％

35％

45％

14％
6％

20％

29％29％

22％

22％

78％

第６2回 通常総代会開催
　5月18日(水)、新座市商工会館大会議室において、コロナ
感染対策を取りながら通常総代会が開催され、すべての議案
とも原案通り承認可決されました。また、前青年部長天笠光
一郎氏の理事退任に伴い、青年部長並木祐太氏が理事に選任
されました。当日は、並木傑新座市長を来賓としてお招きし、
総代１００名に対し出席者８７名（委任状出席３７名含む）の
方々にご出席をいただきました。尚、総代会資料ダイジェス
ト版は、本会ホームページに掲載しておりますので、ご確認
ください。

「新型コロナ」「原油高」「半導体不足」
の影響に関する調査結果
　今後の「新型コロナ」「原油高」「半導体不足」への対策・支援の参考とさせていただくため、アンケート調査を実
施いたしました。ご協力いただいた会員の皆様に感謝申し上げます。

■50％以下

■70％以下

■100％未満

■100％以上

■大きな影響がある

■多少影響がある

■あまり影響がない

■影響がない

■大きな影響がある

■多少影響がある

■あまり影響がない

■影響がない
■転嫁できている

■転嫁できていない

●期間：5月1日～6月17日
●対象：新座市商工会会員　
●回収数：104件

　7月3日（日）、福祉の
里体育館においてチャリ
ティー運動会を開催しま
す。
　コロナ禍やウクライナ
情勢により、暗いニュー
スが続いている今だからこそ、楽しい事業を行い、交流・親
睦の機会としましょう！
　ご参加の方は会場設置の募金箱にて、ウクライナ人道危
機救援金への募金をお願いします。

　５月１２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。
　今後の事業については、コロナウイルスの感染予防対策
をしながら、できることを企画していきたいと考えています。
ご協力よろしくお願いいたします。

令和４年度通常総会を開催チャリティー運動会開催のご案内
～チャレンジ！ 今ワタシ達ができること～

青年部員随時募集中！ 女性部員随時募集中！
お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５

新座市商工会女性部 担当まで
お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５

新座市商工会青年部 担当まで

商業会員

矢ヶ崎おそうじサービス
新座志木宅配センター
赤帽ユッカ運送
㈱優美装
MC-Factory
㈱プラ・リサイクル
リラクゼーションほぐし屋もみらく
Idea Works.P
㈱ホームアシスト
癒しの家 かさぶらんか
㈱ウサキ
金田社会保険労務士事務所
新潟サポートコンサルタント
㈱ファンタスマゴリア
佐藤保険事務所
第一包装サービス㈱
喫茶ココ

北野3丁目13-2
北野1丁目5-10-103
東北2丁目34-2
東1丁目12-19
東3丁目14-22-203
大和田２丁目1－29
野火止4丁目19-11 ヒオキビル2F
野火止6丁目22-12
畑中1丁目11-1
馬場3丁目2-25
池田1丁目1-13
野寺4丁目11-41
野寺2丁目8-16
栗原3丁目3-16-207
西堀1丁目8-15
新堀2丁目12-21-207
新塚1丁目4-5

ハウスクリーニング業
乳類販売業
貨物軽自動車運送業
ハウスクリーニング業
ナレーター・司会業

マッサージ業

ハウスクリーニング業
カウンセリング業
建設資材卸売業
社会保険労務士

ソフトウエア開発業
損害保険代理店業
包装機械販売・修理業
喫茶店

矢ヶ崎晶彦
金澤　芳勝
上原　裕一
鈴木　優一
實光　法子
クシャーン プラサンガ
河野 ローリージョイ
城口　路子
平松大裕一
恒吉　文子
潮田　沙樹
金田　延野
羽太　義人
市川　知足
佐藤　裕司
桜井　賢司
荻原伊佐夫

産業廃棄物処分・
買取（銅）業

イベント企画
プロモーション

Webコンサルタント
（HP作成）

工業会員

㈱ユートラスト
トータルリサイクル・ニリ㈱
住美サービス
防音工房パーフェクト
㈱ I .NET
㈱渡辺電設
森田設備工業

大和田4丁目14-1
大和田1丁目21-3
菅沢2丁目5-51-105
馬場4丁目11-2
石神3丁目11-22
栗原1丁目3-26  マロンハイム103
西堀2丁目15-48

内装工事業
解体業
住宅リフォーム業
防音工事業
一般電気工事業
一般電気設備工事業
水道設備工事業

鈴木　政樹
NILI AKBAR
髙山　修三
山下　敏剛
一宮　宣之
渡邉　直隆
森田　広行

特別会員

㈱ディクタクス 三郷市早稲田2丁目19-2ソフトウエアシステム
開発 齊藤　壽和

ルネ・グランステージ志木Ⅱ403コロナ前2019年1月～3月と比べた
2022年1月～3月の売上実績

売上高・生産高への
影響について

半導体不足の
影響について

原油価格高騰の
影響について

販売価格に
転嫁できているか

新型コロナウイルス感染症の影響について　1

原油価格高騰の影響について3

半導体不足の影響について2
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　ご参加の方は会場設置の募金箱にて、ウクライナ人道危
機救援金への募金をお願いします。

　５月１２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。
　今後の事業については、コロナウイルスの感染予防対策
をしながら、できることを企画していきたいと考えています。
ご協力よろしくお願いいたします。

令和４年度通常総会を開催チャリティー運動会開催のご案内
～チャレンジ！ 今ワタシ達ができること～

青年部員随時募集中！ 女性部員随時募集中！
お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５

新座市商工会女性部 担当まで
お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５

新座市商工会青年部 担当まで

商業会員

矢ヶ崎おそうじサービス
新座志木宅配センター
赤帽ユッカ運送
㈱優美装
MC-Factory
㈱プラ・リサイクル
リラクゼーションほぐし屋もみらく
Idea Works.P
㈱ホームアシスト
癒しの家 かさぶらんか
㈱ウサキ
金田社会保険労務士事務所
新潟サポートコンサルタント
㈱ファンタスマゴリア
佐藤保険事務所
第一包装サービス㈱
喫茶ココ

北野3丁目13-2
北野1丁目5-10-103
東北2丁目34-2
東1丁目12-19
東3丁目14-22-203
大和田２丁目1－29
野火止4丁目19-11 ヒオキビル2F
野火止6丁目22-12
畑中1丁目11-1
馬場3丁目2-25
池田1丁目1-13
野寺4丁目11-41
野寺2丁目8-16
栗原3丁目3-16-207
西堀1丁目8-15
新堀2丁目12-21-207
新塚1丁目4-5

ハウスクリーニング業
乳類販売業
貨物軽自動車運送業
ハウスクリーニング業
ナレーター・司会業

マッサージ業

ハウスクリーニング業
カウンセリング業
建設資材卸売業
社会保険労務士

ソフトウエア開発業
損害保険代理店業
包装機械販売・修理業
喫茶店

矢ヶ崎晶彦
金澤　芳勝
上原　裕一
鈴木　優一
實光　法子
クシャーン プラサンガ
河野 ローリージョイ
城口　路子
平松大裕一
恒吉　文子
潮田　沙樹
金田　延野
羽太　義人
市川　知足
佐藤　裕司
桜井　賢司
荻原伊佐夫

産業廃棄物処分・
買取（銅）業

イベント企画
プロモーション

Webコンサルタント
（HP作成）

工業会員

㈱ユートラスト
トータルリサイクル・ニリ㈱
住美サービス
防音工房パーフェクト
㈱ I .NET
㈱渡辺電設
森田設備工業

大和田4丁目14-1
大和田1丁目21-3
菅沢2丁目5-51-105
馬場4丁目11-2
石神3丁目11-22
栗原1丁目3-26  マロンハイム103
西堀2丁目15-48

内装工事業
解体業
住宅リフォーム業
防音工事業
一般電気工事業
一般電気設備工事業
水道設備工事業

鈴木　政樹
NILI AKBAR
髙山　修三
山下　敏剛
一宮　宣之
渡邉　直隆
森田　広行

特別会員

㈱ディクタクス 三郷市早稲田2丁目19-2ソフトウエアシステム
開発 齊藤　壽和

ルネ・グランステージ志木Ⅱ403コロナ前2019年1月～3月と比べた
2022年1月～3月の売上実績

売上高・生産高への
影響について

半導体不足の
影響について

原油価格高騰の
影響について

販売価格に
転嫁できているか

新型コロナウイルス感染症の影響について　1

原油価格高騰の影響について3

半導体不足の影響について2
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\ナイスショット/

\ビジネスサポート/

　「リンパコンディショニングとは、ストレッチによって全身の筋肉をほぐし、リンパがス
ムーズに流れるよう調整する施術です。プロのスポーツトレーナー考案の比較的新しい
手法で、服を着たまま施術できるので子どもから年配の方まで安心して来ていただけま
す」と代表の刈田友枝さんは話します。

　聞けば、腰痛や肩こりの症状が軽減され、基礎代謝UPで
痩せやすい体質に改善され、一度の施術で2～3週間の持
続効果があるとのこと。
　このサロンのリピート率は90％以上！「とにかくお客様に
満足していただけることを常に考えている」という刈田さん
の思いと人柄が、この驚異のリピート率を生み出しています。
　商工会の支援のもと、経営革新計画の承認も受けており、
「自分が頭の中で思っていたことが文字として計画書に落
とし込めたので本当に取り組んでよかった」とのこと。
　ちなみに商工会青年部でも活躍中！ スキルアップや仲間
づくりのために活用しています。

女性特有のお悩みをばっちり解決！
～服を脱がないリンパサロン～

リンパコンディショニングサロン
ふぁみーゆ

▲自宅サロン内での施術風景 ▲青年部での集合写真

▲サロン内の様子

新座市野火止8-14-18
☎080-5408-1506

刈田　友枝代表

新座市独自の各種補助金 記載内容のほかにも要件があります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▌新座市中小企業者ＩT・DX導入費補助金
概要

補助率

ＩT・DXを導入する事業者の方に経費
の一部を助成し、販路拡大、生産性向上
等を支援します。
対象経費の1/2（補助上限額10万円）⬆詳しくは　こちら

▌新座市経営革新計画支援事業補助金
概要

補助率

埼玉県が承認する経営革新計画の採択
事業者の方に計画に沿った経費の一部
を助成し、販路拡大等を支援します。
対象経費の1/2（補助上限額20万円）⬆詳しくは　こちら

▌新座市小規模事業者持続化補助金
概要

補助率

国の「持続化補助金」の採択事業者の方
に国の助成に加え、市も上乗せ補助を
行い、販路拡大等を支援します。
経費の事業者自己負担分
に対する1/2（補助上限額10万円）

⬆詳しくは
　こちら

▌新座市事業承継・M&A支援事業補助金
概要

補助率

事業承継を行おうとする事業者の方に
経費の一部を補助し円滑な事業継続を
支援します。
対象経費の1/2（補助上限額20万円）⬆詳しくは　こちら

第36回 新座市商工会
市民チャリティゴルフ大会開催
　去る5月26日（木）、大宮国際カント
リークラブとき・ひばりコースにて、第36
回市民チャリティゴルフ大会を、80名の
方々にご参加をいただき盛大に開催しま
した。当日は、参加者からご協力頂いた
募金を新座市コブシ福祉基金に10万円、
新座市社会福祉協議会愛のいずみ基金
に10万円を各々寄贈致しました。ご協力
ありがとうございました。
　尚、右記のとおり今回も多くの賞品を
提供頂きありがとうございました。

　「PaｙPayで新座市のお店を応援しよう 地域活性化電子決済で消費者２５％還元キャンペーン」
を８月１日～３１日まで事業を行います。
　PayPayでは、この事業に伴い新規加盟店を募集しています。

　今まさに訪れているビジネスの多様化や社会環境の変化に対応す
るため、ＤＸ・デジタル化が求められています。
　新座市商工会では、無料で何度でも専門家を派遣し、事業者に
合った解決策を提案しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

絶好のコンディションの中、
熱戦が繰り広げられました。

賞品提供者御芳名（順不同・敬称略）

あたごグリーンゴルフ/ウィンズゴルフステーション新座/
富士ゴルフリンクス/㈱システムアドバンス/ロヂャース 新
座店/青木保険事務所/アクサ生命保険㈱所沢営業所/㈱
アサカ機工/㈱アライ/㈱伊勢宇/㈱伊藤園 新座支店/㈱岩
崎商店/岡野運送㈱/㈱VAMOLA 架け橋/㈱上島製本所/
寿倉庫/㈱ジェイコム東京東エリア管理部/㈱キャメル/コ
カ･コーライーストジャパン㈱/埼玉県火災共済協同組合/
埼玉縣信用金庫新座支店/㈲シイケイワイ/㈲シゲノ/㈲昭
和自動車整備工場/巣鴨信用金庫 新座支店/㈱須田薬局/
㈲大黒屋酒店/高橋建材㈱/㈱竹内商店/㈲丸並商会/㈱
ティー・ケー大竹/東京信用金庫 新座支店/㈱並木産業/南
海アルミ工業㈱/㈱二木ゴルフ 新座店/㈲長谷川人形店/
吉田酒店/㈱不二家 埼玉工場/㈱ブシュー/㈲堀天/㈱増木
ホールディング工業/㈲マツシタ楽器サービス/㈲村上朝
日製麺所/埼玉県中小企業共済協同組合/大宮国際カント
リークラブ/フジ産業㈱優勝の 並木和夫 さん

新座市商工会は事業者の方の
DX推進を応援します

 \商工会が応援します/

専門家を無料で派遣します

キャッシュレス還元事業
\加盟店募集中！！/

\利用者募集中/

問い合わせ先 PayPay加盟店サポート窓口 ０１２０-９９０-６４０　詳細・お申込みは商工会ホームページをご覧ください。

経営の専門家が、個別にご相談を承ります。
●個別経営相談のご案内

●デジタル化に取り組みたい経営者の皆様へ

新座市商工会（TEL 048-478-0055）

　新座市商工会では、高度な専門性が必要な時や、時間をかけて解決しな
ければならない内容については、各分野の専門家を交えての相談を無料で
行っています。
　問題解決のための事業計画策定等のご相談については、まずはお電話か
新座市商工会窓口にてお気軽にお問い合わせください。

経営革新計画
を作成したい

どんな補助金が
あるのか聞きたい

もっとうちの
商品・サービスを
売りたい

無料ホームぺージ
「グーペ」

DXのはじめの一歩
キャッシュレス
予約システム

クラウド
顧客接点
センサーIOT

最短�日でホームぺージが作れます

セキュリティやSNS連携機能もあります

携帯からでも更新できます

是非、PRや情報発信にお使い下さい。
お問い合わせは商工会まで。

商工会会員様限定！
初期費用 月額料金

3,000円 0円
（税抜）

1,000円～
（税抜）

問合せ➡新座市産業振興課（TEL 048-477-6346)


