新潟市西区内野町 537 番地 TEL262-2316／FAX262-2305 URL http://www.niigatanishi.com
～新春を迎え皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます～
SHIFT を使って簡単ホームページ作成！！

会員の皆様へ

商工会新年会のご案内
～こんな悩みはありませんか？～

新潟西商工会の新年会を下記のとおり開催いたします。
多数のご参加をお待ち申し上げます。

「ホームページを作りたいけど、パソコン苦手なんだよな･･･」

・日時

１月１９日（金）午後５時～

・会場

内野町「松のや」

・会費

５，０００円

「ネット販売を行いたいけど、難しい設定が必要なんじゃ･･･」
「自社のページだけで高い PR 効果が期待できるのかな･･･」

※お申し込みは 1 月 12 日（金）までに商工会へお願いします。

？

SHIFT は、簡単な操作手順を覚え
れば専門的な知識がなくても手軽に

健康講座のご案内

感染症予防について～インフル・ノロ・肺炎等の予防～

ホームページ作成・更新が行えるツール

✽

日時

１月１５日（月）午後４時～５時

です。ホームページ内に作成した「新着情報」は自社ペー

✽

会場

新潟西商工会館 ２階 大会議室

ジ内はもちろん、自動的に商工会や県連合会、全国商工会

✽

講師

(一社)新潟県労働衛生医学協会

連合会のホームページにもリアルタイムに連携表示される

保健師
※参加無料

宗村

綾香

お問合せは商工会まで

氏

ので、高い PR 効果が期待できます。興味がある方はお気軽
☎ 025-262-2316

経営者ご自身の
「現役引退後の生活資金」のことをお考えですか？

に商工会までご連絡ください。

表参道・新潟館ネスパス
「新潟食楽園」テスト販売参加募集

➠こんな悩みにお応えします。

NICO では、売れる食品づくりを目的に商品開発から販路開

「年金だけでは不十分で、不安がある」

拓までを総合的に支援する「食品産業マーケティング支援

「自分で積み増しするには、どんなものがあるの？」

事業」を実施しています。この度、県産品に対する首都圏

小規模企業共済は、小規模企業経営者のための退職金制度

消費者の反応をリサーチするために表参道・新潟館ネスパ

です。加入し、掛金を毎月積み立てておけば、将来、廃業

ス新潟食楽園にて「テスト販売」を実施します。

や役員退任等が生じたときに共済金を受け取れます。現役

つきましては、下記のとおり参加企業を募集しますので、

引退後の安心した生活設計が図れます。

ご応募くださるようご案内します。

➠ポイント

◆テスト販売期間

①常時使用する従業員数が 20 名以下（宿泊業、娯楽業を

平成 30 年 4 月 1 日（日）～5 月 31 日（木）

除くサービス業、商業では 5 名以下）の個人事業主、個人

対象企業及び商品、販売方法、取引条件等につきまして

事業主の共同経営者、または会社の役員の方が対象です。

は、NICO ホームページ（https://www.nico.or.jp/

②毎月 3 万円の掛金（年額 36 万円）で、例えば、課税対
象所得 400 万円の方ならば、約 11 万円の節税になります

service/16103）をご覧ください。
◆申込方法

③小規模企業共済法に基づき運営されています。

「新潟食楽園テスト販売申込書」、
「商品画像」、
「食品表

➠すでに本制度に加入されている方は･･･

示画像」の 3 点を、NICO 担当者宛てに平成 30 年 1 月 19

掛金月額 1,000 円～70,000 円の範囲内で自由に設定できま

日（金）までに E-Mail（shoku@nico.or.jp）に送付して

す。
（500 円きざみ）

ください。

●詳しい内容のお問合せや加入、増額の申込みは商工会で

◆お問い合わせ先

手続きできますので、お気軽にご相談下さい。制度の運営

市場開拓グループ

は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

〒950-0078 新潟市中央区万代島 5-1

●中小企業基盤整備機構小規模企業共済制度ＵＲＬ
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

販売促進チーム

TEL：025-246-0044

万代島ビル 9Ｆ

FAX：025-246-0030

E-Mail: shoku@nico.or.jp
～裏面もご覧下さい～

新潟西商工会だより H30.1 月号
新潟県よろず支援拠点セミナー・個別相談会のご案内

新潟県の最低賃金が改正されました

企業成長のための金融機関・信用保証協会の上手な活用方法
～信用補完制度の見直しに伴う経営改善等への対応～
このような悩みを抱えている事業者の皆様、ぜひご参加く

最低賃金

時間額

効力発生日

新潟県最低賃金（新潟県で働くす

７７８円

平成 29 年 10 月 1 日

８７０円

平成 29 年 12 月 21 日

新潟県各種商品小売業最低賃金

８１０円

平成 29 年 12 月 31 日

新潟県自動車（新車）、自動車部

８７７円

平成 29 年 12 月 29 日

べての労働者に適用されます！）

ださい。

新潟県電子部品・デバイス・電子

☑創業を考えているが、資金が足りなくて断念しそう

回路、電子機械器具、情報通信機

☑設備投資を行いたいが、融資申込の仕方がわからない

械器具製造業最低賃金

☑資金繰りが厳しく、返済条件を見直ししたい
☑事業計画や経営改善計画を作成したいが、なかなか進まない
☑信用保証協会の具体的な制度や利用の仕方がわからない

分品、附属品小売業最低賃金

★日

時

１月２２日（月）１３:３０～１６：４５

★会

場

ＮＩＣＯ会議室

◆最低賃金に関するお問い合わせは
新潟労働局賃金室

（新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 11Ｆ）
★定

員

★参加費
★内

TEL：025-288-3504

商工会は事業を営む方々を応援します
経営に関するどんなことでもご相談ください！！

３０名
無料

～金融相談・斡旋では

容

経営をより安定、向上させるために、金融や信用保証に関する相

13：30～14：15

基調講演

講師：新潟県信用保証協会

談や斡旋を行っています。商工会の推薦により、日本政策金融公

保証推進部

ご担当者

様

庫が無担保・無保証・低利で融資する「マル経融資制度」は、経

「新潟県信用保証協会のご案内・信用補完制度の見直しに

営改善を図ろうとする多くの事業者の方々に利用されています。
＜マル経融資制度＞

伴う新潟県信用保証協会の対応」
14：15～15：00

○融資対象者

テーマ講演

「資金調達の考え方、金融機関の上手な活用方法」
講師：新潟県よろず支援拠点チーフコーディネーター
上村 修

以下の要件を全て満たす企業となります。
・常時使用する従業員が下記の事業者
商業・サービス業

氏（中小企業診断士）

製造業・その他

５人以下（宿泊業・娯楽業を除く）
２０人以下

新潟県よろず支援拠点コーディネーター

・商工会の経営指導を６カ月以上受けている方

田中 裕輔 氏（中小企業診断士）

・税金（所得税、法人税、事業税、都道府県民税等）を

15：15～16：45

個別相談会（2 社×2 枠

各 45 分）

★お問い合わせ・申請先
新潟県よろず支援拠点
新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 10Ｆ
TEL 025-246-0058 / FAX 025-246-0033
MAIL

完納している方
・同一地区で最近１年以上事業を行っている方
・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
○融資条件
・対象資金：運転資金・設備資金
・返済期間

運転資金

７年以内（据置期間１年）

設備資金

１０年以内（据置期間２年）

yorozu@nico.or.jp
・利

率：１．１１％（平成２９年１２月１３日現在）

日本政策金融公庫 新潟支店 国民生活事業

・無担保・無保証人：保証協会や代表者の保証も不要です

『一日公庫』in 新潟西商工会のお知らせ

・審査の結果、ご希望に添えないことがありますのでご了承願います

「一日公庫」では、日本公庫の融資担当者が融資のお申込

○ご用意いただくもの

みをいただいたお客様とご面談いたします。その他、ご相

・直近２期分の決算書及び確定申告書

談や融資制度のお問い合わせも可能です。詳細は別紙チラ

・金融機関からの借入状況のわかるもの

シをご覧ください。
★日時

１月２４日（水）１０時～１６時

★会場

新潟西商工会館

ご相談、申込を希望される方は事前に商工会へご連絡く
ださい。
（予約制）

（事業用や住宅ローンなど）
・税金の領収書または納税証明書
・設備資金をご利用の方：見積書、カタログなど
・決算後６ヵ月以上経過の場合：最近の試算表など
※あくまでも代表的なものですので、必要な書類は商工会でご確
認ください。

