創立70周年記念式典・会員大会
燕商工会議所（田野隆夫会頭）は
９月７日、燕三条地場産業振興セン
ターリサーチコアで、創立70周年
記念式典を開催しました。
田野会頭は式辞で、
「令和になり
いっそう複雑化してきたが、そうし
た時代の変化に努力を怠らず迅速に
対応してきたのが燕産地。式典を契
機に過去の歴史を振り返り、先人た
ちの知恵を学び、後世に伝えていく
ことが商工会議所の使命」と話しま
した。
続いて、20年以上の任期を務め
た議員・参与と職員を表彰。被表彰
者を代表して青柳芳郎氏が謝辞を述
べ「大変光栄に思う。これからも地

域発展のために努力していきたい」
と話しました。
その後、会員拡大サービス委員会
（吉塚道夫委員長）は、燕三条地場
産業振興センターの多目的ホールに
おいて会員大会を開催しました。
今回15回目となる本大会は、同
日に行われた創立70周年記念式典
に合わせて開かれ、事前予約では
580名の応募がありましたが、会
場等の都合により当日は404名が
参加しました。
会場入り口には樹木でアーチを作
り、会場内や各テーブルにも樹木の
アレンジを配置して会場を演出。ま
た、食事は燕三条イタリアンBitが
この日のためにスペシャルメ
ニューを提供して参加者を迎
えました。
田野会頭は「昨年から今日
の創立70周年記念式典に向け
ていろいろ準備を進めてきた。
その中で、いつも２回に分け
て行っている会員大会を今回
は１回にし、同じ日に開催す
ることにした。残念ながら応
募者全員を受けることができ
なかったが、多くの事業所か
ら参加していただき大変有難

い」とし、
「70周年を迎えられたの
も会員事業所の支えがあったから」
と感謝しました。また「今度発行さ
れる新一万円札には商工会議所の基
礎を作った渋沢栄一翁が印刷され
る。ますます商工会議所は注目され
る。この後80年、100年と歴史を
刻んでいきたい」とあいさつ。
中野副会頭の乾杯の後、順に運ば
れてくる料理を味わいながら歓談の
中、会場内のライトダウンとともに
ゲストの清水アキラさんが登場し、
トーク＆ライブショーがスタート。
歌のパフォーマンスのほか会場の参
加者をピンポイントで笑いのター

ゲットにし、軽快なトークで会場を
沸かせました。また歌に合わせた手
拍子を練習し、ゲストと参加者一体
の清水ワールドを創り、歌あり笑い
ありのステージで会場を盛り上げま
した。

燕三条トレードショウ2019開催！
10月２日～３日の二日間、燕三
条地場産業振興センターで、燕三条
地域の展示商談会「燕三条トレード
ショウ2019」を開催しました。
今年は燕三条地域の卸商社やメー
カー 164社が出展、124小間での
開催となりました。昨年に比べて事

業所数も増え、二日間の来場者数は
4,310人と昨年以上の盛り上がり
となりました。今年は
「包丁フェア」
と銘打ち、28事業所の協力により
包丁数百本、また砥石や包丁ラック
などの包丁関連アイテムを多数展示
しました。包丁フェアを目的に来場
されるバイヤーも多く、
大変賑わいのあるブー
スとなりました。今回
は、国内バイヤーだけ
でなく、アメリカ、イ
ギリス、ロシアなど13
か国の海外バイヤーも
来場し、出展企業との
商談を行っておりまし
た。今回のテーマであ
る「産地ならではの品
揃え」の強みを活かし、
展示ブースだけでなく、

日本政策金融公庫からのお知らせ
日本政策金融公庫は、みなさまの身近な政策金融機関です。

★国の教育ローンのご案内★
（融資限度額） お子さま１人につき３５０万円以内
※海外留学
（一定の要件があります）
は４５０万円以内
（ご返済期間） １５年以内
（交通遺児家庭、
母子家庭または
世帯年収
（所得）
200万円
（122万円）
以内の方は１８年以内）
（金
利） 年1.90％
（28.5.10現在）
（固定金利）
65％
※母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年１．
（お使いみち） ・学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）
（大学、短大、専修学校、高校などが対象）
・受験にかかった費用
（受験料、
受験時の交通費・宿泊費など）
・住居にかかる費用
（アパート・マンションの敷金・家賃など）
・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、留学費用、学生の国民年金保険料など
※今後１年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

【お問い合わせ先】
（その他、事業資金の取扱いも行っております。）
国の教育ローン
事業資金のお問い合わせ先
教育ローンコールセンター
三条支店 国民生活事業
ＴＥＬ ０５７０−００８６５６
〒９５５―００９２ 三条市須頃１−２０
受付時間 平 日９時〜２１時
三条商工会議所会館２階
土曜日９時〜１７時
ＴＥＬ ０２５６−３４―７５１１
受付時間 平日９時〜１７時

国民生活事業

社会保険労務士

まつかわ事務所

直接工場やギャラリーにまで
バイヤーを招待する事業所も
ありました。
中には、この機会に従業員
から直接来場してもらい、自
社の商品がどの様に取引され
ているのか、また燕にはどの
ような商品があるのかを研修
している企業もありました。

つばめ会議所ニュース
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分〜正午まで

毎週水曜日・午後７時 分まで

日曜窓口

毎月第２日曜日・午前８時

※燕・分水サービスコーナーでは︑窓口延長・日曜窓口業務は行っておりません︒
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燕市役所会議室101
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＝問い合

燕市役所市民

0256-

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！

相談

燕商工会議所メイド・イン・ツバメ認定委員会では、会員の皆様から
申請された商品を審査し、
「メイド・イン・ツバメ」
として認定しています。
商品は随時募集しております。
輸入品との差別化やブランド力のアップ、
燕製品のPR等にお役立て下さい。
（2019/9/30認定）
商

名

企業名

㈲竹井器物製作所

会員・非会員
問わず

2019/
9/30

三宝産業㈱

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

11

日㈬
時〜午後３時

10 13

花急須

茶筒
みがきマイスター

燕商工会議所・巻税務署

大・小

消費税

ぐいのみ

参加

働き方改革推進支援セミナー 無料
日時

10月29日㈫

「働き方改革」
の疑問・課題を
解決する絶好の機会！

燕商工会議所 3階ホール

専門家が分かりやすく解説！

午後3時〜午後4時30分

会場

■講師：新潟働き方改革推進支援センター登録アドバイザー社会保険労務士
■定員：50名
■申込締切：10月23日㈬
■申込方法：申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申込み下さい。
■主催：燕商工会議所労働委員会（担当：経営支援課 小柳／松川）
TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8865

新潟県よろず支援拠点サテライト in 燕

売上拡大や経営改善など、ビジネスのあらゆるお悩みの
相談に専門コーディネータが対応します。
相談は無料ですので、是非、ご利用ください。

●詳しくは、市ホームページをご覧ください。

毎月開催中

http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001172.html

（適格請求書等保存方式）

軽減税率制度・インボイス制度
個別相談会を開催しています。

・相談会では、帳簿・請求書等の記載方法等について、相談に応じています。
・開催期間 令和元年９月２日（月）から令和元年12月13日（金）（土日祝除く）
・相談時間 午前９時から午後４時まで
・ご相談等を希望される場合には、下記までお申し込みください。
お問合せ先

巻税務署

個人事業者の方
法 人 の 方
からの

お知らせ
開 催 日
開催場所
対象地域

巻税務署個人課税第一部門 0256-72-2357
巻税務署法人課税部門
0256-72-4191

１
30

貿易取引相談

人材確保！ 離職率改善！ 適切な対応で組織が変わる！
！

お知らせ 事前予約制
毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は10月23
日（水）です。認定ご希望の場合、2営業日前（10月18日（金）
）
までに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課 0256-63-4116

からの

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

ぐいのみ

無料

認証日

の

月
午前

花急須
茶筒 大・小
みがきマイスター

品

受講料

30

「令和元年分 年末調整」説明会のお知らせ

11月19日（火）

開催時間 午後１時30分〜午後４時
燕市吉田産業会館 2階大ホール（燕市吉田東栄町14-12）
燕市・弥彦村

開 催 日 11月21日（木） 開催時間 午後１時30分〜午後４時
開催場所 新潟市巻地区公民館 3階 小ホール（新潟市西蒲区巻甲635）
対象地域 新潟市西蒲区
※

都合により、指定された会場（日時）に出席できない場合には、他の会場（日時）
に出席することができます。
※ 上記の会場では、年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税率制度等の説明会も
併せて開催しておりますので、是非ご参加ください。
説明会についてのお問合せ先

巻税務署 代表電話番 TEL 0256-72-2355
自動音声案内の「２」をお選びください。税務署の担当部署におつなぎします。

M＆A事
支援事

■第三者に事業
と考えてい
■廃番になると
製造してい
■地場産業に不
設備を有し

窓 口
経営支援課（
までご連絡く
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市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

10
／
16 10
・
3 23
・
0 30 11
7

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

1
／

午前

8
月）

日本工業大学

に座って８%で購入した物の飲食を
注意出来るのか、についての対応も
話しました。
その他にも、お店として従業員の
誰がレジを打っても、対応が同じで
バラバラにならないようにお店の内
部で対応マニュアルを用意して共有
することが大切と話しました。軽減
税率のお客さんへの対応の他に価格
表示や帳簿・請求書の変更について
も分り易く説明がありました。

時〜正午

申込
受付中
！
〜巡回特許庁 in 新潟〜
〜農業×デザイン×イノベーション〜

合わせ＝

-77-8107

（直通）

普及啓発イベント
出張面接

談会

案内

１ 17
30

法律相談日

月 日㈭
午後 時 分〜午後４時

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

10

参加申込方法

月 日㈮
午後 時 分〜午後４時

産業財産権窓口相談日

毎月第４木曜日
午後 時 分〜午後３時

働き方改革無料窓口相談会

30

11月11日（月）〜12月13日（金）

広域関東圏全域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）

＜個別セッション（午後3時〜午後4時15分）
＞
（1）企業価値を高めるデザイン戦略〜デザインを経営に活かす戦略とは〜
（2）地域ブランドの作り方
＜個別セッション（午後4時30分〜午後5時30分）
＞
日本弁理士会併催イベント：パネルディスカッション
中小企業による経営戦略に基づく知財活用
〜弁理士とともに学ぶ知財活用の基礎知識〜

ホームページを御覧下さい。
「知財のミカタ〜巡回特許庁〜」 ホームページ
https://www.junkai-jpo2019.go.jp/

経営戦略としての「ワーク・ライフ・バランス」
「女性活躍」をテーマとした
フォーラムを開催します。

ところ

１ 25

公益財団法人燕三条地場産業振興センター（新潟県三条市須頃1丁目17番地）

つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム2019開催
とき

10

11月11日（月）午後0時15分〜午後6時（開場午前11時45分）

普及啓発イベント ＜メインセッション（午後1時〜午後2時50分）＞
下町ロケットに学ぶ中小企業の新事業挑戦
のプログラム
〜新潟をもっと元気にするために、知財と農業ICTでできること〜

の

事業承継
事業

業を譲りたい
いる方
と困る商品を
いる方
不可欠な技術や
している方

課（63-4116）
ください

内容

11月27日（水）午後6時30分〜午後8時30分
燕市役所 1F つばめホール

入場
無料

つばめ輝く女性表彰2019（表彰式）
基調講演「残業減らして利益が増える！？あなたの会社を
変えるとき！〜考えよう令和の働き方と家庭生活〜」
にった りょう

講師：新田

龍さん（働き方改革総合研究所株式会社代表取締役）

事業所による取組事例発表

コーダ工業株式会社

客員教授

座長

横田悦二郎

（第三回）深圳の”モノづくり”とはその①（電気自動車開発の今）

知財のミカタ

民課市民生活係

30

燕三条海外展開戦略会議

会社の備えは大丈夫ですか？
新消費税制度と
必要な対策の総復習

10

１

中国・香港地域への調査ミッション報告

消費税軽減税率対策セミナー

10月１日からの消費税増税と軽減
税率制度の導入が目前に迫っている
中で必要な対策の総復習として、９
月19日にセミナーを開催しました。
現場での対応と消費税の仕組みと
軽減税率について改めて説明する中
で、特に飲食店では店内飲食と持ち
帰りの価格差をなくすことが現実的
であり、どういった対応を取るのか
を早くお客さんへ伝えることが大切
と話しました。
また、
イートインコー
ナーやお客さんのための店前のイス

第451号（3）

対
象●燕市・弥彦村内の事業者・住民
定
員●100名程度
申込方法●電話またはFAX、電子メールでお申し込みください。
申込期限●10月1日（火）〜11月22日（金）
申し込み・問い合わせ●
地域振興課地域振興係 ☎0256-77-8361（直通）／FAX0256-77-8305
電子メール chiiki@city.tsubame.lg.jp

日本では今、
「今後は、もしかした
一般的に考えていた「中国は労働賃金
らガソリン車に代わって電気自動車
も安く、物価も安い」は大きな間違い
（以後EV車と記す）の時代が来るかも
で、
「深圳に住んでいる人達は、日本
知れない」と言われている。しかしな
の一般の人達より相当高い収入を得て
がら、深圳地域では “EV車が当り前”
いる」のが現実である。深圳は今、高
の世界が既に始まっていた。深圳市民
級マンションの代名詞である所謂“億
の 足 で あ る 公 共 バ ス は100 ％ EV化 さ
ション”の建設ラッシュであるが、そ
れ、市内を走るタクシーも99％がEV
れが即日完売が続いているのも当然か
車になっている。それに加え、今年か
も知れない。
らはトラックのEV車化が推進される
深圳におけるEV車の発展は、単に
ことになっている。これらのEV車の
BYDの様な自動車メーカだけでは無
ほとんどは先月開催された日本金型工
く、それに関連する様々な関連部品産
業会の金型シンポジュームin新潟で講
業にも支えられている。我々視察団は
演した中国BYD社の製造した車であ
その一つの企業訪問も行なった。その
る。深圳の道路は計画的に作られた街
企業はEV車の部品の中でも重要な「イ
であるため、全て比較的広い通りであ
ン バ ー タ 」 や「DC/DCコ ン バ ー タ 」
るにも関わらず、バスやタクシーは道
の開発・製造を行なっている。同企業
幅一杯に走っている。それにも拘らず、 の中国人経営者は、以前長岡市の「電
街中に排気ガスの匂いや、エンジン音
子部品企業」で勤務していたが、10年
がしないので摩訶不思議な世界がそこ
程前に深圳に帰り、この企業に関わり、
には広がっており、“未来の都市環境”
現在では従業員約3,000名の大企業に
の一端を見せつけられた。確かにタク
急成長させた。同社では、平均年齢28
シーの１％程度はガソリン車である
歳の若いエンジニア達が、多種多様な
が、そのタクシーを呼び止めて使う市 「DC/DCコンバータ」に関わる最先端
民は少ない。それは「EV車のタクシー
技術開発に取り組んでいる。技術者達
に比べ、ガソリン車タクシーは音も煩
は皆、
「深圳での成功者になる」べく、
く乗り心地も悪い！」からだそうであ
連日時間を惜しんで貪欲に開発作業に
る。
取り組んでいたが、その企業はそれだ
驚 い た の は そ れ ば か り で は な い。 け で は な く、 経 営 者 が「 自 ら 日 本 で
我々視察団の通訳兼案内役を務めてく
学んだ“高品質のモノづくり”を追求す
れた若い女性も「今年は私も米国テス
る」為に、高品質管理を目的とした世
ラ社の電気自動車を購入する」と言っ
界最先端の測定機や実験装置も効率よ
たことである。この理由は、深圳では
く完備されている企業であり顧客の信
一般の人はガソリン車を購入したとし
頼も得ている。
ても、それを登録してNoを取ること
それではこの企業は「DC/DCコン
がほとんど出来ないからと、比較的“手
バータ」分野では深圳唯一の企業であ
頃な金額”でEV車を購入出来るからだ
るかと言えばそうではない。確かに深
そうである。しかしその彼女の主張す
圳におけるこの分野のトップ企業であ
る“手頃な価格”とは、700万円程度らし
ることは間違いないが、多くの同種の
いのであるが、それが簡単に「手頃な
企業が後を追いかけて来ており、経営
価格です！」言い切ったのにも驚かさ
者は「今の位置は何時逆転されるか判
れた。つまり中国・深圳地域は我々が
らない。競争に勝ち抜く為には技術開
発の質や量をもっと上げなければなら
ない」と認識している。EV車の普及
は今始まったばかりである。その中
でもEV車製造の最先端の位置にある
深圳のEV車産業の中での “勝ち残り
競争”は、今世界で最も激しい戦場下
に あ る と も 言 え る。 日 本 が 今 後、 若
しEV車産業の中で生き残りをかける
ならば「深圳におけるEV産業の状況」
を注視し続けることが大切である。

必ずチェック最低賃金！パートも！学生アルバイトも！

新潟県最低賃金
令和元年10月6日より

時間額

830

新潟県のこれまでの
最低賃金803円から

円 27円アップ⬆

県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者（臨時、パート、アルバイト等を含む。）
に適用されます。
最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金や働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設けられております。

業務改善助成金に関するご相談は 新潟労働局雇用環境・均等室 電話025-288-3528
働き方改革推進支援センターの無料相談に関するお問い合わせは
新潟県働き方改革推進支援センター 電話0120-009-229または025-256-8701
最低賃金に関するお問い合わせは
新潟労働局労働基準部賃金室 電話025-288-3504または各労働基準監督署

つばめ会議所ニュース

（4）第451号

青年部だより
会員数111名（10月1日現在）

令和元年10月15日発行

9月事業 講演会
「言葉で
伝える力」
を開催しました！

燕商工会議所青年部（中山聡会長）は９月13日、
明治屋にて９月事業を開催しました。フリーアナ
ウンサーの菊野麻子氏をお招きし、
「言葉で伝え
る力～相手に届けるために大切なこと～」と題し
て、講演会を行いました。相手に伝えるための話
し方、状況や話の組み立て方などについて、講演
がありました。参加者からは、
「普段何気なく話
していたが、今日学んだことを活かして、考えな
がら相手に伝えていきたい」といった感想があり
ました。

会議所の動き
昨年秋、燕市を舞台に放映され、大きな反響を呼んだテレビドラマ「下町ロケット」
。
市役所付近を会場に行われた大規模ロケから１周年を記念し、スマート農業に関す
るフォーラムを開催します。

10月

入場料

無料

野口 伸 氏

森崎 博之 氏

11月

15日㈫
17日㈭
18日㈮
20日㈰
21日㈪
23日㈬
24日㈭
25日㈮
29日㈫
31日㈭
5日㈫
11日㈪
12日㈫

内容

（1）基調講演「スマート農業の現状と今後の展望」
講師 野口 伸 氏（北海道大学大学院 農学研究院 副研究院長・教授）
（2）トークセッション「スマートなミライのアグリを考える」
パネリスト 野口 伸 氏
森崎 博之 氏（俳優・TEAM NACSリーダー）
荒木 康男 氏（㈱白銀カルチャー代表取締役）
佐藤 広幸 氏（㈱アグリシップ代表取締役）
鈴木 力（燕市長）

■定
員
■申込方法

500人
BSN新潟放送のホームページでお申し込みください。
「 BSN スマート農業 」で検索
■お問い合わせ 燕市農政課 農政企画係
TEL 0256-77-8242
燕市地域振興課 交流推進係 TEL 0256-77-8364
燕商工会議所

運輸・情報通信業部会

受講料

10月23日㈬午後3時〜午後5時

日時

主催

無料

燕商工会議所 ３階 ホール

会場 パネリスト

AIBA認定貿易アドバイザー

田辺

講師

良則

氏

「いまさら聞けない、初めての海外ビジネス」

研修
テーマ

■定
員：30名（★人数限定／先着順）
■申込方法：10月18日（金）までにFAX・電話にてお申込みください。
■申込み・問合せ先：燕商工会議所 経営支援課（担当：井畑／小林）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705

平成から令和へのたすき
〜燕商工会議所70周年記念誌〜

このほど当所の70周年記念誌が完成いたしました。
この70周年記念誌は会員事業所と関係団体に無償で配布させ
ていただきます。欲しい方は当所まで取りに来てくださいますよう
お願い申し上げます。数に限りがございますのでご了承ください。

お問合せ●燕商工会議所

燕商工会議所青年部は、若手経営者として
の資質向上を目指し、様々な企画・セミナー・
視察等の企画運営を通じて、自己研鑽に努め
ています。若手経営者としての悩みや相談を
共有できる仲間作りの場として、仕事の情報
やつながりを得る場として活用されていま
す。
満20歳～ 45歳の商工業等に従事する若手
経営者ならびに後継者であれば入会が可能で
す！詳細は事務局（TEL：63-4116）までお
気軽にお問合せください！

（10月中旬〜 11月）

3級簿記講座
市民の会 理事会／法律相談会
常議員会／ 3級簿記講座
磨き屋シンジケート社内検定
マル経資金審査会／ 3級簿記講座
メイドイン・ツバメ認定委員会
運輸・情報通信業部会 海外展開セミナー
働き方改革無料窓口相談会
知的産業財産権相談会／臨時議員総会／ 3級簿記講座
3級簿記講座
3級簿記講座
3級簿記講座
googleマップを活用した最新の実店舗活用セミナー
正副会頭会議
工業部会 正副部会長会議

No.5

このコーナーはみなさまの生活に
関係する労務管理について、隔月で
連載いたします。

ようやく秋になりました。涼しい。 もし最低賃金額よりも低い賃金で契
嬉しい。ありがたい。私は秋の夕暮 約したとしても無効となり、最低賃金
れが一番好きな時間で、みんなが幸 額と同額で契約したものとみなされま
せにはたらく組織ってどうやって作 す。また、もし最低賃金を支払ってい
るのがベターなんかなぁ、サステナ ない場合には、その差額を支払わなけ
ビリティって発音する度に噛んでし ればなりません。罰則（50万円以下の
まうなぁとか、甘いものを食べなが 罰金）も定められています。
さて、新潟の最低賃金は平成元年
ら時々ぼけえぇっとしています。皆
さんも活力が回復し、様々な活動を に476円でしたが平成30年に803円と
盛んに行っていることと思います。 な り、30年 で 約1.7倍 に な り ま し た。
芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、 令和30年にはどうなるでしょうか。
そして食欲の秋・・・太りました１ ここ数年の傾向を単純にあてはめま
キロ。いろいろなところでお叱りを すと、2,164円となり、約2.6倍となり
ます。
受けることになりそうです。
最低賃金の引き上げに関しては
秋という言葉には、特に重要なこ
とのある時期、という意味もあるそ 様々な議論がありますが、令和７年
うですが、
10月６日より830円
（新潟県） 頃には新潟の最低賃金が1,000円を超
に最低賃金が引きあがることについ えることも想定して、あらゆる業種
において、ロボットに置き換えられ
て、今回取り上げたいと思います。
最低賃金制度は、もともと労働基 ないスキルを、人生の秋を迎えたと
準法に定めていたものを独立させる 思っている方であっても、学ぶ直す
形で、最低賃金法が1959年４月15日 意欲を持ち続けることが大切になり
に公布されました。
「賃金の低廉な労 そうです。
働者について、賃金の最低額を保障
燕商工会議所
することにより、労働条件の改善を
顧問社労士
図り、もつて、労働者の生活の安定、
井上智玄
労働力の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資するとともに、国民 （2019年10月123㌔・前回から
経済の健全な発展に寄与すること」 1㌔増／初回から12㌔減）
を法の目的としています。
次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

電話63-4116

★次号は

カンタン手続き、スピード審査、担保や第三者保証人は
不要です！
最高500万円、
返済期間７年以内

月 日（金）折込みです。

11
15

あらゆる事業資金をバックアップします

時間外は本店ローン相談日をご利用いただけます。
毎 週 水 曜 日 17：30〜20：00
第１・第３土曜日
9：00〜17：00

青年部は会員を
募集しています！

燕商工会議所 〒959-1289 燕市東太田6856
建設業部会

TEL 0256-63-4116 FXA0256-63-8705

