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ハンドル周辺に
「川連塗り」
の技術で漆を塗布
ルーフとシートカバーに「秋田八丈」

「ご当地レンタカー」のＰＲカー

株式会社ドラグーン
秋田市立体育館向かいに位置し、
“クルマ初級者専門店”として、100台規模の中古車
展示場と試乗コース、陸運支局認証の自動車整備工場を備える“笑顔を乗せて走る暮
らしのパートナー”
「ラビット秋田臨海店」を運営。観光関連事業と、秋田の伝統工芸に
着目し、
「ご当地レンタカー」という新たなビジネスモデルに取り組もうとしている。

パワーウインドウスイッチパネルに「樺細工」
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大好きなふるさと秋田を
応援しています！

❹
ギュギュっとあきた！週末イベントリレー

［秋田市観光クチコミ大使］及川音楽事務所

先月の豪雨で被害に遭われました方々には、心よ
りお見舞い申し上げます。
秋田市出身のソプラノ歌手、鈴木貴子と申します。
私は及川音楽事務所に所属し、音楽活動をしており
ます。平成 27 年 8 月からは、秋田市観光クチコミ大
使を委嘱され、全国の皆様に向けて秋田県の PR に
尽力いたしております。

❻ 会議所レポート
❽ 伊達な商談会

その活動といたしまして、SNS を活用し、独自に
「秋田市観光クチコミ大使」という Facebook ページ
を作って情報をシェアしたり、秋田に帰省した際に
訪れた場所の紹介や、秋田への思いなどを発信して
おります。
また、私のコンサートにおいて、秋田が生んだ作曲
家成田為三先生の「浜辺の歌」を歌ったり、
MC に秋
田弁を織り交ぜたりして秋田県を知っていただくよ
うにしております。
そして、昨年の 11 月には、
【秋田の水（あきたのさ
け ）んだんだ秋 田♪】というオリジナル 曲を作り
YouTube にて配信をしております。この曲は、
秋田
の美味しいお米と水で作られた秋田のお酒をまるで
お水のようにグイグイと飲む様子からできた歌で、
37 の酒蔵を全て入れ秋田弁で歌っております。私の
ふるさとへの思いを込めた、秋田への応援歌です。
機会がございましたら是非一度お聴きください。
鈴木貴子

んだんだ秋田

検索



 一一〇周年記念事業

現在、私は茨城県古河市に在住し、都内や関東を
中心に音楽活動をしております。ふるさと秋田にお
いても、年に 2 回ほどコンサートやライブに出演さ
せていただいております。
この 6 月にも、秋田駅前のライブハウスにおいて、
牛島活性化団体ベコアイランドサミットさん主催の
コミュニティーライブに出演させていただき、秋田
を盛り上げたいという思いを持った沢山の皆さんと
一緒に音楽を通して盛り上がりました。オリジナル

鈴 木 貴 子

氏

曲の【秋田の水（あき
たのさけ）んだんだ秋
田♪ 】もライブ で演
奏しましたが、
「秋田
にはおいしいお酒 が
たくさんあるよね 」
、
「秋田弁はいいね」と
改めて秋田の魅力に
ついて語り合うきっ
かけになりました。
これからも、ふるさ スパニッシュギタリスト細川晶生氏
と秋田の良いところ とのコラボレーションユニット
「PACO ｙ TAKACO」によるライブ
を、私なりに音楽活
動を通して全国にどんどん発信していきたいと思っ
ております。何か一緒にコラボレーションしてみよ
うと思われる方はお声かけいただければ幸いです。
これからも、ふるさと秋田を応援する為に尽力して
参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
■略歴
秋田市出身。
聖霊高校卒業。東京音楽大学声楽専攻オペラコース卒業。
現在、及川音楽事務所に所属し音楽活動を行うほか、古河市生
涯学習講座講師や古河カルチャーセンター講師などを務め、
ゴスペルクワイアを指導。
〈最近の主な活動〉
・古河警察署一日警察署長
・古河市議場コンサート
・成田為三生誕百年記念コンサート（浜辺の歌音楽館）
・ファミリーコンサート（秋田市にぎわい交流館 AU）
・東日本大震災チャリティーコンサート（秋田高陽教会）
・鈴木貴子ソプラノリサイタル（日暮里サニーホール）
・秋田ケーブルテレビ「シーナちゃん」生出演
・ラヂオつくば「イバラキングのごじゃぺラジオ Z」出演
～その他、都内・関東全域・秋田でのライブ・イベントに多数
出演

秋田市観光クチコミ大使 …秋田市に縁のある経済人や転勤等で過去に秋田市に在住経験のある方々に、身近な人々へのクチコ
ミやインターネットでの情報発信を通じて、秋田市の観光 PR にご協力いただくため委嘱している。

笑顔あふれるクルマ文化の
創造を目指して

❸ 挑戦する 企 業

挑戦する企業

株式会社ドラグーン
（ラビット秋田臨海店）

「クルマが好き」純粋な思いからの起業

新たな取組「ご当地レンタカー」
並行して次の一手を考えなければならない中で、
着目したのが観光関連事業でした。このとき注視し
たのは「観光の本質」についてです。観光の本質と
は、
「異文化に触れる感動ではないのか？」と思い
至った私は、
「秋田を訪れた観光客のためにご当地
感いっぱいのレンタカーを用意して、滞在中ずっと
秋田の文化を感じていただこう！」と考えました。
それが「ご当地レンタカー」というビジネスモデルで
す。私は「ご当地レンタカー」を、地域の伝統工芸
で車内装飾した観光専用のレンタカーとして定義付
けました。伝統工芸こそ、その地域ならではの独自
の文化を象徴するものだからです。
調べたところ、
「地域の伝統工芸＋レンタカー＝
ご当地レンタカー」という事業モデルは全国で初め
ての試みでした。この事業の新規性が評価され、去
年 10 月、当事業は中小企業庁が支援する施策「経
営革新計画」の承認をいただきました。
現在、稼動車両を鋭意製作中です。本格始動は
この 8 月を予定しております。秋田県内の企業の皆
様、県外からのお客様のおもてなしとして、この「ご
当地レンタカー」をご利用してみませんか？きっと
喜んでいただけると思います。
P r o f i l e●

■創
業
■事業内容
■所 在 地

■Ｕ Ｒ Ｌ

平成 12 年
自動車の販売・整備
八橋字下八橋 191-22
TEL：867-8400
FAX：867-8448
http://www.rabirin.jp/

挑戦する企業…意欲的・先進的な取組を行っている会員企業を紹介しています。

 新議員さんの横顔

この苦境が、
“裸の王様”になっていた自分を見つ
めなおす機会になりました。平成 18 年、秋田商工会
議所の企業革新塾に入塾、平成 19 年には秋田県中
小企業家同友会に入会し、経営の「あり方」と「や
り方」を根本から学び直すことにしました。平成 21
年に経営理念を成文化し、本格的な経営改革に踏
み切ります。社員からの協力も得られるようになり、
少しずつ業績が回復し始めたのはそこからでした。
以後、事業展開については、常に経営理念に照らし
て思考するようになりました。
「改造 EV（電気自動
車）ビジネス」もそのひとつです。平成 23 年、あきた
企業活性化センターの委託事業として「あきた EV
研究会」を立ち上げ、ビジネス化に取り組みました。
試作 1 号車の完成時には秋田県知事にも試乗してい
ただいております。試作 2 号車を製作したときには、
その取組が NHK の全国ニュースにも取り上げられ
ました。

しかし、製造原価と市販価格と車両性能の折り合
いがつかず、残念ながら２年前から開発が停滞し、
課題解決には時間を要する状況になっています。

❾ 会 員 情 報プラザ

経営改革

学氏

❼会 議 所レポ ート

私は幼少の頃から大のクルマ好きでした。街行く
クルマの名前を次々と言い当てたり、小学生になる
と率先してタイヤ交換を手伝ったりしていました。
クルマへの思いは大人になるほどに募り、21 歳で自
動車販売業界に入り、35 歳で有限会社ドラグーン
を立ち上げました。がむしゃらに働いて増収増益を
続け、平成 14 年には株式会社に改組。そこからは
拡大路線をひた走ることになります。平成 17 年に
『Rabbit』のフランチャイズに加盟、1200 坪の土地
を借りて現社屋を新築。自動車整備工場も設け、
展示車は一気に 100 台規模に、さらに社員数も創業
時の 4 倍強になりました。
しかし、急激な規模の拡大に経営者である私自身
がついていけなくなる、という事態に陥ります。焦
るほど、りきむほどに、経営状態が悪化するという
負のスパイラルに苦しむことになりました。

鎌 田

❺ 会議所レポート

代表取締役
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経営上のお悩みは、経営革新等支援機関の当商工会議所へご相談ください【経営支援課 TEL.866-6677】

～IoT活用セミナー・交流会～

7／6

～第70回秋田県珠算競技大会～

7／9

秋田市文化会館において、小学校、学校
（中学生・
高校生）
、一般の部より合わせて 98 名が参加し、
総合（団体・個人）
、フラッシュ暗算、読上暗算、読
上算の競技が行われた。
個人総合競技では、畠山智晴選手（大館商業ＯＢ）

●個人総合競技優勝者
小

学

校

高山

皐（八橋小）

中

学

校

照井

楓（秋大附属中）

高

校

石澤

真太郎（明桜高）

一

般

畠山 智晴（大館商業 OB）

秋田運送株式会社
代表取締役会長
代表取締役社長

本社

石
近

田
藤

哲
俊

治
一

010-0802 秋田市外旭川字水口 155 － 1
TEL 018-824-1081 FAX 018-862-8751
URL http://akitaunso.co.jp

課題解決へワンストップ対応
～金融等個別相談会～

7／12

秋田市内の事業所が抱える経営、金融、事業承
継等の様々な経営課題をワンストップで解決する
ため、秋田市との共催により第一会館で開催し、
4 社が参加した。相談会では中小企業診断士、秋
田県信用保証協会、日本政策金融公庫等の各相談
コーナーを設け、資金調達、販路開拓、親族内事
業承継などの課題解決につなげた。
相談会以外でも、随時、経営安定特別相談窓口
を開設し、経営に関する様々な相談に応じており
ますのでご利用ください。
相談内訳

経営改善 資金調達等

2件

既存事業に対する助言

1件

事業承継 事業承継に対する助言

1件

保険とリース、相続・事業承継の
ご相談はお気軽にどうぞ！
！
株式会社

北日本ベストサポート
〒010-0967 秋田市高陽幸町8番17号 岸ビル内
TEL.018-883-1888 ㈹ FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

階層・分野ごとに体系化された研修で企業の中核人材を育成～ビジネススクール凌雲塾【経営支援課 TEL.866-6677】

 新議員さんの横顔

一般貨物輸送・ＪＲ貨物コンテナ・倉庫・大型クレーン作業・重量物運
搬 / 据付・引っ越し・海上コンテナ輸送・輸出/輸入通関業務・フェリー

㈱全国商店街支援センターから採択を受け、協
同組合秋田市民市場が繁盛店づくり支援事業を実
施した。当事業は、全国の店舗改善で活躍する経
験豊富な講師から、各個店が直接指導を受けるもの。
横浜市に活動拠点を構えるリテール・マーケ
ティングプランナーの並山武司氏より、鮮魚店・
酒販店の 2 店舗が、お客様視点での店舗レイアウ
トやアイキャッチとなる広告物など具体的な改善
指導を受けた。並山氏は「改装費等にお金をかけ
る必要はない。繁盛
店が当たり前にやっ
ていることを学び、
『売る』から『売れ
る』店へ変貌を遂げ
てもらいたい」とア
ドバイスした。
直接指導の様子

❾ 会 員 情 報プラザ

が 26 連覇を達成。同大会は 9 月 10 日に八戸市で
開催される第 66 回東北珠算競技大会の予選も兼
ねており、代表選手 45 名が選出された。

7／11

❼会 議 所レポ ート

東北大会目指し熱戦！！

～繁盛店づくり支援事業～

❺ 会議所レポート

近年、急速に拡大する IoT 市場に関するセミナー
をホテルメトロポリタン秋田で開催し、県内製造
業者を中心に 30 名が参加した。
業界の第一人者である山形大学客員教授の松田
修氏を講師に迎え、IoT の基礎知識から最新の動
向、企業における導入への道筋と活用法を学んだ。
松田氏は「IoT とは、モノ同士がインターネット上
でつながる事を指し、第四次産業革命以後に台頭
した情報技術で、
現在、
最も伸びている分野の一つ。
中小企業が IoT を導入する場合、大企業の真似を
して無理なシステム導入をするとコスト増になっ
てしまうため、課題（目的）を明確にし
て必要最低限の導入を図ることが大
切である」と述べた。
セミナー終了後、松田氏を囲んだ交
松田氏
流会を実施し、懇親を深めた。

現場指導で「売れる」店に

❸ 挑戦す る 企 業

IoT市場の最新の動向を情報提供

❷ 活力あ る 秋 田

インフラ整備によるストック効果発揮を
～秋田県建設部との意見交換会～

7／6

❹
ギュギュっとあきた！週末イベントリレー

❻ 会議所レポート

秋田県建設部の柴田公博建設技監、白井正興港
湾技監をゲストに迎え、
「道路、港湾、空港など交
通拠点整備によるストック効果等について」と題
し、運輸交通部会員・建設部会正副部会長 16 名
との意見交換会を秋田キャッスルホテルで開催。
柴田氏は「県建設部の重点施策の構成は、①産
業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略、②
未来の交流を創り支える観光・交通戦略、③人口
減少社会における地域力創造戦略、④県土の保全
と防災力強化、⑤安全で安心な生活環境の確保の
５つ。既存インフラの課題を官民で共有し、新た
なインフラ整備によるストック効果について議論
を進め、整備実現を目指したい」と述べた。部会
員からは「秋田港と秋田自動車道のアクセス道路
の早期実現を望む」
「 空 港 へのアクセス
充実で広域観光の創
出が期待できる」な
どの意見が出された。
アクセス・インバウンドなど様々
な視点で意見交換

県内主要3港の港湾整備促進を要望
～当所・秋田港振興会ほか～

7／11

❽ 伊達な商談会
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三浦廣巳会頭をはじめとする秋田港関係者のほ
か、船川港、能代港の関係者も参加し、3 港合同
による要望活動を実施。大野泰正国土交通大臣
政務官など国土交通省幹部と面談し、「地域の暮
らしと経済を支える秋田の港湾整備を目指して」
と題した要望書を手交した。各港共通で港湾関
連予算の確保を要望したほか、秋田港からは①湾
内静穏度の向上を図る国直轄事業による外郭施設
（防波堤）の整備促進、②クルーズ船受入環境整備
への支援、③港湾背後地の人命・財産を守るため
の津波対策施設整備への支援の 3 点を要望した。
また、港湾局計画課の加賀谷俊和計画企画官、
西村拓事業企画官を囲み、県内 3 港に係る勉強会
を開催。三浦会頭は「秋田港はコンテナ貨物量、
クルーズ船寄港回数ともに過去最高を記録し、大
規模発電施設
の建設構想な
ど明るい話題
が揃っている」
と秋田港をＰ
Ｒした。

大野政務官（右から3番目）に要望書を手交

全線開通に向け整備促進を決議

7／7
～高速道路ネットワークを利用した
地域づくりフォーラムinあきた～
秋田市文化会館において、県選出国会議員や関
連市町村、経済団体等から約180人が出席し開催。
日本海沿岸東北自動車道および東北中央自動車道
の早期全線開通に向けた建設促進を国へ要望する
ことを決議した。
基調講演では、
（一社）東北観
光推進機構の紺野純一専務理
事推進本部長より「広域連携に
よる東北の観光推進について」
と題し、東北のインバウンドの
紺野氏
現状や課題克服に向けた東北
観光推進機構の取組みについて、ご講話いただい
た。紺野氏は「観光は『モノ』から『コト』への時
代になっており、どんな人や産業からでも参入し
協力できる。東北が一体となって連携しながら、
知恵を出し合って取り組んでいくことが重要」と
述べた。
また、道路利用者を代表して、大館、にかほ、湯
沢の各地区から高速道路ネットワークの整備促
進に対する意見発表が行われた。

㈱たけや製パンが主力商品を紹介
～工業部会・第12回ものづくり技術連携交流会～

7／14

秋田市内製造業の技術者・研究者が持つ強みや
特徴を共有しながら連携の可能性を探ることを目
的に、部会員30名が参加し、ホール80で開催した。
はじめに、㈱たけや製パンの武藤真人代表取締
役が、企業概要および主力商品について説明。人
気商品のアベックトーストやバナナボートの製
造体制と工程のほか、北秋田市鷹巣の武藤製パン
が製造していたチョコバターサンドの取扱経緯
などを紹介した。
引き続き、秋田県産学連携推進機構の佐藤雄介
氏が、北東北 3 大学 3 銀行の提携による地域版
TLO「ネットビックスプラス」のこれまでの取組状
況やシーズ登録件数、今後の運用方法等を説明。
その後の交流会では、参加者による活発な意見
交換が行われた。

意見交換の様子

※
「TLO」とは、Technology Licensing Organization
（技術移転機関）の略称。

事業再生計画・経営改善計画の策定のご相談に応じます【秋田県中小企業再生支援協議会 TEL.896-6150】

～新規高卒者・中小企業等就職促進セミナー～

ギャップ

7／23

19 人 が出 席
し、ホール80で
開 催。 今 回 は、
人口減少により
国内の食料市場
が縮 小 する中、
国外市場の拡大
に伴い、国際競
小松氏（左）、永須氏（右）
争上優位となる
GAP／HACCP 規格の策定・認証取得について、
秋田県農林水産部水田総合利用課の小松修副主
幹と生活環境部生活衛生課の永須昭夫主幹をゲ
ストに迎え、懇談した。
GAP は農業生産品、HACCP は加工食品につ
いて、記録、点検、評価を持続的に行い、生産工程
や衛生管理の安全性を「見える化」
する認証制度で、
国際取引では流通過程が複雑であるため、明確化
が推奨されている。近年は、海外企業より認証取
得が求められるケースもあるため、小松氏は「今
後の動向に対応できるよう、事前に準備したほう
が良い。まずは現場に GA P の考え方を導入し、
必要に応じ認証取得して欲しい」と述べた。
や もり

リノベーションまちづくりにおける家守の重要性

7／27

～第１回寺町観光研究会～

経営者目線の
セミナーしてます。
〒011-0901
〒013-0044
〒017-0872
〒018-3301
〒016-0878
〒015-0041

秋田市寺内字後城322-3
横手市横山町2-3
大館市片山町3丁目13-40
北秋田市綴子字大堤道下95-2
能代市字臥竜山39-4
由利本荘市薬師堂字谷地97-1

TEL 018-845-1141 FAX 845-5079
TEL 0182-32-2612 FAX 33-4540
TEL 0186-42-1335 FAX 42-1356
TEL 0186-63-1451 FAX 63-0130
TEL 0185-52-5151 FAX 54-8183
TEL 0184-22-3134 FAX 24-3582

中小企業活性化サポート
秋田市卸町 1-3-2 秋ト協ビル
TEL 018-853-5005

社会保険労務士

高橋 朱実

社会保険労務士
社会保険労務士
社会保険労務士

冨沢 克次
武田 明子
春日 紀子

親族・従業員・第三者～会社の事業承継のご相談に応じます【秋田県事業引継ぎ支援センター TEL. 883-3551】

 新議員さんの横顔

働き方改革

❾会 員 情 報プラザ

寺町観光研究会メンバーの他、寺町の寺院の住職や行政機関より 19 名が参加し、ホール 80 で開催。
全国でリノベーションまちづくりに取組む、㈱リノベリングの青木純取締役を迎え、
「まちをつくる家守の
仕事」をテーマに懇談した。家守とは、江戸のまちの不動産管理人のこと。青木氏
は「リノベーションまちづくりは、今あるものを活かし、新しい使い方をして、まち
を変えていくこと。それには、戦略的都市政策、リノベーションスクール、家守会社
の存在が欠かせない。家守の役割は、行政・不動産オーナーとビジネスオーナーを
マッチングし、魅力ある人をまちに採用し、まちを共に育て、まちの魅力を高め続
けること」と述べた。続いて、グッドデザイン賞を受賞した、東京都練馬区の育つ賃
貸住宅「青豆ハウス」や南池袋公園の再生事例等を紹介。
その後、まちづくりにおける行政の役割や、寺町の可能性等について意見交換が
行われ、参加者からは寺町でのリノベーションスクール開催を望む声も上がった。
青木氏

本
社
横手支店
大館営業所
北秋田営業所
能代営業所
由利本荘営業所

❼ 会議所レポート

真剣な表情で聞き入る生徒達

7／27

～第２回商業部会～

❺ 会議所レポート

県内就職の促進を目的に、秋田キャッスルホテ
ルで開催。当日は記録的な豪雨という悪天候にも
かかわらず、県内 15 校から就職希望の生徒や保
護者、学校関係者など 270 名が参加した。
三浦廣巳会頭は「この機会に県内企業の魅力を
感じてもらい、将来に向けて可能性のある人生に
一歩を踏み出してほしい」とあいさつ。
本誌の「挑戦する企業」ページに掲載された 9
社の紹介と、採用実績のある企業 5 社からの PR
のほか、佐藤裕之副会頭、秋田雇用開発協会の赤
川靖宏副会長、社会人の先輩2人からのアドバイ
スやエールに、参加者は真剣な表情で聞き入って
いた。
引き続き、ハローワーク主管の採用予定企業に
よる個別ブース型情報交換会が開催され、参加し
た 59 社 の 採
用担当者と生
徒らによる熱
心な情報交換
が行われた。

ハサップ

ＧＡＰ／ＨＡＣＣＰを学ぶ

❸ 挑戦す る 企 業

高校生に県内企業の魅力をＰＲ

❷ 活力あ る 秋 田

伊達な商談会 in ＡＫ
Ｉ
ＴＡ 出展事業所募集
平成 25 年から東北六県商工会議所会員事業所を対象に仙台商工会議所が開催している、バイヤー
とサプライヤーが一対一の商談を行う逆見本市型商談会「伊達な商談会」が成果を上げております。
当所においても、秋田県内商工会議所会員事業所の市場開拓へ向けた取組をより一層支援するため、
「伊達な商談会 in ＡＫＩ
ＴＡ」を開催します。販路拡大を図る絶好の機会ですので、ぜひご活用ください。
【日

時】 10 月 18 日（水）11：00 ～ 17：00

【場

所】 ホテルメトロポリタン秋田 3 階 ジュエル

【バイヤー】 ㈱藤崎：食品（食品全般、水産加工品・催事、ギフト関連等）、

❹

		

リビング用品（工芸関連の催事・ギフト関連等）

ギュギュっとあきた！週末イベントリレー

JR 東日本東北総合サービス㈱：
		①東北六県の JR 駅中で取り扱う土産品、おつまみ、菓子類、酒類等
		

②食品館ピボット等、スーパーで取り扱うグロサリー商品、ギフト商品

国分東北㈱：百貨店・スーパー向けの食材、惣菜等
㈱そごう・西武 西武秋田店：食品（食品全般、水産加工品・催事、ギフト関連等）
【商談時間】 １社 25 分

【定

員】

30 社（申込多数の場合は締切日前に募集終了）

【参 加 費】 秋田県商工会議所連合会会員事業所：3,000 円
非会員事業所：7,500 円
【申込締切】 9 月 27 日（水）

❻会議所レポート

※詳しい内容・お申込みにつきましては、同封の開催案内チラシをご覧ください。
《お問合せ・申込み》 秋田商工会議所

経営支援課

TEL 866 － 6677

仙台商工会議所では、東北の商工会議所会員事業
所を対象に、事前予約型個別商談会「伊達な商談会」
を開催し、カテゴリーごとのバイヤーと定期的な商談会を実施しています。当所経由で参加され
た会員事業所には、出展費用の一部を助成します。詳しい内容やスケジュール等につきましては、
ホームページでご確認ください。

❽ 伊達な商談会

後継者育成塾 参加者募集
事業を引き継ぐための基礎知識
や実際に承継された先輩からの体
験談、実践演習を通じて、後継者
の皆さんのパワーアップを図ると
ともに、後 継 者仲間とのネット
ワーク作りの場を提供します。
日

時

 一一〇周年記念事業

平成29年8月31日、9月7日、
14日、
21日、
28日
（全5日間）
全日程 13：30 ～ 17：30
場
所 秋田県社会福祉会館 9 階
定
員 30名（先着順）
内
容 ○事業承継・企業経営のポイント
○企業経営の基礎知識（税務・資金調達）
○事業承継体験談（9月7日）
㈱小松ばね工業
（東京都）代表取締役会長 小松 節子 氏
○事業承継計画（中期経営計画）の策定
受 講 料 5,000 円／名
申込締切 8 月 24 日まで
お問合せ・申込み
秋田商工会議所 経営支援課 TEL 866-6677

秋田商工会議所 伊達な商談会

検索



秋田市チャレンジショップのご紹介

女性のための美容整体“cara”
代表

加賀谷 穂奈美

心もカラダもリフレッシュ
美容整体とストレスの解消を
事業内容／美容整体、ストレスクリア
営業時間／ 9：00 ～ 16：30
定 休 日／日曜、その他不定休

秋田市では「自分のお店を持っ
て商売したい」という夢を持っ
ている方を支援するため、秋田
市民市場の一部分を提供し、起
業のサポートを実施しています。
加賀谷代表
このスペースに、女性限定の
美容整体と、ストレス
クリア体験を提供する
店舗が7月6日にオー
プンした。
「若返りと
健康維持のため、美
容整体を体験してみ
ませんか 」と加 賀 谷
代表。
施術ルーム

小規模事業者（従業員 20 人以下・商業・サービス業は 5 人以下）向け、無担保・無保証人・低利（7月12日現在 1.11％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

厳選した素材で本物の洋菓子を
アンジェ

洋菓子＆喫茶

Ａｎｇｅ

代表

越後屋 隆

住所／土崎港北1丁目12-34
TEL／845-5515
営業時間／10：30～19：30

（日曜・祝日は18：00まで）
定休日／水曜
https://twitter.com/angetakashi

代表取締役

当事務所は秋田で一番丁寧な建設業許可専門の行政書
士事務所を目指しています。
個人・法人の新規建設業許可取得、更新、経審、各種変
更手続きのほか、産業廃棄物収集運搬許可、ものづくり
補助金、がんばる中小企業補助金など設備導入時の補助
金申請もサポート。建設業許可においては、難易度の高
い実務経験証明での許可取得の実績もあります。
皆様のお問合せをお待ちしております。

この看板が目印

住所／牛島西4丁目23-11
TEL／892-6860
E-mail／
nextstage8862@ybb.ne.jp

当社が新開発し、実用新案登録Ⓡしたガソリンスタンド
用「集客行燈カラーLED営業灯」はカラー配光が可能で、
横方向への拡散発光により、特に遠方の視認性に優れ、集
客力アップに効果的。実際に設置したガソリンスタンドで
は、
６～８％集客がアップした事例もあります。また、照明・
節電のプロとして、当社オリジナル「ハイブリッド節電Ⓡ
システム」により、LED照明設備投資額を実質 0円にする
節電提案をはじめ、補助金活用などのご相談を承ります。

所長で行政書士の松本さん

「俺、秋田。」と銘打ち秋田産食材を全国へ
かねもと伊藤鮮魚店
代表

住所／中通４丁目7-35
秋田市民市場１階
TEL／835-6610

伊藤 博元

９
●

秋田県漁協船川総括支所の仲買人が営む業務用卸専門
店。築地の有名仲卸で実務経験を積んだ息子とともに、
厳選した地魚等を秋田にとどまらず全国へ出荷し、大変
好評を得ています。これぞ、というものには ｢俺､ 秋田｡｣
ステッカーを貼って差別化し、食材王国秋田の PR も。
アワビや活魚、桧内川の天然鮎、じゅんさい等、築地を
はじめ全国に通用する食材は尽きず、秋田の魅力の一つ
としてどんどん売り込んでいきたいと考えています。

プロの料理人も唸る＂目利き＂の厳選食材

簿記・販売士・ビジネス実務法務等々、社員のスキルアップに商工会議所検定のご活用を！

 新議員さんの横顔

「俺、秋田。」
ステッカー

集客行燈カラーLED営業灯（オレンジ・ブルー・グリーン）

会員情報プラザ

高橋 多賀雄

松本 寿子

印象的な外観

新開発の照明導入で集客アップ
㈱ネクストステージ

所長

住所／南通亀ノ町10-38
TEL／807-3187
営業時間／8：30～17：30
定休日／土曜、日曜、祝日
URL／https://minamidouri.jimdo.com/
E-mail／minami-dori@cna.ne.jp

❼会議所レポート

「まるごとピーチ」464円

南通行政書士事務所

❺ 会議所レポート

土崎中学校近く、ピンクの外観が一際目立つ当店。老
舗ホテルでの勤務経験を活かし、こだわりぬいた材料で
一つ一つ手作りしている。夏のお薦めは「まるごとピー
チ」。フレッシュな桃を白ワインベースに漬け込んで、旨
みを十分に引き出し、たっぷりのカスタードを詰めてい
る。多い時には売上の半分を占める程の人気商品。他に
高級チョコレートを使用した洋菓子など種類は豊富で、
イートインも可能。贈答や自宅用に、ぜひご賞味ください。

建設業許可専門の行政書士事務所

❸ 挑戦す る 企 業

わが社の自慢

❷ 活力あ る 秋 田

秋田商工会議所
創立110周年記念式典・祝賀パーティ
■日

時

平成 29 年 9 月26日（火）14：00 ～（祝賀パーティ 18：00 ～）

■場

所

記念式典（第 1 〜 3 部）
：秋田県民会館   祝賀パーティ：秋田キャッスルホテル
お一人 6,0 0 0 円（祝賀パーティ参加のみ）

■参 加 費
■内

容

❹
ギュギュっとあきた！週末イベントリレー

第１部

優良社員表彰式

第 2部

記念特別講演会

農林中金秋田支店長、農林中金全共連アセット
マネジメント㈱代表取締役社長、㈱あおぞら銀
行代表取締役会長兼 CEO、㈱産業革新機構代
表取締役社長 CEO 等を歴任。平成 21年 10月
から 28 年 6月までフィデアホールディングス
㈱社外取締役。27年 7月より現職に就任。

演 題 「投資のこころ」
講 師

㈱ジェイ・ウィル・コーポレーション
のう

み

きみ

かず

顧問  能  見  公  一 氏

第 3部

記 念 式 典

第 4部

祝賀パーティ

・功労者表彰 ・ＡＫＳ起業家大賞表彰 ・女性の活躍推進先進企業表彰 ・大会決議

ご案内状を郵送いたしますので、同封の参加申込書にてお申込みください。

■お申込み

■問合せ先 秋田商工会議所 企画振興課 ＴＥＬ866-6679

❻会議所レポート

サービス業、小売業、建設業は改善の一方、
製造業、卸売業は悪化

秋田市内
企
業
景況調査

〈業況DI値〉

4 〜6 月期

〈来期の見通し〉卸売業は横ばい、製造業、建設業は改善を見通す一方、サービス業、小売業は悪化の見通し
調査対象数250社、有効回答数221社
（回答率88.4％）

❽伊達な商談会

■業況DI値（全産業）

■売上額・完成工事額DI値（全産業）

■採算（経常利益）DI値（全産業）

今期のＤＩ値は、▲15.6と前期比
で改善。来期は、▲15.2と今期比で
ほぼ横ばいの見通し。

今期のＤＩ値は、▲8.6と前期比で
改善。来期は、▲9.5と今期比でわず
かに悪化の見通し。

今期のＤＩ値は、▲14.2と前期比
で改善。来期は、▲15.5と今期比で
わずかに悪化の見通し。
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 一一〇周年記念事業
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■設備投資
今期で最も多かったのは、
「機械・設備・倉庫」
（21件）
、
次いで「建物・工場・店舗」
（15件）
、
「ＯＡ機器」
（13件）
の順となっている。
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B
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+7.9 ▲ 11.4
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■経営上の問題点
製造業、卸売業、小売業で「需要の停滞」を第１位に挙げて
いる。建設業は「熟練技術者の確保難」
、サービス業は「従業
員の確保難」を第１位に挙げている。
建 設 業
製 造 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

第１位
熟練技術者の確保難
需要の停滞
需要の停滞
需要の停滞
従業員の確保難

件数
9
11
18
11
12

もしもの備えに、業務上・業務外を問わず 24 時間保障～生命共済制度【総務課 TEL.866-6674】

％
21.4%
26.2%
45.0%
30.6%
27.9%

月日

行事

時間

株式会社ＲＢａｄｖａｎｃｅ

場所

8/22・29 ビジネススクール凌雲塾
9：30～ 当所 7F
「プレゼンテーション研修」
8/28 情報通信部会

代表取締役

15：00～ 当所 7F

8/31・9/7・14・21・28
後継者育成塾

13：30～ 秋田県社会
福祉会館
14:30～ 秋田ビュー
ホテル

9/3 秋田ふるさと検定
秋田県社会
［ 3 級］10：30～［2・1級］13：30～ 福祉会館
9/5 企画政策委員会

10：00～ 当所 7F

9/6 ビジネススクール凌雲塾
「ＣＳ向上研修」

☞

9：30～ 当所 7F

9/6 秋田市在京経済人交流懇談会 16:30～ ホテル
椿山荘
9/7 消費税軽減税率対策セミナー
「人を育てる会社づくり
～採用から育成まで～」
9/13 ビジネススクール凌雲塾
「企画提案力」

9：30～ 第一会館
本館
9：30～ 当所 7F

生命共済制度配当金振込のお知らせ
平成28年度
（28年5月～29年4月）配当 金を8月18
日に掛金の振替口座へお振込いたします。なお、配当
金額については、明細書を持参または郵送しておりま
すのでご確認ください。
お問合せ

秋田商工会議所 総務課 TEL 866-6674

【特別相談窓口】
秋田商工会議所 経営支援課
TEL 866-6677（9：00〜17：00）
〜右記の災害復旧貸付のほか、返済条件
緩和等の相談に応じております〜

秋田県中小企業災害復旧資金
（平成29年7月22日から23日の大雨災害復旧特別融資）
・融資限度額
・融 資 利 率
・保 証 料 率
・資 金 使 途

3,000 万円
年 1.20％
年 0％
	運転資金、設備資金
（直接的被害に加え、間接的被害も対象）
・融 資 条 件 商工団体の「被害状況確認書」による確認が必要
・貸 付 期 間 10年（うち据置期間 2 年）
・実 施 期 日 平成29年8月1日〜12月28日

秋田中央交通株式会社
高速バス予約センター

▶運賃
（大人）
片道…4,100円
往復…7,400円

ステンレス、スチール、アルミのことなら
製作から施工まで …

仙 秋 号
秋田駅東口発 宮交仙台高速バスセンター発
7：00 発
8：00 発
9：00 発
10：00 発
11：00 発
12：00 発
15：00 発
16：30 発
18：00 発
18：50 発

8：00 発
9：20 発
10：40 発
12：00 発
14：15 発
15：20 発
16：20 発
17：30 発
18：15 発
19：00 発

TEL.018(823)4890
URL http://www.akita-chuoukotsu.co.jp

〒010-1601 秋田市向浜一丁目6 - 1
TEL 018-874-7881 FAX 018-874-7882
URL : http://www.sasakiss.co.jp

会員向けメールマガジン配信中！経営に役立つ情報をお届けしています
ご登録は「maga@akitacci.or.jp」宛てに企業名をお知らせください【企画振興課 TEL.866-6679】

 新議員さんの横顔

秋田・長崎屋発
22：00
ハイアット・リージェンシー東京発
21：40

仙台

フローラ号
▶運賃
（大人）
片道… 9,700円
往復…16,700円

秋田

（新宿）

東京

お 得 で 快 適 な 高速バス

❾会員情報プラザ

７月22日からの大雨被害に係る
中小企業等を対象とした
特別相談窓口を設置しました

❼会議所レポート

☞は、今月のとくとく情報便で詳細を確認できます

弊社は平成 17 年に創業し、秋田県内、宮城県
仙台市、青森県内に美容室を展開しております。
店名は「美容室ＨＡＩＲ Ｐｏｓ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏｎ」です。現在、直
営店 23 店舗とＦＣ店 2 店舗の計 25 店舗、社員数
203 名で営業しております。お蔭様で今期 13 期
目を迎える事が出来ました。
秋田商工会議所へは、平成 16 年に個人事業主
として入会し、主に青年部（ＹＥＧ）として活動し
て参りました。平成 27 年度には秋田商工会議所
青年部会長を拝命し、今年度からは秋田県商工
会議所青年部連合会の会長を務めております。
人口減少、人手不足、働き方改革によるコス
トアップと生産性の向上を如何にして達成する
のか、弊社に於いても課題山積ですが、故郷秋
田の元気は、秋田の企業の元気無くして達成は
出来ません。先ずは自社を大いに発展させられ
る様、更に県外での事業発展を図れる様、常に
まだまだ序の口の気持ちで経営に邁進したいと
思います。
結びに、今期より議員として、主に専門サービ
ス部会での活動になりますが、より一層励んで
参りますので、更なるご指導ご鞭撻の程、宜しく
お願い致します。

❺ 会議所レポート

9/1 日本海沿岸東北自動車道
建設促進フォーラム

杉 本 公 彦氏

❸ 挑戦す る 企 業

新議員さんの横顔

７/２６

ミュージカル「東海林太郎伝説」
と

公演概要発表

わ

―秋田が生んだ永 遠 の歌声―

No.803

〈第２回実行委員会・記者会見〉

詳しくは商工会議所または保証協会へ
KWWSZZZFJFDNLWDRUMS

秋田事業部

〒

■本
所
■土崎支所

ＴＥＬ（０１８）８６３－９０１６
秋田市旭北錦町 秋田県商工会館２階

〒010-0923 秋田市旭北錦町1－47

TEL.018
（863）4141 FAX.018
（862）2101

〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3－1

TEL.018
（845）5983 FAX.018
（845）7964

秋田市旭北錦町一番四七号（秋田県商工会館内）
ＴＥＬ（〇一八）八六六─
六六七九

商工団体推薦保証

相場哲也

商工会議所と連携して資金調達をお手伝い

編集発行人

信用保証と経営支援で
秋田の中小企業を応援します

発行◎秋田商工会議所

お問合せ：ミュージカル「東海林太郎伝説」公演実行委員会事務局 秋田商工会議所まちづくり推進課 TEL 866-6676

通巻八〇三号

… あらすじ …………………………………………………………………
2 2 歳の東海林太郎は千秋公園の松に登り、遙か海を見ながら夢
見ていた。
「 世界中を音楽で満たしたい」と。先輩の成田為三も音楽
家になる道を熱心に薦めるが、父親の猛反対でその夢は叶えられず、
早稲田大学を出て満州鉄道に入りエリート社員の道を歩み始める。
しかし仕事振りが認められずに左遷の憂き目に会い、3 0 歳で満鉄を
退社し日本に戻ると中華料理店の経営に失敗。貧困のどん底に突き
落とされる。
だが、身を助けたのは妻シズと熱心に練習していた歌だった。音楽
コンクールのバリトンの部で一位に入賞し、
「 赤城の子守唄」が大ヒッ
ト。日本中に東海林太郎の歌声が響き渡り、国民的歌手になる。
しかし、第二次大戦後、占領軍によって太郎は持ち歌を歌うことを
禁じられてしまう。何のために歌うのか、誰のために歌うのか。時代
の大きな流れに抗いながら、太郎は本物の歌を探す旅に出るのだった。

平成二十九年八月十日

主催：ミュージカル「東海林太郎伝説」実行委員会
（秋田県、秋田市、秋田県教育委員会、秋田市教育委員会、秋田魁新報社、
NPO法人東海林太郎顕彰会、
秋田商工会議所）
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A ug.2017
（毎月一回十日発行）

11 月 5 日からエリアなかいちにぎわい交流館 AU で上
演するミュージカル「東海林太郎伝説」公演の配役等に
関する記者会見を行った。
三浦廣巳実行委員長は「多感な子ども
左から、主演俳優の高野氏
（東海林太郎役）
、わらび座山川社長、 たちが進路を考えるきっかけになり、秋
三浦実行委員長、脚本演出の栗城氏
田への誇りを持って未来に進んでもらい
たか の けん や
たい」とあいさつ。東海林太郎を演じる高野絹也氏（TOHOKU Roots Project）は、
「実在した
大スターを演じることに大きなプレッシャーを感じる。自分なりの東海林太郎を演じたい」と
意気込みを語り、東海林太郎の「母に捧ぐ唄」を披露（写真右）
。わらび座山川龍巳社長が出
演する４名の俳優を紹介したほか、脚本演出を手掛ける栗城宏氏（わらび座）は「泣けて笑
える舞台を届ける」と抱負を述べた。チケットは８月１日から販売。

