


　明治維新150年を記念して、幕末維新期の佐賀の業績を顕彰する「肥前さ
が幕末維新博覧会」が去る3月17日、開幕致しました。
　当博覧会では、佐賀市城内のメインパビリオン「幕末維新記念館」を始め、
佐賀市内の他の会場や唐津・鳥栖のサテライト会場等を通じ、来年の1月14
日までの期間において、「薩長土肥」の一角として、明治維新を主導した佐賀
の歴史を、県内外の来場者に向けて発信されます。

　また、オープニング式典で、山口
知事は、「将来に向けて一人一人
が志を持てる温かい博覧会にした
い。皆様と船で旅立ち、304日後は
多くの出会いなどいっぱいの宝物
を積んで帰ってきましょう」と力強く来場者へ呼びかけをされました。
　県内外からのお客様をお迎えする側である私たちも、志を持って博覧会を盛り上
げて参りたいものです。期間中、是非、一度足を運んでみて下さい。

　去る2月6日、第3回新入会員交流会を開催しました。
　佐賀商工会議所に入会して3年未満の事業所を対象に異
業種20社23名が参加されました。
　今回は、新たに交流会場に自社商品やサービスの案内を行
うことが可能な企業ブースも併設して開催致しました。
　商工会議所の概要を当所職員から説明した後、参加者全
員の自己紹介からスタートし、企業ブース出展企業からの商品
やサービスの紹介のほか、参加者全員による名刺交換が行わ
れました。
　交流会終了後は、会場を移動して参加者と当所の職員との
懇親会を設け、ビンゴゲームを行いながら異業種との情報交換
を楽しみながら交流される姿が見られました。
参加者からのアンケート調査によると、交流会の満足度も90％
を超えており、今後も定期的に交流会を開いてほしいという声
もいただきました。
　他にも参加者からの希望として、「会議所会員全体と交流し
たい」「同業種と密な交流を図りたい」といった声もあり、今後の
会員交流会のあり方を考え、会員の皆様にとって、より満足の
いく交流会を開いていきたいと考えています。

　昨今、人手不足が深刻化しており、現従業員の労働時間や業務負担等の増加にともなう
業務効率や、業績悪化を懸念する中小企業経営者が増加傾向にあります。そこで検討材料
としてあがるのが「外国人雇用」です。その対策として、外国人材の受入れに関する実務のポ
イントと、企業経営における外国人雇用に関する体験談や雇用に関するリスクについて情報
収集を行なっていただき、外国人雇用に関する知識を習得していただくことを目的としたセミ
ナーを3月26日に3つのカテゴリに分けて実施致しました。

　まず、外国人雇用の実務のポイントについて、福岡入国
管理局佐賀出張所の堤氏より講話いただきました。堤氏は、
昨今の外国人入国数推移が増加傾向にある点を指摘し、
「県内に来ている外国人は、外国人技能実習制度のみならず、留学や興行等、その他様々な
条件で入国している場合があるため、雇用をする場合、必ず本人が持つ在留カードを確認し
て欲しい」と強調されました。
　次に、元(株)戸上コントロール代表取締役で、佐賀県プロフェッショナル人材戦略拠点の川原
氏より、自ら経営者として外国人雇用に取り組んだ経験談を講話いただきました。川原氏は、「人
手が足らないから外国人雇用を検討するのではなく、将来、海外展開等を視野に入れた上で、
国際親善にも寄与することが重要。」と呼びかけられました。

　また、最後に、「外国人雇用を行う上での注意点」と題し、佐賀県警察本部の牧氏より外
国人による事件やSNSを使った集団犯罪等に関する情報を提供されました。牧氏は、「文化
の違いによるトラブルも多い。日本での常識が通用しない場合があります。外国人を受け入
れる側の企業でも、モラル教育を行なっていただき、外国人犯罪の未然防止に協力して欲し
い。」と述べられました。セミナーのアンケート調査でも人手不足を懸念する企業が6割を占
めていました。
当所では、外国人雇用に関するセミナー・情報発信を今後も継続して参ります。

　当所会員事業所のSNSに関する知識向上及びSNSを活用した販売促進方法につい
ての情報提供と、次年度予定の同事業におけるSNS研究会への参加意向確認、ニーズ・
シーズの掘り起しを目的として、2/9にて当所会員事業所である合同会社佐賀SBC・(株)
サガプリンティングとの共催として開催しました。
　参加者は、「当事業は、少人数制の勉強会形式で行なってもらうことで、お客様からの
ニーズに対応できる知識を集中して身に付けることができる。」「今更他人に聞きにくい
SNSの詳細について理解を深めることができるので助かる。」「Facebookそのもののビジ
ネスへの使い方を覚えたいのでタイムリーな案内だった」という生の声を頂きました。今年
度も引き続き、当事業を取り組んで参ります。
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SNSを活用した販売促進支援事業キックオフセミナーを開催（2/9日開催）

3/17『肥前さが幕末維新博覧会』が遂に開幕！

3/26『外国人雇用に関するセミナーを開催』

ビジネスでのSNS活用法について語る雪竹氏

入会3年未満の会員企業に“商工会議所をより知っていただきたい！”“新入会員企業同士の交流の場を提供”

積極的な交流が実現！『第３回新入会員交流会』（2/6開催）

企業ブースでは自社商品やサービスの紹介が行われました。

参加者の9割以上が「満足できた」と回答。

懇親会では、積極的な異業種間の情報交換が行われました。
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薩長土肥として日本の近代化を牽引した各県の県知事が、
オープニング式典では、それぞれ郷土の偉人の衣装に扮し
トークショーに登場されました。

福岡入国管理局 佐賀出張所
主席入国審査官　堤　勝男氏

佐賀県警察本部 生活安全部
警　部　補　牧　直寛氏

佐賀県プロフェショナル人材戦略拠点
戦略マネージャー　川原　明実氏
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中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158

　佐賀商工会議所では、会員事業所の皆様の経営に関するお悩みや疑
問などの解決を全面的にバックアップするため「中小企業相談所」を設
けています。経営指導員によるきめ細やかな経営相談、セミナーや相談
会など各種事業を展開しています。

創業支援

中小企業相談所通信2018_vol.1

Vol.1 Vol.1

　創業間もない起業家の経営支援と、これから創業を考えておられる方の創業後の不安を和らげ、人脈形成や情
報交換、経営力向上等、可能性を広げる場として、『さが創業者クラブ』を開設しています。
●現在、70名の起業家や起業を目指す方が登録。　●年間、セミナー5回、12時間創業塾を開催。
今年度も『さが創業者クラブ』では、セミナーや交流会等を開催していきます。創業をお考えの方、創業後間もない
方、是非、登録してご参加ください。

「中小企業経営革新支援事業」とは、中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律に基づき、経営課題にチャレンジする中小企業の
経営革新計画について、都道府県の承認を受けることで資金調達や
販路開拓等についての支援が受けられる制度です。当所では、販路
開拓支援に繋がる経営計画として、専門家と連携し佐賀県知事認定
の経営革新計画についても積極的に支援しています。計画の作成・
申請にチャレンジしてみませんか。
（認定支援数：H28：5件、H29：１件）

補助金情報

経営革新の認定を取得しよう!!　中小企業経営革新支援事業

　中小企業庁　平成29年度補正予算事業の小規模事業者持続化補助金の公募が始まっています。
経営計画の策定や販路開拓、事業承継を実施する際には、当所が支援していますので、先ずはご連絡ください。
 [平成29年度(H28年度補正追加公募)実績　６件認定/３３件申請]

　バックオフィス業務等の効率化や新たな顧客獲得など売り上げ向上に資するITの導入支援を行います。

《対象となる取組みの例》
①広告宣伝（チラシを作成・配布）　② 集客力向上の店舗改装（ユニバーサルデザイン化等）
③商談会・展示会への出展（国内外の展示会へ出展）　④ 商品パッケージや包装紙一新
⑤ITを活用した広報や業務効率化（ホームページ開設、システムの構築、管理システムの導入）

《対象となる取組みの例》
①簡易税務、会計処理　② POSマーケティング　③ 在庫、仕入管理　④ 顧客情報管理、分析など

【開催予定】平成30年度 第1回 さが創業者クラブ・研修会＆交流会
◎日時／６月８日（金）19:00から　◎場所／マイクロソフトイノベーションセンター
※「さが創業者クラブ」は、登録が必要です。　　http://www.saga-cci.or.jp/main/913.html

【応募締切】　平成30年5月18日（金）　お早めにご相談ください
【補 助 額】　50万円（補助率2/3）

【応募締切】　平成30年6月4日(月) [一次公募]
【補 助 額】　50万円（補助率1/2）

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ

佐賀県事業引継ぎ支援センター

　佐賀商工会議所では、経済産業省より「佐賀県事業引継ぎ支援センター事業」を委託し、運営しています。
　昨年度までは、佐賀県事業と併設して運営していましたが、H30年度より一本化して
事業推進しています。
　スタッフも充実を図っており、４月から専門性の高いセンターとして、新たな形でス
タートしています。今年度からは、Ｍ＆Ａ主体の相談となりますが、お気軽にお問い合
わせください。

佐賀県事業引継ぎ支援センター　
●相談開設日／毎日（土・日・祝祭日・年末年始を除く）　●相談時間９：００～１７：００
●設 置 場所／佐賀商工ビル６階佐賀商工会議所内（佐賀市白山２丁目1-12）
　　　　　　　TEL0952-20-0345　FAX0952-20-0346　URL　http://www.saga-koukeisha.jp/
●ス タ ッフ／統括責任者(プロジェクトマネージャー)　古賀　俊成（金融機関出身）※本誌にコラムを掲載しています
　　　　　　　　統括責任者補佐(サブマネージャー) 　伊藤　公尊（中小企業診断士）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大間　清隆（中小企業診断士）
　　　　　　　～本誌では、支援内容やスタッフ紹介など随時、掲載していきます～

事業承継支援

　中小企業庁によれば、全国で今後10年の間に、70歳を超える中小企業の経営者は約245万人となり、うち約半
数の127万人が後継者未定の状態となっています。こうした状況の中、佐賀県においても、中小企業の円滑な事業
承継を支援することが喫緊の課題です。　
　まずは、事業承継支援員を設置して経営者の皆様の現状と課題を把握するために活動致します。

●事業承継支援員　空閑清人・久我弘　～金融機関OBで頼りになります　よろしくお願い致します～

佐賀商工会議所では、事業承継支援員として2名を配置しています。今後、旧佐賀市を中心に事業承継の調
査等で巡回させていただきます。

【事業承継支援員の設置】
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◎小規模事業者持続化補助金　　〈対象〉小規模事業者

◎IT導入補助金　　〈対象〉中小、小規模事業者

　事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に挑戦する事業者に対して、設備資金・販路拡
大・既存事業の廃業等に必要な経費などを支援します。
近日中に公募開始の予定[H30年4月20日現在]
【補 助 額】　500万円（補助率2/3）
※詳しくは･･･http://sogyo-shokei.jp/shokei/　

※詳しくは･･･https://www.it-hojo.jp/

◎事業承継補助金　　〈対象〉中小、小規模事業者
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中小企業相談所では、皆様の経営課題について、様々な機関や専門家と連携し、経営課題の   解決を図ります。是非、ご活用ください。 佐賀商工会議所・中小企業相談所 0952-24-5158
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問などの解決を全面的にバックアップするため「中小企業相談所」を設
けています。経営指導員によるきめ細やかな経営相談、セミナーや相談
会など各種事業を展開しています。

創業支援

中小企業相談所通信2018_vol.1

Vol.1 Vol.1
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3/19（月）経営安定セミナー
『2018フレッシャーズ研修会』を
開催しました

佐賀市へ「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画の策定
および固定資産税の特例措置に関する要望活動を実施（3/12）

　3月12日、当所の井田会頭が、秀島敏行佐賀市長を訪問
し、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計
画」および「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投
資について、固定資産税の特例率をゼロとする条例の制定
について要望致しました。
　井田会頭は、「佐賀市内の中小企業・小規模事業者が、
深刻な人手不足に直面している中で、佐賀市経済の活性
化のためには設備投資による生産性向上が必要不可欠で
ある。」と述べ、「中小企業・小機事業者の生産性向上を力
強く後押しとなるよう、実現に向け、ご尽力賜りたい」と要望
致しました。

◎時間／10：00～16：00
◎場所／佐賀商工ビル７階　大会議室
◎内容／新入社員の心得、第一印象の与え方、実践ワーク
◎講師／office color　代　表　黒田　彩氏

平成30年度開催予定セミナースケジュール

※新入社員向けの『フレッシャーズ研修会』は4月開催となります。
※タイトル・内容・日程等が、一部変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
※中止や追加開催する場合がございます。詳しくは当所WEBサイト内でご確認下さい。

5月

16日（月）
22日（火）
23日（水）
25日（金）

外国人技能実習制度活用『基本のき』セミナー
消費税軽減税率対策セミナー『お客様の心を掴む手作りPOP』
『第1回SNS研究会』
『働き方改革実務対応セミナー』　　

6日（水）
8日（金）
15日（金）
29日（金）
時期未定
6日（金）
上旬予定
中旬予定
12日（木）

消費税軽減税率対策セミナー『これだけはおさえたい経理実務』
『第1回さが創業者クラブ』
情報化セミナー『基礎から分かる！仮想通貨の授業』
『ライフプランセミナー』
『第2回さが創業者クラブ』
経営安定セミナー『経営資源（人、モノ、金）の三位一体の実現に向けて』
『BCP（事業継続計画）策定実践講座』
『第2回SNS研究会』
消費税軽減税率対策セミナー『消費税率引き上げ・軽減税率導入前に5S活動から始める働き方改革』

上旬予定
中旬予定
26日（金）
時期未定

『第3回リスクマネジメントセミナー』
『第3回SNS研究会』
経営安定セミナー『これが事業承継（次期社長）の仕事です！』
『第4回さが創業者クラブ』

中旬予定
時期未定
時期未定

経営安定セミナー『自社分析セミナー』
第2回生産性向上のためのITフェア
『第5回さが創業者クラブ』

上旬予定
中旬予定
時期未定

情報化セミナー『IoTを活用した業務改善・生産性向上とコスト削減』
『サイバーセキュリティ対策セミナー』
経営安定セミナー『使命感営業』

中旬予定
下旬予定

『第4回SNS研究会』
『創業塾①』

中旬予定
下旬予定

『創業塾②』
『創業塾③』

4日（火）

13日（木）

下旬予定
時期未定

経営安定セミナー『リーダーシップ力養成　スピーチ力を磨く』
情報化セミナー
『instagram・LINE活用　売上げをグッと伸ばすための最新ITセミナー』
消費税軽減税率対策セミナー『新商品・新サービスで売り上げアップ！』
『第3回さが創業者クラブ』

2日（木）
24日（金）

『社員採用のコツと面接官としての心構え～なぜ、突然社員は辞めていくのか～』
消費税軽減税率対策セミナー『クレーム対応からの顧客獲得術』

6月

7月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

8月

参加：14名
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サイバー犯罪対策課が発足！

◆平成29年サイバー犯罪情勢について◆

平成３０年４月１日、生活安全部生活環境課にあった
サイバー犯罪対策室を格上げし、
「サイバー犯罪対策課」を発足しました。
サイバー犯罪の取り締まりのほか、捜査員の人材育成や
情報技術解析を強化します。 
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●平成29年中のサイバー犯罪検挙件数は、71件（前年比-2件）で、
　平成26年以降は高止まりの状況です。
●主な事件名は、次のとおりです。 
　●楽天ポイントの不正使用に係る不正アクセス禁止法違反事件 
　●Ｂ-ＣＡＳカードの不正改造に係る私電磁的記録不正作出・供用等事件 

～相談の特徴～ 
●架空請求メールや請求
　画面張り付きなど「詐欺・
　悪質商法」が298件と
　約40％を占めています。

●不正アクセスに関する
　相談が前年比＋16件と
　増加しています。  

サイバー犯罪検挙・相談受理状況サイバー犯罪検挙・相談受理状況 サイバー犯罪に関する相談内容の内訳サイバー犯罪に関する相談内容の内訳

検挙件数

検挙 相談

相談件数

詐欺・悪徳商法
298

迷惑メール
91 名誉毀損・

脅迫
60

ネットオークション関係
30

その他
227

不正アクセス
58
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アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社　佐賀支社　佐賀営業所　
〒840-0826　佐賀市白山2-1-12　 TEL 0952-29-9664

　大隈重信は、天保9年（1838年）佐賀のこの地（佐賀
市水ヶ江2丁目）で生まれました。生家は天保以前の武家
屋敷の面影を残した貴重なもので、昭和40年に国の史
跡に指定されています。
 大隈が産声をあげて成長した八太郎時代の家庭と、そ
の遺徳をしのぶことができる貴重な遺跡になっています。
 庭園には、大隈を敬愛した政治家・波多野敬直の筆に
よる「大隈重信侯の生誕地」の記念碑が建っています。

　この4月から国の事業として一本化し、「佐賀県事業引継ぎ支援センター」として、新たにスタートしました。メンバーは古賀・
伊藤・大間・山﨑の4人です。宜しくお願いします。
　突然ですが、昨年NHKテレビで「マチ工場のオンナ」という番組がありました。何気なくテレビをつけたらおもしろかったので
毎週楽しみに見ていましたが、見られた方も多かったのではと思います。主人公の内山理名さんが父親(舘ひろし)を亡くして
社長となり、悪戦苦闘しながら困難に立ち向かうストーリーです。内山さんは以前佐賀銀行のイメージキャラクターであり久しぶ
りに拝見しましたが、中小企業の女社長として父親の後を引き継ぎ、取引先や銀行と交渉をしたり社員のリストラをしたりと大
変な役回りでした。中小企業の事業承継の難しさを改めて認識した番組でした。
　当センターはこのような中小企業の経営者の手助けとなれるよう、うまく事業引継ぎができるよう一丸となって取り組んでい
きたいと考えています。ひいては佐賀県の雇用の維持・経済の活性化に繋げていければと思います。

　今年度の当所会員章ス
テッカーが完成しました。
　このステッカーは佐賀商工
会議所会員の皆様に当所会
員である証としてご利用頂け
ます。店舗入口等に掲示する
など、ぜひ、御社のPRにお役
立て下さい！　なお、会員章ス
テッカーは、当所年会費を納
入頂きました事業所様より

順に配布させていただきます。
　納入済みの事業所様には、順次郵送にて配布して参り
ます。手元に届き次第、ご活用頂きますようお願い申し上げ
ます。
　会費未納の事業所様はお早めの会費納入にご協力頂き
ますようお願い申し上げます。便利な口座振替をご利用下さい。

　

（写真：一般社団法人佐賀市観光協会ウェブサイト）　（出典：大隈重信記念館ウェブサイト）

佐賀県事業引継ぎ支援センター　古賀　俊成

平成30年4月吉日

拝啓　時下益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。
　日頃より当商工会議所の運営にご協力・ご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　さて、当商工会議所では、会員事業所の福利厚生の充
実を目的として、各種共済・福祉制度（引受保険会社アクサ
生命保険株式会社）を導入し、多くの会員事業所様にご利
用いただいております。
　昨今の売手市場の影響による人手不足が深刻となるな
かで、人材確保の一つとして雇用における福利厚生の充実
もより必要となってきております。また事業承継資金・超高齢
化を迎えた個人の老後資金の関心も高まっております。
　当会議所におきましては、4月16日～6月30日迄を「共
済・福祉制度（BWC）キャンペーン」と銘打って会員事業所
様に各種制度のご案内をさせて戴きます。
　つきましては、BWCキャンペーン期間中に、共済制度推
進員（アクサ生命保険株式会社社員）がお伺いし、ご説明
させていただきますので、是非ともご検討の程よろしくお願
い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

佐賀商工会議所
会頭　井田　出海

会員事業者様
佐賀商工会議所

共済・福祉制度推進キャンペーン実施のご案内
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会員のお店紹介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

桐　生　庵
　平成29年5月に佐賀
市呉服町にオープン致
しました。
　当店は、リーズナブル
で、美味しく、楽しくお食
事をしていただけるお店
です。当店では、佐賀牛・
鹿児島産黒豚・有田鶏

をはじめ、県産品の旬の野菜や魚を美味しく召し上がっていただ
けます。
　大人気のランチは、メインをお肉・お魚のどちらかを選んでい
ただき、刺身と茶碗蒸しが付いて680円でお召し上がることがで
きます。皆様のご来店をお待ちしております！
＜昼メニュー＞・日替わりランチ…650円
　　　　　　・桐生庵ランチ…680円（日替わり＋刺身＋茶碗蒸し）
　　　　　　・お昼コース料理は3,500円～（要予約）
＜夜メニュー＞・コース料理3,500円～（ビール以外飲み放題付）
　　　　　　・各種一品料理

　当店は、「輝く女性を育む空間をつくる」ことをコンセプトに、女
性専用レンタルスペースをご提供させて頂いております。また、
ファイナンシャルプランナーと日本茶アドバイザーの資格を活か
し、マネー講座の開催や「嬉野いちご和紅茶」の販売なども手掛
けております。夢に向かって頑張る女性の方々が、美味しいお茶
を飲みながら、より輝けるような活動場所のご提供を行なってお
ります。私と同じように女性起業家を目指す女性の方々はぜひご
利用下さい！
＜料金＞A室(エステ・セッションルーム) 1時間￥1,000（税込）
　　　　B室(12名まで収容可) 　　　1時間￥1,500（税込）
　　　　※B室は＋￥300（1時間）で6畳の和室も利用可

　飲食業界での経験を経て、平成23年３月にオープンしました。当
店では、お客様一人でお越しになっても他のお客様とすぐ仲良くな
ることが出来るような、居心地の良い空間をご提供させて頂いてお
ります。
　女性の方お一人でも気軽に立ち寄れるお店で、佐賀の酒はもち
ろん、1年中楽しめるおでんをはじめ、当店イチオシの「ごまサバ」、
旬の食材を使った鉢物は毎日7～１０種類ご用意致しております。
　健康が気になる方も安心してお召し上がることができる季節の
野菜をふんだんに使ったヘルシーメニューもございます。一杯の美
味しいお酒とゆっくりとくつろげる空間をお楽しみ下さい。お客様と
の“ご縁”を大切に、まごころ込めたお料理で、皆様のご来店を心よ
りお待ち致しております。

店　　長　吉岡　優樹　　定 休 日　日曜日
営業時間　（ランチ）平日11：30～13：30　（夜）平日・土 17：00～22：00
　　　　　　　※オーダーストップは21:30

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

12月入会

Ｓｗｅｅｔｓ ＨＥＡＲＴ 佐賀市大和町大字尼寺２６３７－２コパンジューヌ１Ｆ１０１ 江頭　匠 スイーツ店

ジュリー 佐賀市大財１丁目１－１０いろはビル2F 山口　多何子 スナック

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

1月入会

青空商会 佐賀市西田代１丁目７－４０ 福﨑　淳 遺品整理家財道具撤去

（株）ノグチサポートアンドサービス 佐賀市八戸２丁目８－３６ 野口　淳司 電気通信工業

古賀 啓子 佐賀市鬼丸町１０－３１ 古賀　啓子 不動産賃貸

さくら臨床教育研究所 さくらんぼルーム 佐賀市天祐２丁目９－２２ 秋山　淑子 講演・心理カウンセリング

納富中国針灸整骨院 佐賀市北川副町大字光法１２０９－９ 納富　茂則 鍼灸整骨院

ハイクコンサルティング（株） 福岡市博多区博多駅前１丁目２９－２４－５Ｆ 雪竹　高弘 インターネット関連

ほねつぎ佐賀接骨院／佐賀はりきゅう院 佐賀市兵庫北３丁目１－５ 梅﨑　章裕 鍼灸整骨院

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

3月入会

エディオンえがしら電器 佐賀市兵庫南２丁目１５－３６ 江頭　清晴 家電販売・取付工事

香月塗装店 神埼市神埼町大字本堀２７６６－１ 香月　信春 建築塗装工事

友栄木材 佐賀市若宮１丁目１７－１コーポ中野２０２ 友田　貴喜 林業

健進丸 佐賀市川副町大字大詫間１５３８－２ 廣重　勇海 漁業（海苔養殖加工販売）

徹建 佐賀市兵庫町大字渕８４４－２０２ 田口　徹次 建設業

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

2月入会

（株）森博 佐賀市金立町大字金立２２０３ 森口　文博 一般産業用部品機械加工

桐生庵 佐賀市呉服元町３－１ 香月　寿麿 飲食店

ベーカリーココロＦＣ南佐賀店 佐賀市南佐賀２丁目１８－１ 吉富　英貴 パン製造・販売

焼きとり とらさん 佐賀市愛敬町１0－２５ 藤吉　安代 飲食店

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容
TEL 0952-29-5667　呉服元町3-1

レシップアーレ

酒・肴　縁（えん）

　当店は、佐賀商工会
議所の経営指導員や専
門家の支援を受け、平
成28年4月に開業致し
ました。当店は女性整備
士がいる自動車整備と
して、県内唯一の車のエ
アコン洗浄サービス「ト

ライeウォッシュ」や、店内では女性の方向けにネイルサロンも手
掛けるお店です。女性の方の車に関する悩みや、安心・安全に
乗っていただけるメンテナンス、お客様のライフスタイルに合わせ
たアドバイスを、女性スタッフならではの感覚でご提供させて頂
きます。女性お一人でも気軽にお越し頂ける空間をご提供致し
ますので、ぜひ当店へ足を運んで下さい！

代 表 者　田中　里絵子　　定 休 日　不定休
営業時間　〈水曜日除く〉 9：00～18：00　〈水曜日〉9：00～20：00
　　　　　※毎月2回は日曜も営業中
各イベントも開催中！詳細は、当店Facebookページをご覧下さい！

TEL 0952-97-5772　本庄町末次44-4

検索レシップアーレ

代 表 者　馬場　洋子
営業時間　平日9：30～17：30　※土・日・祝は要相談
詳細は、Facebookページをご覧下さい！

TEL 090-5746-2565　駅前中央1-7-8（アーサー佐賀駅前ツインステージ901）

代 表 者　末次　操　　定 休 日　日曜・祝
営業時間　平日・土17：00～23：00　※オーダーストップは22:30

TEL 0952-23-3282　大財1-6-40

検索馬場洋子

サロン　ド　チャーム             　ちゃあむ

Salon･de･Charm（茶夢）

52 0 1 8
MAY



1110

Saga Chamber of
Commerce & Industry

佐 賀 商 工 会 議 所

会員のお店紹介
当ページにて掲載いたしました会員様は、当所のホームページでも

ご紹介させて頂いております。

桐　生　庵
　平成29年5月に佐賀
市呉服町にオープン致
しました。
　当店は、リーズナブル
で、美味しく、楽しくお食
事をしていただけるお店
です。当店では、佐賀牛・
鹿児島産黒豚・有田鶏

をはじめ、県産品の旬の野菜や魚を美味しく召し上がっていただ
けます。
　大人気のランチは、メインをお肉・お魚のどちらかを選んでい
ただき、刺身と茶碗蒸しが付いて680円でお召し上がることがで
きます。皆様のご来店をお待ちしております！
＜昼メニュー＞・日替わりランチ…650円
　　　　　　・桐生庵ランチ…680円（日替わり＋刺身＋茶碗蒸し）
　　　　　　・お昼コース料理は3,500円～（要予約）
＜夜メニュー＞・コース料理3,500円～（ビール以外飲み放題付）
　　　　　　・各種一品料理

　当店は、「輝く女性を育む空間をつくる」ことをコンセプトに、女
性専用レンタルスペースをご提供させて頂いております。また、
ファイナンシャルプランナーと日本茶アドバイザーの資格を活か
し、マネー講座の開催や「嬉野いちご和紅茶」の販売なども手掛
けております。夢に向かって頑張る女性の方々が、美味しいお茶
を飲みながら、より輝けるような活動場所のご提供を行なってお
ります。私と同じように女性起業家を目指す女性の方々はぜひご
利用下さい！
＜料金＞A室(エステ・セッションルーム) 1時間￥1,000（税込）
　　　　B室(12名まで収容可) 　　　1時間￥1,500（税込）
　　　　※B室は＋￥300（1時間）で6畳の和室も利用可

　飲食業界での経験を経て、平成23年３月にオープンしました。当
店では、お客様一人でお越しになっても他のお客様とすぐ仲良くな
ることが出来るような、居心地の良い空間をご提供させて頂いてお
ります。
　女性の方お一人でも気軽に立ち寄れるお店で、佐賀の酒はもち
ろん、1年中楽しめるおでんをはじめ、当店イチオシの「ごまサバ」、
旬の食材を使った鉢物は毎日7～１０種類ご用意致しております。
　健康が気になる方も安心してお召し上がることができる季節の
野菜をふんだんに使ったヘルシーメニューもございます。一杯の美
味しいお酒とゆっくりとくつろげる空間をお楽しみ下さい。お客様と
の“ご縁”を大切に、まごころ込めたお料理で、皆様のご来店を心よ
りお待ち致しております。

店　　長　吉岡　優樹　　定 休 日　日曜日
営業時間　（ランチ）平日11：30～13：30　（夜）平日・土 17：00～22：00
　　　　　　　※オーダーストップは21:30

新規加入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます

12月入会

Ｓｗｅｅｔｓ ＨＥＡＲＴ 佐賀市大和町大字尼寺２６３７－２コパンジューヌ１Ｆ１０１ 江頭　匠 スイーツ店

ジュリー 佐賀市大財１丁目１－１０いろはビル2F 山口　多何子 スナック

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

1月入会

青空商会 佐賀市西田代１丁目７－４０ 福﨑　淳 遺品整理家財道具撤去

（株）ノグチサポートアンドサービス 佐賀市八戸２丁目８－３６ 野口　淳司 電気通信工業

古賀 啓子 佐賀市鬼丸町１０－３１ 古賀　啓子 不動産賃貸

さくら臨床教育研究所 さくらんぼルーム 佐賀市天祐２丁目９－２２ 秋山　淑子 講演・心理カウンセリング

納富中国針灸整骨院 佐賀市北川副町大字光法１２０９－９ 納富　茂則 鍼灸整骨院

ハイクコンサルティング（株） 福岡市博多区博多駅前１丁目２９－２４－５Ｆ 雪竹　高弘 インターネット関連

ほねつぎ佐賀接骨院／佐賀はりきゅう院 佐賀市兵庫北３丁目１－５ 梅﨑　章裕 鍼灸整骨院

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

3月入会

エディオンえがしら電器 佐賀市兵庫南２丁目１５－３６ 江頭　清晴 家電販売・取付工事

香月塗装店 神埼市神埼町大字本堀２７６６－１ 香月　信春 建築塗装工事

友栄木材 佐賀市若宮１丁目１７－１コーポ中野２０２ 友田　貴喜 林業

健進丸 佐賀市川副町大字大詫間１５３８－２ 廣重　勇海 漁業（海苔養殖加工販売）

徹建 佐賀市兵庫町大字渕８４４－２０２ 田口　徹次 建設業

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容

2月入会

（株）森博 佐賀市金立町大字金立２２０３ 森口　文博 一般産業用部品機械加工

桐生庵 佐賀市呉服元町３－１ 香月　寿麿 飲食店

ベーカリーココロＦＣ南佐賀店 佐賀市南佐賀２丁目１８－１ 吉富　英貴 パン製造・販売

焼きとり とらさん 佐賀市愛敬町１0－２５ 藤吉　安代 飲食店

事業所名 住　　　所 代表者名 営業内容
TEL 0952-29-5667　呉服元町3-1

レシップアーレ

酒・肴　縁（えん）

　当店は、佐賀商工会
議所の経営指導員や専
門家の支援を受け、平
成28年4月に開業致し
ました。当店は女性整備
士がいる自動車整備と
して、県内唯一の車のエ
アコン洗浄サービス「ト

ライeウォッシュ」や、店内では女性の方向けにネイルサロンも手
掛けるお店です。女性の方の車に関する悩みや、安心・安全に
乗っていただけるメンテナンス、お客様のライフスタイルに合わせ
たアドバイスを、女性スタッフならではの感覚でご提供させて頂
きます。女性お一人でも気軽にお越し頂ける空間をご提供致し
ますので、ぜひ当店へ足を運んで下さい！

代 表 者　田中　里絵子　　定 休 日　不定休
営業時間　〈水曜日除く〉 9：00～18：00　〈水曜日〉9：00～20：00
　　　　　※毎月2回は日曜も営業中
各イベントも開催中！詳細は、当店Facebookページをご覧下さい！

TEL 0952-97-5772　本庄町末次44-4

検索レシップアーレ

代 表 者　馬場　洋子
営業時間　平日9：30～17：30　※土・日・祝は要相談
詳細は、Facebookページをご覧下さい！

TEL 090-5746-2565　駅前中央1-7-8（アーサー佐賀駅前ツインステージ901）

代 表 者　末次　操　　定 休 日　日曜・祝
営業時間　平日・土17：00～23：00　※オーダーストップは22:30

TEL 0952-23-3282　大財1-6-40

検索馬場洋子

サロン　ド　チャーム             　ちゃあむ

Salon･de･Charm（茶夢）

52 0 1 8
MAY




