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主な

事業内容

豊かで活力のある経済社会を実

現させるため、地域や業界の抱

えている問題や、中小企業振興・

改善を図ることを目的に、関係

行政に意見具申や要望活動を

行っています。

まちづくりと中心市街地活性化、

商工業・観光振興を目指して、行

政や関係機関、大学、市民と連携

を図りながら、地域経済活性化事

業を推進しています。

活力のある産業と特色ある地域

文化が高度に融合した、美しく魅

力溢れる新しい都市を作ること

を目的に、産業・くらし・まちづく

りを一体的にとらえた「ファッ

ション都市」構想事業を展開して

います。

経営を取り巻く諸問題解決にあ

たる「中小企業相談所」を設け、経

営指導員による巡回・窓口相談を

行っています。また、低利な小規

模事業者向け融資「マル経融資」

ほか国・都・市の融資紹介、斡旋を

行います。

高い経済的視野の養成と経営知

識の習得を目指して、事業主を対

象とした経済講演会、従業員を対

象とした実務・訓練講座、資格取

得を目指す各種検定セミナー、タ

イムリーな講習会を随時開催し

ています。

企業人材育成事業、創業支援事業

を中心として、各種事業を実施し

ています。新産業創出に向けた新

しい取り組みや産産連携、農業支

援、中小企業のIT支援、受発注促進

に繋がる異業種交流事業も開催

しています。

日本商工会議所・東京商工会議所

主催による、就職や実務に役立つ

各種検定試験を実施しています。

また「電卓検定」は、八王子商工

会議所が創設した独自の検定試

験です。

国の「小規模企業共済」や「経営

セーフティ共済（中小企業倒産防

止共済）」、事業主向けの保障制度、

従業員の退職金積立制度、休業補

償制度、PL保険など、各種共済・保

険の取り次ぎ、斡旋、加入手続きを

行っています。

法律で義務づけられている従業

員の労災保険・雇用保険の事務委

託を受けています。事務委託をす

ると事業主や家族従業員、役員の

方々でも労災保険に加入できる

制度があります。（有料）

原産地証明書など貿易関係証

明・各種証明書の登録・発行受付

を行います。また、電子認証サー

ビスの割引などの斡旋を行って

います。

技術力や販売力などの経営資源を

相互に補完し、新たな製品やサー

ビスを開発したり、販路拡大に向

けたビジネスパートナー発掘を目

指す異業種・同業種交流会、情報交

換会、物産展示を行っています。

会報「はちおうじ会議所だより」

（月刊）の発行、「八王子商工会議

所アワー」の制作（J:COM八王子

より放映）、またホームページ、

Facebook、八王子FMほかを活用

し、最新の商工会議所情報、地域

情報を提供しています。

▶▶▶  意見・要望活動 ▶▶▶  まちづくりと産業活性化 ▶▶▶  ファッション都市構想の推進

▶▶▶  経営相談・事業資金の斡旋 ▶▶▶  講習会・セミナーの開催 ▶▶▶  サイバーシルクロード八王子

▶▶▶  検定試験の実施 ▶▶▶  各種共済・保険制度 ▶▶▶  労働保険の事務委託

▶▶▶  貿易・販売促進 ▶▶▶  販路開拓 ▶▶▶  調査・広報活動

会　員

会 頭
副 会 頭 監 　 事
専務理事

名誉会頭
顧 　 問
参 　 与
名誉議員

常議員会

議員総会

協議会など委 員 会部 　 会
交通 体 系・拠 点 整 備
検 討 委 員 会

財 務 委 員 会

税 制 委 員 会

広 報 委 員 会
八 王 子 都 市 文 化
伝 承 館 検 討 委 員 会

八王子ファッション都市協議会

八王子市中心市街地
活 性 化 協 議 会

サイバーシルクロード八王子
女 性 経 営 者 の 会
「シ ル ク レ イ ズ」
青 年 部
「 八 王 子 Ｙ Ｅ Ｇ 」

事 務 局
総 務 部
事 業 部
中小企業相談所
サイバーシルクロード八王子

人 材 登 録 バ ン ク
検 討 委 員 会

会員サービス委員会

商 業 部 会
工 業 部 会
交通・観光・飲食部会
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商工会議所は、「商工会議所法」によって運営されている特別認

可法人で、日本で最も歴史と実績のある総合経済団体です。今日

では、全国に515カ所あリ、会員数は約125万事業所を数えるに

至っています。（2020年8月末日現在）

八王子商工会議所は、1894年に設立。現在、会員数約3,800事業

所を擁する歴史ある商工会議所です。業種、業態、規模、法人・個

人企業等の組織形態を問わず、地区内における商工業の振興・発

展や社会福祉の増進に資することを目的として、数多くの事業

を展開しています。

世界最初の商工会議所は、1599年フランスのマルセイユに誕生しました（わが国では、翌年の1600年に天下

分け目の「関ケ原の役」があリました）が、それ以来、ヨーロッパ大陸諸国には、フランスに範をとった商工会

議所が続々設立されました。他方、イギリスやアメリカにもヨーロッパ大陸諸国とは別に、商工会議所制度

は独自の発展を遂げています。

日本に最初の商工会議所が設けられたのは1878年で、東京は渋沢栄一、大阪は五代友厚、神戸は神田兵右衛

門という実業界の一流の人々の手によって誕生しました。

八王子商工会議所は、2014年に120周年を迎え、地域経済発展のために努めています。

商工会議
所

とは？

八王子商工会議所の主要課題の一つとして「地

域の中での需要の創出」を掲げています。

いわゆる「地産・地消」という考え方を経済

活動全般に取り込む考え方です。

市内での消費や仕事の発注を広く市民の皆様

にお願いしていくということです。

この「地産・地消」を成功させるためには、

市民の皆様のご理解とご協力が何よリも必要

ですが、「地域を活用する」には、システムが

必要となります。そうした地域の活性化に役

立つ仕組みづくりに取リ組んでいます。

地産・地消・地活の推進 八王子商工会議所の組織

令和2年8月末日現在
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中小企業
相談所とは

？

資金面から労務管理、創業、共済、ビジネスネットワーク作りなど、

経営に関する様々なことをお気軽にご相談ください。

中小企業の皆さまの
“したい”をかなえる
お手伝いをしています。

中小企業相談所では、国の中小企業施策の一つ

である「経営改善普及事業」を推進し、中小企

業の経営改善に務めています。相談所では、経

営指導員を配置し、小規模事業者の方々を対象

に、経営を取り巻く様々な諸問題について、無

料でご相談に応じています。

巡回・窓口相談

経営に役立つタイムリーなテーマを設けて、講習会・セミナー・個別相談会を年間を通じて開催しています。

講習会・セミナーの開催

国・都・市等の制度資金の紹介や斡

旋を行います。特に、経営改善を目

指す小規模事業者の方には、当商工

会議所が推薦することにより、日本

政策金融公庫から無担保・無保証人

にて「マル経融資」が受けられます。

事業資金の相談・斡旋
八王子市と当商工会議所の連携により設立された「サイ

バーシルクロード八王子」から誕生した「ビジネスお助け

隊」は、幅広い分野に人脈を持つ経験豊富な企業OB、プロ

として活躍している公認会計士、中小企業診断士、社会保

険労務士等がボランタリー精神で参加するアドバイザー

組織です。

困った時の強い味方！

「ビジネスお助け隊」

売上げを上げるPOP の書き方

新入社員マナー研修

● 新入社員マナー研修

● クレーム対応術

● 電話応対セミナー

● 営業担当者研修

● 助成金・補助金制度説明会

● 部下・後輩育成研修

● リーダー育成塾

● 売上げを上げるPOPの書き方

● 社会保険の基礎実務

● 税制セミナー　etc.

開催実績開催実績

経営指導員と小規模事業者のパイプ役と

して、地域・業界団体の代表の方に「小

規模企業振興委員」を委嘱しています。

振興委員は、経営上の相談や指導を受け

たい方に経営指導員への取り次ぎを行う

など、連携を図っています。

小規模企業振興委員

専門相談員（弁護士、税理士、行政書士、弁理士、日本政策金融公庫、ITアドバイザー、東京都多摩地域

事業引継ぎ支援センター、社会保険労務士）が対応いたします。完全予約制で、当商工会議所内で対応し

ます。ご希望の方は、中小企業相談所までお申込みください。

専門相談の実施

政府等の施策利用ガ

イドブックなど様々

な小冊子を当商工会

議所1階フロアに用意

し、無料で配布してい

ます。

各種専門小冊子の配布

金　融

● 公庫の融資制度  ● 新規開業資金 など

相談時間
40分

毎月第3木曜日 ①13:15～ 13:55

②13:55～ 14:35

③14:35～ 15:15

法　律

● 経営上・取引先とのトラブル
● 職場トラブル など
毎月第1・3水曜日

相談時間
45分

①13:15～ 14:00

②14:00～ 14:45

③14:45～ 15:30

④15:30～ 16:15

弁理士
行政書士
社労士

I T

随時受付（予約） 平日 10:00〜16:00

事業承継

● 事業承継・M&A など

相談時間
1時間30分

毎月第1木曜日 ①13:00～ 14:30

②14:30～ 16:00

③16:00～ 17:30

税　務

● 法人税・事業税・消費税 など
毎月第3火曜日

相談時間
１時間

①13:15～ 14:15

②14:15～ 15:15

③15:15～ 16:15
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中小企業退職金共済制度は、1959年に中小企業退

職金共済法に基づき設けられた中小企業のための

国の退職金制度です。この制度をご利用になれば、

安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な従業員向

け退職金制度を手軽に作ることができます。

個人事業の皆さまが、ご自身で帳簿や決算書の作

成が行えるように、中小企業相談所に税務担当の

経営指導員を配置し、記帳に関する様々な相談に

応じています。

記帳相談 助成金・補助金などの
活用促進

国などの助成金や補助金などを紹介し、活用を

促進しています。また、応募要項などについても

中小企業相談所で配布しています。

新規顧客開拓や補助金獲得のためのアドバイ

ス、経営計画や事業承認計画の策定など、中小企

業診断士と当商工会議所の経営指導員が御社を

訪問し、問題解決に向けて、経営者の皆様ととも

に考えます。（費用無料）

販路開拓や事業計画
作成に専門家派遣

「中小企業活力向上プロジ
ェクトネクスト」

「専門家派遣事業
」

インターネットで各種経営に役立つセミナー映

像を視聴いただけるサービスです。専用サイト

に、ID・パスワード（当商工会議所指定）にてログ

インの後、ご覧いただけます。コンテンツは約

450本、旬なテーマを毎月更新しています。多忙

のため、リアルなセミナーや研修会に中々参加

できない方には最適です。

セミナー参加が難
しい方へ

『WEBセミナー
』

小規模企業の個人事業主や、会社等の役員の方

が廃業や退職された場合、その後の生活の安定

あるいは事業の再建等のための資金をあらかじ

め準備しておく共済制度で、いわば「経営者のた

めの退職金制度」です。掛金は、税法上全額が「小

規模企業共済制度等掛金控除」として課税対象

所得から控除できます。

取引先の倒産が引きがねになって、連鎖倒産に

追い込まれる中小企業の方々は少なくありま

せん。不測の事態が生じた場合、掛金総額の10

倍以内（被害相当額）の範囲で共済金の貸付（無

担保・無保証人・無利子）が受けられる制度で

す。掛金は税法上損金または必要経費に算入で

きます。

小規模企業共済制度
の諸手続き

経営セーフティ共済
の諸手続き

中小企業退職金共済制度
の加入手続き

困った時
の強い味

方

ビジネス
 お助け隊

個別相談

「作成したビジネスプランへのアドバイスがほしい」「海

外へ事業を展開するには？」「助成金申請書の書き方のポ

イントを教えてほしい」「新規創業を考えているが、どう

したらいいのか」等々、ビジネスを取り巻く様々なお悩み

について「ビジネスお助け隊」が誠心誠意ご相談にお乗り

します。

経験豊富な
企業OB・専門家などによる
企業（起業）支援活動

「ビジネスお助け隊」は、経験豊富で幅広い分野に人脈の

ある企業OBを中心に、プロとして活躍する公認会計士、中

小企業診断士、弁理士等が参加するアドバイザー組織で

す。当商工会議所中小企業相談所と連携し、事業者の目線

で寄り添いながらともに汗を流し併走支援をするパート

ナーとして、経営相談・セミナー活動を行っています。

相談は無料です。まずは下記事務局にご連絡の上、皆さまのお悩みをお聞か

せください。総勢70名近くの登録アドバイザーの中から、相談内容に相応し

いアドバイザーをご紹介いたします。

ビジネス現場で培ってきた実践的な知識、知見を持つアドバイザーが、講師

として御社に出向き「集合研修」を行います。経営幹部や製造現場、営業、管理

部門担当者向けなど、御社のニーズにあった研修をご提案いたします。（費用

はご相談ください）

国の「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」、また「経営革新計

画」「経営力向上計画」などの申請書作成のコツやポイントを、個別にアドバ

イスいたします。

▶▶▶  「ビジネス」でお悩みの中小企業の皆さまへ

▶▶▶  登録アドバイザーは専門性が高く、経験豊富

▶▶▶  主な活動

御社の人材教育に!

「出前講座」

「補助金申請書」等
作成サポート

「ビジネスお助け隊」に関するお問い合わせ先  八王子商工会議所中小企業相談所　☎042-623-6311

その他、当商工会議所主催の「本気の創業塾」や「リーダー育成塾」などの人材育成事業についても、

運営協力をいただいております。
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●調査後の審査により、ご融資できない場合があります。　●利率は融資決定時の利率が適用されます。　●制度内容は変更される場合があります。

借入推薦依頼者（当商工会議所所定用紙）および「お客さまの情報の利用に関する同意書」

最近2期分の確定申告所および決算書（附属書類および勘定科目明細書含む）のコピー

（決算後6ヵ月以上経過している場合は最近の試算表が必要）

所得税（法人税）、事業税、市・都民税の領収書または納税証明書のコピー

借入金がある場合は、借入額、残高、毎月の元金返済額がわかるもの（返済明細書等のコピー）

見積書（設備資金の場合）

登記簿謄本（法人のみ）

不動産登記簿謄本（初めてのお申し込みの方）

許認可を必要とする業種の方は、許認可証のコピー

❶
❷

❸
❹
❺
❻
❼
❽

申込時に必要な書類

マル経融資制度の流れ

step

1 小規模事業者

step

2 商工会議所受付

step

3 商工会議所審査会

step

4 日本政策金融公庫審査

小規模事業者融資の
実現

申込

調査

推薦

融資

❶
❷
❸
❹

現在使用中および前期分の帳簿類

不動産のある方は、登記済権利証書または謄本

地代、家賃の領収書

普通預金、定期預金の通帳

八王子商工会議所
の経営指導員が調

査にお伺いした時
に

下記の書類・資料を
ご提示ください

マル経融
資

小規模事業
者経営改善

資金融資

規模要件
（従業員数）

指導要件

業種要件

営業年数

地域要件

所得税・法人税、事業税、市都民税

の納付期限が到来している税金（延

期、納税猶予にかかる税額を除く）

をすべて完納していること。

納税要件

小規模事業者のための融資制度です。
だから、気軽で安心!!まずは
「商工会議所」に相談してください。

融資額
2,000万円

返済期間 利 率
1.21％

7年以内
措置期間

1年

10年以内
措置期間

2年

令和2年

8月末日現在

申込金額が1,500万円を超える場合

（既往の貸付残高と合わせ1,500万

円を超える場合を含む）は、商工

会議所所定の事業計画書が

必要です。

運　転 設　備

八王子市からの利子補助があります
八王子市よりの利子補助は、当初12カ月間（利率の一部）で、年1回、支払われます。（毎年3月

締め）。補助については要件がありますので、中小企業相談所 ☎ 042-623-6311までお問い

合わせください。

マル経融資申込み要件

●製造業、その他（20 人以下）

●商業、サービス業（5 人以下）

法人企業の役員、個人事業者の家族従業員、

パート・アルバイトは除きます。

八王子商工会議所の経営指導を

6 ヵ月以上受けていること。

日本政策金融公庫の非対象業種

でないこと。

最近 1 年以上、八王子市内で事業を

行っていること

（注）他地域からの移転の場合は、八王子市内

における営業期間が1年未満であっても、

移転直前地域で1年以上事業を行ってい

れば融資対象となります。（ただし当地区

での「指導要件」は必要になります。）

八王子商工会議所で6ヶ月以上の経営指導を受けている小規模事

業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用で

きる制度です。資金は日本政策金融公庫よりの貸付となります。

拡充部分

融　資
対象者

融　資
限度額

利率(年)

ご返済期間
(うち据置期間)

新型コロナウイルス感染症の影響

により最近1ヵ月の売上が前年また

は前々年の同期と比較して5%以上

減少している方

設備資金 10年以内 (4年以内)

運転資金 7年以内 (3年以内)

当初3年間：基準金利(-0.9%)

3年経過後：基準金利

別枠1,000万円

新型コロナウイルス対策マル経融資新型コロナウイルス対策マル経融資新型コロナウイルス対策マル経融資

※令和3年3月31日までの制度となります。
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❽
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申込金額が1,500万円を超える場合

（既往の貸付残高と合わせ1,500万

円を超える場合を含む）は、商工

会議所所定の事業計画書が

必要です。

運　転 設　備

八王子市からの利子補助があります
八王子市よりの利子補助は、当初12カ月間（利率の一部）で、年1回、支払われます。（毎年3月

締め）。補助については要件がありますので、中小企業相談所 ☎ 042-623-6311までお問い

合わせください。

マル経融資申込み要件

●製造業、その他（20 人以下）

●商業、サービス業（5 人以下）

法人企業の役員、個人事業者の家族従業員、

パート・アルバイトは除きます。

八王子商工会議所の経営指導を

6 ヵ月以上受けていること。

日本政策金融公庫の非対象業種

でないこと。

最近 1 年以上、八王子市内で事業を

行っていること

（注）他地域からの移転の場合は、八王子市内

における営業期間が1年未満であっても、

移転直前地域で1年以上事業を行ってい

れば融資対象となります。（ただし当地区

での「指導要件」は必要になります。）

八王子商工会議所で6ヶ月以上の経営指導を受けている小規模事

業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用で

きる制度です。資金は日本政策金融公庫よりの貸付となります。
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融　資
限度額

利率(年)

ご返済期間
(うち据置期間)

新型コロナウイルス感染症の影響

により最近1ヵ月の売上が前年また

は前々年の同期と比較して5%以上

減少している方

設備資金 10年以内 (4年以内)

運転資金 7年以内 (3年以内)

当初3年間：基準金利(-0.9%)

3年経過後：基準金利

別枠1,000万円

新型コロナウイルス対策マル経融資新型コロナウイルス対策マル経融資新型コロナウイルス対策マル経融資

※令和3年3月31日までの制度となります。
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新しい出会
いをつく

る

交流事業

後継者育成塾「はちおうじ未来塾」 広域ビジネス交流会(八王子・町田・相模原商工会議所合同)

会員交流会「新春の集い」 リーダー育成塾

当商工会議所会員交流会はもちろん、近郊の商工会議所とも連携し、広域ビジネス交流会を開催し

ています。行政区域と業種を超えた「新しい出会い」「情報交換の場」として活用いただけます。

▶▶▶  「新しい出会い」や「情報交換の場」

当商工会議所では、市内を8ブロックに分けて、ブロックごとで地域に関するセミナーや視察等の交流

事業を随時実施しています。

▶▶▶  地区別交流事業

小規模企業の若手経営者や後継者、起業家の皆さまが、経営や技術などに関する情報を相互に交換

することで、成長し、発展していただくことを目的にした交流会やグループを組織しています。

▶▶▶  若手経営者・後継者・起業家ネットワーク

起業を
サポートしま

す

－安心の商工会議所運営－
見つかる ! あなたのビジネスパートナー

ご利用は無料ですご利用は無料です
ザ・ビジネスモール

1.商談相手を探す
2.ビジネスパートナーを探す
3.自社製品サービスをPR

ザ・ビジネスモール
が

選ばれる3つの機能
‼

企業検索 商品検索

商談支援 連携サービス

プレミアム

プレミアム
メンバー
サービスは
有料です

「本気の創業塾」より ザ・ビジネスモール

公的機関の創業支援、八王子市内外で行われる起業家向けのセミナーや交流会などのお役立ち情報

を紹介します。

▶▶▶  お役立ち支援策を紹介します

当商工会議所では、起業に必要な知識を一から学ぶことができる「創業スクール」「本気の創業塾」を

開講しています。受講生一人ひとりにアドバイザーがつき、一緒に歩みながら支援をしていく「併走

型支援」が特徴です。「本気の創業塾」では、同じ志を持つ同期生は元より、卒業生・OBともネット

ワーク構築が図れます。

▶▶▶  「本気の創業塾」や「創業スクール」を開催しています

当商工会議所ではビジネスチャンスを広げるきっかけとなる事業を多数用意しています。商工会議

所の職員がマッチングに入りますので、より自然な形でビジネスマッチングができます。また、全国

25万社が登録する販路開拓支援サイト「ザ・ビジネスモール」に登録いただくと取引先拡大につなが

ります。

▶▶▶  販路開拓のお手伝いをします

事業を始めるにあたっての最適な運転・設備資金を紹介します。

▶▶▶  最適な資金を紹介します
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新しい出会
いをつく

る

交流事業

後継者育成塾「はちおうじ未来塾」 広域ビジネス交流会(八王子・町田・相模原商工会議所合同)

会員交流会「新春の集い」 リーダー育成塾

当商工会議所会員交流会はもちろん、近郊の商工会議所とも連携し、広域ビジネス交流会を開催し

ています。行政区域と業種を超えた「新しい出会い」「情報交換の場」として活用いただけます。

▶▶▶  「新しい出会い」や「情報交換の場」

当商工会議所では、市内を8ブロックに分けて、ブロックごとで地域に関するセミナーや視察等の交流

事業を随時実施しています。

▶▶▶  地区別交流事業

小規模企業の若手経営者や後継者、起業家の皆さまが、経営や技術などに関する情報を相互に交換

することで、成長し、発展していただくことを目的にした交流会やグループを組織しています。

▶▶▶  若手経営者・後継者・起業家ネットワーク

起業を
サポートしま

す

－安心の商工会議所運営－
見つかる ! あなたのビジネスパートナー

ご利用は無料ですご利用は無料です
ザ・ビジネスモール

1.商談相手を探す
2.ビジネスパートナーを探す
3.自社製品サービスをPR

ザ・ビジネスモール
が

選ばれる3つの機能
‼

企業検索 商品検索

商談支援 連携サービス

プレミアム

プレミアム
メンバー
サービスは
有料です

「本気の創業塾」より ザ・ビジネスモール

公的機関の創業支援、八王子市内外で行われる起業家向けのセミナーや交流会などのお役立ち情報

を紹介します。

▶▶▶  お役立ち支援策を紹介します

当商工会議所では、起業に必要な知識を一から学ぶことができる「創業スクール」「本気の創業塾」を

開講しています。受講生一人ひとりにアドバイザーがつき、一緒に歩みながら支援をしていく「併走

型支援」が特徴です。「本気の創業塾」では、同じ志を持つ同期生は元より、卒業生・OBともネット

ワーク構築が図れます。

▶▶▶  「本気の創業塾」や「創業スクール」を開催しています

当商工会議所ではビジネスチャンスを広げるきっかけとなる事業を多数用意しています。商工会議

所の職員がマッチングに入りますので、より自然な形でビジネスマッチングができます。また、全国

25万社が登録する販路開拓支援サイト「ザ・ビジネスモール」に登録いただくと取引先拡大につなが

ります。

▶▶▶  販路開拓のお手伝いをします

事業を始めるにあたっての最適な運転・設備資金を紹介します。

▶▶▶  最適な資金を紹介します
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従業員が退職したあと、労働者の生活およ

び雇用の安定を図るとともに、再就職を促

進するため必要な給付を受けられる保険で

す。一般的には失業給付と呼ばれています。

労働者が通勤時や就労時に負傷した場合や

疾病にかかった場合、障害が残った場合等

について給付を受けられる保険です。

労働保険
代表・役員

も労災保
険に

加入でき
ます

労災保険
（労働者災害補償保険）

労災保険
（労働者災害補償保険）

雇用保険

▶▶▶  業務委託するメリット

労働保険とは…
従業員のために加入する
公的な保険です。

労働保険料の申告・

納付、雇用保険の被保険者

資格の取得および喪失等の事

務を事業主に代わって処理い

たしますので、事務の省

力化が図られます。

労働保険料の

額にかかわらず

保険料の納付を 3 回に

分割できます。

通常では労働保険に

加入することができない

中小事業主などの方でも、

労災保険に加入することが

できます。

「特別加入制度」

1 2 3

労災保険と雇用保険の2つを総称しており、労働者（パートタイ

マー・アルバイトを含む）を一人でも雇用していれば、業種・規

模の如何を問わず適用事業となります。

従業員が退職したあと、労働者の生活および

雇用の安定を図るとともに、再就職を促進す

るため必要な給付を受けられる保険です。一

般的には「失業保険」と呼ばれています。

この労働保険事務を会議所に委託できます。
※諸条件がございますので、当商工会議所まで事前にお問い合わせください。

出前講義・
技術相談

「出前研究
室」工学院大学の先生が

八王子の中小企業に出向き、
講義や技術相談を行います!

　当事業は、八王子市内の中小企業 ( 工場や事務所 ) に、直接「工学院大学 ( 八王子市中野町 )」の先生や

学生が出向いて講義を行ったり、「技術相談」をお受けする、当商工会議所と工学院大学との連携事業です。

業種や企業の規模を問わず、八王子市内の中小企業であればお申込みいただけます。

　費用は一切不要です（1 社 2 回まで）。ただし、その後、継続的に技術指導を受けたい場合や、共同研究・

受託研究に発展した場合は、有償となる場合があります。

　日頃、工学院大学と接点を持ちたいとお考えの企業の皆様、お気軽にご活用ください。

▶▶▶  活用事例
八王子の農産物を使った

「オリジナル麺」の試作開発をサポート

▶ 依頼者：飲食業
▶ 担当教員：山田 昌治 先生(食品化学工学研究室)
飲食業を営むA社から「ある市内の農産物を使って麺を開発している
が、麺の食感や風味が思うようにいかない。よりよい食感や風味を出せ
る最適な製造プロセスをアドバイスしてほしい」という相談がありまし
た。そこで小麦の専門家である山田先生に工場に出向いていただき、開
発内容のヒアリングと現存設備を確認。「麺の食感とph値は密接な関係
があるが、今回の農産物は食感を良くするのに最適な食材」とのアドバ
イスをいただきました。製造プロセスについては、研究室の分析装置を
使って食感や風味を「見える化」していくことになりました。
「出前研究室」がきっかけとなって共同研究に進み、八王子発の新製品の
誕生が期待されます。

IoT開発製品におけるトラブルを
解決したい

業務で使っている「材料」について、
新しい情報が欲しい
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労働保険料の申告・

納付、雇用保険の被保険者
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額にかかわらず
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分割できます。
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できます。

「特別加入制度」

1 2 3

労災保険と雇用保険の2つを総称しており、労働者（パートタイ

マー・アルバイトを含む）を一人でも雇用していれば、業種・規

模の如何を問わず適用事業となります。

従業員が退職したあと、労働者の生活および

雇用の安定を図るとともに、再就職を促進す

るため必要な給付を受けられる保険です。一

般的には「失業保険」と呼ばれています。
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▶▶▶  ビジネス総合保険制度
事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償する保険です。

▶▶▶  情報漏えい賠償責任保険制度
個人・法人の情報漏えいリスクに備える保険です。

▶▶▶  業務災害補償プラン
労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える保険です。

▶▶▶  休業補償プラン
病気やケガによる休業時の所得減に備える保険です。

▶▶▶  中小企業海外PL保険制度
輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備える保険です。

▶▶▶  輸出取引信用保険制度
海外取引先の債権回収不能リスクに備える保険です。

▶▶▶  海外知財訴訟費用保険制度
海外での知財訴訟リスクに備える保険です。

※各保険の詳細は、パンフレットをご確認いただくか、引受保険会社までお問い合わせください。
　https://hoken.jcci.or.jpより、パンフレットのダウンロード・各引受保険会社の確認ができます。

引受保険会社

☎042-644-7311
☎042-646-6221
☎042-631-4181
☎042-626-4331

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 ㈱

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 ㈱

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

八王子支社

八王子支社

八王子支社

八王子支社

八王子商
工会議所

の

共済制度

▶▶▶  生命共済 NEXT
「定期保険（団体型）」＋「商工会議所自家給付制度」
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

▶▶▶  特定退職金共済制度
「新企業年金保険」
従業員の退職金準備にご活用いただけます。
ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

▶▶▶  ガン治療保険（無解約払いもどし金型）
アクサの「治療保障」のがん保険「マイセラピー」

「手術」、「放射線治療」、「化学療法(抗がん剤治療)」を保障。

一時金の特約は最高2000万円(法人契約のみ)。

▶▶▶  医療治療保険（無解約払いもどし金型）
アクサの「一生保障」の医療保険スマート・ケア
入院前後の通院、手術後の通院を保障。日帰り入院、集中治療室(ICU)管理、手術・放射線治療を

受けた時の一時金もお支払いします。

▶▶▶  災害保障重点期間設定型定期保険
アクサの経営者のための保険シリーズフォローアップライフ
経営者・役員の退職慰労金・弔慰金準備にご活用いただけます。

簡単な3つの告知項目でお申込みいただけます。医師の審査は不要です。
このご案内は各制度／保険商品の特長を記載しています。ご検討の際には、保険商品の引受保険会社であるアクサ

生命が交付する「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ）」、「ご契約のしおり・約款」を

必ずご覧ください。

企業経営サポートシリーズアクサの「保障重視」の定期保険ピュアライフ
事業主の万一のときの保障、および、従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

▶▶▶  無解約払いもどし金型定期保険

当社保険商品の検討・契約に際しては「重要事項説明書（契約概要・
注意喚起情報・その他重要なお知らせ」・「ご契約のしおり・約款」を
必ずご覧ください。

引受保険会社

お問い合わせ先

アクサ生命保険株式会社 多摩営業支社 ☎042-643-2203

八王子商工会議所 ☎042-623-6311
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各種
検定試験

▶▶▶  日商簿記
簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営
成績と財政状態を明らかにする技能です。企業の活動
を適切、かつ正確に情報公開するとともに、経営管理
能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。

▶▶▶  リテールマーケティング（販売士）
マーケティング知識を活かした販売促進企画の立案

のみならず、売場づくりや接客の技術、在庫管理にい

たるまで、幅広く実践的な専門知識が身につきます。

▶▶▶  日商珠算

▶▶▶  ネット試験

▶▶▶  DCプランナー
　 （企業年金総合プランナー）

▶▶▶  福祉住環境コーディネーター

▶▶▶  ビジネス実務法務 ▶▶▶  環境社会（eco）

▶▶▶  電卓技能

そろばんを学習することは、子供の能力開発に役立つ
といわれ、計算力・暗算力はもとより記憶力や集中力、
思考力なども養われるとして、その効果が見直され、習
熟してくると脳を高速に働かせるので学力全体を伸ば
すこともできます。

確定拠出年金をはじめとする年金・退職金制度の知識・

技能に関する能力を判定する試験です。

試験の施行から、採点、合否判定までをインターネッ

トを介して行う「ネット試験」として施行します。

●日商PC（文書作成・データ活用・プレゼン資料作成）など

高齢者や障がいを持つ方の福祉、医療、建築について

体系的で幅広い知識を学びます。

医療、福祉、建築業に携わる方に注目の資格です。

業務上必要となる法律知識を身につけられ、企業防衛

はもちろん、コンプライアンス意識の向上にも役立ち

ます。

複雑かつ多用化する環境問題に関する知識を身につ

け、ビジネスに差をつけることができます。

電卓の機能を有効に活用するための電卓技能の評価

を行う検定です。複雑な計算でも機能を使えばより短

時間で計算ができ、効率よく処理できます。

日商簿記

販売士

日商珠算

八王子　検定試験

「WEBセミナー」

八王子商工会議所

パソコン教室

いつでも・どこでも・好きなだけ！インターネットで視聴

様々な経営情報がWEBセミナーを視聴することで入手できます。

インターネットに繋がる環境があれば、時間・場所の制限無く受講できます。

PCとプロジェクターを繋げることで社内研修ツールとしても活用いただけます。

多数の企業より、新入社員や従業員のスキルアップにもご利用いただいています！

無料説明会を随時実施しています！お気軽にお問い合わせください！

▲「WEBセミナー」トップページ▲サイトバナー

当会議所ホームページより下記「WEBセミナー

特設サイトバナー」をクリックいただき、専用

のID・パスワードにてログイン後、視聴いただけ

ます。

（ID・パスワードは、当会議所WEBセミナー担当

までご連絡ください）

授業1回（50分）： 1,200円（税込）

別途機器使用料： 200円（税込） （1回）
※八王子商工会議所会員は別途機器使用料が無料になります！

教室維持費

開 講 日 時

電 話 受 付

所 在 地

パソコン教室

： 1,000円（税込）（1ヵ月）が必要になります。

： 月～土曜日（祝日除く）

： 月・水・木・土 9:00～18:00

 火・金 9:00～20:30

： 八王子市大横町11-1　八王子商工会議所1階

 ☎042-686-2126

 みなみ野校　八王子市みなみ野1-7-3

 ☎042-683-1755

： https://office-kanade.com/hachiouji/

入学金・教材費なし
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各種
検定試験
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 ☎042-683-1755

： https://office-kanade.com/hachiouji/
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入会の
ご案内

会員のメリット

八王子市内で事業を営んでい

る商工業者、および事業活動

を行う各種団体（NPO、医療法

人、学校法人、農業も含む）、法

人・個人が事業規模を問わず

ご入会いただけます。市外の

方でも、特別会員としてご加

入いただけます。

入会金は不要です。規模によ

り会費の金額が異なります。

年間12,000円以上でお願いし

ています。

会費の支払いは、ご指定の金

融機関からの自動振替（市外

の場合は振込請求書）になり

ます。

所定の「会員入会申込書」「会

員口座振替依頼書」を当商工

会議所までご提出ください。

加入手続終了後、会員章と

会員カードをお渡しいたし

ます。

入会資格 会　費 入会手続き

●会員の皆さまの意見・要望を、部会や委員会で取りまとめ、市・都・国へ働きかけをします。

●経営指導員による巡回・窓口相談、記帳相談が受けられます。

●経営に役立つ各種セミナー、講習会に参加いただけます。

●異業種・同業種交流会、会員交流大会、視察研修会に参加いただけます。

●有利な退職金積立制度や生命共済、国の共済制度や業務災害補償、ビジネス総合保険等、商工会議所

ならではの各種共済・保険制度に加入いただけます。

●原産地証明の登録・発行を行います。

●労働保険の事務代行が受けられます。事務委託をすると、事業主や役員の方でも「労災保険」（特別加

入制度）に加入できます。

●「はちおうじ会議所だより」を月1回発行し、当商工会議所活動や地域情報、経営に役立つ情報、会員

情報等をお知らせいたします。

●当商工会議所ホームページ「八王子事業者名鑑」、全国25万社が登録する販路開拓支援サイト「ザ・

ビジネスモール」に登録いただくことにより、販路開拓につながります。

●セミナーやイベント、補助金情報等、タイムリーな情報を、随時メールにてお届けいたします。

●会員企業の健全な発展や従業員の勤労意欲の向上を図る「優良従業員表彰」を行います。

●当商工会議所会議室の使用について、割引が受けられます。

●当商工会議所提携施設の各種優待サービスが受けられます。

会議所会員
サービス

提携施設のサービスを受ける場合は、
予約のうえ、利用日当日窓口・受付に
会員カードをご提示ください。

4階ホール （100人収容）

3階会議室 （50人収容）

3階中会議室 （30人収容）

1階会議室 （10人収容）
※当商工会議所会員は割引にて利用できます。

▶▶▶当商工会議所会議室使用料の割引

お客さまの目の前でパソコンからハードディスクを取り

出し、その場で破壊し、データ破壊証明書を発行いたし

ます。処分される場合はパソコン本体とともに無料で引

き取ります。ただし、処分のみの引き取りはできません。

▶▶▶ハードディスク破壊サービス

帝国データバンク東京西支店（立川市） ☎042-595-7121
※ご利用の際には、当商工会議所までお問い合わせください。

▶▶▶企業信用調査割引

帝国データバンク東京西支店（立川市） ☎042-595-7121
※ご利用の際には、当商工会議所までお問い合わせください。

▶▶▶電子認証サービス割引

ハロー!パソコン教室八王子駅前校（旭町） ☎042-659-2386

プライムOAスクール（元本郷町） ☎042-686-3544

▶▶▶パソコンスクール割引

サイバーシルクロード八王子（明神町） ☎042-639-1009

▶▶▶英語翻訳サービス

青梅信用金庫　商工組合中央金庫　西武信用金庫

多摩信用金庫　大東京信用組合　　山梨中央銀行

東日本銀行　　三菱UFJ銀行八王子支社　

きらぼし銀行
※各金融機関で申込要件、融資額、金利などが異なりますので

　ご確認ください。

▶▶▶メンバーズビジネスローン

会館の1階展示スペースを会員企業の製品PRや研究・

開発成果の発表の場として無料で貸し出します。

▶▶▶当商工会議所1階展示スペースの利用

千代田ホテル（旭町）

マロウドイン八王子（三崎町）

銘石の宿かげつ（山梨）

木創りの宿旅館きこり（山梨）

☎042-624-3281

☎042-623-7111

☎055-262-4526

☎055-262-3794

▶▶▶宿泊割引施設

ふじてんスノーリゾート（山梨）

富士眺望の湯ゆらり（山梨）

八王子市戸吹湯ったり館（戸吹町）

☎0555-85-2000

☎0555-85-3126

☎042-696-6113

▶▶▶スポーツ・健康センター施設割引

医療法人社団永生会南多摩病院（散田町）

八王子消化器病院（万町）

仁和会総合病院（明神町）

右田病院（暁町）

右田健診クリニック（本町）

北原RDクリニック（大和田町）

東京天使病院（上壱分方町）

☎042-633-0111

☎042-626-5111

☎042-644-3711

☎042-622-5155

☎042-621-5655

☎042-656-2221

☎042-651-5332

▶▶▶人間ドッククイック予約

伊藤祐次商店（八幡町）

濱中（追分町）

町田商店（天神町）

溝口祭典（元横山町）

セレモア八王子（大横町）

☎042-622-0638

☎042-622-0874

☎042-622-1294

☎0120-092-199

☎0120-650-650

▶▶▶葬祭割引

東海大学八王子病院健康管理センター（石川町）

 ☎042-639-1177

▶▶▶人間ドック割引サービス

JTBコーポレートセールス法人営業西東京支店（立川市）

 ☎042-521-5550

▶▶▶パック旅行割引

ライフサポートサービス（丹木町） ☎0120-802-990

▶▶▶民間救急サービス

京王プラザホテル八王子（旭町） ☎042-656-3111

▶▶▶ご婚礼特典
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八王子商工会議所

〒192-0062 東京都八王子市大横町 11-1

TEL.042-623-6311
FAX.042-626-8138

〒192-0046東京都八王子市明神町2-27-6
　　　　　　たましんブルームセンター 4F

TEL.042-639-1009
FAX.042-639-1008
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