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【2面】新型コロナウイルス関連支援策
【5面】三原おまもりチケット
【8面】会員さんこんにちは

【3面】新型コロナウイルス関連支援策
【6面】潮流を読む

【4面】WEBセミナー開催のお知らせ
【7面】三原市地域連携推進協議会だより

今 月 の 内 容
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　４月28日（火）、三原市・広島経済同友会三原支部・本
所による定期意見交換会「三原未来の会」が開催されま
した。（出席者７名）
　冒頭、本所が４月20日～26日の間に会員事業所を対象
に実施した経営に関する緊急アンケートの結果（詳細は本
所ＨＰをご覧ください。）を基に、市内事業所の切迫した
経営状況について報告しました。
　アンケートで回答のあった国・県・市への支援施策の
要望事項については、本所より継続して要望していくこ
とにしています。
　その他、三原食事業や港湾エリアの整備について等の
協議を行いました。

　港湾エリアの整備について、市内「糸崎地区」「貝野地区」
の整備は、今後の市および県東部地域の発展に必要不可
欠であることから、観光・防災機能の強化、物流拠点と
しての競争力向上を目的として、尾道糸崎港の港湾整備
についての要望書をとりまとめ天満市長へ手交しました。
　要望書を受け取っ
た天満市長は「国や
県から来られた方々
は、この海や港を
もっと利用していく
ことで三原はまだま
だ大きく発展してい
くとの認識を示され
ている。こういった
取り組みを市と経済界の両面から実施していくことが必
要である。」と述べられました。
　なお、要望内容には内港設備の機能強化等に関する事
項も盛り込んでおり、中心市街地活性化の観点からJR三
原駅と三原港が隣接している本市特有の地理的強みをさ
らに活かすことを目ざしています。

　本所では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けてい
る、またはその恐れがある中小・小規模事業者を対象として、
専門家相談員による相談窓口を設置しました。
　従業員の給料の支払いなどの労働関係でお悩みの方、今後の
経営に不安な方など様々なご相談に応じていますので、まずは
本所までお気軽にご連絡ください。
◆雇用労働関係相談　 相談員  社会保険労務士

　毎週水曜日（13時から16時）

◆経営相談　　　　　 相談員  中小企業診断士

　毎週木曜日（10時から16時）

※�相談は、都合上、事前予約制となっておりますので、ご希望
の方は下記ＵＲＬから申込書をダウンロードしていただくか
同封の申込書をFAXまたはE-mailにてご送付ください。
　https://www.mhr-cci.or.jp/keiei/covid-19_sodan.html

【お問合せ】本所経営指導課　☎0848-62-6155

　持続化給付金は、電子申請により国に直接申請
することとされていますが、申請手続きに不安が
ある方は、相談窓口をご利用することができます。
　なお、会場は、完全事前予約制のため、必ず下
記の方法でご予約の上、ご相談ください。

事前予約の方法
　①Web予約
　　https://www.jizokuka-kyufu.jp/
　②電話予約（自動音声ガイダンス）
　　☎0120-835-130（24時間予約可能）
　③電話予約（オペレーター対応）
　　☎0570-077-866（９時～18時）

▶▶▶　給付金の概要は３頁をご確認ください。

相談期間：5/22（金）～7/31（金）
　　　　　（土日祝も含む）  9:00～17:00
場　　所：三原商工会議所２Ｆ【会場番号3405】

第 ３ 回 三 原 未 来 の 会第 ３ 回 三 原 未 来 の 会
― 尾道糸崎港の港湾整備についての要望書提出 ―

専門相談員による
相談窓口を開設

持続化給付金申請サポート会場
三原会場設置のお知らせ

コロナ
対策
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新型コロナウイルス感染症の影響を  受けている事業者の皆様へ
  ◆ 事業継続支援給付金 （市）
　新型コロナウイルス感染拡大に対する事業継続支援として、１�事業者につき５万円の給付金の支給。

【申請期間】 令和２年５月11日（月）から令和２年８月31日（月）消印分まで有効
【対 象 者】 令和２年４月30日時点で市内に事業所等を有する法人又は個人事業主（以下「事業者」）で、

下記（1）～（3）のいずれにも該当するもの。
（1）��三原税務署へ営業所得の申告がなされている事業者。※1�

もしくは令和２年１月１日～４月30日の間に個人事業の開業届が三原税務署へ提出されている新規事業者。※2
（法人の新規事業者については、令和２年４月30日時点で法人設立登記が完了していること。）

（2）�納期限が令和２年１月31日までの市税の滞納がない事業者
（3）�反社会的勢力でない事業者
※１、２　�所得額が20万円以下で、確定申告書を提出されていない事業者や開業届未提出の事業者につい

ては、下記連絡先までお問い合わせください。
【受付方法】以下の提出書類をご準備いただき、次のいずれかの方法でご提出ください。

①同封の専用返信用封筒で返送　　②三原商工会議所へ郵送にて送付
【提出書類】 （1）�事業継続支援給付金交付申請書（兼市税納付状況確認同意書）

（2）�営業確認書類の控え又は写し�※3
（3）�通帳の写し�※4
（4）�反社会的勢力でない誓約書

※3� ア）  個人事業主…令和元年分の所得税・復興特別所得税確定申告書一面（税務署受付印のある確定申告書、又は確定申
告書及びメール詳細もしくは送信票）の控え又は写し。

 イ）  法人（有限会社，株式会社等）…直近の法人税確定申告書（別表一（一））一面（税務署受付印のある法人税確定申告書、
又は法人税確定申告書及びメール詳細もしくは送信票）の控え又は写し。法人税の申告が免除されている事業者は、
お問い合わせください。

 ウ）  新規事業者（個人事業主）…令和２年１月１日から４月30日の間に三原税務署へ提出した個人事業の開業届の控え
又は写し。開業届未提出の事業者は、お問い合わせください。

 エ）  新規事業者（法人）…確定申告期限が未到来の新設法人については、登記簿謄本の写し。
※4� ア）  給付金の振込先となる金融機関の通帳表紙の裏面の写し。

【そ の 他】 詳細情報については、ホームページに掲載しています。https://mihara-keizoku.net
【お問合せ】 三原商工会議所　☎080-2901-9851/080-2901-9852（問い合わせ専用番号）
� ※対応時間：平日９時～17時（12時～13時・土日祝除く）

新 規 事 業 者 の 皆 様
　本給付金のご案内が届いていない新規開業された事業者の皆様におかれましては、ＨＰから申請書をダウンロー
ドしていただくか、本所までお問い合わせください。

｝審査に際し、左記の全ての〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
書類が必要です。〰〰〰〰〰〰〰〰

（Ｑ）市税納付状況の確認はどのように行われるのか？
（Ａ）�交付申請書が市税納付状況の確認同意書を兼ねてお

り、市役所において、市税納付状況を閲覧・確認を
行うため、事業者が市税の滞納がない証明書などを
取得する必要はありません。

（Ｑ）給付金はいつ振り込まれるのか？
（Ａ）�申請書類の審査終了後、概ね１週間～10日程度を想

定しています。

（Ｑ） 個人事業者が複数事業を実施している場合、給付金
の支給件数は？

（Ａ）�所得税申告が同一書類でなされている場合は、１事
業所につき１件で処理します。

（Ｑ） 税申告書を紛失・受付印のある控えを保管していな
い場合、どうすればよいか？

（Ａ）�原則、三原税務署で「申告書等閲覧申請」もしくは「保
有個人情報開示請求」を行っていただきます。「申告
書等閲覧申請」は、手数料は不要で、本人確認書類（運
転免許証など）と印鑑が必要となり、ご本人が来署す
ることが必要になります。税務署で提示された申告
書をご自身で「撮影」いただきます。税務署ではコピー
をしていただけませんので注意ください。また、「保
有個人情報開示請求」は、手数料として300円と本人
確認書類（運転免許証など）が必要となり、ご本人が
来署することが必要になります。請求の際、税務署
に対して「一律給付金請求のため」と申し出てくだ
さい。申請後、２週間～１ヶ月程度で書類の受け取
りが可能になります。

お願い 感染拡大防止の観点から、窓口へお越しいただいての本件ご相談・申請手続きはご遠慮ください。
ご質問などは、電話等にてお願いいたします。お願い

Q&A



商工みはら 3令和2年6月1日発行

新型コロナウイルス感染症の影響を  受けている事業者の皆様へ
  ◆ 持続化給付金 （国）
　感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる
事業全般に広く使える給付金を支給。

【給 付 額】法人は200万円、個人事業者は100万円　※昨年１年間の売上からの減少分を上限とする

　　　　　　■売上減少分の計算方法
　　　　　　　前年の総売上（事業収入） ― （前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）

【給付要件】
　①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者
　②2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続する意思がある事業者
　③法人の場合、資本金の額または出資金が10億円未満または常時使用する従業員数が2000人以下である事業者

【お問合せ】持続化給付金事業コールセンター　☎0120-115-570　［ＩＰ電話専用回線］03-6831-0613

  ◆ 広島県新型コロナウイルス感染症対応資金 （県）
　感染症による売り上げ減少等の影響を受けた中小企業の皆様に必要な事業資金を円滑に供給するため、
国、市町、広島県信用保証協会及び県内の金融機関と連携した実質無利子・無担保の融資制度。

【対 象 者】  県内に事業所を有する中小企業者（個人事業主を含む）であって、セーフティネット保証４号・�
５号・危機関連保証に係る市町長の認定を受けた方

個人事業主（小規模のみ）
売上高減少率５％以上

法人等
売上高減少率15％以上

法人等
売上高減少率５％以上15％未満

融資限度額 3,000万円
融 資 期 間 10年（据置期間５年以内）

貸 出 利 率
３年以内0.8％
５年以内1.0％　当初３年間は実質無利子※1
10年以内1.2％

３年以内0.8％
５年以内1.0％
10年以内1.2％

信用保証料
（補助適用後） なし（0.0％）※2

0.425％※2
※経営者保証無の場合は0.525％※2

担保･保証人 原則として無担保、法人の代表者を除き保証人不要
※1�対象期間中に金融機関に対して支払った約定利息については、後日県から利子補給します。（年２回、初回は令和２年末までに実施予定）
※2�条件変更等に伴い追加して生じる信用保証料については、別途必要となります。

【お問合せ】広島県商工労働局経営革新課　☎082-513-3321

  ◆ 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置）
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に特例措置を実施。

【お問合せ】雇用調整助成金コールセンター　☎0120-60-3999

  ◆ 販路開拓・生産性向上支援 ※各補助金とも通年で募集はしておりますが、数回〆切がありますのでご注意ください。

制度名 概　要 補助上限率・補助率 主な活用例

小規模事業者
持続化補助金

小規模事業者が経営計画を作成して
取組む販路開拓等の取組みを支援 50万円（2/3）

①�集客力を高めるための店舗
改装
②商談会・展示会への出店

ものづくり･商業･
サービス補助金

新製品・サービス開発や生産プロセ
ス改善等のための設備投資を支援

1,000�万円（中小企業1/2�
小規模事業者2/3）

①�部品の内製化のための設備
投資
②生産ラインを新設・増強

ＩＴ導入補助金 ＩＴツール導入による業務効率化を
支援 30～450万円（1/2） テレワークに利用できる業務

効率化ツール等を導入する

新型コロナウイルス感染症の影響に対する
国・県・市の主な支援策をまとめています。
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　青年部会の会議は、どなたでも自由に参
加できます。青年部会の活動に興味がある
方は、ぜひ一度ご参加してみてください。詳
しくは、本所青年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

　令和２年度通常総会は、新型コロナウイルス
の影響により中止とし、書面による審議を行い、
今年度の三原YEGも無事に動き始めました。
　今期のスローガンは、昨年と同様「勇往邁進」
で進めてまいります。
　委員会活動に関して、まちゼミ委員会では市
民の皆様と企業との繋がりを作り、実践アウト
プット委員会では各社の発展のための勉強を行
います。さらに、この二つの委員会に加え、今
年度の新たな取組みとして、様々な企業の集ま
るYEGが市内の学校との関わりを深め、率先し
て地元の学生達と繋がり、話せる機会を作りた
いという思いから、新たに産学連携委員会を設
置しました。
　また、空家利活用研究同好会では、三原市と
の連携を図るとともに、今年度も継続して三原
市内の不動産窓口相談を行い、市民の皆様のお
役に立てるよう取組んでまいります。
　コロナウイルス問題がいつ収束に向かうのか
見当のつかない状況ではありますが、この状況
に負けることなく、三原のまちの元気につな
がる活動ができるよう努めていきたいと思いま
す。

「勇往邁進」のスローガンの下に
今期も充実した活動に取組みます

三原商工会議所青年部会
会長 角張 吉昭 さん

　本所では、新型コロナウイルス感染症の支援
策についてWebセミナー（YouTubeにて公開）
を開催し、「特別貸付の利用方法」について解
説します。公開期間中、下記アドレスからお気
軽にご参加ください。
■公開期間　令和２年６月８日（月）～19日（金）
■講　　師　㈱クリアー　代表取締役　栗原　邦夫�氏
■内　　容　①借入制度の内容について
　　　　　　②持続化給付金内容について
　　　　　　③その他施策について
■アドレス　https://www.mhr-cci.or.jp/semina/200608.html

女性部会会員募集のお知らせ
明日を拓く「女性会」を目指して一緒に学びましょう

あなたのご入会をお待ちしています

新型コロナウイルス特別貸付の
利用方法について解説します！

　本所女性部会は、平成９
年４月に設立され、現在17
名で活動をしています。
　あなたの女性ならではの
視点や感性で、三原の街を
一緒に活性化させませんか。
　仲間の輪を広げ、楽しく、
積極的に様々な体験や活動
を行っていただければと思
います。
◆目的◆
　�女性経営者の資質の向上と地域社会の活性化に貢献することを
目的とする

◆入会資格◆　※法人・個人問いません
　・三原商工会議所の会員事業所
　・会員事業所の女性経営者または役員
　・代表者が推薦するこれに準ずる女性
◆会費◆
　入会金　なし／年会費　15,000円
　※ほか、特別会費（事業活動に伴う参加会費を徴収）
◆活動内容
　�総会（毎年５月）、定例会（年に３回程度）、新年会、視察研修会�
など

◆申込・問合せ◆
　女性部会事務局　太田（0848-62-6155）

　本所では、三原市のよりよいまちづくりのため、毎年
10月に「三原市予算編成に対する要望書」を市に提出し
ています。
　今年度も要望書を作成するにあたり、会員の皆様に地
域商工業の活性化や一般福祉増進のためのご意見を募集
します。

　お寄せいただきましたご意見は、部会・委員会等で審
議の上、要望書に盛り込ませていただきますので、本所
までご連絡ください。
　これまでの要望書の内容につきましては、下記ホーム
ページをご覧ください。
https://www.mhr-cci.or.jp/cci/youbou/

「三原市予算編成に対する要望書」へのご意見を募集しています

視察研修会の様子

Webセミナー開催
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三原おまもりチケット参加店募集中！～三原の未来の笑顔のために～

【チケットの特徴】
①�申込を受けた事業所を参加店として
登録し、前売りのチケットをお渡し
します。
②�参加店は、受け取ったチケットを前
売りすることで、当面の運転資金を
確保するとともに、感染症終息後の
来店を約束することで地元飲食店等
を支援する事業です。
③�100円分のインセンティブが付与さ
れることで、顧客の購買意欲を刺激
し、販売促進に役立ちます。

④�チケットの販売は、参加店が基本で
すが、三原商栄会連合会、三原臨空
商工会、Webでも販売することで、
販売促進を図ります。

【特典】
①�額面１枚1,100円のチケットを消費者は1,000円で購入
する事ができます。（100円の差額分については、チケッ
ト事務局が負担。）
②�チケットを利用できるのは、チケットの裏面に記載さ
れた店舗のみとなります。特定のお店の応援ができる
ので、お使いいただいたお金が直接なじみのお店に届
きます。額面に達しない場合で釣銭がでないこともお
店の応援になります。
③�利用期間は、無期限ですので、新型コロナウイルス感
染症について考慮しなくてすみます。
④�７月９日までに購入したお客様は、抽選会に参加する
ことができます。
⑤�電子チケットとして専用サイトでも購入・利用可能です。
⑥ふるさと納税の返礼品として掲載及び販売しています。

【お問合せ】 三原商栄会連合会�三原おまもりチケット事務局� � ◆WEBサイト�
TEL：080-1902-8335　FAX：050-3488-1511� � � 　https://mihara-omamori.com/

【参加方法】
　参加希望事業所は、WEBフォーム、FAX（WEBサイト
より申込書をダウンロード）または三原商栄会連合会の窓
口にてお申し込みください。
◆募集期間：令和２年７月20日（月）まで

【購入方法】
　各利用可能店舗、三原商栄会連合会（三原商工会議所
内）、三原臨空商工会またはWEBサイトからも購入可能で
す。WEBサイトで参加店舗をチェックしてみてください。
◆販売期間：令和２年７月31日（金）まで

　三原商栄会連合会（会長：泉太貴）では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している
飲食店を中心に小売、サービス業で利用できる前売り型の「三原おまもりチケット」の販売支援事業を
現在約100店舗の参加店（詳細は下記WEBサイトまで）とともに展開しています。地域のお店をまもり、
応援するためにできたチケットサービス、皆様のご参加お待ちしております！

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

広島支社　三原営業所
〒723-0052 三原市皆実4-8-1 三原商工会議所ビル
TEL 0848-62-6993

オ
モ
テ

ウ
ラ

参加店 お客様
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1990年慶応義塾大学法学部卒業。
大和総研入社。企業調査部（金融
サービス担当）、経営コンサル
ティング部（金融機関担当）大蔵
省財政金融研究所（1998～2000
年）出向などを経て現職。専門
は金融・資本市場、金融機関経
営、地域経済、グローバルガバ
ナンスなど。主な著書・論文に
『FinTechと金融の未来～10年
後に価値のある金融ビジネスと
は何か？～』2018年４月、共著
（主著）、『ＪＡＬ再生　高収益企
業への転換』日本経済新聞出版、
2013年１月、共著。ＩＡＡＳＢ
　ＣＡＧ（国際監査・保証基準審
議会　諮問・助言グループ）委員
（2005～2014年）。日本証券経済
研究所「証券業界とフィンテッ
クに関する研究会」（2017年）

内野 逸勢 / うちの・はやなり
株式会社大和総研　金融調査部　主席研究員

本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。
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三原地域連携推進協議会だより（構成団体：市・本所・県立広島大学等）
URL:https://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ ☎62−6155  担当／實廣

三原地域連携推進協議会 令和２年度 総会議案を審議
　三原地域連携推進協議会（会長：天満祥典三原市長）で
は、三原地域における大学と地域の交流及び産学連携を
推進し、地域の発展を目的に「総務事業」「地域交流部会
事業」「産学官連携部会事業」の３つの部門で事業を行っ
ています。
　本年度は、５月11日（月）に総会の開催を予定しており
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
書面での審議を行いました。その結果、すべての議案が
承認され、令和２年度がスタートしました。今後の活動は、
新型コロナウイルスの感染状況を考慮しながら進めてま
いります。

■総務事業
　情報発信事業
　地域との交流促進を図るための情報発信
　⇒�三原市チャンネル「県大でけんこう！」制作支援、
番組貸出用DVD制作等。

■地域交流部会
　地域交流促進事業
　大学と地域社会の連携を促進するため、交流活動を支援
　⇒�キャンパスツアーの開催。その他の事業は感染拡大
防止の観点から実施見送り。

　地域連携事業
　�大学の教育研究機能を活かした学習機会の提供及び活
用促進
　⇒�本年度は新型コロナウイルスの感染拡大状況を考慮
しつつ、実施を検討。

■産学官連携部会
　産学官連携事業
　産学官のマッチングを推進し、交流の機会を設ける
　⇒�産学官コーディネーターによる「産学技術交流相談
室」の運営、産学官セミナーの開催。

　プロジェクト支援事業
　大学の知識や技術を各分野で活用し現実化の支援を行う
　⇒三原市本町まちづくり協議会（仮称）との連携等。

㈱まちづくり三原からのお知らせ 第12回
　㈱まちづくり三原では、民間企業のノウハウを生かした中心市
街地のマネジメントや施設整備など、公共性の高い事業を通じて、
にぎわいと魅力ある「まちなか」の創造を目ざします。 統括マネージャー　滝口　隆久
　４月末に本町西国街道地区魅力ある「まちなみづく
り」事業後の本町地区の活性化を目指した、空き家・
空き店舗調査を本町の方と一緒に行いました。地元の
方が持ち主の方への紹介や連絡の窓口となって、その
場でヒアリングを行っていただくことで、有益な情報
をスムーズに確認することができました。この情報を
基に本町のエリアや建物の魅力と事業者の強みを生か
した創業、建物の活用を検討。そして事業化する人を
増やし、一緒に本町の特徴を活かしたまちの活性化を
考えていきたいと思います。
　本町の魅力は、城下町の歴史と古民家が現存する寺
社仏閣が多く存在し、日本の歴史や文化を感じ、コト
体験ができます。駅から近い地の利や、神明市、お雛
祭りなどの祭り催事があり、まち・通りの特徴を出し
ています。例えば、本町通りの古民家の魅力を活かして、
お雛祭り時に各店舗の前にお雛様や灯篭が統一された
雰囲気で並べられます。

　同様に、古民家の風情を感じる看板や、灯篭、のれ
んなどで統一感を持たせて通りの雰囲気を日本文化、
和の雰囲気で作り上げます。そこにある古民家もその
魅力を活かした店舗をつくり顧客が来たくなる通り、
歩きたくなる事業を考えていきます。さらに、お寺な
どにつながる小路の入り口にも統一された案内サイン
を設置します。既存の店舗、通りを統一したイメージ
で魅力を創出し、新たな店舗も魅力を活かして通り全
体の特徴が出来上がっていきます。
　魅力ある通り古民家の活用を考えるうえで、一つの
物件のみを考えリノベーションをしてもまち・通り・
建物の魅力は向上しません。エリアの魅力を探り、向
上するための取り組みを行い、一つ一つの物件の魅力
が繋がり、エリアに広がることを目指します。まちの
魅力アップと特徴を出していくブランディング化とエ
リアリノベーションの考えが今後のまちの活性化には
必要です。

まち・通り・建物の魅力をアップ
させるエリアリノベーション

令和２年度事業計画（主要な事業を抜粋）
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■お店の紹介をお願いします。
　リージョンプラザに近い円一町の住宅街でフランス料
理店を開いて、今年で２年目になります。
　風土豊かな瀬戸内三原で、地元の人に喜んでもらえる
お店づくりができたらと思います。
■おすすめの一品やこだわりを教えてください。
　よくイメージする堅苦しいフランス料理ではなく、
ベースはあくまでフランス料理ですが、ヨーロッパ、ア
フリカ、中東、東南アジアのエッセンスも加えています。

　お昼はあまりフランス料理に馴染みがない方でも食べ
て美味しいと思う物を、身近で手に入る新鮮な地元の食
材で作る事を心がけています。夜はもう少し落ち着いた
雰囲気で、時間やお酒も楽しんでもらえたらと思います。
■最後に一言。
　新型コロナウイルス
の影響で、なかなかお店
で食事という雰囲気に
はまだなっていません
が、ゆったりスペースを
とった店内で外食の楽
しさを感じてもらえた
ら何よりです。
　また小さいお子様がいたりして、なかなかお店に行っ
て食事ができないというご家族からも好評いただいてい
るお持ち帰り（予算や人数に合わせて料理を作ります）な
どもお気軽にお問い合わせください。

■ お店の紹介をお願いします。
　城町１丁目のサロン･ド�大坪の支店として、平成元年
にイオン三原店のオープンと同時に開店しました。
　パリ生まれの最先端のトレンドやテクノロジーと日本
の美容師の技とおもてなしで、ラグジュアリーなサロン
体験を提供します。
　親子でご利用いただくなど幅広い年齢層のお客様に、
ご来店いただいております。
■心がけていることやこだわりを教えてください。

　お客様の美しい髪を維持するためにヘアケアを重視
し、一人ひとりの髪質や地肌に合ったものをご提案しま
す。使用する商品も、ケラスターゼやロレアルなど信頼
性のあるブランドのものを使用しています。
　また、お客様の貴重なお時間を有効にお使いいただく
ために予約制を導入し、お待たせすることがないような
予約の取り方を実施しています。
■最後に一言。
　当店では、新規の割引券などは発行していませんが、
永くご利用いただいているお客様にはポイントカードで

還元をしています。
　これからも、ご愛
顧いただいているお
客様を大切に、お客
様が笑顔で生き生き
と輝けるようお手伝
いをしてまいります。

aura （アウラ）

美容室サロン･ド  ベル
大坪 俊彦 さん

住　所：三原市円一町3丁目4-6
ＴＥＬ：080-8108-3710
営業時間：昼 11:30-14:00
　　　　夜 18:00-22:00
定休日：火曜、水曜昼
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/aurahiroshima/

住　所／ 三原市城町2丁目13-1 
イオン三原店2F

ＴＥＬ／0848-62-8846
営業時間／ 火曜～土曜9：30-18：00（LO17：00） 

日曜9：00-17：00（LO16：30）
定休日／月曜、第1・3日曜

第３回「三原のいいお店大賞」
入賞店のご紹介

　今回は、第３回「三原のいいお店大賞」に入賞されたaura様（飲食部門）、美容室サロン・ド ベル様（小売業・
サービス・建設・運輸部門）にお話を伺いました。

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723−8555　三原市皆実4丁目８−１
　　　　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900
印刷所／三好印刷株式会社　

小規模事業者
の資金調達を
支援します！！

商品・材料仕入資金、買掛金決済、支払手形決済資金に、また機械設備・
車輌の購入・店舗改装資金など、金額の大小にかかわらずご遠慮なく
ご相談ください。� ※利率は令和２年６月１日現在
資金用途 返済期間 融資限度額 金　　利

運転資金 ７年以内
（据置１年以内） 2,000万円

※�1,500万円を超える場合は、
一定の要件があります。

1.21％
※�0.5％の利子補給で実質
年利率0.71％（3年間）設備資金 10年以内

（据置２年以内）
●担保・保証人は必要ありません。また手数料も一切不要です。
●固定金利なので、借入期間中に金利が変動することはありません。
●秘密厳守となっておりますので、他人に知られることはありません。
●現在、この融資をご利用中の方でも重複利用、借り換えができます。

悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ　本所�経営指導課　TEL62−6155

無担保・無保証人・低金利

マル経 融資制度

0.5％の利子補給が
受けられます

本所新入職員　入所

　本所では、６月１
日付けで職員を採用
しました。
　何卒、よろしくお
願いいたします。

　　総務管理課
　　原　  弥 幸

HOMEPAGE Facebook


