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　新年明けましておめでとうございます。会員の皆
様におかれましては新たな年の初春をご健勝でお
迎えのことと謹んでお慶び申し上げます。
　また昨年は商工会議所の運営につきましてひと
かたならぬご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げ
ます。引き続き本年もよろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年は新型コロナウイルスにはじまり、新
型コロナウイルスで幕を閉じた一年でありました。
自粛によって外出の制限をうけたり、テレワークや
ＷＥＢ会議など仕事の取組み方が変化したりして
戸惑いを感じることも多々あり、まさにアブノーマ
ルの連続でした。
　商工会議所といたしましても相応の予算を投入
し、何とか町の経済の立て直しをはかるべく、諸施
策を強力に推し進めてきたところです。
　現状はこのような状況にいかに適応するのかが
問われており、最も優先されるべきは事業の継続
です。そのためには、売り上げが不確実である以上、
コストを削減することで収益確保を目指さなければ
なりません。
　いずれ新型コロナ禍は終息します。そこで「新型
コロナ蔓延前の姿に戻る」「新型コロナ騒動が落ち着
いたら元通りになる」という考えではなく、これを機
に新しい働き方や新しい商流・商習慣をつくりだす
ことが今後重要なポイントになってくると思います。
　「アブノーマル」を「ニューノーマル」に転換し
ていくのです。
　最後に今年は丑年です。「商いは牛の涎」といい
ます。経営環境は厳しいですが、気長に辛抱強く
共に努力してまいりましょう。

　

　新年あけましておめでとうございます。皆様方
におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこと
と心からお慶び申し上げます。
　さて、昨年は商工会議所会員事業者の皆様にお
かれまして新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、
　「資金繰りの確保」
　「新しい生活様式に応じた社内の業務体制の再
構築」
　「非接触型の事業への転換」
など様々な対応に追われ、大変厳しい一年であっ
たのではないかと存じます。
　こうした状況下で今年も、国・県・市それぞれ
の立場で「事業者の皆様を支援する様々な事業」
を実施し、新型コロナウイルス感染症拡大の状況
に注視し、国内外の景況に応じた支援を検討して
参りたいと考えております。

　また、本市の商工業施策の方向性をお示しする
「近江八幡市商工業振興ビジョン」を本年度中に
策定して参ります。すなわち、行政だけでなく商
工会議所をはじめとする経済団体の皆様や、市民・
事業者の皆様が「各自のお立場でできること」「協
働で取り組むべきこと」を検討しつつ、商工業に
ついて更なる発展を図って参りますのでお力添え
を賜りますようお願い申し上げます。
　皆様方にとって、この一年が輝かしい年となり
ますことを、心からご祈念申し上げ、年頭のご挨
拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶
「アブノーマル」を
「ニューノーマル」へ

会　頭　尾賀　康裕

協働で更なる商工業の
発展を！
近江八幡市長　小西　理
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三日月知事との
　　　　　意見交換会を開催！
県内各商工会議所会頭と三日月知事との意
見交換を行った後、知事へ地域振興・地域
経済活性化と中小企業の活力強化等の要望
書を提出しました（11月26日）
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６日㈬ 年末調整相談会

11日㈪ 成人の日

12日㈫ 年末調整相談会、事業計画個別相談会

20日㈬ 新春特別講演会

21日㈭ 知的財産権（発明）相談会

25日㈪ 事業計画個別相談会

26日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

１月～２月

13日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

１月１日㈮ 元旦

28日㈭ IT・WEB活用セミナー

年末調整相談会　年賀会５日㈫

年末調整相談会７日㈭

事業計画個別相談会18日㈪

2月10日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

14日㈰ 珠算・暗算・段位検定

23日㈫ 天皇誕生日

24日㈬ 事業承継ネットワーク相談会

物件所有者相談会 開催！

開催日時：

　お住まいの住宅・店舗や、空き家・空き町家・空
き店舗のお悩みについて、専門家に無料でご相談い
ただけます。近江八幡市で物件をお持ちの方・お探
しの方は、ぜひお気軽にお越しください！

18日㈭ 知的財産権（発明）相談会

１月24日㈰10:00～16:00
２月21日㈰10:00～16:00

開催場所：近江八幡商工会議所

令和２年度

商工優良従業員
表彰式

　近江八幡商工会議所会員事業所に永年勤続し、成
績優秀な従業員の方を対象とした表彰式典を開催し
ます。従業員の福利厚生、志気高揚の一環として、
ぜひこの機会をご利用ください。（申込み締切２月
５日㈮）詳しくは同封のチラシをご覧ください。

３/25　
木

１3：3０
～１4：3０

負担金：被表彰者１名につき3,000円

滋賀県八幡建築高等職業訓練校
生徒募集

木造建築課　長期訓練生募集
滋賀県八幡建築高等職業訓練校（長期訓練課程）２年制
場　所 近江八幡市白鳥町１３３－６
対象者 建築業関係事業所にお勤めの高卒以上の方
講　習 毎週火・水　午後８時から１０時
特　典 �修了者には技能検定（２級）の学科試験が免

除、県知事より技能士補の賞状授与。
願書締切 令和３年３月１０日
お問合せ 電話�０７４８－３３－０６８８

17日㈬ リテールマーケティング（３級）

19日㈮ 工業クラブ新年例会

28日㈰ 簿記検定

工業クラブ新年例会

中小企業が活躍する
新しい時代のSDGｓ経営

　ポストコロナ、脱炭素社会を
見据え、中小企業でSDGｓをい
かに経営計画に実装し、事業に
組み込み実践するか、中小企業
のSDGｓのロールモデルである
講師をお招きし学びます。

2/19　
金

１3：3０
～１5：００

15日㈮ 働き方改革相談会

参加無料（誰でも参加いただけます）
講師：株式会社 大川印刷
　　　代表取締役社長
　　　大川 哲郎 氏

24日㈰ 物件所有者相談会

21日㈰ 物件所有者相談会
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－表記のない場合、会場は全て近江八幡商工会議所です－

1/13水
2/10水
3/10水
4/14水

1/21木
2/18木
3/18木
4/15木

INPIT 知財総合支援窓口 
知的財産権(発明）相談会

①13：30～14：30　②14：30～15：30　③15：30～16：30
　専門のアドバイザーが来所、「先行技術調査」「特許
権の侵害対策」「特許権」「商標権」「意匠権」「実用新案」
などお気軽にご相談ください。予約制です。
相談料:無料　　定員:３名

受講お申込フォーム
事前にご予約をお願いします。	TEL	0748-33-4141

資金準備はお早めに！！ 
日本政策金融公庫 融資相談会

国の制度融資(小規模事業者向け)借入相談会を毎月1回
開催しています。 予約制です。
①10：30～11：15　②11：15～12：00
③13：00～13：45　④13：45～14：30
⑤14：30～15：15　⑥15：15～16：00

1/12火
1/18月
1/25月

1/28　
木

１3：3０
～１5：3０

1月12日㈫： 13：00～、14：00～、15：00～
1月18日㈪ 、1月25日㈪ ： 9：00～、10：00～、11：00～

小規模事業者持続化補助金申請に対応
変化に対応するための

 事業計画個別相談会
　事業計画見直しのヒントとともに、
新たな取組の実施に活用できる小規
模事業者持続化補助金などの申請を
支援いたします。予約制です。

講　師：K'sビジネスファクトリー 代表　中小企業診断士、
　　　　 技術士（経営工学）、中小機構経営支援アドバイザー
　　　　南山 賢悟 氏
受講料：無料　　定　員：各日３名（45分程度）

Withコロナ時代を生き抜く！
販路拡大、生産性アップのための

IT・WEB活用セミナー
　販路拡大・生産性アップにむけた、
中小企業に効果的なIT活用方法を楽
しく、分かりやすく解説します。中
小企業経営のヒントも満載です！ぜ
ひご参加ください。
講　師：株式会社スプラム 代表取締役／中小企業診断士
　　　　竹内 幸次 氏
受講料：無料（会員）、1,000円（会員外）　　
定　員：20名
時　間：13：30 ～ 15：30

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測） 2020年11月調査結果

　「申請書類・添付書類の削減」が61.0％と最も多
かった。次いで、「時間短縮」が48.9％、「オンラ
イン活用に必要な端末や回線などのハード面の環
境整備支援」が42.4％、「窓口が原則となっている
手続の見直し」が41.8％となった。申請書類など
の削減による手間の軽減を期待する声が多く寄せ
られたほか、手続きをオンラインで完結させるた
め、端末などのハード面の環境整備支援や窓口手
続きのオンライン化を期待する声も聞かれた。

行政のデジタル化の推進により
改善を期待する点
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女性会
活動報告

女性会では女性経営者が集まり商
工業の発展・地域振興・社会貢献
に向けた活動をしています。
いろいろな活動を通じ会員相互の
連携、自らの資質の向上をめざし
ています。一緒に活動しませんか。

　例年は現地で行われる全国大会が、今年は新型コロナウイル
ス感染症の影響により初のオンライン形式での開催となった。
倉敷アイビースクエアより生中継され、全国336の女性会から
約4300人が参加した。当会では、商工会議所２階大ホールに
集まり、視聴会を行った。全女連会長	市瀬氏は「コロナ禍にお
いてもそれぞれの地域で参加可能なオンライン開催ができたこ
とは、女性が持つ柔軟かつ自由な発想と実行力によるもの。こ
れを機に女性のネットワーク力を一層高めていきたい」と挨拶
を述べられた。
　大原美術館理事長	大原あかね氏による記念講演会では、祖父
孫三郎氏の数々の逸話や、大原美術館の歴史について拝聴。地
元の小学校に1日美術館で授業してもらう「学校丸ごと美術館」
や地元の保育園・幼稚園の子どもたちへの「鑑賞支援プログラ
ム」の提供など地方の私立の美術館だからこそできることを
日々模索しておられ、地域に根差した取り組みが印象的だった。

新年あけましておめでとうございます
　近江八幡商工会議所女性会は、令和２年12月２日をもって、創立30周年を迎えました。
　これも偏に、地域の皆様方の温かいご支援・ご協力の賜物と心よりお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大の情勢により、様々な活動が制約される中ではありますが、女性ならではの豊かな
発想力と行動力を存分に発揮し、今後とも地域の発展のため活動して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。

第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会
10月23日㈮

　近江八幡商工会議所大ホールにて第２委員会（広報委員会）を
開催した。会議は、創立30周年記念誌の発行について検討す
るもので、前回の会議で決まった大筋をもとに、その中身につ
いて協議を行った。
　発行日も３月に決まり、発行にむけてすすめていく。次回会
議は12月に開催予定。

近江八幡商工会議所女性会第２委員会
11月６日㈮

第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会

近江八幡商工会議所女性会第２委員会
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事業所名 代表者名 所在地・電話番号・ホームページ　メールアドレス 事業内容

東京靴流通センター 
近江八幡店

各務 基規 近江八幡市出町230
TEL.(0748)32-8275

靴選びの専門家“シューフィッター ”がいるお店です。
お気軽にご相談ください！

へらぶな釣り 水茎 降旗 一仁 近江八幡市元水茎町108
TEL.(0748)33-9074 釣り堀 初心者の方も安心してお越し下さい！

西居工業 西居 克真 近江八幡市加茂町1054-13
TEL.(090)5665-9204

外構工事（ガレージの土間、境界ブロック）お任せくだ
さい！

（株）上田板金工業 上田 正昭 近江八幡市柳町二丁目462番地10
TEL.(0748)33-0501 建築板金業（板金工事・屋根工事）

三﨑新也税理士事務所 三﨑 新也

近江八幡市江頭町591
TEL.(090)8192-2550
https://www.kaikei-home.com/misaki-cpta/
misakisny0123@leto.eonet.ne.jp

会計、決算、税務申告 お気軽にご相談ください。

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）
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【自社の価値評価方法】
　事業引継ぎ支援センターの相談に時々、自社の価値評価
をお願いされることがあります。しかし、センターは価値
評価算定を行っておりません。価値評価は様々な計算方法
があり、その評価方法を採用するにも専門家が説明すべき
根拠が求められるため、いわば、価値評価自体が相対的で
あるといわざるを得ない側面があります。つまり、国の施
策として行っている事業である事業引継ぎ支援センターが
そのような相対評価に責任を負うことができないというの
です。
　とはいえ、中小M&Aでは価値評価算定方法が多岐にわ
たっているとはいえず、一般的な算定方法があるので、セ
ンターではその算定方法について説明はしております。
　価値評価＝①時価純資産＋②のれん（この算出方法を年
買法といいます）
①時価純資産
　貸借対照表の負債の下にある純資産の部の合計が簿価純
資産といいます。企業の事業活動から生み出した過去の利
益の蓄積になります。一般に資産－負債で算出されます。
時価純資産とは資産－負債のうち、時価評価されるもの、
価値のないものを加味したものをいいます。多くは回収不
能債権、滞留債権、陳腐化した在庫、長期滞留在庫、市場
性ある有価証券、土地・建物等不動産、現金化できる資産
のほか、未計上の引当金（退職金等）などが時価評価の対
象となります。
②のれん
　正常収益力ともいわれますが、一般には営業利益＋減価
償却費で表されることとなります。これの過去の平均値（３
～5年平均）に概ね3年分を乗じたのがのれんといわれま
す。企業の収益力の3年程度がのれんとして評価しましょ

うということでしょう。しかし、最近のトレンドではのれ
んとしての評価は1.5年～ 2年程度ともいわれています。
中小企業の収益力の低下とみられているのかもしれません。

【うちはそんな安くない！】
　センターに自社の株価評価を求めに来られた経営者に年
買法について説明しました。決算書も持ってこられていた
ので、簿価ベース（決算書ベース）ではありますが、説明
しながら算出をしました。その結果、非常に低い評価となっ
たのです。「うちはそんな安くはない！」とおっしゃられ
たのですが、考えられる原因について説明をしました。

1）税金対策としてキャッシュの戻らない支出を行った
２）過去に大きな赤字を出した
３）売上至上主義で利益には関心がなかった

　決算書の純資産額に注目をしてほしいのです。純資産額
－資本金が設立時の初期投資からどれくらい蓄積したかを
表すことになります。これがマイナスやプラスでも小さけ
れば、これまでの経営において1）～３）が心当たりがな
いか振り返っていただく必要があります。1）～３）は中
小企業の経営者では当てはまる典型的な例なのです。
　一生懸命仕事をしてきたはずですが、決算書は過去の成
果として反映しています。価値評価については経営者が
思ったほど、数値が出ない可能性があります。今一度、決
算書の純資産額をよく見ていただいてはどうでしょうか。

滋賀県事業引継ぎ支援センター　
TEL	077-511-1503　FAX	077-526-5860

第５回　「自社の価格」

事業承継の準備は早いほど、より適切で円滑な承継が実現できます
安心中立・秘密厳守・相談無料の相談会をご活用ください!

会場：近江八幡商工会議所　　事前予約制 TEL0748-33-4141

ご親族への事業承継に関するご相談を承ります。
事業の現状について話し合い、どのような承継が望まし
いかを一緒に考えます。

「後継者がいない」「事業を誰かに引き継いでほしい」「税
金の優遇は？」
従業員・第三者への承継・譲渡などを検討されている方
は、事業の売却・買取・廃業等を決断される前に、ぜひ
ご相談ください。

開 催 日 ：１月12日(火)、１月26日(火)
　　　　���２月�９日(火)、２月24日(水)
相談時間：10:00 ～ 16:00

事業承継相談会 第三者承継　出張個別相談会

開 催 日：1月26日(火)、２月24日(水)、３月９日(火)
相談時間：10:00 ～ 16:00
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　沖島がある近江八幡市内には、琵琶湖の幸を美味しい料理として提供するお店がたくさんあり
ます。今年度、滋賀県水産課が推進する「びわ湖のめぐみ味つなぎ リモートクッキング企画」と
連携し、琵琶湖の魚介類を活用する会員を紹介。オリジナル動画「お家でできる湖魚レシピ」も
公開中です。

ひさご寿し
店主　川西豪志さん

　創業は昭和35年。先代からずっと近江八幡で
商いを続けている川西さん。
　「ここは琵琶湖のまわりに広がる平野の中ほど
にあり、歴史的な文化財と共に、日本の原風景
や暮らしがあちこちに残る場所。湖の魚にも品
があり、くせが少ないので、食べ飽きない。」と
話してくれました。
　動画では、滋賀ならではの食文化の一つで、
多くの方に食べていただきたい料理として「あ
めのうおご飯」を紹介。ひさご寿しでも季節に
よって提供されています。ぜひ、ご家庭でもお
試しください。

住所：近江八幡市桜宮町213-3
TEL：0748-33-1234

喜兵衛
店主　苗村香代子さん

　江戸時代から270年続く商家の建物を活かし、
平成６年に開店。
　当初はカフェの予定だったところ、店舗改装
でお世話になった方たちにふるまった料理が好
評で、八幡の郷土料理をもっと知っていただき
たいとの想いから今のお店になったとのこと。
四季折々の地元食材を使い、「鯉の筒煮」も大切
に守り続けられています。「工夫を重ね、湖魚が
苦手な方にも『おいしい』と食べていただける
ようになった。」とも話してくれました。懐かし
い子供時代を思い出すような空間で、母の味を
お楽しみください。
　動画では「ホンモロコの南蛮漬け」を教えて
くれています。今日の一品にぜひ。

住所：近江八幡市新町1丁目８
TEL：0748-32-2045

レシピ動画はこちら

レシピ動画はこちら
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八幡商人の家訓
第２回

近江八幡市史編纂室 山本順也

　前回、「八幡商人のおもてなし文化」というお話
をしました。そこでは八幡商人の文芸への深い関
心と、培われた粋なセンスがおもてなしの精神に
あらわれていたことを指摘しました。ところが、
こういった話は一方で「気楽で悠々自適な旦那衆
のお遊び」だとか、否定的にとらえる人もいるよ
うです。しかしそれは誤解で、商家という家を守
り、存続させていくためには厳しい態度で臨んで
もいるのです。そうした様子が見て取れるのが「家
訓」と呼ばれるものです。
　商家の家訓とは、商売や家を存続させていくた
めに当主が記した決め事、戒めといったものです。
大半は箇条書きにされていて、長いものでは数十
箇条にも及ぶものもあります。その中には、現代
にも通じる教訓めいた内容のものもあります。今
回、このうちから皆さんにも心当たりあるような
事例を一つあげてみましょう。
　新町に本店を構えていた西川庄六家の五代目当
主が、文政12年（1829）に記した家訓は全文26箇
条もあるものです。このうちの第16条を見てみま
しょう。

　ある程度の年代の方なら、よくご存じの話です
ね。今では核家族化が進み、あまり聞かなくなっ
ているようですが、嫁姑問題はいつの時代にもあ
り、ここではその対処策を示しています。まず「嫁
の苦しみはひどく殺生」だと、嫁の側に立って語っ
ているのは立派です。つづいて女児教育の中で将
来嫁いじりをしない人徳者に育てるような方法は
ないだろうか、また夫が母親に言い聞かせて止め
させる方法もないだろうかと、家訓としてはやや
歯切れの悪い条文になっています。しかし単なる
女性間のトラブルではなく、家を潰すことにもつ
ながると考え、息子の責任の重大性を指摘してい
るのには感心します。さらに上述の女児教育の現
場を、親が息子に見聞きさせることが大事だとし、
他人に迷惑かけるような息子は、家を潰すことよ
りなお悪いとまで言っています。つき詰めれば親
にも責任があると断じており、まさに責任感ある
家の長の言葉、重みを感じます。
　こうしてみると、八幡商人は商売だけでなく家
庭内のことにもしっかり気を配り、なおかつ客人
へのおもてなしの精神にもあふれ、まさに地域活
性化の原動力であったといえるでしょう。

（第16条）
一、人の家のもめ事は十中八、九姑婆問題から起
きる。嫁の苦しみはひどく殺生なものだ。女子を
育てる時、姑になっても嫁に憎まれぬように教育
してもよいのではないか。または連れそう夫の言
いきかせによって、年寄が嫁をいじらぬ方法もな
いだろうか。さて、身上の破れは百が八、九、十（割）
は息子の心がけの悪さである。自分の家のもめ事
を予防するには、親が息子に女子の育て様を見聞
させることが大事である。これは身上についてだ
けのことではない。息子に邪心、悪行があって他
人に迷惑をかけるなどは、身上を潰すよりさらに
悪いことだ。親にも責任があろう。

西川庄六家の家訓（第16条部分）
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1% 生産性向上

4% 人手不足等28% 助成金全般

26% その他
17％
労働時間等労務管理

13％
同一労働同一賃金

10％ 新型コロナ支援策

１月15日㈮、２月19日㈮、３月19日㈮

相談時間
①13：30 ～ ②14：30 ～ ③15：30 ～

当日の午前中までにご予約をお願いします。

社会保険労務士が相談に応じます。

お気軽にご相談ください。

相談の機密保持は厳守します！

今までにセンターに寄せられた相談…

★センターの支援とは…
電話相談

セミナー

個別訪問支援

窓口相談会

個別相談支援とは

訪問前調査

１回目

2回目

３回目

最大５回

労務管理の専門家が常駐し、電話・メー
ル相談を受ける。

商工会議所や商工会、中小企業団体中央会、
自治体等と連携しセミナーを開催する。また、
商工団体等や企業内研修への講師派遣も可能。

労務管理の専門家が直接個別企業・事業
場を訪問し、コンサルティングを実施する。

商工会議所や商工会、中小企業団体中央
会、自治体、ハローワーク等と連携し、相
談窓口を開設し相談を受ける。

事前に、労務状況や相談内容の確認を行う。

事前調査の内容をもとに事業主とともに相談内容
について詳細を把握し、簡単なアドバイスを行う。

より詳細な改善案を説明し、企業へのアドバ
イスを行う。

事業主の希望があれば、改善取り組み状況
を確認し、必要であれば更にアドバイスする。

相談領域が複数にまたがる場合、賃金規程
や評価基準がないなど、更なる助言が必要
な場合、最大で５回まで相談に応じる。

おすすめ

事前予約制
商工会議所　Tel 0748-33-4141

電話相談 フリーダイヤル
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11月17日(火）

近江八幡商工会議所・安土町商工会合同第10回　
地域福祉チャリティゴルフコンペ開催
　11月17日㈫、名神八日市カントリー倶楽部において、近
江八幡商工会議所・安土町商工会主催による第10回チャリ
ティゴルフコンペを開催。
　両者の会員様、まちづくり関係の方々等99名が参加。
　参加者それぞれがナイスショット、好プレーを連発。ゴ
ルフを通じて相互の交流・親睦を深めるとともに、各自が

上位入賞を目指して自慢の腕
を競い合いました。
　競技終了後、同ゴルフ場に於
いて、表彰式が行われました。
　地域福祉チャリティゴルフコ
ンペということで、参加99名
の皆様より、159,500円とい

11月25日(水)

運輸部会研修会　開催
　当所大ホールにて「安全マネジメントのスキルを身につ
ける管理者向けセミナー」を開催。道路交通法改正内容に
ついてなど、ドライブレコーダーの動画も交えてご講演い
ただきました。

12月２日(水)

はじめてのWeb会議ツール活用術セミナー
　主要なWeb会議ツールについて、講師の杉山貴思氏に分か
りやすく解説していただきました。14名の方が参加され、

「Zoom」「Microsoft Teams」「Google Meet」などについて、
Web会議ツールならではの効果的な活用方法を身に付けられ
ました。

12月７日（月）～ 10日（木）

2020年度 定期健康診断を実施
　近江八幡商工会議所にて会員事業所様向けの定期健康診
断を実施。今回は、509名の方が受診されました。

う多額の募金を頂戴しました。
その募金を、尾賀会頭より、近
江八幡市社会福祉協議会 小西事
務局長に贈呈されました。
　成績発表と表彰に移り、特別
賞（ニアピン賞・ドラコン賞）、下位より順に優勝までの順
位発表を行いました。今回も、数多くの事業所様より、豪
華賞品を提供いただき、それぞれの賞を受賞された方々に、
その豪華賞品が贈られました。
　個人優勝者は、近江八幡建設工業会青年部会から参加の
重田 貢佑様でした。
　来年度以降も、継続し実施していく予定です。
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E-channel　このコーナーへの掲載事業所募集中です
あなたのお店を会報誌でＰＲします！掲載は無料ですが、２ヶ月間有効の得トククーポンをお願いします
掲載は当会議所会員事業所に限ります　ご希望の方は、お気軽に商工会議所までお問合せください

●用紙：琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付びわ湖環境ペーパー
●インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ  or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

Vol.148

POLA THE BEAUTY
近江八幡ブーメラン通り店

得 ト ク ク ー ポ ン
上記記載のメニューを初めてご利用で、会報を見たとおっしゃった方限定
ハリを取り戻す コアビューティケア　2,200円（税込）

2021年１月１日～2021年２月末日　近江八幡商工会議所　１月号

　ヘッドマイスターによるドライヘッドスパは水やオイル
を使わない、オールハンドの究極の頭のマッサージです。不
眠、肩こり、首コリ、眼精疲労、脳疲労、頭痛、自律神経を
整えることなどにも効果があります。ドライアイ、眼精疲労、
くま、くすみ、アンチエイジング、花粉症対策などには【眼
球エステ】ネトラバスティがおすすめです。
　夜はスナック、お昼はリラクゼーションサロンとして営業
しています。

・よもぎ蒸し　　　　3,300円～（税込）
・ドライヘッドスパ　2,200円～（税込）
・ネトラバスティ　　4,400円～（税込）

【眼球エステ】ネトラバスティ

ドライヘッドスパきりん

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

10％ OFF
2021年1月１日～2021年２月末日　近江八幡商工会議所　１月号

所在地　近江八幡市桜宮町277-1�
　　　　スナックきりん（１F）
TEL　080-4237-3559
営業時間　13:00～17:00
定休日　日・月
HP　https://yomogi-kirin.jimdofree.com/

フェイシャルエステ人気No.1サロン

所在地　近江八幡市中村町20
TEL　0748-33-6635
営業時間　10:00～20:00
最終予約受付　18:00
駐車場　あり
定休日　日・祝
　　　　（ご予約のみ承ります）

【新規初回限定】
ベーシックケア　　　　　　　9,020円→4,070円（税込）
小顔・ホワイトニングケア　11,000円→6,050円（税込）
プレミアムエイジングケア　14,300円→9,350円（税込）
-----------------------------------------------------------------------------------
★AIを活用した肌分析　無料

　ポーラの顔エステは充実の９ステップ。ポーラ最新の
美容成分を配合したマスクで、うるおいに満ちた透明感
のある肌に整えます。
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