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名古屋商工会議所を
活用するならこの一冊。
名古屋商工会議所を
活用するならこの一冊。
名古屋商工会議所を
活用するならこの一冊。
名古屋商工会議所を
活用するならこの一冊。

※当メンバーズガイドでご紹介した事業は、変更となる場合がございますので予めご了承ください。

〒460-8422　中区栄2-10-19　　市外局番　052-

●総務管理部
【総務ユニット】
　　総務・人事担当 223-5612
　　秘書・広報担当 223-5614
【管理ユニット】
　　情報・会員管理担当 223-5632
　　財務・所屋担当 223-5620
　　FAX 231-6768
　　FAX 231-5213

●企画部
【企画ユニット】
　　企画担当 223-5719
【インフラ・国際ユニット】
　　インフラ・国際担当 223-6742
　　FAX 231-6767
　　貿易証明担当 223-5721
　　FAX 232-5751

●産業振興部
　【モノづくりユニット】
　　モノづくり担当 223-6748
　【IT・知財・スタートアップユニット】
　　IT・知財・スタートアップ担当 223-5726
　　FAX 232-5752

●商務交流部
【流通・観光・街づくりユニット】
　　流通・観光・街づくり担当 223-5732
【ビジネスマッチングユニット】
　　ビジネスマッチング担当 223-5708
　　FAX 231-5703

●中小企業部
　【会員サービスユニット】
　　会員サービス担当 223-5634
　　共済担当 223-5645
　　人材支援担当 223-5638
　　FAX 231-6760
【金融・管理運営ユニット】
　　金融・管理運営担当 223-5755　　
【経営革新ユニット】
　　経営革新担当 223-5746　　
【創業・専門相談ユニット】
　　創業・専門相談担当 223-5737　　
　　FAX 231-5454
【相談センター】
　　専門相談 223-5764
　　記帳指導 223-5985　　
　　経営相談全般 223-5756　　
　　FAX 231-7570

名古屋商工会議所のご案内

※本所の各種事業や最新
　行事をご覧ください。
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●名古屋商工会議所

〒460-8422
名古屋市中区栄2-10-19
名古屋商工会議所ビル

地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）
下車（名古屋駅より東山線で1区間）
5番出口より南へ徒歩5分

各種ご相談は1階の相談センターをご利用ください！
お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

アクセス



中小企業対策に
関する要望

中小企業の変革・
活性化支援の強化

道路整備に
関する要望

西知多道路や
名岐道路、一宮西港道路、
名古屋三河道路などの

整備促進

空港に
関する要望

中部国際空港第2
滑走路の早期整備

税制改正に
関する要望

アフターコロナを
見据えた中小企業と
地域経済の活性化を
後押しする税制措置

港湾整備に
関する要望

国際産業戦略港湾
としての名古屋港の
コンテナ・完成自動車等
取扱機能の強化

名古屋商工会議所から行政への要望

名古屋商工会議所は、地域事業者の声をとりまとめて行政
機関へ要望したり、地域発展の為に名古屋港や空港、道路・
リニア中央新幹線などのインフラ整備の実現に努めるとともに、
経営基盤の強化やビジネスチャンスの拡大など、個別企業の経
営サポートにも取り組んでまいりました。
　私共名古屋商工会議所は、これからも会員の皆様と一体と
なって「躍動し愛されるナゴヤ」を目指し、地域経済の活性化
に向け活動してまいります。
　ぜひ、本所事業にご協力を賜りますとともに、サービスメニュー
をご活用いただきビジネスの発展につなげてください。

　ご存知ですか？ 名古屋商工会議所には約17,000社のネットワークを
活かした100以上のサービスがあり、たくさんのメリットがあります。

●事前調整型の商談会や、時勢に応じたオンラインでの交流会、会議所独自の商取引
サイト、会報誌を通じた自社PRなど、営業経費を抑えつつ、会議所独自のネットワーク
を活かしてビジネスチャンスの拡大を図れます！

ビジネスチャンスが広がります！

●会報誌『那古野（Nagoya）』の特集・連載記事や、講演会・セミナーによる最新トレンド
の習得で、経営に役立つ情報を手軽に入手でき、貴社の人材育成にも有効です！

経営に役立つビジネス情報が入手でき、人材育成にも有効です！

●道路や港・空港・リニア中央新幹線等、重要なインフラ整備や国際会議の誘致をはじ
め、新たな土産品の開発、各種商業イベントの実施など、名古屋商工会議所の活動を
通じて、地域活性化・都市の魅力づくりに貢献できます！

上記のメリットを、このメンバーズガイドを通じてご案内します。ぜひご活用ください。

地域活性化・都市の魅力づくりに貢献できます！

名古屋商工会議所 会員事業所のうちわけ
（2022年1月現在） 
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 1. 経営相談
 2. 専門相談
 3. 専門家派遣（エキスパートバンク）
 4. 記帳指導
 5. 創業支援（特定創業支援等事業）
 6. 資金調達
　　　①マル経融資制度（小規模事業者経営改善資金融資）
　　　②設備貸与制度
 7. 労働保険事務代行サービス
 8. 愛知県中小企業活性化協議会
 9. 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター
10. 環境への取り組み支援
　　　①全会員向け活動
　　　②環境ビジネス向け活動
　　　③WEB展開　
11. なごのキャンパス「名古屋商工会議所サテライトオフィス」

経営支援
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 ・ 入会資格
 ・ 入会方法
 ・ 会費（年会費）
 ・ 特定商工業者制度について
 ・ お問合せ先

18
18
18
18
18

入会のご案内

 1. 生命共済制度
 2. 特定退職金共済制度
 3. 経営者年金共済制度
 4. 個人年金共済制度
 5. 小規模企業共済制度
 6. 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
 7. 売上債権保全制度（取引信用保険）
 8. ビジネス総合保険制度
 9. 情報漏えい賠償責任保険制度
10. 業務災害補償プラン
11. 休業補償プラン
12. 中小企業海外PL保険制度
13. 輸出取引信用保険制度
14. 海外知財訴訟費用保険制度
15. 商工会議所の海外危機対策プラン
16. がん保険／医療保険
17. その他各種保険

13
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14
14
14
14
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共済・保険/年金・退職金

メンバーズガイド2022 目次

 1.  貿易関係証明
 2.  電子証明書購入割引サービス
 3.  周知商標証明サービス
 4.  会員証
 5.  会員証明

17
17
17
17
17

各種証明・登録

人材確保・人材育成
 1. 人材確保支援
 2. 社員研修（講習会）　
 3. 新春経済講演会
 4. 検定試験
 5. 名古屋商工会議所パソコン教室
 6. 働き方改革&ダイバーシティ推進事業

7
8
8
8
8
8

  1. 中小企業海外展開支援プログラム
  2. 海外展開アドバイザー紹介サービス

海外展開支援
12
12

 1. 先端技術に関するセミナー・視察等
 2. 航空機産業の振興
 3. 月例NAGOYAモノづくりマッチングオンライン（再掲）
 4. 医療機器産業の振興
 5. 農商工連携事業
 6. 産学官連携・交流事業
 7. 知的財産の相談・活用促進
 8. 名古屋中小企業IT化推進コンソーシアム【Pit-Nagoya】事業
 9. ITに関するセミナー・講習会
10. 名商安否確認アプリケーション

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

モノづくり・情報化支援

※下記2次元コードより本所の上記各種
　事業や最新の行事をご覧ください。

 1.  健康管理サービス
 2.  福利厚生代行サービス CLUB CCI
 3.  施設児童に対するクリスマスプレゼント
 4.  チェンバーズカード
 5.  商工会議所ビル貸会議室

15
15
15
15
16

福利厚生・施設サービス

●会報誌『Nagoya』でPR
 1. 会員ボード（無料）
 2. 巻末広告
 3. 広告封入サービス「ビジネス特鮮便」
●WebでPR
 1. メールマガジン『びゅー☆』＜無料＞
 2. 名古屋ビジネスドクターウェブ
 3. ホームページ作成サービス
●メディアを通じたPR
 1. メディア直行便＜無料＞
 2. 名商プレスリリース・サポートサービス
●データベース活用
 1. コンピュータデータサービス＜有料＞

P Rサービス

6
6
6

6
6
7

7
7
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●商談・販路拡大
 1. アライアンス・パートナー発掘市
 2. 月例バイヤーズ商談会
 3. 売り込み！商談マーケット
 4. 月例NAGOYAモノづくりマッチングオンライン
 5. 名古屋商工会議所クラウドファンディングサポートセンター
 6. ザ・ビジネスモール（Bモール）＜一部有料＞
●交流会・会員交流
 1. 新入会員ウェルカムセミナー
 2. 異業種交流セミナー
 3. オンライン名刺交換会
 4. 異業種交流懇談会『なごトーーク』
 5. 部会事業
 6. 若鯱会
 7. 女性会
●展示会
 1. 展示会「メッセナゴヤ2022」
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商談会・交流会・展示会

2



お問合せ ビジネスマッチング担当　TEL：052-223-5714

商談会・交流会・展示会
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　WEBミーティングツールを活用し、オンライン名刺交換・交流
会を行います。1対1もしくは少人数でお話しいただく環境を整備
し、リアルに近い形で交流いただけます。

◆開催予定月 6月、10月、2023年2月

　名古屋市内の飲食店にて、中小企業経営者・個人事業主を対象
としたフランクな懇談会を行います。各回テーマを分けること
で、立場の近い参加者同士での交流を促進します。

◆対　　　象 中小企業経営者・個人事業主（各回のテーマに合う方）

◆開催予定月 7月、11月

◆内　　　容 ①聞いて得する！名商活用術 ②参加者による
　　　　　　　自社・自己紹介 ③交流会

オンライン名刺交換会

異業種交流懇談会『なごトーーク』
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お問合せ

お問合せ

会員サービス担当　TEL：052-223-5634

会員サービス担当　TEL：052-223-5634

　魅力ある製品・商品をお持ち
の中小企業の販路拡大をサポー
トするため、一度に複数の大手
小売業（百貨店、スーパー、通信
販売等）のバイヤーを招いて、各
社自慢の製品・商品を売り込む
ことができる商談会です。　
　製品・商品の改善に繋がる貴重なアドバイスやヒントをバイ
ヤーから得られる機会にもなります。

◆昨年度 招聘バイヤー
　㈱岐阜髙島屋、㈱近鉄百貨店四日市店、㈱ジェイアール東
海髙島屋、㈱大丸松坂屋百貨店、㈱名古屋三越、㈱名鉄百
貨店、アルビス㈱、中部薬品㈱、名鉄協商㈱、長島観光開発
㈱、㈱郵便局物販サービス、47CLUB
◆事業者の声
・商談の機会を作ること自体難しい大手のバイヤーの方へ提
案できて満足しました。
・１日で複数のバイヤーと商談ができ、バイヤーが求めている物を
直接聞くことができたので商品作りに大変参考になりました。

昨年度の実績
買い手企業（バイヤー）12社、売り手企業（サプライヤー）70社

売り込み！商談マーケット3

お問合せ ビジネスマッチング担当　TEL：052-223-5714

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-6750

月例NAGOYAモノづくりマッチングオンライン
　中小モノづくり企業の取引拡大を目的として、当地域の大手・
中堅メーカーとのビジネスマッチングの機会を提供するオン
ライン形式の個別商談会。事前調整を行うことでミスマッチが
少なく、商談も自社のパソコンから手軽にご参加頂けます。

〈2021年度 招聘バイヤー（50音順）〉

愛三工業㈱、㈱アイシン、愛知時計電機㈱、アイホン㈱、AGC㈱、
新東工業㈱、大同特殊鋼㈱、㈱中央製作所、日本ガイ
シ㈱、日本車輌製造㈱、日本特殊陶業㈱、日立造船㈱、
ブラザー工業㈱、豊和工業㈱、リンナイ㈱  等
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　全国の商工会議所などが共
同運営する国内最大級の「商
取引支援サイト」（登録約26
万社）。取引先の検索はもち
ろん、無料で自社の製品・サー
ビスをPRできます。また、ザ・
商談モールでは、各地商工会議所の会員企業に向けて仕入・調
達案件を募集することができるほか、他社の募集案件に対して
提案・応募ができ、オンラインでの商談ツールとしてご利用いた
だけます。案件は毎日更新されます。
利用開始は、https://s.b-mall.ne.jp/よりお申込みくだ
さい。

ザ・ビジネスモール（Bモール）＜一部有料＞6

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

商談・販路拡大 ◆昨年度 招聘バイヤー
㈱東急ハンズ、長島観光開

　発㈱、㈱ブロンコビリー、
　㈱ワイヨット、フランテ
　＜㈱ヤマナカ＞、㈱ハーモ
　ニック、㈱バロー、㈱中日
　ドラゴンズ、㈱PPIH、東海
　キヨスク㈱
◆事業者の声
・通常の営業活動では会う事が難しいバイヤー企業と商談ができ、
バイヤーが商品を見る視点を直接うかがうことができました。
・人気ショップバイヤーの生の意見や感想を聞くことができ、新 
規商品開発に向けての自信に繋がりました。
・商談機会が減っている中、当社のような中小メー
カーには貴重な商談会です。

　知名度の高い注目企業（百貨店、スーパー、大規模商業施設
など）よりバイヤーを招く事前調整型の個別商談会です。自慢の
製品を全国のバイヤーに売り込むことができる絶好の機会です！

昨年度の実績
買い手企業（バイヤー）10社、商談数105件

月例バイヤーズ商談会2

お問合せ ビジネスマッチング担当　TEL：052-223-5714

交流会・会員交流

◆新入会員の方
◆開催予定
年2回程度

◆内容
　第1部 事業ガイダンス：
職員より商工会議所の
多彩な事業内容の説明
を行います。

　第2部 交流会・個別相談会：和やかな雰囲気の中
で、参加者同士や名古屋商工会議所役職員との交
流を深めていただきます。

新入会員ウェルカムセミナー1

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

　開催ごとに設定したテーマに興味がある参加者が集まり、セミ
ナーの後、参加者同士や会議所職員との交流を行います。交流会
では、参加者同士で、意見・情報を交換、日頃の業務での課題の
解決やネットワーク作りに役立てていただけます。
◆開催予定 6月、11月、2023年2月
◆対　　象 経営者・総務担当役員・総務人事担当者等
◆内　　容 テーマに興味がある方が集まり、第1部はセミ

ナー、第2部は参加者相互の交流会。
また、会議所職員よりテーマに沿った
会議所のサービスをご紹介します。

異業種交流セミナー2

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5636

年間
部会費部会名

2,000円卸売部会 卸売商業形態をとる販売会社

3,000円小売部会 小売商店、百貨店、スーパー等小売商業形態を
とる販売会社

3,000円食料部会 食料品、菓子、砂糖、穀物、飼料製造・加工・
販売関連会社

2,000円機器･
素材流通部会 機械器具および金属等素材販売関連会社

2,000円貿易部会 輸出入関連会社

2,000円繊維部会 繊維、紡績、織物製品製造・加工販売関連会社

1,500円金属部会 金属、非鉄金属製品、同材料製造・加工関連会社

2,000円機械器具部会 各種機械器具および同部分品、附属品製造・
販売関連会社

2,000円化学・窯業部会 化学工業、医薬品、陶磁器、セメント、
硝子等製造・販売関連会社

3,600円建設設備業部会 管工事、電気工事、空調冷暖房工事、
その他設備工事関連会社

2,000円木材部会 木材、製材、合板、家具製造・販売関連会社

2,500円紙・印刷部会 紙、パルプ加工・販売関連業者、印刷、製本、
出版関連会社

3,000円エネルギー部会 電気、ガス、石炭、石油等燃料関連会社

2,400円自動車部会 自動車、軽二輪製造・販売・サービス関連会社

3,000円建設業部会 土木建築・設計・施工、建設材料加工・
販売関連会社

2,400円情報通信部会 放送、新聞、通信、情報処理・サービス関連会社

2,400円交通運輸部会 各種交通運輸事業関連会社

2,400円港湾部会 港湾、倉庫、埠頭関連会社

2,000円観光・
サービス業部会

旅行、旅館・ホテル、飲食、
興行等サービス業関連会社

2,000円金融・証券部会 銀行等金融業、証券業、生・損保、保険代理業

2,000円不動産部会 不動産売買業、貸ビル業等不動産関連会社

■部会一覧表

部会事業
　業種・業態別に21の部会があり、講演会やセミ
ナー、視察会などを実施しています。
　ご加入いただくと会議所活動の幅が一層広がります。
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お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

所属業種

　会員企業の取引先・販路の
拡大を支援する対面式による
事前調整型の広域商談会です。
未来のビジネスパートナーと
まずは出会って、きっかけづく
りができるチャンスです。会員
であればどなたでも参加（エン
トリー）可能です。

◆特長

①業種・業態を超えた新しい出会いのチャンス！
　受発注だけでなく、営業サポートや新商品の共同開発、コスト
ダウン、新製品の情報収集など、ビジネスに関するアイデアや
お悩みを持ち寄ってさまざまな参加者が集まります。
②事前マッチングによる効率的な商談が可能！！
　エントリー後、全エントリー企業の情報を専用ホームページ上で
公開します。これだけで自社PRはもちろん、見込み客・潜在顧
客の情報収集が可能になります。
　エントリー企業の中から、商談したい相手を選んでください。
相手が商談を受けた場合、双方の希望にできるだけ沿って事務
局が商談日時を調整しますので、営業の労力・コストを節約でき
ます。
◆2022年度 開催概要
愛知県内22商工会議所、および浜松、岐阜商工会議所と共催。
募集期間 ： 3月下旬～ 5月下旬
商談期間 ： 7月4日（月）～ 7月8日（金）
商談会場 ： 名古屋商工会議所 ５階 会議室
専用ホームページ ： aichi-partner.jp
◆事業者の声
・新規の顧客ができたことを大変嬉しく思います。是非また参
加したいです。
・他業種のお客様と交流ができ、貴重な商談機会となりました。
・コロナ禍で直接会える機会は貴重でした。また、
自社で新規営業を回るよりも遥かに効率が良いと
思います。

昨年度の実績
エントリー企業579社、商談数1,008件

アライアンス・パートナー発掘市1
　クラウドファンディングを活用した新たな挑戦(資金調達、テ
ストマーケティング、新規顧客の開拓等)をサポート
します。初めての方もお気軽にお問い合わせください。
　https://cf-support.nagoya-cci.or.jp/

名古屋商工会議所クラウドファンディングサポートセンター5

お問合せ ビジネスマッチング担当　TEL：052-223-5635
商談風景
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商談会・交流会・展示会 PRサービス

　女性会は、1964年の設立以来、この地域で活躍する女性経営
者らにより組織され、女性経営者自らの知識や経営能力をより
一層高めるとともに、会員相互のネットワークを広げることを
目的として諸事業を行っています。

◆入会資格　　女性経営者および女性役員
◆会　　費　　入会金 10,000円、   月会費 3,000円
◆主な事業　　・例　会    著名な講師をお招きしての講演会
　　　　　　　・視察会 会員の資質の向上と交流を目的として開催
　　　　　　　・各地商工会議所女性会との交流
　　　　　　　・新春のつどい　 会員相互の交流を目的とした新年会

女性会7

お問合せ 総務・人事担当　TEL：052-223-5612

読者のほとんどが名古屋市内の中小企業経営者。
無料広告や広告封入サービス（有料）などをご利用いただけれ
ば、ビジネスが広がる可能性大です。

会報誌『Nagoya』（毎月発行）

会報誌『Nagoya』でPR

　会報誌の誌面内に会員の皆さまの情報を無料で掲載でき
ます（レイアウト・デザイン費も無料）。
　自社のイチオシ製品・技術、自慢の商品・サービス、ビジネス
パートナー探しなどのPRコーナーです。
　掲載のお申込みは  
https://www.nagoya-cci.or.jp/pr/board.htmlから。

会員ボード（無料）1

お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5614

自社のことを知ってもらえるチャンス！
掲載無料なので定期的に利用できるこ
とがメリットです。広告を出した時に、
他社のニーズがタイミングよく存在し
ているとは限らないため、すぐに効果
が出るとは限りませんが、ニーズが生
まれた時に自社の名前を思い出しても
らえるように継続して情報発信するこ
とをおすすめします。　   （サービス業）

「 会 員 ボ ー ド 利 用 者 の 声

展示会
　会報誌に広告掲載が
できます。定期的なPR
により、貴社のブランド
力向上が期待できます。
申込み状況については、
お問合せください。
お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5614

巻末広告2
サイズ

半頁

1 頁

料金（税込）

 49,500円

 88,000円
※年間契約（6回申込み）の場合は1割引。
※掲載場所によって料金が異なります。

　会報誌にチラシを同封し、
会員約17,000社にお届けしま
す。単独DMに比べ、格段の低
コストで高いPR効果が期待できます。+33,000円（税
込）で、封入位置をご選択いただけます。
　詳細・お申込みは、
https://www.nagoya-cci.or.jp/pr/tokusen.htmlをご覧ください。

広告封入サービス「ビジネス特鮮便」3

お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5614

料金

同封企業数

154,000円（税込）

10社／月

　「びゅー☆」は、名古屋のビジネスマンに会員の皆さまのPR情
報を配信できるメールマガジンサービスです。
　タイムリーな情報を多くの方にお届けできます。
◆配信日　毎月第2・第4水曜日
　掲載のお申込み、購読のご登録（全て無料）は、  
https://nagoya-cci.or.jp/mm.htmlから。

お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5614

メールマガジン『びゅー☆』＜無料＞1

WebでPR

　税務、労務、法律、経
営相談から特許申請、
公的書類作成、不動産
取得等に至るまで、よ
り質の高いビジネス専
門サービス・専門家を
お探しの経営者と、新
しいクライアントを求
める士業会員との“出
会い”を応援するウェ
ブサイトです。
　技術士、行政書士、
建築士、公認会計士、
司法書士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、土地家
屋調査士、不動産鑑定士、弁護士、弁理士という日頃の経営上
の諸問題の解決を全面サポートする12種の専門家（名商会員限
定）が対象です。本ウェブサイトへのご登録は会員事業所あた
り1名まで無料（2人目以降は有料）です。
　詳細はhttps://nbdw.nagoya-cci.or.jp /をご覧ください。

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5636

名古屋ビジネスドクターウェブ2

　メッセナゴヤは、中小
企業の皆様の販路拡大
と異業種交流を目的と
した日本最大級の展示
会です。
　第17回目を迎える今
回は、「対面式の充実し
た商談の機会」を提供
するリアル展示会と、「場所と時間にとらわれない商談の機会」
を提供するオンライン展示会を融合させた「ハイブリッド展示
会」として開催し、多くの商談機会を創出します。
　業種・業態や企業規模に関わらずご出展いただけますので、
貴社の誇る技術や製品、サービス等を広くPRする絶好のチャン
スです。
　また、年間を通じて貴社の営業力を高め、出展成果の向上
を目指す勉強会・交流会「メッセくん倶楽部」も開催しています。
　これまで展示会に出展されたことのない方も、安心して出展
することができるサポートプログラムをご用意していますの
で、この機会にぜひ出展をご検討ください。そして、多くの皆
様のご来場を心よりお待ちしております。

主　　催：メッセナゴヤ実行委員会
　　　　　　　（構成団体：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所）
会　　期：2022年11月16日（水）～ 18日（金）
 オンライン展示会 11月1日（火）～ 30日（水）
会　　場：ポートメッセなごや 
出展分野： １．機能・性能の高度化の提案
 ２．コスト低減・小型軽量化・効率化の提案
 ３．環境配慮・エネルギーの提案
 ４．信頼性・安全性の提案
 ５．経営支援・働き方改革の提案
 ６．デザイン活用の提案
 ７．地域資源の活用や産学・企業連携の提案
申込み開始日：4月20日(水)10：00～　お申込みが募集予定小間
　　　　　　  数に達し次第、締切とさせていただきます。
関連事業：ビジネスセミナー、学生との交流企画、ミライ製品
　　　　   開発！ メッセラボ etc
詳しくはWEBサイトもしくは、下記までお問合せください。

※医療機器産業にフォーカスした展示商談会「メディカルメッセ」および、農業
にフォーカスした展示商談会「アグリクロス」については9頁をご覧ください。

昨年度の実績
出展者数：840社・団体、来場者数：36,868名

展示会「メッセナゴヤ 2022」1

お問合せ
ビジネスマッチング担当　TEL : 052-223-5708
U   R   L : https://www.messenagoya.jp
E-mail : messenagoya@nagoya-cci.or.jp

　若鯱会は、若手経営者・後継者育成のための、日本最大級規模
の異業種交流団体です。会員の相互啓発と企業の持続的発展、
地域経済の活性化への寄与を目的として、14のグループ活動を
基盤に、グループ間交流や全体交流事業等を実施しています。
　様々な活動や交流を通じて、自己研鑽と人脈を構築すると共
に、人格と経営能力を高めていくことを目指しています。若鯱会
で培われた友情と信頼を基に、新しい時代の様々なビジネスチャ
ンスを実現する可能性が大きく広がります。
◆入会資格　　名古屋商工会議所会員の中小企業若手経営者・後継者で、前事

業年度末で満49才未満の方。現若鯱会会員2名の推薦が必要で
す（推薦者がいない場合は事務局にお問合せください）。

◆会　　費　　入会金　15,000円（初年度のみ）
　　　　　　　新入会員年会費　20,000円（次年度より通常会費40,000円）
　　　　　　　グループ年会費　金額は所属するグループにより異なります。

詳細・お申込みは、
http://www.wakashachi.net/をご覧ください。

若鯱会6

お問合せ 経営革新担当　TEL：052-223-5746
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人材確保・人材育成PRサービス

　地元だけでなく、全国のメディアや業界雑誌を発行する出版
社へPRが可能です（協力：共同通信PRワイヤー）。
◆利用料金　41,800円（税込）/ 1回
〔本所会員は、共同通信PRワイヤーへの基本料金44,000円（税込）が無料〕
詳細は、https://www.nagoya-cci.or.jp/pr/press.html
をご覧ください。

名商プレスリリース・サポートサービス2

お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5614

　プレスリリース資料をメールでお送りいただければ、地元報
道機関（新聞･テレビなど）の経済担当記者に直接メールでお届
けします。利用料は無料です。
◆配信日　毎月第1・第3金曜日

詳細・お申込みは、
https://www.nagoya-cci.or.jp/pr/media.htmlをご覧ください。

メディア直行便＜無料＞1

お問合せ 秘書・広報担当　TEL：052-223-5613

データベース活用

　名古屋商工会議所の企業データベースを基に、宛名ラベル
の打ち出しサービスを提供します。料金はお問合せください。
（但し、ダイレクトメールの内容によってはサービス
のご利用をお断りする場合もございます。ご了承く
ださい。）  

コンピュータデータサービス＜有料＞1

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-8609

メディアを通じたPR

HPを貴社の「営業マン」にして、効果的に発信しませんか！
　インターネットに接続できるパソコンがあれば簡単・無料
でホームページを作成できるサービスです。ホームページ
作りに必要な機能を網羅し、スマートフォン表示に対応して
います。
　詳しくは、名商ホームページ、ビジネスサポート
のPR（会報・メディア・WEB）内「ホームページ作成
サービス」をご覧ください。　

ホームページ作成サービス

お問合せ IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-8602

3

お問合せ 名古屋商工会議所パソコン教室（名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル9F）
TEL：052-253-9300　

　ビジネスに欠かせないパソ
コンスキルについて学べる教
室です。「自由予約制」「月謝
制」「平日夜間・土曜日開講」に
より、自分のペースで安心し
て学習できます。会員事業所
の受講生の方には、お得な割引制度を設けております。
商工会議所のネット試験にも対応しております。

https://off ice-kanade.com/nagoya/

名古屋商工会議所パソコン教室5

お問合せ 人材支援担当　TEL：052-223-5638

新春経済講演会
　中部経済4団体の共催にて、著名人による講演会（無料）を実
施しています。

◆これまでの講師（一例）
外交政策研究所代表・立命館大学客員教授　宮家　邦彦 氏
脳科学者、東日本国際大学教授　中野　信子 氏
国立科学研究所 社会共有知研究センター　センター長・教授　新井　紀子 氏
アライアンス・フォーラム財団　代表理事　原　丈人 氏

3

お問合せ 人材支援担当
TEL：052-223-5638   FAX：052-231-6760

　参加しやすい料金設定で階層別・職種別の研修を随時実施
しています。貴社の人材育成にお役立てください。また、貴社
のご要望をお聞きし講師の派遣も行っています。　
　詳細はお問合せいただくか、本所ホームページ
https://www.nagoya-cci.or.jp/jinzai/shain_kenshu/
reason.htmlをご覧ください。

社員研修（講習会）　2

開催時期

5･6･7月

9・10月

11･12月

2･3月

新入社員研修

案内時期（予定）

3月

7月

9月

12月

翌年1月

◆新入社員研修の一例
料金 会員13,000円（1名・税込）※非会員は倍額　

日程 各講座１日コース（10:00~16:00）、複数日程開催
［A］新入社員のための社会人基礎講座　［E］製造部門社員のための実務基礎講座

［B］基礎から分かるビジネスマナー講座 ［F］ビジネス文書・メールの書き方講座

［C］ビジネス電話応対の基本講座　　     ［G］新入社員が学ぶべき「報連相」講座

［D］営業社員のための実務基礎講座

　ビジネスパーソンの皆様のキャリアアップを応援するため、
簿記やリテールマーケティング（販売士）などの各種検定試験
を実施しています。貴社の人材育成等にご活用ください。

〈主な商工会議所検定試験〉
・日商簿記検定
・リテールマーケティング（販売士）検定
・ビジネス実務法務検定
・福祉住環境コーディネーター検定
・環境社会（eco）検定
・カラーコディネーター検定
・ビジネスマネジャー検定
・メンタルヘルス・マネジメント検定
・ビジネス会計検定

検定試験4

　試験のスケジュールや申込み期間・方法などの詳細につきまし
ては、本所ホームページ
https://www.nagoya-cci.or.jp/kentei/を
ご覧ください。

日商検定
イメージキャラクター

「シカクン」

会員企業の働き方改革を応援します。
◆働き方改革についてわかりやすくまとめた冊子「働き方改革

ＢＯＯＫ」を配布
◆社会保険労務士や弁護士を講師に招き働き方改革セミナー

を開催
◆社会保険労務士による対面の無料相談会を開催
◆働き方改革関連の助成金について情報提供

働き方改革＆ダイバーシティ推進事業6

お問合せ 企画担当　TEL：052-223-5719

◆教育機関と企業の就職情報交換会
地元の教育機関（大学・専門学校・高等学校等）のキャリアセン
ター・進路指導担当者と会員企業の皆様とのパイプ作りを応援
します。

◆採用動画作成サービス
東海ラジオの現役アナウンサーがインタビュアーと
なり、貴社の魅力を存分に引き出した採用動画を作
成するサービスです。
企業PRや新製品・サービス紹介動画にも対応可能です！

◆モグジョブ
お昼休みに学食でランチを食べながら、学生と企業
が交流するイベントです。会員事業所の地元大学生
への認知度向上を応援します。
　※オンライン形式で実施する場合がございます。
◆名商中途採用サービス
求人ニーズのある会員企業と大手・中堅企業出身の
求職者（主に40歳～50歳代）とのマッチングを支援し
ます。

◆採用支援に関するセミナーの開催
採用分野の注目情報をお届けするセミナーを開催し
ます。

　〈前年度開催実績〉
　・新卒採用の極意“現役学生との接点の作り方”
　・最新の採用メディアの活用戦術について
　・採用活動のトレンド紹介＆現役学生の生の声ご紹介
　・新卒採用における求人票の有効活用について
　・“効く”採用ツール制作について　……等
　詳細は、https://www.nagoya-cci.or.jp/jinzai/saiyou_shien.
html?cid=6 をご覧ください。

1

お問合せ 人材支援担当　TEL：052-223-5742

じっくりと話し合えるいい機会！
ランチを食べながらざっくばらんな雰囲気の中で学生と
交流できるのが良いですね。学生もリラックスしている
ためか、会話が一方通行にならず、質問も引き出しやす
かったです。また、合同企業説明会と違って、少人数で、

比較的長い時間でお話できるのもあり
がたかったです。中小企業にとっては、
まずは知ってもらうこと、そして興味
を持ってもらうことが非常に重要です。
当社の思いをしっかりと伝えることが
でき、学生の質問にも真摯に答えるこ
とができるので、ミスマッチも少なく
なるのではないでしょうか。（金属加工）

声「 人 材  確 保 支 援（モ グ ジ ョ ブ ） 利 用 者 の

人材確保支援
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商 談 件 数 約3,000件

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-6748

医療関係者から直接意見をもらえる！
実際に出展してみて、医療関係者から
直接意見をもらえたのは普段なかなか
無い機会であり、とてもよかったです。
出展者からの反響もありました。当社
は介護施設などへの販路がないため、
商社が興味を持ってくれたことが大
きかったです。医療に携わる様々なプ
レーヤーと出会うことができ、実りあ
る出展となりました。　　（試作・開発）

「 メ デ   ィ カ ル メ ッ セ 利 用 者 の 声

◆医療×モノづくり技術の展示商談会「メディカルメッセ」
医療機器メーカーと医療関係者、
モノづくり企業が一堂に会する
展示商談会です。貴社の誇るモ
ノづくり技術や製品、サービス
等を広くPRし、医療分野への新
規参入をサポートいたします。
（2021年度はオンライン開催）

IoTやロボット、次世代自動車等に活用される技術について、企業の
技術者、大学教授、技術士等からご説明いただくセミナーです。
◆これまでの実施例
 　・シリーズ講演会「自動車産業大変革」
 　・金属３Ｄプリンターの活用に関する講演会、実機見学会
 　・公設試験研究機関の最新成果発表・施設見学会　等

先端技術に関するセミナー・視察等1

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-8601

航空機産業の振興2
　国内外のバイヤー、サプライヤーが一堂に会する事前調整型ビ
ジネス商談会「AEROMART NAGOYA（エアロマート名古屋）」、航
空機産業の最新動向を紹介するセミナーなどを開催しています。

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-6750

新規参入やビジネス拡大を目指す企業経営者・幹部を主な対象に、
航空機ビジネスを俯瞰して捉えることができる連続講座を開講

◆航空機産業分野の人材育成

航空機エンジン部品分野への参入を目指す企業に対して、参入
に向けた課題（組織づくり、難削材加工、品質保証等）を克服す
るためのプログラムを提供

◆航空機エンジン部品参入支援プログラム

abe社（仏）との共催で、航空宇宙分野の国際ビジ
ネス商談会「AEROMART NAGOYA」を開催（2014年
初開催、過去4回）。次回は2023年秋に開催予定。

〈前回実績（2021年）〉

◆AEROMART NAGOYA 

参加企業数
参 加 国 数

288社・団体
17ヵ国（アメリカ、イギリス、シンガポール、フランス、マレーシア、日本 等）

ネス商談会「AEROMART NAGOYA」を開催（2014年

　大学や公設試験研究機関などの最新技術や研究動向を紹介
するセミナー、保有設備や依頼できる各種試験内容などをご案
内する施設見学会を開催しています。

〈これまでの実施例〉

・大学の先端技術の研究・開発拠点の視察会

・環境負荷低減に資する技術を紹介する展示会

  「産×学連携＜クリーンテック＞技術展」

産学官連携・交流事業6

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-6749

　取引上のトラブルや契約、労務管理、販路開拓策、IT活用、
業務改善を始めとする様々な経営に関する相談に経験豊富な
専門家が無料で応じます。
【専門家】 弁護士、税理士、中小企業診断士、社会保
険労務士、ITコーディネーター

専門相談2

お問合せ 中小企業部 相談センター　 TEL：052-223-5764

　常時、経営指導員が経営上の問題・課題についてご相談に応
じています。
　事業計画、経営革新等の各種計画策定のご相談や、国や県な
どの各種補助金、助成金の申請支援も行っています。

・経営革新計画／経営力向上計画

事業継続力強化計画／先端設備等導入計画

・ものづくり補助金

・小規模事業者持続化補助金

・IT導入補助金

・事業再構築補助金　等

経営相談1

　営業・生産・財務など多くの経営課題をかかえている小規模
事業者のご要望に応じて本所に登録されたエキスパート（専門
家）を直接現場に派遣し、専門的・実践的な指導アドバイスを行
うことにより、解決を図ります。初回の費用は無料で
す。必要に応じて引き続き2回目以降は有料で受けら
れます（1/3の費用負担が必要・最長3回迄）。

専門家派遣（エキスパートバンク）3

お問合せ 中小企業部 相談センター　 TEL：052-223-5764

　地域のITベンダーと連携して、中小・小規模事業者のIT化支援
を目的に活動しています。
　ITを活用した付加価値の向上、省力化、効率化による生産性
向上など企業各社が抱えるIT化の課題を明確にして経営課題と
の関連を考慮しながら、適切なIT導入の支援を行います。
　本コンソーシアムへの参画を希望するITベンダーも募集して
います。

　　　　　　　　　　　　 公式サイトはこちら
▶ ▶ ▶ 

　　　　　　　　　  https://pit-n.nagoya-cci.or.jp/

名古屋中小企業IT化推進コンソーシアム【Pit- Nagoya】事業8

お問合せ 中小企業部　創業・専門相談担当　TEL：052-223-5737
産業振興部　IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-8602

知的財産の相談・活用促進7
　特許や商標に代表される知的財産に関するサービスをご提
供しています。

（1）知的財産の活用支援
◆知的財産をテーマにした講習会等を開催します。初心者・実務
者等の受講者のレベルに応じた講習会のほか、法改正や、ビジ
ネスの時流に応じた情報の発信を行います。

（2）（一社）愛知県発明協会の運営
◆各種知的財産サービスを実施する（一社）愛知県発明協会
の事務局を運営しています。

◆弁理士による発明・特許相談の実施、知的財産制度
の普及、青少年育成事業、表彰事業、セミナー開催、
関連書籍販売等

お問合せ IT・知財・スタートアップ担当／（一社）愛知県発明協会
TEL：052-223-5640

記帳指導
　市内（一部除く）に事業所または自宅のある個人事業者を対象
に、記帳の仕方から決算まで記帳指導員が、原則として月に1回
ご都合に合わせて行います。確定申告は税理士が指導します。

（1）記帳継続指導
　帳簿類を持参して頂き、個別に記帳の仕訳から、決算・確定
申告までご指導します。
　会員：年額 15,000円（税込）   　非会員：年額 30,000円（税込）

（2）機械化指導
　出納帳・振替帳をお預りし、パソコンによって帳票
を作成し、決算・確定申告までご指導します。
　会員：年額 56,000円（税込）   　非会員：年額 80,000円（税込）

4

お問合せ 創業・専門相談担当　TEL：052-223-5736

モノづくり・情報化支援 経営支援

BCP対策を支援します！
　災害発生の際に従業員の安否状況（ケガの有無・出社可否
など）をリアルタイムに把握できるサービスです。平常時にお
いては防災訓練に利用することも可能です。中小企業における
企業防災やBCP（事業継続計画）対策の支援ツールとして、ぜひ
ご活用ください！

※スマートフォンアプリ
の画面イメージ

　（実際のアプリ画像とは
異なる場合があります）

名商安否確認アプリケーション10

お問合せ IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-8602

　日々進歩を続けるIoT、AI等のトレン
ドやITを活用した効果的な経営事例、
情報セキュリティなどに関するセミ
ナー、講習会を随時開催しています。

ITに関するセミナー・講習会9

お問合せ IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-8602地域を担う成長産業として期待される医療機器産業の振興に
向けメディカル・デバイス産業振興協議会の活動を中
心にセミナー、ビジネスマッチングなどの諸事業を実
施しています。

◆マッチング事業
メディカルカフェ（医療従業者とのマッチング）、医療機器メー
カーとのマッチング商談会、医療現場ニーズ発表会

◆視察会、セミナー事業
医療施設見学会（名古屋大学、名古屋市立大学、愛知医科大学、
藤田医科大学、三重大学等）、医工連携セミナー

◆その他事業
医療機器産業参入サポート・デスク

医療機器産業の振興4

医療現場ニーズ発表会医療施設見学会

月例NAGOYAモノづくりマッチングオンライン（再掲）
　詳しくは3頁をご参照ください。

3

　省力化や高品質生産を推
進するため、異業種からの
参入が相次ぐ農業。会員企
業の農業ビジネスへの進出
をサポートする事業として
展示会や視察会、セミナー、
個別マッチング等を実施し
ています。

◆農×商×工が交差する展示商談会「アグリクロス」
　農業分野における最新の
技術やサービスをPRする展
示商談会です。
会期 ： 2023年3月頃（予定）

〈前回実績〉
（2021年3月4～5日開催）

農商工連携事業5

お問合せ ビジネスマッチング担当　TEL：052-223-5635

生産現場を視察

展示商談会では新技術・サービスをPR

お問合せ 中小企業部 相談センター　 TEL：052-223-5756

参加企業数
来 場 者 数

47社・団体
908名

9 10



海外展開支援経営支援

資金調達6

限度額 返済期間 資金使途

運転資金

2,000万円
●店舗、事務所等改装
●コンピュータ、機械等設備購入資金
●営業車両購入等

●商品（材料）仕入
●買掛、手形決済
●諸経費支払等

7年以内

設備資金
10年以内
（2年以内の
  据置可）

（1年以内の
  据置可）

　中小企業の事業承継対策を支援する公的相談窓口です。企業
がこれまで築いてきた様々な財産（人、物、金、知的資産）を上手
に引き継ぐことが、経営を安定させるために重要です。現経営者
から後継者へ事業のバトンタッチをスムーズに行う支援を行っ
ています。

・ご相談は全て無料ですのでお気軽にご相談ください。
・中小企業の事業承継支援の実務に精通した専門家が秘密厳守
でご相談を承ります。
・親族・従業員への事業承継から、相手先探しまでの
M&Aをワンストップで対応します。

愛知県事業承継・引継ぎ支援センター9

お問合せ 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター（名古屋商工会議所6F） 
TEL：052-228-7117

　「なごのキャンパス」にて、起業希望者はもとより、ベン
チャー・スタートアップ企業（入居・近隣企業）の相談窓口（平日：
10：00～ 17：00）を設置し、経営全般（事業計画、労務、知財、資
金調達等）の課題解決に向けサポートします。

◆なごのキャンパス
　旧那古野小学校をリノベーションして生まれたインキュ
ベーション施設。施設内には、プライベートオフィスやシェア
オフィスのほか、作業、打合せ、商談、
会員相互の交流などさまざまな場面
で利用が出来るコワーキングスペー
スや一般に貸出可能な会
議室があります。

・名古屋市西区那古野2-14-1

   https://nagono-campus.jp/

なごのキャンパス 「名古屋商工会議所サテライトオフィス」11

お問合せ 産業振興部　IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-8603
中小企業部　創業・専門相談担当　TEL：052-223-5737

　海外での事業展開をお考えの会員企業の皆様を対象に、以下
のような事業を実施します。

・海外ビジネス展開
   支援セミナーの開催
　企業の関心の高い国・トピック
をテーマにした海外ビジネス展
開支援セミナーを対面もしくは
オンライン形式にて随時開催し、
最新の情報を提供いたします。

・中小企業投資環境調査
   ミッションの派遣
　コロナ感染状況を見る中で、
事業の展開先として有望と思わ
れる国に実際に足を運び、現地
の状況を見ていただく機会を提
供します。

中小企業海外展開支援プログラム1

お問合せ インフラ・国際担当　TEL：052-223-6741

①マル経融資制度（小規模事業者経営改善資金融資）
　商工会議所が審査をして、（株）日本政策金融公庫に推薦し
無担保・無保証人、手数料も一切不要で、同公庫から貸し出さ
れる国の融資制度です。運転資金・設備資金あわせて
最大2,000万円までご利用いただけます。

◆ご利用いただける方
・規　　模
　常時使用する従業員が20人以下（宿泊業と娯楽業を除く商
業・サービス業の場合は5人以下）の法人・個人事業主の方

・経営指導
　名古屋商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方
・業　　種
　（株）日本政策金融公庫の融資対象業種で、最近１年以上事業
を行っている方

・納　　税
　税金（所得税、法人税、事業税、県･市民税）を完納している方

◆利　　率　 年1.21%（2022年3月31日現在）
◆ 融資の内容

※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

　他にも、条件等がありますので詳細につきましては、お問合
せください。HPも合わせてご参照ください。

お問合せ 金融・管理運営担当　TEL：052-223-5752

※貸付率等は、変更する場合があります。

②設備貸与制度
　（公財）あいち産業振興機構が事業者の皆さまに代
わって設備を購入し、「割賦」又は「リース」する制度
です。
◆ご利用いただける方
従業員50人以下　※従業員数によって一部要件があります。

◆対象設備
県内に設置する新品の機械・設備等で、付加価値及び経常利

　益の向上が見込めるもの。
◆限度額
　100万円～ 1億円（税込）
◆貸付率（商工会議所を通じて申込の場合）

◆返済期間

お問合せ 金融・管理運営担当　TEL：052-223-5752

割   賦
リース

1.09～ 2.16％
1.272～ 2.938％（7～ 3年）

割   賦
リース

5年又は7年（返済は1年以内の据置）
3年～ 7年

名古屋商工会議所
会員で常時使用
する労働者数が
右記の事業主

1.金融・保険・不動産・小売 50 人以下

2.卸売業・サービス業 100 人以下

3.その他事業 300 人以下

煩わしい労働保険事務を委託しませんか？
　名古屋商工会議所は厚生労働大臣から労働保険事務組合の認可
を受け、事業主に代わって労働保険料の申告納付や労働保険に係わ
る各種届出等、煩雑な事務の代行サービスを行っています(有料)。
また、労災保険に加入できない中小事業主なども、労働
保険事務組合では特別に労災保険に加入することがで
きます。
◆  利用対象

労働保険事務代行サービス7

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5748

　海外取引・海外事業展開などのお悩みに対し、事前にご登録
いただいたアドバイザー（会員企業）をご紹介し、ご面談まで設
定します。なお、海外事業展開における出融資のご相
談は、従来の「貿易・海外投資相談室」同様、国際協力
銀行が対応します。

海外展開アドバイザー紹介サービス2

お問合せ インフラ・国際担当　TEL：052-223-5701

STEP 1

STEP 2

STEP 3

ご相談申込み画面（下記URL）より必要事項をご入力く
ださい。

〈申込み用URL〉
https://answer.cci.nagoya/infra/?code=8e8ac354

ご相談内容に対応可能なアドバイザーの方と初回相談
（無料）の日時・場所の調整をし、ご連絡いたします。
※ご相談の内容によっては、ご対応いただけるアドバイ
　ザーが見つからないこともございます。

直接ご面談のうえ、アドバイザーの方にご相談ください。
※初回相談（1時間程度）のみ無料となります。その後の
　支援につきましては、アドバイザーの方と直接ご相談
　ください。

　企業にとって、環境への取り組みを推進することは、社会的
責任であるとともに、イノベーションやコストダウン、企業イ
メージの向上など、経営メリットにもつながります。本所では、
会員の環境への取り組みを支援するため、下記の事業を実施し
ております。

①全会員向け活動
＜周知・啓発＞
○最新の情勢や施策・事例、最新技術の紹介
・「SDGs」や「カーボンニュートラル」についての動向
・国・地方自治体の施策・補助金、地域社会の取り組みの紹介
・最新技術（再生可能エネルギー、CO2回収利活用、メタネー
ションなど）

○環境経営
・「SDGs」「CSR」の観点から事業を展開する企業の事例紹介 等

＜取り組み支援＞
○「カーボンニュートラル・アクションサポートデスク」の設置：
具体的にカーボンニュートラルへの取り組みを目指す企
業に対する無料相談

○「環境マネジメント（エコアクション21）」導入支援

②環境ビジネス向け活動
○環境ビジネスに関する情報提供とビジネスチャンスの創出支援：
「産学連携クリーンテック技術展」や、その他素材開発、リサ
イクル等をテーマとしたイベントやマッチング機会の提供

○企業や大学、公設研究機関などの環境技術の実用化に向け
た実証試験・社会実験の取り組み支援

③ WEB展開
○名商ecoクラブ※　ＨＰ: https://ecoclub.nagoya-cci.or.jp/

※名商ecoクラブ：「環境」をキーワードに集まったメンバー
で視察会、セミナー、交流会等を実施。事業への参加を通
じて、環境活動の推進、企業イメージの向上、
ビジネスチャンスの獲得を目指します。

環境への取り組み支援10

お問合せ モノづくり担当　TEL：052-223-6749

　創業支援として、創業前から創業後5年未満の皆様への支援
を行なっております。
　創業前の事業計画作成や資金調達方法の相談だけでなく、創
業後には、事業が軌道に乗るように、様々な経営相談
に応じます。また、創業塾等を開催しています。

創業支援（特定創業支援等事業）5

お問合せ 創業・専門相談担当　TEL：052-223-5737

　専門家による金融・財務・事業改善の相談、再生計画策定支援
等、中小企業の経営改善・事業再生に向けた取り組みを支援する
「国の公的機関」（経済産業省委託事業）です。

　県内に何らかの事業拠点を有する中小企業・個人事業者であ
ればどなたでもご相談いただけます。経験豊富な事業再生支援
の専門家（金融機関経験者、弁護士等）が様々なご相談に応じ
ます。

　また、資金繰りや業績悪化等により、金融機関からの金融支
援を受けるため、外部専門家（認定支援機関）の支援を受けて、
経営改善計画を策定する場合、その費用の一部を負担する事業
も実施しています。

※なお、当協議会では、融資のあっせん等は行ってお
りませんので、ご了承ください。

愛知県中小企業活性化協議会8

お問合せ 愛知県中小企業活性化協議会（名古屋商工会議所7F）  
TEL：052-223-6953
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※ご加入にあたりましては、所定のパンフレットをご覧ください。

　取引先の倒産で自社まで倒産の危機に陥る「連鎖倒産」を未
然に防ぎ、経営の安定を図ることを目的として、中小機構（国が
全額出資）が運営する共済制度です。掛金は損金または必要経
費に算入できます。

◆加入資格　引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
◆掛　　金　月額5,000円～ 200,000円の範囲で、5,000円刻み

で選ぶことができます。
加入後は増・減額できます（減額の場合は、一定
の要件が必要です）。

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）6

お問合せ 経営革新担当　TEL：052-223-5746

　取引先の倒産等による売掛債権の回収不能リスクに備える
「売上債権保全制度」を導入しています。
　貸し倒れ損失を返済の必要ない保険金でお支払いすること
で、リスク回避を可能にします。
　特長として、会員企業を複数社まとめて制度構築しており、
事業規模が小さい事業所や取引先の少ない事業所の加入がし
やすくなっています。
　また、保険料は損金または必要経費に算入できます。

売上債権保全制度（取引信用保険）7

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　　従業員の退職金を毎月計画的に積み立てる制度です。
　・掛金は月額1,000円から30,000円まで加入でき、掛金は全額損金
または必要経費に算入できます。

　・制度加入前の過去の勤務期間も通算することができます。
　・国の制度（中小企業退職金共済）との重複加入も認められてい
ます。

　・公共工事入札（建設業関係）に係る経営事項審査の加点対象制度
です。

特定退職金共済制度2

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　　廃業・退職後に備える経営者のための積立制度です。
　・掛金は月額10,000円から最高500,000円まで加入でき、役員退職
時には退任慰労金として受け取ることができます。

　・掛金が法人負担の場合は、資産勘定に計上し、個人負担の場合は
個人年金保険料控除の対象となります。

経営者年金共済制度3

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5647

　小規模企業の事業主、役員のみなさんが退職･廃業されたあ
との、生活の安定や事業の再建などのための資金を準備してお
く制度です。掛金は全額所得控除になります。
◆加入資格　常時使用する従業員の数が20人以下（商業･サー

ビス業は５人以下）の個人事業主（共同経営者を
含む）および会社の役員の方々

◆掛　　金　月額1,000円～70,000円の範囲で、500円刻みで
選ぶことができます。加入後は増・減額できます。

小規模企業共済制度5

お問合せ 経営革新担当　TEL：052-223-5746

　将来のゆとりある生活設計のために個人で毎月積み立てる
制度です。
　・掛金は月額5,000円以上で自由に掛金を決めることができます。
　・掛金は加入者負担となり、個人年金保険料控除の対象となります。

個人年金共済制度4

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5647

※ご加入にあたりましては、所定のパンフレットをご覧ください。共済・保険/年金・退職金

共済・保険／年金・退職金の詳細につきましては、
名古屋商工会議所Webサイト

または所定のパンフレットを
ご覧ください。

https://www.nagoya-cci.or.jp/
kyosai

詳細はこちら

　アフラック生命保険（株）と提携し、会員事業所の経営者・従

業員の方はお一人でも集団扱いでご加入いただけます。

がん保険／医療保険16

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　情報漏えいの結果、被った経済的損害に備える保険です。
　団体割引（最大68%）適用による割安な保険料で加入でき、情
報漏えい事故に係る賠償金や訴訟費用、事故解決に要した費用
等が対象となります。
　個人情報と法人情報のいずれの情報漏えいにも対応してい
ます。

情報漏えい賠償責任保険制度9

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　業務中のケガ等の補償だけでなく、メンタルヘルス問題や過

労死等による労災賠償リスクにも備える使用者賠償責任保険

がセットされた無記名式の保険です。一般加入と比べ約半額の

保険料水準であり、一般傷害保険部分は政府労災保険の給付を

待たずに保険金のお支払いが可能です。

業務災害補償プラン10

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補う

保険です。

　入院中はもちろん、自宅療養による休業（医師の治療を受け

ていることにより全く働けない場合）も補償に含まれます。

　国内外、業務中であるなしに関わらず24時間いつでも補償

し、会員事業所の従業員はもちろん、従業員の配偶者で、日頃

家事に従事されている方も加入できます。　

　提携する損保会社の商品から会員向けに3～5割程度の割引

がある商品をお選びいただけます。

休業補償プラン11

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　海外で自然災害やテロ・戦争などの危険に晒された場合に、

出張・駐在している社員の身の安全の確保や緊急避難の手配を

するサービスです。

商工会議所の海外危機対策プラン15

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　以下の保険について、あいおいニッセイ同和損害保険（株）と

AIG損害保険（株）と提携し、会員事業所の役員並びに従業員の

方はお一人でも集団扱いでご加入いただけます。

（1）自動車保険（事業用自動車総合保険 等）

（2）火災保険（事業者総合保険 等）

（3）建設業総合保険

（4）運送業総合保険

その他各種保険17

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　賠償責任（PL、施設・事業遂行、リコール、情報漏えいなど）、事

業休業、財産、工事と幅広いリスクをカバーでき、リスクに対す

る補償のモレ・ダブリを解消し、1本化してご加入いただけます。

　事業休業補償の付帯により、災害時の万が一の備えとして事

業継続資金を確保することができます。

　全国商工会議所のスケールメリットにより3割程度割安な保

険料となっております。

ビジネス総合保険制度8

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

※2020年7月より、PL保険制度はビジネス総合保険制度へ移行しました。

　手頃な掛金で充実した保障を受けられるだけでなく、従業員
の皆様の福利厚生制度もこれ一本で実現できる制度です。
　・病気死亡、不慮の事故による死亡・入院および身体の障がいを業
務内外問わず24時間365日保障します。新型コロナウイルス感染
症にも対応。

　・会議所独自の見舞金・祝金制度により更に内容が充実。
　・1年更新の団体定期保険です。（決算時に剰余金を配当金として
お支払いします。2020年度 配当率約48.2%。）

　・簡単な手続きでご加入いただけます。（健康状態についての告知
が必要です。）

　・掛金は全額損金または必要経費に算入できます。

生命共済制度1

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5647

300万円の死亡保障が月々936円から！
生命共済制度の加入目的は「万が一の備えとして」です。
あってはならないことですが、予期せぬ事故が発生した際

のセーフティネットを準備しておくこ
とで、安心して働ける職場環境を整え
ています。業務内外を問わず24時間365
日の保障が、抑えた価格で受けられる
のが良いですね。特に配当率の高さが
魅力的です。　                             （建設業）

 生 命 共 済 制 度 利 用 者 の 声

　海外で自社製品が原因の人身事故・物損事故が起きた際、被
保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
を保険金としてお支払いします。生産物回収費用（リコール費
用）も補償します。（日本を除く全世界が保険適用地域）

中小企業海外ＰＬ保険制度12

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　海外での取引先が破産または戦争、天災（カントリーリスク、
非常危険）の発生等により貸倒損害になった際、その損害の一
定部分について保険金をお支払いします。

輸出取引信用保険制度13

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645

　輸出先国で知的財産権を侵害していると訴えられた際、高額
になりがちな海外での係争費用が補償され、海外知財訴訟への
円滑な対応が可能です。

海外知財訴訟費用保険制度14

お問合せ 共済担当　TEL：052-223-5645
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福利厚生・施設サービス

※カード発行の諾否、カード決済時の代金請求・回収、事故発生時の処理・リスク負担
などカードの発行・管理に関する業務は、すべて各カード会社が行います。カード
会社の審査基準により、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5636

　チェンバーズカードは、クレジットカード会社（JCB、三菱UFJ
ニコス、三井住友、UC）と商工会議所が提携したオリ
ジナルカードです。
◆商工会議所会員だけが加入できます！
「Chamber」とは英語で「会議所」の意味で、文字通り商工会議
所会員のためのカードです。事業所でも個人でもチェンバー
ズカードに加入できます。

◆各カード会社それぞれの機能ももちろん使えます！
提携クレジットカードと同じように利用できます。
一般カードとゴールドカードがあります。

◆経理事務の合理化に！
事業所カードの利用で現金の出し入れが大幅に削減され、支
出の動きも明らかになるため、経理事務を省力化し、的確な
経理管理を図ることができます。

チェンバーズカード4

　商工会議所が会員の皆様に提供するアウトソーシング型の
福利厚生サービスです。コストは月会費のみで、メニュー利用
の際には専用コールセンターが対応するため、事務的な負担も
ございません。
　また、従業員のご家族も2親等（リゾートメニューは最大3親
等）までご利用いただけます。人材の定着・離職防止にお役立
てください。

◆利用メニュー
リゾート施設、スポーツクラブ、ゴルフ、チケット予約、カル
チャースクール、ショッピング、育児・介護サービスなど。

　 ※会員証提示等でご利用いただくメニューもございます。

◆情報提供
専用Webサイト、アプリ・デジタル会報誌など、豊富な情報
提供により活発な利用促進をはかります。

◆月会費

福利厚生代行サービス CLUB CCI 2

CLUB CCIご利用の流れ

社　員 貴　社

③メルマガ等
情報の提供

CLUB CCI利用施設の予約／手配 事務代行

④ご予約
・申込

⑤サービス提供 ①ご入会 ②情報提供

社員数

100 名未満

1,000 名未満

1,000 名以上

コース プラチナ

1,100 円

   990 円

   880 円

ゴールド※

785 円

702 円

628 円

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5636

（従業員1名様あたり）

※コストを抑えたライトなプランです。宿泊関係など一部メニューに制約があ
ります。

　地域の健診機関と連携し、割安な金額で年間を通じ
て受診可能な各種健診メニューをご用意しています。

◆メニュー一覧
・ミニ人間ドック　　　・心臓ドック
・2時間人間ドック　　  ・PET-CT検診
・レディースドック　　・メンタルヘルスサポート
・メディカルチェック　・血管チェック
・脳ドック

　各健診メニューの詳細な検査項目や料金については、本所
公式サイトをご覧ください。

https://www.nagoya-cci.or.jp/service_ichiran.html?cid=8

健康管理サービス1

お問合せ 会員サービス担当　TEL：052-223-5636

お問合せ 総務・人事担当　TEL：052-223-5612

　本所では、社会福祉事業の一環として、市内の児童養護施
設等の児童・生徒に対し、会員の皆様から寄せられた受託金を
クリスマスプレゼントとして寄付しています。ご関心
をお持ちの方は下記までお問合せください。

施設児童に対するクリスマスプレゼント3

・寄付金額 ：1,300万円
・件　　数 ： 約1,050企業・団体
・寄  付  先 ： 名古屋市内の
　　　　　   児童養護施設34施設

2021年度実績

名古屋市から感謝状の贈呈

　商工会議所ビル2階の大会議室（ホール）は、落ち着いた雰囲
気の多目的会場で、各種会議をはじめ記念式典、講演会、説明
会、株主総会などにご利用いただけます。
　又、シンポジウムや講習会、研修など目的・用途・人
数に応じた会議室を用意しています。

商工会議所ビル貸会議室5

第1会議室

第3会議室

第5会議室

第8会議室

大会議室（ホール）

第2会議室

第4会議室

第6会議室

会議室名
階
別

2
階

3
階

5
階

１日
（9時～17時）

午前
（9時～12時）

午後
（13時～17時）
夜間

（18時～20時）

１時間のみ

基　本　料　金 超過時間料

円 円 円

50,600
75,900

20,900
31,350

31,900
47,850

31,900
47,850

79,200
118,800

50,600
75,900

 22,000
33,000

74,800
112,200

231,000
346,500

25,300
37,950

10,450
15,675

 15,950
23,925

 15,950
23,925

 39,600
59,400

 25,300
37,950

 11,000
16,500

37,400
56,100

115,500
173,250

33,770
50,655

 13,970
20,955

 21,340
32,010

 21,340
32,010

 52,800
79,200

 33,770
50,655

 14,740
22,110

49,940
74,910

155,100
232,650

10,230
15,345

 4,290
6,435

 6,490
9,735

 6,490
9,735

 15,950
23,925

 10,230
15,345

 4,510
6,765

15,070
22,605

141,900
212,850

70,950
106,425

94,600
141,900

28,490
42,735

46,200
69,300

円大会議室（ホール）
机　席 250席
椅子席 450席
347m2／105坪
第１会議室
教室型 64席
152m2／46坪
第２会議室
島　型 24席
63m2／19坪
第３会議室
口　型 32席
96m2／29坪
第４会議室
教室型 48席
96m2／29坪
第５会議室
教室型 98席
238m2／72坪
第６会議室
教室型 56席
152m2／46坪
第８会議室
口　型 30席
66m2／20坪

会議室（3部屋利用）
ABC
教室型 144席
358m2／108坪

会議室 D
教室型 84席
184m2／56坪

分割して使用可（パーテーション仕切）

※休日(土曜・日曜・祝日)使用の場合は50%増し。

お問合せ 財務・所屋担当　TEL：052-223-5620

◆使用資格
　原則として名古屋商工会議所会員、または特定商工業者に限る

◆申込み受付
・2階大会議室（ホール）は使用日1年前の月の初日から
・3階・5階各会議室は使用日6ヶ月前の月の初日から

◆受付時間
　9：00～ 17：00
　・空室の状況は電話で確認できます。
　・お申込みは、名古屋商工会議所4階総務管理部窓口までお越しください。
　・名古屋商工会議所のホームページ「会議室・ホールの利用について」 
　　https://www.nagoya-cci.or.jp/hall/をご覧ください。

上段：会員料金（税込）
下段：特定商工業者料金（税込）

会議室AB

会議室D

会議室A

会議室ABC

名古屋駅から近くて便利！
名商の会議室はいろんなタイプがあるため、活用しやす
いです。少人数から200名程度の研修会まで様々な事業を

行っているので、用途に応じて会議室
を選べるところが良いですね。受講者
からも「名古屋駅から近くて便利だ」、
「お手洗いをいつもきれいにしている」、
「飲食店が多くて昼食に困らない」など
の声がきかれました。（組織・団体）

声 商 工 会 議 所 ビ ル 貸 会 議 室 利 用 者 の
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各種証明・登録

　名古屋市内（守山区と大高地区以外の緑区を除く）で営業している商工業者であれば、法人・団体・個人事業主、
規模・業種を問わずご入会いただけます。また、地区外の方でも特別会員としてご加入いただけます。

1．入会申込書に必要事項をご記入のうえご返送ください。WEBからもお申込みいただけます。
2．会費のお支払いは口座振替でお願いします。入会申込書の「預金口座振替依頼書」にご記入ください。
　入会初年度はお振込でお願いし、2年目以降に口座振替（但し、ゆうちょ銀行・信用組合不可）とさせていただきます。
3．入会が承認されましたら、ご通知いたします。（1～ 2ヶ月程度お待ちいただく場合もあります）
4．入会申込書をご提出いただいた後、特に不備等がなければ、すぐにサービスをご活用いただけます。（一部を除く）

※会費は経理上「租税公課」として損金処理できます。また消費税の課税対象外です。
※特定商工業者に該当する事業所には会費とは別に負担金（年額4,000円）のご負担をお願いしております。
※年会費は4月から翌年3月まで、次年度以降自動継続となります。

●法人企業の場合
　資本金に応じた会費（貴社の資本金を下記会費基準額表に当てはめた金額）

●入会金は無料です。

入　会　資　格

入　会　方　法

会費（年会費）

入会のご案内
名古屋商工会議所 入会サイトで更に
詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
また、WEBからもお申込みいただけます。
https://www.nagoya-cci.or.jp 

※資本金7,000万円以
上の場合はお問合
せください。

等級

5
6
7
8

会費基準
（払込済資本金額）

会費額
（年会費）

5,000万円以上
3,000万円以上
2,000万円以上
1,000万円以上

10万円以上
  7万円以上
  5万円以上
  4万円以上

等級

9
10
11
12

会費基準
（払込済資本金額）

会費額
（年会費）

500万円以上
100万円以上
100万円未満
個人事業主

    3万円以上
    2万円以上
  1万5千円以上　
    1万円以上

●組合・団体　20,000円以上　　　●個人事業主　10,000円以上

●法人企業で支社・支店・営業所等の場合
　次の計算式で算出した名古屋資本金を下記会費基準額表に当てはめた金額

名古屋資本金  ＝  本社資本金  × ×
名古屋地区従業員数
全社従業員数

1
2

※支店等の所在地が名古屋地区内の場合に限ります。

特定商工業者制度について

●初年度の年会費について
　ご加入いただく時期によって、初年度の年会費が変動します。
　1～ 3月入会につきましては、翌年度の会費請求となります。
※部会費は1～3月入会の場合のみ初年度は無料。

●請求時期について
　初年度は入会承認時、2年目以降は年度の初め（毎年4月）のご請求となります。

●負担金納入のお願い 　※会員会費とは異なります
　特定商工業者に該当する方には、会費（年会費）とは別に、法定台帳を管理・運営するための費用の一部として負
　担金（年額4,000円）をお願いしております。 
　※特定商工業者負担金は経理上「租税公課」として損金処理できます。また消費税の課税対象外です。
　※法定台帳のご確認と負担金のお願いは毎年6月下旬頃になります。会費のご請求とは時期が異なりますので、ご注意ください。

商工会議所法（法律第143号）に基づき、資本金（払込済出資総額）が300万円以上または営業所等の従業員数が20人
（商業・サービス業は5人）以上の事業所は「特定商工業者」に該当し、法定台帳を提出することが義務付けられてい
ます。この台帳は、地区内の商工業者の実態を把握するとともに、災害時における調査等を行う貴重なデータとし
て活用いたします。

入会月
  4 ～   9月
10 ～12月
  1 ～   3月

会費額
全　額
半　額
無　料

〈お問合せ先〉　名古屋商工会議所　情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

※本会議所の事業年度は、4月1日～翌3月
31日までとなります。

●部会費について　※部会入会は任意です。
　部会により部会費が異なります。詳しくは4ページをご覧ください。
　業種に関わらずご加入いただけます。複数の部会への加入も可能です。

　名古屋商工会議所の会員であることを証明するカードサイ
ズの 「会員証」および会員之章（ステッカー／掲出用）（有効期
限1年）は、毎年4月にお送りします。

会員証4

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

　貴社の商標が当地区において広く知れわたってい
ることを証明します。

（1）こんな時ご利用ください
①貴社の出願中の商標が、特許庁により拒絶理由通知を受けた後、
意見書を提出する。

②貴社の出願中、登録済みの商標に類似した他社の商標への異議
申立をする。

（2）証明の内容
貴社の商標が、名古屋商工会議所管内において周知、著名であるこ
とを証明致します。

（3）手続き
上記の証明をご希望の場合は、証明申込書、証明願、会社概要、業
界団体長の証明、新聞広告の写し、商品カタログ等、客観的に確認
できる書類を提出していただく必要があります。詳細については電

話にてお問合せください。

（4）料　金（税込）
会　員：1,100円／件
非会員：2,200円／件

周知商標証明サービス3

お問合せ IT・知財・スタートアップ担当　TEL：052-223-5640

　お取引の際や、他地域の商工会議所施設を利用される際など
に、本社・支店所在地の商工会議所の会員であることの証明が
求められる場合があります。貴社が名古屋商工会議所会員であ
ることを証明する「会員証明」（無料）を発行します。
又、外国語表記で「会員証明」（無料）が必要な場合は、
貿易証明担当（TEL：052-223-6742）にて発行します。

会員証明5

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

　電子入札、電子申請など行政手続を利用するためには、「電
子証明書」が必要です。
　（株）帝国データバンク（ICカードタイプ）、セコムトラストシ
ステムズ（株）（ファイルタイプ）発行の電子証明書を購入する
際に「会員であることの書類」を発行会社へご提出いただくと
会員価格で購入することができます。
　詳しくは、https://www.nagoya-cci.or.jp/shoumei/
shotori_denshi.htmlをご覧ください。

電子証明書購入割引サービス2

お問合せ 情報・会員管理担当　TEL：052-223-5632

　貿易関係証明（原産地証明、インボイス証明、サイン証明、会

員証明、日本法人証明等）の発給業務を行っています。

  貿易関係証明を申請される場合には、事前の手続きとして以

下のURLから本所に「貿易関係証明登録」をしていただく必要が

あります。https://coo.jcci.or.jp/eCO/form-int-htm?id=2201

　また、原産地証明につき

ましてはオンラインでも

発給しています。詳細はお

問合せください。

貿易関係証明1

受付時間

月～金　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
上記時間以外の申請は受理できません
ので、ご注意ください。 
土・日・祝日・年末年始は休み

（税込）

内　　　容

登録料

原産地証明

サイン証明

インボイス証明

会員証明（外国語表記）

日本法人証明

原産地証明書用紙（100枚綴り）

会　　　員

無　料

1,100円

1,100円

1,100円

無　料

1,100円

   440円

11,000円

3,300円

3,300円

3,300円

3,300円

   440円

非　会　員

＜料金表＞

※「EPAに基づく特定原産地証明書」に関しましては、申請方法や料金等が異なります。
詳細についてはお問合せください。

お問合せ 貿易証明担当　TEL：052-223-5721  
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