
申込方法

お申し込み・お問い合わせは…
岡山商工会議所 企画推進課
　　TEL.086ｰ232ｰ2262　FAX.086ｰ225ｰ3561
　　E-mail  kaigisho@po6.oninet.ne.jp

〈文章〉と〈画像〉を下記あてに、FAXまたはＥメールにてお送り
ください。 
●〈文　章〉

●〈画　像〉

注意事項

●タイトル20字以内
●本文230字以内
●会社概要・問い合わせ先（社名、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、
　Ｅメールアドレス、ホームページアドレス、担当部署・担当者名）
●2枚まで掲載可能
●JPＧ・ＧＩＦ画像、もしくはプリント写真・パンフレット等
※Ｅメールに添付、もしくは記録媒体を利用してお送りいただくと
　幸いです。

会員情報

自社の新商品、新サービスなど、何でもＰＲオーケー。
会員限定の無料情報発信コーナーです。
新商品・新サービス、新社屋・新店舗オープン、ＣＩ導入、各種認証
取得などのニュースから、自
慢の技、イチオシの一品な
ど、自社のトピックスを何でも
ご紹介いただけます。
掲載料はいただきません。遠
慮なくご利用ください。

●文意を変えない範囲内で加筆、修正する場合がありますので、ご了承ください。
●掲載は、原則1年度1回に限らせていただきます。
●誌面の関係上、掲載の採否・時期については当所にご一任願います。
●掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接ご連絡・交渉願います。
万一トラブルが生じても、その責任は負いかねます。

トモ・プロジェクト㈱
岡山市北区辰巳421-1
　エトリール大森301
TEL.086-230-6641
FAX.086-230-6642
URL http://bodybalance.qwc.jp/
E-mail info@tomo-pro.com

Atelier TÀC 
<㈱中外燐寸社>
岡山市北区幸町2-19 CSビル2F
TEL.086-263-2245
URL http://www.chugai-match.co.jp/tac/index.html

　ボディ＆バランス倉敷中島
店 ではニューヨーク発 祥 の

「暗 闇フィットネス」を岡 山で
いち早くスタートさせました。
暗闇フィットネスとは名の通り
暗闇で運動するもので、今ま
でのフィットネスとは大きく変
わる新感覚のエクササイズで
す。プログラムは自重を使った

「ファンクショナルトレーニン
グ」。東京・名古屋・大阪など
の都市部でも大ブームになっ
ている最新のフィットネスプロ
グラムで楽しくダイエットでき
ます。体験レッスン受付中。
▪中島店
　倉敷市中島760-1
　TEL.0120-512-399

非日常の空間で
楽しく効果的に
ダイエット

◆イオン岡山から徒歩２分◆
　私たちは、『まちなかでアー
トに触れられる空間』として、ギ
ャラリースペースを創りました。
◆様々な用途でご利用下さい◆
　ギャラリー内は、白壁とウッ
ドボードで清潔感のある空間
となっており、絵画や写真、美
術品の展示会などで皆様にご

利 用いただいております。展
示場としてだけではなく、ミーテ
ィングやセミナーなどの開催で
もご利用いただけます。
　短 時 間でのご利 用も可 能
です。詳しくは、ホームページ
をご覧いただくか、お気軽にお
問い合わせください。

白壁の
レンタル
ギャラリー

　昨年はインフルエンザ大流
行の年でしたが、今年の対策
はお済みですか？
　弊社の次亜塩素酸水「ディ
ゾルバ・ウォーター」は、イン
フルエンザや怖いノロウイル
スまで強力除菌！生ゴミ臭や
アンモニア臭も強力に消臭
し、クリーンな環境をご提供

します。人体に安全・無害なの
で、噴霧器に入れて空間全体
の除菌消臭も可能です。
　介護施設・飲食店・工場の
他、人が多く集まる場所で大
活躍！一般のご家庭用に少量
サイズもございます。どうぞ
お気軽にお問い合わせ下さい。
※販売代理店も募集中です※

㈱アイプランニング
岡山市中区さい152-1
TEL.086-201-1122
FAX.086-201-1124
URL http://www.disolva.jp/
E-mail info@disolva.jp

感染症の対策は
お済みですか？

エジソン
インターナショナルスクール
岡山市北区平和町6-27
　WAKAビル４F
TEL.086-224-0633
URL http://edisonschool.jp
E-mail edisonenglishmontessori@gmail.com

　全英語環境によるプリスクー
ルとして16年の実績があります。
言葉や数字、創作など様々なア
クティビティーを全て英語で行い
ます。
　登園してから帰宅までの間、子
ども同士や先生との会話は全て
英語なので、子どもたちは自然に
英語の力を身につけていきます。

　指導プログラムには3つのステ
ップ、①自信、②英語環境、③
挑戦を設けています。子どもたち
にたくさんの可能性を与え、一人
ひとりに学ぶ喜びや自信と独立
心を育むというモンテッソーリ教
授法も指導の特徴の一つです。
　無料体験実施中です。まずは
お気軽にお問い合わせください。

質の高い英語教育
モンテッソーリ教育

㈱ソフィア
津山市河原町29-3
TEL.0868-25-1000
URL https://www.sophia-inc.co.jp/
E-mail eigyoubu@sophia-inc.co.jp

　ソフィアは30年以上にわた
り、官公庁、医療、流通、製
造等、多様な分野において、社
会インフラを支える情報シス
テム構築に携わってまいりま
した。数多くの導入実績で培
ったノウハウを基に、お客様
にとって最善のITシステムを
ご提供します。

　さらに、近年、利用が広が
る「クラウド」に柔軟に対応す
るために、クラウドサービス
事業にも注力しています。お
客様に安心してクラウドサー
ビスをご利用頂けるように導
入〜保守・定着化までトータ
ルでサポートします。

クラウド活用で
売上アップ！！

システムラボ
岡山市北区問屋町14-101
　K’sTERRACE206
TEL.086-241-3103
URL https://systemlab.in
E-mail mizuko.n@systemlab.in

　システムラボは、何度でも
無料相談できるITシステムの
総合窓口です。いろんなシス
テムがありすぎてどれを選べ
ばいいのかわからない、会社
が人手不足なので業務を効率
化したいといった会社様に1
つの窓口でITシステムの相談
から導入まで一貫してご支援

いたします。ご検討の際には、
専門のシステムプランナー
と、様々なITシステムの中か
ら比較・検討いただけます。IT
システムをまだ考えていない
段階からでも、どんなシステ
ムがあるのか、どんな効果が
見込まれるのかなど気軽にご
相談いただけます。

御社に合った
ITシステムを無料で
何度でもアドバイス

会員紹介  
 新 会 員

㈱イナホ岡山 中区桜橋4-1-14 ☎271-4169

㈱成進 南区浦安南町495-138 ☎265-7171

Body Care Salon 光 北区奉還町1-3-16 ☎090-1330-2513

アキメンテ 南区当新田358-2
フローレスあずさ E203 ☎243-0381

ヤマオカオート㈲ 東区沼147-5 ☎201-7557

鉄板居酒屋じゅじゅ 北区表町3-14-18
4日センター街103 ☎223-1019

㈱コリプロ 中区平井4-9-10 ☎737-4901

㈲クラフト 北区学南町3-5-19-1 A2 ☎250-7820

㈱オザキアンドサンズ 北区問屋町13-104 ☎242-3343

First Class19 東区西大寺中3-19-20 ☎080-3549-2654

㈲藤田瓦 東区金岡西町623-1 ☎944-0032

（一社）エヒメ健診協会 松山市高岡町90-5 ☎089-972-7766

㈱コムウィング 南区新保1140-7 ☎230-4088

 新 会 員

幸志創建。 総社市中原900-1 ☎0866-95-2962

アンジェリカ 北区今4-9-36 ☎241-8815

Raxa 南区浦安南町581
ヴェルディあべ池A ☎090-3370-9353

床工房オカモト 中区中井430-2
あくらコーポB102号 ☎238-2691

串焼 串揚 彰 北区幸町3-116
木村ビル2F ☎090-7890-1381

 住 所 変 更

㈱アクタス 北区野田5-8-11 北区万成東町7-4 ☎259-0008

㈱西日本マルショー 北区辰巳29-113 北区平田102-105　2F ☎246-5611

㈱ラサンテ 北区辰巳29-113 北区平田102-105　2F ☎246-5614

 代 表 者 変 更

ＮＰＯ法人バンクオブアーツ岡山 半田  正己 國本  卓明

㈱西日本マルショー 佐藤  良一 菊池  昭雄

　8月23日、アクサ生命保険㈱のニック・レーン代表執
行役社長兼CEOが、平成30年7月豪雨災害に対するお見
舞いのため来岡された。ニック社長より、岡﨑彬県連会長
に義援金の目録が贈呈され、被災された方々の支援や被災
地の復旧・復興に役立てていただきたいとの挨拶があっ
た。
　このたびの災害では、県内各地に被害が広がっているた
め、県内商工会議所が一体
となり、各種支援策の周知
および補助金申請の相談
支援を行っている。連合会
では今後、義援金を風評被
害 対 策 や 地 域 経 済 の 復
旧・復興に向けて活用す
る予定である。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され
「働き方」が変わります!!

時間外労働の上限規制が導入されます!
（施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~）

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時
的で特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労
働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要が
あります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です!� （施行:2019年4月1日~）
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
※ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による

時季指定は不要です。
お問い合わせ先 ー 岡山労働基準監督署　TEL086-225-0591

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます!

（施行:22020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~）
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイ
ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの
個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

お問い合わせ先 ー 岡山労働局 雇用環境・均等室　TEL086-225-2017

―詳しくは、岡山労働局ホームページをご覧ください―

アクサ生命保険より
義援金の贈呈をいただきました

岡山県商工会議所連合会
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