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      「動く」「つなぐ」「結ぶ」で中小企業をサポート 

         兵庫県中央会メールマガジン 号外 
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【１】中央会からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《セミナー・イベント等》 

１ 国際フロンティア産業メッセ２０２２ 

  兵庫県中央会・けんしんグループ出展 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383327&c=681&d=7690 

 

２ ドローンビジネス活用セミナー 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383328&c=681&d=7690  

 

３ オンラインセミナー「事業承継支援」 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383329&c=681&d=7690 

 

４ 生産性向上支援訓練『DX 導入セミナー』 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383330&c=681&d=7690   

 

５ 基礎から学ぶ組合会計講座 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383331&c=681&d=7690 

   

【２】他の機関からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《補助金・施策等》 

１ 「ひょうごオンリーワン企業」の募集  

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383332&c=681&d=7690 

 

２ 大阪・関西万博の運営参加募集 

  ～２０２５年日本国際博覧会協会～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383333&c=681&d=7690 



 

３ 「五つ星ひょうご」選定商品の募集 

  ～兵庫県物産協会～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383334&c=681&d=7690 

 

《セミナー・イベント等》 

１ ＜９/１・２開催＞国際フロンティア産業メッセ２０２２ 

  ～新産業創造研究機構（NIRO）～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383335&c=681&d=7690 

 

２ ローカル 5G を活用したスマート工場導入支援セミナー・デモンストレー 

  ション会（第２回） 

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383336&c=681&d=7690 

 

３ カーボンニュートラル実現を目指す中小企業のための省エネセミナー 

  明日から始める！省エネ対策 

  ～近畿経済産業局～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383337&c=681&d=7690 

 

４ インドビジネスセミナー 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383338&c=681&d=7690  

 

５ ベトナム企業とのオンライン商談 参加企業を募集 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383339&c=681&d=7690 

 

《その他》 

１ 新型コロナワクチンの若い世代の３回目接種について 

  ～政府内閣官房～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383340&c=681&d=7690   

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┗………………………………………………………………………………………┛ 



 

【１】中央会からのお知らせ 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ 国際フロンティア産業メッセ２０２２ 

  兵庫県中央会・けんしんグループ出展 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県中央会と兵庫県信用組合（けんしん）は、県内の中小企業のビジネス 

機会の創出や促進を目的に「国際フロンティア産業メッセ２０２２」にグルー 

プ出展をします。 

 ご来場の際には、【兵庫県中央会・けんしんブース】へお立ち寄りください。 

 

【日 時】 令和４年９月１日（木）～２日（金）１０：００～１７：００ 

 

【会 場】 神戸国際展示場１号館・２号館（神戸ポートアイランド） 

 

【入場料】 無料（事前登録制） 

 

◆「国際フロンティア産業メッセ２０２２」についての詳細はこちら 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383341&c=681&d=7690 

 

◆「グループ出展」についての詳細はこちら 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383342&c=681&d=7690 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ ドローンビジネス活用セミナー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 建築、農業分野などでドローンが活躍している産業も増えていますが、許認 

可などハードルが高い一面もあります。 

 本セミナーでは、第１部では法整備をはじめドローンが活躍している産業な 

どについてインストラクターより学び、第２部では実際の高所作業を想定した 

操作体験を行います。 

  

【日 時】 令和４年１１月１日（火）１４：００～１６：３０ 

 



【会 場】 デザイン・クリエイティブセンター神戸〈KIITO〉 

      （神戸市中央区小野浜町 1１－４） 

 

【受講料】 無料 

 

【定 員】 ３０名 

 

申込方法等詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383343&c=681&d=7690 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ オンラインセミナー「事業承継支援」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 全国中小企業団体中央会、あいおいニッセイ同和損保（株）様、M&A キャピ 

タルパートナーズ（株）様の３社共催でオンラインセミナーを開催します。 

  

◆こんな方にオススメです 

 M&A に興味をお持ちの企業の経営者・経営幹部・その経営支援者の方 

 後継者不在など、事業承継に関するお悩みをお持ちの経営者・経営幹部・ 

 その経営支援者 

 

【日 時】  令和４年９月８日（木）１５：００～１６：００ 

 

【録画配信】 令和４年９月９日（金）１０：００～９月１６日（金） 

       ２３：５９まで 

 

【開催形式】 オンライン（Zoom） 

 

【内 容】 

・全国の企業倒産・廃業件数、企業数の推移 

・M&A の成立を支援するためのツール 

・社⾧の年齢推移 

・地域別 M&A 情報 

・M&A 活用事例 

 



【受講料】  無料 

 

申込方法等詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383344&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

セミナー事務局 

M&A キャピタルパートナーズ（株） 

TEL：０３－６８９０－０８４５ 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 生産性向上支援訓練（※）『DX 導入セミナー』  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 最近、DX（デジタル・トランスフォーメーション）というワードを耳にする 

機会が増えていませんか？ 

 多くの中小企業者は DX に対する必要性は感じているが、DX の導入の仕方が 

分からない、DX 化することで自社にとってメリット・デメリットはあるのか？ 

等様々な悩みを抱えて取り組めていないのが現状です。 

 本セミナーでは DX についてのノウハウを学ぶことができます。 

 

【日 時】  令和４年９月２７日（火）９：３０～１６：３０ 

        

【会 場】  兵庫県民会館３０３号室 

 

【対 象】  中小企業者、企業支援者等 

 

【受講料】  ３,３００円（税込） 

 

【定 員】  ２０名（事前申込制） 

 

【申込期限】 令和４年９月１日（木） 

 

申込方法等詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383345&c=681&d=7690  

 



※オンライン生産性向上支援訓練は、当会が事業取組団体としての認定を受 

 け、厚生労働省所管の公的な施設であるポリテクセンター兵庫から地域の 

 中小企業の課題とニーズに対応した知識・スキルを習得する為の委託事業 

 として開催します。 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５ 基礎から学ぶ組合会計講座   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 本講座では４日間にわたり、簿記の基礎から組合特有の会計までを学習しま 

す。 

 日々の経理処理や組合特有の勘定科目の仕訳で迷われている方、組合の経理 

初心者の方、もう一度組合会計について基礎から学習したい方、組合検定試験 

の受験をお考えの方は、是非ご参加ください。 

 

【日 時】  令和４年１０月３日（月）、１７日（月）、３１日（月）、 

       １１月１４日（月） 

       各日とも１４：００～１６：００ 

 

【会 場】  兵庫県民会館９０２会議室（10/3、10/17，11/14） 

             １２０２会議室（10/31 のみ） 

 

【対 象】  中小企業組合の役職員等 

 

【受講料】  無料 

 

【定 員】  先着２５名 

 

【内 容】 

・消費税の仕組み 

・組合特有の勘定科目の仕訳 

・決算整理仕訳 

・貸借対照表、損益計算書、財産目録、剰余金処分案、損失処理案 等 

 

【申込期限】 令和４年９月２６日(月) 

 



▼申し込みフォーム 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383346&c=681&d=7690 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383347&c=681&d=7690 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

【２】他の機関からのお知らせ 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ 「ひょうごオンリーワン企業」の募集 

  ～兵庫県～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県では産業競争力の強化に向け、世界に飛躍する優れた企業の創出・顕 

彰に取り組んでおり、このたび、令和４年度の「ひょうごオンリーワン企業」 

の募集を行います。 

 

【募集期間】 令和４年８月４日（木）～９月１６日（金）［必着］ 

 

【応募要件】 

次の要件をすべて満たすことが必要です。 

（１）原則として中小企業基本法第２条第１項の中小企業者であること 

（２）県内に本社又は主力工場・研究所を有すること 

（３）製造業又は製品生産に不可欠な技術・サービスを提供する非製造業であ 

   って、かつ、次のいずれかに該当すること 

   ・優れた独自技術を活用した製品又は技術・サービスを保有し、市場で 

    一定のシェアを占めること 

   ・加工等の技術水準が極めて高いこと 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383348&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

兵庫県 産業労働部 地域経済課 



TEL：０７８－３６２?３３４２ 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ 大阪・関西万博の運営参加募集 

  ～２０２５年日本国際博覧会協会～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 ２０２５年大阪・関西万博の「運営参加」の募集がスタートしました。本件 

は、万博会場内外で運営に必要な「施設・物品の提供」「施設・物品の無償貸 

与」「技術やサービス・人員等の役務提供」を募集するものです。 

なお、募集アイテムの細目等、詳細は下記 HP をご参照ください。 

 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383349&c=681&d=7690 

 

※また、運営参加 特別プログラム「Co-Design Challenge」も同時に募集し 

 ますので同じく上記 HP をご参照ください。 

 

【スケジュール】 

・令和４年７月２６日（火） 

 募集要領の公表、協賛申出書の受付開始 

 （所定の申出書に必要事項を記載いただき、メールにてお申込みください。） 

 

・令和４年９月９日（金）１７時 

 質問の受付締切（所定の様式にてご質問ください。） 

 

・令和４年９月１６日（金）１７時 

 協賛申出書の提出締切 

  

・令和４年９月下旬以降 

 協賛申出書に対する個別ヒアリングの実施 

   

・令和４年１１月以降（予定） 

 協賛受入検討結果の通知、協賛契約の締結・協賛者名の公表（順次） 

   

【問い合わせ】 

（公社）２０２５年日本国際博覧会協会 企画局 企画部 出展課  



E-mail：unei_sanka1@expo2025.or.jp 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ 「五つ星ひょうご」選定商品の募集 

  ～兵庫県物産協会～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県では、ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな自然 

や歴史・文化を生かした産品の中から、ひょうごの良さをアピールする「地域 

らしさ」と、これまでにない「新しさ」を兼ね備えた商品を「五つ星ひょうご 

」として選定し、全国に発信することにより観光・物産振興を図っています。 

 今年度で１１回目となる選定商品の募集を開始します。 

 

【応募期間】 令和４年８月１日(月)～令和４年９月３０日(金) 

 

【応募資格】 

（１）兵庫県に本店もしくは支店を有する法人、団体、個人事業主の方 

（２）「五つ星ひょうご」に選定された場合、お披露目となるマスコミ・バイ 

   ヤー向け内覧会、及び一般向け販売会への出展。各種物産展・商談会等 

   へ出展し、選定商品のＰＲに取り組んでいただけること 

（３）当協会が実施する選定商品に係るアンケート等への回答 

（４）パンフレット作成費用の一部として１万円を負担いただけること 

 

※１事業者につき１商品（食品・非食品の単品商品又はセット商品）とし、 

 兵庫県物産協会が定める出品条件をすべて満たす必要があります。 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383350&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

（公社）兵庫県物産協会 五つ星ひょうご推進専門員 

TEL：０７８－３６２－３８５８ 

E-mail： info@5stars hyogo.com 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



１ ＜９/１・２開催＞国際フロンティア産業メッセ２０２２ 

  ～新産業創造研究機構（NIRO）～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 西日本最大級の産業総合展示会である「国際フロンティア産業メッセ２０２ 

２」は、企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業創出の基盤とな 

る製品展示はもちろんのこと、セミナーなど多彩なプログラムで技術・ビジネ 

ス交流の機会をご提供します。今年は「未来を拓く 未来を動かす」と題した 

次世代モビリティやドローンに関連する「特別展示」や「講演」を実施します。 

 また、「特別企画」として、「水素社会の実現に向けて」をテーマに、兵庫 

県知事、神戸市⾧によるパネルトークを実施します。 

 さらに全国初となる、内閣官房小型無人機等対策推進室、兵庫県が主催する 

「第１回ドローンサミット」を同時開催し、ドローンサミット基調講演等の併 

催イベントも予定しております。 

 新型コロナウイルス対策を十分に行い地域の産業振興を推進してまいります 

ので、ビジネスチャンスの拡大と産学官の連携促進、情報交換の場としてご活 

用ください。 

 

【日 時】  令和４年９月１日（木）～２日（金）１０：００～１７：００ 

 

【会 場】  神戸国際展示場１号館・２号館（神戸ポートアイランド） 

 

【入場料】  無料（事前登録制） 

 

【出展者数】 ４２７社（４９６小間） 

 

【展示内容】 

次世代モビリティ＆ドローン／航空・宇宙／ものづくり／ロボット・AI・IoT／ 

ICT・クラウド／電気・電子／健康・医療／ライフスタイル／環境・エネルギー 

／地域振興・地場産業／グループ出展／産学連携・支援機関など 

 

【同時開催】 

ひょうご環境ビジネス展、みなと元気メッセ２０２２、こうべしんきんビジネス 

メッセ２０２２、たんぎん産業メッセ２０２２、にっしん輝きメッセ２０２２、 

第１回ドローンサミット 

 

詳細はこちら 



https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383351&c=681&d=7690 

 

★☆★ご来場お待ちしております！★☆★ 

 

【問い合わせ先】 

◆運営に関することは 

 日刊工業新聞社 西日本支社イベントグループ 

 TEL：０６－６９４６－３３８４ 

◆事業内容に関することは 

 （公財）新産業創造研究機構（NIRO） 支援企画部 

 TEL：０７８－３０６－６８０６ 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ ローカル 5G を活用したスマート工場導入支援セミナー・デモンストレーシ 

  ョン会（第２回） 

  ～兵庫県～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県では、県立工業技術センター内に整備したローカル 5G のデモンストレ 

ーション設備を活用して、製造・流通等の現場におけるローカル 5G 導入の有効 

性等を認識する機会を提供します。 

 第２回セミナーでは、幅広い業種を対象に、ローカル 5G についての紹介や、 

IoT 危機を導入する上での第一歩についてご紹介します。 

 

【日 時】 令和４年９月９日（金）１４：００～１６：００ 

 

【会 場】 兵庫県立工業技術センター 技術交流館 

       

【参加費】 無料 

 

【内 容】 

（１）IoT はじめの一歩 

（２）ローカル 5G の制度・特⾧、ユースケース、実証実験結果 

（３）ローカル 5G の設備紹介、速度測定、デモンストレーション 

 

▼申し込みフォーム 



 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383352&c=681&d=7690 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383353&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

業務委託事業者 

（株）オプテージ  

次世代事業推進プロジェクトグループ 5G 事業化推進チーム 

TEL：０５０－７１１３－１３０２ 

E-mail：hyogo-5g@optage.co.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ カーボンニュートラル実現を目指す中小企業のための省エネセミナー 

  明日から始める！省エネ対策 

  ～近畿経済産業局～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 本セミナーでは「省エネ大賞」受賞企業による省エネ対策の実践事例、専門 

家支援の取組や新しい技術、省エネ政策の動向や支援策などをご紹介し、中小 

企業の疑問や悩みに答える意見交換会も行います。 

  

【日 時】  令和４年９月１５日(木)１４：００～１７：００ 

 

【開催形式】 オンライン（YouTubeLive）と会場（シェア会議室東梅田） 

       

※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、フルオンライン開催となる可 

 能性あり。 

 

【参加費】  無料 

 

【定 員】  オンライン３５０名、会場：５０名 

 

【内 容】 

（１）国の省エネルギー政策の動向、中小企業が活用できる支援策の紹介 

（２）「省エネお助け隊」による中小企業等への省エネ支援活動の紹介 



（３）中小企業による省エネ対策の実践事例紹介 

（４）省エネ推進に有効な技術等を有する企業による取組事例紹介 

（５）意見交換「省エネ推進を目指す中小企業の疑問や悩みに答えます！」 

 

【申込期限】 令和４年９月１３日(火) 

 

申込み方法等詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383354&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

セミナー事務局 

(株)ダン計画研究所内 

TEL：０６－６９４４－１１７３ 

E-Mail mailto: seminar@kinki-energysaving.go.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ インドビジネスセミナー 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 「SDGs 重要国とスタートアップチャレンジ」と題して現地最新事情をお伝え 

します。 

 

【日 時】  令和４年９月１４日（水)１４：００～１５：３０ 

 

【開催形式】 オンライン（Webex Meetings） 

 

【参加費】  無料 

 

【定 員】  先着８０名 

 

【申込期限】 令和４年９月９日（金） 

 

▼申し込みフォーム 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383355&c=681&d=7690 

 



詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383356&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

ひょうご海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２７１－８４０２ 

E-mail：info@hyogo-kaigai.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５ ベトナム企業とのオンライン商談 参加企業を募集 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、海外ビジネスの機会が制限さ 

れてきた地元企業を支援するため、経済成⾧が著しいベトナム現地企業とのオ 

ンライン型海外商談を開催します。 

 新たなビジネスパートナーを見つけるチャンスとして、この機会をご活用く 

ださい。 

 

【概 要】  ベトナムの現地企業５社程度とのオンライン商談（通訳付） 

 

【日 程】  令和４年９月～令和５年２月の間 

 

【定 員】  １５社（先着順） 

 

【参加費】  ３０,０００円 

 

【申込期限】 令和４年８月３１日（水） 

 

申し込み方法等詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383357&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

神戸市海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２３１－０２２２ 

E-mail：asia-biz@office.city.kobe.lg.jp 



 

 

━━《その他》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ 新型コロナワクチンの若い世代の３回目接種について 

  ～政府内閣官房～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 政府内閣官房では、若い世代のワクチン接種促進に向けて、７，８月を「ワ 

クチン推進強化月間」とし、政府の広報活動を強化中です。 

 各企業・団体様等において従業員にワクチン接種の呼びかけ等が行われます 

よう、参考までに、働きかけに必要なリーフレットや参考動画の URL をご案内 

させていただきますので、ご協力何卒よろしくお願い致します。 

 なお、働きかけるに当たっては、ワクチン接種はご本人の意思に基づき接種 

いただくものであるため、接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的 

な扱いをしたりすることのないようにお願い致します。 

 

◆リーフレット「３回目接種がまだお済みでない皆さまへ」（２０２２年７月） 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383358&c=681&d=7690 

 

【政府広報動画等】 

・西川きよし氏、蛍原徹氏、JO1 の皆様との総理対談（YouTube） 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383359&c=681&d=7690 

 

・青山学院大学原晋監督のテレビ CM（政府インターネットテレビ） 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383360&c=681&d=7690 

 

・ボンボン TV での大阪大学忽那教授との対談（政府インターネットテレビ） 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383361&c=681&d=7690 

 

・総理からのメッセージ動画（政府インターネットテレビ） 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1383362&c=681&d=7690 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。 

 



 当中央会では、毎月「月刊中央会Ｏ！（オー）」を発行、 

またホームページ（ https://www.chuokai.com/ ）を随時更新しております。 

そこで、掲載する組合等の情報を募集しております。 

何かございましたら、兵庫県中小企業団体中央会までご連絡下さい。 

 

◆兵庫県中小企業団体中央会『メールマガジン』について 

 メールアドレスの変更等は、下記のメールアドレスへご連絡下さい。 

 hyogo@chuokai.com 

 

 新規登録は下記 URL からお申し込みください。 

 http://goo.gl/hJCQX 

 

 受信解除は下記 URL をクリックしてください。 

  

https://a00.hm-

f.jp/index.php?action=C1&a=402&f=2&g=1&c=681&m=190&code=21361 

9b7571ae6072567e0f015f40463 

 

┏───────────────────────┓ 

 ◆━ 兵庫県中小企業団体中央会 

 ◆━ 〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-16-3 

 ◆━ TEL 078-331-2045 FAX 078-331-2095 

 ◆━ MAIL : hyogo@chuokai.com 

 ◆━ H P : https://www.chuokai.com/ 

┗───────────────────────┛ 

 


