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神戸商工会議所 メンバーズガイドブック2022
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神戸商工会議所は、個人事業主から大企業まで、規模・業種にとらわれない約11,500事業所が加入する市内唯一
の地域総合経済団体です。
「政策提言・意見要望」「経営サポート」「販路開拓・ビジネス創出」「地域振興・まちづく
り」などのミッションの遂行を通じて、神戸経済の活力や都市魅力を創造するとともに、企業の成長発展や課題解決
に向けた取組みをサポートしています。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業所の支援など、激変する経済環境に適応した新たな事
業活動にも意欲的に取り組んでいます。
当ガイドブックでは、そうした取組みの一部をご紹介するとともに、会員限定の特典や、有益なサービス事業を数多
く掲載しておりますので、ぜひ貴社のビジネスにお役立てください。
※各メニューにある価格は特に記載がない限り税込となっております。
※時期により実施・提 供を見合わせ、又は内容を変更している事業もございます。

神戸商工会議所

神戸商工会議所とは …
商工会議所は、
「商工会議所法」に基づいて運営される特別認可法人で、全国515商工会議所に約122万事業所が会員として加入しています。
神戸商工会議所は、1878年（明治11年）10月、初代会頭である神田兵右衛門翁など先達たちの尽力により、兵庫商法会議所の名称で東京、
大阪と並ぶ日本で最も古い商工会議所の一つとして設立されました。以来、神戸の産業・企業の発展とともに歩み続けています。
当商工会議所の事業活動にぜひご参画ください。

神戸商工会議所には13の部会があり、会員は業種に応じていずれかの部

※商工会議所法に基づく特別認可法人

会に所属します（特別会員を除く）。部会は、業界の動向や経営問題につ

的／地区内における商工業者の共同社会を基礎とし、商工業の総
合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資
し、もってわが国商工業の発展に寄与する。

会

員

数／11,665会員（2022年1月11日現在）

事

務

所／本

部（中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館）

いての調査・研究、情報交換を行い、同業種や関係業種の会員との交

部会名

主な所属業種

小売商業部会

各種商品小売業、飲食業

卸売商業部会

各種商品卸売業

中 央 支 部（中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6階）

化学部会

西神戸支部（長田区久保町6-1-1-302 アスタくにづか4番館東棟3階）

支部

支部長
副支部長

専務理事
常務理事
理
事

会
頭
副 会 頭

議員総会［議員140名］
常議員会［常議員38名］ 監事会［監事3名］

委員会

会 員
部

女性会

鉄鋼業、造船業、機械器具、金属製品等製造業、電気業、ガス業

食品部会

食料品・飲料製造業

貿易部会

各種商品輸出入業

理財部会

銀行業、証券業、保険業、保険代理店、不動産業
総合建設業、土木建築工事業、建築業、設備工事業、建設資材等

建設部会

製造・卸売・小売業

海運港湾部会

海運業、港湾運送業、倉庫業、その他港湾付帯関係業

集客交通観光部会 鉄道業、運輸業、ホテル・旅館・その他接客サービス業
出版業、印刷業、放送業、通信業、情報サービス業、紙・紙製品

情報産業部会

製造・卸売・小売業

会

サービス文化部会

事務局

弁護士、税理士等専門サービス業、建物サービス業、理・美容業
その他サービス業、医療業、学校・教育関連業

類

形

個人会員

個人事業主や会員に加入されている法人・団体の役員など

１口以上

法人会員

株式会社や有限会社などの法人格を有する商工業者

資本金に応じた会費基準による口数をお願いして
います（法人会員会費基準表参照）。

団体会員
特別会員

協同組合や社団法人などの団体※1

２口以上

地区外の商工業者※2

上記会員に準ずる

上記以外で当商工会議所の趣旨に賛同する方※2

１口以上

MISSION

4つのMISSION

1 政策提言・意見要望

MISSION

3 販路開拓・ビジネス創出

会員企業の力を結集し、一丸となって政治や行政に変革を働き

会員交流会や異業種交流会、取引先開拓・ビジネスパートナー

かけることで、より良い経営環境をつくり、活力ある経済社会を

探しなど、会員相互の幅広い情報交換と出会いの機会を設け、

実現します。会員企業の意

新しいビジネスチャンスの

見や提 案が、社会を動かす

創出をサポートします。

3

加入金

● 個人 ……… 2,000円

4

2

● 法人・団体 ……… 3,000円

負担金

資本金300万円以上または従業員数が20名（商業・サービス業は５名）以上の特定商工業者は、会費とは別に負担金4,500円（年額）が必要です。

■法人会員会費基準表（法人は1口での会員加入はできません。下表を超える場合は別途お問い合わせください）
2口以上
3口以上
4口以上
6口以上
8口以上
10口以上
13口以上
16口以上
20口以上

資
本

店

500 万円未満
500 万円以上
〃
1,000
〃
2,000
〃
3,000
〃
4,000
〃
5,000
〃
7,000
〃
10,000

本
金
支社・支店

2,000 万円未満
2,000 万円以上
〃
4,000
〃
8,000
〃
12,000
〃
16,000
〃
20,000
〃
28,000
〃
40,000

＊１口：15,000円

営業所・出張所等

3,500 万円未満
3,500 万円以上
〃
7,000
〃
14,000
〃
21,000
〃
28,000
〃
35,000
〃
49,000
〃
70,000

※会費・加入金・負担金はその全額を損金に算入できます。また、消費税の課税対象とはなりません。

■総務部

2 経営サポート

10,000円

事務局組織

大きな力となります。

MISSION

15,000円

※1 税理士法人、弁護士法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、学校法人、医療法人などは団体会員になります。
※2 特別会員は神戸商工会議所議員の選挙権、被選挙権がなく、部会への所属ができません。

口 数

神戸商工会議所の

年会費（4月1日～3月31日）
：口数により設定
口
数
１口の金額

態

例：本社・資本金 1,000万円 ⇒ ４口

化学製品製造業

機械金属部会

会員の種類と会費
種

ための組織です。

ファッション部会 繊維・衣服・身廻り品等製造・卸売・小売業

［組織］

2

流を深める場であり、業界の声、会員の声を商工会議所事業に反映させる

東神戸支部（灘区友田町3-6-15 KHK灘ビル3階）

顧問・参与

入会資格
税理士、弁護士、社会保険労務士など各種士業や、税理士法人、弁護士法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、学校法人、医療法人なども
ご加入いただけます。

［部会］
立／1878年（明治11年）10月14日設立

目

1

神戸市内において事務所や工場その他の事業所を有し、営業されている商工業者の方なら、規模・業種を問わずご加入いただけます。

［概要］
設

神戸商工会議所への入会について

MISSION

4 地域振興・まちづくり

経営相談・情報提供のほか、多種多様な支援メニューをご用

集客イベントの開催支援や、神戸医療産業都市をはじめとした

意。小規模事業所の経営改善から、グローバル経済に対応し

高付加価値産業の創造、神戸空港の利活用促進や三宮周辺を

た 国 際 ビ ジネス 展 開 の 支

中 心 とした 都 心 活 性 化 策

援 ま で、会 員 企 業 の 経 営

の検討、地域の賑わい創出

力 強 化と新 たな 成 長 に向

などに積極的に取り組み、

け た 挑 戦 を、最 適 な 方 法

魅 力あるまちづくりに貢 献

でサポートします。

します。

■産業部

■中小企業振興部

総務チーム

産業・国際チーム

振興チーム

企画広報チーム

貿易証明センター

情報化担当

TEL.078-303-5801

TEL.078-303-5803

経理チーム

TEL.078-303-5805

会館チーム

（神戸商工会館㈱）

TEL.078-303-5804

■地域政策部
TEL.078-303-5800

TEL.078-303-5806
TEL.078-303-5807

■会員事業部

会員事業チーム
TEL.078-303-5802

（会員サービス・共済・保険）
TEL.078-303-5809

TEL.078-303-5810

TEL.078-303-5815

兵庫県中小企業再生支援協議会
TEL.078-303-5852
兵庫県経営改善支援センター
TEL.078-303-5856
兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター
TEL.078-303-2299

東神戸支部

TEL.078-843-2121

（東灘区・灘区）

中央支部

TEL.078-367-3838
（中央区・兵庫区・北区）

TEL.078-367-2011
（労働保険事務組合）

西神戸支部

TEL.078-641-3185
（長田区・須磨区・垂水区・西区）

（こうべdeカード事務局）
TEL.078-303-6130

人材開発チーム
TEL.078-303-5808

3

交流・人脈づくり

ＰＲ・情報発信

規模・業種を超えた多彩なネットワークづくりを

ネット・広告・メディアを上手に使ってプロモーション

1

1

神戸ビジコレ（ホームページ・ポータルサイト）
［お問い合わせ］中小企業振興部 情報化担当

TEL. 303-5815

2

企画広報チーム

3

TEL. 303-5803

3

※同封物は貴社にて印刷・納品願います。

4

企画広報チーム

TEL. 303-5803

当商工会議所機関誌にPR情報を無料で掲載
機関誌「神戸商工だより」
（年10回発行）巻末にて、自社商品・サービスをPRできる無料
広告コーナーです。
会社概要／PR記事／商品写真・ロゴなど

基本処理料

作成料

宛名ラベル

4,400円 22円／件

宛名ラベル＋送付先リスト

6,600円 33円／件

※封入や発送は貴社にて手配願います。

神戸新聞総合出版センター

自費出版のお手伝いいたします
【KOBE自費出版web】
神戸新聞総合出版センターが、長年書籍の発行を手掛けてきた
実績を基に、本づくりをサポートします。サイトでは目的やご要
望に応じたプランをご紹介。また、本づくりの豆知識やお役立ち
動画なども公開しています。会社の記念誌を作りたい、調査・研
究の成果を発表したい、書き綴った作品をまとめたいなど、出版
をご検討されていましたら、ぜひアクセスしてください。
【会社概要】出版業
神戸市中央区東川崎町1-5-7
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp
☎078-362-7140
https://kobe-selfpub.jp/
https://www.facebook.com/KobeSelfPub/

ホームページ ツクルン（アイデアボックス）

神戸商工だより発行の都度6社まで

［お問い合わせ］産業部

https://designport.jp/

産業・国際チーム TEL. 303-5806

貴社の商品や各種サービスをご自由にPRください

掲載無料・会員限定

㈱神戸設計ルーム

専用HPはこちら

アナログツールで見える化！
コミュニケーションの促進に
コロナ禍でオンライン打合せが増えたり、時差通勤で退社時
間がバラバラだったり、テレワークをしていたりと…働き方が
変わってきています。
例えばオンライン打合せ中に、つい声をかけてしまうことは
ありませんか。このカードでは、こういったコミュニケーショ
ントラブルの防止に繋がります。
他にも「〇時退社」「休憩中」などカスタマイズが可能です。
【会社概要】機械設計、製図、土木製図トレースほか
神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル5階
☎078-221-1358
info@kobe-sekkei.com

㈱マチアケ

Medical Design Lab.

神戸の働くすべての皆様の
テレワークを応援します！
㈱マチアケは、2021年4月30日、長田区の本町筋商店
街内にコワーキングスペース「Sobani Omusubi～助太
刀コワーキング～」をオープンしました。オープンスペー
スや個別ブース等があり、安心・快適な空間となっており
ます。ご利用ニーズに合わせた法人様向けプランもご用意
しております。また、商工会議所会員様限定の優待もござ
いますので、お気軽にお問い合わせください。
【会社概要】コワーキングスペース運営ほか
神戸市長田区二葉町2-5-10
☎050-3743-8206
info@machiake.jp

ホームぺージが作りたい…。でも忙しいし、わからない…
という貴社へ！
「ツクルン」でホームページを作りませんか？制作費は
0円、月々7,800円～でホームページが作れます。画像や
文章などもこちらでご用意するので、要望をお伝えいただ
くだけで完成です！
運用や保守も入ってこの価格。ホームページ担当を雇う
より安い金額です。

交流・談論風発！ 個別テーマや地域について学ぶ異業種交流です
https://www.sport-kobe.jp/

［お問い合わせ］産業部

産業・国際チーム TEL. 303-5806

http://www.kobe-cci.or.jp/lady/

女性経営者相互の交流、幅広い議論・情報交換を行います。
（約100名登録）

行き場をなくした医療用ガウンを
医療従事者に届けたい！
鞄造りで有名な豊岡市にある㈱由利さんが製造した医療
用ガウンを届けるクラウドファンディングを実施中！「利
害関係とかじゃなく、なんとしてもこの医療用ガウンを医
療従事者に届けたい…」その一心でした。ご支援金額500
円あたり1着相当分の医療ガウンを提供することができま
す。また、支援を希望する医療機関も募集中です。

［お問い合わせ］会員事業部

【会社概要】医療機器デザイン・プロデュース
神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内
cf@meddesignlab.com
https://readyfor.jp/projects/medicalgowns

会員事業チーム TEL. 303-5802

トマティスリスニングセンター神戸

[こうべ企業の窓口]

●会社概要（社名、所在地、電話番号、掲載可能な場合はメールアドレス）

【会社概要】ホームページ制作
神戸市中央区中町通3-1-16 サンビル502
kosugi@ideabox.work
☎050-7120-6729

異業種交流会など

[女性会]

【申込方法】下記必要事項をメール本文にご記載いただき、画像 1点を添付の上、 Eメールにてお申し込みください。

制作費0円！ 月7,800円～でホームページがツクれます！
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2017年9月28日に発足した産学連携組織。スポーツ産業振興を通じて「神戸経済の
活性化」
と
「都市ブランド力の向上」を図ることを目的に、
「する」
「みる」
「ささえる」の
分野ごとにテーマを設定し、例会やセミナー等を開催しています。
（約100社登録）

貴社の商品やサービスを「神戸商工だより」でPRしませんか？

●掲載数

Design Port

[神戸スポーツ産業懇話会]

BUSINESS NETWORK KOBE

34 ｜ 2021年7月 神戸商工だより｜ ビジネスネットワークKOBE

4

4

●料金（税込）

「BUSINESS NETWORK KOBE」へのお申し込みについて

●掲載内容

http://www.samurai-kobe.net/

振興チーム TEL. 303-5810

「Design Port」には、会員で地元の多彩なデザイナーが約120社所属。この中から貴社のニーズにぴったりのデ
ザイナーを、ロゴ・イラスト・パッケージ・ウェブ・動画など分野別に検索することができます。また、当商工会議所
が仲介役となり、デザイナーとのマッチングをお手伝いしています。デザイナーの新規登録も随時募集中です。

ビジネスネットワークKOBE（無料広告）

［お問い合わせ］総務部

［お問い合わせ］中小企業振興部

神戸のデザイナーと企業をつなぐサイトです

ターゲットを絞り込み、ダイレクトメールでアピール
神戸商工会議所会員宛の宛名ラベルを提供します。業種や資本金、従業員数、地区など
でもターゲットの絞込が可能です。販売促進や市場調査のツールとして活用できます。

サムライ神戸ネットワーク

弁護士／司法書士／弁理士／公認会計士／税理士／中小企業診断士／社会保険労務士／不動産鑑定士／行政書士／FP（1級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、CFP）／土地家屋調査士／1級建築士

宛名ラベル作成サービス
TEL. 303-5815

TEL. 303-5801

■約220名登録（士業の方の登録も随時受付中です） 掲載中の士業は以下の12業種

●同封数：毎月7件まで

金：1部あたり10gまで：187,000円／20gまで：214,500円／30gまで：242,000円（税込）

［お問い合わせ］中小企業振興部 情報化担当

総務チーム

「士（サムライ）業」の総合検索サイト
「サムライ神戸ネットワーク」では、神戸市内外で活躍中の弁護士、中小企業
診断士、税理士等の「士」のプロフィールを掲載。専門家探しのお手伝いをします。

機関誌「神戸商工だより」は、全会員企業に送られる唯一の広報媒体です。毎月下旬の配送時に、
貴社のパンフレットやチラシを同封していただけます。DM 経 費を大幅に削減できるほか、
ターゲットを絞って効率的にPRすることができる、毎月先着7件限定のサービスです。

●料

［お問い合わせ］総務部

企業と士（サムライ）業の橋渡し 専門家探しをお手伝いします

12,000部発行の機関誌に貴社のチラシ・パンフレットを同封
低コストで効率的にPRできます

●サイズ：A4サイズまで（A3であれば2つ折）同封できます

新年合同祝賀会
年始（原則毎年1月4日、土日にあたる場合は平日に変更）に開催する地元経済団体・行政共催の名刺交換会です。

DM配送代行サービス
［お問い合わせ］総務部

TEL. 303-5802

一年の始まりは地元財政官界関係者が一堂に会するこの祝賀会から

33,000円（税込）

初期設定は原則、各社にて行っていただきますが、事務局が設定を代行することも可能です。
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会員事業チーム

会員相互の交流を図るため、全会員、新会員向けに交流会を定期的に開催。
また、神戸市内に支社・支店等を置く会員事業所の代表を
メンバーに支社長・支店長懇談会を開催しています。その他テーマ別・地区別にも交流会を開催しています。

年間6,600円（税込）でホームページが作成できます

●初期設定代行サービス

［お問い合わせ］会員事業部

最新の業界トピック・経済動向の情報収集、交流の貴重なチャンス

https://www.kobe-busicolle.net/

会社 案内や商品紹介はもちろんのこと、クーポンの発行や、Twit ter・Facebook・
Instagram・YouTubeとのリンクなど、多彩なツールが満載の「ホームページ」がつくれ
ます。
スマートフォンやタブレットでの閲覧にも対応しています。

会員交流会

発声講座・英語講座
マスク生活、リモート生活の中でどのようにして声を出せ
ば相手に伝わるか。声の出し方、伝え方をトマティス流の発
声方法でお伝えします。また、英語が聞き取れない・上手く
話せないなど英語に対して苦手意識がある方にも基礎から指
導します。耳鼻咽喉科医アルフレッド・トマティス博士考案
の電子耳を使用し、聴覚改善のメソッドをお教えします。
コース：コミュニケーション、語学、音楽、発達障害、
聴覚過敏、老化予防
【会社概要】神戸市中央区中山手通4-2-3
☎078-392-3314
tomatiskobe@mbr.ocn.ne.jp

● P R 記事（タイトル 30字、本文 170字の計 200字）
〈お申し込み先〉 bnk@kobe-cci.or.jp
【ご 注 意】●当商工会議所会員事業所様のみお申し込みいただけます。
●原稿、写真などは返却いたしません。
●原稿の採否・校正に関しては、編集部にご一任願います。
（採否に関するご連絡はいたしませんのでご了承ください）
●掲載情報の詳細・取引については、当事者間で直接ご連絡ください。
トラブルが生じた場合でも、当商工会議所は責任を負いかねます。
【お問合せ】総務部企画広報チーム（☎ 078-303-5803）

ビジネスネットワークKOBE ｜ 2021年7月 神戸商工だより

｜ 35

https://www.kk-madoguchi.jp/

サムライ神戸ネットワークに登録している士業メンバー有志の交流会。経営
者の課題に対し、様々な専門家が連携してワンストップで対応すべく、勉強会
や相談会などを開催しています。
（約30名登録）

［お問い合わせ］中小企業振興部

振興チーム TEL. 303-5810

[東金会]

若手経営者や後継者による情報交流会。例会で、経営に関する情報交換や
課題検討を行います。
（12名登録）

［お問い合わせ］東神戸支部

TEL. 843-2121

（一社）
[
よみがえる兵庫津連絡協議会]

兵庫の歴史や経済を支えてきた兵庫津（兵庫区南部）地域の活力を取り戻
すことを目的に例会を開催しています。
（約40名登録）

［お問い合わせ］中央支部

TEL.367-3838

[長田活性化研究会]

長田区の活性化や賑わい創出などについて、幅広く議論・情報交換を行い
ます。
（36名登録）

［お問い合わせ］西神戸支部

TEL. 641-3185

[さん金会]

様々な業種の方が集い、経営上の課題等の情報を交換し、助け合うことを目
的とした交流会です。ビジターとして
「お試し参加」も可能です。
（約70名登録）

［お問い合わせ］西神戸支部

TEL. 641-3185
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取引・販路拡大

4

販路開拓・ビジネスマッチング事業
［お問い合わせ］産業部 産業・国際チーム

https://kobe-bizmatch.jp

TEL.303-5806

企業同士の様々なマッチングを支援

●兵庫・神戸アライアンス商談会-Online
業種や事業規模を問わず、幅広いビジネスマッチングが可能な事前調整型のマッチング会です。専用のWebサイトへ
エントリーし、参加企業間で選び合い、希望が合致した場合に相手方の連絡先を開示し、各自で商談を行っていただき
ます（年3回程度開催）。
〔令和2年度開催実績〕2月開催 エントリー190社／マッチング115社・延べ177件
専用サイト：https://www.kobe-cci.or.jp/alliance-online
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5

産業・国際チーム

https://kobe-bizmatch.jp/startup/

TEL.303-5806

スタートアップと会員企業とのビジネスマッチング事業を実施しています！
地元のスタートアップの情報提供やピッチイベント、ビジネスマッチング事業を通じて、
スタートアップと会員企業との連携や協業を推進しています。
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高速道路利用料最適化支援
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

https://www.w-nexco.co.jp/etc/frequency

チェンバーズカード（事業所用クレジットカード）

［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

営業経費をまとめて決済管理
日本商工会議所との提携により三井住友カード、三菱UFJ
ニコス、JCBなど大手クレジットカード会社が発行する事業
所用のクレジットカードです。

7

各種証明
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

ト
おすすめポイン
❶経理事務の合理化・効率化を実現。現金の
出し入れ、振込手数料も節約
❷年会費1枚あたり270円（税込）
より利用可能

TEL. 303-5802 （英文による会員証明は、産業部

貿易証明センター

TEL. 303-5807）

●証明の種類

●情報提供

会員証明・営業証明・商標周知証明を
発行しています

●ビジネスマッチング

商工会議所会員であることの証明や、営業内容についての証明、
●証明手数料
商標が周知されていることの証明など各種証明書を発行していま
●会員証明…無料
す。ビジネスの円滑化、信用力のアップなどにお役立てください。
［一般 2,200円（税込）］
●営業証明・商標周知証明…1,100円（税込）

●地元スタートアップのサービス・技術を紹介するピッチイベントの開催など会員企業とのマッチ
ングを行います。

こうべdeカード（クレジット決済サービス）
［お問い合わせ］こうべdeカード事務局
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●保証料・端末機リース代・契約更新料などは不要です
●加盟店手数料率3.25％～で、クレジットカードを取り扱いできます
●売上金支払（月2回）ごとにシステム利用料330円（税込）が必要です
●決済端末機を有線（LANケーブル）でインターネットに接続できるよう設置
環境は加盟店様にてご準備ください

電子証明書
［お問い合わせ］中小企業振興部

情報化担当

TEL. 303-5815

●割引額

●㈱帝国データバンク…通常料金より2,000円割引
●セコムトラストシステムズ㈱…通常料金より2年版：2,000円割引
3年版：3,000円割引

民間認証局（㈱帝国データバンク、セコムトラストシステムズ㈱）と提携し、電子証明書の割引販売制度を実施しております。

小売店・サービス店・飲食店などがクレジットカードを取り扱う場合、カード会社への申込手続や決済端末機（CAT）の準備など、大き
なコストと手間がかかります。
神戸商工会議所では、提携カード会社との包括契約により、スケールメリットを活かした、お得で便利な決済環境を提供します（加盟
にあたり、カード会社の審査があります）。
●費用

●会 員 証 明…神戸商工会議所会員であることを証明します（英文での証明も承ります）
●営 業 証 明…会員事業所の営業内容について証明します
●商標周知証明…会員事業所の商標が著名・周知されていることを証明します

電子証明書を特別価格にてご利用いただけます

TEL. 303-6130

便利なクレジットカード決済環境を提供
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ト
おすすめポイン

高速道路を日常的に利用されている場合、信販会社や高速道路会社が提供する『マイレージサービス』または『大口・多頻度割引』を
活用する事で経費削減を図れます。各社の割引制度を最適に活用するためには、割引対象道路の利用状況や、ETCカード利用に際し
一定の条件があるため、現在ご利用のETC利用明細から、経費削減の方法について診断します。
※ご利用状況や路線により、割引とならない場合もあります。カード発行には審査があります。

●スタートアップ支援専用Webサイト（https://kobe-bizmatch.jp/startup/）にて、地元スタート
アップの情報や行政の支援策、ビジネスマッチング事業など各種情報を提供しています。
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TEL. 303-5809

ETC利用明細から経費削減の無料診断

スタートアップとのビジネスマッチング事業
［お問い合わせ］産業部

会員事業チーム

❶請求業務を自動化し、
コア業務に集中できます
企業間（BtoB）取引の売掛金を保証し、与信審査、請求書発行から代金回収ま
❷与信審査は最短数秒、高い通過率で取引拡大を支援
での業務を一括して代行する、マネーフォワードケッサイ㈱の企業間後払い決
❸請求書による後払いに安心して対応でき、新規
済サービスを会員優遇条件で提供します。
取引先の増加につながります
●ご利用条件 月額費用（0円～15,000円）、基本手数料（0.5％～3.5％）、取引可
能限度額（最大1,000万円）、法人会員（個人事業主はご利用頂けません）、月額100万円以上のご利用が前提となります。

大手企業との個別商談会や、セミナー、オンラインを活用したビジネスマッチングなどを通じて、会員企業の販
路開拓等を支援しています。
●個別商談会
スーパーや百貨店、通販会社など、様々な業種の大手・有名バイヤー企業を招いて開催する商談会です。バイヤーによる事前選考を
行うことで、
ミスマッチを防ぎ、成約率を高めています（毎月１～２回開催）。
〔過去の招聘バイヤー〕
いかりスーパーマーケット、リゾートトラスト、ジェイアール西日本ファッショングッズ、明治屋、フェリシモ、近鉄百貨店 など

［お問い合わせ］会員事業部

取引拡大と業務効率化をサポートします

商工会議所のネットワークとスケールメリットでビジネスチャンス拡大

1

マネーフォワードケッサイ（企業間決済支援）

ト
おすすめポイン
❶国際5ブランド（Visa、Master、
ダイナース、JCB、
AMEX）全てに対応しています
❷決済端末機（CAT）
を無償で貸与します
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貿易証明
［お問い合わせ］産業部

貿易証明センター

TEL. 303-5807

貿易取引に必要な各種証明書を発給しています
●証明の種類

●手数料等（税込）
会 員
①申請者登録手数料
無 料
②証明手数料 （1件につき） 1,100円

一 般
11,000円
2,200円

●原産地証明…貿易取引される商品の国籍を証明します。
●特定原産地証明…EPA（経済連携協定）における貿易で、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明します。
●インボイス証明…商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示された
という事実を証明します。
●サイン証明…申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明します。

※一部の証明書はオンラインでも取得できます。詳しくは、http://trade.kobe-cci.or.jp/をご覧ください。
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相談・経営支援

4

経営・税務・労務・法律、さまざまな相談ニーズに応えます

1

経営指導員による相談（窓口・訪問でのアドバイス）

個人事業の日々の記帳から決算・申告までマンツーマンで継続指導
※申告業務は代行いたしません。（指導を受け、自主的に進めていただく） ※既に顧問税理士がおられる事業所は対象外となります。

経営者だけでは解決できない課題などでお困りのときは、市内3か所に設置している「支部」にご相談ください。ご相談は、お店や会社
の最寄りの支部窓口にて受け付けます。必要に応じて、地区担当者が直接ご訪問しますので、お気軽にお申し付けください。
●東灘区・灘区の方は…

東神戸支部

●中央区・兵庫区・北区の方は…

TEL.843-2121

〒657-0035 灘区友田町3-6-15（KHK灘ビル3階）
※東側入口をご利用ください

中央支部
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TEL.367-3838

〒650-0044 中央区東川崎町1-8-4
（神戸市産業振興センター6階）

西神戸支部

TEL.641-3185
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弁護士、税理士、社会保険労務士など専門家による相談窓口を開設し、無料で経営のご相談を受け付けます。ご希望の方は、相談希
望日の前日までに電話で予約の上、お越しください。
相談内容

法律（弁護士）
法律（弁護士）

曜

ご予約・問い合わせ

日

時

第2・4金曜日

東神戸支部

843-2121

第2火曜日

西神戸支部

641-3185

中央支部

367-3838

毎週 水曜日
税務（税理士）

第1木曜日・第3月曜日

労務（社会保険労務士）

第2金曜日

7

※経営上の相談に限ります。なお、係争中の場合はご利用いただけません。

専門家派遣

現状打破！ 店づくり・BCP策定・IT活用など、現場でじっくりアドバイスします
販促計画の作成や店舗レイアウトの改善など経営課題に応じて、専門家を派遣し、無料でアドバイスを行います。

●専門家派遣事業の流れ
❶当商工会議所職員がご相談内容についてヒアリング
❷当商工会議所に登録している専門家の中から課題解決に最適な専門家を選定
❸専門家によるアドバイス
相談種別
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主な支援内容
マーケティング全般／事業計画・販促計画／POP作成／ディスプレイ／接客マナー

他

税務・経理・財務

各種経理処理／記帳／在庫管理／利益改善・利益計画／資金計画／会計ソフト導入

他

その他

労務

賃金設計／就業規則作成／保険関係処理

BCP

事業継続計画策定支援

経営全般

［お問い合わせ］産業部

産業・国際チーム

TEL.303-5806

海外とのビジネスをこれから始める方、また既に国際取引をされている方の貿易トラブルなど、国際ビジネスに関するご相談を一元的に行
い、円滑な国際取引を支援します。また、国際ビジネス展開に関するセミナーや、海外ビジネス関心企業メールマガジンも配信しております。

I T導入／利活用

他

デジタル化・DX導入に関する相談
［お問い合わせ］産業部

産業・国際チーム

TEL.303-5806

https://kobe-bizmatch.jp/dx/

デジタル化 、DX導入を検 討している事業者を対象に、情報提 供やビジネスマッチングを通じて、
企業活動におけるデジタル化・DX推進をサポートします。
●情報提供

●ニューノーマルにおけるデジタル推進（DX）の最新動向、導入事例、ビジネス活用ツール、AIなどの先端技術のビジネス活用事例につい
て、セミナー形式で紹介します。セミナー終了後には無料の個別相談機会も提供します。
●DX専用Webサイト
（https://kobe-bizmatch.jp/dx/）にて、DX支援企業や行政等の支援策など、DX導入に役立つ情報を提供しています。

●ビジネスマッチング・実証事業

他

輸出入手続き／国際契約／販路開拓／EPA活用
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企業活動のデジタル化・DX導入をサポートします！

販売促進

国際ビジネス

国際ビジネス支援総合窓口
輸出入や海外企業との取引、海外展開に関する相談に応じます

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

IT

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

創業を計画されている方、また創業間もない事業者を対象に創業に関する個別相談に応
じるとともに、
「創業支援ナビ（https://sougyounavi.com/）」サイトにより、創業に向け
ての資金繰りや税務、各種手続き等実務面に特化した情報をWEB上で提供しています。
また、ビジネスの立ち上げや経営に必要な知識を学ぶことができる「KCCI創業塾実践セ
ミナー」を開講しています。

13：00～16：00

第4火曜日

創業に関する相談

創業準備段階から、開業後のフォローまで一貫してサポートします

間

第1月曜日

資産継承・廃業（弁護士）

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」の策定に向けて、申請書の作成から計画承認、支援策の活
用まで原則無料でアドバイスを行っています。2020年度は、6件の計画承認を支援しました。承認後は、広報PR支
援、販路開拓支援など、独自の支援メニューも活用できます。

〒653-0041 長田区久保町6-1-1-302
（アスタくにづか4番館東棟3階）

専門相談室

経営革新に関する相談

経営革新計画の申請・承認・支援策の活用までフルサポートします

●長田区・須磨区・垂水区・西区の方は…

「専門家の助言がほしい」法律・税務・労務の無料相談です

3

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

「仕訳が分からない」「帳簿のつけ方はこれでいいのか？」「決算処理が難しい」とお悩みの個人事業者のみなさまを対象に、経理
事務の効率化をお手伝いします。帳簿のつけ方や決算について、税理士など記帳指導員がマンツーマンで指導します。

経営上のお悩みは、
まず、経営指導員にご相談ください

2

記帳に関する相談（記帳継続指導）

他

特許申請／許認可申請／プライバシーマーク・ISO導入相談／5S

他

●セミナーや専用Webサイトなどで、DXツールを持つ企業を紹介し、DX導入・デジタル活用を希望する会員企業とのマッチングを行いま
す。双方が合意すれば、実証事業として導入に取り組んでいただきます。
●実証事業実施に当たり、活用できる補助金などがあれば、その申請支援も行います。

9

9

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）
［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185
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効果的な節税策にもなる事業主の退職金制度です

経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、当商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から無担保・無

小規模企業者が掛金を積み立て、廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職し
た場合など、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建などの
ために国が作った「事業主のための退職金制度」です。

●融資制度の概要
ご融資額
ご返済期間

2,000万円以内
運転資金 7 年以内
設備資金10年以内

（うち据置期間は運転資金1年以内、設備資金2年以内）

年 利 率

1.21％

●お申込のできる方（次の条件を全て満たしている方がお申込みできます）
●原則として、6か月以上神戸商工会議所の経営指導を受けていること。
●神戸市内で最近1年以上事業を営んでいること。
●常時使用する従業員が20名（商業・サービス業は5名）以下であること。
●確定申告を行い、納付期限の到来している所得税、法人税、事業税、県市民税を完
納していること。
●商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の非対象業種等でないこと。
担保・
保証人

不要

国・兵庫県の中小企業向け融資

中小企業倒産防止共済制度（経営セーフティ共済）
［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

各種公的融資制度を紹介・斡旋します

販売先の倒産による｢連鎖倒産｣を防止するために国（中小企業基盤整備機構）が運営する制度です。万一取引先事業者が倒産し、
売掛金や受取手形の回収が困難になった場合に、共済金の貸付を受けることができます。

国・県が行う中小企業向けの制度融資は、対象者や申込要件等が多岐にわたります。市内３支部において融資相談を受け付けてお

●加入資格

掛金総額の10倍に相当する額、または回収が困難となった売掛金債権等の額の
いずれか少ない額（貸付残高が8,000万円を超えない範囲）

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

●貸付期間

［お問い合わせ］兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

●掛金

TEL.303-2299

●対象
兵庫県内の中小企業・小規模事業者の方

後 継者不在などで、事業の存続の悩みを抱える中小企業・小規模事業
者の方の相談に対応する公的な相談窓口です。
守秘義務を厳守し、親族内・従業員承継や第三者承継の相談に対応い
たします。

●相談料
無料（専門家報酬やM&A手数料は別途負担要）
●相談
予約制です。Webサイト等からお申込みください。

再生支援協議会／経営改善支援センター
TEL. 303-5852
TEL. 303-5856

貸付金額に応じて5年～7年（据置期間6か月を含む）、毎月均等償還

https://www.hyogo-hikitsugi.jp/

事業の譲渡を希望する中小企業を支援します

［お問い合わせ］ ●兵庫県中小企業再生支援協議会
●兵庫県経営改善支援センター

ト
おすすめポイン

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者

●貸付金額

https://www.kobe-cci.or.jp/support/hyotyuusyousaisei/
https://www.kobe-cci.or.jp/support/keiei-kaizen/

中小企業の事業再生や経営改善を支援します
●兵庫県中小企業再生支援協議会
●経験豊かな常駐専門家スタッフが主に事業再生に関する相談を受け付け課題解決に向けたアドバイスを行います（相談無料）。
●必要と認められれば、外部専門家等の個別支援チームも加えて事業再生計画の策定支援を行い、関係金融機関との調整を行い
ます（外部専門家の費用は有料）。
●事業の再生が極めて困難な場合は、債務整理に向けた助言等を行います。
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●掛金

❷共済金の受取り方法には、
「一括受取り」、
「分割
受取り」
または「一括受取りと分割受取りの併用」
があります
❸加入者（一定の資格者）は、納付した掛金の範囲
内で事業資金の貸付けが受けられます

※1年以内の前納掛金も同様に控除できます

取引先の突然の倒産時に、貴社を守る安心の共済制度です

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

り、貴社の条件やニーズに合った有利な制度を紹介しています。

12

❶掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金
控除」
として課税対象所得から控除できます

毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内（500円きざみ）で、加入後も
増額・減額できます。

14

（信用保証協会の保証も不要）

ト
おすすめポイン

●加入資格

●常時使用する従業員の数が20名（商業・サービス業にあっては5名）以下の個人
事業主（及びその共同経営者）又は会社の役員
●事業に従事する組合員の数が20名以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員の数が20名以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員の数が5名以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

※最近の業況等により、
ご意向に添いかねる場合がありますので、予めご了承ください。

（2021年11月1日現在）

11

［お問い合わせ］●東神戸支部（東灘区・灘区の方）TEL. 843-2121
●中央支部（中央区・兵庫区・北区の方）TEL. 367-3838
●西神戸支部（長田区・須磨区・垂水区・西区の方）TEL. 641-3185

神戸商工会議所の推薦による無担保・無保証人融資
保証人、低金利で融資を受けられる公的融資制度です。

10

小規模企業共済制度

●兵庫県経営改善支援センター
●金融支援等を必要とする事業者が外部専門家（税理士や公認会計士などのうち、国が審査・登録した認定支援機関）に依頼して
経営改善計画を策定する場合、計画策定に要する費用総額の2/3（上限200万円）を支援します。
●早期経営改善計画（資金実績・管理表やビジネス俯瞰図などの計画書）を策定する場 合、外部専門家に対する支払費用の
2/3（上限20万円）を支援します。

●毎月の掛金は、5,000円以上200,000円までの範囲（5,000円刻み）で設定でき
ます。
●加入後、増額・減額ができます（減額は、一定の条件が必要です）。
●掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
●掛金総額が掛金月額の40倍に達したときに掛止めができます。

15

❶安心・確実な国の共済制度です
❷最高8,000万円の共済金の貸付けが
受けられます
❸共済金の貸付けは無担保・無保証人です
❹一時貸付金制度も利用できます
❺掛金は税法上、経費または損金に算入できます

労働保険事務代行サービス
［お問い合わせ］労働保険事務組合

TEL.367-2011

事業主の事務負担を軽減
労 働 者 を ひとりで も雇 用 する事 業 主 は 、必 ず 労 働 保 険
（労災保険および雇用保険）に加入しなければなりません。
事業主の事務負担軽減にご活用ください。
●委託できる事業所
（下記の条件を全て満たしていることが必要です）

●神戸商工会議所の会員事業所
●神戸市内で事業活動を行っている事業所
●常時使用する労働者が、
①金融・保険・不動産・小売業では50名以下
②卸売・サービス業では100名以下
③その他の事業では300名以下の事業所

ト
おすすめポイン
❶事業主およびその家族従事者の労災保険への特別加入
（第一種）が認められます
（条件あり）
❷保険料の多寡に関係なく延納（3分割納付）ができます
❸煩雑な事務を軽減し業務に専念できます
●手数料
①保険料割
納付保険料の13.2％
②事業所割
一事業所あたり6,600円
③労働者数割 常時使用労働者
4名以下
8,800円
5～15名
11,000円
16名以上
13,200円
手数料は①～③の合計※但し、二元適用事業所の場合、②③については半額。
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人材育成・確保

3

会社の成長・業績向上には、
人材の確保と教育が不可欠

1

人材開発チーム

検定試験名

TEL. 303-5808

検

索

4

育講座など幅広いメニューを通じて企業の人材
育成事業に取り組んでいます。

オーダーメイド研修

●お申込みから研修実施までの流れ

1.
2.
3.
4.

講師候補
研修プログラム
研修の成果
見積り金額

研修実施

分野別研修

5

フィードバック

1.
2.

検定

検

索

［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

https://www.kobe-cci.or.jp/support/ondemand/

スキルアップ研修

新卒予定者等の採用に向けた支援
［お問い合わせ］会員事業部

人材開発チーム

TEL. 303-5808

新卒者や若手求職者の最新情報を提供！
●県内学校キャリアセンターとの情報交換会

講師所感
今後取り組むべき
課題

●実施可能な研修例（2017～2021年度実績）

階層別研修

神戸商工会議所

❶お好みのセミナー動画がクリックひとつで視聴可能
❷何時でも・何処でも・何度でもご利用いただけます
❸多彩なコンテンツが無料で見放題！新たなコンテンツを随時更新

TEL. 303-5808

研修プログラム案の
作成・ご提案

検定」を検索

ト
おすすめポイン

年間60本以上の多彩なセミナーを企画・開催する「KCCIビジネススクール」のノウハウを活かし、貴社のニーズに沿った研修をご提案
いたします。社員研修をお考えの方は、是非、当商工会議所にご相談ください。

希望する研修内容
研修の目的
受講対象
研修日程・時間

ビジネスで必須の法律知識を効率的に学べる

中小企業Web研修事業（動画配信）

貴社に最適な講師とプログラムをご提案します

1.
2.
3.
4.

リーダーが習得すべき「総合的なマネジメント知識」を体系的に学べる

お手元のパソコンやタブレット・スマートフォンから専用サイトにアクセスし、
好みのセミ
ナーコンテンツをクリックひとつで視聴できるオンデマンドシステム。
経営一般、
税務・経
理、
経済などの幅広い分野にわたる動画を提供しており、
役員・社員の自己啓発や社内
の集合研修
（人材育成）
など、
多様な使い方ができます。

会社からはもちろん、テレワーク中にシェアオフィスや自宅から受講いただけます。

担当者
訪問ヒアリング

財務諸表を分析し、企業の経営状態を判断できるようになる

600本以上の多彩なセミナー動画が無料で見放題

●Zoom（ビデオ会議）を活用したオンラインセミナーを随時開催します

お申込み・お問合せ

ビジネス会計検定

その他検定試験を含む、各試験の詳細情報に関しては、
右上のQRコード、もしくはインターネットで「神戸商工会議所

分野別研修、各種検定試験対策の提携・通信教

徴

企業の経営活動を記録・計算・整理し、作成する能力が身に付く

管理職・人事担当者に
ビジネスマネジャー検定
オススメ
ビジネス実務法務検定

https://www.kobe-cci.or.jp/support/kccibusiscl/
KCCIビジネススクール

特

簿記検定

メンタルヘルス・マネジメント検定 活力ある職場作りに必要なメンタルヘルスケアの知識や対処方法を習得

いたる階層別研 修 や、営業・総務・経理などの

人材開発チーム

https://www.kobe-cci.or.jp/kentei-kenshu/

TEL. 303-5808

●ビジネスパーソンに人気の検定試験一覧

新入社 員から中堅社 員・管理職・経営トップに

［お問い合わせ］会員事業部

人材開発チーム

商工会議所の検定試験は、ビジネスの現場で求められる実践的な能力を育成し、評価・認定することを目的に実施しており、多くの企
業や教育機関から高い信頼を得ています。

若手・中堅社員、
経理担当の必須資格

実力派講師陣によるセミナー・研修

2

［お問い合わせ］会員事業部

商工会議所の検定で社員のスキルを評価

KCCIビジネススクール
［お問い合わせ］会員事業部

各種資格・検定試験

地元学生の実情を知るキャリアセンター担当者との面談により、就職活動の動向や
キャリア志向などの情報収集、自社の採用情報を提供できるイベントを開催します。

6

優秀功労者表彰
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5802

社員の士気高揚につながる表彰制度です
会員事業所に勤続され、事業及び地域経済の発展に貢献された社員の方々の功績を
称えるため、毎年、会頭名による表彰を行っています。社員の方々の日頃の労をねぎら
い、士気高揚のためにもぜひご活用ください。
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•次世代幹部育成研修

•ハラスメント防止研修

•電話対応力強化研修

●開催時期

10月頃（推薦者受付期間：6月～7月下旬）

•外国人社員向けマナー研修

•人事考課者基礎研修

•ノーミス事務支援研修

●表彰費用

1名につき19,800円（表彰状・記念品・祝賀会経費を含む）

•キャリア形成を加速する3年目研修

•労務管理研修

•仕事の質を上げる意識改革研修

•新入社員、内定者研修 など

•情報コンプライアンス研修 など

•プレゼンテーション力強化研修 など

●表彰対象

●永年優秀功労者表彰：勤続年数が20年以上の優秀な方
●特別優秀功労者表彰：勤続5年以上20年未満で、特に功績顕著と認められる方

13

安心・保障

2

充実保障で経営者・従業員の「安心」
をサポート

1

特定退職金共済制度
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

退職金制度の確立で優秀な人材の確保・定着を
事業所が従業員の退職金を毎月計画的に社外で積み立てること
により、大企業なみの退職金制度を確立するお手伝いをします。

●加入資格

神戸市内事業所（個人を含む）に雇用される14歳7ヶ月から65歳6ヶ月
までの方（事業主と生計を一にする親族や法人役員の方は除きます）

生命共済制度 ～商工会議所会員による会員のための助け合い共済～
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

えることのできる団体定期保険です。事業所の福利厚生
の充実、人材の確保や定着をサポートします。
神戸商工会議所の会員事業所（負担金納入済の特定商工業者を含
む）の事業主および役員・従業員で14歳6ヶ月超65歳6ヶ月以下の
方。更新される場合に限り75歳6ヶ月までご継続できます。

●保険金及び掛金の一例（36歳～40歳男性の場合）

保険金・給付金

1口

3口

不慮の事故による
死亡・高度障がい

200万円

600万円

疾病による
死亡・高度障がい

100万円

300万円

不慮の事故による
障がい
不慮の事故で
5日以上入院

見舞金・祝金

疾病で5日以上入院
（病気入院見舞金）

5口

10口

20口

1,000万円 1,600万円 2,600万円
500万円

1,000万円 2,000万円

70～10万円 210～30万円 350～50万円 420～60万円 420～60万円
1日につき

1日につき

1日につき

1日につき

1日につき

15,000円

17,000円

19,000円

25,000円

50,000円

1,500円

不慮の事故で5日以上
通院（事故通院見舞金） 5,000円
結婚（結婚祝金）

掛金／月

4,500円

7,500円

9,000円

ト
おすすめポイン
❶小さな掛金で不慮の事故による死亡・入院などの「万が
一」
を手厚く保障

●掛金（年齢は関係ありません）

❷病気入院・事故通院・結婚の際には、見舞金・祝金をお
支払い（※1）

●加入資格

数

●退職一時金：被共済者（従業員）が退職したときに支給
●退職年金：加入期間10年以上かつ満65歳以上の被共済者（従業
員）が、退職一時金にかえて年金の支給を希望した場合に年金と
して10年間支給
●遺族一時金：被共済者（従業員）が死亡したとき、退職一時金に
1口あたり1万円を加算して支給

TEL. 303-5809

本共済制度は、経営者・役員・従業員の「万が一」に備

口

●給付金の種類

9,000円

7,000円

9,000円

14,000円

30,000円

―

5,000円

5,000円

10,000円

20,000円

340円

1,020円

1,700円

2,784円

4,644円

1人あたり月額1口（1,000円）～30口（30,000円）まで加入できます

●委託保険会社

❸業務中からプライベートまで24時間365日保障

大同生命保険㈱〈事務幹事会社〉・アクサ生命保険㈱・太陽生
命保険㈱・日本生命保険（相）

❹保険金・給付金は事業所（事業主）の受取りが可能
❺掛金は全額損金または必要経費として算入可能(※2)
❻1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金
（※3）
を還元（令和1保険年度実績：40.0％）
※1

見舞金・祝金制度は商工会議所独自の制度であり、生命保険ではありま
せん。
※2 【法人の場合】
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入できます。
（なお、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。
）
【個人事業所の場合】
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき
ます。
（なお、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。）
◎記載の税務取扱は、2021年12月現在の制度に基づくものです。今後、
税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
※3 配当金は、お支払い時期の前年度決算によって決定しますので、将来お
支払いする配当金額は、現時点では決定していません。
（収支計算の結
果、配当金がゼロとなる年度もあります）
◎ご加入に際しては、所定のパンフレット
（契約内容重要事項記載資料）を必ず
ご覧ください。
◎この資料は、2021年12月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制
度内容は変更することがあります。
団-2021-0011-S（2021年7月9日）G17500

●委託保険会社
大同生命保険㈱〈事務幹事会社〉・アクサ生命保険㈱・日本生命保険（相）・富国生命保険（相）
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健康管理サポート

●掛金そのまま－追加負担0円で充実の会員制優待
サービスをご提供

〈健康診断〉

●全国の有名ホテルや人気レジャー施設、スポーツク
ラブ、グルメ、ショッピングなど毎日の暮らしやオフ
タイムを充実させる多彩なメニューをご用意してお
ります。当所独自企画もあり。

本サービスの詳細は、下記専用WEBサイトよりご確認ください

https://www.club-off.com/kobe-cci/ 生命共済クラブオフ
※生命共済クラブオフは、神戸商工会議所会員で生命共済制度にご加入いただい
ている、被共済者様限定のサービスです。

●神戸健診クリニック
「レディース健診特別コース」
⇒25％OFF

会員事業チーム

❸退職一時金は退職所得控除の対象となります
❹パート従業員も加入できます
❺中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます
❻新規加入事業所に限り、過去勤務期間通算の取り扱いができます
（10年
が限度）
❼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になります
❽簡単な手続きで加入できます
◎ご加入に際しては、所定のパンフレット
（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧くだ
さい。
◎この資料は、2021年12月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は
変更することがあります。
企-2021-0015-S（2021年8月27日）P6561

TEL. 303-5809

神戸商工会議所ほか兵庫県下商工会議所の会員事業所
（概ね50名以上の加入が必要）

4

［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

❶個別で導入する際に比べて、
コストの削減や導入時間の短縮ができます
❷商工会議所が事務手続きを一部代行することで、加入企業の事務負担が
軽減できます
❸運営管理機関（りそな銀行）のサポートにより、安心して加入できます
❹定期預金や保険商品、国内外の債券・株式など、金融商品を豊富にラインナップ
❺厚生年金基金や中小企業退職金共済の代替制度として利用できます

TEL. 303-5809

ト
おすすめポイン
❶規模の大小に関わらず、法人・個人どなたでも契約できます
❷保険期間は保険年齢満98歳まで設定できます

本保険は、経営者や役員に万が一のことがあった場合の死亡退
職金・弔慰金、借入金・買掛金支払いなど経営面での資金準備、
勇退時の退職慰労金、事業承継時の自社株買取資金などの備え
を兼ねた長期定期保険です。

❸保険料を自由に設定できます

●加入資格

❼勇退時には、払いもどし金を退職慰労金や自社株の買取資金にあてるこ
とが可能です

神戸商工会議所の会員事業所

5

ト
おすすめポイン

経営者大型保険（エグゼクティブ用プラン）
万が一の際の経営資金と勇退時の
退職慰労金の備えを同時にサポート

〈人間ドック〉
神戸市内の提携医療機関の人間ドックが、オトクな料金で受診いただ
けます。

⇒生命共済加入者限定コース

［お問い合わせ］会員事業部

●加入資格

⇒検査内容により会員料金より約20～50％割引

●ホテルオークラ神戸クリニック
「人間ドック特別コース」

❷掛金は全額損金または必要経費に算入できます

商工会議所ひょうごDCプラン（総合型確定拠出年金制度）
確定拠出年金制度は、企業が毎月定められた掛金を拠出し、従
業員自身が運用先を選択し、その収益の合計額を60歳以降に年
金または一時金として受け取る制度です。当プランは、神戸商工
会議所が代表企業となって厚生労働省より認可を受けた年金規
約に、企業が追加加入する「総合型」のDC制度です。

神戸商工会議所主催の会員事業所向け健康診断が、割安な料金で受
診いただけます。

●伊川谷病院
「日帰り人間ドックコース」
⇒約15％OFF

❶将来必要な退職金を計画的に準備
1,000円単位で掛金を設定できます

「低コスト」
「短期間」で会員事業所の制度導入をサポート

●付帯サービスのご案内
生命共済クラブオフ

ト
おすすめポイン

❹神戸商工会議所の集団扱いにより、保険料が一般価格より割安になります
❺死亡保険金を借入金・買掛金支払などの経営安定資金として活用できます
❻不意の資金繰り悪化の際は、払いもどし金の一定範囲内で貸付制度が利
用できます

❽勇退後には契約者を法人から個人に変更し、年金として受け取ることが可能です

がん保険・医療保険（集団扱い）
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

アフラック生命保険㈱のがん保険、医療保険にご加入の方は、神戸商工会議所の集団扱いとすることで、割安な保険料が適用されます。新規
契約はもちろん、既存の契約も集団扱いに切り替えることができます。

●加入資格

神戸商工会議所の会員事業所（負担金納入済の特定商工業者を含む）の経営者・役員・従業員
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健康管理・福利厚生

従業員の健康管理・福利厚生をやさしくサポート

1

健康管理サービス（健康診断、人間ドックなど）
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

お手頃価格の健康管理サービス
生命共済制度加入でさらにおトクに

ト
おすすめポイン

検査機関やクリニックと提携して、割安な健康管理
サービスを提供しています。定期健康診断のほか、
人間ドックなどもあります。役員・従業員の皆様の
健康管理にお役立てください。
●メニュー（税込）

Ｂ
Ｃ
Ｄ

労働安全衛生法対応

Ａ

❶割安な費用で「健康診断」の受診ができます
❷労働安全衛生規則に定められた「定期健康診断」
として利
用できます（コースによって異なります）
❸年間を通じて受診可能、一部の土曜・日曜日も対応
❹大腸がん検診など、豊富なオプションメニューをご用意
❺提携クリニックでは、割安な費用で「人間ドック」などの受診も
可能です（事前に条件確認が必要です）

※ 生命共済制度加入者は、補助制度により割安になります。検査項目・受診料金は変更となる場合があります。予めご了承ください。

コース ※通年で申し込み可能です

通

常

生命共済制度
加入事業所

会員事業所

定期健康診断

10,978円

7,800円

5,300円

定期健康診断＋生活習慣病健診（眼底・動脈硬化測定）

17,315円

16,800円

11,700円

定期健康診断＋生活習慣病健診（胃XP・便検査）

23,935円

23,400円

18,300円

9,676円

7,700円

3,600円

腹部超音波検査

実施機関：（一財）京都工場保健会 神戸健診クリニック JR・阪神「元町駅」徒歩3分 神戸市中央区元町通2-8-14 オルタンシアビル3・4階
詳細は神戸商工会議所ホームページのトップページ［健康診断サービス］のバナーよりご確認ください。申込書もダウンロードいただけます。

◉提携クリニックによる健診サービス 人間ドック、内臓脂肪測定CT検査、脳ドック、がん検診など

通年利用・事前予約

※提携クリニックにより利用時期、
メニュー・割引が異なります。詳細は「優待割引サービス（会員優待ガイドブック）」をご覧ください。

2

福利厚生代行サービス（ベネフィット・ステーション）
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

充実のサービスを特別価格で提供
ベネフィット・ワン社の福利厚生代行サービス「ベネフィット・
ステーション」を会員特別価格でご提供。人材の採用・定着や
事業所のイメージアップにも有効です。詳細はホームページ
をご覧ください。

3

会員優待ガイドブック
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

https://www.kobe-cci.or.jp/support/beneﬁt-station/

ト
おすすめポイン
❶利用実績No.1の総合福利厚生サービス
❷全国140万種類以上の会員制優待割引サービス
❸健康経営を支援するポイント制度
❹会員事業所は入会金無料！月々の利用料も割引適用

https://www.kobe-cci.or.jp/support/waribiki/

宿泊観光施設など約300の優待メニューを利用いただけます
ビジネス支援ならびに福利厚生充実の一環として、神戸市内を中心とする宿泊観 光施 設
やレジャー施設など約300の施設で優待割引制度を実施しています。
会員事業所には「優待利用券」を無料で配布します。
●割引施設・サービスの詳細は、WEB上のガイドブックでご覧いただけます。

神戸商 工会議

所会員 限定
～お得 な特典
満載～

会員 優待

2021.4.1-2022
（2021年4月1日 .3.31
更新）
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名

企業リスクへの備え

3

備えあれば憂いなし！万が一の企業リスクをガード

1

会員事業チーム

近年、消費者の権利意識や事業者の社会的責任の高まりなどを背景
に、事業活動における賠償リスクが多様化し、高額な賠償負担によっ
て事業所が経営危機に追い込まれるケースが多発しています。
本制度は、既存の「中小企業PL保険」「情報漏えい保険」の補償範
囲に加え、
「施設」「業務遂行」に関する賠償責任や、
「事業休業」
「財産」「工事」への補償など、事業活動リスク全般を総合的にカ
バーします。
●加入資格 神戸商工会議所の会員事業所
●補償の内容

「PL」「情報漏えい」「施設」「業務遂行」に関する賠償責任や、
「事業休
業」
「財産」
「工事」への補償など、事業活動リスクを包括的に補償。事業所
のニーズに応じて、補償範囲の選択が可能。

会員事業チーム

TEL. 303-5809

本プランは、会員事業所の役員や従業員の方々を対象に、病気やケガ
により就業不能となった場合に、
月々の所得の一部を低廉な保険料で
補償します。
●加入資格

神戸商工会議所の会員事業所

●補償の内容

TEL. 303-5809

事業活動リスクを包括的にカバー

［お問い合わせ］会員事業部

万一、病気やケガで働けなくなった場合の生活費の減収を補償します

ビジネス総合保険制度
［お問い合わせ］会員事業部

休業補償プラン

病気やケガによる休業に対し、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、
生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるようにするための保
険です。また、労災保険に加入されない個人事業主の方にとっては、万が一
への大きな備えとなります。

ト
おすすめポイン
❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比
べ低廉な保険料を適用
❷契約の一本化により事業活動リスクに関する補償
のモレ・ダブりを解消
❸賠償責任（PL、
リコール、情報漏えい、施設・事業遂
行等）
リスクを総合的に補償
❹事業休業補償により災害に遭った際の事業継続資
金を補償
❺保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後
押し

●引受保険会社

東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱・
あいおいニッセイ同和損害保険㈱・三井住友海上火災保険㈱

4

フルガード2000
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

神戸商工会議所と東京海上日動火災保険㈱が提携し、一般よりも低廉な保険料で提供する会員事業所のための総合傷害保険です。
「スタンダード2000コース」では、事業主や従業員の事故によるケガを補償するプランの他、ご家族までカバーするプランがあります
（いずれも個人賠償責任補償が自動付帯）。また、個人賠償責任・携行品損害補償がセットになった「安心2000コース」もあります。そ
の他、医療保険やがん保険などのオプションもご用意しています。
●加入資格

神戸商工会議所の会員事業所（負担金納入済の特定商工業者を含む）の経営
者・役員・従業員

業務災害補償プラン
会員事業チーム

●補償の内容

●スタンダードコース2000コース……傷害補償、個人賠償責任補償
●安心 2 0 0 0コース……傷害補償、個人賠償責任補償、携行品損害補償、救
援者費用補償

TEL. 303-5809

●加入資格

神戸商工会議所の会員で、政府労災保険に加入している事業所

●補償の内容

●普通傷害保険【労災の上乗せ補償】
従業員の業務中・通勤中の労災事故（死亡・後遺傷害、入通院等）につき
労災保険の給付を待たずに保険金が受け取れます。
●使用者賠償責任保険【企業の経営リスクを補償】
従業員の業務中の労災事故により、使用者である企業等が法律上の賠償
責任を負った場合に損害賠償金・弁護士費用等の損害に対して保険金を
お支払いします。
※使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いとなります。

●引受保険会社

東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱・
あいおいニッセイ同和損害保険㈱・三井住友海上火災保険㈱
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ト
おすすめポイン
❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比
べ低廉な保険料を適用
❷普通傷害保険と使用者賠償責任保険が標準セット
❸保険料は売上高と業種に基づいて算出。全額損金
算入が可能です
❹契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイト
も包括補償します
❺パワハラ・セクハラや不当解雇等を原因とする賠償
リスクを補償します
※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

ト
おすすめポイン
❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比
べ低廉な保険料を適用
❷ライフスタイルに合わせ必要な補償を自由に選択
できます

●その他オプション……住宅内生活用動産補償、ホールインワン・アルバトロス
費用補償、借家人賠償責任補償、医療保険・がん保険

業務災害、通勤災害をしっかり補償＋企業の使用者賠償もカバー
本プランは、従業員が就業中にケガをした場合、事業者が負担する
さまざまな費用を補償する保険です。うつ病による自殺や過労死な
ど新しい労災が年々増加している中、企業等の負担する賠償金も
高額化の傾向にあります。本プランはこれらの労災リスクにも対応
し、全国商工会議所のスケールメリットを活かした低廉な保険料で
加入することができます。

（「告知書」
にて健康状態を自己告知していただくだけです）

❻売上高と業種のみで保険料算出が可能な長期休業
補償（無記名・売上高方式）が追加
❼がん補償・医療補償・傷害補償・個人賠償責任賠償
が追加

会員事業所のための総合傷害保険です

※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱・
あいおいニッセイ同和損害保険㈱・三井住友海上火災保険㈱

［お問い合わせ］会員事業部

❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比
べ低廉な保険料を適用
❷業務上・業務外、国内・国外を問わず、病気やケガによ
り働けなくなった場合に補償します
❸入院時だけでなく自宅療養も補償します
❹地震等の天災によるケガも補償します
❺ご加入時、面倒な健康診断は不要です

※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

●引受保険会社

2

ト
おすすめポイン

5

売上債権保全制度（グループ取引信用保険）
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

売上債権の回収不能リスクを保険でカバーしませんか
取引先が各種商品代金の支払い債務を履行しないことにより、加入
者が被る損害に対して保険金を支払う保険です。神戸商工会議所と
伊藤忠商事㈱との事業提携により、商工会議所会員を複数社まとめ
て制度構築するため、スケールメリットが得られ、小規模な企業も加
入しやすくなっています。
●加入資格

神戸商工会議所の会員事業所

●補償の内容

加入会員の販売先が支払債務を履行しないことによって、加入会員が被る損
害に対して保険金を支払います。
（取引先の倒産などによる売上債権の回収
不能をカバーします）

ト
おすすめポイン
❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比
べ低廉な保険料を適用
❷一般的な取引信用保険に比べ、中小企業・個人事
業者に対する債権の引受基準が柔軟です
❸自社独自の与信管理に加えて、保険会社による二重
チェックをかけることにより、与信管理体制の強化が
図れます
❹取引先1社に対する支払限度額は100万円以上か
ら設定できます
※対象となる債権、対象販売先、支払限度額等について、一定の条件があります。
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6

自動車保険・火災保険・傷害保険（集団扱い）
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

損保商品にお得な集団扱いで加入いただけます
あいおいニッセイ同和損害保険㈱の自動車・火災保険等について、神戸商工会議所の集団扱いと
することで、低廉な保険料が適用されます。新規契約はもちろん、既存の契約も集団扱いに切り替え
ることができます。

7

［お問い合わせ］会員事業部

共済と保険の違い

会員事業チーム

https://www.hyogo-kyosai.or.jp/lineup/car.php

TEL. 303-5809

ト
おすすめポイン
❶団体割引が適用されます
❷10台以上の車を所有・使用の場合、2種類のフ
リート方式から選べます
❸安心の事故対応（24時間・365日の充実したロー
ドサービス）

万が一の補償という点では、共済と保険に違いはありません。ただし、保険は株式会社などの民間の営利企業
が不特定多数の対象者に保険を販売するのに対し、共済は協同組合などの非営利団体が地域または特定の
対象者に共済を広く普及することを目的としています。

海外危機対策プラン
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

https://www.axa-assistance.co.jp/ja/lp_security_assistance_cci

本サービスは、海外に進出する企業の従業員が大規模自然災害、テロや
戦争等の非常事態に遭遇し、渡航先に留まることが危険と判断された
場合に、身の安全を迅速に確保する手段を手配します。
（サービス提供：アクサ・アシスタンス・ジャパン㈱）
●加入資格 神戸商工会議所の会員事業所かつ従業員100名以下の事業所
●サービス内容

緊急事態発生時における専門家（セキュリティ・アドバイザー）への電話相談
安全な国・地域までの緊急避難の手配（実費自己負担なし）
緊急避難に代わる安全確保措置の手配（実費自己負担なし）

9

神戸商工会議所の会員事業所の
経営者・役員・従業員

自動車共済
自動車共済専業の共済組合の制度なので「充実の補償」＆「安心の事
故対応」を受けていただくことができ、団体割引により一般に加入され
るよりもお得な共済掛金で加入いただけます。
自動車共済の共済代理所である兵庫県共済協同組合（ひょうご共済）
と
提携し、
自動車共済を取り扱っております。
「火災共済」、地震・噴火・津波まで対応する休業損害補償の「休業対応応
援共済」の取り扱いも行っております。
詳細はひょうご共済WEBサイトをご覧ください。

8

●加入資格

ト
おすすめポイン
❶海外旅行保険では補償されないリスクへの備え
❷中小企業向け特別パッケージプラン
❸グローバル企業ならではのアシスタンスサービス
海外市場へ進出する会員事業所が年間契約料66,000円を負担すれば、海
外出張者、海外駐在員、帯同家族が所定の非常事態に遭遇した場合に実質
自己負担なしでご利用いただけます。

中小企業海外PL保険制度
［お問い合わせ］会員事業部

会員事業チーム

TEL. 303-5809

事業所が製造・販売した製品が原因で、海外で第三者に身体事故または財物損壊事故を発生させたことにより、法律上の賠償責任を
負った場合の損害賠償金や弁護士費用などを補償します。また、生産物回収費用（リコール費用）についても補償します。
●加入資格 神戸商工会議所の会員事業所
●補償の内容
〈海外PL保険〉

事業所が製造・販売した製品（部品）によって、日本国外で発生した対人・対物
事故について、事業所に対して損害賠償請求がなされた場合の、損害賠償金や
弁護士報酬・訴訟費用など所定費用をお支払い

〈生産物回収費用（リコール費用）補償〉

製品の欠陥等により、事業所が負担する製品回収費用（リコール費用）につい
て、所定の条件を満たしている場合に、5万ドル（約500万円）を上限に保険金
をお支払い。オプションで補償額の増額も可能。

ト
おすすめポイン
❶商工会議所のスケールメリットにより一般加入に比べ低
廉な保険料を適用
❷引受保険会社が示談交渉や裁判手続きを代行
❸保険会社のネットワークを活用し、海外PL訴訟に精通し
た弁護士をご紹介
❹取引先による間接的な輸出や、外国人旅行客が持ち出
した製品に起因する事故も対応
❺加入手続きが簡単（保険料は売上高（輸出高）により算出）

※本制度の他、海外取引先の債権回収不能リスクに備える「輸出取引信用保険制
※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。
度」、海外での知財訴訟リスクに備える「海外知財訴訟費用保険制度」もあります。

●引受保険会社 東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱・三井住友海上火災保険㈱
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神戸商工会議所とは …
商工会議所は、
「商工会議所法」に基づいて運営される特別認可法人で、全国515商工会議所に約122万事業所が会員として加入しています。
神戸商工会議所は、1878年（明治11年）10月、初代会頭である神田兵右衛門翁など先達たちの尽力により、兵庫商法会議所の名称で東京、
大阪と並ぶ日本で最も古い商工会議所の一つとして設立されました。以来、神戸の産業・企業の発展とともに歩み続けています。
当商工会議所の事業活動にぜひご参画ください。

神戸商工会議所には13の部会があり、会員は業種に応じていずれかの部

※商工会議所法に基づく特別認可法人

会に所属します（特別会員を除く）。部会は、業界の動向や経営問題につ

的／地区内における商工業者の共同社会を基礎とし、商工業の総
合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資
し、もってわが国商工業の発展に寄与する。

会

員

数／11,665会員（2022年1月11日現在）

事

務

所／本

部（中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館）

いての調査・研究、情報交換を行い、同業種や関係業種の会員との交

部会名

主な所属業種

小売商業部会

各種商品小売業、飲食業

卸売商業部会

各種商品卸売業

中 央 支 部（中央区東川崎町1-8-4 神戸市産業振興センター6階）

化学部会

西神戸支部（長田区久保町6-1-1-302 アスタくにづか4番館東棟3階）

支部

支部長
副支部長

専務理事
常務理事
理
事

会
頭
副 会 頭

議員総会［議員140名］
常議員会［常議員38名］ 監事会［監事3名］

委員会

会 員
部

貸会議室・ホールをご利用ください

女性会

鉄鋼業、造船業、機械器具、金属製品等製造業、電気業、ガス業

食品部会

食料品・飲料製造業

貿易部会

各種商品輸出入業

理財部会

銀行業、証券業、保険業、保険代理店、不動産業
総合建設業、土木建築工事業、建築業、設備工事業、建設資材等

建設部会

製造・卸売・小売業

海運港湾部会

海運業、港湾運送業、倉庫業、その他港湾付帯関係業

集客交通観光部会 鉄道業、運輸業、ホテル・旅館・その他接客サービス業
出版業、印刷業、放送業、通信業、情報サービス業、紙・紙製品

情報産業部会

製造・卸売・小売業

会

サービス文化部会

事務局

弁護士、税理士等専門サービス業、建物サービス業、理・美容業
その他サービス業、医療業、学校・教育関連業

類

MISSION

4つのMISSION

1 政策提言・意見要望

MISSION

3 販路開拓・ビジネス創出

会員企業の力を結集し、一丸となって政治や行政に変革を働き

会員交流会や異業種交流会、取引先開拓・ビジネスパートナー

かけることで、より良い経営環境をつくり、活力ある経済社会を

探しなど、会員相互の幅広い情報交換と出会いの機会を設け、

実現します。会員企業の意

新しいビジネスチャンスの

見や提 案が、社会を動かす

創出をサポートします。

大きな力となります。

個人事業主や会員に加入されている法人・団体の役員など

１口以上

法人会員

株式会社や有限会社などの法人格を有する商工業者

資本金に応じた会費基準による口数をお願いして
います（法人会員会費基準表参照）。

協同組合や社団法人などの団体※1

団体会員
特別会員

上記以外で当商工会議所の趣旨に賛同する方※2

3

加入金

● 個人 ……… 2,000円

神商ホール

4

4 地域振興・まちづくり

集客イベントの開催支援や、神戸医療産業都市をはじめとした

意。小規模事業所の経営改善から、グローバル経済に対応し

高付加価値産業の創造、神戸空港の利活用促進や三宮周辺を

た 国 際 ビ ジネス 展 開 の 支

中 心 とした 都 心 活 性 化 策

援 ま で、会 員 企 業 の 経 営

の検討、地域の賑わい創出

力 強 化と新 たな 成 長 に向

などに積極的に取り組み、

け た 挑 戦 を、最 適 な 方 法

魅 力あるまちづくりに貢 献

でサポートします。

します。

教室型

10,000円

展示会・見本市

負担金

立食パーティ型

資本金300万円以上または従業員数が20名（商業・サービス業は５名）以上の特定商工業者は、会費とは別に負担金4,500円（年額）が必要です。

■法人会員会費基準表（法人は1口での会員加入はできません。下表を超える場合は別途お問い合わせ
立食パーティ型 ください）
資

数

本

店

500 万円未満
500 万円以上
〃
1,000
〃
2,000
〃
3,000
〃
4,000
〃
5,000
〃
7,000
〃
10,000
●営業会議

2口以上
3口以上
4口以上
6口以上
8口以上
10口以上
13口以上
16口以上
20口以上
●役員会

●展示会

本
金
支社・支店

2,000 万円未満
2,000 万円以上
〃
4,000
〃
8,000
〃
12,000
〃
16,000
〃
20,000
〃
28,000
〃
40,000
●講演会
●研修会

＊１口：15,000円

営業所・出張所等

●商談会

3,500 万円未満
教室型
3,500 万円以上
〃
7,000
〃
14,000
〃
21,000
〃
28,000
〃
35,000
〃
49,000
〃
70,000
●交流パーティ

※会費・加入金・負担金はその全額を損金に算入できます。また、消費税の課税対象とはなりません。
●株主総会
●企画会議

全ての会議室・ホールに

神戸国際
交流会館

企画広報チーム

市民広場駅
神戸
TEL.078-303-5803
国際展示場
神戸

神戸商工会議所会館

会館チーム

（神戸商工会館㈱）

TEL.078-303-5804

■地域政策部

JR三ノ宮駅
阪神神戸三宮駅
貿易センター駅

TEL.078-303-5806
（アリストンホテル神戸）
ファッション
タウン

ポートピアホテル

TEL.078-303-5805 南公園

阪急神戸三宮駅

産業・国際チーム

中埠頭駅

TEL.078-303-5801

経理チーム

■産業部

みなとじま駅

ポートターミナル駅

貿易証明センター
中公園駅

バンドー
神戸青少年
科学館

TEL.078-303-5807

北埠頭駅

みなとじま駅

市民広場駅
■会員事業部

南公園駅

中埠頭駅

南公園駅

医療センター駅

会員事業チーム
計算科学センター駅
神戸空港
（会員サービス
・共済・保険）
（マリンエア）
TEL.078-303-5809

（こうべdeカード事務局）

人材開発チーム
TEL.078-303-5808

東神戸支部
※ポー
トライナーは市民広場
（コンベンションセンター）
駅で下車
■
中小企業振興部
※駐車場26台

TEL.078-843-2121
料金300円/時間（以後30分毎に150円）

振興チーム

（東灘区・灘区）

TEL.078-303-5810

中央支部
アリス
トンホテル神戸も併せてご利用く
ださい
TEL.078-367-3838
情報化担当

（中央区・兵庫区・北区）
●社内研修での宿泊に
TEL.078-367-2011
●会議中の喫茶・食事に
兵庫県中小企業再生支援協議会
（労働保険事務組合）
TEL.078-303-5852
●顧客向け謝恩会や社員懇親会等のパーティに
兵庫県経営改善支援センター
西神戸支部
●展示会での喫茶コーナーに

TEL.078-303-5815

TEL.078-303-5856

TEL.078-303-5802

■貸会議室・ホールに関するお問い合わせ先
TEL.078-303-5800
TEL.078-303-6130

Wi-Fi環境 及び 光回線 が完備されています。

●三 宮 駅 か ら…ポートライナーで 約10分／車で 約10分
●神戸空港から…ポートライナーで 約 8 分／車で 約 ５ 分
●新神戸駅から…車で 約15分

便利なアクセス！
事務局組織
N

MISSION

イベントホール

１口以上

● 法人・団体 ……… 3,000円

ポートライナー

経営相談・情報提供のほか、多種多様な支援メニューをご用

上記会員に準ずる

貸会議室

総務チーム

2 経営サポート

15,000円

２口以上

地区外の商工業者※2

※1 税理士法人、弁護士法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、学校法人、医療法人などは団体会員になります。
※2 特別会員は神戸商工会議所議員の選挙権、被選挙権がなく、部会への所属ができません。

■総務部

MISSION

年会費（4月1日～3月31日）
：口数により設定
口
数
１口の金額

態

個人会員

口

神戸商工会議所の

形

例：本社・資本金 1,000万円 ⇒ ４口

化学製品製造業

機械金属部会

会員の種類と会費
種

ための組織です。

ファッション部会 繊維・衣服・身廻り品等製造・卸売・小売業

［組織］

2

流を深める場であり、業界の声、会員の声を商工会議所事業に反映させる

東神戸支部（灘区友田町3-6-15 KHK灘ビル3階）

顧問・参与

神戸商工会議所会館

入会資格

税理士、弁護士、社会保険労務士など各種士業や、税理士法人、弁護士法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、学校法人、医療法人なども
ご加入いただけます。

［部会］
立／1878年（明治11年）10月14日設立

目

1

神戸市内において事務所や工場その他の事業所を有し、営業されている商工業者の方なら、規模・業種を問わずご加入いただけます。

［概要］
設

神戸商工会議所への入会について

TEL.078-641-3185
宿泊のお問い合わせ先……TEL : 078-303-5555
（長田区・須磨区・垂水区・西区）
兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター
宴会のお問い合わせ先……TEL : 078-303-5500
TEL.078-303-2299

神戸商工会議所 総務部 会館チーム TEL : 078-303-5804

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ
N

北区

阪急神戸三宮駅

貿易センター駅

中央支部

東神戸支部

神戸商工会議所会館

ポートターミナル駅

中央区

中埠頭駅
●
アリストンホテル神戸
神戸国際
交流会館 ファッションタウン

中公園駅

兵庫区

長田区

須磨区

みなとじま駅

東灘区
灘区

神戸市

西区

北埠頭駅

市民広場駅

みなとじま駅
中埠頭駅

ポートアイランド

垂水区

医療センター駅

神戸ポートピア
ホテル

神戸国際
展示場

市民広場駅

本部

西神戸支部

南公園駅

南公園

計算科学センター駅

神戸空港へ

Industry

最新情報は、 神戸商工会議所

〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1（神戸商工会議所会館）
総務部

会員事業部

●総務チーム
TEL.078-303-5801
●企画広報チーム
TEL.078-303-5803
●経理チーム
TEL.078-303-5805
●会館チーム（神戸商工会館㈱）
TEL.078-303-5804

●会員事業チーム

地域政策部
産業部

●振興チーム
●情報化担当

Kobe
The

高速神

●人材開発チーム

TEL.078-303-5802
TEL.078-303-5809
TEL.078-303-5808

TEL.078-303-5810
TEL.078-303-5815

TEL.078-303-5806
TEL.078-303-5807
町駅

西元

戸駅

阪神

市 バス
タ ーミ
ナル
デュオこうべ
山の手

https://www.kobe-cci.or.jp/

中小企業振興部

TEL.078-303-5800

JR

駅
神戸

岸線

地下鉄海

NTT

ハーバーロード

Chamber

Commerce

TEL.078-303-5801（代表） contact@kobe-cci.or.jp

of

and

神戸空港

お問い合わせ

神戸商工会議所

中央支部

メイン六甲
みなと銀行

栄町通
神戸中央
郵便局

浜手
バイ
パス

umie

国道2号線

三菱UFJ銀行
灘区役所

中央支部

TEL 367-3838

労働保険事務組合
TEL 367-2011

阪神新在家駅

東灘区・灘区の方は

東神戸支部

至大阪梅田

東神戸支部

TEL 843-2121

〒657-0035 灘区友田町3-6-15
（KHK灘ビル3階）
※東側入口をご利用ください
地下鉄西神・山

新長田駅

手線

アスタくにづか2番館

西神戸支部

アスタくにづか6番館

ホテルウィング
インターナショナル

アスタくにづか1番館
アスタくにづか3番館
新長田合同庁舎

ピフレ

国道2号線

駒ヶ林駅

アスタくにづか4番館

東急プラザ新長田

JR新長田駅

地下鉄海岸線

鉄人28号
モニュメント

新長田駅

若松公園

新長田一番街 大正筋商店街

〒650-0044 中央区東川崎町1-8-4（神戸市産業振興センター6階）

日本政策金融公庫
神戸東支店（1階）

KHK灘ビル

至神戸三宮

中央区・兵庫区・北区の方は

至大阪

JR六甲道駅

三井住友銀行

阪神高速
国道２号線
神戸市産業振興センター
大阪ガス
スペース
シアター
プロメナ神戸

●兵庫県中小企業再生支援協議会
TEL.078-303-5852
●兵庫県経営改善支援センター
TEL.078-303-5856
●兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター
TEL.078-303-2299

至三ノ宮

長田区・須磨区・垂水区・西区の方は

西神戸支部

TEL 641-3185

〒653-0041 長田区久保町6-1-1-302（アスタくにづか4番館東棟3階）

バンドー
神戸青少年
科学館

南公園駅

神戸空港

●産業・国際チーム
●貿易証明センター

ポートライナー

JR三ノ宮駅
阪神神戸三宮駅

