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専門家と当所の経営指導員が

貴社の経営安定から成長まで

をサポートします。

帳簿の書き方など経理に関す
るお悩み、源泉徴収事務、決
算書のまとめ方、所得税・消
費税申告の仕方など支援いた
します。

マル経融資をはじめ、有利な
融資制度を紹介・斡旋・推薦
し、事業への資金調達に貢献
します。

個人事業主、会社役員の方

のもしもの事態や将来の生活

の安心に貢献します。

ネットワークを活用して会員

企業・ビジネス拡大の機会

を提供します。

優良従業員表彰式・各種共
済制度を用意し、会員事業所
の社員の定着と志気高揚に貢
献します。

安価な手数料で会員の負担を
軽減する当所の労働保険事務
組合は、会員事業所とその社
員の安全に貢献します。

成長を

市内でご商売（事業）をされている方なら
誰でも加入できる地域の総合経済団体です

貴
社
の

入会しませんか？

Nagai CCI

バックアップ
します。 業績

UP

長井商工会議所の会員と

なって信用力を高め、経営

情報を先取りするニック。



ネットワークを広げビジネスチャンスをつかみたい

○業者照会を行います
全国 514 余の都市にある商工会議所のネットワークを活かし
お応えします。
また、他地域からの取引先の照会があった際には、会員事業
所をご照会します。

○ながいタウンなびとは
「ながいタウンなび」は、長井商工会議所およびその参加会員が
長井市の地域資源情報を発信・PRするコミュニティサイトです。

○会報をご利用ください
当所会報「ニュース商工長井」（毎月発行）を自社の PR にご
活用ください。
　…会員紹介のページにて新規オープン、新事業のお知らせ
　　や新商品紹介などを掲載します。

○生命共済（フォルテシモ）がおすすめ！
割安な掛金で、病気・災害・ガンによる死亡から事故による
入院まで幅広く保障します。

従業員の定着、勤労意欲の向上を図るため、会員事業所の
ご推薦により優良な従業員を表彰します。（勤続10年以上）

事業主のみなさまに代わって、労働保険（労災保険・雇用保険）
に関する各種届け出、保険料の納付などの面倒な事務手続きをお
引き受けし、会員事業所とその社員の安全に貢献します。

事業主や従業員の生活習慣病等の早期発見と予防のため実施し
ています。

※別途事務手数料が必要になります。

○特定退職金共済制度があります
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営
の発展に役立ちます。

◇ 商業部会　◇ 工業部会
◇ 建設部会　◇ 金融・保険部会
◇ 生活衛生・観光部会　◇ 情報・サービス部会
部会総会やセミナー、勉強会を開催。業種間
の交流・情報交換が図れます。

会員事業所の若手経営者や後継者、社員など
で組織。研修会等で自己研鑽を図りながら、
地域内だけでなく他都市の青年部との交流な
どにより人的ネットワークとビジネスチャン
スを広げています。

女性経営者で組織。女性の視点
から自らの知識や経営能力向上
を図り、会員相互のネットワー
クを広げる事を目的に多様な事
業を展開しています。

ネットワークを活用して会員企業の交流・
ビジネス拡大の機会を提供します 会員間の交流を深め、出会いの場を広げます

従業員の福利厚生の充実を図るには…？
従業員のケガや病気に備えたい 従業員に退職金の積み立てをしてあげたい

労働保険の事務処理をかわりにやってほしい
労働保険の事務代行サービスを行っています

こんなメリットが！

優良従業員を表彰します TASフィットネス施設の定額料金で利用（1,000円）

健康診断事業

○

○

○

部 会 活 動

青 年 部
（YEG)

女 性 会

事業主・役員も加入OK

「フォルテシモ共済」加入者へは
健康診断助成金 １回 2,000円

・事業主の労災保険加入が可能
・事務負担の軽減
・労働保険料の分割が可能（３回）

割安な掛金
例）15歳～70歳までの加入　月額1,800円～

掛金月額
従業員１人につき１口1,000円、最高30口まで加入できます。

24時間保障
（業務上・業務外問わず）

損金または
必要経費に算入可能

（個人事業主のご本人契約を除く）

節税対策
にもなります

交流
Nagai CCI

安全
Nagai CCI

雇用安定
Nagai CCI

ながいタウンなび www.nagai-townnavi.com

フォルテシモ共済加入事業所 500 円



小規模企業共済がおすすめ！
事業主・共同経営者・役員のための退職金積立です。

『山形県火災共済制度』火災・落雷・雪害などワイドな補償
『自 動 車 総 合 共 済』自動車事故による対人・対物の補償。
『自動車事故費用共済』人身事故にもうひとつの安心
『PL（製造物責任）保険制度』製造物責任事故を幅広く補償
『個人情報漏えい賠償責任保険』個人情報漏えいによる損害保険金のリスクに備えて（会員割引有り）
『業務災害補償プラン』政府労災保険の支払を待たずにスピーディな保険金の支払い（会員割引有り）

社員のスキルアップから経営相談、事業承継にいたるまで、事業所の

抱える課題を解決するためのプロフェッショナルを手配します。

独立や創業相談にも秘密厳守で対応し、創業後のフォローまできっち

りお見届けいたします。

資金調達をスムーズに行うためには、商工会議所を利用する
のが近道。マル経融資をはじめ、会員に有利な融資制度を紹
介、斡旋、推薦し、資金調達に貢献します。

帳簿の記入方法や税務書類の作成手順など、税務に関する様々
な事でお困りの方には、実際に事業所を訪問しての記帳指導や
年末調整・決算指導を行い、正しい帳簿管理と納税ができるよ
う指導やアドバイスをします。

専門的な相談にのってもらえますか？

もしもの事態や将来の生活に備えたい

資金調達したいのですが…？

長井商工会議所の抱える優れた専門家を
最大限にご活用下さい

会員限定の安心・有利な融資制度
経営改善に、運転資金および設備資金に！

老後に備えたい

もしもの時に備えたい

掛  金
月額1,000円～70,000円

経営セーフティ共済におまかせ！
取引先の急な倒産により売掛金や手形が回収できなくなった
場合、最高8,000万円の貸付が受けられます。

決算・申告無料相談会
２月中旬～３月中旬頃
　税理士、会議所担当者が
　個別にご相談に応じます。

取引先の倒産に備えたい

記帳・税務について相談したいのですが…？
記帳や経理についてお手伝いをします 青色申告で節税しよう！ 無料相談会

掛  金
月額5,000円～200,000円

青色申告特別控除（最大65万円）
妻・家族給与の必要経費算入

赤字の繰越（３年間）

全額所得控除 損金または必要経費に算入可能

節税対策
にもなります 節税対策

にもなります

経営
Nagai CCI

資金
Nagai CCI

安心
Nagai CCI

経理
Nagai CCI

※申込には一定の要件がありますので、電話にてお問い合わせください。

マル経融資３つの特長

エキスパートの派遣
（中小企業支援機関と連携）

専門家による
窓口相談

（弁護士、税理士、社会保険労務士）

各種セミナー
研修会

講演会の開催

商工会議所を通じて
信用調査会社からの

情報提供



　長井商工会議所は、昭和50年4月
に設立され、地区内の商工業の発展
と地域活性化に向けた様々な活動を
展開し、地域とともに歩んでまいり
ました。今後も会員企業の皆様と地
域社会の期待と信頼にお応えできる
よう、きめ細かな取り組みを展開し
てまいります。

■長井市内で事業を営んでいる商工業者（協同組合・団体を含む）であれば、規模・業種・本店・支店・営業所を
問わずご加入いただけます。（次の方々も入会できます）

❶「入会申込書」に必要事項をご記入頂きます。  ※ご連絡いただければ、職員がお届けします。
❷お申し込み時には、当該年度の会費と加入金10,000円を納入いただきます。
❸翌年以降、年会費は５月と11月の２回に分けてご指定の口座より、引き落としさせていただきます。
　※会費は全額損金または必要経費に算入できます。

【特定商工業者の方もご入会を】
会員（任意加入）と特定商工業者（法定）は別の制度です。
会員にご加入いただき会員メリットの積極的なご活用をおすすめいたします。

【特定商工業者制度】
市内で事業を営む一定規模以上の商工業者は、「特定商工業者」として法定台帳
に登録することが定められており、台帳整備のために負担金（年額 2,000 円）
をご納入いただいております。

◇医療法人　◇社会福祉法人　◇学校法人　◇社団法人　◇財団法人　等
◇医師　◇宗教法人　◇弁護士　◇公認会計士　◇行政書士　◇弁理士　等

地域とともに

会員増強運動実施中！ 
この機会にぜひご入会ください。

法人の場合（①+②）
①資本金割（口数） ②従業員割（口数） 人　数 口 数

個人事業者の場合

300万円未満
300万円以上
1,000万円以上
2,000万円以上
3,000万円以上
5,000万円以上
10,000 万円以上

５～
８～
12～
18～
25～
35～
50～

４～
６～
10～
20～
40～
70～
100～

４～
６～
10～
20～
40～
70～

３人未満
３人以上
10人以上
20人以上
50人以上
100人以上
150人以上

３人未満
３人以上
10人以上
20人以上
50人以上
100人以上

加入申し込み・お問い合わせ

長井商工会議所
〒993-0011　山形県長井市館町北6番27号

TEL（0238）84-5394 ㈹
FAX（0238）88-3778

■電子メールアドレス　soumu@nagai-cci.or.jp
■ホームページアドレス　http://www.nagai-cci.or.jp タス

地域経済の牽引役、
会員事業所の成長・
発展のお手伝い

信頼される
長井商工会議所
行動する
長井商工会議所

・弛まざる挑戦
　・着実な前進
　　・活力ある長井の創造

ご入会手続き

法人事業所（協同組合含む）

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

　9口  年額 18,000 円以上
個人事業所　　　　　　　　

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

　4口  年額　8,000 円以上
会 費
（年額）

加入金
10,000円

※会費は１口2,000円です。  ※口数は別途基準により設定。

企業を育て
地域を伸ばす
時代を先取りした
長井商工会議所

使 命
と
役 割

運 営
理 念

事業活動
方針

商工会議所に入会いただきますと、街づくり・
ものづくりなどの様々なプロジェクトに
参加でき、経営者の仲間が増えたり、地域
とのつながりが強まります。


