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令和元年度　伴走型小規模事業者支援推進事業



【商品紹介】
シングル　300円　ダブル 500円（税込）
お持ち帰りもOK！

★レギュラーメニュー（９種類）
　ミルク、塩ミルク、抹茶、チョコ、バナナミルク、黒ゴマ
　レアチーズ、塩キャラメル、黒糖ミルク

★南国フルーツメニュー（５種類）
　マンゴーミルク、ピーチパインミルク、シークヮーサー
　ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ

★その他季節メニュー（21種類）

★Gela319 オリジナルグッズ 

【ご注文方法】
店舗（国見町）での販売、移動販売車での販売、を行っています。出店情報など、SNSを通じて情報発信していますので、
ご確認ください。その他、ご要望については、随時お問い合わせ下さい。
（お問合せ先：090-7078-3190）

【実　績】

ビジネスマッチ東北 2019出展、TUFげっきんチェック紹介県内各イベントへの出店

商工会支援情報

●支援のきっかけ
　当社の強みとなっている設備工事と従業員の特性を生かした新分野への進出を計画。平成 29年度の伴走型支援事業（広
域事業）で開催された事業計画策定セミナーへ受講し、事業計画をブラッシュアップ。商工会から支援を受けることとな
りました。
●具体的支援の内容（事業計画策定及びブラッシュアップ支援）
　⑴店頭販売の強化
　　�　持続化補助事業支援を受け、自社敷地内住宅を店舗兼ジェラート製造工場として改装し、店舗においてジェラート

販売を行いました。当店のジェラートは沖縄県産のマンゴーやパイナップルなどの南国フルーツを使用しておりその
新鮮さを生かし味わうために特許製法で販売しており、

　⑵事業戦略の確立
　　�　商工会及び中小企業診断士により、２年間にわたって事業戦略のアドバイスを受けることができました。刻々と変

化するニーズに適応するため、新たな販売方法や販路等を見いだす手がかりとなりました。
　⑶セミナーへの参加と事業計画のブラッシュアップ
　　�　経営発達支援計画の一環として開催された講師を別とする 2コースの「経営セミナー」へ出席し、ターゲットの発

見、ポジショニングの決定とドメインを学ぶことができ、経営計画をマーケットインに則した計画へとブラッシュアッ
プを支援しました。

●支援による成果
　全く別の業種でありながら、事業計画に各種制度を盛り込み、強みを活かした事業に組み立てたことによって、事業開
始に結び付けることが出来ました。計画のブラッシュアップにより、更なる販路を開拓中です。
●制度等活用支援
　小規模事業者持続化補助金採択、IT 導入補助金採択、専門家派遣支援、経営計画策定セミナー受講

　当店は、国見町山崎字東滝山にある店
舗での販売とイベントに合わせた移動販
売車での販売をおこなっています。沖縄
と福島の農産物を使った新鮮でおいしい
無添加ジェラートを多くの人に届けるた
め、様々なイベントに積極的に参加中！
　元来の事業である設備業（有限会社齋
久設備）の新規事業として立ち上げ、そ
れらノウハウも含めて広く活動を行って
います。もちろん設備事業のご用命も承
ります！

当店のご紹介

【事業所情報】
［代　　表］	 齋藤　仁志
［営業時間］	 10:00 ～ 16:00
［定 休 日］	 火曜日、第 1、第 3水曜日
［住　　所］	 〒969-1771	伊達郡国見町大字山崎字東滝20
［連　　絡］	 TEL	024-585-2310
［ホームページ］	 http://www.saikyusetsubi.co.jp/
［Ｓ Ｎ Ｓ］	 Facebook、Instagram（Gela319 で検索）

沖縄と福島産農産物を贅沢に使用！体に
優しい無添加ジェラートをお届けします。

国見  まちBRAND

Gela319
（有限会社齋久設備）

【当店のこだわり】

★特殊製法が生み出す南国ジェラート

　お客様から注文を受けてからフルーツのジェラートとミルクジェラート、新鮮なフルーツを混ぜ合わせた特許製法に
より、牛乳、砂糖、果物、野菜など必要最低限の素材で作っています。素材の味を生かすために着色料、保存料、香料
といった添加物や油は一切使用していません。
★低カロリーと健康食品

　砂糖は極力抑え、素材の甘さを引き立てた調理法で作っているのでしつこすぎず、カロリーは市販品の半分以下に抑
えているので女性にもおすすめ！
　また、半分以上が果物、野菜で出来ているので、果物や野菜嫌い、野菜を取る機会が少ない小さいお子様やお年寄り
にもおすすめできる一品です。
★各地への出展

　県内各地のイベントに出展し、専用キッチンカーでジェラートを販売しています。
福島県商工会青年部連合会の理事を勤め、人的ネットワークを広げることができ、各
地のイベントへお招き頂いています。
　令和元年 11月 7日には宮城開催の「ビジネスマッチ東北 2019」へ出展。

ご注文はこちら！



　当店は桑折町の中心市街地に位置し旧
4号線沿いを少し入った場所に自宅の一
部をアトリエにし、女性服をメインとす
るオーダー、仕立て販売、お直しを取り
扱う個人事業として平成 29年 4月に開
業。代表は、東京にある皇室デザイナー
でもあった高級プレタポルテを手掛ける
有名デザイナー・メゾンで培った経験を
活かし、依頼者との対話を重視しながら
希望や体型、TPOなどを想定し、デザイ
ンや生地から提案する“特別な一着”を
仕立ててくれます。

当店のご紹介

【事業所情報】
［代　　表］	 坂田かつ枝
〔事業内容〕	 	婦人服オーダーメイド、自社製品既製服販売、

洋服リメイク、お直し等
〔住　　所〕	 〒 969-1614　伊達郡桑折町字本町 70-2
〔連　　絡〕	 ℡ 050-5242-4899
〔営業時間〕	 11:00 ～ 16:00　
〔定 休 日〕	 不定休　
〔Ｕ Ｒ Ｌ〕	 https://soar-couture.net/

アトリエ・クチュール  ソア
　～貴女のステキをカタチにするお手伝い～

【当店のこだわり】

★お客様の大切な一着を制作するために

　アトリエクチュールソアのオーダーは、お客様へ「笑顔」と「感動」をお届けするため、お話合い（打合せ）を大切
にしているため、「完全予約制」となっております。
　お客様のご要望や、TPOなどをお知らせ下さい。また、詳細まで決まってなくとも、こちらで今までの培った技術
や経験を基に、お客様のご納得の行くものをご提案させていただきます。また、代表が、初回打合せから商品のお引き
渡しまで責任をもって対応させていただきます。
★洋服のご相談

　その他、「以前までの洋服が似合わなくなってきた」「体型が変わったため既製服がしっくりこない」「同窓会に出席
にする洋服がみつからない」「昔、購入したお気に入りのワンピースをリメイクしたい」「出番のない着物を洋服にアレ
ンジしたい」等々お悩みでのご来店もお待ちしております。
★出張サービスも受けたまわります

　時間がなくてご来店できない等々にもご対応させていただきます（別途請求）。

一人経営で出張不在もあるため、ご来店の際は、事前にＨＰのメールフォーム
又は電話にてご連絡があると安心です。

【商品・サービス紹介】
商品・サービスを内容・ジャンルごとに分け『SoaR ソアブランド』として
事業展開を行っています。

１．SoaR オーダー　
　⑴フルオーダー（価格帯：75,000 円～※スーツの場合）　
　　�お客様の TPOに併せ、デザインを提案し型紙から起こしその人のための 1着を

作りあげます。
　⑵パターンオーダー（価格帯：60,000 円～※スーツの場合）
　　お客様のベースとなる洋服を元に寸法を計り、その人に併せてデザイン的、
　　体型的な補正を加えて型紙を作り、作りあげます。
　⑶セミオーダー（価格帯：60,000 円～※スーツの場合）
　　�SoaRで作って販売されたデザインのパターンを元に、お客様の体型に近い（S.M.L）

で生地を選んで 1着を作りあげます。
２．SoaR プレタ販売（SoaR で制作した既製服）
　⑴�SoaR プレミアム
　　女性らしいのにかっこいい大人のラグジュアリーテイストの洋服
　⑵�SoaR リラックス
　　着心地が良く大人の風合いを引き出し、リラックス感を出した洋服
３．SoaR　Onaoshi
　　昔購入した洋服のリメイクや、サイズのお直し（金額はＨＰご覧下さい）。

※オーダー価格帯は一例、使用する生地や作製物により変動

商工会支援情報

活用制度等

１、お客様層や事業方針の明確化による情報発信
→ホームページ再構築・モンモ雑誌への広告掲載・パンフレット作成配布・
受注展示販売会の開催
２、ブランド力（事業所・商品）の強化
→事業コンセプトにマッチしたロゴデザインの変更
３、お客様のサービス向上
→CADソフトの購入、お客様アンケートの実施
今回は、持続化補助金の採択を受け、上記の３つの内容を行ってきました。
内容が盛りだくさんで採択後すぐ取りかかり、12月８日の展示受注販売
会まであっという間の５ヶ月間でした。
　ＨＰ、広告、パンフレット、ロゴマークも全てお客様層と事業方針にあ
わせた内容で作製させて頂きました。
　12 月８日に開催した販売会においては、アンケートも併せて実施し、
集計の結果、新規顧客割合は約７割、希望するお客様の層のご来店は６割
という状況でした。また、約８割の方が広告やパンプレット等の情報によっ
てご来店され、当店のイメージについても事業方針とあった回答であり事
業成果を実感しています。

ご来店に際して

フルオーダータグには事業所名と
代表名が入る

プレタ販売の商品の一例
ラメの少し入った華やかなジャ
ケット

持続化補助金 1件、専門家派遣 2件（IT 分野・経営分野）、SNSセミナー受講

専門家による支援の様子

展示・受注販売会の様子（福島市内開催）

着ていただく方に『笑顔』と『感動』を
お届けします！

桑折  まちBRAND



　当事業所は、平成 16 年より川俣町で
事業を営む電気工事業者です。地域密着
で事業を営み、迅速な対応、ミスのない
施工をモットーに、関連する業者からの
ご信頼もいただいております。一般の住
宅のほか、学校や、工場の設備など電気
工事に関する幅広いご用命をいただいて
おります。

当店のご紹介

【事業所情報】
［代　　表］	 高橋　富雄
［定 休 日］	 不定休
［住　　所］	 〒 960-1401	伊達郡川俣町飯坂字南古堂内 26
［連　　絡］	 TEL/FAX　024-566-2219

高橋電設

【当店のこだわり】

★職人の工事技術

　IT だけに頼らない精度の高い長年の工事技術により、ご依頼に対する迅速な対応を可能にしています。

★急な工事依頼への対応

　間取り図面さえあれば、その日のうちに電気配線図面が作成可能。併せてお見積りもご提示でき、即座に工事着工に
取り掛かれます。

商工会支援情報

●支援のきっかけ
　事業再開補助金について、当初特に気に留めることもなかったが、今回は「今が挑戦するときだ」と何かのひらめきの
ようなものがあり、事業申請は未経験で、不安もあったが、思い切ってチャレンジしてみようと

●具体的支援の内容（事業計画策定及びブラッシュアップ支援）
　⑴生産性の強化

●支援による成果
　補助事業に思い切ってチャレンジしたことにより様々な目標が見えてきた。やるべきことに気づくことができた。
今後の取組においても商工会の支援、協力を受けながら進めていきたい。

●制度等活用支援
　事業再開補助金（

ご用命はこちら！

IT にも負けない電気工事職人 60年の技術ブランド！
ネコの「うり」と「ぎん」とともに

川俣  まちBRAND

【施行までの流れ】

【ご用命の方法】
　一般住宅、お店、企業、どのような電気工事にもご対応します。
お電話にてお気軽にお問合せ下さい。（お問合せ先：024-566-2219）
【施行実績】

お電話にてお問合せ下さい。

図面又は現場等にてお打合わせを致します。日程等の調整をさせていただきます。

工事の内容及び金額等について、お見積書に基づいてご説明致します。

お打合わせの工期にあわせ、施工致します。お見積り内容外の工事中の突発的事項
については、随時ご相談致します。

お客様立ち合いのもと、工事箇所のご説明を致します。

施工後の安心、アフターフォローも行います。

お問合せ

お打ち合わせ

お見積り

工事施工

施工後確認

ご請求・アフターフォロー
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令和元年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

～	事業所のこれからを共に考え支援します	～

売上が上がらない、お客様が年々減少している、これからの経営方針が定まらない、事
業を承継したい、事業を誰かに譲りたい等々、経営に関するお悩みはございませんか？
私たち商工会職員は、皆様と一緒に事業所経営に携わりながら、様々な支援を行ってい
ます。
経営計画の策定・戦略化をはじめ、専門家派遣や補助金・助成金の申請、ご融資の相談
など、経営のことなら何でもお気軽にご相談ください。

外部環境分析支援 事業所を取り巻く環境（消費動向、業界動向、社会動向、経済動向など）について詳しく調べます。

内部環境分析支援 事業所自体の状況（経営状況、財務状況、経営資源（人・もの・金・情報）など）について詳し
く整理します。

事業計画策定支援 整理した情報をもとに、課題点と事業所が持っている「強み」を洗い出します。目標を立て、こ
れから何をすべきなのかを一緒に考え、組み立てます。

事業実行支援 組み立てた内容を一緒に実行し、うまくいかなかった点を改善して成果に結び付けます。

需要調査支援 お客様・取引先が、事業所に対して何を望んでいるのかを調査し、今後の事業に役立てます。

新たな需要開拓支援 新たなお客様・取引先を掘り起こし、売上アップを目指した支援を行います。

■お問い合わせ・発行元
　　桑折町商工会　〒 969-1614　福島県伊達郡桑折町字本町 17-5　　　　℡	024-582-2474
　　国見町商工会　〒 969-1761　福島県伊達郡国見町大字藤田字南 20　　℡	024-585-2280
　　川俣町商工会　〒 960-1454　福島県伊達郡川俣町字八反田 23　　　　℡	024-565-2377

Q	具体的にどのような支援をしているの？

A	�事業所の今をしっかり把握し、今後どのように経営したら良いかを一緒に考え、一緒に作り上げる支援
を行っています。（下表は伴走型支援の流れです。）

Q	どうしたら支援を受けられるの？

A	�地域内の商工業者又は創業希望者であれば誰でも無料で相談・支援を受けることができます。随時ご相
談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

　��その他、下記商工会で年 2回、経営なんでも相談会を開催中です。是非ご活用ください。
　��※各商工会によって開催時期が異なりますのでご了承ください。

Q	個人情報、事業情報に関する取り扱いはどのようにしているの？

A		個人情報はもちろん経営状況などの情報は支援にのみ利用します。その他の用途、目的での使用は一切
ございません。また、支援に携わる職員を除いて外部へ開示や提供は致しませんので安心してご相談く
ださい。


