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　前橋商工会議所では会報への広告チラシ同封サービスを行って
います。
　単独のDMよりも低コストで、しかも事業者へのアプローチと
いう点で、効率のよいPR効果が期待できます。

■概要
　・同封できるサイズは、原則A4サイズの１枚となります。
　　※サイズ・折り等により金額が変わります。
　・利用者は前橋商工会議所会員企業のみです。
　　※�関係法規に違反するもの又はその恐れがあるものや公序良

俗に反するもの等については、お受け致しかねます。
■料金　A４サイズの場合　１枚　�100,000円（税別）
　　　　年６回以上のご利用で１枚　80,000円（税別）
　　　　年12回のご利用で１枚　60,000円（税別）に!!
お申込み 　
　所定のお申込書に利用希望月の前々月末の営業日までに必要事
項をご記入のうえ、原稿内容が分かるものを添えて下記担当窓口
にご提出ください。

　前橋商工会議所では2020年度会報「糸都」誌面の広告企業を
募集しております。毎月約7,000部を発行している「糸都」に、
御社の紹介や商品等のPRを掲載してみませんか？

■概要
・広告種類は、サイズ・掲載ページにより、５種類となります。
※サイズにより金額が変わります。
・全広告はフルカラーでの掲載となります。
・前橋商工会議所会員企業以外の企業でも掲載可。
※但し非会員金額となりますのでお問い合せください。
・�関係法規に違反する広告又はその恐れがあるものや公序良俗に
反するもの等については、掲載をお断りします。
■料金（会員の場合）

広告種類 月額広告料(税別)

①裏表紙
100,000円
半年契約　　95,000円
年間契約　　90,000円

②中全面 80,000円
半年契約　　76,000円
年間契約　　72,000円　横180×縦267㎜

③中半面
40,000円

　横180×縦129㎜

④中４段
20,000円

　横180×縦60㎜

⑤中ページ下
20,000円

　横180×縦50㎜

・�半年契約とは、初回広告掲載月から１年の間に６回以上12回未
満の掲載となります。
・年間契約とは、初回広告掲載から１年間毎月の掲載となります。

お申込み 　
　広告掲載をご希望の方は、下記担当窓口にご連絡ください。お
申込用紙等をメールにてご担当者様にお送りいたします。お申込
用紙に、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにて事務局ま
でご提出ください。申込受け取り後、事務局より再度ご連絡させ
ていただきます。
　お申込多数の場合は、ご希望に添えないこともございますので、
ご了承ください。
お問合せ 　
前橋商工会議所�情報発信課　Tel.�027-234-5113

会報「糸都」への同封サービスのご案内 2020年度会報「糸都」誌面広告企業の募集の
ご案内

お問合せ
前橋商工会議所�情報発信課　Tel.�027-234-5113

■手続きの流れ
　（�）内の日付は５月１日発行の「糸都」に同封を行う場合
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がわかるもの（サンプ
ル等）を利用希望月の
前々月の20日頃（休
日の場合は翌営業日）
までに担当窓口にご
提出ください。
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商工会議所検定試験　2020年度検定試験日程のお知らせ
　皆様のキャリアアップを応援します。人材教育の一環として、社員のスキルアップ、能力評価等に商工会議所の検定試験をご活用ください！

【東商検定】　東京商工会議所 検定センター　https://www.kentei.org/　Tel. 03-3989-0777�
※東商検定の団体登録期間は別途ご確認ください。

検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

カラーコーデ
ィネーター

2020年度から「スタンダードクラス」「アドバンスクラス」に変わり、より一層実践で活用できるものとなります。

2020年 6月７日（日） スタンダード
クラス

アドバンス
クラス

第48回 個人登録期間：　3月24 日（火）～　4月24日（金）スタンダードクラス
5,500円

アドバンスクラス
7,700円2020年 11月 29日（日） 第49回 個人登録期間：　9月15日（火）～10月16日（金）

ビジネス
実務法務

法律知識を身につければ、ビジネス上の法務トラブルを未然に回避することができます。ビジネスで実践的に使える法務知識を体
系的に学ぶことができます。※1級は、2級合格が受験条件。

2020年 6月21日（日） 2級～3級 第47回 個人登録期間：　4月7日（火）～　5月8日（金） 2級：���6,600円
3級：���4,400円

2020年 12月 6日（日） 1級～3級 第48回 個人登録期間：　9月23日（水）～10月23日（金）
1級：11,000円
2級：���6,600円
3級：���4,400円

福祉住環境
コーディネー
ター

高齢者や障害者にとって住みやすい住環境を提案するのが福祉住環境コーディネーターです。医療・福祉・建築の知識を体系的に
幅広く身につけ、住宅改修プランや設備に関して的確なアドバイスができるようになります。※1級は、2級合格が受験条件。

2020年 7月5日（日） 2級～3級 第44回 個人登録期間：　4月21日（火）～　5月22日（金）2級：���6,600円3級：���4,400円

2020年 11月 22日（日） 1級～3級 第45回 個人登録期間：　9月8日（火）～10月9日（金）
1級：11,000円
2級：���6,600円
3級：���4,400円

環境社会
（eco 検定）

環境に対する幅広い知識をもち、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”、そして環境と経済を両立させた「持続可能
な社会」を目指す検定です。

2020年 7月12日（日）

※級の設定なし

第28回 個人登録期間：　4月28 日（火）～　5月29日（金） 5,500円

2020年 12月 13日（日） 第29回 個人登録期間：　9月29日（火）～10月30日（金） 5,500円

ビジネスマネ
ジャー

あらゆる管理職が持つべき総合的な知識を体系的に学び、管理職として知っておくべき基礎知識を網羅的に身につけることができます。

2020年 6月27日（土）

※級の設定なし

第11回 個人登録期間：　4月14 日（火）～　5月15日（金） 6,600円

2020年 11月 8日（日） 第12回 個人登録期間：　8月25日（火）～　9月25日（金） 6,600円

上記検定の詳細やその他の検定に関する情報は、お問合せいただくかウェブサイトをご覧ください。�
前橋商工会議所　Tel.�027-234-5111　http://www.maebashi-cci.or.jp/examination/

私達の作る製品は
　生活の中でよく使われています。

機械・電気製品用部品
農業資材・土木建材
梱包材

旭化成は「発泡スチロールの可能性」を追求しています。　
■本社（営業部）　群馬県前橋市西大室町1257番地3　TEL.027-268-2321（代）  FAX.027-268-0685
■赤堀工場　　　群馬県伊勢崎市野町722　　       　TEL.0270-63-1151（代）  FAX.0270-63-1154 
URL . http://www.asahikasei-kk.co.jp/

旭



19 2020.03

INFORMATION

ネット検定で施行している検定試験

日商ＰＣ検定試験
ビジネス文書の作成、取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（文書作
成）」、業務データの活用、取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（デ
ータ活用）」、プレゼン用資料の作成、取り扱いを問う「日商ＰＣ
検定試験（プレゼン資料作成）」の三分野で、それぞれ独立した検
定です。

日商簿記初級
簿記初学者向けの入門級として、簿記の基本原理および企業の日
常業務における実践的な簿記の知識の習得に資する検定です。

日商原価計算初級
生産性を見える化し、その向上を図るうえで必須となる知識・ス
キルである原価計算の初学者向けの入門級として、原価計算の基
本的な考え方や知識を理解・習得できる検定です。

電子会計実務検定試験
電子会計の実践およびこれに対応できる人材の育成に資する検定
です。

日商ビジネス英語検定試験
企業で日常的に使用する英語のビジネス文書の作成及び海外取引
に関する実務的な内容について、出題する検定で、ビジネスで求
められる英語力の養成に最適です。

ビジネスキーボード認定試験
ビジネス実務で使用されている単語や文章等を中心とした実務に
即したキーボード操作能力を身につけられる検定です。

キータッチ2000テスト
キータッチ2000テストは、基本的なキーボード操作技能を証明す
る検定です。

日商プログラミング検定試験
これからの社会に求められるIT人材育成のため、プログラミング
に関する基本知識・スキルを体系的に習得することを目的に新設
された検定試験・認定制度です。

■詳細、お申し込みはコチラから
https://www.kentei.ne.jp/construction�

【日商検定】　日本商工会議所　https://www.kentei.ne.jp/　Tel. 03-5777-8600
検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

簿　　記

帳簿を正しく記入する、あるいは帳簿の数字を読み取る能力を身につける試験。日々の取引を数字というデータに置き換えて整理・
理解する力をつけることができます。経理担当の方はもちろん、営業の方にも必須の内容です。

2020年 6月14日（日） 1級～3級 第155回 ネット：���4月���6日（月）～���5月13日（水）
窓　口：���5月���7日（木）～���5月15日（金）

1級：7,850円
2級：4,720円
3級：2,850円

2020年 11月 15日（日） 1級～3級 第156回 ネット：���9月���7日（月）～10月14日（水）
窓　口：10月���7日（水）～10月16日（金）

2021年 2月28日（日） 2級～3級 第157回 ネット：12月21日（月）～���1月27日（水）
窓　口：���1月20日（水）～���1月29日（金）

リテールマー
ケティング

（販売士）

流通業界で唯一の公的資格です。販売・接客技術、在庫管理、マーケティング、労務・経営管理などの知識の獲得に役立ちます。

2020年 7月11日（土） 2級～3級 第86回 ネット：���5月11日（月）～���6月17日（水）
窓　口：���6月10日（水）～���6月19日（金） 1級：7,850円

2級：5,770円
3級：4,200円

2021年 2月17日（水） 1級～3級 第87回
ネット：12月14日（月）～���1月20日（水）
窓　口：���1月13日（水）～���1月22日（金）
※1級申込は窓口のみで受け付けます

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

田 中 鑿 泉 重 工 ㈱田 中 鑿 泉 重 工 ㈱
さ く  せ ん

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338
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令和２年４月１日から、すべての雇用保険
被保険者について雇用保険料の納付が必要
となります

情報メディア部会・サービス部会主催講演会
「デジタルシフトによる地方創生」スマート
シティ会津　Society5.0　プロジェクト

講演会：デジタル・トランスフォーメンション
の理解とその対応

理財部会主催講演会
「最近の金融経済情勢について」

　65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経
過措置として、平成29年１月１日から令和２年３月31日までの
間は、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
　令和２年４月１日からは、高年齢労働者についても、他の雇用
保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
　給与計算では、令和２年４月１日以降に締日が到来する給与か
ら、高年齢労働者についても雇用保険料を徴収する必要がありま
す。
　また、令和２年度の労働保険料の年度更新にかかる概算保険料
は、高年齢労働者分賃金を含めた賃金見込み額を基に算定いただ
くことになりますのでご注意ください。（確定保険料は、64歳以
上の被保険者についてはかかりません）

※高年齢労働者とは、保険年度の初日（４月１日）において満64歳以上
である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指し
ます。
お問合せ
労働保険事務組合　前橋商工会議所（金融支援課内）
Tel.�027-234-5115

　福島県会津若松市が先端技術の実証・実装
フィールドかつICT関連産業の集積拠点とし
て官民連携で整備を進めてきたICTオフィス
「スマートシティAiCT（アイクト）」にあるア
クセンチュア・イノベーションセンター福島
の中村センター長を講師に迎え、会津若松市
を実証フィールドとしているデジタルシフト
によるスマートシティ・地方創生事業（再エネ�/省エネ・IoTヘル
スケア・デジタルDMO・デジタルコミュニケーション等）の推進
や産官学民との連携等、会津発の地方創生モデルの取組みについ
てご講演頂きます。
　これからの前橋には何が必要なのか。前橋の新たなビジネス展
開の可能性を探ります。ぜひ奮ってご参加ください。

■日　時　３月１8日（水）　14:30～16:00
■会　場　前橋商工会議所�３Ｆ�リリィ
■講　師　アクセンチュア・イノベーションセンター福島
　　　　　センター長　中村　彰二朗�氏
■参加費　無料
お申込み 　同封のチラシよりお申し込みください
お問合せ 　前橋商工会議所�政策部情報発信課
　　　　　��Tel.�027-234-5113

　今、注目される「デジタル・トランスフォーメーション」。既
存の業務をIT化していくだけではなく、デジタルを前提とした世
界に目を向け、イノベーションを起こしてくことが求められてい
ます。「ITなんてうちには関係ない…」「ITはよくわからないから…」
ではなく、こうした変化を新たなビジネス展開のチャンスと捉え、
積極的にチャレンジしていくことが重要です。
　本セミナーは、新潟県のグローバルITパーク南魚沼構想の提案
者であるアダムイノベーションズ代表取締役社長のカウシャル氏
を講師にお招きし、デジタル・トランスフォーメーションがもた
らす未来についてお話しいただくほか、そうした社会に対応して
いくためのサービスや、課題解決のソリューションについて情報
提供を行うことを通じて、皆様の事業展開のヒントとしていただ
くことを目的に開催するものです。ぜひ奮ってご参加ください。

■日　時　３月25日（水）　14:00～16:00
■会　場　前橋商工会議所�３Ｆ�リリィ
■参加費　無料
お申込み 　同封のチラシよりお申し込みください
お問合せ 　前橋商工会議所�政策部情報発信課　Tel.�234-5113

　日本銀行前橋支店の岡山支店長を講師にお招きし、最近の金融
経済情勢や今後の県内景気動向の見通しについて解説いただきま
す。ぜひ、奮ってご参加ください。

■日　時　３月11日（水）　14:00～15:00
■会　場　前橋商工会議所�３F�リリィ
■講　師　日本銀行前橋支店　支店長　岡山　和裕　氏
■定　員　50名（先着順・無料）

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　経営支援部
Tel.027-234-5115

株式会社アミックカーライフ

定休日／水曜日（土日祝営業）

〒370-0013�群馬県前橋市西片貝町2-105
（上毛電鉄上毛線片貝駅から徒歩5分）
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第８回オールまえばし にぎわい市開催

　前橋商店街“オール前橋”と
しての市内最大規模の商店街イ
ベントを今年度も開催！
　中心商店街、前橋市商店街連
合会、東部商工会の元気なお店が、
厳選した商品を当日限りの大特
価でご用意して皆様のご来場を
お待ちしています。
　当日先着で会場内の商店街でお買い物された方等を対象に豪華
景品の当たる「大抽選会」等も開催します。

■日　　時　３月８日（日）10:00～16:00
■場　　所　ヤマダグリーンドーム前橋　メインイベントエリア
■参加店数　商店街：30店・フリーマーケット：70店

お問合せ � 前橋市商店街連合会　事務局
� Tel.027-234-5655
� URL　https://maesyoren.com

　技能検定は、働く人の技能の習得段階を評価する国家検定制度
です。
■申請期間等
　�４月６日（月）から４月17日（金）までの期間
に職業能力開発協会にて受付

■試験会場・受検資格・受検手数料
　受検する級や職種によって異なります。
　�２級・３級の実技試験を受検する35歳未満の方(令和２年４月
１日現在)の受検手数料が軽減されます。また令和元年10月１
日より、実技試験の受検手数料が改定されました。
　詳細については、表記の電話番号までお問い合わせください。
■技能検定合格のメリット
　○「技能士」と名乗ることができます。
　○�技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客から
信頼を得られることが期待されます。

■受検申請書配布・問合せ先
　群馬県職業能力開発協会�伊勢崎市宮子町1211-１
　Tel.�0270-23-7761
　群馬県庁�産業人材育成課　Tel.�027-226-3414

令和２年度 前期技能検定について
群馬県職業能力開発協会からのお知らせ

　前橋の観光情報を発信するWEBサイト「前橋まるごとガイド」を全面リニューアルしました。
　今回のリニューアルでは、パソコンの他にスマホやタブレットからも快適にご利用いただけるレスポンシブデザインになり、季節やト
レンドに合わせた前橋の観光情報を、直接手元に伝えるサイトに生まれ変わります。旬な情報や周辺の観光スポットの表示、外部サイト
との連携など、来訪者の利便性の向上や観光消費の拡大につながる機能などを備えました。
　今後とも、皆様に使いやすいサイトを目指して、内容を充実して参りますので、ぜひご活用下さい。

■主な特徴
・前橋のトレンドがわかるアクセスランキング表示
・目的地のマップ表示やGPSによるルート案内機能
・目的地周辺の観光スポットやおすすめ情報の表示
・宿泊や体験プランのオンライン予約機能

お問合せ 　
（公財）前橋観光コンベンション協会
Tel.�027-235-2211
URL�https://www.maebashi-cvb.com

前橋観光コンベンション協会
ホームページ全面リニューアル!!

第22回まえばし物産まつり共同開催
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