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4日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

5日㈬
12日㈬

 働き方改革相談会
［会場］商工会本所

17日㈪ 決算指導会
［会場］商工会本所

19日㈬  働き方改革相談会
［会場］商工会本所

20日㈭ 決算納税相談会
［会場］市役所吹上支所

〃　 金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

18日㈫ 労務定例相談会　
［会場］商工会本所

７日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

9日㈭ 新年賀詞交歓会
［会場］鴻巣市市民活動センター

9日㈭
10日㈮

年末調整指導会
［会場］商工会本所

14日㈫ ［会場］市役所吹上支所

22日㈬
29日㈬

 働き方改革相談会
［会場］商工会本所

29日㈬
30日㈭

 彩の国ビジネスアリーナ2020
［会場］さいたまスーパーアリーナ

3日㈫ 決算納税相談会
［会場］商工会川里支所

4日㈬
11日㈬

 働き方改革相談会
［会場］商工会本所

17日㈫ 労務定例相談会　
［会場］商工会本所

18日㈬  働き方改革相談会
［会場］商工会本所

〃　  消費税指導会
［会場］商工会本所

25日㈬  働き方改革相談会
［会場］商工会本所

1
月

3
月

2
月

2
月

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

16日㈭ 年末調整指導会
［会場］商工会川里支所

15日㈬  働き方改革相談会
［会場］商工会本所

26日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

〃　  働き方改革相談会
［会場］商工会本所

27日㈭
28日㈮

決算納税相談会
［会場］商工会本所

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。また、昨年中は商工会の諸事業に対し
まして、温かいご理解とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　さて、日本経済は緩やかに回復していると言われておりますが、一方で、商工会員の多くを占める中小企業・小規模事業者の方々は、
労働力人口の減少をはじめ、経営者の高齢化や後継者不足による事業承継問題など、様々な課題が山積しており、まだまだ経済の好循
環を実感できない状況が続いております。
　また、昨年10月からの消費税率の10％への引き上げにともなう軽減税率制度の実施や働き方改革など、制度面でも新たな対応が求
められており、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は、大きな変革期を迎えております。
　このような中、商工会では昨年、従来の経営改善普及事業にともなう小規模事業者支援はもとより、小規模事業者支援法に基づき国
から認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って、多様化している会員のニーズに的確に対応するため、様々な事業に取り組みました。
これからも会員の皆様方の視点に立ちながら、きめ細やかで丁寧な指導と支援を行うことにより、それぞれの事業所の経営力向上に努
めてまいります。
　今後とも、商工会が地域総合経済団体として、会員企業はもとより、中小企業・小規模事業者の皆様方を支援するため、市をはじめ
とする行政や金融機関など、今まで以上に関係機関との連携を図りながら、会員企業のサービス向上と持続的発展、地域経済の活性
化に取り組んでまいりますので、会員の皆様には、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに、本年が皆様にとりまして、明るく健やかで大きな飛躍の年となることを心からご祈念申し上げ、年頭にあたっての挨拶とさせ
ていただきます。

輝かしい新年を迎えて
小林忠司 会長



◆会計・税務に関する相談　　◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告　◆税務調査の立会

AFP（日本FP協会認定）
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

　12月22日（日）市内300
名の子どもたちに「愛」「夢」
「感動」を伝えることを目的
に、青年部員がサンタク
ロースに扮して、プレゼント
をお届けしました。
　子どもたちの輝く目と笑顔を間近で感じることができ、今後の
青年部活動への励みとパワーをもらうことができました。

青年部 女性部

青年部員募集中です

　青年部では新入部員を募集しています。18歳から45歳までの
市内商工業者及びその後継者が加入できます。花火大会やサンタ
クロースなどの事業を通じて部員の資質向上に努めています。
　お問い合わせは、鴻巣市商工会またはお近くの青年部員まで！

「サンタが街にやってくる！」を実施しました

今後の予定
◇１月20日（月）　新年懇親会開催（市民活動センター）

おおとりまつりに参加しました　10月20日(日)

　女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も年に
数回行っております。
　ぜひ女性部に加入して楽しく活動しましょう！ 皆様のご加入
をお待ちしております♪

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R1.9～R1.10）

住　　所
こうのす法律事務所 鴻巣市本町4-5-9新井ビル2F 齋藤　宏樹 法律事務所
河島　虎次郎 鴻巣市箕田1007-1 河島虎次郎 食品移動販売
㈱ピーアンドディコンサルティング 鴻巣市北新宿225-1 溝口　隆朗 ウニクス鴻巣管理事務所
㈱プロスパーライフ 鴻巣市広田3591-1 岡田　勝巳 不動産売買
㈱大顕  鴻巣市広田3591-1 岡田　勝巳 不動産売買
鴻巣メンタルクリニック 鴻巣市本町3-8-1 反町　正志 精神科・心療内科
サンセール  鴻巣市愛の町194 川坂久美子 化粧品販売・エステ
㈱ベストグリーン 鴻巣市北根1523-1 水野　貴詞 造園業
大塚　有記 鴻巣市天神4-2-58 大塚　有記 子供服ネット販売
ムカサ測量  鴻巣市東3-11-18 武笠　克弘 測量・設計
龍泉堂ハートフル木工 鴻巣市本町4-2-3 鈴木　義尚 木工品製造販売
和処　令月  鴻巣市本町4-9-3 金子　徳也 飲食業
大成商建  鴻巣市宮地3-1-4 鄭　　大成 建設業
荒井鉄工所 鴻巣市箕田3918 荒井　芳正 建築等鉄鋼加工業
吉田ガーデン 鴻巣市寺谷429 吉田　幸次 花卉生産・卸
キャラントカフェ 上尾市平塚1989-7 伊藤　奏祥 移動販売
㈲スタイル・Kei 鴻巣市榎戸413 菅野　佳子 製造業
TRICKSTER MOTORS 鴻巣市袋423-1 加藤　天洋 自動車整備業
㈱ママダ商店 鴻巣市吹上本町4-8-12 継田　栄子 縫製業
ネクストワン不動産㈱ 鴻巣市広田2124-1 井上　昭二 不動産仲介業
真鍋　透  鴻巣市本町1-1-5-906 真鍋　　透 学校講師
TBJapan合同会社 鴻巣市松原2-3-19-A号 金子　　仁 人材派遣業
フローガ  鴻巣市松原3-6-22 山下　将史 燃焼機器のメンテナンス・サービス
Lino Malie 鴻巣市松原2-3-50 髙橋　理恵 美容・ダンス講師

代表者名 業　　種

　各会場とも、ステージイベントや
出店などさまざまなイベントを企画
しております。また、吹上、川里会
場では「ちょうちん」、鴻巣会場で
は「ぼんぼり」の点灯も予定（3月
下旬から4月上旬）しており、夜桜
も楽しむことができます。
　ぜひご家族・お友達とご一緒に
ご来場、お楽しみください !!

消費増税に伴い、消費税の申告書および付表が改訂となっております
のでご注意ください。
消費税の申告がある方は、３月１８日（水）の消費税指導会をご予約く
ださい。

決算指導会

決算・納税相談会

消費税指導会（予約制）

日時 場所

２月17日（月）

２月20日（木）

２月27日（木）

２月28日（金）

３月 3 日（火）

３月18日（水）

午前  9:30 ～

　　11:30

午後 １:30 ～

　  　 3:30

商工会本所

市役所吹上支所

商工会本所

商工会川里支所

商工会本所

経営革新計画を作成してみませんか？
●自社の現状を分析し、目標達成に向けて
　「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを明確にできる
●目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる

「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための
3～5年の中期事業計画のことです。承認企業においては「金融機関や取引先の
信用が増した」などの声も聞かれます。経営革新計画を作成してみませんか。

作成のメリット

 吹上会場
日時：令和２年４月４日（土）・５日（日）10:00 ～ 16:00
場所：鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺
 鴻巣会場
日時：令和２年４月５日（日）10:00 ～ 16:00
場所：鴻巣公園
 川里会場
日時：令和２年４月５日（日）10:00 ～ 16:00　　　
場所：あかぎ公園　 （吹上会場）

内容
　会員向け金融・許認可・労働・税務相談会を毎月１回開催
しております（無料）。まずは、お気軽にご予約をお待ちして
おります。

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申込み］

鴻巣市商工会員
金融・許認可→毎月第１火曜日
労働・税務　→毎月第３火曜日
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込みください。
TEL：541-1008

１．キャッシュレス時代への対応
　昨年10月から今年６月末まで電子決済の場合、利用額の
５％分（大手フランチャイズ翼下の中小企業の店舗は２％）
のポイントが与えられる。
２．導入のメリット、デメリット
　メリット・・・お釣りの用意が不要、会計の時間短縮、レシート
　　　　　　の発行減、売上管理の簡素化
　デメリット・･手数料の発生（期間中3.25％以下、更に国が３分
　　　　　 　の１を補助）、お客の機器が対応していない場合
　　　　　 　の対応等
３．先の目
　2017年度の政府調査では、中小企業（法人）の売り上げ
に占める経常利益の割合は平均で3.70％、小売業では
2.30％にとどまる。キャッシュレスの手数料をどう捉えるか？
　政府は、2025年にはキャッシュレス比率の目標を40％に
している。「時代の流れ」を読み、メリット、デメリット両面の
検討、判断が必要である。

行政書士　中野 美春

事業と暮らしの相談

チヂミ、コーヒー、コーン茶販売・休憩所

※2月、3月は、定例税務相談会の実施はありません。
　「地元地域密着型のラーメン店」を経営理念に、「麺房 長谷川」として創業22周年目を迎
える。固定客はいるものの特段大きなPR等も行ってこなかったため、新規顧客の来店が
少なく、どのように新規顧客を獲得していくか悩んでいた中、商工会に相談をして、経営革
新計画を勧められ取り組んだ。常日頃から、頭の中では様々なサービスを考えていた店
主。専門家(中小企業診断士)の派遣を行い、アドバイス等を受けながら、現状分析・今後
の課題を整理していき、新サービス（絶対とくするガチャガチャサービス、レアチャー
シュー）の提供や効果的なPR方法など計画した。経営革新計画に取り組んでいる際に、小
規模持続化補助金の公募もあり、計画で必要な販促・設備費の申請を行い、見事採択と
なった。「経営革新計画に取り組んだことで、補助金の申請書・計画書が作成しやすかっ
た。費用も2/3補助金が出るので計画実行に移れた。」と言う店主。昨年10月より、新サー
ビスのPRを開始し、新規顧客は大幅に増加している。今後、商工会を活用し、支援を受け
て新規顧客からのリピーターを増やしていき売上UPに繋げていきたい。

新たなサービスの提供・PRで新規顧客・売上UP！

「小規模持続化補助金」採択へ
商工会と経営革新計画作成をきっかけに

麺房 長谷川
鴻巣市八幡田461-1
　  048-597-1166
　  11:30～15:30
　  18:00～22:30
　  水曜日

営

休

℡

麺房 長谷川
様



◆会計・税務に関する相談　　◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告　◆税務調査の立会

AFP（日本FP協会認定）
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

　12月22日（日）市内300
名の子どもたちに「愛」「夢」
「感動」を伝えることを目的
に、青年部員がサンタク
ロースに扮して、プレゼント
をお届けしました。
　子どもたちの輝く目と笑顔を間近で感じることができ、今後の
青年部活動への励みとパワーをもらうことができました。

青年部 女性部

青年部員募集中です

　青年部では新入部員を募集しています。18歳から45歳までの
市内商工業者及びその後継者が加入できます。花火大会やサンタ
クロースなどの事業を通じて部員の資質向上に努めています。
　お問い合わせは、鴻巣市商工会またはお近くの青年部員まで！

「サンタが街にやってくる！」を実施しました

今後の予定
◇１月20日（月）　新年懇親会開催（市民活動センター）

おおとりまつりに参加しました　10月20日(日)

　女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も年に
数回行っております。
　ぜひ女性部に加入して楽しく活動しましょう！ 皆様のご加入
をお待ちしております♪

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R1.9～R1.10）

住　　所
こうのす法律事務所 鴻巣市本町4-5-9新井ビル2F 齋藤　宏樹 法律事務所
河島　虎次郎 鴻巣市箕田1007-1 河島虎次郎 食品移動販売
㈱ピーアンドディコンサルティング 鴻巣市北新宿225-1 溝口　隆朗 ウニクス鴻巣管理事務所
㈱プロスパーライフ 鴻巣市広田3591-1 岡田　勝巳 不動産売買
㈱大顕  鴻巣市広田3591-1 岡田　勝巳 不動産売買
鴻巣メンタルクリニック 鴻巣市本町3-8-1 反町　正志 精神科・心療内科
サンセール  鴻巣市愛の町194 川坂久美子 化粧品販売・エステ
㈱ベストグリーン 鴻巣市北根1523-1 水野　貴詞 造園業
大塚　有記 鴻巣市天神4-2-58 大塚　有記 子供服ネット販売
ムカサ測量  鴻巣市東3-11-18 武笠　克弘 測量・設計
龍泉堂ハートフル木工 鴻巣市本町4-2-3 鈴木　義尚 木工品製造販売
和処　令月  鴻巣市本町4-9-3 金子　徳也 飲食業
大成商建  鴻巣市宮地3-1-4 鄭　　大成 建設業
荒井鉄工所 鴻巣市箕田3918 荒井　芳正 建築等鉄鋼加工業
吉田ガーデン 鴻巣市寺谷429 吉田　幸次 花卉生産・卸
キャラントカフェ 上尾市平塚1989-7 伊藤　奏祥 移動販売
㈲スタイル・Kei 鴻巣市榎戸413 菅野　佳子 製造業
TRICKSTER MOTORS 鴻巣市袋423-1 加藤　天洋 自動車整備業
㈱ママダ商店 鴻巣市吹上本町4-8-12 継田　栄子 縫製業
ネクストワン不動産㈱ 鴻巣市広田2124-1 井上　昭二 不動産仲介業
真鍋　透  鴻巣市本町1-1-5-906 真鍋　　透 学校講師
TBJapan合同会社 鴻巣市松原2-3-19-A号 金子　　仁 人材派遣業
フローガ  鴻巣市松原3-6-22 山下　将史 燃焼機器のメンテナンス・サービス
Lino Malie 鴻巣市松原2-3-50 髙橋　理恵 美容・ダンス講師

代表者名 業　　種

　各会場とも、ステージイベントや
出店などさまざまなイベントを企画
しております。また、吹上、川里会
場では「ちょうちん」、鴻巣会場で
は「ぼんぼり」の点灯も予定（3月
下旬から4月上旬）しており、夜桜
も楽しむことができます。
　ぜひご家族・お友達とご一緒に
ご来場、お楽しみください !!

消費増税に伴い、消費税の申告書および付表が改訂となっております
のでご注意ください。
消費税の申告がある方は、３月１８日（水）の消費税指導会をご予約く
ださい。

決算指導会

決算・納税相談会

消費税指導会（予約制）

日時 場所

２月17日（月）

２月20日（木）

２月27日（木）

２月28日（金）

３月 3 日（火）

３月18日（水）

午前  9:30 ～

　　11:30

午後 １:30 ～

　  　 3:30

商工会本所

市役所吹上支所

商工会本所

商工会川里支所

商工会本所

経営革新計画を作成してみませんか？
●自社の現状を分析し、目標達成に向けて
　「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを明確にできる
●目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる

「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための
3～5年の中期事業計画のことです。承認企業においては「金融機関や取引先の
信用が増した」などの声も聞かれます。経営革新計画を作成してみませんか。

作成のメリット

 吹上会場
日時：令和２年４月４日（土）・５日（日）10:00 ～ 16:00
場所：鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺
 鴻巣会場
日時：令和２年４月５日（日）10:00 ～ 16:00
場所：鴻巣公園
 川里会場
日時：令和２年４月５日（日）10:00 ～ 16:00　　　
場所：あかぎ公園　 （吹上会場）

内容
　会員向け金融・許認可・労働・税務相談会を毎月１回開催
しております（無料）。まずは、お気軽にご予約をお待ちして
おります。

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申込み］

鴻巣市商工会員
金融・許認可→毎月第１火曜日
労働・税務　→毎月第３火曜日
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込みください。
TEL：541-1008

１．キャッシュレス時代への対応
　昨年10月から今年６月末まで電子決済の場合、利用額の
５％分（大手フランチャイズ翼下の中小企業の店舗は２％）
のポイントが与えられる。
２．導入のメリット、デメリット
　メリット・・・お釣りの用意が不要、会計の時間短縮、レシート
　　　　　　の発行減、売上管理の簡素化
　デメリット・･手数料の発生（期間中3.25％以下、更に国が３分
　　　　　 　の１を補助）、お客の機器が対応していない場合
　　　　　 　の対応等
３．先の目
　2017年度の政府調査では、中小企業（法人）の売り上げ
に占める経常利益の割合は平均で3.70％、小売業では
2.30％にとどまる。キャッシュレスの手数料をどう捉えるか？
　政府は、2025年にはキャッシュレス比率の目標を40％に
している。「時代の流れ」を読み、メリット、デメリット両面の
検討、判断が必要である。

行政書士　中野 美春

事業と暮らしの相談

チヂミ、コーヒー、コーン茶販売・休憩所

※2月、3月は、定例税務相談会の実施はありません。
　「地元地域密着型のラーメン店」を経営理念に、「麺房 長谷川」として創業22周年目を迎
える。固定客はいるものの特段大きなPR等も行ってこなかったため、新規顧客の来店が
少なく、どのように新規顧客を獲得していくか悩んでいた中、商工会に相談をして、経営革
新計画を勧められ取り組んだ。常日頃から、頭の中では様々なサービスを考えていた店
主。専門家(中小企業診断士)の派遣を行い、アドバイス等を受けながら、現状分析・今後
の課題を整理していき、新サービス（絶対とくするガチャガチャサービス、レアチャー
シュー）の提供や効果的なPR方法など計画した。経営革新計画に取り組んでいる際に、小
規模持続化補助金の公募もあり、計画で必要な販促・設備費の申請を行い、見事採択と
なった。「経営革新計画に取り組んだことで、補助金の申請書・計画書が作成しやすかっ
た。費用も2/3補助金が出るので計画実行に移れた。」と言う店主。昨年10月より、新サー
ビスのPRを開始し、新規顧客は大幅に増加している。今後、商工会を活用し、支援を受け
て新規顧客からのリピーターを増やしていき売上UPに繋げていきたい。

新たなサービスの提供・PRで新規顧客・売上UP！

「小規模持続化補助金」採択へ
商工会と経営革新計画作成をきっかけに

麺房 長谷川
鴻巣市八幡田461-1
　  048-597-1166
　  11:30～15:30
　  18:00～22:30
　  水曜日

営

休

℡

麺房 長谷川
様



❶火災
消火作業時の放水による損害も対象になります。
❷落雷
落雷による衝撃によって、建物・ガラス・テレビなどに損害が生じたとき。
❸破裂・爆発
ボイラの破裂やガスの爆発などにより損害が生じたとき。
❹風災・ひょう災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪・なだれなどの雪災により建物・
家財等に時価 20万円以上の損害が生じたとき。
❺物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき。
❻水ぬれ
給排水設備に生じた事故および他人の戸室で生じた事故による漏水で、水ぬれの損
害が生じたとき。
（給排水設備自体の損害は除きます）
❼騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財などに損害が生じたとき。
❽盗難
共済の対象が盗まれたり壊されたり、汚されたりしたとき。
（商品・製品等の損害は対象になりません）
❾水災
台風・豪雨などによるこう水・高潮などにより損害が生じたとき。
10臨時費用
11残存物取片づけ費用
12失火見舞費用
13修理付帯費用
14損害防止費用
15地震火災費用

日　時 会　場 参加人数事業名

総合火災共済でお支払いする損害と費用

普通火災共済でお支払する損害と費用

従来の火災共済では、「時価額共済」でしたが、新総合火災共済では「評価済共済」
として契約するので、償却せず「損害額」を全額お支払いします。

■飲食店や５人以上の工場など職業、作業の内容規模により割増金が付く場合があります。
■長期一括払いの場合、掛金が割安となります。（２年～10年）

組合員である中小企業者や個人事業主の皆さんを
地震等の自然災害から守り、事業継続を可能とする特約です !
地震危険補償特約で万が一に備えましょう！

　我が家の「ファミリーヒストリー」を考えた時、元
号の連鎖に気付きました。明治生まれの祖父母、大
正の父母、昭和の私、そして、平成の息子に、この春
誕生予定の令和の孫となります。
　この、元号の繋がりこそ、日本の歴史そのもので
す。大事な伝統のひとつとして残したいものです。
　令和２年も、厳しい経済環境が続くと思います
が、商工会を活用して頑張っていきましょう。

（福島日出男）

9月28日（土） クレア鴻巣 719人
プレミアム付商品券事前販売 9月29日（日） 市役所吹上支所 236人

9月29日（日） 市役所川里支所 96人
おおとり祭り 10月20日（日） 中山道 85,000人

日商簿記検定３級対策講座 9月20日（金）～10月29日（火） 商工会本所 16人

かわさとフェスティバル 11月10日（日） 川里中央公園・川里農業研修センター 17,000人

珠算検定 11月17日（日） 商工会本所 43人
産業祭 11月16日（土）、11月17日（日） 総合体育館 18,000人

優良従業員表彰式 11月19日（火） 商工会本所 39人
金融機関との情報交換会 11月22日（金） ゆき寿司 20人
定期健康診断 11月1日（金）～11月29日（金） 各医療機関 250人
消費税軽減税率対策セミナー 12月9日（月） 商工会本所 12人
歳末大売出し 12月6日（金）～12月22日（日） 市内各店 49店舗
台風19号の影響で、こうのす花火大会とコスモスフェスティバルは中止となりました。

火災共済ご加入のおすすめ

上記❶～❹の損害のほかに10～15の費用をお支払いします。

まかせて
安心

損害額を全額保証！　　わかりやすい共済金のお支払い　　４つの保障プランから選べます

いつ起こるかわからない地震に備えて
『地震危険補償特約』のおススメ

金額や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
鴻巣市商工会  TEL：048（541）1008

令和２年１月１日より
受付開始

津波により家が
流された

地震により家が
倒壊した

地震により火災が
発生し家が焼失した

鴻巣ひなちゃんカード
加盟店募集中！

　いま、鴻巣ひなちゃんカードは2月1日（土）
～2月29日（土）まで東京ディズニーリゾート
ご優待イベント実施中！

● 満点カード12枚（4,800円相当分）または、満点カード
7枚（2,800円相当分＋3,000円）でディズニー1日
パスポート券をプレゼント!!

鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお尋ねは、
事務局（商工会内 ☎541-1008）までお気軽にどうぞ。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券を
ご利用ください！！

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパーク

チケットのご購入の際、1,000円の割引が受けられます。

当日券 東京ディズニーランド・シーのチケットブース

前売券 ディズニーストア、東京ディズニーリゾート・オ
ンライン予約・購入サイトその他、ディズニーホ
テルのご宿泊、「ファンダフルディズニー」のお
支払いにもご利用いただけます。

（チケットの受取方法）

鴻巣市商工会にて、年間１事業所５枚まで利用券の配
布を行っております。吹上・川里支所にて受取をご希望
の場合は、事前にご連絡ください。
○お気軽にお問い合わせください。
　鴻巣市商工会  TEL：048（541）1008


