
 

新倉敷商工会館建設に係る協力金のお願い 
 

 

 倉敷商工会議所は昭和４年３月の設立以来、地域総合経済団体として商工業の振興と地

域経済の発展に努め、倉敷市経済界の中枢機能を担いながら今日に至っております。 

 ご高承の通り、現会館は築後４９年が経過しており、老朽化が著しく、会議室等の機能

面や情報化への対応など、現会館では会員の皆様の様々なニーズを満たす各種サービスの

提供が十分に出来ていない状況であります。 

 新会館は、地域のシンボルとして、また会員の皆様の拠り所として機能的で安全性が高

く、防災機能を備え、環境にも配慮した建物を目指します。また、高梁川流域に位置する

７市３町の中心的役割を担っている倉敷市とともに流域圏の商工業発展を目指し、皆様が

利用し易い新たな産業ビジネスの交流拠点として、建設に向けて取り組んで参りたいと考

えております。 

 新会館建設に向けて総力を挙げて諸準備を進めているところですが、多額の資金を要す

る事業であり、総額１億円を目標として、皆様よりご協力をいただきたいと考えていると

ころでございます。 

 どうか、会員の皆様におかれましては、新会館建設にご理解を賜り、時節柄、何かとご

出費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、趣旨ご賢察の上、倉敷商工会議所新会館建設協

力金の拠出につきまして、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 



新 倉 敷 商 工 会 館 
 

１．建設計画概要 

  所在地：倉敷市白楽町２４９－５   構造階数：鉄骨造 ７階建 

  敷地面積：５，６８１㎡       建築面積：５８０㎡ 

  延床面積：３，１８３㎡       駐車台数：２０６台（月極を含む） 

  着工：２０２０年１０月        竣工：２０２２年９月（外構を含む竣工予定） 

 

２．新倉敷商工会館の特徴 

 ①３階と最上階の７階に分割可能な２室をそれぞれ用意。最大１２０名収容可能となる 

会議室があり、各種講演会、研修会などが開催できる機能的な会館 

 ②２階フロアに商工会議所事務局と正副会頭室、相談ブースなどを設置し、会員サービ 

スを重視した使いやすい会館。また、災害時に地区住民などの一時避難所としての機 

能も兼ね備えた会館 

 ③公証人役場、司法書士事務所などの入居により、事業所や市民の方々も利用すること 

ができ、会員・市民になくてはならない会館 

 

３．建設協力金の基準 

  募集協力金 総額１億円  出来る限り、下記の金額でご協力をお願い致します。 

    会員 １口：１万円（１口以上でご協力をお願い致します。） 

 ※経理処理については、右記をご参照下さい。 

 

４．募集期間 

   第１期：令和２年１０月 １日～令和３年 ３月３１日まで 

   第２期：令和３年 ４月 １日～令和３年１２月３１日まで 

   第３期：令和４年 １月 １日～令和４年 ９月３０日まで 

  

５．払込方法 

  お送りいただきました建設協力金申込書に基づき払込書（請求書）を送付致しますの 

で、各募集期間内に下記の指定口座へお振込をお願い申し上げます。 

 

  ■建設協力金指定口座 

         ｸﾗｼｷｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ ｶｲﾄｳ ｲﾉｳｴ ﾐﾈﾋﾄ 

   口 座 名：倉敷商工会議所 会頭 井上 峰一 

   金融機関名：中国銀行 倉敷支店 

   預 金 種 別：普通預金      口座番号：２５５６６２０ 

 

６．協力事業者について 

  ■協力事業者全員：新会館建設協力金の協力事業者の皆様につきましては、新会館建 

設後、当所ホームページに掲載させていただきます。 

  ■高額協力事業者：１００万円以上の高額協力事業者には、奉名板に事業所名・協力 

           金額を掲示させていただきます。 



建設協力金に対する税法上の取扱いについて 

新倉敷商工会館建設に係る建設協力金は、「共同的施設の設置のために支出する費用」に

該当し、次のとおり経理処理をお願いすることになります。 

 

（１）負担された総額が単年度で２０万円未満の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度において損金処理をした時は、その事業年

度の損金の額が算入されます。 

  ②個人事業主 その支出した年分の必要経費に算入されます。 

 

（２）負担された総額が単年度で２０万円以上の場合 

  ①法人 その支出した日の属する事業年度の繰延資産に計上します。 

  ②個人事業主 その支出した年分の繰延資産に計上します。 

 

  【減価償却期間及び方法】 

    イ．償却期間  １０年 

    ロ．償却方法  均等償却 

    ハ．償却開始の時期 

       償却開始の時期は、建設協力金を支出したときからとなります。 

    ニ．その他 

       協力金を分割して支出する場合は、総額が確定していてもその総額を未払

金に計上して償却することはできませんが、分割期間が短期間（おおむね

３年以内）の場合は、当初に総額を計上して償却することも可能です。 

 

（３）消費税 

  協力金は課税仕入れに該当しません。 

 

※本建設協力金に対する税法上の取扱いにつきまして、何かご不明な点等がありましたら、 

最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。 

 

■ご注意 

 個人事業主でない給与所得者等の個人の方については、繰延資産の取扱いや寄付 

 金控除の対象となりません。 

 

■お問い合わせ先 

  倉敷商工会議所 総務部 

  ＴＥＬ：０８６－４２４－２１１１   ＦＡＸ：０８６－４２６－６９１１ 

＜郵送先＞ 〒710-8585 倉敷市白楽町 249－5 

              倉敷商工会議所 総務部 宛 

＜ＦＡＸ＞ ０８６－４２６－６９１１ 

＜メール＞ ｋｃｃｉ＠ｓｑｒ．ｏｒ．ｊｐ 

 



 

新倉敷商工会館 建設協力金 申込書 
 

 

 

倉 敷 商 工 会 議 所 

会 頭  井 上  峰 一 様 

 

 

 

新会館建設の趣旨に賛同し、下記の通り建設協力金の申込をします。 

 

 

申込口数・金額 

 

 

 申込口数（   ）口、金（             ）円也 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

所 在 地：                     

 

事業所名：                     

 

代表者名：                  印  

 

担当者名：                     

 

部 課 名：                     

 

電話番号：                     

 

 

 

 

 

 

 

 



カイロスマーケティング株式会社
セミナー事務局行

※お申込みいただいたメールアドレスに受講票を送付いたします。

セミナー参加申込書
FAX：��- ���� - ����

個人情報の取扱い
お申込み時にご提供いただいた情報は、カイロスマーケティング株式会社が取得し、イベント受付管理や各種ご案内（サービス・イベント等）に利用させていただきます。そのほかの利
用目的、個人情報保護管理者および第三者提供と開示の有無、ご自身および代理人による個人情報の各種ご請求に関しては、ホームページをご覧ください。 
https://corp.kairosmarketing.net/personal-information

マ ー ケティン グを 、もっと身 近 に 。

顧客開拓×
営業改革戦

略
コロナ禍において、中小企業が勝てる方法はあるのか？

会 社 名

登壇者に相談したいお悩みをご記入ください。（セミナー内で専門家が皆さまのお悩みに答えます！）

※メールアドレス

参 加 者 名

所 属 ・ 役 職 日中繋がりやすい
電 話 番 号

ONLINE SEMINAR

株式会社博報堂コンサルティング
パートナー

清水 慶尚氏

日本ベンチャーキャピタル株式会社
ベンチャーキャピタリスト

中村 篤史氏

カイロスマーケティング株式会社
代表取締役

佐宗 大介

トークテーマ ・すぐに使える営業のデジタル戦略はあるのか？
・デジタル営業を実現するための中小企業の組織変革とは？
・デジタルシフトしていないお客さまへの対応はどうすべきか？
・コロナ収束後の営業活動は変わるのか？

開始��:��※ログイン より

火開催日 ������ � 参加費 無料

開催方法 インターネット配信

�� ��: �� ��:-
申込方法 右記のQRコードもしくは

下記FAX申込書にてお申込みください。



営業のための
商談をつくるツール

商談をつくった事例をご紹介！

・顧客データ管理
・メルマガ配信

・営業メール
・問い合わせ管理

・セミナー運営
・通知メール

・SFA/CRM
・商談管理

Check

このツールを使ってできること
function

カイロススリー



15：00 16：30 （入室 14：30～）10月１3日（水）２０２１年

申込締切日 2021年10月10日（日）

大学卒業後メーカー系リース会社にて営業職に７年間従事し、結婚を機に退職。サービス業

未経験のまま２人目の出産２ヶ月後の2009年10月に、倒産の危機にあった鶴巻温泉元湯

陣屋の女将に就任。夫・宮﨑富夫氏とともに業務改善のため、クラウド型ホテルシステム

「陣屋コネクト」を独自開発し、ICTを活用したデータ分析とおもてなし向上を実現。

右のQRコード、もしくは以下のURLよりお申込みください
申込方法 https://rod-m.com/211013/7004.html

申込方法
右のQRコード、もしくは以下のURLよりお申込みください

https://rod-m.com/211027/7004.html

２０２１年10月27日（水）15：00 16：30 （入室 14：30～）

1984年 京都府亀岡市生まれ。 専門学校の職員として勤務後、2012年9月に飲食事業や

不動産事業を行う「株式会社minitts」を設立。１日１００食限定をコンセプトに、 美味しいも

のを手軽な値段で食べられるお店「佰食屋」を行列のできる人気店へ成長させる。「1日100

食限定」というお客さまにも従業員にもそして環境にも優しい経営の実現により、第32回人

間力大賞農林水産大臣奨励賞、ForbesJAPANウーマンアワード2018新規ビジネス賞、日

経ＷＯＭＡＮウーマンオブザイヤー2019大賞等数々の賞を受賞。この不安定な世の中を生

き残っていくために考え抜いた経営手法や『佰食屋』の運営に込めた「想い」や「優しさ」が

人々の共感をよんでいる.。

申込締切日 2021年10月24日（日）

※裏面のご留意事項等もご覧の上、お申込みください。

(公財)日本電信電話ユーザ協会 岡山支部・岡山県商工会議所連合会 共催

※聴講型のため、ご参加者様同士の音声通話・カメラ映像の公開はありません。

受講 無料

オンラインセミナーのご案内（Zoomによるライブ配信）

202186



＜セミナーに関するご留意事項＞

お申し込みの際にご記入のお電話番号・メールアドレス等へは今回のセミナーに関するご確認等の
ためご連絡する場合がある他、今後（公財）日本電信電話ユーザ協会、岡山県商工会議所連合
会より各種お知らせをご案内する場合があります(月１回程度)。予めご了承ください。

また本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。
「Zoom」のアプリを使用します。

・通信料を消費します。スマートフォンの場合Wi-Fi環境でのご視聴を推奨いたします。充電にもご注意ください。

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操

作するものといたします。

・以下の項目に基づく損害について、(公財）日本電信電話ユーザ協会および株式会社ブレーンは一切責任を負いま

せん。

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講で

きないもしくは快適に受講できない場合。

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場

合。

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願い

ます。

お問い合わせ

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの流れ

（公財）日本電信電話ユーザ協会岡山支部

益永

TEL：０８６－２０１－１１８１

mail：okauser@jtua.or.jp 

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です

スマートフォン、タブレットでご参加の方は、事前に「ZOOM Cloud Meetings」のアプリをダ
ウンロードして下さい。
iPhoneの場合は「App Store」、Androidの場合は「Google Play」からダウンロードできます。

※メールアドレスは、お間違いのないようご入力ください。

※登録フォームは(公財)日本電信電話ユーザ協会のセミナー運営会社「株式会社ブレーン」に送信され

ます。

申込み

申込サイトの

「参加希望フォーム」よ

り必要事項を送信

１ 登録の連絡

申込締切後

オンラインセミナー事務

局より参加案内メール

が届く

２ 前日

リマインダーメールが届

く。

３ 当日

参加案内メールもしくは

リマインダーメールから

セミナー参加

※30分前から入場可能

４

オンラインセミナー終了後、アーカイブ配信（見逃し配信）も実施します。〔一週間程度〕
詳しくはお申し込み後にご案内します。





ご記入いただいた個人情報の取得者は、株式会社バッファロー・IT・ソリューションズになります。ご記入いただいた個人情報は株式会社バッファ
ロー・IT・ソリューションズのプライバシーポリシー（ https://buffalo-its.jp/privacy/ ）記載の目的の他、株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ及
びその業務委託先における商品の営業活動、お問い合わせに対する回答、商品の受発注のために利用いたします。

対応床面積214㎡という安心

AirdogX8Pro登場
通常販売価格：275,000円（税込）

医療従事者が選ぶ
空気清浄機NO.1 ※2

※1

通常販売価格 140,800円(税込)

今なら

106,000円(税込)

本体サイズ：65㎝(高)×31.6㎝(奥)
×30.6㎝(幅) 適応床面積：65㎡

AirdogX5s
大好評発売中

販売会社 ：株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ
岡山県岡山市北区幸町8-29 大樹生命岡山ビル10F

本体サイズ：76㎝(高)×38㎝(奥)×38㎝(幅)
適応床面積：214㎡

※1：全国の20代~50代の男女(医療従事者)1042名への空気清浄機10商品を対象にした
サイト比較イメージ調査 提供元:ゼネラルリサーチ※2：AirdogX5sの販売実績に基づく

No.118443

※価格は予告なく変更することがございます。

お電話はこちら
050-5491-2302

FAXでのご依頼
06-6398-5772

倉敷商工会議所のチラシを見たとお伝えください。
Airdogお問い合わせ窓口 平日9：00~17：45

※価格は予告なく変更
することがございます。

フィルター交換不要！

ウイルス99.9%除去可能！
※AirdogX8Proの検査結果 検査機関：Guangdong Detection Center of Microbiology

導入事例：全国8000ヶ所以上の医療施設

宮内庁、宇宙関連事業施設
その他大手企業など多数

※AirdogX5sの販売実績



No.111282

株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ
関西営業所 岡山出張所 050-5491-2302

岡山県岡山市北区幸町8-29 大樹生命岡山ビル10F



No.111282

050-5491-2302

y-chikamori@melcoinc.co.jp06-6398-5772

担当：近森


