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電子記録債権 (でんさい )

一日公庫（融資相談）の開催ご案内
記

日 時 	 平成２５年１１月１９日（火）
	 午前１０時～午後４時
場 所 	 あわら市商工会	本所
担 当 者 	 日本政策金融公庫福井支店
	 国民生活事業融資担当者

必要書類 	 ２期分の決算書類と試算表
	 ※申込みと同時に商工会までご提出下さい。

　楽しいひと時を過ごせるイベントを通じて地域の賑わいを創

出するため商工フェスタを実施します。

　今年は、文化祭と同時に開催し、今まで以上の盛り上げを図

ります。是非ご来場ください！！

日　時　　平成２５年� 雨天決行

　　　　　１１月２日㈯� １０：００～１７：００
　　　　　１１月３日㈰� ９：００～１６：００

場　所　　あわら市商工会本所前広場（中央公民館前）
　　　　　公民館ホール・勤青体育館

商工フェスタ開催 内　容� ◆模擬店コーナー（２日・３日）
	 　多彩な飲食物や物品の販売
� ◆ふれあいコーナー（２日）
	 　シートベルト体験車の試乗
	 　乗馬体験、馬へのエサやり
� ◆こどもワンパク王国（２日・３日）
	 　大型ふわふわ遊具
� ◆ステージイベント（２日）
	 　金津中学校ブラスバンド
	 　太鼓の競演
	 　(市姫太鼓、若葉太鼓、楽童、あしばら太鼓 )
	 　道化師ショー・浪花亭友歌歌謡ショー
� ◆抽選会
	 　お楽しみガラガラ抽選会（２日・３日）
	 　会場内でお買い物をされると豪華景品の当たる
	 　がらがら抽選会に参加できます。
	 　ゆ～ｉ夢カードラッキー抽選会（２日）
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　2011 年には 6% だった日本のスマートフォ

ン普及率は、2012 年に 20% を越え、2013 年

には 25% まで増加した。しかし、アメリカ

(56%)/ シンガポール (72%)/ 韓国 (73%) など、

今回の調査対象国の中でもスマートフォン普及

率が高い国と比較すると、日本では、いまだに

フィーチャーフォンが、主流となっている。

　ただし、普及率が低いながらも、日本のスマ

ートフォン利用は活発であり、それを表すデー

タとしてテレビ視聴時の同時利用率の高さが挙

げられる。日本のテレビ視聴時の同時利用率は

58% で、スマートフォン普及率を比較したアメ

リカ (53%)/ シンガポール (42%)/ 韓国 (47%)

と比べて、最も高い利用率だった。また、日本

はショッピング中のスマートフォン利用率も高

く、32% のスマートフォン利用者が商品の品定

めをする際にスマートフォンを利用したことが

あると回答している。

※ Google 世界のスマートフォン利用に関する

大規模調査「Our Mobile Planet」の 2013 年版

より

◆ 2013 年のスマホ普及率、
　日本は 25% - Google 調査

◆スマホの世帯普及率５割に
　タブレット型端末も１５％に
　スマートフォン（多機能携帯電話）の 2012 年末の世帯普及率が

49.5％と前年末（29.3％）から大きく伸び、またタブレット型端末も

15％と前年末（8.5％）と急速に普及が進んでいる。

※総務省、平成 24 年通信利用動向調査より

　あわら市商工会と日本政策金融公庫では、年末・年始

の事業資金確保のための融資相談窓口として、下記のと

おり「一日公庫」を開催いたします。

　個人又は法人で事業を営まれるほとんどの業種の方

が対象となりますので、事業資金借入をお考えの場合

は、この機会をご利用ください。

　なお、申込みにつきましては、相談時間の割振り等の

都合もございますので、１１月１３日㈬までにお申し込

み下さいますようよろしくお願いいたします。

お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８

◆従来の手形や振込に代わる新たな決済手段

でんさい・・・手形と同様の機能を持つ電子記録債権。

手形などを単に電子化したものではなく、手形や売掛債

権等の弱点を改善したことで、中小企業等の資金調達の

円滑化を図る新たな決済手段として期待されています。

でんさいネット・・・全国銀行協会が設

立した電子債権記録機関「株式会社全

銀電子債権ネットワーク」を通称

「でんさいネット」と呼

びます。

支払企業 (債務者 )のメリット
◎�手形発行、振込準備等、支払いに関する事務負担
の軽減

◎印紙税・手形郵送料の削減

◎�手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一
本化することによる資金管理の効率化

納入企業 (債権者 )のメリット
◎ペーパーレス化による管理コストの削減

◎必要な分だけの分割 (譲渡、割引 )が可能

◎支払期日に自動的に入金され、取立手続か不要

◎�これまで資金繰りのために利用できなかった債権
も譲渡や割引などが可能になり、無駄のない有効

活用が可能

1. 手形的利用
●中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現在の手形と同様の利用方法を採用しています。

●手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備しています。

2. 間接アクセス方式
●�金融機関を経由して「でんさいネット」にアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用
できるため、安心してサービスを受けることが可能です。

3. 全国の金融機関が参加
●全国の金融機関が参加する信頼・安心のネットワークのもと、社会インフラとして構築されます。

●既存の金融機関間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能です。

３ つ の 特 長

このページは商工会の会員専用です。
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芦原地区 金津地区

あわら 和 菓子食べ歩きが
500円 であわらの和菓子４つが食べれる

平成25年12月1日日～平成26年3月23日日迄

浅野耕月堂

松乃露８個

営業時間 /８時～19時
定休日 /火曜日
☎ 77-2035

甘党本陣嵯峨
富津金時タルト
夢風車１個

営業時間/８時～19時30分
定休日/水曜日
☎ 73-0449

おかもと菓舗

いなか饅頭２個

営業時間 /７時～19時
定休日 /無休
☎ 77-2714

藤永福栄堂

栗もなか１個

営業時間 /８時～19時
定休日 /不定休
☎ 73-0179

だるまや菓舗

芋きんつば１個

営業時間 /８時～19時
定休日 /火曜日
☎ 77-2154

馬面昭栄堂

えちぜん鬼瓦１個

営業時間 /８時～20時
定休日 /水曜日
☎ 73-0175

なべや菓舗
水ようかん３切れ

営業時間 /８時～17時
定休日 /火曜日
☎ 77-2626

番清・坪田尚華堂
瓦せんべい
５枚入り１袋

営業時間 /８時～19時
定休日 /無休
☎ 73-0154

なんば屋菓舗
季節の生菓子

営業時間 /８時～19時
定休日 /火曜日
☎ 77-2226

三上萬国堂
水ようかん
２切れ・お茶
営業時間 /７時～20時
定休日 /無休
☎ 73-0109

（３月は「湯の花せんべい４枚」
 になります )

（月替わりの生菓子となります )

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

１２月１日より展開されます。１１月下旬よりクーポン発売

・�あわら市内の協賛和菓子店１０店舗から
お好きなスイーツ４つと引き換えることがで

きるクーポンです。(１店舗で１枚の引換)

・�クーポン１枚　販売価格５００円
　(セントピアあわら入浴料３割引券付)

発売箇所　キャンペーン参加和菓子１０店舗
●あわら市営観光案内所（ＪＲ芦原温泉駅、えちぜん鉄道あわら湯の町駅）
●あわらアンテナショップあわらんてな（ＪＲ芦原温泉駅前）
●温泉施設セントピアあわら　　　　　　●芦原温泉旅館協同組合加盟旅館
●コンビニエンスストア（ローソン・セブンイレブン・ファミリーマート・サークルＫサンクス）
●あわら市商工会　本所・芦原支所

平成25年12月29日～平成26年1月4日
を除く　※各店舗により、営業時間・
定休日が異なります。

冬期
限定

キャンペーン期間
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