具体的な事例でわかりやすくご紹介します。セ
ミナー終了後直接ご相談できる個別相談開催（事
前予約要）
日 時／6月26日（火）14：00〜16：00
場 所／県民会館902
講 師／富間克雄（兵庫県立大学経営学部）
申 込／当会経営支援・地域支援課
TEL078-331-2045

広 告 兵庫県中小企業団体中央会だより

15

そのショップへ納入して
いる実績が大きなアピー
ル材料になる﹂という︒
現在は新商品の開発に
も力を入れている︒こだ
わりの原材料を使ってい
るためその調達がネック
になり生産数量が限られ
ていたが︑このほど原材
料が手に入りやすい米粉
のおやつを開発した︒
﹁今後はペットショップ
だけでなく︑獣医向けに
も販路を広げていきた
い﹂と意気込んでいる︒

セミナー 経営改善及び労務改善のための
のご案内 経営力向上セミナー

□お問い合わせ／
兵庫県中小企業団体中央会
神戸市中央区下山手通 4-16-3
兵庫県民会館 3 階
TEL.078-331-2045

兵庫県中央会
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中央会が新製品や新サービスの
販路開拓を支援します
今回取り上げた2つの事例は、優れた商品でありながら知名度が無く、なかなか販路開拓
できなかった中小企業製品について中央会が元バイヤーなどの専門家を派遣し、成約に結び
つけた事例です。
昨年度は支援先7社のうち、2社が販路の開拓に成功しました。
しかしながら、成約に結びつかなかった商品の中には更なる改善が必要だと指摘を受けた
ものもあり、開発段階からマーケットを意識したものづくりが重要であることを理解するき
っかけとなりました。
本年度は、昨年度までの「目利き会事業」を発展させ、支援テーマを環境やエネルギー分
野の新商品や新サービスの開発とした「新規連携先開拓事業」等により、開発段階から幅広
く商品化や販路開拓の支援を行っていく計画です。
ご関心のある事業者の方は、下記までお問い合わせ下さい。

兵庫県中小企業団体中央会

セミナー
のご案内 中小企業のためのソーシャルメディア活用セミナー
ソーシャルメディアの先駆者から学び、
活用し、
ビジネスへ！３回シリーズのセミナーを開催します。
①ソーシャルメディア概論 〜現状と今後の展開を語る〜 あなたはどれだけソーシャルメディアを知って使っていますか？
日時／7月3日（火）14：30〜16：30 場所／兵庫県民会館10階 福
講師／道端俊彦氏（株式会社ミチバタ・ジャパン・
リミテッド代表取締役・ソーシャルメディアドライブ代表）

主催／兵庫県中小企業団体中央会
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メール hyogo@chuokai.com
ホームページ www.chuokai.com

株式会社
ハッピーグロウ
神戸市中央区花隈町
︱
TEL
︵078︶
３６２︱４５５７

郎社長︒
現在︑県内のある自治
体では︑1人住まいの高
齢者宅に﹁アンシーン﹂
を設置し︑見守りに活用
し て い る ︒﹁ 担 当 者 が 頻
繁に自宅を訪問すること
なく安否状況を確認でき
るとの評価をもらってい
ま す﹂︒ 今 後 は 商 品 が 掲
載されたカタログなどを
持って自治体への売込み
に力を入れていこうとし
ている︒

農業分野で新たなビジネス開発にチャレンジす
る農家の方、中小企業の方を応援します。
専門家講師と先進事例の発表による4日間、計
8講座を開催。
日 時／第1回：7月25日(水)
第2回：8月 8日(水)
第3回：8月29日(水)
第4回：9月 5日(水)
いずれも13：30〜16：40
場 所／兵庫県民会館
受講料／8,000円
申 込／当会支援部 TEL078-331-2045

株式会社
鈍渡技研電子工業
兵庫県加古郡稲美町
加古４１４︱７
TEL
︵07９︶
４９２︱３２２８

農業ビジネス開発セミナー

った﹂と喜ぶ︒このショ
ップは阪神・神戸間では
よく知られたショップ
で︑﹁営業に回る際にも

源で使用できるのが特徴
だ︒
発売時は個人客︑警備
会社向けの販売を見込
み︑全国をカバーする新
聞に広告を出した︒しか
し︑中央会の担当者から
﹁アンシーン﹂からの情
報を集中管理できる機能
に着目し︑ターゲットを
絞って自治体から訪問す
べきとの提案を受けた︒
さっそく自治体を訪ねて
みると﹁見守り機能では
介護保険に適用されない
が︑徘徊防止であれば適
用できる︒警備モードを
転用すれば徘徊検知に使
える﹂と興味を持っても
らうことができた︒さっ
そく介護保険対象商品と
して申請し認定を受け︑
現在︑福祉関連商品
販売会社からカタロ
グに載せたいとの依
頼が舞い込んでい
る ︒﹁ 中 央 会 が つ な
いでくれたおかげで
自治体に会うことが
でき︑そこでこちら
が考えていなかった
ニーズを引き出すこ
とができた︒介護保
険適用であれば利用
者負担が少なく導入
を考えてもらいやす
くなる﹂と鈍渡喜一

セミナー
のご案内

営業ターゲットを絞り
自治体向けに活路開く

どん ど

までの体温を数秒ごとに
検知し︑安否状況を確認
する︒情報はKDDIの
通信回線を使って携帯電
話やパソコンに 人まで
送信できる︒センサーが
時間検知しない場合に
は﹁異常事態発生メー
ル﹂を自動送信するほ
か︑使用者が非常時に知
らせるコールボタン機能
の追加も可能︒防犯対策
として生体を検知すると
警報音を鳴らし︑メール
を送信する警備モードも
用意されている︒新たに
インターネット回線を引
く必要がなく︑家庭用電
10

株式会社鈍渡技研電子工業

各種監視システムを製
造する鈍渡技研電子工業
は昨年6月︑高齢者見守
りのための生体赤外線監
視装置﹁アンシーン﹂発
売した︒当初は広くター
ゲットを定め商品の認知
を図って売り上げにつな
げようと考えていたが︑
専門家や中央会のアドバ
イスを受け自治体から開
拓する戦略に注力し︑手
ごたえをつかみつつあ
る︒
﹁アンシーン﹂には︑
生体温度を検出する赤外
線センサーが組み込まれ
ており︑約4メートル先
12

中央会が商品の
販路開拓をサポート

売していた︒５年前︑高
校時代の同級生でたくさ
んのペットを家で飼って
いた現社長の森江里子氏
にエキスを紹介した︒そ
の効果に驚いた森氏が経
営に加わり︑ペットフー
ドメーカーの協力を得て
エキスを混ぜたペットフ
ードを独自に開発︒現在
はペット専用のフード︑
おやつ︑サプリメントメ
ーカーに特化している︒
無添加にこだわってエ
キスを加えた機能性フー
ドを二人で手分けをして
ペットショップに営業に
回ったが反応は鈍かっ
た ︒﹁ 名 前 の 知 ら れ て い
ない会社︒エキスの効果
を説明してもなかなか信
じてもらえなかった﹂と
高木氏は話す︒
中央会の専門家と出会
ったのは昨年 月︒最初
のアドバイスは営業用に
プレゼン資料を作り直す
ことだった︒商品の特徴
とエキスを伝えるわかり
やすい資料が出来上がっ
た︒専門家は元百貨店の
バイヤー︒その人脈を使
って同社がターゲットに
していた宝塚市内のペッ
トショップの店長と1月
に面会できることになっ
た︒回答は﹁まずはおや
つから﹂との条件ながら
二つ返事でOKをもらう
こ と が で き た ︒﹁ 中 央 会
への信用度が一番︒もち
ろんエキスの効果が伝わ
10

兵庫県中小企業団体中央会は昨年度︑目利き会事業として新たな
販路を求める事業者に対しバイヤー経験者などの専門家の支援によ
り販路をつなぐ事業を実施した︒
その成果の中からハッピーグロウと鈍渡技研電子工業の二つの事
例を紹介する︒

営業資料作りからスタート
人気店への納入決まる

代理店も現れ︑5月から
は大手服飾店へのOEM
︵発注元ブランドでの生
産︶もスタートする︒
同社は︑動物の免疫力
を引き出す乳酸菌産生エ
キスの開発者と知り合っ
た取締役の高木貞司氏が
その可能性に着目し創
業︒当初は乳牛農家向け
に疾病予防対策として販

株式会社ハッピーグロウ

機能性ペットフードを
開発・製造するハッピー
グロウは3年前の創業
来︑口コミによる営業に
頼ってきたが今年1月︑
兵庫県中小企業団体中央
会の支援を得て︑人気ペ
ットショップの店頭に商
品が並ぶことになった︒
この実績が評価され︑ネ
ットで販売したいという

ドッグカフェに並ぶハッピーグロウの商品

②ビジネスソーシャルメディア 〜ソーシャルメディアがビジネスチャンスを生み出す理由〜
さあ、ソーシャルメディアをビジネスに活かしていきましょう！
日時／7月10日（火）14：30〜16：30 場所／兵庫県民会館10階 福
講師／ノブ横地氏（株式会社ザワン 専務取締役・ソーシャルメディアマーケティング協会 代表理事）
リアルへ繋げる〜 どうやって、
ファンを増やすの？パソコンを使ってその場で習得！
③facebook実践 〜共感・クチコミ・
日時／7月19日（木）13：30〜16：30 場所／ひょうご産業活性化センター IT研修室（さんぱる７F）
講師／長沼実侑紀氏（株式会社ウエストデータプロ 代表取締役）
対 象／中小・零細企業、個人経営者でソーシャルの活用に興味のある方
参加費／各1,000円（資料代として当日会場でお支払いいただきます）
申 込／当会経営支援・地域支援課 TEL078-331-2045

組合
NEWS

TEL 078−331−2045

（経営支援・地域支援課 担当/西口）

第97回トップマスターズモード発表会開催

美容業界でトップレベルの技術者集団である全日本美容講師会会員が繰り広げるトップ
マスターズモード発表会は、全国の美容師の知識・技術向上そして、今後の美容業界の発
展を目指して実施している事業で
す。着付・ヘアの華やかな舞台で
構成されています。是非、この機
会にご来場ください。（入場券必
要）
日 時／2012年9月4日（火）
開場12:30 開演13:30
会 場／ワールド記念ホール
（ポートアイランド）
主催／全日本美容講師会 問い合せ先／兵庫県美容業生活衛生同業組合 TEL 078-575-5885

主催／兵庫県中小企業団体中央会

中央会より皆さまへ耳より情報！

人材の確保と
定着のために

特定退職金共済制度
特定退職金共済制度5つのメリット！

❶ 大企業並みの退職金制度を計画的に確立
❸ 従業員の給与の上積みにならない
❺ 年金または一時金を退職者が選択できる

❷ 掛金は１人月額3万円まで非課税
❹ 中小企業退職金共済制度との重複加入が可能

※他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

※ご加入の際には兵庫県中央会退職金共済規程および特定退職金共済制度パンフレットにて詳細を必ずご確認ください。
※平成24年4月現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。

（特定退職金共済制度実施団体）兵庫県中小企業団体中央会
【お問い合わせ】三井生命保険株式会社（引受生命保険会社）
神戸支社/TEL.078-393-3191

西宮支社/TEL.0798-23-1456

新しい時代を勝ち抜く
経営者の皆さまへ

中央会団体扱「オーナーズプラン」

企業の永続的な繁栄、発展とリスクマネジメントのために、企業の舵取り役としてご活躍の経営者の皆さまを対象としたプランです。

❶ 退職金、弔慰金が準備できる
オーナーズ
プラン
❷ 経営安定のための事業保全資金が準備できる
3つの特徴！ ❸ 保険種類によっては保険料を損金算入できる
契約要件：兵庫県中央会の会員組合に所属する組合員（法人・個人事業主）であることが条件となります。

姫路支社/TEL.079-224-7812
三井-企-24-40

【お問い合わせ】三井生命保険株式会社

神戸支社/TEL.078-393-3191

西宮支社/TEL.0798-23-1456

姫路支社/TEL.079-224-7812
B-24-1137（H24.5）使用期限H25.3

