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株式会社アイメック

神戸市

安く！永く！効く！クラウド型デジタルサイネージ『デ
ジサイン』

078-332-0081

阪神硝子工業株式会社

神戸市

大津波が発生時に避難する自由漂流型の津波用
シェルター

078-581-0036

小倉サンダイン株式会社

神戸市

エコ住宅資材として、樹脂サッシのカットサンプル
及びパネル、パンプレット

06-6584-4771

播州丹波照明事業協同組合

篠山市

バッテリー内蔵LED電球、列車ホーム足元灯、蛍光
灯型LEDランプ、農業用LEDランプ

079-552-0257

髙丸工業株式会社

尼崎市

産業用ロボットの実演と、尼崎ロボットテクニカル
センターの紹介

06-6412-2300

社団法人日本燐寸工業会

神戸市

災害時長期保存用缶詰マッチ、
レッドハウスマッチ

078-341-4841

関西メディア株式会社

尼崎市

中小企業向けビジネス短編映像の制作実績・サン
プル映像の放映

06-6430-0890

キンボシ株式会社

小野市

ECO MOWER エコモ（充電式リール芝刈機）

0794-62-2391

三栄産業株式会社

豊岡市

エコ対応鞄、防犯鞄

0796-23-2877

川重車両協同組合

神戸市

高品質・高技術の鉄道車両部品

078-671-4477

株式会社ビルティ

尼崎市

「水やりくん」
（ネットワークカメラ潅水遠隔システム・緑化用軽量
土壌
「Doda」
・防水資材
（遮熱シート他）
、
太陽光パネル設置用架
台

06-6401-7730

株式会社トライス

神戸市

タブレット端末を活用し、
場所を選ばず営業活動に必要最適なプ
レゼンテーションを可能にするビジネスサポートツール、
その名
も
「スマサポ」

078-341-2241

アークハリマ株式会社

姫路市

経済型

079-252-2234

神戸マッチ株式会社

太子町

LEDランプETERNAシリーズ・LED蛍光管・CCFL蛍
光管・LED水銀灯・LED投光ランプ

079-277-0447

兵庫県鉄工建設業協同組合
青年部会

神戸市

鉄骨部材の接合部・溶接部材などの鉄骨サンプ
ル、鉄骨いろはカルタ

078-232-1370

アイケー電機株式会社

伊丹市

LED蛍光灯、LED投光器

072-782-6289

二相系ステンレス LDX2101

応募資格

・兵庫県内に本社または拠点を置く中小企業及び組合等を対象とします

応募書類

・参加申込書

応募締切

・平成24年8月24日（金）必着
（当会までFAX送信下さい）

9月1日〜
10月31日

兵庫県中央会

〜東日本大震災から学ぶ企業のリスク対策〜

時／平成24年8月22日（水）
13：00〜14：00
「東日本大震災から学ぶ中小企業のリスク対策について」
講師／特定非営利活動法人
危機管理対策機構 理事兼事務局長 細坪信二 氏
14：00〜15：00
「津波による壊滅的被害からの事業再建について」
講師／赤武酒造株式会社 代表取締役 古舘秀峰 氏

場

専門家派遣を決定!（無料）
（1社あたり3回を限度）11月〜1月
◎賞品のブラッシュアップや新たな連携先の推進

営業プロ養成講座 全8回

各分野の専門の講師による営業プロ養成講座

9月6日（木） 戦略構築スキル 〜営業に求められる戦略的思考〜
9月20日（木） コーチングスキル 〜相談対応力をアップする効果的ヒアリング〜
10月4日（木） 質問スキル 〜本質を捉えるコミュニケーション手法〜
10月18日（木）プレゼンスキル 〜相手を動かすプレゼンテーション〜
11月1日（木） ツール作成スキル 〜営業効果を高めるツール作り〜
11月15日（木）交渉スキル 〜相手をその気にさせる交渉術〜
11月29日（木）自己マネジメントスキル 〜まずは自分を知り、自分に克〜
12月13日（木）組織マネジメントスキル 〜組織営業をマネジメントする〜
※各コースの講師に関しての詳細は中央会ホームページにて
会 場／兵庫県民会館
受講料／一般1講座3,000円、全8コース20,000円
会員1講座2,000円、全8コース13,000円
時 間／各コースとも18時30分〜21時
定 員／20名（多数の場合はコース希望者優先）

お問い合わせ／兵庫県中小企業団体中央会 事業部 TEL 078-331-2045

所／ホテルオークラ神戸1階「松風の間」

対 象 者／中小企業経営者、管理者、担当者の方々
募集人数／50名（定員になり次第、締め切らせていただきます。定員の場合は、個別
にて連絡させていただきます）

ヒアリング訪問先の中から選定（5社）

お問い合わせ／兵庫県中小企業団体中央会 事業部

セミナー
のご案内

日

販路拡大

書類選考
（30社）

ヒアリング
訪問の実施

メール hyogo@chuokai.com
ホームページ www.chuokai.com

参 加 費／無料

TEL 078-331-2045

お問い合わせ／兵庫県中小企業団体中央会 事業部連携支援課 TEL 078-331-2045

来場者にプレゼンできる
ようにしっかりものにし
たい﹂と意気込んでいた︒
今後︑各企業・組合と
担当の学生とで打ち合わ
せを重ねながら9月6︑
7日の本番を迎える︒

選考基準

・環境やエネルギー分野等の新技術、新商品、新サービスの開発、
新たな取組における連携先や販路の開拓を支援する
・新規性、
コンセプト、
デザイン、機能等の商品特長や買手を意識した商品づくり
・事業の活動実績や新たな連携に向けた取組みの妥当性

支援希望者の
募集!

□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

壊滅的被害にあっても生き残るためには

中央会
NEWS

新製品や新サービスの販路開拓や連携を支援！

支援目的

Vol.14

ピ ー ル し た い﹂︒ 同 社 を
担当する同2回生の川上
さやかさんは﹁私自身︑
タブレット端末を使うの
が初めて︒ブースでは私
がタブレットを使ってト
ライスの事業を魅力的に

平成24年度 新規連携先開拓支援事業

中央会
NEWS

昨年の国際フロンティア
産業メッセの様子
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タブレット端末を使うメ
リットについてトライス
の社員から説明を受ける
学生

0795-37-2837

わかりにくい業界︒学生
さんの力を借りて︑来場
者に笑ってもらい︑温か
いものを持って帰っても
らえるような展示ができ
れば﹂と期待する︒同大
学経営学部2回生の戸村
一智さんは﹁社会に出る
前に社会人とかかわるこ
とのできる貴重な機会︒
期待に応えられるようア
イデアを練りたい﹂と話
す︒
iPadをはじめとす
るタブレット端末を活用
し動画などを有効に使っ
た営業支援ツールの作成
を手がける㈱トライスの
岸徹社長は﹁タブレット
端末をうまく使うことで
新人の営業担当者がベテ
ランと遜色ない営業が可
能になるということをア

ふとんリサイクルにより生まれた座布団、マット

耐震補強などを手がけて
いるが︑一般の人には何
をやっているかなかなか

多可町

フロンティア株式会社
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広 告 兵庫県中小企業団体中央会だより

所在地

9月6・７日に神戸で開催

会社・団体名

兵庫県鉄工建設業協同
組合青年部会の小田岳人
氏は﹁われわれの業界は

中央会ブース出展企業

中央会ブースでは 企業・団体で共同出展

場者にアピールする展示
やプレゼンテーションを
考え︑本番に臨む︒
㈱トライス︑関西メデ
ィア㈱︑兵庫県鉄工建設
業協同組合青年部会︑㈳
日本燐寸工業会の4企
業・団体︒7月 日に行
われた出展者説明会
で学生と初めて顔合
わせをし︑出展の狙
いを学生に伝えた︒

兵庫県鉄工建設業
協同組合青年部会
の展示の狙いにつ
いてヒアリングす
る学生たち

▲
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国際フロンティア産業メッセ2012
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﹁国際フロンティア産業メッセ2012﹂が9月6 ・7日︑神戸・ポートアイランドの神戸国際展
示場で開かれる︒今年のテーマは﹁エコものづくりで目指す明日のスマート社会﹂︒環境・エネルギ
ー関連の企業を中心に過去最大級の290社・団体が出展する︒
西日本最大規模の産業総合展示会として︑今年 で 回目を迎える︒ものづくり企業や研究機関が集
積する兵庫・神戸の強みを活かした新技術・新製品の展示や産学官連携による研究成果や開発技術等
を発信︒基調講演︑特別講演︑各種セミナーや交流会など多彩なプログラムも用意されている︒
今 回 は︑ テー マに 沿っ た環 境・ エ ネルギ ー 関係 の展示 ︑ イベ ントが多
いの が 特徴 ︒蓄 電池 ︑太 陽光 設備 など の最 新技 術に 関す る出 展 のほか電
気自 動 車の 試乗 会︑ 電気 自動 車や スマ ート ハウ ス︑ エネ ルギ ー の最新技
術に関する基調講演も行われる︒
東日本大震災の復興支援として︑東北3県︵岩手・宮城・福島︶から
社 ・団 体が 出展 し︑ 東 北物産 展を 実 施する ほ か︑フ ラン ス ・アヴェロ
ン県 か らの 出展 があ る︒ また ︑今 秋に 本格 稼働 する スー パー コ ンピュー
タ﹁京﹂︵計算科学研究機構︶の施設見学ツアーも予定されている︒

企業と学生がコラボ
来場者に伝わる展示を共同で考案

兵庫県中小企業団体中
央会は︑﹁国際フロンティ
ア産業メッセ2012﹂
に︑共同ブースを設け︑
企業・団体がグループ
出展する︒このうち4企
業・団体は兵庫県立大学
の学生の協力を得て︑来

中央会のブースで共同出展
する 企業・団体を集めて
開かれた出展者説明会
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ラ・スイートのラグジュアリー戦略

セミナー
のご案内

〜サービス産業におけるおもてなしの真髄とは〜

宿泊客から高い評価を得ている「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」
の取組み（ラグジュアリー戦略）を説明いたします。
日 時／9月27日（木） 午後2時〜午後4時（受付：1時30分〜）
場 所／兵庫県民会館 11Ｆ パルテホール
講 師／ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド
総支配人 檜山和司 氏
内 容／①ラ・スイートの創業の経緯、
ラグジュアリー戦略、おもてなしの特長
②これからのサービス業に求められるものは
定 員／100名（先着順で、定員オーバーの際は連絡いたします。）
参加費／1,000円
檜山和司 氏
締 切／9月20日（木）

お問い合わせ／兵庫県中小企業団体中央会 経営支援・地域支援課 TEL 078-331-2045

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

経費削減に役立つ補償制度をご用意しました！
兵庫県中小企業団体中央会 業務災害補償制度【傷害総合保険＋労働災害総合保険（使用者賠償責任条項）】
個別で加入されるより最大約56%割安!※1
保険料は全額損金（個人事業主の場合は必要経費※２）処理が可能です。

２つの補償で安心経営！
！

ご契約方式が簡単！
！

①役員・従業員（パート・アルバイトを含みます。）の労働災害（おケガ）
を補償！
②経営側の負担する労災賠償を補償！

①売上高のみご申告いただければ保険料算出可能！
②従業員の入替など、手間がかかる通知も不要！

（※1）
最大５６％割引の適用となる場合は、
団体割引30%、
過去の損害率による割引30%、
役職員一括契約割引10％
（売上高より換算した被保険者数が20名以上の場合）
を適用した傷害総合保険部分１名あたりの保険料割引率です。
（※２）個人事業主本人に対する保険料は除きます
（平成２４年６月現在）
。実際の税務処理は税理士にご相談ください。

姫路支社/TEL.079-224-7812
三井-企-24-40

◇上記事例は概要のご案内となります。詳しい内容またはお見積りにつきましては、下記【問い合わせ先】またはお近くの損保ジャパン
（お近くの営業店は、弊社ＨＰより簡単に検索できます。）
までお問い合わせください。
【問い合わせ先】株式会社損害保険ジャパン 神戸支店営業第一課「業務災害補償制度担当：原」または 損保ジャパン営業店 検索
（引受保険会社）〒650-8501 神戸市中央区栄町通3-3-17 TEL：078-333-2595 FAX：078-333-2674
平成２４年６月２６日作成 ＳＪ１２−０３１２７

