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ホットコーヒー（テイクアウト） 神戸で初めての珈琲豆焙煎問屋として1923年（大正12年）に誕生。以来、独
エキストラ珈琲株式会社 自の技術で各国産輸入豆を焙煎加工・販売してまいりました。厳選した高級
神戸市兵庫区

コーヒーをご提供いたします。

神戸紅茶イングリッシュブレックファスト

1925年の創業より、紅茶消費量日本一の街「神戸」で紅茶の製造卸を続け
て87年。神戸紅茶の紅茶鑑定士が、世界中の産地から選びぬいた茶葉だけ
を日本の水に合わせてブレンドしたこだわりの紅茶です。

神戸紅茶株式会社
神戸市東灘区
かりんとまんじゅう
加古川市
株式会社原田パン
神戸市長田区
明石 “初” “発” たこカレー
西海醤油株式会社
明石市魚住町
まさか！の竹炭黒うどん
ひょうごの逸品コラボ隊
7色の具入り太巻寿司と草もち
企業組合氷上つたの会
丹波市氷上町
岩津葱巻寿司、生野峠みそ
栃原ゆうみいグループ
朝来市生野町
焼菓子・カントリーケーキ・ジャム
Kobe Sweets Garden
神戸市東灘区

鴬ボールなどの米菓各種
植垣米菓株式会社
加古川市
樋上養蜂場 みつばち屋
神戸市北区
兵庫県産ゆずの加工品
農事組合法人 安富ゆず組合

もち米をつかったかりんとう風あられ「鴬ボール」や「六甲花吹雪」をはじめ
としたこだわりの米菓を販売させたいただきます。
神戸市北区にある個人経営の養蜂場です。自家生産の蜂蜜をはじめ、果実
の蜂蜜漬け、はちみつアイス、蜂の巣から作ったハニーキャンドル等の販売
を行います。
丹精こめて育てたゆずを一つ一つ摘み、安富ゆず工房で丁寧に作り上げた
ゆず製品を販売いたします。無添加、手作りのおかあさんの味、
まごころの
味をお届けします。
どうぞお試し下さい。
樽正本店は食品添加物を一切必要としない「本物の味」
でお届けします。
国内産のノーワックスレモン、
ノーワックスオレンジの皮と果汁をたっぷり
使っています。程よい国内産生姜と蜂蜜の風味がきいたビタミンCたっぷり
のフルーツティーです。お湯、水、炭酸でお好みで３〜５倍に割って、また
紅茶に入れてお召し上がりください。

株式会社樽正本店
Pure quality foods
神戸市灘区

こだわりの米粉めん「こうの巣」 子供たちが安心・安全に食べてもらえるように、米粉だけで作ったメンで

す。小麦アレルギーの心配が一切ない、米粉100％で作り上げました。もち
ろんつなぎも、お米から作りました。離乳食に最適です。つるつるシコシコ
ですよ。

有限会社高本農場
朝来市和田山町
塩干物全般
神戸海産物卸協同組合

神戸ワイン「エクストラ」
財団法人神戸みのりの公社
神戸市西区
兵庫県産農産物

1868年、神戸港開港。神戸を散策すると、異国の文化に彩られていることに
気がつきます。それは、かつて遠く海を渡り西洋の人々が神戸に暮らしてい
た時代があったから。
ワインは、当時の彼らが大切に運んだ故郷の酒。
グラ
スを手に家族や気の合う仲間達と特別な時を過ごしたのです。現在の神戸
は、国内最大規模のワイン専用ぶどう畑を有する銘醸地となりました。神戸
の自然と気候が育んだ、最高のぶどうのみを厳選した神戸ワイン「エクスト
ラ」をお楽しみください。
地元神戸産の野菜と淡路島産の野菜や乾燥わかめなどの海産物を販売し
ます。

こたろう農園
神戸市中央区
G&B農園
神戸市須磨区
バクタモン栽培の美味しい食材
バクタモン研究会
篠山市他
東北復興応援ブース
兵庫県中小企業団体中央会
神戸市中央区

自然栽培（有機、無農薬）。化学肥料、農薬を使用せずトウガラシ、ニンニク
等、畑で出来る野菜類で虫さん達に対抗しています。悪戦苦闘の連続です
が、安全で安心して美味しく食べていただける野菜栽培を実践しています。
微生物土壌改良剤「バクタモン」を利用した美味しさ重視のお米・黒大豆枝
豆・イチジク・栗・しいたけなど皆様にお届けいたします。
中小企業の支援団体である中央会が、
これまでに東北の復興支援でご縁の
できた、被災地で再び立ち上がりつつある中小企業の商品や取り組みを紹
介します。

セミナーのご案内

○「中小会計要領」セミナー
『中小会計要領』に基づく「適切な会計処理による決算書」
を作成することの意義・必要性と、それを実務に活かし、経営
力を高めるためのポイントについて解説いたします。
地

区

淡

路

日 時

場

所

講

11月13日（火） 淡陽信用組合 本店

師

川上 哲司 税理士

○移動相談会
経営・労働両面の専門家、畑 英樹（中小企業診断士・特定社
会保険労務士）が相談対応します。
その他、組合関連のご相談も専門の職員が対応します。
お問い合わせ／経営支援・地域支援課 松浦

TEL 078-331-2045

自然災害に備える！
どんな会社にも役立つ
日 時

場
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テーマ・内容

セミナー
兵庫県民会館 「事業継続計画の策定 パートⅠ」
302号室
Ⅰ ＢＣＰの必要性と基礎

11月13日
13：30〜15：30

セミナー
兵庫県民会館 「事業継続計画の策定 パートⅡ」
B101号室
Ⅱ ＢＣＰ策定のポイント
視察研修
兵庫耐震工学研究センター内の実
験棟等を視察。建築物の構造耐震
性や室内安全性に関する実験研究
の最前線について研修。

対 象／中小企業経営者・総務担当者・危機担当幹部等・業界（組合）担当者
定 員／各回とも15名（定員オーバーの場合に限り連絡いたします）
参加費／無料
お問い合わせ／事業部連携支援課 寺本

TEL 078-331-2045

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。

モリゾーとキッコロ・せんとくん・焼酎ブーム・ヒルズの仕掛人が語る

第1部 記念講演会 元気な会社・元気な青年部の作り方〜青年中央会から始まる兵庫再生・日本再生〜

開催日／11月９日
（金）午後３時〜
場所／ANAクラウンプラザホテル10F ザ・ボールルーム
講 師／マーケティングコンサルタント 西川りゅうじん
西川りゅうじんプロフィール

商業開発研究所レゾン所長。1960年兵庫県出身。現在も実家は西宮市。一橋大学経済学部・法学部卒業。
実家は創業来59年間黒字の製造販売業を営む中小企業。自身も在学中に企画プロデュース事務所を起業して以来26年間黒字経営。
「ウォークマン」の販売促進、
「ジュリアナ東京」のＰＲや「福岡ドーム」のオープニングの演出、京都駅ビルや大阪「クリスタ長堀」の商業
開発、全国的な焼酎の人気づくりなどで注目を集める。
近年では、
「愛・地球博」の モリゾーとキッコロ や「平城遷都1300年祭」の せんとくん のデザイン・ネーミングの選定・広報、
「六本木ヒ
ルズ」
「表参道ヒルズ」のコンセプト立案・商業開発、
ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」を契機とする
「土佐・龍馬であい博」総合プロデュースなど
に携わった。経済産業省「地域の魅力セレクション」審査委員長、
（社）全国信用金庫協会「商店街ルネッサンス・コンテスト」審査委員長、
東京工業大学・早稲田大学・甲南大学などの非常勤講師を歴任。
現在、厚生労働省「健康寿命をのばそう！Smart Life Project」スーパーバイザー、瀬戸内６県による
「瀬戸内ブランド推進協議会」
プロ
デューサー、兵庫県参与を委嘱されている。長きにわたり、全国各地の各種経済団体や青年経済団体の講師やアドバイザーを務めてい
る。親身かつ実践的指導には定評がある。

第2部 記念式典

対
参

神戸支社/TEL.078-393-3191

西宮支社/TEL.0798-23-1456

第3部 親睦交流会

※会員とは当青年中央会に所属
している青年部メンバーかど
うかにより判断いたします。

象／中小企業経営者・後継者・業界
（組合）
担当者など
加／会員 9,000円
（交流会含む） 非会員 10,000円
（交流会含む）
お問い合わせ／兵庫県中小企業青年中央会 事務局

全国中小企業団体中央会の
業務災害補償制度

TEL 078-331-2045

経営ダブルアシストのご案内（一般傷害保険）

◇うつ病や過労死などによる新しい労災リスクの増加
◇1億円を超える高額な賠償事例が続出
◇パート・アルバイト、派遣社員などの非正規雇用労働者の増加

主な特長

《業務災害補償制度》

新しい労災リスクに対応します。
労災リスクへの備えは、経営者の重要な責任です！

最大
約55％
割引

●一般の加入より最大約５５％割引

●契約は無記名方式。パートやアルバイトの方も自動的に補償

●法律上の賠償責任や訴訟費用も補償

●保険料は売上高で算出

（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5%もしくは10%）

※人数変更があっても報告は不要！

掛金は全額損金参入可能

■オプションをセットして……業務中の天災（地震・噴火・津波等）
によるケガやその使用者賠償責任も補償！

※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）
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兵庫県中小企業青年中央会創立30周年記念事業開催

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

兵庫県中央会

2810

リスク対策 基礎講座

兵庫耐震工学
研究センター
（三木市）

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

▲昨年は２日間で
約３万人の来場
者でにぎわった

10月30日
13：30〜15：30

11月27日
13：30〜15：30
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セミナーのご案内

「中小会計要領」セミナーと
移動相談会を淡路地区で開催

□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

る予定︒神戸紅茶は
﹁ミルクティーで楽
しむのに適した茶葉
を試飲販売する﹂と
いう︒
若者のコーヒー離
れが進み︑古き良き
喫茶文化が失われつ
つある昨今だが︑兵
庫県コーヒー商工組
合の萩原孝治郎理事
長は﹁フェアを通じ
て︑神戸で花開いた
コーヒー・紅茶文化
に触れてもらいた
い﹂と話している︒
ほかに販売される
特産品は︑巻寿司や
味噌︑はちみつ︑神
戸スイーツ︑ワイン︑
地場産野菜など︒同
じ会場で県内のさま
ざまな分野の職人が
卓越した技を競い合
う﹁技能グランプリ
＆フェスタ2012﹂
︵兵庫県・神戸市共
催︶も開催される︒
日は午前 時〜午
後４時半︑ 日は午
前 時〜午後４時︒
兵庫県中小企業団体
中央会支援部☎07
8・331・204
5︒イベントの最新
情報はFacebo
okページ﹁ひょう
ご特産品フェア﹂で
発信している︒

「紅はるか」サツマイモ、「鷹の爪」トウガラシ
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紅茶は︑日
本で最初に
紅茶ティー
バッグを製
造した老舗
紅茶メーカ
ーで︑長年
英国の大手紅茶ブランド
の日本国内生産を一手に
担っていた︒
同社の有田吉宏専務は
﹁同じく紅茶消費量の多
い横浜でストレートティ
ーが好まれるのに対して︑
神戸の皆さんはミルクテ
ィーがお好み﹂と地域性
を話す︒国内に数人しか
いない紅茶鑑定士を２人
も擁し︑世界各地から厳
選した茶葉を買い付け︑
日本の水に合わせて自社
でブレンドしている︒
イベント当日︑エキス
トラ珈琲は﹁独特の強い
香りとコクが特長﹂のド
リップコーヒーを販売す

神戸市兵庫区

私達、神戸海産物卸協同組合は、神戸市中央卸売市場の中にあり、毎日各
地から集まる新鮮な塩干物を取り扱っています。今日は、皆様に自信を持っ
ておすすめできる商品を集めました。
どうぞ、お立ち寄り下さい。

12

10

神戸のまちとコーヒー・紅茶 ▼
とのゆかりを話す小室氏︑萩
原氏︑有田氏︵向かって左か
ら︶＝神戸市灘区城内通1︑
萩原珈琲本社

生姜レモン茶

六甲山のふもと神戸市北区で、からだにやさしい野菜や果物を使用した、
無添加コンフィチュール（ジャム）やパンを手づくりしています。

ヒーを商い始めた先駆企
業︒同社の小室こゆみ社
長は﹁神戸におけるコー
ヒーの歴史を語るとき︑
外せないのが戦後の大衆
喫茶ブームです﹂と話す︒
最初は居留外国人を中心
に飲まれたコーヒーだっ
たが︑大衆喫茶チェーン
がミルクたっぷりのコー
ヒー﹁ミーコー﹂を売り
出すと︑たちまち多くの
神戸っ子たちがその魅力
に取りつかれた︒
一方の紅茶も︑神戸の
まちに深く根ざした飲み
物だ︒神戸は１世帯当た
りの紅茶消費量が国内最
多︒大正 年創業の神戸

姫路市安富町

自家農園のブルーベリー・トマト・サツマイモはじめ、安心安全の国産材料
でおいしく優しく丁寧なハンドメイドの焼き菓子やカントリーケーキ・ジャ
ムを販売します。

21

日

表六甲山 アカシア蜂蜜

日本三大葱である岩津葱入り巻寿司です。但馬ならではの米、大豆同量の
生野峠みそ、地元産にんにくを使用したにんにくみそ。辛口用として、ギネ
ス1位のジョロキア入りもあります。

28

日・

神戸市北区

丹波名産の農産物を加工し安心安全な食をお届けします。丹波のおかあさ
んの味。なつかしいけど新しいおいしさ。

21

月

VegeMerry（ベジメリー）

「黒」にこだわりました。
コラーゲン入り竹炭黒うどんは美味しいだけでなく
ヘルシー！竹炭ぶっかけ黒うどん、黒豆おこわは会場でお召し上がり頂けま
す。半生黒うどん、丹波篠山の黒豆味噌他も販売します。

27

区︶と︑紅茶製造加工販
売の神戸紅茶︵同市東灘
区︶の２社︒いずれも昨
年に引き続き２回目の出
店となる︒
神戸におけるコーヒー
の歴史は︑150年近く
前にさかのぼる︒神戸港
開港に伴い︑貿易活動を
行う外国人居留地が設け
られたことで︑ごく自然
な形で洋風文化を取り入
れていった神戸の人々︒
コーヒーもその１つとい
える︒
大正 年創業のエキス
トラ珈琲は︑神戸でコー

手づくりジャム・パン

明治元年創業の木造の醤油蔵。火入れが始まると、あたりには香ばしい醤
油の香りが広がります。今も多品種少量の商品を手作業中心に製造してい
ます。
『明石初発たこカレー』明石のたこと兵庫県産小エビ使用のシーフー
ドカレーです。

10

品が並ぶ︒また︑中央会
のブースでは﹁東北応援
物産ブース﹂が設けられ︑
被災地の企業の特産品︑
スイーツを紹介︒
当日ブースを出店する
団体の中から︑兵庫県
コーヒー商工組合の加盟
企業２社に︑フェアを前
にした意気込みなどを聞
いた︒
コーヒー卸売のエキス
トラ珈琲︵神戸市兵庫

姫路市夢前町

神戸長田で有名な牛すじ
（ぼっかけ）を甘辛く煮て、
フライのパンに詰め込
みました。美容効果抜群コラーゲンたっぷりの女性にうれしいパンです。

兵庫県中小企業団体中央会

牛すじぼっかけパン

こんがり、まあるく、かりっとさくさく。黒糖蜜の香りとうまみ、小豆の風味が
あわさったほどよい甘さ。ひとつ、ふたつ、みっつぱくりと食べれるおいしさ
です。

った︒
今年のフェアには︑各
ブースに県内 の企業︑
組合が参加する︒兵庫県
パン商工組合からは﹁日
本全国ご当地パン祭り﹂
に出展するパン屋が出店︒
農事組合法人安富ゆず組
合は特産のゆずを使った
シロップやジュース︑お
茶などを販売する︒それ
ぞれ︑地元産の農水産物
を生かして開発された商

ニシカワ食品株式会社

広 告 兵庫県中小企業団体中央会だより

メイン商品名／社名／所在地

一

ひょうご特産品フェア

業

地場産の﹁味﹂楽しんで
兵庫県の特産加工品を集めたイベントを開催

企

兵庫県中小企業団体中央会は 月 日・ 日︑神戸・ポートアイランドの神戸
国際展示場で︑県内の特産加工品を集めた﹁ひょうご特産品フェア﹂を開催する︒

店

﹁ひょうご特産品フェ
ア﹂は︑県内各地の農水
産物や農水産物加工品︑
地域資源を活用した物産
展︒兵庫県中小企業団体
中央会が昨年初めて開催
した︒技能士の仕事体験
や匠の技を間近に楽しむ
ことができる﹁技能グラ
ンプリフェスタ﹂と同会
場で開くことで相乗効果
を図り︑昨年は2日間で
3万人もの人出でにぎわ

出

この広告は、全国中小企業団体中央会を契約者とする全国中小企業団体中央会、都道府県中小企業団体中央会の会員である団体・協同組合等に加入している会員向け一般傷害保険団体契約の概
要について紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容は経営ダブルアシストのパンフレットをご確認ください。詳細は契約者である団
体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または引受保険会社にお問い合わせください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合
は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

姫路支社/TEL.079-224-7812
三井-企-24-40

【制 度 運 営】全国中小企業団体中央会
【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社
【お問合せ先】兵庫県中小企業団体中央会 支援部 【担当課支社】神戸中央支店 業務グループ
（櫛田）
【Ｔ Ｅ Ｌ】078-331-2045
08A1-4952-12047-2012年10月作成
【Ｔ Ｅ Ｌ】078-333-7112

