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明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信
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企業立地支援事業を活用して

B-Rサー
ティ
アイスクリ ワン
ーム
株式会社

西日本の生産拠点、
神戸三木工場を新設

元気企業
訪問

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

吟醸酒、
純米酒、
本醸造酒
日本酒って難しい

◦兵庫県信用保証協会かわら版
 ャレンジサポートキャン
チ

ペーンのご案内

セミナーレポート

ひょうご・神戸チャレンジ
マーケットを開催
成長期待企業のイチオシ！
株式会社セラピット

リハビリ施設

今月の支援メニュー
企業立地支援事業
兵庫県内への進出・移転を
検討している企業に、
県の産
業団地や工場適地などの情
報を提供。
関係機関への取り
次ぎをワンストップで行って
いる。

ひょうご産業活性化センターは、
ひょうご・神戸投資サポー
トセンターを通じて、産業団地等の紹介をはじめ行政窓口
等への取り次ぎなど、工場用地探しをサポートしています。
B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社（本社東京）はセ
ンターのサポートを受け、事業拡大とともに災害等のリスク
分散を図るため、西日本の生産拠点となる神戸三木工場
を三木市内に建設。３月から本格稼働させています。

よりご利用しやすくなりました。
基準金利を 0.25％引き下げ！
返済期間も最長 10 年まで延長！
「設備貸与（割賦販売・リース）制度」
10年以内の
返済期間
※法人の場合は代表者の個人保証が必要となります。
また、審査等の結果によっては別途、担保
等が必要になる場合や、
ご希望に添えない場合があります。

割賦制度

リース制度

返済期間10年以内の6段階長期固定損料です。適
用損料は申請企業の経営状況等により決定しま
す。金利0.25％刻み。
【年利】

設備の耐用年数に応じた3〜10年のリース期間で
す。適用料率は申請企業の経営状況等により決定
します。
【月額リース料率】

1.00 2.25％
％〜

3年〜
10年

0.964％〜2.956％

※設備によってはリース制度の対象とならない場合があります。
※再リースが必要な所有権移転外ファイナンスリースとなります。

※当初に10％の保証金が必要です。

［平成27年4月1日現在］

対象設備（抜粋例）
生産・加工・処理設備全般

検査・計量・物流関連設備全般

機械金属・電機・電子・樹脂・木工等工作機械/食品・菓子・飲料
全般製造機械・ライン/産業廃棄物処理機械/印刷機械等

検査計量装置/電子式保管ラック/天井クレーン/
コンベアー等

自社用業務車両及び建設機械
バス/トラック/冷凍冷蔵庫/パッカー車/クレーン車/
油圧ショベル/特殊車両等（乗用車型は除く）

エネルギー設備及び業務用システム
蓄電・発電ユニット/キュービクル/ボイラー/冷凍冷蔵設備/
サーバー・プログラム

※上記以外でも汎用機・専用機を問わず、機械全般が対象となりますので事前にご相談ください。

〒651-0096 神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル6階

TEL（078）230ー8801

URL http://web.hyogo-iic.ne.jp/
ひょうご産業

今月の支援メニュー
企業立地支援事業

元気企業
訪問
B-Rサーティワン
アイスクリーム
株式会社

国内で1100店を展開
生産能力増強とリスク回避へ
三木の産業団地に新工場
西日本の生産拠点として稼働
世界で人気のチェーン店
「31（サーティワン）
」
といえばアイスク
リームショップのチェーン店として、
抜群

やはり第一印象が良く、
同社が挙げる

いらっしゃることに魅力を感じました」
と

工場立地の3条件も満たしていた三

教えてくれました。

木での新工場建設を決定しました。

〝三木産〟アイスが店頭に

の知名度を誇っています。東京の１号

３条件の1番目はアイスクリーム製造

店は40年以上前、
1974年に開設しま

に欠かせない水質の良さでした。
２番目

新しい神戸三木工場は昨年12月

した。企業名のB-Rは現在約50カ国

は輸送利便性で、
国内素材の輸送は

に竣工し、
年明けに製造ラインが整い

で計7,000店以上を展開する世界最

もちろん、
米国からB-R独自のフレーバ

ました。以降は、
品質保証のため製造

大級のアイスクリームチェーン「バスキ

ー素材などが届く神戸港とのアクセス

テストを繰り返し、
綿密なチェックを行う

ン・ロビンス」の頭文字。
「31」は日本

も、
山陽自動車道のインターに近いため

傍ら、従業員の手作り工程の作業研

だけのブランド名だそうです。

スムーズでした。
３番目は手作り工程に

修などを実施。
このたび、
3月中旬から

アイスクリーム製品は、静岡県の富

人手が必要なため、
労働力が確保でき

本格的に稼働させました。

士小山工場１カ所で生産していました

ること。
三木市や神戸市の市街地が通

が、
さらなる事業拡大を目指すととも

勤圏内にあることが評価されました。

富士小山工場は主に東日本の店
舗、神戸三木工場は西日本の店舗で

に、BCP（事業継続計画）に備え、西

さらに、都市近郊でありながら自然

販売するアイスクリームとアイスクリーム

日本の生産拠点となる新工場の建設

環境が豊かなことも決め手に。
高木本

ケーキを製造しています。
また、
万が一

を計画。2010年夏から、候補地選定

部長は「ひょうご情報公園都市は全て

のことがあっても供給が途切れないよ

に着手しました。

のインフラが整備されています。
それゆ

うカバーし合います。
これで、
実効性の

えに有名な企業が工場を立地されて

高いBCPを策定できる盤石な生産体

紹介の工場用地に〝一目ぼれ〟
相談を受けたひょうご・神戸投資サ
ポートセンターが、
兵庫県内の工場用
地として2カ所目に案内したのが、
三木
市にある産業団地「ひょうご情報公園
都市」でした。
「現地を訪れてすぐに良いなと。
一目
ぼれでした」
と同社の高木祥人生産
本部長は振り返ります。
1年ほどかけ、
県内20カ所を含め、
京都、
広島、
岡山
など約40カ所を候補に検討した結果、

神戸三木工場
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企業立地支援事業

産〟のアイスが、
「31」の店頭に並びま

力で思い描いた通りになりました。感

北海道産の乳製品など良質な国

す。新工場の立地選定から、生産が

無量です」
と喜びもひとしお。神戸三

産原料にこだわり、世界中で愛される

軌道に乗るまでを見守った高木本部

木工場が加わった新製造体制に期

B-Rのレシピに基づいた〝兵庫・三木

長は「いろいろな方々のご支援とご協

待を込めます。

制が整いました。

概要
B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社

所在地
（本社）東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル
（神戸三木工場）三木市志染町「ひょうご情報公園都市」内

代表取締役社長 渡辺裕明
事業内容 アイスクリームの製造販売
URL http://www31ice.co.jp/

支援メニュー講座

企業立地支援事業

ワンストップで国内外の企業ニーズに
お応えします
制度概要
ひょうご・神戸投資サポートセンターでは、兵庫県内に進出を検討している国内企業、外国・外資系企業の
皆さまに、兵庫県の産業団地のほか、工場適地や遊休地、賃貸オフィス等の情報、さらには進出の際に必要
な行政手続きから雇用、住宅、生活面に至るまでさまざまな現地情報等を提供しています。各事業主体や関
係機関等への取り次ぎなど、企業ニーズに合わせたきめ細やかな支援を行うワンストップサービス機関として、
皆さまの新たな事業展開をお手伝いいたします。

［具体的な支援内容］
１
２
３
４

産業用地情報の提供
研究開発用オフィス情報の提供
関連情報の提供
現地案内

５ 許認可手続き情報の提供（外国・外資系企業向け）
６ ビジネス・生活関連情報の提供（外国・外資系企業向け）
７ 専門アドバイザーによる無料相談（外国・外資系企業向け）

問い合わせは ひょうご・神戸投資サポートセンター

078-271-8400

あった、あった、ここや。

「はじめまして。

えらい大きい会社やなあ、

初めて出会った

カワサキと申します」

ドキドキしてきたわ。

人と人とを

名刺を交換したら

あかん、
鎮まれ心臓
営業マンに弱気は禁物、
最初が肝心や。

つなぐ。

お付き合いの始まり。
小さな紙片から
どんだけ仕事が広がるか、
さあ、ガンバルぞぉ〜！

それが、
わたしたちのしごとです。

http://www.kobenp-printing.co.jp/
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CALENDAR
総合相談窓口のご案内
曜日ごとに異なる中小企業診断士、兵庫県信用
保証協会の相談員等の専門家が、中小企業の抱え
るさまざまな経営課題の相談に無料で対応します。
【主な相談内容】創業、経営革新計画、資金調達、
販路開拓、労務等
【相談時間】9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
※平日のみ
【相談方法】来所（要事前予約）または電話、FAX、
E-mail
※総合相談窓口以外に、特別相談も実施しています
◦創業と経営革新に係る金融相談（要予約）
起業や新たな事業展開を考えている方
◦農商工連携・地域資源活用・新連携事業に
係る相談会（要予約）
農
 林漁業者と商工業者等の連携による新商品、
新サービスの開発を考えている方
◦オーダーメイド型創業塾（随時）
起業・創業についてマンツーマンで相談したい
※詳細はHP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/
keieisoudan）をご覧ください
【問い合わせ先】
経営推進部 経営・商業支援課
総合相談ナビゲーター
078-230-8149
078-291-8190
keiei1@staff.hyogo-iic.ne.jp

「キラリひょうごプロジェクト」
HPのご案内
兵庫の地域資源に磨きをかけて、地域ブランドとし
て成長・飛躍を目指す元気な中小企業者のビジネス
プランを「キラリひょうごプロジェクト」として今年度、
初めて選定しました。９件の多彩なプロジェクトを紹
介するHPを開設しています。
なお、
「キラリひょうごプロジェクト」に選定された事
業者は、ふるさと投資（小口投資）を活用して、事
業費の調達と応援者（潜在顧客）の開拓・形成に
挑戦しています。
※詳 細はHP（http://www.kirari-hyogo.com）を
ご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 投資育成課
078-230-9435
078-230-8391

メールマガジン登録受付中
皆さまに役立つセミナーや各種行政情報などをメ
ールマガジンで配信しています。登録料は無料です
ので、ぜひご登録ください。
【配信日】毎月1日、16日
【登録方法】下記HPの登録フォームに必要事項を
記入の上、送信してください。
https://app.xpressmail.jp/optin/002t/insert.jsp
【問い合わせ先】企画経営室 企画管理課
078-230-8040
078-291-8524

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2015年2月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業数3,690社のう
ち、黒字企業は50.2％の1,854社。全産業
の平均純売上高は前年同月比101.2％、売
上総利益は前年同月比102.4％、経常利益
は前年同月比113.9％と増加している。業種
ごとの前年同月比純売上高は、建設業が
106.7％、製造業が104.4％、運輸業・郵便
業が99.8％、卸売業が103.1％で増加してお
り、小売業が98.7％、情報通信業が95.1％、
宿泊業・飲食サービス業が98.2％、不動産
業が96.3％、サービス業が86.6％と減少して
いる。
【建設業】調査対象企業583社中、黒字企
業は281社、黒字企業比率は48.1％である。
前年同月比で純売上高106.7％・売上総利
益110.5％・経常利益127.2％である。業種
別に純売上高を前年同月比で見ると総合工
事業は103.6％、識別工事業は115.6％、設

備工事業は105.7％である。
【製造業】調査対象企業621社中、黒字企
業は344社、黒字企業比率は55.3％である。
前年同月比で純売上高104.4％・売上総利
益107.1％・経常利益130.1％である。業種
別に純売上高を前年同月比で見ると食料品
製造業は105.8％、繊維工業は104.4％、木
材・木製品製造業は104.3％、家具・装備
品製造業は102.3％、パルプ・紙・紙加工品
製造業は97.4％、印刷・同関連業は108.1
％、化学工業は94.5％、プラスチック製品製
造業は102.3％、ゴム製品製造業は102.0
％、なめし革・同製品・毛皮製造業は102.1
％、窯業・土石製品製造業は105.8％、鉄
鋼業は108.9％、非鉄金属製造業は106.6
％、金属製品製造業は105.5％、はん用機
械器具製造業は105.5％、生産用機械器具
製造業は103.3％、電子部品・デバイス・電
子回路製造業は92.2％、電気機械器具製

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

造業は100.1％、輸送用機械器具製造業は
112.3％、その他の製造業は114.6％である。
【不動産業】調査対象企業288社中、黒字
企業は179社、黒字企業比率は62.1％であ
る。前年同月比で純売上高96.3％・売上総
利益105.7％・経常利益275.3％である。業
種別に純売上高を前年同月比で見ると不動
産取引業は94.3％、不動産賃貸業・管理業
は100.7％である。
【サービス業】調査対象企業144社中、黒字
企業は59社、黒字企業比率は40.9％であ
る。業種別に純売上高を前年同月比で見る
と洗濯・理容・美容・浴場業は98.4％、そ
の他の生活関連サービス業は94.2％、娯楽
業は84.6％、自動車整備業は101.1％、機械
等修理業は111.4％、その他の事業サービス
業は97.3％、専門サービス業は93.9％、技
術サービス業は122.1％、教育・学習支援業
は95.0％である。
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。
技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー

Information Calendar
各種補助金セミナー2015のご案内

ものづくり・商業・サービス革新、
省エネ設備の導入等、
中小企業・小規模事業者の皆さま向けの各種補助金について、
公募申請に必要なポイントを事例も交えてお伝えします。
会場名

日時

三宮会場

4月17日（金）
13：00～15：30

スペースアルファ三宮 特大会議室
神戸市中央区三宮町1-9-1三宮センタープラザ東館6階

場所

申込締切
4月15日（水）

尼崎会場

4月21日（火）
13：00～15：30

みなと銀行尼崎支店会議室
尼崎市昭和通2-1-1

4月17日（金）

姫路会場

4月22日（水）
13：00～15：30

姫路・西はりま地場産業センター601会議室
姫路市南駅前町123

4月20日（月）

テーマ
第１部
13：10〜14：10

ものづくり・商業・サービス補助金
の活用と申請のポイント

講師

◦ものづくり補助金の概要と変更点
◦申請書作成のポイント
◦商業・サービス業の申請のポイント

第２部
14：20〜15：00

省エネ設備導入補助金の概要と
申請事例照会

◦省エネ設備導入補助金の概要
◦省エネ設備更新事例

第３部
15：00〜15：30

目的に合致した補助金等の探し方
と相談先等のご案内

◦目的別補助金の探し方
◦補助金等の申請等の相談先
◦兵庫県よろず支援拠点のご紹介

終了後15：30～

各会場とも、個別相談会開催（事前予約必要）

兵庫県よろず支援拠点コーディネータ
ー、中小企業診断士・工学博士

藤田勉氏

オリックス株式会社
近畿ビジネスコンサルティングチーム主任

小林愛子氏

兵庫県よろず支援拠点アシスタント

谷林佳子氏

※申し込み方法など詳細はHP（http://www.minatobk.co.jp/corporate）をご覧ください
▶問い合わせ先：
㈱みなと銀行 企画部広報室 藤井

078-333-3247

兵庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化センター内） 谷林

078-291-8518

「国際フロンティア産業メッセ2015」
出展者募集のご案内
“兵庫・神戸から「チカラ」を地域へ、世界へ” をテーマに、西日本最大級の産業総合展示会が開催されます。技術交
流・ビジネスマッチングの機会としてご利用ください。
出展のお申し込みをお待ちしています。
▶日時：9月3日（木）
・4日（金）10：00～17：00
▶場所：神戸国際展示場1・2号館（神戸ポートアイランド）
▶展示内容：環境・エネルギー／情報通信・エレクトロニクス／航空・宇宙／オフィス関連／ロボット／材料・製造技術／健康・医療／生活関連（食品・
住宅など）
／地域振興・地場産業／国際／グループ出展／産学連携・支援機関／特別企画［東北復興支援］
▶出展料：Aタイプ（9㎡） 162,000円

●スケジュール

Bタイプ（6㎡） 108，
000円

5月29日（金） 出展者申込締切

Cタイプ（3㎡） 54，
000円
※消費税（8％）を含みます
※装飾等に係る実費は別途ご負担ください
▶出展申し込み締切：5月29日（金）
※申し込み方法など詳細はHP（http://www.kobemesse.com）をご覧ください
▶主催：国際フロンティア産業メッセ2015実行委員会
▶問い合わせ先：
●出展について：日刊工業新聞社 大阪支社 イベントグループ
06-6946-3384

06-6946-3389

info@kobemesse.com

●事業内容について：
（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部
078-306-6806
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078-306-6811

7月上旬

出展者説明会

8月上旬

装飾等の申込締切

展示場作業
搬入・装飾 9月1日（火）
・2日（水）
会
搬

期 9月3日（木）
・4日（金）
出 9月4日（金）17：00～ ※即日撤去

孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

吟醸酒、純米酒、本醸造酒 日本酒って難しい
今月のご隠居さん

兵庫県立工業技術センター 材料・分析技術部

井上 守正さんです。

さとし

あきこ

さとし：おじいちゃんお酒大好きだよね。お酒ってどん

ご隠居：大人になったら分かる味じゃな。
しかし大人の

な味がするの？

中にもお酒が１滴も飲めん人もおる。

ご隠居：わしがいつも飲んどるのは日本酒じゃが、風味

さとし：え？ 何で？

豊かで香りが良くって・
・。
まあ子供には分からん複雑

ご隠居：日本人はもともとアルコールに弱い人が多いん

な味じゃよ。

じゃが、
とても弱い人もおって、
そんな人は酒を飲むと

さとし：何だか難しそうだね。

死んでしまうこともある。

ご隠居：難しいぞ。大人にならんと分からんくらい難し

さとし：げげっ。

い。吟醸、純米、本醸造の違いとなると、大人でも分か

ご隠居：はははは、
まあさとしはお父さんが晩酌してるく

らんかな？

らいだから、多分大丈夫じゃろう。

さとし：日本酒って１種類じゃないの？

さとし：お酒飲んだらどんな気分になるの？

ご隠居：いろいろある。米と米こうじと水が主な原料と

ご隠居：爽快で愉快で実に楽しい。
ごはんもおいしい

いう意味では皆そうじゃが、造り方で名前が変わるんじ

ぞ！

ゃ。
で、何でそんなこと聞くんじゃ？

さとし：僕も飲んでみたい！

さとし：夕べはお父さん、晩酌に日本酒を飲んでたんだ

ご隠居：ダメ！ お酒は20歳になってからでないと飲

けど、薬飲んだみたいにしかめっ面して飲んでたから、

んではいかん！ これも法律で決まっとる。 隠れて飲

おいしくないのかな？ おいしくないなら何でお酒飲む

んだら捕まってしまうぞ！

のかな？って思ってさ。

さとし：大人ばっかりいい思いして。

じょうご

ご隠居：はははは。お父さんは薬上戸じゃったか。

ご隠居：お酒を飲むためには、重大な責任を負わねば

さとし：薬上戸？

ならん。酔って他の人に迷惑を掛けるのは酒飲みの風

ご隠居：酒を飲む時の癖じゃよ。薬みたいに飲む癖は

上にもおけん。酒を飲んで車を運転する飲酒運転は言

薬上戸。泣き上戸や笑い上戸、酒飲みは愉快じゃな。

語道断じゃ。いくら酒に酔っていい気分になっても、社

さとし：日本酒の種類って何が違うの？

会のルールをきちんと守る責任じゃ。お前は自分の責

ご隠居：例えば日本酒の原料の米は精米して使うんじ

任はきちんと果たしておるか？宿題はもう済んだのか？

ゃが、
どこまで磨くかによって呼び方が変わる。精米し

さとし：あ、
そうだ。お母さんにお使いを頼まれてたん

た後の米粒が、玄米の６割よりも小さいと吟醸酒と名

だ。急がなきゃ。

付けてもよいと法律で決まっとる。

ご隠居：これ、
さとし！ ・
・
・まったく、
しょうがない奴じ

さとし：えっ、法律で名前の付け方が決まるの？

ゃな。
しかし酒の話をしとったら無性に飲みたくなって

ご隠居：そう。酒税法という法律で決められとる。
その

きた。少し早いが夕飯前のアペリティフとしようかの。

他、醸造アルコールを使わないのが純米酒、精米が７
割でアルコールの量が規定されとるのが本醸造。
さとし：は～。何だかややこしいね。全部味違うの？
ご隠居：違うぞ、
それが楽しみなんじゃ。本醸造はバラ
ンスが良くってコクとキレが身上のお酒、純米酒は何と
言っても濃厚で豊かな味わい、吟醸酒は軽快でフルー
ティーな香りと味が特徴じゃ。
う～ん、酒が飲みたくなっ
てきた。
さとし：そんなにおいしいの？
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兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

チャレンジサポートキャンペーンのご案内
より多くの方に信用保証協会をご利用していただくため、
「チャレンジサポートキャンペーン」を、
平成27年4月以降も
継続して実施します。
本キャンペーンは、
創業や新事業展開にチャレンジする方を対象に保証料率を一律0.6％に割引いて取扱います。
この機会にぜひ信用保証をご利用ください。

創業支援 ▶ ▶ ▶ 保証料率を0.4％割引（1.0％ ⇒ 0.6％）

対象となる方

適正な事業計画を持って県内で新規に事業を展開する次の①～④の方
①事業を営んでいない個人で、
1か月以内に事業を開始する方または2か月以内に会社を
設立する方
②事業を営んでいない個人が事業を開始し、
5年を経過していない方
③事業を営んでいない個人が設立した会社で、
設立後5年未満の会社
④分社化を計画する会社または設立後5年未満の分社化された会社

保証限度額

1,000万円（再挑戦支援保証を含む）

保証期間（注）

10年以内（据置期間1年以内）

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要

保証料率

資金使途
貸付利率（注）
担

保

運転資金および設備資金
金融機関所定利率
不要

年0.6％

新事業展開支援 ▶ ▶ ▶ 保証料率を0.1％割引（0.7％ ⇒ 0.6％）
対象となる保証
保証限度額
資金使途

「経営革新関連保証」
「異分野連携新事業分野開拓関連保証」
「地域産業資源活用事業関連保証」
「農商工等連携事業関連保証」
2億8,000万円（組合の場合4億8,000万円） ※ただし、無担保保険・普通保険の特例枠
運転資金および設備資金

保証期間（注）

運転資金：原則として5年以内（据置期間1年以内）
設備資金：原則として7年以内（据置期間1年以内）

貸付利率（注）

金融機関所定利率

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要

保証料率

担

保

8,000万円を超える場合は、
原則として提供していただきます

年0.6％
（有担保割引なし） ※責任共有対象の場合

（注）自治体融資制度を併用する場合は、
制度要綱の定めによります。
※上表は制度の概要であり、
詳細については当協会の担当部署へお問い合わせください（担当部署についてはホームページをご覧ください）
。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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過去最高の18 社がプレゼンテーション

販路開拓、業務提携など目的に18社がビジネスプランを発表

ひょうご･神戸チャレンジマーケットを開催

中小企業と販路開拓員、コンサルタント、金融機関とをマッチングし、取引先の増加や融資などに結び付ける「ひ
ょうご・神戸チャレンジマーケット」が 2月17、18日、神戸市中央区のビジネスプラザひょうごホールで開かれ、過去
最高の18 社がプレゼンテーションと商談に臨みました。
チャレンジマーケットは今回が 53 回目の開催で、こ
れまでに延べ 438 社が参加。うち約 3 分の 1 以上が
販路開拓や融資などの成果につながっています。冒
頭あいさつに立ったひょうご産業活性化センターの総
括コーディネーターで、チャレンジマーケット運営委員
会委員長を務める村元四郎さんは「これまで同様成
果につながるよう、会場の皆さんに協力をお願いした
い」と会場の出席者に呼び掛けました。
発表企業は、1日目が①はなまる総合研究所（尼
崎市、
駅からお店までの道筋を分かりやすく伝える「迷
わせない動画」
）
、② Biocosm（尼崎市、食中毒菌
や感染症を誰でも簡単に検査できる簡易遺伝子検査
キット）
、③ Y2クリエイト（西宮市、
「綿棒用液体吐
出容器（特許出願中）
」の開発・製造）
、④ハバタッ
ク（美方郡、中古車レンタカーを活用した福祉車両メ
ンテナンスサポート事業）、⑤スイコー（尼崎市、樹
脂製園芸・景観用プランター（LED 照明付）の新規
製造販売）
、⑥三和鋼業（尼崎市、ゲリラ豪雨など
の水害に対する止水対策として床止水板の開発・販
売）
、⑦みつば電気（尼崎市、太陽光発電用遠隔監
視システムによる発電効率の維持事業）
、⑧ピーシー
デザイン設計事務所（明石市、アクリルピースによる
パズル組立脱着可能な立体造形品の開発）、⑨ダイレ
クト・アール・エフ（神戸市、高速デジタル部品を用
いたソフトウエア無線機器の事業化）の９社。
2日目が⑩エフアールピーサポートサービス（神戸市、
下水道管の老朽化・耐震化に対する新工法の開発）
、
⑪トレイル（神戸市、NTTドコモ “簡単 GPS” を内蔵
可能な靴の商品化）
、⑫ポラリス（宝塚市、Pウォーク
を使用したリハビリ特化型のシニアフィットネス）
、⑬ナ
チハマ（加古郡、異物混入対策を施した業務用食器
洗いスポンジ販売事業）
、⑭谷水加工板工業（丹波市、
不燃で遮音の船舶用間仕切りパネルと音がきれいにな
る吸音ソファーの販売）
、⑮テフィール（姫路市、清潔
で爽やかなトイレ環境を改善するデオクリーンマットの販

売）
、⑯きりしま産業（加古川市、
「きりしまロール」
［勝
KATSU ＝とんかつ専門店の極上ヒレカツ巻き寿司］の
販路開拓事業）
、⑰近藤榮一商店（丹波市、美味しさ
を追求した食肉の消費者への提供、それに伴う販路開
拓）
、⑱カネヘイ（神戸市、仲卸業者による生産地と
消費者を鮮度で結ぶ小売事業への展開）の計 18 社。
健康、環境、安全、快適などをテーマに、発表企
業が挑んでいる新しい事業についてプレゼンした後、
商談に移りました。このうち、ハバタックは中古福祉
車両を仕入れて修理し、福祉事業者向けの車検時の
代車として提供し、通常はレンタカーとしても貸し出
す事業について、プレゼンテーションを行いました。
発表後、センター内に設けられた同社のブースには多
くの事業者や金融機関などが訪れ、「決められた商談
の時間では足りないほど、関心を持っていただきまし
た」と田村昌士社長。福祉法人の関係者から事業内
容についてもアドバイスがあったそうで「一人で考えて
いるのでは思いつかないようなアイデアを頂きました。
より大きなマーケットでサービスを提供できるよう事業
をブラッシュアップしていきます」と手応えを語っていま
した。

関係する事業者や金融機関と商談
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介護のイメージを覆し
通いたくなる
おしゃれで明るい施設に

成長期待企業
の
イチオシ！

リハビリ施設

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定
し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

株式会社セラピット

2014年5月、同社として6カ所目のデ
イサービス施設となる「アルクスタジオ リ
ハ・リハ」が神戸市垂水区にオープンしま
した。歩行能力の画像評価に基づいた
筋力や重心バランスのトレーニング指導
を充実させ、屋内外のウォーキングコー
スも整備するなど、
その名の通り
「歩く」た
めの設備、
工夫が取り入れられています。
同じ建物には総菜店「OH!BANZAI」を
同時オープン。
地域住民にも開かれた介
護予防拠点となっています。
従来の介護
施設のイメージにとらわれない事業展開
がセラピットの特長です。
大浦由紀社長はもともと病院、
介護施
設で作業療法士として勤務し、患者、入
所者のリハビリをサポートしてきました。
そ
の後、
2003年に訪問看護サービス業とし
て独立。
その際、
多くのサービス利用者から
「行きたくなるような施設を」
との声を聞き、
当時まだ珍しかったリハビリ特化型施設
をオープン。
新しいデイサービスのかたち
として注目されました。
「当時の介護施設は世話をしてもらう
場というイメージが強かった。利用者が

スタッフも利用者も笑顔

行きたいと思えるようなおしゃれで明るい
施設をつくっていこうと考えました」
。
その後、
もともとカフェだった建物をその
まま生かしたリハビリ施設や、
料理やスポ
ーツなどの趣味が楽しめる施設を相次い
でオープン。
11年に整備したサービス付き
高齢者住宅では「できることは自分でして
もらいながら、
一人で過ごすことのないよう
なプログラムを考えて」運営しています。
大浦社長は従業員のやりがいも大切
にしています。会社を大きくしていくことで
ポストを増やし、
待遇の改善を図ってきま
した。
「働くスタッフがやりがいを持てば、
利
用者とも生き生きと接することができます」
。
今年4月の介護報酬改定で、同社が
力を入れる要支援者向けサービスの報
酬が大幅に引き下げられることになりまし
た。
「自立を促すリハビリの大切さを訴え
ながら、事業モデルの見直しを進めてい
きたい」
と、
逆風にも真正面から向き合う

通いたくなるような外観、内装を意識したリハビリ施設

◎株式会社セラピットの
リハビリ施設

構えです。

株式会社セラピット／所在地：神戸市西区前開南町2-13-14／代表取締役：大浦由紀
事業内容：デイサービスセンター・訪問看護ステーション・サービス付き高齢者住宅などの運営
078-945-6500／
http://www.reha-reha.jp/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「ひょうご・神戸チャレンジマーケット」。今回は過去最
高の18社がプレゼンし、商談室も活況を呈していまし
た。
記事で取り上げたハバタックのように、事業内容を
さらに磨くアドバイスがもらえるなど、それぞれの企業
にとって有意義な場になったようです。
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