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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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異業種交流で知恵を集め

「宝塚 花
の里・
ブランド協 西谷」
議会

宝塚・西谷産農作物等を統一ブランドで商品開発

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
◦兵庫県信用保証協会かわら版

「創業フ
ェアひょうご2016」

を開催します

◦工業技術センターの
技術支援で製品化
 着剤使わずフッ素樹脂
接

とゴムを強力接着

Tax&Law

金融機関が行う信用格付
成長期待企業のイチオシ！
株式会社ニッピ機械

皮革製品加工機械

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援
利用者の視点に立った新し
い発想で新分野進出、
新商
品・新サービスの開発、
販路
開拓にチャレンジする異業種
交流グループの活動を支援
する事業

ひょうご産業活性化センターは、異業種の人が集まり
新しい商品や技術の開発に挑戦しているグループの活
動を、サポートしています。
「宝塚 花の里・西谷」ブラン
ド協議会は、独特の地形、気候風土で育まれる良質の
農産物などを生かした地域特産品をメンバー各々で開
発。
「宝塚 花の里・西谷」
の統一ブランドで広くアピールし、
販路開拓を目指しています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

「宝塚 花の里・西谷」
ブランド協議会

「西谷」ブランドの
特産品を創出し
誇れる故郷の味を
多くの人に届ける
新SAの開設を好機に

マーケティングプランナーとデザイナー

と話します。
開発した商品はロゴマーク

宝塚市西谷地区は市中心部から

も一緒になって意見を出し合いました。

を貼って販売していきますが、
今のメン

車で数十分という距離にありながら、

メンバーで西谷の特徴を掘り起こし、

バー以外からも「ロゴマークを使いた

昔ながらの自然が残る数少ない地域

それを基本に統一ブランドを「宝塚

い」
という要望が寄せられています。
白

です。
海抜約200㍍という位置にあり、

花の里・西谷」に決定し、
商標登録も

雪ブランドで知られる小西酒造株式

その気候風土は良質の農作物を生

行いました。
ブランドコンセプトは「ここ

会社が、西谷産の山田錦を100%使

み出しています。
特に昭和初期から栽

から笑顔の花を咲かせます」
。
ロゴマ

用して造った純米大吟醸「乙女の舞」

培され、
かつて生産量日本一を誇った

ークは、
西谷が持つ4つの魅力が4色

はその第1号商品となりました。

ダリアをはじめとする花の栽培が盛ん

の花弁で表現されています。

な他、黒豆や太ネギなども特産物とし
て知られています。

グループに分かれて商品開発

今年6月、
「 宝塚

花の里・西谷」

のロゴマークをデザインしたのぼりを立
て、展示会に共同出展しました。
「どう

同地区にとっての大きな話題は「新

現在は協議会のメンバーがグルー

なることかと恐る恐る出てみたのです

名神高速道路宝塚SA（サービスエリ

プに分かれて商品開発に取り組んで

が、
百貨店や量販店のバイヤー、
ネット

ア）
」開設のニュースです。
西日本高速

いるところです。協議会会長を務める

ショップなどから関心を寄せてもらいま

道路株式会社が工事を進める新名

ネイチャープランニングの石井彰さん

した。
その地域らしさを出していけば売

神 高 速 道 路「 神 戸 ～ 高 槻 間 」が

は、太ネギやイチゴなどを使ったドレッ

れるかもしれないという自信をつかむこ

2018年に開通（予定）するのに伴っ

シングを「奥宝塚菜園ノンオイルドレッ

とができました」
と石井さん。
「商品ごと

て整備が進められているもので、
西谷

シング」のネーミン

の玉瀬地区に開設されることになって

グで発売予定。
他の

います。

グループでは、桑の

この機会を生かそうと15年7月、地

葉を使ったスイーツ

元の農産加工グループなど9つの会

や穴 子の花 寿司、

社、
団体が参加した異業種交流組織

蜂蜜などの開発が

が宝塚商工会議所を事務局に発足し

進んでいます。石井

ました。
西谷産の農作物を生かして開

さんは「ドレッシング

発した商品を統一ブランドで売り出そ

には蜂蜜を使わせ

うと、
まず取り組んだのがブランディン

てもらっており、
メン

グです。
ひょうご産業活性化センター

バー同士の協力も

の異業種連携相談室の助言を受け、

生まれつつあります」

毎月開いている協議会の会合
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今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

に販路開拓を進めていく一方で、
百貨

協議会のメンバーの意見はさまざま

てもらいたい、
手に取ってもらいたいと

店の催事などでは西谷ブランドとして

で、
異業種交流組織での事業は苦労

いう思いは皆同じ。
買った人が五感で

共同で店を出し、
ブランドの認知を図

を伴うこともありますが、
「西谷の特産

喜んでくれるような商品を発信していき

っていきたい」
と話しています。

物で作った商品をより多くの人に知っ

たい」
と目標を語っています。

協議会概要
「宝塚 花の里・西谷」ブランド協議会

所在地 宝塚市栄町2-1-2 ソリオ2 6階宝塚商工会議所内
会長 石井彰
TEL 0797-83-2211

支援メニュー講座

異業種交流活性化支援

ひょうご発のイノベーションを起こそう！
異業種交流活性化支援事業の概要
(1) 対象事業
 異なる業種の中小企業者等で構成されるグループが実施する新分野進出、新商品・新サービス・新技
術開発、販路開拓等をテーマにした異業種交流事業
(2) 支援の内容
①異業種交流事業に必要な経費の補助（県補助金）
◦補 助 期 間：2年以内
・補 助 額：1グループあたり上限額1,500千円／2年間（補助率：定額）
・補助対象者：県内の商工会議所、商工会、兵庫工業会、兵庫県工業技術振興協議会の会員企業を
中心メンバーとして活動する異業種交流グループ
②ひょうご産業活性化センターによる各種支援の実施
・相談窓口の設置（異業種連携相談室）
・各分野の専門家（製造・販売・金融・技術・デザイン等）からなる異業種連携アドバイザー等による
専門的な助言の実施
・異業種グループの連携・交流促進（活動事例報告会、交流会、課題解決実践セミナー等）

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部 異業種連携相談室

あった、あった、ここや。

078-230-8803

「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
「創立50周年記念誌」
発行のご案内

HPでご覧いただけるほか、
ご希望の方には冊子
をお送りします（送料のみご負担をお願いします）
。
※詳 細についてはHP（http://web.hyogo-iic.

ひょうご産業活性化センターは今年7月1日に50周
年を迎えたことを記念して、
「50年の歩み」と「ひょう
ごの成長企業」を作成しました。
「ひょうごの成長企業」では、成長期待企業をはじ

ne.jp/gaiyo/pamphlet）をご覧ください
【問い合わせ先】
企画経営室 企画管理課
078-230-8040

078-291-8524

め、当センターが支援した企業の中から28社を取り
上げ、経営者がどのような課題に直面し、決断し、経
営を展開してきたかをまとめています。
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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

第6回地域産業支援プログラム表彰事業
「イノベーションネットアワード2017」募集のご案内

五つ星ひょうご出品募集のご案内

地域の中小企業による新事業および新産業創出な

ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊

どを促進し、
地域産業の振興・活性化に優れた成果を

かな自然や歴史・文化を生かした商品のうち、“地域ら

上げている「地域産業支援プログラム」を表彰します。

しさ” と “創意工夫” とを兼ね備えた逸品を「五つ星ひ

今回から「全国イノベーション推進機関ネットワーク堀

ょうご」
として選定しています。第5回を迎える平成28年

場雅夫賞」
として、地域イノベーション・地方創生活動

度の出品を募集しています。

で成果を上げている「地域産業支援者（個人）
」への

▶募集締め切り：9月30日（金）

表彰制度を新設しました。
たくさんのご応募をお待ちし
ています。

▶選定対象商品：食品・非食品の単品商品およびセット商品
【食品部門】
○加工食品、
和・洋菓子等

▶応募締め切り：9月23日（金）
（地域産業支援プログラム表彰の他
薦は締め切りました）

○酒類、
飲料品、
調味料等
※1次産品は対象外。
ただし、
タレ・スープ等と一緒に販売し加工食

▶応募要件：

品とみなされる場合は対象

【地域産業支援プログラム表彰】

【非食品部門】

表彰対象：現在実施している産業支援事業で、今後も継続する支
援プログラム

①衣料関係
○洋服（アパレル全般）
、
和服、
靴、
バック等

応募資格：地域産業の振興・活性化を目的に活動している公的機
関（自治体除く）
、
研究・教育機関、
民間団体等
【地域産業支援者（個人）表彰】

○小物類、
雑貨、
ジュエリー、
腕時計等
②日用品、
生活関連
○インテリア、
日用雑貨、
文具、
照明器具等

表彰対象：地域イノベーション・地方創生活動に携わっており、
今後
も継続して活動を予定している支援者（個人）
応募資格：候補者の推薦について了解を得ている団体または個人
（すべて推薦による公募とする）

○スポーツ・アウトドア用品、
ペット用品等
※応 募資格等詳細については、HP（http://5stars-hyogo.com/
public.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：

※応募方法等詳細についてはHP（http://www.innovation-network.
jp/）をご覧ください

公益社団法人兵庫県物産協会 五つ星ひょうご推進専門員
078-362-3858

078-382-1206

▶問い合わせ先：全国イノベーション推進機関ネットワーク事務局
03-3518-8973

03-3518-8970

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。

2016年7月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,661社の内黒
字企業は50.7％の1,858社である。全産業の
平均純売上高は前年同月比98.5％、売上総
利益は前年同月比100.1％、営業利益は前
年同月比102.9％、経常利益は前年同月比
102.6％であり、ほぼ前年並み以上の水準で
ある。業種ごとの前年同月比純売上高は、建
設業が102.4％、製造業が98.3％、情報通信
業が97.2％、運輸業・郵便業が100.8％、卸
売業が101.1％、小売業が96.1％、宿泊業、
飲食サービス業が99.0％、不動産業が104.0
％、サービス業が89.3％となっている。
【情報通信業】調査対象企業44社中、黒字
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企業は23社、黒字企業比率は52.2％であ
る。前年同月比で純売上高97.2％、売上総
利益96.3％と、ほぼ前年並みであるが、営
業利益、経常利益は前年同月比でそれぞれ
40.3％、47.4％で、前年を大きく下回った。
【運輸業・郵便業】調査対象企業163社中、
黒字企業は95社、黒字企業比率は58.2％で
ある。前年同月比で純売上高は100.8％、売
上総利益は103.9％とほぼ横ばいであるが、
営業利益は122.4％、経常利益は137.5％と
前年を上回った。
【卸売業】調査対象企業522社中、黒字企業
は283社、黒字企業比率は54.2％である。前
年同月比で純売上高101.1％、売上総利益

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

花田 宏造

103.0％、経常利益は135.4％となっている。
営業利益については285.0％と前年の3倍近
くに上った。
【小売業】調査対象企業521社中、黒字企
業は219社、黒字企業比率は42.0％である。
前年同月比で純売上高96.1％、売上総利益
98.5％､営業利益107.2％、経常利益108.0
％で、営業利益、経常利益で前年をやや上
回った。
【宿泊業、飲食サービス業】調査対象企業
160社中、黒字企業は56社、黒字企業比率
は35.0である。前年同月比で純売上高99.0
％､売上総利益98.1％、営業利益88.0％で、
経常利益は105.2％となっている。

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

「創業フェアひょうご2016」
を開催します
創業をお考えの方や、
創業して間もない方を対象としたビジネスフェアを開催します。
県下金融機関や支援機関、
専門家が勢ぞろいし、
創業に関する疑問や悩みに総合的かつワンストップで対応いたし
ます。
参加費は無料ですのでお気軽にご参加ください。

開催日時

13：10～
14：00

平成28年10月18日（火） 13：00～17：00
基 調 講 演

希望を持てば道は開ける！

日本の市場を変えた“小さな結婚式”の挑戦
株式会社レック 代表取締役

高橋泉 氏

高橋泉 氏 プロフィール
1989年株式会社レックを創業。
「小さな結婚式」をはじめ、
婚礼用デザインアルバムの制作や電報サ
ービスなどを幅広く展開し、
国内・外を問わず活躍中。

14：00～
17：00

情報･相談コーナー
県下金融機関、
支援機関が勢ぞろい！
専門家（中小企業診断士、
税理士、
弁護士）による無料相談コーナーも開設

ミニセミナー
①専門家（中小企業診断士）によるセミナー
創業に必要な知識や各種支援策等をご紹介
②保証協会によるセミナー
保証協会の創業支援についてご紹介

開催場所

三宮センタープラザ東館6階 スペースアルファ三宮

（神戸市中央区三宮町1-9-1） ※各線三宮駅から南西へ徒歩5分

※事前申込がなくても当日ご参加いただけますが、当日の運営をスムーズに進めるため、当協会のホームページより事前に参加ご希望の内容をお知らせくだ
さいますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先：経営支援室 創業・経営支援課 TEL.078-393-3920

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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工業技術センターの技術支援で製品化

接着剤使わずフッ素樹脂とゴムを強力接着
兵庫県立工業技術センター

柴原 正文

1．
背景
医療現場において薬剤の誤投与を低減するため、
あ
らかじめ薬剤を充填させたプレフィルドシリンジという注
射器の利用が進められています（図1）
。
シリンジバレルと
ガスケットとの滑りが悪いという問題があるため、
「潤滑
油を使用する」
または「接着剤でフッ素樹脂をブチルゴ
ムに張り合わせる」などの対策が検討されています。
し
かし、
潤滑油や接着剤が薬剤へ混入する懸念があるた
め、
これらを使用することなく、
ゴムの滑り性を改善する技
術を、
ある企業から求められました。
そこで、
当センターでは大阪大学大学院工学研究科と
協力して、
接着剤を使用することなく、
フッ素樹脂とゴムを
強力に貼り合わせる接着技術を開発することにしました。

図 2 非常に簡単な新規な接合プロセス

2．
研究開発の内容
商品名 “テフロン®” で知られるポリテトラフルオロエチ
レン（PTFE）は、
フッ素樹脂の中でも最も水や油をはじ
く材料であり、他の物質との接着が極めて困難です。研
究グループは、
「大気圧Heプラズマ処理」
と
「熱圧縮」
と
いう非常に簡単な2つのプロセスのみで（図2）
、
PTFEと
ブチルゴムを接着することによって、
（1）潤滑油を使用
せず、
（2）接着剤も使用せず、
（3）ブチルゴムの滑り性
を改善する、
という三つの要求を満たすことに挑戦しまし
た。
その結果、
ブチルゴムが凝集破壊するほどの接着強
度を得ることができました（図3）
。
なお、
高電力条件で処理されたPTFE表面では、
プラ
ズマ照射による脱フッ素化とそれに付随する過酸化物ラ
ジカルの形成だけでなく、
温度上昇に伴うPTFE分子鎖の
運動性向上によって分子鎖同士の架橋反応が進行して
脆弱層が強化された結果、
PTFEとブチルゴム間の密着
強度が大幅に増加したものと推察されました（図4）
。

図1 プレフィルドシリンジの模式図
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図 3 T 字剥離試験（凝集破壊の様子）

図 4 密着強度の大幅増加のメカニズム

3．
今後の製品化への展開
本技術により、
フッ素樹脂をブチルゴムにラミネートす
ることにより、
安全性が重視される医療現場において、
シ
リコーンオイルフリーであるが滑り性に優れたプレフィルド
シリンジの開発が期待できます。
また、
本技術はフッ素樹
脂の用途拡大に貢献することが期待できます。

開発事例に関する問い合わせは

問い合
わせ先

兵庫県立工業技術センター

〒654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-12
078-731-4192
078-735-7845
http://www.hyogo-kg.jp/

Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

姫路支部・税理士

山本清尊

金融機関が行う信用格付
金融機関は、
取引先企業から提出を受けた決算書に基づき、
時価等を加味した実態バランスシートを作成し、
定量分
析（財務分析等）
と定性分析（技術力・販売力・経営者の資質・外部監査の有無等）を行い、
営業店と本部が一体と
なって企業の信用格付を行っています。
ここでいう信用格付とは、
日本銀行の定義によると、
「債務者または個別の案件について信用度に応じた分類を行うた
めの制度である」
とされています。
また、
一般的な信用格付は以下のように区分されています。
格付区分の一例
格付
区分

定

義

債務者区分

１

財務内容が優れており、債務履行の確実性が最も高い。

２

財務内容が良好で、債務履行の確実性は高いが、事業環境等が大きく変化した場
合には、その確実性が低下する可能性がある。

３

財務内容は一応良好で、債務履行の確実性に当面問題はないが、事業環境等が変
化した場合、その確実性が低下する可能性がある。

４

財務内容は一応良好で、債務履行の確実性に当面問題はないが、事業環境等が変
化した場合、その確実性が低下する懸念がやや大きい。

５

債務履行の確実性は認められるが、事業環境等が変化した場合、履行能力が損な
われる要素が見受けられる。

６

債務履行の確実性が先行き十分とはいえず、事業環境が変化すれば、履行能力が
損なわれる可能性がある。業況推移に注意を要する。

７

業況、財務内容に問題があり、債務の履行状況に支障をきたす懸念が大きい。

８

業況、財務内容に重大な問題があり、債務の履行状況に問題が発生しているかそれ
に近い状態。

９

経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗も芳しくなく、今後、経営破綻に陥る
可能性が高い。

破綻懸念先

10

深刻な経営難の状態にあり、実質的な破綻状態に陥っている、または法的・形式的
な破綻の事実が発生している。

実質破綻・破綻先

正常先

要注意先

（出典：日本銀行「信用格付を利用した信用リスク管理体制の整備」
）

このような信用格付の区分に応じて、
各金融機関は、
独自に、
当該企業についての貸出条件や金利、
貸出枠等々を決
めているのです。
いずれにせよ、
決算書の信頼性も重要視されています。
中小企業でも、
会計参与制度を導入している企業、
中小企業
の会計に関する基本要領チェックリストを付与している企業、
税理士法第33条の２に規定する書面添付を行っている企
業等は、
決算書の信頼性が増すことになります。

参照：
『実践！経営助言』
ＴＫＣ出版
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成長期待企業
の
イチオシ！

皮革製品加工機械

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

より使いやすく、精密に進化した
機械で皮革製品メーカーを支える
海外向け、
軟素材用も開拓

株式会社ニッピ機械

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。

皮革の端を薄くそぎ落とす
す

「皮漉き」
、ベルトのように長尺
で一定の幅に切る「裁断」
、皮
のり

革同士を貼り合わせる「糊 付
け」
「
。皮革製品の製造工程のう
ち、縫製を除く全ての加工に必
要な機械をそろえています」
と青
田崇社長。
今や、
皮革製品の総
合機械メーカーは国内では同
社を残すのみとなり、
自動車内
装の皮革製品メーカーにはほと

開発から手掛けたホットメルト糊付機

んど同社の製品が使われてい

下支えする同社ですが、近年は生産拠

るそうです。
鋳物部品類だけは外部に製造を依

点のアジアシフトが進んでいるため、
これ

頼していますが、残りは全て内製化して

に合わせて中国やインド、東南アジアの

います。中でも平らな板の特殊鋼をプレ

現地メーカー向けの輸出にも力を入れ

スした後に研磨して仕上げる皮漉機用

ており、現在輸出比率は35%にまで高ま

丸刃は技術の粋が詰まった重要部品。

っています。

皮革の素材やそぐ薄さに合わせて刃を

また、皮革製品の加工で培った技術

調整することで、柔らかい皮革を薄くそぐ

力はゴムやスポンジにも転用できるとの

ことができます。神戸・長田の靴、豊岡

発想から、軟素材用のスライス機、裁断

のかばんなどの地場産業を製造機械で

機、糊付機なども製造。近年はメーカー
からの依頼で試作開発段階から関わり、
最適な加工機を開発・製造しています。
その一つが手動式ホットメルト糊付機。
内蔵したタンクを一定温度にし、接着剤
を適温の状態で送り出し塗布できるよう
にしたもので、特許出願中です。青田社
長は「日本の皮革製品メーカーの仕事は
とても丁寧で、
海外にももっと評価されて
いい。
さらに精密な加工ができ、使いや
すい機械を開発し日本の皮革製品メー

技術の粋を集めた皮漉機用丸刃

◎株式会社ニッピ機械の
皮革製品加工機械

カーを下支えしたい」
と熱く語ります。

株式会社ニッピ機械／所在地：加西市下宮木町767-1／代表取締役社長：青田崇
事業内容：皮革製品・軟素材加工機械の製造
0790-49-1414／
http://www.nippy.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
「成長期待企業のイチオシ！」
のニッピ機械。社名は日
本皮機製造という元々の社名から来ています。
なめし
皮の産地である姫路、
シューズ産地の神戸・長田、
か
ばん産地の豊岡に近い地の利を生かして
「兵庫県の
地場産業に貢献したい」
と青田社長は意欲的です。
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求 む !!

ビジネス

参加
無料

パートナ

第25 回 ひょうご・神戸

ー

チャレンジマーケット
盛り上が

る商談

!!

10 4

平成28年

発 表企業は、販路開拓や融資等を目的としたビジネ

月

日(火)・

5

日(水)

両日ともに 13：00 スタート

スプランのプレゼンを行います。
ビジネスプランの発表
金融機関・コンサルタント・販路開拓員・一般企業・
ビジネス
支援機関等の皆様が発表企業のプレゼンを観覧できる機
チャレンジ
パートナー
ビジネス
会です。
企業
金融機関、メーカー、
新たな分野に
マッチング
『ひょうご・神戸チャレンジマーケット』に参加されて、
コンサルタント、
チャレンジしようと
販路開拓員、
する中小企業
新しい取引先の発掘や、取引先へ紹介するなどのビジネ
支援機関 等
スマッチングにご活用ください。
ビジネスパートナー
資金調達、販路拡大、
との商談
発表企業との個別商談の時間も設けています。
技術提携、業務提携など
参加企業は
取引先へ発表企業を紹介して、ビジネスマッチングが成約できた！
【場 所】
“ 気づき ” が
！
！
いっぱい
事業内容が分かりやすく

ひょうご産業活性化センター

( 神戸市中央区雲井通 5-3-1 サンパル )
◯プレゼン会場 7 階「ホール」 ◯商談会場

6 階「相談コーナー」

【発表企業】

創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業 14 社
【主

催】

中小企業支援ネットひょうご ( ひょうご産業活性化センター他 18 機関 )

【お申込み・お問合せ先】
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
ひょうご・神戸チャレンジマーケット運営委員会

TEL :078 - 230 - 8110
FAX:078 - 230 - 8391

新しい取引先を
発掘できた !

事務局

会
場
ア
ク
セ
ス

説明されていたので、
取引開始の動機となった！

新しいビジネスの
展開について
気づきを得た！

（公財）ひょうご産業活性化センター

宮
鉄三
地下 急三宮 ノ宮
阪 R三
三宮
J

阪神三宮

ミ
ン
ト
神
戸

ダイエー
東急
REIホテル

サンパル
中央区役所
勤労会館

E-mail:shinjigyo@staﬀ.hyogo-iic.ne.jp

http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket

チャレンジマーケット

検索

ひょうご産業活性化センター通信
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