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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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異業種交流活性化支援を受け

西宮地域
商
開発研究 品
会

西宮らしさを発信する土産物を開発

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2017」

を開催します

◦工業技術センターの
技術支援で製品化

ドラムによる牛革藍染め

Tax&Law

相続税・贈与税・土地住
宅税制等の注目すべき
平成29年度改正点２
－タワーマンションに係る固
定資産税額等の見直し－
成長期待企業のイチオシ！
インスタイル株式会社

コサージュ

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
新商品の開発や新分野への進出に挑戦するグループの
活動を後押ししています。西宮地域商品開発研究会は、
西宮らしさをアピールする特産品の開発に取り組んでい
ます。西宮ならではの土産物を求める法人需要が多いと
いう手応えを得て、現在は、法人向けに西宮ギフトカタロ
グの制作に着手しています。

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

元気企業
訪問
西宮地域商品
開発研究会

西宮を発信できる
土産物を開発
法人向けの
ギフトカタログも制作
西宮の風景を商品化

トを「西宮風景箱」
としてシリーズ化し

業フェア」に出展すると、
ある法人から

同会の母体メンバーは、地域情報

ようと、
新たに6つの風景を選定。
アニメ

「顧客への手土産として西宮らしいも

を発信するウェブサイト
「西宮流（にし

「涼宮ハルヒの憂鬱」の聖地としても

のを探していたがこれなら使えそう」
と

のみやスタイル）
」の運営会社、EUC

知られる阪急西宮北口駅前公園に

声が掛かり、
販売契約が決まりました。

サポート社長の木下あきこさんと編集

立つ時計塔のデザインを手掛けた、
ド

手土産にするのであれば箱包装が必

室代表の岡本順子さん。かねてより

ゥ･セールス･プロモーションの山下雅

要と、
かつて取材した包装会社に相

「物に載せて西宮らしさを発信したい」

章さんにデザインを依頼し、
甲子園球

談。
低コストでできるパッケージの提案

と考えていた2人は、
「西宮らしさって

場、
甲山、夙川、酒蔵、西宮神社、
ヨッ

を受け、
今年6月に完成しました。

何やろ」と考えるうち、誰もが山、海、

トハーバーを風景箱に仕立て上げまし

川、街並みを真っ先に挙げることから

た。
ららぽーと甲子園で販売しており、

その後、多くの法人が西宮を発信
できる手土産を求めていることを知り、

かつて西宮
「風景を表現しよう」
と思い立ちました。 「今住んでいる人の他に、

本年度からは、
西宮ギフトセレクション

かつて取材したことのある段ボールク

に住んでいた人の郷愁もくすぐってい

研究会へ発展的に改組し、法人向け

ラフト製作を手掛ける小寺誠さんに持

るようです」
と木下さんは話します。

ギフトカタログを冊子にして発行するこ

ち掛け、西宮の風景を段ボールクラフ
トに。
カットした段ボール材を8枚重ね

西宮の土産を求める声に応える

て奥行きを出しました。手始めに関西

風景箱の次に開発したのが、人気

学院大学のキャンパスを題材にしたと

の紅茶店ム

ころ、
ちょうど開学125周年のタイミング

レスナティー

と重なり、大学のノベルティとしての販

ハウスの協

売が決まりました。

力を得て実

次なる展開を考えていた折、西宮

現したフレ

商工会議所からひょうご産業活性化

ーバーティー

センターが支援している「異業種交

「にしのみや

流活性化支援」事業の紹介を受け、

オーバーチ

本腰を入れて西宮を発信できるもの

ュア（序曲）
」

づくりに取り組むことに。模型店、化粧

です。2016

品製造、雑貨販売などの15人ほどに

年11月に開

声を掛け、
西宮地域商品開発研究会

か れた「に

を発足しました。
まずは段ボールクラフ

しのみや産

とにしています。現在は、
手土産になり
そうな商品がないか、西宮市内の法
人にヒアリングをしています。

商品化した
「西宮風景箱」
と
「にしのみやオーバーチュア」
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今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

地域情報発信サイトの運営で積み

事業を前進させている西宮地域商品

ルクラフトを商品化するなど、
グループ

上げてきた人脈を生かしながら、
商品

開発研究会。
「西宮風景箱」で協業し

内では異業種交流の良い波及効果

開発のテーマや開発の過程で生じる

た小寺さんとデザイナーの山下さん

も生まれています。

課題を異業種のメンバーで議論し、

は、
その後も連携して別案件の段ボー

会社概要
西宮地域商品開発研究会

所在地 西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園2F
クリエートにしのみや内

代表 木下あきこ
TEL 0798-41-7676

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。

078-977-9073

「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
兵庫県へのUJIターン起業家等向け
助成金のご案内

県外の優秀な人材の活力を引き出し地域経済の
活性化を図るため、UJIターンにより兵庫県へ移住し、

○助成対象期間：

平成29年4月1日～平成30年2月末日
○審査方法等：
応
 募書類審査及びヒアリング審査により選考
（必要に応じて現地調査を実施）

県内で起業・第二創業を目指すUJIターン起業家お

※助成金申請事業に対し、国等から助成金が

よび県外の事業所を県内に移転する人の新規事業

交付されている場合は、
その助成対象経費を

開発や新事業展開を支援します。

控除して申請してください

【応募対象事業】
①新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行う
事業であること
②地域経済の活性化に資する事業であること
【事業概要】
○応募資格：平成28年4月1日から平成30年2月
末日までに県外から兵庫県へ住民登録を移し、

○受付期間：
8月1日（火）
～9月28日（木）最終日16時必着
※詳 細についてはＨＰ（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/kigyo/furusatokigyou）をご覧ください
【問い合わせ先】
創業推進部 新事業課
078-977-9072

078-977-9112

次のいずれかに該当する代表者（実質的な経
営者）で、かつ3年以上県内に居住し続ける意
思を有する人
①県内に活動拠点を置いて、上記の期間内に
新たに起業や第二創業をした、
またはする予
定の人
②平成29年4月1日から平成30年2月末日まで
に県外の事業所（本社）を県内へ移転した、
またはする予定の人
○助成対象経費：
 事業の立ち上げや移住等に必要な経費(下
記参照)として明確に区分できるもので、かつ、
証拠書類によって発注・納品・支払い等の金
額・時期・内容等が確認できる経費
※平成29年4月1日から平成30年2月末日まで
物品等の引渡しや役務の提供および支払い

「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」の
同時申請
起業の場合、助成金と同時申請できる「ひょう
ごチャレンジ起業支援貸付」
（無利子貸付制度）
を実施します。事業実施に必要な経費について、
上記助成金の申請とは別に、貸付金として最大
300万円を申請することができます（第二創業・
事業所移転の場合は貸付申請できません）
。
○貸付限度額：300万円
※貸付対象経費の70％以内（万円単位）
、
最低金額は100万円
○貸 付 利 率：無利子
○貸 付 期 間：10年以内（うち3年据え置き）

が完了する経費に限ります
［起業・事業所移転に係る経費］事務所開設
費、初度備品費、専門家経費、広告宣伝費等
［移住に係る経費］引越代、
移転後の住居家賃等
○助成金額：
上限200万円
［起業・事業所移転に係る経費］上限100万円
（補助率1/2以内）
［移住に係る経費］上限100万円（補助率1/2
以内）
※空き家を活用する場合は、改修費に対して別
途100万円を上限に加算あり
助成率：1／2
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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
経営力向上セミナーのご案内
既存事業の発展や新規事業に取り組む際には、国
の施策を活用し、
メリットを得ることができます。本セミナ
ーでは労務と経営二つの観点で、施策の概要説明と
活用方法の解説をします。経営力の向上を目指す人は
ぜひご参加ください。
▶日時：
洲本会場： 9月22日（金）淡路信用組合本部 会議室
小野会場：10月11日（水）小野商工会議所 中会議室
神戸会場：10月18日（水）兵庫県民会館 902会議室
龍野会場：10月19日（木）龍野商工会議所 セミナー室A
各会場14：00～16：00
▶対象：中小企業・小規模事業者、
企業の労務担当者等
▶内容：
テーマ１：
「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」等、労働関
係の助成メニューを紹介
テーマ２：昨年7月からスタートした「経営力向上計画」に関して、施
策の活用方法や、
申請のポイントを解説
▶講師：洲本、
神戸会場
畑 英樹氏
中小企業診断士、
特定社会保険労務士
小野、
龍野会場
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Information Calendar
田坂 和彦氏 中小企業診断士、
社会保険労務士
▶定員：各会場30人程度（先着順、
申込多数の場合のみ連絡）
▶参加費：無料
※申 込 方 法 等 詳 細についてはH P（ h t t p s : / / w w w. c h u o k a i .
com/20170703092258.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：兵庫県中小企業団体中央会 経営支援部
078-331-2045

平成29年度
「五つ星ひょうご」
出品募集
のご案内
ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊
かな自然や歴史・文化を生かした産品の中から、
ひょう
ごの良さをアピールする
「地域らしさ」に加えて、
これまで
にない新規性やオリジナリティなどの「創意工夫」が施さ
れた逸品を「五つ星ひょうご」
として選定し、
全国に発信
することにより観光・物産振興を図っています。
▶応募締切：9月29日（金）
※応募資格、
出品条件、
選定対象商品、
応募方法等詳細については、
HP（http://5stars-hyogo.com）をご覧ください
▶問い合わせ先：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

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2017」
を開催します
創業の想いを持っておられる方をサポートし、
ひょうごを元気にするイベント
「創業フェア」を昨年に引き続き開催します。
参加は無料ですので、
このフェアで創業の想いを前に進めるきっかけをつかんでください。

開催日時

10月3日（火）

13：00～17：00

イベントスケジュール
●基調講演

13：10～14：30

講

師：小山進氏
（株式会社パティシエ エス コヤマ 代表取締役）
講演テーマ：「小山流ものづくりの極意」
～モノが溢れかえる時代に あなたは何を表現しますか？～

●トークセッション

14：30～15：00

 創業間もない身近な経営者と中小企業診断士のトーク（対談）を通して、
実際の経験をもとに創業のヒントや役立つ情報等を提供します。
出 演 者：LED関西第1回ファイナリスト 上田理久子氏
（神戸リッコロッ 代表）

●情報・相談コーナー、
専門家相談コーナー 14：30～17：00
■情報・相談コーナー
県下金融機関、
支援機関が勢揃い
■専門家相談コーナー
中小企業診断士、
税理士、
弁護士、
社会保険労務士による個別相談

開催場所

小山進氏 プロフィール
1964年 京都生まれ。
2003年 三田市に「パティシエ エ
ス コヤマ」をオープンし、
「上質感
のある普通味」を核にプロフェッ
ショナルな味を展開し続けている。
フランスの最も権威あるショコラ
愛好会「C.C.C.」のコンクールで
は、
2011年の初出品以来、
6年連続
で最高位を獲得。その他様々な大
会で多数の受賞歴を持つ、世界で
活躍する日本人パティシエ／ショ
コラティエの一人。

神戸サンボーホール1階
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

【 ア ク セ ス 】
  各線三宮駅から南へ徒歩約10分
ポートライナー貿易センター駅すぐ

【お問い合わせ先】
  経営支援室 創業・経営支援課
☎078-393-3920
※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（創業フェアひょうご2017のバナー）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。

主 催：兵庫県信用保証協会
後 援：近畿経済産業局、
近畿財務局、
兵庫県
協力：神戸市、
姫路市、
尼崎市、
西宮市、
（公財）ひょうご産業活性化センター、
兵庫県よろず支援拠点、
中小機構近畿、
（公財）神戸
市産業振興財団、
神戸商工会議所、
兵庫県商工会連合会、
兵庫県中小企業団体中央会、
神戸ファッションマート、
（公財）新産
業創造研究機構、
（一社）兵庫県中小企業診断士協会、
兵庫県弁護士会、
ＴＫＣ近畿兵庫会、
兵庫県社会保険労務士会、
但馬銀
行、
みなと銀行、
神戸信用金庫、
姫路信用金庫、
兵庫信用金庫、
尼崎信用金庫、
日新信用金庫、
淡路信用金庫、
中兵庫信用金
庫、
但陽信用金庫、
商工組合中央金庫、
兵庫県信用組合、
淡陽信用組合、
日本政策金融公庫

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

ドラムによる牛革藍染め
兵庫県立工業技術センター

原田 修

かく はん

1．
背景
藍染めは世界中で用いられてきた染色法ですが、
明治

が激しく攪拌されているために還元型インディゴは速や
かに酸化されて藍色になります。
これを数回繰り返して目
的の藍色に染めることができました。

時代初期に日本にやってきた外国人が日本中にあふれる
藍色に感銘しジャパンブルーと名付けたことからも、
藍染
めした衣料は日本人には古くから慣れ親しまれた特別な
色合いを持っています。
藍染めは天然藍または合成染料
を使って行われますが、
いずれもインディゴが主成分とな

図1 インディゴの還元反応

って発色します。
藍染めは素材の天然感をより引き立たせ
ることができるため、
天然皮革とは非常に相性が良く感じ
られます。

3．
まとめ

皮革の藍染めは、
牛革に限れば手染めが行われてい

ドラムにインディゴの還元液を加える方法で藍染めを

ますが、
重労働で生産性が良くありません。
そこで本研究

行うことができました。
藍染め革は色落ちが問題になりま

では、
インディゴを用いたドラムを利用する藍染め方法に

すが、仕上げにより、
ある程度抑制することもできました。

ついて検討を行いました。

現在、公益財団法人姫路・西はりま地場産業センター
において合成インディゴ染料で染色されたものを「姫路

2．
研究内容
ドラムは皮や革を水浴と共に回転させるために用いる
太鼓型回転容器で、
準備作業工程、
なめし工程、
再なめ

藍靼（ひめじらんたん）
」
、
および天然藍で染色されたも
のを「姫縹（ひめはなだ）
」
として商標を取得し、藍染め
革の試作品（図2）を作製する等により当センターととも
に藍染め革のブランド化を試みています。

し、染色、加脂工程に至る水場処理工程で用いられま
す。
通常の染色工程と同様にドラムで藍染めができれば
生産性が向上し、
牛革の藍染めを広く普及させることが
できます。
皮革の染色には酸性染料が使われることが多く、浴
中に酸性染料を添加して数時間ドラムを回転させた後
に酸を添加して皮革に固着させます。
しかし、
インディゴ
は水に不溶なためそのままでは染色に利用できません。
インディゴを還元した還元型インディゴは水に可溶で、
革にこの還元型インディゴを含ませたのちに酸化させて
元のインディゴに戻して染める必要があります。

図 2 試作したスマートフォンケース

実験では、20㍑の水とともに適量のインディゴ、還元
ルカリ性下で80℃に加熱して還元型インディゴ（図1）に
して、
ドラムの横から添加しました。
ドラム内では革と浴液
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問い合わせ先

剤としてのハイドロサルファイトナトリウム（Na2S2O4）をア

兵庫県立工業技術センター
○皮革工業技術支援センター
079-282-2290
○総合相談窓口“ハローテクノ”
078-731-4033
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

神戸中央支部・税理士

宮﨑敦史

相続税・贈与税・土地住宅税制等の注目すべき平成29年度改正点 2
―タワーマンションに係る固定資産税額等の見直し―
いわゆるタワーマンション(高さが60㍍を超える建築
物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの、居住用
超高層建築物)に係る固定資産税・都市計画税等が
見直されます。

（１）概要

現行では、建物全体に係る固定資産税・都市計画
税を各区分所有者の専有部分の床面積で単純にあん
分する方法により各住戸の負担額を計算しているため、
階数にかかわらず床面積が同じであれば固定資産税
額等も同じ額で課税されています。
そこで、
建物全体に係る固定資産税額等の総額は変
えず、
階数による負担額に差を設けるための補正を行う
こととなりました。

（2）補正方法

各区分所有者の専有部分の床面積を階層別専有
床面積補正率（注）により補正し、補正後の床面積により
全体に係る固定資産税額等をあん分します。
各住戸の固定資産税額
＝一棟税額×(各住戸の専有床面積×階層別専有床面
積補正率／専有床面積の合計)

（注）階層別専有床面積補正率・
・
・住戸の所在する階層の差異
による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するため

の補正率で、
最近の取引価格の傾向を踏まえ、
下記の算式で
求めます。



Ｎ階の階層別専有床面積補正率＝
100＋10／39×（N－1）
こ
 の補正率を用いると、
４０階の固定資産税額は１階
に比べて１０％増加することになります。
（注１）居住用以外の専有部分がある場合
ま
 ず、
全体に係る固定資産税額等を床面積により居住用部
分と非居住用部分にあん分し、居住用部分の税額を各区
分所有者にあん分する場合についてのみ、
階層別専有床面
積補正率を適用します。
（注２）その他の補正
天
 井の高さ、
附帯設備の程度等について著しい差異がある
場合には、
その差異に応じた補正を行います。
（注３）区分所有者全員による申し出があった場合その申し出
た割合により固定資産税額等をあん分することも可能です。

（3）不動産取得税

不動産取得税についても、
固定資産税・都市計画税
等と同様の見直しが行われます。

（4）適用時期

平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマン
ションについて適用されます。
ただし、
平成29年3月31日以
前に売買契約が締結された住戸を含むものを除きます。

参照：
「平成29年度税制改正で資産に関わる税金はどう変わる？」
TKC出版
※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています

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。

2017年７月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業数3,678社のう
ち、黒字企業比率は半数を上回る50.4％の
1,855社。全産業の純売上高は対前年同月
比で97.3％と減少。売上高総利益率は対
前年同月比で103.7％と3.7ポイント増加、経
常利益率は対前年同月比で102.7%と2.7ポ
イント増加した。業種ごとに純売上高を見る
と、建設業、情報通信業、卸売業、小売業、
宿泊業、飲食サービス業、不動産業は対前
年同月比で減少。一方、製造業、運輸業、郵
便業、サービス業は対前年同月比で増加し
ている。
【情報通信業】調査対象企業49社中、黒字
企業は23社で黒字企業比率は46.9％。純
売上高は対前年同月比93.8％と減少して

ＴＫＣ近畿兵庫会
加古川支部・税理士

豊島 寛之

いるが、売上高総利益率は対前年同月比
％と増加。経常利益率は対前年同月比で
103.2％と増加。経常利益率は対前年同月 141.6％と大幅に増加している。
比で157.1％と大幅に増加している。
【小売業】調査対象企業は520社中、黒字
【運輸業・郵便業】調査対象企業は168 企業は229社で黒字企業比率は44.0％。純
社中、黒字企業は92社で黒字企業比率は 売上高は対前年同月比で96.0％と減少。売
54.7％。純売上高は対前年同月比で100.3 上高総利益率は対前年同月比で101.1％と
％ 、売 上 高 総 利 益 率は 対 前 年 同 月比で 増加しているが、経常利益率は対前年同月
101.7％と増加。経常利益率は対前年同月 比87.5％と減少している。
比100.0％と同水準である。業種ごとに純売 【宿泊業・飲食サービス業】調査対象企業
上高を見ると、道路旅客運送業と運輸に付 156社中、黒字企業は59社で黒字企業比率
帯するサービス業は前年同月比が100％を は37.8％。純売上高は対前年同月比96.3％
下回っている。
と減少。売上高総利益率は対前年同月比
【卸売業】調査対象企業505社中、黒字企
99.3％、経常利益率は対前年同月比95.0％
業は268社で黒字企業比率は53.0％。純売 でともに減少している。
上高は対前年同月比97.5％と減少している
が、売上高総利益率は対前年同月比105.9
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細部にまでこだわった
丁寧なものづく
りで
着用機会を広げる

コサージュ

成長期待企業
の
イチオシ！
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。

インスタイル株式会社

入学式や卒業式などの晴れ舞台で
児童や生徒が胸に着けるコサージュ
きょう か

（胸花）の専業メーカー。事業参入から
まだ8年ほどですが、
すでに全国約４千
の小中学校と取引実績があります。
最大
の強みは丁寧なものづくり。生花に似せ
た繊細な染色を施し、着用時の見映え
を考え、花の向きまでこだわっています。
1個数百円という低価格で販売される商
品のため、
ともすれば細部までのこだわり
がおろそかになりがちな業界に新風を吹
き込む同社。創業来赤字知らずで、
年々
売り上げを伸ばしています。
社長の壁屋香さんがフラワーアレンジ
メントの会社に勤務していた時、近隣の
ＰＴＡ関係者からコサージュを作ってほ
しいと依頼を受けたのが、
コサージュとの

の質だけでなく、
どうしたら装着しやすい

出会いでした。
担当していた造花のデザ

かを考え、
従来のピンで留める手法に加

インの感性を生かして作ったコサージュ

え、
ワイヤーで小さな穴を作り、
そこにクリ

が評判を呼び、
独立を果たします。

ップを挟む方式も発案しました。
「テレビド

デ ザインは 壁

ラマやＣＭでも使われるようになり、商品

屋社長が手掛け、

自体が営業をしてくれています」と壁屋

それを海 外の委

社長は話します。

託 工 場で 生 産 。

シンプルながら生花に近い仕上がり

◎インスタイル株式会社の
コサージュ

小中学校のシェアを伸ばす一方で、

最終の組み立て

近年力を入れているのが法人向けです。

は日本で行います。

記念式典などの行事においてはリボンの

「ひところは組み

バラや五方などの徽章が多く使われて

立ても海 外に委

おり、
これに替わるものとしてコサージュ

託していたのです

を提案。男性も着けやすいようにシンプ

が 、完 成 度に納

ルなデザインの商品をそろえています。
ま

得がいかず日本

た、
欧米をはじめ海外市場の開拓にも着

に戻しました」
。
コ

手しており、
「MADE IN JAPAN」のコサ

サージュそのもの

ージュを世界に広げていく構えです。

インスタイル株式会社／所在地：三木市緑が丘町中2-1-2／代表者：壁屋香
事業内容：コサージュの製造・販売
0794-87-6060／
http://www.instyleco.net/

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
「元気企業訪問」で取り上げた西宮地域商品開発研
究会は、地域情報を発信するウェブサイトが母体であ
る点がポイントです。
これまで築いたネットワークを生
かし、専門的なことはそれが得意な分野の人たちに任
せていくことが、
うまくいくコツなのだと感じました。
10 JUMP

見栄えを考慮し花の向きにもこだわる
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