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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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設備貸与制度を活用して

株式会社
アンドウ

用途に合った型枠を低コストで製作

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
 動産活用保証
不
「ネク

スト」
のご案内

◦工業技術センターの技術支援

播磨国風土記編さん
1300年記念酒「庭酒」

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9
―住宅取得等資金贈与の非課
税限度額適用時期の変更―
成長期待企業のイチオシ！
株式会社双英理研

石英ガラス製品

今月の支援メニュー
設備貸与制度
中小企業が導入したい設備
を販売業者から活性化セン
ターが購入し、
当センターが
長期かつ固定損料で貸与す
る制度

ひょうご産業活性化センターは、設備の近代化・経
営の合理化を図ろうとする事業者に代わってメーカーか
ら設備を購入し、長期かつ固定金利でリース･割賦販
売する設備貸与制度を設けています。焼却炉、工業炉、
築炉向けの型枠を製作している株式会社アンドウは、同
制度を活用してNCルータ（数値制御によるくりぬき機）
を導入し、労働環境の改善につなげています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
設備貸与制度

株式会社
アンドウ

図面から想像力を働かせ
最適な素材で
焼却炉、工業炉の
型枠を製造する
木と発泡スチロールを材料に

め、受注量が減少。
そんな折、
ある取

用途も焼却炉、
工業炉向けのほかに、

ごみを燃やす焼却炉や、高温下で

引先から「焼却炉、工業炉向けの木

自動車などの生産に使う、溶かしたア

ものづくりを行う工業炉では、耐火性

枠を作ってほしい」
との依頼があり、
以

ルミを保存しておくためのアルミ溶解

や断熱・保温性を満たす素材として

来この分野の仕事を着実に広げてき

保持炉向けなどにも広がっています。

耐火キャスター
（コンクリート）が用いら

ました。

れています。
この耐火キャスターを必要

多くの依頼はオーダーメードで、発

な箇所に、
求められる形状に合わせて

注者から渡される図面を基に、木製、

金利の安さで制度を利用
型枠は、
素材となる木や発泡スチロ

流し込むために使われるのが型枠で

発泡スチロール製、
もしくはその組み合

ールを切り、
それらを組み合わせて製

す。
型枠は木と発泡スチロール、
またこ

わせにするかを判断します。
「 木は強

作しますが、
かつては汎用の工作機

の二つを組み合わせて作られ、同社

度が必要な場合や、
ビスで組み立て

械を使って、
全て手作業でカットしてい

では材料の切り出しから、
削り出し、
仕

られることを生かして、大型の型枠を

ました。
同社が初めてNC制御の加工

上げまでを全て自社で行っています。

作るときに使われます。
一方、
発泡スチ

機を導入したのは十数年前のこと。
プ

1967年の創業後しばらくは、
もっぱ

ロールは複雑な加工がしやすい上に

ログラムを入力することで、
高温のニク

ら鋳物用の木枠製造を手掛けていま

コストが安く、加工のスピードも速いと

ロム線が自動的に発泡スチロールを

した。
しかし、
1980年代後半から鋳物

いうメリットを持っています。図面を基

切断していきます。
この時、
ひょうご産

メーカーが軒並み中国をはじめとする

に、
いかに安くできるか、
より簡便に作

業活性化センターの設備貸与制度を

海外での生産に切り替えていったた

ることができるか、
ユーザーが使いやす

初めて利用したそうです。

くなるかを考え、木と

木材の切断作業については自動

発泡スチロールの組

化の機械に頼ることなくやってきました

み合わせを考えて提

が、
仕事量の増加とともに残業が増え

案しています」
と安藤

ていたため、
昨年、木を自動で切断で

成 人 社 長は言いま

きるNCルータをやはり設備貸与制度

す。

を利用して導入しました。

図面を見ただけで

「低金利で使えることが一番のメリッ

最適な提案ができる

トです。
また、
公的機関の制度を使うこ

ことはアンドウならで

とで対外的な信用が得られることも大

はの強みになってお

きい」
と導入の理由を話します。

り、取引先から信頼
昨年導入した木材を切断するNCルータ

を寄せられています。

「金型に比べコストが安く、
すぐに作
れる木や発泡スチロールを使った型
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今月の支援メニュー
設備貸与制度

枠が金型に取って代われるところもあ

ずつでバランスの良い構成となってい

彼らにとっていかに働きやすい環境を

り、
ニーズはまだまだ根強い」
と見通す

ます。
「30代の若手2人はまだ入社2、

整えられるかが自分の務め」
と、労働

安藤社長。現在型枠を作る職人は4

3年目ですが仕事の吸収が早い。人

環境のさらなる改善に取り組んでいこ

人おり、40代後半と30代前半が2人

材の採用が年々難しくなっている中、

うとしています。

会社概要
株式会社アンドウ

所在地 西宮市山口町金仙寺1690-8
代表取締役社長 安藤成人
事業内容 焼却炉、
工業炉などの型枠製作

TEL 078-904-1999
URL http://andou-mold.jp/

支援メニュー講座

設備貸与制度

設備貸与制度の活用で経営基盤を強化
制度概要
設備の増強・更新を図ろうとする中小企業の方に代わってセンターが設備を購入し、中小企業の方に長期
（10年以内）かつ固定金利（年率0.70％〜1.95％）で割賦販売またはリースするものです。2016年度から
10％の保証金が原則不要となりました。

メリット
最大のメリットは、金融機関の借り入れ枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用できることです。ま
た、設備貸与制度のみならず当センターは、曜日ごとに中小企業診断士等の専門家による無料の窓口相談
を随時受け付けています。さらに当センターは中小企業支援機関との連携により県内企業を支援する「中小
企業支援ネットひょうご」を活用し、経営・技術・情報などさまざまなサポート体制が構築されていますの
で、制度利用後のフォローアップを含めた手厚いサポートがあるのも特長です。

設備の更新、新規導入、省エネへの取り組みをご検討されている方はぜひ設備貸与制度の利用をご検討く
ださい。
問い合わせは ひょうご産業活性化センター設備投資支援室

078-977-9086

伝えたい思い出を
最高のカタチに

写真集・詩集・自費出版のお問い合わせは
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

CALENDAR
兵庫県へのUJIターン起業家等向け
補助金のご案内

兵庫県へ移住し、県内で起業・第二創業を目指
す方および県外の事業所を県内に移転する方の新
規事業開発や新事業展開を支援します。
【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：
2
 017年4月1日から2019年2月末日までに県外
から兵庫県へ住民登録を移し、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方
①県内に活動拠点を置いて、上記の期間に新
たに起業や第二創業をした、
またはする予定
の方
②2018年4月1日から2019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
はする予定の方
○事業対象経費：
事
 業の立ち上げや移住等に必要な費用（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
※2018年4月1日から2019年2月末日までに物
品等の引き渡しや役務の提供および支払い
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］引っ越し代、移転後の住居
家賃等

○助成金額：
上限200万円（助成率2分の1）
［起業・事業所移転に係る経費］上限100万円
［移住に係る経費］上限100万円
※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
○助成対象期間：
2018年4月1日〜2019年2月末日
○審査方法等：
応募書類審査およ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）
【募集締め切り】
9月27日（木）16時必着
※申請状況により、上記期間中でも受け付けを締
め切る場合があります
※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

「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
500万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対象外）
。
○貸付限度額：最大500万円
※貸付対象経費の70％以内（自己資金が
30％以上必要）
○貸 付 利 率：無利子
○貸 付 期 間：10年以内（うち3年据え置き）
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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8回〈あましん〉グリーンプレミアムのご案内
温暖化や資源の枯渇、
生物多様性の低下をはじめと
する環境問題が深刻化している状況下において、環境
改善に寄与する技術、製品、工法、取り組みやアイデア
を募集します。

▶問い合わせ先：兵庫県中小企業団体中央会 連携推進課 佐藤
078-331-2045

「SWBS海外ビジネス相談会 in神戸 2018」
のご案内
「海外展開に挑戦してみたけど、
なかなかうまくいかな
い」
「初めての海外展開の必要に迫られているものの、
ど

▶応募期間：6月1日（金）〜8月21日（火）
▶応募資格：尼崎信用金庫営業エリア内の法人・個人・団体で、
環境
問題への改善に大きく貢献している技術や製品、取り組みやアイデ

のように進めれば良いか分からない」
という方を主な対
象とし、
セミナーと相談会を開催。実務的なことでお困り

アを持つ人。

の方はぜひお越しください。
なんとなく海外展開に興味

※同金庫との取引の有無は問いません

ある方でもお気軽に参加いただけるイベントです。

※主たる住所地が同金庫の営業エリア外の場合は応募できません
▶賞金：
○最優秀賞 賞金100万円（全部門を通じて1先）
○部門賞 環境事業部門

賞金50万円（1先）

環境活動部門

賞金50万円（1先）

環境アイデア部門 賞金50万円（1先）
○選考委員会特別賞

賞金10万円（複数受賞の場合あり。
ただ

し、
表彰該当なしとなる場合もあり）
※詳細についてはHP（http://www.amashin.co.jp/greenp/2018/
greenp.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：
あましんグリーンプレミアム事務局

▶日時：6月27日（水）13：00〜17：00
▶場所：神戸市産業振興センター
（神戸市中央区東川崎町1-8-4）
▶テーマ：海外展開のお困りごと解決＆販路開拓
※詳細についてはHP（https://swbs.smrj.go.jp/event/18822/）をご
覧ください
▶主催：
（独）中小企業基盤整備機構、
兵庫県よろず支援拠点、
ひょう
ご・神戸国際ビジネススクエア
▶問い合わせ先：
（独）中小企業基盤整備機構 SWBS運営事務局 湯山・日下
03-6402-4679

03-5470-1527  

swbs@smrj.go.jp

尼崎信用金庫 総合企画部業務企画グループ
06-6412-5403  

06-6412-5495

兵庫県中小企業団体中央会×Makuake
クラウドファンディング挑戦を支援します

個人住民税は、県民税と市町民税をあわせて市町
が課税し、徴収する税です。給与所得者と65歳以上

創業後間もない起業家にも利用できる、
クラウドファン

の年金受給者は、給与や年金から特別徴収され、そ

ディングから広がる新商品・新サービスのPR。
専門チー

れ以外の方は、市町から送付される納税通知書によ

ムがプロジェクトのブラッシュアップとページ制作を支援
します。専門チームに作業を依頼することで、表現力の
向上だけでなく、
実施企業は支援者獲得のための情報

り、原則として年4回に分けて納めていただきます。
給与所得者等以外の方の第１期分の納期限は7月
2日（月）
（市町により納期限が異なる場合がありま
す）ですので、最寄りの銀行などの金融機関でお納め

発信に専念できます。
Makuakeでのプロジェクト支援で

ください。

多くの成功実績を持つ制作ディレクター、HOLIGONと

※お問い合わせはお住まいの市（区）役所、
町役場まで

連携して個別支援します。
▶対象：県内の中小企業（業種不問）
 2018年8月〜12月の間にMakuakeでスタートするプロジェクトが
対象となります。
▶応募締め切り：6月18日（月）
※応 募条件等詳細については、HP（https://www.chuokai.com/
20180507150247.html）をご覧ください
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個人住民税の納税について

東日本大震災の教訓を踏まえた防災施策の実施
に伴い、
平成26年度から平成35年度までの個人住
民税の均等割の税率が年額1,000円（県民税500
円、
市町民税500円）引き上げられています。

兵庫県・市町

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

不動産活用保証
「ネクスト」
のご案内
このたび、不動産活用保証「ネクスト」を創設し、4月1日より取扱いを開始しました。
本保証は、不動産を有効に活用して事業の発展に必要な資金調達を支援するとともに、長期返済により、資金繰
りの円滑化を図り、地域経済の活性化につなげるための、新しい保証商品です。

ネクストの特長
１．不動産の有効活用
不動産を担保として活用し、大口（最高2億円）の資金調達を円滑に行うことができます。
２．最長30年の保証期間
保証期間が最長30年と長期であり、無理のない返済計画を立てることができます。
３．経営者保証が不要
 原則として、経営者保証は不要です。
4．プロパー融資の借換えが可能
 プロパー融資（信用保証協会の保証を付さない融資）を含む既存の融資の借換えが可能であ
り、借入口の集約により、毎月の返済負担を軽減することができます。
●不動産活用保証「ネクスト」の概要
対象となる方

当協会の保証対象要件に該当し、
不動産を担保として活用する中小企業・小規模事業者

資 金 使 途

運転資金、
設備資金
2億円（組合の場合は4億円）

保証限度額

※一般の普通保険（2億円（組合4億円）
）の範囲内かつ当協会が評価した不動産担保の余力の範囲内とし
ます。

保 証 期 間

30年以内（うち据置期間5年以内）

貸 付 形 式

証書貸付または手形貸付

返 済 方 法

元金均等分割返済または一括返済（一括返済は、
保証期間5年以内の場合に限ります。）

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

不動産担保が必要です。

保

連帯保証人

原則として、
不要です。
下表のとおり
（通常の保証料率より0.1％割引）

保 証 料 率

区

分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表
なし

責任共有
1.80％ 1.65％ 1.45％ 1.25％ 1.05％ 0.90％ 0.70％ 0.50％ 0.35％ 1.05％
保証料率

申込必要書類

「プロパー融資の
本保証でプロパー融資※を借り換える場合は、通常の保証申込書類に加え、
借換えに係る承諾依頼書」が必要です。
※プロパー融資とは、
信用保証協会の保証を付さない融資です。

※上表は概要であり、詳細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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工業技術センターの技術支援

播磨国風土記編さん1300年記念酒
「庭酒」
兵庫県立工業技術センター

原田 知左子

酵母は、分離用培地で発酵能（ガス生産）が見られ

1．
背景

たものの中から、
10%エタノール存在下でも発酵能が見

播磨国風土記は、
713〜15年に成立したとされ、
2013

られたものを選抜しました。
さらに、
現在よく使用されてい

〜15年は編さん1300年の記念年に当たりました。
そこで、

る酒造用酵母である〝きょうかい酵母″
を対照とし、TTC

播磨地方の4酒造組合で組織される
「はりま酒文化ツーリ

染色、糖の発酵性試験、
キラー性等の性質を確認して

ズム協議会」から編さん1300年記念酒の開発依頼を受

DNA鑑定で
選抜したところ、
拝殿前の榊の木の枝から、

けました。

Saccharomyces cerevisiae であると確認された酵母
しさはのこおりにはと

播磨国風土記の宍禾郡庭音村の章に「大神の御乾

さかき

を取得できました。

にわ き

飯が濡れてカビが生えたので、
酒を醸させ、
庭酒として献
上させ、
酒宴をした」
との記述があります。
これがカビ、
すな
わち麹菌を用いる日本酒製造についての最古の記述で

3．
記念酒「庭酒」の開発

あると言われています。
そこで、
庭音村＝現在の宍粟市庭

記念酒「庭酒」は、
「播磨の酒」であることにこだわりま

田神社から酒造用麹菌と酵母を分離し、
これを用いた酒

した。播磨産の米を使用することで、水と今回取得の麹

を記念酒「庭酒」
とすることとしました。

菌、酵母の原料全てが播磨産となり、名実ともに「播磨
の酒」を実現することができました。

2．
酒造用麹菌、
酵母の分離
宍粟市庭田神社から麹菌と酵母を分離するために、

また、風土記の記念酒であることから、
時代を考慮し
た醸造方法で製造することとしました。
精米歩合は飯米
き もと

と同程度の約90%、酒母は乳酸発酵を行う生酛 系酒

神前にお供えした甘酒、
境内の草木、
土等を採取し、
菌

母、
もろみは現在の三段仕込ではなく一段仕込で製造

株分離用の培地に接種しました。

しました。
このため、
現代の酒より酸味が多く味に深みが

麹菌は、
本殿前にお供えした甘酒から酒造用麹菌と

あり、
風土記の時代を感じさせる特徴のある酒となりまし

似た色の菌株を分離し、
これを(独)酒類総合研究所に

た（図２）
。
記念年は終了しましたが、現在も製造販売さ

分析を依頼したところ、酒造用麹菌と同じAspergillus

れている蔵もあります。
ぜひ一度ご賞味ください。

oryzae であることが確認されました（図１）
。

図 2 2015 年に製造された庭酒

問い合わせ先
図1 庭田神社から分離された麹菌

兵庫県立工業技術センター
○総合相談窓口（ハローテクノ）
078-731-4033
078-735-7845
radish@hyogo-kg.jp
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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 9

―住宅取得等資金贈与の非課税限度額適用時期の変更―
消費税等の税率の10％への引き上げが平成31年10月1日に再延期されたことにより、
住宅取得等資金の贈与に係
る贈与税の非課税制度について、
その適用期限が平成33年12月31日まで延長されるとともに非課税限度額に係る契
約の締結期間が変更されました。
受贈者ごとの非課税限度額は以下の図表の通りです。
既に非課税制度の適用を受けて非課税となった金額があ
る場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
ただし、
表中の「消費税率10％が適用される者」に
おける非課税限度額は、
平成31年3月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に表中の「左記以外
の者」の非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はあり
ません。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

消費税率 10％が適用される者
省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成 28 年 1 月 1 日～平成 31 年 3 月31日

―

―

平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月31日

3,000 万円

2,500 万円

平成 32 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月31日

1,500 万円

平成 33 年 4 月 1 日～平成 33 年 12 月31日

1,200 万円

左記以外の者
省エネ等住宅

左記以外の住宅

1,200 万円

700 万円

1,000 万円

1,000 万円

500 万円

700 万円

800 万円

300 万円

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。

2018年４月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,575社のうち、
黒字企業は半数をやや上回る1,789社。全
産業の純売上高は対前年同月比101.0％と
増加した。これを業種別に見ると、製造業が
104.6％、卸売業が103.2％、運輸・郵便業
が102.0%、小売業が100.4％と前年を上回
り、一方、建設業が97.6%、情報通信業が
99.1％、宿泊業・飲食業が96.5%、不動産業
が92.6%、サービス業が94.0％と前年を下回
っている。
また、全産業の売上高総利益率は27.0％
で対前年同月比100.0％、売上高経常利益
率は3.8%で対前年同月比108.5％。売上高、
売上高経常利益率はともに前年よりも改善、
売上高総利益率は横ばいである。

ＴＫＣ近畿兵庫会
阪神支部・税理士

永田 清行

【建設業】調査対象企業628社中、黒字企
企業は157社で黒字企業比率は57.2％。純
業は306社で黒字企業比率は48.7％。純売 売上高は対前年同月比で92.6％と減少して
上高は対前年同月比で97.6％と減少してい いる。売上高総利益率は57.6％で対前年同
る。売上高総利益率は25.7％で対前年同月 月比98.7％と悪化。売上高経常利益率は4.3
比106.1％と増加。売上高経常利益率は7.8
％で対前年同月比113.1％と改善し、経常利
％で対前年同月比121.8％と改善し、経常利 益金額も対前年同月比104.1％と増加してい
益金額も対前年同月比118.2％で増加してい る。
る。
【サービス業】調査対象企業134社中、黒字
【製造業】調査対象企業599社中、黒字企
企業は51社で黒字企業比率は38.0％。純売
業は319社で黒字企業比率は53.2％。純売 上高は対前年同月比で94.0％と減少してい
上高は対前年同月比で104.6％と増加してい る。売上高総利益率は45.8％で対前年同月
る。売上高総利益率は22.8％で対前年同月 比102.2％と増加。売上高経常利益率は1.5
比101.3％、売上高経常利益率は6.3％で対 ％で対前年同月比55.5％と悪化し、経常利
前年同月比112.5％と改善。経常利益金額も 益金額も対前年同月比52.4％と前年を大きく
対前年同月比117.4％と増加している。
割り込んでいる。
【不動産業】調査対象企業274社中、黒字
JUMP 9

成長期待企業
の
イチオシ！

石英ガラス製品

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

マシニングセンターを用いた
高い精度の研削加工と
小ロッ
ト生産、
短納期で強み

株式会社双英理研

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。

石英ガラスは通常のガラスに比べ透

純一さん。
その研削加工では、
金属加工

明度が高く、耐熱性、耐熱衝撃性に優

で使われるNC制御のマシニングセンタ

れ、
薬品などに強い耐酸性を持ち、
光ファ

ーを操作します。
ただ、
金属を加工すると

イバーなどに欠かせない材料として多く

きのように強い圧力を一度に加えると破

用いられています。原料となる石英は大

損してしまうため、
徐々に圧力を加えなが

半が米国産で、
溶融された後に型に流し

ら削っていく難しさがあります。同社はこ

込まれ、
パイプ状や円筒状になっていま

のマシニングセンターを使って、
石英ガラ

す。同社ではこれを仕入れて加工し、実

スだけでなくセラミックの加工も並行して

験分析用のビーカーやフラスコ、半導体

行っていることが特長です。
「石英ガラス、

製造機器の部品などを製造しています。

セラミックともにほとんどが1点から小ロッ

材料から設計図面通りの形状に変え

ト生産で、短納期に対応できることも強

ていくには、
火炎と研削の二つの加工方

み」
と常務取締役工場長の今田義治さ

法があります。古くから用いられてきたの

んは話します。

は火炎加工で、旋盤に挟んで回転させ

後継者難で多くの同業他社が廃業を

た石英のパイプにバーナーで約2,000度

余儀なくされる中、
同社では20代の職人

の火炎を当て、
カーボンの治具を使って

や、女性も活躍しています。
「あらゆる分

形状を作っていきます。

野で石英は欠かせない商品。新たな取

「近年は顧客からより高い精度が求め
られるようになっており、
10年ほど前から

業を永続させていけばチャンスは広がる」

マシニングセンターを新たに導入し、火

と今田工場長。
「いずれは海外にも販路

炎加工を終えたところからさらに削って

開拓のチャンスを求めていきたい」
と意

精度を出しています」
と副工場長の宮崎

欲を見せています。

約 2,000 度の炎を当てて石英を加工する

◎株式会社双英理研の
石英ガラス製品

マシニングセンターを使ったセラミックの加工

株式会社双英理研／所在地：尼崎市三反田町2-7-37／代表取締役社長：川嶋幹生
事業内容：石英ガラス、セラミックの加工
06-6426-8057／
http://www.soueiriken.co.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」で取材した双英理研。
2,000度の炎を吹き付けて石英の形を変える火炎加
工の現場は、
とても迫力がありました。工場長の口ぶり
から、
この加工を手掛けていること、
そして技術を継承
できていることへの強い自負を感じました。
10 JUMP

引先を開拓する一方、
技能を伝承し、
事
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大豊製作所
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