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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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Tax&Law

平成30年度税制改正5
―特例事業承継税制に
ついて―
成長期待企業のイチオシ！
中田工芸株式会社

木製ハンガー

今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金
県内の農林水産物などの地
域資源等を活かした、
中小企
業者等と農林漁業者の連携
による新商品・新サービスの開
発に対して助成を行っている。

ひょうご産業活性化センターは、県内の中小企業者等と農林
漁業者との連携促進および地域経済の振興を図るため、それら
の連携体が取り組む事業を支援する「ひょうご農商工連携ファン
ド事業助成金」を設けています。播州百日どりを使った加工特
産品を製造している多可町のみつばグループは、加東市のみ
のり農業協同組合（ＪＡみのり）と連携し、レトルトカレーを開発。
播州百日どりの魅力をより多くの人に伝えていこうと挑んでいます。

今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金

元気企業
訪問
みつばグループ

「地元の宝を守りたい」と
ブランド鶏の開発元と連携し
全国流通を見据えた商品で
多可町の特産品をアピール
「とりめしの具」が県認証食品第1号に

パッケージには竹の皮を使い、
道の駅

携ファンド事業助成金を活用すること

多可町加美区で育てられる播州百

の人気商品として定着。99年に優良

とし、播州百日どりの開発元であるＪＡ

日どりは、
「より高品質でおいしく、
安全

ふるさと食品中央コンクールで農林水

みのりに共同開発を呼び掛けました。

な鶏肉を」
という消費者の求めに応じ、

産大臣賞を受賞、
2004年には兵庫県

10種類を超える試作品のカレーの中

1978年に北はりま農業協同組合（現

認証食品の第1号にも選ばれました。

から、
ココナツミルクをベースにした「ア

ＪＡみのり）が独自に鶏種を掛け合わ

その後も
「やきとり」や、
鶏丼の具「こっ

ジアン風味」
と甘味を利かせた「オリ

せて開発しました。
肉のうま味のもとに

こどん」など品数を増やしています。

ジナル」の2種類の商品化を決定。
世

日持ちするレトルトカレーで全国流通狙う

を差別化するため、同じ兵庫県の淡

なるイノシン酸の量が飼育から100日
程度でピークになるという研究結果を
受け、
通常の2倍の約100日間飼育し、

播州百日どりは一部で高い評価を

の中に多く出回っているレトルトカレー
路島たまねぎを使うことで「兵庫県産」

受けているものの、地元でさえ知る人

を強調しました。
パッケージにも播州百

同地区に道の駅ができることをきっ

が減っている窮状に安藤さんは頭を

日どりと淡路島たまねぎのイラストをあ

かけに、
95年、
特産品の開発を進める

痛めていました。
そんな折、多可町商

しらい、
「こっこカレー」のネーミングで

プロジェクト
「かみ特産品クラブ」がス

工会のグルメ開発委員会で新たに播

発売しました。

タート。同クラブ内のグループごとにさ

州百日どりを使ったメニューを開発す

一方、
ＪＡみのりは、
17年秋に東京

まざまな素材を使い、
特産品開発を進

るチャンスが訪れました。
そこに審査委

ビッグサイトで開かれた食肉産業展の

めています。
そこへみつばグループの

員長として参加していた料理家の大

地鶏・銘柄鶏好感度コンテストに播
州百日どりを出品し、見事2位を獲得。

出荷しています。

代表として参加したのが安藤松子さ

田忠道さんからあるアドバイスを受け

ん。
手作りと安全にこだわったメニュー

ます。
「
『とりめしの具』

の開発に力を注ぎました。

は要冷蔵で賞味期

その時に安藤さんが着目したのが

限が短く、流通に乗

播州百日どりでした。
かつては多くの出

せにくい。全国区に

荷量を誇りましたが、
低価格志向に押

打って出るなら日持

され、
当時は勢いを失いつつあったそ

ちのする食品を開発

うです。
以前JAで働き、
ブランド化まで

してはどうか」
。中で

の苦労をそばで見聞きしていただけに

も、具体的にレトルト

「この地元の宝を守りたかった」
と安藤

カレーの案が出され

さん。
そして播州百日どりのうま味を生
かした「とりめしの具」が誕生しました。

ました。
そこで農商工連

播州百日どりを使った
「こっこカレー オリジナル」
（手前）
と
「こっこカレー ア
ジアン風味」
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今月の支援メニュー
ひょうご農商工連携
ファンド事業助成金
その後の展示会でもその賞状を「こっ

現在は道の駅や地元のスーパーで

百日どりを全国に広めていくには、
発信

こカレー」
と一緒に並べることで注目を

2種類のカレーのセット売りも行い、土

し続けることと熱い思いが大事」
と話

集め、
ブランド力の向上で商品を支援

産品として順調に売り上げを伸ばして

し、鶏めしや焼き鳥などを缶詰にした

しています。

いる「こっこカレー」
。
安藤さんは「播州

商品の開発に挑んでいます。

会社概要
みつばグループ

所在地 多可町加美区寺内251
代表 安藤松子
事業内容 播州百日どりに関わる特産品の製造

支援メニュー講座

TEL 0795-20-1263
URL http://mituba.jp/

ひょうご農商工連携ファンド事業助成金

中小企業者等と農林漁業者が連携した、
新商品、
新サービスの開発を応援します。
制度概要
県内の農林水産物などの地域資源を活かした、中小企業者等と農林漁業者の連携による新商品・新サービ
スの開発の取り組みについて支援を行っています。
この助成事業により、魅力ある農林漁業ビジネスや市場ニーズに適応した新商品の開発を実現し、事業者の
収益拡大に貢献するとともに、地域経済の振興を図ります。
また、既に新商品開発に取り組んでいる事業も対象となります。

メリット
◦商品開発に対して、500万円を限度とした助成金（助成率は、対象経費の3分の2以内）の交付が受けられ
ます。
（対象経費：原材料購入費、加工委託費、デザイン料等）
◦中小企業者等と農林漁業者が連携することで互いの強みを活かした商品開発が可能となり、新たなビジネ
スチャンスが広がります。
◦助成期間を最大1年6カ月設けていますので、開発計画に合わせて事業期間を自由に設定できます。
◦助成を受けた事業については、兵庫県とひょうご産業活性化センターが共同してＰＲの取り組み支援も行います。

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部新事業課

078-977-9072

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
兵庫県よろず支援拠点
「セミナー＆個別相談会」
のご案内

全国47都道府県に設置している国の経営相談所として、
ひょうご産業活性化センター
（神戸市産業振興センタ
ー内）の1階に「兵庫県よろず支援拠点」を設置し、豊富な知識と経験を積み重ねた9人のコーディネーターが、中
小企業・小規模事業者の経営者が抱えているあらゆる経営上の相談に個別対応しています。
また、県内全域の経営相談に対応できるよう、
サテライト相談所を7カ所設けています。
相談業務だけでなく、経営に役立つ参加型ミニセミナーや勉強会などを、経営者、社員どなたでもご参加いただ
ける実践的な内容のテーマで定期的に行っています。異業種交流の機会でもあることからリピーターも多く、好評
を頂いています。開催予定のセミナーおよび相談会をご案内します。ぜひ、
お気軽にご参加ください。
◆参加型ミニセミナー
【日時・内容】
○ハートに響くキャッチコピーを作ろう ～プレゼンに役立つキーワードとは？～
12月6日（木）13：30～16：00
講師：細谷佳史コーディネーター
○人手不足対策セミナー ～実践的成功事例からみる人手不足対策のヒント～
12月10日（月）13：30～16：00
講師：川本久美子コーディネーター
○タブレットＰＯＳレジとキャッシュレス決済について学ぼう
～ＰＯＳレジとキャッシュレス決済で販売現場の生産性向上へ～
12月18日（火）14：00～16：00
講師：津賀弘光コーディネーター、岩井宗徳コーディネーター
【場所】ひょうご産業活性化センター会議室（神戸市産業振興センター2階）
【定員】各8人
【参加費】無料
◆個別相談会
県内に本社あるいは支店・営業所を設ける中小企業・小規模事業者の経営者、経理・財務責任者の皆さまか
らのご相談を、金融機関出身の福田一彦コーディネーターが承ります。
【日時・内容】
○経営力向上計画作成に焦点を絞った個別相談会
～作成から認定後の活用方法に至るまで手順・ポイントを分かりやすく解説します！～
12月6日（木）
・12日（水）
・20日（木）
、2019年1月10日（木）
・17日（木）
・24日（木）
、2月7日（木）
・14日
（木）
・21日（木）
①11：00～12：00 ②13：30～14：30 ③15：00～16：00
○資金繰り強化・改善に焦点を絞った個別相談会
～資金繰り表等のフォーマットを個社別にカスタマイズして提供！～
12月10日（月）
・17日（月）
・26日（水）
、2019年1月7日（月）
・15日（火）
・21日（月）
①11：00～12：00 ②13：30～14：30 ③15：00～16：00
【場所】兵庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化センター内）
【定員】各日3社 ※要予約、回数制限なし
【参加費】無料
※詳細についてはHP（https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu）をご覧ください
【予約・問い合わせ先】
兵
 庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化センター内）
078-977-9085（平日9：00～17：00）
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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
公開・企業防災セミナー
「経営者のための災害危機管理」
のご案内
日本列島は自然災害が多く、将来、
高い確率で発生
するとされている南海トラフ巨大地震や首都直下地震
では、甚大な被害が想定されています。
また、近年は気

Information Calendar
▶補助対象経費：ソフトウェア、
クラウド利用費、
導入関連経費等
（本補助金のホームページに公開されているITツール）
※交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません
▶補助金額：上限50万円、
下限15万円
▶補助率：2分の1以下
※補助金の詳細についてはHP（https://www.it-hojo.jp/）をご覧いた
だき、
申請に際しては、
公募要領や交付申請の手引き等をしっかりと

候変動による暴風雨や洪水などによる気象災害も多発

ご確認ください

しており、
災害リスクの把握とその対策が必要とされてい

▶問い合わせ先：

ます。
このセミナーでは、
過去発生したさまざまな災害がもた
らした被害を確認するとともに、企業経営者として自社
の被害軽減のためにはどのような準備が必要かを考え

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-000-429 ※通話料がかかります
※IP電話等からの問い合わせは

ます。

平成30年度 若者向け創業セミナー
「ステップアップステージ」
のご案内

▶日時：12月17日（月）14：00～16：00
▶場所：明石商工会議所ビル 5階大会議室（明石市大明石町1-2-1）

若者の創業への意識や知識取得の意欲を高めるた

▶講師：中田敬司氏
神戸学院大学現代社会学部社会防災学科 教授 医学博士
▶定員：50人（先着順）

め、兵庫県阪神南県民センターは（公財）尼崎地域産
業活性化機構と連携し、
関西学院大学専門職大学院

▶受講料：無料
▶主催：明石市産業振興財団・神戸学院大学
※詳細についてはHP（http://www.aipf.or.jp/topics/407267/）をご
覧ください

の定藤繁樹教授のコーディネートにより、
10～20代の若
者世代を対象に創業セミナーを開催します。
ステップアップステージ（創業志望者向け）

▶問い合わせ先：一般財団法人明石市産業振興財団 事務局
078-918-0331

042-303-1441

（受付時間：平日9：30～17：30）

078-918-0332

…学識者、起業家を講師とした実践的なビジネスプラン作成の指導
（全6回）
▶日時：2019年2月3日～3月10日の毎週日曜日13：00～17：00

「IT導入補助金」
三次公募のご案内

▶場所：尼崎創業支援オフィス「アビーズ」
（尼崎市昭和通2-6-68）
▶主なプログラム：
講義「ビジネスプラン作成の基本・応用」

経済産業省では、
中小企業・小規模事業者向けに、
業務効率化や売上アップに役立つITツール（ソフトウェ
ア、
アプリ、
サービス等）の導入に要する経費の一部を
補助する「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT
導入補助金）
」を実施しています。

定藤繁樹氏 関西学院大学専門職大学院 教授
講演「一生やり続けられる事業をつくろう」
湯川カナ氏 （一社）
リベルタ学舎 代表理事
グループワーク
「ビジネスプランの立て方〔アイデア〕
」等
講師 湯川カナ氏
佐竹隆幸氏 関
 西学院大学専門職大学院経営戦略研

このたび、
IT導入補助金の三次公募の申請受け付け
の締め切りを12月18日に延長しました。
IT導入をご検討中の中小企業・小規模事業者の皆
さまは、
ぜひご活用ください。

神戸創業支援セ

ンター所長
田中久義氏 有
 限責任監査法人トーマツ監査事業本部
関西事業部神戸事務所シニアマネジャー

▶交付申請期間：12月18日（火）
まで

▶定員：20人程度

▶交付決定日：申請期間中7回の締め切りを設け、
その都度、交付決

▶参加費：無料

定を行います

▶募集締め切り：2019年1月10日（木）

◦第6回締切日：12月 4 日（火）
／交付決定日：12月14日（金）

※詳細についてはHP（http://abiz.jp/）をご覧ください

◦第7回締切日：12月18日（火）
／交付決定日：12月28日（金）

▶問い合わせ先：
（公財）尼崎地域産業活性化機構

▶事業実施期間：交付決定後～2019年1月31日（木）
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究科 教授
中塚博和氏 ㈱日本政策金融公庫

06-6488-9501

06-6488-9525

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

地域活性化保証「スタートライン」のご案内
「スタートライン」は、当協会の保証付融資の残高がない中小企業・小規模事業者の皆さまが信用保証を利用す
る際の保証料負担を軽減することにより、事業の発展を支援する保証です。
保証料率の割引（平均20％割引）に加え、
「保証・経営支援特別推進月間」の実施期間中（平成30年10月23
日～平成31年2月28日）は、希望する方に外部専門家による経営支援を無料で行っています。
この機会にぜひご
活用ください。
●地域活性化保証「スタートライン」の概要
対象となる方

保証申込時点で当協会の保証付融資残高がない方

資 金 使 途

運転資金および設備資金

保証限度額

2億8,000万円（組合の場合4億8,000万円）
（注）一般の普通保険（2億円（組合4億円）
）および無担保保険（8,000万円）の範囲内とします。

保 証 期 間

10年以内（うち据置期間1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1年以内の場合に限ります）

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

保

必要に応じて提供していただきます。

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要
経営状況に応じて決定（下表参照）

保 証 料 率

区

分

①

通常の保証料率から平均20％割引

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

責任共有 貸借対照表あり 1.70％ 1.50％ 1.30％ 1.10％ 0.92％ 0.77％ 0.61％ 0.45％ 0.31％
保証料率 貸借対照表なし
0.92％

「保証・経営支援特別推進月間（平成30年10月23日〜平成31年2月28日）
」の実施期間限定！
そ

の

他

◦兵庫県融資制度との併用が可能です。
◦「スタートライン」を利用した方は、
ご希望により外部専門家（中小企業診断士、
公認会計士、
弁護士の何れか）による経営支援を無料で受けることができます。

※上表は制度の概要であり、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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技術最前線

ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置によるにおいの分析
兵庫県立工業技術センター

1．
はじめに
近年、異臭に関するクレームや事故が相次いでいま

原田 修

さらに本装置には図1に示したようににおい嗅ぎ装
置が付属しています。
その分析原理を図2に示します
が、質量分析計で得られる成分をピーク出現と同時に

す。例えば販売された食品から異臭成分が検出され

におい嗅ぎ装置で実際ににおいを嗅ぐことができます。

れば、該当商品が全て回収されることになり、大きな損

そのため、においの原因物質の同定に大いに役立ち

失が発生してしまいます。
また、生活環境が整備された

ます。

関係で、少しのにおいでも敏感に反応して不快に感じ
取るようになってきています。
このような不快なにおいが発生した場合に、
まずは

3．
デ
 ータベースによる異臭分析

原因物質を特定することになります。当センターにお

㈱島津製作所では大和サービス㈱と協同で異臭

いて、におい分析に優れた㈱島津製作所製ガスクロ

成分のガスクロマトグラフ質量分析装置用データベー

マトグラフタンデム質量分析装置（製品名：GCMS-

ス（製品名：GC/MS異臭分析システム）を開発してい

TQ8040）を導入しましたのでご紹介いたします。

ます。
データベースには過去の異臭事件、異臭クレーム
の原因成分が登録されています。
これには、
ガスクロマ

2．
ガ
 スクロマトグラフタンデム質量分析装置
ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置（図1）
は、2台の四重極を直列に配した質量分析計で構成
され、2段階の質量分離が可能です。最初の四重極
で選択したイオンを中間に設置したコリジョンセル内
で、外部から供給されたアルゴンガスと衝突させ、
それ
により発生したイオンを2番目の四重極で質量分析し
ます。
そのため、非常に選択性の高い分析が可能で、
特に多くの成分が含まれる試料を分析する際に通常

図 2 におい嗅ぎ装置の原理

のガスクロマトグラフ質量分析装置よりもピーク同定が

トグラフ質量分析装置の各パラメータ（保持指標やモ

容易になります。

ニターイオン、検量線情報）と主要な異臭成分の情報
（成分名、においの質、臭気閾値など）が含まれてい
ます。通常、におい分析では多くのピークが出現します
が、本データベースを連動させた解析により、多くのピ
ークの中から異臭に関係した物質をピックアップするこ
とができます。

問い合わせ先
図1 ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置

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

8 JUMP

079-222-9043

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

阪神支部・税理士

平沼丈司

平成30年度税制改正5 ―特例事業承継税制について―

贈与者と受贈者の範囲の拡大

1．
先代経営者以外からの贈与等も対象に
先代経営者から一括贈与等されたことを条件に、
その先代経営者以外の特定の複数の株主からの贈
与・相続・遺贈であっても特例事業承継税制の適用
対象となります。
具体的には、
その先代経営者の配偶者、兄弟、甥、
姪、後継者の兄弟、
その先代経営者と共に創業した第
三者の役員や役員であった者などが考えられます。
2．
複数株主からの遺贈等の注意点
特例経営承継受贈者が特例認定贈与承継会社の
代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定
承継会社の非上場株式等については、特例経営贈与
承継期間内にその贈与等に係る申告書の提出期限が
到来するものに限り、本特例の対象となります。
3．
先
 代経営者からの贈与等と同じ年に先代経営者以
外からの贈与を受けるのが簡単
先代経営者から贈与等を受けて、
それ以降その同じ

年に先代経営者以外から株式の贈与を受ければ、贈
与等を受けた年の翌年1月15日までに認定手続きをし
て認定を受け、3月15日までに贈与税の納税猶予を受
けるための贈与税の申告を一度すればよいので簡単
です。
4．
特例経営承継者の注意点
特例経営承継者とは、特例承継計画に記載された
特例認定承継会社の代表権を有する後継者であって、
その同族関係者のうち、特例認定承継会社の議決権
を最も多く有する者をいいます。特例承継計画に記載
された後継者が2人または3人の場合には、
その議決
権数において、上位2人または3人でそれぞれ総株主
等議決権数の10％以上を有する者も対象となります。
5．
一般事業承継税制でも贈与者の範囲が拡大
先代経営者以外の複数の者から贈与できるように
なる点については、一般事業承継税制においても適用
されることになります（平成30年4月1日以後の贈与）
。
参照：
「Q＆A

特例事業承継税制」
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10月の県下中小企業の業績動 ％。売上高経常利益率は1.6％で対前年同
向は次の通り。調査対象企業3,662社のう 月比53.3％と悪化。経常利益額も対前年同
ち、黒字企業は48.8％の1,790社。全産業の 月比51.7％で減少している。
純売上高は、対前年同月比100.0％と横ば 【運輸・郵便業】調査対象企業163社中、黒
い。これを業種別に見ると、運輸・郵便業が 字企業は81社で黒字企業比率は49.6％。
102.9%、製造業が101.8％、卸売業が102.7 純売上高は対前年同月比102.9％でやや増
％、小売業が100.3％と前年を上回り、建設
加。売上高総利益率は27.1％で対前年同月
業が98.4%、情報通信業が97.3％、宿泊・飲 比96.0％、売上高経常利益率は2.2％で対
食業が99.8%、不動産業が98.8%、サービス 前年同月比68.7％と悪化。経常利益額も対
業が86.8％と前年を下回っている。
前年同月比73.1％で減少している。
また、全産業の売上総利益率は26.9％で 【卸売業】調査対象企業495社中、黒字企業
対前年同月比97.8％、売上高経常利益率は は253社で黒字企業比率は51.1％。純売上
3.8%で対前年同月比92.6％と、ともに前年よ 高は対前年同月比102.7％。売上高総利益
りも悪化している。
率は18.0％で対前年同月比94.2％、売上高
【情報通信業】調査対象企業40社中、黒字
経常利益率は2.5％で対前年同月比86.2％
企業は18社で黒字企業比率は45.0％。純売 と悪化。経常利益額も対前年同月比88.1％
上高は対前年同月比で97.3％と減少。売上 と減少している。
高総利益率は52.5％で対前年同月比100.1 【小売業】調査対象企業514社中、黒字企

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

業は202社で黒字企業比率は39.2％。純売
上高は対前年同月比で100.3％。売上高総
利益率は27.0％と対前年同月比97.8％で悪
化。売上高経常利益率は1.1％で対前年同
月比137.5％と改善。経常利益額も対前年同
月比131.0％と増加している。
【宿泊・飲食業】調査対象企業165社中、黒
字企業は51社で黒字企業比率は30.9％。純
売上高は対前年同月比で99.8％。売上高総
利益率は65.3％と対前年同月比99.2％で微
減。売上高経常利益率は0.5％で対前年同
月比22.7％と悪化。経常利益額も対前年同
月比26.4％と大きく減少している。
2018年11月号の県内業種別企業業績動向速報
解説の本文1行目の「2018年8月」は「2018年
9月」の誤りでした。おわびして訂正いたします。
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一本ずつ手作業で仕上げる
高級ハンガーの代名詞
ギフト市場を開拓、
そして世界へ

成長期待企業
の
イチオシ！

木製ハンガー

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。

中田工芸株式会社

ブナをはじめとする天然木を曲線状に
カットし、複数の粗さのサンドペーパーで
一本ずつ磨き上げ、
木目を生かした手作
業での塗装を経て組み立てられるハン
ガー。
その仕上がりは芸術品のようです。
同社は、
戦後間もない1946年に木製
ハンガーの専業メーカーとして創業。高
度成長の波に乗り、
仲介業者経由でアパ
レルメーカーや百貨店向けに売り上げを
増やしていきます。90年代後半にはいち
早くホームページを開設したことで、
そうし
たエンドユーザーとの直接取引が増え、
業界での認知度がさらに向上しました。
2007年、
今度は一般消費者をターゲ
ットに据え、
「NAKATA HANGER」のブラ
ンドで東京・青山にショールームを開設し
ます。
10年には伊勢丹新宿店のメンズ館
にハンガー売り場が設けられ「買ったス
ーツを持って、
そのままハンガー売り場に
来られるお客さまが増えたそうです」
と中
田修平社長。
一枚板から削り出した3万
円の商品などが話題を集め、
高級ハンガ
ーの代名詞として「NAKATA HANGER」
の名前が浸透していきました。

一本一本手作業で成形していく

現在、
一般消費者向け商品で力を注
ぐのがギフト用です。一つは「ブライダル
ギフト」
。
ウエディング雑誌に広告を出した
ところ「福を掛ける」のメッセージが反響
を呼び、
縁起物として広がりました。
もう一
つが「卒業記念品」です。進学して着用
することになる新しい制服を掛けられるよ
うにと、
口コミで広がりました。
全国の小中
学校のPTAからの注文が増えています。
今後は国内だけでなく海外市場にも
挑みます。
昨年、
香港の有名メンズショッ
プで展示販売を実施。
2日で100本が売
れ、
アジア市場進出の足掛かりを得まし
た。
この11月下旬にはスーツの本場、英
国にも商談に出掛けました。
「当社のよう
な本格的な木製ハンガーのメーカーは、
世界を見渡してもほとんどありません。
商
機はあると見ています」
。名門高級紳士
服店が集まる通り、
ロンドンのサヴィル・ロ
ウにいつか「NAKATA HANGER」が並
ぶ日を、
中田社長は夢見ています。

要望に応じてさまざまな形状を提案

◎中田工芸株式会社の
木製ハンガー

中田工芸株式会社／所在地：豊岡市日高町江原92／代表取締役社長：中田修平
事業内容：木製ハンガーの製造・販売
0796-42-1131／
http://www.nakatahanger.com/

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！」で訪ねた中田工芸。数
種類のサンドペーパーで磨きをかけ、木目を生かした
塗装で仕上げられたハンガーはほれぼれするような
美しさでした。
このハンガーに掛けたくなるようなスー
ツも欲しくなるのだろうなと思いました。
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2018年12月号 平成30年11月30日発行
発行人：赤木正明 編集人：安部則行

発行所 公益財団法人ひょうご産業活性化センター
神戸市中央区東川崎町1-8-4
神戸市産業振興センター1階・2階・7階
078-977-9070
（代）
https://web.hyogo-iic.ne.jp/

兵庫県よろず支援拠点は、
国が設置した中小企業・小規模事業者のための無料経営相談所です。
県内各地でサテライト相談所や金融機関の支店での相談会も実施しております。
個別相談のほか、様々なテーマで「経営に役立つセミナー」を開催しております。

ふじた

ふくだ

かずひこ

つとむ

さいとう

けんいち

ほそたに

よしふみ

かわもと

くみこ

藤田 勉

斉藤 堅一

細谷 佳史

担当分野：
事業承継・経営革新

担当分野：
現場改善・生産性向上

担当分野：
担当分野：
ブランディング・デザイン 創業・新分野進出
開発

つが

ひろみつ

たなか

ひでかず

ただ

やすこ

川本 久美子

いわい

むねのり

福田 一彦

津賀 弘光

田中 秀和

多田 やす子

岩井 宗徳

担当分野：
経営計画・資金計画

担当分野：
広報・SNS

担当分野：
販路開拓

担当分野：
経営改善・人材育成

担当分野：
IT 活用

受付時間：平日９時〜17時

Tel.078-977-9085

ひょうご産業活性化センター通信
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