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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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ひょうご農商工連携ファンド事業助成金を活用し

株式会社
ベルン

鳴尾イチゴを使った菓子を開発

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
 口短期継続保証
大
「たん

けいプレミアム」のご案内

◦技術最前線

ショットピーニング

Tax&Law

改正消費税―税率アップ・
軽減税率への実務対応―4
成長期待企業のイチオシ！
株式会社山本電機製作所

微差圧計

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
域資源等を生かした、
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
開発に対する助成金

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。西宮市の老舗洋
菓子店ベルンはこのほど、
「鳴尾イチゴ」の生産農家、中島
憲二さんと武庫川女子大学の協力を得て、鳴尾イチゴを使っ
た「甲子園ほろほろクッキー」の試作品を完成させました。

ひょうご産業活性化センターの設備貸与[割賦販売／リース]制度
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公益財団法人ひょうご産業活性化センター 設備投資支援室
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号
神戸市産業振興センター 7 階

（078）
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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

元気企業
訪問
株式会社
ベルン

産学連携により
地産地消を推進し
鳴尾イチゴのクッキーを商品化
目指すは地元を代表する銘菓
地元の農作物をお菓子に

小学校の児童に伝えていく活動をす

てしまい生産効率が悪く、
その後、酒

洋菓子店ベルンの社長、
倉本洋一

るので協力してもらいたい」
と呼び掛

井研究室にある同じ機械を活用させ

さんは、以前から地元で取れた農作

けられ、現在もその活動は続いていま

てもらうことで生産スピードを上げてい

物を加工し地産地消するサイクルをつ

す。
それとともに、収穫したイチゴをお

きました。

くり、
それを子どもたちの食育に生かす

菓子の原料として使えないかと酒井

発想を温めていました。
そんな折、西

准教授が商工会議所に打診したとこ

宮商工会議所から「地元産の『鳴尾

ろ、声が掛かったのが倉本社長だっ

イチゴ』を使ったお菓子を作れない

たのです。

試作品のアンケートを実施。
その結果、

歩近づけるチャンスでもあり、
喜んでお

クッキーの商品化に向け乾燥機を導入

プトに共感する人が96％を占め、
「お

手伝いしたい」
と引き受けたそうです。

「大学の研究室と連携し、
この地で歴

鳴尾イチゴとは、西宮市の鳴尾地

史を育んできた鳴尾イチゴを使った銘

区周辺で栽培されるイチゴのこと。明

菓を地元から発信したい」
との思いか

現在は、地元のランドマークである

治時代、
同地区では綿花の生産が盛

ら、
倉本社長は日持ちのするクッキーとし

甲子園のお土産としても購入してもら

んに行われていましたが、
その後、安

て商品化し、
甲子園球場で販売するこ

えるよう働き掛けているとのこと。
そのた

価な輸入綿花に押しやられるようにな

とを思い付きます。
そして商工会議所の

め、
パッケージにはユニフォーム姿の野

るとイチゴの生産へと転作する農家が

仲介で、
ひょうご農商工連携ファンド事

球選手やグローブなどの写真をあしら

増えていきます。大正時代から戦前に

業助成金を活用することにしました。

か」という話が舞い込み、
「目標に一

かけて県内有数のイチゴ産地として栄

イチゴの風味を生かしたイチゴパウ

えましたが、
戦争で一帯は空襲に遭い

ダーを使ったクッキーにする

焼き尽くされてしまいます。
「焼野原から

には、
イチゴを乾燥粉末にす

もう一度『鳴尾イチゴ』の生産を復活

る工程が欠かせません。当

させたのが父でした」
と生産農家の中

初は乾燥機を保有する企

島憲二さん。今ではただ1軒で鳴尾イ

業に粉砕加工を委託してい

チゴを育て、
伝統を守り続けています。

ましたが、
コストがかさむこと

その中島さんが5年前、
武庫川女子

から乾燥機を導入し、試作

大学教育学部の酒井達哉准教授から

開発に取り組みました。た

「学舎屋上で学生たちが鳴尾イチゴを

だ、20㎏分のイチゴをパウ

栽培し、
その歴史や育て方を地域の

ダーにすると2kgにまで減っ

武庫川女子大学からも強力な後押し
酒井研究室の学生の協力を得て、
地元の鳴尾イチゴを守るというコンセ
いしい」
と答えた人は85％に上るなど、
上々の評価を得ることができました。

い、武庫川女子大学のキャラクター
「Lavy（ラビー）
」のシールを貼ることで

イチゴを乾燥粉末にするための乾燥機
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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
た商品のラインアップを増やしていくこ

ってもらえるような商品を開発し、地産

もし甲子園球場での販売が実現す

とを考えています。
「鳴尾イチゴを使っ

地消をもっと進めていきたい」
と倉本

れば、鳴尾イチゴだけでは数量が不

て、地元の小・中学校、高校、大学の

社長。地元の幸を使った地域活性化

足するため、
今後は県産イチゴを使っ

卒業式などの行事で記念品として配

にさらに取り組んでいこうとしています。

地元産を強調しています。

会社概要
株式会社ベルン

所在地 西宮市学文殿町1-8-19
代表取締役 倉本洋一
事業内容 洋菓子の製造・販売

TEL 0798-47-4958
URL http://www.bern.co.jp/

支援メニュー講座

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。
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。
◦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、地域経済の振興を推進。
◦既に新商品開発に取り組んでいる事業も対象。
◦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。
（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、新たなビジネスチャン
スへ拡大。
◦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の取り組みを支援。
平成23年からこれまでに45社が事業化を達成されました。
現在のところ今後の助成事業の募集の予定はありません。

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」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、公益財団法人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、
サテライトを8カ所設けています。
相談業務だけでなく、経営者、社員どなたでも参加いただける実践的な内容のテーマで参加型ミニセミナー
（少
人数でのセミナーと相談会）を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。ぜひ、
お気軽にご参加ください。
◆参加型ミニセミナー
【内容・日時】
○「LINE公式アカウント」を商売に活かそう！
 LINE＠をお使いの事業者さんも「LINE公式アカウント」への変更を行い、新しい機能の活用でお客さまと
の距離を近づけていきましょう。
12月16日（月）13：30～16：00
講師：津賀弘光コーディネーター
○これで安心！我が社の情報セキュリティー
 守るべき情報資産、
それを脅かす脅威、
日常業務に潜む脆弱性について分かりやすくご説明します。
12月17日（火）14：00～16：00
講師：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】8人
【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
【申し込み・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）

メールマガジン登録受付中
ひょうご産業活性化センターでは、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（土曜、
日曜、祝休日の場合は翌営業日）
【登録方法】
①e-mlhedDB@xpressmail.jpを入力、
もしくは下記QRコードを読み取り、
メールを送信してください（タイトル、
本文は不要です）
。
②登録用メールが30分以内に届きます。免責事項をご確認の上、
メール本文に記載された登録用URLをクリッ
クし、配信希望情報等を入力してください。
※30分以内にメールが届かない場合には、
メールが受信できる設定になっていない可能性があ
ります。
お使いの携帯電話の設定をご確認後、再度最初から操作してください
【問い合わせ先】企画経営室 企画管理課
078-977-9070
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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

「ひょうごで働こう！マッチングサイト」
に
求人情報を掲載しませんか？
昨今、
インターネットを通じて就職・転職活動をする人
が多くなっています。
そこで、県内外から兵庫県での仕事を探している人
に直接求人情報を届けるため、
「ひょうごで働こう！マッ
チングサイト※」を開設しました。県内に本店・本社のあ
る企業・法人であれば、
無料で求人情報（週20時間以
上の無期雇用求人に限る）を掲載することができます。
ぜひご活用ください。
※ひょうごで働こう！マッチングサイト
（https://www.letsworkhyogo.jp/）
…兵庫県が運営し、県内企業・法人の求人情報
や企業情報、
県および市町のイベント情報などを発信。
無料で
求人情報を掲載できるほか、
勤務地などの希望条件を登録し
ている求職者に対するスカウト機能もあります。
▶申し込み方法：
①申し込みフォーム（https:/ /docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeRtmkgRahTU_H2JhBXsXd_3c2kBcwIpHL_
C5t3aiXzOpyMQw/viewform）から法人登録申請を行ってくださ
い。審査の結果、認定されると申請書様式が送付されますので、押
印の上、
県労政福祉課に提出してください。
②①の認定通知とともに送付されるIDとパスワードで求人登録を行って
ください。
内容確認が終わりましたら、
サイトに求人情報が掲載されます。
※求職者からの応募以降のやり取りは、
サイトを経由しない企業・
法人との直接のやり取りになります
※詳細についてはHP（https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/hyogomatching/company.html）をご覧ください

▶問い合わせ先：兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課
078-362-3227
078-362-3392
rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp

「『もしも』に備えるBCP策定セミナー」
のご案内
企業には、事故や自然災害等によって事業の継続
が危ぶまれる「リスク」が存在しています。
こうした危機
が「もしも」発生したら、従業員の安全確保・安否確認
や二次災害の防止といった初期対応のみならず、
重要
な中核事業を中断させない、万が一中断しても関係者
への影響を限定的なものにするための手段（BCP ※）
を策定しておくことが重要です。本セミナーではBCP概
要について説明するとともに、簡易版BCPの作成を行
います。
※BCP…Business Continuity Plan（事業継続計画）
▶日時：2019年12月12日（木）14：00～16：30
▶場所：姫路商工会議所 本館6階605会議室（姫路市下寺町43）
▶対象：中小企業者（経営者・幹部・危機管理担当者）等
▶定員：50人（先着順）
▶参加費：無料
▶申し込み方法：申し込みフォーム（https://www.himeji-cci.or.jp/
seminars_events/19121201se_form.html）に入力、
または申込書
をファクス・郵送
▶問い合わせ先：姫路商工会議所 中小企業相談所
079-223-6557
079-222-6005
kenshu@himeji-cci.or.jp

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。

2019年10月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,569社のうち黒
字企業は52.7％で1,882社。全産業の純売
上高は対前年同月比で101.6％と増加した。
これを業種別で見ると、前年を上回っている
業種が、建設業103.0％、製造業101.5％、
情報通信業107.8％、運輸・郵便業102.1
％、卸売業101.7％、宿泊・飲食サービス業
101.5％、不動産業105.5％である。一方、前
年を下回っている業種は、小売業98.1％、サ
ービス業97.0％である。
また、全産業の売上高総利益率は26.7%
で対前年同月比98.8％、売上高経常利益率
が4.0％で対前年同月比95.2％、売上高営
業利益率は3.1％で対前年同月比93.9％と
悪化した。
【情報通信業】調査対象企業39社中、黒字
企業20社で黒字企業比率51.2％。情報通信
業全体の純売上高は対前年同月比で107.8
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ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

％と増加。売上高総利益率は、52.9％で対
年同月比116.0％と売り上げの伸びに合わせ
前年同月比101.3％、売上高経常利益率は て、利益額、利益率共に向上している。
8.3％で対前年同月比436.8％、経常利益額 【小売業】調査対象企業488社中、黒字企業
も対前年同月比472.8％と売り上げの増加に 218社で黒字企業比率44.6％。小売業全体
比して利益率が大きく改善している。
の純売上高は対前年同月比98.1％とやや減
【運輸・郵便業】調査対象企業161社中、黒 少。売上高総利益率は28.3％で対前年同月
字企業85社で黒字企業比率52.7％。運輸・
比102.1％、売上高経常利益率は1.5％で対
郵便業全体の純売上高は対前年同月比 前年同月比107.1％、経常利益額も対前年
102.1％と増加。売上高総利益率は23.6％で 同月比104.4％となり、売り上げはやや減少し
対前年同月比100.0％、売上高経常利益率 ているが、利益率は少し向上している。
は2.8％で対前年同月比121.7％、経常利益 【宿泊・飲食サービス業】調査対象企業156
額は対前年同月比124.4％で、こちらも売上
社中、黒字企業59社で黒字企業比率37.8
の増加に比して利益率の伸びが大きい。
％。宿泊・飲食サービス業全体の純売上高
【卸売業】調査対象企業488社中、黒字企業 は対前年同月比101.5％とやや増加。売上
276社で黒字企業比率56.5％。卸売業全体 高総利益率は64.9％で対前年同月比99.5
の純売上高は対前年同月比101.7％とやや ％、売上高経常利益率は0.7％で対前年同
増加。売上高総利益率は18.2％で対前年同 月比140.0％、経常利益額も対前年同月比
月比103.4％、売上高経常利益率は2.8％で 136.9％と、こちらも他業種と同様の傾向が見
対前年同月比116.6％、経常利益額も対前 られる。

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

大口短期継続保証「たんけいプレミアム」のご案内
このたび、大口短期資金による資金調達を継続して保証支援することにより、
中小企業・小規模事業者の皆さまの
新たな事業展開や業務拡張を促進し、
地域経済の活性化に資することを目的とし、
大口短期継続保証「たんけいプレ
ミアム」を創設しました。
ぜひご活用ください。
●大口短期継続保証「たんけいプレミアム」の概要と短期継続保証「たんけい」の比較
たんけいプレミアム
対 象となる方

たんけい

2年以上事業を営み、確定申告書（決算書）
を直近2期分（12か月×2）提出できる方
※上記のうち、
個人事業者の方は、
青色申告で貸借対
照表の添付がある方を対象とします。

1期以上の決算（確定申告）を行っている方

資 金 使 途

運転資金

借

既存の「たんけい」及び「たんけいプレミアム」
既存の「たんけい」のみ借換可能
を借換可能

換

融資限度額

8,000万円
ただし、直近期の確定申告書（決算書）にお
ける平均月商の3か月分以内

保 証 期 間

1年（1年毎に継続手続きを行い、
最大5年間まで継続利用が可能）

貸 付 形 式

証書貸付または手形貸付

返 済 方 法

一括返済

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

必要に応じて提供していただきます。

保

連帯保証人

5,000万円
ただし、直近期の確定申告書（決算書）にお
ける平均月商の2か月分以内

原則として、
法人代表者を除き不要です。
●初回保証利用時または継続更新時（１回目）
通常の保証料率を適用します。
【通常の保証料率表】
区

分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表なし

責任共有
1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％ 1.15％
保証料率

保 証 料 率

●継続更新時（2回目以降）
直
 近決算の保証料率区分が初回保証利用時の保証料率区分から1区分以上ランクアップ
されている方は、
通常の保証料率より平均20％割引した保証料率を適用します。
※ランクアップされていない場合は、
通常の保証料率を適用します。

【平均20％割引後の保証料率表】
区

分

責任共有
保証料率

そ

の

他

留 意 事 項

①
―

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1.50％ 1.30％ 1.10％ 0.92％ 0.77％ 0.61％ 0.45％ 0.31％

貸借対照表なし

―

①原則として1企業1口限り利用できます（併用不可）
。
②自治体融資制度、
他の保証制度との併用はできません。
③「たんけい」について、
初回保証利用時に貸借対照表を作成していない方等は、
継続利用時
のランクアップ判定対象外となります。

※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

ショットピーニング
兵庫県立工業技術センター

青木 俊憲

1．
はじめに
ショットピーニングとは、ショットと呼ばれる数十μm
（マイクロメートル）〜数mm（ミリメートル）の金属や
非金属の球形粒子を、高圧空気や羽根車の遠心力な
どを利用して噴射・投射し、金属表面に対して無数の
ショットを高速度で繰り返し衝突させることで金属を強
くする冷間加工法です。加工面に加工硬化層や圧縮

ショットピーニングによる表面加工

残留応力などが生成し、耐摩耗性や疲労強度の向上
などさまざまな効果が期待できます。ショットが丸頭金
づち（ball peen hammer）のように繰り返したたいて
加工するところから、
「ball peen hammer」の「peen」
を取って、
ピーニングと呼ばれるようになったとされて

3．
シ
 ョットピーニングの実施例
（1）ミクロプールの生成
ショットピーニングで生成したくぼみが潤滑油のミクロ
しゅう

プールとして作用し、
ピストンなどの摺動部において耐摩

います。

耗性や潤滑性を向上させる目的で利用されています。

2．
シ
 ョットピーニングの作用と効果
ショットピーニングはショットの運動エネルギーを利用し
て、次のような作用や影響を及ぼします。
（1）表面性状生成

（2）金属疲労、応力腐食割れの防止
ばねや歯車、
タービンブレードなどの金属疲労の防
止や、溶接や熱処理で発生する有害な引張残留応力
の除去を目的に利用されています。
また、化学プラントな
どにおいては、応力と腐食の相乗効果で割れが発生す

くぼみの生成や表面粗さの生成により、流体抵抗の
減少や放熱特性の向上が期待できます。
また、前加工
による表面性状を削除して、表面を梨地化することが可
能です。

る応力腐食割れを防止するため実施されています。
（3）ピーンフォーミング
被加工材の変形を利用して、航空機の翼や胴体の
成形に利用されています。

（2）表面層改質
塑性変形によって加工硬化層の生成や内部の拘束
による圧縮残留応力が発生します。
また、塑性変形が

4．
お
 わりに

繰り返されることで、組織変化や結晶粒の微細化が生

近年では超音波の振動を利用して投射材を材料表

じます。
これらの影響により、耐摩耗性の向上や、疲労

面に衝突させる超音波ピーニングや、投射材を用いな

強度の向上、耐応力腐食割れ特性の向上が期待でき

いウォータージェットピーニング、
レーザーピーニングな

ます。

ど新しい技術が開発されています。
また、新しい投射

（3）表面層のみの進展・鍛圧
被加工材が薄い場合、ショットピーニングにより表面
が塑性変形し、伸びることで、被加工材は円弧状に変形

材や制御装置なども開発が進められており、今後も疲
労強度や表面特性を向上させる技術として期待され
ています。

します。
この現象を利用した加工法はピーンフォーミング
と呼ばれています。
また、塑性流動を利用した異種材料
はく

のかしめ接合や、薄板や箔を接合するライニングも行わ
れています。
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問い合わせ先
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

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

改正消費税 ―税率アップ・軽減税率への実務対応― 4
区分記載請求書保存方式について
 2023年10月からのインボイス方式（適格請求書等保存方式）導入までの間、軽減税率に対応するため現行
の請求書等保存方式をベースにして、区分経理するための「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。文
字通り、請求書等での区分経理に対応するための記載事項を追加したものです。
 現行の請求書等保存方式に、区分経理に対応するための記載事項を加えた「区分記載請求書等保存方式」
は、帳簿の記載要件に「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」が加えられます。
1．
区分記載請求書等保存方式の適用要件
現行制度の請求書の記載要件に、③④の内容が追加されます。
①区分記載請求書発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である場合はその旨）
④税率ごとに合計した対価の額（税込み）
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

【区分記載請求書】

売り手

請求書

○○御中
11月分 21,800円（税込）

○売上税額の計算方法

（10％対象）11,000円×10／110＝1,000円
（ 8％対象）10,800円× 8／108＝ 800円
⇒ 売上税額 ：1,000円＋800円＝1,800円

11/1 牛肉2㎏ ※
11/8 割りばし4箱

交付義務なし
保存義務なし
罰則なし

合計

5,400円
5,500円

21,800円
（10％対象 11,000円）
（ 8％対象 10,800円）

注）※印は軽減税率（8％）適用商品
△△㈱

買い手
○仕入税額の計算方法

（10％対象）11,000円×10／110＝1,000円
（ 8％対象）10,800円× 8／108＝ 800円
⇒ 仕入税額 ：1,000円＋800円＝1,800円
売り手が発行した請求書に、
①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごと
に合計した対価の額
（税込）
の記載がない場合は、
買い手が事実に基づき追記することで、仕入税
額控除の要件を満たすものとする。
出典：
「消費税の軽減税率制度」財務省

2．
免税事業者からの仕入商品の仕入税額控除の可否
 発行事業者についての要件は規定されていませんので、現行制度と同様に免税事業者からの仕入れも仕入
税額控除が可能です。
3．
交付義務および不正交付についての罰則規定
 交付義務および不正交付（偽りの請求書の交付）に対する罰則規定は設けないものとされています。

参照：
「Q＆A

改正消費税

税率アップ・軽減税率への実務対応」
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
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成長期待企業
の
イチオシ！

微差圧計

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

きれいな空気が求められる場で活躍
計測をデジタル化した新製品をはじめ
新たな分野へも積極的に挑む

株式会社山本電機製作所

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。

1950年代半ば、
当時海外製しかなか
った微差圧計の市場の将来性を見抜

同で、微小電気機械システム（MEMS）
を用い、
計測方法をデジタル化した新製

き、
国産初の微差圧計を開発し、
製品化
しました。以来、
高精度の微差圧計で強
みを発揮し、
国内で半分以上のシェアを

品を2017年に開発。
超低差圧に対応す
るとともに大幅な小型化、
高精度化を実
現しました。

占めています。
微差圧計は異なる空間の圧力差を
計測するための機器で、空気の流れを

主力製品の微差圧計で絶対的な地
位を占める同社ですが、
「 市場は成熟
化しつつあり、次の事業の種を見つけて

監視する役割を担っています。
気圧差に
より正常な環境を保つクリーンルームや、
わずかなほこりの混入も許されない半導

いきたい」
と新たな製品の開発にも注力
しています。MEMS技術を活用した飛
行機の高度計、速度計もその一つで、

体製造装置などにも使用されています。
また、清潔な空気の循環により低温状
態を維持する冷凍車などのフィルターの
目詰まりなどを感知する目的でも使われ
ています。
「きれいな空気が求められるほ
ど、当社の微差圧計の出番も増える」
と
は山本博和社長の弁です。
微差圧を測る仕組みは、
ダイヤフラム
と呼ばれるゴム製円盤状薄膜が圧力を
受けたときのへこみ具合を滑車などで針
に伝える手法が使われており、完成まで
多くの手が掛けられています。
こうしたア
ナログ的な手法とは別に、東北大学と共

JISQ9100航空宇宙防衛品質マネジメ
ントシステム認証も取得済みです。他に
も、溶接用ガス混合器、液体水素の水
面計、
ロボットを使った省人化システムな
ど新製品のジャンルはさまざま。
いずれ
も微差圧計で培った技術とは縁のない
領域ですが「成長が期待できる市場で
面白そうと思えばゴーサインを出していま
す。
それを意欲的にチャレンジしてくれる
技術陣がいるのもうちの強み」
と山本社
長。
国産微差圧計を初めて世に送り出し
たチャレンジ精神は、今なお息づいてい
るようです。

主力製品の微差圧計

◎株式会社山本電機製作所の
微差圧計

株式会社山本電機製作所／所在地：神戸市長田区西尻池町1-2-3／代表取締役社長：山本博和
事業内容：計測機器、システム制御装置､電機･機械機器の設計･製作･販売
078-631-6000／
http://www.manostar.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
「元気企業訪問」で取材した、
ベルン、
イチゴ農家の中
島さん、武庫川女子大学酒井ゼミの学生たちが連携
して商品化した「甲子園ほろほろクッキー」。地域のス
トーリーを伴ったこのお菓子が甲子園球場の名物土
産になればいいなと願っています。
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計測をデジタル化した新製品
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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

よろずSNS公式アカウントのご案内
よろず兵庫

支援制度やセミナー情報満載！
Facebook・LINE＠をチェック♪

お気軽にご相談ください！

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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