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自治体や企業にアピール

横田瀝青
興業
株式会社

非常時の燃料確保に導入を

元気企業
訪問

11

令和３年 月 日発行

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

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
 型コロナウイルス感
新

染症の影響を受けてい
る事業者の皆さまへ

P8 ビジネスサポート

兵庫県パリ事務所
Tax&Law

ポストコロナ・ウィズコロナ時代
の資金繰り補助金Q&A①
成長期待企業のイチオシ！
ワイエスフィルタージャパン株式会社

カートリッジフィルター

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット
創業・第二創業、
経営革新に
取り組む中小企業などに対し、
ビジネスプランの発表を通じ
て金融機関や一般企業とマッ
チングを行うチャンスを提供し
ます。

ひょうご産業活性化センターは、中小企業とバイヤー、
販路開拓員、コンサルタント、金融機関とを橋渡しし、
取引先の増加や融資などに結び付ける「ひょうご・神戸
チャレンジマーケット」を開催しています。ガソリンを好き
な場所で給油できる「どこでもスタンド」を開発した横田
瀝青興業株式会社は、自治体や企業に製品の特長を
説明し、災害時における有用性をアピールしました。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット

横田瀝青興業
株式会社

東日本大震災を機に
移動給油所を開発
機動的かつ安全に
必要な所へ燃料を供給
開発のきっかけは被災地支援
同社の主力事業は、
工事現場で稼
働する建設機械向けの現場給油サー

も含めて安定的なガソリン供給を求め
る思いに応えてのことでした。
災害時の燃料供給に携わる中で、

自治体への納入が次々と決定
販売先としては、
緊急時における事
業継続のために燃料の安定的な確保

ビスです。
タンクローリー20台を保有

インフラとしての燃料の重要性に改め

を求める企業や、住民の安全を確保

し、
ガソリンスタンドで給油できない建

て気付かされた横田社長は、災害時

する活動などを支える公用車の安定

設機械のために、現場に出向き給油

に必要な場所に必要な量の燃料を機

的な稼働を目的とする自治体などがあ

を行っています。

動的に供給するには、
自由に移設が

ります。
また、近年は過疎地でガソリン

「どこでもスタンド」を開発することに

可能で安全性を備えた燃料スタンド

スタンドの廃業が相次いでいることか

なったきっかけは2011年3月11日に発

が欠かせないことを痛感。
すぐさま計

ら、生活に欠かせない燃料供給の拠

生した東日本大震災にさかのぼりま

量器メーカーと共同で開発に取り掛か

点としても期待を集めています。

す。
あの日の深夜、仙台市にあるNTT

りました。
問題はスタンドからどのような

東日本宮城支店までタンクローリーに

手段で燃料を供給するかでしたが、
タ

「ひょうご・神戸チャレンジマーケット」

ガソリンを満タンに積んで来てほしいと

ンクローリーにつないで供給する方法

では、
販路開拓を目的に「どこでもスタ

連絡が入りました。宮城支店では、停

を思い付きました。

ンド」が災害時や過疎地における安

2021年1月に神戸市で開かれた

電で電力供給がストップした通信施

石油の供給方法について記された

定的な燃料確保手段として活用でき

設に対し、
自家発電機などに電源を切

消防法では、許可を受けた専用設備

る特長を説明。
「燃料を必要とする人

り替えることでかろうじて通信ネットワー

（ガソリンスタンド）での取り扱いを求め

のもとへ届けるためには、社会の変化

クを死守していました。
しかし、発電機

ていますが、
ガイドラインでは緊急時に

に対応した新しい燃料サプライチェー

の燃料が切れれば通信途絶は避け

はそれを問わない取り扱い方法が示

ンを確保する必要がある。
そのために

られません。肝心のガソリンスタンドも

され、移設式でも可能と判断しました。

どこでもスタンドを活用してほしい」
と

津波で被災し、機能不全に陥ってい

最終的には、2018年

ました。

11月に消防法に基づく

同社は8台のタンクローリーに約10

許可法人である危険

万ℓのガソリンを積んで姫路市から仙

物保安技術協会による

台市へと向かいました。
「一度だけの

安全性の性能評価も

つもりでしたが、結局5月末まで、姫路

行われ、
30分で給油所

で燃料を確保して仙台へ送る支援が

が設置できる日本初の

続きました」
と横田勝好社長。
自家発

移動給油機として認め

電機向けのみならず、支店の営業車

られることとなりました。

どこでもスタンドの使用例
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今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット
呼び掛けました。発表後の個別商談

どこでもスタンドは、
資源エネルギー

ています。
船舶用などの試作品も製作

では危険物であるガソリンを扱う安全

庁からの補助事業として自治体への

するなど、
どこでもスタンドの活用の場

性について問う質問も受け、
丁寧に返

導入が促進されており、21年度後半

をさらに広げるべく新たな開発にも取

答しました。

には複数の自治体への納入が決まっ

り組んでいます。

会社概要
横田瀝青興業株式会社

所在地 姫路市飾磨区細江995
代表取締役 横田勝好
事業内容 重機用燃料、
道路用アスファルトの販売・配送

支援メニュー講座

TEL 079-233-0555
URL http://www.yokoreki.jp/

ひょうご神戸ネクスト・スタートアップコンテスト

あなたの会社のビジネスプランを応援
資金調達や販路開拓のチャンスが広がります
メリット

制度概要
「ひょうご・神戸チャレンジマーケット」の拡充事業と

◦個 別ではアポを取るのが困難な有力企業や

して今年度からスタート。ピッチイベント（自社の製品や
サービスを投資家へプレゼン）を通じて、創業・第二創
業、経営革新に取り組む中小企業、創業5年未満のス

金融機関等にビジネスプランを聞いてもらうこ
とができ、取引のチャンスが広がります。
◦プレゼン資料作成やプレゼン発表等の個別

タートアップ等の参加者と、大手・中堅企業、金融機
関、大手百貨店、ベンチャーキャピタル、支援機関等と
のマッチングを図り、優れた新商品やサービスを有する
参加者の販路拡大や資金調達等を支援します。

指導が受けられ、ビジネスプランに係る製品
やサービスのPR動画も作成できます。プレゼ
ン資料やPR動画は後の営業ツールとしても活
用できます。

ひょうご神戸ネクスト・スタートアップコンテスト

⃝場所／起業プラザひょうご（神戸市中央区浪花町56）
ビジネスプラン募集：11月30日（火）まで 発表者選定：12月上旬

来年1月20日
（木）、21日
（金）

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

（予定）

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
「ポストコロナ出口戦略構築事業」
補助金の募集

ポストコロナ時代における新たな事業展開に向け
ての計画策定や人材育成を支援します。
【対象】
兵庫県内に事業所を有する中小法人・個人事業者
【補助対象】
今年9月～来年1月に支払った❶～❸の経費。①
～⑤のいずれかに対応していることが条件
①デジタル化（DX）の推進 ②カーボンニュートラ
ルに伴うグリーン化の推進 ③リカレント教育の推
進 ④ダイバーシティ経営の実現 ⑤M&A・事業
承継に向けたスキルアップ、体制強化
❶調査・研究活動費（市場調査、事業計画作成
など）
へい
❷専門家の派遣や招聘等に要する経費（IT専門
家や大手企業の専門家の招聘、社労士等によ
るコンサルタントなど）
❸社員等の教育・育成に関する経費（研修参加、
大学との共同研究やリカレント講座に対する助
成など）
※❶～❸に付随する備品等の購入費も含む。
た
だし、備品のみの申請は不可

【補助金額】
対象経費のおよそ2分の1（上限あり）
※詳しくはホームページで確認
【申し込み・問い合わせ先】
「ポストコロナ出口戦略構築事業」事務局
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2 JR
西日本神戸支社4階
078-371-2860（平日9：00～17：00）
11月30日（火）までに申請書などをレターパックラ
イトで郵送。申請書等はダウンロードできます ※予
算に達した時点で締め切る場合があります
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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

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センターの
相談支援事業
同センターは事業承継に関する国の相談窓口です。親

▶申し込み・問い合わせ先：同センター
078-303-2299
ジを確認してください

族内承継や第三者承継等の課題解決を支援します。

総務省近畿総合通信局
「テレワークオンラインセミナー」

①無料相談
専門家が対応します。
要予約、
オンラインも可。
▶場所：同センター
（神戸市商工会議所会館8階）
▶実施日時：月曜～金曜9：00～17：00
②事業承継無料相談会・セミナー

078-303-2030

①
 ②とも電話で受け付け。支援内容等はホームペー

テレワークの導入や定着を図る企業を対象に「労務
管理編」と「システム編」をオンライン（Cisco Webex

県内各地で開催しています。
要予約。

Meetings）で開催。無料。

▶相談会：

▶労務管理編：

朝来市商工会：11月5日（金）

11月19日（金）14：00～15：30

吉川町商工会：11月10日（水）

1月12日（水）10：00～11：30

南あわじ市商工会：11月11日（木）
・25日（木）
小野商工会議所：11月12日（金）
三田市商工会：11月18日（木）
市川町商工会：11月19日（金）
伊丹商工会議所：11月22日（月）
加東市商工会：11月26日（金）
洲本商工会議所：12月3日（金）

2月8日（火）14：00～15：30
▶システム編：
12月16日（木）14：00～15：30
1月28日（金）10：00～11：30
▶申し込み・問い合わせ先：
総務省近畿総合通信局情報通信振興課
06-6942-8520

芦屋市商工会：12月14日（火）

開
 催日の5日前までにホームページの申し込みフォー

丹波篠山市商工会：1月21日（金）

ムから

▶セミナー：
南あわじ市商工会：11月4日（木）
芦屋市商工会：12月7日（火）

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。

2021年7月の県内中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象3,477社のうち黒字企
業は51.2％の1,781社。全産業の純売上高
は対前年同月比で96.9％と減少。製造業、
小売業、不動産業を除く業種で同100％を
下回った。業種別では建設業95.0％、製造
業100.7％、情報通信業92.8％、運輸業・
郵便業97.3％、卸売業94.7％、小売業102.2
％、宿泊業・飲食サービス業90.4％、不動
産業104.0％、サービス業89.1％だった。全
産業の売上高総利益率は27.9％で同102.1
％、売上高経常利益率は4.3％で同126.4
％、売上高営業利益率は2.4％で同114.2％
と増加した。
【建設業】調査対象658社のうち黒字企業は
48.4％の319社。建設業全体の純売上高は
対前年同月比で95.0％と減少。業種別では
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ＴＫＣ近畿兵庫会
加古川支部・広報委員

伊藤 智子

総合工事業97.1％、職別工事業93.2％、設 動産賃貸業・管理業104.0％だった。経常
備工事業92.2％だった。建設業全体の売上 利益は利益率が8.7％で同108.7％、利益額
高総利益率は23.4％で同98.3％とやや減 が同113.5％と増加した。
少。経常利益率は同85.0％、経常利益額は 【サービス業】調査対象127社のうち黒字企
同81.3％といずれも前年を下回った。
業は40.9％の52社。サービス業全体の純売
【製造業】調査対象578社のうち黒字企業は 上高は対前年同月比89.1％と減少。売上
53.1％の307社。製造業全体の純売上高は 高総利益率は39.1％で同103.1％と前年並
対前年同月比100.7％とほぼ前年並み。業
みだったが、経常利益は利益率が4.0％で
種別では20業種のうち半数が前年の売り上
同266.6％、利益額が同235.2％といずれも
げを上回った。製造業全体の売上高総利益 前年を大きく上回った。業種別の純売上高
率は23.6％で同104.4％と前年並みだった は対前年比で、洗濯・理容・美容・浴場業
が、経常利益率は6.8％で同170.0％、経常
94.7％、その他の生活関連サービス業90.9
利益額は同173.5％と大幅に増加した。
％、娯楽業88.9％、自動車整備業99.4％、
【不動産業】調査対象281社のうち黒字企 機械等修理業102.8％、その他の事業サー
業は56.5％の159社。不動産業全体の純売 ビス業100.1％、専門サービス業110.7％、
上高は対前年同月比104.0％とほぼ前年並 技術サービス業94.1％、教育・学習支援業
み。業種別では不動産取引業102.5％、不 100.2％だった。

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている事業者の皆さまへ

当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、資金繰
り支援を行っています。主な制度は以下のとおりです。

伴走支援型特別保証制度
対

象

者

⑴～⑶のいずれかの認定を受け、
経営行動計画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率が15％以上のものに限る）
⑶危機関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）

保証限度額

4,000万円

保 証 期 間

10年以内（据置期間5年以内）

保

法人代表者を除き不要※

担

必要に応じて徴求

証

人

保

貸 付 利 率

金融機関所定利率

保

年0.20％相当額（国による保証料補助が行われ、
当初保証料負担が軽減されています）

証

料

取 扱 期 間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※経営者保証免除対応や経営者保証ガイドラインを適用する場合は、連帯保証人は不要です

兵庫県中小企業融資制度「伴走型経営支援特別貸付」
対

象

者

⑴～⑶のいずれかの認定を受け、
経営行動計画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率が15％以上のものに限る）
⑶危機関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）

融資限度額

①4,000万円※1 ②2,000万円※1

保 証 期 間

10年以内（据置期間5年以内）※2

保

法人代表者を除き不要※3

担

原則として不要

証

人

保

貸 付 利 率

年0.90％

保

年0.20％相当額（①は国による保証料補助、②は兵庫県による保証料補助が行われ、
当初保証料負担が軽
減されています）

証

料

取 扱 期 間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※1 ②は、①の4,000万円を本制度で全額利用していることが前提となります（2口となりますが、合計6,000万円まで申し込み可能）
※2 危機関連保証で利用する場合、②の据置期間は2年以内となります
※3 経営者保証免除対応や経営者保証ガイドラインを適用する場合は、連帯保証人は不要です

その他の新型コロナウイルス感染症に関する兵庫県中小企業融資制度
融資制度名

限度額

貸付利率

保証期間

新型コロナウイルス
対策貸付
新型コロナウイルス
危機対応貸付

10年

2億8,000万円

年0.70％

（新型コロナウイルス対策）

（
金融機関所定

最近1か月間の売上高等が前年同期に比べ
当面の間、実施予定
て5％以上減少している方

の認定が要件）

（新型コロナウイルス対策）

5,000万円

取扱期間

最近１か月間の売上高等が前年同期に比べ
（ 据置期間
2年以内 ）
て15％以上減少している方（危機関連保証

借換等貸付

経営活性化資金

対象者

10年
据置期間
1年以内

兵庫県融資制度等の借入残高があり、既往債
令和3年12月31日
務の負担軽減が必要な方（売上減少要件は
融資実行分まで
新型コロナウイルス対策貸付と同様）

） 速やかな資金調達が必要な方（取扱金融機
関と1年以上の与信取引が必要。売上減少要
件は新型コロナウイルス対策貸付と同様）

※上記の各制度は概要のため、詳細につきましては当協会のホームページをご覧いただくか、各事務所・支所にお問い合わせください

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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ビジネス サポート

Business Support

海外での事業展開を支援する拠点事務所を紹介します。

兵庫県パリ事務所

HYOGO REPRESENTATIVE OFFICE IN PARIS

～フランスでは大規模な国際展示会が再開されています～
世界中を混乱に陥れているコロナ禍は、
フランスでも
まだ完全に克服されていません。
しかし、
ワクチン接種が
進展した結果（9月27日時点で人口の約70％が2回接
種済み）
、
最近では新規感染者数や入院者数が低く抑
えられています。
こうした感染状況の改善を背景に、昨
年に延期・中止された国際見本市が徐々に再開されて
います。
当事務所の最近の活動と合わせて紹介します。
「Who's Next」
毎年9月と1月にパリで開催される女性向けファッショ
ンの見本市です。今年1月は感染拡大により中止となり
ましたが、
この秋は9月3日～6日の4日間、
大型展示施設
「ポルト・ド・ヴェルサイユ」で開催されました。
会場では、入場時の衛生パス（ワクチン接種が完了
していることを証明する書類）の確認とマスク着用が義
務付けられましたが、数多くのブースを目当てにたくさん
の来場者でにぎわってい
ました。
各ブースは趣向が
凝らされ、服や鞄、雑貨、
ジュエリー等、
幅広い商品
が並んでいました。
日本関
連の商品を取り扱うブース
も散見されましたが、残念 会場の様子。フランスでは大型展示
会が順次再開されています
ながらその数はごくごく限
られていました。
やはり、
日
本からの渡航はまだハー
ドルが高いようです。
また、
場内のステージで
はデザイナー等の講演が
行われ、
こちらは満員の人
着物を扱うブースも。こちらはフラン
気となっていました。
スのメーカーが製造した商品とのこと
「シラ国際外食産業見本市（SIRHA2021）」
「美食の街」
として有名なフランス東部のリヨンで2年
に一度開催される世界最大級の外食産業見本市です。
「SIRHA2021」は今年1月の開催予定でしたが、
コロナ
禍の影響で8カ月延期され、
9月23日～27日に開催され

ました。
前回は3,770社が出展し、
約22万5,000人の来
場者を記録。
今回も多くの人でにぎわっていました。
日本食材を扱うブースはいくつも出展されていました
が、軒並みフランス事業者による運営でした。帰国後に
隔離期間が必要となるため、
フランスへ出張された日本
の事業者は少なかったようで、
日本とオンラインで商談す
る姿が見られました。
また、
エ
ントリー後に出展を見送った
のか、所々に未開設のブース
もありました。
それでも日本食材のブース
には、
あちらこちらで人垣がで
きていました。
ブース担当者か
らは「予想を上回る来訪者で
人手が足りない」
とうれしい悲
鳴も聞かれ、
フランスにおける
SIRHA2021の会場前でも、衛
日本食人気の高さがうかがえ 生パスのチェックが実施されま
した
ました。
当事務所では日本商品専門店を紹介
フランスでの日本人気は大変高く、
パリにある当事務
所の周辺にはラーメンやたこ焼き、
たい焼き等の軽食
店、
日本食レストランがたくさんあります。
また、
日本食材の
専門店も複数あります。
最近は、
日本商品の専門店がパリ以外の地方都市に
も増えてきました。
当事務所で
は各地の店舗を訪問し、
兵庫
県産品を紹介しています。時
には「こんな商品が兵庫県に
あれば、
ぜひ取り扱いたい」
と
相談を頂くことも。
その際は、
ひ
ょうご海外ビジネスセンターの
メーリングリストを活用し、会
員企業の皆さまに相談させて
いただきます。
ヨーロッパでの
販路拡大に関心がありました 今年 7 月にはフランス南西部の
主要都市、トゥールーズにある
ら、
どうぞご連絡ください。
日本商品専門店を訪問しました

兵庫県パリ事務所（HYOGO REPRESENTATIVE OFFICE IN PARIS）
10, rue de Louvois, 75002, Paris FRANCE
+33-(0)1-4297-4282
+33-(0)1-4297-4292
hyogo-europe@wanadoo.fr

8 JUMP

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

姫路支部広報委員

原征一郎

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の資金繰り補助金Q&A①
Q.「事業再構築補助金」
とは

第3次補正予算では「事業再構築促進事業」
として1兆1,485億円もの金額が計上されていますが、
どのよう

な場合に受けられる補助金でしょうか。

A. 一定の要件を満たした中小企業等が新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編などに取り組む

場合に受けられます。
認定支援機関等から支援を受け、
事業計画を策定することが必要です。
制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売り上げの回復が期待し難い中、
ポストコロナ・
ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応することが中小企業にも求められています。事業再構築補助金は、
新分野展開や業態転換、
事業・業種転換、
事業再編などに意欲的な中小企業等を支援する制度です。
補助を
受けるには一定の要件を満たすことが必要です。
主な申請要件
◦売り上げが減っている
 申請前の直近6カ月間のうち任意の3カ月（連続しなくてもよい）の合計売上高が、
コロナ以前（2019年また
は2020年1～3月）の同3カ月の合計売上高と比較して10％以上減少している。
◦事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開や業態転換、
事業・業種転換等に取り組める。
◦認定支援機関と事業計画を策定する ※①②を満たすこと
①認定支援機関と共に事業再構築に係る事業計画を策定。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関
（銀行、
信金、
ファンド等）
も参加する。
②補助事業終了後3～5年で付加価値額※1の年率平均3.0％※2以上増加、
または従業員1人当たり付加価
値額の年率平均3.0％以上増加の達成を見込む事業計画である。
※1 付加価値額とは営業利益、
人件費、
減価償却費の合計額
※2 「グローバルV字回復枠」について5.0％

補助金額・補助率
補助金額

補助率

中小企業（通常枠）

100万円以上
6,000万円以下

2/3

中小企業（卒業枠）
【400社限定】

6,000万円超
1億円以下

2/3

中堅企業（通常枠）

100万円以上
8,000万円以下

1/2
（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）
【100社限定】

8,000万円超
1億円以下

1/2

※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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顧客の要望を聞き出し
“度を超えた”
サービスで
成熟市場を勝ち残る

成長期待企業
の
イチオシ！

カートリッジフィルター

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

ワイエスフィルタージャパン株式会社

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。

同社が手掛ける着脱式のカートリッジ

析・試験装置がそろう流体力学研究所

フィルターは、中身が空洞になった円柱

を活用し、試作を繰り返しながら最適な

形状をしており、外側にある流体に圧力

製品へと作り上げます。

をかけて0.1～200ミクロンの大きさの異

2014年に父親の後を受け32歳の若

物をろ過します。特定の業界に専門化し

さで就任した角田社長は、在庫情報や

たメーカーが多い中、同社製品は半導

過去の失敗事例などを蓄積、
共有するこ

体の基となるディスクを磨く研磨剤の粒

とで情報の資産化に取り組む一方、新

度をそろえるフィルターから、焼酎を蒸留

入社員には顧客に対し、
ヒアリングから

した後の最終工程で異物を取り除くフィ

分析まで一人で全ての責任を持って担

ルターまで幅広い分野で使われていま

わせることで「失敗しながら学び、
引き出

す。
「フィルターに関するあらゆる困り事に

しを増やし、
自分で解決できる力」を養っ

対処してきた結果」
と角田祐介社長は話

てきました。

します。

そうした人材が「多くを委ねられるまで

競合メーカーは二十数社。他社との

に育ってきた」
と目を細める角田社長。
今

差別化を図るために貫いてきたのが、

後は、新製品開発段階でどんなフィルタ

「度を超えたサービス」だと言います。

ーを使うかというところから関わるととも

「お客さまとの対話の中から、お客さま

に、
開発したフィルターをシステム化し、
顧

も気付いていないような潜在的な課題

客の工場内で施工するエンジニアリング

を抽出し、提案するのがうちのやり方。
な

機能も備え、
「フィルターだけのビジネス

ので、
社員には『ものを売れ』
とは決して

から、
ろ過のことなら何でも任せてもらえ

言いません」
。
吸い上げた課題は各種分

る企業」を目指します。

あらゆる用途に対応するカートリッジフィルター

◎ワイエスフィルタージャパン株式会社の
カートリッジフィルター

昨年 12 月に完成した新社屋

ワイエスフィルタージャパン株式会社／所在地：尼崎市尾浜町1-13-22／代表取締役社長：角田祐介
事業内容：カートリッジフィルターなどの製造
06-6426-1400／
https://ysfilter.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
元気企業で取り上げた横田瀝青興業の「どこでもス
タンド」。東日本大震災の現場で痛感した思いをもと
に開発にこぎつけた使命感が、取材中もひしひしと伝
わってきました。
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発行人：古川直行 編集人：渕上茂也

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。
※新型コロナウイルスに関するご相談も実施しております。

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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