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ベトナムの職人に技術指導し

株式会社
CUADR
O

現地で「神戸スイーツ」を販売

元気企業
訪問
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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

P7 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
 業フェアひょうご2022
創
◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

フェイクレザー

成長期待企業のイチオシ！
協伸マテック株式会社

設備の設置・解体

今月の支援メニュー
ひょうご海外
ビジネスセンター
県内企業の海外ビジネス展
開を支援。
ジェトロ神戸、
神戸
市と
「ひょうご・神戸国際ビジ
ネススクエア」
として連携し、
ワ
ンストップサービスを提供して
います。

ひょうご海外ビジネスセンターは、
「中小企業海外展開調
査支援事業助成金」などを通じて、県内企業の海外ビ
ジネス展開を後押ししています。株式会社 CUADROが
活用した海外渡航調査に対する助成枠のほか、コロナ
禍における支援の充実として、越境ECを活用した調査
への助成枠を新たに設けています。

兵庫県知事

躍動する兵庫、コロナを乗り越え未来へ
新年あけましておめでとうございます。

頻発化・激甚化する自然災害への備え、交流

昨年も新型コロナが私たちの暮らしに大き

と日常生活を支える道路ネットワークの整備

な影響を及ぼしましたが、県民・事業者・医

など、すべての県民の皆様が安心して、育ち、

療関係者の皆さんのご協力により、第 5 波を

働き、暮らし続けられる、だれも取り残さな

乗り越えることができました。

い兵庫づくりを進めます。

しかし、感染再拡大のリスクは続きます。

大きなポテンシャルを持つベイエリアの活

マスク着用、手洗い、「密」の回避など基本

性化にも本腰を入れます。2025 年大阪・関

的な感染対策の徹底を引き続きお願いしま

西万博は、兵庫に人・モノ・投資を呼び込む

す。県としても、保健所や医療提供体制の強

大きなチャンスです。更なる発展の起爆剤と

化、3 回目のワクチン接種の推進など、対策

すべく、ベイエリアプロジェクトの起動、万

に万全を期します。

博の来場者を県内各地へ誘うフィールドパビ

同時に、「ワクチン・検査パッケージ」等
も活用しながら、飲食、旅行、イベントなど、

リオンの具体化など、新たなチャレンジをし
ていきます。

社会経済活動との両立も図っていきます。
もとより、こうした取組は行政だけででき
さらに、今年はポストコロナ時代を見据え

るものではありません。民間との連携をこれ

た取組を本格的に検討・推進する年とします。

まで以上に広げていきます。また、私自身が

その 1 つは、時代の潮流であるデジタル化

県内各地で地域の皆さんと対話を重ね、地域

やグリーン化の加速。デジタル技術を、働き

の課題やニーズを新たな施策に繋げていく県

方、教育、医療・介護、地場産業や農業など

民ボトムアップ型県政を推進します。

様々な分野で取り入れるとともに、再生可能
エネルギーの導入拡大や水素の利活用などの
地球温暖化対策に力を入れます。
また、少子高齢・人口減少社会への対応や、

2 JUMP

「躍動する兵庫」の実現に向け、飛躍の一
年としていく決意です。
皆さんのご理解、ご支援をお願いします。

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター
理事長

古川 直行

ポストコロナを見据えた
兵庫県経済の発展に向けて
謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

く地域経済の元気を取り戻さなくてはなりま

旧年中の皆様方のご協力に深く感謝申し上

せん。このため、デジタル化やカーボンニュ

げますとともに、本年も引き続きよろしくお

ートラルの推進など、ポストコロナ時代の課

願い申し上げます。

題に対応する戦略の構築を支援する「ポスト
コロナ出口戦略構築事業」を実施しました。

さて、昨年は新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、幾度も緊急事態宣言が発せら

スタートアップがもたらすイノベーション

れ、外出自粛、飲食店への休業要請、出勤抑

への期待が高まるなか、昨年は過去最多の

制など様々な制約を受けた 1 年でした。また、

「起業家支援助成金」の採択を行いました。

中小企業を中心に本県経済も大きな影響を受

引き続き、起業・創業の拠点施設として、一

けました。

昨年に三井住友銀行神戸本部ビル 2 階にてリ

こうしたなか、当センターにおいては、兵

ニューアルオープンした「起業プラザひょう

庫県とも歩調を合わせて、コロナを乗り越え

ご」を核として、同フロアの国連機関である

るべく、まずは中小企業の「事業継続」の取

「UNOPS S3i」とも連携しながら兵庫に根づ

り組みを支援しました。
事業の再構築に向けた相談対応、事業継続

く進取の気性を活かして、スタートアップの
集積を支援してまいります。

サポート事業の実施、販路開拓支援のほか、
設備貸与や貸付の償還猶予を講じました。特

新型コロナウイルス感染症への対応はまだ

に厳しい状況にあった飲食業に対しては、感

まだ予断を許しませんが、2022 年は社会経

染防止措置や新型コロナ対策適正店の安全安

済活動の本格的な再開が期待されます。ポス

心 PR を支援する「がんばるお店“安全安心

トコロナ社会に向け、当センターとして中小

PR”応援事業」を実施しました。

企業の皆様の取り組みを強力に後押しさせて
いただき、活力あふれる兵庫経済につなげて

県民の皆様の努力もあり、昨年秋からは感

いきたいと思います。

染状況に落ち着きがみられ、県内経済にポス

皆様には、ご支援、ご協力、ご理解を賜り

トコロナ社会を見据えた動きもみられるよう

ますとともに、当センターを一層ご活用いた

になりました。

だきますことをお願い申し上げます。

こうした兆しを確かなものとし、一刻も早
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元気企業
訪問
株式会社
CUADRO
（クアドロ）

有名パティシエが
作り方を指導
「神戸スイーツ」を
ベトナムに広める
神戸スイーツの輸出に挑むも

中に詰めたフルーツフィナンシェを開

貨店やコンビニで販売されており、
「先

発。
自社製品として輸出を試みますが、

方は日本の高度な洋菓子製造技術

卒業してから関西電力でシステムエン

賞味期限の制約が立ちはだかりまし

を学べる、当社はスターキッチンが持

ジニアとして働いた後、退職。
スイーツ

た。
そこで、現地のパテシィエに作り方

つ販路を活用できると双方にメリットが

が好きだったこともあり、
洋菓子店のウ

を指導し、
ジャムや小麦粉などコアな

あった」
ことから、
パートナーとして連携

ェブ制作を始めます。
それをきっかけに、

原材料は神戸産を使うことで「神戸ス

することになりました。

同社の三坂美代子社長は、
大学を

（一社）兵庫県洋菓子協会を紹介さ

イーツ」
として売り出すことを思い付きま

れ、
IT講習の講師を務めたことで経営

した。
ボックサンの福原敏晃社長、
パテ

3人で「㈱リトル神戸」を設立。
10月に

者から直接IT化に関して相談を受け

ィスリーAKITOの田中哲人社長らの協

は現地へ技術指導に赴く予定でした

る関係を築いていきます。
パティシエと

力を得て現地で技術指導を行い、販

がコロナ禍で実現できず、代わりに12

消費者をつなぐ場として、京阪神のス

売しようとした矢先、
今度はコロナ禍に

月、
オンラインでデコレーションケーキな

イーツ700店を紹介するポータルサイト

見舞われてしまいます。

どを指導しました。
原材料の分量や使

「関西スイーツ」を開設。
運営資金は持
ち出しでしたが、
「業界を盛り上げたい

用する道具を指示しても従わないこと
もあるそうで、
「神戸スイーツとして監修

並行してひょうご海外ビジネスセン

する以上、正確に味や食感を再現す

ターの海外展開調査に関する助成金

るために根気強く伝えています」
。
一方

を活用し、
次のターゲットとしてベトナム

で、
あらかじめ送っておいた製造方法

外にPRする「食都神戸」事業のうち、

に出向き、市場の可能性を探ることに

の動画をつぶさに研究し、
日本人パテ

神戸スイーツの輸出プロジェクトを担う

しました。
ホーチミン

ことになりました。市場としてターゲット

にあるひょうご国際

に定めたのがシンガポール。
「神戸ス

ビジネスサポートデ

イーツの知名度はあまりありませんでし

スクの紹介で知り合

たが、
現地のパティシエらに、
バターや

ったのが、
日本人が

生クリームを使ったフレッシュ感のある

経営する会社で菓

神戸スイーツを食べてもらうと目の色

子製造、料理教室

が変わった」
と言います。

運営も手掛ける「ス

という一心で取り組んでいました」
と振
り返ります。
一方、15年には神戸の食を広く内

早速、
ひょうご産業活性化センター
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現地製造でスイーツを販売

2021年6月、
福原社長、
田中社長と

ターキッチン」です。

の農商工連携事業を活用し、神戸産

スターキッチンの菓

のイチゴやイチジクを使ったジャムを

子は現地の日系百

ベトナムで発売する新商品

今月の支援メニュー
ひょうご海外
ビジネスセンター
ィシエも顔負けの腕を持つ受講者もい

して販売することが決まっており、
そうし

の関係をさらに強固にしながら、
いず

ます。
遠隔指導した製品のうちフルーツ

た海外展開の取り組みはユーチュー

れはパティシエ同士の交流を育み、
神

フィナンシェについては神戸市の助成

ブチャンネル「リトル神戸」でも発信し

戸スイーツを現地でブランド化する目

も受け、
灘の酒と組み合わせた商品と

ています。今後はスターキッチンなどと

標を描いています。

会社概要
株式会社CUADRO

所在地 神戸市中央区京町78 三宮京町ビル2階
代表取締役 三坂美代子
事業内容 ウェブサイト制作、
ブランディング企画、
スイーツの製造・販売

支援メニュー講座

TEL 078-335-8103
URL http://cuadro.jp/

ひょうご海外ビジネスセンター

県内企業の皆さまの
海外ビジネス展開をサポートします

当センターは、ジェトロ神戸、神戸市海外ビジネスセンターと共に、神戸商工貿易センタービル4階に事務所を開設
して、
「ひょうご・神戸国際ビジネススクエア」として連携し、県内企業の皆さまの海外ビジネス展開に対してワンストップ
支援サービスを提供しています。
当センターでは、アジア10カ所に設置する「ひょうご国際ビジネスサポートデスク」や兵庫県海外事務所とのネットワ
ークも生かしつつ、個別相談対応、海外展開調査に関する助成金事業、ビジネスセミナーやメールマガジンによる海外
情報発信などを行っています。お気軽にご利用ください。
海外ネットワーク
○ ひょうご国際ビジネスサポートデスク
◦中国（大連、上海、広州）
◦ベトナム（ハノイ、ホーチミン等）
◦タイ（バンコク）
◦シンガポール
◦インドネシア（ジャカルタ）
◦インド（デリー）

○ 兵庫県海外事務所
◦アメリカ合衆国（兵庫県ワシントン州事務所）
◦フランス（兵庫県パリ事務所）
◦オーストラリア（西オーストラリア州・兵庫文化交流センター）
◦ブラジル（兵庫県ブラジル事務所）
◦中国（兵庫県香港経済交流事務所）

問い合わせは ひょうご海外ビジネスセンター

078-271-8402

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

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/
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CALENDAR
「シンガポールビジネスセミナー〜
ASEANのビジネスハブにおけるコロナ
禍の最新食品市場動向〜」参加者募集

ASEANビジネスのハブであり、成熟した食品輸出
マーケットを有するシンガポール。
コロナ禍が継続す
る中での食品市場の最新動向などを紹介します。無
料、
オンライン（Webex Meetings）開催。
【日時】1月20日（木）10：30～12：00
【プログラム】
講演①「コロナ禍のシンガポールの食品市場とこ
れからの販路開拓ポイント」
講師：関泰二さん
（ひょうご国際ビジネスサポートデスク）
講演②「売り場から見た今後の兵庫県品の可能
性」
講師：田島美由紀さん
（Sakuraya Foods Pte.Ltd. Director）
【定員】80人（先着）
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【申し込み・問い合わせ先】

ひょうご海外ビジネスセンター
078-271-8402
ホームページの申し込みフォームから

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
兵庫県
在宅勤務用システム
「テレワーク兵庫」
自宅のパソコンから職場のパソコンを遠隔操作できる
テレワークシステムの利用企業を募集しています。新型
コロナの第6波やウィズコロナ社会を見据え、
テレワーク
環境を整備したい中小企業にお薦めです。
▶申し込み・問い合わせ先：
テレワーク兵庫ヘルプデスク
078-381-9205（月曜～金曜9：00～17：30）
電話で申し込み方法を確認してください。ホームペ
ージでも紹介しています

姫路商工会議所
「実務に生かされる
人事・労務担当者のためのトラブル対応」
雇用環境や従業員の意識の変化に伴い、人事や労
務を取り巻く環境も変わりつつあります。
採用から退職ま
での具体的な紛争事例を交え、
実務に直結する問題解
決のポイントを分かりやすく解説します。
無料。
▶日時：1月17日（月）14：00～16：15
▶場所：姫路商工会議所
▶講師：瀬尾尚子さん（特定社会保険労務士）
▶定員：40人（先着）

Information Calendar
▶申し込み・問い合わせ先：
姫路商工会議所中小企業相談所
〒670-8505 姫路市下寺町43
079-223-6557

079-222-6005

ホームページの申し込みフォームまたは申込書を郵
送、
ファクスしてください。申込書はダウンロードでき
ます

県立神戸高等技術専門学院
「ビッグデータ、
IoT時代のためのAI入門講座」
ビッグデータはIoTの発達で容易に収集できるように
なり、AIによる分析、活用の機会が増えつつあります。技
術的な仕組みに関する講義と、AIの実装において普及
しているプログラミング言語「Python」の基礎実習を開
講します。
▶日時：1月29日（土）
、
30日（日）10：00～17：00 ※2日間
▶場所：スペースアルファ三宮 (神戸市中央区）
▶対象：ビッグデータやIoTに関心があり、将来のAI活用を検討してい
る企業
▶定員：10人（先着）
▶受講料：3,500円
▶申し込み先：1月14日（金）
までに兵庫県電子申請
共同運営システムから
▶問い合わせ先：
県立神戸高等技術専門学院

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。

078-794-6633

ＴＫＣ近畿兵庫会
姫路支部・広報委員

高橋 利典

2021年9月の県内中小企業の業績動向 常利益率は7.2％で同80.8％、売上高経常利 105.5％だった。売上高経常利益は利益率
は次の通り。調査対象3,528社のうち黒字企 益額は同78.4％といずれも前年を下回った。 が6.6％で同64.0％、利益額も同65.6％と大
業は51.2％の1,807社。全産業の純売上高 【製造業】調査対象580社のうち黒字企業 幅に減少した。
は対前年同月比で99.4％と減少。業種別で は53.1％の308社。製造業全体の純売上高 【サービス業】調査対象127社のうち黒字企
は建設業95.9％、製造業105.1％、情報通 は対前年同月比で96.3％と減少。業種別で 業は40.9％の52社。サービス業全体の純売
信業97.3％、運輸業・郵便業99.5％、卸売 は食料品製造業99.7％、家具・装備品製造 上高は対前年同月比89.0％と減少。業種
業98.3％、小売業102.9％、宿泊業・飲食サ 業81.8％、なめし皮・同製品・毛皮製造業 別では洗濯・理容・美容・浴場業94.3％、
ービス業92.8％、不動産業102.3％、サービ 96.8％、窯業・土石製品製造業94.3％、鉄 その他の生活関連サービス業86.5％、娯楽
ス業89.0％だった。全産業の売上高総利益 鋼業96.7％、電子部品・デバイス・電子回 業90.1％、自動車整備業101.6％、機械等
率は28.3％で同100.0％だった一方、売上高 路製造業93.0％が減少。それ以外は100％
修理業101.2％、その他の事業サービス業
経常利益率は4.4％で同112.8％、売上高営 を上回った。製造業全体の売上高総利益率 102.0％、専門サービス業110.8％、技術サ
業利益率は2.6％で同108.3％と増加した。
は23.1％で同104.0％と増加。売上高経常 ービス業98.8％、教育・学習支援業101.3
【建設業】調査対象654社のうち黒字企業は 利益も利益率が6.5％で同180.5％、利益額
％だった。サービス業全体の売上高総利益
50.4％の330社。建設業全体の純売上高は が同189.2％と増加した。
率は39.5％で同105.3％。売上高経常利益
対前年同月比で95.9％と減少。業種別では 【不動産業】調査対象302社のうち黒字企業 は利益率が4.8％で同252.6％、利益額が同
総合工事業97.2％、職別工事業97.2％、設 は58.6％の177社。不動産業全体の純売上 221.9％と大幅に増加した。
備工事業93.9％だった。建設業全体の売上 高は対前年同月比102.3％。業種別では不
高総利益率は25.9％で同97.3％、売上高経
動産取引業99.0％、不動産賃貸業・管理業
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兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

創業フェアひょうご2022

創業を考えている方、
創業間もない方を応援します!
先輩創業者による基調講演やトークセッション、情報交換会などを通して、創業に役立つ情報やヒントを提供しま
す。会場とオンライン（Zoom）のハイブリッド方式で開催。ぜひ気軽にご参加ください。

日 時

会 場

対 象

定 員

2月15日
（火）13：00～17：00（受付開始12：30）
スペースアルファ三宮
神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館6階

①②いずれにも該当する方
①創業予定または創業後概ね5年未満 ②当協会を利用中または利用予定

会場・オンライン各40名（先着）

参加費

無料

プ ログ ラム

13：00～13：40 基調講演
河野圭一さん（㈱ワールド・ワン代表取締役）に創業期の体験談や、失敗から学んだ経営戦略などについてお話し
いただきます。

13：40～14：40 トークセッション
大塚啓志郎さん（㈱ライツ社代表取締役）と仲村渠まりこさん（㈱花鞠代表取締役）のトークを通して創業のヒント
や情報などを提供します。

14：50～16：00 創業ミニセミナー
中小企業診断士の志水功行さん（志水M&Lパートナーズ代表）が創業に必要な知識や情報、
ノウハウ等について
講義します。

14：50～17：00 創業サロン
金融機関や支援機関から創業支援の情報を紹介。中小企業診断士による個別相談も可能です。

申し 込 み・
問い合わせ先

兵庫県信用保証協会 経営支援室 支援統括課
078-393-3920

keieisien@hosyokyokai-hyogo.or.jp

2月10日（木）までにホームページからお申し込みください。
※トップページのバナーをクリックすると申し込みフォームに移ります

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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兵庫県信用保証協会

孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

フェイクレザー
今月のご隠居さん
兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター

杉本 太さんです。

さとし

あきこ

さとし：ほら、おじいちゃん見てよ! かばんが破れちゃっ

さとし：フェイクレザーにはどんなメリットがあるの?

た。2年も使っていないのに～。

ご隠居：本革よりも価格が安いことと、水にぬれても

ご隠居：これは合皮じゃのう。

変色しない。油脂などでメンテナンスする必要もない

さとし：天然の革じゃないの?

のじゃ。

ご隠居：本革でなく、最近では「フェイクレザー」と言う

さとし：デメリットは?

ものじゃ。

ご隠居：人工素材だから本革と比べて耐久性で劣ると

さとし：アメリカのトランプさんがツイッターでよく言って

いわれているのじゃが、最近は加工技術が向上し劣化

いたね。

しづらくなったな。

ご隠居：それは「フェイクニュース」じゃ。
自分に不都合

さとし：本革のように長く使い続けるというより、
フェイク

なニュースをマスコミに取り上げられると、でっち上げだ

レザーは消耗品として使うことだね。

という意味で使っていたのじゃよ。

ご隠居：レザーといってもやはりフェイク。本革の持つ

さとし：じゃあ、
フェイクレザーは?

上品な雰囲気にはかなわないのじゃ。使い込むうちに

ご隠居：人工の革じゃ。財布やかばんなどさまざまな製

色つやが増していくような経年変化ではなく、経年劣化

品に使われているが、
フェイクレザーをよく知らない人も

となってしまうところがデメリットであろうなぁ。

いるじゃろうな。

さとし：フェイクレザーと本革の見分け方はあるの?

さとし：知ってそうで知らないフェイクレザーについて詳

ご隠居：本革の表面をよく観察すると毛穴や傷、血筋

しく教えてよ。

などの形が残っておるが、
フェイクレザーにはそういっ

ご隠居：うむ。
フェイクレザーは、見た目や触感が限りな

たものがない。本革の断面に見られる網状の繊維も、

く本革に見えるように作られているのじゃ。

フェイクレザーにはないのじゃ。何よりも天然皮革特有

さとし：何からできているの?

の手触りをフェイクレザーで完全に再現するのは難し

ご隠居：基本的には布地の上に樹脂をコーティングし

いのじゃ。

たものがほとんどじゃ。

さとし：ふぅーん、
そうなんだ。

さとし：フェイクレザーに種類はあるの?

ご隠居：においも見極めのポイントじゃ。本革の製品は

ご隠居：大きくは2種類ある。PUレザーとPVCレザーじ

少し脂を含んだようなくすんだにおいがするが、
フェイク

ゃ。PUレザーは布地の表面にポリウレタン樹脂をコーテ

レザーの製品はにおわないのが多いのじゃ。

ィングするので柔軟性や弾力性に優れ、
しっとりとした

さとし：フェイクレザーについて何となく分かった気がす

触感で、一見すると本革と見分けがつかないほどじゃ。

るよ。

さとし：じゃあ、PVCレザーの特徴は?

ご隠居：フェイクレザーの製品を買う時は、今回教えた

ご隠居：こちらは布地の表面に塩化ビニル樹脂をコー

ことを参考にすればいいのじゃ。

ティングし、本革のように仕上げたものじゃ。PUレザーよ

さとし：フェイクレザー以外にフェイクの付く言葉ってあ

りも人工的な手触りだが、汚れなどに強く、使い勝手は

るのかな。例えばフェイクフェイスはどう?

いい。
ただし劣化が早く、2、3年で傷んでしまうことも多

ご隠居：フェイクフェイスは…。
ええっと、やめておこう。

いのじゃ。
さとしのかばんもそうじゃったのう。
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工場から一般住宅まで
事業者束ね
ワンストップで提案

成長期待企業
の
イチオシ！

設備の設置・解体

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

協伸マテック株式会社

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。

クレーン車やバックホー
（ショベルカ
ー）
、
ダンプカーなどを保有し、
工場内のレ
イアウト変更や工場の移転などに伴う設
備の新設・移設・解体などを手掛けてい
ます。一連の作業には、解体から金属ス
クラップ回収、
配管、
電気、土木までそれ
ぞれの業者との調整が必要ですが、同
社ではワンストップで引き受け、
各事業者
と連携しながら現場の状況、
コストや納
期に合わせた最適な提案ができること
が強みです。例えば大型機械を動かす
際には、
「大型のフォークリフトで持ち上げ
る、
ジャッキで上げてローラーをかませコ
ロ引きするなどの選択肢を提示します」
と
花里佳治社長。
花里社長は2代目。
クレーン車9台を
有し、解体業向けの金属スクラップ回収
と建設業向けの荷下ろしで創業しまし
たが、
過剰投資で資金繰りに行き詰まっ
てしまいます。
クレーン車の半数を売却
するなど父の事業を身軽にして継承し、

1998年に新会社を設立。
事業の再建に
着手しました。
その際、
クレーン車を生かした新たな
事業として始めたのが設備の解体・設
置でした。
ともすれば荒いイメージのあ
る業界の印象を覆すため、
きれいな身な
り、
丁寧な言葉遣いを心掛け、
「面倒なこ
とが多い作業も面倒がらず、毎朝書面
でのミーティングを行いました」
。
そうした
姿勢が評判を呼び、周囲の上場企業か
ら声が掛かるようになり、口コミで仕事
が広がっていきました。工場内の作業は
休日に行うことが多く、
繁閑差を埋めるた
め、1年前から一般住宅の解体にも進
出。事業の本格化に向け、上流の不動
産販売を始める準備も進めているところ
です。
「既存の大手取引先の仕事を深耕し、
近い将来ベトナムに拠点を設け、
日系企
業向けの解体や設置を手掛けたい」
と海
外での事業展開も視野に入れています。

大型重機による解体作業（左クレーン車、右バックホー）

◎協伸マテック株式会社の
設備の設置・解体

協伸マテック株式会社／所在地：加古川市野口町水足1381-2／代表取締役社長：花里佳治
事業内容：設備解体・新設、それに伴う廃棄物の収集・運搬
079-426-6611／
https://www.kyoshin-j.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
「成長期待企業のイチオシ！」で取材した協伸マテッ
ク。再建に取り組んで以降、軌道に乗せていくまでの
ご苦労は相当なものだったと思いますが、丁寧で誠実
な姿勢が実を結んだのだろうと社長のお話を聞いて
感じました。
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神戸市産業振興センター1階・2階・7階
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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。
※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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