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別注屋.com

異業種交流活性化
支援事業を活用して メンバー

芦原 強

●メンバーの一体感が生まれた
●売れる商品づくりが実現した
●新たな売り方が販路拡大につながった

ものづくり力×企画開発力で
金物商品の新たな可能性を開拓

三木市

月1回の会合では次の出展品について検討します

金物メーカーと商社が連携
　古くから鋸

のこぎり
や鑿

のみ
、鉋

かんな
などの大工道具を生産し、“金物の

まち”として知られる三木。現在では園芸用品や工具に
も商品の幅を広げ、多くのメーカーや商社が市内で事業
を展開しています。
　その集積を生かし、㈱井上工具製作所の井上勝雄専務
が、商社に別注品の依頼が舞い込んできた時の共同受注
組織としてメーカー、商社で構成する「別注屋.com」を
10年ほど前に設立しました。しかし、メーカーは作る、
商社は売るに徹してきた歴史から連携の芽は育ちません
でした。近年になって外部からの参入が増え、競争が激
しくなる中、「このまま同じ商品を同じ流通ルートで売
り続けているだけでは、未来はない」という危機感が強
まっていきます。
　改めてメーカーのものづくり力と、エンドユーザーに
近い商社の企画開発力を生かし、「自分たちで商品を開
発し、新たな流通ルートも開拓していこう」との機運が
高まり、「異業種交流活性化支援事業」を活用した取り組
みがスタートしました。

ユーチューバーとのコラボPRも
　参画したのは市内のメーカー25社と商社17社。共同
出展する展示会を見据え、テーマを「アウトドア用品」
に定めて、メンバー間でどのような商品をどこと組んで
製作するかを議論しました。今年2月に横浜市で開かれ
た「インタースタイル2022」には15社が開発した32の
商品を出展しました。サーフボード型の焼き肉用鉄板を
持ち込んだ関西洋鋸㈱の芦原強社長は「価格は高めでも
オンリーワンの商品であれば売れることを確認できまし
た」と話します。
　新たな売り方にも挑んでいます。バイク好きの井上
専務がツーリングキャンプの荷物を減らすためにハ
ンマーと鉈

なた
とペグを一体化させた商品を着想。商社・

a
アメノマ

menomaの高橋剛代表が「眺めていても楽しい」スタ
イリッシュなデザインに仕上げ、ブッシュクラフトハン
マーとして販売しました。高橋代表は、ソロキャンパー
で8万5,000人の登録者を持つ人気ユーチューバー・Mr 
SYUさんとのコラボを仕掛け人気商品に育てるなど、
メーカーだけではできなかった新たな風を送り込んでい
ます。

制度利用までの流れ
2022年3月中旬 3月下旬 4月1日
事業計画書を三木商工会議所へ。兵庫県商工
会議所連合会を経由し、県地域経済課へ提出

三木商工会議所に県か
ら認定の通知が届く

事業を開始
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別注屋.comで手掛けた商品例 今年4月の「アウトドアデイジャパン東京」にて

　別注屋.comでは本年度内に複数の展示会に出展し、
どのような商品が売れるのか実証を重ねていくことに
しています。既に来年度は園芸をテーマにする案も出て
おり、次なる開発に向けメンバーの気勢も上がっていま
す。

別注屋.com
Ｈ https://betchuya.com
問関西洋鋸㈱ Ｅashihara@marunoko.com
●代表／藤本哲司（藤本産商㈱代表取締役）
●事業内容／金物の特注品の製作

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷

異業種交流活性化支援事業
異なる業種の中小企業者等で構成されるグループが実
施する新分野進出、新商品・サービス・技術の開発、販路
開拓等に対し補助金を支給します。

ひょうご産業活性化センターによる各種支援を受けられます。
•�相談対応（異業種連携相談室）
•�各分野の専門家（製造、販売、金融、技術、デザイン等）から
成る異業種連携アドバイザー等による専門的な助言
•�他グループとの連携・交流促進（活動事例報告会、交流会、
課題解決セミナー等）

問ひょうご産業活性化センター異業種連携相談室
Ｔ 078-977-9073
制度の詳細についてはホームページをご覧ください

【補助期間】2年以内
【補助額】�1グループ当たり上限150万円／2年間
【対象】�県内の商工会議所、商工会、兵庫県中小企業団体

中央会、兵庫工業会、兵庫県工業技術振興協議会
の会員企業等を中心とする異業種交流グループ

利用メリット
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「SDGs重要国とスタートアップチャレンジ」と題し、イン
ドビジネスの最新事情などを紹介します。無料。オンライン

（Webex Meetings）開催。
日9月14日㊌14時～15時30分
●プログラム
講演1「インドビジネス最新事情と現地日系企業による
SDGsの取組」／岩瀬雄一さん（ひょうご国際ビジネスサ
ポートデスク）
講演2「世界のSDGs達成のカギを握るインド」／熊谷章太
郎さん（㈱日本総合研究所主任研究員）

講演3「兵庫県丹波市発の農業ベンチャーがインド進出す
る理由」／坪井俊輔さん（サグリ㈱代表取締役CEO）
定80人（先着）
申問ひょうご海外ビジネスセンター Ｔ078-271-8402
9月9日㊎までにホームページの申し込みフォー
ムから

セミナーや各種行政情報などを無料配信します。
申e-mlhedDB@xpressmail.jpまたは二次元バーコード
宛に空メールを送信→30分以内に届く登録用
メールに記載のURLをクリックし必要事項を入力
問企画管理課 Ｔ078-977-9070

「インドビジネスセミナー」
受講者募集

メールマガジン
登録受け付け中

ひょうご産業活性化センター

日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール
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欲しい人材を目標人数通り採用するため、求人原稿の書き
方や採用サイトの作り方のノウハウなどを紹介します。無
料。オンライン（Zoom）開催。
日10月20日㊍14時～16時
定30人（先着）
申問明石市産業振興財団 Ｔ078-918-0331
10月13日㊍までにホームページの申し込み
フォームから

兵庫県では世界に飛躍する中小企業の創出支援の一環と
して、優れた技術や製品を有する企業を「ひょうごオンリー
ワン企業」として認定・顕彰しています。認定企業には認定
証と盾を授与し、県の記者発表やホームページで企業や製
品等の情報を発信します。

対①～③全てに該当する中小企業
　① 優れた技術や製品を有し、国内外で高い評価・シェアを

得ている
　②県内に本社または主力工場・研究所がある
　③過去に認定を受けていない
申問県地域経済課 〒650-8567（住所不要）
Ｔ078-362-3342 Ｅchiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp
9月16日㊎までに所定の申請書を持参または郵送
の上、申請書の電子ファイル（Word形式）をメー
ルしてください。申請書はダウンロードできます

兵庫県
「ひょうごオンリーワン企業」

明石市産業振興財団　人材採用セミナー「“無名”の地方・
中小零細企業に中途採用の応募が殺到した理由」

関係機関
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がんばる企業を応援

新産業創造研究機構（NIRO）は、中堅・中小企業への支援活動
を通して、地域の産業振興、経済活性化に取り組んでいます。特
に産業構造がコロナ禍を契機に大きく変わりつつある中、4つの
将来産業分野「DX（ICT・ロボット）」「環境・エネルギー」「健康・
医療」「航空・宇宙」と、特色ある「地域産業」を中心に、企業のイ
ノベーションへの挑戦を後押しします。

（公財）新産業創造研究機構

「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を
目的に、中小企業支援機関や連携団体でつくる
ネットワークです。各機関の強みを生かしながら、
総合的な支援を展開しています。

新産業創造による地域創生を目指して

日常の小さな悩みから将来の経営革新に向けた複雑な課
題まで、NIROの専門家が実際に現場に伺い、適切な公的
資金導入のご提案も含めて企業の皆さまと共に考えます
（IoT・AI・ロボット導入相談窓口）。また、あらゆる知財に関
する相談にも応じます（INPIT知財総合支援窓口）。

高齢化に伴う人材不足や技術継承問題の解決、新たなビジ
ネス分野へ転換・進出への一助となる高度スキル研修や専
門家派遣、実証事業を実施しています。高度スキル研修と
専門家派遣については、企業の皆さま自身により課題解決
に最適な事業者を提案・選択していただくことも可能です。

技術・知財相談
「国際フロンティア産業メッセ」「神戸ものづくり中小企業展
示商談会」「成長産業育成コンソーシアム推進事業」等を通
して、高度な技術やノウハウを有する大学や企業とのマッチ
ングを支援します。

大学・企業とのマッチング

（公財）新産業創造研究機構（NIRO）
神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館
T 078-306-6800 Ｆ 078-306-6811

主な支援業務

工作機械のIoT監視システムを導入した工場

高度スキル研修
（製造現場のためのIoT導入実践塾）

実証事業
（兵庫県ドローン社会実装促進実証事業）

高度スキル研修・専門家派遣・実証事業

NIROの強み
さまざまな分野での事業経験が豊富な専門家（NIRO
コーディネーター・アドバイザー）が100名以上所属
し、事業の入り口から出口までしっかり見据え、企業の
皆さまと一心同体となって取り組みます。

100名以上！

DX
（ICT・ロボット）

環境・
エネルギー

健康・医療

航空・宇宙

㈱三和製作所
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中小企業支援ネットひょうごでは、さらなる成長が見込める企業を
「成長期待企業」に選定し、複合的な支援をしています。このコー
ナーでは選定企業が誇る自慢の商品やサービスを紹介します。

㈱甲南堂の

㈱甲南堂　神戸市中央区港島中町6-5-1
Ｔ078-302-3011　H https://www.konando.com

⃝創業年：1929年5月　⃝代表取締役：水落翔
⃝事業内容：紙媒体の企画・制作・印刷、ネット関連事業

企画からデザイン、コピー、撮影までトータルにサポート

デザインや写真撮影、システム開発
総合的な提案力で事業を展開

クリエーティブ力

　同社は、コープこうべが組合員向けに配布する宅配カタロ
グや折り込みチラシなどを主に制作しています。商品の魅力
を見映えよく簡潔に伝えることはもちろん、週刊という慌た
だしい制作期間でミスなく仕上げることも求められます。高
い要求を満たすべくライター、カメラマン、デザイナー、校
閲に加え、システム専門の人員も配置。膨大な商品に関する
価格、賞味期限、アレルゲン、写真などの更新情報をデータ
ベースで一元管理し、媒体制作時にそこから引き出せるよう
にすることで確実性、迅速性を実現しています。
　自前の撮影スタジオにはカメラマンだけでなく、食材調

達から料理、盛り付けまでを行うフードスタイリストが常
駐し、料理写真に強い点をアピール。近年は食品や酒造、調
理器具のメーカーなど取引先を増やしています。
　2018年に神戸市東灘区からポートアイランドへ移転。
19年には「甲南堂印刷」から現社名に変更しました。そ
の狙いについて、「クライアントの課題解決に貢献できる
ようプランニング、クリエーティブ力をベースに紙媒体
だけでなく、ウェブサイトや動画コンテンツなど印刷に
とどまらない事業展開を目指しています」と広報担当者。 
7年後の創業100年に向け、老舗のチャレンジは続きます。

東灘区の自社スタジオでの料理写真の撮影風景



https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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兵庫県信用保証協会では、創業の想いを持っている方をサポートし、ひょうごを元気にするイベント「創業
フェアひょうご」を会場とオンライン（Zoom）で開催します。ぜひ、ご参加ください。

「創業フェアひょうご2022.10」のお知らせ

10月11日㊋13：00～17：00（受付12：30～）

神戸市立 中央区文化センター 1階多目的ルーム・10階　神戸市中央区東町115

①②のいずれかに該当し、当協会を利用中または利用予定の方
①創業を予定している方　②創業後概ね5年未満の方（第二創業を含む。）

会場・オンライン各50名　※先着 無料

日　時

会　場

対　象

定　員

申し込み・
問い合わせ

参加費

プログラム
13：00～13：40　基調講演

　●テーマ／シンプルにマーケットにプレゼンしチャレンジし続ける
　●講師／桑田隆晴さん（㈱グリップインターナショナル代表取締役）

13：40～13：50　中小企業者のためのSDGs・創業を支援する保証制度のご案内

13：50～14：50　トークセッション

先輩創業者が自身の体験談を通して、創業を目指す皆さんへエールを送ります。
　●出演者／大津愛さん（㈱Compass代表取締役CEO）　白田和茂さん（㈱シラタキカク代表取締役）
　●ファシリテーター／嶋えりかさん（中小企業診断士）

15：00～16：10　創業ミニセミナー

創業の基本的な知識から販路開拓、資金調達まで幅広く解説します。
　●志水功行さん（中小企業診断士）

15：00～17：00　創業サロン・交流会　※会場参加者のみ

金融機関や支援機関の創業支援に関する情報を紹介します。

15：00～17：00　個別相談　※会場参加者のみ

2名の中小企業診断士が無料で個別相談に応じます。

兵庫県信用保証協会 経営支援部 支援統括課
T 078-393-3920　9月26日㊊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 兵庫県信用保証協会
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

TKC近畿兵庫会阪神支部
広報委員 吉本篤子

電子取引データの保存の実務について
～自社の電子取引を把握する～

　電子取引データには、電子メールに添付された請求書等のデータ（PDFファイル等）の他にもさ
まざまなものがあります。これらを漏れなく収集し、保存するには社内の業務フローの整備が必要
となります。まずは電子取引データを洗い出しましょう。

全て（紙・電子）の書類を確認する
　電子取引データは電子メールに添付された請求
書等だけではありません。ネット通販サイト、クレ
ジットカード、交通系ICカード、ファクス複合機で
受信したデータ等もそうです。税法上保存すべき
紙の書類と電子取引データの全てを把握すること
が必要です。
 

全部門、全役員・従業員に実態調査を
　書類等の実態調査は全部門、全役員・従業員を対象とし、①～③に注意しましょう。

　これらについては、各人から請求書データやメッセージ履歴などを閲覧可能な状態で保存できる
よう提出してもらいます。個人のLINEやチャット、メールアドレス等を利用した電子取引は、不正
や誤り等の発生リスクが高くなります。この機会に内部けん制を踏まえた社内規定の整備等も合わ
せて検討しましょう。

自社発行の書類等も忘れずにチェック
　自社が発行した電子取引データについては、電子データによる保存のルールを検討しておきま
しょう。また、あらかじめ取引先との間で電子取引データの受け渡しについて調整しておく必要が
あります。

①個人で利用しているメールアドレス等
②パスワードが設定された添付ファイル
③LINEやチャットの本文での取引

請求書

登録番号 0000000000000

¥500,000
消費税  ¥50,000

電子データ保存紙保存







ひ
ょ
う
ご
産
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
通
信

2022年
8月

30日
発

行
9
　
月
号

発
行

　
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

　
TEL078 -977 -9070㈹


