
ひょうご産業活性化センター通信明日へ飛躍する企業をサポート

　ひょうご海外ビジネスセンターは、海外における拠点設
立や販路拡大など県内企業の海外事業展開をサポート
しています。伝統のいぶし瓦の技術を守り続け、壁材な
ど新たな用途開拓に成功した光洋製瓦は、「海外展開
調査支援事業助成金」を活用し、ニューヨークで3人の
エージェントと契約、順調に受注を伸ばしています。
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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
　�流動資産担保融資保証
　のご案内
◦孫の疑問に答える
　博学ご隠居の技術談義
　�３Ｄプリンター
成長期待企業のイチオシ！
株式会社奥谷金網製作所
パンチングメタル
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今月の支援メニュー
ひょうご海外

ビジネスセンター
海外ビジネス展開を考えて
いる県内企業を支援。2014
年度から神戸市、ジェトロとの 
3機関で発足した「ひょうご・神
戸国際ビジネススクエア」により
ワンストップでの支援を行って
いる。
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JUMP2

　新年あけましておめでとうございます。

　今年は、阪神・淡路大震災から20年の節

目を迎えます。未曾有の災害から得た経験と

教訓を発信し続けるとともに、復興を成し遂

げてきた兵庫の力を、未来に向かって、世界

に向かって、一層力強く発揮する好機の年と

しようではありませんか。

　昨年末、国政の新たな体制が固まりました。

人口減少の克服や東京一極集中の是正など地

方創生の動きの本格化に向けて、今こそ、地

方が主導する国づくりを進めるべき時です。

兵庫の多様性を生かし、個性ある地域の発展

に全力を尽くしていきましょう。

　第一は、安全安心の確保。

　地震、津波対策のほか、昨年８月の豪雨災

害を踏まえた風水害への備えを強化します。

また、2025年問題を見据えた福祉・介護・

医療の充実や、子どもや高齢者などの課題に

対応して、地域社会での暮らしの安心を確保

地震乗り越え　未来をめざす　ふるさと兵庫　新しき創造

します。

　第二は、活力ある地域経済。

　グローバル市場でも存在感を示すオンリー

ワン企業の育成や、産業としての農業の振興、

ブランド化を進めます。子育て環境の充実と

あわせ、女性、若者、高齢者、障害者など多

様な人材の社会参加を促し、人口減少社会の

活性化をめざします。

　第三は、地域の元気の創造。

　山陰海岸ジオパークなど多彩な地域資源を

活用した広域観光圏の形成や、交通ネットワ

ーク等社会基盤の整備、淡路花博2015花み

どりフェアの開催などにより、地域活性化と

内外との交流拡大を図ります。

　ふるさとへの愛着と20年間の復興の歩み

を基礎に、柔軟な発想と地域主導の行動で直

面する課題に挑み、兵庫の新時代を切り拓い

ていきましょう。

安全安心と元気の創造

兵庫県知事
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　あけましておめでとうございます。
　年末の総選挙により第三次安倍政権がスタ
ートしました。企業収益が拡大し雇用増・賃
金上昇から消費・設備投資の拡大につながる
経済の好循環を実現する経済政策の着実な実
行を強く望みます。　
　当センターでは、本年も企業活動の現場の
視点に立ち、中小企業の経営力の強化と取引
機会の拡大を支援してまいります。

１　中小企業の多様な経営課題の解決
　昨年、国の「よろず支援拠点」の指定を受
け、新たに配置した７名の専門相談員による
きめ細かな経営アドバイスの実施や地域の金
融機関・商工団体と連携した現地相談会の開
催など中小企業の多様な経営課題の解決を応
援します。

２　ビジネスチャンスの拡大と資金調達支援
　新規取引先を開拓する商談会や販路開拓・
資金調達を支援する「ひょうご・神戸チャレ
ンジマーケット」、農商工連携による新商品
の開発、各地の異業種交流活動を支援する「異
業種交流活性化支援事業」など多彩なマッチ
ングによりビジネスチャンスの拡大を支援し
ます。
　また、長期かつ低利で設備・車両を貸与す
る「設備貸与制度」、企業の成長性を重視し

た資金調達を支援する「ひょうご中小企業技
術・経営力評価制度」やインターネットを活
用した小口投資によりひょうごの個性あるプ
ロジェクトを支援する「ひょうごふるさと応
援・成長支援事業」を進めます。

３　中小企業の海外展開支援
　「ひょうご海外ビジネスセンター」がジェ
トロ神戸、神戸市アジア進出支援センターと
ともに「ひょうご・神戸国際ビジネススクエ
ア」としてワンストップで相談・助言や情報
提供を行うなど中小企業の海外展開を支援し
ます。

４　支援機関のネットワークと情報発信の強化
　当センターをはじめ産業支援機関で構成す
る「中小企業支援ネットひょうご」を総合的
支援ネットワークとして活性化し、支援機関
の連携による相談・助言や情報提供、成長期
待企業の発掘・育成を強化します。
　また、中小企業の優れた商品や技術など成
功事例の情報発信に積極的に取り組みます。

　さあ、新しい年が始まりました。私たちセ
ンターのスタッフは気持ちも新たにチームワ
ークを組み、挑戦する中小企業の皆様を応援
してまいります。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

挑戦する中小企業の経営に貢献

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター

理事長　榎本 輝彦
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壁材やインテリアグッズなど
伝統のいぶし瓦に新用途
米国での普及目指し
NYでエージェント開拓

姫路城の大天守の瓦を復元
　50年ぶりの「平成の大修理」を終
えた姫路城。その大天守にそびえるシ
ャチ瓦をはじめ、一部の瓦の復元を手
掛けたのが光洋製瓦株式会社です。
寒さに強く堅牢な「耐寒硬質瓦」の品
質が評価されてのこと。「文化財に使
われる瓦を造る技術を持っている製
造業者は数えるほど。とても名誉なこ
と」と笹田奈都子社長は言います。
　「瓦のこと、経営のことを知らない」
専業主婦だった笹田社長が事業を
継承したのは13年前のこと。当時は、
かつて40社ほどが集積していた地場
産業、神崎瓦の製造業者は2社にま
で減っており、もっぱら寺社仏閣の屋
根瓦を細 と々受注していました。しか
し、先入観を持たずに入った伝統産
業の世界は笹田社長の目に魅力的に
映りました。「他産地の瓦が10時間か
けて焼成するところを、神崎瓦は4日間
かけて焼き、いぶす。その間の温度変
化の調整で、耐久性と美観を備えた
瓦が出来上がる職人技を守りたいと
思いました」と話します。
　まず、同社が地元の観光資源である
「銀の馬車道」の近くにあることから、
訪れる人たち向けに自社工場で粘土
瓦製造体験を始めました。並行して、

屋根瓦にとらわれず、置き物や壁材な
どの新商品を開発。展示会に出したと
ころ好評を博します。「何も知らなかっ
たからこそ、自由にいろいろなことがで
きた。職人たちが見る間に誇りを取り戻
していった」と振り返ります。

渡米しエージェントを発掘
　海外に目を向けるきっかけとなった
のは5年前。姫路商工会議所の紹介
で、ニューヨークで開かれたギフトショ
ー・ジェトロブースに出展したことでし
た。「日本の伝統文化が尊重され、価
値を理解してくれている」と手応えを
感じた笹田社長は、翌年、「ニューヨー
ク国際現代
家具見本市
（ICFF）」に
壁材を出展
します。関心
は高く、帰国
してからメー
ルのやりとり
でいくつか
の仕事が成
約しました。
しかし、数年
同じやり方
を続けるうち

に限界を感じるようになります。「展示
会のたびに引き合いはあってもその後
は尻すぼみ。拠点を設けて営業をしな
いことには長続きするビジネスにはな
らない」
　その時に知ったのが、ひょうご海外
ビジネスセンターの「海外展開調査支
援事業助成金」です。これを活用し、
それまでの展示会で知り合った人やそ
こから紹介を受けた人を訪ねるために
トランクにサンプルを詰め込んでニュー
ヨークに飛びました。結果、現地在住
の建築家やデザイナーら3人とエージ
ェント契約を結ぶことができました。「日
本語しかしゃべれないのですが、

元気企業
訪問

光洋製瓦
株式会社

ニューヨーク在住のエージェントと打ち合わせ



あった、あった、ここや。

えらい大きい会社やなあ、

ドキドキしてきたわ。

あかん、

鎮まれ心臓

営業マンに弱気は禁物、

最初が肝心や。

「はじめまして。

カワサキと申します」

名刺を交換したら

お付き合いの始まり。

小さな紙片から

どんだけ仕事が広がるか、

さあ、ガンバルぞぉ〜！

それが、

わたしたちのしごとです。

初めて出会った

人と人とを

つなぐ。
h t tp : / /www.kobenp -p r i n t i ng . co . j p /

JUMP 5

2000年続いてきたいぶし瓦の素晴ら
しさを知ってほしいという思いが通じた
のでしょう。自分の足で見つけた人たち
だからこそ動いてもらえるのです」。早

速、現地でいくつかの仕事が継続的
に入り始めています。
　「サポートしてくださった皆さんは資
金がない私たちに、“情熱さえ持ってき

てくれればいい。ノウハウは提供する”
と言ってくれました。アメリカで、もっとい
ぶし瓦の魅力を広めたい」と話す表
情は熱意に満ちています。

所在地　姫路市船津町5241-5
代表取締役　笹田奈都子
事業内容　いぶし製品の製造・販売

TEL 079-232-5295
URL http://www.koyoseiga.co.jp/会社概要

光洋製瓦株式会社

ひょうご海外
ビジネスセンター

今月の支援メニュー

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。

支援メニュー講座 ひょうご海外ビジネスセンター

問い合わせは ひょうご海外ビジネスセンター 078-271-8402

　2014年5月より当センターは神戸商工貿易センタービル4階に移転。ジェトロ神戸、神戸市アジア進出支援センター
の３機関が同じフロアに集まったことにより、海外展開支援をワンストップで対応する連携組織「ひょうご・神戸国際ビジ
ネススクエア」が発足し、海外展開にかかるさまざまなご相談に対して、連携した支援サービスを提供しております。
　このほか、アジア主要都市７カ所に設置している「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、さらに海外展開調査や外国出願に関する助成金事業のほか、セミナーやミッション等も行うな
ど、県内企業の皆さまの海外展開を幅広く支援しております。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（上海、広州、大連）
◦ベトナム（ホーチミン）
◦インド（デリー）
◦インドネシア（ジャカルタ）
◦タイ（バンコク）

○ 兵庫県海外事務所
◦米国（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（パラナ州クリチーバ・兵庫県ブラジル事務所）
◦中国（兵庫県香港経済交流事務所）
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C A L E N D A R
　県内の中小企業者等と農林漁業者の連携による
新商品・新サービスの開発を支援しています。魅力
ある農林漁業ビジネスを実現し、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。
【応募締切】2015年1月15日（木）※16時必着
【応募資格】兵庫県内の中小企業者と農林漁業者
の連携体で、既に新商品・サービスの開発に取り
組んでいる事業者または2016年3月までに取り組
む予定の事業者

【助成事業】地域の農林漁業資源を活用した新商
品・新サービス開発のために取り組む事業を助成
します。

【助成対象経費】
　研究開発費：�原材料費、委託費
　　　　　　　（加工費、デザイン料等）
　販路開拓費：�試作品等のための広告宣伝費、展

示会の出展料等
　（ただし、販路開拓費のみの事業は応募の対象となりません）
【助成率】助成対象経費の3分の2以内
【助成対象期間】2015年4月（予定）から2年以内

ひょうご農商工連携ファンド事業助成金
のご案内

　（ただし、1年ごとに申請・審査を受ける必要があります）
【助成対象限度額】50万円以上500万円以下
　（助成額の下限額および上限額は2年間通じた総額です）
※�詳しくは、HP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/
renkeifund）をご覧ください

【問い合わせ先】ひょうご産業活性化センター
　創業推進部　新事業課
　 078-230-8110� 078-230-8391
　 shinjigyo@staff.hyogo-iic.ne.jp
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「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！

　中小企業が力強く持続・発展していくためには、絶え
間ない製品・技術開発、経営革新、人材育成が不可欠
です。新しい知見を得る場として、また産学官の連携づく
りの場としてぜひご参加ください。
▶日時：2015年1月28日（水）14：00～18：10

▶場所：明石市立産業交流センター

　（明石市大久保町ゆりのき通1-4-7）　※JR大久保駅から徒歩2分

▶内容：

14：00～ 主催者挨拶

14：10
～15：40

【第１部】基調講演　「絶対にゆるまないネジ」
　講師：若林克彦氏　ハードロック工業㈱ 代表取締役社長

16：00
～17：00

【第２部】技術講演
①「凝固問題に見る伝熱研究の展開」
　講師：國峰寛司氏　明石工業高等専門学校　機械工学

科教授
②「炭素工具鋼板の水素脆性評価と抑制」
　講師：山口篤氏　兵庫県立工業技術センター　主任研究員

17：10
～18：10

交流会

同時開催
13：00
～17：00

技術シーズ＆企業支援機関の紹介ポスター展示

▶�定員：100人（先着順）

▶�参加費：無料（ただし、交流会のみ参加費2,000円）

▶�主催：明石工業高等専門学校、兵庫県立工業技術センター、

　明石市、（一財）明石市産業振興財団

▶�後援：兵庫県東播磨県民局、明石商工会議所、（公財）ひょうご産

業活性化センター他

※申込方法など詳細はHP（http://www.aicc.or.jp/）をご覧ください

▶問い合わせ先：（一財）明石市産業振興財団　

　 078-936-7917　 078-936-7916

　 info@aicc.or.jp

　「現在の世界経済はどのような状況？」「日本経済の
現状は？」「地元兵庫県経済の現状と課題は？」など、
経済の現状と今後の動きが気になる方、必見のセミナー
です。
▶日時：2015年2月6日（金）18：30～20：30

▶場所：神戸市産業振興センター901号室

　（神戸市中央区東川崎町1-8-4）　※神戸ハーバーランド内

▶内容：日銀支店長が語る！最近の金融経済情勢について

　　　  講師：野原強氏　日本銀行神戸支店 支店長

▶定員：100人（事前申込制・先着順）

▶参加費：無料（どなたでも参加できます）

▶主催：（一社）兵庫県中小企業診断士協会

▶�共催：（公財）神戸市産業振興財団、（公財）ひょうご産業活性化セ

ンター、兵庫県中小企業団体中央会

※ 申込方法など詳細はHP（http://www.shindan-hg.com/?p=1058）

をご覧ください

▶問い合わせ先：（一社）兵庫県中小企業診断士協会 

　 078-362-6000

情報カレンダー Information Calendar

挑戦する
企業の
応援団

「兵庫県中小企業診断士協会オープンセミナー」
のご案内

「高専＆工技センターものづくり支援セミナーin明石」
のご案内

　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。

　2014年11月の県下中小企業の業績動向
は次のとおりである。調査対象企業3,859社
のうち黒字企業は48.8％で1,887社。全産
業の平均売上高は対前年同月比で103.4
％となっている。業種別で見ると、建設業が
112.7％、製造業が104.6％、運輸業が103.0
％、卸売業が103.9％、小売業が106.1％
と前年を上回り、情報通信業が94.9％、飲
食・宿泊業が97.6％、不動産業が95.5％、
サービス業が89.6％と前年を下回っている。
　また、全産業の売上高総利益率は26.3％
で対前年同月比は98.8％。売上高経常利益
率は3.5％で対前年同月比109.3%である。
売上高の増加に伴って経常利益率の対前
年同月比も上昇している。

【情報通信業】調査対象企業49社中、黒字

企業は24社で黒字企業比率は48.9%。全体
の売上高は対前年同月比94.9％と前年を下
回った。一方、売上高総利益率は54.5％で対
前年同月比102.8％と上昇。売上高経常利益
率は2.9％で対前年同月比207.1％。売上高
の減少に反して利益率では前年を上回った。

【運輸・郵便業】調査対象企業179社中、黒
字企業は92社で黒字企業比率は51.3%。全
体の売上高は対前年同月比103.0％と上昇
している。売上高総利益率は27.3％で対前
年同月比104.5%、経常利益率は2.1％で対
前年同月比131.2％と、売上高の増加に合
わせて利益率も上昇している。

【卸売業】調査対象企業549社中、黒字企
業は280社で黒字企業比率は51.0%。全体
の売上高は対前年同月比103.9％とやや上

昇。売上高総利益率は18.8%で対前年同月
比97.9%と減少気味だが、経常利益率は2.0
％で対前年同月比111.1％と上昇している。

【小売業】調査対象企業579社中、黒字企
業は227社で黒字企業比率は39.2％。全体
の売上高は対前年同月比106.1％と上昇し
た。売上高総利益率は27.1％で対前年同月
比94.7％、経常利益率は1.0％で対前年同
月比90.9％と減少し、売り上げが増加したも
のの利益率の上昇には至らなかった。

【宿泊業・飲食業】調査対象企業168社中、
黒字企業は69社で黒字企業比率は41.0％。
全体の売上高は対前年同月比97.6％とや
や減少。売上高総利益率は66.2％で対前
年同月比99.2％、経常利益率は1.0％で対
前年同月比500.0％と上昇している。

県内業種別企業業績動向速報解説
ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士
花田 宏造
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兵庫県信用保証協会かわら版 News form CGCH

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp

流動資産担保融資保証のご案内
　流動資産担保融資保証（通称ＡＢＬ保証）は、売掛債権や棚卸資産を担保とし、円滑かつ多様な資金調達をバック
アップする保証です。

ご利用のメリット
◆不動産担保が不要！
　売掛債権や棚卸資産を担保とするため、不動産等の担保は不要です。　
◆資金繰りが改善！
　根保証の場合、極度額の範囲内であればスピーディーな資金調達が可能です。
◆低保証料率を適用！
　保証料率は、融資額に対して一律年0.68％（責任共有保証料率）です。　
◆借入可能額が拡大！
　通常の保証枠とは別枠で、2億5,000万円を限度とした借入が可能です。

【制度概要】

【当協会のＡＢＬ保証取扱実績】
　平成13年12月の制度創設後、平成26年10月末までの保証承諾累計は6,583件、922億円となり、信用保証
協会におけるＡＢＬ保証の取扱実績（承諾金額）は全国1位です。

対象となる方 国内事業者に対する売掛債権または棚卸資産を保有する中小企業者
※ただし、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。

資金使途 運転資金および設備資金

保証限度額 2億円以内（借入限度額は2億5,000万円以内）

保証期間 1年間（個別保証の場合は1年以内）

貸付形式 根保証の場合：当座貸越
個別保証の場合：手形貸付

返済方法 根保証の場合：約定弁済または非約定（随時）弁済
個別保証の場合：一括返済

貸付利率 金融機関所定利率

担保 申込人の有する売掛債権および棚卸資産（どちらか一方を含む）
※ただし、個別保証の場合は売掛債権に限ります。

連帯保証人 法人の代表者を除き不要

保証料率 融資額に対して年0.68％（責任共有保証料率を適用）

※上表は概要であり、詳細について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）。

（単位：件、百万円）

件数 金額
うち棚卸資産 構成比（％） うち棚卸資産 構成比（％）

平成22年度 402 100 24.9 8,325 4,716 56.6
平成23年度 328 101 30.8 7,904 4,962 62.8
平成24年度 216 87 40.3 6,544 4,498 68.7
平成25年度 162 86 53.1 5,601 3,829 68.4
平成26年度 61 43 70.5 2,388 1,812 75.9

創設後累計 6,583 563 8.6 92,177 26,912 29.2
＊平成26年度は4月から10月末までの実績
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３Ｄプリンター

てことだね。
ご隠居：そうじゃ。簡単じゃろ？ 
さとし：そうだね。なんだか誰でも作れそう。
ご隠居：ここ最近、いろいろな企業が安い個人用３Ｄプ
リンターを売り出しておる。企業で使う本格的な３Ｄプ
リンターも安くなって、精度や使いやすさも良くなってる
んじゃ。これからは、一家に一台３Ｄプリンターのある世
の中になるかもしれんのう。
さとし： へぇ～、すごいや。
ご隠居：じゃが、３Ｄプリンターは、３Ｄのデータがない
と何もできない。これからは、さとしも３Ｄデータが作れ
るように勉強しとかないといかんぞ。
さとし： げげっ。
ご隠居：はっはっはっ、大丈夫じゃ。これから、コンピュ
ーターが進歩していくと、お絵かきソフトみたいに誰で
も簡単に作れるようになるはずじゃ。それより、どんな形
や機能を持ったものを作り出すか、そのアイデアが勝
負になってくるぞ。ひらめきが大切になってくるかもしれ
んのう。
さとし：へぇ～、そうなんだぁ。ボクもいろんなものを考
えて作ってみたいなぁ。３Ｄプリンター、僕にも買えるか
な？
ご隠居：う～む、どうかな。お年玉を集めれば、買える
かもしれんぞ。
さとし：おじいちゃん！おこづかい奮発してね！
ご隠居：うーむむむ…

ご隠居：さとしや、何をしとるんじゃ？
さとし： ジャガイモを薄く切ってるんだ。
ご隠居：どうして、そんなことをするんじゃ？
さとし： 後で、母さんに揚げてもらってポテトチップを作
るんだ。薄くする方が、パリっとおいしくできるんだって。
ご隠居： ほほー、なるほどな。ところで、ジャガイモを切
った所は、どんな形をしておるのかの。
さとし：まぁるい形をしているよ。
ご隠居： みんな一緒の形かの？
さとし：うん。みんな大体まぁるいよ。でも、大きさは違う
よ。最初は小さな丸で、だんだんと大きくなってる。
ご隠居：そうじゃの。では、薄く切ったものを、そのまま重
ねていくとどうなるかの？
さとし：決まってるよ。そのジャガイモの形になるよ。
ご隠居：うむ、当たり前といえば、当たり前なんじゃが、
これが今話題になっている“三次元（３Ｄ）プリンター”
の原理なんじゃ。
さとし：どういうこと？
ご隠居：３Ｄプリンターというのは、３Ｄのデータから樹
脂や金属の粉などを使って実際の立体物を作る（プリ
ントする）ことができる機械で…
さとし：えっ、ドラえもんの “立体コピーマシン” みたい
なもの？ 
ご隠居：まさにそうなんじゃ。その３Ｄプリンターの原理
は、立体物の断面を印刷し、積み重ねていくことでその
形を作り出すんじゃ。樹脂をインクのように噴射して紫
外線で固めたり、溶けた樹脂を一筆書きのように描い
たり、粉末にレーザーや接着剤を吹き付けて面を作る
方法なんかがある。
さとし：へぇ～、そうか、この切ったジャガイモの切れ端
を順番に積み上げていくと、ジャガイモの形を作れるっ

孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

今月のご隠居さん
兵庫県立工業技術センター 生産技術部　兼吉 高宏さんです。 あきこさとし
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世界一の技術力で
国内シェアを高める
欧米への輸出も開始

パン
チン
グ
メ
タル

株
式
会
社
奥
谷
金
網
製
作
所

　孔
あな

の大きさや形状、材質によってさまざ
まなものを漉

こ

したり、ふるい分けたり、時に
は装飾にも使われるのがパンチングメタ
ルです。金属などの板にパンチングプレ
スで孔を開けて加工したもので、その用
途は、家庭用から工業用まで幅広く、新
幹線700系の座席の下にある空気の排
気口にも使われています。
　1999年からホームページを活用した
販売を始め、インターネットでのオーダー
注文に力を入れてきました。積極的な情
報発信やあらゆるオーダーへの対応を続
けてきた結果、金網、パンチングメタルで
検索すると真っ先に社名が上がるように
なり、今では大手企業や研究所からの注
文もネットで入ります。ネットでナンバーワン
の地位を確立した今、「リアルでもナンバ
ーワン」を合言葉に技術、営業に注力し
ています。
　中でも2009年に商品化した「スーパ

ーパンチング」は、「金型やプレス方法に
工夫を加え、金属の板厚より小さい直径
の孔を開けることを可能にした世界初の
技術」と専務の奥谷智彦さん。耐久性が
伸び、ランニングコストの抑制につながる
と、順調に売り上げを伸ばしています。ま
た、13年には、金属をプラスチックに替え
た樹脂パンチング、さらに東レのグルー
プ会社と共同で炭素繊維パンチングも
開発。国内市場の縮小が予想される中
で、シェアを高めていくための布石を着々
と打っています。
　さらに、パンチングメタルで世界に打
って出ようと、13年にはアメリカのシカゴ、
14年にはドイツのデュッセルドルフに相次
いで営業所を設けました。既に米国のパ
ンチングメタルメーカーと提携し、実績も
上がりつつあります。創業120年を迎え、
「これからも常に変化、進化をし続けた
い」と力強く語ります。

成長期待企業
イチオシ！

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。

の

2015年1月号 平成26年12月30日発行
発行人：榎本輝彦　編集人：深田修司

今号の「元気企業訪問」で訪ねた光洋製瓦。笹田社長
が事業を引き継いだ13年前は風前のともしびの状態
だった地場産業「神崎瓦」を見事に復活させ、世界にそ
の存在を知らしめつつあります。「この瓦をなんとしてで
も後世に残したい」という気持ちが原動力だそうです。

編集後記

発行所 公益財団法人ひょうご産業活性化センター
http://web.hyogo-iic.ne.jp/

神戸市中央区雲井通５-３-１ サンパル６階
０７８-２９１-８５２６

ひょうご産業活性化センター通信
明日へ飛躍する企業をサポート

株式会社奥谷金網製作所／所在地：神戸市中央区相生町4-5-5／代表取締役：奥谷勝彦
事業内容：金網・パンチングメタルの製造

078-351-2531／ http://www.okutanikanaami.co.jp/

◎株式会社奥谷金網製作所の
　パンチングメタル

本社ショールーム

スーパーパンチング



兵庫県企業庁 立地推進課
TEL078-362-4326

兵庫県企業庁 産業用地

ものづくり企業の進出をサポート！
世界をリードする先端科学技術施設
が集積！
産学公の連携体制が充実！

アーバンデザイン計画
に基づき、人と自然と
科学が調和する

充実したアクセス！
山陽自動車道への高速道路アクセス
に加えて、平成32年度までに北側の
中国自動車道にも接続予定

播磨科学公園都市の高い安全性
～地震発生確率が低い～

または
直接お問い合わせください

詳細はホームページ
◇分譲価格割引
◇研究技術開発支援
◇地質等調査費補助
◇税制上の優遇措置
◇設備投資・雇用補助等
◇融資

様々な立地支援制度を
ご用意しています！
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