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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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ひょうご海外ビジネス
センターを活用
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活性化センター・カレンダー

P7 支援ネットのひろば

元気企業
訪問
加美電機
株式会社

◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 営力強化保証の
経
ご案内

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義
タンニン
成長期待企業のイチオシ！
翔飛工業株式会社

エコ瓦

今月の支援メニュー
ひょうご海外
ビジネスセンター
海外進出に関する相談の受
け付けなど、
海外へビジネス
展開を考えている県内企業を
支援。
アジアの主要都市に設
置した
「ひょうご国際ビジネス
サポートデスク」
での現地対応
も充実。

ひょうご産業活性化センターは、ひょうご海外ビジネ
スセンターを通じて中小企業の海外進出を後押しして
います。停電時にも点灯する充電式LED電球「レス球」
を開発した加美電機株式会社は、バングラデシュ政府
からの要請を受け、
このほど首都のダッカ郊外に進出。
１月から工場が稼働しています。

兵庫県知事

兵庫から未来を拓く
初春のお喜びを申しあげます。
世界の主要国で次代のリーダーが決まり、新しい国際秩序の構築が求められています。私
たち日本も新たな枠組が決まりました。成熟社会にふさわしい社会システムへの転換に向け
た歩みを進めなくてはなりません。
人口減少や高齢化を悲観するのではなく、変化に対応しつつ、これまで築いてきた知恵や
資源を活かして豊かな地域社会をつくる好機とすべきです。世界に開かれた歴史や文化を有
し、多様な人材を輩出して日本をリードしてきた兵庫が、今こそ持てる力を十分に発揮し、
未来を拓く先頭に立って歩んでいこうではありませんか。
１つには、安全安心の基盤をつくる。南海トラフ巨大地震や頻発する風水害への備えに万
全を期すとともに、医療、福祉など暮らしを支える基盤を確保します。
２つには、質の高い生活をつくる。次代を担う人づくりを進めるほか、高齢者や女性の活
躍を応援し、誰もが生きがいや豊かさを実感できる社会をめざします。
３つには、新時代の経済社会をつくる。最先端の科学技術基盤を活かした新産業創出、農
水産物のひょうごブランド戦略の推進など、世界と競える産業をつくります。
４つには、地域の元気をつくる。交通基盤を充実しつつ、地域再生大作戦やツーリズム振
興など、内外との交流の促進を通して地域の活性化を図ります。
こうした取組を自らの判断と責任で進めるため、地方分権改革を関西広域連合と一体とな
って推進するとともに、第 2 次行革プランの総点検を行い兵庫の自立をめざします。
さあ、21 世紀兵庫長期ビジョンのもと、県民みんなの知恵と力、ふるさと兵庫への思いを
結集し「創造と共生の舞台・兵庫」をつくりあげていきましょう。

新時代
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拓く基は

県民の

知恵と資源を

生かす志

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター
理事長

表具

喜治

激しい環境変化への対応
あけましておめでとうございます。
新たな年がスタートしました。衆議院の解散・総選挙によって、昨年末、新政権が発足し
ました。経済、社会保障、外交をはじめ、待ったなしの諸課題が山積していますが、とりわ
け景気低迷を打破する実効性の高い政策展開を期待したいところです。
経済・産業のグローバル化、ボーダレス化の進展が言われて久しくなります。特に近年で
は、海外情勢の変化、中でも中国、韓国やアジアの新興国での動きが本県産業に大きな影響
を及ぼし、生産拠点として、あるいは自社製品の市場を求めて海外へ進出せざるを得ないと
いう状況が見られるようになってきました。中小企業を取り巻く環境の変化がますます大き
く、かつスピードを増してきていると言えるでしょう。
このような時代の変化を的確に捉え、地元産業界の需要に応えるべく、当センターでは「ひ
ょうご海外ビジネスセンター」を一昨年に立ち上げ、海外ビジネスセミナーによって各国の
最新ビジネス事情をお伝えするとともに、県海外事務所やひょうご国際ビジネスサポートデ
スクが個別具体のご相談に対応するなどの支援をさせていただいています。
時流への対応に意を用いつつも、厳しい環境にある中小企業を根幹の部分から支えるため
には、経営に関わる総合相談をはじめ、専門家の助言や融資による経営力強化のためのサポ
ートが大切であり、また、設備投資促進などの対策も必要です。環境が厳しければ厳しいほど、
地に足のついた対応が重要だと思います。これまでから、このような対応を、中小企業支援
の諸団体の力を結集しながら、ワンストップで行って参りました。
兵庫には技術力やブランド力において、全国はもちろん世界に誇れる資産ともいえる中小
企業が数多く存在しています。年頭に当たり、これら兵庫の宝物をその足下からサポートす
るというセンターの原点に帰って、きめ細かな対応ができるセンターであり続けたいとの思
いを強くしたところです。
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停電時に点灯する
LED電球を開発
バングラデシュ政府の
要請で現地生産開始

阪神・淡路大震災を契機に
「レス球」を開発

池田一一社長は昭和58年、
カーオ
ーディオの完成品製造会社から独立
して加美電機を設立しました。
以来、
プ
リント基板実装で事業を拡大し、
タッチ
パネル、
カーナビ、OA機器、ATMメー
カーなどと取引を広げてきました。
阪神・淡路大震災で停電し被災地
の生活に大きな影響を及ぼしたことか
ら、
「自社の持っている技術で何とか

停電時にも点灯し続ける防災用の照
明を作りたい」と考え、開発したのが
「レス球」です。通常のLED電球と違
い、
内部にニッケル水素電池を内蔵し
ており、停電時でも3時間ほど点灯し
続けます。
また、
取り外すと懐中電灯代
わりとしても使えます。
口金サイズは一
般的な家庭用電球と同じE-26を採用
しています。限られたスペースの中に
電池を収めるのに苦労したそうです。
当時は白色LEDがようやく市場に
出回り始めたころで原価が高くつき、
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その後しばらくして、
LEDの原価が下落
したこともあり、
商品化に再チャレンジ。
回路設計を改良することで値段を抑
え、家庭や事業所向けに少しずつ売
れ出しました。
転機となったのは東日本大震災で
す。災害への備えや節電への意識の
高まりで「レス球」に注目が集まり、
2千
個あった在庫が一気になくなりました。
現在は売価を3千円〜4千円まで下
げた新商品を開発中です。

英文表記のホームページが
バングラデシュ政府の目に留まる

この「レス球」にバングラデシュ政府
から問い合わせが入ったのが平成23

を探していたところ、
ムハンマド・エナム
ル・ハク電気エネルギー省担当大臣
の目に留まったのが加美電機の英文
ホームページでした。池田社長は、大
臣と知己の在日バングラデシュ人、
ラジ
ャ氏の仲介で11月にバングラデシュを
初訪問。
ハク大臣から強い要請を受
け、
進出を即決。
「バングラデシュの失
業率は45%。
非常に貧困層が多く、
雇
用の場をつくることで、何とかこの国の
役に立ちたいと思いました」
12月にはラジャ氏の出資も得て
「KAMI ELECTRONICS
INTERNATIONAL BANGLADESH
LTD」を設立。
12年5月にはハク大臣
や佐渡島志郎在バングラデシュ大使

年9月のこと。
バ
ングラデシュで
は電力インフラ
の整備が追い
付いておらず、
1日に何度も停
電が生じ、
場合
によっては1時

商品の値段がどうしても１万円ほどに
跳ね上がってしまいました。販路を開
拓しようとある相談会に参加したところ、
「そんな高いものは売れるはずがない」
と頭ごなしに否定され、
帰るなり千個あ

間以上停電す
ることもあるそう
です。省エネで
停電対策にも

った在庫を処分してしまったそうです。

なるLED商品

バングラデシュの工場の建設風景

今月の支援メニュー
ひょうご海外
ビジネスセンター
いては、
現地のパソコンチェーン店や建

の人たちのために貢献したい」
と池田

設業者が協力に名乗りを上げているそ
うです。
当面は従業員20人を採用し、
販売に応じて生産能力を増強していく

社長。
日本からバングラデシュに進出
している企業はまだ非常に少ないの
が現状ですが、
ひょうご産業活性化セ

計画です。昨年10月からは現地の工
場でリーダーの役割を果たす5人のバ
ングラデシュ人を本社の工場に受け入

ンターでは、
ハク大臣が来日したタイミ
ングを捉え、
平成24年9月に、
バングラ
デシュ進出支援セミナーを神戸で開

約3千坪の敷地に3階建ての工場を
建設し、
そのうちの１、
2階部分を使って

れ、
研修を実施してきました。
「人件費は中国の5分の1。真面目
で器用な国民性で、
親日家が多い。
な

催しました。
バングラデシュに進出した
日本企業のパイオニアとして、加美電
機が現地でどのように事業を成功に

1月からレス球の生産を開始。
販路につ

んとか雇用を増やしてバングラデシュ

導くのか、
注目が集まっています。

も参加して起工式が行われました。
「全てがとんとん拍子で怖いくらい。
ラ
ジャ氏やハク大臣とのつながりがなけ
ればここまで来ることはありませんでし
た」
と人脈の重要性を強調します。

雇用を増やし
バングラデシュに貢献を

会社概要
加美電機株式会社

所在地 多可町加美区熊野部223-13
代表取締役社長 池田一一
事業内容 LED照明の開発・製造・販売、
各種電子回路実装

基板の製造等
TEL 0795-35-0071
URL http://www.kamidenki.jp/

支援メニュー講座

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。

ひょうご海外ビジネスセンターでは、東南アジアをはじめとする海外へビジネス展開を考えておられる県内企業の海
外展開を支援しています。
海外展開にかかるさまざまな課題についてのご相談に応じるとともに、アジア主要都市（5カ国７都市）に「ひょうご
国際ビジネスサポートデスク」を設置し、現地最新情報の提供など現地での対応もできるようにしています。また、兵庫
県の海外事務所や日本貿易振興機構（JETRO）等、関係機関との幅広いネットワークを活かして、皆さまの海外での
各種事業活動をサポートします。
＜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

○ 兵庫県海外事務所

◦中国（上海、広州、大連）

◦米国（兵庫県ワシントン州事務所）

◦ベトナム（ホーチミン）

◦フランス（兵庫県パリ事務所）

◦インド（デリー）

◦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）

◦インドネシア（ジャカルタ）

◦ブラジル（パラナ州クリチーバ・兵庫県ブラジル事務所）

◦タイ（バンコク）

◦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

078-302-2050
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CALENDER
2012（後期）
ひょうご・神戸
チャレンジマーケットのご案内
応募企業の中から、審査により選ばれた企業が、
投融資や販路開拓などを目的としたプレゼンテーシ
ョンを行います。各企業との商談時間も設けます。
ビ
ジネスマッチングに関心のある投資家、金融機関、
一般企業などの皆さまのご来場をお待ちしています。
【日 時】2月18日（月）13:00～17:00（予定）
2月19日（火）13:00～17:00（予定）
【会 場】ひょうご産業活性化センター
（神戸市中央
区雲井通5-3-1 サンパル）

プレゼン会場：
（7F）
ビジネスプラザひょうごホール
商 談 会 場：
（6F）相談コーナー
【参加費】無料
【申込方法】下記HPより参加申込書をダウンロードし、
ＦＡＸ等でお申し込みください。
http://web.hyogo-iic.ne.jp/jigyo/page_1476.html
【問い合わせ・申し込み先】
ひょうご・神戸チャレンジマーケット運営委員会事
務局
（ひょうご産業活性化センター 経営強化部 新事
業課内）
078-230-8110
078-230-8165

経営に関する相談窓口のご案内～無料の総合相談窓口のお知らせ～
曜日ごとに中小企業診断士等の専門家が相談に応じています。
マーケティング、
資金、
労務、
人材育成、
ビジネスプラン、
IT関係等、
経営全般について、
中小企業診断士等各分
野の専門家が無料で相談に応じます。
月

火

水

木

金

経営面

中小企業診断士
（工業）

中小企業診断士
（商業）

中小企業診断士
（工業）

中小企業診断士
（商業・労務）

中小企業診断士
（情報・労務）

金融面

―

信用保証協会

信用保証協会

―

信用保証協会

▶相談方法：来所、
電話、
ＦＡＸ、
メール（来所の場合は事前の予約が必要です）
▶相談時間：平日9：00～12：00、
13：00～17：00
その他に特別相談として、
次の相談も実施しています。
○農商工連携・地域資源活用・新連携事業に係る相談会[原則第２・４水曜日]
農
 商工連携・地域資源活用・新連携事業による新商品・新サービスの開発・市場化等をお考えの中小企業の
方に個別相談会を実施します。
※（独）中小機構による出張相談

○創業と経営革新に係る金融相談[原則第２・４木曜日 午前]
資金調達を検討中の中小企業の方に個別相談会を実施します。
※（株）日本政策金融公庫国民生活事業による出張相談

▶問い合わせ・申し込み先：ひょうご産業活性化センター 総合相談窓口
078-230-8149
078-291-8190
E-mail : keiei1@staff.hyogo-iic.ne.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。

平成24年9月の県下中小企業の業績動
向は次の通り。調査対象企業4,810社のうち
黒字企業は51.4％で2,477社である。黒字
企業比率は前月から2.8ポイント増加した。
全産業の売上高は対前年同月比で95.4％、
対前月比で109.9％となっている。これを業
種別で見ると、前月より改善している業種
が、建設業、製造業、飲食・卸売・小売業、
不動産業、サービス業である。中でも不動産
業は124.3％と増加している。一方、売上高
対前月比が100%を下回っている業種は、運
輸・通信業で99％となっている。
また、全産業の売上高総利益率は24.6%
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で、対前年同月比94.9％。売上高営業利益
率は0.3％で対前年同月比14.3％、売上高
経常利益率が0.7％で対前年同月比25.4％
といずれも前年より悪化している。これは、
製造原価率、販売費・一般管理費率がいず
れも対前年同月比100％を上回っている影
響が考えられる。
【運輸・通信業】調査対象企業190社中、黒
字企業118社で黒字企業比率62.1％。売上
高は対前年同月比で95.6％、対前月比99.0
％となっている。売上高総利益率は27.5％
で対前年同月比102.8％、売上高経常利益
率は3.7％で対前年同月比267.4％といずれ

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

も改善している。
【飲食店・卸売・小売業】調査対象企業1,518
社中、黒字企業703社で黒字企業比率46.3
％。売上高は対前年同月比96.1％と減少し
ている。売上高総利益率は22.6％で対前年
同月比96.9％、売上高経常利益率は－0.1
％で対前年同月比－206.5％となっている。
【サービス業】調査対象企業1,029社中、黒
字企業587社で黒字企業比率57.0％。売上
高は対前年同月比95.5％と減少している。
売上高総利益率は38.7％で対前年同月比
97.5%、売上高経常利益率は2.3％で対前
年同月比35.2％と、いずれも悪化している。

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
「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
新しい知見を得る場として、
また、
明石工業高等専門
学校、
兵庫県立工業技術センター他支援機関との連携
づくりの場として、
「高専＆工技センターものづくり支援セミ
ナーin明石」
を開催します。
基調講演では、
38年間、
売上高経常利益率35％超を
続けてきた（株）エーワン精密の「簡単ですごい経営」の
秘密を創業者の梅原勝彦相談役が「簡単な言葉で、
シ
ンプルに」語ります。
また、
明石高専と県立工業技術セン
ターによる技術講演も行います。
▶日時：1月30日（木）14：00～18：10（受付及びポスター展示
13:00～）
▶場所：明石市立産業交流センター
（JR大久保駅下車。南口から西
へ徒歩２分）
▶テーマ：
①基調講演：私はこんなことを考えながら
「強い町工場」を創りました
～短納期でシェア直結 スピードが一番～
講師：株式会社エーワン精密 取締役相談役 梅原勝彦氏
②技術講演 「真空技術の基礎」明石高専教授 藤野達士氏
「スパッタリング法による成膜技術と応用」

県立工業技術センター主任研究員 福住正文氏
③交流会（17：10～18：10）
④ポスター展示
明石高専、
工業技術センターの技術シーズと県内支援機関の紹介
▶定員：100人（先着順）
▶参加費：無料（但し、
交流会出席の場合のみ参加費2,000円）
▶問い合わせ・申し込み先：
（財）明石市産業振興財団 企業支援係
078-936-7917
078-936-7916
http://www.aicc.or.jp/
▶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、
（財）明石市産業振興財団
▶後援：
（公財）ひょうご産業活性化センターほか

Information Calendar
経営力向上セミナーシリーズ【第３回】のご案内
「事業承継」の中の特に「経営承継」をテーマに、
様々な業種業界の事業承継、事業再生等に豊富な経
験を持つコンサルタントがお話しします。
▶日時：1月15日（火）18：30～20：30
▶テーマ：事業承継～事業承継の中核を成す経営承継とは～
▶講師：正木総合コンサルタント事務所 代表
中小企業診断士 正木博夫氏
▶場所：明石市立産業交流センター４Ｆ研修室２
（JR大久保駅南口下
車 徒歩２分）
▶定員：20人
▶参加費：無料
▶問い合わせ・申し込み先：
（財）明石市産業振興財団 企業支援係
078-936-7917
078-936-7916
http://www.aicc.or.jp/
▶主催：
（財）明石市産業振興財団
▶共催：
（公財）ひょうご産業活性化センター
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兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

経営力強化保証のご案内
経営力強化保証は、
中小企業者の資金調達にあたって、
金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携し
て中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、
中小企業者の経営力の強化を図ること
を目的とした保証です。
※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条1項（平成24年8月30日施行）の規定に基づき、主務大臣の認定を受
けた税理士・金融機関等の専門家です。

対象となる方
保証限度額

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、
自ら事業計画の策定ならびに
計画の実行および金融機関への進捗報告を行う中小企業者
個人・法人 2億8,000万円以内（組合の場合4億8,000万円以内）

※一般の普通保険（2億円（組合4億円）
）および無担保保険（8,000万円）の範囲内とし、既存の同一保
険種別の保証債務残高を含みます。

資金使途

事業資金（事業計画の実施に必要な資金に限る）

保証期間

一括返済の場合：1年以内
分割返済の場合：運転資金5年以内、
設備資金7年以内（うち据置期間1年以内）

※ただし、
本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内とします。

貸付形式

手形貸付、
証書貸付

返済方法

一括返済または分割弁済

貸付利率

金融機関所定利率

連帯保証人
担保

原則として、
法人の代表者を除き不要
必要に応じて提供していただきます
経営状況に応じて決定（下表参照）
区

保証料率

分

責任共有
保証料率

貸借対照表あり

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1.75％

1.55％

1.35％

1.15％

1.00％

0.80％

0.60％

0.45％

0.45％

2.00％

1.80％

1.60％

1.35％

0.90％

0.70％

0.50％

0.50％

貸借対照表なし

責任共有外 貸借対照表あり
保証料率 貸借対照表なし

1.15％
1.10％
1.35％

※原則、
通常の保証料率よりも一区分低い料率が適用されます。
※会計処理に関する割引制度および有担保割引制度の併用が可能です。

必要書類
取扱金融機関

その他

担当窓口

通常の申込書類に加えて、
以下の書類が必要となります。
•「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
• 事業計画書（申込人が策定したもの）
• 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面（事業計画書に記載されている
場合は不要）
当協会と約定書を締結している金融機関
＜金融機関が行う支援および報告＞
①金融機関は、
中小企業者から、
四半期に1回、
計画の実行状況の報告を受けるものとします。
②金融機関は、
認定経営革新等支援機関と連携し、
中小企業者に対し、
計画の策定支援や経
営支援を行うものとします。
③金融機関は、
原則として年1回中小企業者の事業年度毎に、
協会に対し、
中小企業者の計画
の実行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況の報告が必要
です。
④金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、
認定経営革新等支援機関と連携し、
必要に応
じて、
中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとし
ます。
経営支援室（☎078-393-3920）

※上表は制度の概要であり、詳細は経営支援室までお問い合わせください。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

タンニン
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

中川 和治さんです。

さとし

あきこ

さとし：正月に食べる柿は渋柿を干して甘くしたしたも

利用できる川のそばにあるんじゃ。

のなの？

さとし：皮のなめしはタンニンしか使わないの？

ご隠居：そうじゃ。
よく知っとるのう。

ご隠居：なめし効果がタンニンよりも大きく、
さらにタン

さとし：ところで、柿には甘いのと渋いのがあるのはな

ニンに比べて柔らかい革の製造ができるため、今では

ぜ？

逆にクロムなめしが主流となっているんじゃ。でも、最

ご隠居：渋柿は渋味成分が溶けているため、渋さを感

近では捨てた後の革廃棄物の処理の費用がかかるた

じるが、甘柿は渋味成分が溶けていないからじゃ。

め、
タンニンなめしが見直され、生産量も増えてきてい

さとし：じゃ、甘柿は全く渋くはないんだね

るんじゃ。
そうそう、
なめしに使うタンニンには、
自然の植

ご隠居：いや。甘柿も渋柿も葉には渋味成分があり、

物から取れる植物タンニンと人工的に作った合成タン

殺菌効果がある。
この殺菌作用をうまく利用しているの

ニンの２種類があるんじゃ。

が、柿の葉寿司じゃ。

さとし：それじゃこれからもタンニンを使ったなめしがず

さとし：栗の渋皮にも渋があるけれど、あれも同じ成分

っと続くといいね。

なの。

ご隠居：タンニンは皮のなめしだけではなくていろいろ

ご隠居：そうじゃ。柿や栗の実だけでなく、渋は多くの

な方面で使われているし、今後も使われる分野が広が

植物の葉や木の皮に含まれ、動物に食べられるのを

っていくんじゃないかな。

防いでいるのじゃ。
この渋をタンニンというんじゃ。
タン

さとし：伝統的な技術をもう一度見直すと、新しい分野

ニンは、動物の身体を構成しているタンパク質と反応

への広がりが出てくるかもしれないね。良い結果を思

して収れんするので、渋味を感じるんじゃ。
この反応は

い浮かべることで良い結果に結び付く。口に出して言う

古くから皮のなめしに利用され、皮をなめす（英語でタ

ことで福は向こうからやって来るかもしれないね。

ン）作用を示す材料がタンニンと言われるんじゃ。

ご隠居：さとしは良いことを言うな。言葉はそれ自身

さとし：じゃ、
タンニンは皮のなめしにしか使わないの。

が魂を持っていると古代の人は考えていたそうじゃ。言

ご隠居：タンニンは紙のにじみ留めや防湿剤として、
ま

の葉には柿の葉のようにタンニンは含まれないが、良い

たゴムを固めるための薬剤、万年筆の黒インクの製造

ことを想像することで細菌が寄り付かなくなる作用があ

などにも使われているんじゃ。ボールペンが普及する前

るのかもしれんな。

たましい

は万年筆が主流で、
それにはインクが必需品だったん
じゃ。
その水性の黒インクはタンニンと硫酸鉄が主成分
じゃ。鉄イオンとタンニンの成分が反応して最初は褐色
を示すが、空気による酸化で黒色に変化するのじゃ。
さとし：タンニンは鉄と反応して褐色になるの？
ご隠居：そうなんじゃ。だから、皮をタンニンでなめすと
き、鉄イオンを含まない水でないといけないんじゃ。
だか
ら、
なめし工場は鉄分を含まないきれいな水がたくさん
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断熱性、保水性に優れた
廃棄瓦をリサイクル
路盤材や園芸資材として商品化

エコ瓦

成長期待企業
の
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。

翔飛工業株式会社

瓦を使った屋根の施工を手掛ける翔
飛工業。
製品寿命が長く、
景観にも優れ

自社で屋根施工した時に発生した瓦廃

る瓦の良さを工務店にアピールする提

材を利用してチップを自社生産。4種類

案型営業で、年間300件ほどの施工実

の粒径ごとに、
0~1.5ミリは吹き付け塗装

績を誇っています。
ただし、屋根工事は

用、1.5~3ミリは園芸資材用、3~7ミリは

雨が降ると休まざるを得ず、安定的な売

路盤材用、
7ミリ～は庭用に、
と用途別に

り上げを維持するのが難しい仕事といえ

製品を分け、
営業を強化しています。

ます。
そんな現状を打破しようと、7年前

エコ瓦はアスファルトと比べ真夏の路

に、
もう一つの事業の柱を作ろうと考えた

面温度が10度ほど低く、
強い保水力によ

のが、
エコ瓦でした。

り雨天時にはさらに効果が見込めること

ほぼ100%リサイクルされているコンク

から、
ヒートアイランド現象防止を目的に

リートやアスファルトと違って、使用済み

全国で採用が増えつつあります。
昨年末

瓦は99%が廃棄物として埋められてお

には産業廃棄物中間処理業者の認可

り、年間の埋め立て量は東京ドーム1個

も下りたため、
ビジネスチャンスは広がっ

分に達するそうです。
そこで、廃棄される

ています。

瓦をリサイクルして再利用する方法を考
えました。
を販売していましたが、4年前にふるい

◎翔飛工業株式会社の
エコ瓦

「食器など生活の中で瓦を利用しても
らえるよう商品開発をしていきたい」
と高

当初は瓦メーカーから仕入れたチップ

粒径ごとにさまざまな用途を開発。

とセットになった破砕機を導入。以降は、

橋利郎社長。
今後も瓦にこだわったビジ
ネスを展開していく予定です。

ヒートアイランド現象防止を目的に路盤材として活用。

翔飛工業株式会社／所在地：加古川市八幡町上西条1051-1／代表取締役社長：高橋利郎
事業内容：屋根瓦の施工、エコ瓦の製造・販売
079-438-3777／
http://www.syouto.com/ http://ecokawara.com/

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」
にご登場いただいた加美電機は1月
からバングラデシュ工場が稼働します。池田社長が初
めて現地に出向いてからわずか1年余りでの工場稼
働というスピードの速さは「バングラデシュに早く貢献
したい」
という池田社長の強い気持ちの表れです。
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あわじ環境未来島構想支援割引制度
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割引対象用地：津名地区産業用地（中小企業支援ゾーンとの併用不可）
●神戸淡路鳴門自動車道津名一宮ＩＣから５分
●約16haから0.2haまで多彩な区画
●神戸三宮から60分

中小企業支援ゾーン

ひょうご産業活性化センター通信

Ȝɩ

割引対象企業：下記製品の生産・流通・販売企業
地域ブランド発展

生活向上

環境への負荷低減製品など

地域素材活用製品など

医薬医療品・福祉用品など

月号

割引適用期間：平成25年１月から平成28年３月まで

エネルギーの持続
エネ

取り組み３本柱

農と食の持続

暮らしの持続

平成24年12月30日発行
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省エネルギー推進
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対象用地：津名志筑地区産業用地の小区画

対象企業： 淡路島内の企業
適用期間：平成25年１月から
平成28年３月まで

お問い合わせ

中小企業支援ゾーン

兵庫県 ＴＥＬ ０７８（３６２）４３２６【企業庁立地推進課】
産業用地ホームページ http://www.hyogo-sangyoyouchi.jp/

発行 公益財団法人ひょうご産業活性化センター
神戸市中央区雲井通５-３-１ サンパル６階 ＴＥＬ０７８-２９１-８５２６

中小企業支援ゾーン

