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公益財団法人高知県産業振興センター

高知県中小企業支援センター

2017 Feb

ものづくり地産地消・外商センター

よろず支援拠点

ものづくり地産地消・外商センター特集
第5回ものづくり総合技術展

「Made in Kochi」
を売り込む

「事業戦略」
策定企業インタビュー
羽ばたく！高知のものづくり

平成29年

3月4日
開幕！

詳 細は P16 をご覧ください
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私たちは
地域企業を応援します

2017 Feb

公益財団法人高知県産業振興センター
■総務企画部
・センターの管理・運営
・高知ぢばさんセンターの貸出（外部委託）
■産業連携推進部
・経営革新等へのハンズオン支援
・創業・新事業展開への支援
・中小企業の経営課題への対応
・基金を活用した助成
・ＩＴを活用した販路拡大等の情報化支援
・食品産業の支援
・産学連携研究開発プロジェクト等の推進
及び事業化支援
・企業のＩＴ化の促進
・賛助会員事業、情報誌の発行
・地場産業大賞による顕彰
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・中小企業・小規模事業者のワンストップ総合支援

ものづくり地産地消・外商センター

■企画・外商部
・「ものづくり」に関する総合相談窓口
・「ものづくりの地産地消」の推進
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・県外・海外への販路開拓支援
・見本市への出展支援
・下請受発注の支援、取引商談会の開催
・防災産業の支援
■東京営業本部
・首都圏等におけるものづくり企業の外商支援
・販路拡大支援
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工業技術センター

サンピア セリーズ

センター
職員の

きれいな星たち
２月は冬の星座が美しく見え
るときです。空気は澄み、気流
と温度差で星がキラキラと瞬
いて見えます。
星 好きの 少 年 時 代 、高 知 の
誇るコメットハンター関勉さん
に憧れ、新しいすい星を見つけ
て名前をつけるぞと、関さんの
著書『 未知の星を求めて 』
『夜
空をかける虹 』をバイブルに、
天体望遠鏡を自作し、観測して
いました。
大 ヒットした 映 画『 君 の 名
は。』でも美しいすい星が物語の鍵で、刺激を受けて久しぶりに
望遠鏡を出し、子どもと夜空を楽しみました。見上げればきれい
な星たちはいつもそこにあったんですね。
実は少年時代からずっと見たい夢の天体ショーが二つあって、
そのうちの一つは、一昨年、ニュージーランド南島で、南天の赤
いオーロラに遭遇する幸運に恵まれました。
もう一ついつか見たいもの、それは、皆既日食の数分間だけ
昼 間に見 える星 た ち 。想 像 するとワクワクします 。い つ かは
きっと・
・
・。

ものづくり地産地消外商センター 外商課
課長 宮地 通弘

ＡＲ情報サービス COCOAR ココアル
操作は簡単
3ステップ！

アプリマーク

1

専用アプリをダウンロードしてください。
iphone / ipad は「App Store」
スマホ/タブレットはGoogle「Playストア」各サ
イトで「COCOAR」を検索して、アプリ（パン
ダマーク1 ）をダウンロードしてください。
（無料で登録の必要はありません）

iphone/ ipad
App Store

写真にスマホをかざすだけで「動画」を見られる新しいコミュニケーションサービス！
AR=Augmented Reality（拡張現実）
の考え方をベースにしたサービスです

スマホ/タブレット
Playストア

2

アプリを起動し、カメラマークをタップし、
写真にかざしてください。

3

ピントが合うと動画の再生が始まります。
スマホを横にして動画フレームをクリック
するとサイズが大きくなります。

ものづくり地産地消・外商センター特集
ものづくり地産地消・外商センターが取り組んでいる事業をご紹介します

高知県及び公益財団法人高知県産業振興センターでは、平成28年11

月17日
（木）
から19日
（土）
まで、高知ぢばさんセンターで、
「第5回ものづ

くり総合技術展」
を開催しました。過去最多となる131の事業者にご出展

いただき、来場者数も目標の2万人を上回る20,700人にご来場いただき

ました。

ご出展・ご来場いただいた皆様に深く感謝申し上げますとともに、内容

についてご報告いたします。

AR情報サービスCOCOAR
「ココアル」
今月号は、
「第5回ものづくり総合技術展」
の様子を
ご覧いただけます。操作方法は右ページ下をご覧ください。

開催概要
１ 名

称

第５回ものづくり総合技術展

２ 開催目的
高知県内で「ものづくり」に携わる事業者の皆様に、優れた技術・製品の紹介や、商談を行う場
を提供することで、本県の「ものづくりの地産地消」と「地産外商」を一層推進する。
３ 開催日時

平成28年11月17日（木）〜11月19日（土） 10：00〜16：00（３日間とも）

４ 主

高知県・公益財団法人高知県産業振興センター

催

（ものづくり地産地消・外商センター）
５ 会

場

６ 出展者数

高知ぢばさんセンター 〒781-5101 高知県高知市布師田3992−2
10ゾーン／131事業者

７ 土佐うまいもの市出店者数
８ 来場者数

11月17日（木）9,376人、11月18日（金）5,512人、11月19日（土）5,812人
合計

９ 商 談 会

21事業者

20,700人

技術展の開催に合わせ、５つの商談会事業を開催
（県外参加企業112社／商談件数723件）
※出展者数、来場者数、県外参加企業数、商談件数はいずれも過去最多

開 会 式
第５回ものづくり総合技術展の開会に先立ちまして、初日の９時30分からオープニングセレモニーを
開催しました。主催者として尾﨑知事のあいさつに始まり、来賓として梶原高知県議会副議長、山﨑一
般社団法人高知県工業会会長にごあいさつをいただきました。また、テープカットは知事や高知県議会
副議長をはじめ、17人の方に行っていただきました。

尾﨑高知県知事
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梶原高知県議会副議長 山﨑高知県工業会会長

各コーナー等の紹介
出展ゾーン
出展内容など、それぞれの特色を活かした10のゾーンを設定して
います。
今回は、過去最大となる131の事業者が、大ホール内の産業技術
ゾーンに23、農林水産技術ゾーンに9、IT・ソフトウェアゾーンに
7、防災技術ゾーンに23、住まいと暮らしゾーンに22、大ホール北
側の屋外展示ゾーンに12、エコロジーゾーンに5、食品加工ゾーン
に13、産業教育ゾーンに6、コンサルティングゾーンに11の合計131
小間にご出展いただきました。
先端産業機械を中心とした
「機械系ものづく
り」
のエリア

第１次産業が育んだ機器類のエリア

コンピューター・インターネットなどを使う情
報処理や通信に関する技術のエリア

来たるべき南海トラフ地震に備える防災用
品や機器のエリア

住まいと暮らしに関係する製品のエリア

屋外デモンストレーションで真価を発揮する
機器等のエリア

再生可能エネルギーや環境に
やさしい製品のエリア

県内各地の特産加工品や加工
機器等のエリア

教育機関の持つシーズや産学
官連携の取組み紹介のエリア

ものづくり産業支援のための
相談エリア

高校生作品展示コーナー
高知県内の産業系高校においては「ものづくり」のための知識や技術を身につけ、産業界で活躍できる
人材を育成しています。今回は、工業、農業、商業などに関する科目を学んでいる10校の日頃の授業や実
習、部活動の時間に制作した個性あふれる作品が展示されました。

Joho Platform ー 2017年2月 ー 353号
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土佐うまいもの市
県内各地のご当地グルメを販売する「土佐
うまいもの市」を設置しました。初日に16、２
日目に19、３日目に17の延べ52事業者（実数21
事業者）にご出店いただき、多くの方が高知
の美味しい食を堪能しました。

産業振興計画地域アクションプラン
成果展示コーナー
高知県産業振興計画では、地域の雇用の創出や所
得の向上を図るため、「地域アクションプラン」に
取り組んでいます。
県内各地の優れた資源を活かした食品加工や農産
物のブランド化などの取り組みを通して誕生した地
域の産品を展示、ＰＲしました。

ものづくり地産地消・外商 相談コーナー
ものづくり地産地消・外商センターでは、ものづ
くりに関するあらゆる相談を承っています。
今回は、11人の方からものづくりに関する相談を
お受けしました。
また、3日目は、ものづくりに興味を持っていた
だくため３Ｄプリンターの実演を行い、子どもたち
を中心に多くの方に見ていただきました。

台湾・高知県産業交流展示コーナー
高知県は台湾との産業交流を促進しています！
高知県と同じく地震や台風といった自然災害の多い
台湾と防災製品・技術や高知発の優れた機械など、モ
ノづくりの分野での交流が活発に行われています。こ
れまでの台湾と高知県の交流情報や台湾の防災関連企
業のＰＲ等を行いました。

高知県地場産業大賞展示コーナー
高知家の優れた地場産品・活動です。
高知県地場産業大賞受賞製品・活動を
展示しました。
多目的ホール前の展示コーナーは年
間を通じて、受賞製品・活動を展示し
ています。
多目的ホール前展示コーナー
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イベントの紹介
基調講演

「夢なきもの歓びなし」

マツダ株式会社商品本部ロードスターアンバサダー

山本 修弘 氏（高知県土佐清水市出身）

聴講者：約350人
2016年同一車種では世界で初めて、ワールド・カー・オブ・ザ・イヤーとワールド・カー・デザイン・オブ・
ザ・イヤーをダブル受賞した「マツダ ロードスター」の開発秘話や業界に興味を持つきっかけとなった少年
時代の思い出など、熱い思いをもったお話をお聞きしました。

防災サイエンスショー
サイエンスインストラクター

高校生・出展者プレゼンテーション

阿部 清人 氏

参加者：約170人（午前、午後２回開催）
「楽しく科学・伝える防災」をテーマに、科学実
験を通して防災のことを説明していただきました。

全国高等学校ロボット競技大会
チャレンジマッチ
第24回全国高等学校ロボット競技大会石川大会
に出場した高知東工業高等学校に対して、高知工
業高等学校が再チャレンジする、「高知東工業高
等学校 対 高知工業高等学校」のチャレンジマッ
チを開催しました。

大ホール内プレゼンテーションステージでは、
高等学校４校、出展者19者がプレゼンテーションを
行い、自社及び展示品のアピールがありました。

ものづくり教室
未就学児童や中学生以下の子どもたちを対象に
ものづくり教室を開催し、多くの方に参加いただ
きました。

ガラスサンドブラスト教室
（内原野陶芸館）
陶芸絵付教室
（内原野陶芸館）

勾玉
（まがたま）
づくり教室
（高知県埋蔵文化財センター）

万年暦（木のカレンダー）づくり教室（高知県立月見山こどもの森）

手漉き和紙体験
（いの町紙の博物館）

Joho Platform ー 2017年2月 ー 353号
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併催イベント
今回、「第45回高知県教育文化祭児童生徒発明く
ふう展」「第59回高知県発明くふう展（一般の
部）」を併催しました。
次代を担う児童・生徒に発明くふうする楽しさと、
創作する喜びを体得し、豊かな観察力と想像力を養
うことを目的としており、応募のあった作品（児童
生徒の部112点、一般の部３点）の展示がありました。
また、最終日には、大屋根下メインステージで表
彰式が開催されました。

知事

出展企業訪問

知事が各ブースを訪問し、出展企業の皆様と交流しました。

生 徒 た ち の来 場
11/17（木）、11/18（金）には、県内の高校生や南国市及び高知市の小学生の来場がありました。
会場内を見て回ったり、出展企業に取材をしたり、熱心に学習していました。
小学生からは「興味のある会社がたくさんありました」「いろんな会社が知恵を出し合っていてすごいと
思いました」「色々な技術があっておもしろかったです」「日本中の人たちに役に立とうと努力しているこ
とがわかりました」などの声が聞かれました。

アンケートから
会期中、来場者及び「ものづくり総合技術展」出展者にアンケー
トを行い、来場者からは1,528人、出展者からは131事業者全てから
回答をいただきました。
まだ改善すべきことも多いと認識していますが、来場者のうち
93％の方から「非常に良かった」または「良かった」、82％の方か
ら「今後もこのような展示会があれば来場する」というご回答をい
ただきました。また、86％の出展者に「非常に満足」または「満
足」とご回答いただき、アンケートでも「県内に高い技術を持った
企業がたくさんあることを知るきっかけになり、とても楽しかっ
た」「将来の夢がみつけられた」「ものづくりや産業に興味を持つ
きっかけになりました」とのコメントがあり、来場者及び出展者の
双方から一定ご好評いただきました。
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見本市出展数全 国 ト ッ プ ク ラ ス ！

「Made in KOCHI」
を
売り込む
ものづくり地産地消・外商センターでは、今年度も様々な分野の見本市に出展し、
「Made in KOCHI」の製品を県外に紹介し、商談につなげています。
（平成28年度出展予定見本市数：３０）
出展した企業で、特に評判の良かった見本市※をいくつかご紹介します。

※評判の良かった見本市とは、高知県産業振興センターで見本市事後に取ったアンケートで「目的を達成でき
たか」の質問に全社が「できた」と答えた見本市です。

いずれも今後の成果が期待できる見本市です。

リアライフスタイル展
インテ

出展企業：10社
名刺獲得総枚数：870枚
商談総件数：485件

施 設 園 芸 植 物工 場 展

出展企業：4社
名刺獲得総枚数：539枚
商談総件数：60社

防犯 防

災 総 合展 i n K A N S A
I

出展企業：10社
名刺獲得総枚数：518枚
商談総件数：73件

出展者『第一位』
見本市事務局アンケートに
て、
【印象に残った出展者
第一位】
に選ばれました！

国 際 福 祉機 器展

出展企業：4社
名刺獲得総枚数：620枚
商談総件数：133社

※29年１月時点での調査数字であり、見本市後つながった新規商談件数も含みます。
Joho Platform ー 2017年2月 ー 353号
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《見本市出展企業の声》

当社製品
である﹁災
害救援槽２
WAY 大地
くん﹂は︑
地下に備蓄
槽を埋め込
み︑平常時
は備蓄ス
ペースとし
て活用し︑
災害時には
その備蓄スペースが仮設トイレ
100基分のし尿一時貯留になると
いうものです︒備蓄槽の中に︑組み
立て用簡易トイレを装備しているの
で︑災害時すぐに利用でき︑500
人が 日間使用可能な大規模仮設ト
イレとなります︒
昨年度︑高知県防災関連製品に認
定され︑高知県モデル発注対象製品
にも認定されました︒それを受け︑
今年度から見本市に出展しておりま
す︒当社では見本市の事前準備とし
てDMを発送し︑また見本市当日に
は積極的に製品説明をしながら名刺
交換を行いました︒おかげさまで︑
多くの自治体や工場を持つ民間の企
業様にも興味をもっていただき︑具
体的な商談の話も進んでいるところ
です︒今後とも見本市に出展しなが
ら︑実績を上げていきたいと思って
います︒
今後は︑県内異業種との交流︑県
外在住コーディネーターとの情報交
換による幅広い情報を共有できる体
制作りを高知県産業振興センターに
もご尽力いただけたらと思います︒

当社は木製ハンドル事業で培った
技術を活かした︑木工加工や加飾部
品の製作を行っています︒高知県産
業振興センターの見本市には昨年度
のジャパンホームショーから出展し
ており︑今年度は3つの見本市に出
展しました︒その結果︑まだまだ十
分な売り上げにはつながっていませ
んが︑多くの方々の目に触れ評価を
いただいたことで︑木製ハンドル以
外の分野にも手応えを感じることが
できました︒現在でも出展後の引き
合いがあり︑期待以上の効果がある
と思いました︒
また︑見本市は他の出展企業との
マッチングも可能な場であると思っ
ており︑出展した際には時間を見つ
け︑様々な出展企業とお話をするこ
とで役立つ情報が得られたりもしま
した︒
ブース作りは未熟なところが多い
ですが︑出展回数を重ねることで来
場者の目に留まる装飾にしていきた
いと思っています︒
出展することも大切ですが出展後
の来場者フォローも欠かせませんの
で︑その両
輪がうまく
回っていく
ように高知
県産業振興
センターに
もご協力を
いただきた
いと思いま
す︒

特に防犯防
災総合展 Ｋ
ＡＮＳＡＩに
は３年連続で
出展させてい
ただいており
ます︒
当社製品で
あるクリーン
ズファミリー
は︑外箱が簡
易トイレにな
る製品です︒トイレットペーパー長
尺 の 2 0 0ｍ 巻︵通 常 は ｍ 巻︶を
個揃えており︑その他凝固剤など
トイレに必要なものが1ケースに
揃っているというものです︒トイレ
セットの備品は計算上4人家族で2
週間程度利用できるようになってお
ります︒
見本市に出展すると︑お客様から︑
製品に対する率直な感想が聞けるた
め︑そこから製品のブラッシュアッ
プをすることができ︑大変役に立っ
ております︒
これまで数多くの見本市に出展さ
せていただく中で︑
﹁見本市でチラシ
をもらって問い合わせた﹂といった
方もおり︑直販による売り上げも出
ております︒また代理店が見つかっ
たり︑OEM製造依頼が来たりと販
路開拓による成果も出ております︒
今後は︑見込み顧客へのフォロー︑
販売代理店との連携・バックアップ
を充実させたいと思っております︒
高知県産業振興センターには︑見
本市支援はもちろん︑県外の見込み
顧客の情報収集などについて今後と
もご協力いただけたらと思います︒
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・出展製品・技術：クリーンズファミリー

●丸英製紙

２WAY大地くん
・出展製品・技術：災害救援槽

●四国浄管

・出展見本市：防犯防災総合展 in KANSAI 2016／第10回オフィス防災EXPO／第7回
「震災対策技術展」
東北／建設技術フェア
2016in中部／第21回震災対策技術展横浜

30

●ミロクテクノウッド ・出展製品・技術：削り出し工法、積層接着工法、３Dドライ転写工法
・出展見本市：インテリアライフスタイル2016／第38回ジャパンホームショー／東京インターナショナルギフトショー春2017

・出展見本市：防犯防災総合展 in KANSAI 2016／第7回
「震災対策技術展」
東北／SAFETEC2016
（西日本防災・防犯管理展）

12

50
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《見本市サポートの流れ》
センターでは、見本市出展をより効果的にするため、出展準備から出展後のアフターフォ
ロー営業まで、トータルでサポートをしています。
事前説明会︑
広報用ホーム

ページ作成

ダイレクトメール発信

当日サポート

セミナー︑
PR力強化

ワークショップ等

⬅

キャッチコピー︑

アイキャッチ作成支援

出展期間中の商談フォロー

プレゼンテーション

事後サポート

名刺のデータ化

御礼メール発信

フォロー営業戦略検討

専任コーディネーター︑

外商コーディネーターに

よる企業訪問

⬅

事前サポート

効 果 的な 見本市出展のワンポイントアドバイス
出展前にこれだけはやっておこう！
目的意識を持つ（名刺交換や商談数の目標設定）
顧客への DM の発送や出展のお知らせを確実にする
自社の HP が更新されているかチェック

会期当日の基本マナー
待ちの姿勢ではなく、積極的に働きかける
名刺交換時は、自己紹介をきっちりする（自分の名前を名乗る）
明るい態度・笑顔
相手はお客様という意識を常に持つ

展示会来場者からの声としてこんな参考データがあります
良い例

「こんにちは」とあいさつをかけてくれた。好印象

悪い例

商品説明もよく、
「顧客のために」の気持ちが伝わる
社長の姿勢がすばらしい。……即対応
一生懸命さが伝わってきた
全員通路側を向いて立位、お出迎えの印象がよい
顧客認知能力がすばらしい

▼ 平成29年度
防災製品関連

ＥＥ東北'17
中部ライフガードＴＥＣ
2017
防犯防災総合展
in KANSAI 2017

食品加工機械関連

第27回
西日本食品産業創造展
FOOMA JAPAN
（2017国際食品工業展）
シーフードショー東京

来ていただいたという感謝の気持ち無し
一方的に商品説明をし、顧客の都合無視
何を PR したいのか全く分からない
通路に背を向けて立っている
常に椅子に座っている
ブースに社長がいない
誰一人声をかけてこない
パネルの文字が見難い

高知県ブース設置予定見本市 ▼
農林機械関連

生活雑貨関連

その他専門分野見本市

愛媛農林水産参観デー協賛農機展

インテリアライフスタイル2017

2017NEW環境展

東京インターナショナル
ギフトショー秋
東京インターナショナル
ギフトショー春

第20回
関西機械要素技術展

第7回国際農業資材EXPO

国際福祉機器展2017

第11回オフィス防災ＥＸＰＯ

シーフードショー大阪

建築・建材展

危機管理産業展

国際ホテルレストランショー

第39回ジャパンホームショー

震災対策技術展横浜

※上記の予定は、
平成29年度予算の成立が前提であり、
今後事業の内容に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。
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見本市 事前ワークショップ 専門家インタビュー

「費用ゼロ」で売り上げアップも夢じゃない？

今こそ始めるべき、広報活動とは

どれだけ良い物を作っても、その良さが世の中に知られなければ
商品を必要としている人まで届きません。産業振興センターで
は、今年度のギフトショー出展にあたって、より広く効果的に情報
を発信していくため専門家によるワークショップを行うなど広報
活動に力を入れ始めました。広報活動とはどのようなものなの
か、今の時代になぜ必要なのか、専門家に話を伺いました。

Ｑ・広報活動とは？

です︒その中で今人々が商品を選ぶ際に
参考にしているのが︑テレビのニュース
や新聞や雑誌︑ウェブサイトなどの報道
記事︑あるいはSNSをはじめとした口
コミなどです︒プレスリリースを効果的
に使い︑メディアの報道枠で紹介しても
らえるように働きかけ︑その報道をもと
に商品を知ってもらい︑口コミを醸成し
ファンを増やしていくことが狙いの一つ
です︒
Ｑ・どうすれば取材される？

えています︒
︵松岡︶独自の技術を持った企業が数多
くありますが正直なところ︑ＰＲ下手な
企業が多い︒これは本当にもったいない
話です︒

Ｑ ・ 高知県発で︑全国メディアに紹介して
もらえる可能性は？

PRコンサルタント、ライター／編集者
松岡 かすみ

Ａ・さまざまな情報発信活動を総称して広
報活動と呼びます︒皆さんにも馴染みの
ある﹁広告﹂はメディアの広告枠を買っ
て︑アピールしたい内容を出すこと︒テ
レビＣＭ︐新聞・雑誌広告などです︒こ
うした広告枠を買うのではなく︑あくま
でテレビ番組や雑誌で﹁報道﹂してもら
えるように働きかけるものを﹁パブリシ
ティ活動﹂といいます︒このパブリシ
ティ活動の第一歩となるのが︑今回ワー
クショップで取り組んだ﹁プレスリリー
ス﹂と呼ばれる報道資料の配信です︒広
告のように﹁確実に出る﹂というもので
はありませんが︑広告に比べ︑紹介され
たときの説得力や浸透力が強いという特
徴があります︒

高知県出身。大手PR会社オズマピーアール（東
京・表参道）で、スポーツブランドや大型商業施設
など幅広いPR活動に携わる。その後PR専門誌の編
集記者を経て、現在『週刊朝日』
（朝日新聞出版）を
中心にライター、編集者として活動中。PRコンサル
タントとして企業のPRアドバイスも行う。

Ａ・もちろんあります︒地産外商に力を入
れている高知県だからこそ︑情報発信に
おいても全国メディアを視野に入れて広
報活動を行うべきです︒自分たちにとっ
ての﹁当たり前﹂は︑よそから見れば︑
他にはない﹁宝の原石﹂であることも珍
しくありません︒大切なのは︑その﹁宝
の原石﹂を︑いかに客観的な視点で発掘
できるかです︒そしてそれを︑いかに上
手く外に発信していくことができるかと
いう点です︒
広報活動を始めるのは︑今からでも決
して遅くはありません︒やった分だけの
手ごたえを︑しっかりと実感できるはず
です︒

WAG.inc（東京・広尾）に勤務し、ブランドPR・デ
ザイン、イベント等、数多くのプロジェクトに参加。
現在、デザインコンサルタントとして、商品開発や
パッケージデザイン、販売促進などの業務を中心
に高知県を軸に全国で活動中。

株式会社Arigato Design Consulting
泉 薫平

Ｑ・なぜ広告ではなく報道？
Ａ・今は広告があまり効かない時代といわ
れています︒広告はあくまで﹁企業がお
金を払って宣伝しているもの﹂という認
識を持っている人が増えてきているから

Ａ・広報活動の基本となるのが︑アピール
したい内容を記載したプレスリリースの
作成と︑自社のターゲットに効果のある
メディアへの配信・アプローチです︒自
社や商品︑地域の情報を︑マスコミに取
り上げられやすい切り口と︑端的かつ面
白みのある表現で分かりやすくまとめて
発信します︒プレスリリースは︑例えば
新商品発売や新店舗オープン︑イベント
開催告知など︑何らかのニュース性があ
るときに発信するものです︒その情報を
どんなメディアのどんなコーナーに取り
上げてもらいたいか︑そのためにはどん
な切り口が必要か︑具体的なイメージを
持って作成することが大切です︒
広報活動には﹁こうすれば絶対に取材
される﹂という法則はありません︒情報
飽和の今の時代に大切なのは︑﹁待ち﹂
の受け身体制ではなく︑どれだけ積極的
に自社情報を外に発信できるかです︒
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Ｑ・県内企業の現状について
Ａ・︵泉︶高知ではまだまだＰＲそのもの
が浸透していないと感じています︒より
良い物を作るためには︑企画や商品開発
の段階からＰＲの視点を取り入れ︑それ
を戦略的に組み立てる意識が必要だと考

（プロフィール）

経営ビジョンの実現をサポート！

「事業戦略」
策定企業インタビュー

《1月末現在》
44社
チャレンジ中
（完成11社）
33社
チャレンジ予定！

全国・海外の競合他社との優位性を確立するために、ますます事業別の戦略（競争・差別
化戦略）が求められています。産業振興センターでは、今年度から企業の経営ビジョンを実
現する
「事業戦略」の策定・磨き上げからその実行までを支援しています。今回は、策定が
完成し実行フェーズに移っている3社をご紹介します。

Q 事業戦略策定するきっかけは？

社長 戸田実知子氏

私は昨年︑主人から社長職を引
き継ぎました︒﹁日本最後の木毛
︵モクメン︶製造業﹂として生き残
る術を見直す必要がある時期でした︒
しかし︑緩衝材としては石油系素材
への転換も加速度的に進んでいます︒
事業を引き継ぐにあたって考えたの
は商品も緩衝材としてのＢ Ｂ重点
から︑枕・シューズキーパー等Ｂ
Ｃ商品の開発・販売も早急に立ち上
げないといけないということでした︒
そんなとき︑事業戦略策定支援のお
話を聞き︑早速相談し就任した9月
から取り組みました︒
Q具体的な策定内容は？

to

は事業承継人材確保センターのネッ
ト求人を活用していくこと︑工場施
設の工程改善の指導や︑経理を税理
士事務所に委託し私自身が︑より戦
略的に活動できるようにしました︒
5年先︑ 年先を見据えた事業計画
を策定しました︒

Q今後について

10

正に今︑実行と確認︑修正そし
て次の実行に移しています︒今後も
﹁木毛の効用を活かした用途を開発
し︑より多くの生活シーンに木毛が
お役に立つ﹂ビジョン実現に向け︑
ＰＤＣＡを積み重ねていきたいと考
えています︒

住 所：土佐市本村580番地
ＴＥＬ：088-855-0426
ＦＡＸ：088-855-1278
ＵＲＬ：http://www.toda-shoko.com/

有限会社 戸田商行
to

社長交代をしたこともあり︑従
業員とのコミュニケーションと組織
風土改革のやり方も項目に加えまし
た︒その他には︑人員確保について

有限会社 戸田商行

社長交代をきっかけに
自社のビジョン実現へ

ものづくり地産地消・外商センター 事業戦略課 □ TEL : 088-845-7110 □ E-mail：mono@joho-kochi.or.jp
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Q策定に至ったきっかけは？

Q今後について

株式会社m.e.works

代表 澤田浩之氏

Q事業戦略策定に取り組んでみて？

を定め︑これから取り組むべき課題
や方向性を明らかにしていくことが
できました︒

Q ５年後に向けて

今後は完成した事業戦略の実現
に向けて︑誰が︑いつまでに︑何を︑
どのようにやるのかと︑より具体的
な計画を立てたうえで︑実行︑確認︑
修正を繰り返していくことになりま
す︒
社員全員で︑
﹃これだけやればこ
れだけ数字として表れてくる﹄とい
うことを実感しながら︑５年後の目
標の姿に向けて業務に取り組んでい
きます︒

住 所：高知市神田2098-2
ＴＥＬ：088-856-9914
ＦＡＸ：088-856-9915
ＵＲＬ：http://meworks.jp

工場移転後は︑新しいミシンや
新プリンターの導入により︑デザイ
ンから︑製作まで自社での一貫生産
が可能になります︒
今後はこの技術を生かしてプロ
フェッショナルなモノづくりで生活
文化の﹁衣﹂において地域を代表す
る企業になることを目標の一つにし
ています︒
また︑よさこい祭り発祥の地で
もある高知から︑Made ｉｎ Ｋ
ｏｃ ｈｉの衣装を県内外はもちろん︑
海外まで広めていきたいと考えてい
ます︒

22

代表取締役 山中英作氏

２００５ 年からよさこい衣装の
製作に力を入れています︒昨年は県
外を中心に約１３０チームから受注
があり︑事業の柱へと成長してきま
した︒事業が拡大するとともに工場
も拡大する必要があり︑今年1月末
に工場を移転︑拡張しました︒
この工場移転を機に会社として
中長期の方向性を明確にしなければ
ならないと感じていました︒県の支
援制度を活用するタイミングで︑産
業振興センターの事業戦略セミナー
を聞き着手に踏み切りました︒

株式会社m.e.works

お客様の夢を
「かたち」
にする、
オンリーワン企業を目指して

弊 社 は︑立 体 造 形 物 の 製 造・販
売が主な業務です︒テーマパーク︑
遊 園 地︑動 物 園 な ど と い っ た ア
ミューズメント業界や︑イベント︑
舞台︑
映画︑
テレビといったエンター
テインメント業界の方々に様々な製
品をご提供させていただいておりま
す︒
弊社は平成 年に設立しました
が︑これまで自社で事業戦略を紙上
にまとめたことはありませんでした︒
昨 年︑事 業 戦 略 策 定 支 援 の お 話
を聞きました︒そのとき︑まだ頭の
中でしか描いていなかったことを着
実に実現していくためには︑現状を
見つめ直し︑今取り組む必要がある
と思いました︒
実際にセンターの職員の方々に
お手伝いいただきながら︑自社の分
析を進めていくと︑これまで認識し
ていた以上に業界内での強み弱みが
あることにも気づかされました︒
そ れ を も と に５ 年 後 の ビ ジ ョ ン
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Q事業戦略のメリットは？

住 所：宿毛市高砂34-36
ＴＥＬ：0880-65-8127
ＦＡＸ：0880-65-8129
ＵＲＬ：http://www.mashur.com/

株式会社 マシュール

例えば社長一人の頭の中に自社
のビジョンがあっても︑従業員全員
には伝えきれません︒それを財務・
企画・マーケティング・製造・営業
ごとに実行計画を1枚の資料で﹃見
える化﹄することで︑スタッフ全員
で目標に向かって一丸となれること
ができます︒

株式会社 マシュール

スタッフ全員で
目標に向かうために！

■ 事業戦略策定サポートについてのお問い合わせは右記までお気軽にご相談ください。

大阪・名古屋事務所 編
昨年4月に開設した東京営業本部。東京だけでなく、大阪・名古屋事務所も管轄し、Made in Kochi
を全国へ拡大する活動を行っています。今月号は、大阪・名古屋事務所のご紹介と、3月に開設するミニ
展示商談会のご案内をさせていただきます。

大阪事務所

大阪事務所に
外商コーディ

ネーターとして

着任し︑早いも

ので２年近くに

なりました︒主

な業務として︑高知県内の受注企業様と関西
の発注企業様とのマッチングの支援業務に携
わっております︒
日頃から︑関西方面の発注企業様をできる
限り訪問し︑その際には県内受注企業様の高
面に打ち出しながら︑他県の下請け企業より

品質の技術力･品質安定力･納期管理力を全
優位性のあることを具体的に紹介するように
心掛けております︒大阪方面へ出張などでお
越しの際は︑ぜひご一報ください︒営業の同
行訪問や情報交換などささいなことでも︑ご
相談いただければ幸甚に存じます︒
また︑昨年４月からは︑東京で開催するミ
ニ商談会にも重点を置き︑発注企業の調達担
当者様を招へいさせていただいています︒県
内受注企業の技術力をはじめ工場や設備力等
を﹁直接︑見て商談して﹂いただくことによ
り︑ベストなマッチングが図られるようお手
伝いさせていただいております︒
今年も︑関西から岡山方面での販路開拓や
営業支援について︑貢献できるよう精いっぱ

大阪は江戸時代より﹁天
下の台所﹂として全国の経
済や物流の重要拠点として
発展してきました︒多くの
人が集まり︑新しい商売が
生まれてきた風土を持つ土
地柄です︒大阪駐在外商
コーディネーターは高知県内企業の皆様のアイデアや営
業戦略を具体化できるように大阪でも全力サポートいた
します︒既に販路開拓や拡販された企業様や︑新製品の
販売を始めた企業様もいらっしゃいます︒それは皆様の
製品や技術を求めている企業が全国にいること︑またそ
の製品を拡販できる販路があるということです︒
外商コーディネーターが駐在している大阪事務所は高
知県内企業の皆様の大阪における事業所でもあります︒
大阪は﹁笑い﹂には厳しいですが︑﹁人情は厚い﹂温か
い街です︒昨年は大河ドラマ﹁真田丸﹂でも脚光を浴び
た大阪の地で２０１７年酉年︑大きく羽ばたき︑﹁一気
呵成にいざ︑参らん ﹂と商機を取り込んでいきましょ
う︒
皆様からのご相談を大阪の地でお待ち申し上げており
ます︒

TEL：06-6244-7934
FAX：06-6244-7933

芳村 利則

い努力して参ります︒どうぞよろしくお願い
申し上げます︒

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町2-6-8
センバセントラルビル１F
高知県大阪事務所内

多田 佳弘

大阪事務所

外商コーディネーター

!!

外商コーディネーター
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ものづくり地産地消・外商センター特集

名古屋事務所は中京地区の愛知

て︑売れる商品を県内企業様と一緒
に努力して販売促進活動を進めてい
きたいと思います︒
今年は製紙・紙加工品・土木機
械製品・環境バイオマス機械製品・

品のＰＲ活動を進めています︒また

中心に県内企業様の防災関連登録製

ンスは十分あります︒名古屋事務所

経済活動は好調でありビジネスチャ

べて経済圏は大きくはありませんが︑

この中京地区は東京や大阪に比

テーマは﹁紙製品﹂︵3月 日︶と
﹁木製品・ギフトなど﹂︵3月 日︶

22

雑貨品などにも県内企業様から製品
の内容や営業活動方針などを習得し
て販売活動を進めていきたいと思い

中京地区で開催される中部ライフ

ます︒

ガードTECや建設技術フェアなど

はこれからも県内企業様と一緒に

県・岐阜県・三重県・静岡県西部を

の展示会出展企業の販売促進のサ

なって企業の発展に頑張っていきま

□〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番16号 第3小森谷ビル別館6階
□ TEL : 03-6452-8830 □ FAX：03-6452-8831

東京営業本部

ものづくり地産地消・外商センター

ポートなども行っています︒

28

すので宜しくお願い致します︒
最後に県内企業様に置かれては
気軽にお問い合わせください︒

17

その他にも病院施設・大学施
設・農協関係・民間企業にも訪問し
さらに今年度は内陸部の市町

てPR活動を推進してきました︒

TEL/FAX：052-684-4904

村を訪問したり︑市町村の防災
訓練などの出展や︑トヨタ自動
車㈱グループ企業主催の防災展
に出展したりしてきました︒
また防災製品を扱っている代
理店にも訪問し︑県内企業様の
製品をPRして販売促進に努め
てきました︒このような活動の
結果この地区での販売実績も

22

佐藤 英明

年々増加傾向になっております︒

名古屋事務所

17

東京営業本部では︑高知県のおすすめ製品
を﹁分野別﹂に紹介する﹁ミニ展示商談会﹂
の開催と︑商談先の開拓を行っています︒
今年度は年４ 回の開催を予定し︑第１ 回
﹁防災関連製品﹂︵５月 日︶︑第２回﹁防
災備蓄品﹂︵９月９日︶では都内ホテルの一
室を借り上げ︑高知県として一体感を持った
展示を行いながら︑県内企業の製品の情報発
信や商談の機会としてご活用いただきました︒
次回は今年２ 月に開催されるインターナ
ショナルギフトショー他見本市の後追い商談
の場とすることを主目的に︑見本市の約一カ
月後の３月 日︵金︶に﹁紙製品﹂︑翌週３
月 日︵水︶に﹁木製品・ギフト等﹂をテー
マに開催します︒
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開催決定！

外商コーディネーター

今後もお客様のニーズを把握し

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-16-8
栄メンバーズオフィス8F 803号室

コーディネーターの活動が
紹介されました

ミニ展示商談会

名古屋事務所

新規製造法によるシラス干し製造機器 が販売開始
カワクボファクトリー（株）が開発した、釜揚げシラスの新規製造法を用いた洗浄装置
の販売が開始されました。本技術は過酸化水素の使用基準が課題でしたが、このたび食品、
添加物等の規格基準が改正され、開発からおよそ13年の年月を経て実用化されました。
▲

シラス干しの製造工程について

出

➡

荷

➡

包

管

➡

梱

保

➡

別

燥

➡

選

乾

➡

沸

浄

➡

煮

洗

➡

搬

札

➡

運

入

図1
シラス干しが
出荷される
までの流れ

水揚げ

シラス干しは、漁獲された生シラス（どろめ）を茹で上げ、乾燥して作られており、出来上が
りの乾燥度合いで「釜揚げシラス」、「シラス干し」、「ちりめん」などと呼ばれています。

今回、開発された装置は水揚げした生シラスを洗浄する装置ですが、カワクボファクトリー
(株)では、洗浄装置だけでなくその他の製造加工装置も販売しており、シラス干しの洗浄、煮沸、
乾燥、選別までの一連の製造工程での利用を提案しています。当センターは、出来上がった製品
の品質評価を行い、これらの加工機器の開発を支援しています。
図2
カワクボファクトリー（株）
製のシラス製造装置
生シラス洗浄装置

・原料洗浄
・新規製造法を利用

蓋付煮沸装置

・100℃超で短時間煮沸

大風量乾燥機

・低温乾燥で変色抑制

異物除去選別機

・小さな混獲物を除去
・製品サイズ別に選別

▲

新規シラス製造装置の実用化までの道のり

従来から、シラス干しの製造工程において過酸化水素を用いることで、日持ちが大幅に延びる
などの効果があることは知られていました。
しかし、その当時は安全性の観点から、製造過程で完全に除去できることが確認された「かず
のこ」以外での過酸化水素の使用は認められていませんでした。
そこで、カワクボファクトリー(株)は、シラスの洗浄過程において、過酸化水素を完全に除去
できる技術を開発しました。この製造技術を実用化するために、当センターが協力し、研究開発
がスタートしました。研究により賞味期限の延長効果や製造後の過酸化水素の残留の有無の確認
及び過酸化水素を分解する作用機序が解明されました。
さらに、これらの結果を基に、過酸化水素の使用基準の改正について厚生労働省に審議を依頼
しました。計13回の審議、指摘事項の対応を経て、平成28年10月に使用基準が改正されました。
製造技術が実用化されたことで、ついにその技術を利用した製造装置が商品化となりました。
今後、カワクボファクトリー(株)では、新事業として自らシラス製造業に取りかかる計画があ
ります。そのときには、全国初の一号機が高知県で稼働する予定です。
自ら新規製造法のモデルケースとなり、本技術の有用性や安定性を示すことで製造装置の普及
を目指します。
【製品のお問い合わせ先】
カワクボファクトリー(株)（担当：代表取締役社長 川久保武志）
TEL : 0887-54-3040 ／ FAX : 0887-55-0323 ／ HP：kawakubo-factory.co.jp
お気軽にお問い合わせください。
ＴＥＬ ０８８−８４６−１１１１
受付時間
［平日 8：30 〜 17：15]
最新情報はホームページをご覧ください。
ホームページの更新情報はメールニュースでもご確認いただけます。
HP
［http://itc.pref.kochi.lg.jp/］ Mail
［151405@ken.pref.kochi.lg.jp］

メールニュース
ご登録はこちら
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information

情報

高知ぢばさんセンター催し物 予定表
催し物名

主催者

高知日産プリンス お客様感謝デー
「日産プリンスの日」
２０１７

高知輸入車ショウ

場

高知日産プリンス販売（株）
（株）大広西日本高松支社

高知ぢばさんセンターをご利用ください！
県内企業応援割引
単年度複数回割引

賛助会員割引 など

各種割引もあります！

■ お問い合わせ・お見積り・ご予約は

㈱四国環境管理センター
ぢばさん事業部（担当：中屋）

営業時間

2/11（土） 2/11 〜 2/12
〜
10:00 〜 17:00
2/12
（日）

大ホール

3/4
（土）
〜
3/5
（日）

3/4 〜 3/5
10:00 〜 17:00

★平成29年4月号からの掲載を募集しています！

本誌「 情報プラットフォーム」
裏面広告掲載企業募集！！

毎月10日
（定期）
1,500部
発行

県内企業や関係機関など、多くの読者にPRする
ことが可能です！ぜひ、活用をご検討ください。
原版あり

原版なし

（賛 助 会 員）……… 20,000円/月
（非賛助会員）………40,000円/月

（賛 助 会 員）……… 30,000円/月
（非賛助会員）………50,000円/月

連絡先

高知ぢばさんセンター大ホール等は、平成30年２月〜５月
（予定）の間、耐震工事のため、ご利用いただくことができ
ません。いつもご利用いただいている皆様にはご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。詳
しいことは、ぢばさん事業部まで、お問い合わせください。

期

大ホール

掲載料金

休 館 の お 知らせ

会

裏表紙A4全面

TEL 088-846-0311 FAX 088-803-8510
E-mail diba-yonkan@cup.ocn.ne.jp
URL http://www.diba3.i-tosa.com/

所

公益財団法人 高知県産業振興センター
産業連携推進部産業連携課 情報誌担当 會澤
電話：088‐845‐6600 FAX：088‐846‐2556

「確定申告書へのマイナンバーの記載」
確定申告書を作成する場合、マイナンバーの記載が必要ですか？
所得税及び贈与税の確定申告書については平成28年分以降の申告書から、消費税の確定申告
書については平成28年１月１日以降に開始する課税期間に係る申告書から、マイナンバーの記載
と本人確認書類
（例１： マイナンバーカード、例２： 通知カードと運転免許証など）
の提示又は写しの添付
が必要となりますのでご注意ください。
また、郵送等による提出の際には、本人確認書類の写しの添付をお願いします。
マイナンバー
カード（個人番号カード）を
お持ちの方
マイナンバー
カードを
お持ちでない方

マイナンバーカードだけで、本人確認
（番号確認と身元確認）
が可能です。
ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
番号確認書類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
通知カード
住民票の写し又は住民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載があるものに限ります。
）
などのうち、いずれか１つ

身元確認書類
《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》

運転免許証
パスポート
在留カード

公的医療保険の被保険者証
身体障害者手帳
などのうちいずれか１つ

確定申告書等の作成は、

税務署から
「確定申告書等作成コーナー」
のお知らせ を是非ご利用ください！
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ジェトロ高知 088-823-1320

9：00 〜 17：00

（12：00〜13：00除く）

公益財団法人高知県産業振興センター／高知県中小企業支援センター／ものづくり地産地消・外商センター／よろず支援拠点

平成29年2月10日（毎月10日）発行
〒781‐5101 高知市布師田3992‐2 ２階
TEL. 088‐845‐6600 FAX. 088‐846‐2556
定価 300円（会費中に本誌代も含みます）

●本誌は環境保護を目的に再生紙を使用し印刷しております。
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