
「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
最優秀賞受賞者インタビュー
大津理事長が株式会社フレップテックを訪問

開催日 名　称 場　所 担当課

かがわ知財経営塾 知的財産
普及課

10月18日～
11月14日
（5回開催）

香川産業頭脳化センタービル
１階 専門研修室

第５回 知的財産セミナー
（販路拡大のための知的財産）

知的財産
支援課12月13日 小豆島町役場 西館 ２階 会議室５

知財マッチング in かがわ
2018

知的財産
普及課10月31日 サンメッセ香川 サンメッセホール

第４回 知的財産セミナー
（著作権のトラブル事前回避）

知的財産
支援課11月8日 ネクスト香川 ３階 大会議室

四国地域海外展開応援フォーラムin香川
「ASEAN（ベトナム）への進出」
～事例から学ぶ海外展開のポイント～

取引支援課
海外展開支援室12月3日 アイホール

（高松サンポート合同庁舎 北館低層棟２階）

募集期間 名　称 内　容 担当課

中小企業等外国出願支援事業
（追加募集）

知的財産
支援課

5月22日～
11月9日

県内中小企業等の外国への特許出
願等に要する経費の一部を助成し
ます。

かがわビジネスモデル・
チャレンジコンペ2018 企業支援課9月25日～

11月2日

独創的なビジネスプランを募集・審
査し、潜在的な起業家を発掘するこ
とにより、香川県の将来を担う革新
的ベンチャー企業を創出し、育成し
ていきます。

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル1F・2F
総務課
TEL（087）840-0348 FAX（087）869-3710
企画情報課
TEL（087）868-9901 FAX（087）869-3710
ファンド事業推進課
TEL（087）868-9903 FAX（087）869-3710
施設管理課
TEL（087）869-3700 FAX（087）869-3703

総務部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
企業支援課
TEL（087）840-0391 FAX（087）869-3710
取引支援課・海外展開支援室
TEL（087）868-9904 FAX（087）869-3710

企業振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地16
FROM香川1階
産学官連携推進課・健康産業プロジェクトチーム
TEL（087）840-0338 FAX（087）864-6303

技術振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地43
RISTかがわ1階
研究管理課・研究開発課
TEL（087）869-3440 FAX（087）869-3441

地域共同研究部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
知的財産支援課
TEL（087）867-9577 FAX（087）867-9365
知的財産普及課
TEL（087）869-9004 FAX（087）867-9365

知的財産支援部

印刷：香川印刷株式会社

行事予定（講座、イベント等）

公募予定（補助金、出展者募集等）

販促ツールとしての
ホームページの活用

中小企業診断士、社会保険労務士、
「マネジメントオフィス高野」代表、
産業能率大学非常勤講師

かがわ産業支援財団
発注開拓コーディネーター（首都圏担当）

髙野 順一郎

年４月より、首都圏担当の発注開拓コーディネーターとして
仕事をさせていただいております。首都圏の各企業を回ってい

て特に感じるのは、「自社のニーズに合った製品、材料、サービスなら、
ぜひ調達、購入を検討したい」という声が意外にあることです。ただ、
「ぜひもう少し詳しくお話を聞かせてください」という問いかけに対し
ては、「ご専門じゃないでしょ。まずは自分で、ネットとかで少し調べて
みますよ」という答が返ってくる、ということが多かったように感じてい
ます。自分の能力のなさを棚上げにするような話で恐縮ですが、私は、
企業の皆様方にはぜひ、お客様とのネットでの接点となる皆様方の
会社のホームページについて、現状を分析し、販売促進のツールとし
ての一層の活用を検討していただきたいと思っております。
私も、香川県内企業様の活動状況を勉強したい、という思いがあ

りますので、よく皆様方のホームページは拝見させていただいており
ます。なかには、コミカルなイラストが入っていたり、芸術作品のような
綺麗な色分けがされていたり、といった、いわゆる「凝った」作品も数
多くあるように思います。それはそれで素晴らしいのですが、ホーム
ページの本来の機能は、お客様に出来栄えを感心してもらうことでは
なく、自社の製品、サービスの特長についてよくご理解いただき、購

入へのステップとして活用いただく、ということなのではないか、と私
は思っております。
皆様は、ホームページのアクセスログ解析についてはご存知でしょ

うか。皆様の会社のホームページの訪問者のデータを解析すること
で、グーグル等の無料の解析ツールを使えば、セッション数（延べ訪
問者数）、デバイス別人数、地域別人数、に加え、検索ワードの使わ
れ方や、訪問者の多い時間帯、ページ毎の滞留時間数、まで、細かな
分析も出来るようになっております。もう十分やっておられるという方
も多いかも知れませんが、もしまだという方がおられましたら、一度こ
うした解析ツールを使っていただければ、新しいマーケティングのヒ
ントが得られるはずです。
皆様方に申し上げたいのは、自社のホームページの現状分析をし

ていただき、お客様のご利用ツールとして十分機能しているか、
チェックをお願いしたいということです。お客様のニーズが最優先事
項、これに応えたホームページの小まめな手直しこそが、地域外の新
規顧客の開拓につながるのではないか、と、私は思っておりますがい
かがでしょうか。

昨
理 事長が行く

年4回発行成功への道筋が見えて来る！ 香川の産業界の今をお届けする

かがわ発！元気創出企業「株式会社フクシン」
時代の変化に対応する「チカラ」。
手袋専門だからできる視点で、お客様が喜ぶ「商品」を届ける。

平成30年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）に採択

かがわ中小企業応援ファンド／かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会を開催しました！！

平成３０年度 かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！ 

平成３０年度 新かがわ中小企業応援ファンド等事業 後期事業が決定しました！！

　　　　　　　「よろず観音寺サテライト」開設！ 

TOP NEWS 「何のためにIoT・AIの技術を手段・道具として活用するのか」
活用事例を交えて、ものづくり現場から語る!
～平成30年度 かがわ産業振興クラブ講演会～

香川県よろず支援拠点
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｜理事長が行く｜

「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
最優秀賞受賞者インタビュー
大津理事長が株式会社フレップテックを訪問

受賞後の反響はいかがでしたか？
実はチャレンジコンペの少し前か
らテレビの取材が始まっていて、ち
ょうどコンペの最終審査の様子が
そのテレビ番組で放送されたこと
から、うちと仕事をしたいという方
から連絡があって、今ＶＲの開発を
一緒に行っています。結果が目に見えるということが外
に対して大きな影響をもつことを、とても強く感じました。
それでは、受賞した事業の内容について伺います。まず、
楠田さんが若くして起業することになった経緯につい
て教えて下さい。
ひとつは、自分の力を一番活かせる方法だったというポジテ
ィブな面と、もうひとつは、言葉は悪いですが「成れの果て」
というネガティブな面があります。僕の場合、起業というのは、
置かれた場所で咲くことができなかった中でどうしようかと
いう解決策のような状態であって、ただやってみると意外と
自分がやりたいこととマッチするということが分かってくると
いうことでしたね。僕はもともと、スポンサーの方やＣＡＤメ

ーカーの方についていただいて、ロボットの競技に出てもの
づくりをやっていて、その中でインキュベーターや職業エン
ジニアの方に出会うことがありました。おお、こんなに面白い
世界があるのか、と思ってそっちの道に行ってみようかなと
心揺らいだのが最初でした。そして揺らいでしまったら早い
もので、高等専門学校を辞めて起業したことになります。
学校で勉強を続けたいというお気持ちはなかったですか。
今になってその思いが強いですね。会社として社会に対して
モノやサービスを作っていく中で、相手は学校に行って勉強
をしてということをちゃんとこなされた方がほとんどで、僕は
それを経ていないということが強みでもあるのですが、弱み
にもなってしまうということを起業してから気付きました。
今回の事業の目的と、この事業を始めようと思った理
由を教えて下さい。
僕自身ロボットを作っていて、その中でそのための環境が
ないこと、教えてくれる先生がいないということに困ってい
ました。特にローカルな環境ではなおさらです。その中で
僕は独学でやってきて、親には相当なコストを費やしても
らいました。例えばひとつの加工機が30万円するものを、
個人で購入するということは、普通、会社でもやることで
はないですよね。そこで、ロボットに興味があるような子ど
もたちに将来に繋げられる展望を見せながら授業を受け
てもらう環境を提供するサービスを作ることが、将来ＡＩ
によってどう職が取られるか分からないという時代になっ
たとき、活きるものになると思ってこの事業を考えました。
今、ＡＩという言葉を聞かない日はないくらい、ＡＩの時
代を迎えていますよね。
うちの塾の特徴としては、「先取りしない」ということです。
授業の中でＡＩ自体は作りません。その代わり、ＡＩが生
まれる時代背景や技術背景を教えます。つまり、ＡＩは何
の問題を解決するために生まれたのか、ということを知っ
ておくことで、ＡＩが出てきたときにどう適用したらいいか、
どう使ったらいいかが分かるようになる教育を行います。
ＡＩが生まれた背景である時代を先回りしておいて、ＡＩ
が追いついてくるという形を作りたいですね。
非常に今の時代に必要な事業だと思います。なかなか地方
ではそういうことについていけていないところがありますね。
実際、今困っていることは、授業の対象年齢層が低すぎ
たということがあります。設定した年齢層である小学生
の保護者は、まず色んなことに興味を持ってほしいとい
う段階です。そのときにマーケティングと言っても、なか
なか伝わりません。そこで、メインはこれまで通りですが、
今は少しずつ柔軟に形を変えて、できれば高校生から
大学生の間とか、自分の進路を考えて就職に向かって
いく中で、これからどう安定した生活を作っていくかとい
う段階の子達に教育を行っていきたいと思っています。
事業目的として、創業ベンチャーを育てていくことと、プレ
ゼンのときにもお話しされていましたが、この常磐町商店
街を起業家たちで活性化していくということもありましたね。
それも変わりありません。僕としては、新しいサービス
の展開でそれに近づけると思います。実際高校生にな
って進路を考える中で起業という道を考えて事務所を
持てるよう提案する方が実現に近いと考えています。
このスクールの開業のとき、支援者の方も来られてい
たとお聞きしています。そういう方は楠田さんにとって
どのような存在ですか。
ありがたいのと同時に、僕に対して義務を課してくれて
いる方だと思っています。僕の支援者の方はリターンを
求める方が少なくて、何を求められているかを考えると、
僕がこの事業によって誰かを幸せにするだとか、新しい
インキュベーターに投資するだとか、次に繋げてほしい
と思われていると考えています。そのための義務をもら
ったということで、頑張らないといけないと思いますね。

早速ですが、チャレンジコンペの最
優秀賞受賞、おめでとうございまし
た。最優秀賞を受賞された時のお
気持ちをお聞かせ下さい。
僕には経験が一切なかったですが、し
っかり考えることによって賞を取れる
ということが驚きでした。香川県という
ローカルな地元の中で起業に向かって動いていると孤独感
を感じることがあったのですが、自分だけではないんだとい
う安心感をコンペに参加したことで得られたと感じています。

事業を進めていく上で、課題や困ったことは何ですか？
まず、人手が足りないことです。今は僕だけでなくもう一
人講師がいますが、それでも足りません。後は、あまり興
味がない子にどうアプローチするかということです。僕は、
何かしたい、という子の能力をどこに繋げてあげるかと
いうスタンスで始めたので、すごく苦労しています。最新
のテクノロジーであるＶＲなど、様々な体験をしてもらい
ながらできるだけ興味を引けるように努力しています。
例えば、具体的にどんな授業を行っているのですか。
小学生の子だと３Ｄの設計とか、高校生の子だとほぼマー
ケティングの授業をやっています。例えばキャッチコピー
を作る授業で、目覚まし時計に対して、漢字だけでキャッ
チコピーを書くということをまずやって、次に感性に訴えか
けるキャッチコピーを作るということをやります。それぞれ
が仕上がった後、それでホームページを１つ組んでみまし
ょうか、と言います。ホームページにはどういうアングルの
写真がいいのか、商品紹介はどれだけの文字数であれば
読みやすいのか、ということを高校生の子に教えています。
かなり実践的なことをされていますね。
そうですね。ほかにも、自営業の御両親のために役立つこ
とが何かできれば、という思いがある子には、お店で使え
るスキルを、本業を邪魔せず付加価値をつけるという方
向でどうベクトルを持っていくか、という授業を行っていま
す。そこで役に立てることによって自己肯定感が生まれて
いく、という良いスパイラルに入ればいいなと思っています。
これから起業する若い人たちにアドバイスなり、メッセ
ージをお願いします。
そうですね…。何を成し遂げたいかを持っていないと自
分が先に折れますよ、ということを伝えたいですね。儲か
る儲からない以上に、今授業に来ている子どもたちや、こ
れから来る子どもたちが将来好きな仕事をして楽しく生
きてほしいという思いがないと自分がもたなかったと思
います。とにかく起業、という風潮はありますが、それで儲
かったとして自分が本当に幸せかどうかをよく考えてほ
しいです。逆に言えば、自分が何のために起業するのか
ということを持っていれば、３年は耐えられますし、支援
者もついてくるので、今すぐ起業して支援者を探したほ
うがいいと思います。自分だけでやろうとすると、思いが
強い分パンクするので、支援してくれる人は必要です。
目的意識を持ってやること、自分だけでなく周りに支援
してもらうことが大事ということですね。
もうひとつ伝えたいのは、自分は脳みそで、周りに体として動
いてもらうという概念です。最初は自分がワーカーにならな
きゃいけないし僕もそうでしたが、いつかはワーカーから離
れて脳みそとして動かないといけないときがくるということは
痛感しています。起業したあとのアドバイスになりますね。
起業して事業を進めていく中で、起業家の役割や課題
も変わってくるし、その時々でどういう支援を求めるか
ということもまた変わってきますね。私ども、産業支援
財団も起業される方をいろいろな面で支援させていた
だいているので、活用してほしいと思います。最後に、
楠田さんの将来の目標を聞かせていただけますか。
情報は少なくとも、ヒトは少なくとも、モノは少なくとも、香
川県高松市にいることによって、子どもたちが他のどこで
も得ることができな
い夢を持てる場所に
したいです。それはき
っと投資家からの願
いでもあるし、僕の
義務だとも思ってい
ます。
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「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」で最優秀賞を受賞（事業名：「Manageering School（マネジア
リングスクール）ＡＩ時代に生きるスキルを子供達に教える マネジメント×エンジニアリング教室」）されました、株式会
社フレップテック代表取締役 楠田 亘さんを訪ね、公益財団法人かがわ産業支援財団 大津理事長が、最優秀賞を受
賞された時の気持ちや、今後の展開についてお聞きしました。

小学生の時にロボットコンテストで全国6位になるなど、若くして類い希なエンジニ
アリング能力を持ち、昨年16歳で起業した楠田さんは、2020年度から小学校で必修
化されるプログラミング教育の将来を見据え、一般的な技術習得だけではAI（人工知
能）に代替されてしまうことから、プログラミングだけではなく、全体的なディレクション
･マネジメント能力を持ち、AIが普及してきても、逆にそれを使いこなす力が必要である
と考え、そのようなシステムエンジニアを若い人達から育てる私設のスクール事業を構
想し、チャレンジコンペ最優秀賞を受賞されました。※本年3月、高松市常磐町商店街
にてスクールは開校済み。

3Dプリンター 常磐町商店街で開校したスクール

大津理事長と楠田 亘さん

香川県よろず支援拠点
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ーカーの方についていただいて、ロボットの競技に出てもの
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由を教えて下さい。
僕自身ロボットを作っていて、その中でそのための環境が
ないこと、教えてくれる先生がいないということに困ってい
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僕は独学でやってきて、親には相当なコストを費やしても
らいました。例えばひとつの加工機が30万円するものを、
個人で購入するということは、普通、会社でもやることで
はないですよね。そこで、ロボットに興味があるような子ど
もたちに将来に繋げられる展望を見せながら授業を受け
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によってどう職が取られるか分からないという時代になっ
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代を迎えていますよね。
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どう使ったらいいかが分かるようになる教育を行います。
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う段階です。そのときにマーケティングと言っても、なか
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の展開でそれに近づけると思います。実際高校生にな
って進路を考える中で起業という道を考えて事務所を
持てるよう提案する方が実現に近いと考えています。
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と思われていると考えています。そのための義務をもら
ったということで、頑張らないといけないと思いますね。

早速ですが、チャレンジコンペの最
優秀賞受賞、おめでとうございまし
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事業を進めていく上で、課題や困ったことは何ですか？
まず、人手が足りないことです。今は僕だけでなくもう一
人講師がいますが、それでも足りません。後は、あまり興
味がない子にどうアプローチするかということです。僕は、
何かしたい、という子の能力をどこに繋げてあげるかと
いうスタンスで始めたので、すごく苦労しています。最新
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るスキルを、本業を邪魔せず付加価値をつけるという方
向でどうベクトルを持っていくか、という授業を行っていま
す。そこで役に立てることによって自己肯定感が生まれて
いく、という良いスパイラルに入ればいいなと思っています。
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きゃいけないし僕もそうでしたが、いつかはワーカーから離
れて脳みそとして動かないといけないときがくるということは
痛感しています。起業したあとのアドバイスになりますね。
起業して事業を進めていく中で、起業家の役割や課題
も変わってくるし、その時々でどういう支援を求めるか
ということもまた変わってきますね。私ども、産業支援
財団も起業される方をいろいろな面で支援させていた
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トップニュース

はじめに

新しい顧客価値を創造するIoT・AI

IoTが注目される理由

AIを実現する技術 何のためにIoTを導入するのか

かがわ産業振興クラブでは、平成30年7月31日(火)、三菱電機株式会社の二瓶貴行氏をお招きして、高松市内のホテル
で講演会を開催し、約180名の方に参加いただきました。
講演会では、IoTやAIが、「なぜ注目されているのか」、「何のためにIoT・AIを導入するのか」などについて、製造業をはじ

めとしたものづくりの現場から、活用事例を交えて、詳しく語っていただきました。
また、かがわ産業振興クラブ会員による事例報告も行われ、講演会は盛況のうちに終了しました。

講演会
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「何のためにIoT・AIの技術を手段・道具として活用するのか」
活用事例を交えて、ものづくり現場から語る!
～平成30年度 かがわ産業振興クラブ講演会～

T O P
N EW S
［1］

講　師 三菱電機株式会社
戦略事業開発室 スマートコミュニティプロジェクトグループ
プロジェクトグループマネージャー
二瓶 貴行 氏

演　題 「IoTやAIを活用した世の中の動向について」

に へいたかゆき

私は、三菱電機株式会社(以下、当社)に30年間勤務してお
り、工場関係の FA (ファクトリーオートメーション)部門で製
品開発、ソリューション構築などに従事してきました。当社
は、家電を造る部門もあれば、工場制御を行う部門、発電を
扱う部門など、多岐にわたるため、横の連携を強化すること
が課題でした。そこで、横通しを行う部門として、各部門の社
員が集まる戦略事業開発室が設置され、私も平成27年4月か
ら所属しております。
IoT・AIという言葉は、普段、新聞や雑誌、インターネットな
どで見ない日はないと思います。世の中では、広く取り上げら
れている、このIoT・AIとは、「一体、何なのか」について、簡単
に掻い摘んでお話をさせていただき、IoT・AIを活用するため
に「どうしたらいいのか」のヒントになればと思います。

まず、「なぜ、企業がIoT・AIを導入しようとするのか」につ
いてですが、自社にとって「新しい顧客価値を創出する可能
性があるから」であると思います。しかし、IoT・AIは万能では

ありません。IoT・AIを手段・道具として捉え、「何をしたいの
か」を最初に考える必要があります。
IoT・AI を導入すれば、「いいことが起きる」という気に陥っ
てしまいがちですが、「何のために導入するのか」について、
しっかり認識することが重要です。IoT・AIは、非常に便利な
ツールですが、やはり万能ではありません。最後は、人の判断
や補完が必要であることを忘れてはなりません。

IoT(Internet of Things)は、モノのインターネットですが、
当社では「いろいろなモノをネットワークにつなげて、生活を
豊かにする仕組み」と考えています。
では、なぜIoTが注目されているのかといいますと、①デー
タ収集技術(センシング)、②データ通信技術(高速通信)、③
データ処理技術(クラウド)、④データ解析技術(AI)の各技術
が急速に発達し、なおかつ安価に活用できるようになってき
たからです。つまり、IoTを導入して、データ採取・分析を行う
ことで、今まで、課題だと思っていたことが、「解決できるかも
しれない」という可能性が見えてきたからです。

AI(人工知能)は、人間と同じような動作をコンピューター上
のプログラムが実行することを指します。人工知能学会により
ますと、AIは、「強いAI(知能のある機械)」と「弱いAI(人間
が知能を使って行う活動の一部を行う機械)」に分類すること
ができますが、「強いAI」は、まだ実現できておらず、今話題
の囲碁・将棋ソフトは、「弱いAI」であり、特定の機能に対し
て、推論して学習する機能を持つと考えてください。
人工知能の応用技術として、3種類ご紹介します。
まず、①画像分析・認識といったセンシングの技術にAIが
活用され、人物特定が可能となっています。また、音声認識で
も活用され、スマートフォンの翻訳機能を利用して、日本語で
「こんにちは」としゃべると英訳されて、「hello」と言うのは、
すべて音声認識の技術です。今は、人の言葉を間違いなく認
識できるレベルになっています。
②分析・予測・判断は、過去の事例を学習することです。
予防保全の例ですと、「1ヶ月で、この部品は壊れます」、「そ
ろそろメンテナンスが必要です」と予測することに、AIの技術
が使われています。かなりの部分で使用可能ですが、やはりAI
に対して人がプログラミングする必要があります。
また、コールセンターでもAIが活用されています。過去のコー

ルセンターへ問い合わせがあった内容とその回答をAIに学習さ
せることによって、ある程度、自動で回答案を作成することが可
能となっています。さらに、この技術は、医療分野でも活用され
ています。過去の患者のレントゲンやCT画像など1万件～100
万件ぐらいを覚えて、患者がどのような病気を罹ったのか、どの
ような病気の早期発見につながったのかについて学習すること
で、AIが病気の可能性を抽出することができるようになります。
医療関係では、非常にこの活用が活発になっています。
③制御は、当社製品を例にあげさせていただきますが、当
社のエアコンにはAI技術を参考にしています。温度センサー
や赤外線カメラを用いながら、壁や部屋の気温・湿度を測り
ながら、「どういう状況で、どのようにリモコンは操作されたの
か」や「どういう状況で、どういう温度設定がされたのか」等
を学習しています。そして、同じような状況の時に、エアコンが
自動で最適な調整を行ってくれます。このような自動制御技
術の究極が、自動運転です。

ここで、「何のためにIoTを導入するのか」という【導入の目的】を
お話ししたいと思いますが、集約すると大きく二つに分かれます。
1つ目は、コスト削減です。人件費、エネルギーコストといった

業務の効率化によるコスト削減や保守費用の削減のためにIoT
を活用する目的です。2つ目が、売上拡大です。マーケティング
戦略の高度化や新規事業検討を行い、既存とは異なるビジネス
の展開、製品開発に取り組むために、IoTを活用する目的です。
次に「IoTの活用が何をもたらすか」についても考えていき
たいと思います。企業に与える影響としては、新規業界への参
入、事業機会の発見、競争力向上といったプラスの部分もあ
れば、他業界からの参入、大企業の領域拡大、異業界との競
争といったマイナスの部分もあります。従いまして、「現在の事
業をどのように改善効率化していくのか」、あるいは「新事業
の開拓の必要性の検討」、「既存事業そのものの再定義」と
いった視点を持ちながら、IoT をどのように活用していけば良
いのかについて考えていただければと思います。
「IoT導入における中小企業のメリット」の具体的事例とし
ては、人手不足解消や技術伝承などがあげられます。実際に
IoTを導入しながら、どういうメリットを得られるようにしてい
くかについては、ロボット革命イニシアティブ協議会のサイト
※に掲載している活用事例を見ていただきたいと思います。
※https://www.jmfrri.gr.jp/document/library/738.html

最後に、繰り返しとなりますが、「何のために、この技術を
使うのか」という目的を明確にすることが重要です。あくまで、
IoT・AIは手段です。「何のためにIoT・AIの技術を手段・道具
として活用するのか」を意識していただきたいと思います。

おわりに

環境の変化に対応して進化する「ものづくり」➡ITの進化、情報インフラの進化（ICT技術）は、以下があげられる
製造業を取り巻くビジネス環境の複雑化

顧客ニーズの多様化･高度化

顧客ニーズ多様化･高度化、ビジネス環境の複雑化と同時に、ITを活用する環境が進展

IT の活用･進展➡IoTを実現する技術

データ収集技術
センシング

データ通信技術
機器間高速通信

データ処理技術
クラウド・エッジ
コンピューティング

データ解析技術
シミュレーション
人工知能（ＡＩ）

経営コスト･TCO*削減 変種変量生産 自動化品質向上

＊TCO(Total Cost of Ownership)：総所有コスト



トップニュース

はじめに

新しい顧客価値を創造するIoT・AI

IoTが注目される理由

AIを実現する技術 何のためにIoTを導入するのか

かがわ産業振興クラブでは、平成30年7月31日(火)、三菱電機株式会社の二瓶貴行氏をお招きして、高松市内のホテル
で講演会を開催し、約180名の方に参加いただきました。
講演会では、IoTやAIが、「なぜ注目されているのか」、「何のためにIoT・AIを導入するのか」などについて、製造業をはじ

めとしたものづくりの現場から、活用事例を交えて、詳しく語っていただきました。
また、かがわ産業振興クラブ会員による事例報告も行われ、講演会は盛況のうちに終了しました。

講演会
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T O P
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事例報告
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「我が社における最近の取組事例」

株式会社ミヤプロ
代表取締役　宮嵜 佳昭 氏

香川マルチメディアビジネスフォーラムの会長を拝命してお
ります株式会社ミヤプロの宮嵜です。当社は、昭和51年、父
が写真製版業として設立しました。写真製版というアナログ
の世界から始まりましたが、現在はインキを紫外線で硬化さ
せて固める特殊な印刷技術を駆使した写真製版、記念誌や
広報誌の企画・デザイン・印刷などを行っております。
私が35歳の頃、インターネットが世に出始めましたので、そ
ろそろ世の中が変わるのではないかと思い、アメリカのシリコ
ンバレーへ視察に行きました。そこで、私は、びっくり仰天し
まして、「これはマズイ。このままでは、うちの社業である製版
の仕事はなくなる」と慌てたものでございます。それから、当
社では、まず、ホームページといったコンテンツ制作から始め
まして、最近では、日本最大のフリーマーケットでのアンケー
ト収集システムや出演者の登録システム等の構築を行うな
ど、ICT、IoT関連事業にも積極的に取り組んでいます。
最近では、当社も参画するロボットIoT利活用研究会の企
画が経済産業省の「IoTを活用した新ビジネス創業推進事
業」に採択されまして、高松丸亀町商店街で「高松スマート
免税・観光プラットホーム」として「免税カウンター」、「観光
支援アプリ」、「おへんろぼ」の実証試験に取り組みました。
高松空港はインバウンドによる訪日外国人旅行者が増加して

おります。そこで、観光支援アプリで、商店街の店舗などの情報
提供を行い、その店舗でモバイル決済で購入しますと、今回開
発した自動免税システムの免税カウンターと連携して免税額が
自動算出され、クレジットカードに返金される仕組みです。それ
から、ロボット活用の事例として、お遍路の格好をした人型ロ
ボットPepper(ペッパー)が、さきほど説明しました免税カウン
ターで海外インバウンド向けに多言語対応にて観光案内を行い
ました。他にも、このPepperは地元幼稚園に導入して、先生の
代わりに、勉強や延長保育でも活躍しております。
最後に、CSRにも取り組んでおります。イラストによる町お
こしとして、さぬきマーチング(街ing)委員会というものを立ち
上げ、「香川県のいいね」というところを「さぬきひとまち百
景」として、イラスト化して、基本的に全て無料で提供しており
ます。銀行やショッピングモー
ル、空港に展示したり、琴電のレ
トロ電車を使用して展示などを
行っています。
現在もVR・AI等の制作を行って

おりますが、まだまだ新しい挑戦を
やっていきたいと思っております。

「さぬき時間を楽しむ。をテーマに」

株式会社tao.
代表取締役　久保 　月 氏

当社はグラフィックデザインを軸に、「仕事としてのデザイ
ンを通して、香川の暮らしを楽しみたい」という思いで日々活
動しています。「tao.」は「道」という意味。デザインワークで
太い道を作りながら「やれること、やりたいことに積極的に関
わっていく」という思いで、雑誌制作の他、いろいろなパッ
ケージやプランニングも行っています。
さて私共は、雑誌「IKUNAS」を年2回、発行しています。
「IKUNAS」は、「イクナス」と読みますが、逆から読むと
「SANUKI(さぬき)」になります。日々の生活の中での「ささ
いな気づき」を掘り下げ、「？」が「！」になることを楽しみなが
ら、デザイン思考でとらえることが雑誌づくりのベースです。
見方を変えれば、新しい価値が生まれる。そういったこと
を自分たちの活動を通して実感しており、県下のものづくりの
企業や伝統工芸品を作っていらっしゃる方と一緒に、その価
値の掘り起こしを行っています。
「IKUNAS」は、平成18年に創刊し、漆、手毬、下駄、保多
織、盆栽、家具、菓子木型など香川の伝統工芸品に指定され
ているものを取り上げてきました。その都度「香川県は、もの
づくりが浸透する地域だなあ」と学んでいます。平成27年から
は、「ライフスタイル的な視点でのものづくりの訴求」、「もの
の販売」、「読者への直接お届け」という機能を持たせて、
「調味料」、「クラフト」、「旅」、「観光地」、「産業としての
漆」、「暮らしの視点」、「郷土料理」といった各号ワンテー
マで取り上げています。商品を掲載すると「見たい」、「実際
に手に取ってみたい」、「何か質問したい」とさらなる行動欲
求も生まれます。そこで、見る・触る・体験が可能なギャラ
リーを事務所の横に設けています。また、職人さんとお客さん
をつなぐワークショップの開催や職人さん同士の横つながり
の提案もしています。さらに、雑誌やお店でまだ紹介できてい
ない、しきれない情報を違う角度で掘り下げて、ウェブマガジ
ンや通販サイトの開設とフィールドを拡充しています。
私共は、女性消費者であることを最大限の強みにしていま
す。イクナスには「さぬき時間を楽しむ」というテーマがあり、
「ここから始まって、ここに戻る」と考
えています。好奇心旺盛な14名の女
性が、毎日にぎやかにものづくりの発
信や香川のこれからを話しながら、自
分たちの住んでいるところをリアルに
発信する活動をしています。
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「我が社における最近の取組事例」

株式会社ミヤプロ
代表取締役　宮嵜 佳昭 氏

香川マルチメディアビジネスフォーラムの会長を拝命してお
ります株式会社ミヤプロの宮嵜です。当社は、昭和51年、父
が写真製版業として設立しました。写真製版というアナログ
の世界から始まりましたが、現在はインキを紫外線で硬化さ
せて固める特殊な印刷技術を駆使した写真製版、記念誌や
広報誌の企画・デザイン・印刷などを行っております。
私が35歳の頃、インターネットが世に出始めましたので、そ
ろそろ世の中が変わるのではないかと思い、アメリカのシリコ
ンバレーへ視察に行きました。そこで、私は、びっくり仰天し
まして、「これはマズイ。このままでは、うちの社業である製版
の仕事はなくなる」と慌てたものでございます。それから、当
社では、まず、ホームページといったコンテンツ制作から始め
まして、最近では、日本最大のフリーマーケットでのアンケー
ト収集システムや出演者の登録システム等の構築を行うな
ど、ICT、IoT関連事業にも積極的に取り組んでいます。
最近では、当社も参画するロボットIoT利活用研究会の企
画が経済産業省の「IoTを活用した新ビジネス創業推進事
業」に採択されまして、高松丸亀町商店街で「高松スマート
免税・観光プラットホーム」として「免税カウンター」、「観光
支援アプリ」、「おへんろぼ」の実証試験に取り組みました。
高松空港はインバウンドによる訪日外国人旅行者が増加して

おります。そこで、観光支援アプリで、商店街の店舗などの情報
提供を行い、その店舗でモバイル決済で購入しますと、今回開
発した自動免税システムの免税カウンターと連携して免税額が
自動算出され、クレジットカードに返金される仕組みです。それ
から、ロボット活用の事例として、お遍路の格好をした人型ロ
ボットPepper(ペッパー)が、さきほど説明しました免税カウン
ターで海外インバウンド向けに多言語対応にて観光案内を行い
ました。他にも、このPepperは地元幼稚園に導入して、先生の
代わりに、勉強や延長保育でも活躍しております。
最後に、CSRにも取り組んでおります。イラストによる町お
こしとして、さぬきマーチング(街ing)委員会というものを立ち
上げ、「香川県のいいね」というところを「さぬきひとまち百
景」として、イラスト化して、基本的に全て無料で提供しており
ます。銀行やショッピングモー
ル、空港に展示したり、琴電のレ
トロ電車を使用して展示などを
行っています。
現在もVR・AI等の制作を行って

おりますが、まだまだ新しい挑戦を
やっていきたいと思っております。

「さぬき時間を楽しむ。をテーマに」

株式会社tao.
代表取締役　久保 　月 氏

当社はグラフィックデザインを軸に、「仕事としてのデザイ
ンを通して、香川の暮らしを楽しみたい」という思いで日々活
動しています。「tao.」は「道」という意味。デザインワークで
太い道を作りながら「やれること、やりたいことに積極的に関
わっていく」という思いで、雑誌制作の他、いろいろなパッ
ケージやプランニングも行っています。
さて私共は、雑誌「IKUNAS」を年2回、発行しています。
「IKUNAS」は、「イクナス」と読みますが、逆から読むと
「SANUKI(さぬき)」になります。日々の生活の中での「ささ
いな気づき」を掘り下げ、「？」が「！」になることを楽しみなが
ら、デザイン思考でとらえることが雑誌づくりのベースです。
見方を変えれば、新しい価値が生まれる。そういったこと
を自分たちの活動を通して実感しており、県下のものづくりの
企業や伝統工芸品を作っていらっしゃる方と一緒に、その価
値の掘り起こしを行っています。
「IKUNAS」は、平成18年に創刊し、漆、手毬、下駄、保多
織、盆栽、家具、菓子木型など香川の伝統工芸品に指定され
ているものを取り上げてきました。その都度「香川県は、もの
づくりが浸透する地域だなあ」と学んでいます。平成27年から
は、「ライフスタイル的な視点でのものづくりの訴求」、「もの
の販売」、「読者への直接お届け」という機能を持たせて、
「調味料」、「クラフト」、「旅」、「観光地」、「産業としての
漆」、「暮らしの視点」、「郷土料理」といった各号ワンテー
マで取り上げています。商品を掲載すると「見たい」、「実際
に手に取ってみたい」、「何か質問したい」とさらなる行動欲
求も生まれます。そこで、見る・触る・体験が可能なギャラ
リーを事務所の横に設けています。また、職人さんとお客さん
をつなぐワークショップの開催や職人さん同士の横つながり
の提案もしています。さらに、雑誌やお店でまだ紹介できてい
ない、しきれない情報を違う角度で掘り下げて、ウェブマガジ
ンや通販サイトの開設とフィールドを拡充しています。
私共は、女性消費者であることを最大限の強みにしていま
す。イクナスには「さぬき時間を楽しむ」というテーマがあり、
「ここから始まって、ここに戻る」と考
えています。好奇心旺盛な14名の女
性が、毎日にぎやかにものづくりの発
信や香川のこれからを話しながら、自
分たちの住んでいるところをリアルに
発信する活動をしています。
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特集
❶

平成30年度
戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）に採択
～財団と髙木綱業㈱が高耐疲労高強度全天候型絶縁ロープの製造・点検技術を共同開発～

わが国製造業の国際競争力強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業・小規模事業者によるものづくり基盤技術（12技術分野）
の向上につながる研究開発、その事業化に向けた取組みを支援することを目的とし、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作
品開発等及び販路開拓への取組みを一貫して支援する事業です。
※ものづくり基盤技術（12技術分野）：デザイン開発／情報処理／精密加工／製造環境／接合・実装／立体造形／表面処理／機械
制御／複合・新機能材料／材料製造プロセス／バイオ／測定計測

平成30年度事業に採択！ 
今年度は3月16日～5月22日まで公募が実施され、当財団からは1件が採択されました。全国では、334件の申請があった中から
126件（四国は4件）が採択されました。

提案までの手順

提案後～交付決定までの流れ

補 助 金 額
補助事業あたり、初年度4,500万円以下（定額部分：1,500万円以下）
２年度目：初年度の補助金交付決定額の2/3以内（定額部分：1,000万円以内）
３年度目：初年度の補助金交付決定額の1/2以内（定額部分：750万円以内）

1 研究内容が公募内容に合致しているか相談
2 研究共同体の構築
3 提案書等の作成
4 提案書等の内容精査
5 提案書提出
必要期間：3ヶ月～4ヶ月（長くとった方が良い）

1 全国採択委員会による書面審査
2 各地方経済産業局によるヒアリング審査
3 審査結果の通知
4 交付申請書の作成
5 交付決定→研究スタート
必要期間：2ヶ月程度

補助事業期間 2年度又は3年度

補 助 率 大学・公設試等の補助対象経費：定額
上記以外の補助対象経費：2/3以内

対 象 者 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」の認定等を受けたものづくり中小企業・小規模事業者を含む
共同体であること。

ＰＬ：総括研究代表者
ＳＬ：副総括研究代表者
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戦略的基盤技術高度化支援事業

本事業は、高度な技術開発を前提とし、新規性や具体的な効果等が厳密に審査されるため、採択されるには提案書の作成等に十
分な準備を必要とします。また、通常毎年4月頃に公募が行われていましたが、平成31年度の公募開始時期については、繰り上げられ
る予定です。
当財団では常時相談に応じていますので、お早めにご連絡ください。
なお、本事業の平成30年度公募要領では次のとおりでした。

次年度以降の提案の相談について

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303

お問い合わせ先

採択案件

高耐疲労高強度全天
候型絶縁ロープの製
造・点検技術の開発

全国の送電線等の電線張替工事で使用する高強度型絶縁
ロープは、長期間の使用で繊維が摩耗して強度低下することが
課題となっている。そこで、より高い信頼性で電線張替工事を
実施するために、ロープの繊維および撚りの摩擦低減技術等を
用いて「高耐疲労高強度全天候型絶縁ロープ」の製造技術を
開発するとともに、ロープの非破壊全長点検技術を開発する。

研究テーマ

（公財）かがわ産業支援財団
髙木綱業株式会社
香川県産業技術センター

複合・
新機能材料

内　　容 基盤技術 実施体制
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かがわ中小企業応援ファンド／かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会を開催しました！！

特集
❷

香川県と財団では、「かがわ中小企業応援ファンド」及び「かがわ農商工連携ファンド」を活用して県内
の中小企業者や農林漁業者などが行う研究開発や販路開拓、人材育成などの様々な取組を支援しています。
このファンド事業を活用して県内の中小企業者などが生み出した新たな商品や技術を、関係企業や金融、
報道など各方面の方々に広くＰＲし、今後の販路開拓につなげるとともに、ファンドの有効活用につなげる
ことを目的として、「新商品発表会」を開催しました。

平成３０年度
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！

特集
❸

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
この度、平成30年度事業を平成30年5月15日から平成30年7月24日まで追加募集したところ、計8件の申請があり、審査の結果、
次の8件が支援対象事業に決定しました。

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県よろず支援拠点
高松市林町2217-15　TEL.087-868-6090　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先

平成３０年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業後期事業が決定しました！！

特集
❹

財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組を総合的に支援しています。
この度、平成30年度後期事業を募集し、応募案件を審査した結果、次の31件を採択しました。

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先

　　　　　　　　「よろず観音寺サテライト」開設！特集
❺

香川県よろず支援拠点では、新たな相談拠点として、平成30年8月9日、観音寺市役所内に、
「よろず観音寺サテライト」を設置しました。
公益財団法人かがわ産業支援財団では、中小企業・小規模事業者への経営支援体制の一層
の強化のため、平成26年6月に国から委託を受け、当財団内に「香川県よろず支援拠点」を開所
しました。これまで、三豊市、東かがわ市、小豆島町、丸亀市及びまんのう町にサテライトを設置
しており、今回の開設により、県内のサテライトは6ヶ所となります。
よろず支援拠点のコーディネーターが月１回程度出向き、売上拡大、販路開拓、経営改善など
経営上の課題に無料で相談に応じます。経営のお困りごとがございましたら、分野にかかわらず、
よろず支援拠点やお近くのサテライトをお気軽にご利用ください。

香川県よろず支援拠点

毎月第２木曜日（9:00～17:30）開催日
観音寺市役所内　相談室（観音寺市坂本町１－１－１）場　所
観音寺市役所 経済部 商工観光課（0875-23-3933）
※事前の予約をお願いします。

受　付

● よろず観音寺サテライトの概要

香川県
公益財団法人かがわ産業支援財団

主　催

平成30年8月3日（金）
13：00～16：00

日　時

サンメッセ香川 小展示場場　所

● 開催概要

開会の挨拶
香川県副知事 西原 義一 氏

宝田電産株式会社

会場の観音寺市役所

新商品発表会は、平成21年から今年で10回目を迎え、今回は、40事業者・連携体により新商品の展
示・試食が行われたほか、3事業者・連携体から事例発表がありました。また、「香川県よろず支援拠
点」、「新機能性表示食品開発相談センター」、「かがわ６次産業化推進センター相談窓口」、「知財総
合支援窓口」の出張相談会を行いました。
企業や行政、研究機関、金融機関などを中心に、各方面から多くの関係者の方々に御来場いただき、
大変盛況のうちに終了することができました。

株式会社フジフーヅ

株式会社キョーワ
伊吹漁業協同組合

宝田電産株式会社（三豊市） かがわ中小企業応援ファンド
（成長のエンジンとなる分野支援事業）

事業主体 テーマ 支援メニュー

株式会社フジフーヅ（さぬき市） かがわ中小企業応援ファンド
（ものづくり産業生産性向上支援事業）

株式会社キョーワ（三豊市）
伊吹漁業協同組合（観音寺市）

薄型配電盤の開発

生産性向上に向けた現場改善活動の推進と
次世代リーダー育成
伊吹島産カタクチイワシを使った冷凍「釜揚
げいりこ」の商品開発と販路開拓

かがわ農商工連携ファンド
（新商品等開発支援事業）

有機栽培ベルガモットオレンジの冷凍果皮を使ったこだわりジェラートの周年生
産と販路開拓

事業名 連携体事業者 採択額 （千円）

高松盆栽普及のためのコンテンツ商品開発と販路開拓

香川県産オリーブオイルを使用したフェイスマスク化粧品の開発と販路開拓

有限会社オッティモ【高松市】
末澤農園【高松市】
株式会社妙興【高松市】
国分寺グリーンクラブ【高松市】
大成薬品工業株式会社【観音寺市】
三豊オリーブ株式会社【三豊市】

450

4,000

4,000

ヒトエグサ陸上養殖システムの確立と養殖ヒトエグサの商品開発・販路開拓 宝食品株式会社【小豆島町】
内海漁業協同組合【小豆島町】 4,000

飯南の桃を利用したスイーツやドレッシング等加工品の開発と販路開拓 株式会社かわよし【高松市】
飯南地区桃生産販売部会【丸亀市】 2,970

高齢者にやさしい農産物や惣菜等加工品の流通・販売方法の実証 かなたまキッチン【さぬき市】
こんちゃん農園【東かがわ市】 4,000

三豊産野菜を活用した“野菜塩（仮称）”の商品開発・販路開拓 cafe de flots【三豊市】
まつむら農園【三豊市】 1,518

事例発表

新商品等開発支援事業 採択７件（申請７件）

Taipei Cycle（台湾・台北市）
見本市名称（国地域） 事業者 採択額 （千円）

Beauty Professional Philippines（フィリピン・マニラ）
第一回中国国際輸入博覧会（中国・上海市）

有限会社アイヴエモーション（さぬき市）
アサクラインターナショナル有限会社（高松市）
鎌田商事株式会社（坂出市）

1,000
1,000
1,000

MAN（フランス・パリ） 有限会社川北縫製（さぬき市） 1,000
IF デザインアワード（ドイツ・ミュンヘン） 株式会社広立（三豊市） 1,000

海外見本市出展支援事業 （募集期間：平成３０年４月９日～５月１８日） 採択5件（申請15件）

業務用しゃもじ（仮称：極みしゃもじプロフェッショナル）開発
事　業　名 事業者 採択額 （千円）

「段付き緩み止め締結ナット」の開発
大型ベルトコンベアのローラ内蔵軸受状態監視用センサーの開発

くりや株式会社（さぬき市）
サンコー株式会社（高松市）
株式会社三和テスコ（高松市）

1,000
1,000
1,000

シジミエキス（ペプチド）の商品化 島乃香株式会社（小豆島町） 992
高機能性無機系凝集剤を活用した石材加工用濁水処理システムの開発 株式会社総合開発（高松市） 1,000
銀加工により消臭機能を付与した綿製品の開発 大同染工株式会社（東かがわ市） 839
日本初モジュール組立型ＢＭＸ・スケートボードパーク開発事業 株式会社都村製作所（琴平町） 1,000
機能性スイーツの開発 株式会社ルーヴ（高松市） 1,000

県外見本市出展支援事業 （募集期間：平成３０年６月６日～８月３日） 採択１８件（申請３６件）

事業者 採択額
（千円）

徳武産業株式会社（さぬき市）
中野産業株式会社（高松市）
株式会社長峰製作所（まんのう町）

250
231
350

パル技研株式会社（高松市） 350
株式会社マルトク（高松市） 350

事業者 採択額
（千円）

株式会社空撮技研（観音寺市）
株式会社久保田麺業（丸亀市）
株式会社シーマイクロ（高松市）

274
90
215

有限会社生化学研究所（坂出市） 350
高松帝酸株式会社（高松市） 350

事業者 採択額
（千円）

アーバン工芸株式会社（東かがわ市）
石丸製麺株式会社（高松市）
株式会社ウエストフードプランニング（丸亀市）

350
90
138

鎌田商事株式会社（坂出市） 90
株式会社川上板金工業所（まんのう町） 350

メロディ・インターナショナル株式会社（高松市） 150宝食品株式会社（小豆島町） 250株式会社川口屋漆器店（さぬき市） 94

新分野等チャレンジ支援事業 （募集期間：平成３０年６月６日～７月２７日） 採択8件（申請14件）

「さぬきキウイっこ」を使用したスイーツのＰＲ及び販売力の強化

事業名 連携体事業者 採択額 （千円）
株式会社スミダ・リ・オリジン【高松市】
株式会社キウイベリージャパン【善通寺市】 1,000

販売力強化・ブランド化支援事業 採択１件（申請１件）
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かがわ中小企業応援ファンド／かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会を開催しました！！

特集
❷

香川県と財団では、「かがわ中小企業応援ファンド」及び「かがわ農商工連携ファンド」を活用して県内
の中小企業者や農林漁業者などが行う研究開発や販路開拓、人材育成などの様々な取組を支援しています。
このファンド事業を活用して県内の中小企業者などが生み出した新たな商品や技術を、関係企業や金融、
報道など各方面の方々に広くＰＲし、今後の販路開拓につなげるとともに、ファンドの有効活用につなげる
ことを目的として、「新商品発表会」を開催しました。

平成３０年度
かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！

特集
❸

財団では総額28億円の「かがわ農商工連携ファンド」を造成し、その運用益で、県内の農林漁業者と中小企業者が連携・協力して
行う新商品開発等を支援しています。
この度、平成30年度事業を平成30年5月15日から平成30年7月24日まで追加募集したところ、計8件の申請があり、審査の結果、
次の8件が支援対象事業に決定しました。

公益財団法人かがわ産業支援財団 香川県よろず支援拠点
高松市林町2217-15　TEL.087-868-6090　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先

平成３０年度
新かがわ中小企業応援ファンド等事業後期事業が決定しました！！

特集
❹

財団では、平成29年度に造成した「新かがわ中小企業応援ファンド」などを活用して、中小企業者等が行う研究開発や販路開拓、
人材育成などの取組を総合的に支援しています。
この度、平成30年度後期事業を募集し、応募案件を審査した結果、次の31件を採択しました。

公益財団法人かがわ産業支援財団 総務部 ファンド事業推進課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9903　FAX.087-869-3710

お問い合わせ先

　　　　　　　　「よろず観音寺サテライト」開設！特集
❺

香川県よろず支援拠点では、新たな相談拠点として、平成30年8月9日、観音寺市役所内に、
「よろず観音寺サテライト」を設置しました。
公益財団法人かがわ産業支援財団では、中小企業・小規模事業者への経営支援体制の一層
の強化のため、平成26年6月に国から委託を受け、当財団内に「香川県よろず支援拠点」を開所
しました。これまで、三豊市、東かがわ市、小豆島町、丸亀市及びまんのう町にサテライトを設置
しており、今回の開設により、県内のサテライトは6ヶ所となります。
よろず支援拠点のコーディネーターが月１回程度出向き、売上拡大、販路開拓、経営改善など
経営上の課題に無料で相談に応じます。経営のお困りごとがございましたら、分野にかかわらず、
よろず支援拠点やお近くのサテライトをお気軽にご利用ください。

香川県よろず支援拠点

毎月第２木曜日（9:00～17:30）開催日
観音寺市役所内　相談室（観音寺市坂本町１－１－１）場　所
観音寺市役所 経済部 商工観光課（0875-23-3933）
※事前の予約をお願いします。

受　付

● よろず観音寺サテライトの概要

香川県
公益財団法人かがわ産業支援財団

主　催

平成30年8月3日（金）
13：00～16：00

日　時

サンメッセ香川 小展示場場　所

● 開催概要

開会の挨拶
香川県副知事 西原 義一 氏

宝田電産株式会社

会場の観音寺市役所

新商品発表会は、平成21年から今年で10回目を迎え、今回は、40事業者・連携体により新商品の展
示・試食が行われたほか、3事業者・連携体から事例発表がありました。また、「香川県よろず支援拠
点」、「新機能性表示食品開発相談センター」、「かがわ６次産業化推進センター相談窓口」、「知財総
合支援窓口」の出張相談会を行いました。
企業や行政、研究機関、金融機関などを中心に、各方面から多くの関係者の方々に御来場いただき、
大変盛況のうちに終了することができました。

株式会社フジフーヅ

株式会社キョーワ
伊吹漁業協同組合

宝田電産株式会社（三豊市） かがわ中小企業応援ファンド
（成長のエンジンとなる分野支援事業）

事業主体 テーマ 支援メニュー

株式会社フジフーヅ（さぬき市） かがわ中小企業応援ファンド
（ものづくり産業生産性向上支援事業）

株式会社キョーワ（三豊市）
伊吹漁業協同組合（観音寺市）

薄型配電盤の開発

生産性向上に向けた現場改善活動の推進と
次世代リーダー育成
伊吹島産カタクチイワシを使った冷凍「釜揚
げいりこ」の商品開発と販路開拓

かがわ農商工連携ファンド
（新商品等開発支援事業）

有機栽培ベルガモットオレンジの冷凍果皮を使ったこだわりジェラートの周年生
産と販路開拓

事業名 連携体事業者 採択額 （千円）

高松盆栽普及のためのコンテンツ商品開発と販路開拓

香川県産オリーブオイルを使用したフェイスマスク化粧品の開発と販路開拓

有限会社オッティモ【高松市】
末澤農園【高松市】
株式会社妙興【高松市】
国分寺グリーンクラブ【高松市】
大成薬品工業株式会社【観音寺市】
三豊オリーブ株式会社【三豊市】

450

4,000

4,000

ヒトエグサ陸上養殖システムの確立と養殖ヒトエグサの商品開発・販路開拓 宝食品株式会社【小豆島町】
内海漁業協同組合【小豆島町】 4,000

飯南の桃を利用したスイーツやドレッシング等加工品の開発と販路開拓 株式会社かわよし【高松市】
飯南地区桃生産販売部会【丸亀市】 2,970

高齢者にやさしい農産物や惣菜等加工品の流通・販売方法の実証 かなたまキッチン【さぬき市】
こんちゃん農園【東かがわ市】 4,000

三豊産野菜を活用した“野菜塩（仮称）”の商品開発・販路開拓 cafe de flots【三豊市】
まつむら農園【三豊市】 1,518

事例発表

新商品等開発支援事業 採択７件（申請７件）

Taipei Cycle（台湾・台北市）
見本市名称（国地域） 事業者 採択額 （千円）

Beauty Professional Philippines（フィリピン・マニラ）
第一回中国国際輸入博覧会（中国・上海市）

有限会社アイヴエモーション（さぬき市）
アサクラインターナショナル有限会社（高松市）
鎌田商事株式会社（坂出市）

1,000
1,000
1,000

MAN（フランス・パリ） 有限会社川北縫製（さぬき市） 1,000
IF デザインアワード（ドイツ・ミュンヘン） 株式会社広立（三豊市） 1,000

海外見本市出展支援事業 （募集期間：平成３０年４月９日～５月１８日） 採択5件（申請15件）

業務用しゃもじ（仮称：極みしゃもじプロフェッショナル）開発
事　業　名 事業者 採択額 （千円）

「段付き緩み止め締結ナット」の開発
大型ベルトコンベアのローラ内蔵軸受状態監視用センサーの開発

くりや株式会社（さぬき市）
サンコー株式会社（高松市）
株式会社三和テスコ（高松市）

1,000
1,000
1,000

シジミエキス（ペプチド）の商品化 島乃香株式会社（小豆島町） 992
高機能性無機系凝集剤を活用した石材加工用濁水処理システムの開発 株式会社総合開発（高松市） 1,000
銀加工により消臭機能を付与した綿製品の開発 大同染工株式会社（東かがわ市） 839
日本初モジュール組立型ＢＭＸ・スケートボードパーク開発事業 株式会社都村製作所（琴平町） 1,000
機能性スイーツの開発 株式会社ルーヴ（高松市） 1,000

県外見本市出展支援事業 （募集期間：平成３０年６月６日～８月３日） 採択１８件（申請３６件）

事業者 採択額
（千円）

徳武産業株式会社（さぬき市）
中野産業株式会社（高松市）
株式会社長峰製作所（まんのう町）

250
231
350

パル技研株式会社（高松市） 350
株式会社マルトク（高松市） 350

事業者 採択額
（千円）

株式会社空撮技研（観音寺市）
株式会社久保田麺業（丸亀市）
株式会社シーマイクロ（高松市）

274
90
215

有限会社生化学研究所（坂出市） 350
高松帝酸株式会社（高松市） 350

事業者 採択額
（千円）

アーバン工芸株式会社（東かがわ市）
石丸製麺株式会社（高松市）
株式会社ウエストフードプランニング（丸亀市）

350
90
138

鎌田商事株式会社（坂出市） 90
株式会社川上板金工業所（まんのう町） 350

メロディ・インターナショナル株式会社（高松市） 150宝食品株式会社（小豆島町） 250株式会社川口屋漆器店（さぬき市） 94

新分野等チャレンジ支援事業 （募集期間：平成３０年６月６日～７月２７日） 採択8件（申請14件）

「さぬきキウイっこ」を使用したスイーツのＰＲ及び販売力の強化

事業名 連携体事業者 採択額 （千円）
株式会社スミダ・リ・オリジン【高松市】
株式会社キウイベリージャパン【善通寺市】 1,000

販売力強化・ブランド化支援事業 採択１件（申請１件）



香川県内に立地している冷凍調理食品製造及び
冷凍水産製造業などの冷凍食品を製造する食品企
業を対象に、新製品・新技術の開発支援並びに関係
企業が抱える課題を解決するため、産学官が連携し
て、総合的な支援事業を実施することを目的として設
立した「かがわ冷凍食品研究フォーラム」の主催によ
り、平成30年7月25日（水）、香川県農業試験場にお
いて第４回情報交換・施設見学会を開催しました。

①【演題】水稲「おいでまい」と小麦「さぬきの夢2009」について」
【講師】香川県農業試験場 作物特作部門 主席研究員 村上 優浩 氏
②【演題】「香川の野菜：種類と特徴について」
【講師】香川県農業試験場 野菜花き部門 主席研究員 池内 隆夫 氏
③【演題】「さぬき讃フルーツにおける本県オリジナル品種について」
　【講師】香川県農業試験場 府中果樹研究所 所長 大谷 衛 氏
④【演題】「日本初のオリーブ新品種「香オリ3号」「香オリ5号」について」
　【講師】香川県農業試験場 小豆オリーブ研究所 主席研究員 山下 泰生 氏

かがわ冷凍食品研究フォーラム 第４回 情報交換・施設見学会を開催しました
【香川県農業試験場における研究事例紹介】

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部
高松市林町2217-43 RISTかがわ　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先

募集期間 平成30年9月25日（火）～11月2日（金）

表 彰 式 平成31年2月7日（木）予定「サンメッセ香川２階大会議室」

⑴かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ2018
　【新たな事業を開始する又は開始して間もない方向け】

支 援 事 例 紹 介 財 団 の 活 動
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公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9904　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

株式会社コマツ　大阪工場の御協力をいただき、県内企業17
社及び香川大学創造工学部が、自社の新技術・新工法を展示・
提案する商談会を開催しました。
会期中は、株式会社コマツ及び関連企業を含めた１００名以上

が来場され、各ブースで出展企業との活発な商談が行われました。
出展企業にとっては、株式会社コマツの多くの関係者に自社の技
術等を直接提案するとともに、大手企業のニーズを把握できる絶
好の機会となりました。
香川県及び財団では、今回の出展企業に対しフォローアップを
行い、具体的な取引につながるようサポートをするなど、県内企業
の販路拡大を積極的に支援します。

「香川県新技術・新工法提案商談会 in コマツ」を開催しました
～香川のものづくり企業の新技術・新工法を株式会社コマツに直接アピール～

来たれ起業家！かがわビジネスモデル･チャレンジコンペの歴史
公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を

図るため、創造的な技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しよ
うとする、独創的なビジネスプランについて、平成23年度から毎年秋頃に募集を開始し、一次・二次･最
終審査を経て、翌年2月頃に入賞者を表彰しています。【かがわビジネス･モデルチャレンジコンペ】
更に、既に、こうしたビジネスプランを樹立･実践し、実績を挙げている先進的なビジネスモデルも

併せて同じ時期に募集を開始し、審査を経て表彰しています。【かがわ発！先進的ビジネスモデル】
当財団は、これらを平成29年度までに計7回開催し、これまで45名の入賞者を表彰することによ

って（下段表参照）、県内の幅広い中小企業を元気にし、地域経済の活性化を図ってきました。
特に、ビジネスモデル･チャレンジコンペの最優秀賞者は、表彰に加えて、最大200万円の助成
金を受けることができ、更に財団内インキュベーション施設を最大2年間無料で使用可能であるた
め、この受賞を契機に、多くの方が事業をステップアップさせています。
平成30年度も従来と同じく、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を図るため、
以下の内容で募集を開始しますので、皆様、是非挑戦してみて下さい。

平成30年度募集内容

かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ／かがわ発！先進的ビジネスモデル 入賞履歴

対 象 者 次の条件すべてに該当する方とします。
❶独創的なビジネスプランを有し、平成32年3月31日までに香川県内で創業若しくは設
立する予定又は平成31年4月1日現在で創業若しくは設立が5年未満である中小企業
者※（会社又は個人）、一般財団法人、一般社団法人、若しくは特定非営利活動法人

❷一般財団法人、一般社団法人若しくは特定非営利活動法人にあっては、中小企業者の
振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うもの又は中小
企業者を支援する事業を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること
❸大企業からの出資が50％以上でなく、かつ、実質的な経営の参画がないこと

募集期間 平成30年9月25日（火）～11月30日（金）

本選審査（発表会）及び表彰式 平成31年2月7日（木）予定「サンメッセ香川２階大会議室」

⑵かがわ発！先進的ビジネスモデル2018
　【一定の事業実績を挙げられた方向け】

対 象 者 次の条件すべてに該当する方とします。
❶過去10年以内に独創的なビジネスプランを自ら樹立・実践し、県内の産業技術の高
度化及び産業の振興に寄与したと認められる成果を挙げた中小企業者※（会社又は
個人）、一般財団法人、一般社団法人、若しくは特定非営利活動法人
❷上記❷と同じ
❸香川県内に住所を有すること

チャレンジコンペ 所在地 先進的ビジネスモデル 所在地
第１回
H23年度
2011

第３回
H25年度
2013

第４回
H26年度
2014

第５回
H27年度
2015

第６回
H28年度
2016
第７回
H29年度
2017

第２回
H24年度
2012

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

hacomo㈱
国宗耕二
㈱ミヤプロ

東かがわ市
高松市
高松市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

馬場加奈子
杉山利恵
山本義美

高松市
高松市
坂出市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱cavic
㈱風向
六車香里

高松市
高松市
高松市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱禾
㈱四国食べる通信
㈱空撮技研

綾川町
高松市
観音寺市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱ADSムラカミ
仁尾産商㈱
渋谷信人

高松市
三豊市
小豆島町

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

齊藤眞理
㈱レアスウィートコスメ
㈱森づくり

高松市
高松市
さぬき市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱フレップテック
今出雄太
㈱Raise the Flag.

高松市
三木町
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

㈱平井料理システム
㈱きむら
高松丸亀町壱番街㈱

高松市
高松市
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

ハイスキー食品工業㈱
㈱マルモ印刷
㈱大和製作所

三木町
三豊市
宇多津町

優秀賞 ルボア㈱ 東かがわ市
大賞
優秀賞
優秀賞

㈱大河内工務店
㈱旺建
日本ケミフェルト㈱

三豊市
高松市
多度津町

大賞
優秀賞
優秀賞

くりや㈱
㈱家具家
住田俊二

さぬき市
高松市
高松市

優秀賞 ㈱tao． 高松市
大賞
優秀賞
優秀賞

山一木材㈱
あすぱら屋しげ
㈱白洋舎

丸亀市
丸亀市
高松市

優秀賞 ㈱森國酒造 小豆島町
大賞
優秀賞
優秀賞

hacomo㈱
讃岐富士農産
ケイ・タス㈱

東かがわ市
丸亀市
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

さんわ農夢㈱
京兼醸造㈲
㈱オーキッド

三豊市
琴平町
高松市

ー 2011年度 ー

ー 2012年度 ー

ー 2013年度 ー

ー 2014年度 ー

ー 2015年度 ー

ー 2016年度 ー

ー 2017年度 ー

平成30年6月12日（火）10：00～15：00開催日時
株式会社コマツ 大阪工場 生産技術開発センタ1Ｆ 
会議室（大阪府枚方市上野3-1-1）

開催場所

【開催概要】

県内企業17社及び香川大学創造工学部出展企業
㈱コマツ 大阪工場 生産技術部門等の担当者、
みどり会会員（協力会）等

来 場 者

90社（内新規参加22社）（※昨年度89社参加、内新規19社）参加セラー
63社（内新規参加17社）（※昨年度58社参加、内新規14社）参加バイヤー

【速報値】

商談件数：713件　　商談成約見込：207件　　商談継続：380件
※商談件数は前年と比べ、55件増加、商談成約見込は80件増加となりました。

当日実績

平成30年9月12日（水）10：00～17：10開催日時
ＪＲホテルクレメント高松開催場所

【開催概要】

香川県、（公財）かがわ産業支援財団
㈱百十四銀行、㈱香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫

主　　催

㈱日本政策金融公庫高松支店、㈱商工組合中央金庫高松支店、
農林中央金庫高松支店、高松商工会議所

共　　催

香川県、公益財団法人かがわ産業支援財団主  　催

㈱コマツ等来場者の声
★「初めて接する企業がほとんどであったが、様々な分野の新技
術があり興味深かった。」
★「課題のある案件について相談できる機会となり参考になった。」
★「良い物が多くあり、活用してみたいと感じた。」といったコメン
トをいただきました。

出展企業の声
★「自社製品に関する内容について、担当者の方と直接お話しす
ることができ、現状とニーズの把握ができた。」
★「今回の様な商談会では、説明を丁寧に行うことができるため
効果的である。」
★「製品・技術の採用権限を持った方など、自社単独では面談も難しい
方 と々直接情報交換ができる貴重な場であり、参加して良かった。」と
いった声が寄せられ、今後の展開に期待が持てる内容となりました。

県内食品関連事業者、並びに農林水産事業者の販路開拓を支援するため、大都市圏等のバイヤーを招へいし、「食品商談会」を開催
しました。当日は、県内セラー（食品関連事業者、農林水産事業者）90社と、県内外のバイヤー63社が参加し、参加費無料・事前マッチン
グ制の食品商談会としては、中四国最大級の規模となりました。会場には、『商品・商談会相談コーナー』、『パッケージデザイン等相談コー
ナー』、『知的財産相談コーナー』、『新商品開発等相談コーナー』を設置し、セラーの様 な々相談にも対応しました。

香川県「食品商談会」を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 企業支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-840-0391　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

※独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく中小企業者



香川県内に立地している冷凍調理食品製造及び
冷凍水産製造業などの冷凍食品を製造する食品企
業を対象に、新製品・新技術の開発支援並びに関係
企業が抱える課題を解決するため、産学官が連携し
て、総合的な支援事業を実施することを目的として設
立した「かがわ冷凍食品研究フォーラム」の主催によ
り、平成30年7月25日（水）、香川県農業試験場にお
いて第４回情報交換・施設見学会を開催しました。

①【演題】水稲「おいでまい」と小麦「さぬきの夢2009」について」
【講師】香川県農業試験場 作物特作部門 主席研究員 村上 優浩 氏
②【演題】「香川の野菜：種類と特徴について」
【講師】香川県農業試験場 野菜花き部門 主席研究員 池内 隆夫 氏
③【演題】「さぬき讃フルーツにおける本県オリジナル品種について」
　【講師】香川県農業試験場 府中果樹研究所 所長 大谷 衛 氏
④【演題】「日本初のオリーブ新品種「香オリ3号」「香オリ5号」について」
　【講師】香川県農業試験場 小豆オリーブ研究所 主席研究員 山下 泰生 氏

かがわ冷凍食品研究フォーラム 第４回 情報交換・施設見学会を開催しました
【香川県農業試験場における研究事例紹介】

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部
高松市林町2217-43 RISTかがわ　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先

募集期間 平成30年9月25日（火）～11月2日（金）

表 彰 式 平成31年2月7日（木）予定「サンメッセ香川２階大会議室」

⑴かがわビジネスモデル･チャレンジコンペ2018
　【新たな事業を開始する又は開始して間もない方向け】

支 援 事 例 紹 介 財 団 の 活 動

October 2018 Kagawa Industrial Information 219 October 2018 Kagawa Industrial Information 21 10

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-868-9904　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

株式会社コマツ　大阪工場の御協力をいただき、県内企業17
社及び香川大学創造工学部が、自社の新技術・新工法を展示・
提案する商談会を開催しました。
会期中は、株式会社コマツ及び関連企業を含めた１００名以上

が来場され、各ブースで出展企業との活発な商談が行われました。
出展企業にとっては、株式会社コマツの多くの関係者に自社の技
術等を直接提案するとともに、大手企業のニーズを把握できる絶
好の機会となりました。
香川県及び財団では、今回の出展企業に対しフォローアップを
行い、具体的な取引につながるようサポートをするなど、県内企業
の販路拡大を積極的に支援します。

「香川県新技術・新工法提案商談会 in コマツ」を開催しました
～香川のものづくり企業の新技術・新工法を株式会社コマツに直接アピール～

来たれ起業家！かがわビジネスモデル･チャレンジコンペの歴史
公益財団法人かがわ産業支援財団では、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を

図るため、創造的な技術や商品、サービスなどを自ら新規に開発し、新たな顧客や付加価値を創造しよ
うとする、独創的なビジネスプランについて、平成23年度から毎年秋頃に募集を開始し、一次・二次･最
終審査を経て、翌年2月頃に入賞者を表彰しています。【かがわビジネス･モデルチャレンジコンペ】
更に、既に、こうしたビジネスプランを樹立･実践し、実績を挙げている先進的なビジネスモデルも

併せて同じ時期に募集を開始し、審査を経て表彰しています。【かがわ発！先進的ビジネスモデル】
当財団は、これらを平成29年度までに計7回開催し、これまで45名の入賞者を表彰することによ

って（下段表参照）、県内の幅広い中小企業を元気にし、地域経済の活性化を図ってきました。
特に、ビジネスモデル･チャレンジコンペの最優秀賞者は、表彰に加えて、最大200万円の助成
金を受けることができ、更に財団内インキュベーション施設を最大2年間無料で使用可能であるた
め、この受賞を契機に、多くの方が事業をステップアップさせています。
平成30年度も従来と同じく、香川の将来を担う革新的ベンチャー企業の創出・育成を図るため、
以下の内容で募集を開始しますので、皆様、是非挑戦してみて下さい。

平成30年度募集内容

かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ／かがわ発！先進的ビジネスモデル 入賞履歴

対 象 者 次の条件すべてに該当する方とします。
❶独創的なビジネスプランを有し、平成32年3月31日までに香川県内で創業若しくは設
立する予定又は平成31年4月1日現在で創業若しくは設立が5年未満である中小企業
者※（会社又は個人）、一般財団法人、一般社団法人、若しくは特定非営利活動法人

❷一般財団法人、一般社団法人若しくは特定非営利活動法人にあっては、中小企業者の
振興に資する事業を行うものであって、中小企業者と連携して事業を行うもの又は中小
企業者を支援する事業を行うために中小企業者が主体となって設立するものであること
❸大企業からの出資が50％以上でなく、かつ、実質的な経営の参画がないこと

募集期間 平成30年9月25日（火）～11月30日（金）

本選審査（発表会）及び表彰式 平成31年2月7日（木）予定「サンメッセ香川２階大会議室」

⑵かがわ発！先進的ビジネスモデル2018
　【一定の事業実績を挙げられた方向け】

対 象 者 次の条件すべてに該当する方とします。
❶過去10年以内に独創的なビジネスプランを自ら樹立・実践し、県内の産業技術の高
度化及び産業の振興に寄与したと認められる成果を挙げた中小企業者※（会社又は
個人）、一般財団法人、一般社団法人、若しくは特定非営利活動法人
❷上記❷と同じ
❸香川県内に住所を有すること

チャレンジコンペ 所在地 先進的ビジネスモデル 所在地
第１回
H23年度
2011

第３回
H25年度
2013

第４回
H26年度
2014

第５回
H27年度
2015

第６回
H28年度
2016
第７回
H29年度
2017

第２回
H24年度
2012

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

hacomo㈱
国宗耕二
㈱ミヤプロ

東かがわ市
高松市
高松市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

馬場加奈子
杉山利恵
山本義美

高松市
高松市
坂出市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱cavic
㈱風向
六車香里

高松市
高松市
高松市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱禾
㈱四国食べる通信
㈱空撮技研

綾川町
高松市
観音寺市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱ADSムラカミ
仁尾産商㈱
渋谷信人

高松市
三豊市
小豆島町

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

齊藤眞理
㈱レアスウィートコスメ
㈱森づくり

高松市
高松市
さぬき市

最優秀賞
優秀賞
優秀賞

㈱フレップテック
今出雄太
㈱Raise the Flag.

高松市
三木町
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

㈱平井料理システム
㈱きむら
高松丸亀町壱番街㈱

高松市
高松市
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

ハイスキー食品工業㈱
㈱マルモ印刷
㈱大和製作所

三木町
三豊市
宇多津町

優秀賞 ルボア㈱ 東かがわ市
大賞
優秀賞
優秀賞

㈱大河内工務店
㈱旺建
日本ケミフェルト㈱

三豊市
高松市
多度津町

大賞
優秀賞
優秀賞

くりや㈱
㈱家具家
住田俊二

さぬき市
高松市
高松市

優秀賞 ㈱tao． 高松市
大賞
優秀賞
優秀賞

山一木材㈱
あすぱら屋しげ
㈱白洋舎

丸亀市
丸亀市
高松市

優秀賞 ㈱森國酒造 小豆島町
大賞
優秀賞
優秀賞

hacomo㈱
讃岐富士農産
ケイ・タス㈱

東かがわ市
丸亀市
高松市

大賞
優秀賞
優秀賞

さんわ農夢㈱
京兼醸造㈲
㈱オーキッド

三豊市
琴平町
高松市

ー 2011年度 ー

ー 2012年度 ー

ー 2013年度 ー

ー 2014年度 ー

ー 2015年度 ー

ー 2016年度 ー

ー 2017年度 ー

平成30年6月12日（火）10：00～15：00開催日時
株式会社コマツ 大阪工場 生産技術開発センタ1Ｆ 
会議室（大阪府枚方市上野3-1-1）

開催場所

【開催概要】

県内企業17社及び香川大学創造工学部出展企業
㈱コマツ 大阪工場 生産技術部門等の担当者、
みどり会会員（協力会）等

来 場 者

90社（内新規参加22社）（※昨年度89社参加、内新規19社）参加セラー
63社（内新規参加17社）（※昨年度58社参加、内新規14社）参加バイヤー

【速報値】

商談件数：713件　　商談成約見込：207件　　商談継続：380件
※商談件数は前年と比べ、55件増加、商談成約見込は80件増加となりました。

当日実績

平成30年9月12日（水）10：00～17：10開催日時
ＪＲホテルクレメント高松開催場所

【開催概要】

香川県、（公財）かがわ産業支援財団
㈱百十四銀行、㈱香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫

主　　催

㈱日本政策金融公庫高松支店、㈱商工組合中央金庫高松支店、
農林中央金庫高松支店、高松商工会議所

共　　催

香川県、公益財団法人かがわ産業支援財団主  　催

㈱コマツ等来場者の声
★「初めて接する企業がほとんどであったが、様々な分野の新技
術があり興味深かった。」
★「課題のある案件について相談できる機会となり参考になった。」
★「良い物が多くあり、活用してみたいと感じた。」といったコメン
トをいただきました。

出展企業の声
★「自社製品に関する内容について、担当者の方と直接お話しす
ることができ、現状とニーズの把握ができた。」
★「今回の様な商談会では、説明を丁寧に行うことができるため
効果的である。」
★「製品・技術の採用権限を持った方など、自社単独では面談も難しい
方 と々直接情報交換ができる貴重な場であり、参加して良かった。」と
いった声が寄せられ、今後の展開に期待が持てる内容となりました。

県内食品関連事業者、並びに農林水産事業者の販路開拓を支援するため、大都市圏等のバイヤーを招へいし、「食品商談会」を開催
しました。当日は、県内セラー（食品関連事業者、農林水産事業者）90社と、県内外のバイヤー63社が参加し、参加費無料・事前マッチン
グ制の食品商談会としては、中四国最大級の規模となりました。会場には、『商品・商談会相談コーナー』、『パッケージデザイン等相談コー
ナー』、『知的財産相談コーナー』、『新商品開発等相談コーナー』を設置し、セラーの様 な々相談にも対応しました。

香川県「食品商談会」を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 企業振興部 企業支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-840-0391　FAX.087-869-3710お問い合わせ先

※独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく中小企業者
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公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産普及課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9004　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

大企業等が保有する開放特許等の活用を通じて、県内企業の新商品開発や新たな事業展開を促進するため、「知財マッチングinかが
わ2018」を開催します。
開放特許等を保有する大企業等にご協力いただき、それぞれ自社の開放特許の紹介及びパネル展示を行うとともに、事前に予約され

た企業の方と個別面談を行います。また併せて、「かがわ知財経営塾」の3回目を開催します。
「新たな事業を展開したい」、「優れた新商品を低コスト・短期間でつくりたい」などと、お考えの県内企業は、ご参加ください。

「知財マッチング in かがわ2018」を開催します

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など、初心者の方を対象に、日本弁理士会四国支
部と連携し、知的財産権制度の概要をはじめ、出願・取得、検索実習・演習などの実務について、延べ108名の参加者を得て、５回連続の
初心者向け知的財産権制度入門講座を開催しました。

初心者向け知的財産権制度入門講座を開催しました

平成30年10月31日（水）10：00～16：00日　時

サンメッセ香川 2階 サンメッセホール（パネル展示、個別面談）
サンメッセ香川 2階 中会議室（大企業等のシーズ紹介、「かがわ知財経営塾」第3回）

場　所

11社参加大企業等

財 団 か ら の お 知 ら せ

開催日 開催場所 テーマ 講　師

京和 尚 弁理士

京和 尚 弁理士

松島 理 弁理士

村上 武栄 弁理士

松島 理 弁理士

1 ７月６日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

知的財産権制度について
（概要）

2 ７月13日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許・実用新案入門

3 ７月20日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 意匠・商標入門

4 ７月27日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の入門

5 8月10日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の活用

知的財産の活用により企業競争力の強化を促進するため、日本弁理士会の協力を得て、知的財産の活用に関心のある経営者（陣）等
を主な対象として、知的財産の活用について身近な事例紹介を中心に、分かりやすい内容で、5回の連続した「かがわ知財経営塾」を開
催します。なお、3回目は、「知財マッチングinかがわ2018」と併せて開催します。
受講者の定員は30名で、原則として、5回全ての講義を受講される方を優先します。

「かがわ知財経営塾」を開催します

開催日 開催場所 テーマ（仮題） 講　師

壬生弁理士事務所
壬生 優子 弁理士

古谷国際特許事務所
松下 正 弁理士

コスモス特許事務所
竹村 恵一 弁理士

コスモス特許事務所
富澤 正 弁理士

石井総合知的財産事務所
石井 貴文 弁理士

第1回 10月18日（木）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

中小企業における知的財産戦略
（概要）

第2回 10月24日（水）
13：30～15：30

ネクスト香川
3F 大会議室

中小企業における知的財産活用戦略
（事例を中心に）

第3回 10月31日（水）
13：30～15：30

サンメッセ香川
2F 中会議室

大企業等の開放特許を活用した商品
開発ビジネス

第4回 11月6日（火）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

開放特許の活用法・活用事例
（活用事例を中心に）

第5回 11月14日（水）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

開放特許のライセンス契約と商品開
発に向けた資金調達
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香川県内に立地している冷凍調理食品製造及び
冷凍水産製造業などの冷凍食品を製造する食品企
業を対象に、新製品・新技術の開発支援並びに関係
企業が抱える課題を解決するため、産学官が連携し
て、総合的な支援事業を実施することを目的として設
立した「かがわ冷凍食品研究フォーラム」の主催によ
り、平成30年7月25日（水）、香川県農業試験場にお
いて第４回情報交換・施設見学会を開催しました。

（公財）かがわ産業支援財団、（一社）香川県発明協会、（公財）大西・アオイ記念財団、は、将来を担う子ども
たちに楽しみながら科学と発明への興味を高めてもらうため、平成30年8月18日（土）、RISTかがわにおいて、
小学生親子等を対象に、『科学と発明』おもしろ体験学習を開催しました。

①【演題】水稲「おいでまい」と小麦「さぬきの夢2009」について」
【講師】香川県農業試験場 作物・特作部門 主席研究員 村上 優浩 氏
②【演題】「香川の野菜：種類と特徴について」
【講師】香川県農業試験場 野菜・花き部門 主席研究員 池内 隆夫 氏
③【演題】「さぬき讃フルーツにおける本県オリジナル品種について」
　【講師】香川県農業試験場 府中果樹研究所 所長 大谷 衛 氏
④【演題】「日本初のオリーブ新品種「香オリ3号」「香オリ5号」について」
　【講師】香川県農業試験場 小豆オリーブ研究所 主席研究員 山下 泰生 氏

かがわ冷凍食品研究フォーラム 第４回 情報交換・施設見学会を開催しました
【香川県農業試験場における研究事例紹介】

「科学と発明」とおもしろ体験学習を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部
高松市林町2217-43 RISTかがわ　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先
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今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希少糖産業の集積を図るため、香
川県が希少糖製造技術者養成講座を開講しました。食品産業を中心に県内企業の方々に御参加
いただき、下記プログラムで進めています。
今後も、「希少糖といえば香川、香川といえば希少糖」といわれる一大産業に成長するよう、香川
県では希少糖産業への参入を目指す県内企業を支援してまいります。

希少糖製造技術者養成講座を開講しました

昨年、一般社団法人希少糖普及協会により、11月10日が“いい糖の日”として『希少糖の日』に制定され
ました。昨年度の制定記念式典や希少糖マルシェ等のイベントに続き、今年度も香川県内でのマルシェ
（11月10日（土）・11日（日）予定）をはじめ、『希少糖の日』を中心に県内外でイベントが予定されています。
詳細は、希少糖普及協会ホームページ（https://www.raresugar.org/）まで。

11月10日は『希少糖の日』

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

香川県の主要な産業であるものづくり基盤技術関連企業の成長分野等への進出を支援する取組みとして、機械要素・加工技術を一
堂に集めた日本最大級の専門技術展「第22回機械要素技術展」に香川県ブースを出展しました。出展企業10社にとっては、首都圏の設
計・製造・開発部門を中心とした来場者に対して、自社技術を直接提案するとともに、企業のニーズを把握する絶好の機会となりました。

平成30年6月20日（水）～22日（金）開催期間
東京ビッグサイト（東京都江東区有明）開催場所
2,580社、88,679人（同時開催展を含む）出展者数及び来場者数
出展企業：10社 来場者数：1,202人
商談件数：269件 継続案件数：78件

香川県ブース実績

平成30年10月3日（水）～5日（金）（3日間）開催期間
インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港）開催場所
出展企業：9社を予定香川県ブース

出展企業のコメント
●具体的な問合せや商談につながる来場者が多く、高効率でPR
することができた。

●香川県のブースとして共同出展することにより、香川県の企業とい
うこともPRができ、また出展による負担も軽減できて助かっている。
●業種・業界を問わず、多種多様なお客様と情報交換でき良かった。
などのご意見をいただき、出展企業は首都圏で開催される大規模
展示会への出展によって成果を得ております。継続的検討案件も
多く、今後の成約等が期待されます。

第１回（9/12） 希少糖の最新の研究動向とマーケティング【座学】
第２回（9/19） ＲＳＳ研究会の活動と食品への利用効果【座学】
第３回（9/26） 希少糖生産ステーションの見学【見学】
第４回（10/3） 企業が取り組む希少糖の製造と展開【座学】
第５回（10/10） 希少糖を量る【実習】
第６回（10/17） 希少糖を作る【実習】

「第22回機械要素技術展」に香川のものづくり企業10社が出展！
～ 新製品・新技術を首都圏の製造業者にアピールしました ～

なお、10月に開催されます、第21回関西機械要素技術展へも
出展いたします。
【第21回 関西機械要素技術展】　
http://www.mtech-kansai.jp/

＜香川県ブース＞ ＜商談の様子＞

平成29年度の希少糖製造技術者養成講座【実習】

昨年の『希少糖の日』制定記念式典の様子

希少糖製造技術者養成講座プログラム

Ａ　電子レンジでガラス細工

Ｂ　いろいろな顕微鏡で
　  のぞく世界

Ｃ　発明工作

Ａ　電子レンジでガラス細工 研究用電子レンジのマイクロ波で加熱して、
ガラス細工やポップコーンづくりを体験

内　容参加者

14名

22名

16名

Ｂ　いろいろな顕微鏡で
のぞく世界

電子顕微鏡や光学顕微鏡を使って、それぞ
れの見える世界の違いを観察

Ｃ　発明工作 昆布のネバネバ成分でカラフルな人工イク
ラを作って、ペットボトルの小宇宙を楽しむ
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公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産普及課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9004　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課
高松市林町2217-15　TEL.087-867-9577　FAX.087-867-9365お問い合わせ先

大企業等が保有する開放特許等の活用を通じて、県内企業の新商品開発や新たな事業展開を促進するため、「知財マッチングinかが
わ2018」を開催します。
開放特許等を保有する大企業等にご協力いただき、それぞれ自社の開放特許の紹介及びパネル展示を行うとともに、事前に予約され

た企業の方と個別面談を行います。また併せて、「かがわ知財経営塾」の3回目を開催します。
「新たな事業を展開したい」、「優れた新商品を低コスト・短期間でつくりたい」などと、お考えの県内企業は、ご参加ください。

「知財マッチング in かがわ2018」を開催します

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など、初心者の方を対象に、日本弁理士会四国支
部と連携し、知的財産権制度の概要をはじめ、出願・取得、検索実習・演習などの実務について、延べ108名の参加者を得て、５回連続の
初心者向け知的財産権制度入門講座を開催しました。

初心者向け知的財産権制度入門講座を開催しました

平成30年10月31日（水）10：00～16：00日　時

サンメッセ香川 2階 サンメッセホール（パネル展示、個別面談）
サンメッセ香川 2階 中会議室（大企業等のシーズ紹介、「かがわ知財経営塾」第3回）

場　所

11社参加大企業等
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開催日 開催場所 テーマ 講　師

京和 尚 弁理士

京和 尚 弁理士

松島 理 弁理士

村上 武栄 弁理士

松島 理 弁理士

1 ７月６日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
3F 第3会議室

知的財産権制度について
（概要）

2 ７月13日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許・実用新案入門

3 ７月20日（金）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 意匠・商標入門

4 ７月27日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の入門

5 8月10日（金）
13：30～16：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室 特許等調査の活用

知的財産の活用により企業競争力の強化を促進するため、日本弁理士会の協力を得て、知的財産の活用に関心のある経営者（陣）等
を主な対象として、知的財産の活用について身近な事例紹介を中心に、分かりやすい内容で、5回の連続した「かがわ知財経営塾」を開
催します。なお、3回目は、「知財マッチングinかがわ2018」と併せて開催します。
受講者の定員は30名で、原則として、5回全ての講義を受講される方を優先します。

「かがわ知財経営塾」を開催します

開催日 開催場所 テーマ（仮題） 講　師

壬生弁理士事務所
壬生 優子 弁理士

古谷国際特許事務所
松下 正 弁理士

コスモス特許事務所
竹村 恵一 弁理士

コスモス特許事務所
富澤 正 弁理士

石井総合知的財産事務所
石井 貴文 弁理士

第1回 10月18日（木）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

中小企業における知的財産戦略
（概要）

第2回 10月24日（水）
13：30～15：30

ネクスト香川
3F 大会議室

中小企業における知的財産活用戦略
（事例を中心に）

第3回 10月31日（水）
13：30～15：30

サンメッセ香川
2F 中会議室

大企業等の開放特許を活用した商品
開発ビジネス

第4回 11月6日（火）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

開放特許の活用法・活用事例
（活用事例を中心に）

第5回 11月14日（水）
13：30～15：30

香川産業頭脳化センター 
1F 専門研修室

開放特許のライセンス契約と商品開
発に向けた資金調達

財 団 の 活 動
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香川県内に立地している冷凍調理食品製造及び
冷凍水産製造業などの冷凍食品を製造する食品企
業を対象に、新製品・新技術の開発支援並びに関係
企業が抱える課題を解決するため、産学官が連携し
て、総合的な支援事業を実施することを目的として設
立した「かがわ冷凍食品研究フォーラム」の主催によ
り、平成30年7月25日（水）、香川県農業試験場にお
いて第４回情報交換・施設見学会を開催しました。

（公財）かがわ産業支援財団、（一社）香川県発明協会、（公財）大西・アオイ記念財団、は、将来を担う子ども
たちに楽しみながら科学と発明への興味を高めてもらうため、平成30年8月18日（土）、RISTかがわにおいて、
小学生親子等を対象に、『科学と発明』おもしろ体験学習を開催しました。

①【演題】水稲「おいでまい」と小麦「さぬきの夢2009」について」
【講師】香川県農業試験場 作物・特作部門 主席研究員 村上 優浩 氏
②【演題】「香川の野菜：種類と特徴について」
【講師】香川県農業試験場 野菜・花き部門 主席研究員 池内 隆夫 氏
③【演題】「さぬき讃フルーツにおける本県オリジナル品種について」
　【講師】香川県農業試験場 府中果樹研究所 所長 大谷 衛 氏
④【演題】「日本初のオリーブ新品種「香オリ3号」「香オリ5号」について」
　【講師】香川県農業試験場 小豆オリーブ研究所 主席研究員 山下 泰生 氏

かがわ冷凍食品研究フォーラム 第４回 情報交換・施設見学会を開催しました
【香川県農業試験場における研究事例紹介】

「科学と発明」とおもしろ体験学習を開催しました

公益財団法人かがわ産業支援財団 地域共同研究部
高松市林町2217-43 RISTかがわ　TEL.087-869-3440　FAX.087-869-3441お問い合わせ先

財 団 の 活 動
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今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希少糖産業の集積を図るため、香
川県が希少糖製造技術者養成講座を開講しました。食品産業を中心に県内企業の方々に御参加
いただき、下記プログラムで進めています。
今後も、「希少糖といえば香川、香川といえば希少糖」といわれる一大産業に成長するよう、香川
県では希少糖産業への参入を目指す県内企業を支援してまいります。

希少糖製造技術者養成講座を開講しました

昨年、一般社団法人希少糖普及協会により、11月10日が“いい糖の日”として『希少糖の日』に制定され
ました。昨年度の制定記念式典や希少糖マルシェ等のイベントに続き、今年度も香川県内でのマルシェ
（11月10日（土）・11日（日）予定）をはじめ、『希少糖の日』を中心に県内外でイベントが予定されています。
詳細は、希少糖普及協会ホームページ（https://www.raresugar.org/）まで。

11月10日は『希少糖の日』

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
高松市林町2217-16 FROM香川 1F　TEL.087-840-0338　FAX.087-864-6303お問い合わせ先

香川県の主要な産業であるものづくり基盤技術関連企業の成長分野等への進出を支援する取組みとして、機械要素・加工技術を一
堂に集めた日本最大級の専門技術展「第22回機械要素技術展」に香川県ブースを出展しました。出展企業10社にとっては、首都圏の設
計・製造・開発部門を中心とした来場者に対して、自社技術を直接提案するとともに、企業のニーズを把握する絶好の機会となりました。

平成30年6月20日（水）～22日（金）開催期間
東京ビッグサイト（東京都江東区有明）開催場所
2,580社、88,679人（同時開催展を含む）出展者数及び来場者数
出展企業：10社 来場者数：1,202人
商談件数：269件 継続案件数：78件

香川県ブース実績

平成30年10月3日（水）～5日（金）（3日間）開催期間
インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港）開催場所
出展企業：9社を予定香川県ブース

出展企業のコメント
●具体的な問合せや商談につながる来場者が多く、高効率でPR
することができた。

●香川県のブースとして共同出展することにより、香川県の企業とい
うこともPRができ、また出展による負担も軽減できて助かっている。
●業種・業界を問わず、多種多様なお客様と情報交換でき良かった。
などのご意見をいただき、出展企業は首都圏で開催される大規模
展示会への出展によって成果を得ております。継続的検討案件も
多く、今後の成約等が期待されます。

第１回（9/12） 希少糖の最新の研究動向とマーケティング【座学】
第２回（9/19） ＲＳＳ研究会の活動と食品への利用効果【座学】
第３回（9/26） 希少糖生産ステーションの見学【見学】
第４回（10/3） 企業が取り組む希少糖の製造と展開【座学】
第５回（10/10） 希少糖を量る【実習】
第６回（10/17） 希少糖を作る【実習】

「第22回機械要素技術展」に香川のものづくり企業10社が出展！
～ 新製品・新技術を首都圏の製造業者にアピールしました ～

なお、10月に開催されます、第21回関西機械要素技術展へも
出展いたします。
【第21回 関西機械要素技術展】　
http://www.mtech-kansai.jp/

＜香川県ブース＞ ＜商談の様子＞

平成29年度の希少糖製造技術者養成講座【実習】

昨年の『希少糖の日』制定記念式典の様子

希少糖製造技術者養成講座プログラム

Ａ　電子レンジでガラス細工

Ｂ　いろいろな顕微鏡で
　  のぞく世界

Ｃ　発明工作

Ａ　電子レンジでガラス細工 研究用電子レンジのマイクロ波で加熱して、
ガラス細工やポップコーンづくりを体験

内　容参加者

14名

22名

16名

Ｂ　いろいろな顕微鏡で
のぞく世界

電子顕微鏡や光学顕微鏡を使って、それぞ
れの見える世界の違いを観察

Ｃ　発明工作 昆布のネバネバ成分でカラフルな人工イク
ラを作って、ペットボトルの小宇宙を楽しむ



手袋専門の卸問屋として創業した「株式会社フクシン」。時代
のニーズに合わせながら会社は大きく成長してきた。手袋など
主力商品のほとんどが冬に集中していることから、次のシーズ
ンを予測するためにも情報収集と感度の向上は欠かせない。
問屋でありつつも大ヒットを博している「もこもこ５本指ソック
ス」や新ブランドの「％PERCENT」なども生み出した同社。
変化の激しい時代に対応するための秘訣や、これからを見据
えた展開について、福﨑社長にお話を伺った。

「株式会社フクシン」は、昭和52年に手袋の産地である東かが

わ市のファッション手袋専門の卸問屋として創業した。「創業後間

もなく、手袋業界内で量産化できる自動編機が開発されると同時

にゴム入りの糸が生まれ「のびのび手袋」が大流行しました。自由

に伸縮する手袋というのは当時、画期的。注文に追いつかない状

況が続いたんです」と話すのは代表取締役の福﨑二郎氏。まだ問

屋として確立できていないこともあり、また商品の生産自体が間に

合っていないこともあり、商品を頼んでも商品が回ってこない状況。

「とはいえ問屋業の使命は、商品を間に合わせること。それを付加

価値とするため、自社に機械を導入したんです」。生産できる機能

を持つことで商品を納期に間に合わせることに注力したのだという。

これをきっかけに問屋業としての機能を主軸に置きつつも、機

械を少しずつ増やし、海外への生産委託を開始、徐々に自社での

生産力も高めた同社。手袋の産地としての伝統技術を受け継ぐと

ともに、問屋としても時代のニーズに合わせて変化していった。現

在では顧客数は、コンビニの店舗やアパレルなどのOEMでのお客

様を除いても約500社4000店舗。卸問屋として季節ごとの傾向

を把握し、そのデータをもとにニーズに合わせた商品を提供できる

ようなコーディネート力を強みにし会社は大きく成長した。

「特にこの10年は変化が激しい。この変化に対応するだけでも

“えらい”のは事実」と讃岐弁を使って語る福﨑氏。スマートフォン

の普及など生活習慣の変化によっての手袋離れ、温暖化による暖

冬の影響による手袋を使用するシーンの減少、また、人口減少が課

題となっているなかで、人口構成が変わることやファッションスタイ

ルの変化など、手袋が売れにくくなる要因は次 と々考えられるという。

次の展開を…と模索するなか、オリジナル商品として誕生したの

が「もこもこ５本指ソックス」。手袋を作る技術を活用して、国内

で作られ染色された特殊な糸を使って既存の商品から試行錯誤を

重ねて生まれたもの。手袋のような心地よい手触りをそのまま足で

も感じられる商品だ。日本製の最新機を使ってつくるこのソックス

は、製造オペレーターが持つ機械操作技術があってこそできるもの

だという。４年前に始めたテストマーケティングでは、生産ロス覚

悟のうえで20色のバリエーションを持たせてネットで試験的に販

売。この情報をもとに翌年、本格的に販売を始めたところ、口コミ

によって少しずつ広がっていった。「問屋とメーカー、両方の機能を

持っているからこそできたことではありますが、何よりも変わってい

こうとする気持ちと恐れずにチャレンジしていくことが大切」と福

﨑氏は話す。

「もこもこ5本指ソックス」のヒットを受け、ブランドとして展開して

いくことを主眼に、一昨年には東京で活躍するデザイナーとともに新

ブランド「％PERCENT」を立ち上げた。2017年のグッドデザイン賞

を受賞した同ブランドは、ファッション性が高く、手袋や帽子、靴下、

マフラーとバリエーションの幅が広いのが特徴。従来の伝統技術を

駆使した立体構造に加えて、自分好みの色合いを楽しめるように2色

の配色デザインを用い、パターン色から選べるように。セルフヒーター

やタッチパネル仕様など、機能性に優れたものにもなっている。

「今が時代の変革期の真っ只中であることは社員にも常々伝え

共有しています。しかし、本当の意味で理解するには、成功や失敗

を体験することが必要。各自が体験することが次のステージに上

がるためには必要なことだと思います」。そのため社内で「たくさ

んの笑顔を紡ぐプロジェクト」を発足。プロジェクトには社員全員

が同じベクトルを向けるようにという思いが込められている。もち

ろんその根底には、事業コンセプトの“「てぶくろ」をとおして「あ

たたかさ」と「明るく楽しく元気のいい生活」”がある。暮らしに豊

かさを与えるより良い商品を生むこと、そして、伝統技術の継承と

ともに産業全体の発展へと導くことを常に考え、これからも先を

見据え変化を続けていく。

香川県内の元気な企業
を訪問し、その企業が発
展してきた過程と躍進を
続ける今、そして未来へ
の指針についてお聞き
する「かがわ発！元気創
出企業」。
今回は、東かがわ市にあ
る「株式会社フクシン」
を訪ねました。

「株式会社フクシン」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

福﨑　二郎 氏
香川県東かがわ市白鳥78-1
0879-25-2285
http://www.fukushin.co.jp/

代表取締役

福﨑 二郎氏 「％PERCENT」はファッション手袋
で初めてグッドデザイン賞を受賞した

カラフルでユニークな形が目を引く「もこもこ5本
指ソックス」。何よりも履き心地の良さと温かさが
魅力

「NY NOW」など国外での展示会にも出展。
世界でもクオリティの高さが評価され始めている

機械は24時間稼働。複雑な形の商
品であれば１双につき１時間ほど時間
がかかるそう

問屋としての使命を守り
時代のニーズに合わせて成長

卸 化の激しい時代だからこそ
チャレンジする心を忘れない

変 れぞれのニーズに合わせて
暮らしに寄り添う商品を届け続ける

そ

かがわ発
!

元気創出
企 業

October 2018 Kagawa Industrial Information 2113 October 2018 Kagawa Industrial Information 21 14

検品、裏起毛など一つひと
つ手作業で行う工程も多
い。効率の良さだけでは生ま
れない品質も同社の強み



手袋専門の卸問屋として創業した「株式会社フクシン」。時代
のニーズに合わせながら会社は大きく成長してきた。手袋など
主力商品のほとんどが冬に集中していることから、次のシーズ
ンを予測するためにも情報収集と感度の向上は欠かせない。
問屋でありつつも大ヒットを博している「もこもこ５本指ソック
ス」や新ブランドの「％PERCENT」なども生み出した同社。
変化の激しい時代に対応するための秘訣や、これからを見据
えた展開について、福﨑社長にお話を伺った。

「株式会社フクシン」は、昭和52年に手袋の産地である東かが

わ市のファッション手袋専門の卸問屋として創業した。「創業後間

もなく、手袋業界内で量産化できる自動編機が開発されると同時

にゴム入りの糸が生まれ「のびのび手袋」が大流行しました。自由

に伸縮する手袋というのは当時、画期的。注文に追いつかない状

況が続いたんです」と話すのは代表取締役の福﨑二郎氏。まだ問

屋として確立できていないこともあり、また商品の生産自体が間に

合っていないこともあり、商品を頼んでも商品が回ってこない状況。

「とはいえ問屋業の使命は、商品を間に合わせること。それを付加

価値とするため、自社に機械を導入したんです」。生産できる機能

を持つことで商品を納期に間に合わせることに注力したのだという。

これをきっかけに問屋業としての機能を主軸に置きつつも、機

械を少しずつ増やし、海外への生産委託を開始、徐々に自社での

生産力も高めた同社。手袋の産地としての伝統技術を受け継ぐと

ともに、問屋としても時代のニーズに合わせて変化していった。現

在では顧客数は、コンビニの店舗やアパレルなどのOEMでのお客

様を除いても約500社4000店舗。卸問屋として季節ごとの傾向

を把握し、そのデータをもとにニーズに合わせた商品を提供できる

ようなコーディネート力を強みにし会社は大きく成長した。

「特にこの10年は変化が激しい。この変化に対応するだけでも

“えらい”のは事実」と讃岐弁を使って語る福﨑氏。スマートフォン

の普及など生活習慣の変化によっての手袋離れ、温暖化による暖

冬の影響による手袋を使用するシーンの減少、また、人口減少が課

題となっているなかで、人口構成が変わることやファッションスタイ

ルの変化など、手袋が売れにくくなる要因は次 と々考えられるという。

次の展開を…と模索するなか、オリジナル商品として誕生したの

が「もこもこ５本指ソックス」。手袋を作る技術を活用して、国内

で作られ染色された特殊な糸を使って既存の商品から試行錯誤を

重ねて生まれたもの。手袋のような心地よい手触りをそのまま足で

も感じられる商品だ。日本製の最新機を使ってつくるこのソックス

は、製造オペレーターが持つ機械操作技術があってこそできるもの

だという。４年前に始めたテストマーケティングでは、生産ロス覚

悟のうえで20色のバリエーションを持たせてネットで試験的に販

売。この情報をもとに翌年、本格的に販売を始めたところ、口コミ

によって少しずつ広がっていった。「問屋とメーカー、両方の機能を

持っているからこそできたことではありますが、何よりも変わってい

こうとする気持ちと恐れずにチャレンジしていくことが大切」と福

﨑氏は話す。

「もこもこ5本指ソックス」のヒットを受け、ブランドとして展開して

いくことを主眼に、一昨年には東京で活躍するデザイナーとともに新

ブランド「％PERCENT」を立ち上げた。2017年のグッドデザイン賞

を受賞した同ブランドは、ファッション性が高く、手袋や帽子、靴下、

マフラーとバリエーションの幅が広いのが特徴。従来の伝統技術を

駆使した立体構造に加えて、自分好みの色合いを楽しめるように2色

の配色デザインを用い、パターン色から選べるように。セルフヒーター

やタッチパネル仕様など、機能性に優れたものにもなっている。

「今が時代の変革期の真っ只中であることは社員にも常々伝え

共有しています。しかし、本当の意味で理解するには、成功や失敗

を体験することが必要。各自が体験することが次のステージに上

がるためには必要なことだと思います」。そのため社内で「たくさ

んの笑顔を紡ぐプロジェクト」を発足。プロジェクトには社員全員

が同じベクトルを向けるようにという思いが込められている。もち

ろんその根底には、事業コンセプトの“「てぶくろ」をとおして「あ

たたかさ」と「明るく楽しく元気のいい生活」”がある。暮らしに豊

かさを与えるより良い商品を生むこと、そして、伝統技術の継承と

ともに産業全体の発展へと導くことを常に考え、これからも先を

見据え変化を続けていく。

香川県内の元気な企業
を訪問し、その企業が発
展してきた過程と躍進を
続ける今、そして未来へ
の指針についてお聞き
する「かがわ発！元気創
出企業」。
今回は、東かがわ市にあ
る「株式会社フクシン」
を訪ねました。

「株式会社フクシン」
代 表 者
所 在 地
電話番号
U R L

福﨑　二郎 氏
香川県東かがわ市白鳥78-1
0879-25-2285
http://www.fukushin.co.jp/

代表取締役

福﨑 二郎氏 「％PERCENT」はファッション手袋
で初めてグッドデザイン賞を受賞した

カラフルでユニークな形が目を引く「もこもこ5本
指ソックス」。何よりも履き心地の良さと温かさが
魅力

「NY NOW」など国外での展示会にも出展。
世界でもクオリティの高さが評価され始めている

機械は24時間稼働。複雑な形の商
品であれば１双につき１時間ほど時間
がかかるそう

問屋としての使命を守り
時代のニーズに合わせて成長

卸 化の激しい時代だからこそ
チャレンジする心を忘れない

変 れぞれのニーズに合わせて
暮らしに寄り添う商品を届け続ける

そ

かがわ発
!

元気創出
企 業
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検品、裏起毛など一つひと
つ手作業で行う工程も多
い。効率の良さだけでは生ま
れない品質も同社の強み



「かがわビジネスモデル・チャレンジコンペ2017」
最優秀賞受賞者インタビュー
大津理事長が株式会社フレップテックを訪問

開催日 名　称 場　所 担当課

かがわ知財経営塾 知的財産
普及課

10月18日～
11月14日
（5回開催）

香川産業頭脳化センタービル
１階 専門研修室

第５回 知的財産セミナー
（販路拡大のための知的財産）

知的財産
支援課12月13日 小豆島町役場 西館 ２階 会議室５

知財マッチング in かがわ
2018

知的財産
普及課10月31日 サンメッセ香川 サンメッセホール

第４回 知的財産セミナー
（著作権のトラブル事前回避）

知的財産
支援課11月8日 ネクスト香川 ３階 大会議室

四国地域海外展開応援フォーラムin香川
「ASEAN（ベトナム）への進出」
～事例から学ぶ海外展開のポイント～

取引支援課
海外展開支援室12月3日 アイホール

（高松サンポート合同庁舎 北館低層棟２階）

募集期間 名　称 内　容 担当課

中小企業等外国出願支援事業
（追加募集）

知的財産
支援課

5月22日～
11月9日

県内中小企業等の外国への特許出
願等に要する経費の一部を助成し
ます。

かがわビジネスモデル・
チャレンジコンペ2018 企業支援課9月25日～

11月2日

独創的なビジネスプランを募集・審
査し、潜在的な起業家を発掘するこ
とにより、香川県の将来を担う革新
的ベンチャー企業を創出し、育成し
ていきます。

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル1F・2F
総務課
TEL（087）840-0348 FAX（087）869-3710
企画情報課
TEL（087）868-9901 FAX（087）869-3710
ファンド事業推進課
TEL（087）868-9903 FAX（087）869-3710
施設管理課
TEL（087）869-3700 FAX（087）869-3703

総務部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
企業支援課
TEL（087）840-0391 FAX（087）869-3710
取引支援課・海外展開支援室
TEL（087）868-9904 FAX（087）869-3710

企業振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地16
FROM香川1階
産学官連携推進課・健康産業プロジェクトチーム
TEL（087）840-0338 FAX（087）864-6303

技術振興部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地43
RISTかがわ1階
研究管理課・研究開発課
TEL（087）869-3440 FAX（087）869-3441

地域共同研究部

〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センタービル2F
知的財産支援課
TEL（087）867-9577 FAX（087）867-9365
知的財産普及課
TEL（087）869-9004 FAX（087）867-9365

知的財産支援部

印刷：香川印刷株式会社

行事予定（講座、イベント等）

公募予定（補助金、出展者募集等）

販促ツールとしての
ホームページの活用

中小企業診断士、社会保険労務士、
「マネジメントオフィス高野」代表、
産業能率大学非常勤講師

かがわ産業支援財団
発注開拓コーディネーター（首都圏担当）

髙野 順一郎

年４月より、首都圏担当の発注開拓コーディネーターとして
仕事をさせていただいております。首都圏の各企業を回ってい

て特に感じるのは、「自社のニーズに合った製品、材料、サービスなら、
ぜひ調達、購入を検討したい」という声が意外にあることです。ただ、
「ぜひもう少し詳しくお話を聞かせてください」という問いかけに対し
ては、「ご専門じゃないでしょ。まずは自分で、ネットとかで少し調べて
みますよ」という答が返ってくる、ということが多かったように感じてい
ます。自分の能力のなさを棚上げにするような話で恐縮ですが、私は、
企業の皆様方にはぜひ、お客様とのネットでの接点となる皆様方の
会社のホームページについて、現状を分析し、販売促進のツールとし
ての一層の活用を検討していただきたいと思っております。
私も、香川県内企業様の活動状況を勉強したい、という思いがあ

りますので、よく皆様方のホームページは拝見させていただいており
ます。なかには、コミカルなイラストが入っていたり、芸術作品のような
綺麗な色分けがされていたり、といった、いわゆる「凝った」作品も数
多くあるように思います。それはそれで素晴らしいのですが、ホーム
ページの本来の機能は、お客様に出来栄えを感心してもらうことでは
なく、自社の製品、サービスの特長についてよくご理解いただき、購

入へのステップとして活用いただく、ということなのではないか、と私
は思っております。
皆様は、ホームページのアクセスログ解析についてはご存知でしょ

うか。皆様の会社のホームページの訪問者のデータを解析すること
で、グーグル等の無料の解析ツールを使えば、セッション数（延べ訪
問者数）、デバイス別人数、地域別人数、に加え、検索ワードの使わ
れ方や、訪問者の多い時間帯、ページ毎の滞留時間数、まで、細かな
分析も出来るようになっております。もう十分やっておられるという方
も多いかも知れませんが、もしまだという方がおられましたら、一度こ
うした解析ツールを使っていただければ、新しいマーケティングのヒ
ントが得られるはずです。
皆様方に申し上げたいのは、自社のホームページの現状分析をし

ていただき、お客様のご利用ツールとして十分機能しているか、
チェックをお願いしたいということです。お客様のニーズが最優先事
項、これに応えたホームページの小まめな手直しこそが、地域外の新
規顧客の開拓につながるのではないか、と、私は思っておりますがい
かがでしょうか。

昨
理事長が行く

年4回発行成功への道筋が見えて来る！ 香川の産業界の今をお届けする

かがわ発！元気創出企業「株式会社フクシン」
時代の変化に対応する「チカラ」。
手袋専門だからできる視点で、お客様が喜ぶ「商品」を届ける。

平成30年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）に採択

かがわ中小企業応援ファンド／かがわ農商工連携ファンド
新商品発表会を開催しました！！

平成３０年度 かがわ農商工連携ファンドの支援対象事業が決定しました！！ 

平成３０年度 新かがわ中小企業応援ファンド等事業 後期事業が決定しました！！

　　　　　　　「よろず観音寺サテライト」開設！ 

TOP NEWS 「何のためにIoT・AIの技術を手段・道具として活用するのか」
活用事例を交えて、ものづくり現場から語る!
～平成30年度 かがわ産業振興クラブ講演会～

香川県よろず支援拠点
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