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中小機構四国WEBサイト内にてさんぽう通信のバックナンバーをダウンロードできます。
また、配信登録も可能です。詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.smrj.go.jp/shikoku/area/089673.html

【今月号の目次】
（１）【認定企業紹介】 ・・・・・ P2～3
（高知県） ・㈲菱田ベーカリー
（徳島県） ・美味フーヅ㈱
・田島テクニカ㈱
（２）【中小企業支援施策のご案内】 ・・・・・ P3～4
◆平成26年工業統計調査を実施します！
◆各県で平成26・27年度ファンドの事業者を募集中！

◆ネットショップ実践講座を香川県高松市で開催します！

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
本誌についてご意見・お問い合わせ等ございましたら、以下の発行元へお願いいたします。
（独）中小機構 四国本部 経営支援部 連携推進課
TEL：087-823-3220 、メールアドレス：inoshita-j@smrj.go.jp
住所：〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワー タワー棟7階
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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【認定事業者紹介：高知県】
㈲菱田ベーカリーが合格祈願商品を開発します！
七日島天満宮ＰＲを狙った五角形のパイです！
㈲菱田ベーカリー
平成25月2月4日 地域資源活用事業計画認定 高知県宿毛市
羊羹パンをはじめとしたパン製造業の㈲菱田ベーカリーは、「高知県産の米を活用したラスクの開発・製造・販売」で地
域資源活用事業計画の認定を受けています。
このたび㈲菱田ベーカリーは、地元宿毛市内の洋菓子製造業や食品加工業の3社と連携して、学問の神様菅原道真
に由来する七日島天満宮（宿毛市小筑紫町）をＰＲするための合格祈願商品を開発します。11月28日付の読売新聞
高知版にも同ニュースが掲載されました。
合格祈願商品は七日島天満宮でご祈祷いただいたご利益あるお札を共通ロゴに用いつ
つ、各事業者で開発します。㈲菱田ベーカリーが開発するのは「七日島合格パイ」。形は
「合格（ごうかく）」にちなみ「五角形（ご（う）かくけい）」とし、素材（生地）には地元で有名な
「勝ち越し豆腐」を練りこみ、中身は「白星」をかざる意味で白い豆乳カスタード。形、素材、
中身と三拍子そろった縁起物です。今回の商品開発により同社の認知度も高まり、認定商
品の売上を後押しするとともに、「地域を背景にした昭和な商品づくり」という同社のブランド
コンセプトがいっそう明確となります。
今後は宿毛市内の他事業者にも呼びかけて、合格祈願商品を増やしていくことを目指し
ているとのこと。現在、認定商品についても商品ラインナップをいっそう充実させるべく商品
開発中ですので、こちらもご期待ください。

現在開発中の
「七日島合格パイ」

【㈲菱田ベーカリーのＷＥＢサイト】
http://www.hishidapan.co.jp/

【認定事業者紹介：徳島県】
美味フーヅ㈱が認定商品鳴門鯛シリーズの販売を開始しました！
ヤフーショッピングサイトや自社店舗などでぜひお買い求めください！
美味フーヅ㈱
平成25月2月4日 地域資源活用事業計画認定 徳島県鳴門市
調味料メーカーの美味フーヅ㈱は、「鳴門鯛の旨みエキスを活用した調味
料類の開発、製造、販売」で地域資源活用事業計画の認定を受けて事業を ①
進めています。

②

③

10月から美味フーヅ㈱の会社WEBサイトが、通販サイトも含めてリニューア
ルオープンし、認定商品である鳴門鯛シリーズの販売を開始しています！
今回販売を開始した認定商品は、右写真にある3種類。それぞれ材料にこ
だわっており、例えば「鳴門鯛ソース ガーリックオニオン醤油」は、天然鳴門
鯛から抽出したダシの旨みに加え、天然醸造2年仕込みの国産大豆を使っ
た醤油、淡路島産玉ねぎ、希少糖シロップをベースとしたソース、イタリア産
エクストラバージンオリーブオイル、青森県産にんにく香る自家製ガーリックオ
イルを組み合わせた魚介料理専用のソースです。「鳴門の海の恵みに感謝
する心で試作を重ね出来上がりました。」（美味フーヅ・原社長）という言葉か
らも本商品にかける思いが窺えます。
会社WEBサイトはヤフーショッピングサイトやクック・パッドでのレシピ紹介と
リンクさせることにより、お客様に分かりやすく商品を案内。また、ネット販売
に加えて、ルネッサンスリゾートナルト（鳴門市）において鳴門鯛シリーズのう
ちガーリックオニオン醤油とゆずこしょうを販売しています。
今後は、地元の飲食店と共同でレシピ開発を行っていくなど、認定商品を
含め、積極的に提案・売り込みを図っていきます。

さんぽう通信26年12月15日号

鳴門鯛ソース3種
①ガーリックオニオン醤油（税込1,500円）
②ゆずこしょう
（税込2,000円）
③寒天ゆずぽん酢
（税込1,500円）

【美味フーヅ㈱のWEBサイト】
http://www.bimi-foods.com/
【Yahoo!ショッピングサイト】
http://store.shopping.yahoo.co.jp/bimifoodsstore/a5d7a5eca5.html
【クック・パッドでのレシピ紹介】
http://cookpad.com/kitchen/10347644
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【認定事業者紹介：徳島県】
田島テクニカ㈱が認定商品CODDLEを阪急うめだ本店で期間限定販売！
ライフスタイル雑誌『nid』など各紙で同商品が紹介されています！
田島テクニカ㈱
平成25月2月4日 地域資源活用事業計画認定 徳島県吉野川市
EVAやウレタン等の発泡体製品の加工を行う田島テクニカ㈱は、「『家具・建具の生産に係る技術』を活用したＥＶＡ
樹脂に異素材を貼り合わせた素材で作るライフスタイル雑貨の開発・製造・販売」で地域資源活用事業計画の認定を
受けています。
衝撃に強いEVA樹脂を使い、お洒落なデザインの同社の認定商品「CODDLE ＋PAPERシリーズ」は今年4月に販売
を開始し、好評を博しています。去る10月1日から7日までの1週間限定で、阪急うめだ本店10階の文具売り場におい
て同シリーズが勢揃いして展示・販売されました。
（参考）Hankyuうめだライフスタイルニュースページ
http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/lsnews/05/a02/00203846/?catCode=601005

雑誌や新聞にも盛んに取り上げられており、例えば“日本のいいとこどりを楽しも
う”がコンセプトのライフスタイル雑誌『nid』11月20日号にも取り上げられ、やわらか
く弾力性があり、軽量・無公害のEVAを使った小物入れであること、デザインもすっ
きりとモダンであり、アイテム数も多数取り揃えていることが紹介されているほか、
『SHUTTER magazine』6月30日号、『mono magazine』7月号、『Begin』8月16日
号、『Mart』9月号など各誌でCODDLEについて紹介されています。
同社の認定商品は今までにない目新しい素材感や、デザイン性が話題を呼び、
4月の発売開始以降首都圏を中心に、取り扱い店も増えてきています。

ご担当の岩山陽子取締役も
「CODDLEのブランドコンセプトでもある『－縁の下の力
持ちから表舞台へ－』は、当初EVAの新たな活用の
視点をマーケットに示す言葉でした。苦労して商品開
発 し た 分 、 自 社 の 強 み を 再 確 認 で き 、 MADE IN
JAPANのものづくりが評価され、明日へのモチベーシ
ョンに繋がりました。」
と語っており、+PAPER シリーズに続く自社ブランド商
PAPER07（税込1,620
品の開発も待ち望まれます。
【CODDLE WEBサイト】
http://www.coddle.jp/
【田島テクニカ㈱のWEBサイト】
http://www.tajimax.com/

円）は名刺やカード収納
のほか、緩衝性・耐久性
を生かしてUSBメモリーや
メモリーカードなどの小物
を収納可能です。

+PAPERシリーズは
PAPER01からPAPER11
まで全11種・各６色のラ
インナップ。詳細は
CODDLE WEBサイトをご
覧ください。

人気のPAPER08（税込
2,808円）は薄型BOX
ティッシュ用ケースです。
ケースの程よい重みで
ティッシュの取出しがス
ムーズです。

平成26年工業統計調査を実施します！
製造業に属する4人以上のすべての事業所が対象です！
経済産業省では、工業統計調査を平成２６年１２月３１日時点の従業者数に基づき実施します（※）。本調査は、
製造業を営む事業所を対象に、製造品の「出荷額」や「原材料使用額」などを調査し、製造業の実態を明らかにする
ことを目的としています。対象事業所の皆様には、調査票にご記入のうえ、ご回答いただきますよう、ご理解とご協力
をお願いいたします。
※平成26年12月31日時点で従業者数3人以下の事業所は調査の対象となりません。また、従業者数30人以上かどうかによって、調
査票の種類が異なります。
【経済産業省 工業統計調査ページ】
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/H26kougyo/H26kougyo.html
【お問合せ先】四国経済産業局 調査課 （TEL：087-811-8509）
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各県で平成26・27年度ファンドの助成対象事業者を募集中！
四国4県では、中小機構が県や地域金融機関と一体となって組成した基金の運用益を活用し、助成事
業を行っています。現在各県で平成26・27年度の助成対象事業者を募集中ですので、以下のとおりご案
内します。申請を検討されている方は事前に各県担当窓口までご相談ください。
種別

募集期間

事業枠

詳細情報ページ

LEDバレイ推進枠

とくしま経済
飛躍ファンド

平成26年12月8日(月)
～平成27年1月30日（金）

詳細情報ページ

地域資源活用枠

（（公財）とくしま産業振興機構ページ）

農商工連携枠
地域密着型ビジネス創出助成事業（一般枠）

平成26年12月1日（月）
～平成26年12月26日（金）

えひめ中小企業応援ファンド

地域密着型ビジネス創出助成事業（新規ビジネス展開枠）

詳細情報ページ
（（公財）えひめ産業振興財団ページ）

中小企業海外展開フォローアップ助成事業
新分野等チャレンジ支援事業（※）
成長のエンジンとなる分野支援事業

平成26年11月17日（月）
～平成27年1月23日（金）

地域企業研究開発小規模助成事業
県外見本市出展支援事業（※）
海外見本市出展支援事業

かがわ中小企業応援ファンド

ものづくり産業スキルアップ助成事業

詳細情報ページ
（（公財）かがわ産業支援財団ページ）

ものづくり生産性向上支援事業

（※）新分野チャレンジ支援事業、県外 特定地場産業活性化ブランド確立支援事業
見本市出展支援事業については平成
経営革新支援事業
27年2月13日（金）まで
創業ベンチャー・地域密着型ビジネス支援事業

かがわ農商工
連携ファンド

平成26年11月17日（月）
～平成27年1月23日（金）

新商品等開発支援事業

詳細情報ページ

販売力強化・ブランド化支援事業

（（公財）かがわ産業支援財団ページ）

ネットショップ実践講座を香川県高松市で開催します！
ワーク形式で理解度がいっそう高まります！
中小機構は、ネットショップの立上げに興味を持たれている事業者を対象とした、ネットショップ実践講座を香
川県高松市で開催します。9月～12月に四国各県で開催したＥＣセミナーでは講師による講義が中心でした。
今回のネットショップ実践講座は、現場の第一線で活躍されている方による講義である点は変わりませんが、
ワーク形式で実際に受講者に手を動かしていただく点、講義終了後に個別相談会を開催する点で、より実践度
が高まっております。スタート編はこれからネットショップを始める方、売上拡大編は今すでにネットショップを運
営されている方にお勧めです。香川県のみでの開催となる予定ですが、皆様ふるってご参加ください。
開催場所
香川県高松市
（香川県社会福祉総合センター
第1研修室）

香川県高松市内で調整中

開催日時
平成27年1月27日（火）
13時30分～16時
平成27年1月28日（水）
13時30分～16時
平成27年2月24日（火）
13時30分～16時
平成27年2月25日（水）
13時30分～16時
平成27年2月26日（木）
13時30分～16時

詳細（※）

お申込み

スタート編

お申込みフォーム

スタート編

お申込みフォーム

売上拡大編

お申込みフォーム

売上拡大編

お申込みフォーム

売上拡大編

お申込みフォーム

※1月27日・28日、2月24日・25日・26日の講座内容は同じです。

編集後記
今年も残すところあと2週間と少しとなりました。忘年会やクリスマスなど何かと物入りな時期に消費税8％が重くのしかか
る今日この頃ですが、事業認定の前後を通じてオンリーワン商品の開発・製造・販売をお手伝いし、消費拡大にも貢献
することを目指して一同これからも全力を尽くす次第です。最後になりますが皆様よいお年をお迎えください。（井下）
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