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【今月号の目次】
（１） 【認定事業者紹介】・・・・・P1・2
◆株式会社げんき本舗（愛媛県）
◆田島テクニカ株式会社（徳島県）
（２）【今年度1回目の事業計画認定】 ・・・・・P.3
（愛媛県） 株式会社オーシャンドリーム
（香川県） 有限会社菓匠芝山
（徳島県）ナイトライド・セミコンダクター株式会社
（高知県） 株式会社熊谷ファーム
（３） 【施策情報】 ・・・・・P.2～4
◆農水省事業「フード・アクション・ニッポン アワード」の応募事業者募集中！
◆中小機構四国 窓口相談のご案内
◆“ものづくり補助金”など各種補助金の公募が行われています！
（３） 【イベント報告】 ・・・・・P.4
◆Amazon、スリーキューブとの販路開拓セミナー・商談会を開催！
【認定事業者紹介：株式会社げんき本舗（愛媛県）】
宇和島の新工場が完成しました！
平成２６月１０月１５日 農商工等連携事業計画認定 愛媛県宇和島市
ドライフルーツ卸売の株式会社げんき本舗と共同申請者であるえ
ひめ南農業協同組合は、「愛媛県産柑橘を活用したドライフルーツ
の開発・製造・販売」で農商工等連携事業計画の認定を受け、事業
を進めています。えひめ南農業協同組合が原料として規格外品の
柑橘を供給し、株式会社げんき本舗がドライフルーツへと加工します。
７月２日付の愛媛新聞でも報じられていますが、同社が宇和島に
建設中であった新加工工場が完成、７月１日に市長も出席しての竣
工式が行われました。本工場は床面積約１，０００㎡、1日５００kgの
ドライフルーツが生産可能で、柑橘単独のドライフルーツ加工工場と
して規模・生産能力ともに国内最大級。HACCPに準拠し、衛生管理
体制も万全です。

完成した宇和島の加工工場

本工場の完成により、同社はドライフルーツの量産を今年１２月ご
ろまでには開始し、生産体制を固めたうえで、来年２月・３月に開催
されるスーパーマーケット・トレードショーやFOODEX JAPANでの販路
拡大を目指します！
【株式会社げんき本舗WEBページ】
https://sites.google.com/site/kabusikigenki/home
愛媛県産柑橘を活用した
ドライフルーツの試作品
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【認定事業者紹介：田島テクニカ株式会社（徳島県）】
新たにCODDLE+FABRICシリーズを好評販売中！
各種通販サイトでお買い求めいただけます！
平成２５月２月４日 地域産業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株式会社
③
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
⑥
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
④
域資源活用事業計画の認定を受けています。
認定商品として、「CODDLE ＋PAPERシリーズ」を昨年４月から発売し、
シリーズ新商品を追加投入しながら好評を博してきましたが、ついに今
年４月、新たに「CODDLE +FABRICシリーズ」を開発し、主にWEB通販
サイトで販売中です。
今回開発したシリーズは、衝撃に強いEVA素材に上品でしなやかな
オックスフォードの綿素材を貼り合わせたカラフルなアウトドアグッズ。
① LUNCH BAG ② WINE BAG ③ FIELD BAG ④ FAST FOOD BOOK
（ファーストフード用トレイ）⑤CUTLERY BOOK（スプーン、ナイフ、フォー
クがセット）⑥CUTLERY BOOK L（スプーン、ナイフ、フォーク、お皿が
セット）⑦SD CARD BOOK（9枚収納可）
の７種類で、それぞれRED、TURQUOISE、SAP GREEN、SILVER GREY、
MUSCATの５色を取り揃えています。

①

⑦

⑤

②

カラフルな+FABRICシリーズ全７種！

企画・開発を担当された同社の岩山陽子取締役のお薦めはお弁当
や飲料などが収納できるLUNCH BAG。 本記事執筆者も某ECサイトで
LUNCH BAG の TURQUOISE を １ つ 注 文 、 到 着 待 ち で す 。 「 CODDLE
+FABRIC ○○（商品名）」で検索すればすぐに見つかります。ギフト用や
自分用にぜひお買い求めください。
【CODDLE WEBページ】
http://www.coddle.jp/
【田島テクニカ㈱のWEBページ】
http://www.tajimax.com/
お薦めのLUNCH BAG（TURQUOISE）
（税込３，４５６円）！

農水省事業「フード・アクション・ニッポン アワード２０１５」の応募者募集中！
WEBサイト、メール、郵送の各種方法で応募いただけます！
フード・アクション・ニッポン アワード2015実行委員会及び農林水産省では、国産の農林水産物加工品の消費を促進
し、食糧自給率の向上を目指す顕彰事業「フード・アクション・ニッポン アワード２０１５」への応募事業者を募集中です。
今年度は「地域の特長を活かした魅力ある農林水産物」を募集する「商品部門‐農林水産分野」や「地域の食文化の
活用や保護・継承を図る活動、国産農林水産物の消費拡大につながる普及啓発の活動」を募集する「食文化・普及啓
発部門」など、小規模事業者や農林水産事業者の方も応募しやすい部門を拡充しています。興味を持たれた方は募集
ページをご確認ください！
【募集部門】（本リンク先にございます→）http://syokuryo.jp/award/data/FANaward2015_boshuu_shosai.pdf
【応募締切】 平成２７年８月３１日（月）
【応募方法】WEBページ、メール、郵送の各方法で応募可能です
（詳細は以下のWEBページをご覧ください）
【フード・アクション・ニッポン アワードWEBページ】
http://syokuryo.jp/award/
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中小企業地域資源活用促進法等に基づき４件の事業計画が認定されました！
このたび７月６日付で中小企業地域資源活用促進法に
基づき３件の事業計画が、７月１０日付で中小企業新事
業活動促進法に基づき１件の事業計画が認定され、７月
１０日に四国経済産業局において今年度第１回目の認定
書交付式が行われました。
今回認定を受けられた各社の「企業概要」や「今後の抱
負」をご紹介します。

【企業概要について】
①代表者氏名 ②所在地 ③資本金 ④従業員数
⑤設立年 ⑥事業内容⑦共同申請者or連携参加者

【香川県】有限会社菓匠芝山

【愛媛県】 株式会社オーシャンドリーム

①代表取締役 鈴木 康成 ②香川県高松市香西北町
46番地2 ③5,000千円 ④４名 ⑤1951年 ⑥和洋菓子の
製造・販売 ⑦なし
【認定事業】
オリーブ葉のパウダーを活用したオリーブ餡とオリーブ餡を
使用した和洋菓子の開発・製造・販売
＜今後の抱負＞
弊社は、昔ながらの和菓子や地域にちなんだ創作菓子
作りに力を入れております。原材料にもこだわり、より良い
商品をと考えている中で、今回の商品を思いつきました。
オリーブ葉のパウダーと白餡を合わせた、これまでに無い
商品です。今後もお客様に喜んでいただけるよう、更に良
い商品作りに努めてまいります。

①代表取締役 松浦 康夫 ②愛媛県八幡浜市北浜一丁
目3番18号 ③1,000千円 ④8名 ⑤2011年 ⑥魚介類加
工食品の開発・製造・販売 ⑦なし
【認定事業】
八幡浜港で水揚げされるハモを活用した加工食品の開発
・製造・販売
＜今後の抱負＞
全国でも屈指のハモの水揚げを誇る八幡浜漁港ですが、
現在まで市場から他県市場への流通で消費しておりました。
今まで全く食習慣の無かった愛媛県に鱧の食文化を築き
たい、愛媛と言えば鱧と全国の皆様に認知していただきた
いと思います。今後は関西圏、首都圏への販路開拓を全
力で進めてまいります。

【徳島県】 ナイトライド・セミコンダクター株式会社

【高知県】 株式会社熊谷ファーム
①代表取締役 熊谷 猛男 ②高知県安芸郡東洋町大字
河内1773-1 ③1,000千円 ④3名 ⑤2015年 ⑥施設園
芸作物の栽培・販売及び猪の食肉処理・販売 ⑦なし
【認定事業】
猪肉を活用したペット用加工食品の開発・製造・販売
＜今後の抱負＞
当社が取り組む「野生鳥獣の管理捕獲事業」のなかで、
野生鳥獣肉の利活用が求められています。猟師が捕獲し
た『ジビエ』を使用した安心安全なペット用加工食品を加工、
販売していくことで、野生鳥獣肉が無駄なく消費でき、ペッ
トの健康と自然環境の保全につなげていきたいと願ってい
ます。

①代表取締役 村本宜彦②徳島県鳴門市瀬戸町明神字
板屋島115番地の7 ③100,000千円 ④8名 ⑤2000年
⑥UV-LEDの製造・販売 ⑦マイクロ・スクウェア株式会社、
ＭＣＳ株式会社
【認定事業】
高出力UV-LEDを活用した樹脂硬化システムの開発と同
システムによる３D装飾製品の製造・販売及びオンデマンド
サービスの提供
＜今後の抱負＞
ＵＶ-ＬＥＤを研究開発するにあたり、装置メーカー、サー
ビス提供者と連携することで、闇雲に発光効率を高めるこ
となく、サービスとして提供される現場の実態を把握し、そ
れらを開発にフィードバックすることで、開発の無駄をなくし、
社会に役立つ技術を生みだす事ができることを期待してい
ます。

中小機構四国 窓口相談のご案内
中小機構では、デザイン、インターネット活用、販路開拓、税務、海外展開など、皆様が抱える様々な課題についてアド
バイスを行う無料の窓口相談を地域の各事務所において常時開設しています。
四国では高松（高松シンボルタワータワー棟７階）と松山（松山商工会議所内５階）の事務所でご利用いただけます。相
談を希望される場合には、以下のリンク先からお申込みいただくか、TEL０８７ー８１１ー１７５２までご連絡ください。
また、窓口相談日程表で日ごとの対応専門家と得意分野・相談分野が確認できますので、こちらもご覧ください。
（→７月の高松での窓口相談の日程表はこちら→http://www.smrj.go.jp/shikoku/manage/consult/045178.html）
【中小機構四国 窓口相談WEBページ】
http://www.smrj.go.jp/shikoku/manage/consult/045178.html
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【イベント報告】
Amazon、スリーキューブとの販路開拓セミナー・商談会を開催！
中小機構四国では、去る６月２３日（火）、高松市内の同事務所会議
室においてインターネット通販大手のAmazon、生活雑貨・家庭用品卸
売企業の株式会社スリーキューブと連携した「生活雑貨販路開拓セミ
ナー＆個別商談会」を開催。生活雑貨販路開拓セミナーに１０社、個
別商談会には６社にご参加いただきました。
まず第１部では、アマゾン・ジャパンのホーム事業部新規事業開発マ
ネジャー 松澤斉之氏から、アマゾン自らが全国のメーカーや卸業者か
ら商品を仕入れ販売する「小売部門（リテールビジネス）」とメーカーや
Amazonの企業理念について語る
卸業者がアマゾンの軒先を借りて商品を販売する「出品部門（セラービ
ホーム事業部新規事業開発マネジャー・松澤氏
ジネス）」の違い等について解説がありました。
松澤氏は「アマゾンでは多様な消費者の嗜好に応えるべく、商品を敢えてセレクトしない。取引条件に合致するのであれ
ば積極的にアマゾンでの販売に挑戦してほしい」と参加者にメッセージを送りました。
次に第２部として、スリーキューブ 取締役 第３営業部長 後藤幸祐氏から生活雑貨分野の最新トレンドや自身の中国で
の販路開拓経験をもとにした海外展開のノウハウなどについて話がありました。
後藤氏は「人口減少が進む中、地場の卸として生き残っていくために大手ＥＣサイトとの取引拡大を進めているほか、海
外消費者向けＥＣサイトの構築も進めている。通勤時間を活用してモバイル端末で商品を購入する消費者が増える中、小
さな画面でいかに瞬時に商品の魅力を訴求できるかが重要」と訴えました。
セミナー後の個別商談会（第３部）では、参加事業者が新たな販路開拓に向け自慢の商品を存分にアピールしました。
今後も中小機構では事業者様のニーズに応じ、各種販路開拓企画を実行していきます。次回はぜひ参加をご検討くだ
さい！

“ものづくり補助金”など各種補助金の公募が行われています！
１．ものづくり・商業・サービス革新補助金
昨年に引き続き革新的な設備投資やサービス試作品の開発を行う中小企業に対する支援であるいわゆる“ものづくり
補助金”の２次公募が８月５日（水）まで行われています。詳細は以下のリンク先からご確認ください。
【事務局（中小企業団体中央会）WEBページ】http://www.chuokai.or.jp/josei/26mh/koubo2-20150625.html
２．小規模事業者持続化補助金
商工会・商工会議所と一体となった販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金の追加公募が平成２７年７月
３１日（金）まで行われています。詳細は、商工会議所・商工会の管轄区域に応じて、以下のリンク先からご確認ください。
【商工会議所の管轄区域の方はこちら】http://h26.jizokukahojokin.info/
【商工会の管轄区域の方はこちら】 http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=2504
【補助金全体の公募状況についてはこちら】
http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/koubojyoukyou.pdf

編集後記
今年度第１回目の認定を受けられた事業者の皆様、認定おめでとうございます！３ページ目でもご紹介して
いますが、中小機構では高松・松山の事務所における無料の窓口相談を実施しています。認定の有無を問
わず継続的に何度でもご利用いただけますので、お気軽にTEL０８７－８１１－１７５２までお電話ください！
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
本誌に関連してご意見・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。
独立行政法人中小企業基盤整備機構 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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