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1. 第５回異業種連携プラットフォーム 開催 
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2016年１０月 

つやまビジネス通信はつやま産業支援センターがお届けする情報誌です。 

ますます盛り上がりを見せる異業種連携！ 津山発のイノベーションを全国に展開中 

10月3日、津山高専内に新たな産学官支援組織である「つやまイノ
ベーションセンター」が創設されました。 

同センターは津山高専の高い研究開発力を生かし、地域企業の技術
力向上や新商品開発を後押しするための中核的な組織として、高専
と当センター及び人形峠環境技術センターが連携して開設準備をし
てきました。企業のニーズ等をよく理解する民間出身（パナソニッ
ク）のコーディネーターを配置し、最も適切な研究者とのマッチン
グや共同研究のコーディネート等を行います。ここで開発された革
新的な製品は当センターで市場投入のための支援が可能となります。 

産業技術が集積する津山から革新的な製品を生み出していきましょう。ジャンルを問わず開発テーマや
課題をお持ちの企業は是非イノベーションセンターまでご相談下さい。 

9月14日、「第12回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」がコンベッ
クス岡山で開催されました。本交流会は、『 岡山の元気がここに集
合！』をキャッチフレーズに、企業同士による“商談”と、相談機関
等との“相談”ができる場として県内8つの信用金庫などが毎年開催
しています。当センターは今回初めての参加し、シェアオフィス
「アートインク津山」や「Made in Tsuyama」シリーズ、新しいカス
タムキッチン、断熱フローリングなどをご紹介しました。 

なお、これとあわせて、10月7日にイノベーションセンター設立記念講演会を開催しまし
た。世界初のサイボーグ型ロボット「ロボットスーツHAL®」の開発者であり、サイバー
ダイン㈱のＣＥＯとして世界的な著名な、筑波大学大学院教授の山海嘉之先生をお招きし、
イノベーションのあり方などについてご講演をいただきました。 

普段テレビやニュースでしか拝見できない山海先生ですが、比類ない先進性を持つ数々のプロジェクト、
壮大な構想、そしてそれをやり抜く本気のエネルギーなどが、先生の丁寧でありながら熱い語り口から
伝わってきて150名を超える参加者に大きな感銘を与えていました。また、3000社を超える企業が集積
する津山は全国でもまれに見る潜在力ある地域であるので、ぜひイノベーションの街として抜け出てほ
しいと、励ましの言葉を頂き、参加した多くの社会人や学生から勇気をもらえたと感想が出ました。 



第５回異業種連携プラットフォーム 開催 

９月７日に第５回異業種連携プラットフォームを開催しま
した。市内外の様々な分野の企業、支援機関、専門家など
総勢７０名の参加者が集い、盛況となりました。 

今回は地域企業の取り組み事例の紹介を中心に、業界を超
えて連携することの意義、可能性、そして効果的な進め方
などについて参加者の間で意識の共有がなされました。 

松永建材店が開発した「ひのきを用いたカスタマイズキッ
チン」やファインアートかわばたが開発した「地震に強い
新型膜天井」などの発表には多くの企業の関心が集まりま
した。当日参加された方から頂いたアンケートでも「１社
ではなかなか出来ないことが集まれば可能であることが実
感できた」、「新しいことにチャレンジすることが大切だ
と思った」などの様々な感想を頂きました。 

これまでは比較的ものづくり企業の連携が多かったのです
が、新たに農業者、加工会社、販売会社が連携した地域食
材を活用した「食品」、ＩＴを活用した新サービスの開発
なども重点分野としてプロジェクトが増えつつあります。 

次回開催は冬頃を予定しておりますの
で、まだご参加いただいていない企業
の皆様は是非ご参加ください。 

Tsuyama-Biz Marketing 津山Biz オリジナル マーケティング教室 

No.22  津山の良さを全国に伝える 

客観的に見ると、津山はとてつもなく素晴らしい素材を持
ち合わせた地域です。3000社を超す企業の集積、高いもの

づくり技術の蓄積、美しい自然環境、暮らしやすい生活基
盤、そして歴史。これらが全て詰まっているのが津山です。 

しかしこれらの潜在力はまだまだ十分に生かされていると
は言えません。それを掘り起こすべく、当センターは地域
の企業を励まし、成長のための様々な支援をしています。
それに呼応して下さった企業が今、次々と立ち上がって付
加価値の高い製品の開発に取り組んでおり、次第に津山か
らファクトリーブランド（工場直販ブランド）が立ち上が
りつつあります。そうした当地域の積極的な動きについて、
顧客も好意的に受け止めてくれているように思います。 

上記のような地域や企業の取り組みは、実はマーケティン
グの観点から見ても理にかなっています。インターネット
の発達などで消費者は情報を自在に入手できるようになり
ましたが、反面、情報があまりに多く得られるため、購買
において判断に迷うことが多くなってきたのです。例えば
ワインも3種類からなら選びやすいですが、100種類候補を

出されたら途方に暮れるのではないでしょうか。そうなる
と消費者は下記の二つのものに頼るようになります。一つ
は誰か他の人の評価、そしてもう一つが「直感」です。選
択肢がたくさんあるほど人は直感に頼るようになると言え
ます。だから新たに商品をつくる側はその直感に響くよう
なものを用意していく必要があるのです。 

キーワードは「ライフスタイル」と「共感」です。最近の
消費者は、あまりモノを持ちたがりませんが、自分の感性
に近いもの、自分の生活を充実させてくれる何かを持つ 

ものを見つけると「いいね！」とすぐに反応し、商品
を購入するだけでなく、ファンになって仲間に紹介す
るなど色々と応援してくれるのです。 

津山のように、自然と都市とものづくりが密接につな
がっている街は、首都圏等で暮らす多くの人にとって
理想に近いものです。ですからその津山が、津山らし
さを活かして次々とかっこいいもの、新しいものを生
み出していけば、今度は「憧れ」として消費者の心に
強く響くことになるのです。 

ただし、自分の地域の良さは案外自覚していないもの
です。また、地域のものをそのまま自分の感性で出せ
ば良いというわけでもありません。良い素材は、それ
をしっかり引き出す料理ができてはじめて喜ばれます。
そのために経営者はデザイン、パッケージ、コミュニ
ケーションなど、素材の活かし方を常に学んでいく必
要があります。そうした努力の中から生まれてくる、
素晴らしい商品を一連として揃え、「津山スタイル」
として全国に発信していこうと考えています。アパレ
ルからスタートし、現在木材などその他の製品に広が
りつつある津山スタイルの展開に貴社も参加してみま
せんか？（小坂 幸彦） 

 

東京で9月にデビューした
ジーンズなどアパレル系
の津山ファクトリーブラン
ドはかなりの反響を呼び、
うまく消費者に受け入れら
れました （３頁参照） 

当センターとしても新たに設立されたつや
まイノベーションセンターとも連携しなが
ら地域発の革新的な製品づくりを応援して
いきます。 



賛助会員企業の紹介コーナー 

株式会社アイテック・ツリタニ 業種  電子部品用のリード線・精密プレス品製造、ガラス溶着 

月曜日 １３時～２０時  

水曜日   ９時～１７時 

会場：津山商工会議所 

毎月第２水曜日 ９時～１７時 

会場：【偶数月】作州津山商工会本部会館 

    【奇数月】作州津山商工会久米支所会館 

お問合せ・相談お申し込み先  
  岡山県よろず支援拠点 

   電話 086-286-9667 

津山商工会議所 作州津山商工会 

大正13年創業、昭和22年設立。 

 液晶TV・PC のバックライト用、デジタルカメラ、ストロ
ボ用、ブラウン管用、水晶発振子用などの各種リード線
の製造。プレス部品などにも注力し、オリジナル製品の
開発にも取り組み、長年の業歴を背景とした技術力に
定評を得ている。 

 また、同社の塑性加工技術を生かした注射針用伸線
加工や、レーザー溶接技術を応用した釣り道具の部品
製造を行うなど、ユーザーニーズに応える微細加工技
術力で新たな分野に常に挑戦し続けている。 

よろず支援拠点のご案内 

 抵抗溶接 

 ツーピース（1点溶接） 

プレス 

DMX 

津山ブランドが東京新橋の 

アンテナショップでデビュー 

９月１日から９月７日まで、東京のアン
テナショップ「とっとり・おかやま新橋
館」にて、津山市地域雇用創造協議会と
当センターが共同でＰＲイベントを開催
し、津山のファクトリーブランドである
「Made in Tsuyama」からは、ジーンズ
（(有)内田縫製）とネクタイ（(株)笏本縫
製）が出展しました。 

来場者の方々は非常に関心を示し、実際
に手に取り、見えないところまでこだ
わった高い技術にしきりに感心されてい
ました。どちらの商品も高額にもかかわ
らず、ジーンズは欠品が生じるほどの売
れ行きとなり、また、ネクタイも一度に
複数本を購入される方がおられるなど、
消費者の良いものに対する関心の高さが
うかがわれました。 

今回は作州絣と国産シルクとの切り替えしがあるネクタ
イや、鶴山公園の桜をイメージした特別なデニム生地を
使用したジーンズなど、クラシカルなデザインの中にも
「新しさ」「津山らしさ」が見える商品も出展しました。 

販売や接客を通して顧客の声を直接聞ける機会も大変貴
重でした。今回も多くのお客様に感想などを頂き、より
良い製品開発につなげることが可能になりました。 

優れた商品であっても、消費者に直接紹介しながらテス
トマーケティングすることが大変重要になります。この
ような機会を今後も用意していきますので、ご関心のあ
る企業はぜひご相談下さい。 



       発行元・ 
お問い合わせ先    

つやま産業支援センター事務局（津山市産業経済部みらい産業課） 

津山市山北663 津山市役所東庁舎１階 ℡0868‐24‐0740   E-mail：info@tsuyama-biz.jp 

※お問い合わせ先      ①（公財）岡山県産業振興財団  ℡086-286-9626    ②つやま産業支援センター   ℡0868-24-0740  
              ③岡山県知財総合支援窓口    ℡086-286-9711    ④中国銀行          ℡086-234-6555 
   

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概    要 時 間 会   場 ※ 

10月 

19 
岡山県知財支援窓口 津山
サテライト窓口 

中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00 
つやま産業支
援センター 

② 

③ 

20 
出前よろず支援拠点 
 ＠中国銀行 

各分野のスペシャリストが総合的なアドバイスを実施致します。 9：30～16：00 
中国銀行 津
山支店 

④ 

28 

おかやま次世代産業関連
技術研究会 第２回技術セ
ミナー 

 岡山県と（公財）岡山県産業振興財団では、「おかやま次世代産業関
連技術研究会 第２回技術セミナー」を開催します。 

 本研究会では、「有機EL照明」「有機ELディスプレイ」と、これら製品
の「フレキシブル化」において重要となる「標準化の進め方」「耐久試
験」について、「国内有数の取組み」を進めておられる企業の方をお招
きし、ご講演頂きます。終了後、意見交換会も開催しますので、ぜひご
参加ください。 

13：30～17：00 
岡山ロイヤル
ホテル 

① 

11月 

2 
岡山県知財支援窓口 津山
サテライト窓口 

中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00 
つやま産業支
援センター 

② 

③ 

11
～
12 

第12回全国若手ものづくり
シンポジウムin津山 

全国各地の若手経営者・後継者、行政、支援機関関係者の交流を通
じ、新たなビジネスの芽を見出し、地域活性化のヒントを得る機会を創
出することを目的として、第１２回全国若手ものづくりシンポジウムin津
山実行委員会主催により、シンポジウムを開催いたします。 
  11日シンポジウム【参加無料】、大交流会 
  12日エクスカーション（体験型観光）半日コース／１日コース 
               【シンポジウム以外は別途費用がかかります】 

11日13：30～ 

12日  9：00～ 

津山国際ホテ
ル 

② 

16 
岡山県知財支援窓口 津山
サテライト窓口 

中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00 
つやま産業支
援センター 

② 

③ 

17 
出前よろず支援拠点 
 ＠中国銀行 

各分野のスペシャリストが総合的なアドバイスを実施致します。 9：30～16：00 
中国銀行 津
山支店 

④ 

24 
【研修】ホウ･レン･ソウ実践
の極意 

 （公財）岡山県産業振興財団が実施している研修の中でも特に人気
のある研修が津山会場で開催されます。今回はビジネスコミュニケー
ションの基本となるホウ・レン・ソウ」の考え方や実践方法を学びます。
この機会に是非、ご参加ください。 
               【受講料：財団会員7,344円、非会員17,344円】 

9：30～16：30 
つやま産業支
援センター 

① 

12月 
8
～
9 

【研修】女性のスキルアップ
研修 

 （公財）岡山県産業振興財団が実施している研修の津山会場での開
催です。昨年度大変ご好評いただいた女性社員向けの研修をご用意
いたしました。輝ける女性社員を目指し、この機会に是非ご参加くださ
い。           【受講料：財団会員12,960円、非会員22,960円】  

9：30～16：30 
つやま産業支
援センター 

① 

概    要 日 付 研 修 名 等 時間 会場 ※ 

 岡山県と（公財）岡山県産
業振興財団では、自動車産
業などの県内製造業におけ
る設計・開発力の強化などに
より、技術力を強化するため
の研修として、本年度は全２
０コースを開催いたします。 

11月 

9～ №17 空気圧実践技術研修 全３回 

9：30～16：30 
中国職業能力
開発大学校 

① 30～ №18 電気系保全実践技術研修 全３回 

12月 6～ №19 製造現場におけるＬＡＮ活用技術研修 全２回 

 （公財）岡山県産業振興財
団では、人材研修の一環とし
て、ISO9001およびISO14001
を取得している、もしくはこれ
から取得を目指す内部監査
担当者の方を対象にセミ
ナーを開催します。 

11月 

8 

ISO9001 （移行コース） 
 対 象 者：ISO9001を取得している企業従事者、ISO規格理解者 
 受 講 料：財団会員16,200円、非会員37,800円 

9：30～17：00 
テクノサポート
岡山 

① 21,22 

ISO14001（養成コース） 
 対 象 者：ISO14001:2015の内部監査を担当（予定）の方 
 受 講 料：財団会員32,400円、非会員54,000円 

12月 1,2 

ISO9001（養成コース） 
 対 象 者：ISO9001:2015の内部監査を担当（予定）の方 
 受 講 料：財団会員32,400円、非会員54,000円 


