
3. 木製品ＰＲイベント 東京で開催  

2. (連載)津山Bizオリジナル  マーケティング教室 

1. つやま産業塾第４期プロフェッショナルコース 募集開始  

4. 役に立つイベントのご案内（１１～１月分） 

2016年１１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 

当センターでは、異業種間での連携による地域発の革新的な製品開発を応援し
ています。自社だけでは解決が難しい課題をお持ちの企業はぜひご相談下さい。 

高級広葉樹を用いた製材・家具等販売の㈱津山銘
木は、木材とアルミ材を組み合わせたテーブルを
開発しました。このテーブルは、鋳造を得意とす
る㈱山陽アルミと連携し、木と金属という異なる
質感を生かした商品です。 

津山銘木はケヤキやトチなどの一枚板を建築材と
して販売する一方、それらを生かした机やテレビ
台、食器棚などの家具を手掛けており、従来は和
室に使われるケースが多かったそうです。 

一般住宅等の洋室化が進む中、洋室向けの製品を
拡充しようと検討していた際に、異業種連携プ
ラットフォームなどで知り合った、複雑な形状の
鋳造を得意とする山陽アルミの技術に着目し、異
業種間でのコラボレーションをしたものです。 

木目を生かした天板と、アルミ鋳造の脚による個性的なデザイン。価
格は20万～35万円程度で、受注生産。津山銘木の本社ショールームに
展示しており、主に30～40代がターゲット。11月初旬に新聞に取り上
げられて以降、すでに多くの問い合わせがあったとのことです。 

今後は異なるデザインの脚を使った製品も開発する方針。津山銘木は
「地元企業とのコラボレーションでこれまでにない商品ができた。新
たな顧客を開拓したい」としています。 

山陽新聞 

平成28年11月3日 

異業種連携による商品が様々な分野で誕生中 

市内の有名菓子店ラ・プロヴァンスでは
今回異業種連携プラットフォームを通じ
てつながった阿波の農家と連携し、阿波
産の低農薬リンゴをまるごと用いた新た
なスイーツを開発、販売を開始しました。 

農家と菓子店の連携で 

生まれた新スイーツ 



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

No.2３ ファクトリー・ブランドで全国に発信する 

先月号で書きましたが津山には優れた製造技術を持つ中小
企業が数多く存在します。その技術の幅は金属加工から木
材加工、縫製、食品、電子機械など多岐にわたっています。 

そうした企業の多くはこれまでいわゆる下請けの仕事を主
力にしていたため、あまり表に出ることがありませんでし
たが、津山は中山間地にもかかわらず厚みのある技術が蓄
積されており、実は「何でも作ることができる」非常にユ
ニークな地域と言えます。更に津山には森林資源を始めと
した資源が豊富に存在するため、素材から加工までの一貫
した工程フローを地域内で構築することができます。この
ような大きな潜在力を引き出すことにより、津山は強力に
全国への発信が可能になります。そして各企業も利益率の
低い下請けからの脱却及び成長路線への転換を目指すこと
ができるようになるのです。 

上記を実現する道筋の一つが「ファクトリー・ブランド」
という手法です。これは工場が自らのブランドを持ち、直
接市場に商品を届けようという考え方です。今や農産品や
水産商品では産地直販が当たり前になりましたが、これは
品質が高く安心で生産者の顔が見える商品を消費者が求め
ていることが背景にあります。そして実は製造業でも同じ
ことが求められ始めています。ＩＴと物流が進化して物が
買いやすくなった結果、高品質な商品を生産者から直接買
いたいというニーズが増えているのです。反対に単に商品
を並べているだけの小売店や、物の取次ぎを行うだけの流
通業は苦戦を強いられています。 

つまり中小企業でも顧客に直接販売できる環境が生まれつ
つあり、津山のような地域には大きなチャンスなのです。 

 

津山市人づくり事業運営委員会 

 

【会  場】 津山圏域雇用労働センター  

       （津山市山下９２－１） 

【対象者】 経営者等   【定員】 20名 

【受講料】 １５，０００円 

 津山市外在住かつ市外在勤の方 
               ２５，０００円 

   プロビティコンサルティング株式会社 

講師 代表取締役 野田 弘子 氏 

岡山県出身、東京大学法学部卒。公認会計士。 

監査法人にて、一部上場企業の監査補助業務を担当。その
後、約20年にわたり複数の外資系金融機関で経理部長を歴
任し、財務経理業務、ならびにマネジメントを経験。2006

年よりコンサルティング会社にて、上場企業の内部統 

第１回 平成２９年１月１３日（金）「そもそも会社とは何か？」 

第２回 平成２９年２月 ３日（金）「会計のルールを理解する」 

第３回 平成２９年２月１７日（金）「決算書の分析を理解する」 

第４回 平成２９年３月 ３日（金）「原価計算の基本を理解する」 

第５回 平成２９年３月１７日（金）「損益分岐点分析と会社の戦略」 

制コンサルティングやセミナー講師を務める。2010年に会計人材育成を柱と
する「プロビティコンサルティング株式会社」を設立し、代表取締役に就任
。会計への苦手意識を払拭する、親しみやすい語り口と分かりやすいプログ
ラムで、受講者より好評を得ている。 

但し、ここが重要なポイントで、作れるイコール売れ
るでは必ずしもなく、販売につなげるには市場が求め
ているものをきちんと理解して提供すること、また、
これまで当教室で学んできたように、競争に勝てる特
色やポジショニングを備えることが必須です。 

現在当センターがサポートする地域企業の異業種連携
の中から、多数のユニークな製品が生まれています。
これらが今「津山のファクトリーブランド」として全
国に発信を開始し、少しずつ知名度を高めています。 

来年にかけて大手専門店等と組み、東京等で大きな発
表イベントを開催する予定です。貴社もぜひ技術を活
かしたオリジナル商品を検討して下さい。当センター
は製品開発から販路開拓まで支援致します(小坂幸彦)。 

耐地震性に優れた革新的な
膜型天井システム 

（ファインアートかわばた
＆アイダメカシステム） 

地域ひのき材を用いたカス
タムキッチン 

（松永建材＆エステック） 



賛助会員企業の紹介コーナー 

株式会社津山銘木 業種 建築材・家具製造販売 

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 

昭和47年創業。 

 国産材専門店として、全国でも屈指の常時約3,000枚の在庫
を有する。あらゆる受注に応えられるよう、多種多様の原木を
仕入れているが、広葉樹、特に欅、栃、桜材をそれぞれの原木
の良さを生かした木取り方法で製材し、温度・湿度を考慮しな
がら自然乾燥させ、職人が材料・木目を生かしながら丹精込め
て製品づくりに努めている。 

 一般住宅から店舗、寺院など様々な顧客のニーズに応え、
若き後継者たちが新たな挑戦にも積極的に取り組んでいる。 

よろず支援拠点のご案内 

木製品ＰＲイベント 東京で開催 

株式会社山陽アルミ 業種 金属加工（アルミ鋳造など） 

昭和54年創業。 

 創業以来、アルミ鋳造の技術「グラビティ」を追求し
、試作から製造まで、社内で一貫対応。「思考する技
術集団」をモットーに、絶えず試行錯誤を行い、お客
様のニーズを満たす最適解を提案している。 

 長年培った独自のノウハウと最新鋭の設備が融合
し、自社で一貫生産を行うため、短納期で低コストを
実現するアルミのプロ集団。 

 試作品からロット生産までお任せください。 

 １０月２８日から３０日まで、東京の新宿
パークタワーで「for Good 津山展」（津山市
地域雇用創造協議会 主催）が開催されました。 

 ひのき生産量４年連続日本一を誇る岡山県
の中でも、林業が盛んな県北津山地域から 
「木の匠」１０社が家具や建具、玩具等の展示、木工体験のワークショップを行いました。 

 建築・デザイン関係の来場者だけでなく、子ども連れの一般来場者も数多く訪れ、盛況のう
ちに終わりました。展示作品が好評だったことはもちろんのこと、院庄林業が手掛けたひのき
製のブース装飾も好評で、都会では日頃触れることが少ない木のぬくもりを感じられました。 

 当センターでは、首都圏等の展示会など販路開拓もサポートしています。今後も関係機関と
連携し、これまで以上に津山地域の技術力を全国に発信していきます。 

所在地 津山市津山口 

所在地 赤磐市黒沢 



       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岡山県よろず支援拠点   ℡086-285-9667 
         ⑤岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点  ℡086-286-9011    ⑥女性活躍推進センター   ℡03-3516-3100 
          ⑦おかやま次世代産業関連技術研究会事務局 ℡086-286-9651 

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概    要 時 間 会   場 ※ 

11月 

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 

24 

岡山県よろず支援拠点セミ
ナー 
 「行動を起こす。」～アベノ
ミクス成長戦略 

 岡山県よろず支援拠点では、人口減少、第四次産業革命、人工知能、
TPPとビジネス環境の変化などの押し寄せ続ける荒波に乗って、先を
行くために何をすべきか、内閣官房日本経済再生総合事務局の河本
雄氏をお招きし、セミナーを開催します。 

15:00～17:15 
メルパルク岡
山 

④ 

28 

岡山県プロフェッショナル人
材戦略拠点 開設一周年記
念セミナー 

 岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点では、開設一周年を記念しセ
ミナーを開催します。 
 このセミナーでは、企業が成長戦略を実現するうえでの組織文化の
重要性等を再認識いただくための記念講演とプロフェッショナル人材を
採用した企業からの事例発表を行います。 

15:00～19:00 
岡山ロイヤル
ホテル 

⑤ 

30 
女性活躍推進法対応セミ
ナー 

 女性活躍推進センターでは、人材不足解消などの観点から女性活躍
への取組をお考えの中小企業の皆さまを対象として、全国47都道府県
で行動計画策定等に関するセミナーを開催します。 
 平成28年４月１日から施行された女性活躍推進法では、中小企業に
おいても、一般事業主行動計画の策定・届出等が努力義務です。 

14:00～16:30 
岡山商工会
議所 

⑥ 

12月 

6 

おかやま次世代産業関連技
術研究会 第３回技術セミ
ナー 

 おかやま次世代産業関連技術研究会では、第３回技術セミナーを開
催します。 
 パワーデバイスは、電気の発生・輸送・消費を効率的に行う上での
キーデバイスであり、太陽光発電、自動車、産業機械、家電製品など
の省電力化・性能向上に大きく貢献しています。これらの分野に取り組
まれている企業、研究機関の方に、技術開発動向、必要とするニーズ、
提供可能な技術シーズ等についてご講演頂きます。 

13:30～16:30 
岡山コンベン
ションセンター 

⑦ 

7 
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 

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 

21 
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 

1月 

18
～
19 

おかやまテクノロジー展（Ｏ
ＴＥＸ）2017 

 岡山県と（公財）岡山県産業振興財団では、岡山県内の最新技術や
製品が一堂に会する中四国最大規模のものづくり展示商談会を開催
します。 
 技術課題の解決、最先端技術の収集、新たなパートナー探しなど、
企業のさまざまなニーズにお応えします。 

10:00～16：30 
コンベックス
岡山 

① 

19 

第31回ベンチャーマーケット
岡山  参加企業募集 
【11/25締切】 

 岡山県と（公財）岡山県産業振興財団では、資金調達を希望するベ
ンチャー企業や中小企業と、将来性がある投資先を探す金融機関や
ベンチャーキャピタルなど投資家とのマッチングイベントを開催します。 
 投資家へ向けてビジネスプランの発表を行い、投融資を希望する企
業を募集しています。 

10：20～13：50 
コンベックス
岡山 

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２０コー
スを開催いたします。 

12月 6～ №19 
製造現場におけるＬＡＮ活用技術研
修 

全２回 9：30～16：30 

中国職業能力
開発大学校 

① 

2月 2～ №20 
自動化技術研修（自動組立/ライン
構築･制御編） 

全２回 
1日目10：15～18：45 

2日目 9：00～17：30 


