
3. 「津山から全国をめざす」セミナーを開催 

2. (連載)津山Bizオリジナル  マーケティング教室 

1. 津山まちなかカレッジ デザイン講座を開催 

5. 役に立つイベントのご案内（８～９月分） 

201７年８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。 

7月21日から22日までの２日間、当センターが主催で、津山市山下の
「ZibaPlatform」で「Made in TSUYAMA地域展示会」を開催し、ジーン
ズ・ネクタイの展示販売を行いました。 

4. 人気の研修が津山で開催されます!! 

 

ZibaPlatform（ジバプラットフォーム）とは 

 Ｍａｄｅ in TSUYAMA 

 商品が各地で展開中 

また、8月9日から21日までの13日間、東京日本橋の「三越日本橋本店」で
「内田縫製 Pop UP イベント」と称し、ジーンズの販売会を主催しました。 

日本を代表する高級百貨店での開催でしたが、他の名だたるブランドをしの
ぐ売り上げを記録するなど大変好評でした。 

今後も様々な場所で販売会を開催し、 「Made in TSUYAMA」の知名度アッ
プ、販路拡大を目指していきます。 

これは、 津山市田町で行われた街なかイベント「城下ウィークエンド・シャッフル」と連動して開催した
ものです。 

東京で人気の津山発のファクトリーブランドですが、津山では今回が初めてとなるフェアで、待ちに待っ
た市民の方々やB′zのライブに集まった県内外のファンなど、多くの方が訪れ、大好評でした。 

当センターが開催した「第１回 津山リノベ・ビジネスプランコンテスト」で最優秀賞に輝
いたプランを、補助金などを活用し事業化したもので、人と食をつなぐ新たなまちなか拠
点として今年３月にオープンした施設です。 
 
NPO法人マルイ・エンゲージメントキャピタルが運営し、地域（地場）における「磁場」
になることを目指し、名付けられました。キッチン等を備え、津山地域産の食材や加工品
の展示・販売会といった催しでの利用の他、シェアオフィスとしても利用されています。 

市立図書館
でも展示中 

8月11日から9月25日までの間、アルネ・津山４階の津山市立図書館 展示
コーナーで「Made in TSUYAMA」の製品や、津山ステンレス・メタルクラ
スター、津山ステンレスネットの製品等を展示しています。 

今回の展示では、説明のパネルだけではなく、実際の製品やサンプルも展示
しておりますので、図書館をご利用の際や、お近くにお越しの際には、ぜひ
ご覧ください。 



津山Biz オリジナル マーケティング教室 Tsuyama-Biz Marketing 
No.３２ 製販連携で確実に売る方法 

技術を持つ中小企業にとってよくある悩みの一つは「販路
がない」というものです。せっかく素晴らしい商品を作り
出したとしても売り先がなければ確かに在庫の山ができる
など残念な結果になりますね。 

もちろん今はあらゆるものをネットで販売することができ
る時代になりましたが、中小企業がネットを事業として成
立させるにはそれなりのハードルがあります（コストや運
営など）。またネットショップでは類似商品検索が容易な
うえに顧客の価格感度が高いため余程ユニークな製品でな
いと価格競争に巻き込まれやすくなります。そこで今回は
もう一つ別の方法について考えてみましょう。 

当センターでお勧めしているのは「製販連携開発」という
手法です。これは小売店等（販売事業者)と連携して商品開

発・製造を行うものです。利点としてはまず、商品を確実
に連携先の店舗などで販売してくれるため開発リスクを最
小化できます。また長期的な関係を維持しやすく安定的な
販路になります。更に販売店のネットワークに乗れば全国
に販売ができるようになります。実際当センターでも複数
の製品で地域中小企業と大手企業の製販連携開発をコー
ディネートし市場化を実現しています。 

経営者の中には、大手の企業が本当に中小企業と販売連携
などしてくれるのか不思議に思う方もおられるでしょう。
もちろんいつも簡単にいくわけではありませんが、しかし
そうした連携は十分実現可能です。そこにはそれなりの理
由があります。 

近年販売で苦戦をする小売事業者が増えています。その要
因は、先述のネットショップとの競合、また、ファースト
ファッションが典型ですが、優れたサプライチェーンを 

生かした安価でバラエティに富んだ直営店の増加など
です。単にものを仕入れてマージンを取って売るとい
う従来の販売方法が通用しなくなってきたわけです。
そこで小売事業者は特色があり顧客をひきつける商品
を目を皿のようにして探しているのです。 

顧客の心を打つ製品とは例えば以下のようなものです。 

①従来世の中に存在しなかった商品 

②作り手の顔が見える高品質商品 

③自然や本物を感じることができる商品 

④高いオリジナリティを持つ商品 など 

特に小売事業者は顧客との関係性が作れる商品を求め
ています。顧客のリピートが増えるためです。商品化
に「ストーリー」があるなど売る際に「語りやすい」
商品が理想的ですが、実はこういう商品づくりほど中
小企業が得意な分野であると思います。一つでも顧客
に響く商品があれば、小売店ではそれを中心に他の商
品もまとめて取り扱いをしてくれるようになります。
販売のプロからアドバイスをもらいながら商品の開発
をすることはより良い商品づくりの早道でもあります。 

中小企業にとって一気に可能性が広がるこの製販連携
開発は、下請けから脱却する最初のステップとしても
是非検討頂きたい方法です。（小坂 幸彦） 

［ポイント］ 小売事業者と組んでオリジナリティ
のある商品を開発する手法は中小企業に新たな

可能性をもたらす。中小企業はリスクを抑えな
がら全国に販路を確保することも可能となる。 

プロダクトデザインの講座開催 津山まちなかカレッジ開校記念 

 「津山まちなかカレッジ（まちカレ）」が10月にアルネ津山4階にオープンします。当カレッジは地域の
産業人材の育成、働く人のスキルアップや就職支援を行う総合的な学びのプラットフォームとなります。 

 第一弾として「津山デザインカレッジ」を開催いたします。岡山県立大学との連携によるオリジナル講
座で、プロダクトデザインが基礎から学べ、商品開発など貴社の可能性が大きくひろがります。豪華な講
師陣の講義でデザインの本質が理解できます。デザインを学んだことのない方もぜひご参加下さい。 

プロダクトデザインの基礎を学ぶ ～売れる製品のカギはデザイン～（全６回） 

［プログラム内容］会 場：アルネ・津山４Ｆ（図書館・地域交流センター） 時 間：13:00～17:00 

第１回 10月  1日（日）「社会とプロダクトデザイン」 

第２回 11月11日（土）「プロダクトデザインとビジネス」 

第３回 12月16日（土）「デザインプロセス」 

第４回   1月20日（土）「コンセプト作成のための手法」 

第５回   2月17日（土）「視覚化のための手法（３Ｄデザイン）」 

第６回   3月17日（土）「マーケティングとデザイン」 



「津山から全国をめざす」 オープンセミナーを開催しました 

お申し込み・お問い合わせ先 

（公財）岡山県産業振興財団 総務部 総務企画課（担当：横山・美甘） 

 TEL：086-286-9661 FAX : 086-286-9662 Email: manabi@optic.or.jp 

人気の研修が津山で開催されます!! 
岡山県産業振興財団が実施する研修のうち、人気の高いものを同じ内容で津山でも開催します。 

これまで遠隔地の開催でなかなか受講しにくかった研修を、同財団と当センターが主催で実施します。 

当センターや同財団の賛助会員企業は、賛助会員価格でご受講いただけます。 

研 修 名 開 催 日 
受 講 料 （税込） 

賛助会員※ 一般 

① デキる人になるためのスピーチ＆ライティングスキルを身につける 

相手に”伝わる”話し方・書き方講座 
10/12（木） 6,480円 16,480円 

② 製造リーダーの処方箋 

製造現場リーダーのための時間活用術 
10/26（木） 8,856円 18,856円 

③ 全体最適によるジャスト・イン・タイム生産を体感を通して学ぶ 

製造業における納期短縮や在庫削減の進め方 
11/1（水） 

  ～2（木） 
12,960円 22,960円 

④ ビジネスのツールとしての会計を身に付けよう 

わかりやすい！「やさしい会計入門」 
11/13（月） 

  ～14（火） 
12,960円 22,960円 

⑤ 人間性と働きがいを理解 

部下のやる気を高めるノウハウ能力習得講座 
11/21（火） 

  ～22（水） 
12,960円 22,960円 

※つやま産業支援センター・（公財）岡山県産業振興財団の賛助会員およびインターネット利用研究会会員 

 いずれも定員20名(先着順)ですので、ご希望の方は早めにお申し込み下さい。申し込みは
同財団までFAXまたはEmailにてお願いします。詳しくは、当センターまたは同財団のHPの
研修コーナーをご確認下さい（右のＱＲコードでもアクセス可）。 

 ７月２８日、当センターで「日本から世界に発信する家具 世界の
定番を目指して」と題し、株式会社マルニ木工 代表取締役社長 山中 

武氏にご講演をいただきました。 

 現在、当センターでは、技術を活かし全国に発信する企業を積極的
に応援しています。その一環として全国や世界で活躍する企業をお招
きしてオープンセミナーを開催しています。 

 今回は技術とデザインを組み合わせて世界で売れている高級いすで
有名なマルニ木工の山中氏を福山からお招きしました。 

 同社は創業８９年を迎え、「１００年経っても『世界定番』として認め
られる木工家具を作り続ける」ことを目指し、国際的なデザイン感覚と日
本独自の木に対する美意識、そして精緻なモノ造りの技が融合したＭＡＲ
ＵＮＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮを現在は世界２８ヵ国で展開しています。 

 そのモノ造りのきっかけ、世界を代表するデザイナー達との出会い、世
界最大級の国際家具見本市ミラノサローネに参加するまでの過程などを具
体的にご解説いただきました。現在大きな成功を遂げている同社ですが、
過去の大きな苦労などのリアルなお話も頂き、参加者は大きな感動を受け
ていました。 



       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 

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 

    ℡086-286-9667 

津山商工会議所 作州津山商工会 よろず支援拠点のご案内 

月曜日 １３時～２０時  

水曜日   ９時～１７時 

会場：津山商工会議所 

※お問い合わせ先  ①津山市地域雇用創造協議会   ℡0868-24-3633  ②岡山県産業振興財団     ℡086-286-9661 
                ③ポリテクセンター岡山     ℡086-246-2530  ④津山圏域改善活動委員会   ℡0868-24-0740 
                     ⑤津山まちなかカレッジ事務局  ℡0868-31-2232  ⑥つやま産業支援センター    ℡0868-24-0740 
           ⑦岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点 ℡086-286-9011 ⑧岡山県知財総合支援窓口   ℡086-286-9711 
           ⑨岡山県産業振興財団      ℡086-286-9626         

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概    要 時 間 会   場 ※ 

8月 

26 QC・IE基礎コース研修 

初心者を対象に品質管理やムダ取りなどの基本的な概
論や講義、小グループに分かれての演習等を交えながら
各手法を習得します。また、今年は基礎的なIE技法につ
いても学びます。 

9:00～17:30 

津山圏域雇用
労働センター 
２Ｆ大会議室 

④ 

26 アラ還のための 生涯現役講座 

定年を迎えた時仕事はどうなるのか、活躍するために何
をすべきか、準備出来る事とは？定年後社会と繋がって
地域と共に生きていくために、これから必要な身近な仕組
みをお伝えします。 

14：00～16：00 
津山市立図書
館 視聴覚室 

⑤ 

29 

メタル交流会 オープンセミナー 
   ～自動化の最前線～ 

e-F@ctoryと知能化ロボットが実現する自動化ソリュー
ションについてお話します。また製造業における検査の自
動化、製造の高度化・省力化のポイントについても学んで
いただきます。 

17：00～19：00 

津山市役所 
東庁舎 

Ｅ３０１会議室 
⑥ 

30
～ 

経営者のための採用戦略セミナー 
                【全3回】 

このセミナーでは採用から育成までを視野に3回のセミ
ナーを通じて人材採用、育成におけるプロセスの再確認
を目的とし、選び選ばれる関係構築について理解を深め
ます。 

13：00～16：00 
津山圏域雇用
労働センター 

① 

31 

岡山県プロフェッショナル 
       人材戦略セミナー【第1回】 

県内中堅・中小企業の経営者、経営企画・人事責任者等
を対象に、経営戦略・生産性向上・ワークライフバランス・
人材育成についての課題とプロセスを学びます。 

13：00～16：00 

ホテルグラン
ヴィア岡山 

3階「クリスタル」 
⑦ 

9月 

4
～
7 

フライス盤精密加工技術 

部品加工や治工具製作における旋盤作業の技能高度化
をめざして、技能検定2級相当の旋盤作業(テーパ加工、
偏心加工、ねじ加工、はめ合わせ加工等）を課題加工実
習を通して習得します。 

9:30～16:30 
ポリテク 

センター岡山 
③ 

6 

岡山県知財総合支援窓口 
  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 
津山市役所 
東庁舎 

⑧ 

6
、
13
、
20 

カスタムマクロによるNC工作機械 
カスタマイズ技術研修【全3回】 

本コースは新機能の作成や段取り技術、プログラム作成
の効率化に効果を発揮するカスタムマクロプログラミング
技術を習得していただきます。 

9:30～17:30 
中国職業能力
開発大学校 

② 

12
～
15 

マシニングセンタ実践技術研修 
    （プログラミング編）【全4回】 

機械部品製造における金型加工、部品加工、治工具製
作の効率化をめざして与えられた図面や生産条件(生産
数量・製品精度等）から 工程立案、段取り、経済的な生
産方法等、要求された製品を加工できる効果的手法を習
得します。 

9:30～16:30 
ポリテク 

センター岡山 
③ 

13 

第13回岡山県しんきん合同 
            ビジネス交流会 

毎年およそ400社の企業が参加する当交流会は、新たな
取引先・ビジネスパートナーを探しているベンチャー企業
や創業者の方々にとって絶好の商談会です。 

 10:00～16:00 
コンベックス 
岡山 

⑨ 

13
、
14 

収益性向上のための 
      現場改善マネジメント 

現場における収益性向上の為に、企業競争力を把握して
競争に勝つものづくりを知り、制約のある中での現場改善
のポイントを習得します。 

9:30～16:30 
ポリテク 

センター岡山 
③ 

13
、
14 

3次元ツールを活用した鈑金設計（関係
式、外部参照） 

板金部品の設計工程における品質向上と作業の効率化
をめざして、板金製品の知識及び加工性向上のための3
次元ツールの活用法を理解するとともに、箱物を例に、鋼
材のサイズや箱の変更に対して、外部参照データを活用
した標準化方法を習得します。 

9:30～16:30 
ポリテク 

センター岡山 
③ 


