
3. 関西機械要素技術展に出展 

4. (連載)津山Bizオリジナル  マーケティング教室 

2. クラウドファンディングにて新商品開発 

201７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。 

「津山まちなかカレッジ」が、１０月１日（日）アルネ・津山
４階 地域交流センターにグランドオープンしました。 

当日は、来賓や関係者などが参加し、オープン記念式典や特別
講演などを行いました。 

5. 津山まちなかカレッジ講座 受講者募集案内 

津山まちなかカレッジ 

グランド オープン !! 

記念イベントでは、「デザインを活用した地域振興プロデュース」と
題し、(株)ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役 村田智明氏にご講演
いただきました。 

同氏は、大手電機メーカーを退社後、同社を立ち上げ、GOOD 

DESIGN賞を受賞する等、様々なデザインを世に送り出してきました。

また、デザインだけでなく、多くの後援や、地場産業を中心とした地
域の協業体や関連企業を、新たな商品開発やブランディングにより活
性化するデザインワークにも取り組んでおられます。 

また、記念イベントの一環で、共同運営者である(株)パソナ岡山の講師

らによる「輝く女性の印象Ｕｐセミナー」や「私もシニア ～働きを
考える！ ～」の特別講座を無料で開催しました。 

今後も多くの方のお役に立てるような実践的な講座を開催していきま
すので、是非ご参加ください。 

6. 役に立つイベントのご案内（１０～１１月分） 

1. 「津山まちなかカレッジ」グランドオープン 

さらに、岡山県立大学デザイン学部と津山まちなかカレッジとの連携企画
「津山デザインカレッジ ～プロダクトデザイン講座～」が始まりました。
この日は初日の講義が開催され、多くの企業などが参加しました。 

このコースでは、プロダクトデザイン（製品デザイン）について専門家の
方から本気で学び、津山のものづくりの技術と融合させることで、デザイ
ン性と付加価値の高い商品を、全国に発信していくことを目指します。 

今後は地域企業と同学部の教授等が連携した製品開発も期待されます。 

お問い合わせ先 津山まちなかカレッジ事務局（アルネ・津山４Ｆ） 

        TEL：0868-31-3313  FAX：0868-31-2252 



津山Biz オリジナル マーケティング教室 Tsuyama-Biz Marketing 
No.３4 会社と社員を成長させる 

今まで２年以上にわたりマーケティングのエッセンスを連
載してきましたが、その間、津山から様々な新商品の開発
と発信が次々始まるようになりました。そこで今回から
「会社の成長」というテーマで書くことに致します。 

とかく縁の下の力持ちや、ニッチな商品といったイメージ
を持たれがちな中小企業。しかし最近ではこうした「古典
的」な中小企業から飛び出し、大企業にはないスピード感
で新商品を開発し一気に大きくなる企業も増えています。 

私はどの中小企業でも大きく成長できる可能性を持ってい
ると考えています。貴社もせっかく事業をするなら社会に
大きく影響を与える存在を目指してみませんか？ 

小さい会社が大きくなるために必要な要素は何か。それは
①ビジョン、②戦略、③マネジメント、④人です。これら
のどの一つが欠けても成長はできませんし、４つとも揃っ
たら必ず成長するというくらい本質的なものです。そして、
いずれも経営者の考え方ひとつで整えることができます。 

「ビジョン」は会社が長期的に目指す方向です。「戦略」
はそれを実現するための道筋と組立て、「マネジメント」
は戦略を確実に実行するためのリーダーシップです。以下
それぞれについて見ていきましょう。 

ビジョンは会社として目指す大きな目標を社員全員で共有
するという点に重要な意義があります。そのためあまり抽
象的ではビジョンとしての役割を果たしません。例えば
「技術を通じて社会に貢献する」などの社是は会社の使命
を表すものではありますが、具体性に欠け、戦略に落とし
込むことが難しいためビジョンとして適切とは言えません。 

またビジョンは会社の存在意義を示すものでもあります。 

そのため「売り上げ○○億円の企業にする」といった
営業目標に近いものも、会社の存在意義を示すものが
入っておらずビジョンとは言えません。 

実は本当のビジョンとは経営者の心の内にあります。
それは教科書を見ながら無理やりつくるものではなく、
経営者としての自分が顧客や社会に何を提供したいの
かを深く考え、言葉で共有できる形にするものです。
経営者の本気が伝わるビジョンは社員や顧客の心を打
ち、組織が大きく動き出すようになります。 

当センターでも各企業の戦略づくりの支援を行うとき
は、まず経営者の思いを聞くことにしています。経営
者は日常の忙しい業務の中で元々志していたことを忘
れてしまったり、あるいはあきらめていることがあり
ます。しかしそこに再度立ち返ることが強力なビジョ
ンづくりには欠かせないのです。 

次に大切なのはそのビジョンが社会の潜在的なニーズ
と合っているかです。関連図書を読んだり、色々な人
に話しを聞いたり、視察したりして世の中の現状を
しっかり確かめましょう。社会の潜在ニーズと合わな
いビジョンが成就することはありません。逆に「それ
面白いですね」と言ってくれる人に多く出会ったら、
それは大きな鉱脈を探し当てたサインかもしれません。 

もう一つ大切なのは競合状況の分析です。自分の構想
を既に他の人が思いついて実践しているケースも多々
あります。ただし競合がいても簡単にあきらめず、そ
の事業内容を自分なりに分析してみましょう。表面的
なものか本質をついたものか。その深みが最後にもの
を言います。＜続く＞（小坂 幸彦） 

クラウドファンディングで 新商品開発 
ネクタイ製造販売の(株)笏本縫製がクラウドファンディングによる新
商品開発に取り組んでいます。専門サイト「FAAVO (ファーボ)岡山」
にて、10月4日(水)から11月10日(金)までの間、支援者を募集していま
す。このプロジェクトは、オリジナルブランドSHAKUNONEのロゴを
モチーフにした生地や、オリジナル製法「ｅｍｏｎ(えもん)」仕様を
取り入れたクラシカルで華やかなネクタイの開発に取り組むものです。 

返礼品としてオリジナルネクタイ等が用意されています。 

ぜひ皆様も応援して下さい https://faavo.jp/okayama 

関西機械要素技術展に出展 
10月4日(水)から6日(金)までの３日間、インテックス大阪（大阪市住之
江区）で行われた大規模展示会「第20回 関西機械要素技術展」に津山
ステンレス・メタルクラスターが出展しました。 

多くの方が会場に訪れ様々なブースで商談が行われていました。津山
ステンレス・メタルクラスターのブースにも多く方にお越しいただき、
数多くの商談などを行うことができ、見積りも数十件ありました。 



元気な地方都市を生み出す 

ドイツの街づくりに学ぶ  
～魅力ある １ ０ 万人都市を作る秘訣 とは～  

ドイツは地方都市がとても元気です。例えば津山と同じ１０万人都市のエアランゲ
ンは、ドイツで最もクリエイティブな街にランキングされ、市民の９割が自分の町
が大好きという魅力ある街。 こうした小さな地方都市が輝いているのには、ちゃ
んとした理由があります。ドイツに在住し、ドイツの地方都市に詳しい高松平藏氏
をお招きし、目からウロコのお話を伺います。 

平成29年10月27日（金）17：00～18：30 
場所：アルネ・津山４Ｆ 図書館視聴覚室 

公開講座 受講料無料 

津山まちなかカレッジ お薦めの講座 

「トップアプローチ営業」研修講座 
津山から全国の顧客開拓を実現するための実践講座 

2017年11月2日(木)/10日(金)/16日(木)  

アスクラボ株式会社 ＣＥＯ 

川嶋 謙 氏 

東京で３００回を超す開催 

満足度９３％の人気講座を 
いよいよ津山にて開催 

定員１５名 
全３回コース 

受講料１万円 

津山に本社を置くアスクラボ(株)は自社開発したＩＴシステムである「Proナビ」やソリューショ
ンを全国の大手企業に提供しています。その大きな推進力となったのが、経営者を含む決
裁権者に直接会って了解を取り付ける「トップアプローチ営業」でした。そのノウハウを体系
的に整理しこの講座で学び、貴社の営業力を抜本的に強化して全国展開を目指しましょう。 

いずれも18時開始-19時30分 
場所：アルネ・津山４Ｆまちなかカレッジ 

「ドイツの地方
都市はなぜ 

クリエイティブ
なのか」著者 

高松 平藏 氏 

世界の先端事例を学んで魅力的な津山をつくろう！ 

申込みはまちなかカレッジ事務局まで 0868-31-2232 

申込みはまちなかカレッジ事務局まで 0868-31-2232 

定年後のセカンド・キャリアのための本格講座を開催 

「稼げるシニア養成講座」 

平成29年11月4日（土）から開始予定 
場所：アルネ・津山４Ｆ まちなかカレッジ 

全８日間コース 定員１５名 

定年などで会社退職後の準備はＯＫですか？ 

６０、７０、８０・・・いくつになっても元気で働き続ける
ことができれば人生充実ですね。 

働き続けるノウハウを本気で学べる実践講座です 

50代からの 

申込みはまちなかカレッジ事務局まで 0868-31-2232 

【講座の内容】  

・稼げるシニアの心構えと準備 ・仕事の適性診断  

・実践コミュニケーション術 ・アンガーマネジメント 

・シニア積極採用企業との面接会 ほか 

受講費用：１万円（全８日間） 



       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内） 

🏣708-0004 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岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711  ②ポリテクセンター岡山    ℡086-246-2530 
            ③つやま産業支援センター ℡0868-24-0740  ④津山市人づくり事業運営委員会  ℡0868-24-0740 
            ⑤岡山県女性創業ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ   ℡086-233-0051  ⑥岡山県産業振興財団     ℡086-286-9626 
            ⑦岡山県産業振興財団   ℡086-286-9661  ⑧津山商工会議所        ℡0868-22-3141 
            ⑨津山まちなかカレッジ   ℡0868-31-2232 

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概    要 時 間 会   場 ※ 

10月 

18 
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 

① 

18～19 生産現場で使う品質管理技法 
生産現場において、生産の効率化・最適化をめざして、科学
的管理手法として統計的手法を活用した品質管理の各種手
法について習得します。 

9：30～16：30 
ポリテクセンター 

岡山 
② 

20 
津山高専技術交流プラザ・津山商
工会議所合同産学連携交流会 

「どんな情報が学生に響くの？」そんな疑問にお答えします。
津山市就職コーディネーターとしても活躍されている原氏に
新卒学生への企業アピールのポイントをご講演いただきます。 

18：00～20：30 
津山国際ホテル 

２階 
③ 

20～
8/31 

つやま産業塾 
「経営能力開発講座」第22期生 
～本物の1人を育てる～（全12回） 

農商工業等の経営者、後継者、管理者、またはそれに準ずる
方を対象に、次世代リーダーに必要な基礎スキルを学び、異
業種の仲間とのネットワークを構築いたします。 

18：00～20：30 
アルネ・津山 

４階 
地域交流センター 

④ 

24～
12/12 

平成29年度 
女性創業支援研修 創業塾               

中・上級Step upコース（全5回） 

創業を計画中、また既に事業を開始している女性起業家を対
象に事業を継続・発展させるために必要な経営の知識やマー
ケティング戦略などの実務面での応用力習得を目指します。 

13：00～17：00 
岡山県男女共同 
参画推進センター 

⑤ 

26 
製造現場リーダーのための 

時間活用術 

岡山でも好評いただいております当講座を津山会場にて開
催いたします。製造現場リーダーに求められる時間活用術を
習得し、職場で実践できるレベルを目指していきます。 

9：30～16：15 
つやま産業支援 

センター 
⑥ 

26 
事業承継計画策定研修会 
会社を未来につなげる 

10年先の会社を考えよう 

知的資産を承継し未来への飛躍につなげるため、あるべき姿
の設定と夢の実現のための取り組み、そして10年先の未来
につながる事業計画の作成についてお話いただきます。 

13：00～17：00 
テクノサポート岡山 

研修室 
⑦ 

27 
Facebookでマーケティング～100円

から始める広告宣伝～ 

自社のターゲットに情報発信する事でターゲットとの関係を構
築することが大事になっている現在。情報発信ツールとして
事業者にお勧めのツールとしてFacebookの機能を上手く活
用し、売り上げアップに繋げる方法をお教えします。 

14：00～15：30 
津山国際ホテル 

２階 
⑧ 

27 
津山まちなかカレッジ公開講座 
「元気な地方都市を生み出す 
ドイツの街づくりに学ぶ」 

ドイツで最もクリエイティブな町であり、市民の9割が自分の街
が大好きというエアランゲンは津山市と同じ10万人都市。小さ
な地方都市が輝いている理由を世界の先端事例を通してお
伝えします。 

17：00～18：30 
アルネ・津山４階 
津山市立図書館 
視聴覚室 

⑨ 

11月 

1 
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 

① 

1～2 
製造業における納期短縮や 

在庫削減の進め方（2日間コース） 

岡山でも好評いただいております当講座を津山会場にて開
催いたします。必要なものを必要な時に必要な量だけ生産す
る「Just In Time」の基本から須国でも職場で使える事例の解
説や演習を行います。 

9：30～16：15 
津山市役所 
東庁舎 

⑦ 

8 
日本経済の真実 

経済成長の絶好の機会が訪れた 

三橋貴明氏の岡山初講演会。中小企業診断士以外に作家、
経済評論家、株式会社経世論研究所代表、国家ビジョン研
究会経済財政金融分科会副会長である三橋氏に日本経済
の真実について語っていただきます。 

13：30～15：30 
ピュアリティまきび 

2階 
千鳥の間 

－ 

13～14 
わかりやすい！「やさしい会計入門」

（2日間コース） 

本講座では、なぜ決算書が必要なのか、企業活動がどのよう
に数値化されて決算書になっていくのか、決算書のどこを見
れば企業が理解できるのかなどを学習し、仕事に役立つ会
計的視点の理解を目指します。 

9：30～16：15 
津山市役所 
東庁舎 

⑦ 


