
つやまＢＩＺ マーケティング教室

第23回つやまロボットコンテストを開催

役に立つイベント等のご案内

2018年

1２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。

創業スクールHoming ビジネスプラン発表会開催
まちカレ講座情報

第２３回つやまロボットコンテスト国際大会が津山総合体育館で開
催されます。今回のテーマは、今年開催されたサッカーワールドカッ
プにちなんでサッカーになりました。当日は入場無料となっておりま
すので、ロボットによる熱き戦いを是非、ご覧ください。

2018年

津山ロータリークラブから協賛金

１２月１６日（日） 会場 津山総合体育館
AM10：00～PM4：00

決勝戦のあとには、株式会社村田製作所チア
リーディング部によるデモンストレーションが行
われます。ボールの上で動く彼女たちのポイント
は「倒れそうで倒れない」バランスと、「ぶつか
りそうでぶつからない」そのチームワーク。これ
らを可能にしているテクノロジーや彼女たちの秘
密を紹介します。

１１月１６日には津山ロータリークラブによる授与式が行われ、今
年１２回目となる協賛金の授与がありました。

14時30分～

来年はつやまロボコンに出場してみよう！

つやまロボコンには津山工業高校、津山高専のほか、岡山大学や県内

工業系高校からも出場があります。会社PRも兼ねて出場してみませんか。



創業スクールＨｏｍｉｎｇ
『Ｕターンが稼ぐつやま』をつくる！

観覧

無料

ビジネスプラン発表会！

日時

会場

2018年12月23日（日）
13：00-17：00（12：30受付開始）

津山市立図書館 視聴覚室
津山市新魚町17 アルネ・津山4階

お問い合わせ先 レプタイル株式会社 TEL：35-2405 FAX：24-3055 https://homing-tsuyama.jp

DAY1

スクールの校長を務める、レプタイル株式会
社代表取締役の丸尾氏より、津山での起業につ
いての講演がありました。

続いて、スクール生によるビジネスピッチが
あり、スクール生から自身が考えるビジネスプ
ランのプレゼンがありました。

今年度新たにスタートしたHomingの目標は、『津山地域に総額１０億円以上を稼ぐ起業家コミュニティをつくる』こと。
今年は20名の方が受講され、著名な先輩起業家等を講師に招くなど計５回の講座を行っています。

DAY2

”衰退した観光地”の代名詞になっていた熱
海を復活させた「熱海の奇跡」の仕掛け人、市
来広一郎氏を講師に招き、地域での起業をテー
マに講演されました。
続いて、スクール生全員が事前に作った事業

計画を元にしたグループワークを行いました。

DAY4

鳥取で起業されたイッポラボ合同会社の田
中氏、COCOTO+の藤田氏、株式会社Shpreeの
岸田氏を招き、スクール生とのプレゼン大
会が開催されました。
また、オブザーバとして、株式会社トリ

クミの古田氏も参加されました。

DAY3

株式会社CAMPFIRE 代表取締役の家入一真氏
と株式会社わざわざ代表取締役の平田はる香
氏から「起業、新サービスのはじめかた」に
ついて講演がありました。
講演後には丸尾氏も加わりトークセッショ

ンが行われました。

計5回の講座を行った中でブラッシュアップしたビジネス
プランを当日19名（予定）の受講者が発表し、審査を経
て大賞を決定します。

10/27 11/10

11/17 11/25

DAY5

and

12/9



従業員は一番身近なお客様No.4
に自社の製品サービスをPR宣伝し、購入使用を勧めたり
することで、周囲の人もファンになっていく。口コミや購
買の連鎖が強制でなく自然発生的に広がることは理想的で
す。勤めている会社がいい会社だと自慢できる従業員が多
いほど、会社の魅力が高いと思いませんか。従業員を大切
にしたら25年間黒字が続いたという会社もあります。
従業員が自社製品を購入し、好んで使っている姿をみる

ことで、周囲の人は一方でそれは当たり前と感じながら、
購買使用を勧められれば信用できると感じる。自ら使って
いるものや良いと感じているものを勧めるパワーは絶大で
す。最も身近にいる従業員のみなさんが、実は一番大切な
お客様であるということに気づき、従業員が買いやすく、
製品やサービスを紹介しやすくする。
「従業員に割引販売をすると、紹介販売で利益を享受す

る人がいる」というような批判や懸念もありますが、会社
や個人の会計処理が適法にされていれば、むしろ喜ばしい
こと。従業員が自らの会社や製品、サービスを外部に自慢
することができるような会社を目指してみませんか。ホー
ムページやSNSで情報を発信することで求人にも効果が期
待できます、これから始めてみようというときは「つやま
産業支援センター」にぜひご相談ください。

統括マネージャー 宇佐美 善朗

かつて経営不振に陥ったメーカーが、賞与が払えず自社製
品を従業員に現物支給したという話がまことしやかに噂され
たことがありました。今でも従業員の親戚や友人、知人に購
入してもらうために、社員全員が営業マンという高いノルマ
を課して強制販売するようなブラック企業が存在するようで
す。しかし、自社製品を買わされる、売らされるというネガ
ティブな面とは逆に、従業員が自社製品のファンであり大好
きで購入使用する、身近な友人や知人に自ら積極的に勧める
、従業員割引販売で店頭より安く買えるなど、ポジティブに
とらえられる良い面もあります。
会社にとって一番近い存在である従業員のみなさんが、自

社の製品サービスに魅力を感じない、自社の製品サービスを
利用したいと思わない、自社の製品サービスを周りの人に自
慢したり推奨したりしない、ということはどういうことなの
でしょうか。BtoBのビジネスでは直接購入し利用できないと
いうこともありますが、少なくともどんな製品サービスを提
供しているのか知らない、説明できないという状態は好まし
いことではありません。
経営者や営業マンのように流暢に説明やお勧めができない

としても、会社が何を提供しようとしているのか、どんなと
ころで役立っているのかを身の回りの人に説明して、自慢で
きるようになることは大変素晴らしいことです。自発的

お問い合わせ先 津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252

アルネ・津山４F 地域交流センター

10名

2018年

日 時

場 所

受講料 定 員1,500円

10:30～
13:301月15日(火)

「知ってるつもり」を「できる」に変える

ビジネスマナー講座 ～基本編～

ビジネスマナーの基本を身につけて、職場の同僚や取
引先から信頼されるビジネスパーソンを目指す講座で
す。

・ビジネスマナーの重要性
・第一印象の効果
・電話のかけ方、受け方
・知っておきたい訪問・来客マナー
・ビジネスメールのポイント

内容 信頼感を得るビジネスパーソンになる

講 師 パソナ岡山 専任講師

プラスα知識を学ぶ

Excel視覚化機能

数値の傾向を視覚的に捉え、見やすく資料を作成す
るスキルを学びます。演習をしながら学べる少人数の
講座です。

Excelの基本的な操作が出来る方

2018年

日 時

対 象

受講料 定 員1,500円 5名

10:30～
13:0012月21日(金)

【この講座で学べる機能】
条件付き書式（ルールの管理・データバー・カラースケール・ア
イコンセット・強調表示ルール）、スパークライン・クイック分析

アルネ・津山４F 地域交流センター場 所



発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市みらい産業課） ℡ 0868-24-0740 E-mail : info@tsuyama-biz.jp

役に立つイベント等のご案内

毎月第３火曜日 10:00～16:00

会場:作州津山商工会本部会館
お問い合わせ・相談お申し込み先

岡山県よろず支援拠点

TEL 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

毎週月曜日 13:00～20:00

会場:津山商工会議所

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

12月

10㈪ LINE@はじめてセミナー
LINE@をご存知ですか？より効率的に顧客と繋がる方法をお伝
えします。是非、ご活用ください。

15：00～17：00
アルネ・津山４階
地域交流センター

①

10㈪ PowerPointでらくらくチラシ作成
写真やイラストを盛り込みながら、旅行プランの案内チラシを作
成してみませんか？

10：30～13：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

①

13㈭ ビジネスマナー講座～基本編～
ビジネスマナーの基本を身に着け、職場の同僚や取引先から信
頼されるビジネスパーソンを目指す講座です。

10：30～13：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

①

14㈮
15㈯

3DプリンタとFusion360導入セミナー

3Dプリンタを活用することにより従来のものづくりをより早く、一
品一様に、新たな機能を付加することが可能になってきました。
新しいものづくりを構築する3Dプリンタの未来を体験してみませ
んか？

【14日】
16：00～19：00

【15日】
9：00～16：00

津山工業
高等専門学校

②

15㈯
初心者向けパソコンミニ講座

Windows入力編

パソコンを触るのがちょっとコワい、文字と数字は何となく打てる
けど…。そんな悩みを解決いたします。WordやExcelなどを使う
ためにもキーボードとマウスの基本を学びます。

10：30～12：00
アルネ・津山４階
地域交流センター

①

19㈬
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
つやま産業支援

センター
③

21㈮ Excel 視覚化機能
Excelにはグラフ以外にも数字の視覚的効果を上げる新しい機
能が増えています。ここではそんな新機能を使って数値を見せ
る技を学びます。

10：30～13：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

①

1月

9㈬
16㈬
21㈪

成果を上げる営業交渉術 in 津山
ここでは顧客に信頼され、顧客の悩みを解決できる営業員とし
ての行動やあり方、営業管理者が行うべき部下の育成方法、
OJTの進め方についても学びます。

10：30～17：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

④

16㈬
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
つやま産業支援

センター
③

17㈭ 岡山解放特許ビジネスマッチング
このセミナーでは大企業5社（中国電力、富士通等）のライセン
ス部門から特許技術の紹介と個別面談会を開催します。

13：00～17：00
テクノサポート

岡山
大会議室

⑤

17㈭
18㈮

有接点シーケンス制御の実践技術
自動生産システムの効率化・最適化をめざして、各種制御機器
の選定方法、各種制御回路を理解し、総合実習を通して制御回
路の設計・製作方法を習得します。

9：00～17：30
ポリテクセンター

岡山
⑥

17㈭
24㈭

製造現場のコーチング実践
生産・製造現場における生産効率の向上及び、製品の品質向
上をめざして、部下の指導方法や支援方法など製造業に適した
コーチング手法を事例と実践的な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
⑥

24㈭
25㈮

OTEX おかやまテクノロジー展2019
岡山県内の最新技術や製品が集結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。新たなビジネスの拡大につなが
るこの展示商談会、千載一遇のチャンスをお見逃しなく。

10：00～17：00 コンベックス岡山 ⑦

29㈫
30㈬

機械設計技術者のための溶接技術
製造現場における機械設計業務の効率化・最適化をめざして、
設計要求の曖昧さを排除した図面や安全性を考慮した図面を作
成するための溶接技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
⑥

①津山まちなかカレッジ ℡ 0868-31-2232 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中小企業大学校 広島校 ℡ 082-278-4955
⑤岡山リサーチパーク ℡ 086-286-9117      ⑥ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530
⑦岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9670

お問合せ先

12～1月

商工会

よろず
経営相談会 お問い合わせ・相談お申し込み先

岡山県商工会連合会広域サポートセンター
TEL 086-238-5666


