
設備投資を計画中の中小企業の皆様へ！
～平成１９年４月から割賦・リースの料率が変わりました～

◇設備導入の際に、設備貸与（割賦・リース）／資金貸付制度を行っています。
●設備貸与制度：導入事業者の方に代わり機械設備を購入し、長期かつ低利で「割賦販売」又は「リー

ス」します。
●資金貸付制度：機械設備額の１／２を限度に直接事業者の方に無利息で融資します。
◇平成１９年４月１日から受付しています。
◇申請書は、センターの他県振興局及び県下商工会議所・商工会に用意しております。その他、センター
からの郵送、センターホームページからダウンロードできます。

○センターの設備貸与・資金貸付には、次のメリットがあります。
・借入に際し、元金の支払を最長１年間据置できます（リースを除く）。
・少ない金利負担で利用できます。
・取引銀行の与信とは別枠での借入のため、取引銀行の与信枠を維持したままでの資金調達が可能
となります。

問い合わせ先：企業支援部（設備導入グループ） 電話（０５８）２７７‐１０９１ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

■設備投資を計画中の中小企業の皆様へ １

■県下１０地域に移動相談窓口を開設 ２

■がんばる企業を応援する専門家の募集 ２

■岐阜県の景況調査結果 ３

■平成１９年度岐阜県中小企業

資金融資制度のご案内 ４

■受発注情報 ５

■売りたし・買いたし ６

■産経センターの事業概要 ７

■「輸出入船積実務研修（基礎編）」受講者募集 ９

■産経センター共通申込書 １０

制度名 設備貸与（①割賦、②リース） 資金貸付

対象事業者

（従業員数等）

・製造業、運輸業、建設業 →従業員２０人以下

・商業、サービス業 →従業員５人以下

※ただし、一定の条件を満たせば、従業員数５０人までの企業でもご利用いただけます

貸与金額／

貸付金額

１００万円～６，０００万円 ５０万円～４，０００万円

貸付金額は、対象設備に要する資金の１／２※以内

県制度融資との併用可能

貸与（貸付）期間 ①割 賦：７年以内（据置期間１年以内を含む）

②リース：３年～７年

７年以内（据置期間１年以内を含む）

料率／期間等 ①割 賦：２．４％

②リース： ３年 ２．９８８％

４年 ２．２９３％

５年 １．８６７％

６年 １．５９０％

７年 １．３８９％

無利息

連帯保証人 必要（ただし、申請額２，０００万円以下の場合、

申請企業の役員等でも可能です。）

第三者保証人が必要

契約に際し、必ず公正証書を作成します

担保等 申請内容及び財務内容よって、公正証書の作成

又は不動産担保の提供を求めることがあります。

財務内容によって、不動産担保の提供を求めること

があります。

※経営革新計画が承認された企業は、貸付率が対象設備に要する費用の２／３に優遇されます。
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（財）岐阜県産業経済振興センターでは、地域の利便性を更に高めるために、県内１０地域に移動相談窓
口を開設し、中小企業等の多様な課題に対応するため、専門家集団が窓口相談を実施しています。
経営相談、技術支援、資金調達等のご相談がありましたら、お気軽にご利用ください。

【相談窓口一覧】

【相談申し込み】
直接窓口へ来訪されるか、岐阜県中小企業支援センター又は設置機関の商工会議所、商工会にて、受け
付けています。
問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター）

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp
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■専門家派遣事業とは
中小企業における経営・技術や情報等に関する諸課題の解決のため、創業、経営、技術、販路開拓、財
務、労務、IT、ISO、情報等の幅広い分野の専門家を中小企業の求めに応じて派遣し、診断・助言を行う
事業です。
■応募資格
①中小企業診断・指導・育成に関して資格（中小企業診断士、技術士等）を有する者。
②企業等における専門的実務（販路開拓、生産管理、情報化等）に１０年以上の経験を有する者。
■謝金等
１日あたり２７，０００円の謝金と、支援企業先までの交通費を支給します。
■提出書類
①平成１９年度専門家登録申請書 ②履歴書 ③専門分野登録票 （①②③はセンター所定の様式）
④資格を有する場合は資格証の写し
※履歴書の得意分野、指導実績及び専門分野登録票の自己PRについては、派遣専門家を選定する際の
重要な判断項目ですので、詳細にご記入願います。

■専門家登録
①応募者については、審査の上専門家名簿に登録されます。なお、登録の有効期限は平成２０年３月３１日
までです。
②登録された内容（最終学歴、職歴は除く）は、当センターのホームページに掲載します。
■送付先及び問い合わせ先
専門家としての登録を希望される場合は、提出書類を整えEメール又は郵送にて送付してください。
詳細については、当センターホームページの「トピックス」の「平成１９年度専門家の募集要項」をご覧
ください。（URL : http : //www.gpc.pref.gifu.jp）
問い合わせ先：企業支援部（岐阜県中小企業支援センター）

電話（０５８）２７７‐１０９６ FAX（０５８）２７３‐５９６１ E-mail : sien@gpc.pref.gifu.jp

設置機関 住所 電話 開催曜日 時間
羽島商工会議所 羽島市竹鼻町２６３５番地 ０５８‐３９２‐９６６４ 第１、３月曜日 １３：００～１６：００

大垣商工会議所
（大垣市情報工房２階）

大垣市小野４丁目３５番地１０ ０５８４‐７５‐７０３１ 毎週木曜日 ９：３０～１６：００

揖斐川町商工会
大野町商工会
池田町商工会

揖斐郡揖斐川町上南方１６５‐１
揖斐郡大野町黒野９２４‐１
揖斐郡池田町六之井１４８０‐１

０５８５‐２２‐６１８５
０５８５‐３２‐０６６７
０５８５‐４５‐８０００

第３水曜日（４～９月）
第３水曜日（１０、１２、２月）
第３水曜日（１１、１、３月）

９：３０～１６：００
９：３０～１６：００
９：３０～１６：００

可児商工会議所

美濃加茂商工会議所

可児市広見１‐５

美濃加茂市太田本町１‐１‐２０

０５７４‐６１‐００１１

０５７４‐２４‐０１１８

第２水曜日
第４水曜日
第２水曜日
第４水曜日

１３：００～１６：００
９：３０～１２：００
９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

関商工会議所 関市本町２丁目１番地 ０５７５‐２２‐２２６６ 第１、３金曜日 ９：３０～１６：００
郡上市商工会 郡上市八幡町島谷１３０‐１ ０５７５‐６６‐２３１１ 第２月曜日 １３：００～１６：００
多治見商工会議所 多治見市新町１丁目２３番地 ０５７２‐２５‐５０００ 第２、４火曜日 ９：３０～１６：００
中津川商工会議所 中津川市かやの木町１‐２０ ０５７３‐６５‐２１５４ 第１、３火曜日 ９：３０～１６：００
下呂商工会 下呂市森８０１‐１０ ０５７６‐２５‐５５２２ 第２、４金曜日 ９：３０～１６：００
高山商工会議所 高山市天満町５丁目１番地 ０５７７‐３２‐０３８０ 第１水曜日 １３：００～１６：００

※開催場所、開催日、開催時間に関しては、変更する場合がございますので、あらかじめ岐阜県中小企業支援センターまでご確認
願います。

平成１９年４月 第３３３号
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岐阜県の景況調査結果
概況：原材料高は一服するも、景況感は一進一退。

【２００７年１－３月期実績】

○景況ＤＩは製造業、非製造業ともに低下した。

○売上高ＤＩは再び低下し、輸出向け売上高ＤＩも低下した。

○生産量ＤＩは二期連続で低下し、受注量ＤＩも製造業を中心に低下した。

○在庫量ＤＩは低下した。

○製品販売価格ＤＩは低下し、原材料仕入価格ＤＩも二期連続で低下した。採算ＤＩは二期連続で上

昇した。

○資金繰りＤＩは再び悪化し、借入れ難易感ＤＩも四期ぶりに悪化した。

○設備投資実施は四期連続で低下し、設備投資意欲ＤＩも再び低下した。

○雇用ＤＩは十三期連続で「不足」超過となり、「不足」感は依然として強い。

【２００７年４－６月期見通し】

○景況ＤＩはわずかに低下を予想している。

「景況感」は再び悪化した。今期は各項目において大幅な低下は見られないものの、「原材料仕入価格

DI」及び「採算DI」を除く各DI が悪化し、全体的に低下の傾向が見られた。

業種別に見ると、製造業については「生産量DI」、「受注量DI」が二期連続で低下、「設備投資DI」も

意欲・実施ともに二期連続で低下するなど前回同様、先行きへの不安を漂わせる結果となった。非製造業

については、前回はサービス業を中心に改善の傾向が見られたが、今期は「売上高DI」、「生産量DI」が

共に低下に転じるなど、弱含みの結果となった。

来期については、「売上高DI」、「生産量DI」の低下が見込まれるため、「景況DI」がわずかに低下の

見込みである。

問い合わせ先：情報支援部（調査研究グループ） 若林

電話（０５８）２７７‐１０８５ E-mail : chosa@gpc.pref.gifu.jp

平成１９年４月 第３３３号
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平平成成１１９９年年度度岐岐阜阜県県中中小小企企業業資資金金融融資資制制度度ののごご案案内内
県内の中小企業者の皆さまに事業資金を円滑に調達していただくため「岐阜県中小企業資金融資制度（県

制度融資）」を設けています。事業資金の借入れをご希望の際はぜひご検討ください。

～平成１９年度の主な改正点～

１ 子育て支援枠を創設しました

子育て支援に積極的に取組む中小企業者には利率を０．１％割引した支援枠をご用意。

２ 返済ゆったり資金（借換え資金）の対象を拡大しました

これまでの県制度融資のみの借換えに加え、県制度融資と県信用保証協会の保証つき借入金を一

本化できるようになりました。

３ 融資利率の見直し

平成１９年４月１日から融資利率を０．２％～０．４％引き上げました。

～制度の一覧（平成１９年４月１日現在）～

詳しくは、パンフレット「平成１９年度岐阜県中小企業資金融資制度のご案内」をご覧ください。パンフ

レットは、金融機関、財）岐阜県産業経済振興センター、県振興局等に備えております。

～融資のお申込み・ご相談は～

金融機関の県内店舗で受け付けています。手続き方法は金融機関所定です。なお、お申込みに際しては

金融機関及び県信用保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合もあります。

問い合わせ先：岐阜県中小企業課 電話（０５８）２７２‐１１１１（内線３０６５．３０６６）

http : //www.pref.gifu.lg.jp/pref/s１１３６３/yuushi/index.htm

資金名 こんなときにご利用ください
融資利率

（ ）内保証なし

①経営安定資金 長期事業資金 年１．６％（年１．８％）

②小規模企業資金 小規模企業者の事業資金 年０．８％

③季節資金 夏季、年末時期に必要な短期事業資金 年１．４％（年１．６％）

④ぎふ無担保スピード資金 スピード審査により事業資金を調達 金融機関所定

⑤売掛債権担保活用資金 売掛債権を担保として事業資金を調達 年１．４％

⑥産業活性化資金
地場産業等の活性化を図る（新商品開発、販路拡
大等）

年１．２％
償還期間１０年超：年
１．６％
★

⑦創業支援資金 新規開業、県内での事業歴が１年未満

⑧経営革新資金
経営革新、新分野進出、国際的事業展開、新商品
開発

⑨経営合理化資金 事業所等の新増改築、設備の購入

福祉まちづくり枠 高齢者・障害者に配慮した設備の整備

子育て支援枠 新設
県の子育て支援登録事業者、事業所内保育施設の
設置等

★から０．１％割引

地震防災枠 耐震性を向上させるための既存施設の改修 年１．２％

⑩経済変動対策資金 売上減少等の業況悪化に対応して経営安定を図る 年１．２％

⑪関連倒産防止資金 取引先企業の倒産に対応して経営安定を図る 年０．８％

⑫返済ゆったり資金 拡大
毎月の返済額を軽減、複数の借入れを１本化（借
換資金）

金融機関所定

⑬中小企業再生支援資金
県中小企業再生支援協議会の支援を受け事業再生
を図る

金融機関所定

平成１９年４月 第３３３号
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発注 下記の企業から発注の申込みがきておりますので、受注をご希望の方は、センター取引推進グループまで申し出てください。

受注 下記の企業から受注の申込みがきておりますので、発注をご希望の方は、センター取引推進グループまで申し出てください。

番号
地区

発注品目 加工内容 必要な設備など 材 質 数 量 希望地域

２１３
中濃

自動車・ガス機器＜機能部品＞ プレス加工
プレス４５トン－１５０トン（順送・単発）、測定器、
投影機、光学顕微鏡（金型支給）

・鉄物など各種 県 内

２１６
中濃

オートバイ・レジャー（マリ
ン）部品

機械加工・バリ取り・
塗装

MC NC旋盤 アルミ（ADC１２） 県 内

２１０
西濃

各種機械部品 研磨 サンドブラスト 県 内

２１９
愛知県

自動包装機械（ホッパー）部
品

手造板金 必要設備一式 SUS 県 内 等

２１８
愛知県

鍛造用金型＜治工具・パン
チ・ダイス・ケース・フィン
ガー＞

治工具加工 必要設備一式
ダイス鋼
ハイス鋼

県 内 等

２０７
滋賀県

アルミ電解コンデンサー用
超硬合金材の金型加工
・セラミックスの機械
加工

必要とする設備一式
岐 阜 ・
西濃地域等

２２０
西濃

シャッター部品
長尺物の板金・溶接・
組立

必要設備一式 鉄物等 岐阜・西濃

２０８
滋賀県

エレベーター部品 製缶・板金・機械加工 製缶板金及び機械加工設備一式 岐 阜 県

２０９
滋賀県

産業用運搬車両部品 大型製缶・機械加工 必要設備一式 岐 阜 県

２１１
静岡県

工作機械（MC等）
機械加 工・製 缶・組
立・電気配線

必要設備一式 岐 阜 県

２１７
愛知県

パレット及びコンテナのパッ
ド

機械加工・金属塗装 旋盤 フライス盤 MC 塗装 ナイロン 県 内 等

２０５
岐阜

ポンプ部品 機械加工
旋盤又はNC旋盤 φ１５０～２００、ボール盤、ネジ
立て盤

FC２００・２５０ SUS３０
４・３１６

５０～１００個／
ロット

近 郊

２１５
東濃

フィルタ割れ金型。 ホーニング加工

長尺ホーニング
砂型
パイプの半割（①内径９８㎜外径１１６㎜長さ８７５㎜・
１１本、②内径６０㎜外径７８㎜長さ１５２０㎜）

SC １０

番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

２１５
西濃

１，０００万円
４人

機械加工 MC（４００＊８００／５１０＊１０５０）、NC旋盤（４００＊１０００）８、旋盤６尺 電機部品、自動車部品等

２２７
可茂

３，０００万円
２５人

静電塗装・カチオ
ン電着塗装

各種設備一式
【特徴】装置サイズ＜１２００＊１５００＊５００＞

自動車・電機部品等

２１９
東濃

４，８００万円
９５人

基板の設計製作
必要設備一式
【特徴】電機関係・自動車関係等

片面・両面・多層基盤

２１７
岐阜

２，０００万円
２４人

製缶板金加工
レーザー加工機（４＊８）等 板金設備一式
【特徴】試作設計可

各種機械部品等

２２０
東濃

３００万円
７人

設計製作
必要設備一式
【特徴】各種機械等の設計・加工・完成品組立

自動機・省力化機等、金型等の設
計製作

２２４
中濃

３００万円
５人

板金溶接
プレスブレーキ（２４００）、シャーリング（２４００）、アルゴン溶接機、プラズマ溶断機 等
【特徴】ステンレス材の板金溶接を得意とする

業務用流し台等

２３０
岐阜

１，１００万円
３０人

製缶加工（組立）
スロッタ 丸のこ盤 ラジアルボール盤 大物パイプベンダー 溶接ロボット 旋盤１２尺
立フライス盤 NC旋盤 テーブルブラスト
【特徴】製缶組立（３００－５００パイ）角ねじ・台形ねじ等のねじ切り 大物・長尺物機械加工

大物・長尺物の機械加工及び製
缶・組立

２１６
西濃

個人
３人

溶接加工
CO２溶接機、TIG溶接機、タッピングマシン等
【特徴】知人と共同で製缶板金・機械加工まで可

２２３
東濃

６，０００万円
１００人

・銀メッキ他
・電解研磨等

必要設備一式
【特徴】材料調達から切削・プレス・メッキ・組立加工

家電・自動車・通信機・インテリ
ア部品

２２１
東濃

２，０００万円
７０人

プレス加工等
順送プレス、タレパン、レーザー等一式
【特徴】対向液圧プレス・プレスブレーキ／正逆両面曲げ自動加工、厚物から薄物までの多
品種・小ロット品可

家電部品、自動車部品等

２２２
東濃

３，８００万円
５０人

プレス
プレス（３００T・２５０T等）２６台
【特徴】防音室のプレス加工により深夜まで稼働

家電・自動車・OA機器部品等

２１８
東濃

１，２００万円
３８人

ハーネス加工
必要設備一式
【特徴】ワイヤーハーネス・ユニット組立

OA機器・民生品・医療機器等の
ワイヤーハーネス製造等

２２５
中濃

１，２００万円
２０人

機械加工

立マシニングセンター ４台、NC立フライス盤 ４台、立フライス盤 ７台、横フライス
盤 ２台、旋盤 ８尺、直立ボール盤、ワイヤーカット放電加工機 ３台、アーク、アルゴ
ン、ガス溶接機、平面研削盤
【特徴】多品種少量～多量まで受注可能

航空機、自動車、液晶ロボット部
品、治具、工具、ライン専用パレッ
ト治具

２２８
東濃

１，０００万円
２０人

機械加工
NC旋盤６ ロボット付NC旋盤３ １２尺旋盤 MC４ フライス盤等１０
【特徴】シリンダー等の量産加工及びアルミ材・特にバー材（中空深穴）加工得意

油圧・空圧シリンダー等

ホームページの「受発注あっせん情報」では、最新情報を提供しています。http : //www.gpc.pref.gifu.jp/

平成１９年４月 第３３３号

5



※上記以外にも受・発注案件がきておりますので、お問い合わせください。また、すでにあっせん済になっている場合も
ありますので、ご了承ください。なお、センターの取引に関する紹介案件につきましては、あっせんだけですので、書
面交付など十分当事者間で話し合いくださるようお願いします。
問い合わせ先：企業支援部（取引推進グループ） 電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

売売売売売売売売売売売売売売売売売売売りりりりりりりりりりりりりりりりりりりたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！買買買買買買買買買買買買買買買買買買買いいいいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたししししししししししししししししししし！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ －遊休設備の紹介・あっせん－

売りたし！

買いたし！

※商談は当事者間で行っていただきます。また、取引に関する内容・トラブル等について、当センターは一切関与しませ
んのでご承知ください。
※最新情報はホームページから確認できます。
問い合わせ先：企業支援部（設備導入グループ） 電話（０５８）２７７‐１０９１ http : //www.gpc.pref.gifu.jp/yukyu/list.asp

整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

B‐５６４ 切断機メタルソー 村橋 VG１２５A H１年 ８０万円 とくになし 税別 買主 １

B‐５７３ ジョークラッシャー 川崎重工 KD‐４２３２G
平成１０年４月
（未使用）

応談 税別 買主 １

B‐５７４ 直示てんびん 株式会社長計量器製作所 C３‐２００D １９７５年１１月
３０，０００円
※応相談

税別 買主 １

B‐５７６ オートタッパー キラ KTV‐３ 平成～ 応談 一式 応談 買主 １

整理
番号

設備名 メーカー 形式・能力 製造年 希望価格 付属品等 消費税
運搬
費用

台数

A‐５６７ 半自動溶接機一式 不問 不問 不問 応談 ガス（炭酸）なし可 税込み 買主 １

A‐５６８ NC旋盤 どこでも可 NC制御装置はファナック希望 応相談 税込み 買主 ２－３

A‐５６９ チャック 北川 SC‐１０ 不問 応談 精度不良品でも可 税込み 買主 １以上

A-５７２ 油圧式転造盤 ㈱ニッセー FA‐１０U型 １９９６年製 応談 応談 応談 １

A‐５７５
大型冷蔵庫
約１８００＊１８００＊２０００

不問 不問 不問 応談可 税込み 買主 １

A‐５７７ 竪型サンダーTSW‐６１０ 長谷川鉄工 応談可 税別 買主 １

A‐５７８
射出成形機又は中空成
形機

不問 ４tトラックで運搬できる程度 不問 応談 税込み 買主 １

A‐５７９ スポットエアコン
ダイキン クリスプ（天井ダクトタ
イプ 相当品であれば他メーカ
可）

SUAD２ 又は SUAD３ 応談 税別 買主 ２

番号
地区

資本金
従業員数

加工内容 受注余力機種・特記事項 主力生産品目

２１４
中濃

１，０００万円
６人

機械加工
CNCドリルセンター ファナック製 ２台、NC旋盤 ２台、ボール盤 ６台
【特徴】アルミ製品の穴あけ、ネジ、フェイシング加工

アルミダイカスト製品

３７
西濃

３００万円
１１人

機械加工、組み立
て加工

ペンチレース、単能盤、ボール盤、タッピングマシン、万能研削盤、ドリル研削盤
【特徴】組み立てなども可能。

水栓蛇口、ドリル部品

６１
岐阜

個人
２人

機械加工

タッピングマシン M８～M３０ ５台、ボール盤 φ９～φ２３ ６台、多軸アタッチメント
２台、単能機 ６インチ２・３本爪オートチャック・コレットチャック可 １台、グライ

ンダー １台
【特徴】アルミダイカスト部品のタップ・穴あけ加工、ロット１，０００個以上の小物量産得意。
材質：アルミ、亜鉛、鉄

自動車・ガス器具部品等のアルミ
ダイカスト製品

２１３
中濃

個人
２人

板金・溶接・機械
加工

半自動溶接機 ３００～６００A、自動パイプ溶接機、TIG溶接機、プラズマ溶断機、アイアンワー
カー、NC旋盤、旋盤

上水道用パイプ、パイプ支持金具
等

２１２
東濃

１，０００万円
６５人

板金・プレス部品
の試作加工

３次元レーザー加工機、２次元レーザー加工機、ACサーボプレス、マシニングセンタ、超
精密ワイヤー加工機、３次元測定機、CAD／CAM
【特徴】高精度・短納期試作。材質：鉄、銅、真鍮、アルミ、ステンレス等

自動車精密部品・OA機器部品・
航空機器部品等及び新製品開発部
品の試作、補給品の製作

２２６
中濃

個人
３人

金型加工

ワイヤーカット放電加工機、放電加工機、NC型彫放電加工機、NCフライス盤、平面研削盤、
倣いフライス盤、旋盤１０尺、ラジアルボール盤、CAD／CAM（キャムベース）、自動プロ
（３次元）
【特徴】CAD／CAMによる３次元加工

自動車等各種プラスチック用金型

２２９
西濃

１，０００万円
７人

亜鉛メッキ
半自動キャリア式亜鉛メッキ装置×１、全自動亜鉛メッキ装置×１
【特徴】高品質・安定性・納期厳守。小物から３mまでメッキ可能。

建築材料、自動車部品、自転車部品、
産業用車輪、雑貨、機械部品

２０４
西濃

１，０００万円
７人

ポリエチレン、ナ
イロン樹脂コー
ティング加工

ポリエチレン、ナイロン樹脂コーティング設備、スポット溶接機、梱包機、コンプレッサー、
トラック
【特徴】コーティングした製品の梱包可能。希望地域：岐阜県西濃、愛知県尾張、名古屋、
半田地域

カゴ、日用品雑貨、什器など

２０６
岐阜

３００万円
８人

プラスチックの切
削加工、樹脂加
工、塗装加工

（３D）CAD CATIA V５、（３D）CAD／CAM MasterCAM、（２D）CAD／CAMウ
インスターCAM、真空注型機 ３台、乾燥炉 ２台、マシニング（ファナック）、NC加工
機（ミマキ）、塗装ブース
【特徴】樹脂全般の試作、小ロットの製作。

自動車、航空機、機械、半導体装
置、医療機器部品、治工具、試作
モデル

２０７
岐阜

２，０００万円
３０人

プラスチック成形
加工

射出成形機 ８５０t（三菱）２台、６５０t（三菱）２台、５５０t（川口）、４５０t（三菱）、粉砕機、
クレーン
【特徴】８５０t～４５０tまでのプラスチック加工。

日用雑貨、電機部品、自動車部品

３５
西濃

３００万円
６人

組み立て・塗装加
工

ベルトコンベアー、電気ドライバー、半田ゴテ、塗装機、コンプレッサー
【特徴】電気ドライバーによるビス止め及びテレビ枠の塗装。

電気部品

１
西濃

９，６００万円
３５０人

機械加工
CAD／CAM Mastercam マシニングセンター（H４０、YBM８５０）２台 安田工業製、マシニ
ングセンター（V５６×２、GF６×２）４台 牧野フライス製、３次元測定機、ツアイス社製
【特徴】クリーン洗浄、クリーン梱包可能。

精密機械部品

２３１
岐阜

１，０００万円
１０人

製缶・板金・溶接
～機械加工

レーザー加工機２次元 ４k、プレスブレーキ ４０００㎜、NCタレットパンチプレス ４＊８、
４本ローラー ３０００㎜、門型マシニングセンタ ３０００㎜＊１２５０㎜、NC旋盤 ３００P＊５００、NC
フライス盤、CAD／CAM ２．５次元、各種溶接機
【特徴】材質：SS（４０㎜まで）、SUS（２５㎜まで）、AL等の試作～量産まで対応

建築金物、車両部品、専用機カバー
等
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産産経経セセンンタターーのの事事業業概概要要（（１１９９年年度度））

当センターの平成１９年度の事業概要をご案内いたします。詳細はそれぞれの所属へお尋ねください。

★企業支援部

中小企業支援センター 電話（０５８）２７７‐１０９６

� ����������	�
�
事業の成長性が高く、将来的に有望な企業を発掘して、その企業に対する総合的、持続的な支援を行うた

め、委員会を開催して審査・評価を行い事業の可能性と安定性について助言を行います。

� �����
地域の利便性を更に高めるため、県下１０地域に移動相談窓口を開設し、中小企業の抱える経営技術等の課

題について相談に応じます。

� ������
中小企業の抱える諸課題を民間の専門家を派遣して、適切な診断・助言を行います。【受益者が費用の３

分の１を負担】

取引推進グループ 電話（０５８）２７７‐１０９２

� ���������
取引あっせんに関する受注・発注情報を提供して取引のあっせんを促進することにより、県内企業の受注

拡大を図ります。

�  !"�#�$%
大手企業に対して自社製品や技術等をアピールする展示商談会や県内外から発注企業を招へいして、県内

企業との商談会を開催します。

� &�'
豊富な経験と知識をもつ専門調査員が企業を巡回訪問するとともにインターネットにより県内企業の製

品、技術等を紹介します。

設備導入グループ 電話（０５８）２７７‐１０９１

� ()*+,- ./0123-45
従業員２０人以下（条件により５０人まで可）の中小企業に対して、対象設備の１／２を限度にセンターが直

接事業者の方に無利息で融資します。

� (),6 ./0123-45
センターが設備導入を計画している中小企業の方に代わり機械設備を販売事業者から購入し、それを長期

かつ低利で「割賦販売」又は「リース」します。従業員２０人以下（条件により５０人まで可）の企業で、金利

に相当する割賦損料率は２．４％、リース料率は１．３８９％～２．９８８％です。

★産業支援部

地域振興・事業創造支援グループ 電話（０５８）２７７‐１０９３

� 7!*89:;<��
県内中小企業が有する技術ニーズ・シーズを発掘するとともに、企業連携を促進するための産学官による

多様な連携コーディネイトにより、県内企業の新分野展開を支援します。

� =�>�9:�?4@A�BCDE��
岐阜高専などの教育支援機関、県、関係市町、産業界との連携を図り、地元中小企業のニーズに即した金

型を中心とする精密機械加工技術について、就業１～３年程度の若手技術者を対象とする人材育成プログラ

ムの開発と実証講座を実施します。

� FGHIJK*
センターが出資した組合を通じて、公開をめざす県内のベンチャー企業等へ投資を行い、県内産業の活性

化を図ります。

� LMNOPQR=S	
���
県内企業及び大学等が参画するコンソーシアムにより、高度な加工技術等の研究開発を行います。
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� ���������
商店街活性化のため、基本構想策定等ソフト事業に対し助成金を交付します。

� 	
���������
地域の活性化及び産業振興を図るために行うイベントに対し助成金を交付します。

� ����������������
新規性のある技術・アイデア等を活用して新製品の開発を行う研究開発型企業に知的財産専門家を派遣し

ます。

★エンタープライズ岐阜 電話（０５８）３７９‐２２２０

� ��� !��
創業段階に必要な基礎知識や経営ノウハウを習得するための講座を開催します。

� "�� !#�
優れた技術・製品やビジネスプランの事業展開の可能性を具体的に調査（市場調査、マーケッティング、

コンサルティング、想定顧客のヒアリング）して、成功への後押しをします。

また、ブレーンのいないベンチャー経営者に対し、経営課題を短期間に解決するための「ミニ経営会議チー

ム活動」及びビジネスプランをブラッシュアップ支援する事業も行います。

� $%&'()*+,-./
新しい技術や商品の開発を行う企業を対象に、ビジネスプラン発表会を開催し、新規取引先の開拓、パー

トナー企業への呼びかけ、資金調達などを支援します。

� 012��345�6
職員が地域の元気な企業を訪問し、更なる成長を目指していただくために、国や県のメニューの紹介や、

ビジネスマッチングなどを行います。

★情報支援部

広報・予算グループ 電話（０５８）２７７‐１０８２

� 7 8
当センターの事業内容を周知するため、産経センターニュース・メールマガジンを発行するとともに、事

業案内等を作成し PRに活用します。

調査研究グループ 電話（０５８）２７７‐１０８５

� 9:;<
県内企業の振興を図るため、情報化、国際化、技術革新など技術や経営環境の変化に対応する諸課題につ

いて、中小企業の目線にあった具体的で実効性の高い調査研究を行います。

� =>9:
県内中小企業の景況調査を行い、景気動向の現状と見通しを公表します。【年４回】

人材育成・情報支援グループ 電話（０５８）２７７‐１０８４

� ?@A8BC
経営革新や情報化、環境など、中小企業の抱える諸問題に対して、情報を収集し提供するものです。イン

ターネット等を通じての提供やセンター内の情報サロンにおいて閲覧等ができます。

� DEFGH;I./
中小企業経営幹部や後継者に対しての経営の基本領域を中心とした体系的な研修や経営者向けにセミナー

を開催します。

★海外取引支援チーム 電話（０５８）２７７‐１０９７

� JK$%&'LM
海外への進出、輸出入取引、投資、技術提携等の相談に海外ビジネス経験豊富なアドバイザーが個別にア

ドバイスする相談会を毎月１回開催します。

� JK$%&'NO !P
海外取引に必要不可欠な船積実務等の研修を年４回開催します。
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� ��������	
��
海外の工業団地や進出企業、展示会等を訪問調査するビジネスツアーを企画し、海外の投資環境や市場動

向等を調査する機会を提供します。

� ���������
中国最大の国際工業製品展示会である中国国際工業博覧会に出展し、情報収集や市場調査、海外企業との

商談、代理店・ビジネスパートナー発掘の場と機会を提供します。

� ������
海外ビジネスに関する最新情報を提供するワークショップを開催します。

★人材チャレンジセンター 電話（０５８）２７８‐１１４９

フリーターや若年未就職者等の就職支援のために設置した「岐阜県人材チャレンジセンター（愛称：ジン

チャレ！）」において職業相談から能力開発、職業紹介に至る一貫した雇用関連サービスを提供し、若者の

人材育成や就職支援の施策を展開するとともに、企業の人材確保を支援しています。

� ������ 
①就職相談及び職業訓練の相談 ②職業紹介 ③就活応援セミナー など

� ! �"#$%� 
①求人情報発信サポート ②産業別合同企業説明会 ③ものづくり系インターンシップ など

★総務部 電話（０５８）２７７‐１０９０

� &'()*+,-
産業構造の変革が求められる中で、これからの県産業及び企業経営のあり方を提言し、有識者及び県内産

業の担い手を対象に講演会等を開催します。

� ./&'012345��67�89
岐阜県と中国との経済その他の交流を促進することを目的とした「岐阜経済交流センター上海事務所」を

運営します。

・設置場所：中華人民共和国（中国）上海市延安西路２２０１号（上海国際貿易中心１９０６号）

・事業内容：岐阜県と中国との経済的・文化的交流の促進

中国に関する情報収集及び提供

経済ミッションへの便宜供与

� :;�<��
賛助会員に対して各種サービスを行うことにより、会員企業等の支援の一助とするとともに、賛助会員制

度の維持拡大を図ります。

※今年度から企業立地支援に関しては下記の機関で行っています。

～第１回海外ビジネス人材育成塾～

「「輸輸出出入入船船積積実実務務研研修修（（基基礎礎編編））」」受受講講者者募募集集

海外取引に不可欠な船積実務の基礎知識を習得する研修を開催します。初心者の方、もう一度最初から船積

実務を学びたい方に最適です。この機会に是非ご参加ください。

日 時：平成１９年５月２４日（木）、２９日（火）、６月１日（金）１３：３０～１８：３０（計１５時間）

会 場：県民ふれあい会館４階 ４０１会議室

■研修内容：船積業務の流れ、船積書類の作成演習 等

■対 象：県内企業の方、県内にお住まいの方

■定 員：２４名（先着順） ■費 用：７，５００円（テキスト代含む）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。（ホームページからも申し込めます）

問い合わせ先：海外取引支援チーム 小島、恩田

電話（０５８）２７７‐１０９７ E-mail : kaigai@gpc.pref.gifu.jp

〒５００‐８３８４ 岐阜市薮田南５‐１４‐５３ 県民ふれあい会館７階

岐阜県企業立地サポートセンター（岐阜県産業労働部企業誘致課）

電話（０５８）２７７‐１０９４ FAX（０５８）２７７‐３０１５ E-mail : kigyorichi-sc@pref.gifu.lg.jp
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〈産経センター共通申込書〉

送付先：FAX（０５８）２７３‐５９６１または（０５８）２７７‐１０９５

希望するイベント等項目に○印を記入してください。

○印 イベント等項目 日時／会場

輸出入船積実務研修（基礎編） 担当：海外取引支援チーム
19. 5/24・29・６／１ １３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館 4階 401会議室

企 業 名 業 種

所 在 地
（〒 － ）

氏 名 役 職

電 話 （ ） － Ｆ Ａ Ｘ （ ） －

E-mail
アドレス

・無料メールマガジンを（希望する・希望しない） ○印を記入してください。

＠

通 信 欄

ご自由に
記入して
ください

�
�
�

�
�
�

お申し込みいただいた個人情報は、目的以外に利用いたしません

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																																































����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
○賛助会員になるとこんな特典があります

１．情報検索サービスの無償提供

企業情報、人材情報、文献情報など独自のデータベースによりご回答します。

２．図書・ビデオの貸出、送付サービス（郵送料無料）

会員の方には、目録をお渡しします。

３．講演会・研修会のご案内

IT活用マネジメント研究会や会員優先の研修会は無料（制限あり）など

４．その他各種調査研究報告書や定期刊行物の無償配布等

＜会費＞ 年度会費：法人５口以上、個人１口以上（１口１万円）

問い合わせ先：総務部 纐纈 電話（０５８）２７７‐１０９０ E-mail : keiei@gpc.pref.gifu.jp

編集後記

花粉の飛散量は少なめと今年初めに報道されましたが、例年と同じように花粉症に悩まされています。私の花

粉症は２月中旬からスギ花粉で始まり、ヒノキ、草の花粉と移行し、梅雨入りまで症状が続きます。（９月には稲

の花粉も…）寒さがやわらいで、良い気候になっても、外にあまり出たくないなぁと思ってしまうのが残念です。

新年度がスタートしました。当センターは、今年度も中小企業の皆様のお役に立てるよう、様々な事業や情報

を提供していきたいと思います。よろしくお願いします。 （美）
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