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平成２０年５月３０日に、財団法人岐阜県産業経済振興センター「地域力連携拠点」を開設し、事業をスター
トしました。応援コーディネーター（３名設置）が中心となり、国・県の支援制度の活用や高度専門人材
の派遣等により、小規模企業等の前向きな取組を支援します。

■特 徴
（１）「悩む小規模企業等」の課題をワンストップで支援します。
（２）ＩＴを積極的に活用することにより、経営診断を正確・迅速に行うことができます。
（３）支援のプロフェッショナルの応援コーディネーターが、支援を求める小規模企業等と最適な専門

家をピンポイントでつなげます。
（４）様々な支援策等を最大限活用して、成長に至るまでの一貫した支援を行います。

具体的には、①相談、②専門家派遣、③情報提供等を行い、小規模企業等の前向きな取組を支援します。

問い合わせ先：地域力連携拠点
電話（０５８）２７７‐１０８４ FAX（０５８）２７７‐１０９５ E-mail : kyoten@gpc.pref.gifu.jp

■ 地域力連携拠点スタート １
■ デザインセンターが仲間入りしました ２
■ ＴＡＫＵＭＩ工房からのお知らせ ３
■ モノづくりセンターコーディネーター ４
■ 受発注情報 ５
■ 設備投資制度のご案内 ６
■ 売りたし・買いたし ６
■「マッチングフェア in なごや２００８」受注企業参加募集 ７
■ 新事業育成強化事業の支援対象企業募集 ７
■「ぎふ起業家育成塾」塾生募集 ８
■ セミナー「これからの『リーダー』に求められること」 ８

■ ベトナム中・南部ビジネス環境調査ツアー ９
■ 中国・アセアンビジネス個別相談会 ９
■「輸出入船積実務研修（基礎編）」受講者募集 ９
■ ベトナム投資環境ワークショップ １０
■「中国国際工業博覧会」出展企業募集 １０
■ 高校生の保護者・進路指導者向けセミナー １０
■「岐阜高専等と連携した中小企業若手技術者育成事業」
受講者募集 １１

■ 岐阜県の景況調査結果 １１
■ 共通申込書 １２

応援コーディネーター

井戸 三兼（月・火・水）

安藤 嘉信（火・水・金）

二村 建也（月・木・金）

※※※※※※※※※※※「「「「「「「「「「「産産産産産産産産産産産経経経経経経経経経経経セセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーススススススススススス」」」」」」」」」」」ははははははははははは隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔隔月月月月月月月月月月月発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行ででででででででででですすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。（（（（（（（（（（（次次次次次次次次次次次回回回回回回回回回回回発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行ははははははははははは９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月予予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定定）））））））））））
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デデザザイインンセセンンタターーがが仲仲間間入入りりししままししたた！！！！
県内企業のデザインに関する悩みにお答えし、新商品開発を支援するとともに、情報発信や商品PRを推進する組

織として、「デザインセンター」が本年度から財団法人岐阜県産業経済振興センターに仲間入りしました。皆様のご

利用をお待ちしております。

【デザインセンターはこのような体制で皆様をサポートします。】

デザインセンターでは、デザインを資源としたオリジナリティに富む商品開発を行う「商品開発支援」と、市場と

のコミュニケーション・販売促進を図る「販売促進支援」事業を行っています。また、JR岐阜駅「TAKUMI 工房」

を拠点とする情報発信や商品PRを担っています。県内企業の商品開発（入口）から販売促進（出口）までを一体と

して支援する体制を敷いているのが特徴です。

トピック

デザインセンターでは、企業の皆様にデザイン分野で質の高い支援・サービスをご提供するために、こんなスペシャ

リストがきめ細かい指導にあたります。

西 山 英 熙 デザイン担当顧問
東京芸術大学美術学部 I.D 専攻を卒業後、日産自動車株式会社に入社。サニー、ダットサン

トラックなどのデザインを担当。その後、都内に（株）西山デザインアソシエイツを設立。三

菱グループなど大手企業に対して、販売促進のための企画開発及び商品開発、ビジュアル・パッ

ケージデザイン、CI 計画などを柱にしたデザインを展開。平成１４年にオリベデザインセンター

のオリベ想創塾 塾長に就任。実績あるデザイナーやプランナーとのネットワークを駆使して

企業の新商品開発を実践的に支援し、岐阜県の地場産業のブランド化や人材育成に努めてい

る。

商品開発支援

○オリベ想創塾事業

企業が望むテーマを軸にして、企業と個別にプロジェクトチームを結成し、コンセ

プト立案からデザイン開発、市場導入に至るまでの商品開発の一連のプロセスを通し

て、具体的なオリジナル商品を創り出すとともに、これらの実践活動を通じて企業内

スタッフの能力開発を支援しています。また、平成１８年度から、「産地プロジェクト」

として、地域資源を活用した産地ブランドの育成支援にも取り組んでいます。

○海外デザイナー招聘事業

海外のデザイン拠点であるRCA（ロイヤル・カレッジ・オブ・アート／イギリ

ス）、UIAH（ヘルシンキ芸術デザイン大学／フィンランド）から優秀な若手デザイ

ナーを招聘。新たな商品デザインを求める県内企業との協働により、外国人デザイナー

の異文化の感性を取り入れた商品開発支援を行います。

○デザインアドバイザー派遣事業

企業が抱える様々なデザイン課題にピンポイントで対応できる専門家を登録し、企

業のニーズに最適な人材を派遣することで、派遣先企業の課題解決を図ります。

・主な支援内容

新商品のデザイン開発、既存商品のリニューアルデザイン、商品のデザイン評価、

広告宣伝のデザイン開発（ロゴ、パッケージデザイン等）、市場動向等デザイン情

報の助言及び指導 等

販売促進支援

○新規有力販路開拓の支援

・各種ビジネスショーへの出展

東京で開催される国内有数のビジネスショーにブースを出展し、県内企業自らが有力小売店バイヤー・メディ

ア・各界のオピニオンリーダーとのネットワーク構築を図る機会を設けることで、コミュニケーションや商談促
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進をサポートします。

（実績）東京インターナショナルギフトショー（平成１５年度から継続出展）

インテリアライフスタイル展（平成１８年度から継続出展）

・新商品独自発表展示会の開催

デザインセンターが実施する「オリベ想創塾事業」「海外デザイナー招聘事業」

などを通じて県内企業が開発した新商品について、その発表展示の場として「オリ

ベデザインセンタープロデュース展」を開催し、メディアや小売店バイヤー、デザ

イン関係者などのオピニオンリーダーに強力にアピールします。

（実績）平成１６～１８年度会場：AXIS（東京都港区六本木）

平成１９年度会場：リビングデザインセンターOZONE（東京都新宿区西新宿）

・百貨店企画展の開催

流通の雄とされる有力百貨店とのコラボレーションにより、百貨店での「企画販

売展」を開催し、一般消費者に県内企業のデザイン商品をアピールするとともに、

販路拡大を図るため企業と百貨店バイヤーとの橋渡しを行います。

（実績）年間３回程度開催

○販売ツールやインフラの整備

・商品カタログの製作

商品開発事業を通じて開発した商品について、創り手のこだわりや商品アピール

ポイントを網羅した「商品カタログ」を製作し、各企業の商談・コミュニケーショ

ンツールとして活用していただきます。

・WEB環境の整備

デザインセンターホームページにおいて、小売店バイヤー、メディア、オピニオ

ンリーダーとのコミュニケーション機会の創出を目的に、企業情報、商品情報を幅

広く紹介・発信しています。

○民間事業者とのコラボレーションの支援

デザインセンターが媒体となり、有力な外部流通事業者が運営する小売ショップや

インターネット販売サイトへの商品出品機会を提供し、企業の販路拡大・販売促進を

支援します。

情報発信

○TAKUMI工房

県内企業や作家の新商品展示アピールの場として、JR岐阜駅「TAKUMI 工房」

において３つのギャラリーを運営しています。また、地場産品の販売と商品性に関す

る情報収集を目的とするアンテナショップ「岐阜匠」を運営し、企業のマーケティン

グ活動を支援しています。こうした活動を通して、中心市街地の「賑わいづくり」を

推進していきます。

TTAAKKUUMMII 工工房房（（JJRR岐岐阜阜駅駅隣隣接接・・アアククテティィブブGG３３階階））かかららののおお知知ららせせ

◎国際陶磁器フェスティバル入賞者作品展（入場無料）
「デザインとアートの挑戦～国際陶磁器フェスティバル美濃の歩み～」と題した、過去７回の入賞者作品展

■開催場所 TAKUMI 工房ワールドデザインギャラリー

■開催期間 平成２０年７月２２日（火）～８月１０日（日）

◎アクティブＧ ８周年祭
アクティブGは、平成１２年７月にオープンし、今年８周年を迎えました。

このたび８周年記念事業として、館内各所で様々なイベントを開催いたします。

■開催期間 平成２０年７月５日（土）～８月３１日（日）

■会 場 アクティブG全館（岐阜市橋本町１‐１０‐１ JR岐阜駅隣接）

■主要事業 TAKUMI 工房涼の彩２００８

スタンプラリー お子様ランチフェア

Thanks Day（７／５） 浴衣デー・縁日（７／２６、２７ ８／２、３）など

東京インターナショナルギフトショー２００８

オリベデザインセンタープロデュース展２００７

ジェイアール名古屋タカシマヤ企画販売展

うるおいの生活カタログ

東京ミッドタウン
THE COVER NIPPON 岐阜展

アンテナショップ「岐阜匠」

☆「国際陶磁器フェスティバル美濃’０８」は、３年毎に開催。今回が８回目。セラミックパークMINO（多治見市）で、
平成２０年８月１日～９月３０日開催。
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モノづくりセンター コーディネーター
～経験豊かな専門スタッフが、皆様のニーズに合わせたきめ細かい対応をします～

統括コーディネーター チーフコーディネーター＜技術担当＞

砂 田 博 菅 野 賢 治 澤 口 正 治

（月・火・木・金） （月・火・水・木・金） （月・火・水・木・金）

３８年にわたる豊富な中小企
業支援・県内外の連携実績
を有し、コーディネーター
を統括します

自動車ボデーメーカーの品
質管理部門で工程改善や不
良ゼロ低減活動の実績を有
する

セラミックスの専門家とし
て技術開発から販路開拓ま
で一貫して支援

経営担当 コーディネーター 技術担当コーディネーター

奥 田 清 広 酒 井 功 清 水 弘 杉 山 郁 夫 大久保 陽 一

（火・木） （月・木） （水・金） （月・水） （水・金）

商工会議所で地元企業の経
営改善指導に２７年携わり、
人的ネットワークも豊富

繊維・アパレル産業一筋４０
年、業界における多様な
ネットワークを誇る

長く中小企業に勤務した経
験をふまえ、専門的知識を
生かし県内中小企業を支援

自動車部品メーカーにて購
買調達、原価管理に長く携
わり、企業連携支援経験豊
富

３００以上の製品開発に携わ
るとともに、１４０件もの特
許出願実績あり

技術担当 コーディネーター

久 保 勝 司 嵯 峨 芳 文 丹 羽 章 水 野 芳 昭 山 田 和 雄

（月・金） （火・木） （火・木） （月・火） （火・木）

大学、国、公設試験研究機
関とのネットワーク豊富

機械金属から繊維、紙ま
で、あらゆる業種の技術指
導に対応

ITの専門家として企業の業
務改善指導や経営戦略策定
支援の経験が豊富

生産管理等に長く従事し、
企業訪問・指導実績は２０００
社を超える

各種地場産業の技術開発、
新事業展開に長く従事し、
中部経済界にネットワーク
豊富

販売促進担当 コーディネーター 金融担当 コーディネーター デザイン担当コーディネーター

森 久 司 志 智 拡 造 足 立 直 弘 酒 井 丈 夫 小 境 孔 勝

（月・水・金） （火・木） （月・金） （水・金）

企業経営基盤の強化や販路
開拓経験が豊富

大手アパレルメーカーで東
海地区のセールスランキン
グトップにも輝いた販売の
プロ

金融機関において１２支店で
現場の企業支援に携わる

金融機関だけでなく民間企
業で与信管理、株式公開支
援など幅広い業務に従事

県産品のデ ザ イ ン プ ロ
デュースや起業支援に長く
携わる
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発注 下記の企業から発注の申込がありますので、受注をご希望の方は下請取引担当まで申し出てください。

受注 下記の企業から受注の申込がありますので、発注をご希望の方は下請取引担当まで申し出てください。

※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：地域産業支援センター 企業支援部 下請取引担当 電話（０５８）２７７‐１０９２ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

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

１９２
可茂

婦人服 裁断 裁断機 裁断台 ボア、キルト 等 岐阜市周辺

１９６
西濃

ギヤーボックス
（１m＊１m＊０．６m）

機械加工等 MC等 ・鋳物・温度調整室・三次元測定器必要 県 内

１９８
岐阜

・椅子（家具） ・縫製・シート貼り ・縫製設備・シート貼り設備 ・材料はカットして支給 県 内

１９７
岐阜

アルミエンペラー（羽根車） 機械加工 正面旋盤、キーシーター等
・アルミ鋳物（１．５m）の内径・外径加工
・その他鋳造加工（近郊）希望

県 内

１８３
中濃

専用機部品 大物平面研磨加工 平面研削盤、NC平面研削盤
材質：アルミ、ワークのサイズ：８００×９００、加
工精度：２／１００

話し合い 県 内

１９０
中濃

衣料全般（紳士・婦人服） 裁断～縫製加工～仕上加工 裁断・縫製加工・仕上加工設備一式 布帛・カットソー等
小ロット・１００枚～
５００枚以上

県 内

２２５
岐阜

業務用ソフトウェア開発 業務用ソフトウェアのプログラミング VB６、VB.NET開発環境

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

１８１
西濃

１，０００万円
１０人

射出成形
射出成形機＜３６０T・４１０T・４５０T・４８０T＞
【特徴】大物樹脂加工

工業部品・雑貨品等

２２３
岐阜

個人
２人

縫製
本縫い、ロック、ギャザー取りミシン等
【特徴】・フォーマルの経験有り

婦人服（ジャケット・ブラウス等）

２２２
飛弾南部

１，０００万円
１４人

木工 木工設備（NCルーター等）一式
集成材の住宅部材（窓枠、羽目板、カウン
ター、フローリング、学童用机、椅子、ベンチ）

２２０
中濃

３００万円
１０人

機械加工
立MC×３（１０００×８００）、横MC×３（８６０×１６５０）、NC旋盤、ワイヤーカット放電加工機、立フライス、ラジアル
ボール盤、横中ぐり 等
【特徴】・小物から中物までの加工（１m×３m）・チタン、アルミ、SUS、鋳物等

専用機部品、治工具等

２０６
東濃

個人
２人

バフ研磨
両頭研磨機
【特徴】アルミ合金（ダイカスト等）希望

水道蛇口等

２０９
飛弾南部

３００万円
２人

電子回路設計・試作等（ソフ
トウェア開発）

ソフトウェア等開発設備一式
【特徴】検査装置及び画像処理等ソフトの開発（C及びC＋＋）

受託開発ソフトウェア、ハードウェア、省配
線基板

２２９
岐阜

個人
２人

婦人服等の裁断加工 裁断機 裁断台 接着機 婦人服の裁断

２１４
加茂

４５，０００万円
４０人

金型・プレス・板金
各種（金型・プレス・板金）設備一式
【特徴】小物・中物の少量品から量産品まで

家電製品等

２１０
岐阜

１，０００万円
９人

機械加工

立型マシニングセンタ 森精機 MV５０００ SV５０００ SV５０３７台、横型マシニングセンタ 森精機 MH５０１
台、NC旋盤 森精機 CL－２５（φ２５０×５００）チャックφ３５０４台、NCフライス盤 ＃１．５１台、旋盤 ６尺
８尺 ２台、立型フライス盤 ＃２ ３台、横型フライス盤 ＃２ ３台

【特徴】取扱材質：S４５C、SCM、SUS、鋳物、チタン等 ロット：２０個程度希望

自動車部品、航空機部品等

２１１
岐阜

１，０００万円
５人

機械加工
旋盤 φ４００×１２００１台、旋盤 φ４００×１８００２台、旋盤 φ４００×２１００１台、立フライス盤 ＃３ ２台
【特徴】取扱材質：SS 小ロット対応

専用機部品

２１３
西濃

１，５００万円
９人

板金・溶接加工
NCレーザータレットパンチプレス３５t ２k １台、NCタレットパンチプレス ２t １台、NCプレスブレーキ
２５００mm ３台、シャーリングマシン ６＊３１００１台、ベンディングマシン １台、CO２溶接機 ５台、アルゴン
溶接機 １台、スポット溶接機 ２台、クランクプレス５０t８０t ２台

各種機械カバー及びフレーム、ダクト、ス
テンレス加工も可能

２１８
西濃

５００万円
１２人

試作プレス加工、金型～プレ
ス～板金ASSY加工及び
３次元レーザー加工

レーザー加工機 ３次元、NCタレットパンチングプレス、プレスブレーキ ５台、シャーリングマシン、２次元、３次
元、CAD各２台、マシニングセンター ２台（２m×１m加工範囲）ワイヤーカット放電加工機、油圧プレス３００t
【特徴】プレス、板金、試作～量産、試作は社内にて金型からプレス、曲げ溶接ASSY可能

自動車試作プレス部品、車輌部品、自
販機部品、金型～プレス～板金ASSY
可能３次元レーザー加工得意

２２８
東濃

３，８００万円
５０人

プレス加工
プレス３００t ２台、プレス２５０t、プレス２００t ５台、プレス１５０t ６台、１１０t ９台、プレス４５t ２台、油圧プレス
５０～８０t ３台
【特徴】ロボットライン保有で深夜稼動可能。

液晶テレビ部品、自動車部品、民生部
品

２１７
岐阜

１，９００万円
３８人

鋳造加工
自動造型ラインAMF０５（５２０×４２０×２００／２００）、自動造型ラインAMF０７（７００×６００×２５０／２５０）

【特徴】ダクタイル（FCD）鋳鉄及び、強靱鋳鉄が得意。０．１～２００㎏の多品種少量生産
産業機械部品・建設機械部品・自動車
関係部品・工作機械部品等

２２７
西濃

１，５００万円
２８人

プラスチック金型加工
倣いフライス盤、立マシニングセンター１６台、NCフライス盤、三次元測定器、CADCAM１５台

【特徴】金型用・倣いモデル、電極用・グラファイトモデル、デザイン、ワーキングモデル得意２００t以上７００t以
下、１４００×２６００角以下

自動車用プラスチック金型（アルミ、樹
脂、チタン、CFRP加工）

２０８
西濃

１，０００万円
２５人

プラストック組立・印刷加工
パッド印刷機、スクリーン印刷機、乾燥機、ベルトコンベアー、電動ドライバー等工具一式、トラック４t、トラック２t
【特徴】組立・加工・印刷の一貫生産。小ロットから大ロットまで対応。

電機部品等

２２４
西濃

３００万円
２０人

組立加工
エアードライバー１０台、電気ドライバー１０台、トラック ２t、３t、フォークリフト
【特徴】簡単な組立て加工希望

自動車部品（コンソールボックス）の組立
及び電子部品の検査

２２６
中濃

個人
２人

プラスチック加工
射出成形機８０t １台、射出成形機１３０t １台、混練機 １台、粉砕機 １台

【特徴】材質：ABS、PP、PS
刃物部品、日用雑貨品

２０５
中濃

３０万円
６人

金型製作～射出成形加工

射出成形機８０t～１８０t ４台、射出成形機１００t（ガラス繊維対応）１台、立型射出成形機４０t １台、３
次元CAD/CAM １台、マシニングセンター １台、NC放電加工機 １台、ワイヤーカット １台、NCフライス
盤 １台、平面研削盤 １台、
【特徴】１８０tクラスまでの金型製作～プラスチック成形加工、一部インサート成形（４０t）加工も対応：材質：ナイ
ロン、PP、ABS等

自動車部品、電機部品、事務機器部
品、日用雑貨品

２１６
岐阜

個人
３人

縫製加工
千鳥ミシン、本縫いミシン、二本針ミシン、特殊ミシン、ルイスミシン、バキューム、アイロン

【特徴】上物ジャケット、ブラウス得意
婦人ジャケット、ブラウス

２１５
岐阜

３００万円
１１人

木工加工
NCルーター、モルダー、テノーナー、リップ、サンダー、アーテンドルフ、フラッシュプレス機、塗装設備一式

【特徴】全商品、特注品１台から量産品までを受注。多品種小ロット、短納期にも対応。
業務用テーブル・座卓、箱物一式、本
棚、教壇、介護用机、小物などの木製品

２１９
東濃

３５０万円
１人

プログラム開発及びデザイン
パソコン ４台、プリンター ３台
【特徴】php等のプログラミング技術、デザインをもとにインターネットサイトや活用ツールの開発等

①Web企画設計・サイトやソフトのプロ
グラム及びASP開発・プロモーショ
ン・広告・サポート・ホームページ製作
及びリニュアル

②紙媒体デザイン（パンフレットや折り込
み広告、フライヤー等）イベントアイテム
デザイン、Webデザイン等

☆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☆
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設設備備投投資資ででパパワワーーアアッッププ！！ 公公的的制制度度でで設設備備投投資資をを応応援援ししまますす
～～平平成成２２００年年４４月月かかららリリーースス料料率率をを下下げげ、、ささららににごご利利用用ししややすすくくななりりままししたた～～

◇資料（パンフレット・申請書）のご請求、ご相談はお気軽にどうぞ。

なお、申請書はホームページ（http : //www.gpc.pref.gifu.jp/list/list.htm）からダウンロードでき

ます。

問い合わせ先：地域産業支援センター 地域振興部 設備導入担当

電話（０５８）２７７‐１０９１ 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！

※商談等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は、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。 http : //www.gpc.pref.gifu.jp/yukyu/list.asp

問い合わせ先：地域産業支援センター 地域振興部 設備導入担当 電話（０５８）２７７‐１０９１

制度名
設備貸与制度（①割賦、②リース）

http : //www.gpc.gifu.jp/setubi/taiyo/kappu.htm

資 金 貸 付 制 度
http : //www.gpc.gifu.jp/setubi/taiyo/kashituke.htm

内 容 経営基盤の強化に必要な設備を当センターが商
社・メーカーから直接購入し、それをみなさん
に「割賦販売」または「リース」します。

経営基盤の強化に必要な設備を購入されると
き、設備額の２分の１を限度に当センターがみ
なさんに無利子で「資金貸付」します。

対 象 と な る 方 ・従業員２０人（商業・サービス業は５人）以下の小規模企業者
・一定の要件を満たしている従業員５０人以下の中小企業者

貸与・貸付限度額 ６，０００万円（１００万円以上） ４，０００万円（５０万円以上）

貸与・貸付期間 ７年以内

利 子 等 ①割賦損料（年率）：２．４％
②月額リース料率：３年／２．９８５％
４年／２．２９１％ ５年／１．８６６％
６年／１．５８９％ ７年／１．３８８％

無利子

連 帯 保 証 人 必要（申請額２，０００万円以下の場合は申請企業
の役員等でも可）

第三者保証人が必要

担 保 財務内容などによっては、不動産等の担保を提供していただくことがあります。

メ リ ッ ト ・金融機関の借入枠や信用保証協会の保証枠とは別枠でご利用いただけます。
・元金据置期間（最長１年）があり、設備投資初期の返済負担を軽減できます。（リースを除きます）
・長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配はありません。

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－６２３ ディーゼルエンジンユニット 不明 ２気筒、水冷、セル付き 不明
３万円

（応談可）
発電機取付台 税別 買主 １

B－６２４ 製図盤 （ドラフター） 武藤工業製 A０のロングサイズ 不明
０円

（無償）
引取り可能な方 税別 買主 １

B－６２５ 投影機 MITUTOYO PJ－２５０ ５万円 税別 買主 １

B－６２６ ベルトサンダー 松下電器 GZ－４ ５万円 税別 買主 １

B－６２７ スクリューコンプレッサー 日立製作所 OSP－７．５VARI
平成１４年（予備機と

して室内保管）
応談 有り 応談 買主 １

B－６２８
小型コンプレッサー ベビコン

１．５Kw３相
日立製作所 BP－１０N（N）６０Hz 不明 ３万円 税込み 買主 １

B－６２９ エアーコンプレッサー
富士コンプレッ

サー製作所
OU-H－１ ３相 不明 ４万円

０．７５Kw新品モー

ター付
税込み 買主 １

B－６３０ 空気タンク アネスト岩田
SAT－８０２－１００

４００×５５１
平成１１年 ３万円

※コンプレッサー用室

内保管
税込み 買主 １

B－６３２
ウォールクレン 電動チェンブ

ロックセット

KITO

NITCHI

KITO２５０㎏ NITCHI－

EC－３
平成１２年 ５万円 税込み 買主 １セット
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マッチングフェア in なごや２００８（愛知・岐阜・三重広域商談会）
受注企業・参加募集！（参加費：無料）

この商談会は、受注企業の皆様方が保有している得意な生産・加工技術や自社製品、加工品、研究開発

等を発注企業（親事業所）に提案・PRしていただく機会として、発注企業と受注企業が一堂に会し、具

体的な商談や情報交換をしていただく交流の場です。新たなビジネスパートナーが発掘できるチャンスで

もありますので、積極的にご参加ください。

■募集企業 ４５０社（定員になり次第締め切ります） ■申込期限：８月８日（金）

■発注企業 東海地域を中心に関東から関西にかけての約１５０社

■商談方法 発注企業と受注企業の個別商談（商談時間：１回２５分）

■主 催 財団法人岐阜県産業経済振興センター、財団法人あいち産業振興機構

財団法人三重県産業支援センター、名古屋商工会議所

■「発注企業一覧」「参加申込書」は、当センターホームページに、７月８日以降掲載します。

なお、「発注企業一覧」「参加申込書」をFAXまたはメールで希望される方は、最終ページの共通申込

書をご利用ください。

申し込み・問い合わせ先 地域産業支援センター 企業支援部 下請取引担当 篠田

電話（０５８）２７７‐１０９２ FAX（０５８）２７７‐１０９５

URL : http : //www.gpc.pref.gifu.jp/ E-mail : kigyo@gpc.pref.gifu.jp

魅力ある新事業を強力にサポート！

平平成成２２００年年度度新新事事業業育育成成強強化化事事業業のの支支援援対対象象企企業業募募集集

魅力ある新事業を行う中小企業をサポートするため、下記のとおり募集を行います。

■事業名及び事業内容

○ミニ経営会議（小企業戦略強化）

複数のアドバイザーや新事業支援機関が一体となって支援チームを編成し、企業の新分野開拓の

ビジネスプランを磨き上げる支援を行います。

○ベンチャー企業マーケティング・リサーチ事業（市場調査・販路開拓）

ベンチャー企業等の優れた技術・ビジネスプランについて、専門の調査会社と連携して市場調査

の支援をします。

■募 集 期 間：平成２０年７月１１日（金）まで

■対 象 者：次に掲げる中小企業者または個人事業者

（１）当センターの「事業可能性評価事業」においてA評価を受けた者

（２）当センター関連機関から推薦のあった者

※ただし、過去に同一のメニューを利用された方は除きます。

■申込方法等：当センターホームページから、「募集案内・申込書」をダウンロードしてください。

問い合わせ先：モノづくりセンター 事業推進部 お客様担当 山田、小川

電話（０５８）２７７‐１０８７ E-mail : monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

日時：平成２０年１０月９日（木） １０：００～１７：００

会場：愛知県産業貿易館・本館 第１展示場＜名古屋市中区丸の内三丁目１番６号＞

平成２０年７月 第３４２号
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参加費無料

あなたの夢を応援します！！“ぎ ふ 起 業 家 育 成 塾”
平成２０年度塾生募集

当センターでは、新規開業・新分野進出をめざす方のために、「ぎふ起業家育成塾」を開講します。

創業・新分野進出に必要な、専門的・実践的な知識を身につけるとともに、ビジネスプランのブラッシュ

アップを図ることを目的としており、講師は、各分野の専門家を配置し、主任講師によるゼミや個別指導

も行います。今まで基礎講座を学んだ方もステップアップを図ることができます。

創業・新分野進出したいと強い意志をお持ちの方を募集します。

概 要

◯開講期間：平成２０年９月１３日（土）～平成２１年３月１４日（土） 土曜日午後開講

◯開講場所：県民ふれあい会館１０階 当センター内 IT研修室

◯講 座 数：４６講座（１講座＝２時間、２講座／日）

◯講座内容：財務・法律・マーケティング・経営戦略等基礎的な科目、ベンチャー企業等の事例研究

（現地実習も予定）、ビジネスプラン作成に関するゼミ・個別指導等

募集要領

◯対 象 者：岐阜県内に在住又は在勤で原則として全講座出席でき、以下のいずれかの条件を満たす方

・ビジネスプラン（概略）を有し、開業を志向している方

・起業後概ね１年以内で、ビジネスプランのレベルアップを図ろうとする方

・企業後継者等で新分野進出を図るビジネスプランを有している方

・商工会議所が開講する起業家育成講座を受講し、更にステップアップを図ろうとする方

◯募集定員：１０名程度

◯募集期間：平成２０年７月１４日（月）～８月１５日（金）必着

◯応募用紙：当センターホームページからダウンロードし、文書及びメールで提出してください。

◯提 出 先：①文 書⇒岐阜市薮田南５丁目１４番５３号 県民ふれあい会館

財団法人岐阜県産業経済振興センター 地域振興部 新事業担当

②メール⇒kj@gpc.pref.gifu.jp

◯選考方法：書類選考のうえ面接を行います。

①書類選考：主にビジネスプランの内容について審査します。

②面 接：平成２０年８月３０日（土）＜予定＞

◯受 講 料：３万円（原則として資料代含む）

申し込み・問い合わせ先 地域産業支援センター 地域振興部 新事業担当 野原

電話（０５８）２７７‐１０８４ E-mail : kj@gpc.pref.gifu.jp

セセミミナナーー「「ここれれかかららのの『『リリーーダダーー』』にに求求めめらられれるるこことと！！」」
…リーダー育成で、会社が変わる…

若手リーダーの育成が、企業発展のキーワードです。

リーダーへの期待、リーダーの管理項目・管理点について自動車ボデーメーカーにて培ったノウハウを

解説します。

■主な内容：①リーダーは自らの管理項目・管理点を明確にすること

生産・原価・品質・安全（含む５S）リーダー管理項目の解説

②上記項目中、安全（含む５S）管理の進め方、事例解説

■講 師：菅野賢治（モノづくりセンター チーフコーディネーター）

■対 象：中小企業経営者、生産担当リーダー

■定 員：２０名（先着順）

■申込締切：平成２０年７月１１日（金）

■申込方法：最終ページの共通申込書を利用ください。（ホームページからも申込できます）

問い合わせ先：モノづくりセンター 事業推進部 お客様担当 野村、菅野

電話（０５８）２７７‐１０８０ FAX（０５８）２７３‐５９６１ Emall : monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

日時：平成２０年８月２１日（木） １３：３０～１５：３０

会場：県民ふれあい会館１０階 産経センター IT研修室

平成２０年７月 第３４２号
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参加費無料

ベベトトナナムム中中・・南南部部ビビジジネネスス環環境境調調査査ツツアアーー ～～仮仮予予約約受受付付中中～～
投資先として今注目のベトナム中・南部のビジネス環境調査ツアーを以下のとおり実施します。

現在、まだ企画中ですが、詳細が決まり次第、詳しい資料をお送りしますので、ご興味のある方はご一

報ください。

＜ツアー概要＞
□実施時期：平成２０年９月３０日（火）～１０月５日（日）の４泊６日
□訪問地：ベトナム南部（ホーチミン市周辺）、中部（ダナン市周辺）
□募集人数：１０名程度（先着順、仮予約を頂いた方は優先します）
□日程案：第１日目 名古屋→ハノイ→ホーチミン

第２日目 ベトナム最新事情説明会、メタレックスベトナム視察等
第３日目 ホーチミン→ダナン、日系進出企業訪問等
第４日目 現地工業団地訪問等
第５～６日目 港視察等、ダナン→ハノイ（機中泊）→名古屋

■仮 予 約：最終ページの共通申込書をご利用ください。

問い合わせ先：地域産業支援センター 企業支援部 海外取引担当 高橋、小島

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

中中国国・・アアセセアアンンビビジジネネスス個個別別相相談談会会
中国、アセアンの経済事情に精通した専門家を招き、輸出入取引、投資、技術提携等さまざまな海外ビ

ジネスに関する相談に個別にアドバイスします。

中国、アセアンへのビジネス展開をご検討中の方、何かお困りの方、この機会を是非ご活用ください。

■利用条件：県内中小企業の方

■定 員：各回３社（先着順）※１社あたりの相談時間は約８０分です。（予約制）

■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：地域産業支援センター 企業支援部 海外取引担当 小島、高橋

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

～～第第２２回回海海外外ビビジジネネスス人人材材育育成成塾塾～～
「「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

海外ビジネスを担う人材育成のため、県内企業関係者を対象に海外取引に必要な実務やノウハウを勉強

していただく研修『海外ビジネス人材育成塾』を開催します。

研修は「輸出入船積実務（基礎編）」と題し、海外取引に不可欠な“船積実務の基礎”を実務経験豊か

な講師がわかりやすく講義します。

貿易実務の未経験者、実務経験１年未満の方を対象とした研修です。

■開催日時：平成２０年９月３日（水）、５日（金）、１２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

■講 師：木村雅晴氏（㈱サンエリート講師）

■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：地域産業支援センター 企業支援部 海外取引担当 高橋、小島

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

＜アセアンビジネス個別相談会＞

■時期：平成２０年７月２９日（火） 会場：県民ふれあい会館１０階産業経済振興センター内

アドバイザー：小宮山大陽氏（中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー）

＜中国ビジネス個別相談会＞

■時期：平成２０年８月２８日（木） 会場：県民ふれあい会館４階 ４０８会議室

アドバイザー：住田安彦氏（中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザー）

平成２０年７月 第３４２号
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参加費無料

参加費無料

ベベトトナナムム投投資資環環境境ワワーーククシショョッッププ
知識・経験豊富な講師が、中小企業の目線で、ベトナム経済の現状や将来どのようになっているのか、

ベトナムとどのようにつきあっていくのか、ベトナムビジネスの強みと弱みなど、最新の事情を交え、わ

かりやすく解説する勉強会です。

■内 容：

＜第１部＞ □講 演：『中小企業にとってのベトナムビジネス成功への秘訣』

（独）中小企業基盤整備機構経営支援専門員 小宮山 大陽氏

＜第２部＞ □事例研究：『ベトナム・ダナンに日本人駐在員なしでDTP事業（※）に挑戦』

有限会社大六印刷 代表取締役 保谷 卓也氏 （※）DTP事業…画像データ作成業務

■対 象：県内中小企業者 ■定 員：４０名（先着順）

■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：地域産業支援センター 企業支援部 海外取引担当 小島、高橋

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

上上海海かからら挑挑むむ海海外外市市場場
「「中中国国国国際際工工業業博博覧覧会会」」出出展展企企業業募募集集

中国経済の中心地“上海”で毎年開催される、中国最大級の

国際工業製品展に出展する企業を募集します。

海外市場に挑戦してみませんか？

■出展者の資格：以下の要件をすべて満たす企業

①岐阜県内に本社又は事業所がある企業（海外現地事業所の参加も可）

②見本市の期間中、現地でアテンドを行うことができる企業

■出展対象品目：工具、治具、刃物等の機械部品、工作機械、金型、金型成形品、自動車・家電部品、電

子・コンピュータ関連部品など 工業製品

■出展料金：２５万円程度／小間（３m×３m） 〔諸事情により変更する場合もあります〕

・上記料金は、小間料、基本装飾費、リーフレット印刷費等を含みます。

■申込期限：平成２０年８月８日（金）（募集企業５社。先着順につき、お早めにお申し込みください。）

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。

問い合わせ先：地域産業支援センター 企業支援部 海外取引担当 小島、高橋

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

高高校校生生のの保保護護者者・・進進路路指指導導者者向向けけセセミミナナーー
県内中小企業の魅力を知ってもらい、地元企業で働くことの面白さ・やりがい、企業が求める人物像な

どについて理解を深めてもらうためのセミナーを開催します。

■開催日時：平成２０年８月１８日（月） １３：３０～１６：００

■会 場：岐阜県シンクタンク庁舎（県民ふれあい会館東）５階 大会議室

■内 容：（１）ジンチャレ！キャリアアドバイザーによる『子どもの就職活動をサポートする保護者セミナー』

（２）講 演：『企業の選び方 ～中小企業のココがおもしろい～』（仮）

講 師：角 行之氏（情報文明文化研究所代表、学術博士）

■対 象 者：高校生の保護者、進路指導者等 約１００名

■申込方法：最終ページの共通申込書をご利用ください。

問い合わせ先：人材チャレンジセンター（ジンチャレ！）土本・鈴木 電話（０１２０）８９‐１１４９

日時：平成２０年７月２９日（火） １３：３０～１７：００

会場：県民ふれあい会館１４階 展望レセプションルーム

小宮山 大陽氏 保谷 卓也氏

会期：平成２０年１１月４日（火）～８日（土）

会場：上海新国際博覧センター

平成２０年７月 第３４２号
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�～平成２０年度高専等活用中小企業人材育成事業～

「岐阜高専等と連携した中小企業若手技術者育成事業」受講者募集

経済産業省の「平成２０年度高専等を活用した中小企業人材育成事業」の事業採択を受け、１８、１９年度に

引き続き、岐阜県の産業構造上重要な役割を果たしている金型・精密機械加工関連企業の若手技術者を対

象に、平成２０年７月～２１年１月の土曜日に１０コースのセミナーを開催する予定としています。

■第１回受講者募集

今回は、７月～９月に実施する「①切削加工」「②設計理論の基礎」の２コースの受講者募集を行いま

すので、参加希望の企業の方は、産経センターホームページ（http : //www.gpc.pref.gifu.jp）の開催案

内に基づき、お申込願います。

①切削加工【初級】 １８時間…７／２６、８／２、８／９（定員１６名）

切削加工の概要を有機的に理解・体得し、NC加工学習の基礎的要素を身につける。また、「剛性と精度の関

係について考える」機会を通して、ものづくり技術者に必要な「考える姿勢」を養うことを目的とする。

②設計理論の基礎【初級】 １２時間…８／２３、９／６（定員２０名）

設計の基礎、熱変形を伴う機器の強度設計、ネジや軸などの具体的な機械要素の強度設計、さらに計算機援

用技術を用いた設計の基礎について概説し、演習・実習により、理解を深める。

■開催時間：９：００～１２：００ １３：００～１６：００

■開催場所：岐阜工業高等専門学校（本巣市上真桑２２３６‐２）

■費 用：開講費用の一部負担をお願いします。

①切削加工コース １５，０００円

②設計理論の基礎コース ６，０００円

■申込締切：平成２０年７月１５日（火）

■そ の 他・募集は、コース毎に実施します。

・定員を上回る応募があった場合は、締切後調整する場合があります。

・コース毎に全時間受講者に対し、修了証を発行します。

問い合わせ先：モノづくりセンター 事業推進部 窪田

電話（０５８）２７７‐１０９３ E-mail : monodukuri@gpc.pref.gifu.jp

岐阜県の景況調査結果
概況：受注量の減少や採算の悪化により製造業は設備投資意欲が減退し、景況感は低下した。

【２００８年４－６月期実績】
○景況DI は製造業で大幅に低下し、三期連続

で低下。
○売上高DI は六期連続で低下、輸出向け売上

高DI は小幅ながら二期連続で低下。
○生産量DI、受注量DI は特に製造業で大幅に

低下。
○在庫量DI は非製造業で上昇し、三期ぶりの

上昇。
○製品販売価格DI、原材料仕入価格DI とも二

期ぶりに上昇。採算DI は特に製造業で大き
く低下し、三期連続の低下。

○四期連続悪化した資金繰りDI、三期連続悪
化した借入れ難易感DI。

○設備投資実施DI、設備投資意欲DI とも製造
業で大きく低下。

○雇用DI は製造業が十五期ぶりに「過剰」超
過となる。

【２００８年７－９月期見通し】
○景況DI は製造業、非製造業ともにほぼ横ば

いを予想している。

平成２０年７月 第３４２号
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〈産経センター共通申込書〉

送信先：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。（複数可）

○印 イベント等項目 日時／会場

セミナー「これからの『リーダー』に求められること」
担当：モノづくりセンター

20．8/21 13：30～15：30
産経センター IT研修室

ベトナム中・南部ビジネス環境調査ツアー
【仮予約】 担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．9/30～10/5 ４泊６日
ベトナム中・南部

アセアンビジネス個別相談会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．7/29（予約制）
産経センター内

中国ビジネス個別相談会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．8/２８（予約制）
県民ふれあい会館 ４０８会議室

輸出入船積実務研修（基礎編）
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．9/3、9/5、9/12 １３：３０～１８：３０
県民ふれあい会館 ４０１会議室

ベトナム投資環境ワークショップ
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．7/29 １３：３０～１７：００
県民ふれあい会館 展望レセプションルーム

中国国際工業博覧会
担当：地域産業支援センター 海外取引担当

20．11/４～８
中国（上海新国際博覧センター）

高校生の保護者・進路指導者向けセミナー
担当：人材チャレンジセンター（ジンチャレ！）

【送信先 FAX：（０５８）２７８‐１１４８】

20．8/１８ １３：３０～１６：００
岐阜県シンクタンク庁舎 ５階 大会議室

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

産経センターメールマガジンをご利用ください（無料）

・「産経センターニュース」の内容や国・県や関係団体などのお知らせを掲載したメールマガジンを月

２回配信しています。また、企業の受発注情報に特化した「受発注版」も配信しています。

・お申し込みは、当センターのホームページ（トップページ上段の「メールマガジン」）から登録を

お願いします。

問い合わせ先：戦略企画本部（広報担当） 花村 電話（０５８）２７７‐１０８９

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
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