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第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

 

ニュースリリース
 
平成１９年１０月２２日 

産学官共同セミナーを開催  

「元気なモノ作り中小企業３００社」に選ばれた関西企業の 

経営者が企業経営とモノ作りについて講演する 

独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部（支部長 井上 泉）は、近畿経済産業局（局長 久貝 

）、関西社会人大学院連合（理事長 平松 一夫：関西学院大学学長）と三者合同で、『トップシェ

企業の経営戦略セミナー ～元気なモノ作り中小企業経営者に聴く～』を開催します。 
このセミナーでは、経済産業省が発行した「元気なモノ作り中小企業３００社」に選ばれた優秀なモノ作り

業の経営者を講師に迎え、中小企業の経営戦略、商品開発手法、技術マネジメントなどのテーマにつ

て、自らの経験で培った知恵を講演してもらいます。 

また、大学院教員がコーディネーターとして参加し、講演内容について研究者の視点からの質問や補足

明をすることにより、多くの企業に通じる普遍的な経営思考とトップシェア企業が持つコアコンピタンス

＝企業の中核的な力）を浮き彫りにします。 

開催場所 ： 経営支援プラザ ＵＭＥＤＡ（大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第三ビル 19 階） 

対象者   ： 中小企業経営者、社会人、社会人大学院生 

参加費   ： 無料   ・定員 ： １２０名 

スケジュール 

日程 担当講師 講義テーマ コーディネーター 

 

１１／１９（月） 

19：00 

～21：00 

サンライズ工業（株） 

代表取締役会長 平石 正人
我が社の世界戦略 

大阪産業大学 

 大学院経営・流通学研究科・

流通システム専攻教授 

 津田 盛之 

 

１２／１３（木） 

19：00 

～21：00 

（株）福井洋傘 

代表取締役会長 橋本 平吉

どん底で聴いた顧客の声が私を変

（替）えた 

龍谷大学 

経営学部教授 

 佐藤 研司 

 

１／１７（木） 

19：00 

～21：00 

サンユレック（株） 

上級顧問 上田 兼司 
喜ばれる商品の開発と海外展開 

大阪経済大学 

経営学部経営学研究科教授

太田 一樹 

 

２／１８（月） 

19：00 

～21：00 

長谷川電気工業（株） 

代表取締役 吉田 修 
企業としてのこだわりから新たな展開 

グロービス経営大学院大学

経営大学院経営研究科長 

 田崎 正巳 

（株）ユタカ 

代表取締役 安田 憲司 
 

３／１８（火） 

19：00 

～21：00 
（株）ヤマシタワークス 

代表取締役 山下 健司 

トップシェア企業の経営戦略・技術マ

ネジメントの実例（仮） 

関西学院大学 

経営戦略研究科教授 

宮本 又郎 

---本件に関するお問い合わせ先― 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構近畿支部 企画調整課  田栗（タグリ）、池田 

TEL；06-6910-2235／FAX；06-6910-2239  

ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/kinki/030785.html 



トップシェア企業の
       経営戦略セミナー       経営戦略セミナー
～元気なモノ作り中小企業～元気なモノ作り中小企業経営経営者に聴く～者に聴く～

トップシェア企業の
       経営戦略セミナー
～元気なモノ作り中小企業経営者に聴く～

　モノ作り企業のトップが“経営の知恵”を語る。　モノ作り企業のトップが“経営の知恵”を語る。
　経営戦略の策定から独自技術の開発まで、近畿有数のモノ作り企業の経営者達が　経営戦略の策定から独自技術の開発まで、近畿有数のモノ作り企業の経営者達が
企業経営に求められる５つのテーマについて講演します。コーディネーターには、企業経営に求められる５つのテーマについて講演します。コーディネーターには、
企業経営を研究する大学教授を迎え、質疑応答を交えた講演内容の解説を行います。企業経営を研究する大学教授を迎え、質疑応答を交えた講演内容の解説を行います。
当セミナーはモノ作り企業の経営者の協力を得て、近畿経済産業局、中小機構近畿当セミナーはモノ作り企業の経営者の協力を得て、近畿経済産業局、中小機構近畿
支部、関西社会人大学院連合（NPO法人認証申請中)の共同企画で開催するものです。支部、関西社会人大学院連合（NPO法人認証申請中)の共同企画で開催するものです。

　モノ作り企業のトップが“経営の知恵”を語る。
　経営戦略の策定から独自技術の開発まで、近畿有数のモノ作り企業の経営者達が
企業経営に求められる５つのテーマについて講演します。コーディネーターには、
企業経営を研究する大学教授を迎え、質疑応答を交えた講演内容の解説を行います。
当セミナーはモノ作り企業の経営者の協力を得て、近畿経済産業局、中小機構近畿
支部、関西社会人大学院連合（NPO法人認証申請中)の共同企画で開催するものです。

主催：近畿経済産業局・中小機構近畿支部・
　　　関西社会人大学院連合（NPO法人認証申請中)
会場：中小機構近畿支部　経営支援プラザUMEDA
　　　大阪市北区梅田1-1-3　大阪駅前第3ビル19階　

http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/kinki/030785.html

日程　　　担当講師　　　　　　講義テーマ　　　　　　　 コーディネーター

第１回  11/19(月)                    我が社の世界戦略

第２回  12/13(木) 

第３回   1/17(木)                    喜ばれる商品の開発と海外展開

第４回   2/18(月)　　　  

第５回   3/18(火)      

サンライズ工業(株)
　代表取締役会長
　平石　正人

大阪産業大学
大学院経営･流通学研究科
･流通システム専攻教授
津田　盛之

龍谷大学
経営学部教授
佐藤　研司

大阪経済大学
経営学部
経営学研究科教授
太田　一樹

グロービス経営大学院大学
経営大学院経営研究科長
田崎　正巳

関西学院大学
経営戦略研究科教授
宮本　又郎

(株)福井洋傘
　代表取締役会長
　橋本　平吉

サンユレック(株)
　上級顧問　
　上田　兼司

長谷川電機工業(株)
　代表取締役
　吉田　修

(株)ユタカ
　代表取締役
　安田　憲司

(株)ヤマシタワークス
　代表取締役
　山下　健治

企業としてのこだわりから
新たな展開

どん底で聴いた顧客の声が私を
変(替)えた！！

『トップシェア企業の経営戦略･
技術マネジメントの実例』(仮)

 

講座日程

参加無料



講座案内

 

講師：
サンライズ工業株式会社
代表取締役　会長　平石　正人

コーディネーター：
　大阪産業大学
　大学院経営･流通学研究科･
　流通システム専攻教授
　　津田　盛之兵庫県神崎郡市川町奥603番地     TEL 0790-22-5500   http://www.sunrise-grp.com/

産 学

第１回　我が社の世界戦略　11/19(月) 19:00～21:00

　講演者は、経済産業省が発行した「元気なモノ作り中小企業３００社」に選ばれた優秀なモノ作り企業

の経営者達。中小企業の経営戦略、商品開発手法、技術マネジメントなど、どれもがトップシェアを築く

ために必要な企業力に関わる５つのテーマについて、自らの経験を踏まえて講演します。

　また、企業経営に関する知見の深い大学教授が、経営者と質疑応答を交えた講演内容の解説などを行う

ことで、テーマに込められた経営者の思考や思いを浮き彫りにします。

　各回の講演を通じて、企業の成功事例を学ぶとともに、多　くの企業に通じる普遍的な経営　思考、トップ

を走る企業なればこそ持つコアコンピタンス（＝企業の中核　的な力）を受け止め、自社の経　営に役立てて

いただければ幸いです。

 

第２回　どん底で聴いた顧客の声が私を変(替)えた!!　12/13(木) 19:00～21:00

講師：
株式会社 福井洋傘
代表取締役　会長　橋本　平吉

コーディネーター：
　龍谷大学 
　経営学部教授 
　　佐藤　研司

　　　　　　　　　　㈱福井洋傘は創業以来、一貫して傘作りを手がけており、
　　　　　　　　　意匠・デザインで高い評価を得ている。傘一本ごとにデザ
　　　　　　　　　イン、生地、重さなどの注文内容を記した「傘カルテ」に
　　　　　　　　　よるフルオーダーシステムを確立し、量産品ではマネので
　きない世界に一つの傘を作ることにより消費者を魅了してきた。これは創業
　間もなく、営業に苦労していた当時に聴いた顧客の声がきっかけとなっている。
　　常に消費者のニーズに耳を傾け新しくデザインのある商品開発に取り組み、
　蛇の目傘を現代風に再現した傘や、濡れない傘「ヌレンザ」など独自色の強い
　製品を次々に生み出している企業である。

産 学

福井県福井市浜別所町4-4-2　TEL　0776-85-1114

                               主力製品であるカーエアコン用ホース口金具を主軸に、
                           高い精密加工技術を有する企業。アルミ材を中心とした
                           パイプ曲げ、端末加工などの塑性加工、各種切削加工の
                           量産技術に優れている。特に大手材料メーカーと取り組
んだアルミパイプの開発、口金具とパイプの接合技術は特許を取得すると
ともに、他の追随を許さない。最近では、付加価値の高い自動車部品へ品揃え
を拡大するとともに、パイプ加工技術を生かした給湯機器分野へ進出している。
 また、日本国内にとどまらず世界のマーケットを睨んだグローバル戦略を展開。
マレーシア、タイ、中国（大連）、インドに工場を有しており、今後はヨーロ
ッパ市場への展開も視野に入れている。

※各回ともセミナー終了後には、講師との名刺交換会を予定しております。ふるってご参加下さい。
※セミナーに関するお問い合わせは、パンフレット末尾の中小機構まで。講師への直接のご連絡はお控え下さい。



 

第４回　企業としてのこだわりから新たな展開　2/18(月) 19:00～21:00

講師：
長谷川電機工業株式会社　
代表取締役　吉田　修

コーディネーター：
　グロービス経営大学院大学
　経営大学院研究科長
　　　田崎　正巳

　　　　　　　　　　長谷川電機工業㈱は、電路が停電しているかどうかを判
　　　　　　　　　別する検電器等の草分けメーカーとして、創業以来、電気
　　　　　　　　　環境の安全性を高めるための技術革新に努めてきた。特に
　　　　　　　　　ネオン式に比べ性能、機能、操作性で優れている同社の低
　　　　　　　　　圧検電器の電子式製品は　広く使用されている。
　同分野においては９０％以上のシェアを誇っており、感電事故防止に大いに
　役立っている。
　　また、著名な工業デザイナーを顧問に次々と「使いやすくてデザインもいい」
　検電器を開発し、グッドデザイン賞も受賞。ユーザーニーズに１００％対応す
　るため、電気環境の安全性を高めるシステムづくりを積極的にコンサルティン
　グしている。

産 学

兵庫県尼崎市明神町3-7-18　TEL　06-6429-6144  http://www.hasegawa-elec.co.jp/

 

第５回　『トップシェア企業の経営戦略・技術マネジメントの実例』(仮)　3/18(火) 19:00～21:00

パネリスト：株式会社ユタカ 
　　　　　　代表取締役　安田　憲司

コーディネーター：
　関西学院大学
　経営戦略研究科教授
　　　宮本　又郎

　　　　　　　　　　　㈱ユタカは、極小の球状ハンダの形状を検査するマイクロ球体用外形
                              検査装置やねじ全数検査装置を製造している。携帯電話やパソコン等の
                             ＩＴ関連機器の小型化・軽量化には、半導体を小さくする必要がある。
                             同社では、このような精密機器に使用されるねじや球体ハンダを±０．２
         ミクロンの精度で全数検査選別する装置を開発。同装置を製造するのは世界中で同社のみ
         であり、国内のみならず世界からも注目されている。
　        マイクロ球体の検査選別というニッチ市場ではあるが、この分野に特化して解析・研究
        開発をおこなってきた結果、蓄積されたノウハウにより他社には不可能な精度と技術を
        有している。

産
学

大阪府東大阪市新町24-12　TEL  072-984-6246  http://www.tech-yutaka.co.jp/

パネリスト：株式会社ヤマシタワークス
　　　　　　代表取締役　山下　健治

　　　　　　　　　　㈱ヤマシタワークスは、これまで熟練工による手作業が必要であった
                          複雑な形状の金型表面研磨を、短時間でかつ滑らかに研磨する装置の開発
                          に業界で初めて成功した。同社の装置「エアロラップ」は、水分を含んだ
                          セミドライの研磨材を高速で吹き付けて金型を研磨するもので、この研磨
      材をかえることで、超硬から銅製品まで、複雑形状金型への短時間鏡面加工を可能とした。
　      下請け化による価格下落防止のため、売上に占める各顧客の割合を、ある一定比率に
      抑制し顧客を分散したり、営業部隊は持たず、技術を評価する顧客からの口コミや紹介に
      より販路を拡大するという独自の経営戦略は、同社の高い技術があるからこそのものとい
      える。

産

兵庫県尼崎市次屋2-1-8　TEL　06-6496-4566  http://www13.ocn.ne.jp/~y-works/

 

第３回　喜ばれる商品の開発と海外展開　1/17(木) 19:00～21:00

講師：
サンユレック株式会社
上級顧問　上田　兼司

コーディネーター：
　大阪経済大学
　経営学部経営学研究科教授
　　太田　一樹

　　　　　　　　　　 サンユレック（株）は、エポキシ樹脂・ウレタン樹脂等
                            を主原料とする電子材料、半導体およびＬＥＤ用封止材料、
                            土木建設・工業用接着剤の開発・製造を行っている。電子
                            材料としては、水や湿気、熱に弱い電子制御基板において、
                            独自技術により薄型で防湿・防水・耐熱を与える材料 の
                            開発に成功。この電子制御基板防湿用ウレタン樹脂は洗濯
 機・給湯器・温水洗浄便座などの電子制御基板用防湿材料として広く用いられ、
 国内シェア８０％ を獲得している。　さらに、ＩＣベアチップのリード線部分
 コーティング用ウレ タン樹脂やＬＥＤ基板の防水用ウレタン樹脂を上市してい
 る。また、同社は海外進出している日系企業への現地供給のため、中国・
 韓国・台湾・マレーシアへの積極的な海外展開を行っている。

産 学

大阪府高槻市道鵜町3-5-1　TEL　072-669-1231  http://www.sanyu-rec.jp/



http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/kinki/030785.html

FAX:06-6910-2239

〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル11F

中小機構近畿支部　企画調整課　経営戦略セミナー担当　宛

※必要事項をご記入の上、FAX送信もしくは下記宛に郵送してください。
　なお、中小機構のホームページ上でも登録可能です。http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/kinki/030785.html

申込フォーム

講座会場のご案内

フリガナ

申込者氏名

今後、中小機構・関西社会人大学院連合からの情報提供をご希望されますか？　　□希望する　□希望しない

TEL (     )       -           FAX (     )      -          E-MAIL

歳

都　道
府　県

男　・　女

フリガナ

会社・団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署名　　　　　　　　　　　役職　

連絡先住所　（　自宅・勤務先　）　　　　〒　　　　ー

受講をご希望の講座にチェックを入れてください。

□　11/19(月)　我が社の世界戦略　　　　　　　　　　　　　　サンライズ工業　×　大阪産業大学

□　12/13(木)　どん底で聴いた顧客の声が私を変(替)えた!!　　福井洋傘　　　　×　龍谷大学

□　 1/17(木)　喜ばれる商品の開発と海外展開　　            サンユレック　　×　大阪経済大

□　 2/18(月)　企業としてのこだわりから新たな展開　　      長谷川電機工業　×　グロービス経営大学院

□　 3/18(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　×　関西学院大学
ユタカ
ヤマシタワークス

『トップシェア企業の経営戦略･
　　　　　　　技術マネジメントの実例』(仮)

★注意事項★
・各講座、定員は120名です。（先着順）
・受講証の発行はいたしません。登録後は当日直接受付へお越し下さい。
　既に定員に達していた場合、事務局よりご連絡いたします。

中小機構近畿支部『経営支援プラザUMEDA』

大阪市北区梅田1-1-3　大阪駅前第3ビル19階

会場へは公共交通機関でお越しください。

沿線   　　　　　 駅      徒歩
地下鉄御堂筋線　  梅田    5分
地下鉄谷町線　    東梅田  2分
地下鉄四ツ橋線　  西梅田  3分
JR東西線　        北新地  1分
JR各線　          大阪    5分
阪神各線　        梅田    2分
阪急各線　        梅田    7分

当日、講義開始直前もしくは講義中の連絡は、
直接会場（06-6342-1071）にお願いいたします。
事前のお問い合わせは、
中小機構近畿支部企画調整課　06-6910-2235
担当：田栗(タグリ)・池田　まで。

※テーマ・講師・日程は事情により変更となる場合があります。
※参加申込によりご提供いただいた個人情報は、本講座の運営のために使用するものであり、第三者に開示・提供されることはありません。

大阪駅前第３ビル19F
中小機構近畿支部
『経営支援プラザUMEDA』




