中国地域にニュービジネスの風を起こせ！
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この春、

杉本博司ギャラリー 時の回廊が

ベネッセアートサイト直島にオープン。

作品の一つ、

「硝子の茶室『聞鳥庵』」は

瀬戸内の自然の中に

展示されることにより、

新たな魅力を放っています。

Hiroshi Sugimoto, Glass Tea House “Mondrian”, 2014 (c) Hiroshi Sugimoto, Photo: Sugimoto Studio
The work originally created for LE STANZE DEL VETRO, Venice by Pentagram Stiftung
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瀬戸内芸術祭2022

瀬戸内国際芸術祭は、「海の復権」をテーマに掲げ、
美しい自然と人間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、
瀬戸内が地球上のすべての地域の「希望の海」となることを目指しています。

ジャウメ・プレンサ「男木島の魂」
Photo: Osamu Nakamura

〔コンセプト〕
１．アート・建築 地域の特徴の発見
瀬戸内の持つ美しい景観と自然の中で流れてきた時間、文化、歴史を
活かして展開されるアートや建築は、その場所へ人を惹きつける力を
持ちます。
２．民俗・生活 地域と時間
それぞれの地域・島で育まれてきた固有の民俗、瀬戸内の島々に継承
される多様な生活・芸術を活かし、島外の人々の参加を得たイベント
をきっかけに、地域再生の機会を探ります。
３．交流 日本全国・世界各国の人々が関わる
世代・地域・ジャンルを超えた人々が集い、地域の人々と協働し、作
品を創り上げ、地域の再生を目指します。
４．世界の叡智 この地を掘り下げ、世界とつながる場所に
地元の大学などと連携しながら、芸術祭を通して地域で活動し、美術
や建築、音楽、パフォーミングアーツ、科学、文学、思想、国際交流
等、さまざまな分野が集い、これらがやがて地域固有の文化に光を当
て、地域再興の灯台となるように動きます。
５．未来 次代を担う若者や子どもたちへ
次代を担う若者や子どもたちが、芸術祭を作るプロセスを共有し、世
代・地域を越えて集まる人々と協働します。
６．縁を作る 通年活動
島間の交流を活発化し、それぞれの地域が独自に動き、そこから新し
い島と瀬戸内海再生の機会を生んでいくように活動します。
〔会期〕 春：４月14日（木）～５月18日（水） 35日間
夏：８月５日（金）～９月４日（日） 31日間
秋：９月29日（木）～11月６日（日） 39日間
〔会場〕 直島 / 豊島 / 女木島 / 男木島 / 小豆島 / 大島 / 犬島 /
沙弥島［春のみ］/ 本島［秋のみ］/ 高見島［秋のみ］/ 粟島［秋のみ］/
伊吹島［秋のみ］/ 高松港周辺 / 宇野港周辺 / 広域・回遊

草間彌生「赤かぼちゃ」
2006年直島・宮浦港緑地
Photo: Daisuke Aochi

淀川テクニック「宇野のチヌ」
Photo: Osamu Nakamura
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〔主催〕 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
会
長：浜田 恵造［香川県知事］
名誉会長：真鍋 武紀［前香川県知事］
副 会 長：大西 秀人［高松市長］
総合プロデューサー：福武 總一郎［公益財団法人福武財団理事長］
総 合 デ ィ レ ク タ ー：北川 フラム［アートディレクター］

内海良夫会長のごあいさつ
中国NBC概要／中国NBC発足の経緯から現在まで
特別寄稿 中国NBC副会長 藤麻 功氏 ㈱フジマ会長
活動報告 2021年度定時総会
第29回中国地域ニュービジネス大賞表彰式
活動報告 第５回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU表彰式
活動報告 講演＆トークセッション
「エンジェル投資家の目線、何がベンチャーと琴線に触れあったか」
内海会長講師による「経営者セミナー」
・
「生き方セミナー」
支部レポート 鳥取支部、島根支部
支部レポート 岡山支部、備後支部
支部レポート 広島支部
支部レポート 広島支部、山口支部
女性部会レポート 岡山女性部会、広島女性部会、山口女性部会
TOPICS １．島根大学、島根県立大学と包括協定締結
２．観光庁受託事業「新たな旅のスタイル」促進事業 ワーケーションモニターツアー実施
３．オンライン特別講演会開催 南場 智子氏 ㈱ディー・エヌ・エー代表取締役会長
2021年度新入会員紹介

ご あ いさつ

スタートアップ企業の
創出・支援・育成を

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会会長
株式会社データホライゾン代表取締役社長

内 海良夫
令和４年度を迎え皆様ご活躍の事とお慶び申し上げます。

創出・支援・育成を当協議会こそ担える唯一の団体だとい

れやっと平静が取り戻せるかと思いましたが、ロシアのウ

幸いにも当協議会は、これらの事を行うための基盤がす

新型コロナ緊急事態宣言・蔓延防止等重点措置が解除さ

うことを再認識させられました。

クライナへの侵略、コロナの第７波の予兆等まだまだ日本

でに用意されスタートしています。
「SU企業の創出は島根

1970年代後半JAPAN AS No.1 と称えられてから早40

エンジェル投資家とのマッチング」
、
「育成は社長学セミ

経済の先行きは思いやられます。

数年が経過しました。今や世界が教科書とした日本の生産

性はOECD参加国38国中28位に低落しました。その原因
はあえて今申し上げる必要はありませんが、生産性の頭打

支部で行われている学生への創業塾」
、「支援はSU企業と

ナー」と中国地域で唯一このようなことができる組織が我
が中国地域ニュービジネス協議会です。

さらに広島県湯㟢知事が広島県で10のユニコーンを創

ちとアメリカにおけるGAFAに代表されるようなニュー

出すると言われているのも心強く感じています。

打開するために我が中国地域ニュービジネス協議会は今こ

SU企業の創出・支援・育成に力を注ぎ中国地域ニュービ

先日DeNA南場会長の講演にもありましたがSU企業の

のご支援を賜わりますよう、よろしくお願いいたします。

ビジネスが創出されていないことが原因です。この状況を
そ活動をより加速しなければなりません。

中国NBC概要

令和４年度の協議会事業はわが国の生産性に寄与できる

ジネス協議会を盤石の組織としたいと思っています。皆様

中国NBC発足の経緯から現在まで
1989年（平成元年）４月27日
中国地域ニュービジネス協議会の発足
会長 熊平 肇氏（株式会社熊平製作所 代表取締役社長）

名

称

一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会

会

長

内海

所 在 地
E-Mail
Ｕ Ｒ Ｌ

設立年月

良夫

1993年（平成５年）
表彰制度「中国地域ニュービジネス大賞」スタート
広島市中区鉄砲町へ事務所移転

広島市中区鉄砲町１番20号 第３ウエノヤビル７階

1995年（平成７年）10月１日
会長 松坂 敬太郎氏（ヒロボー株式会社 代表取締役社長）

nbc@cnbc.or.jp

1996年（平成８年）７月23日
社団法人 中国地域ニュービジネス協議会に改組

https://www.cnbc.or.jp

2011年（平成23年）８月２日
会長 柏原 伸二氏
（株式会社カシワバラ・コーポレーション代表取締役社長）

発足

1989年（平成元年）４月

設立

1996年（平成８年）７月

社団法人化

2013年（平成25年）４月

一般社団法人化

2013年（平成25年）４月１日
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会へ移行
2016年（平成28年）６月３日
会長 細川 匡氏（デリカウイング株式会社 代表取締役）
2020年（令和２年）６月３日
会長 内海 良夫氏（株式会社データホライゾン 代表取締役社長）
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中国ＮＢＣ副会長

藤麻 功

各支部長の方たちには
感謝しかないね

中国NBC
特別寄稿

氏

1989年（平成元年）４月27日に中国NBCが発足して以来、32年間もの長き
に亘り、中国NBCにご尽力いただいた藤麻功副会長が、今年６月をもってご
勇退されます。発足時のお話や、経営魂養成講座の塾頭として活躍された当
時の思い出など、寄稿していただきました。
中国地域ニュービジネス協議会の思い出
平成元年の春、山口県庁の先輩（経済
部長）から電話があり、
「この度中国地
域ニュービジネス協議会を設立するので
是非入会してもらえないか」と電話があ
りました。当初は仕方なく入会した会
でした。小社は魚市場から食堂業へと
ニュービジネスをすでに展開していたの
で、今さら入会してもと思ったのですが、
いざ入会してみると参加企業は中国地方
の有名企業が多く、びっくりすると同時
に私にとって良い勉強ができる機会にな
ると素直に思いました。それから山口支
部も出来、
「徳山カントリー」で親睦ゴ
ルフ大会を開催しました。協議会の専務
にも参加していただきまして大変楽しい
大会になったことを思い出します。私も
六十才前であったので元気にプレーした
ことを覚えております。
初代の会長は熊平製作所の熊平社長でし
た。大変温厚な紳士で大変可愛がっていた
だきました。小社の本社と魚市場には今も
熊平の金庫がどんと鎮座しております。
松坂敬太郎氏が会長になられる時には私
は柳井商工会議所の会頭に就任しており、
「旭日小綬章」をいただいたときにはご多
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忙の中にもかかわらずお祝いの席に参列し
ていただき大変恐縮に思ったことを覚えて
います。私自身多くの方とのご縁がありま
すが、氏との出会いを今でも誇りに思って
おります。氏の葬儀の時の参列者の多さが
氏の人間味溢れる豊かな人望の持ち主で
あったことを物語っていました。
ある時の総会の日の休憩時間、たまた
ま松坂会長と民秋副会長と私で三人に
なった時「会員の社員を教育する塾」を
立ち上げようということになり、まず
我々三人が主となり講師をやろうと意気
投合しました。
ところが松坂会長が体調をくずされた
後亡くなられ民秋副会長も急逝され私一
人になってしまいました。しかしお二人
との約束を果たそうと事務局のお力をお
借りして第一回の講座は柳井の小社「ベ
ルゼ」でスタートしました。
その時は中国経済産業局の局長様に講
演していただき夜は親睦会を開き大いに
飲み楽しい夜でした。翌朝は中国電力の
柳井発電所LNG火力発電所を見学しま
した。その後の養成塾は中国五県をまわ
り地元の名士や経営者の方々のすばらし
い話を聞き知識を高めました。その際各

平成23年９月２日

第１回創業塾の集合写真

地の役員の方々にはその都度ご配慮いた
だくとともに講師もお願いしたりと大変
ご迷惑をおかけしました。改めてこころ
から感謝申し上げます。
鳥取県ではご多忙のところ平井知事に
ご講演いただいたことは今でも深く印象
に残っています。
私の拙い話を早朝六時から一時間話し
たこともありました。この会は正直に申
し上げると私にとって非常に楽しい勉強
会でありましたしこれで松坂氏と民秋氏
との約束を守ることが出来たことが何よ
りうれしく安堵でありました。
私も今年四月で九十一才になります。
退会させていただくことにしました。
長い間会員の皆様には一方ならぬご厚
情ご支援ご愛顧を賜り心から感謝申し上
げます。ありがとうございました。
中国地域ニュービジネス協議会の益々
の発展と会員の皆様方の会社の隆盛とご
健勝心からお祈り申し上げ退任のあいさ
つとさせていただきます。

令和四年四月八日

株式会社フジマ会長 藤麻 功

経営塾早朝の会

早朝６時からの講演風景
経営塾早朝の会では、朝６時から約１時間、人間とはどういったものか、幸せに暮らすために
どうしたら良いかという話をされた。
「みんな前の晩に飲んでたので、真っ赤な目を擦りなが
ら聞いてた」そうだ。

藤麻琴海（琴海は雅号）
卒寿記念作品「苦難福門」
中国NBCの活動スローガンである「超プラス思考で、ピンチ
をチャンスに！」を四字熟語で表すとこのようになる。

藤麻副会長から届いた便せん

昨年、柳井市から６人目となる名誉市民の称号を送られた藤麻副会長は、
商工会議所会頭のほか、体育協会会長などの要職も歴任された。柳井市の
武道館には「道」と書かれた藤麻琴海書作品「道」が掲げられている。

フジマグループ会長である藤麻副会長は御年91歳。
取材当日の朝も長靴を履いて魚市場（柳井港）へ行っ
てきたと平然と話されていた。

フジマグループ本社 
住所 山口県柳井市柳井987
グループ企業 ㈱フジマ、㈱藤麻水産、
㈲フジマ、㈲Ｆ・Ｇ・Ｍ
グループ従業員数 400名
創業70周年を迎えたフジマグループは、1951年に
㈲藤麻水産を設立し、鮮魚卸業としてスタート。そ
の後、仕出し業、ブライダル・バンケット業、そ
してレストラン業に進出し、現在では総合飲食業グ
ループとして山口・広島両県で多彩な事業展開をし
ている。
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活 動 報 告

Reports

2021年度定時総会

日時：2021年６月３日（木）13：30 ～ 14：30
会場：ホテルグランヴィア岡山 ４階フェニックス
2021年度は会員企業のみなさまと積極的にコミュニ
ケーションをとり、お役に立てるよう
活動スローガン：
「超プラス思考で、ピンチをチャンスに！」
を掲げて取り組んでまいりました。

定時総会では中国経産局長の青木様にもオンラインで
メッセージをいただきました。
2020年度の活動報告、2021年度の活動計画、新任理事・
監事を提案し、承認されました。
また、神奈川NBCからオンラインで、全国フォーラム
のご紹介を力強く発信いただき、会場を盛り上げていただ
きました。

第29回中国地域ニュービジネス大賞表彰式
日時：2021年６月３日（木）15：00 ～ 16：30
会場：ホテルグランヴィア岡山 ４階フェニックス
「第29回中国地域ニュービジネス大賞表彰式」では受賞
企業９社に賞状と「風」の額をお渡しし、大賞の㈱英田エ
ンジニアリングを始め、優秀賞の３社にプレゼンテーショ
ンをしていただきました。
皆様おめでとうございました！
今回は岡山開催ということで、岡山の特色を生かした企
画を検討してきましたが、コロナ禍により、プログラムを
絞り、オンラインを併用し会場参加者を限定しての開催と
なりました。岡山支部の中島支部長を始め、多くの岡山支
部の方にご支援いただき、成功裏に終えることができまし
た。ご協力ありがとうございました。
中国地域
株式会社英田エンジニアリング
ニュービジネス 代表取締役 万殿 貴志（まんどの たかし）
大 賞
〒701-2603 岡山県美作市三保原678

後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置「アイアクセル」の開発・販売
[受賞理由]
・従来技術と比べ革新的な後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置「アイア
クセル」の開発により、高齢者のブレーキとアクセルペダルの踏み間違い
による交通事故防止、特に、車がないと生活ができない中山間地域での高
齢者運転の交通安全に寄与する。
・「アイアクセル」は、後付けであることから使い慣れた古いモデルの自家

中国地域
株式会社 石見麦酒
ニュービジネス 代表取締役 山口 梓（やまぐち あずさ）
優秀賞

〒699-2831 島根県江津市黒松町1069-114

「石見醸造法」によるクラフトビールの製造
[受賞理由]
・ステンレスタンクを用いない、ポリ袋と家庭用冷凍機を組み合わせたロー
コストの醸造法を日本で初めて開発し、クラフトビールの多品種少量製造
を可能にしている。
・醸造技術は特許を取得せずオープン化することで、「石見式醸造法」を採
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井上審査会長

中島支部長

用車にも取り付けることができ、機械式のためアクセル解除+緩やかなブ
レーキが同時作動し、電気的な誤作動も発生せず、安全性が他社製品と比
べて高い。
・自動車整備工場を取扱店とするだけでなく、大手自動車部品メーカーとの
代理店契約や総合JAでの取り扱い等、幅広
い販売体制を構築するとともに、大手損害
保険会社（保険料割引商品開発）や自動車
教習所（高齢者教習での周知・啓発）との
提携、国交省の性能認定品、地方自治体の
サポカー補助金対象製品となるなど、多様
なプロモーション活動が展開されている。
用する新規酒造メーカーの全国的なネットワークを構築し、石見麦酒は新
規酒造メーカーに対するコンサルティングと醸造機器・消耗品の販売で収
益を得るビジネスモデルを構築している。
・株式会社明治とコラボし、
「明治北海道スマート
チーズ」と相性の良いクラフトビールの企画・
開発を行い、組み合わせ販売を開始している。
・新規酒造メーカーへの研修は江津市の本社
で行い、宿泊は隣接する「風の国」と連携
することで、江津市の交流人口や宿泊客の
増加など地域振興に貢献している。

中国地域
有限会社 広島金具製作所
ニュービジネス 代表取締役 水ノ上 貴史（みずのうえ たかし）
優秀賞
〒720-0077 広島県福山市南本庄２丁目12-10

建築現場の人手不足にジャストミートする製品開発
[受賞理由]
・屋根に雨どいを簡単かつ迅速に取り付ける吊金具「吊ピタ君」を、ユーザー
目線に立って開発し、施工工程と施工時間の大幅削減を実現、オリジナル
製品として全国展開している。
・ユーザーである板金店へSNSやインターネットを活用しPRを行い、販売店

中国地域
ユアサシステム機器株式会社
ニュービジネス 取締役社長 岡崎 恭久（おかざき やすひさ）
優秀賞
〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津2292-1

フレキシブル化を支える耐久試験TOPメーカーを目指して

へ指名買いをしてもらう「ユーザーから問屋、商社を動かす営業」の仕組
みを構築していることから、価格競争に巻き込まれず、「HIROKANE」ブ
ランドを確立できている。
・常に現場の声を拾い上げ、ユーザーが必要
とする利便性の高い製品を創造する開発力
と、小規模工場ながら徹底したIT活用によ
る生産管理、在庫管理、出荷管理を行うこ
と で、 大 手 企 業 で は 対 応 で き な い ス ピ ー
ディーな開発・製造・出荷体制が構築され
ている。
術で新たな市場を開拓している。
・耐久試験システムの貸出、試験方法、計測・解析ノウハウの伝授などを行
う耐久試験レンタルラボ事業やメンテナンス事業に取り組み、
「もの」か
ら「こと」を提供するサービス新事業を展
開している。

[受賞理由]
・１台の装置で用途に応じた試験ができる耐久試験機を開発し、カタログ商
品化することで耐久試験機メーカーとしての認知度を高めている。
・動作を分離させ明確に破壊要因を検知できる無負荷試験方式の独自構造を
開発、一つの負荷要因のみを与える耐久試験方法を特許取得し、革新的技

中国地域
株式会社いろりカンパニー
ニュービジネス 代表取締役 田中 康信（たなか やすのぶ）
特別賞
〒718-0013 岡山県新見市正田270

国際基準の動物福祉と採算性を両立した肉牛生産
[受賞理由]
・プロパンガスやガソリンスタンド事業を展開する企業が畜産業に進出し、
地域の希少な系統牛・経産牛を放牧飼育し、自社流通により新たなブラン
ド価値の創造を行っている。
・全国的に類を見ない完全放牧・親子放牧での育成体制と、WEBカメラでの

中国地域
カーツ株式会社
ニュービジネス 代表取締役社長 勝矢 雅一（かつや まさかず）
特別賞
〒704-8588 岡山県岡山市東区西大寺五明387-1

人工芝管理のニューノーマル
[受賞理由]
・草刈り機メーカーが、天候変動の影響や為替リスク回避のための新事業と
して、人工芝施設の施工・メンテナンスに欠かすことができない小型・軽
量の人工芝専用管理機を開発・販売している。
・大型の人工芝管理機は現存するが、小型・軽量の人工芝専用管理機はこれ

中国地域
サンク・ラスタ株式会社
ニュービジネス 代表取締役 三谷原 恒良（みたにはら つねよし）
特別賞
〒710-0803 岡山県倉敷市中島1472-1

瀬戸内から世界へ！下請製造業の逆転型ビジネスモデル
[受賞理由]
・折り畳み可能で軽量な「畳瀬（TATAMIZE）
」を開発し、ヨーロッパのかる
た大会で公式に使用されるなど、動かない畳を持ち運び可能にすることで、
海外での畳の認知度向上に貢献している。
・新事業製品である「畳瀬（TATAMIZE）
」が海外で評価され、自社のブラン

中国地域
株式会社ハマダ
ニュービジネス 代表取締役社長 濵田 忠彦（はまだ ただひこ）
特別賞
〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰１丁目9-41

手術用器械クリップアプライヤの開発
[受賞理由]
・自動車部品製造業で培った精密機械加工技術を用い、新事業である医療機
器事業分野へ参入し、人工関節加工で約１億円の売上実績をあげている。
・新製品である大腸がんの腹腔鏡手術時に用いる鉗子（HMD-クリップアプ
ライヤ）は、角度レバーを使用して大腸を挟む腸管クリップの角度を調整

中国地域
宮下酒造株式会社
ニュービジネス 代表取締役 宮下武一郎（みやした ぶいちろう）
特別賞
〒703-8258 岡山県岡山市中区西川原184

本格的カクテルを手軽に匠バーテンダーシリーズの開発
[受賞理由]
・清酒（1915年）
、焼酎（1983年）、ビール（1995年）、発泡酒（1997年）、
リキュール（2002年）
、ウイスキー（2007年）と新事業を展開し、2020
年に新たに匠バーテンダー・家飲みシリーズとして３種類のカクテルを発
売することで、クラフト酒文化の総合酒類メーカーとなっている。

監視やウェアラブル端末での体調管理による省力化で、難しいとされてい
た動物福祉と事業採算性の両立を図っている。
・山林・耕作放棄地を放牧に活用することで地域の特産品を守り、古民家を
利用したグリーンツーリズム事業により集
落丸ごと放牧リゾートを形成することで地
域経済活性化に貢献することが期待される。

までになく、狭い場所や屋上施設での施工・メンテナンス作業に向き、手
作業で行われていた作業者の身体的負担を大きく低減できる効果がある。
・屋内の人工芝施設での使用に適した電動式も開発し、スポーツ施設だけで
なくあらゆる人工芝施設に対応できること
から、人工芝の先進国である欧米への輸出
に力を入れている。

ディングができたことにより、既存事業製品であるポリプロピレン樹脂製
畳表の売り上げが向上するという逆転型のビジネスモデルが出来上がって
いる。
・「畳瀬（TATAMIZE）」の海外展開がテレビ・
新聞などマスコミで話題になり、将来性の
ある企業と認識されることにより、人材採
用がスムーズになるという副次的な効果も
出ている。

でき、両手で操作が必要な従来型の鉗子に比べ片手でできることと、作業
において意図しない腸管クリップの脱落を防止できることが機能優位性と
なっており、医師や販社から高い評価を得ている。
・外国製の鉗子は大きくて使い難いことから、
産官連携により日本人の手の大きさにあっ
た持ち手の形状にし操作性を高めることで、
医師および患者への負担軽減にもつながっ
ている。

・独自のクラフト・ジン、シングルモルトウイスキー、クラフト・ウォッカ
を開発してきた実績により、大手メーカーの大量生産・大量販売による安
価なRTD（缶サワー、缶ハイボール）に対して、本物志向、高付加価値の
カクテルを提供することが可能となってい
る。
・匠バーテンダー・家飲みシリーズを、RTD
ではなくカクテルに位置付けることにより、
新たな高級炭酸飲料の分野を日本で最初に
開拓し、競争優位と価格決定力を獲得して
いる。
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第５回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU
表彰式＆ビジネスプラン発表会 開催報告
開催日時：2021年12月７日（火）13：30 ～
会
場：広島国際会議場 地下２階ダリア
主
催：(一社)中国地域ニュービジネス協議会、
(一社)中国経済連合会、
㈱日本政策投資銀行
協
力：中国経済産業局

受賞者記念撮影

コロナ禍で開催が心配されましたが、予定通り実施する
ことができました。
中国５県から集まった38件の応募の中から選ばれた７
名の女性起業家を表彰いたしました。
今後はサポーター企業さまにお力添えをいただきなが
ら、大きく羽ばたいていただけたら幸いです。受賞された
皆さんおめでとうございました！
第５回SOERU受賞者概要一覧
大賞（中国経済産業局長賞）

■Kasagi Fiber Studio
代表 笠木  真衣【島根県大田市】
「人と羊の幸せな共存をもとに、突出した品質の羊毛製品を販売する」
羊毛製品を製造販売。自身のノウハウを活かし、羊の飼育
から卸・販売にいたる全行程の一貫生産を実現。従来堆肥
化・廃棄されていた小ロットの羊毛を、機械加工体制を整
えることで活用を可能にした。人とめん羊が幸せに共存す
るモデルを実現する。

優秀賞（一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会長賞）

■Adeline Le Mette株式会社
代表取締役 Le Mette Adeline【広島県広島市】
「広島と海外を繋ぐ－エクスチェンジとクリエーション－」
ギャラリー事業「L Gallery」および、ジュエリー事業で
あるオリジナルジュエリーブランド「L」を運営。アーティ
ストとのコラボレーションを実現することで、広島と海外
を繋ぐギャラリー運営及びジュエリー事業におけるさらな
る事業拡大を目指す。

優秀賞（一般社団法人中国経済連合会長賞）

■平川  美香【山口県下関市】
「観光人材不足と地域の活性化を
「トラベルパーサー」がサポート」
観光のプロフェッショナル人材「トラベルパーサー」を育
成し連携。地域の観光人材不足の解消、女性が活躍できる
機会の提供、観光産業の経済成長ならびに交流人口の増加
による地域活性化を実現する。

優秀賞（株式会社日本政策投資銀行中国支店長賞）

■香味園上領茶舗
代表 リコッタ  瑠美【島根県鹿足郡】
「和・洋のお茶とハーブが紡ぐ「お茶時間」を世界へ」
津和野銘茶「ざら茶」を製造販売。廃業寸前にあった家業を事
業継承し、新たな事業展開を実現。創業以来の伝統を守りつつ、
ハーブを中心としたブレンド茶の商品開発・販売を通じて新た
な顧客層を獲得。空き家を活用したお茶時間と寛ぎ空間のプロ
デュースにも取り組み、地域交流による町おこしを目指す。

SOERU同窓会
今回は第５回という節目にあたり、歴代受賞者（第１回～５
回）をお招きし、SOERU同窓会を開催致しました。自己紹介
で近況報告をし合い、親交を深めることができました。これを
機にSOERUの輪が太く頑丈になったと思います。皆さまの今
後ますますのご活躍を期待しています！
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■Solid Love
代表 栃原  悠希【岡山県加賀郡】
「世界でたった一つの赤ちゃんとあなたをつなぐ

母乳ジュエリー」
母乳を材料とした日本では珍しいジュエリーを制作販売。
オーストラリアで学び得た制作ノウハウを活かし、世界に
一つだけのオリジナリティある製品開発を実現。

■ASNARO
代表 小畑  明日香【鳥取県八頭郡】
「デジタルファブリケーションを利用したSDGsプロダクトの開発による

顧客の課題解決と魅力の発信～ SDGsをあたりまえの存在に～」
SDGsの観点も含めた県産材を活用し、ノベルティや各種
商品を製造。レーザー加工機や職人の手作業を組み合わせ
ることで、クオリティが高く、地域ならではの製品製造を
実現。

ワークライフシナジー賞

■Sakuro
代表 東  利恵【広島県広島市】
「～多様性を認め合い、みんなで作る広島お土産～
 様々な事情を抱えた人々でも商品製作に参加できるプランの構築」
広島土産である折り鶴アクセサリーを制作販売。ハンディ
を抱える方、子育て・介護などの様々な事情を抱える方で
も、適正な賃金を得、商品制作に参加出来るビジネスプラ
ンを構築。

講演＆トークセッション

■
「エンジェル投資家の目線、何がベンチャーと琴線に触れあったか」
開催日：2021年11月26日（金）

場所：広島ガーデンパレス

過去２回実施してきたエンジェル投資家とスタートアップのマッチングイベント
を練り直し、中国NBC会員のみなさまに参加いただける新たな企画として実現し
ました。
第一部では、エンジェル投資家の目線を㈱FABの福田社長からお話しいただき、
協業の実例を、セディカル㈱の宮田社長とサポートを受ける側からの視点を交えて
セッション形式でご講演頂きました。
第二部では、ベンチャー企業４社にご登壇頂き事業内容等のプレゼン、７名のア
ドバイザーとのＱ＆Ａセッションを行いました。

登壇スタートアップ企業
㈱SHPREE：代表取締役 岸田 将志 様

〔クラウド靴預りサービス〕

㈱スマートコムシティひろしま：代表取締役社長 蔵田 和樹 様

〔大学生へのデジタルサイネージでの地元企業求人情報発信〕

㈱トーフミート：代表取締役 村上 英雄 様

〔豆腐で作られた動物性原料不使用無添加代替肉〕

㈱ミチ：代表取締役 中崎 瞬 様

〔音声認識製造現場サポート〕

アドバイザー (アイウエオ順)
イキナセカイ 代表・神戸大学客員教授 安川 幸男 様
㈱今井産業 常務取締役 今井 大造 様
オタフクホールディングス㈱ 代表取締役 佐々木 茂喜 様
㈱オネスト 代表取締役社長 石 修二 様（オンライン）
田中電機工業㈱ 代表取締役 蔵田 和樹 様
㈱広島ベンチャーキャピタル 執行役員 西岡 賢 様
㈱FAB 代表取締役 福田 幸雄 様
㈱マリモホールディングス 執行役員室長 貝瀬 雄一 様

■内海会長講師による「経営者セミナー」・
「生き方セミナー」
今年度から、より多くの方に受講いただけるよう、リモート配信も開始しまし
た。後日見ていただけるようにアーカイブ配信も行っています。
この講座を目的として入会いただいている会員の方々も多いため、今後も会員
を増やすためにさらに宣伝していきたいと思います。

◆経営者セミナー（全７回）
第１講（７/12）

：社長の姿勢

第２講（８/12）

：経営戦略

第３講（９/12）

：経営計画

第４講（10/18）

：販売戦略

第５講（11/８）

：市場戦略

第６講（12/13）

：増収増益戦略

第７講（１/17）

：新事業開発

リモートも含めて約80名が受講
＋合宿（２/９-10）：事業計画書作成
◆生き方セミナー（全３回）
第１講（９/25）
第２講（10/25）
第３講（11/22）
リモートも含めて約140名が受講
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TOT TORI 

鳥取支部長

片山 良孝［美保テクノス㈱相談役］

オンライン講演会（トークセッション）
～女性受賞者の話を聴く会～ 女性活躍の一役に！
開催日：2022年3月4日（金）
場 所：広島ガーデンパレス
女性活躍推進の一役に、NB大賞やSOERUなどを受賞された方々（女性経営者３名）に登壇して頂き、これから活躍を目指す
SOERU受賞者＆応募者を中心に聴講して頂きました。
オンラインで参加の福嶋社長の代役として、エリザベスが会場に駆けつけ、
昼食は参加者全員でピンク華麗をいただきました。
登壇者
◆丸栄㈱ 代表取締役 立木 陽子 様
第28回ニュービジネス大賞 特別賞 受賞
◆Adeline Le Mette㈱ 代表取締役 ルメテ アデリン 様
第５回SOERU 優秀賞 受賞
◆ブリリアントアソシエイツ㈱ 代表取締役 福嶋 登美子 様
第11回ニッポン新事業創出大賞 最優秀賞 受賞

SHIMANE 

島根支部長

石

修二［㈱オネスト代表取締役社長］

島根県では、廃業が起業を上回る状態が続き、地域経済への影響が懸念され、地域産業の担い手の確保・育成が課題
となっています。この危機感から若者に創業マインドを醸成すべく、石 支部長が行政、大学などを巻き込んだ動き
をかけ、この創業塾事業の立ち上げとなりました。

第２回創業塾（島根県立大学久保田教授の講義ベンチャービジネス論とのコラボ）
開 催 日：2021年６月15日（火）
場
所：島根県立大学浜田キャンパス
タイトル：
「二代目の挑戦」
講
師：吉原 敬司 氏 ㈲吉原木工所 代表取締役
概
要：昨年度の第１回に続く第２回。第２創業という視点から、学生に熱く語っていた
だきました。学生も勇気づけられる内容に引き込まれていた様子です。

第３回創業塾（島根大学のアントレプレナーシップ入門セミナーとして開催）
開 催 日：2021年12月24日（金）
場
所：オンライン
タイトル：起業＆成長へのみちのりⅠ：「売れる商品とマーケットの見極め」
講
師：小川 國男 氏 ㈱加地 前会長
概
要：地域ハンディ（奥出雲）の克服と脱下請けを目指して、自社技術で独自商品を開
発し、独自の販売ルートを開拓。

第４回創業塾（島根大学のアントレプレナーシップ入門セミナーとして開催）
開 催 日：2022年１月18日（火） 場所：島根大学
タイトル：起業＆成長へのみちのりⅡ：「地産外商」
講
師：石 修二 氏 ㈱オネスト 代表取締役社長
概
要：如何にして製品を開発したか！如何にして全国展開したか！
参加した学生からまず就職してから起業を考えるという選択肢もあることに、興
味を持ったなど、積極的に感想・質問が出ていました
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OK AYAMA

岡山支部長

中島 義雄［ナカシマプロペラ㈱顧問］

㈱英田エンジニアリング見学会
日時：2021年10月１日（金）11：15 ～ 15：30
場所：美作市三保原678 ㈱英田エンジニアリング ～次々に新製品を開発する企業を探る～
第29回ＮＢ大賞受賞の英田エンジニアリング様を訪問させていただきました。
工場見学に加えて、従業員のために行われている坐禅の体験、厚生施設の見学、アイアクセルの体験という盛りだくさんの内容
をご準備いただき、参加者も楽しく参加されていました。

ビジネス講演会
日時：2022年２月22日（火）15：20 ～ 17：00
場所：ホテルメルパルク岡山
第１部
第２部

会員企業お楽しみ情報報告会
登壇企業：㈱システムズナカシマ、㈱ベネッセホールディングス
セミナー『 ㈱テオリ（倉敷市真備町）西日本豪雨からの復興の歩み』BCPについて考える！
講
師：中山 正明 氏 ㈱テオリ 取締役会長
豪雨災害で大きなダメージを受けた工場を短期で回復に導いた原動力を教えていただきました。
また、竹害で悩む地域から有料で竹を引き取ることも始められています。

㈱テオリ

中山取締役会長

BINGO 

備後支部長

来山 哲二［ポエック㈱代表取締役会長］

コミュニティ・スクールへの支援活動
活動日：2021年11月４日（木）、2022年３月11日（金）、３月17日（木）
㈱タテイシ広美社立石代表取締役会長が府中市立府中明郷学園のコミュニティ・スクールを支援。そのキャリア教育の取り組み
が「文部科学大臣表彰」となりました。
中国NBC備後支部もこの活動に賛同し、３年前から始まった中学２年生（義務教育学校の８年生）による模擬会社プログラムを
支援することとしました。支援内容を具体化するために、まず会員企業として文化祭での発表会と商品販売、事業継承式、ＶＲ
工場見学を参観する場を設定しました。今後、出張授業やＶＲ職場体験などお手伝いするとともに、生徒に備後にある企業を知っ
てもらえるように活動していきたいと思います。
さらに、この活動が他の地域に拡大していくようにＮＢＣ内に発信していきます。

文部科学大臣表彰記念写真

事業継承式

販売開始したエコバッグ
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HIROSHIMA 

広島支部長

佐々木 茂喜［オタフクホールディングス㈱代表取締役社長］

広島支部では、中国NBCの半数を超える会員企業様が、コロナ対策と少人数での濃い交流の両立を狙い「各界のリーダーを囲む会」
等を企画、多回数開催を実施しました。

◆第１回各界のリーダーを囲む会（講演と座談会）
日 時：2021年７月20日（火）16：00 ～ 18：00
会 場：ANAクラウンプラザホテル
メインスピーカー：㈱酒商山田 代表取締役社長 山田 淳仁氏
講 演：「コロナ禍の経営について」 第２部：佐々木支部長とのトークセッション・懇親会
「各界のリーダーを囲む会」第１弾として酒商山田の山田社長に登壇いただき、
「コロナ禍の
経営について」をご講演いただきました。
第２部では山田社長セレクトの日本酒等をいただきながら、広島支部の佐々木支部長とのトー
クセッション、参加者との質疑応答により理解を深めていただき懇親を図っていただきました。

◆第２回各界のリーダーを囲む会（内海会長との茶話会）
日 時：2021年10月11日（月）14：00 ～ 16：00
会 場：リーガロイヤルホテル広島
メインスピーカー：㈱データホライゾン 代表取締役社長 内海 良夫氏
講 演：「逆境の経営・生き方」 第２部：茶話会（参加者の自社事業の質問など）
第１部では一倉定経営学や中村天風の生き方の極意のエッセンスを講演頂き、第２部では茶
話会形式で、３名にご登壇いただき、内海会長と「経営者セミナー」の観点からの回答、セッションを行いました。
・株式会社ハマダ 代表取締役 濵田 忠彦 様
・株式会社ウーブルロールモデル研究所 取締役会長 十倉 純子 様
・株式会社 成研 取締役 吉村 直樹 様（リモート）

「聞いて、作って、食べて学ぶ、ビジネスと食文化の意外な関係」
～新潟出身の経営学者がお好み焼き博士になった訳～
日
会

時：2021年11月10日（水）16：00 ～ 19：00
場：Wood Eggお好み焼館

第１部

講演：お好み焼きを通して見えてくる「他県からみた広島県」「一般の方でも応用
できるマーケティング手法」「コロナの中、コロナの後の経営」
講師：細井 謙一 様
（広島経済大学 経営学部 経営学科 教授・お好み焼きアカデミー理事）

第２部

おこのミュージアム見学・お好み焼き体験

年間300枚はお好み焼きを食べるという「お好み焼き博士」細井教授から「お好み焼き」をキー
ワードに「とても手間がかかる料理なのに、なぜ広島で根付いたのか」等、マーケティング・
経営学の観点から楽しく学べるお話をいただきました。その後、おこのミュージアムを見学、
お好み焼き体験と盛りだくさん。皆様ご満足いただけたようです。

第17回ひろしまグッドデザイン賞受賞者と副審査委員長を囲む会
～「デザインとビジネス」について考える懇親会～
日
会

時：2022年２月２日（水）17：00 ～ 19：00
場：ANAクラウンプラザホテル広島

第１部：講演「マツダ魂動デザインについて」
ひろしまグッドデザイン賞副審査委員長 木村 大 様（マツダ㈱デザイン本部）
第２部：ひろしまグッドデザイン賞受賞企業４社登壇
ナオライ㈱、㈱harmonie、㈱ソアラサービス、㈱ハーストーリイプラス
第17回ひろしまグッドデザイン賞で受賞された中国ＮＢＣ会員４社と、木村副審査
委員長にご登壇いただきました。第１部の講演では、マツダ鼓動デザインついて、細
部にまで拘るクルマづくりについてご講演いただきました。その後、各受賞者に「受
賞に至るまで」「デザインに対する取り組み」等をご講演頂き、木村部長から受賞理由などのコメントや賞選考の過程・審査側の視点
などをコメントいただきました。参加された方からは、少人数で聴くのがもったいないクオリティだったとのお声もいただきました。
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茶道 上田宗箇流 家元講話 和風堂見学・お茶会体験・お食事
日
会
講

時：2022年２月25日（金）16：00 ～ 18：10
場：上田流和風堂（上田宗箇流本部）
師：上田 宗冏（家元）

中々立ち入ることのない上田流和風堂にて、家元から茶道の歴史、茶室の変遷とその背景などご講話いただき、お茶会体験、茶室・
お庭など和風堂の見学をさせていただきました。お着物姿の女性も多く、素晴らしい建築・お庭・会の設えと相俟って、非日常
体験の催事となりました。

講演・トークセッション
日
会

時：2022年３月23日（水）14：00 ～ 16：30
場：広島ガーデンパレス

第１部：「ベンチャーと大手の協業はいかに行われたか」
スピーカー：今井 大造 様 ㈱今井産業 常務取締役
益本 秀則 様 ㈱スクエアメーター 代表取締役
第２部：ひろしまベンチャー助成金受賞企業登壇、アドバイザー等
と質疑応答・ご歓談
登 壇 者：㈱stak CEO 植田 振一郎 様、
㈱栖 代表取締役 栗栖 弘美 様、
㈱Vinoble Vineyard 代表取締役 横町 崇 様
アドバイザー：今井産業㈱ 常務取締役 今井 大造 様
オタフクホールディングス㈱ 代表取締役 佐々木 茂喜 様
㈱酒商山田 代表取締役 山田 淳仁 様
田中電機工業㈱ 代表取締役 蔵田 和樹 様
㈱広島ベンチャーキャピタル 執行役員 西岡 賢 様
㈱FAB 代表取締役 福田 幸雄 様
㈱マリモホールディングス 執行役員社長室長 貝瀬 雄一 様
第１部ではベンチャー企業と大手企業の協業の実例・お互いの目線をトークセッション形式でご講演頂き、第２部ではひろしま
ベンチャー助成金受賞企業３社からの自社事業内容、悩み等を登壇、アドバイザー・会場参加者との質疑応答を経た事業の深掘
りを行いました。

YAMAGUCHI 

山口支部長

寺園 久恵［（医）新生会理事長］

「気になる！山口県の企業見学」
日時：2021年10月14日（木）10：30 ～ 16：00
◆日本果実工業㈱萩工場 山口県萩市椿東3082-2
日本で初めて夏みかんを原料とした果汁ジュースを開発大手にOEM 供給
◆㈱井上商店 山口県萩市東浜崎町9-1
情緒価値を軸にした経営方針の説明と、油谷工場のリモート工場見学
◆村田蒲鉾店 山口県萩市椿東1046-1
萩伝統の焼き抜き製法による蒲鉾づくり
◆㈲たけなか 山口県萩市椿東梶ヶ原2234-3
夏みかんを余さず使ってさまざまな商品開発を展開
コロナ禍ではありましたが、リアル開催とすることにより、会員同士の新たな交流が生まれました。参加者は山口県内各地から
ご参加いただき、各地・各業界の情報交換を行うなど、活発な意見交換が行われていました。また、訪問先企業さまにとっても、
新たなビジネス機会にもなり有意義なものとなりました。
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女 性部会

岡山女性部会長 佐藤 千津子［㈱マルシン 広告社 専務取締役］
広島女性部会長 廣瀬 優子［㈱harmonie 代表取締役］
山口女性部会長 豊島 貴子［㈱CGSコーポレーション 代表取締役社長］

［岡山女性部会］ナカシマプロペラ㈱ 玉島工場見学＆中島支部長との茶話会
開催日：2021年12月８日
日本シェア100％のプロペラ製造見学、中島支部長のお話、参加者一人ずつ事業紹介＆支部長
への質問タイムと盛りだくさんの内容でした。
製造現場とそこで働く人を知り、企業の歴史や支部長の経験、考えに触れることができた、学
びと発見の多い大変有意義な会となりました。

［広島女性部会］
『宮島の環境保全に参加しよう！』～コロナの収束と皆様の御繁栄の祈願もこめて～
日時：2021年11月24日（水）9：00 ～ 15：00
廿日市市役所宮島支所で掃除道具をお借りして宮島海岸清掃を行いました。海岸に漂着した発
泡スチロールや牡蠣養殖用の円柱状のプラスチックなど集めました。
午後からは山根対厳堂さんでギャラリーや窯を見せて頂き、お砂焼きの絵付け体験。
半日でしたが、改めて宮島の環境や伝統文化についてじっくり考える事ができました。

［山口女性部会］リモート定例会
開催日：2021年6月17日（木）、8月19日（木）、11月18日（木）、2022年2月17日（木）
メンバーが近況を語り、アドバイスしあうという、とても有意義な活動になりました。
その中で、今年度はテーマを決めて領域のエキスパートから学びあう場にしていこうという提
案があり、CGSコーポレーションで豊島社長が進めておられる、健康教育など取り上げました。

TOPICS
◆ 島根大学（11月19日）、島根県立大学（11月25日）と包括協定締結
石 島根支部長の熱い思いを受けて、島根大学、ならびに島根県立大学と中
国NBCとの包括協定が締結されました。学生に創業マインドを醸成するため
の創業塾をスタートとして。今後、具体的な産学連携のテーマを見つけ、島
根県のニュービジネスを生み出すことを目指します。
服部学長と石

◆ 観光庁受託事業「新たな旅のスタイル」促進事業

支部長

清原理事長と今井副支部長

ワーケーションモニターツアー実施
開催日：［１回目］2021年12月９日～12日 ［２回目］2022年１月13日～16日
場 所：庄原
ワーケーション普及、会員企業の異業種交流、SDGsの学びを目的として、中
国NBCと庄原DMOが共同でワーケーションモニターツアーを企画。
［第１回目］プログラム：
「道の駅たかの」の抱える課題を共有し、解決に導
くBBQメニューを考案
［第２回目］プログラム：木育をやられている方、林業家の方々から山林の抱
える課題を学ぶ

◆ オンライン特別講演会開催
主 催：
（一社）中国地域ニュービジネス協議会、
（一社）広島県情報産業協会
開催日：2022年３月14日（月）
日本経済再興のために必要なこと ～人材の流動化とスタートアップの重要性～
講 師：南場 智子 様（株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役会長、経団連副会長）
昨年６月に経団連副会長に就任された際に提起された、日本経済を
元気にするための２つの課題「人材の流動化とスタートアップの重
要性」について地方においてもどうあるべきかという視点を加えて
お話しいただきました。
内海中国NBC会長
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㈱ディー・エヌ・エー南場代表取締役会長

新入会員紹介（2021年４月 ～ 2022年３月）
会

社

名

代

表

所

者

在

地

業種・事業内容
R
L
広島県広島市
ICTシステム企画
https://www.opt-p.co.jp/
広島県広島市
情報通信業
https://www.home-tv.co.jp/company/
広島県福山市
ビジネスソリューション開発
https://www.acesystems.co.jp/
広島県広島市
物流、引越、不動産業
https://www.mobius-t.com
広島県福山市
水産加工卸売販売
https://www.urabesuisan.co.jp/
広島県福山市
建築金物等製造販売
http://www.hirokane-m.co.jp/
岡山県岡山市
製造業（園芸機器製造販売）
https://www.kaaz.co.jp/
広島県広島市
サービス業
https://www.port-inc.jp/
広島県安芸郡府中町
製造業
http://www.kk-hamada.co.jp
広島県広島市
各種産業機械設計
http://www.b-u-g.co.jp/
広島県広島市
情報通信業
https://tomtak.com/
広島県東広島市
人材派遣、人材紹介等
http://livework.co.jp/company
山口県下関市
人材派遣、人材紹介等
https://livework-yamaguchi.com
広島県広島市
不動産業
https://marimo-hd.co.jp
広島県広島市
受発注システム開発
https://conct.co.jp/
広島県広島市
教育・学習支援業
https://5corporation.co.jp/
広島県広島市
情報通信業
https://www.kddi.com
広島県福山市
人材育成コンサルタント
https://tockatudou.co.jp/
島根県松江市
教育・研究機関
https://www.shimane-u.ac.jp/
島根県浜田市
港湾運送事業
http://www.hamadakoun.co.jp/
島根県浜田市
一般食料品卸売・販売
https://yoshitora.com/
広島県広島市
地域経済ニュース発信・提供
http://www.hk-report.com/
U

㈱オプトプランニング

代表取締役

高橋 玲子

㈱広島ホームテレビ

代表取締役社長

三吉 吉三

㈱エースシステムズ

代表取締役社長

岡田 祥平

㈱メビウストランスポート

代表取締役

津本 能宏

占部水産㈱

常務取締役

占部 拓志

㈲広島金具製作所

代表取締役

水ノ上 貴史

カーツ㈱

代表取締役社長

㈱Hint

代表取締役

㈱ハマダ

代表取締役社長

濵田 忠彦

㈱バグ

代表取締役社長

佐藤 良計

㈱TomTak

代表取締役

毛利 武雄

㈲ライブワーク

代表取締役

磯部 順司

㈱ライブワーク山口

代表取締役

磯部 順司

㈱マリモホールディングス

代表取締役

深川 真

CO-NECT㈱ 広島営業所

中国エリアマネージャー

㈱５コーポレーション

代表取締役社長

KDDI㈱ 中国総支社

中国総支社長

㈲ライフベストテクノ

代表取締役

国立大学法人島根大学

学長

浜田港運㈱

代表取締役

㈱吉寅商店

代表取締役社長

㈱広島経済研究所

代表取締役

勝矢 雅一

中島 久美子

中村 雄

田中 良典
宮本 正行

長濱 敏朗

服部 泰直
佐々木 伸一郎
来原 明宏

本山 茂

個人会員
名 前
久保 香織
和田 彰
田中 京子
梶原 茂樹
十倉 純子
浜本 恵美子
奥野 実羽心
宮澤 知子

所属・役職
久保司法書士事務所 代表
和田経営人事研究所 代表取締役
㈱あさひ 取締役
梶原商店 代表
㈱レインカネイト 代表取締役社長
（EMCグループ）ヒーリング＆スパ ミント 代表オーナー
介護ステーション たより 代表
Aroma RUB 主宰
2022年３月現在の会員数

■法人会員 … 405法人

所 在 地
広島県広島市
広島県広島市
岡山県倉敷市
広島県広島市
広島県広島市
山口県防府市
岡山県倉敷市
広島県福山市

業
種
司法書士
人材コンサルタント
サービス業
サービス業（広告コンサルティング業 等）
経営コンサルタント
エステティックサロン経営
サービス業（医療・福祉関係）
アロマスクール・サロン

■個人会員 … 43名

■合計 … 448会員
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中 国 N B C 入 会 のご 案 内
中国地域ニュービジネス協議会は
会員企業がニュービジネスを生み出し、ニュービジネスを推進・育成していくことを
支援するため活動している一般社団法人です。
【入会のすすめ】
中国NBCの強みは、中国５県という広い活動エリアを持っていること、新産業・ニュービジネス創出に意欲的
な、多様で特色ある約450社の会員の皆様方に支えられていること、行政・関係諸団体・大学、また、同じ目的
を持つ全国各地のニュービジネス協議会との連携による、全国に広がるネットワークを持っていることです。
これらの強みを最大限に活用して、事業における実益を掴み取っていただくのは、もちろん会員の皆様方です。
中国NBCは、皆様方を積極的に支援していきます。
【入会金及び会費】
入会金
年会費

入会金不要
正会員
（法人）１口以上（１口 60,000円）
（個人）１口（1口 30,000円）

【入会申込方法】
当協議会のホームページからお申込みいただけます。
(ホームページURL https://www.cnbc.or.jp)
オンラインフォームにご記入いただくか、入会申込書をダウンロードしてご記入の上、
FAXでお送りください。
（FAX 082 - 221 - 6166）

ホームページは
コチラのQRコードから
ご覧いただけます

【会員特典】
・中国NBCの広域ネットワークを活用し、ビジネスパートナーを見つけることができます。
・専門家アドバイザーなどによるアドバイスを受けることができます。
・中国NBCの事業・交流会を通じ、同業種以外の幅広い人脈を作ることができます。
・中国NBCが主催する研究会・セミナー・講演会などに優先参加することができます。
・メールマガジン・会報誌などにより情報提供を受けることができます。
・自らの体験を起業家や学生に伝える等、ベンチャー育成活動に貢献することができます。

中国NBC事務局メンバーの紹介
左上から 高
 橋事務局長・㈱山陰合同銀行、秋田常務理事・
広島ガス㈱、得能部長・㈱広島銀行
枠内
木林部長・㈱西京銀行
左下から 宮 崎部長・中国電力㈱、高橋専務理事・㈱マツ
ダ、阪井部長・㈱マツダ
事務員：吉井
尚、六十部次長は３月31日をもって広島信用金庫へ帰任致し
ました。

会員検索は中国NBCのホームページで閲覧できます。

発
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中国NBC

一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
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女学院前電停

第３ウエノヤビル 7F

八丁堀
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駅前通り
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〒733-0833 広島市西区商工センター７丁目5-33
TEL 082-277-6954 FAX 082-278-6954

アーバンビュー
グランドタワー

福屋

株式会社ニシキプリント

広島駅

中央通り
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ＮＴＴクレド
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