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100人にひとりでもいい。
カバーを通じて多くの人を笑顔にしたい。
株式会社エール

代表取締役社長

真鍋 聖司 氏
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【今月の特集インタビュー】

がんばってます！

京都商工連だより

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
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TEL.075-205-5418 FAX.075-343-0373
URL:http://www.kyoto-fsci.or.jp
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シリーズわがまち … 和束町 活力と交流の茶源郷「和束」
一筆啓上（商工会長シリーズ） 井手町商工会 会長 中谷 英輔 氏

京都商工連だより 〜京都商工連だよりWeb版〜 http://biz.kyoto-fsci.or.jp

今月の特集インタビュー

！
がんばってます

う上でも重要なポイントであるフィッ

１００人にひとりでもいい。
カバーを通じて多くの人を笑顔にしたい。
カバーがあればいいな」という 遊び

）年、従来品とは 会で出会い、後に製造委託先となる

台湾の縫製工場と連携し、理想の生

転車のサドルカバー『チャリＣＡＰ』 地を探し歩いた。生地決定後は、
試作・

）年 に 創 業 し、 一線を画すデザイン性にこだわった自

２０１０（平成

自社商品のヒットを機に 
心に 満 ち たア イデア を きっか け に、 ト感の実現です」と真鍋さん。展示
 カバー専門メーカーへ転身
２００６（ 平 成
文具を中心とする雑貨の卸売業を営

を追求し続けます！」という経営理

んできた株式会社エール。この社名に が誕 生。さらに同 商 品のバージョン 調整を繰り返して最適なプリント手 の人に笑顔と幸せを届けエール会社

は、四つの思いが込められていると言 アップによる売上向上を機に、その 法を模索。完成した、サドルと一体化

念には、遊び心を忘れない真鍋さん

どのカバーも開発し、カバー専門メー ＣＡＰ』はママ世代から広がり、いま の人柄と、創業以来変わらぬ熱い思

う。
「お店にエールを送ることができ ノウハウを活かしたランドセルや傘な して上質感さえ醸す進化版『チャリ
る存在であること」
。
「皆様のエールに

和２）年１月、
『チャリＣＡＰ』の累

フィット感を追求した 

進化版『チャリＣＡＰ』

リＣＡＰ』というイメージを定着させ ランドセルパーツ業界でナンバーワン

を目指したい」と笑顔で語る真鍋さ

ん。その眼差しは、一片の迷いもなく、

商工会の協力を得て仕上げた 
未来へと向けられている。
経営革新計画が前進する力に

ること」
。そして、フランス語で「翼」 計販売枚数は２００万枚を突破した。 るほどの存在感を放つ。
を意味することから、代表取締役社
長の真鍋聖司さんが抱く、
「自分もい
つか翼を広げ、
空高く舞い上がりたい」

卸売業からメーカーへ。その転換の

た最大の理由は、発売後の改良によ プロセスにおいて支えの一つとなった

『チャリＣＡＰ』がヒット商品となっ

その願いが自社商品という形で具

りデザイン性と機能性を両立させた のが、大山崎町商工会の存在だ。
「自

という願いも託した。

現化されたのは、大山崎町に移転し

てからのことだ。
「雑貨業界の売上が ことにある。一見するとカバーを被せ 分なりに進めてはいたものの、逃げ

なるという思いがありました。打開

し、耐摩耗性に優れたプリントを施

タッとフィットする伸縮生地を採用

計画の策定を提案してくれたんです。

ずにいました。そんな時、経営革新

減少する中、このままでは先細りに ているとは分からないほどサドルにピ 道がなくなるという不安を払拭でき

策として着手したのが自社商品の開

身』
。膝を突き合わせて作り上げてい

発です。取扱商品のターゲットである した。お気に入りの柄やキャラクター テーマは『問屋業からメーカー業へ転
小中学生を笑顔にできる、世にない で自転車をスタイリッシュにデコレー

く過程で見出した揺るぎない方向性

約２年を要したと言う。
「最も苦労し

その際に明文化した「関わる全て

なりました」

現 在の品 質 を 確 立す るまでには、 が、メーカーとして踏み出す後押しと

商品は何か。半年間、毎日のように ションすることが可能だ。
スタッフとディスカッションを重ねま
した」と真鍋さんは振り返る。

その中で生まれた「可愛いサドル たのは、装着時に可愛いと感じてもら

経営支援員のメッセージ

なべエール（学べる）
、生涯初心であ

『チャ いがにじみ出る。
「次は、
自転車パーツ・
応えられるよう努力すること」
。
「ま カーへと成長を遂げる。２０２０（令 や自転車業界にサドルカバー＝

各種商品写真

“ 会社に関係するすべての人を幸せにする”ため、
日々頑張る真鍋社長と株式会社エールのみなさん。
商工会の職員も元気をいただいております。
毎年、年始には真鍋社長はじめ従業員のみなさ
んがそろって商工会にあいさつに立ち寄ってくださ
います。会社は経営者だけでなく、地域住民である
従業員さんにとってもなくてはならない大切な場。
地域に根差した経営支援ができるのは商工会の強
みです。商工会の職員と気さくに話す従業員さんを
見て、そんなことも『まなべエール』させていただ
きました。

大山崎町商工会 経営支援員 服部 幹郎

2

商品開発の原動力や新たな展開など
続きは WEB で掲載しています。

京都商工連だより http://biz.kyoto-fsci.or.jp
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聖司 氏

代表取締役社長  真鍋
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じ
せ い
な べ
ま

株式会社エール

雑貨卸売業として創業３年目の2008（平成20）年、大山
崎町に拠点を構えた株式会社エール。その数年後には、自転
へと転身を遂げた。新たな挑戦を続ける代表取締役社長・真

車のサドルカバーをはじめ多彩な自社商品を展開するメーカー
鍋聖司さんに、その経緯やビジョンについて伺った。

京都府商工会青年部 第２回リーダー研修会及び部長会議
去る令和２年１月
日（木）与謝

野町「天橋立・岩滝温泉 ホテル喜

楽家」において、第２回リーダー研

修会及び部長会議が開催されました。

部長会議では若手後継者等育成事

業「意欲のある青年部活動支援事業」

に採択された京北、京丹後市、精華

町、京田辺市、井手町の商工会青年

部より事業事例報告及び「青年部員

増強運動」の推進について本年度増

強率上位５位までのうち井手町、京

北、伊根町の各青年部より活動紹介

を行い、質疑応答により活発な意見

交換がされました。

引 き 続 き リ ー ダ ー 研 修 会 「 Grow
セミナー」として、 講
with Google

師に株式会社エージェント榎本真太

郎氏をお招きし、初めてのデジタル

マーケティングと題して、デジタル

スキルアップによって、ＩＴソリュー

ションの活用、日々の生活やビジネ

ス向上を図る効率的且つ実践的な手

法などについて学びました。

その後に開催された交流会では、

北部ブロックのメンバーが中心と

なって、地元食材などを使ったアト

ラクションを実施し、各商工会青年

部メンバー間での情報交換など活発

な交流により大盛況のうちに幕を閉

じました。
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令和元年度 若手後継者等育成事業
当会では次世代につながる商工会の青年部員及び女性部員の掘り起こしや後継者の輩出、地域振興への
課題の解消、地域に根ざした地域振興事業の提案や新しい産業の提案、若手後継者を対象にした優れた経
営者に育てることを目的として３つの事業を展開しており、令和元年度は下記の事業が採択されました。
「意欲のある青年部・女性部への活動支援事業」採択事業
商 工 会 名
京丹後市商工会青年部
京北商工会青年部
京北商工会女性部
井手町商工会青年部
京田辺市商工会青年部
精華町商工会青年部

部
中西
大島
大栢
田中
片岡
喜多

長
事 業 名
脩介 第６回恋っちゃTANGO
剛司 高校生とのコラボレーションによる京北産材を使った商品開発事業
柳子 「笑顔を広げる女性部！京北の魅力をお助けマップで発信 ! !」
豪 玉水駅改装に伴う駅前商工活性化調査事業
哲也 三山木マルシェ開催事業
勇介 夏フェス in けいはんな

「経営セミナー開催事業」採択事業
商 工 会 名
八幡市商工会女性部
久御山町商工会青年部
井手町商工会青年部

部 長
中村 眞澄
宮田 芳弘
田中
豪

事 業 名
パソコンで業務効率大幅アップ ! !
会社ですぐ出来る組織活性化研修
これからの企業や地域を支える若手経営者のさらなる成長を目指して

「ねたおこし支援事業」採択事業
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商 工 会 名
京丹波町商工会女性部
向日市商工会女性部
宇治田原町商工会青年部

部 長
堀
恵子
宇津﨑則子
石山 高志

事

業

名

寄せ植え教室
クリスマスリース講習会
地域振興事業の企画策定についてのアドバイス

中小企業の応援隊員の優れた支援に対して表彰！
～経営支援能力の向上を目指して～

知事賞受賞者

宇治田原町商工会

経営支援員

「京和菓子製造業への伴走支援事例」


京北商工会

経営支援員

「有限会社京都業務食品の支援事例」


福知山市商工会

経営支援員

「京地どりに賭ける思いを応援します」


小谷香保里

藤原

石黒

昌美

太郎

氏

氏

氏

「中小企業応援隊全体連絡会」の開催
１月 日（水）京都経済センター

会となりました。

活用しようと思いを一つにする機

新たな視点などについて、有効に

今まで気づかなかった支援手法、

いました。

ように経営支援員其々が研究を行

考に今後の経営支援に活かされる

当日は、受賞した支援事例を参

は右記の３名が表彰されました。

会」が開催され右記の商工会から

が主催「中小企業応援隊全体連絡

援の能力向上を図る目的で京都府

支援事例の共有を通して、企業支

員（経営支援員）が一堂に会し、

において、府内の中小企業応援隊

29
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創意工夫を凝らした地道な販路開拓等

小規模事業者持続化補助金の活用事例

事業所：

（クラッセ）

たけ うち

ひろ あき

浩朗（代表）

ＫＬ
 ＡＳＳＥ


事業主：
竹内
商工会：南丹市商工会

さと広い作業場を求め、南丹
市八木町の国道９号線沿いの
自動車整備工場兼事務所の旧
店舗を買い取り移転しました。
幼少のころからものづくり
が大好きで、お客様からは発
想力と要望を形にする技術・

車や現存台数の少ない希少

イク・車の車両整備や、 旧

２００６年に亀岡市でバ

１位を３回受賞）するなど、

出展から７年連続入賞（うち

コンテスト部門に出展し、初

サイクルショー」のカスタム

ら２０１３年の「大阪モーター

また、ものづくりへの興味か

だくことが多くありました。

工会からの薦めもあり小規模

必要であったため、今回、商

経年劣化で店舗全体の修繕も

とする店舗に移転しましたが、

売を考えており、それを可能

カスタムバイクを主とした販

を活かし、自社オリジナルの

これからは、培った技術力

作製、中信ビジネスフェアや

れを契機に今後、駅近の利点

風の店舗に改装しました。こ

来店しやすいカフェスタイル

加している女性ライダーにも

て、認知されやすく、近年増

事業者持続化補助金を活用し

産の手配をしました。今年は

完売、意を強くして年末に増

予定です。

取り組みを引き続きしていく

始し、顧客満足を向上させる

ジの整備などのサービスを開

など大型バイク専用のガレー

を活かし、家に車庫がない人

ず取り組んでいます。

性の高い中古車の販売をす

日々、技術力の向上も欠かさ

これをスピーディーに販売

全国のアウトドアイベントに

センスにお褒めの言葉をいた

るＫＬＡＳＳＥを立ち上げ、

場しています。 当社はこの

するための広報活動として

な
FieldStyleJamboree 2019

テーマ：カス
 タムバイク
も展示できるカ
フェスタイル風
の店舗改装

２０１８年には店舗立地の良

年以上前か

どの展示会への出展を行いま

も出店し、更なるブランディ

キッズバイクを

２０１９年の小規模事業者持

した。

事業所：

ら「ＳＰＡＲＫＹ」というブ

続化補助金を活用し、ＨＰの

発に取り組んでおり、試行錯



ランドで販売しており、様々

株式会社 
サーチライト
たけし

剛

キッズバイクというもの

誤の結果、私がこだわり抜い

ングを図る予定です。
リニューアルやパンフレット

だ

図っています。現在は認知度
も上がり一定の市場シェアを

をご存じでしょうか？幼児

た高い性能かつデザイン性の

反応は上々で初期ロットは

な改良を施すことで差別化を

いし

（代表取締役）

事業主：石田



商工会：八幡市商工会

占めるまでになりました。
今後のマーケットの成熟化

向けのペダルのない自転車

優れた新型車「ＳＰＡＲＫＹ

を見据えて新たなモデルの開

で近年静かなブームとなっ

ｅｃｒｕ」が出来上がりました。

テーマ：新型
 キッズバイ
ク拡販のための
広報活動

ており、 多様なモデルが登

5

h
 ttp://www.customfactory-klasse.com
https://customfactory-klasse.amebaownd.com

■ Web サイト■

https://sparky-bike.com/

■ Web サイト■

自社でカスタムし出展したバイク

ベストセラーのキッズバイク「SPARKY」

改装後の店舗外観

新型車「SPARKY ecru」

2019年大阪モーターサイクルショーの
カスタムコンテスト受賞の様子
代表取締役の石田剛氏
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案内

ご

第２回 京都インターナショナル・
ギフト・ショー2020

京都府商工会連合会では、関西を中心とした卸・小売・専門店等のバイヤーが集まる「第２回京都インター
ナショナル・ギフト・ショー2020」会場内にブースを設け、京都ならではの魅力ある商品を PR します。
概要
日

時：令和２年３月11日
（水）～12日（木）

会 場 ： みやこめっせ（京都市勧業館）１F・３F

（〒606-8343 
京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１）
来場者（見込数）：延約20,000人

今後も様々な事業展開を想定しておりますので、御社の販路開拓にご活用ください。
詳細は最寄りの商工会まで

個人企業経済調査 のお知らせ

～６月１日現在で実施します～

国の重要な統計調査です
⃝個
 人企業経済調査は、国が実施する統計調査のうち、
統計法に基づく報告義務のある統計調査（基幹統計調査）です。
⃝調
 査対象となった事業主の方には、国が調査を委託した民間事業者から
調査票などの調査書類を、５月下旬より順次郵送いたします。
⃝調
 査票を受け取りましたら、インターネット又は郵送により、
ご回答をお願いいたします。
⃝個
 人企業経済調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されますので
安心してご回答ください。

ぜひ！ ＼ 簡単！便利！／

インターネットからご回答ください。
個人企業経済調査の
詳しい内容はこちら

https://www.stat.go.jp

個人企業経済調査

総務省統計局からのお知らせです。

検索

6

経営に関する諸問題、一人で悩んでおられませんか？
商工会の経営支援員とエキスパートが一緒になって応援します

専門分野に基づいた
エキスパート支援事例紹介

!!

伊藤 知之 氏

る、不当な値引きを受けている、理不尽な
要求が続いている等、小規模事業者にとっ
ては正に死活問題といえる事例が多数あり
ます。ですが、中小企業・小規模事業者の
保護を目的とした法整備が進んでおり、か
つてのように泣き寝入りするケースは減少、
契約打ち切りを不当とする損害賠償請求を
起こしたケース、下請法違反として公正取
引委員会や中小企業庁へ申告することを勧

かった「売掛金（債権）の回収」、「取引先

た。今回はこれまでの指導の中で、特に多

売上を伸ばす方法の検討、売却可能な資産・

に寄り添い、経営が悪化した原因の特定、

「経営悪化」に関する相談では、 相談者

めたケースがありました。

とのトラブル」、「経営悪化」に関する指導

削減可能な経費の模索を支援します。でき

することは、決して敷居の高いものではあ

いらっしゃいます。しかし、弁護士に相談

る前にあきらめてしまう事業者さまは多く

てもどうせ解決しないだろう」と、相談す

士に相談してもいいのだろうか」
、
「相談し

事があったとしても、「こんな悩みを弁護

が当事者になることは稀でしょう。お悩み

ては、耳にされることはあっても、ご自身

「弁護士に相談する」…日常生活におい

に債権の消滅時効が完成しているとの判断

けでは時効を中断したことにはならず、既

者さまはお考えでしたが、請求書を送るだ

送り続けているので時効は大丈夫」と相談

一方、 古い売掛金の相談では、「請求書を

して回収に成功したケースがありました。

早く回収するケースや、交渉の後に訴訟を

に対する工事代金請求権を仮差押えして素

きなポイントとなりますが、相手の発注者

権の回収では、相手の支払能力の有無が大

まず「売掛金（債権）の回収」です。債

店にお伺いし、ご相談の後、「相談してよかっ

実践しております。相談者さまの会社やお

る指導・助言、解決に向けたアドバイスを

の専門家派遣事業においても、法律に関す

ては個別契約が必要ですが、商工会連合会

具体的な法的手続きや代理人業務につい

ともあります。

場合においては、法的整理をお勧めするこ

たり、取引先や身内に迷惑をかけたりする

理に事業を継続することで、借入が増大し

た！気持ちが楽になった！」と言っていた

力関係の格差拡大から、特に相談件数が増

「取引先とのトラブル」は、 取引先との

できるよう、精進したいと考えております。

地域の事業者さまの良き相談者として活躍

だけると、こちらも元気になれます。今後も、

私は、京都府商工会連合会が実施する、

加しています。一方的に契約を打ち切られ

めに親身にご対応いたします。

に至った事例もありました。

弁護士

りません。皆様の課題解決・事業継続のた

る限り再建に向けた方法を考えますが、無

事例をご紹介させていただきます。

の商工会会員の皆様の相談を受けてきまし

キスパート・バンク事業において、数多く

小規模事業者の法律トラブルの解決に向けて

ゆき
とも
とう
い

経営安定（倒産防止）特別相談事業や、エ
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革新的企業支援顕彰事業に係る展示会出展支援

「京都ビジネス交流フェア 2020」
令和２年２月13日（木）
、14日（金）の２日間、京都府総合見本市会館（パルスプラザ）
にて開催されました「京都ビジネス交流フェア2020（主催：京都産業21）
」において、
革新的企業支援顕彰事業において表彰された企業２社の出展を支援いたしました。
株式会社前田組さま（南丹市）はマグネット式ビニールカーテン「ぴたり～の」を、
石崎織物登大路工場さま（木津川市）は全国的にも珍しい粗い織物（粗密度織物）
をそれぞれ展示、京都府内外からの来場者との交流・商談に繋げました。
商工会連合会では、補助金採択や法認定を受けられた事業者さまを対象に、その
後押し支援として革新的企業支援顕彰事業を実施してお
ります。皆様の新分野展開、新規顧客獲得、新商品開発、
組織づくりをご支援いたしますので、どうぞお気軽にご
相談ください。
（エントリー要件のお問合せ・お申し込みはお近くの商工会まで）
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ピックア

福祉共済

トータル「がん」プラン

給付内容

共済金額

100万円

がん診断共済金

がんと診断確定されたとき、入院の有無にかかわらず一時金として

がん手術共済金

40万円～7.5万円

手術の種類により

10,000円（１日～無制限）

がん入院共済金（１日あたり）
病気・けがの手術共済金

重大手術

（傷害手術共済金・疾病手術共済金）

病気・けがの入院共済金

20万円・入院中 ５万円・入院以外 2.5万円
5,000円（１日～120日まで）

（傷害入院共済金・疾病入院共済金）１日あたり

５万円

放射線治療共済金

305万円～５万円

先進医療共済金

１回のお支払いは実費の約半額程度となります

メディカルアシスト

満６歳〜65歳

月払掛金

あり

3,000

ポッキリ
円

（※満66歳〜74歳は、同一補償内容で6,000円ポッキリ）

申し訳ありません！
すべての方にご加入いただけるわけではないのです・・・
ご存知のように健康状態によってはご加入いただけない
こともあるのです・・・

加入する・しないに
関係なく、
是非ご自身で
一度チェックしてみて
ください！

詳しくは商工会まで！
9
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わがまち

活力と交流の茶源郷「和束」

和束町

和束町は、京都府南東部に位置し、古くは興福寺などの
荘園として栄え、江戸時代には皇室直轄地（禁裏御料地）

和束町商工会
●〒619-1212
京都府相楽郡和束町釜塚京町19
T E L 0774-78-3321
FAX 0774-78-4030

として、明治になるまで独自の伝統を育みました。
鎌倉時代から続く茶業は、気候風土に恵まれ香り高い高
級煎茶を生産してきましたが、近年では碾茶生産量が増加し、
グリーンスローモビリティ

全国トップクラスを誇っています。さらに、町全域に広が

る生業の茶畑景観の美しさが、「京都府景観資産登録」され、「日本で最も美しい村連合」
にも加盟し、和束町を含む山城地域全体が「日本茶800年の歴史散歩」と称して「日本遺
産」にも認定されるなど、産業としての茶業に留まらず、日本のインバウンド観光の振興
と共に、和束町も観光・交流人口は年々増加し、インバウンドによる欧米人の来訪も珍し
くなくなっています。

京都府

そうした中、平成30年４月に和束町観光案内所が新設され、和束町より指定管理を受
けた商工会が運営しています。連日訪れる海外からの個人旅行者の対応に四苦八苦しつつ、
お越しいただいたお客様に感動を与えられるよう奮闘しています。
観光案内所では和束町の見どころや、お土産・飲食店の案内の他、電動アシスト自転車
の貸出しや、試行的にグリーンスローモビリティ（ゴルフカート）の観光運行を行うなど、
新たな取り組みも始まっています。

和束町

人口の減少・高齢化に加えて若者の転出が
続く一方で、農泊による教育観光や移住者も
徐々に増えてきており、カフェの創業や体験
型ビジネスも活発となり、お茶を使った特産
品開発もバラエティ豊かとなっています。
【和束町観光案内所

和束町観光案内所（和束町商工会）

☎0774-78-0300】
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商工会長
シリーズ
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一筆啓上

昭和 年１月に設立した井手町商工会ですが、
おかげさまをもちまして本年５月の総会で 回
を迎えることになりました。
これもひとえに会員企業の皆様、役員の皆様、
関係行政機関の方々のご指導とご支援のおかげ
であり、厚く御礼申し上げます。
さて、 私自身は一昨年の総会で会長の任命を
受けてから、漸く満２年を迎えようとしています。
この間、 私の右腕ともいうべき副会長が、 一
昨年の９月に台風被害の調査中に不慮の事故で
歳の若さで亡くなるという、 大変悲しい出来
事がございました。
何もわからないままの２年間でしたが、 少し
ずつですが、 商工会の抱える問題点も見えてき
ました。
一番大きな課題は、やはり財源の問題です。
会員企業数がピーク時の６割を切り、 会費収
入の減少と人件費を含む諸経費の増大は大きな
痛手となってきており、 財政状況は年々悪化し
ております。
井手町では、 今後５年の間に国道 号線バイ
パスの部分共用と、 バイパス沿いに新庁舎の移
転、 庁舎に隣接する場所に「道の駅」的休憩施
設の開設が計画されていると聞きます。
商工会としては、 このような計画に併せて行
政と密接に連携をしながら、 財政状況の改善に
繋がる取り組みができないものかと現在模索中
です。
今年は例年になく暖冬と言われておりますが、
間もなく長い冬が終わり待ちかねた春が訪れる
季節になってきました。
井手町では、 町の中心部を東西に流れる玉川
沿いに約５００本のソメイヨシノが来月初めに
は満開を迎えます。
例年、 桜の開花中の来町者は約 万人近くに
達します。
商工会も、 青年部や女性部を中心に模擬店等
でおもてなしをさせて頂いています。
この機会に是非一度井手町にお立ち寄りくだ
さい。
井手町商工会 会長 中谷 英輔
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