
絶縁材料や電子材料の加工精度の高さ
で高い評価を得ている河村産業株式会社。
作業工程のペーパーレス化などに着手し、
原材料入荷から加工、検査、製品出荷に
至るさまざまな情報の「電子データ化」を推
進して、生産性向上を図っている。

高精度の加工技術を生かして精密機械の部品などを製造している株式会社中村製作所。自社ブラン
ド製品「best pot」などの展開をきっかけにデジタル技術を活用した営業手法やWEBサイトからの集客
にも注力。“攻める工場”として新たな事業展開を図っている。
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製造業においてどのようにDXを推進していくか。
AIやIoTの活用、情報の電子データ化など

切り口はさまざまあるが、一つひとつの工程を見直すことで
“今やるべきこと”が見えてくるという。

独自の視点で着実に歩みを進める2社の取り組みを紹介する。

第4期MIE塾開講中
よろず支援拠点 注目の相談事例
INPIT三重県知財総合支援窓口・提供ラジオ番組紹介・技術支援課トピック

製造業とDX

相談事例 有限会社 イヅミ（鳥羽市）
商標登録申請に加えて販促戦略をサポート商標／専門家派遣

1.交渉の当事者で秘密保持契約書を
締結する
…………………………目的の共有
2.秘密事項の開示
………………目的に適合するか確認

3.製造委託契約の締結
…………………………条件の確認
4.製造委託
…条件通りの製造委託の遂行と確認

詳しくはHPから

知的財産に関するご相談は…

INPIT三重県知財総合支援窓口
津窓口  TEL.059-253-8310

四日市窓口  TEL.059-327-5830

お問い合わせ先

ご相談時間　9：00から17：00まで
（土日・祝日・年末年始を除く）

P6
P7
P8

株式会社中村製作所河村産業株式会社

　(有)イヅミは、伊勢志摩で古くからタオ
ルを主とした業務用消耗品総合卸を営
む会社で、ホテル・旅館を中心にタオル、
アメニティ、洗剤や衛生商品を販売。食
べ物以外の県産土産物を作りたいと、自
社開発の石鹸、ハンドクリーム、
バススクラブなどの化粧品を
開発し、「海の女神」シリーズと
して販売しています。10年前
に「海の女神」の商標を登録す
る際、三重県産業支援セン
ターの支援を受けて商標登録
をしたことから、今回の更新に
あたり、知財総合支援窓口が
支援を行いました。

　「海の女神」の商標登録更新申請のた
め相談している中で、関連する文言の商
標取得や、専門家派遣制度の情報提供
を行い、既存の「海の女神」の商標登録
更新のほか、新たに関連する商標登録と
ネット販売の専門家による支援を行いま

した。
　また、鳥羽商工会議所のサポートによ
り持続化補助金の採択を受けており、小
ロットでカスタマイズ可能なホテルアメニ
ティの全国展開を計画中とのこと。具体
的にどの地域のどんな宿にいつ情報を
発信するべきかといった戦略が乏しかっ
たところ、中小企業診断士等の専門家派
遣でマーケティング手法や経営分析を知
り得たことで、ターゲットの絞り込みが可
能となりました。
　さらに話を聞くと、自宅に持ち帰って
でも使用したくなる「エコ」なアメニティ
グッズというコンセプトもあり、総合して
『＆Amuse（アンドアミューズ）』という
１つのビジネスモデルとして事業化を考
えていけることがわかりました。

　きっかけは商標登録申請のサポートで
したが、相談していく中で多様な支援メ
ニューを紹介していただき、適切なアドバ
イスをいただいたことで、弊社が抱える
さまざまな課題に取り組むことができま
した。地元鳥羽商工会議所や三重県産
業支援センター、知財総合支援窓口など
の支援機関を積極的に活用することで、
相乗効果が得られたと感じました。新た
に取り組む全国展開では、より一層マー
ケティングや商標等の権利に関して敏感
に対応していく必要があり、引き続き支
援機関のサポートを活用させていただき
たいと思います。

活用のきっかけ
相談概要

相談者からの声

「みえライフイノベーション
シンポジウム」に出展しました！

技術支援課トピック

今年度より実施している
「DX×ヘルスケア」分野の技術
支援に関して、9月18日に津市
で開催された「みえライフイノ
ベーションシンポジウム」（三
重県主催）に出展しました。企

業、医療・福祉関係者等、約70名の参加があり、医療・介
護分野へのDX利用、ITベンダーとDXニーズのマッチング
などについて活発に意見交換を行いました。引き続き、
事業を推進して参りますので、「DX×ヘルスケア」にご興
味のある方は技術支援課までお問い合わせください。

みえ知財

事業部技術支援課　TEL 059-253-1430

県内企業のチャレン
ジストーリーに、私自
身も毎回感動し、元
気をもらっています。
ぜひ聴いてください！

知財相談「あるある」
製造委託するためにサンプルを渡したら
勝手にイベントで展示されていた

問題を未然に防止する契約書の
締結内容を知財総合支援窓口が
サポート

1.製造受託者が委託者から得た秘密
情報を第三者に漏らすことの禁止。
2.製造受託者が委託者から得た秘密
情報を契約に定めた目的外に使用
することの禁止。
3.製造受託者が委託者から委託され
た商品と同じ商品を自ら販売する
ことを目的に製造することの禁止。
4.契約に違反した場合の処置。
5.サンプル等の現物、資料の返却事
項を設ける。

契約書を締結することが面倒で後
回しにすることや、相手の気分を害す
るということを懸念して消極的にな
ることがよく見られますが、契約はお
互いが公平な立場の時に交わすべき
もので、トラブル予防の第一歩です。
知財総合支援窓口ではこのような相
談をお受けしておりますので、気軽に
お声がけください。そして、トラブル
を未然に防止しましょう。

窓口支援担当者　村上  一仁

窓口支援担当者　下村 健次

こういったことはよく見受けられ
ることですね。そこに何か問題になる
なんてことがあるのかなと思われる
方が多いと思います。
普通はこれで問題が起きることは
多くはないと思います。しかし、稀に
は大きな問題になることが起こり得
るのです。
実際の例を少し脚色して、どんなこ
とが起こり得るかについて紹介しま
す。
A社は自社の新規分野に進出する
ために開発した商品をB社に委託生
産するために話し合いに入りました。

その際、A社はB社にサンプルと製
造方法を渡し、製造委託の契約を結ぶ
ことにしました。ところが、契約書を
締結する前に、B社が提示したサンプ
ルと同じものをイベントで展示して
いることがわかりました。
A社はB社に対し、今後、このような
ことをしないように申し入れ、B社は
これを受け入れてくれたので大きな
問題になることはありませんでした。
しかし、これは幸運な方で、必ずしも
受け入れてくれるとは限りませんし、
製造委託ができなくなってしまう危
険性も否定できません。

column

自社オリジナル「海の女神シリーズ」化粧品

委託先へ申し入れて展示を
止めることはできたものの…

こんな場合にはどうしたらよいで
しょうか？ 推奨されるのは次のよう
な流れです。

細かい点は具体的な案件ごとに異
なりますので省きますが、次のような
点はいずれの契約においても盛り込
んでおくことが不可欠です。
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FM三重で放送中

放送日時

出 演 者

番組内容

毎月第2・第4木曜日　18時22分から18時27分まで

三重県産業支援センターがサポートを行った
県内の元気な企業のチャレンジストーリーをご紹介します。

企業の皆様、三重県産業支援センタースタッフ、代田和也アナウンサー

パーソナリティ
代田和也アナウンサー

まる三重! 企業発見伝！

※都合により放送日・時間が前後することがあります。

～キラリと光る三重の企業～

公益財団法人三重県産業支援センター 北 勢 支 所

〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル5階・6階
TEL 059-228-3321　FAX 059-226-4957
https://www.miesc.or.jp/　? soumu@miesc.or.jp

〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1丁目4-28 ユマニテクプラザ1階
TEL 059-327-5830　FAX 059-327-5831
https://www.miesc.or.jp/support/project/8/
? h-miesc@miesc.or.jp

Mie Industry and Enterprise Support Center

広報紙継続購読や当センターHPバナー広告割引などのサービスが受けられる、特別情報会員にぜひご入会ください。 

三重県産業支援センター提供

（FM三重ラジオ番組「　　　  」内コーナー）


