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ご注意ください！

当協会名、職員名をかたる不審な
電話が相次いでいます。

不審な点がございましたら、お客
様総合相談室（☎078-393-3905）
までご連絡ください。

信用保証をご利用いただくた
めに、事前に現金の振り込みを
依頼することはありません。

事業を営むまたは創業をお考えの女性のみなさまへ
女性企業家支援チームを設置しています

専用電話番号 078-393-3910
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平成28年 7月の保証状況

■ 7月の保証概況 ■
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❶ 保証承諾 7月の保証承諾は1,951件（前年同月比88.9％）、 34,813百万円（同102.7％）となり、前年同月と比
べ、件数で243件下回り、金額で915百万円上回った。
また、保証申込は1,979件（同88.5％）、35,050百万円（同101.5％）となり、前年同月と比べ、件数は
下回り、金額は上回った。

7月の保証承諾のうち、運転資金は31,712百万円（前年同月比100.3％）、設備資金は1,192百万円
（同109.6％）となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに上回った。

7月の業種別保証承諾の状況は、小売業4,522百万円（前年同月比130.9％）、製造業6,525百万円
（同120.1％）、不動産業1,854百万円（同114.0％）、卸売業6,224百万円（同107.7％）、運送・倉庫業
1,679百万円（同101.2％）等で前年同月を上回り、サービス業4,396百万円（同88.5％）、建設業
8,069百万円（同88.1％）、飲食店866百万円（同77.6％）で前年同月を下回った。

7月の金融機関群別保証承諾の状況は、都市銀行5,050百万円（前年同月比151.5％）、第二地方銀
行6,476百万円（同142.2％）、地方銀行2,898百万円（同129.2％）で前年同月を上回り、信用組合
1,834百万円（同93.8％）、信用金庫18,410百万円（同85.1％）等で前年同月を下回った。

保証承諾（前年比較）
（単位：百万円）
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❸ 事故報告 7月の事故報告受付は、179件（前年同月比70.5％）、1,981百万円（同60.7％）となり、前年同月と比
べ、件数は75件、金額は1,285百万円の減少となった。
事故報告残高については、7月末で874件（同84.7％）、9,527百万円（同81.5％）となり、件数、金額
ともに前年同月を下回った。

事故報告受付（前年比較）
（単位：百万円）
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❹ 代位弁済
　 （元利）

7月の代位弁済は、82件（前年同月比67.8％）、669百万円（同50.8％）となり、前年同月と比べ、
件数は39件、金額は647百万円の減少となった。

代位弁済（前年比較）
（単位：百万円）
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❷ 保証債務
　 残高

7月末の保証債務残高は、93,264件（前年同月比96.8％）、1,072,530百万円（同98.8％）となり、件数、
金額ともに前年同月を下回った。

保証債務残高（前年比較）
（単位：百万円）
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信用保証協会ニュース

平成28年度外部評価委員会を開催しました
　平成27年度経営計画について、実施状況の自己評価を行うとともに、有識者で構成する「外部評価委員
会」の評価を受け、「平成27年度経営計画の評価」を作成しましたので、その内容を要約して以下のとおりお
知らせします。
　なお、外部評価委員会は、関西学院大学商学部教授 山口 隆之（委員長）、竹本・頼富法律事務所弁護士 竹本 
昌弘（副委員長）、あずさ監査法人公認会計士 北本 敏、神戸商工会議所常務理事 安田 義秀の各氏により構
成されています。

　兵庫県の景気は、政府の経済対策等により雇用環境が改善するなど、基調としては緩やかな回復が続いたものの、個人消費
など一部において弱い動きが見られました。また、県下の金融情勢は、大胆な金融緩和の継続により、金融機関間における低金
利での融資競争が激化し、貸出残高は前年度を上回りました。
　中小企業・小規模事業者の経営環境は、地域や企業規模によってばらつきはあるものの、原油価格の低下やインバウンド関
連の需要増加効果などにより、改善が見られました。

業務環境１

重点課題への取組みについて3

事業概況2

（単位：百万円）
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保証部門

　長期的な低金利の継続により相対的に保証料の割高感が高まる中で、保証料割引等による積極的な保証推進に努めた
ものの、保証利用企業者数は減少傾向が続きました。しかしながら、保証利用企業者数の減少幅が縮減するなど一定の効果
は見られました。
　また、広報誌「保証時報」、パンフレット及びホームページ等の各種媒体の活用や、「土曜 創業・経営相談会」の継続実施に
よる相談機会の提供などによって協会の認知度向上に努めました。

（1） 保証利用度の向上

　金融機関と協調した保証商品や、期中支援を視野に入れた保証制度の活用を推進するため、金融機関営業店との勉強
会の開催や、金融機関への積極的な訪問などにより、「ひょうご連携支援保証」、「経営改善サポート保証」及び「経営力強化
保証」等の利用を働きかけました。この結果、「経営改善サポート保証」及び「経営力強化保証」については、件数、金額とも大
幅に増加しました。

（2） 適正保証の推進

　資金需要に的確かつ迅速に対応できる体制を構築するため、保証審査の標準化、効率化等に係る要領等を制定しまし
た。これにより、保証業務の効率化及び審査の迅速化を図ることができました。
　また、複雑な相談等に適切に対応できるよう、経験豊富な職員同行のもとで経験の浅い職員にも実地調査の機会を積極
的に与えたほか、職場内勉強会開催などで相談・提案能力底上げの取組みを実施しました。

（3） 相談・提案機能の充実

期中管理部門

　「信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助事業」を活用し、より多くの資金繰りが厳しい保証利用
先に対する協会からの積極的なアプローチや各種支援情報の提供により、事業者はもとより金融機関の経営支援に対する
取組み意欲の向上につなげることができました。
　また、当協会独自の制度を活用し、保証利用企業の経営改善計画の策定や課題の解決に一定の効果を上げることができ
ました。経営課題を抱える先は多く、今後も積極的に制度を活用していく必要があります。

（1） 保証利用企業に対する効果的な期中支援の実施

　金融機関営業店との情報交換及び保証推進等を目的とした勉強会を各事務所・支所において随時開催し、経営サポート
会議の開催を推進するなど、期中・再生支援の実効性を高めるための取組みを行いました。

（2） 関係機関との連携強化
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回収部門

　集約化した組織体制のメリットを活かし、案件の状況把握と進捗管理を徹底することにより、回収の最大化に努めました。有
担保求償権や複雑な法的手続きを必要とする案件については管理部で集中管理し、一方で近年増加している無担保求償
権については効率的な回収を行うためサービサーへの委託を進めるなど、効果的かつ機能的な求償権回収に取組みました。
　その結果、回収困難な案件が増加している状況において求償権実際回収額はほぼ前年並みとなりました。

（1） 回収促進に向けた取組みの実施

　担保力のある有担保求償権については、個々の求償権の実情を見極めたうえで適切な回収方針を立て、それに基づいた
取組みを行いました。担保物件の処分や競売申立を推進しましたが、担保処分による回収額が小口化していること等により、
担保による回収額は減少しました。
　定額入金案件については、「定額入金確認リスト」の活用により返済不履行先の把握を行い、交渉の途絶えがない管理に
努めました。また、定額入金額、件数の底上げを図るため、日中に連絡がつかない先などについて夜間督促を実施しました。

（2） 効率的・効果的な回収方策の推進

その他の間接部門

　保証利用企業及び金融機関からの意見によって保証業務の改善や職員の意識改革を図るため、「顧客満足度向上アン
ケート」を実施しました。また、アンケート結果に基づいて、管理職が適切に指導、改善を行うとともに、各部署において職場会
議を開催し、顧客満足度向上計画を策定、実施しました。

（1） 顧客満足度の向上

　階層別、業務別、課題別など、各職員の能力に応じた研修を実施したほか、審査能力の向上を図るため、（一社）全国信用
保証協会連合会が実施する信用調査検定の積極的な受検を促しました。また、顧客応対への意識を高めるため、「傾聴力・
会話力向上研修」を実施し、業務に即したロールプレイング等により顧客対応力の向上に取組みました。

（2） 人材の育成

　平成27年度の当協会のコンプライアンスにかかる活動計画であるコンプライアンス・プログラムについて、コンプライアンス
委員会で四半期ごとに活動及び進捗状況の把握を行い、達成状況の評価を経て各部署にフィードバックすることにより、コン
プライアンスマインドの向上を図りました。
　また、反社会的勢力の排除に向け、兵庫県警及び（公財）暴力団追放兵庫県民センターとの間で暴力団等排除対策会議
を定期的に開催しました。最近の暴力団情勢について情報・意見交換を行い、より一層の緊密な連携強化に努めました。

（3） コンプライアンス態勢の一層の推進

　職員の業務マニュアルの閲覧性向上やマニュアルの更新を迅速に行うことを目的とする「業務マニュアル管理システム」に
ついて、平成28年度上半期の運用開始に向けた準備作業を行いました。また、事業を営む、または創業を考えている女性をサ
ポートする「女性企業家支援チーム」創設の準備を行いました。

（4） 組織のさらなる活性化

外部評価委員会の意見等4

　保証部門については、長期的な低金利の継続により保証料の割高感が高まる中で兵庫県と協調して保証料割引を実
施したことや、顧客の様 な々ニーズに応えるために「チャレンジサポートキャンペーン」の継続実施や「リピート５」「災害時発
動型予約保証そなえ」といった新たな保証商品の創設を行ったこと、金融機関をはじめとする関係機関との連携を強化
して積極的な保証推進に努めたことなどにより、保証承諾が前年度を大きく上回ったことは評価できます。
　しかしながら、保証利用度は依然として低下しており、保証債務残高についても長期にわたって減少基調にあることか
ら、引続き保証推進に努める必要があります。
　期中管理部門については、「信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助事業」を活用した取組み
として、経営支援室内に「経営支援強化事業推進班」を設置し、資金繰りが厳しい保証利用先を積極的に訪問して経営
状況を把握することで、外部専門家の派遣や経営改善計画の策定支援など一歩踏み込んだ支援に繋げられたことは評
価できます。
　今後は、より幅広い先に対して企業訪問・面談や支援情報の提供を実施していく必要があります。

（次頁へ続く）

（1） 平成27年度経営計画にかかる業務実績の評価に関する事項
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信用保証協会ニュース

誌面の都合上掲載できなかった「平成27年度経営計画の評価」全文につきましては、当協会のホームページに
掲載しています。

ホームページアドレス http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp

（前頁からの続き）
　回収部門については、担保や保証人に依存しない保証が定着し、回収困難な案件が増加している中で、個々の案件の状
況把握と進捗管理を徹底して回収の最大化に努めたことにより、ほぼ前年並みの回収を維持できたことは評価できます。
　今後も、個々の求償権の状況に応じた柔軟な対応を行うため、引続き案件の見直しによる状況把握や回収可能性の
見極めに努める必要があります。

　ハラスメントの定義の広がりに対応して、コンプライアンスマニュアルの改正を行うとともに、職場への浸透を図るため
に研修を実施するなど、各種ハラスメントに対応する体制の構築に努めたことは評価できます。
　一方で、女性の更なる活躍が国の方針等における重要な課題となっている中で、女性の経営者や創業者を支援する
ための取組みを行うとともに、協会組織としても女性職員が活躍できる体制の構築に取組んでいく必要があります。
　反社会的勢力の排除については、暴力団等排除対策会議を定期的に開催し、兵庫県警等との情報共有や意見交換
に努めたことは評価できます。
　国の施策によって保証の対象先が拡大したことを受け、今後も引続き反社会的勢力の情報網を拡大し、データベース
の一層の拡充を図る必要があります。

（2） コンプライアンス態勢及び運営状況の評価に関する事項

今後の業務運営について、次の事項を提言いたします。
① 保証推進のための取組みについて
　地域に資金を行き渡らせることで地域創生を後押しするため、顧客ニーズに応じた保証商品の活用、関係機関との
連携強化などを通じた保証推進により、保証利用企業者数の増加に努められたい。
② より幅広い先に対する経営・期中支援について
　様 な々経営課題を抱える保証利用先の経営改善を後押しするため、小規模事業者などの金融機関の目の行き届き
にくい先や、創業後間もない先に対しても積極的な企業訪問や面談等を実施されたい。
③ 個々の求償権の状況把握について
　個々の求償権の状況に応じた柔軟な対応を行うため、案件の見直しによる状況把握や回収可能性の見極めに努めら
れたい。
④ コンプライアンスについて
　新たに経営支援室に設置した「女性企業家支援チーム」を広くＰＲして積極的な活用を推進するなど、女性の更なる
活躍を後押しするための取組みを強化されたい。
　また、反社会的勢力等については、情報収集体制の強化などにより引続き徹底した排除に努められたい。

（3） 評価結果を平成28年度の業務運営に反映させる事項

●人口減少や東京一極集中など日本が抱える構造的な問題を背景として、地域に根を下ろした小さな企業に対す
る支援が重要視されている。信用保証制度がとりわけこうした企業のために存在しているということを再認識し
ながら、保証推進に努めていただきたい。
●長引く低金利及びマイナス金利政策導入の影響によって、金融機関の収益性が低下してきており、今後保証付
融資にも影響が出てくることも懸念されることから、金融機関との連携体制を密にしていただきたい。

●兵庫県内には中小企業支援機関が数多くあり、各機関の取組みが重複しているという話も聞かれる。保証協会
は兵庫県地域支援金融会議など各支援機関とのネットワークを広げる工夫をしていると認識しているが、利用
者の目線に立った支援のため、引続き各機関との情報交換を密にしていただきたい。

●求償権回収については、回収可能性や事務処理コストの問題なども考慮しながら、適切な債権管理に努めてい
ただきたい。

各委員からの主な意見



「創業フェアひょうご2016」を開催します
　これから創業したいとお考えの方や創業して間もない方を対象としたビジネスフェアを開催します。
　参加は無料ですので、お気軽にご参加ください。
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参加無料

検 索創業フェアひょうご
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センタープラザ
東館6F

センタープラザ西館センタープラザ西館センタープラザ西館

さんプラザさんプラザさんプラザ

アクセス

EV

センタープラザ
東館

みなと銀行

薬局

インフォメーション
三宮
セン
ター
街

至 阪急三宮（西口）↑

あなたの創業を強力サポート！
参加無料

あああなななたたたののの創創創創業業業を強力サポート！

創業フェアひょうご

※詳細につきましては、当協会ホームページ、または経営支援室 創業・経営支援課（TEL.078-393-3920）までお問い合わせください。

主 催：兵庫県信用保証協会
後 援：近畿経済産業局、近畿財務局、兵庫県

県下金融機関、支援機関が勢ぞろい！

14：０0～17：00
　地方銀行、信用金庫、信用組合等の14の金融機関、また今回のフェア
に協力頂いている11の行政機関や支援機関が勢ぞろいするほか、専
門家（中小企業診断士、税理士、弁護士）による無料相談コーナーも開
設します。

創業情報・相談コーナー

創業経営者の体験・知識を伝授！

13：10～14：00基調講演

講演テーマ／希望を持てば道は開ける!

講　　　師／高橋 泉 氏　
株式会社レック 代表取締役

日本の市場を変えた“小さな結婚式”の挑戦

1989年株式会社レックを創業。「小さな結婚式」をはじめ、婚礼用
デザインアルバムの制作や電報サービスなどを幅広く展開し、国
内・外を問わず活躍中。

高橋泉氏
プロフィール

三宮センタープラザ東館6階
スペースアルファ三宮
（神戸市中央区三宮町1-9-1）

場 所

開催日

1018火

2016
開催日

13：00～17：00
開催時間

創業に関する必須知識が学べる！

② 保証協会によるセミナー 14：55～15：15
保証協会の創業支援についてご紹介

① 中小企業診断士によるセミナー 14：10～14：50
創業に必要な知識や各種支援策等をご紹介

ミニセミナー

出展機関が実施している創業支援策などについてPR
③ 出展機関によるプレゼンテーション 15：30～17：00



相生支店
支店長

田渕 友章 様

〒678-0031
相生市旭1-2-3
☎ 0791-22-4425

兵庫信用金庫
相生支店

　相生市は、瀬戸内海に臨み、穏やか
な気候、風土に恵まれた暮らしやすい
地域です。当店は、JR相生駅から南へ
約2km、周囲には市役所、合同庁舎、
商工会議所などの公共施設がある市
の中心部に位置しています。
　相生市は、古くから（株）IHI（旧・
石川島播磨重工業（株））の造船工場
があることで、造船業を中心とした
工業都市として発展してきました。
そのため市内には、造船関連業の
企業が多いという特徴があります。
また、海に面していることから牡蠣
養殖やイカナゴ、チリメン漁も盛ん
で、特産品としても全国的に知られ
ています。

今後の展開についてお聞かせください。

　お客様のことを深く理解し、良い提案ができる人材を育てます。
そして、何か相談したいとき一番に「ひょうしん」と思い浮かべて
いただける存在になりたいと考えています。

貴店の強みや独自の取組などを教えてください。

　当店は、昭和43年に開設されました。今年で48年目を迎えます。
そのため、法人も個人も含めて開設当初からお取引をしていただ
いているお客様が多く、これが最大の強みと確信しています。
　また、相生市は、造船業、海産物加工業に加えて、医療・介護事
業を営む企業が台頭しています。事業運営の一助になればと、業
界情報「医療・介護トピックス」を提供させていただいています。
　さらに、相生市は、毎年5月になるとペーロン祭で、約10万人
の観光客がやって来ます。当店周辺の道路は歩行者天国になる
ため、当店の駐車場を開放して賑わいづくりのお手伝いをして
います。
※伊勢志摩サミットが5月に開催されたことにより、今年のペーロン祭は、
7月に開催されました。

保証付融資のメリットや活用している商品を
教えてください。

　保証付融資は、融資期間を長期に設定できるため、月々の返済
額を抑えて、資金繰りを安定させたいというお客様にとって大き
なメリットがあります。活用している商品は、信用保証料の補助
のある相生市中小企業小額資金融資制度をはじめ、繰り返しの利
用実績があるお客様には「リピート5」をお勧めしています。信用
保証料の割引のある「リピート5」をお勧めすると、お客様はとて
も喜んでくださいます。

　兵庫信用金庫は「地域一番の顧客満足の提供」を基本方針とし
て掲げています。この基本方針を受けて、相生支店では「お客様と
誠実に向き合い、耳を傾け、より深く理解する」をモットーとして、
職員一丸となって日々の業務に取組んでいます。当店の営業は
20代の若い世代が担っています。「熱い行動力と素直な気持ちで
お客様に向き合い、お客様のお話に耳を傾けることを大切にしよ
う」と教えています。

貴店のモットーを教えてください。

創業と労働保険・社会保険 
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中小企業の経営者が知っておきたいビジネス用語や各種制度などを紹介します。中小企業の経営者が知っ

今さ
ら聞
けな
い

でも
、聞
きた
い！

　法人を設立して労働者を雇うようになれば、労
働保険（労災保険・雇用保険）、社会保険（健康保険・
介護保険・厚生年金）の保険制度を整備する必要
があります。また、個人事業であっても同様に労働
保険は必要であり、一定の規模や業種によっては
社会保険も必要になります。各保険制度の概要に
ついては以下の通りです。

　労災保険は主に、業務上の事由又は通勤による
労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要
な保険給付を行います。雇用保険は主に、失業した
場合や教育訓練を受けた場合に給付を行います。

① 労災保険加入対象者
　正社員、パートタイマー、アルバイトなどの雇用
形態に関係なく、労災保険の対象者になります。
1日だけのアルバイトでも労災保険の対象者とな
ります。

② 労災保険料
　労災保険の保険料は、賃金に労災保険料率をか
けて計算しますが、事業内容の危険度合に応じて
区分されており、保険料の支払いは全額法人負担
となります。

③ 雇用保険加入対象者
　一部の例外を除き、31日以上の雇用見込みで、
1週間の労働時間が20時間以上となる65歳未満
の労働者は、パート、アルバイト（昼間学生は除く）
などの区別はなく、すべて対象となります。本人や
法人が加入するか否かを任意に選択することは
できません。

④ 雇用保険料
　雇用保険の保険料は、賃金に雇用保険料率をか
けて計算しますが、労災保険と異なり、一部は労働
者負担（給与から控除）となります。

　健康保険は、本人および扶養家族の業務外の事
由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関し
て保険給付を行います。介護保険は、加齢により要
介護状態となった場合に介護等サービスに係る給
付を行います。厚生年金保険は、老齢、障害又は死
亡について保険給付を行います。

① 加入対象者
　正社員及び正社員の所定労働時間・日数の4分の
3以上働く者は、原則として加入義務が発生しま
す。健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満
の者については、介護保険の対象者となります。健
康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満ま
で、加入の手続が発生します。労働保険と違い、労働
者だけでなく役員にも加入義務があります。

② 健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料
　保険料は、賃金額に応じて決定した標準報酬月
額に、それぞれの保険料率をかけて計算します。そ
の内の半額は本人負担となります。

　何を・どこに・いつまでにといった手続は、各保険
制度によって異なります。詳細等については、専門
家である社会保険労務士にご相談ください。

労災保険・雇用保険

健康保険・介護保険・厚生年金保険

庄司  茂 氏● 社会保険労務士

社会保険労務士法人庄司茂事務所代表。
中小企業を中心とした労務管理の分析を行い「就業規則」
「評価制度」「賃金規定」などの導入､制定を助言。

【 創業と労働保険・社会保険創業と労働保険・社会保険 】
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キサクリエーションズ株式会社
代表取締役

莵原 妃佐氏

オーダーメイドウエディングドレスやエステ、
ネイルなどで篠山を“女性を綺麗にする拠点”に。
フランスで学んだ技術を生かして、故郷 篠山の賑わいづくりに
乗り出した一人の女性のチャレンジ。

　純白のウエディングドレスを纏うこ
とは女性の憧れ。纏うことに憧れるだけ
でなく、ウエディングドレスを自らの
手でつくり出すことに夢を抱き、創業
した女性がいる。キサクリエーションズ
株式会社の莵原 妃佐社長がその人だ。

キサクリエーションズ株式会社（本社）
〒669-2321　篠山市黒岡69-5
TEL／FAX 079-506-2492

美庵（店舗兼アトリエ）
〒669-2336　篠山市魚屋町4-1 
TEL／FAX 079-550-1167 う  はら き    さ

う   はら き     さ
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　小さい頃からオシャレが大好きで、手仕事が得意

だったという莵原 妃佐社長は、アパレルファッション

関連の専門学校で学び、卒業後は子ども服の大手メー

カーや通信販売で業績を伸ばす大手メーカー、またウ

エディングドレスなどのレンタル業を営む企業に勤

務。技術やセンスを磨くとともに、ディレクターやコー

ディネーターとしての手腕も磨いた。「アパレル業界」

と言っても、ターゲットや販売形態によって求められ

ることが異なる。「いつかは自分のブランドを持ちた

い」という夢を持っていた莵原社長は、転職するたびに

未知の世界が開くのを感じたという。

　そんな莵原社長の運命の扉が開いたのは、ドレスの

レンタル会社でコーディネーターをしていたときだ。

莵原社長は「その会社でフランス製のシルクのウエ

ディングドレスを手にして、その軽さに驚きました。デ

ザインも縫製も今まで見てき

たドレスと何かが違うので

す。その違いが何なのかを知

りたくて、フランスで学びた

いと思いました。」と運命の扉

が開いた瞬間を振り返る。

　約4年間、レンタル会社に勤

務した後、2003年、大阪の服飾

専門学校に入学し、同校のパ

リ校留学が決定。渡仏した莵

原社長は、デザイン、縫製、フランス刺繍などを学んだ。

2005年、学んだことを生かして日本でビジネス展開す

ることを決意し、帰国。その後、莵原社長は通信販売の

大手企業にマーチャンダイザーとして約5年間勤務し

た。その理由を莵原社長は「数字を扱うことが苦手なの

で、克服したいと思ったのです。創業したら、意欲だけ

では乗り越えられない壁があると思うので準備の一つ

として考えていました。」と語る。

　

　莵原社長が、自宅の一室でキサクリエーションズを

立ち上げたのは2012年のこと。当初は、知り合いの依頼

でパーティドレスを手がけたり、商工会議所のビジネ

スマッチングを利用して子供服の製造に取組むなどし

ていた。ウエディングドレスのオーダーが目に見えて

増えてきたのは今年に入ってからのこと。窓口になっ

ているのはインターネットという。

　「『結婚式まで1か月しかないけどオーダーしたい』

『絶対にイメージ通りのドレスで結婚式をしたい』など、

お客様の事情や想いはいろいろです。でも、式の前後に

日を変えて何度も撮影をする場合は、レンタルより

もオーダーメイドの方が安くなることもあります。ま

た、式の後はパーティドレスにリメイクすることもでき

るので、皆さん喜んでくださいます。」と莵原社長。そう

語る莵原社長の周りには、さまざまなデザインのウエ

ディングドレスが、完成して花嫁の手に届く日を待ち

わびるように並んでいる。これらのドレスのデザイン、

縫製、仕上げまで、すべて手がけているのは莵原社長

だ。縫製は外注でもまかなえるのだが、全工程を莵原社

長が行う理由は「打ち合わせのときに感じたニュアン

スを大切にしたいから。」とのこと。どこまでも纏う人

の想いに寄り添うことができる、それが莵原社長のブ

ランドKissaのオーダーメイドの魅力なのだ。

　莵原社長に、信用保証協会を利用した理由を伺った。

「2014年、下着とウエディングドレスを一体化させるこ

とを思いつき、試作品製作のために利用しました。」

　下着と一体化させたドレスは「着ごこちメイク♡」と

名付け、特許庁の部分意匠権も取得したという。そんな

莵原社長に今後の課題や目標を聞いた。

　「今後は、『着ごこちメイク♡』をさらに改良して、近

い将来、オーダードレスの標準仕様にします。また、2月

に店舗兼アトリエとなる古民家に引っ越したことでド

レスのオーダーだけでなく、お直しやリメイク、エステ

ティックやネイル、雑貨、アロマなども始めることにな

りました。女性が綺麗になれる場所という意味で

『美庵』と名付けました。女性に『また来たい』と思って

もらえる場所にしたいと思っています。そして、美庵が

篠山市の新名所になったら嬉しい。」

　「美庵」のオープンは10月1日。今また、莵原社長の

チャレンジが始まる。

う はら き    さ

キサ

ビアン
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ランス製のウエディングドレスとの出会いで
運命の扉が開いた。フ

月1日、女性が集まる美の拠点「美庵」オープン。
また、新たな運命の扉が開く。10
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信用保証をご利用できる方

※ 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数
3億円以下
3億円以下
1億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下
900人以下
100人以下
50人以下
100人以下

200人以下
300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証
をご利用いただけます。

◎お客様総合相談室
東 室 長

大 須 賀 参 事
TEL 078-393-3905

◎本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口
中 元 課 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-4024

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

（創業・経営支援課）

中 川 課 長

嶋 田 副 所 長

大 瀧 副 所 長

佐 藤 次 長

按 田 次 長

藤 田 次 長

藤 岡 副 所 長

（期中支援課）

北 野 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

小 林 副 所 長
（調整相談一課、二課）

◎代位弁済後のご返済等に関するお客様総合相談窓口

※本所
大 禮 副 部 長

TEL 078-393-3914

TEL 079-289-3615

※本所

戸 田 副 部 長
（管理相談一課、二課）

※姫路支所駐在

岡 本 課 長
（管理相談三課）

管 理 部

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は当協会が負担）。
ご希望の方は総務企画部総務企画課（TEL 078-393-3900）まで
お申し出ください。

保証時報の送付について

兵庫県信用保証協会のネットワーク

但陽信用金庫

788

以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用で
きます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・
　サービス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

「一年に一度、星が降りてくる街へ…」をキャッチフレーズ

に、歴史的建造物のライトアップや約6ｋｍの「路地キャンド

ル」など、町中が光で満たされる「たかさご万灯祭」。ジャズ

演奏も開催される光の祭典に、毎年、多くの観光客が訪れて

います。

表紙／ひょうごの祭り・イベント

たかさご万灯祭
（高砂市高砂町）

開催日／平成28年 9月17日（土）・18日（日）日（日）
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