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「さいきょうベンチャーリポート」は、株式会社エス・ケイ・ベンチャーズが
毎月お届けするベンチャー企業情報誌です。

西京銀行頭取

渡邊

孝夫

社内会議の席上で、ある支店長から「当行の

た 1990 年代後半に一時は経営危機に直面した

強みとは何か」という問題提起があった。金融

銀行であるが、今では業界でリーディングバン

機関は規模によってもまた背景となる経済基

クといわれている。業績が回復した要因は、全

盤によっても経営の仕方が異なるであろうが、

行員の危機感と、原点に帰り地元のお客様との

国内の銀行が本来取扱う業務の内容そのもの

信頼関係の構築を徹底的に実践したことにあ

は、ほぼ一律であろう。今年１０月から始まる

ると述べていたことが印象に残った。

郵貯民営化を端とする競争激化も十分に予想
される折、
「自行の独自性は何か」という話に
展開するのも至極当然である。

ここに一つのエピソードを紹介したい。先日、
入行６年目の若手行員がお取引先に情報の提
供をしたところ、その会社の社長さんから「西

一方で、規制緩和によりお客様へ提供できる

京銀行さんに儲けはあるのですか？」と聞かれ、

サービスの内容は今後も更に多様性を極めて

「御社の発展に協力できたことが銀行の儲け

くると思われるが、こうした中でこそ他にはな

です。ひいては地域貢献にも繋がります。」と

い特長あるサービスの提供が必要で、これはど

即答し社長に感動されたとの由。何よりも当人

の企業（業種）においても強みとなる。その実

自身が「銀行の本業以外でも役に立てることが

現にあたりまず大切なことは、「経営理念の実

あるのだと実感し、本業での気力を頂くことも

践」であろう。

でき渉外冥利につきました。」と喜びを語った
という。お客様の幸せを自分の幸せとして、心

当行の経営理念は三つある。一つは地域の活

から共感できる行員を育んでいきたい。そんな

性化に貢献する。銀行の経営資源（人・物・金・

彼らはしなやかに逞しく将来を担ってくれる

情報）をいかに地域に還元するのか。特に安定

であろう。

した資金供給は金融機関の使命であり、生きた
資金の提供は勿論のこと、提案型融資の推進も

お客様とのリレーションシップと地域への

含めた企業育成と再生が基本となる。次にお客

貢献は当行にとっても生命線である。面倒みが

様とのコミュニケーションを大切にする。お客

良く小回りがきいて、親身になってお客様の相

様との会話の中からニーズを把握して対応す

談にのる。これが真に実行できればお客様から

ること、相談業務の遂行もこれに含まれる。そ

支持されて勝ち残る企業になる。

してもう一つは時代のニーズを先取りし創造

お客様に鍛えられ育てられている感謝を

する。そしてお客様の期待に確実に応える銀行

忘れずに、お客様のお役に立つ。それを誇り

を目指すというものである。

としその積み重ねで地域社会に貢献してい
く、この実践が当行の強みになると私は信じ

先日、某銀行の役員にお話を伺う機会があっ
た。バブル崩壊後の金融システム不安が発生し

ている。

周南ベンチャーマーケット協会では、起業を目指す個人、新規事業展開を図るベンチャー企業のビジネスモデルの
プレゼンテーションの場と、投資家等のビジネスパートナーとの出会いの場を提供します。

☆開催日☆

平成１９年９月１１日（火）

☆ 会 場 ☆

ザ・グラマシー
山口県周南市桜馬場通３−１６

☆入場料無料☆
≪

基 調 講 演 ≫ １３：３５〜１４：３５
講 師
徳山工業高等専門学校校長 平野千博氏
演 題 「科学技術政策と徳山高専」

≪ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ≫ １５：０５〜１７：１０

多機能フィルター株式会社
山口県下松市 http://www.takino.co.jp

「自然環境の復元に貢献する斜面保護・緑化用資材『多機能フィルター』」

株式会社フォノグラム
広島市中区

http://www.phonogram.co.jp/

「サイト内全文検索システム『ピラニア』」

サークルテック株式会社
広島市西区

http://www.circletek.jp/

「クリーニングの新しいカタチ せんたくポストとデリバリーの融合」

株式会社オンネット・システムズ
東京都台東区 http://www.onnet.ne.jp

「 あなたの会社の情報システム部門になります サービスのご紹介」

有限会社この街
山口県周南市 http://www.konomachi.net/

「地域・人・企業の活性化を促進する Web サービスの提供」
周南市市民交流センター ビジネスサポートコーナー入居者

≪ 企業ブース常設展示／商談会１８社≫ １１：００〜１７：００
アドバンスシステム株式会社／上津原マネークリニック／株式会社オンネット・システムズ／
共栄産業株式会社／有限会社Ｑ−Ｌｉｇｈｔｓ／株式会社九内／有限会社この街／
株式会社サークルテック／株式会社シーオーテック／株式会社多機能フィルター／
竹和工業株式会社／徳機株式会社／徳山工業高等専門学校／中村建設株式会社／
株式会社モモアライアンス／株式会社フォノグラム／有限会社フィールドフロンティア／
薬仙石灰株式会社 (50 音順)

≪ ビ ジ ネ ス 交 流 会 ≫ １７：３０〜１８：３０
参加費 お一人様３，０００円

≪

お

問

合

せ

先

≫

周南ベンチャーマーケット協会（事務局）株式会社エス･ケイ･ベンチャーズ
ＴＥＬ０８３４−３３−２６６１

ｅ−ｍａｉｌ

info@shunan-vm.gr.jp

詳細は ＜http://shunan-vm.gr.jp/＞をご覧下さい

Made in ちゅうごく
アドバンスシステム株式会社

代表取締役

江浪

鎭生

氏

今回は周南市のアドバンスシステム株式会社の江浪社長。41 歳で社長に就任し、現在
５０歳。特技は「耳を動かすこと」（！）で、趣味はアナログ・レコードをデジタル変
換して聴くこと、と仰る江浪社長にインタビューしました。
特長といえます。

―――「ナカトジータ」とはどういった商品です
か？
簡単に言うと、中綴じ専用の製本ツールです。
他の用途には使えません。ただし、中綴じ小冊子
を作成する人には、とっても役に立つ製本ツール

―――創業の経緯を教えてください。
創業者ではなく、後継者です。大学を卒業後、

です。
「中綴じ」というのは、週刊誌や自動車のカタ

柳井市にある計算センターへ就職し、汎用機用の

ログなどのように、用紙の中心を針金で綴じる製

COBOL でプログラムを書いていました。約６年半

本方式です。中綴じ製本用ステープラーというア

勤めて退職し、アドバンスシステム㈱の前身であ

ームの長いホッチキスが販売されていますが、用

るマイコンショップ・イノウエ（周南市）に転職

紙の中心を正確に綴じるのが意外と難しく、用紙

しました。

のズレが生じる問題があります。ナカトジータは

当時のパソコン環境は、MS-DOS が普及しはじ

そういった問題を解決する商品です。

めた頃で、「建設業財務会計・個別工事原価管理
連動処理システム」という建設業向けの会計と原

―――製作されたきっかけは？

価管理のソフトを開発・販売していました。Basic

弊社は「アドバンス建設財務」という業務用パ

言語で記述されていたシステムを COBOL に移植

ッケージソフトを開発・販売しております。資料

し、フロッピーで動いていたものをハードディス

請求があると、体験版ソフトの操作説明書も同封

クで動くようにし、処理できる件数や処理速度の

するのですが、ソフトは随時改良しており、説明

向上および操作性の向上等ソフトウェアの開

書の内容も変わりますので大量印刷には向きま

発・改良・保守が主な仕事でした。

せん。従来はプリンタで出力して用紙の左端をホ

消費税が開始された平成元年にアドバンスシ

ッチキスで綴じ、製本テープを貼ったり、バー・

ステム株式会社（代表取締役：井上馨）に改組、

ファイルに綴じていました。ある時、他社ソフト

パ ソ コ ン 環 境 は DOS/V 、 OS/2 、 Windows3.1 、

の操作説明書がホッチキスの針で綴じてある中

Windows95/98 と変わり、平成 10 年２月に代表取

綴じ小冊子になっており、「これはいける！」と

締役に就任しました。

思いました。

経営知らずのソフト屋が社長になり、今日まで

しかし、市販の中綴じ製本用ホッチキスを何種

継続しておるのも、ひとえにお客様や販売店様の

類か購入し試してみましたが、きれいに中綴じを

お陰であり、従業員の努力によるものです。

するのは結構大変だということに気付きました。

建設業の会計と原価管理システムに関して、二
十数年携わっている事は、アドバンスシステムの

それは、第一に綴じる位置の目印が必要なこと。
第二に目印の位置を正確に綴じるのが難しいこ

と。第三に用紙がズレやすいこと。綴じる枚数が

模セミナー、学習塾など）や、中小企業（少量・

増えると更にズレやすくなります。

多品種の操作説明書が必要な会社、プレゼン配布

中綴じ小冊子の印刷までは簡単に出来るので、

資料等を作成する部署）、個人（資料収集、同人

綴じる段階をクリアできれば、中綴じ製本の世界

誌、文集、俳句集、ペットのアルバム作成など）

がもっと広がるのではないか。用紙の端を綴じる

を対象としております。

「平綴じ」しか選べなかったものから、
「中綴じ」
も選べるようになれば、活用範囲がもっと広がる

―――どちらで購入できますか？

のではないか。「なんとかならんかいのー」と思

現在購入できるのは以下の４箇所です。

いながら、インターネットで中綴じができる器具

◎東京都千代田区 ステイショナリーグッズ・サ

を探しましたが、数十万円する中綴じ製本機しか

サキ（tel:03-3291-2575）

無く、実用新案には登録されていますが、商品化

◎山口県周南市（財）周南地域地場産業振興セン

されていませんでした。

ター（tel:0834-25-3210）

「ならば、自分で作るしか無い」ということで、

◎山口県周南市アドバンスシステム㈱

試作品を作り、改良を加え、実用新案を出願し、

（tel:0834-22-5611）

大手文具メーカーに提案をしました。しかし、
「商

◎通信販売サイト

品化の予定はございません」の回答。という訳で、

http://www.advsys.co.jp/

中綴じ小冊子を手作業で作ろうとしている人の
お役に立てるのではないかと思い、商品化への道
を模索しました。

――― 御社で苦労されていることは？
製造コスト低減、販路開拓、市場開拓、資金調
達、等が当面の課題ですね。

―――今後の展開はどうされますか？
商品の改良、製造コストの削減を進めると共に、
中綴じ小冊子の文化を世の中に広めていきたい
と思っています。

―――製作時に苦戦したことはありますか？
ものづくりに関しては、全くの素人で右も左も

―――最後に一言お願いします。

わからない状態でした。運良く平成 16 年度周南

プリンタの進化により小冊子用の印刷は、ペー

市ものづくり支援事業に選定され、商品化への道

ジの並べ替えや割付も自動で出来るようになっ

が開きました。

ています。配布用の小冊子だけでなく、自分用の

製造方法や製造個数によって製品１個当たり

小冊子を作ることができます。例えば、インター

の単価が大きく変わってきます。製造コストだけ

ネットで情報を集めて印刷する場合、いきなり紙

で見れば、国内生産では海外との競争には勝てな

に印刷するのではなく、幾つかの PDF ファイルに

いと痛感しました。原油高、円安が製造原価高騰

出力後、それらをひとつの PDF ファイルにまとめ

に影響する事もあります。

て「小冊子印刷」をすれば、一冊の資料集が出来
上 が り ま す 。 詳 細 は 弊 社 WEB サ イ ト

―――どのような方（企業）・どのような市場を

（http://www.advsys.co.jp/）をご覧ください。

対象とされていますか？

何かございましたら、お気軽に声をお掛け下さい。

教育機関（学校関係、生涯学習センター、小規

宜しくお願いします！

＜会社概要＞
商号

アドバンスシステム株式会社

主な事業内容

業務用アプリケーションソフトの開発と販売
アドバンス建設財務

住所

745‑0007

電話番号
代表者
従業員数

（TS/Pro/Light/Smart/JV）

山口県周南市岐南町 2‑13

TEL 0834‑22‑5611

FAX

代表取締役

鎭生

江浪

ST ビル１階

0834‑22‑5610

3名

（財）やまぐち産業振興財団では、新たに「やまぐち地域中小企業育成基金」を設け、地
域資源を活用した中小企業の新規創業や新事業展開の取り組み、中小企業による産業クラ
スターを形成するための取り組みに助成します。
下記の通り公募しますので、皆様のご応募をお待ちしております。

創業・新事業支援助成金
地域資源を活用した新規創業や新事業展開の取組を行う中小企業を数多く育成するため、
その可能性や将来性に着眼した研究開発助成等の支援を行うもの
クラスター推進助成金
産学公連携の基盤づくりや新たな産業集積などを目指し、将来の新たなクラスター形成
につながるような初期段階の研究・開発活動を促進するため、次の取組を長期的視点に立
って支援を行うもの
（ア）

中小企業を中心として大学や大企業、試験研究機関等が、産学公連携によるコン

ソーシアム(共同研究体)方式により、環境 IT、高機能素材、電子デバイス、新エネルギー等
の分野における大学等のシーズを活かして新事業展開や新製品の研究開発を行う場合
（イ）

産学公の連携を背景に、中小企業が大企業等とともにその技術力や経営力を相互

に活用しながら、付加価値の高い新商品や新技術の開発に取り組む場合
●

公募期間
平成１９年８月２４日（金）〜平成１９年９月２５日（火）

●

提出先・お問い合わせ先
〒７５３−００７７ 山口市熊野町１番１０号 ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｻﾞ山口 10Ｆ
財団法人やまぐち産業振興財団
TEL

技術振興部

０８３−９２２−９９２７

Eｍａｉｌ：od-t@agic.joho-yamaguchi.or.jp

（担当者

小田）

弁理士：井上浩の知財小話

＜地震対策のための特許＞

所長：井上

浩

新潟県中越沖地震が発生してから約１ヶ月が経ちました。その間、毎日のように被災
地の様子がニュースで取り上げられています。それらのニュースを見るにつけ、それに
しても日本は地震が多い国だなあと改めて思い知らされます。
ということで、今回は地震に関する特許について幾つか調べてみました。もちろん、
いわゆる「防災グッズ」については、ありとあらゆる出願がされておりました。しかし、
これといって目をひくようなものはありませんでした。そんな中で、たまたま、「対震
蝶番（特許番号：１６０６２４４号）」という特許を発見しました。蝶番（ちょうつが
い）とは、開き扉に取り付けて一方の端を軸として回転できるようにする金具のことで
す。そして、この発明は、蝶番の軸の部分にバネを埋め込んだことを特徴としています。
このような構造は、蝶番の軸方向への扉の平行移動を可能とします。
従って、万一、地震が起きて扉枠が傾いたとしても、蝶番の軸方向に移動させること
で扉枠との干渉を少なくすることができます。これにより、扉の開閉が楽になります。
このように、この蝶番は、いざ地震が発生した場合には素晴らしい効果を発揮します。
しかし、見た目、普通の蝶番と何ら変わりがありません。「普段は何もしていないよう
に見えて、実は密かに万一の場合に備えている」、私たちも常にこのような心構えでい
たいものです。

（維新国際特許事務所）
〒 753‑0077 山 口 市 熊 野 町 1‑10 NPY ﾋ ﾞ ﾙ ８ F
TEL:083‑901‑2233 FAX:083‑901‑2266
（お知らせ）９月３日よりＮＰＹビルの１階（旧レストランペイザン跡）へ
引越致します。場所以外の変更はございません。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

