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2018.6.20 宮城県気仙沼地方振興事務所メールマガジン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールマガジンは，企業活動に役立つ情報を広く企業の方々に
お知らせすることを目的として発行している無料マガジンです。
県の各種制度，説明会，イベントなどに関する情報をいち早くお届け
したいと思いますので，ぜひ御覧ください！情報・御意見・御感想も
お待ちしています！

◆◇ 目次 ◇◆

【1】
「みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業」第 2 回募集及び募集説明
会について
【2】
「2019 年新卒学生向け就職情報サイト掲載支援特別パック」について
【3】
「選ばれる商品戦略

感性マーケティング研修」開催について

【4】
「VR 動画等を活用した水産加工品マーケティング講座」募集及び事業
説明会について

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業」第 2 回募集及び募集説明会
について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
（公財）みやぎ産業振興機構では，地域資源等の活用により新商品等の
開発を行う者を支援するため，当該開発に係る事業計画を募集し，優れた
案件と認められる者に対して事業経費の一部を助成します。
なお，事業承継を伴い，開発を行う者は優先して助成します。

■説明会日時及び会場
【仙北地域】
平成 30 年 6 月 18 日（月）午後 1 時 30 分から午後 3 時まで
宮城県登米合同庁舎

2 階 203 会議室

（登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5）

【仙南地域】

平成 30 年 6 月 22 日（金）午後 1 時 30 分から午後 3 時まで
宮城県大河原合同庁舎

4 階 401 会議室

（大河原町字南 129-1）

【仙台地域】
平成 30 年 6 月 25 日（月）午後 1 時 30 分から午後 3 時まで
宮城県仙台合同庁舎

2 階 201･202 会議室

（仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17）

■対象事業
地域資源（農林水産品，歴史，文化，鉱工業品，産地技術，人材等）や優
れたビジネスアイデア等を活用し，新商品や新サービスの開発を行う事業

■募集期間（事業計画の受付）
平成 30 年 6 月 25 日（月）から 7 月 6 日（金）まで

■内容・申込方法等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.joho-miyagi.or.jp/ouen-2

■お問合せ先
公益財団法人みやぎ産業振興機構 産業育成支援部 事業支援課
TEL

022-225-6697

FAX

022-263-6923

E-mail

soudan@joho-miyagi.or.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「2019 年新卒学生向け就職情報サイト掲載支援特別パック」について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，新卒採用にチャレンジされる企業様へ，情報掲載から採用まで
支援する特別パックを御用意しました。通常定価より企業様負担額が抑え
られたものとなっておりますので，ぜひ御活用ください。

■特別パックの内容
①マイナビ 2019 への企業情報の掲載
②ターゲット学生への WebDM の発信

③合同企業説明会へのブース出展

■負担額
275,000 円（税別）
※宮城県で実施する平成 30 年度企業情報発信支援事業により，
定価 205 万円を企業様負担 27.5 万円にて御提供

■対象
以下の要件を満たす企業様が対象です。
(1)宮城県内に本社・本店を構える中小企業等で，ものづくり産業に属する企業
(2)新規学卒者を正社員として雇用する予定があり，宮城県内に就業場所を有する企業
(3)過去に有料の民間就職情報サイトを活用したことがない企業

等

■内容・申込方法の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/kigyoujouhou.html

■申込・お問い合わせ先
株式会社マイナビ宮城支社
平成 30 年度企業情報発信支援事業

運営事務局

TEL 022-213-8011
E-mail job-miyagi@mynavi.jp
※当事業は，宮城県が株式会社マイナビ宮城支社に委託運営し行っている
ものです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「選ばれる商品戦略

感性マーケティング研修」開催について

―――――――――――――――――――――――――――――――――
宮城県産業技術総合センターでは，感性マーケティング「9 イメージ分
類法」を用いた「消費者に選ばれる商品」をつくる手法を基礎から学ぶ研
修を開催します。
簡便・明快な市場分析，商品デザインのチェック方法，強い商品コンセプ
トの組立て方など，感性マーケティングを使った商品開発手法を総合的に
習得します。

■日時

平成 30 年 7 月 26 日(木)，7 月 27 日(金)（2 日間コース）
午前 10 時から午後 5 時まで（各日とも）

■講師
デザインインテグレート代表 宮内 博実氏

■受講料
16,000 円

■定員
10 名

■会場
宮城県産業技術総合センター
（仙台市泉区明通 2-2）

■申込締切日
平成 30 年 6 月 22 日(金)

■内容・申込方法等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.mit.pref.miyagi.jp/kenshu/18/design/kansei.html

◆お問い合わせ・申し込み先
宮城県産業技術総合センター
商品開発支援班（担当：篠塚）
TEL 022-377-8700

FAX 022-377-8712

E-Mail: kensyu@mit.pref.miyagi.jp （研修担当宛）
URL: http://www.mit.pref.miyagi.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「VR 動画等を活用した水産加工品マーケティング講座」募集及び事業
説明会について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
水産加工食品等のブランド化による価値づくりを目標として，セミナー
とワークショップを開催します。

VR 動画等の活用により，商品の魅力を最大限に引き出すコツを学びます。

■説明会日時及び会場
平成 30 年 6 月 28 日（木）
【午前の部】午前 10 時 30 分から正午まで
【午後の部】午後 4 時から午後 5 時 30 分まで
※いずれかをお選びいただけます
楽天株式会社

仙台支社

（仙台市宮城野区名掛丁 205-1

広瀬通 SE ビル 2 階）

■対象
被災 3 県の農水産品・農水産加工品の生産に関わる事業者で，講座（全 6 回）
に全回出席可能であること。

■講座内容（全 6 回）
１

ストーリー（物語）を発掘する

２

ネーミング＆キャッチコピーを決める

３

新しい売り方の作戦を考える

４

商品の魅力を引き出す撮影講座

５

画像・動画のクオリティ UP！編集講座

６

動画×SNS の発信方法

■申込・お問い合わせ先
楽天株式会社

地域活性課（担当：鷲田）

TEL 050-3153-3275
E-mail ec-area-support@mail.rakuten.com
※当事業は，復興庁が楽天株式会社に委託運営し行っているものです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
管内には山から壮大なパノラマが望めるビューポイントが多々あります
が，田束山からの景観は口コミでも別格のようです。しかし，田束山が古
くは多くのお堂や宿坊を抱える修験の山として栄えた霊峰であった事は，
赴任して初めて知りました。

現在は，経塚やお堂跡で当時の山の賑わいを想像することしかできませ
んが，修験道は今でも行者の道遊歩道として道が残され，また石巻から唐
桑まで続く「ふるさと緑の道」のルートの一部として道案内の標識が設置
されているため，ハイキングには絶好のコースとなっています。

かつての宿坊の連なりや山伏の行列を想いながら，初夏の田束山を散策
されてはいかがでしょうか。
（Ｃ．Ｗ）

今号も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回のメルマガは，7 月 4 日（水）に発行の予定です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

～メルマガ宮城・気仙沼～

○上記の情報は全て，配信日現在，当所で把握しているものです。諸事
情により内容が変更・終了しているケースもあり得ますので，必ず詳細
を確認のうえご利用願います。
○内容に関する御意見・御感想があれば，以下のアドレスに送信ください。
また，配信を中止する場合やメールアドレスの変更，新たな申込の場合
も同様に以下のアドレスに送信ください。

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6
TEL 0226-24-2593 FAX 0226-24-8995
E-mail kstssss@pref.miyagi.lg.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/12.html
スタッフブログ「南三陸＆気仙沼を体感！”来て見て浜ライン”
」
URL http://blog.goo.ne.jp/akazara_boy/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

