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「増加した」の回答が前回調査の35.0%から21.2％に
減り、「減少した」の回答は28.0%から37.3%に増えた。
その結果、ＤＩはプラス7.0からマイナス16.1に悪化。全
12業種のうち増加が減少より多かったのは「輸送」「プ
ラスチック」「繊維」「サービス業」で、「サービス業」
は50%が増加と答えた。減少が多かったのは「鉄鋼・非
鉄」「金属」「機械」「電機」「ゴム」「その他」「卸売・小売業」。
その中でも「機械」は49%、卸売・小売業は46%が減少
と回答した。

売 上 額 DI 悪化でマイナスに

「増加する」の回答が前回調査の19.9%から15.8%に
減り、「減少する」の回答も30.5%から28.1%に減った。
最多の回答は「横ばい」で56.1%を占める。ＤＩはマイナ
ス10.6からマイナス12.3に下がる。業種別で増加が減少
を上回ったのが「電機」「繊維」「ソフトウェア」「サー
ビス業」だが、最も高い割合の「電機」でも29%にとど
まる。一方で減少が増加より多かったのは「鉄鋼・非鉄」
「金属」「機械」「輸送」「ゴム」「卸売・小売業」で、「ゴム」
は50％を占めた。

売上額の見通し
（３カ月位先） 半数以上が「横ばい」

減少横ばい増加

「好転」と答える企業が前回の12.6%から8.1%に減り、「悪
化」が17.1%から23.8%に増えた。その結果、ＤＩは悪化し、前
回のマイナス4.5からマイナス15.7に落ち込む。最多は「不
変」の67.3%。業種別で好転が悪化より多かったのは「プラス
チック」のみ。悪化の方が多かったのが「鉄鋼・非鉄」「金属」
「機械」「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「その他」「サービス業」
だった。その中でも「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「サービス業」
は好転が0%と厳しい。

採 算 状 況

資 金 繰 り

DI 落ち込む

「不変」と答えた企業が最多の状況は変わらず今回58.6%。
「上昇」としたのが前回の16.9%から12.2%に減る。一方で
「下降」が23.7%から28.3%に増えた。DIはマイナス6.8からマ
イナス16.1と大幅に落ち込んだ。業種別では、上昇が下降より
多かったのが「プラスチック」のみ。下降の方が多かったのが
「鉄鋼・非鉄」「金属」「機械」「電機」「輸送」「ゴム」で、「鉄鋼・
非鉄」32%、「機械」39%、「電機」33%が下降と答えた。

操  業  度
（ソフトウェア、卸売・小売業、サービス業は除く） DI 大幅に下がる

悪化不変好転 下降 未回答不変上昇未回答未回答

未回答 未回答

減少横ばい増加 未回答

「横ばい」と答える企業が8割を超える状況が続き、
87.3％を占めた。業種別の「鉄鋼・非鉄」「ゴム」「繊維」
では100%が「横ばい」だった。「上昇」との回答は前回
の3.7%から2.3%に減り、「下降」が9.8%から10.0%に
増えている。ＤＩはマイナス6.1からマイナス7.7に下がっ
た。業種別で上昇が下降を上回ったのは「ソフトウェア」
と「卸売・小売業」だったが、両項目とも上昇は9%に
とどまった。下降が上昇より多かったのは「金属」「機械」
「電機」「輸送」「その他」「サービス業」。

「横ばい」約 9割

「不変」と回答する企業が最多の状況が続き今回も約
８割。「好転」と答えた企業は前回の6.9%から5.0%に減
る。一方で「悪化」回答が11.8%から16.5%に増えた。
よってDIは前回のマイナス4.9からマイナス11.5に落ち
込む。業種別で好転が悪化より多かったのが「鉄鋼・非
鉄」と「プラスチック」のみ。悪化の方が多かったのが「金
属」「機械」「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「その他」「卸売・
小売業」「サービス業」。「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「そ
の他」「サービス業」は「好転」が 0%だった。

販売価格
（受注単価） DI マイナス幅拡大

下降横ばい上昇 悪化不変好転

4.4% 90.8% 8.7% 81.4%
9.1%

13.1% 73.0% 13.5% 26.7% 59.7%
12.2%

70.9% 20.9% 18.3% 59.0% 21.4%

12.6% 69.5% 17.1%

0.4%

0.8% 16.9% 58.5% 23.7% 0.9%

1.3%
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6.9% 80.5%
11.8%

6.6% 81.0%

0.8%

3.7% 86.1% 0.4%

5.0% 78.1% 16.5% 0.4%

0.8%

調査全項目でDI がマイナス
調査概要
調査対象：県内中小企業 300社
調査時点：令和元年７月集計
調査方法：アンケート調査方式（回収率 87％） 

概況
売上額DIが前回調査（平成31年4月）のプラス7.0から大幅に落ち込み、マイ
ナス16.1となった。そのほか、売上額の見通し、販売価格、資金繰り、採算状
況、操業度の各ＤＩとも下がり、マイナスが続く。現状、見通しともに厳しい見方
が広がる。
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20.6% 60.0% 19.4%

※DIは増加した企業の割合から減少した企業の割合を引いたもの。

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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「増加した」の回答が前回調査の35.0%から21.2％に
減り、「減少した」の回答は28.0%から37.3%に増えた。
その結果、ＤＩはプラス7.0からマイナス16.1に悪化。全
12業種のうち増加が減少より多かったのは「輸送」「プ
ラスチック」「繊維」「サービス業」で、「サービス業」
は50%が増加と答えた。減少が多かったのは「鉄鋼・非
鉄」「金属」「機械」「電機」「ゴム」「その他」「卸売・小売業」。
その中でも「機械」は49%、卸売・小売業は46%が減少
と回答した。

売 上 額 DI 悪化でマイナスに

「増加する」の回答が前回調査の19.9%から15.8%に
減り、「減少する」の回答も30.5%から28.1%に減った。
最多の回答は「横ばい」で56.1%を占める。ＤＩはマイナ
ス10.6からマイナス12.3に下がる。業種別で増加が減少
を上回ったのが「電機」「繊維」「ソフトウェア」「サー
ビス業」だが、最も高い割合の「電機」でも29%にとど
まる。一方で減少が増加より多かったのは「鉄鋼・非鉄」
「金属」「機械」「輸送」「ゴム」「卸売・小売業」で、「ゴム」
は50％を占めた。

売上額の見通し
（３カ月位先） 半数以上が「横ばい」

減少横ばい増加

「好転」と答える企業が前回の12.6%から8.1%に減り、「悪
化」が17.1%から23.8%に増えた。その結果、ＤＩは悪化し、前
回のマイナス4.5からマイナス15.7に落ち込む。最多は「不
変」の67.3%。業種別で好転が悪化より多かったのは「プラス
チック」のみ。悪化の方が多かったのが「鉄鋼・非鉄」「金属」
「機械」「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「その他」「サービス業」
だった。その中でも「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「サービス業」
は好転が0%と厳しい。

採 算 状 況

資 金 繰 り

DI 落ち込む

「不変」と答えた企業が最多の状況は変わらず今回58.6%。
「上昇」としたのが前回の16.9%から12.2%に減る。一方で
「下降」が23.7%から28.3%に増えた。DIはマイナス6.8からマ
イナス16.1と大幅に落ち込んだ。業種別では、上昇が下降より
多かったのが「プラスチック」のみ。下降の方が多かったのが
「鉄鋼・非鉄」「金属」「機械」「電機」「輸送」「ゴム」で、「鉄鋼・
非鉄」32%、「機械」39%、「電機」33%が下降と答えた。

操  業  度
（ソフトウェア、卸売・小売業、サービス業は除く） DI 大幅に下がる

悪化不変好転 下降 未回答不変上昇未回答未回答

未回答 未回答

減少横ばい増加 未回答

「横ばい」と答える企業が8割を超える状況が続き、
87.3％を占めた。業種別の「鉄鋼・非鉄」「ゴム」「繊維」
では100%が「横ばい」だった。「上昇」との回答は前回
の3.7%から2.3%に減り、「下降」が9.8%から10.0%に
増えている。ＤＩはマイナス6.1からマイナス7.7に下がっ
た。業種別で上昇が下降を上回ったのは「ソフトウェア」
と「卸売・小売業」だったが、両項目とも上昇は9%に
とどまった。下降が上昇より多かったのは「金属」「機械」
「電機」「輸送」「その他」「サービス業」。

「横ばい」約 9割

「不変」と回答する企業が最多の状況が続き今回も約
８割。「好転」と答えた企業は前回の6.9%から5.0%に減
る。一方で「悪化」回答が11.8%から16.5%に増えた。
よってDIは前回のマイナス4.9からマイナス11.5に落ち
込む。業種別で好転が悪化より多かったのが「鉄鋼・非
鉄」と「プラスチック」のみ。悪化の方が多かったのが「金
属」「機械」「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「その他」「卸売・
小売業」「サービス業」。「電機」「輸送」「ゴム」「繊維」「そ
の他」「サービス業」は「好転」が 0%だった。

販売価格
（受注単価） DI マイナス幅拡大

下降横ばい上昇 悪化不変好転

4.4% 90.8% 8.7% 81.4%
9.1%

13.1% 73.0% 13.5% 26.7% 59.7%
12.2%

70.9% 20.9% 18.3% 59.0% 21.4%

12.6% 69.5% 17.1%

0.4%

0.8% 16.9% 58.5% 23.7% 0.9%

1.3%
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調査全項目でDI がマイナス
調査概要
調査対象：県内中小企業 300社
調査時点：令和元年７月集計
調査方法：アンケート調査方式（回収率 87％） 

概況
売上額DIが前回調査（平成31年4月）のプラス7.0から大幅に落ち込み、マイ
ナス16.1となった。そのほか、売上額の見通し、販売価格、資金繰り、採算状
況、操業度の各ＤＩとも下がり、マイナスが続く。現状、見通しともに厳しい見方
が広がる。
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※DIは増加した企業の割合から減少した企業の割合を引いたもの。
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時間をかけてキメ細かい小麦粉に
　農業地帯の一角に構
える田中製粉の加工場
には趣のある製粉機がズ
ラリと並んでいます。中
には昭和20年代に製造
されたものもあり、丁寧
なメンテナンスを繰り返
して現役で活躍していま
す。
　製粉の品質を保つた
めには温度や湿度の微
妙な変化の見極めが欠

かせません。機械の熱によって風味が変化しないように
ゆっくりと回し、さらに石臼を使って挽くことでキメ細かく
仕上がっていきます。

味わいや風味で食品を引き立てる
　手間をかけて出来上がる小麦粉は、しっとりとした味わ
いが特色の一つ。
福岡県産の素材に
こだわり、地元の
製菓業者などに幅
広く納めていま
す。100年以上取
引を続ける業者も

あり、地域の菓子作りの文化を目に見えない形で支えて
います。
　創業以来、薄力粉の製粉を手がけてきましたが、近年
は強力粉も製造するようになりました。モチモチとした食
感でパンや麺の魅力を引き立ててくれます。

ネット販売で福岡産小麦の広がりへ
　製法と素材へのこだわりは口コミで評判が広がり、家
庭向けにも展開することになりました。本社のある亀甲（か
めのこう）にちなんだ「かめ印の小麦粉」は、（公財）福
岡県中小企業振興センターの電子商取引（ＥＣ）サイト「よ
かもん市場」にも出品しています。
　インターネット販売を始めたことで田中社長は「商品を
知ってもらうきっかけになっている」と実感しています。
一般消費者とのつながりだけでなく、テスト注文を経て業
務用として取引先が広がったケースも出てきました。地道
な歩みを続け、福岡県産小麦の魅力を後世に伝えていき
ます。

Hello,Company!

No.17

No.17

　地元産の小麦にこだわることは、地域の農業振興にもつながると思っています。原材料を通じて
地域の菓子作りの文化を守っていくことで、農家の方々にとってもやりがいにつながるのではないで
しょうか。せっかくの良い小麦をどのようにしたら広められるかと考えたときに、商談会や展示会な
どの出展で認知度を高めることも大切です。そのためには自ら動いて九州一円や東京、大阪などに
も徐々に広げていきたいと考えています。

D A T A 企 業 概 要 経 営 者 の 声M E S S A G E

田中製粉有限会社

　福岡県は北海道に次ぐ小麦の一大生産地。夏が近づく頃に
は黄金色に実った姿が筑後平野を覆います。田中製粉は江戸
時代中期から続く製粉業者。地元産小麦と昔ながらの製法に
こだわった小麦粉を作り出しています。キメ細かなしっとりと
した薄力粉は、九州地方で親しまれる菓子「黒棒」をはじめ、
地域の菓子文化を支えてきました。2018年に８代目に就い
た田中 宏輔社長は「品質を守ることが生命線」と語り、次代
を見据えながら刻々と変わる気候や素材と向き合い続けてい
ます。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

昔ながらの製法と
豊かな自然が織りなす、
こだわりの小麦粉

長年使い込んだ製粉機でこだわりの小麦粉を作り出す

04 Business Support Fukuoka  2019.9  　05

上質な製粉に欠かせない石臼

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
E - m a i l
U R L
従業員数
事業内容

田中製粉有限会社
田中　宏輔
八女市亀甲４０５の１
０９４３-２２-４３１４
０９４３-２２-４３１７
ｉｎｆｏ＠ｔａｎａｋａｍｉｌｌ．ｃｏｍ
ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｔａｎａｋａｍｉｌｌ．ｃｏｍ/
４人
小麦の製粉 田中 宏輔　社長

ひ

キメ細かく製粉された小麦粉 一般消費者向けの「かめ印の小麦粉」

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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高い専門性が問われる通訳の役割
　海外に赴いた際、
多くの人にとって言
葉の壁が立ちはだか
ります。相手の言葉
や思いを理解するに
は通訳の存在が重要
な役割として欠かせ
ません。
　「通訳や翻訳といっ

ても専門分野が分かれているんです」と語る藤岡社長。
学術分野を専門とする人がいれば、政治に精通した人も
いるなど得意分野は異なります。高い専門知識が問われ
る通訳業で、藤岡社長は環境や法律、行政、自動車と
いった分野に強みを持っています。

長年のフリーランス活動を活かして設立
　台湾生まれの藤岡
社長は商社やシステ
ム会社での勤務を経
て、フリーランスとし
て活動を始めました。
北九州市や山口県下
関市など自治体関連
の案件で実績を重
ね、司法通訳として

も数多くの事例に関わってきました。
　その後、翻訳の専門性を高めるためフリーランスの活
動から一度離れ、自動車メーカーで車両生産プログラム
の統括業務に約５年間携わりました。2017年に通訳の
活動を再開し、19年２月に企業向けサービスを展開する
クリキンディの設立に至っています。

リスク対策を意識したサポートの展開
　中小企業による中国や台湾などでのビジネス展開のポ
イントとして藤岡社長は事前準備の重要性を挙げます。
現地の法制度や市場ニーズの調査にはじまり、交渉相手
と交わす契約書の作成などまで、多くの準備を専門家の
知見を活かしてサポートしています。
　現在、（公財）
福岡県中小企業
振興センターの
インキュベート
室を拠点に活動
しています。入
居は福岡県よろ
ず支援拠点での
相談がきっかけ
でした。クライアントに対しては「リスクへの対策をしっ
かりすることが重要」と考えています。長年の専門知識
をフルに活かし、クライアントと二人三脚で歩んでいきま
す。

Hello,Company!

No.18

No.18

　通訳がクライアントに対して期待されるのは直訳でそのまま伝えるのではなく、異なる文化を理解
しながら伝える専門性だと考えています。交渉の際には機転を利かせることも問われます。そのため
にも前もってクライアントが何を得たいのかを考えながら信頼関係を築き、互いが納得することも必
要です。同じ目的の達成に向けて自分の考えをしっかり持って進んでいくことをこれからも大切にし
ていきます。

D A T A 企 業 概 要 経 営 者 の 声M E S S A G E

株式会社クリキンディ

　クリキンディは中国語の翻訳・通訳サービスをはじめ、中
国や台湾での事業展開における市場調査や企業マッチングな
どを手がけています。海外ビジネスのノウハウや情報が乏しい
中小企業にとって、現地の法規制や商習慣を自力で理解する
のは難しいもの。藤岡 トシ子社長は長年の経験を活かし、行
政との交渉もできるワンストップサービスが強みです。社名は
南米の物語に出てくるハチドリにちなんでいます。くちばし
いっぱいに水を含んで火事を止めようと飛び回るハチドリのよ
うに使命感を持って国境を越える架け橋として果敢に動いて
います。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

台湾に技術展開を図るための市場調査業務の様子

06 Business Support Fukuoka  2019.9  　07

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
E - m a i l
事業内容

株式会社クリキンディ
藤岡　トシ子
福岡市博多区吉塚本町９の１５ 福岡県中小企業振興センタービル５１０号室
０９０-７５４２-５９４０
ｋｕｒｉｋｉｎｄｉ２０１９＠ｊｃｏｍ．ｚａｑ．ｎｅ．ｊｐ
中国語翻訳通訳サービス、市場ニーズ・法制度調査

藤岡 トシ子　社長

海外ビジネスを
ワンストップでサポート

専門性を活かして活動してきた藤岡社長

長年の経験を生かして政府関連の案件にも
携わる（水俣公害に関する台湾政府の依頼
事業）

設立に合わせて入居した（公財）福岡県中小企業
振興センターのインキュベート室

〈お問い合わせ〉　総務課　TEL：092-622-6230
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2019年７月８日（月）～８月19日（月）の日程で、（公財）福岡県中小企業振興センター・慶尚北道・韓国産業団地
公団の業務協約に基づく【海外高度人材インターンシップ事業】を実施致しました。
「日本企業への就職を目指す慶尚北道（韓国）の学生18名が、外国人採用を検討中の福岡県内企業を実際に体験
する」というもので、弊社（株）ジェイ・ケイ・コネクトは本事業において、韓国産業団地公団からの依頼により、
学生達の教育・管理、及び受入企業様からの「外国人採用に関する相談窓口」としての業務を担いました。

本事業の日程は全６週間で、弊社による【座学研修】３週間（７月８日～７月19日、８月12日～８月16日）と、【日
本企業体験】３週間（７月22日～８月９日）で構成されております。

海外高度人材インターンシップ事業報告 座学では「日本の企業文化やマナー」、「コミュニケーション能力の向上」をはじめ、企業側に立って考えるという
観点から「企業に貢献する事の大切さ」「給料はどうやって払われる？」という議論も行いました。後のアンケート
の調査結果では、ほぼ全員の学生が「これまでは考えもしなかった、【企業が人を採用する意味】について深く考え
るようになった」というような感想を述べておりました。

企業体験では、受入企業の社員の方が担当者となり、
会社の活動や具体的な業務内容について説明及び教育を
して頂きました。とある製造業企業では、「自分でデザイン
して作った成果物をお土産として持ち帰る」などの体験も
できたそうです。
（※本事業ではビザの関係上「労働」は認められておらず、
企業には業務の紹介と教育をお願いしております）

「色々な業務がある事を知った」「それまで知らなかった
業務を知る事ができた」「実際に自分のレベルがどれぐら
いなのかを知る事ができた」「自分の課題が明確になった」

という反応を見せた学生が多く、学生達の日本語力（JLPT N1レベル）・積極的な姿勢は企業側からも高く評価され
たようでした。
今回の受入れを機に、５社の企業様より採用の意向を頂きました。また、今回採用まではいかないまでも、今後

本格的に外国人採用に向けた検討をするにあたり、ビザや採用可能職種についてのご相談が弊社に多く寄せられて
おります。

韓国では海外での就職を目指す学生が年々増加して
おり、日本への就職支援を積極的に取り組む大学や組
織も多く見受けられます。
逆に、日本では人口減少による人手不足が深刻化す

る中で、外国人財の活用を検討せざるを得ない状況が
続いております。しかしながら、外国人の日本企業での
平均勤続年数は「２年」と定着率は低く（「日本国際化
推進協会」調べ）、これを解決するためには、求職者
と受入企業の双方がその原因について理解をしておく
必要があります。そういった意味でも、本事業は、求
職者と日本企業双方にとって非常に意味のある事業だ
と感じています。

昨年は本事業参加者20名のうち、最終的に14名が日本の企業に就職しました。
今年も一人でも多くの学生が希望の企業に就職し、末永く日本で活躍してくれることを切に願っております。

入国時

受入企業との顔合わせ

交流会

令和元年度　海外高度人材インターンシップ
教育・就職支援担当
（株）ジェイ・ケイ・コネクト　　取締役　金 祟寛（キム・スンガン）

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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知的財産支援センター 知的財産支援センター

　知的財産支援センターでは、知的財産に関する相談を受け付ける知財総合支援窓口を設置していま
す。中小企業の皆様や創業を計画している皆様から特許や商標などの知的財産に関するいろいろなご相
談・質問をいただきます。そこでここでは「いまさら聞けない知的財産 基本のキホン」として、特許・
実用新案・意匠・商標など知的財産権の基礎的知識について紹介します。
　そして華々しい成功の事例ではなく、深い教訓が含まれた失敗の事例も紹介します。
第４回目は「商標権の制度　その３」です。

新しいタイプの商標
　商標は需要者（お客様）が他の商品やサービスと区別ができる（識別性がある）ものが登録できます。
　従来は文字や図形、記号等またはそれらが結合されたもの、さらには立体商標などがありました。 そして平成27
年４月からは、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」といった新しい
タイプの商標も登録可能になりました。

新しいタイプの商標を見るには、
J-PlatPatの商標検索で、検索オプショ
ンを利用すると簡単に探すことができま
す。立体、音、動き、位置、ホログラ
ム、色彩のみからなる商標などを検索
できます。右の図は、音の商標を検索
するところです。音の商標では音を再生
することもできます。

いまさら聞けない知的財産 基本のキホン（No.4）

Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

地域団体商標
地域の名称と商品または役務の名称を普通に表示される文字で構成された商標等で、一定の範囲で周知となった

商標を事業協同組合や農協、漁協などが取得する商標のことを「地域団体商標」と言います。福岡県内では博多人
形商工業協同組合の「博多人形」をはじめ、20件近い地域団体商標が登録されています。
地域団体商標を取得するには、“一定の範囲で周知となったこと” を証明する必要があります。そのため商標登録

出願の際に、下記のような資料を準備することをお勧めします。
（１）出願商標を使って販売している様子がわかる写真、チラシ、広告など
（２）いつ頃から、どの程度の量を販売しているかを示す資料。（チラシ、発注量、納品伝票など）
（３）どの地域まで知られているかを示す資料（例えば品名と発送先の県名がわかる伝票など）

失敗の事例　『 新品種の名前（商標法と種苗法） 』
品種登録をした品種の名称は、商標登録をすることができないことをご存知でしょうか？
商標法第四条には次に掲げるものは商標登録を受けることができない、としています。そしてその第十四号

には、「種苗法第十八条第一項の規程による品種登録を受けた品種の名称と同一または類似の商標であって、
その品種の種苗またはこれに類似する商品若しくは役務について使用するもの」と記載されています。

この事例として福岡県の特産「あまおう」と栃木県の特産「とちおとめ」の話が有名です。
栃木県では、開発したイチゴの新品種の種苗名を「とちおとめ」とし、独占権が認められている育成者権を

得ました。これは生産者に新品種を広く伝えるための方法だったそうです。
一方、福岡県では新品種の名前を「福岡S６号」として登録しました。そしてその品種は、「あかい、まるい、

おおきい、うまい」の頭文字から「あまおう」という商品名で商標登録をしました。イチゴの品種改良はその
後も継続され、「福岡S６号」に続く新品種も、同じコンセプトであることから商品名は「あまおう」で継続的
に販売されています。そしていまや日本国内にとどまらず、アジア各国でも高い人気を得ています。
種苗の拡販を考えるならば、種苗法での品種登録が有効かもしれません。一方将来も続く品種改良を意識

すれば、同じ商品名で継続的に販売し、消費者に覚えてもらうことが有効と考えられます。品種登録した名称
は、商標登録ができないことに留意してください。
なお栃木県はその後開発した新品種には、「スカイベリー」という商標登録をしています。
（商標登録第5519463号、商標登録第5519465号）

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

（出典：平成27年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト）

「音商標」の例： 久光製薬
（商標登録第 5804299 号）

「色彩のみからなる商標」の例：セブン-イレブン・ジャパン
（商標登録第 5933289 号）

動き商標

文字や図形等が時間の経過に
伴って変化する商標
（例えば、テレビやコンピュー
ター画面等に映し出される変化
する文字や図形など)

ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーそ
の他の方法により変化する商標
（見る角度によって変化して見え
る文字や図形など）

色彩のみからなる商標

単色又は複数の色彩の組合せか
らなる商標（これまでの図形等と
色彩が結合したものではない商
標）
（例えば、商品の包装紙や広告
用の看板に使用される色彩など）

音商標

音楽、音声、自然音等からなる
商標であり、聴覚で認識される
商標
（例えば、CMなどに使われるサ
ウンドロゴやパソコンの起動音な
ど）

位置商標

図形等の商標であって、商品等
に付す位置が特定される商標

＊構成中の文字は、
変化の順番を表し
ます。

＊上記構成中の数字は、見る角度により表示
される内容を説明するためのものであり、
例えば、左側から見た場合には1、正面から
見た場合には2、右側から見た場合には3の
ように見えることを表します。
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

海外進出の経緯
　2017年の秋、ROW DTLAから出店の誘い
があったのをきっかけに、アメリカ市場で、今ま
で日本で自分たちが携わってきた日本の繊細で
機能的な文房具を展開しながら、手書きやアナ
ログツールの良さを伝えていきたいと思って進
出を決めたそうだ。
現在は、直営店舗「HIGHTIDE STORE 
DTLA」とオンラインショップを運営。オリジナ
ルアイテムの北米卸売は、2019年2月のNY 
NOW（アメリカ最大規模の卸売見本市）出展を
機に本格的にスタートしている。
現在店舗でオススメしているのは、欧米の古

い映画で登場人物が使っている文房具などか
ら影響を受けた「Penco（ペンコ）」というノス
タルジックながらも機能的なステーショナリー
ラインだそうだ。

今後の展望
今後の展望について同社の棟廣代表に尋ね

たところ、「今のところ、まだまだ小売も卸も規模
が小さいので、もっと太くしていく必要がある。
また、ゆくゆくは日本の商品をアメリカの市場で
売るだけでなく、アメリカでのものづくりや、ブラ
ンド、企業とのコラボレーションにも力を入れて
いきたいと考えています。」と語っていただいた。

H I G H T I D E  U S A  I N C .
　同社は、1994年創業の福岡を拠点とするステーショナリー・雑貨メーカー「ハイタイド」
のアメリカ現地法人。2018年7月にロサンゼルスダウンタウンにある商業施設ROW 
DTLA内に直営店HIGHTIDE STORE DTLAをオープンした。

店舗名：HIGHTIDE USA INC.
責任者：棟廣　祐一
店舗所在地：787 S. Alameda St., #140, Los Angeles, CA 90021
TEL：+1-213-935-8135
Email：info@hight idestoredt la .com
URL：http://www.hightidestoredtla.com
従業員数：６名（2019年7月現在）

外観 内観

Penco（ペンコ）
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展示商品大募集! !展示商品大募集! !展示商品大募集! !
（公財）福岡県中小企業振興センターでは、当センターが支援する中小企業者の皆様の商
品をＰＲするために、センタービル 1階売店内に展示スペースを設けております。
多くの皆様からの応募をお待ちしております。

お申込み・お問合せ
　（公財）福岡県中小企業振興センター　総務管理部　総務課
　TEL：092ー 622ー 6230　　FAX：092ー 624ー 3300

♦ 展 示 期 間　展示日より３か月以内
♦ 展 示 場 所　中小企業振興センタービル
 １階売店内　展示スペース
♦ 展示対象物 ・幅 30㎝　奥行 30㎝　高さ45㎝以内、重さ10㎏以内
 ・常温保存可能、消費期限３か月（展示期間）以上

展示無料

サンフランシスコ事務
所

所長

徳永 博昭

※お詫びと訂正：前号（2019.8 vol.208）記載の「香港での事業展開と今後の展望」は正しくは「台湾での事業展開と今後の展望」です。

以下のいずれにも該当する受入情報が
対象です

60歳から65歳の誕生日までの方で
・在職者または離職者（※）で
再就職を希望する
・66歳以降も働くことを希望する・66歳以降も働くことを希望する
※本事業の離職者とは離職後1年以内の方を
いいます

個人登録の場合事業主登録の場合

キャリア人材バンク登録情報

　公益財団法人産業雇用安定センターは、高齢社会が急速に進展する中、生涯現役社会の実現に向けて、無料で高
年齢退職予定者等のキャリア等を登録し、その能力の活用を希望する事業者に紹介することにより、高齢者の就業を
支援します。

キャリア人材バンク求人情報

60歳以上の在職者の方で66歳以降も働き続けることが可能
なもの

採用者の能力・経験が活かせるもの

採用後の雇用期間が1年以上見込
まれるもの ※定年、継続雇用終了、有期雇用契約期間満了

により離職する場合をいいます

・雇用契約期間の満了（※）後
に再就職を希望する

対象者対象者

高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業

キャリア人材バンクの求人情報と登録者

【登録・問合せ先】

広　告
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「福岡よかとこビジネスプランコンテスト2019」
ビジネスプランの募集を受け付けています！

福岡県では、地域の魅力や強みを活かし、地域課題を解決するビジネスプランを募集する「福岡よかとこビ
ジネスプランコンテスト」を開催します。
地域資源・地域課題とビジネスアイデアを掛け合わせ、福岡を一緒に元気にしてくれる多くの方の募集をお

待ちしております！

受賞者へは賞金が付与されます！ ぜひお申込みください！
 ・大　賞 50万円（1件）
 ・部門賞 10万円（3件）
１　募集内容
　　福岡県内で創業を希望する方
　　　※詳細は以下のホームページにてご確認ください。
２　応募期間
　　８月１日(木) ～ 10月16日(水)
３　申込み
　　詳しい募集要項、応募用紙、事業計画書様式は以下のホームページをご覧ください。
　　⇒ https ://fukuoka-yokatoko.b iz

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

新たな取り組みにチャレンジする中小企業の皆様へ！

＜経営革新計画＞をご存知ですか？

経営革新計画について
経営革新とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、経営目標を設定し、その「経営の相当程度の向上」
を図ることをいいます。「新事業活動」について計画を作成することにより、取り組み目標や重点課題な
どを明らかにし、進捗状況を確認することで、機能的に事業を行うことが可能になります。

経営革新計画における「新事業活動」とは・・・・
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動の４つを指します。

＊個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象

経営革新計画についてより詳しく知りたい方は福岡県ホームページへ！
http ://www.pref . fukuoka . lg . jp/contents/ke ie i -kakush in .html 
または、お近くの商工会、商工会議所、（公財）福岡県中小企業振興センター、県内中小企業振興事務所までご相談ください。

計画を作成し福岡県の承認を受けると、その計画実行の支援策として、信用保証、融資、その他福岡県
が実施する様々な支援施策を利用することができます！（各支援実施機関の審査は別途必要）

税理士法人さくら優和パートナーズ
税理士

藤田 ひろみ

私たちの生活の中でコンビニやユニクロなど
でもセルフレジが加速する中、国税においても
平成29年より現在のIT化の流れを汲み、「ス
マート税務行政」なるものが開始しております。
令和元年から3年にかけて様々な税務行政が変
わると思いますので、その主なところを紹介いた
します。
1．納税者の利便性の向上にむけて
・スマホやタブレットからの個人の確定申告が
加速します。令和元年分の申告からは給与、年
金、雑所得、一時所得の申告はほぼ完結します。
・令和２年から、生保会社とのタイアップにより
保険料控除申告書などが自動で作成できるな
ど年末調整業務が簡便化します。

・確定申告においてマイポータルを活用し、年金
の源泉徴収票、年金の支払額、医療費情報、住
宅ローン情報などが一括入手できます。
2．法人向け対応
・令和元年～２年にむけ、法人設立が定款、登
記も含めオンライン・ワンストップ化
・令和２年～従業員の社会保険等の採用、退職
手続きがオンライン・ワンストップ化
・チャットボット（AIが回答）の導入により税務相
談が土日夜間対応可能に（令和元年～２年）
・地方税を含めた納税のキャッシュレス化を促
進（令和元年10月～）
3．情報収集の拡大
データ活用による事務の効率化、海外を含めた
情報収集の拡大が図られ、今後の税務調査の
手法が変わると思われます。
・・・
「変わる」というのは誰にとってもエネルギー
がいることですが、面倒くさいと思わずについて
いってくださいね。

スマート税務行政 加速！

株式会社ヒロインコンサルティング
代表取締役／中小企業診断士
吉武 知美

福岡県では働き方改革に関連する様々な取
り組みを行っています。我々、中小企業診断士も
研修やアドバイザー派遣など働き方改革を推
進する企業を手助けする行政の幅広い支援を
お手伝いさせていただいているところです。お隣
の熊本県でも、働き方改革法案に沿った一定の
取り組みを行った企業を認定する事業が行わ
れており、認定された企業は「ブライト企業」と
呼ばれるそうです。ブラック企業と対極の企業
をイメージした熊本県の造語だとのことです
が、素敵なネーミングですよね。
今や中小企業は、働く人がいきいきと輝き、安

心して働き続けられる「ブライト企業」でなけれ

ば生き残っていけない時代になったと言っても
過言ではないように思います。慢性的な人材不
足、若者の離職率の高さが企業継続の大きな
課題として立ちはだかる現代において、労働環
境や処遇の向上はもはや企業価値を形成する
立派なファクターであり、業務効率・生産性とと
もにそれらを向上させることは重要な『企業戦
略』のひとつとなっています。
働き方改革を社内で推進するにあたり、現状

の課題として浮かび上がってくることが多い項
目として、「時間に対する意識が薄くパフォーマ
ンスの低下や残業の常態化を生じさせている」、
「無駄な業務が多く生産性を低下させている」
といったものがあります。次回からは、ＩＴシステ
ムの導入といった大きな改革ではなく、比較的
コストをかけず且つ取り組みやすい働き方改革
に関連する業務効率化の具体的な取り組みに
ついてお話しします。

働き方改革でつくる
新時代の企業価値 ①

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-668014 Business Support Fukuoka  2019.9  　15
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1．納税者の利便性の向上にむけて
・スマホやタブレットからの個人の確定申告が
加速します。令和元年分の申告からは給与、年
金、雑所得、一時所得の申告はほぼ完結します。
・令和２年から、生保会社とのタイアップにより
保険料控除申告書などが自動で作成できるな
ど年末調整業務が簡便化します。

・確定申告においてマイポータルを活用し、年金
の源泉徴収票、年金の支払額、医療費情報、住
宅ローン情報などが一括入手できます。
2．法人向け対応
・令和元年～２年にむけ、法人設立が定款、登
記も含めオンライン・ワンストップ化
・令和２年～従業員の社会保険等の採用、退職
手続きがオンライン・ワンストップ化
・チャットボット（AIが回答）の導入により税務相
談が土日夜間対応可能に（令和元年～２年）
・地方税を含めた納税のキャッシュレス化を促
進（令和元年10月～）
3．情報収集の拡大
データ活用による事務の効率化、海外を含めた
情報収集の拡大が図られ、今後の税務調査の
手法が変わると思われます。
・・・
「変わる」というのは誰にとってもエネルギー
がいることですが、面倒くさいと思わずについて
いってくださいね。

スマート税務行政 加速！

株式会社ヒロインコンサルティング
代表取締役／中小企業診断士
吉武 知美

福岡県では働き方改革に関連する様々な取
り組みを行っています。我々、中小企業診断士も
研修やアドバイザー派遣など働き方改革を推
進する企業を手助けする行政の幅広い支援を
お手伝いさせていただいているところです。お隣
の熊本県でも、働き方改革法案に沿った一定の
取り組みを行った企業を認定する事業が行わ
れており、認定された企業は「ブライト企業」と
呼ばれるそうです。ブラック企業と対極の企業
をイメージした熊本県の造語だとのことです
が、素敵なネーミングですよね。
今や中小企業は、働く人がいきいきと輝き、安
心して働き続けられる「ブライト企業」でなけれ

ば生き残っていけない時代になったと言っても
過言ではないように思います。慢性的な人材不
足、若者の離職率の高さが企業継続の大きな
課題として立ちはだかる現代において、労働環
境や処遇の向上はもはや企業価値を形成する
立派なファクターであり、業務効率・生産性とと
もにそれらを向上させることは重要な『企業戦
略』のひとつとなっています。
働き方改革を社内で推進するにあたり、現状

の課題として浮かび上がってくることが多い項
目として、「時間に対する意識が薄くパフォーマ
ンスの低下や残業の常態化を生じさせている」、
「無駄な業務が多く生産性を低下させている」
といったものがあります。次回からは、ＩＴシステ
ムの導入といった大きな改革ではなく、比較的
コストをかけず且つ取り組みやすい働き方改革
に関連する業務効率化の具体的な取り組みに
ついてお話しします。

働き方改革でつくる
新時代の企業価値 ①

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-668014 Business Support Fukuoka  2019.9  　15
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スクリューシャフト 角型ホッパー 冷却コイル（管径50A）

フィンクーラー ラインミキサー 冷却撹拌パイプ

バスケット 再熱器 真空チャンバー
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