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たった１人からスタート
前 職で技
術者だった頃
から「いつか
経営者になっ
てみたい」と
描いていた坂
田社長。「精
密部品で九
州全域に事

業を広げたい」と2009年に創業しました。
立ち上げ当初は昼夜を問わず１人で受注に対応し、試
行錯誤を繰り返す日々でした。その後、取引先を増やし
ながら加工領域を広げて今では最新鋭の機器がそろうま
でになりました。

品質管理・保証が生命線
鉄、ステンレスなどの金属から生み出す製品。少数精鋭

ですが20～30代中心のメンバーがそろい、無理のない体
系で24時間稼働できる体制を築いています。マシニングセ
ンターやワイヤ放電加工機などを駆使して高精度の製品
を生み出すのはもちろん、最近ではＣＡＤ／CAM（コン
ピューター利用設計製造）システムと製造ラインの連動に
よる加工プログラムの効率化にも取り組んでいます。
顧客に付加価値の高い製品を送り出す上で坂田社長が
強調するのは「何よりも品質」。画像寸法測定器や３次
元測定機など最新機器を使いつつ、社内で独自基準を設

けています。現場
では従業員が目を
光らせ、管理や保
証をきっちりと手
がけることでさら
なる信頼へつなげ
ています。

九州から全国へ
高い技術力を生かすには新規顧客の開拓も欠かせませ

ん。（公財）福岡県中小企業振興センターとは設立間もな
い頃から関わりがあり、特に商談会の参加を通じて会社
をアピールする機会を得ています。新たなチャンスを広げ
ようと、2019年度はセンター実施の商談会・展示会に
積極的に参加することにより、多くの新規取引先を開拓
することができました。
今後は自分たちの加工技術を日本全国に広げ、より厳

しい基準が求められる医療機器部品の加工にも積極的に
挑戦していきます。

Hello,Company!

No.27

No.27

　最新鋭の５軸制御マシニングセンターをはじめ、各種設備がそろうことで加工領域も広がってき
ました。今では他社には難しい付加価値のある製品を送り出す自信もあります。自社が目立つ必要
はないですが、精密加工の分野で当社が作り出したモノで世の中に貢献したいです。従業員は地元
中心ですが、遠方から通ってくれる人もいます。そんな思いに対し、和を大切にして皆が幸せにな
る姿を生み出したいです。

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

株式会社坂田精密

　坂田精密は精密加工のスペシャリスト集団。半導体製造装
置や建設機械、油圧機器などに使われる部品をマイクロ（100
万分の１）メートル単位の高精度で生み出し、取引先の評判を
高めてきました。製造ラインにはマシニングセンターや放電加
工機など各種工作機械がズラリと並び、20～30代を中心とす
る技術者が３交代24時間体制で対応する事により、高精度な
加工案件でも短納期でお客様へ提供しています。「作り手とし
てのプライドを胸に、縁の下の力持ちであり続ける」をモットー
に、さらなる高みを目指す様子を坂田 竜太社長に聞きました。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

高精度な工作機械を縦横無尽に操る技術者

坂田 竜太　社長

精密加工のプロフェッショナルが
織りなす緻密な技

製造ラインには工作機械がズラリと並ぶ

３次元測定機を使った品質管理

ミクロンレベルの精度で生み出す省力化装置部品

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

株式会社坂田精密
坂田　竜太
福岡県朝倉市中原１７３の５
０９４６－２６－４０１１
０９４６－２６－４０２２
ｓａｋａｔａ-ｏｆｆｉｃｅ＠ｓａｋａｔａ-ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ．ｃｏｍ
ｈｔｔｐｓ：//ｓａｋａｔａ-ｓｅｉｍｉｔｓｕ．ｃｏｍ/
２６人 〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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実り豊かな筑後の食材をふんだんに
瓦づくりや

日本酒の醸造
など、古くか
らの伝統が息
づく久留米市
城島町。かつ
て西鉄大川線
城島駅だった
敷地で、洋菓

子工房ラ・ペは2004年から営業しています。
県内で有数の農業地帯でもある筑後地方。イチジクや

マンゴー、イチゴなど地域で育つ農産物をふんだんに使う
ことにこだわり、店の個性を伸ばしてきました。他にも画
像データを生地の表面に焼き付けたプリントクッキーなど
ハレの日を楽しむ商品も提供し、食を通じた楽しさを届け
ています。

久留米名物に
なるお菓子を
豊かな環境を生か

し、下坂 妙子店長に
は「地域おこしにつな
がる商品を作りたい」
との思いがありまし
た。思いをはせる中で
選んだのが地元で採れ

るハトムギ。どんな形にすれば親しまれる製品になるかと
考えて生み出したのが、ハトムギをポン菓子にした最中で
した。ハート形でキャラメル風味の軽くてサクッとした食
感を売りに、女性をターゲットにしたお土産として売り出
しました。

思わぬアドバイスが次の１歩に
自信を持って送り出した商品ですが、意外な落とし穴
がありました。ハートの形状が欠けやすくなる要因となっ
ていたのです。女性をターゲットにしているため幅広く売
り込む難しさも分かり、想定通りにならない時期がありま
した。
そこで以前

から親交が
あった（公財）
福岡県中小
企業振興セ
ンターの農商
工連携アドバ
イザーに相談
したところ、
形状をシンプ
ルな丸形にすることで、欠けの解消や親しまれる商品にな
るのではとヒントを得ました。
アドバイスを受けて形状を改良し、パッケージは汽車を
あしらった模様に変えました。ご当地ならではの食材をノ
スタルジーを感じさせるイメージに一新し、今では多くの
人々に親しまれています。

Hello,Company!

No.28

No.28

　手づくりにこだわり、地域に眠っている食材を掘り起こして、少しでも多くの人々に楽しんでもら
えたらと感じています。そのためには今まで以上に多様な意見を取り入れていかなければなりませ
ん。家族構成の変化やアレルギー対応など食のトレンドを追う一方で、ぶれない軸をつくることも大
切です。（公財）福岡県中小企業振興センターの農商工連携アドバイザーをはじめ、周囲のサポー
トを得ながらこれからも食を通じて地域の魅力発信につなげていきます。

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

洋菓子工房ラ・ペ

　駅舎をイメージした大きな店構えの洋菓子工房ラ・ペ。店
内にはケーキやシュークリームなどの生菓子のほか、クッ
キーやサブレなど焼き菓子も豊富にそろいます。それらは訪
れる人々を魅了し、子どもからお年寄りまで幅広い世代が集
う、よりどころとしても親しまれてきました。地元の食材を生
かした商品にこだわり、食が豊かな筑後地域の魅力を最大限
に生かそうと発信し続けています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

出来たての菓子を地元の人々に届ける

下坂 妙子　店長

伝統と豊かな自然が息づく街の
お菓子のストーリー

地元の食材をふんだんに使った洋菓子

最中の形状やパッケージをアレンジした「はとむぎ物語」

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

洋菓子工房ラ・ペ
下坂　妙子
福岡県久留米市城島町城島２８の２
０９４２－６２－１３２１
０９４２－６２－１３２１
ｌａｐａｉｘ２-２９＠ｋｕｍｉｎ．ｎｅ．ｊｐ
ｈｔｔｐｓ：//ｌａｐａｉｘ-ｋｕｒｕｍｅ．ｊｉｍｄｏｆｒｅｅ．ｃｏｍ/
４人

ハレの日を彩るプリントクッキー

〈お問い合わせ〉　ふくおか６次産業化・農商工連携サポートセンター　TEL：092-622-7575
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ふくおか の
元気な企業を訪ねて。
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Company!

出来たての菓子を地元の人々に届ける

下坂 妙子　店長

伝統と豊かな自然が息づく街の
お菓子のストーリー

地元の食材をふんだんに使った洋菓子

最中の形状やパッケージをアレンジした「はとむぎ物語」

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

洋菓子工房ラ・ペ
下坂　妙子
福岡県久留米市城島町城島２８の２
０９４２－６２－１３２１
０９４２－６２－１３２１
ｌａｐａｉｘ２-２９＠ｋｕｍｉｎ．ｎｅ．ｊｐ
ｈｔｔｐｓ：//ｌａｐａｉｘ-ｋｕｒｕｍｅ．ｊｉｍｄｏｆｒｅｅ．ｃｏｍ/
４人

ハレの日を彩るプリントクッキー

〈お問い合わせ〉　ふくおか６次産業化・農商工連携サポートセンター　TEL：092-622-7575
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④実体審査
各指定国は、自国の国内法に基づき、保護の効果を認めるか又は拒絶することが可能です。
国際公表の日から６ヶ月（又は、各国の宣言により12ヶ月）以内に指定国から拒絶の通知が送付されなければ、当
該期間経過後、自動的にその指定締約国において意匠権が発生します。

　国際登録の存続期間は、国際登録日から５年です。その後５年ごとの更新が可能です。なお存続期間は国によっ
て異なり、仏、独などは25年、日本、韓国は20年、米国、シンガポールは15年です。

ジュネーブ改正協定による意匠国際出願のメリットとデメリット
ジュネーブ改正協定による出願は、各国ごとの出願が不要で複数の国に一括出願が可能なこと、代理人の選任費
用や翻訳費用の軽減、権利の一元管理などの多数のメリットがあります。またロカルノ分類のクラスが同じであれ
ば、複数の意匠を一出願に含めることができます。しかし一方で下記の点については、十分留意して制度を利用する
ことが必要です。
１．原則国際登録の日から６ヶ月後（国により延長可、日本は最長30ヶ月）に国際意匠公報で公表され、登録の
可否にかかわらず、意匠出願の内容、拒絶理由、拒絶理由の引例も公開されます。
（日本国内では、登録された意匠しか公開されません。また日本には秘密意匠制度もあります。）

２．一度設定した公開延長期間は、短縮することは可能ですが、更に延長することはできません。
３．日本語での出願はできません。英語、フランス語、スペイン語のいずれかの言語で出願します。
４．国内出願のように１年単位での登録料納付はできません。

ジュネーブ改正協定による意匠国際出願料金の計算例
下記の条件を設定して、おおよその費用を試算してみます。
意匠数：５ 指定国：米国（小規模企業減額適用）、韓国、欧州連合、日本
ロカルノ分類：第５類 複製物（図面またはひな型）を記載した書面のページ数：８
意匠の説明：２００単語 願書提出先：日本国特許庁（紙出願のみ）

　現在では、日本の製品が世界の国々に輸出されると共に、世界中からいろいろな品物が日本に輸入されてきます。
そして自社の商品に似た模倣品が販売されることも多発しています。外国でそのような模倣品を取り締まるために
は、それぞれの国で意匠権を取得しているか否かが重要です。
外国で意匠権を取得するには、２つの方法があります。
・１つめは、パリ条約や二国間条約に基づき、希望する各国ごとに出願する方法です。（台湾等）
・２つめは、「ハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に一括して手続を行う方法です。

ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願
現在ハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下「ジュネーブ
改正協定」という）の締約国は2020年１月時点で88ヶ国で
あり、その中から権利を取得したい国を指定（指定国）する
ことにより、指定国への同時出願が可能になります。
ジュネーブ改正協定は、出願から登録、権利の維持管理
までを一貫して国際事務局が行い、実体審査のみを指定国
に委託するようなイメージです。
これにより各国ごとの出願に比べ、簡単な手続でスピー
ディーに世界各国での意匠権の保護を求めることができま
す。また経費の節約や手続の一括化等多くのメリットがあり
ます。

ジュネーブ改正協定による手続の流れ
①出願（WIPOへ直接、又は日本国特許庁へ出願）
・意匠権を取得したい締約国を指定します。
・出願書類は英語、フランス語、スペイン語のいずれかで
記述します。

・国際事務局に手数料を納付します。
・代理人の選任は任意です。
②出願意匠の受理および方式審査
国際事務局では実体面の審査はせずに、方式の審査をし
ます。方式的な不備がなければ国際登録簿に登録されま
す（国際登録）。国際登録されると、各指定国に出願した
のと同様の効果が発生します。
③国際公表
各指定国は、国際公表により、自国を指定した国際登録
の内容を把握します。

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、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を紹介します。

第９回目は「意匠の国際出願制度」です。
　ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用すると、日本国特許庁へ出願す
れば、複数国（締約国）に対して「各国の国内出願」をしたことと同じに扱いになります。

いまさら聞けない知的財産 基本のキホン（No.9）

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

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

日本国特許庁

国際登録出願料

通貨（円）

3,500円 /件 特許印紙を貼付した書面を特許庁に提出

国際事務局手数料

基本手数料

公表手数料

追加手数料

指定手数料

合 計

通貨（スイスフラン）

473

1220

200

454

290

335

3325

6,297 スイスフラン

397（１意匠目）+19ｘ４意匠

17ｘ10（複製物）150ｘ7ページ

２ｘ100単語超の単語数

米国（小規模企業に対する50％減額）

韓国90（３等級の１意匠目）＋50ｘ４

欧州連合 67ｘ５意匠分

日本665ｘ５意匠分

692,670円（１スイスフラン＝110円で計算）

WIPO
国際事務局

Ａ国
特許庁

Ｂ国
特許庁

Ｃ国
特許庁

上記のジュネーブ改正協定による出願料金は、特許庁の手数料と合計して696,170円になります。
このほかに拒絶理由通知がくると現地代理人（指定国の弁理士）費用が必要となります。

①出願人

出願受理

②方式審査

国際登録

③国際公表

④各国の法令にしたがって審査、権利付与

ジュネーブ改正協定に基づく意匠国際出願

指定締約国

日本国特許庁

（
書
面
又
は

　オ
ン
ラ
イ
ン
出
願
）

直
接
出
願

間接出願
（書面出願のみ）

送付
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前号では、超人手不足時代に新人が定着し
ないことのリスクと、早期離職を防ぐための
「フィット感」について述べた。新年度に備え、今
号では令和の新入社員の世代的特徴について
お伝えする。

1990年代後半以降に生まれた世代を「Z世
代」という。日本のZ世代には、以下の３つの特
徴があると分析している。それは、（１）社会貢献
への高い意識を持つこと、（２）デジタルのみの
やり取りに抵抗が少ないこと（３）多様な選択肢
が当たり前だと思っていることである。

10代でリーマンショックや東日本大震災を
経験した彼らは、自分の夢や欲望を持つことよ
り、（１）のように、人の役に立つことへのひたむ
きさを持つ。ピュアである一方、善悪の白黒を

はっきりつけようとするので、「ブラック企業」と
認識されると挽回が難しい。出世のことよりも、
いかに社会から感謝される仕事であるかを説く
方がやる気が上がる。

（２）により、電子マネーや、AIによるマッチン
グなど、最先端のサービスを気軽に試す柔軟性
を持つ反面、対面での会話や作文などのアナロ
グな能力が鍛えられてきていない人もいるので
気をつけたい。

競争よりも個性を尊重する教育の中で育ち、
2019年の「働き方改革関連法」施行後に就活
をした彼らの間では、（３）のような価値観が色
濃い。忖度し過ぎない大胆な言動が可能である
が、無理して会社に合わせることを拒むという
行動にもつながりやすい。

３回シリーズ最後の次号では、上記の特徴を
踏まえ、彼らが長く成長していけるように育てる
には何が効果的であるかについてまとめたいと
思う。

新入社員は神様なのか？！
～「超人手不足」時代の新人教育～（２）

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

No .
213

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

香港進出の経緯
　香港では４年前からシティ
スーパーでの催事等で一部商
品の販売を行ってきたが、香港
のお客様から常設店舗の出店
を求める声が年々高まってき
た。海外展開については、既に、
ベトナム・米国に現地法人を設
立し、レストラン運営やオンラ

インショップでの販売などを開始していた中、海外
初となる物販常設店舗については、香港の他に、台
湾とシンガポールが候補に挙がっていた。最終的に
は、購買力が高く、また味覚が日本人と近しく当社
商品を良く理解いただいている香港市場に進出す
ることに決定した。そしてなによりも、シティスーパー
との協力的な関係を築けたことも大きかった。

事業展開と今後の展望
　「香港は麺
料理、スープ料
理が豊富で、
様々な種類の
だしを使って
頂けるベース
がある。容易で

はないがやり方次第で十分に受け入れてもらえる素
地がある。まだまだ茅乃舎の認知度は低いが、地道
に香港でブランド構築を図っていく」と青柳係長。今

後は、常設店
での営業強化
に加えて、シ
ティスーパー
内にある料理
教室で同社商
品を使用した
料理教室を開
催するなどして、リピーター客の獲得を目指す。
　加えて香港に近接し今後の成長が期待される広
東省やマカオ、それらを足掛かりに中国本土への販
売拡大も視野に入れる。
　また、福岡と香港の間には、直行便が毎日５便飛
んでおり、多くの香港人が福岡を訪れている。香港か
らの観光客はレンタカーで旅行する人も多いため、
茅乃舎の原点である久山町の茅葺屋根レストラン
「御料理　茅乃舎」で地元の旬の食材を使った料理
を味わったり、周辺の温泉地など観光スポットに立
ち寄ったりして頂ける様に、久山町や福岡の紹介も
積極的に行い、久山町はじめ地域の活性化にも貢
献できるよう取り組んで行きたい。

（株）久原本家グループ本社
　久原本家グループは、明治26年創業の醤油蔵を原点とする総合食品メーカーである。
2019年11月に、香港の銅鑼湾にあるシティスーパー内に、物販業態としては初の海外常設
店となる「茅乃舎・香港シティスーパータイムズスクウェア店」を出店。今回は、香港営業を
担当する国際事業推進課の青柳 啓三氏に話を伺った。

企業名：（株）久原本家グループ本社（香港常設店）
責任者：国際事業推進課　係長　青柳 啓三
店舗所在地：Times Square Basement 1, 
Causeway Bay, Hong Kong
URL： http://www.kubarahonke.com/
事業内容：茅乃舎のだし等の販売

茅乃舎だし

青柳係長（右）

茅乃舎外観

香港シティースーパータイムズスクウェア店

香港事務所長

山奇 智幸

（株）久原本家グループ本社
国際事業推進課 係長
青柳 啓三 さん

エスプリパートナーズ 代表
日本経済大学 経営学部 准教授
吉原 さくら

（株）ビスネット
消費生活アドバイザー
野口 博子

およそ40年前大学受験で訪れた奈良市、商
店街を歩いていると見た事がない文字のポス
ターをいくつも見ました。寿司屋さんの店先に
「恵方巻」と書かれた大きな巻き寿司のイラスト
が。恵方巻とは何なのか？一瞬、翌日の試験より
も気になりました。
その後、恵方巻は節分の夜、その年の恵方

（縁起のよい方角）に向かって願い事をしなが
ら、巻き寿司を手に持ち、食べ終わるまで無言で
丸かじりをする。そうすると願いがかなう、と言
われていると知りました。

節分と言えば豆まき、地域によって違う習慣
があるものだと思いはしても、巻き寿司一本を
黙 と々食べる気にはなりませんでした。しかし、
大学卒業前に記念にやってみようと数人で集ま

り、いっせいに同じ方向に向かって巻き寿司を
食べました。するとおいしさを感じたり、願いを
思い浮かべたりするよりも、黙って食べ続けるこ
とに負担に感じ、食べ終わると苦笑いが広がっ
たことを覚えています。

ところがここ20年、恵方巻きはコンビニや
スーパーで大々的に売り出され、おもしろさもあ
るイベントとして定着した感があります。そこで
出てきたのが食品ロス。売れ残った商品が大量
に廃棄される状況があり、コンビニやスーパーで
は予約販売や商品を小さくするといった対策が
とられるようになりました。

このように製造販売業では、食品ロスを意識
した取り組みが重視されていますが、家庭での
食品ロス削減も求められています。冷蔵庫や収
納スペースなど家に何があるかを定期的に確認
して、無駄な買い物はしないようにしましょう。 

恵方巻からみた食品ロス
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福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援
として経営相談窓口を開設しました

　県では、新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模
事業者の経営や資金繰り等に関する相談に対応するため、関係機関と連携し、「新型コロナウイルスに
関する経営相談窓口」を開設しました。

　　　【設置期間】　令和２年１月30日（木）から当面の間（平日９時から17時まで）

　　　【相談窓口】
　　　　　〈経営・資金繰り支援に関すること〉
　　　　　　　・商工部中小企業振興課 （TEL　092-643-3424）
　　　　　　　・福岡中小企業振興事務所 （TEL　092-622-1040)
　　　　　　　・久留米中小企業振興事務所 （TEL　0942-33-7228）
　　　　　　　・北九州中小企業振興事務所 （TEL　093-512-1540）
　　　　　　　・飯塚中小企業振興事務所 （TEL　0948-22-3561）
　　　　　　　・（公財）福岡県中小企業振興センター （TEL　092-622-5432）

　　　　　〈海外ビジネス支援に関すること〉
　　　　　　　・商工部新事業支援課 （TEL　092-643-3430）
　　　　　　　・福岡アジアビジネスセンター （TEL　092-710-6195）

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）

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

（公財）福岡県中小企業振興センターでは経営に役立つビデオ・ＤＶＤを多数ご用意しております。
来所、もしくはFAXにてお申込み下さい。
但し、ご希望されても貸出中の為、ご用意できない場合があります。日程等が動かせない場合には、

事前に電話等で確認の上、申込書を提出して予約して下さい。
当センターの賛助会員制度にご加入いただいている企業・団体につきましては、お申込み１回に

付き５本以内（一般の方は１本、来所による受取）の貸出し、また、貸出希望が重なった場合は賛助
会員優先で貸出ししております。

・貸 出 期 間　　貸出日及び返却日を含めて8日間以内
・貸 出 費 用　　無料
・貸出／返却方法　　送付または来所（一般の方は来所のみ）※返却にかかる送料は会員負担

過去の事例に学ぶ災害が企業に与える影響
　　　講師 ： 加古川　雄佑　三井住友海上㈱　福岡支店
被災企業に対する金融支援について
　　　講師 ： 板橋　正樹　㈱日本政策金融公庫　福岡支店
災害に備える共済制度について（仮題）
　　　講師 ： 福岡県火災共済協同組合

主催 ： 公益財団法人　福岡県中小企業振興センター

※詳しくは当センターＨＰ（http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/sisetu/video.html）を御確認下さい。

ビデオ・ＤＶＤ貸出一覧（カテゴリ毎）

エネルギー・環境関係

財務・税務・法務・労務

展示会・イベント・ショー

営業社員教育

社員教育

繁盛店ビデオ

卸・小売商業関係

小売商業者向けビデオ

商店街・共同店舗・地域産業振興

管理者教育

情報化・コンピュータ

食品衛生

経営一般

生産技術・製造関係

経営に役立つ
ビデオ・DVD無料貸し出しいたします

企業のための防災セミナー
～決して他人ごとではない　企業の被害と対策～

もしもの時を実感し、日ごろから備えておきたい。
みなさんの参加をお待ちしています。

〈お問い合わせ〉　総務課　TEL：092-622-6230

日時 令和２年３月６日（金）10：00～ 12：00
場所 福岡県中小企業振興センタービル ３Ｆ301会議室

費用 無料
定員 100名

講　演

対策紹介
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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）

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

（公財）福岡県中小企業振興センターでは経営に役立つビデオ・ＤＶＤを多数ご用意しております。
来所、もしくはFAXにてお申込み下さい。
但し、ご希望されても貸出中の為、ご用意できない場合があります。日程等が動かせない場合には、
事前に電話等で確認の上、申込書を提出して予約して下さい。
当センターの賛助会員制度にご加入いただいている企業・団体につきましては、お申込み１回に
付き５本以内（一般の方は１本、来所による受取）の貸出し、また、貸出希望が重なった場合は賛助
会員優先で貸出ししております。

・貸 出 期 間　　貸出日及び返却日を含めて8日間以内
・貸 出 費 用　　無料
・貸出／返却方法　　送付または来所（一般の方は来所のみ）※返却にかかる送料は会員負担

過去の事例に学ぶ災害が企業に与える影響
　　　講師 ： 加古川　雄佑　三井住友海上㈱　福岡支店
被災企業に対する金融支援について
　　　講師 ： 板橋　正樹　㈱日本政策金融公庫　福岡支店
災害に備える共済制度について（仮題）
　　　講師 ： 福岡県火災共済協同組合

主催 ： 公益財団法人　福岡県中小企業振興センター

※詳しくは当センターＨＰ（http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/sisetu/video.html）を御確認下さい。

ビデオ・ＤＶＤ貸出一覧（カテゴリ毎）

エネルギー・環境関係

財務・税務・法務・労務

展示会・イベント・ショー

営業社員教育

社員教育

繁盛店ビデオ

卸・小売商業関係

小売商業者向けビデオ

商店街・共同店舗・地域産業振興

管理者教育

情報化・コンピュータ

食品衛生

経営一般

生産技術・製造関係

経営に役立つ
ビデオ・DVD無料貸し出しいたします

企業のための防災セミナー
～決して他人ごとではない　企業の被害と対策～

もしもの時を実感し、日ごろから備えておきたい。
みなさんの参加をお待ちしています。

〈お問い合わせ〉　総務課　TEL：092-622-6230

日時 令和２年３月６日（金）10：00～ 12：00
場所 福岡県中小企業振興センタービル ３Ｆ301会議室

費用 無料
定員 100名

講　演

対策紹介
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コイル式熱交換器 Uチューブ式熱交換器 チタン加工部品

ラインミキサー インペラー ボールバルブ

ジャケット式タンク 真空チャンバー スクリューフィーダー
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