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JR吉塚駅徒歩 1分 Wi - Fi 完備

週に１度は…
会議室で
『ミーティング』

【16名利用時】【16名利用時】

【会議室】

2時間 5,000円～
（15名程度）
ロの字で25名程度まで対応可
※テーブル・椅子の設営料金は別途必要です。

日ごろの業務は…
ワンコインスペースで
『テレワーク』

【バックパネル使用時】【バックパネル使用時】

【ワンコインスペース】

1日500円（税込）
（9：00～17：00）
途中入退出ＯＫ

※Web会議等でバックパネル使用の
場合330円が別途必要です。
（イヤホンマイクはご持参くださ
い。）
※お茶（280ml）1本サービスです。

安心 快適な



排水処理で起業
会社設立は2002
年。松尾大輔社長
は警備会社、ビル
管理会社での勤務
を経て１人で起業し
ました。勤めていた
ビル管理会社は清
掃や警備、設備の
メンテナンスなど総
合的に手がけており、松尾社長は在職中に幅広い技術を
身に付けました。独立のきっかけは微生物で排水を処理
する、ある技術との出会い。ユーザーの立場から検討して
いた複数の微生物排水処理の一つです。その効果を体験
し、従来あった独立志向と相まって起業を決断しました。
独立後は微生物による排水処理をメインに手がけ、顧
客を回りました。遠隔地にはキャンピングカーで泊まりが
けで行くなど現場を重視、口コミで顧客を徐々に増やして
いきました。

種子抽出液で除菌消臭力がアップ
多くの排水処理を手がけていると、思ったほど分解でき

ない事例も発生しました。そこで出会ったのがシードエッ
センスと呼ばれる、グレープフルーツの種から抽出した物
質。欧州などでは抗菌や殺菌に使われています。うまく
処理できない場合の原因として、処理に悪影響を及ぼす
菌が発生しているのではないかとの取引先の助言もありま
した。そこでシードエッセンスの効果を期待して研究を始
め、濃度を変えたり添加剤を加えたりと試行錯誤しまし

た。そして完成したのが「魔
法のＷ消臭」です。
この製品は消臭や殺菌、
動物実験による安全性のテ
ストを実施。九州大学農学
部との共同研究ではウイル
スに対する有効性を確認し
ています。その後、「魔法の
Ｗ消臭２」としてリニューア
ルしました。

商標や特許についても相談
　（公財）福岡県中小企業
振興センターとのかかわり
は、２回目の経営革新計画
承認の2011年からです。
同社は20年にも経営革新
計画の承認を受けていま
す。センターの支援につい
て、対応の早さや支援内容
の幅広さを松尾社長は評
価しています。取引あっせ
ん支援では消臭剤の販売
先として清掃関連の地場企

業の紹介を受けました。ここでは先方の要求に応えられ
ず、採用には至りませんでしたが良い経験となりました。
商標登録や特許申請について相談したこともあります。松
尾社長は「とても気軽に相談できます。営業計画を真

しん

摯
し

に見ていただいたり、いろんな企業を紹介していただいた
り、ありがたいです」と多面的に活用しています。
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　当社は市販の消臭剤と同じように店頭に並べて商売できる経済力も知名度もありません。今、コ
ロナ禍で企業は疲弊しています。しかも多くの企業が除菌やウイルス対策をしなければなりません。
除菌、消臭し、ウイルスにも効果のある当社の消臭剤を低価格で提供して、企業に元気になってい
ただけたらと思います。少しずつでも信用度や知名度が上がっていけば、この上ないことです。私一
人のパワーには限界があります。（公財）福岡県中小企業振興センターの協力で１社でも多くの企業
と取引できれば幸いです。原液の取引やOEM方式にも積極的に対応します。

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

有限会社DCカンパニー

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で除菌や抗ウイルスに
関連する製品のニーズが高まっています。「新しい生活様式」が
提唱され、身体的距離の確保やマスクの着用が常識になったこ
とに加え、それらの製品は家庭や職場に欠かせなくなりました。
DCカンパニーの除菌消臭剤「魔法のＷ消臭２」は抗ウイルス機
能を持ち、その有効性は検証済み。家庭用のほか、ホテルや飲食
店、大型施設の処理水などに向けた業務用でユーザーを増やし
ています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

試行錯誤の末に完成した製品

松尾 大輔　社長

企 業 名

代 表 者

所 在 地

T E L

F A X

事業内容

有限会社DCカンパニー
松尾　大輔

糸島市加布里33-14

092－324－2870

092－324－2720

消臭剤の開発・製造と販売

出荷まで自社で対応する

マスクに使えば抗ウイルス効果が高まる

除菌と消臭で
快適な生活空間を提供する

温泉施設の脱衣所では消臭剤
を加湿器に入れて使っている

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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注：2006年以前の総務省「事業所・企業統計調査」と2009年以降の総務省・経済産業省「経済センサス」では調査手法が異なるため、単純に比較することは適切でない。
出所：中小企業庁「中小企業白書2020年版」より作成

注：企業数及び従業者数は、会社企業と個人経営の企業を集計したものであり、会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。また福岡県分は、県内に本社がある
企業を集計したもの。

出所：中小企業庁「中小企業白書2020年版」より作成

中小企業の企業数及び従業者数
本県の中小企業数は13万5千者で、県内企業数の実に99.8％を占め、そのうち小規模企業数は11万者、83.4％を占めて

います。また、中小企業の従業者数は127万3千人であり、県内従業者数の77.7％を占め、そのうち小規模企業の従業者数は
39万人、23.9％を占めています。
中小企業数は、長期にわたり減少傾向にあり、2009年から2016年の7年間で12.7％減少しました。

企業数の推移（全国） 企業数の推移（福岡県）

企業数及び従業者数（民営、非一次産業）（全国・福岡県）

グラフdeふくおか

福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和元年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r1report.html

福岡県の産業構造
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

進出経緯
　途上国でのビジネスに興
味を持ち、中国の大学院で
学んだ経験を持つ水口氏
は、実家が営む水産会社が
出展した香港のフードエキ
スポに通訳として参加。こ
の時、日本の食材を香港に
輸出することに大きなやりが
いを感じ、香港での事業の

立ち上げを決意したという。
その後、2019年２月に単身香港に渡り、その３

か月後に香港厨を設立。設立当初は故郷・鹿児島
県の水産物を取り扱う輸入会社としてスタートした
が、その後、友人であった徳永氏と共に、福岡県
側での輸出手続きを担当する合同会社mulaを立ち
上げ、高品質な産地直送の食材を香港の卸業者に
直接届けるという現在のビジネスモデルを実現し
た。

香港での事業
　何のつてもない香港に単身乗り込み、ビジネス
を始めた水口氏。実績も信用もない状態で、最初
の顧客を得るまでの１年間が最も苦労した、と語
る。しかしながらこの１年間、ひたすら香港の食材
市場を調査し、地道な営業活動を続けた結果、

ローカル市場に独自のネットワークを有するという
強みを手に入れた。
　また、現在は加工食品の販路開拓にも力を入れ
ており、大手デパートでのテストマーケティングを
希望する取引先に対しては、結果のフィードバック
だけでなく、栄養成分表示の翻訳や販売員の確保
等、必要なプロセスを包括的に提供し、新規参入
時の負担を軽減するサービスを提供している。

今後の展望
「日本にはその地方でしか知られていない逸品が
まだまだある。それらを発掘し、香港、そして世界
に輸出していきたい」と語る水口氏。今後は生産
者を世界にPRするため、生産者の情報をまとめた
多言語サイト（広東語、英語、中国語）も運営して
いく予定で、PR動画撮影や食材の食べ方の紹
介、さらにインスタグラムを活用したPRサービスも
提供する予定である。
香港を拠点に他のアジア諸国への展開も視野に

入れる香港厨と、福岡側のパートナーである合同
会社mulaの今後の展開に期待したい。

※香港への食材輸出に興味がある方は、合同会社
mulaにお問い合わせください。

～生産者は福岡県内の指定倉庫に商品を配送するだけで、食材を香港に輸出することが
可能～
香港厨と合同会社mulaは、卸売業者等の複数の事業者を経由する一般的な食材輸出の

プロセスを一手に引き受けることで、香港側には高品質な産地直送の食材を提供し、日本側
の生産者には最大の利益をもたらすモデルを実現した。
今回は、香港側で事業を展開する香港厨代表の水口敬介氏にお話を伺った。

香港厨有限公司

コンテナから下ろした荷物は仕分け後、取引先の事業者へ

組織名：香港厨有限公司
代表者：水口　敬介
所在地：Unit 11, 18/F, W212 Texco Road, Tsuen 

Wan, NT, Hong Kong
ＴＥＬ：+852 6491 1109
E-mail：m.keisuke@hongkongkuriya.com

組織名：合同会社 mula
代表者：徳永　遼太
所在地：福岡市博多区住吉4-4-3-701
ＴＥＬ：090－3329－8616
E-mail：mula.fuk@gmail .com

代表の水口氏
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注：2006年以前の総務省「事業所・企業統計調査」と2009年以降の総務省・経済産業省「経済センサス」では調査手法が異なるため、単純に比較することは適切でない。
出所：中小企業庁「中小企業白書2020年版」より作成

注：企業数及び従業者数は、会社企業と個人経営の企業を集計したものであり、会社以外の法人及び農林漁業は含まれていない。また福岡県分は、県内に本社がある
企業を集計したもの。

出所：中小企業庁「中小企業白書2020年版」より作成
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契約書調印式写真

IoT導入支援キット外観 センサー情報表示画面（Webブラウザ）

事業引継ぎ概要
引継ぎ対象：株式会社すぱいす・１（福岡県福岡市）食品製造小売業
譲 渡 者：代表取締役　瀬口 美津子　　売上高（約5百万円）
譲 受 者：株式会社lib　代表取締役　古賀 愛理（福岡県福岡市）
譲 渡 方 法：株式譲渡
引継ぎ期間：2020年4月1日～2020年6月25日　約3か月
支 援 方 法：引継ぎ希望者との連絡・面談を実施、トップ面談の立会、条件調

整、スケジュール管理、事業譲渡契約書の作成支援

事業引継ぎまでの経緯
2006年に主婦7人で株式会社すぱいす・１を設立。化学調味料、保存料、着色料を使用してい

ない粉末調味だし「まんま」の開発製造(OEM)販売を行っている。また、これまで販売店舗等での定
期的な料理教室の開催などを通じて固定客を獲得してきた。
ご高齢のため、後継者を探したいとの理由で2016年にセンターにご登録をいただいて以来、後継

者候補の方を複数名ご紹介させていただいたが成約に至らず、本年度中に後継者が見つからなければ
廃業をするつもりでいらっしゃった。そんな矢先、料理教室で知り合った広告代理店の古賀さんとの間
に事業承継の話が持ち上がり、事業承継に至った。

事業引継ぎ支援センターでの対応内容
①双方の代表者との複数回の面談を実施し、具体的な事業承継スキームの組立を行った。
②十分なヒアリングを行い、金額面を中心に譲渡条件の交渉支援を行った。

事業承継後の新たな取組み
· Instagramを活用したリアルタイムの情報訴求やショッピング連携で商品購入可能なSNS環
境作り
· ECサイトを立ち上げ、オンラインショッピング開始
· 海外輸出に向けた商談会参加、出汁の味噌汁カップの作成
·まんまの出汁を使ったテイクアウト専門店「まんま」開店
·テレビやInstagram、TicTok、新聞、雑誌での広告宣伝
· 新商品説明リーフレット、新ラベル作成
· Uber Eats等でのだし卵かけご飯の配達推進

後継者の思い　代表取締役　古賀 愛理氏
新代表である古賀さんはWebを用いた広告展開及び海外向けの販売を積極的に行い、新
規顧客を獲得し、「まんま」を次世代につないでいきたいと考えている。
コロナ禍で事業が行き詰まってしまう企業もたくさんあるが、事業承継をうまく使えば、新し
いビジネスチャンスにもつながる。安定を選びたくなる時代ではあるが、機会を捉えて武器を
増やしていくことも重要ではないか。
古賀さんの挑戦はまだまだ続く。

株式会社すぱいす・１ × 株式会社ｌｉｂ

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例をご紹介します

機関情報
■ 名 称：福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
■ 所在地：〒812-8505

福岡市博多区博多駅前２丁目9-28 福岡商工会議所ビル８階
■ T E L：092-441-6922
■ U R L：https ://www.f -h ik i tsugi .com/

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
　あらゆる事業承継についてご相談できる公的機関です。事業承継に悩むすべての中小企業を、全力でサポー
トいたします。

＜主な業務内容＞
◎事業承継（親族内・第三者）に関するご相談 ◎M&Aマッチング支援
◎事業承継計画策定支援 ◎事業承継診断、セミナー実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援 など

第三者承継

相談無料
秘密厳守

■ IoT導入支援キットについて
IoTに関する人材・技術不足と費用対効果が不明であることが、中小企業のIoT導入の障壁となっています。そこで、福岡

県工業技術センター機械電子研究所では、IoTに関心はあるが導入に踏み切れていない中小企業を対象として、気軽にIoTの
体験が可能な「IoT導入支援キット」を開発しました。IoTの体験を通した有用性への気付き・自らIoTに取組むことによる技
術向上から、生産現場へのIoT導入のきっかけとなることを期待しています。

■ 特徴
IoT導入支援キットでは、「見える化」したい測定対象の設備へセンサーを後付けすることで、すぐさま設備の様子をWi-Fi

等のネットワーク経由で確認することができます。金型の温度変化のグラフ表示、設備の振動取得と解析、カメラによる生産
現場の映像取得等が実現でき、安価に作成が可能です。 IoT導入支援キットで動作するソフトウェアにはオープンソースライセ
ンスを適用しているため、ライセンス料は発生せず無料で利用いただけます。 IoT導入支援キットは「Raspberry PI」と呼
ばれる小型コンピュータをベースに、プログラミング用開発ツールである「Node-RED」を使用していることから、専門知識
を学ぶことで自由にカスタマイズすることが可能になります。

■ 導入方法
IoT導入支援キットの作製方法とソフトウェアを、福岡県工業技術センター Webページで無償提供しております。手順通り

に作成することで、機械電子研究所が開発したIoT導入支援キットを、お手元で使用することができます。

「IoT導入支援キット」ダウンロードページ
http ://www.fitc .pref . fukuoka. jp/ informat ion/downloadpage.htm

■ ハンズオンセミナーの開催
IoT導入支援キット作成のためのハンズオンセミナーを年間１～２回開催しております。ハンズオンセミナーでは、IoT導入支

援キットで使用するセンサーの電子回路の配線方法や、ソフトウェアの動かし方、新たな機能を追加するための
「Node-RED」カスタマイズ方法をご体験いただけます。 生産現場の設備IoT化への一助に、本セミナーをぜひご活用くださ
い。 

IoT導入支援キットのご紹介

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例をご紹介します

＜お問い合わせ先＞
福岡県工業技術センター　機械電子研究所　電子技術課　田口 智之、林　宏充
TEL：093-691-0260　　FAX：093-691-0252
住所：福岡県北九州市八幡西区則松3丁目6番1号
　URL：http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/
　E-mail：iot@fitc.pref.fukuoka.jp

福岡県工業技術センター
　福岡県工業技術センターは、県内ものづくり中小企業の成長発展をめざし、地域産業や企業が抱える課題や
ニーズを把握し、その解決を支援しています。企業との「研究開発」をはじめとした、「技術相談」「人材育成」「試
験分析」「情報収集・提供」「技術交流」に積極的に取り組み、研究開発から事業化までをきめ細かく総合的に
支援できる『実践的研究開発機関』として、中小企業の支援に日々邁進しております。

相談開設日
毎週月曜～金曜
９時～17時（年末・年始、祝日除く）

た ぐち ともゆき はやし ひろみつ
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契約書調印式写真

IoT導入支援キット外観 センサー情報表示画面（Webブラウザ）
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規顧客を獲得し、「まんま」を次世代につないでいきたいと考えている。
コロナ禍で事業が行き詰まってしまう企業もたくさんあるが、事業承継をうまく使えば、新し
いビジネスチャンスにもつながる。安定を選びたくなる時代ではあるが、機会を捉えて武器を
増やしていくことも重要ではないか。
古賀さんの挑戦はまだまだ続く。

株式会社すぱいす・１ × 株式会社ｌｉｂ

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例をご紹介します

機関情報
■ 名 称：福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
■ 所在地：〒812-8505

福岡市博多区博多駅前２丁目9-28 福岡商工会議所ビル８階
■ T E L：092-441-6922
■ U R L：https ://www.f -h ik i tsugi .com/

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
　あらゆる事業承継についてご相談できる公的機関です。事業承継に悩むすべての中小企業を、全力でサポー
トいたします。

＜主な業務内容＞
◎事業承継（親族内・第三者）に関するご相談 ◎M&Aマッチング支援
◎事業承継計画策定支援 ◎事業承継診断、セミナー実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援 など

第三者承継

相談無料
秘密厳守

■ IoT導入支援キットについて
IoTに関する人材・技術不足と費用対効果が不明であることが、中小企業のIoT導入の障壁となっています。そこで、福岡
県工業技術センター機械電子研究所では、IoTに関心はあるが導入に踏み切れていない中小企業を対象として、気軽にIoTの
体験が可能な「IoT導入支援キット」を開発しました。IoTの体験を通した有用性への気付き・自らIoTに取組むことによる技
術向上から、生産現場へのIoT導入のきっかけとなることを期待しています。

■ 特徴
IoT導入支援キットでは、「見える化」したい測定対象の設備へセンサーを後付けすることで、すぐさま設備の様子をWi-Fi
等のネットワーク経由で確認することができます。金型の温度変化のグラフ表示、設備の振動取得と解析、カメラによる生産
現場の映像取得等が実現でき、安価に作成が可能です。 IoT導入支援キットで動作するソフトウェアにはオープンソースライセ
ンスを適用しているため、ライセンス料は発生せず無料で利用いただけます。 IoT導入支援キットは「Raspberry PI」と呼
ばれる小型コンピュータをベースに、プログラミング用開発ツールである「Node-RED」を使用していることから、専門知識
を学ぶことで自由にカスタマイズすることが可能になります。

■ 導入方法
IoT導入支援キットの作製方法とソフトウェアを、福岡県工業技術センター Webページで無償提供しております。手順通り

に作成することで、機械電子研究所が開発したIoT導入支援キットを、お手元で使用することができます。

「IoT導入支援キット」ダウンロードページ
http ://www.fitc .pref . fukuoka. jp/ informat ion/downloadpage.htm

■ ハンズオンセミナーの開催
IoT導入支援キット作成のためのハンズオンセミナーを年間１～２回開催しております。ハンズオンセミナーでは、IoT導入支
援キットで使用するセンサーの電子回路の配線方法や、ソフトウェアの動かし方、新たな機能を追加するための
「Node-RED」カスタマイズ方法をご体験いただけます。 生産現場の設備IoT化への一助に、本セミナーをぜひご活用くださ
い。 

IoT導入支援キットのご紹介

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関とその支援事例をご紹介します

＜お問い合わせ先＞
福岡県工業技術センター　機械電子研究所　電子技術課　田口 智之、林　宏充
TEL：093-691-0260　　FAX：093-691-0252
住所：福岡県北九州市八幡西区則松3丁目6番1号
　URL：http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/
　E-mail：iot@fitc.pref.fukuoka.jp

福岡県工業技術センター
　福岡県工業技術センターは、県内ものづくり中小企業の成長発展をめざし、地域産業や企業が抱える課題や
ニーズを把握し、その解決を支援しています。企業との「研究開発」をはじめとした、「技術相談」「人材育成」「試
験分析」「情報収集・提供」「技術交流」に積極的に取り組み、研究開発から事業化までをきめ細かく総合的に
支援できる『実践的研究開発機関』として、中小企業の支援に日々邁進しております。

相談開設日
毎週月曜～金曜
９時～17時（年末・年始、祝日除く）

た ぐち ともゆき はやし ひろみつ
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：割烹はせ川
商品名：職人の手焼き！秘伝の

タレで焼き上げた鹿児
島産鰻蒲焼２本セット

毎朝魚市場から活きた鰻を仕入れ、
創業以来継ぎ足して使うタレで焼き

上げます。希少な日本種のみを使用し、一本ずつ職人が手
作業で仕上げます。添加物、着色料、化学調味料は一切使
用しておりません。

6,912円（税込／送料込）

店舗名：うなぎの富貴
商品名：うなぎのせいろ

蒸し（2食入り）
本場、柳川名物うなぎのせ
いろ蒸しはいかがでしょう？
うなぎは国産養殖うなぎ（九
州産）で養殖場から直接届

いています。こだわりの味をこころゆくまでご堪能ください。

3,600円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：遠賀町農産物ブラ
ンド化推進協議会

商品名：赤しそドリンク 6
本セット

遠賀町で栽培された香り豊かな
「芳香（ほうこう）赤しそ」と、遠賀町産のはちみつを使った
爽やかな風味の赤しそドリンクです。濃縮タイプですので、
お好みの濃さになるよう、冷たい水や炭酸水で割ってお楽し
みください。また、焼酎と割っても美味しくいただけます。

3,900円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：柳川酒造株式会社
商品名：しぼりたて純米吟

醸（720ml）＆昔
むかしのどぶろく
（720ml）セット

超お買い得！家飲みおすすめ通販セット
香り豊かなバランスのとれた味わいが特徴の純米吟醸酒「国
の寿」と米と米麹のみで造った醪（もろみ）を一度も濾さない
どぶろく仕立ての「昔むかしのどぶろく」のセットです。

3,000円（税込／送料込）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：飯塚よかもん市場
自慢の逸品店

商品名：いいづか茜扇子
茜染めは茜草の根を染料として
用いた染色の技法です。茜草の

花や葉をモチーフにしたレース生地を茜染めで染めた布を扇
面に使用しております。職人が心を込めて一本一本手造りで
仕上げています。

4,000円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：株式会社志岐
商品名：ダンク

リビングテーブル
幅110cm

大型のキャスターは機能性はもち
ろん、デザイン性でも抜群の存
在感を放っています。お部屋の
雰囲気をぐっと変えてくれるテー

ブルです。2枚の無垢材で構成されている天板は、雑誌やリ
モコンなどを入れるのに丁度良いス
ペースとなっています。

82,500円（税込／送料込）

 「よかもん市場」は福岡県が運営する福岡を中心とする九州の地場企業のためのインターネットショッピングサイトです。

福岡をお取り寄せ
よかもん市場 今月の PICK UP！株式会社カトー精工

福岡事業所
福岡市博多区井相田1丁目10-7
事業内容：粘着テープ・各種機能性フィルムのプレス

加工・販売
材料メーカー代理店（３M/日東電工/寺岡製
作所　他国内多数社）

従業員数：２８名
敷地面積：1,020㎡
建屋面積：1,160㎡
創　　業：1976年
資 本 金：2,000万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

自動車部品からメディカルま
で製品提供させて頂いてお
り、素材提案・工程削減にも
寄与する加工提案を主体とし
ています。また日本国内には
４拠点（クリーンルーム完備）
があり災害時等のBCPにも的確に応えられる迅速な製品提
供、品質確保体制を整えています。

TOPICS

各拠点において、加工プラスαとして他部品サブアッシーにも
対応を進めており（アイテムによっては半自動化設備も一部導
入）、クリーンルームも保有しているため、コンタミ対策も要
求に対し柔軟な対応を実現しています。　企業詳細はこちら

株式会社 高口精密工業 
福岡県柳川市三橋町吉開681 
事業内容：精密部品加工（SUS･AL･銅･樹脂）・精密

治具工具製作（半導体液晶ロボット）・医療
技術部品加工

従業員数：29名
敷地面積：約5,610㎡
建屋面積：約1,600㎡
創　　業：1973年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
・高精度部品の小ロット多品種生
産。
・半導体装置部品、液晶製造装置
部品、産業用ロボット部品の製作。
・超高精度の部品加工による医療
機器部品の製作。
・コスト、品質、納期の３要素を厳
守しているが、特に品質を重視しています。
・高度な品質を維持するための最新設備の導入とたゆまぬ製造技術の習
得に努めています。

TOPICS
コロナ禍による厳しい経営環境の中で、コロナ禍終息後を見据えて、弊
社の機械加工で唯一弱点であった部門の強化を図ることを目的に複合
NC旋盤（オークマMULTUS B400Ⅱ）を追加導入しました。当初の予想
を上回る成果を上げて大活躍しており、今まで以上にお得意様のご要望
にお応えできるものと考えております。企業詳細はこちら

晃大商事株式会社
福岡県行橋市下崎150-1
事業内容：省力機器（ゴム製品成型設備など）・ゴム製

品用金型・精密モールドプレートなどの製造
販売
中国（無錫市）・インドネシア（ジャカルタ近
郊）に進出

従業員数：46名
敷地面積：18,181㎡
建屋面積：2,781㎡
創　　業：1966年
資 本 金：2,000万円

わが社の強み
・ゴム製品（Oリング・オイルシー
ル・ガスケットなど）を生産する
設備・金型が製造でき、現状よ
り安全・高度な提案及び対応
ができます。
・大中型の金型・精密プレート等
の加工を５μ以内で保証する
環境があり、超精密加工を得意としています。
・中国（無錫市）・インドネシア（ジャカルタ）に進出し、現地で設備製
造販売や部品製造販売を行っています。

TOPICS
西部電機製ワイヤーカット機：MM75B（特注高精度仕様）を６月初
旬に導入予定。
大中型プレート高硬度材料の放電加工対応が可能となり、従来のマ
シニングによる切削加工より低価格で提供できる生産体制となりま
す。

企業詳細はこちら

今月のモノづくりPICK UP！企業
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：割烹はせ川
商品名：職人の手焼き！秘伝の

タレで焼き上げた鹿児
島産鰻蒲焼２本セット

毎朝魚市場から活きた鰻を仕入れ、
創業以来継ぎ足して使うタレで焼き

上げます。希少な日本種のみを使用し、一本ずつ職人が手
作業で仕上げます。添加物、着色料、化学調味料は一切使
用しておりません。

6,912円（税込／送料込）

店舗名：うなぎの富貴
商品名：うなぎのせいろ

蒸し（2食入り）
本場、柳川名物うなぎのせ
いろ蒸しはいかがでしょう？
うなぎは国産養殖うなぎ（九
州産）で養殖場から直接届

いています。こだわりの味をこころゆくまでご堪能ください。

3,600円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：遠賀町農産物ブラ
ンド化推進協議会

商品名：赤しそドリンク 6
本セット

遠賀町で栽培された香り豊かな
「芳香（ほうこう）赤しそ」と、遠賀町産のはちみつを使った
爽やかな風味の赤しそドリンクです。濃縮タイプですので、
お好みの濃さになるよう、冷たい水や炭酸水で割ってお楽し
みください。また、焼酎と割っても美味しくいただけます。

3,900円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：柳川酒造株式会社
商品名：しぼりたて純米吟

醸（720ml）＆昔
むかしのどぶろく
（720ml）セット

超お買い得！家飲みおすすめ通販セット
香り豊かなバランスのとれた味わいが特徴の純米吟醸酒「国
の寿」と米と米麹のみで造った醪（もろみ）を一度も濾さない
どぶろく仕立ての「昔むかしのどぶろく」のセットです。

3,000円（税込／送料込）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：飯塚よかもん市場
自慢の逸品店

商品名：いいづか茜扇子
茜染めは茜草の根を染料として
用いた染色の技法です。茜草の

花や葉をモチーフにしたレース生地を茜染めで染めた布を扇
面に使用しております。職人が心を込めて一本一本手造りで
仕上げています。

4,000円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：株式会社志岐
商品名：ダンク

リビングテーブル
幅110cm

大型のキャスターは機能性はもち
ろん、デザイン性でも抜群の存
在感を放っています。お部屋の
雰囲気をぐっと変えてくれるテー

ブルです。2枚の無垢材で構成されている天板は、雑誌やリ
モコンなどを入れるのに丁度良いス
ペースとなっています。

82,500円（税込／送料込）

 「よかもん市場」は福岡県が運営する福岡を中心とする九州の地場企業のためのインターネットショッピングサイトです。

福岡をお取り寄せ
よかもん市場 今月の PICK UP！株式会社カトー精工

福岡事業所
福岡市博多区井相田1丁目10-7
事業内容：粘着テープ・各種機能性フィルムのプレス

加工・販売
材料メーカー代理店（３M/日東電工/寺岡製
作所　他国内多数社）

従業員数：２８名
敷地面積：1,020㎡
建屋面積：1,160㎡
創　　業：1976年
資 本 金：2,000万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

自動車部品からメディカルま
で製品提供させて頂いてお
り、素材提案・工程削減にも
寄与する加工提案を主体とし
ています。また日本国内には
４拠点（クリーンルーム完備）
があり災害時等のBCPにも的確に応えられる迅速な製品提
供、品質確保体制を整えています。

TOPICS

各拠点において、加工プラスαとして他部品サブアッシーにも
対応を進めており（アイテムによっては半自動化設備も一部導
入）、クリーンルームも保有しているため、コンタミ対策も要
求に対し柔軟な対応を実現しています。　企業詳細はこちら

株式会社 高口精密工業 
福岡県柳川市三橋町吉開681 
事業内容：精密部品加工（SUS･AL･銅･樹脂）・精密

治具工具製作（半導体液晶ロボット）・医療
技術部品加工

従業員数：29名
敷地面積：約5,610㎡
建屋面積：約1,600㎡
創　　業：1973年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
・高精度部品の小ロット多品種生
産。
・半導体装置部品、液晶製造装置
部品、産業用ロボット部品の製作。
・超高精度の部品加工による医療
機器部品の製作。
・コスト、品質、納期の３要素を厳
守しているが、特に品質を重視しています。
・高度な品質を維持するための最新設備の導入とたゆまぬ製造技術の習
得に努めています。

TOPICS
コロナ禍による厳しい経営環境の中で、コロナ禍終息後を見据えて、弊
社の機械加工で唯一弱点であった部門の強化を図ることを目的に複合
NC旋盤（オークマMULTUS B400Ⅱ）を追加導入しました。当初の予想
を上回る成果を上げて大活躍しており、今まで以上にお得意様のご要望
にお応えできるものと考えております。企業詳細はこちら

晃大商事株式会社
福岡県行橋市下崎150-1
事業内容：省力機器（ゴム製品成型設備など）・ゴム製

品用金型・精密モールドプレートなどの製造
販売
中国（無錫市）・インドネシア（ジャカルタ近
郊）に進出

従業員数：46名
敷地面積：18,181㎡
建屋面積：2,781㎡
創　　業：1966年
資 本 金：2,000万円

わが社の強み
・ゴム製品（Oリング・オイルシー
ル・ガスケットなど）を生産する
設備・金型が製造でき、現状よ
り安全・高度な提案及び対応
ができます。
・大中型の金型・精密プレート等
の加工を５μ以内で保証する
環境があり、超精密加工を得意としています。
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知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

企業および商品（ネジチョコ）の紹介
北九州で唯一の西日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモの代理店として、市内で

５店舗のドコモショップを運営するとともに、法人向け情報通信端末、ネットワーク端末、通
信回線などの企画・提案から施工・保守までのサービスを提供しています。また、飲食事業
部では洋菓子店「グランダジュール」でケーキ、焼き菓子などの販売を行っています。さらに、
２０１６年２月からはボルトとナットの形をしたチョコレート「ネジチョコ」の製造・販売を開
始しました。「ネジチョコ」は2015年の官営八幡製鐵所の世界遺産登録に合わせて、北九
州商工会議所から「鉄」をイメージできる北九州土産の開発を依頼されたことを契機として商
品化しました。「ネジチョコ」はボルトとナットの形状をした実際に締めることのできる一口サ
イズのチョコレートです。

窓口活用のきっかけ
すでに支援を受けていた公益財団法人北九州産業学術推進機構（FAIS）の中小企業支援セ

ンターから当窓口を紹介され、専門家派遣制度について相談されたのがきっかけです。すでに
「ネジチョコ」は販売を始めており、模倣防止とブランド強化のために商標登録を検討されて
いるタイミングでした。ただし、手作業での製造では歩留まりが悪く量産化ができない、また
量産化ができないため引き合いに対応できないという課題がありました。

最初の相談概要
量産化の課題に対しては、FAISのロボット技術支援センターと特許庁が連携して支援する

ことで大幅な歩留まり改善を実現することができましたので、当窓口ではその内容を権利化す
るために専門家（弁理士）派遣を行い、特許庁と連携しながらオープンクローズ戦略や出願戦略の検討を支援しました。

その後の相談概要
　当時は量産を目的として製造を外部委託することを検討していたため、外部委託した場合の契約内容について専門家（弁護
士）を派遣して助言を行い、一方、自社で工場拡張する場合の用地情報の提供を北九州市に依頼しました。また、ネジチョ
コに関する出願をした特許が登録になった（特許6403915号）後は、海外からの引き合いもあることから外国出願補助金を
紹介しました。加えて、他業種の企業とのコラボ商品を開発するにあたり、意匠や商標の出願戦略について助言を行いまし
た。

企業からのメッセージ
事業開始段階から特許の外国出願段階までFAISや知財総合支援窓口、中小企業支援センター、ロボット技術支援セン

ター、特許庁等の様々な支援機関から支援をいただきながら権利化を進めることができ、またネジチョコの売り上げも支援開
始当初の約10倍に伸ばすことができました。今後も海外展開を進めるにあたって引き続き支援をお願いしようと考えています。

　福岡県知的財産支援センターでは、国の福岡県知財総合支援窓口と連携し、中小企業者の皆様が企業経営の中
で抱える知的財産に関する悩みや課題について、窓口相談や知財専門家等の活用等を通じて総合的に支援します。
R3年度は窓口支援、特許流通、特許の活用、地域団体商標の支援活動をご紹介します。

窓口支援事例（2）　　オーエーセンター株式会社
企 業 情 報 ◇所在地：福岡県北九州市小倉北区宇佐町２－１０－１　　◇電話番号：093-511-1120
 ◇業 種：機械器具小売業　◇従業員数：１３４名

担当者のコメント（氏名：武内　洋介）
商品開発と権利化の両輪を同時にうまく回している印象を受けました。今後も国内での事
業拡大および海外への事業展開に対して窓口で支援できることをご紹介して、引き続き支
援させていただこうと思います。
今後社内の知財活動が一層定着することを期待しています。

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける
事業者の皆様へ

対 象 者

主な申請要件

給 付 額

申 請 期 間

申 請 方 法

①県内（政令市を除く）に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
②県内（北九州市を除く）に本社・本店のある酒類販売事業者（中小事業者等）
※①②とも福岡県感染拡大防止協力金の受給者は対象外です。

①飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、２０２１年５月・６月の月
間売上が、２０１９年（又は２０２０年）の同月比で３０％以上５０％未満減少している
こと。

②酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、２０２１年５月・６月の売上にかかる国
の月次支援金の給付対象となっていること。

※給付要件を満たせば、業種を問わず給付対象となり得ます。

①法人 １０万円以内／月、個人事業者 ５万円以内／月
②法人 ２０万円以内／月、個人事業者 １０万円以内／月
【算出方法】
５月分：２０１９年（又は２０２０年）５月の売上－２０２１年５月の売上
６月分：２０１９年（又は２０２０年）６月の売上－２０２１年６月の売上
（②については、上記算出方法から国の支援金額を差し引いた額）
※５月、６月分それぞれ申請可能。

①２０２１年６月１８日（金）～８月３１日（火）
※「②酒類販売事業者」と「特例申請（新規開業等）」の申請受付開始は７月上旬を予定しています。

Web上での申請を基本とします。
※Web申請が困難なため郵送での申請をご希望の方は、下記コールセンターまでご相談ください。
※必要書類については、下記ホームページをご参照ください。

福岡県中小企業者等月次支援金のご案内

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短
縮や外出自粛等の影響により、特に大きな影響を受け、売上が減少している中小企業者等に対して、事業
の継続を支援する月次支援金を給付します。

＜お問い合わせ先＞

【福岡県中小企業者等月次支援金コールセンター】
０１２０－８７６－８６６（平日９時～１７時）
【ホームページ】　※申請はこちらから
http://www. getsuj ishienkin.pref.fukuoka. lg. jp/

福岡県中小企業者等月次支援金
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コイル式熱交換器 ブライン用熱交換器 冷却コイル（管径50A）

フィンクーラー 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 チタン加工部品
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