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（行橋市）（行橋市） 大国段ボール工業株式会社　代表　寺澤 一光
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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



〈お問い合わせ〉　企画調整課　TEL：092-622-5432

利益アップを目指して
大国段ボール工
業 は1962年（昭
37）の設立です。
創業当初から工業
用をメインに顧客
ニーズに応えてき
ました。さらに利
益率を高めるため
10年ほど前から自
社商品に力を入れています。中でも人気になったのが猫の
爪とぎやキャットタワーです。2012年に経営革新計画が
承認され、2013年にグッドデザイン賞を得ることがで
き、本格的に市場に参入しました。それまではデザイン
性に乏しい中国産爪とぎはありましたが、紙質が悪く１週
間程度で駄目になると知りました。日本製の優れた材料
を活かし、デザイン性に優れた素晴らしい商品を作りたい
と考えたのです。

ウェブマーケティングの強化
　販路拡大を目指し
て現在はウェブマー
ケティングの強化を
進めています。2020
年度に（公財）福岡
県中小企業振興セン
ターの専門家派遣制
度を利用してホーム
ページの刷新などに
取り組みました。ま

た、ホームページだけでなく事務の合理化などＩＴ化につ

いても助言を受けました。自社でもＩＴ化に取り組んでき
ましたが、寺澤一光社長は「中小企業のためできる範囲
が限られており、専門家からの助言は助かった。今後も
引き続きウェブマーケティングを強化していき、国内だけ
でなく海外の富裕層にもペット関連製品を販売していきま
す」とのことです。

地域貢献も企業の使命
段ボールを使った商品開発の依頼は増えています。西

日本シティ銀行の依頼でイメージキャラクター「ワンク」を
製作し、製品を店頭に飾ったりイベントで活用してもらっ
たりもしています。
ほかにも小学生の社会見学も受け入れています。工場
見学の後で「おさるさんのはしご下り」や「ドラゴン」といっ
た簡単で楽しい玩具を作って遊んでもらい、これが好評で
す。後日お礼の手紙を子供たちからいただくのですが、皆
喜んでくれています。寺澤社長は「地域貢献の面からこ
れからも続けていきたい」と思っています。

Hello,Company!

No.53

No.53

　段ボール業界は市場が拡大しない代わりに大きく凹むこともない安定した市場です。一方で薄利
多売のため、利益をどう生み出していくかに工夫が求められます。自社開発製品は売値を自社で決
めることができ、しかも自社で開発した面白い商品を販売できることから積極的に行っています。今
後は日本製の高品質の商品を海外の富裕層向けにも販売したいと考えており、今後も専門家の支援
を受けながら、実現させたいと思います。また、当社は中小企業のため１社単独では難しいこともあ
ります。連携して商品開発も可能ですので、是非お声がけください。

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

大国段ボール工業株式会社
（行橋市）

大国段ボール工業は段ボールシート（板）を加工して箱を作っ
たり、玩具などを製造する段ボール加工会社です。工業用品向け
段ボールを主力とし、農産物向けも手がけています。工業向けに
力を入れてきましたが、得意先による生産拠点の海外シフトなど
があり、国内の段ボール需要は大きな増加が望めません。そこで
最近は一般消費者向けにさまざまなデザインの商品開発にも注
力し、販売するようになりました。どこにでもある段ボールが便利
なアイデア商品へと生まれ変わり、世界を驚かせています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

アイデア商品のサンプルを手にする寺澤代表

寺澤 一光　代表

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
Ｕ Ｒ Ｌ
従 業 員
事業内容

大国段ボール工業株式会社
寺澤　一光
福岡県行橋市大字今井１１３３
０９３０－２３－００５０
０９３０－２３－００５６
ｈｔｔｐ://ｄａｉｋｏｋｕ－ｃｃｉ．ｃｏ．ｊｐ/
３０人
段ボールの加工、デザイン

グッドデザイン賞受賞が転機に

世界を驚かす製品づくりの現場

子供たちに人気の玩具

段ボールを使った
アイデア商品で世界を驚かせる
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〈お問い合わせ〉　企画調整課　TEL：092-622-5432

植物が好き
名田植物園の創
業は1973年。150
平方メートルのビ
ニールハウスでシ
クラメンなどの生
産からスタートし
ました。名田代表
は幼い頃から植物
が好きで農業高校

へ進み、植物生産農家での修行を経て独立しました。修
行時代を名田代表は「職人の世界で積極的に見て学んだ」
と言います。
先進的な活動に積極的な名田代表は新たな取り組みに
次 と々挑戦しました。ミニ観葉植物の栽培をはじめギフト
商品化、ガーデニング教室、土を使わず管理しやすい
「ハイドロカルチャー」と呼ばれる栽培法も早くから取り
入れました。

好きな多肉植物を選ぶ「多肉狩り」
アロエやサボテ

ンなどで知られる
多肉植物。名田
植物園はその中で
も小さなものを栽
培しています。筑
後地域で盛んな果
物狩りにちなみ
「多肉狩り」と名
付けたサービスも好評です。

多肉狩りでは園内に並ぶ200種類以上の多肉植物から
気に入ったものを好きな量だけ使って寄せ植えが作れま
す。インテリアに適した多様なデザインの容器も用意して
手ぶらで来ても楽しめ、初心者には丁寧に指導します。
お気に入りの容器を持ち込むことも可能です。マグカップ
ほどの大きさでデスクに置けるサイズでも作れます。幼児
から高齢者まで年齢を問わず楽しめ、食事を挟んで５時
間没頭する人もいるそうです。

猫に聞く
猫草の生産を始め

たのは2001年。流
通大手から猫草のプ
ライベートブランド
（PB）商品のOEM（相
手先ブランド）生産を
依頼されたのがきっ
かけです。無農薬の
種の入手から栽培方
法、製品化まで徹底
的にこだわりました。
そこでのポリシーは
「飼い主よりも猫に
聞くこと」。製品開発では猫草に対する猫の様子を注意深
く観察しました。
名田代表は高品質で効率的な生産を目指して栽培法の
改善を続けています。猫が喜び、価格を抑えた製品を実
現するためです。簡単に栽培できるキットも製品化しまし
た。現在ではホームページを通じたネット販売やホームセ
ンターで取り扱っています。

Hello,Company!

No.54

No.54

　事業展開は、どう販売するかも大きな課題です。（公財）福岡県中小企業振興センターの福岡県
６次産業化・農商工連携サポートセンターによるプランナー派遣事業では大変お世話になりまし
た。振興センターを通じて何人もの弁理士の方と出合うことができました。特に「猫草」に関する
知財戦略では役立っています。猫は世界中で飼われています。将来の事業拡大や輸出も考えている
ところです。

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

ネコすっき

名田 英輔　代表

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
Ｕ Ｒ Ｌ
従 業 員
事業内容

名田植物園
名田　英輔
筑紫野市阿志岐１１０８－３
０９２－９２８－５７１７
０９２－９２８－５０５３
ｈｔｔｐ: / /ｎａ－ｔａ．ｎｅｔ
７人
多肉植物、猫草の生産・販売

新たな取り組みに次々と挑戦

寄せ植えは植物を自由に選べる

開発は猫とともに

猫に聞いて作る、
安全・安心の「猫草」

猫が食べることで、毛繕いによって飲み込んだ毛の排出を
助ける植物は愛猫家に「猫草」と呼ばれ、えん麦や大麦の若
葉などが商品化されています。名田植物園は猫に選ばれる猫
草作りを追求し、独自ブランド「ネコすっき」を確立しました。
農薬を使わない種を使い、乳酸菌が豊富などの特徴がありま
す。全国にリピーターを増やし、生産の拡大を続けています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!
名田植物園
（筑紫野市）
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猫に聞く
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的にこだわりました。
そこでのポリシーは
「飼い主よりも猫に
聞くこと」。製品開発では猫草に対する猫の様子を注意深
く観察しました。
名田代表は高品質で効率的な生産を目指して栽培法の
改善を続けています。猫が喜び、価格を抑えた製品を実
現するためです。簡単に栽培できるキットも製品化しまし
た。現在ではホームページを通じたネット販売やホームセ
ンターで取り扱っています。

Hello,Company!

No.54

No.54

　事業展開は、どう販売するかも大きな課題です。（公財）福岡県中小企業振興センターの福岡県
６次産業化・農商工連携サポートセンターによるプランナー派遣事業では大変お世話になりまし
た。振興センターを通じて何人もの弁理士の方と出合うことができました。特に「猫草」に関する
知財戦略では役立っています。猫は世界中で飼われています。将来の事業拡大や輸出も考えている
ところです。

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

ネコすっき

名田 英輔　代表

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
Ｕ Ｒ Ｌ
従 業 員
事業内容

名田植物園
名田　英輔
筑紫野市阿志岐１１０８－３
０９２－９２８－５７１７
０９２－９２８－５０５３
ｈｔｔｐ: / /ｎａ－ｔａ．ｎｅｔ
７人
多肉植物、猫草の生産・販売

新たな取り組みに次々と挑戦

寄せ植えは植物を自由に選べる

開発は猫とともに

猫に聞いて作る、
安全・安心の「猫草」

猫が食べることで、毛繕いによって飲み込んだ毛の排出を
助ける植物は愛猫家に「猫草」と呼ばれ、えん麦や大麦の若
葉などが商品化されています。名田植物園は猫に選ばれる猫
草作りを追求し、独自ブランド「ネコすっき」を確立しました。
農薬を使わない種を使い、乳酸菌が豊富などの特徴がありま
す。全国にリピーターを増やし、生産の拡大を続けています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!
名田植物園
（筑紫野市）
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注：１. 経済活動別の県内総生産の単位未満は四捨五入を原則としているため、県内総生産の合計値と一致しない場合がある。
　　２.その他は、輸入品に課される税・関税から総資本形成に係る消費税を控除したもの
出所：福岡県調査統計課「平成29年度県民経済・市町村民経済計算報告書」より作成

経済活動別県内総生産と就業者数（福岡県）

産業別県内総生産（名目）の推移（福岡県）

グラフdeふくおか

No .
231

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

進出経緯
1998年前後は超円高

の時代で、製造拠点を
海外に移す企業が増
加。同社の取引先企業
にも同様の動きが複数あ
る中で、中国市場の成
長の可能性に商機を見
出した堀社長は、中国
への進出を決意した。

進出後は様々な困難に直面したが、当初の最大
の課題は中国人スタッフの管理であった。はじめは
日本で採用した中国人スタッフを管理者として置い
たが、組織として思うように機能しなかった。その
後現地採用で責任者（現上海高砂倉庫貿易　童副
総経理）を採用し、現地のやり方にあった管理方
式に転換することで、ようやく組織が一枚岩となり
機能するようになった。
営業面においても当初は多くの困難に直面した。

中国ではビジネス上人脈やコネがないと、なかな
か取引に至らないという点である。例えば取引先の
日系企業の総経理と、トップ同士で取引に向け合
意していた場合でも、実際に取引を牛耳る実務レ
ベル者と詳細を詰める段階で、そのレベルでのつ
ながりが弱さ、過去のコネへのこだわりなどが障壁
となり、結局商談が破談になるようなケースも多々
あった。
また、関係当局やパートナー企業との調整にお
いても、人脈が優先されるため、童副総経理を中
心として、地道に人脈形成に取り組むことで、中国

におけるビジネスをなんとか軌道に乗せることがで
きた。
営業先や関係先と一旦信頼関係が築けると安定

したビジネスにつながるという点は、中国ビジネス
の面白さでもあると堀社長は語る。
進出当初はアパレル関係の日本への輸入業務が

主であったが、現在は、輸出業務の９割が食品と
なるなど、環境の変化とともに同社における取扱い
分野も変化している。

今後の展望
　中国は2028年にはGDPで世界第１位になると
の見通しであり、市場の成長性や日本との距離的
な近さという面で引き続き重要な市場であると同社
は考えている。今後２～３年は、関西や九州の物
流拠点の拡充など、日本国内の足固めを行ったう
えで、中国事業についても、政治的な動きを注視
しつつ、物流商社としての機能のテコ入れを図って
いきたい考えである。
　同社は、輸出入にかかる事前調査・コンサル、
通関代行、値付け、中文ラベルのデザイン・印刷
と貼り付け、倉庫保管や小口配送、販路の紹介な
どトータルでの物流サービス提供で、顧客の信頼を
獲得している。
　堀社長は、「中国に進出したいものの、リスクを
踏まえて現地法人の設立までには至らない企業の
お手伝いを、まずは当社が行い、その中で経験や
ノウハウを蓄積されることで、本格進出につなげる
こともできるので、お気軽にご相談いただきたい」
と話す。

高砂倉庫株式会社は1960年に福岡市で創業し、以来物流のプロフェッショナルとし
て福岡を中心に倉庫・物流サービス業を展開。近年は九州・西日本全域へと経営規模を
拡大している。1998年には物流商社的な機能を視野に入れ、上海高砂倉庫貿易有限公
司を設立し、中国・上海へ進出。高砂倉庫株式会社の代表取締役社長（上海高砂倉庫貿
易　董事長）である堀彰男社長にお話しを伺った。

上海高砂倉庫貿易有限公司

上海高砂倉庫（倉庫）

堀社長

組織名：高砂倉庫株式会社
創 業：1960年
代表者：代表取締役社長　堀　彰男
所在地：福岡市中央区大手門　2-3-11
U RＬ：http://www.takasago- jp .com/

組織名：上海高砂倉庫貿易有限公司
設 立：1998年
代表者：董事長　堀　彰男
所在地：上海市自由貿易試験区美盛路168号

国連工業大厦北５楼
メール：shtakasago@shtakasago.com.cn

海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

専門・科学技
術、業務支援
サービス業
16.783
[8.5%]

専門・科学技
術、業務支援
サービス業
227,906
[9.1%]

運輸・郵便業
13,164
[6.7%]

運輸・郵便業
165,195
[6.6%]

情報通信業
10,547
[5.4%]

情報通信業
62,103[2.5%]

建設業
10.087
[5.1%]

その他のサービス
9,429[4.8%] その他のサービス

183,243
[7.3%]

公務
8,429[4.8%]

公務
84,758[3.4%]

教育
7,907[4.0%]

教育
100,429[4.0%]

金融・保険業
6,949[3.5%]

金融・保険業
53,521[2.1%]

宿泊・飲食サー
ビス業

5,492[2.8%]

宿泊・飲食サービス業
154,111[6.1%]

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業
5,137[2.6%]

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 27,132[1.1%]

農林水産業
1.690[0.9%] 農林水産業

85,884[3.4%]

鉱業
86[0.0%]

鉱業
1,707[0.1%]その他

1,122[0.6%]

不動産業
22,363[11.4%]

不動産業
45,285[1.8%]

製造業
30,160
[15.3%]

製造業
311,274
[12.4%]建設業

204,766
[8.2%]

卸売・小売業
426,127
[17.0%]

卸売・小売業
28,641
[14.6%]

保健衛生・社会事業
18,291
[9.3%]

保健衛生・社会事業
374,603
[14.9%]

39.2
%

44.3
%

県内総生産
19兆6,792億円

就業者数
2,508,044人

（単位：億円） （単位：人）

上海事務所
所長

末永 尚也

2017年度県内総生産（名目）は19兆７千億円となり、リーマンショック前（2007年度）の水準を超えており、2013年
から５年連続の増加となりました。特に第３次産業の伸びが寄与しています。
本県の産業構造を経済活動別に総生産と就業者数で見ると、製造業、卸売り・小売業、保健衛生・社会事業の規模が
大きく※、合計するとシェアは、それぞれ約４割を占めています。
※不動産業の総生産額は、実際に市場で取引されていない「持ち家の家賃」が含まれているため、順位から除外しています。

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

福岡県産業の特徴

注：その他は、輸入品に課される税・
関税から総資本形成に係る消費税
を控除したもの
出所：福岡県調査統計課「平成29
年度県民経済・市町村民経済計
算報告書」より作成
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注：１. 経済活動別の県内総生産の単位未満は四捨五入を原則としているため、県内総生産の合計値と一致しない場合がある。
　　２.その他は、輸入品に課される税・関税から総資本形成に係る消費税を控除したもの
出所：福岡県調査統計課「平成29年度県民経済・市町村民経済計算報告書」より作成

経済活動別県内総生産と就業者数（福岡県）

産業別県内総生産（名目）の推移（福岡県）

グラフdeふくおか

No .
231

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

進出経緯
1998年前後は超円高

の時代で、製造拠点を
海外に移す企業が増
加。同社の取引先企業
にも同様の動きが複数あ
る中で、中国市場の成
長の可能性に商機を見
出した堀社長は、中国
への進出を決意した。

進出後は様々な困難に直面したが、当初の最大
の課題は中国人スタッフの管理であった。はじめは
日本で採用した中国人スタッフを管理者として置い
たが、組織として思うように機能しなかった。その
後現地採用で責任者（現上海高砂倉庫貿易　童副
総経理）を採用し、現地のやり方にあった管理方
式に転換することで、ようやく組織が一枚岩となり
機能するようになった。
営業面においても当初は多くの困難に直面した。

中国ではビジネス上人脈やコネがないと、なかな
か取引に至らないという点である。例えば取引先の
日系企業の総経理と、トップ同士で取引に向け合
意していた場合でも、実際に取引を牛耳る実務レ
ベル者と詳細を詰める段階で、そのレベルでのつ
ながりが弱さ、過去のコネへのこだわりなどが障壁
となり、結局商談が破談になるようなケースも多々
あった。
また、関係当局やパートナー企業との調整にお
いても、人脈が優先されるため、童副総経理を中
心として、地道に人脈形成に取り組むことで、中国

におけるビジネスをなんとか軌道に乗せることがで
きた。
営業先や関係先と一旦信頼関係が築けると安定

したビジネスにつながるという点は、中国ビジネス
の面白さでもあると堀社長は語る。
進出当初はアパレル関係の日本への輸入業務が

主であったが、現在は、輸出業務の９割が食品と
なるなど、環境の変化とともに同社における取扱い
分野も変化している。

今後の展望
　中国は2028年にはGDPで世界第１位になると
の見通しであり、市場の成長性や日本との距離的
な近さという面で引き続き重要な市場であると同社
は考えている。今後２～３年は、関西や九州の物
流拠点の拡充など、日本国内の足固めを行ったう
えで、中国事業についても、政治的な動きを注視
しつつ、物流商社としての機能のテコ入れを図って
いきたい考えである。
　同社は、輸出入にかかる事前調査・コンサル、
通関代行、値付け、中文ラベルのデザイン・印刷
と貼り付け、倉庫保管や小口配送、販路の紹介な
どトータルでの物流サービス提供で、顧客の信頼を
獲得している。
　堀社長は、「中国に進出したいものの、リスクを
踏まえて現地法人の設立までには至らない企業の
お手伝いを、まずは当社が行い、その中で経験や
ノウハウを蓄積されることで、本格進出につなげる
こともできるので、お気軽にご相談いただきたい」
と話す。

高砂倉庫株式会社は1960年に福岡市で創業し、以来物流のプロフェッショナルとし
て福岡を中心に倉庫・物流サービス業を展開。近年は九州・西日本全域へと経営規模を
拡大している。1998年には物流商社的な機能を視野に入れ、上海高砂倉庫貿易有限公
司を設立し、中国・上海へ進出。高砂倉庫株式会社の代表取締役社長（上海高砂倉庫貿
易　董事長）である堀彰男社長にお話しを伺った。

上海高砂倉庫貿易有限公司

上海高砂倉庫（倉庫）

堀社長

組織名：高砂倉庫株式会社
創 業：1960年
代表者：代表取締役社長　堀　彰男
所在地：福岡市中央区大手門　2-3-11
U RＬ：http://www.takasago- jp .com/

組織名：上海高砂倉庫貿易有限公司
設 立：1998年
代表者：董事長　堀　彰男
所在地：上海市自由貿易試験区美盛路168号

国連工業大厦北５楼
メール：shtakasago@shtakasago.com.cn

海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

専門・科学技
術、業務支援
サービス業
16.783
[8.5%]

専門・科学技
術、業務支援
サービス業
227,906
[9.1%]

運輸・郵便業
13,164
[6.7%]

運輸・郵便業
165,195
[6.6%]

情報通信業
10,547
[5.4%]

情報通信業
62,103[2.5%]

建設業
10.087
[5.1%]

その他のサービス
9,429[4.8%] その他のサービス

183,243
[7.3%]

公務
8,429[4.8%]

公務
84,758[3.4%]

教育
7,907[4.0%]

教育
100,429[4.0%]

金融・保険業
6,949[3.5%]

金融・保険業
53,521[2.1%]

宿泊・飲食サー
ビス業

5,492[2.8%]

宿泊・飲食サービス業
154,111[6.1%]

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業
5,137[2.6%]

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 27,132[1.1%]

農林水産業
1.690[0.9%] 農林水産業

85,884[3.4%]

鉱業
86[0.0%]

鉱業
1,707[0.1%]その他

1,122[0.6%]

不動産業
22,363[11.4%]

不動産業
45,285[1.8%]

製造業
30,160
[15.3%]

製造業
311,274
[12.4%]建設業

204,766
[8.2%]

卸売・小売業
426,127
[17.0%]

卸売・小売業
28,641
[14.6%]

保健衛生・社会事業
18,291
[9.3%]

保健衛生・社会事業
374,603
[14.9%]

39.2
%

44.3
%

県内総生産
19兆6,792億円

就業者数
2,508,044人

（単位：億円） （単位：人）

上海事務所
所長

末永 尚也

2017年度県内総生産（名目）は19兆７千億円となり、リーマンショック前（2007年度）の水準を超えており、2013年
から５年連続の増加となりました。特に第３次産業の伸びが寄与しています。
本県の産業構造を経済活動別に総生産と就業者数で見ると、製造業、卸売り・小売業、保健衛生・社会事業の規模が

大きく※、合計するとシェアは、それぞれ約４割を占めています。
※不動産業の総生産額は、実際に市場で取引されていない「持ち家の家賃」が含まれているため、順位から除外しています。

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

福岡県産業の特徴

注：その他は、輸入品に課される税・
関税から総資本形成に係る消費税
を控除したもの
出所：福岡県調査統計課「平成29
年度県民経済・市町村民経済計
算報告書」より作成
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暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

www.nissin-chemical.jp

高木　浩敏代表取締役社長

セラミック、金属の精密加工を世の中に提供

〒800-0115
北九州市門司区新門司三丁目81番6号
TEL(093)481-6051
FAX(093)481-6066

08

http://www.edison-ht.co.jp
http://www.e-kotani.co.jp/
http://www.tobata-s.com/
http://www.crea-p.co.jp
http://www.takaki-iron.jp/
https://nissin-chemical.jp


暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

循環資源の再利用を通じて
循環型社会の構築に
貢献しています。

株式会社　田尻商店
代表取締役　田尻　博

熊本県阿蘇郡西原村小森 3584-25
TEL：096-279-4661
FAX：096-279-4662

創業1919年（大正８年）
私たちは、一歩一歩確実に
歩んでまいりました

代表取締役社長　廣津　良二

新造船建造と各種プラント工場メーカーとして
多様化し常に歩み続ける技術と
生産力を磨き、未来の環境づくりに
これからも邁進してまいります

本　　社　〒810-0075 福岡市中央区港3丁目3-27
　　　　　TEL 092-751-0484（代）　FAX 092-751-6031
宮若工場　〒822-0112 宮若市原田字上ヶ原1418-2
　　　　　TEL・FAX 0949-52-0022

株式
会社小堀船舶工業営業品目

精密板金加工・レーザー・タレパン加工
特殊折曲加工・溶接組立加工
水産養殖関連機械製造・販売・メンテ
建築金物設計・製作・施工
〒811-2114
福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1495-1
TEL　092-932-4166（代表）
FAX　092-932-5951

阪

　文
孝

代
表
取
締
役
社
長

来場者募集中!

⽇刊⼯業新聞を
法定公告掲載で
利⽤できること
ご存知ですか？

時間切れで万事休すか…

展⽰会のお問い合わせ／⽇刊⼯業新聞社 ⻄部⽀社 展⽰会事務局
〒812-0029 福岡市博多区古⾨⼾町1-1 TEL:092-271-5715 FAX:0922715881

法定公告のお問い合わせ／⽇刊⼯業新聞社 ⻄部⽀社 企画営業部
TEL:092-271-5716 FAX:092-271-5881
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https://www.nikkan.co.jp
http://carestation-himawari.com
http://www.kofosen.com
https://kasyu-kogyo.com


暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

営業 制作企画
原稿作成

印刷製本
デジタル
コンテンツ

大分本社・東京・福岡・佐伯・津久見・竹田・由布

大分本社／〒870-0847 大分県大分市広瀬町２丁目３番21号
TEL.097-543-1211 FAX.097-554-4028

思いをつなげて、
カタチにする。

桑
野

　龍
一

U
RL https://w

w
w
.chuokai-fukuoka.or.jp/

工業用パッキン製作販売
株式会社バルカー代理店・協力工場
配管支持金具販売　
株式会社昭和コーポレーション
その他配管関連商品

代表取締役 小川　拓郎

大安産業株式会社

〒803-0801
北九州市小倉北区西港町
TEL 093-581-5188
FAX 093-581-5191

90-15

株式
会社 紀 之 国 屋

技術と情報のネットワーク・製造業支援企業
福岡県男女共同参画企業賞受賞
子育て応援宣言事業賞受賞

会長　中 村 高 明
代表取締役社長　中 村 大 志

福岡県直方市大字頓野字三本松970
TEL 0949（26）1313　FAX 0949（26）0770

久留米鉄工協同組合

〒830-0044

久留米市本町 2-23　203 号
TEL（0942）34-7125
FAX（0942）34-7155

専務理事

理 事 長

会計理事

豊 福 　　 至
古 賀 　俊 宏
泉 　 　敏 彦

私たちは障がい者アートを応援しています。「未来の田舎の風景」作：けいじ
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https://www.saiki.co.jp


暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

渡

　邊

　
　剛

松
本

　茂
樹

【営業内容】
〇生産設備ライン開発・設計・施工
〇ＭＯＸ燃料装置開発・設計・施工
〇タイヤ・ゴム製造装置開発・設計・施工
〇電気機器装置開発・設計・施工
〇薬品製造装置開発・設計・施工
〇食品製造装置開発・設計・施工
〇金型開発・設計・製造
〇テナントビル・立体駐車場事業

精密板金技術と
制御技術で

社会を豊かにする
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http://www.nasakogyo.co.jp
http://www.fujiworld.com
http://www.fukukiren-monodzukuri.jp
https://www.toyocork.co.jp


暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

福岡市博多区神屋町６番20号

福岡県学校給食会指定工場

給食パン・米飯製造工場

株式会社唐人ベーカリー
〒819-0375

福岡市西区徳永３２５－１

　　ＴＥＬ：092-807-0222　

　　ＦＡＸ：092-807-8144

【店舗】

「唐人町ポエム本店」(唐人町商店街）

12

https://takamatsuweb.com
http://mimoriya.com
http://www.hakatako-futo.co.jp
http://www.hiryu-soubi.co.jp


暑中お見舞い申し上げます
令和３年　盛夏

○経営コンサルティング○事業承継支援○相続対策

貸ホール・
貸会議室

（株）久留米ビジネスプラザ
〒839-0801 
久留米市宮ノ陣四丁目２９－１１
TEL 0942-31-3104 FAX 0942-31-3107
E-mail  office@kurumebp.jp
URL http://www.kurumebp.jp

低料金で皆様のご利用を
お待ちしています。
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https://www.daipri.net
http://www.kurumebp.jp
https://s-ket.com
http://www.jke.jp


〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

福岡や福智町の農産物、そのほかこだわり素材を贅沢に使用
した濃厚でリッチな口どけのジェラートです。創業当初から変
わらぬ人気のレギュラーフレーバー６種類をセット（カタラーナ
／あまおう苺ミルク／あまおう苺シャー
ベット／いちじくの赤ワイン煮／黒豆きな
こ／抹茶きなこ）にしました。

3,780円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

 「よかもん市場」は当センター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！株式会社イワモト九州工場

福岡県久留米市田主丸町秋成257-2
事業内容：プレス金型設計製作及び金型メンテ
従業員数：9名
敷地面積：2,100㎡
建屋面積：810㎡
創　　業：2004年

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

CAD・CAMによる設計、
組立、トライまで一貫製作

TOPICS

5軸オークママシニングセンター（２m×３m）
500ton油圧プレス、テーブル２m×３mまでの金型製作

企業詳細はこちら

株式会社ヴァンテック
realize your idea / お客様のアイデア
を実現する。
福岡県久留米市城島町内野422-28
事業内容：電子機器企画・設計（回路、組込ソフト、

筐体）・製造／生産管理システム開発
従業員数：25名
敷地面積：1,741㎡
建屋面積：963㎡
創　　業：2000年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み

社内で商品企画から電子回
路・組込ソフト・アプリケー
ション・筐体の開発、国内外か
らの幅広い調達、チップマウン
ター、半田付け装置を社内に所
有し組立検査までを敏速に対応
し、海外に負けない低価格化と短納期を実現し、お客様のニー
ズに応える。

TOPICS

電子化された生産ラインで製造のトレサビリティ管理を実現、
開発者を増員し開発体制の強化に取り組む

企業詳細はこちら

株式会社野口機工
福岡県久留米市田主丸町地徳2667
事業内容：半導体製造装置部品を始め様々な製品に対

する金属/樹脂などの素材加工
従業員数：24名
敷地面積：4,559㎡
建屋面積：1,373㎡
創　　業：1985年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
単品受注を強みとし、フライスや旋
盤など各種設備を揃え、手のひらサ
イズの小物から２ｍクラスのプレート
まで、幅広い製品の加工が可能で
す。また、切削/設計/組立などの受
注を重ね、高い品質での製品提供に
より、各メーカー様から信頼を頂いて
おります。

TOPICS
・高品質な製品提供に向け、新たに三次元測定機を導入。
・様々な分野のメーカー様から受注を頂き、コロナ禍でも安定的な
経営を維持。

企業詳細はこちら

今月のモノづくりPICK UP！企業

（福智町）
店舗名：ふくち☆リッチ

ジェラート
商品名：ふくち☆リッチ

ジェラートベー
シック

お家でのお洗濯が可能です。汗、油汚
れでもへっちゃらです。 洗えば洗うほど
体に馴染み、永くお使い頂けるタフで愛
着のあるハンチングです。綿100％の
先染め絣（かすり）だから色落ちしにく

く、直接肌に当たる内側のテープも共布
を使用しており、肌触り抜群で優しい装
着感です。

8,800円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（大刀洗町）
店舗名：ROoRING
商品名：洗えるハンチング

全国酒類コンクールワイン部門第１位！
ワイルドブルーベリーを100％原料にし
た他に類を見ない味わい深さ。濃厚だけ
どフルーティーで、フルボディのような
ふくよかさとふくらみを持ちつつも、ベ

リー特有のフル一ティーな果実味を残し
たとても珍しい味わいです。

2,570円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
店舗名：巨峰ワイナリー
商品名：ブルーベリーワイン

（720ml）

筑後産のイグサ（灯芯草）を使った芯
に、福岡県の特産物である櫨蝋を伝統
の職人が手がけた和ろうそく。蝋だれし
にくく、静かにゆっくりと燃えて行く美し
さは日本の伝統美です。

2,090円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
店舗名：松山櫨復活委員会
商品名：眞櫨 和ろうそく

らん蘭広場は、胡蝶蘭一筋40年。全国
洋ラン品評会にて金賞受賞経験もござい
ます。大輪、中輪（ミディ）、小輪（ミニ）
のバラエティー豊かな胡蝶蘭を豊富に取
り扱っており、厳選した高品質のものを

お手頃なお値段で販売しております。

13,900円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（糸島市）
店舗名：らん蘭広場
商品名：大輪胡蝶蘭 27輪以上

おにぎりみたいに、手で持って食べられるお好み焼き、たこ
焼き風のいなほ焼きです。オリジナル配合のいなほ焼き専用
ミックス粉、独自のいなほ焼き用に作ったソース・マヨネー
ズ・揚げ玉を使っています。

180円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（福岡市）
店舗名：博多いなほ焼き
商品名：いなほ焼き

プレーン
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

福岡や福智町の農産物、そのほかこだわり素材を贅沢に使用
した濃厚でリッチな口どけのジェラートです。創業当初から変
わらぬ人気のレギュラーフレーバー６種類をセット（カタラーナ
／あまおう苺ミルク／あまおう苺シャー
ベット／いちじくの赤ワイン煮／黒豆きな
こ／抹茶きなこ）にしました。

3,780円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

 「よかもん市場」は当センター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！株式会社イワモト九州工場

福岡県久留米市田主丸町秋成257-2
事業内容：プレス金型設計製作及び金型メンテ
従業員数：9名
敷地面積：2,100㎡
建屋面積：810㎡
創　　業：2004年

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

CAD・CAMによる設計、
組立、トライまで一貫製作

TOPICS

5軸オークママシニングセンター（２m×３m）
500ton油圧プレス、テーブル２m×３mまでの金型製作

企業詳細はこちら

株式会社ヴァンテック
realize your idea / お客様のアイデア
を実現する。
福岡県久留米市城島町内野422-28
事業内容：電子機器企画・設計（回路、組込ソフト、

筐体）・製造／生産管理システム開発
従業員数：25名
敷地面積：1,741㎡
建屋面積：963㎡
創　　業：2000年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み

社内で商品企画から電子回
路・組込ソフト・アプリケー
ション・筐体の開発、国内外か
らの幅広い調達、チップマウン
ター、半田付け装置を社内に所
有し組立検査までを敏速に対応
し、海外に負けない低価格化と短納期を実現し、お客様のニー
ズに応える。

TOPICS

電子化された生産ラインで製造のトレサビリティ管理を実現、
開発者を増員し開発体制の強化に取り組む

企業詳細はこちら

株式会社野口機工
福岡県久留米市田主丸町地徳2667
事業内容：半導体製造装置部品を始め様々な製品に対

する金属/樹脂などの素材加工
従業員数：24名
敷地面積：4,559㎡
建屋面積：1,373㎡
創　　業：1985年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
単品受注を強みとし、フライスや旋
盤など各種設備を揃え、手のひらサ
イズの小物から２ｍクラスのプレート
まで、幅広い製品の加工が可能で
す。また、切削/設計/組立などの受
注を重ね、高い品質での製品提供に
より、各メーカー様から信頼を頂いて
おります。

TOPICS
・高品質な製品提供に向け、新たに三次元測定機を導入。
・様々な分野のメーカー様から受注を頂き、コロナ禍でも安定的な
経営を維持。

企業詳細はこちら

今月のモノづくりPICK UP！企業

（福智町）
店舗名：ふくち☆リッチ

ジェラート
商品名：ふくち☆リッチ

ジェラートベー
シック

お家でのお洗濯が可能です。汗、油汚
れでもへっちゃらです。 洗えば洗うほど
体に馴染み、永くお使い頂けるタフで愛
着のあるハンチングです。綿100％の
先染め絣（かすり）だから色落ちしにく

く、直接肌に当たる内側のテープも共布
を使用しており、肌触り抜群で優しい装
着感です。

8,800円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（大刀洗町）
店舗名：ROoRING
商品名：洗えるハンチング

全国酒類コンクールワイン部門第１位！
ワイルドブルーベリーを100％原料にし
た他に類を見ない味わい深さ。濃厚だけ
どフルーティーで、フルボディのような
ふくよかさとふくらみを持ちつつも、ベ

リー特有のフル一ティーな果実味を残し
たとても珍しい味わいです。

2,570円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
店舗名：巨峰ワイナリー
商品名：ブルーベリーワイン

（720ml）

筑後産のイグサ（灯芯草）を使った芯
に、福岡県の特産物である櫨蝋を伝統
の職人が手がけた和ろうそく。蝋だれし
にくく、静かにゆっくりと燃えて行く美し
さは日本の伝統美です。

2,090円（税込／送料別）

お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
店舗名：松山櫨復活委員会
商品名：眞櫨 和ろうそく

らん蘭広場は、胡蝶蘭一筋40年。全国
洋ラン品評会にて金賞受賞経験もござい
ます。大輪、中輪（ミディ）、小輪（ミニ）
のバラエティー豊かな胡蝶蘭を豊富に取
り扱っており、厳選した高品質のものを

お手頃なお値段で販売しております。

13,900円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（糸島市）
店舗名：らん蘭広場
商品名：大輪胡蝶蘭 27輪以上

おにぎりみたいに、手で持って食べられるお好み焼き、たこ
焼き風のいなほ焼きです。オリジナル配合のいなほ焼き専用
ミックス粉、独自のいなほ焼き用に作ったソース・マヨネー
ズ・揚げ玉を使っています。

180円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（福岡市）
店舗名：博多いなほ焼き
商品名：いなほ焼き

プレーン
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７件の実績工数で比較したグラフ 改善後の作業風景

１．通信販売事業の拡大とそれに向けての課題
　博多の味本舗は、天然だしや明太子などの地元特産品を百貨店やふるさと納税品に提供す
るほか、独自の通信販売事業も行っています。魅力ある博多の味を味わってもらえるよう味や
風味にこだわった独自レシピで提供することや、お客様に少しでも早く届けられるよう、在庫
を持たず、集荷したその日のうちに梱包、発送することを強みにしています。
　また近年は、新型コロナによる市場の変化を捉え、ネット販売にも力を入れています。その
おかげで１日あたりの販売量は年々拡大しています。
　一方で郵便、FAX、メール、ネットなど多様な受注形態に対応した受発注・入荷確認・発
送手配などの業務はばらばらで手間ひまが掛かっていることから、今後の受注拡大に備え、現
状の１日あたり１０件程度から１００件近くになってもスタッフの増員なしに対応できるようスタッ
フの業務改革を目指すこととしました。

２．課題に対する切り口や取り組み（生産性アドバイザーによる支援活動）
まず、受発注や発送など全ての作業を書き出し、工程数や工程に掛かっている
時間を明らかにしたうえで念入りに分析を行いました。　
その結果、顧客や商品情報の手入力や、印刷した情報の目視チェックに時間が
掛かっていること、受注ソフト・配送ソフト・出荷ファイル・会計ソフトなど複数の
ソフトをバラバラに使用する中、ソフト間の手作業による再入力や細かなチェック
に時間が掛かっていることが大きな要因と分かりました。
これらの課題に対し、バラバラに存在しているソフト間でデータを連携させ、手
入力や目視チェックを廃止できる連携システム仕様を考案しました。
その際、既存のソフトをできるだけそのまま流用し、ソフト間の連携部のみ新規
開発することで、開発コストを抑える工夫をしました。

３．対策による効果　
　連携システムを導入することで、ソフト間をデータで授受
できるようになり、手入力や目視チェックを廃止した結果、
10件/日の受注の場合、工程数、工数ともに５０％以上削
減できました。受注件数が増えるとその効果は拡大し、
100件/日の受注にも、その日のうちに処理できます。ま
た、人為ミスの低減や商品配送追跡情報の提供による問合
せ時間短縮などサービス品質向上につながりました。

４．トップの声と今後の展開
　これまで工程分析、工数分析の手法について知識がなかったので、支援を通じてその手法を学ぶことができました。現状を
数値化し見える化することで悪さ加減や改善の効果がよくつかめました。今回学んだ手法を活用し、今後も継続して生産性向
上に努め、お客様に対し、魅力ある地元の味を短納期でお届けしていきます。また、今回の改善で得られた余力を、新規ブ
ランド商品や新規構想中のパン事業に展開し、更に事業を発展させていきたいと思います。

ＩＴ技術を活用し、通信販売事業の受発注・入荷確認・発送業務をスピードUP！

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
■ 福岡県中小企業生産性向上支援センター
　TEL：092-292-8890　FAX：092-292-8688
　住所：福岡市博多区吉塚本町１３番５０号
　　　　福岡県吉塚合同庁舎１Ｆ
　U R L：https://www.f-seisanseikojo.jp
　E-mail：info@f-se isanseikojo . jp

企業情報
■ 株式会社　博多の味本舗
　TEL：092-408-1780　FAX：092-408-1781
　住所：那珂川市中原６丁目１番２２号
　U R L：https ://hakatanoaj i . jp
　E-mail：info@hakatanoaj i . jp

福岡県中小企業生産性向上支援センター
　県内の中小企業（ものづくり・サービス業）が直面する人手不足、品質、コスト、納期などの生産性課題を解
決するため、経験豊富なアドバイザーが「作業環境改善」「改善職場づくり」「プロセス改革」「IT・スタッフ業
務改革」「自動化・IoT」など生産性向上の取り組みを現地現物で、期間や回数に制限を設けず無料で支援して
います。
　今回は、スタッフ業務のリードタイム短縮・作業効率化について、企業の目線で改革した事例を紹介します。

生産性向上支援事例　～ 株式会社　博多の味本舗 ～

知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

特 許 流 通
特許流通とは、特許のライセンスや譲渡により、技術の移転を行うことです。
知的財産支援センターは「技術を探す企業」「技術を持つ企業」双方を繋ぎ、双方の事業を支援します。

技術を探している企業

申し込み

ヒアリング

調査

開放特許紹介

ヒアリング

申し込み

【特許流通のメリット】
◆他社の特許技術を導入することにより、新製品の開発が低コスト・短期間
に実現できます

◆自社で事業化できない市場への進出や販路拡大が期待でき、またライセン
ス収入を得られます

NG NG
OK

技術を持っている企業

契約条件の調査

契約

特許流通
コーディネーターが
お繋ぎします

マッチング

開放特許DB登録

相手先の調査
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７件の実績工数で比較したグラフ 改善後の作業風景

１．通信販売事業の拡大とそれに向けての課題
　博多の味本舗は、天然だしや明太子などの地元特産品を百貨店やふるさと納税品に提供す
るほか、独自の通信販売事業も行っています。魅力ある博多の味を味わってもらえるよう味や
風味にこだわった独自レシピで提供することや、お客様に少しでも早く届けられるよう、在庫
を持たず、集荷したその日のうちに梱包、発送することを強みにしています。
　また近年は、新型コロナによる市場の変化を捉え、ネット販売にも力を入れています。その
おかげで１日あたりの販売量は年々拡大しています。
　一方で郵便、FAX、メール、ネットなど多様な受注形態に対応した受発注・入荷確認・発
送手配などの業務はばらばらで手間ひまが掛かっていることから、今後の受注拡大に備え、現
状の１日あたり１０件程度から１００件近くになってもスタッフの増員なしに対応できるようスタッ
フの業務改革を目指すこととしました。

２．課題に対する切り口や取り組み（生産性アドバイザーによる支援活動）
まず、受発注や発送など全ての作業を書き出し、工程数や工程に掛かっている
時間を明らかにしたうえで念入りに分析を行いました。　
その結果、顧客や商品情報の手入力や、印刷した情報の目視チェックに時間が

掛かっていること、受注ソフト・配送ソフト・出荷ファイル・会計ソフトなど複数の
ソフトをバラバラに使用する中、ソフト間の手作業による再入力や細かなチェック
に時間が掛かっていることが大きな要因と分かりました。
これらの課題に対し、バラバラに存在しているソフト間でデータを連携させ、手
入力や目視チェックを廃止できる連携システム仕様を考案しました。
その際、既存のソフトをできるだけそのまま流用し、ソフト間の連携部のみ新規

開発することで、開発コストを抑える工夫をしました。

３．対策による効果　
　連携システムを導入することで、ソフト間をデータで授受
できるようになり、手入力や目視チェックを廃止した結果、
10件/日の受注の場合、工程数、工数ともに５０％以上削
減できました。受注件数が増えるとその効果は拡大し、
100件/日の受注にも、その日のうちに処理できます。ま
た、人為ミスの低減や商品配送追跡情報の提供による問合
せ時間短縮などサービス品質向上につながりました。

４．トップの声と今後の展開
　これまで工程分析、工数分析の手法について知識がなかったので、支援を通じてその手法を学ぶことができました。現状を
数値化し見える化することで悪さ加減や改善の効果がよくつかめました。今回学んだ手法を活用し、今後も継続して生産性向
上に努め、お客様に対し、魅力ある地元の味を短納期でお届けしていきます。また、今回の改善で得られた余力を、新規ブ
ランド商品や新規構想中のパン事業に展開し、更に事業を発展させていきたいと思います。

ＩＴ技術を活用し、通信販売事業の受発注・入荷確認・発送業務をスピードUP！

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
■ 福岡県中小企業生産性向上支援センター
　TEL：092-292-8890　FAX：092-292-8688
　住所：福岡市博多区吉塚本町１３番５０号
　　　　福岡県吉塚合同庁舎１Ｆ
　U R L：https://www.f-seisanseikojo.jp
　E-mail：info@f-se isanseikojo . jp

企業情報
■ 株式会社　博多の味本舗
　TEL：092-408-1780　FAX：092-408-1781
　住所：那珂川市中原６丁目１番２２号
　U R L：https ://hakatanoaj i . jp
　E-mail：info@hakatanoaj i . jp

福岡県中小企業生産性向上支援センター
　県内の中小企業（ものづくり・サービス業）が直面する人手不足、品質、コスト、納期などの生産性課題を解
決するため、経験豊富なアドバイザーが「作業環境改善」「改善職場づくり」「プロセス改革」「IT・スタッフ業
務改革」「自動化・IoT」など生産性向上の取り組みを現地現物で、期間や回数に制限を設けず無料で支援して
います。
　今回は、スタッフ業務のリードタイム短縮・作業効率化について、企業の目線で改革した事例を紹介します。

生産性向上支援事例　～ 株式会社　博多の味本舗 ～

知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

特 許 流 通
特許流通とは、特許のライセンスや譲渡により、技術の移転を行うことです。
知的財産支援センターは「技術を探す企業」「技術を持つ企業」双方を繋ぎ、双方の事業を支援します。

技術を探している企業

申し込み

ヒアリング

調査

開放特許紹介

ヒアリング

申し込み

【特許流通のメリット】
◆他社の特許技術を導入することにより、新製品の開発が低コスト・短期間
に実現できます

◆自社で事業化できない市場への進出や販路拡大が期待でき、またライセン
ス収入を得られます

NG NG
OK

技術を持っている企業

契約条件の調査

契約

特許流通
コーディネーターが
お繋ぎします

マッチング

開放特許DB登録

相手先の調査
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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感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

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・７月の月間事業収入が、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月の事業収入
にかかる国の月次支援金の給付対象となっており、２０１９年（又は２０２０年）
の同月比で（ア）50％以上70％未満減少していること、又は、（イ）70％以
上減少していること。

※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 上限１０万円／月、個人事業者 上限５万円／月
②（ア）法人 上限２０万円／月、個人事業者 上限１０万円／月
　（イ）法人 上限４０万円／月、個人事業者 上限２０万円／月
【算出方法】
２０１９年（又は２０２０年）５月（又は６月・７月）の事業収入－２０２１年同月の事業収入
（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）
※各月分それぞれ申請可能。

①５月分：２０２１年６月１８日（金）～８月３１日（火）
６月分：２０２１年７月１日（木）～８月３１日（火）
７月分：２０２１年８月１日（日）～９月３０日（木）

②２０２１年７月９日（金）～９月３０日（木）

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.getsujishienkin.pref.fukuoka.lg.jp/

対象者

主な申請要件

給付額

申請期間

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。

申請方法

福岡県中小企業者等月次支援金

自動車サプライヤー連携強化事業補助金

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

令和３年度
「自動車サプライヤー連携強化事業補助金」

現在、次世代自動車の普及やＣＡＳＥ（つながる、自動化、共有、電動化）の潮流など自動車産業を取り巻く環境
は大きく変化しており、今後の製品開発においては、限られたリソースの効率的な活用や補完を図るための他社と
の連携や役割分担が必要です。
そのため、県内の自動車関連産業に携わる中小企業を対象に、企業同士の連携による付加価値の高い技術・

製品開発を推進するための補助金を交付します！

（お問い合わせ）
北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議事務局
（福岡県商工部自動車産業振興室内）
T E L : 092 - 643 - 3447
F A X : 092 - 643 - 3421
E-mail : j idousha@pref.fukuoka. lg. jp

（１）単独申請区分
・県内に事業所（登記上の主たる事務所、工場、研究所等をいう。）を置く自動車関連産業に携わる（意向
を含む）中小企業（推進会議会員企業に限る）

（２）共同申請区分
・企業を含む複数の構成員（個人を除く。）による共同開発グループ
・グループのうち主たる代表申請者は、県内に事業所（登記上の主たる事務所、工場、研究所等をいう。）
を置く自動車関連産業に携わる中小企業

・申請者（構成員を含む。）は推進会議会員企業に限る

< 応募対象 >

<補助金内容 >

補助内容

対象経費

補助率

補助上限額

補助件数

【目的】連携企業を探す
自社技術等のPRツール作成に係る経費
・ホームページや動画の制作費 等

機械装置費／材料・消耗品費／外注・委託費／旅費／人件費／外部講師受入費／その他経費

１／２（新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例措置あり）

５００千円 ２，０００千円

８件 ８件

単独申請
【目的】連携企業との製品開発等
製品開発等に係る経費
・共同開発等に必要な設備の導入費
・試作品の開発費・既存製品の改良費 等

共同申請

（ＨＰ作成） （動画作成） （設備の導入） （製品の改良）
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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感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

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・７月の月間事業収入が、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月の事業収入
にかかる国の月次支援金の給付対象となっており、２０１９年（又は２０２０年）
の同月比で（ア）50％以上70％未満減少していること、又は、（イ）70％以
上減少していること。

※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 上限１０万円／月、個人事業者 上限５万円／月
②（ア）法人 上限２０万円／月、個人事業者 上限１０万円／月
　（イ）法人 上限４０万円／月、個人事業者 上限２０万円／月
【算出方法】
２０１９年（又は２０２０年）５月（又は６月・７月）の事業収入－２０２１年同月の事業収入
（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）
※各月分それぞれ申請可能。

①５月分：２０２１年６月１８日（金）～８月３１日（火）
６月分：２０２１年７月１日（木）～８月３１日（火）
７月分：２０２１年８月１日（日）～９月３０日（木）

②２０２１年７月９日（金）～９月３０日（木）

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.getsujishienkin.pref.fukuoka.lg.jp/

対象者

主な申請要件

給付額

申請期間

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。

申請方法

福岡県中小企業者等月次支援金

自動車サプライヤー連携強化事業補助金

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

令和３年度
「自動車サプライヤー連携強化事業補助金」

現在、次世代自動車の普及やＣＡＳＥ（つながる、自動化、共有、電動化）の潮流など自動車産業を取り巻く環境
は大きく変化しており、今後の製品開発においては、限られたリソースの効率的な活用や補完を図るための他社と
の連携や役割分担が必要です。
そのため、県内の自動車関連産業に携わる中小企業を対象に、企業同士の連携による付加価値の高い技術・
製品開発を推進するための補助金を交付します！

（お問い合わせ）
北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議事務局
（福岡県商工部自動車産業振興室内）
T E L : 092 - 643 - 3447
F A X : 092 - 643 - 3421
E-mail : j idousha@pref.fukuoka. lg. jp

（１）単独申請区分
・県内に事業所（登記上の主たる事務所、工場、研究所等をいう。）を置く自動車関連産業に携わる（意向
を含む）中小企業（推進会議会員企業に限る）

（２）共同申請区分
・企業を含む複数の構成員（個人を除く。）による共同開発グループ
・グループのうち主たる代表申請者は、県内に事業所（登記上の主たる事務所、工場、研究所等をいう。）
を置く自動車関連産業に携わる中小企業

・申請者（構成員を含む。）は推進会議会員企業に限る

< 応募対象 >

<補助金内容 >

補助内容

対象経費

補助率

補助上限額

補助件数

【目的】連携企業を探す
自社技術等のPRツール作成に係る経費
・ホームページや動画の制作費 等

機械装置費／材料・消耗品費／外注・委託費／旅費／人件費／外部講師受入費／その他経費

１／２（新型コロナウイルス感染症の影響に係る特例措置あり）

５００千円 ２，０００千円

８件 ８件

単独申請
【目的】連携企業との製品開発等
製品開発等に係る経費
・共同開発等に必要な設備の導入費
・試作品の開発費・既存製品の改良費 等

共同申請

（ＨＰ作成） （動画作成） （設備の導入） （製品の改良）
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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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