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「増加した」の回答が前回調査の33.3％から26.0％に
減るとともに「減少した」が前回の21.4％から26.0％に
増えてDIが11.9から0.0に落ち込んだ。最多は「横ばい」
回答で33.3％から36.0％に増加した。業種別では全12
業種のうち、増加が減少を上回ったのが「鉄鋼・非鉄」
「金属」「電機」「プラスチック」「ソフトウェア」。「減少
した」の方が多かったのは「機械」「ゴム」「繊維」「卸売・
小売業」「サービス業」「その他」。「輸送」は増加、減少
が同じ割合だった。

売 上 額 DI落ち込む

「増加する」の回答が前回調査の15.3％から20.7％に
増加。「減少する」の回答が前回の28.3％から20.3%に
減ってDIがマイナス13.0からプラス0.4へと改善した。
「横ばい」回答が前回調査の44.7％から47.0％で最大の
割合を占める状況は変わらない。全12業種で増加が上
回ったのは「鉄鋼・非鉄」「金属」「プラスチック」「繊維」
「サービス業」。減少が上回ったのは「機械」「輸送」「ゴム」
「ソフトウェア」「卸売・小売業」「その他」だった。

売上額の見通し
（３カ月位先） DIプラスに

減少横ばい増加

「好転」と答える企業が前回の13.0％から14.3％に増
え、「悪化」回答が前回の26.3％から22.0％に減少。DI
は前回のマイナス13.3から同7.7となり、マイナス幅の
縮小が続いた。「不変」回答が過半数となり、前回の
48.7％から51.7％に。業種別で好転が多かったのは「金
属」と「プラスチック」のみ。それ以外の業種は悪化が
好転を上回った。

採 算 状 況

資 金 繰 り

DI改善が続く

「上昇」回答が前回の16.0％から18.7％に増え、「下降」
回答が24.7％から17.3％に減ってDIが前回のマイナス
8.7からプラス1.4へとマイナスを脱した。「不変」回答
は前回の46.6％から51.0％と半数を超えている。未回答
も12.7％から13.0％に増加。業種別で上昇が下降を上
回ったのは「鉄鋼・非鉄」「金属」「機械」「プラスチック」。
それ以外の業種は下降の方が多かった。

操  業  度
（ソフトウェア、卸売・小売業、サービス業は除く） DIプラスに

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」回答が最多を占める状況のまま、前回の
71.7％から今回71.0％に。「上昇」回答が前回の3.0％か
ら6.7％に増え、「下降」は13.3％から10.3％に減って
DIは改善。マイナスは続くも、その幅は縮小し前回のマ
イナス10.3から同3.6となった。業種別では上昇は「鉄
鋼・非鉄」「繊維」「卸売・小売業」のみだった。

横ばい７割が続く

「好転」が前回の6.0％から8.7％に増え、「悪化」が
19.0％から15.0％に減った。よってDIは改善して前回
のマイナス13.0から同6.3になった。「不変」が過半数を
占め、前回の63.3％から64.3％に増加。業種別で「好転」
と回答したのは「プラスチック」のみ。それ以外は「好転」
と「悪化」が同じ割合の「鉄鋼・非鉄」を除き、悪化の
方が多かった。

販売価格
（受注単価） DIの改善が続く

下降横ばい上昇 悪化不変好転

DI（好転－悪化） DI（上昇－下降）

DI（上昇－下降） DI（好転－悪化）

DI（増加－減少） DI（増加－減少）

「売上額」除きDI改善が続く
調査概要
調査対象：県内中小企業300社
調査時点：令和３年７月集計
調査方法：アンケート調査方式（回収率88％） 

概況
今回調査のDIでは「売上額」の項目のみが落ち込み、それ以外の「売上額の見通し」

をはじめ全項目で前回調査に続いて改善を見せた。なかでも「売上額の見通し」と「操
業度」についてはマイナスから脱してプラスとなっている。福岡県では新型コロナウ
イルス感染の再拡大で８月に発出された４度目の緊急事態宣言の影響が懸念される。
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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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幅広く生産設備を供給
九州プレシ

ジョンは福岡
県うきは市の
本社工場に
加えて朝倉
市、熊 本 県
玉名市に生
産拠点を構
えます。熊本
のグループ２
社とともに設計から加工、組み立て、施工、緊急対応ま
で一貫した体制を構築。多様なニーズに対応できること
から、中川幸広専務は自社を「FA（工場自動化）装置
のコンビニエンスストア」と説明します。
顧客は自動車、半導体、食品、衣料品といった幅広い
分野に及びます。さらに（公財）福岡県中小企業振興セ
ンターの紹介で、県内外の商談会や企業マッチングも意
欲的に活用し業容を広げています。

九州産の除菌スプレー開発
本業の機械
分野で信頼を
確立した同社
ですが、コロ
ナ禍の中で新
事業への進出
に動 きまし
た。除菌・抗
菌・消臭用ス
プレー「ナチュ

ラルバリア」の製造販売です。九州のメーカーが開発、
生産する原液を配合しており、噴霧した物の表面に被膜
をつくることで、臭いやカビなどの原因を取り除く仕組み
です。
スプレーには穀物を発酵させて蒸留したアルコールを含
みますが、除菌効果を生むのは有機酸オリゴマーという
成分です。すべて食品由来の原料を使用しており、肌に
ついたり口に入ったりしても安心だといいます。

福祉施設や学校向けに販売
　原液は第三
者機関による
効果を確認済
み。自社内で
工場や事務所
の清掃に使用
し、効果を実
感しているそう
です。噴霧後
の拭き取りが
不要で手軽な
ほか、無香料

で保存料不使用なため、さまざまな企業や施設で利用
シーンがあると見込みます。
濃度が異なる「Ｎ」と「EX」の２種をそろえ、それぞ

れ内容量300、500ミリリットルの２サイズがあります。
販売代理店のネットワークを築きながら、まずは福祉施
設や学校に向けて展開を計画中。本業の機械設備に加え
て、新たな製品で地域の役に立つ構えです。

Hello,Company!

No.55

No.55

　有機酸オリゴマー原液は20年ほど前から知っており、コロナ禍で衛生対策が求められる中、取引
先に提供していました。より多くの人にこの製品を役立ててもらいたいと思い、地域貢献の一環で自
社製品として販売していきます。ボトルも液だれしにくい国産にこだわりました。今後は九州のアロ
マで香り付けした携帯用製品などの開発も検討します。地産地消で地域に貢献できるツールとして
「ナチュラルバリア」を広げていきたいです。

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

株式会社九州プレシジョン
（うきは市）

九州プレシジョンは工場の生産設備の設計・開発や金属部品
の加工を主力とする機械・部品メーカーです。“プレシジョン＝精
密”の社名通り、小さな部品から１点物の大きな設備まで高品質
かつ高精度で形にします。大手企業はじめ多くのサプライヤーを
顧客に擁しますが、コロナ禍での衛生意識の高まりを受け、地域
に向けた新分野にも足を踏み出しました。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

新製品を手にする中川専務

中川 幸広　専務

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

株式会社九州プレシジョン
畑野　栽寛
福岡県うきは市吉井町富永１９６０
０９４３－７５－     5   ８２２
０９４３－７５－５６５７
ｈｔｔｐ://www.mic-g .co . jp
７８人
生産設備の開発・設計・施工、精密部品加工など

精密部品や生産設備を幅広く供給する

本業の機械製造に加えて新分野に手を広げる

ナチュラルバリアシリーズ

自動化装置の“コンビニ”
除菌スプレーで地域に貢献へ
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

工事現場で活躍する無機EL製品
同社が事業を始めたのは
2009年。「環境問題対策に
貢献したい」という合瀬社長
の思いから当初は、二酸化炭
素の排出削減につながる省エ
ネコンサルティングを事業所
向けに展開しました。そこで
省エネに関するさまざまな機
器を取り扱い、発光ダイオー
ド（LED）などとともに出会っ
たのが無機ELです。厚さ１ミ
リメートルほどという薄さや軽
さを生かし、工事現場などで
使われるサインライトのほか
ポスターを製品化しました。横からも見やすい視認性の高さ
や発熱しない安全性も評価され、トンネル内の工事で使う
表示板にも採用されています。電光ベストは工事現場だけで
なく防犯パトロールにも使われます。

夜間でも危険水位を分かりやすく
工事用などの次

に開発したのが電
光水位指示標で
す。電光水位指示
標は氾濫危険水
位といった目安を
示すもので橋の支
柱などに取り付け

られ、水位の程度が分かります。従来より蛍光塗料など
で比較的見やすい指示標はありましたが、発光することで
夜間の視認性が飛躍的に高まりました。遠くに設置した
監視カメラでもはっきり見えます。太陽光発電システムと
組み合わせれば山間部など商用電源がない場所でも設置
することができます。国土交通省の新技術情報提供シス
テム（NETIS）に登録され、福岡県や国土交通省にも採用
されています。

コロナ対策用警報装置
新型コロナ

ウイルスの感
染防止が社会
の課題となる
中、合瀬社長
は自社で貢献
できることはな
いかと考えまし
た。そこで技
術責任者と相
談し開発したのが、飛

ひ

沫
まつ

を防ぐため大きな声に注意を促
す装置です。飲食店のテーブルなどに置いての使用を想
定しています。70-80デシベルの声に反応して合成音声
などを発し、最長10秒程度で事前に録音した音声を使う
ことも可能です。人感センサーで約３メートル以内に人が
いることを感知して作動します。大きさは幅80ミリ、奥行
き90ミリ、高さ40ミリメートル。価格は仕様により
4,500-5,500円となる見込みで、代理店や商社を通じた
販売で展開していく考えです。

Hello,Company!

No.56

No.56

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため弊社でも貢献できることはないかと考えてきました。飲
食店での会食が問題視されています。そこで大声を出すことは飛沫が生じやすく、防止すべきである
ため警報装置を開発しました。店のスタッフの負担を減らし、キャラクターフィギュアを上に置くなど
により見た目をソフトにする工夫も可能です。飲食時の行動変容につながればと思います。全国で
多くの飲食店が深刻な打撃を受けています。そのような飲食店のために少しでもお役に立てれば幸
いです。

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

音声警報装置

合瀬 亙　代表

企 業 名

代 表 者

所 在 地

T E L

F A X

Ｕ Ｒ Ｌ

事業内容

株式会社E-パートナーズ
合瀬　亙

福岡市早良区百道浜３－８－３３

０９２－８５１－３１５０

０９２－９８５－９７０３

ｈｔｔｐ: / / w w w . 4 e - p a r t n e r s . c o . j p

無機ＥＬ製品の企画、開発、コンサルティング

人・地域の安全を
災害から守る

河川の氾濫などの水害は昼夜を問わず発生し、避難などの
対策には水位の把握が欠かせません。E-パートナーズは無機
エレクトロ・ルミネッセンス（EL）で発光する保安用品を開発
しており、電光水位指示標も製品の一つ。光ることで夜間でも
河川の水位が一目で分かります。最近は新型コロナウイルス
の感染拡大防止に貢献しようとEL製品とは違った分野の製品
も開発しました。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!
Ｅ－パートナーズ
（福岡市）

視認性の高まりは工事の
安全につながる（サインライト）

橋に設置した電光水位指示標

飲食店で試験運用する音声警報装置
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注：数字の単位未満は四捨五入を原則としているため、合計の数値と内容を集計した数値が一致しない場合がある。
　　付加価値額：2018年実績額、従業者数：2019年 6月1日現在
出所：福岡県調査統計課「令和元年福岡県の工業」より作成

本県製造業の産業別付加価値額と従業者数（福岡県）

輸送用機械器具製造業及び食料品製造業の出荷額

輸送用機械器具製造業（2018年） 食料品製造業（2018年）

グラフdeふくおか

鉄鋼
2,162
［8.3%］

生産用機械
15,719
［7.1%］

金属
2,098
［8.0%］

窯業・土石
10,427［4.7%］

鉄鋼
10,570［4.7%］

生産用機械
1,635
［6.3%］

飲料・たばこ
1,435［5.5%］

窯業・土石
1,248［4.8%］

プラスチック
11,381［5.1%］

ゴム
1,147［4.4%］

プラスチック
965［3.7%］ 化学

8,842［4.0%］

電気機械
956［3.7%］

印刷
9,228［4.1%］

その他
39,869
［17.9%］

電子・デバイス
7,353［3.3%］

その他
4,076［15.6%］

輸送機械
4,352

［16.7%］

金属
20,432
［9.2%］

電気機械
12,920
［5.8%］

食料品
43,861
［19.7%］

食料品
3,895

［14.9%］

化学
2,167［8.3%］

輸送機械
31,936
［14.4%］

39.9
%

43.3
%

付加価値額
2兆6,137億円

従業者数
222,538人

（単位：億円） （単位：人）

本県製造業の付加価値額は、輸送用機械器具製造業（4,352億円）、食料品製造業（3,895億円）、化学工業（2,167億円）の
順に大きくなっています。また、従業者数は、食料品製造業（４万４千人）、輸送用機械器具製造業（３万２千人）、金属製品
製造業（２万人）の順に多く、それぞれ合計すると全体の約４割を占めています。
本県は３つの自動車メーカーの工場が立地し、年間生産能力100万台を超える自動車の一大生産拠点であり、輸送用機械
器具製造業の出荷額は全国第４位となっています。
また、食料品製造業は、豊富で良質な農水産物が調達出来ることや、大消費地に近く物流環境に恵まれていることなどから
集積が進み、出荷額は全国第10位です。

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

本県製造業の特徴

出所：経済産業省「2019年工業統計調査」より作成

ふくおか食品開発支援センターのご紹介

録ビジサポ実 県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関

機関情報
■ 名称：福岡県工業技術センター　生物食品研究所
　住所：〒839-0861　福岡県久留米市合川町1465-5
　TEL：0942-30-6644　FAX：0942-30-7244
　URL：https ://www.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、「研究開発」「人材育成」「技術相談」「情報収集・提供」「技術交流」「試験分析」「コー
ディネート」を主な業務とした福岡県の技術支援機関です。県内中小企業や産業が抱える課題やニーズに関す
る技術を提供し、その発展を支援します。

生物食品研究所の紹介

1. 生物食品研究所＆ふくおか食品開発支援セ
ンター
生物食品研究所は、バイオテクノロジーの基幹研究
所として平成７年４月に久留米市に設置されました。当
研究所では、食品・バイオ関連分野における県内中小
企業の技術の高度化や新製品開発への技術支援を行っ
ています。
平成26年11月には、県内の食品企業より食品を試
作する場が欲しいとの要望を受け、生物食品研究所内
に「ふくおか食品開発支援センター」を開設しました。
オープンラボとして、小ロットの試作ができる加工機器
と、試作品の評価ができる分析機器を整備し、食品の
加工から評価・助言まで一連の試作支援を行っていま
す。また、令和元年９月から、「食品開発プランナー」
及び「食品製造プランナー」を配置し、商品企画から、
その生産管理・品質管理までを一貫して支援する体制
を構築し、研究所職員と連携して活動を行っています。

2. ふくおか食品開発支援センターの活用につ
いて
当支援センターでは、大型凍結乾燥機、温風乾燥
機、噴霧乾燥機を使用した各種食材・食品の乾燥が可
能です。食品用微粉砕機、ロータリーカッター、ハン
マーミルを用いることで、乾式・湿式両方の粉砕ができ
ます。この他、レトルト殺菌機や急速凍結庫を備えてお

り、レトルト食品や冷凍食品の試作が可能です。
また、食品物性試験機、卓上型電子顕微鏡、色差
計、粘度計、水分活性測定装置等も備えており、試作
した食品の評価に使用することができます。
さらに、民間食品企業での実務経験を有する食品開
発プランナー、食品製造プランナーによる商品企画や
生産管理・品質管理のご相談も可能です。

3. ふくおか食品開発支援センターの製品化事例
当支援センターでは、平成26年の開設から令和２年
度までの約６年間で100件の製品化を支援してきまし
た。古代米入り梅が枝餅（紫色）は毎月17日限定で太
宰府天満宮の参道で販売されています。また、独自開
発の吟醸酵母で醸造した日本酒や、あまおう由来の乳
酸菌を配合したサプリメントや飲料等が販売されていま
す。さらに、椎茸としては日本初
となる機能性表示食品「すぐもど
る椎茸プラス」（兼貞物産（株））
が本年９月に発売予定です。本品
は高めの血圧を低下させる機能を
有する成分であるγ－アミノ酪酸
（GABA）を独自技術で高含有さ
せた乾燥椎茸です。
新製品の開発等にふくおか食品
開発支援センターをご活用くださ
い。

大型凍結乾燥機 レトルト殺菌機
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注：数字の単位未満は四捨五入を原則としているため、合計の数値と内容を集計した数値が一致しない場合がある。
　　付加価値額：2018年実績額、従業者数：2019年 6月1日現在
出所：福岡県調査統計課「令和元年福岡県の工業」より作成

本県製造業の産業別付加価値額と従業者数（福岡県）

輸送用機械器具製造業及び食料品製造業の出荷額

輸送用機械器具製造業（2018年） 食料品製造業（2018年）

グラフdeふくおか

鉄鋼
2,162
［8.3%］

生産用機械
15,719
［7.1%］

金属
2,098
［8.0%］

窯業・土石
10,427［4.7%］

鉄鋼
10,570［4.7%］

生産用機械
1,635
［6.3%］

飲料・たばこ
1,435［5.5%］

窯業・土石
1,248［4.8%］

プラスチック
11,381［5.1%］

ゴム
1,147［4.4%］

プラスチック
965［3.7%］ 化学

8,842［4.0%］

電気機械
956［3.7%］

印刷
9,228［4.1%］

その他
39,869
［17.9%］

電子・デバイス
7,353［3.3%］

その他
4,076［15.6%］

輸送機械
4,352

［16.7%］

金属
20,432
［9.2%］

電気機械
12,920
［5.8%］

食料品
43,861
［19.7%］

食料品
3,895

［14.9%］

化学
2,167［8.3%］

輸送機械
31,936
［14.4%］

39.9
%

43.3
%

付加価値額
2兆6,137億円

従業者数
222,538人

（単位：億円） （単位：人）

本県製造業の付加価値額は、輸送用機械器具製造業（4,352億円）、食料品製造業（3,895億円）、化学工業（2,167億円）の
順に大きくなっています。また、従業者数は、食料品製造業（４万４千人）、輸送用機械器具製造業（３万２千人）、金属製品
製造業（２万人）の順に多く、それぞれ合計すると全体の約４割を占めています。
本県は３つの自動車メーカーの工場が立地し、年間生産能力100万台を超える自動車の一大生産拠点であり、輸送用機械

器具製造業の出荷額は全国第４位となっています。
また、食料品製造業は、豊富で良質な農水産物が調達出来ることや、大消費地に近く物流環境に恵まれていることなどから

集積が進み、出荷額は全国第10位です。

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

本県製造業の特徴

出所：経済産業省「2019年工業統計調査」より作成

ふくおか食品開発支援センターのご紹介

録ビジサポ実 県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関

機関情報
■ 名称：福岡県工業技術センター　生物食品研究所
　住所：〒839-0861　福岡県久留米市合川町1465-5
　TEL：0942-30-6644　FAX：0942-30-7244
　URL：https ://www.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、「研究開発」「人材育成」「技術相談」「情報収集・提供」「技術交流」「試験分析」「コー
ディネート」を主な業務とした福岡県の技術支援機関です。県内中小企業や産業が抱える課題やニーズに関す
る技術を提供し、その発展を支援します。

生物食品研究所の紹介

1. 生物食品研究所＆ふくおか食品開発支援セ
ンター
生物食品研究所は、バイオテクノロジーの基幹研究

所として平成７年４月に久留米市に設置されました。当
研究所では、食品・バイオ関連分野における県内中小
企業の技術の高度化や新製品開発への技術支援を行っ
ています。
平成26年11月には、県内の食品企業より食品を試

作する場が欲しいとの要望を受け、生物食品研究所内
に「ふくおか食品開発支援センター」を開設しました。
オープンラボとして、小ロットの試作ができる加工機器
と、試作品の評価ができる分析機器を整備し、食品の
加工から評価・助言まで一連の試作支援を行っていま
す。また、令和元年９月から、「食品開発プランナー」
及び「食品製造プランナー」を配置し、商品企画から、
その生産管理・品質管理までを一貫して支援する体制
を構築し、研究所職員と連携して活動を行っています。

2. ふくおか食品開発支援センターの活用につ
いて
当支援センターでは、大型凍結乾燥機、温風乾燥
機、噴霧乾燥機を使用した各種食材・食品の乾燥が可
能です。食品用微粉砕機、ロータリーカッター、ハン
マーミルを用いることで、乾式・湿式両方の粉砕ができ
ます。この他、レトルト殺菌機や急速凍結庫を備えてお

り、レトルト食品や冷凍食品の試作が可能です。
また、食品物性試験機、卓上型電子顕微鏡、色差
計、粘度計、水分活性測定装置等も備えており、試作
した食品の評価に使用することができます。
さらに、民間食品企業での実務経験を有する食品開
発プランナー、食品製造プランナーによる商品企画や
生産管理・品質管理のご相談も可能です。

3. ふくおか食品開発支援センターの製品化事例
当支援センターでは、平成26年の開設から令和２年
度までの約６年間で100件の製品化を支援してきまし
た。古代米入り梅が枝餅（紫色）は毎月17日限定で太
宰府天満宮の参道で販売されています。また、独自開
発の吟醸酵母で醸造した日本酒や、あまおう由来の乳
酸菌を配合したサプリメントや飲料等が販売されていま
す。さらに、椎茸としては日本初
となる機能性表示食品「すぐもど
る椎茸プラス」（兼貞物産（株））
が本年９月に発売予定です。本品
は高めの血圧を低下させる機能を
有する成分であるγ－アミノ酪酸
（GABA）を独自技術で高含有さ
せた乾燥椎茸です。
新製品の開発等にふくおか食品
開発支援センターをご活用くださ
い。
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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
城崎氏は、金融機関

で融資、外国為替、営
業等様々な業務を経験
し、ベトナム現地法人の
代表を務めた後、2018
年に独立し、同社を設
立した。現在は、同社
の 他、不 動 産 業、会
計・法律サービスなど
を含めた３社を経営する

とともに、株式会社NIKOMIX（本社：福岡県行橋
市）と業務提携している。お客様をサポートできる
体制を有していることがNIKOMIXグループの強み
である。

ベトナムにおける事業展開について
　現在の同
社の顧客比
率は、ベト
ナムのロー
カル企業７
割、日本企
業３割であ
る。日系企
業として一

定の信用度を活用して事業展開できることが利点
であるが、競合他社であるベトナム企業に対して、
価格面で優位性を発揮することは難しいため、い
かにお客様が求めるサービスを提供できるかが重
要とのこと。NIKOMIXグループが展開している不
動産や会計・法律サービスは、実際に城崎氏自身
が、ベトナムで生活や事業運営する中で、消費者
目線から不便に感じていたことを解決するために、
自ら経営者としてサービス提供を始めたものであ
る。
コロナ禍においても、NIKOMIXグループは、限

られた経営資源を効率的に分配することにより増
収増益を達成し、今年５月には創立３周年を迎え
た。ベトナムでの起業に際して必要なサービス会社
を 紹 介 す る ポ ー タル サ イト「Viet Sen」
（https://www.vietsen.top/）を立ち上げるととも
に、日本との往来が再開した際には、日本企業の

需要が増えることを予想して、不動産物件の選定
や、グループ間の連携を着 と々進めている。

ベトナムへの進出に際して
　「言語や法律、商慣習も異なるベトナムでの事業
運営に当たり、人材確保の問題は避けて通れない。
私自身も苦労している点であるが、社員であるベト
ナム人は、日本人と異なる価値観を持っており、
人材の流動性も高い点を認識する必要がある。そ
の認識を持ち、会社の効率的な運営のために必要
なことは『システム化』である。」と城崎氏は語っ
ておられた。例えば、同社では、社員が顧客訪問
する際の所持品のチェックリストを作成する等、細
かい点までマニュアル化することにより、社員が代
わっても業務に支障が生じないように組織体制を
整備している。また、短期間で結果を追い求める
のではなく、事業に使命感を持ち強い覚悟で取り
組むことが、ベトナム進出を成功させるために最も
重要であるとのこと。
　ベトナムで新たなサービスを提供していく
NIKOMIXグループに今後も注目していきたい。

NIKOMIX VIETNAM CO.,Ltdは、ベトナムにおいてマーケティング戦略支援・化粧
品輸入販売等の事業を展開している企業であり、「私たちの技術で、あなたの未来を」
の精神を持って、ベトナムの様々な分野で日本の高品質な商品とサービスを提供してい
る。同社の代表である北九州市出身の城崎氏にお話しを伺った。

NIKOMIX VIETNAM CO.,Ltd

城崎　修治 CEO

同社社員旅行時の集合写真

組織名：NIKOMIX VIETNAM CO.,Ltd
代表者：城崎　修治
所在地：18F, Ladeco Building 266 Doi Can, 

Hanoi City, Vietnam
T EＬ：＋84（０）24 -3200 -3416
メール：info@nikomix .vn
U RＬ：http://n ikomix .vn
従業員数：16名

海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

同社が輸入販売する化粧品「Naked Sacred」

サカエテクノ株式会社
福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-4-7
事業内容：：自動車用、産業用金属部品の表面処理加

工(ジオメット®処理、ダクロタイズド®処
理、オーバーコート処理）

従業員数：約50名
敷地面積：3,875.29㎡
建屋面積：1,301.17㎡
創　　業：1967年
資 本 金：1,000万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み
「環境の時代」に相応しい完全クロムフリーの最新
技術
九州地区で完全水系クロムフリー表面処理ジオメッ
ト®の処理を行っています。ジオメット®処理は環境対
応型で水系の処理液を使用して処理します。溶剤系
ではないために表面処理設備も簡単で済み、高耐食
性、電食防止、水素脆化の恐れの無い、自然環境
や作業環境にも優しい表面処理です。
膜厚は8μm程度と薄くボルトやナットなどの自動車部
品の表面処理に多く採用されています。

TOPICS
「地域に根付く企業へ」
地域に対して社会貢献を行いたい．．．
この会社の思いを汲んでくれた弊社従業員が中心と
なり、新宮町に小学生を対象とした少年軟式野球
チームを設立。
子どもたちと一緒にグラウンドで汗を流しています。
子どもたちの成長の早さに感化され、従業員の仕事
に対する姿勢もUP!  公私ともに充実しています。

企業詳細はこちら

株式会社　富士精工
福岡県北九州市八幡西区屋敷１丁目13-1
事業内容：エンジニアリングプラスチック加工
従業員数：45名
敷地面積：4,579㎡
建屋面積：1,585㎡
創　　業：1997年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み

プラスチック/樹脂の切削加工
に業務を特化しており、精密・
微細部品加工・接着・溶接加
工を得意としています。工場内
の温度管理（23℃±1）も徹底し
ており、三次元測定機を用いて
高品質の製品をご提供する為に
細心のチェックを行っております。また、各種多品種のプラスチッ
ク材料の定尺・カット販売も行っております。単品から量産まで安
価にて対応しております。

TOPICS

今年の5月に新社屋が完成し、工場の生産面積も約3倍になった。
また工作機械を3台増設し、顧客ニーズに答えるべく今後も更な
る設備投資を計画しています。企業詳細はこちら

株式会社ピーエムティー
福岡県糟屋郡須恵町佐谷1705-1
事業内容：超精密部品加工／半導体・エレクトロニク

ス・ライフサイエンス分野等の活人化・省
人化ソリューション
提供／ロボティクス・FA 等の各種機械装
置の設計開発など

従業員数：138名
敷地面積：3,173㎡
建屋面積：2,379㎡
創　　業：1991年
資 本 金：5,000万円

わが社の強み
　創業以来、半導体や電子部品
業界で培った加工技術でお客様
の高精度な要求にお応えしま
す。金属加工はもちろん、超硬
やセラミックスといった難削材
加工も得意としております。単
品試作から量産まで、手のひら
サイズの精度モノはお任せくだ
さい。

TOPICS
モノづくりフェア2021に出展いたします！
2021年10月13日（水）～15日（金）マリンメッセ福岡にて開催さ
れるモノづくりフェア2021（公財）飯塚研究開発機構内ブースへ
出展する運びとなりました。お越しの際は、ぜひお立ち寄りくださ
い。

企業詳細はこちら

今月のモノづくりPICK UP！企業

バンコク事務所
副所長

堀田 高広
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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業３割であ
る。日系企
業として一

定の信用度を活用して事業展開できることが利点
であるが、競合他社であるベトナム企業に対して、
価格面で優位性を発揮することは難しいため、い
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同社が輸入販売する化粧品「Naked Sacred」
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建屋面積：1,301.17㎡
創　　業：1967年
資 本 金：1,000万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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ト®の処理を行っています。ジオメット®処理は環境対
応型で水系の処理液を使用して処理します。溶剤系
ではないために表面処理設備も簡単で済み、高耐食
性、電食防止、水素脆化の恐れの無い、自然環境
や作業環境にも優しい表面処理です。
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TOPICS
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企業詳細はこちら
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い。
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

アルコール７５度の除菌・消臭スプレーで
す。
マスクの使用前後に10ｃｍ程離して数回ス
プレーしてください。

880円（税込／送料別）
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！

店舗名：株式会社アカル
商品名：マスクスプレー

九州みそを使用することで、
冷めても香り、味がしっかり保
たれております。1枚ずつ真空

包装しておりご利用しやすくなっております。銀鱈は2キロ以
上の脂の乗ったものを選ばさせて頂き使
用しております。

4,450円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：丸秀鮮魚店 久留米店
商品名：銀ダラの西京漬け１０

枚入り通常価格8,900
円（税込）→50%offの
4,450円（税込）! ! !

ご自宅でも簡単にかのこゆりのあな
ごめしを味わえるあなごの炊き込み
ごはんの素。米を洗って、レトルト
を加え、炊くだけでおいしいあなご
めしができます。
プロが作るあなご飯を簡単にご自

宅でお楽しみください。

5,400円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：かのこゆり
商品名：あなごめしレトルト　

ギフト 3個セット

高級ブランド柿「秋王」を贅沢に
使用したギフトセット。

「秋王」の美味しさをより多く方に召し上がっていただくために、
自社で栽培から加工までをこだわり続け、完成したのが「セミドラ
イフルーツ」と「コンフィチュール」です。 
秋王の果実を贅沢に使用し、格別な美味し
さをギュッと凝縮しました。

3,672円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：いのうえ農園
商品名：福岡ブランド柿「秋

王」コンフィチュー
ル・セミドライフ
ルーツセット

店舗名：サクラみそ食品
商品名：みそ屋が造った食

べ る 甘 酒12袋
（15g×7本入）

当店の販売実績No.1のテレビ
台です。
無垢材を加工した凹凸のデザイ

ンがアクセント！ 広々としたデッキ収納と
引き出し収納でテレビ周りの小物類を
スッキリ収納する事ができます。

91,300円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：Marus Studio
商品名：幅180テレビ台

「ボニー」ウォー
ルナット材 国産 
大川家具 丸田木
工【設置配送料込】

（久留米市）

（久留米市） （宗像市）

（久留米市） （久留米市）

（大川市）

これでダメなら、もう甘酒はあき
らめてください ...。
国産米100％の米糀だけでつくっ
た甘酒をベースに蜂蜜で風味づ
けをし、いつでも、どこでも、お

手軽に、甘酒の栄養素を摂取できる、食
べやすいスティックゼリーです。

5,832円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

オンラインもオフラインも　　　　　
振興センターで！！

オンラインもオフラインも　　　　　
振興センターで！！

福岡県中小企業振興センター
福岡市博多区吉塚本町９番１５号　　TEL：092-622-0011

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

60歳から70歳までの方で60歳以上の在職者の方で

12
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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

開 放 特 許
企業や大学が他者に活用して欲しいと公開している特許（基本的には有料ライセンス）
メリット：◆開発期間の大幅な短縮・開発投資の抑制が可能

◆発明企業のネームバリューを活用し、信用アップ

問合せ先：福岡県知的財産支援センター（担当：特許流通コーディネーター）
TEL：092 - 622 - 0035

開 放 特 許 の 一 例

光触媒チタンアパタイトの樹脂練り込み
■提供者：富士通
■特長
チタンアパタイトは従来の酸化チタンより菌の吸着力が高い。
紫外線を浴びると、ほとんどの菌が死滅し、高い抗菌性をもつ。

■実際に活用された例

抗菌まな板 フェイスケアマスク 抗菌ボールペン 抗菌カーペット

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給付対象者は対象外です。

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７月・８月・９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。
②－１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
の給付対象者であって、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。
②－２酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、２０２１年８月・９月の売上にかかる国の月次支援金
の給付対象者であって、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、（イ）７０％以上９０％未満減少していること、
又は（ウ）９０％以上減少していること。
②－３酒類の提供を停止する飲食店と取引がある酒類販売事業者であって、
２０２１年７月～８月、又は８月～９月の月間売上が２か月連続で、
２０１９年（又は２０２０年）の同月比で、（エ）１５％以上３０％未満減少していること。

※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
　（ウ）法人 上限６０万円／月、個人事業者 上限３０万円／月
　（エ）法人 上限１０万円／月、個人事業者 上限５万円／月
【算出方法】
２０１９年（又は２０２０年）５月（又は６月・７月・８月・９月）の事業収入－２０２１年同月の事業収入（②（ア）～
（ウ）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）
※②（イ）は５月・６月分は90％以上減少した事業者を含む。
※②（エ）は７月～８月、８月～９月２か月連続で減少した場合に限る。
※各月分それぞれ申請可能。 

①７月分：２０２１年８月１日（日）～９月３０日（木）
８月分：２０２１年９月１日（水）～１０月３１日（日）

②５月・６月分：２０２１年７月９日（金）～９月３０日（木）
８月分：２０２１年９月１日（水）～１０月３１日（日）

（９月分の受付開始は１０月を予定しております）

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
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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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