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福岡県中小企業振興センター
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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〉　自動車産業支援課　TEL：092-622-0040

大手に勝つ実力
アトラスディレ
クションの起源は
自動車部品メー
カー内で2016年
にスタートしたIT
ソリューション事
業です。現場の
声を生かし、作
業効率化や品質
向上、トラブル対
応で実績を上げ、他社への提供を始めました。アトラス
ディレクションとして新規設立したのは2020年です。
製造現場を知ることは同社の大きな強みです。口コミで
顧客を増やし、日本を代表するような大企業にもシステム
を納めています。大企業や発注側の系列企業と競うコン
ペで受注を獲得することも珍しくありません。

医療でも活躍
　遠隔支援に
はスマートフォ
ンやタブレット
端末も使えま
すが、作業者
が手を使えて
便利なのが眼
鏡のように使
えるスマート
グラスです。

現場作業者が見ているものを画像で共有しながらのコ
ミュニケーションに特に威力を発揮します。作業者の視界

にポインターで位置を示したり、視界の一部にだけ資料
を出したりも可能です。
同社はスマートグラスを、すぐに使える状態に設定して

ユーザーに送ります。その使いやすさは説明書が不要な
ほどです。本格導入前の試用や出張期間中、工事期間中
の利用など１日からでも対応する利用プランを用意してい
ます。

ドローンにも期待
アトラスディ

レクションの遠
隔支援は幅広
い業界で活躍
しています。製
造業では海外
拠点での活用
が広がってきま
した。建設関
連では現場を
確認する遠隔臨場のほか九州北部豪雨の災害復旧に使わ
れています。プラントではベテランの助言を受けながらの
点検や工事が実現しました。医療分野では離島での遠隔
診療に貢献しています。警備会社の活用事例もあります。
同社のシステムはカスタマイズに対応し、より使いやす

くするなどの改良を続けています。問い合わせへの丁寧な
対応も高い評価を得ています。
遠隔支援技術をベースに事業のさらなる広がりも期待

されます。一つはドローンとの連携です。スマートグラス
を付けたパイロットに指示を出すなどの使い方を想定して
います。そのほかベテラン技術者の視界を記録して人材
育成の資料作りに生かす使い方に注目する専門学校もあ
るそうです。

Hello,Company!

No.59

No.59

　遠隔支援はオールラウンドです。流通業界で生かせる可能性もあります。当社は少数精鋭で自分
たちでシステムを開発しています。厳しい環境を含め、さまざまな現場を知ることを強みとしてきま
した。異業種とのコラボレーションは得意です。各社で使われるシステムはお客さんの意向を聞いて
作り上げていき、新規事業を立ち上げるレベルの苦労があります。現場を見ないと良い提案はでき
ません。チャンスは現場にあります。

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

AtlasDirection株式会社
（福岡市）

新型コロナウイルス感染症の拡大で、人と人との接触や地
域を越えた移動を避けることが求められるようになりました。
そこで注目に拍車がかかったのが現場作業者とリアルタイム
で情報を共有し、遠隔地にいながら作業を支援する遠隔支援
システムです。AtlasDirection（アトラスディレクション）の
遠隔支援システムは幅広い現場で使われ、多くの課題を解決
しています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

業種を問わず活用できるスマートグラス

沖本 泰孝　社長

企 業 名

代 表 者

所 在 地

T E L

F A X

従 業 員

事業内容

AtlasDirection（アトラスディレクション）株式会社
沖本　泰孝

福岡市博多区博多駅前2-19-29

０９２－４３３－５１６８

０９２－４３３－５１６０

７人

システム開発、業務支援、コンサルティング

沖本社長はエンジニアでもある

スマートグラスはすぐに使える状態に設定して送る

遠隔支援に
オールラウンドに対応

同社は自社開発で少数精鋭
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〈お問い合わせ〉　債権管理課　TEL：092-622-6322

味の押し波、余韻の引き波
　同社は今村嘉
一郎代表が「伝統
文化を踏襲してき
た」と語る丁寧な
酒造りを守り、地
元を基盤に事業を
続けてきました。
10年ほど前からは
さらなる品質の向
上と安定を目指し
た生産の見直しや

新たなファン獲得に向けた製品開発に力を入れています。
今村代表が「味の押し波、余韻の引き波」と表現する

ように、ぐっと押し寄せる味わいと、すっと引く余韻は、
若い人など日本酒になじみが薄かった層にも受け入れら
れました。国内全域に取引が広がり、韓国や香港への輸
出もしています。全国的に知られる福岡県のイチゴ「あま
おう」をはじめ、ウメやユズなどのリキュールも人気です。

温度管理は飲む人の手元まで
原料の米でも地域と強くつながっています。酒造好適
米「山田錦」は福岡県産を使い、福岡発の「夢一献」の
使用にも積極的です。同じく福岡で開発された酒米「壽
限無」については数少ない採用酒蔵の一つとなっていま
す。
造りや製品管理で重視することの一つが温度です。製
品の低温管理のため冷蔵庫の増強を進めてきました。卸
売先の特約店には適切な温度管理と販売の際にもお客様
に温度について説明するよう依頼しています。

次の100年に向けて
新型コロナウイルス感染症の拡大による飲食店への打
撃は酒造業界全体に深刻な影響を及ぼしています。若波
酒造も例外ではなく、飲食店の利用が多い一升瓶製品の
落ち込みが顕著です。
しかし手をこまねいてはいません。次の開発構想もあり
ます。従来、主張しすぎず食事を引き立てる食中酒に適
した製品を生み出してきました。新たな開発のコンセプト
は九州の食により合う日本酒です。

こうじ
麹造りに使うこうじ菌

の検討を始めています。

Hello,Company!

No.60

No.60

　100年と言っても酒蔵では若い方です。この先も続くためには常にチャレンジしていかなければな
りません。種まきとなるような先を見据えた取り組みも重要です。私自身、いつも10年先、20年先
を考えて行動しています。ここ10年は酒造りの足腰を鍛え直し、石垣を積み上げてきたような期間
でした。今後は新しく築いた基礎の上に柱を立てていきたいと思います。酒造りを次の世代につな
げ、創業200年を迎えられるように。

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

若波酒造合名会社
（大川市）

若波酒造は1922年（大正11年）創業の酒蔵です。蔵のすぐ
そばを流れる筑後川にちなみ、安住することなく「若い波を起
こせ」との思いを込めて付けられた「若波」は、主要銘柄の名
称でもあります。味わいと余韻をコンセプトとする日本酒は全
国にファンを広げてきました。来年迎える創業100周年の先
を見据えた取り組みにも余念がありません。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

商品開発に力を入れ販路を広げた

今村 嘉一郎　代表

企 業 名

代 表 者

所 在 地

T E L

F A X

従 業 員

事業内容

若波酒造合名会社
今村　嘉一郎

福岡県大川市鐘ケ江752

０９４４－８８－１２２５

０９４４－８８－１２２６

１４人

清酒、リキュールの製造販売

商品は幅広い層に受け入れられている 酒造米は福岡県産を積極利用

次の100年へ 波を起こす

酒類鑑評会での受賞も多い
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Hello,
Company!

商品開発に力を入れ販路を広げた

今村 嘉一郎　代表

企 業 名

代 表 者

所 在 地

T E L

F A X

従 業 員

事業内容

若波酒造合名会社
今村　嘉一郎

福岡県大川市鐘ケ江752

０９４４－８８－１２２５

０９４４－８８－１２２６

１４人

清酒、リキュールの製造販売

商品は幅広い層に受け入れられている 酒造米は福岡県産を積極利用

次の100年へ 波を起こす

酒類鑑評会での受賞も多い
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注：１「配偶者・親・兄弟・親戚」と「友人・知人等」は借入、出資の両方を含む。
２「友人・知人等」には「事業に賛同した個人または会社」、「自社の役員・従業員」、「関連会社」（2016年度調査）を含む。
３「金融機関等からの借入」には、「日本政策金融公庫」、「民間金融機関」、「地方自治体（制度融資）」、「公庫・地方自治体以外の公的機関」が含まれる。

出所：日本政策金融公庫総合研究所「2019年度新規開業実態調査」より作成

開業率の推移（全国・福岡県） 廃業率の推移（全国・福岡県）

開業時の平均資金調達額及び主な資金調達先（全国）

グラフdeふくおか

　新規開業は、市場競争の促進や新市場の創出、産業の高度化が図られるなど、県経済の活性化に寄与します。
　2019年度の本県の開業率は、前年並みの5.10％となり、全国の平均値を上回りました。一方、廃業率は3.98％となりま
した。

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

創業の動向

　開業時の資金の調達先は「金融機関等からの借入」と「自己資金」が全体の89.7％を占めています。2019年度調査では
平均1,237万円と調査開始以来、最も少ない額となっています。

創業資金
出所：厚生労働省「雇用保険事業月報・年報」より作成

開業率 廃業率

No .
234

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

タイ工業省ジャパンデスクについて
ジャパンデスクは、タイ工
業省産業振興局に設置され
ている。職員は日本の製造業
やサービス業について良く理
解しており、日本留学経験者
や日本語が非常に堪能な者も
多い。また、日本から派遣さ
れた日本人３名が在籍してい
る。MOUを締結している福

岡県など日本の各自治体を始め、日本政府関係機
関と連携し、日タイ間の中小企業によるビジネス
マッチング等を主に取り組んでいる。

ティグテック（T-GoodTech）について
日本の中小企業と、国内大手企業や海外企業を
つなぐビジネスマッチングサイトとして、2014年に
ジェグテック（J-GoodTech）を開設した。登録企
業の情報やビジネスニーズを国内外に発信し、最
適なビジネスパートナーを見つけ、製品開発や新
規取引に結びつけられるよう支援している。福岡県
の多くの企業からも登録していただいており、全体
での登録企業数は26,000社を超えている。この
仕組みを応用し、タイ中小企業をグローバルチェー
ンに参画させるため、ティグテック（T-GoodTech）
を2018年に開設した。タイ企業同士の連携だけ
ではなく、日本をはじめとした国外企業との連携も
Webを中心に実現することを目的にしており、様々
な業種から約4,000社が登録済。
〇J-GoodTech（独立行政法人中小企業基盤整備
機構が運営・管理）
〇T-GoodTech（タイ工業省産業振興局が運営・
管理）

日タイWeb商談カフェについて
　ティグテックに登
録している有力タイ
企業から届いたニー
ズを紹介し、Web
商談により、日本企
業から技術・製品、
販路をタイ企業に提案する取り組みを昨年スター

トした。商談の確
度を高めるため、
専門家がWeb商
談をセットする。
商談には専門家
と通訳が同席す
るため、海外ビ
ジネス経験の少
ない企業からも、安心して参加できたとの評価をい
ただいている。商談は原則毎週木曜日に開催して
おり、参加費は無料、複数の企業へ提案すること
が可能である。

ジャパンデスクから福岡県の企業に向けて
　コロナ禍によ
り、ビジネス往
来が厳しい状況
下において、Web
商談は非常に有
効な海外販路開
拓ツールだと思

います。我 ジ々ャパンデスクは、タイ企業のニーズを
定期的に収集し、J-GoodTechを通じて皆様へ発
信してまいります。もし受信を見逃してしまった方で
も、J-GoodTech 内に「タイ企業特集ページ」を設
けており、ニーズはいつでもご確認いただけます。ま
た昨今では、T-GoodTech内に「日本企業特集ペー
ジ」も同様に設けました。タイ企業へニーズを発信
したい方を募集致します。ご興味のある方はグーグ
ルフォームよりお申込みください。皆様の提案やニー
ズ紹介をいただきましたら、積極的に Web商談へ
繋ぎますので、ご利用ご検討いただければ有難く存
じます。

▼ J-GoodTech　タイ企業特集ページ
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/webc
afe/
▼ T-GoodTech　日本企業特集ページ
https://www.tgoodtech.com/en/jgoodtech
▼日本企業特集ページ申込フォーム（グーグル
フォーム）
https://forms.gle/jUDvYhVr6mPGWLgT6

福岡県はタイ工業省と中小企業の協力に関する覚書（MOU）を締結し、日タイ中小企業
の交流促進に取り組んでいる。タイ工業省は国内産業の発展のため、タイ企業と日本企業と
の協業を重要視している。2009年には日タイ中小企業の連携促進を目的とし、日本貿易振
興機構（JETRO）、国際協力機構（JICA）との連携により、タイ工業省内にジャパンデスク
が設置された。
タイ工業省ジャパンデスクに、独立行政法人中小企業基盤整備機構から派遣されている
井上氏にお話しを伺った。

タイ工業省ジャパンデスクのご紹介

ジャパンデスクの皆様

Web商談の様子

井上氏

海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

「日タイWeb商談カフェ」サイト

バンコク事務所
所長

隈本 篤志
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注：１「配偶者・親・兄弟・親戚」と「友人・知人等」は借入、出資の両方を含む。
２「友人・知人等」には「事業に賛同した個人または会社」、「自社の役員・従業員」、「関連会社」（2016年度調査）を含む。
３「金融機関等からの借入」には、「日本政策金融公庫」、「民間金融機関」、「地方自治体（制度融資）」、「公庫・地方自治体以外の公的機関」が含まれる。

出所：日本政策金融公庫総合研究所「2019年度新規開業実態調査」より作成

開業率の推移（全国・福岡県） 廃業率の推移（全国・福岡県）

開業時の平均資金調達額及び主な資金調達先（全国）
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　新規開業は、市場競争の促進や新市場の創出、産業の高度化が図られるなど、県経済の活性化に寄与します。
　2019年度の本県の開業率は、前年並みの5.10％となり、全国の平均値を上回りました。一方、廃業率は3.98％となりま
した。

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」
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創業の動向

　開業時の資金の調達先は「金融機関等からの借入」と「自己資金」が全体の89.7％を占めています。2019年度調査では
平均1,237万円と調査開始以来、最も少ない額となっています。
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出所：厚生労働省「雇用保険事業月報・年報」より作成
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ジャパンデスクは、タイ工
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ている。職員は日本の製造業
やサービス業について良く理
解しており、日本留学経験者
や日本語が非常に堪能な者も
多い。また、日本から派遣さ
れた日本人３名が在籍してい
る。MOUを締結している福

岡県など日本の各自治体を始め、日本政府関係機
関と連携し、日タイ間の中小企業によるビジネス
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ティグテック（T-GoodTech）について
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を2018年に開設した。タイ企業同士の連携だけ
ではなく、日本をはじめとした国外企業との連携も
Webを中心に実現することを目的にしており、様々
な業種から約4,000社が登録済。
〇J-GoodTech（独立行政法人中小企業基盤整備
機構が運営・管理）
〇T-GoodTech（タイ工業省産業振興局が運営・
管理）

日タイWeb商談カフェについて
　ティグテックに登
録している有力タイ
企業から届いたニー
ズを紹介し、Web
商談により、日本企
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談をセットする。
商談には専門家
と通訳が同席す
るため、海外ビ
ジネス経験の少
ない企業からも、安心して参加できたとの評価をい
ただいている。商談は原則毎週木曜日に開催して
おり、参加費は無料、複数の企業へ提案すること
が可能である。

ジャパンデスクから福岡県の企業に向けて
　コロナ禍によ
り、ビジネス往
来が厳しい状況
下において、Web
商談は非常に有
効な海外販路開
拓ツールだと思

います。我 ジ々ャパンデスクは、タイ企業のニーズを
定期的に収集し、J-GoodTechを通じて皆様へ発
信してまいります。もし受信を見逃してしまった方で
も、J-GoodTech 内に「タイ企業特集ページ」を設
けており、ニーズはいつでもご確認いただけます。ま
た昨今では、T-GoodTech内に「日本企業特集ペー
ジ」も同様に設けました。タイ企業へニーズを発信
したい方を募集致します。ご興味のある方はグーグ
ルフォームよりお申込みください。皆様の提案やニー
ズ紹介をいただきましたら、積極的に Web商談へ
繋ぎますので、ご利用ご検討いただければ有難く存
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▼ J-GoodTech　タイ企業特集ページ
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福岡県はタイ工業省と中小企業の協力に関する覚書（MOU）を締結し、日タイ中小企業
の交流促進に取り組んでいる。タイ工業省は国内産業の発展のため、タイ企業と日本企業と
の協業を重要視している。2009年には日タイ中小企業の連携促進を目的とし、日本貿易振
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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 の 紹 介
 当社は昭和30年頃に初代永野宗重が久留米で永野商事を創業、その後２代目社長實藤俊和が大刀洗町で伝統
工芸品の久留米絣や久留米織等の作業服の販売網を広げました。３代目實藤俊彦が縫製工場を創設し平成７年に
合資会社ロォーリングを設立。久留米絣と久留米織の技術を融合させた独自の生地を開発し、個性のあるオリジナ
ル商品の研究開発を始め、被服、マフラー雑貨等を製造販売しています。

知財総合支援窓口を活用いただいたポイント
《相談のきっかけ》
　1995年頃から特許などの権利を取得し個性のある物作りをしていたが、特許の活用は既に終了し、今後は実
案、意匠、商標権の活用を検討しているとの相談がありました。そこで、主に現在所有している商標を確認し、今
後の事業計画などをお聞きして棚卸の作業とブランディングの支援を行いました。

《支援の内容》
　商標権の棚卸をJ-PlatPatの経過情報で確認し、今後の事業計画に必要な商標
と必要ではない商標の検討を行いました。この中で、同社のブランドマーク“Ro®”
の後期分の納付期限を徒過していることが判明。６か月の倍額納付期限を徒過し
ていた為、再度商標の申請を行うことになりました。他の商標についても更新期限
の確認を行い、話題となった “侍マスク　SAMURAIMASK®”においても、更新
手続きを終えていることを確認しました。なお、再度申請した商標“Ro®”は登録と
なりました。

《支援の効果》
　“侍マスク　SAMURAIMASK®”は、自社開発の“からくり®”織を使用したデザイン性の高いマスクであり、“Ｒo®”
のブランドマークを付しています。“侍マスク®”とロゴマーク“Ro®”は差別化され注目を浴び、“からくり®”織と共に商
標権の持つオリジナル性の高い宣伝広告機能が発揮できました。

窓口を活用して変わった点や感想
このマスクは、各界有名人の方々がつけてくださり、地場でも多くご使用いただいて、TV、新聞雑誌等で報道さ
れ売上は５割増となりました。利用者の要求に応じ永くお使いいただけて、愛着の湧く手仕事品を提案できれば、廃
品の削減等のエコロジーにも繋がると思います。窓口に相談をしなかったら、この“侍マスク®”と“Ro®”を活用するこ
とが出来なかったと思います。改めて商標権の個性ある表現の大切さを実感しました。知財総合支援窓口での
J-PlatPatの活用や権利維持管理方法等をご指導いただいた結果だと思います。

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（３）　　合資会社ロォーリング
企 業 情 報 ◇所在地：福岡県三井郡大刀洗町大字三川５５０－３　　◇電話番号：０９４２－７７－３２９７
 ◇業 種：製造業　◇従業員数：６名　◇URL　http ://www.kasur i . jp/　

担当者のコメント（氏名：花田　好子）
同社とは、支援窓口の業務を始めてからの長いお付き合いとなっており、実用新案や商標
等に関した支援を行ってまいりました。企業理念である「人と環境に優しい物づくり」を目
標に日々貢献されております。今後も特許料支払期限通知サービス等利用できるサービス
を知財総合支援窓口で支援していきたいと思います。

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

支援事例

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紹介します。

お問い合わせ先
福岡県プロフェッショナル人材センター
　福岡市博多区吉塚本町9-15福岡県中小企業振興センター９階
　TEL：092-622-8822
　Mail：center@proj inzai - fukuoka. jp
　H P：https ://www.proj inzai - fukuoka. jp

福岡県プロフェッショナル人材センター　
　福岡県プロフェッショナル人材センターは、内閣府プロフェッショナル人材事業で福岡県に設置された『プ
ロフェッショナル人材戦略拠点』です。地域の金融機関等と連携しながら、県内企業の「攻めの経営」への転
身を後押しすべく、新商品や新サービスの企画・開発、販路開拓、生産性向上など経営課題を解決する『プロ
フェッショナル人材』の採用を、大企業の人事部門や民間人材ビジネス事業者等を通じてサポートしています。
主な採用支援は　①正規雇用の中途入社者　②副業・兼業者による業務支援　③トヨタ自動車九州の高技能者
による業務改善支援　の３つです。

【事例①　平戸金属工業株式会社（福岡市）】地球環境にやさしい機械を目指して
代表者：下向 章弘／業種：製造業／資本金：1,000万円／従業員数：40名

■事業内容と人材ニーズ
工事現場等で使用する様々な機械の企画・製造を手掛けており、溶接の熟練技術者がとても重要
でした。しかし、材料から切り出して最終加工まで行う会社は珍しく、あらゆる手段を駆使して２
年かけても良い人材に出会えませんでした。そこで、当センターを経由して複数の選択肢を持て
たことで無事採用に至りました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
弊社の作業は熟練の溶接技術が必要です。材料の種類が多く、経験値が必要とされますが安心し
て任せられています。課員への指導も含め、チーム全体のレベルを上げるための指導など、管理
職としても頼りにしています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
年々、海外への出荷も増えており、現在は23か国と取引があります。今後は各国の国民性なども
理解して製品開発に活かし、社員の教育と販路開拓で更なる成長を目指します。

【事例②　株式会社オーレック（広川町）】世の中に役立つものを誰よりも先に創る
代表者：今村 健二／業種：製造業／資本金：9,500万円／従業員数：381名

■事業内容と人材ニーズ
安全安心な食づくりに貢献する農業機械の開発・製造・販売が主な事業ですが、SNSの運営や
健康食品の販売、カフェの運営など幅広く事業展開して有機農産物を皆様にお届けするお手伝い
をしています。このように事業領域を広げていく中でIT戦略が不可欠となりましたが、従来通りの
採用では良い人材を見つけることが出来ず、当センターを経由してSEの採用に至りました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
ITに関する知識もさることながらコミュニケーション能力が高いので、基幹システム構築を進める
だけでなく、社内に新しい風を吹き込んでくれています。部下の指導や若手のIT教育にも積極的
に取り組んでいただき、リーダーとしての活躍を期待しています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
様々な事業展開をしています。そして、安心安全な有機農産物の素晴らしさを１人でも多くの方に
お伝えしながら、体にも環境にも良い有機栽培の普及に貢献していきたいです。

下向社長

今村社長

HP Facebookページ
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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 の 紹 介
 当社は昭和30年頃に初代永野宗重が久留米で永野商事を創業、その後２代目社長實藤俊和が大刀洗町で伝統
工芸品の久留米絣や久留米織等の作業服の販売網を広げました。３代目實藤俊彦が縫製工場を創設し平成７年に
合資会社ロォーリングを設立。久留米絣と久留米織の技術を融合させた独自の生地を開発し、個性のあるオリジナ
ル商品の研究開発を始め、被服、マフラー雑貨等を製造販売しています。

知財総合支援窓口を活用いただいたポイント
《相談のきっかけ》
　1995年頃から特許などの権利を取得し個性のある物作りをしていたが、特許の活用は既に終了し、今後は実
案、意匠、商標権の活用を検討しているとの相談がありました。そこで、主に現在所有している商標を確認し、今
後の事業計画などをお聞きして棚卸の作業とブランディングの支援を行いました。

《支援の内容》
　商標権の棚卸をJ-PlatPatの経過情報で確認し、今後の事業計画に必要な商標
と必要ではない商標の検討を行いました。この中で、同社のブランドマーク“Ro®”
の後期分の納付期限を徒過していることが判明。６か月の倍額納付期限を徒過し
ていた為、再度商標の申請を行うことになりました。他の商標についても更新期限
の確認を行い、話題となった “侍マスク　SAMURAIMASK®”においても、更新
手続きを終えていることを確認しました。なお、再度申請した商標“Ro®”は登録と
なりました。

《支援の効果》
　“侍マスク　SAMURAIMASK®”は、自社開発の“からくり®”織を使用したデザイン性の高いマスクであり、“Ｒo®”
のブランドマークを付しています。“侍マスク®”とロゴマーク“Ro®”は差別化され注目を浴び、“からくり®”織と共に商
標権の持つオリジナル性の高い宣伝広告機能が発揮できました。

窓口を活用して変わった点や感想
このマスクは、各界有名人の方々がつけてくださり、地場でも多くご使用いただいて、TV、新聞雑誌等で報道さ
れ売上は５割増となりました。利用者の要求に応じ永くお使いいただけて、愛着の湧く手仕事品を提案できれば、廃
品の削減等のエコロジーにも繋がると思います。窓口に相談をしなかったら、この“侍マスク®”と“Ro®”を活用するこ
とが出来なかったと思います。改めて商標権の個性ある表現の大切さを実感しました。知財総合支援窓口での
J-PlatPatの活用や権利維持管理方法等をご指導いただいた結果だと思います。

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（３）　　合資会社ロォーリング
企 業 情 報 ◇所在地：福岡県三井郡大刀洗町大字三川５５０－３　　◇電話番号：０９４２－７７－３２９７
 ◇業 種：製造業　◇従業員数：６名　◇URL　http ://www.kasur i . jp/　

担当者のコメント（氏名：花田　好子）
同社とは、支援窓口の業務を始めてからの長いお付き合いとなっており、実用新案や商標
等に関した支援を行ってまいりました。企業理念である「人と環境に優しい物づくり」を目
標に日々貢献されております。今後も特許料支払期限通知サービス等利用できるサービス
を知財総合支援窓口で支援していきたいと思います。

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

支援事例

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紹介します。

お問い合わせ先
福岡県プロフェッショナル人材センター
　福岡市博多区吉塚本町9-15福岡県中小企業振興センター９階
　TEL：092-622-8822
　Mail：center@proj inzai - fukuoka. jp
　H P：https ://www.proj inzai - fukuoka. jp

福岡県プロフェッショナル人材センター　
　福岡県プロフェッショナル人材センターは、内閣府プロフェッショナル人材事業で福岡県に設置された『プ
ロフェッショナル人材戦略拠点』です。地域の金融機関等と連携しながら、県内企業の「攻めの経営」への転
身を後押しすべく、新商品や新サービスの企画・開発、販路開拓、生産性向上など経営課題を解決する『プロ
フェッショナル人材』の採用を、大企業の人事部門や民間人材ビジネス事業者等を通じてサポートしています。
主な採用支援は　①正規雇用の中途入社者　②副業・兼業者による業務支援　③トヨタ自動車九州の高技能者
による業務改善支援　の３つです。

【事例①　平戸金属工業株式会社（福岡市）】地球環境にやさしい機械を目指して
代表者：下向 章弘／業種：製造業／資本金：1,000万円／従業員数：40名

■事業内容と人材ニーズ
工事現場等で使用する様々な機械の企画・製造を手掛けており、溶接の熟練技術者がとても重要
でした。しかし、材料から切り出して最終加工まで行う会社は珍しく、あらゆる手段を駆使して２
年かけても良い人材に出会えませんでした。そこで、当センターを経由して複数の選択肢を持て
たことで無事採用に至りました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
弊社の作業は熟練の溶接技術が必要です。材料の種類が多く、経験値が必要とされますが安心し
て任せられています。課員への指導も含め、チーム全体のレベルを上げるための指導など、管理
職としても頼りにしています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
年々、海外への出荷も増えており、現在は23か国と取引があります。今後は各国の国民性なども
理解して製品開発に活かし、社員の教育と販路開拓で更なる成長を目指します。

【事例②　株式会社オーレック（広川町）】世の中に役立つものを誰よりも先に創る
代表者：今村 健二／業種：製造業／資本金：9,500万円／従業員数：381名

■事業内容と人材ニーズ
安全安心な食づくりに貢献する農業機械の開発・製造・販売が主な事業ですが、SNSの運営や
健康食品の販売、カフェの運営など幅広く事業展開して有機農産物を皆様にお届けするお手伝い
をしています。このように事業領域を広げていく中でIT戦略が不可欠となりましたが、従来通りの
採用では良い人材を見つけることが出来ず、当センターを経由してSEの採用に至りました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
ITに関する知識もさることながらコミュニケーション能力が高いので、基幹システム構築を進める
だけでなく、社内に新しい風を吹き込んでくれています。部下の指導や若手のIT教育にも積極的
に取り組んでいただき、リーダーとしての活躍を期待しています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
様々な事業展開をしています。そして、安心安全な有機農産物の素晴らしさを１人でも多くの方に
お伝えしながら、体にも環境にも良い有機栽培の普及に貢献していきたいです。

下向社長

今村社長

HP Facebookページ
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

四ツ山漬は、たいらぎ貝の貝柱
を秘伝の隠し味で味付けし、冬
期低温熟成させた酒粕に漬け

込んだ他の追従を許さぬ商品です。大正11年に御大典記念
として、日本五大珍味漬に選出されたほか、農林大臣賞・厚
生大臣賞等多くの賞を受賞しておりま
す。

3,240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：四ツ山食品ネット販売部
商品名：
四ツ山漬 K-30
（『元祖』貝柱粕漬600ｇ）

昔ながらの手造り田舎味噌を体
験してみませんか？
麹をたっぷり含んだ九州ならで

はの風味豊かな甘口味噌です！
安藤商店の味噌は生みそなので麹菌が生きています。
麹菌が持つ本来のうまみ甘みを感じられ
るお味噌になっています。
是非、お試しください！

1,944円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：安藤商店
商品名：
無添加米みそ・合わせみそ・
田舎熟成みその詰め合わせ

簡単に自家製みそ漬けが作れ
る「みそ漬けのもと」本品と、本品で漬けたお魚と豚肉のみ
そ漬けをセットでお届けします。
<みそ漬けのもと本品で自家製みそ漬けの作り方>
本品１袋で魚は12～14切れ、肉類は約
2㎏分

3,600円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：今橋家のだいどころ
商品名：
「みそ漬けのもとという名の料
理のレパートリーが広がってお
うちごはんが楽しくなるステキ
な調味料」のお得なお試しセット

福岡県田主丸町で生まれた、唯一無二のご
ま焼酎
従来の麦焼酎にごまを使ったもろみを仕込む
ことで、かぐわしい香りの焼酎が誕生しまし
た。ほのかなごまの香りとさっぱりとした口

当たりの「紅乙女STANDARD」は、ロック・水割り・炭酸
割りがおすすめです。

1,218円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：紅乙女酒造
商品名：紅乙女STANDARD25°

900ml

店舗名：カキの阿部 飛龍丸
商品名：
【飛龍丸】蒸し牡蠣1kg
（250g×4パック）

上質な木綿100%ですので静電気は
起こりにくく、小さな繊維が衣類に付

く事もほとんどありません。また、数本の極細の織り糸により大変
やさしい肌触りで、チクチク感もありません。ＵＶカット率９９.６％以
上を実現！

6,800円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：ROoRING
（ロォーリング）

商品名：
【HUEGIN®】侍マスク®（サム
ライマスク）と忍者キャップ®（ニ
ンジャキャップ）の同色セット

（大牟田市）

（川崎町） （福岡市）

（久留米市） （糸島市）

（大刀洗町）

美味しさを逃がさない様に業務
用蒸し器で蒸しあげ、手作業
でむき身にしています。ボイル

ではないので、美味しさが逃げずにギュ～～～っとつまってい
ます！
流水でよく洗い、カキフライや炊き込み
ご飯、カレーやシチューに手軽にお使い
いただけます！

3,240円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

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

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、まん延防止等重点措置及び都道府県の要請による、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/

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９月・10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（10月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）
飲食店と取引があり、２０２１年９月・10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。
②－２酒類の提供を停止する（10月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）
飲食店と取引がある酒類販売事業者であって、２０２１年８月～９月、又は９月～ 10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）９月（又は10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（エ）は８月～９月、９月～10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。 

９月分：２０２１年１０月１日（金）～１1月３0日（火）
10月分：２０２１年１1月～（詳細はHP参照）
※５月～８月の申請受付は終了しております。

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

福岡県中小企業者等月次支援金は課税対象となります。
詳細については、所轄の税務署までお問い合せください。 福岡県
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

四ツ山漬は、たいらぎ貝の貝柱
を秘伝の隠し味で味付けし、冬
期低温熟成させた酒粕に漬け

込んだ他の追従を許さぬ商品です。大正11年に御大典記念
として、日本五大珍味漬に選出されたほか、農林大臣賞・厚
生大臣賞等多くの賞を受賞しておりま
す。

3,240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：四ツ山食品ネット販売部
商品名：
四ツ山漬 K-30
（『元祖』貝柱粕漬600ｇ）

昔ながらの手造り田舎味噌を体
験してみませんか？
麹をたっぷり含んだ九州ならで

はの風味豊かな甘口味噌です！
安藤商店の味噌は生みそなので麹菌が生きています。
麹菌が持つ本来のうまみ甘みを感じられ
るお味噌になっています。
是非、お試しください！

1,944円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：安藤商店
商品名：
無添加米みそ・合わせみそ・
田舎熟成みその詰め合わせ

簡単に自家製みそ漬けが作れ
る「みそ漬けのもと」本品と、本品で漬けたお魚と豚肉のみ
そ漬けをセットでお届けします。
<みそ漬けのもと本品で自家製みそ漬けの作り方>
本品１袋で魚は12～14切れ、肉類は約
2㎏分

3,600円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：今橋家のだいどころ
商品名：
「みそ漬けのもとという名の料
理のレパートリーが広がってお
うちごはんが楽しくなるステキ
な調味料」のお得なお試しセット

福岡県田主丸町で生まれた、唯一無二のご
ま焼酎
従来の麦焼酎にごまを使ったもろみを仕込む
ことで、かぐわしい香りの焼酎が誕生しまし
た。ほのかなごまの香りとさっぱりとした口

当たりの「紅乙女STANDARD」は、ロック・水割り・炭酸
割りがおすすめです。

1,218円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：紅乙女酒造
商品名：紅乙女STANDARD25°

900ml

店舗名：カキの阿部 飛龍丸
商品名：
【飛龍丸】蒸し牡蠣1kg
（250g×4パック）

上質な木綿100%ですので静電気は
起こりにくく、小さな繊維が衣類に付

く事もほとんどありません。また、数本の極細の織り糸により大変
やさしい肌触りで、チクチク感もありません。ＵＶカット率９９.６％以
上を実現！

6,800円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：ROoRING
（ロォーリング）

商品名：
【HUEGIN®】侍マスク®（サム
ライマスク）と忍者キャップ®（ニ
ンジャキャップ）の同色セット

（大牟田市）

（川崎町） （福岡市）

（久留米市） （糸島市）

（大刀洗町）

美味しさを逃がさない様に業務
用蒸し器で蒸しあげ、手作業
でむき身にしています。ボイル

ではないので、美味しさが逃げずにギュ～～～っとつまってい
ます！
流水でよく洗い、カキフライや炊き込み
ご飯、カレーやシチューに手軽にお使い
いただけます！

3,240円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

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

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、まん延防止等重点措置及び都道府県の要請による、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/

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９月・10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（10月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）
飲食店と取引があり、２０２１年９月・10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。
②－２酒類の提供を停止する（10月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）
飲食店と取引がある酒類販売事業者であって、２０２１年８月～９月、又は９月～ 10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）９月（又は10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（エ）は８月～９月、９月～10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。 

９月分：２０２１年１０月１日（金）～１1月３0日（火）
10月分：２０２１年１1月～（詳細はHP参照）
※５月～８月の申請受付は終了しております。

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

福岡県中小企業者等月次支援金は課税対象となります。
詳細については、所轄の税務署までお問い合せください。 福岡県
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