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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 7,480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



年頭のごあいさつ

年頭にあたり謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は一昨年に続き、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により事業者の皆様

の経済活動にとっても大きな影響のあった一年でした。国内の感染者数は減少傾向にあ
るものの、新たな変異株も発生しており、予断を許さない状況が続いています。今年も
対策が求められる一年になろうかと思いますが、ともにコロナ禍をうまく乗り越え、充実
した年になることを願っています。
当センターでは福岡県と連携し、経営革新実行支援補助金や無料専門家派遣、新型
コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金の交付など、コロナ禍でお困りの県内中
小企業の皆様への支援に努めてまいりました。本年も、オンラインを活用するなど様々
な手法により、県内中小企業の皆様の経営課題に対し、「ワンストップサービスセン
ター」として総合的な支援を実施してまいります。
無料の経営相談窓口である「福岡県よろず支援拠点」は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大以降、オンラインでの相談が増加しております。地域の皆様に身近な相談
窓口として、更なる相談者の満足度や課題解決数の向上に努めてまいります。
経営の課題解決のため企業に直接出向き、専門的な助言・指導を行う「専門家派遣
事業」を継続して実施するとともに、これから創業する方に対しては、「福岡よかとこ起
業支援金」を交付して支援してまいります。
また、中小企業の経営安定と受注確保を図るため、毎年数億円の成約実績を挙げて
いる取引のあっせん及び展示会・商談会については、昨年に続きオンラインによる手法
を取り入れながら実施し、企業情報サイト「フクオカビジネスマッチングサイト」による
情報発信や、自動車産業アドバイザーによる取引拡大支援も行います。「下請かけこみ
寺」では下請取引に関する助言・指導に取り組んでまいります。
「ふくおか６次産業化・農商工連携サポートセンター」、「ふくおかフードビジネス支援
事業」では、６次産業化・農商工連携に取り組む県内の農林漁業者及び加工・流通・
販売事業者の皆様に対し、個別相談やセミナー、商談会等の開催を通じて、商品開発
や販路拡大を支援してまいります。
さらに、「知的財産支援センター」では、県内中小企業等の特許や商標など知的財産
の課題解決や知的財産を活用した製品開発、海外展開等をサポートします。
本年も、県内中小企業の振興と発展のため、中小企業の皆様への支援に全身全霊を
傾け、より一層努めてまいる所存ですので、当センターを積極的にご活用賜りますようお
願い申し上げます。
本年が皆様にとって幸多き年となりますよう祈念いたしまして、新年のごあいさつとさ
せていただきます。

年頭のごあいさつ

公益財団法人　福岡県中小企業振興センター

　　　理事長　　桑野　龍一
福岡県知事

　　服部　誠太郎

新年あけましておめでとうございます。
昨年４月に知事に就任して以来、私は、新型コロナウイルス感染症対策や５年連続と

なった大雨災害の被災地の復旧・復興に全身全霊で取り組みました。
新型コロナ対策については、外出自粛や飲食店の時短営業などの厳しい措置に対する

県民の皆さまのご理解とご協力に心より感謝を申し上げます。
目まぐるしく変化する社会情勢の中、「世界から選ばれる福岡県」を実現すべく、今年は
成長・発展の歩みを力強く進めていきます。
まずは、コロナ危機の克服です。感染拡大に備え、保健・医療提供体制を強化すると

ともに、３回目のワクチン接種を着実に進めます。ワクチン・検査パッケージや感染防止認証
制度を活用し、社会経済活動との両立を図り、疲弊した地域経済を立て直していきます。
今年の干支「寅年」は、春が来て草木が伸び始めることを表わします。世界を視野に、

未来を見据えて、福岡県を発展させていくため、新しい成長を生み出す年にします。
このため、次の４つに重点を置いて取り組みます。
第一に、「次代を担う『人財』の育成」です。
本県の発展を担うのは「人」です。子どもたちが、県内どこでも充実した教育が受けら

れる環境を整えていきます。産業・経済、スポーツ、文化・芸術などさまざまな分野にお
いて活躍し、担い手となる人財の育成に力を入れます。中小企業や農林水産業のDXを進
めるとともに、その担い手となる人財の育成に取り組みます。
第二に、「世界から選ばれる福岡県の実現」です。
本県の優位性を生かし、デジタル社会を支えるインフラである大規模データセンター誘致

や先端半導体拠点の構築に向け、戦略的な企業誘致を進めます。産学官による
「TEAM FUKUOKA」で連携し、国際金融機能の誘致を目指します。
第三に、「成長産業の創出」です。
本県は、バイオ関連企業の集積などが評価され、昨年、国から「地域バイオコミュニティ」

第１号として、西日本で唯一、認定されました。未来を見据え、バイオ、ロボット、宇宙ビジ
ネス、ブロックチェーンといった新たな成長産業を創出していきます。また、響灘沖の洋上風
力発電の促進区域への早期指定の実現や、CO₂フリー水素の製造・拠点化に取り組み、
関連産業の集積や中小企業の参入を促進するとともに、脱炭素社会の実現を目指します。
第四に、「ワンヘルスの推進」です。
「福岡県ワンヘルス推進行動計画」を策定し、ワンヘルス実践の中核拠点「ワンヘルス

センター」の整備を進めます。また、今年11月に本県で開催される「アジア獣医師会連合
（FAVA）大会」を機に、本県のワンヘルス推進の取り組みをアジア、そして世界に向け
て発信します。
同時に、地方創生の基本である住み慣れたところで「働く」、長く元気に「暮らす」、お
子さんを安心して産み「育てる」ことができる地域社会づくりを進めます。
これらを進め、本県を九州のリーダー県としてふさわしい県に飛躍・発展させ、県民の
皆さまが安心してたくさんの笑顔で暮らせる福岡県にしてまいります。
新年が皆さまにとって、素晴らしい一年となるよう心からお祈りいたします。
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

精密機械加工を開拓

自動車向けプレス部品の試作板金加工を一から学んだ
待鳥光宣社長が、１９８９年１１月に創業しました。以来
プレス試作品の設計製作をはじめ、他社に先駆けて３次
元ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピューター利用設計、製造）など
の加工機を導入し精密機械加工分野に進出しました。
アルミニウムやステンレスなどの各種鋼材や形状を事前
にデータ化し、３Ｄシミュレーションで確認。３次元加工
や５軸加工のコンピューター数値制御（ＣＮＣ）の技術力
を高めてきました。同時に３次元測定機を整えた検査体
制も充実させて、多品種少量の生産体制を確立しました。

防食塗装で新技術開発
一方で日本冷凍空調
工業会標準規格（ＪＲ
Ａ）を取得する空調機
認定工場でもある同
社。厳しい規格基準に
基づいた工場では、家
庭用、業務用など空調
機の耐食性や耐塩性を

高めるためのカチオン塗装といった防食塗装関連を行い
ます。
こうした中、防食塗装で培った技術を活かして独自技
術も開発しました。空調機の冷凍回路装置に対応する耐
硫黄性塗膜を形成するもので、フッ素を含むエポキシ成
分とポリウレタン成分の二重構造膜の防食塗膜をつくり
ます。現在、実用新案権を取得。特許出願中です。

防食塗装の可能性を
取引拡大に向けては（公財）福岡県中小企業振興セン
ターの商談会や展示会に積極的に参加し、「（同センター
から）さまざまな支援をいただくことはありがたい」（待
鳥社長）と話しています。
今後も精密機械加工の受注拡大に取り組み、防食塗
装の可能性も広げていく考えです。開発した防食塗装に
手応えを感じている待鳥社長は「フッ素を使った防食塗
膜は難しくまだまだ課題はあるが、今後改善を行い受注
拡大につなげたい」と意気込んでいます。

Hello,Company!

No.63

No.63

　フットワーク軽くお客さまの困りごとにはスピーディーに対応いたします。製品によっては精密機
械加工を施し溶接や塗装など、社内で工程を内製化できるため、お客様のニーズに応える付加価
値の高い提案と短納期を実現いたします。防食塗装については、これまで積み上げてきたノウハウ
を活かした独自技術をしっかりPR。この分野ではメーカーとしての存在感を高めていきたいです。

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

有限会社待鳥工業
（柳川市）

待鳥工業は自動車向けプレス部品の試作や検査治具製作、
精密機械加工、空調設備の防食塗装などを手がけています。高
精度の３次元レーザー加工機や５軸マシニングセンタなどを
整えて加工技術を充実。納品する部品メーカーから厚い信頼
を得るとともに、空調機メーカー認定工場としての長年にわた
る実績は同社の強みです。これらを武器に新たな挑戦の準備
を進めています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

レーザー加工機でプレス部品を加工

待鳥 光宣　氏

企 業 名

代 表 者

所 在 地

従 業 員

事業内容

有限会社待鳥工業
待鳥　光宣

福岡県柳川市東蒲池1435－1

15名

プレス部品の試作、検査治具製作、精密機械加工、空調設備防食塗装など

JRA基準に沿って空調機部品の防食塗装 独自開発塗装（「MTフッ素コーティング」加工品、硫黄対策他）

培った技術と実績を武器に、
取引拡大を目指す

大型のマシニングセンタでの高精度の精密機械加工
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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〉　企画調整課　TEL：092-622-5432

改革は自分の意識から
2021年５月、
服部印刷の３
代目社長に就
任した本田社長。
入社時から将来、
家業を引き継ぐ
ことを意識して、
常に営業の第
一線に立ってき
ました。一方で、
これからの経営のかじ取りを背負う不安があったといい
ます。「経営に対してさらに意識を高めたい」（本田社長）
との強い思いで、20年度と21年度に経営改善の専門家
派遣制度を利用しました。とくに変動費と固定費の削減
を意識したアドバイスでは、作業現場の効率を高める整
理・整頓といった５Ｓ活動などを推進。ムダ・ムラをな
くしたことで「職場環境の改善とコスト削減につながっ
た」と、同制度を通算９か月間利用した手ごたえを感じ
ています。

脱プラに着眼、紙
製のファイルを考案
専門家のアドバイスにより

「社員の意識改革が進み、新
しい商材づくりに集中できる
ようになりました」と本田社
長は喜んでいます。社長就
任当初から国連の持続可能
な開発目標（SDGs）を念頭

に置いており、環境に配慮した経営にも弾みがつきまし
た。中でもプラスチックゴミによる環境への影響に着目。
脱プラスチックを目指して、新たにトレーシングペーパー
を素材とした紙製クリアファイルを開発しました。生産に
向けて12月に新たな製本機を導入。今後、身近な近隣
市町村や学校などに対して紙製クリアファイルを提案
し、販路拡大を目指しています。

変化した「今」を見てほしい
現在、自社のオンラインストアで、アクセサリー用の
ギフトボックスなどを受注販売しています。インスタグラ
ムなどＳＮＳを利用した販促にも意欲的です。こうした
新しい売り方、商材を開発するきっかけをつかんだ、専
門家派遣制度の利用はすでに終了しましたが、本田社長
は「また頼みたいです。改善の成果や、新しいことに取
り組む今を見てほしい。何よりいい会社になるためのア
ドバイスを求めています」と意欲を見せています。

Hello,Company!

No.64

No.64

　モノづくり企業として社員同士で知恵を出し合うことは、財産だと考えています。今回、専門家
派遣制度を利用して、常に新しいことを考えるために、職場を改善し国際情勢に乗り遅れない経営
体制をつくることができました。新商品の紙製クリアファイルは、まさにその一歩です。今後はデザ
インを含めたパッケージ提案を行います。改善を常に意識し、お客さまの要望に応える会社を目指
します。

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

服部印刷株式会社
（久留米市）

服部印刷は印刷物をより魅力的にする紙器加工や箔押など
を手掛けています。本田有美子社長は、社長就任前から自身の
事業承継に備えて（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、経営改善に取り組みました。作業現場の
課題から経営課題にいたるまで、「多くの刺激的な気づきを受
け、社員の意識改革にも役立ちました」と振り返ります。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

紙製の自社製品

本田 有美子　氏

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

服部印刷株式会社
本田　有美子
福岡県久留米市梅満町４１０－１
０９４２－３３－６４３１
０９４２－３３－９５６２
h t t p s : / / w w w . h a t t o r i - p . c o m
10名
一般印刷、紙器加工

新しく開発した紙製クリアファイル 受注販売しているアクセサリーギフトボックス

刷り込むのは
意識と商品への想い

「整理」「整頓」などの5Sを徹底
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出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」より作成

企業規模別資金繰りＤＩの推移（福岡県）

企業規模別業況判断ＤＩの推移（福岡県）

グラフdeふくおか

県内中小企業の業況判断ＤＩは、2014年４月の消費税引き上げ時に下降したものの、全体として緩やかな改善基調にあり
ました。2020年第１四半期以降は新型コロナウイルス感染症の影響により大きく下降しましたが、第３四半期には持ち直し
の動きが見られます。
県内中小企業の資金繰りＤＩを見ると、リーマンショック以降、企業の収益改善と金融機関の貸出態度の軟化を背景に、資
金繰りの状況は改善傾向にありました。2020年第２四半期以降は新型コロナウイルス感染症の影響により大きく下降しまし
たが、第３四半期には持ち直しの動きがみられます。

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

中小企業の業況判断と資金繰り

出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」より作成

No .
236

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

創業の経緯
創業前、藤田社長は地
方銀行に勤務。2014年～
2016年に北九州市上海
事務所に駐在し、北九州
市内の企業支援、物産の
販路拡大等の業務に従事
する中で、中国の勢いに圧
倒され、もっと中国市場に
ついて伝えていきたいと感
じていた。
日本へ帰任後、取引先と
接する中で、海外でのビジ
ネス展開に関心があるも

のの、貿易実務の煩雑さやバイヤーとのマッチングなど
販路開拓に課題を抱えている中小企業も多いことを実
感し、その支援に取り組みたいと考えたのが創業のきっ
かけであった。
「アースディスカバリー」という社名には「世界中をつな
ぐ」「未来を想い好奇心を持ってチャレンジし続ける」との
想いが込められており、日本の社名の当て字である中国
現地法人の「爱仕递」は「商品やサービスの提供を通じ
て愛され続ける会社でありたい」という熱い想いが込め
られている。藤田社長は日本側と中国側の営業を主に、
張部長は中国側の通関業務や中国国内情報収集を主
に、まさに二人三脚のパワーを源に力強く歩みを進めて
いる。

事業概要と同社の強み
輸入事業は機械機器、医療物資、建築資材に至るま

で、顧客のリクエストに応じ多岐にわたるアイテムの調達
を行う。これまで築き上げてきた現地ネットワークを活か
しながら都度、自社で候補先をリストアップし、アプロー
チを実施。製造現場のチェックや商談、横のつながりを
活用した客観的な情報収集を通じて、サプライヤーの信
用度などを十分に見極めた取引を徹底することで、顧客
からの信頼を築いてきた。
輸出事業は一般貿易においては、中国企業が取り組め

ていない希少性が高い商材や輸出入手続き等が煩雑で
取り組みづらい商材を取扱うことで差別化を図ってい
る。また越境ECのプラットフォームを持つ現地企業と連
携し、食品や日用品を中心としたEC事業も展開。オフラ
イン展示の仕組みを活用し、さらなる販売促進に取り組
んでいる。
コンサルティング事業では、輸出入にかかる一連の流
れでサービスを提供。最近では、商標や食品の原材料や
添加物の取扱いにかかる相談が増えており、リスクを抑
え、安心して展開を行えるよう企業の海外展開のサポー
トを行っている。
同社の最大の強みは、バイヤー、サプライヤー両方の
立場でビジネスを展開する中で得たノウハウを活かした
交渉力と実践力である。商談相手のバイヤーの立場や考
え方も理解しつつ、交渉を円滑に進められることが大き
な武器となっている。また、実際に市場で販売してみるこ

とが重要であるた
め、現地法人を活用
することで比較的容
易に中国市場に参
入できる流れを作っ
ている。
創業当初は、中国

のバイヤーの考え方
と日本のメーカーの
考え方のギャップを
いかに埋めていくか
で苦労を強いられ
た。中国のバイヤーはコスパや利幅、自社のメリットを単
刀直入に聞き、欲しい時はその場で決めることも多い。ス
ピード感が早いため、即断即決できなければ、商機を逃
すこともある。日本のメーカーの立場や考え方を考慮し
ながら、中国のバイヤーの考え方を、うまく言い換え伝え
ることで、双方の距離をうまく縮められるようになったと
いう。また、取引成立後もバイヤーとの距離をさらに縮め
ながら、彼らがどのような商流や強みを持っているのか、
理解を深めるように心がけている。これを踏まえ、各バイ
ヤーがいかに商品を売りやすくするかを、消費者目線で
具体的に提案し続けることが、継続した取引につながっ
ているという。

今後の取組み
中国輸出については、北九州市やJETRO等と連携し、

コロナ禍で目線が海外に向いている企業も増えていると
実感。同社はさらに攻めの姿勢で事業展開を行っていき
たい考え。　　
藤田社長は「海外ともリモート商談が容易にできるよ

うになり、よりスピーディーな対応を求められるように
なってきている。そのため、しっかりと戦略を立てて進め
ていかないと中小企業の中国市場参入のハードルは
年々高くなっている。弊社は少しでも企業のサポートに
なれるよう地域商社として、そして海外展開のパート
ナーとして、地元北九州市や福岡県内の企業に愛される
企業を目指して頑張っていきたい」と力強く語った。

＜アースディスカバリー株式会社　会社概要＞
代表者：代表取締役　藤田　伸一
創　業：2018年７月
所在地：北九州市小倉北区浅野三丁目8-1AIM6階 218号室
ＴＥＬ：０９３ ‒９５３ ‒８４３７
メール：info@earthdiscovery .co . jp
ＵＲＬ：https://earthdiscovery.co.jp/

＜爱仕递（大连）国际贸易有限公司　会社概要＞
代表者：総経理　藤田　伸一
創　業：2019年
所在地：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海兴

街60-2号393室

メール：earthdiscovery_cn@163.com

北九州市のアースディスカバリー株式会社は、2018年に創業し、中国を中心とした輸入、
輸出、海外販路開拓のコンサルティングの３つを柱に事業を展開。2019年には中国の大連
に「爱仕递（大连）国际贸易有限公司」を設立し、中国でのさらなる事業拡大に取り組んで
いる。代表取締役の藤田氏と海外営業部長の張氏にお話しを伺った。

アースディスカバリー株式会社

藤田社長・張部長
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出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」より作成

企業規模別資金繰りＤＩの推移（福岡県）

企業規模別業況判断ＤＩの推移（福岡県）
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迎　　　春
令和４年　元旦

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
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https://takamatsuweb.com
http://www.e-kotani.co.jp
http://www.tobata-s.com
http://www.fabils.co.jp


迎　　　春
令和４年　元旦

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

貸ホール・
貸会議室
無料駐車場完備
（200台収容）

（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。高木　浩敏代表取締役社長

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
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迎　　　春
令和４年　元旦

【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

○経営コンサルティング○事業承継支援○相続対策

桑
野

　龍
一

U
RL https://w

w
w
.chuokai-fukuoka.or.jp/

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
和
田
５
丁
目
１
番
１
号

　
　
福
岡
東
鉄
工
団
地
協
同
組
合
（
内
）

www.nissin-chemical.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販売

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
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迎　　　春
令和４年　元旦

松
本

　茂
樹

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）

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.ncbank.co.jp
http://www.fukukiren-monodzukuri.jp
https://www.saiki.co.jp
http://www.meiho-j.co.jp


迎　　　春
令和４年　元旦

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
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https://kasyu-kogyo.com
https://mimoriya.com
https://www.bec-kyusyu.co.jp
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迎　　　春
令和４年　元旦

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

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

福岡市博多区神屋町６番20号

15Business Support Fukuoka  2022.1

http://www.hiryu-soubi.co.jp
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タイヨージョイント株式会社
北九州市門司区浜町１２－２１
事業内容：配管継手の設計･製造・販売
従業員数：63名
敷地面積：435㎡
建屋面積：1,678㎡
創　　業：1948年
資 本 金：4,800万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

総合継手メーカーとして小口径か
ら大口径までの多品種少量の継
手の生産が可能です。
土木、水道、建築設備、造船、プラ
ント、橋梁業界などのライフライ
ンに使用されています。
市場規模が小さく、非常にニッチな業界ですが、お客様からの引
き合いに丁寧に対応していくことが我々の基本姿勢です。

TOPICS
総合継手メーカーのパイオニアとして創業100周年を目指し、
更なる発展をしていきます。
そのために、新たに中期事業計画を立て全社一丸となり、弊社
継手の優位性及びその他製品やサービスを通じて、お客様に
喜んでもらえる会社にしていきます。企業詳細はこちら

株式会社テクノプラスト
福岡営業所
福岡市博多区博多駅東1丁目16番8号ITビル5階
事業内容：プラスチック切削加工・商品開発／販売
従業員数：105名
敷地面積：2,950.72㎡
建屋面積：1,971.05㎡
創　　業：1968年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み

高精度、高品質な製品でお客様
のニーズに対応します。
多品種小ロット、難加工や大物加
工など幅広く、小回りの利く対応
でお客様の満足を追求します。
ＩＳＯ９００１を取得済み、３６５日２４時
間での温度設定による品質管理。
国内３拠点（名古屋、横浜、福岡）とタイの広範囲にて対応で
きます。

TOPICS
自社製品：切削小径丸棒（ＴＰＲ９０１）、のんたっち君（非接触

ツール）
設備増強予定：パレチェン付き５軸マシニング
イベント：機械要素技術展出展（２０２２年６月・東京ビッグサイト）企業詳細はこちら

企業詳細はこちら

福田油機株式会社
遠賀郡遠賀町大字虫生津228番地
事業内容：油圧機器の修理（油圧ポンプ、油圧シリン

ダー、油圧バルブ、油圧アクセサリー）
従業員数：15名
敷地面積：1,008㎡
建屋面積：716㎡
創　　業：1988年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
多種多様な油圧機器メーカー
の修理実績があります。
自社にて修理・組立後、作動
検査を実施し、出荷します。
メーカー整備より安価に早く
整備することをモットーとし
ています。

TOPICS
弊社工場修理だけでなく、現場での油圧機器修理にも注力し始
めました。
油圧機器のトラブルの際には、現場にて不具合の調査、修理
施工も行えます。油圧機器のトラブル解決が必要な際はご連絡
下さい。

今月のモノづくりPICK UP！企業

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

菅原道真公ゆかりの太宰府名
物。
もち米とうるち米をブレンド
した生地に、上品でほのかな

甘さの粒餡を包み込み香ばしく焼き上げています。シンプ
ルな素材だけに生地と餡のバランスが決め手となる自慢の
手作りの味です。

1,300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：かさの家
商品名：梅ヶ枝餅

（１０個入）

濃厚な味わいで人気のティラ
ミス。糖質はなんとたったの
2.4g！
糖尿病の方や血糖値が気にな
る方、ダイエット中の方へのバ
レンタインにおすすめです。

750円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
ベークショップイワハシ
商品名：低糖質ティラミス

本物のお茶をお探しの方へ、
約600年の歴史を持つ太郎五
郎久家茶園一番人気の特上煎
茶【霧の章】。
煎茶本来が持つ味わいが
ギューッとつまったおいしい

煎茶です。
ご自宅用にも贈答用にも、幅広くお使
いいただけます。

1,080円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：太郎五郎久家茶園
商品名：
元祖八女茶
特上煎茶【霧の章】100ｇ

お菓子作りの好きな方から
「小麦粉を変えるだけでお

いしくなった」という声をたくさんいただく「かめ印の小
麦粉 特上」。
2022年のバレンタインは特上小麦粉
でワンランク上の本命お菓子を作りま
せんか。

346円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
田中製粉有限会社
商品名：
【薄力粉】かめ印の小麦
粉特上　300g

店舗名：すすき牧場
商品名：
むなかた牛
モモスライス500ｇ

水がキレイな二丈で育った臭
みもえぐみもない自慢の牡蠣です。
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！
4パックの小分け包装で、いろいろな
料理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⇒

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）

（太宰府市）

（福岡市） （八女市）

（八女市） （宗像市）

赤身のおいしいむなかた牛。
口の中で噛むたびにうまみが
広がります。

今週末はちょっといいお肉ですき焼きはいかがですか。
贈答品にも喜ばれます。

4,838円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（糸島市）
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タイヨージョイント株式会社
北九州市門司区浜町１２－２１
事業内容：配管継手の設計･製造・販売
従業員数：63名
敷地面積：435㎡
建屋面積：1,678㎡
創　　業：1948年
資 本 金：4,800万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み

総合継手メーカーとして小口径か
ら大口径までの多品種少量の継
手の生産が可能です。
土木、水道、建築設備、造船、プラ
ント、橋梁業界などのライフライ
ンに使用されています。
市場規模が小さく、非常にニッチな業界ですが、お客様からの引
き合いに丁寧に対応していくことが我々の基本姿勢です。

TOPICS
総合継手メーカーのパイオニアとして創業100周年を目指し、
更なる発展をしていきます。
そのために、新たに中期事業計画を立て全社一丸となり、弊社
継手の優位性及びその他製品やサービスを通じて、お客様に
喜んでもらえる会社にしていきます。企業詳細はこちら

株式会社テクノプラスト
福岡営業所
福岡市博多区博多駅東1丁目16番8号ITビル5階
事業内容：プラスチック切削加工・商品開発／販売
従業員数：105名
敷地面積：2,950.72㎡
建屋面積：1,971.05㎡
創　　業：1968年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み

高精度、高品質な製品でお客様
のニーズに対応します。
多品種小ロット、難加工や大物加
工など幅広く、小回りの利く対応
でお客様の満足を追求します。
ＩＳＯ９００１を取得済み、３６５日２４時
間での温度設定による品質管理。
国内３拠点（名古屋、横浜、福岡）とタイの広範囲にて対応で
きます。

TOPICS
自社製品：切削小径丸棒（ＴＰＲ９０１）、のんたっち君（非接触

ツール）
設備増強予定：パレチェン付き５軸マシニング
イベント：機械要素技術展出展（２０２２年６月・東京ビッグサイト）企業詳細はこちら

企業詳細はこちら

福田油機株式会社
遠賀郡遠賀町大字虫生津228番地
事業内容：油圧機器の修理（油圧ポンプ、油圧シリン

ダー、油圧バルブ、油圧アクセサリー）
従業員数：15名
敷地面積：1,008㎡
建屋面積：716㎡
創　　業：1988年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
多種多様な油圧機器メーカー
の修理実績があります。
自社にて修理・組立後、作動
検査を実施し、出荷します。
メーカー整備より安価に早く
整備することをモットーとし
ています。

TOPICS
弊社工場修理だけでなく、現場での油圧機器修理にも注力し始
めました。
油圧機器のトラブルの際には、現場にて不具合の調査、修理
施工も行えます。油圧機器のトラブル解決が必要な際はご連絡
下さい。

今月のモノづくりPICK UP！企業

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

菅原道真公ゆかりの太宰府名
物。
もち米とうるち米をブレンド
した生地に、上品でほのかな

甘さの粒餡を包み込み香ばしく焼き上げています。シンプ
ルな素材だけに生地と餡のバランスが決め手となる自慢の
手作りの味です。

1,300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：かさの家
商品名：梅ヶ枝餅

（１０個入）

濃厚な味わいで人気のティラ
ミス。糖質はなんとたったの
2.4g！
糖尿病の方や血糖値が気にな
る方、ダイエット中の方へのバ
レンタインにおすすめです。

750円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
ベークショップイワハシ
商品名：低糖質ティラミス

本物のお茶をお探しの方へ、
約600年の歴史を持つ太郎五
郎久家茶園一番人気の特上煎
茶【霧の章】。
煎茶本来が持つ味わいが
ギューッとつまったおいしい

煎茶です。
ご自宅用にも贈答用にも、幅広くお使
いいただけます。

1,080円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：太郎五郎久家茶園
商品名：
元祖八女茶
特上煎茶【霧の章】100ｇ

お菓子作りの好きな方から
「小麦粉を変えるだけでお

いしくなった」という声をたくさんいただく「かめ印の小
麦粉 特上」。
2022年のバレンタインは特上小麦粉
でワンランク上の本命お菓子を作りま
せんか。

346円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：
田中製粉有限会社
商品名：
【薄力粉】かめ印の小麦
粉特上　300g

店舗名：すすき牧場
商品名：
むなかた牛
モモスライス500ｇ

水がキレイな二丈で育った臭
みもえぐみもない自慢の牡蠣です。
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！
4パックの小分け包装で、いろいろな
料理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⇒

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）

（太宰府市）

（福岡市） （八女市）

（八女市） （宗像市）

赤身のおいしいむなかた牛。
口の中で噛むたびにうまみが
広がります。

今週末はちょっといいお肉ですき焼きはいかがですか。
贈答品にも喜ばれます。

4,838円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（糸島市）

17Business Support Fukuoka  2022.1



　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。

機関情報
■ 名 称：福岡県工業技術センター　インテリア研究所
■ 所在地：〒831-0031　福岡県大川市上巻405-3
■ T E L：0944-86-3259　　■ F A X：0944-86-4744
■ U R L：http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関を紹介します。

生活・住環境関連技術の基幹研究所

インテリア研究所の紹介

1. インテリア研究所＆家具試作・評価支援ラボ
インテリア研究所は、家具の一大産地である大川市

に立地する「生活・住環境関連技術の基幹研究所」で
す。主に家具・装備品製造業及び木材・木製品製造業
を対象に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。
令和元年５月には、家具関係の木工製品の試作開
発・評価を支援する「家具試作・評価支援ラボ」を開
設しました。ラボでは、新たに木材の曲げ加工に関す
る機器を導入し、既存の加工機器と併せて、切断・曲
げ・接着等の技術を強力に支援、これまで技術的に難
しかった曲面を持つ新しいデザインの木工製品開発を
支援しています。
また、JIS規格（日本産業規格）に準じて家具の試
験が可能な機器や曲面部材の形状を測定する機器を取
り揃え、家具の安全性・品質等の評価を支援していま
す。

2. 家具ブランド力の向上を目指して～製品企画
力高度化支援事業 -NIKAWA-
近年は、戦略的な製品開発ができる活力ある企業の
育成にも力を入れています。
平成30年度から開始した「製品企画力高度化支援事
業-NIKAWA-」では、県内のチャレンジする家具・装
備品メーカーに対して、外部の専門家らとともに、製品
コンセプトの構築からデザイナーとのマッチング、試
作、そして製品評価まで一貫した支援に取り組んでいま
す。
支援したメーカーからは、これまで自社の力だけでは

開発が難しかった意匠性の高い製品が次々と生まれて
います。

3.カーボンニュートラル実現に向けて
カーボンニュートラルの実現に向けて、木材の利用
拡大は重要です。木材には、「燃える」「腐る」「変形
する」という３つの大きな欠点があり、利用拡大の障害
となっていますが、インテリア研究所では、これらの欠
点を改善する技術開発を進めてきました。産学官で開
発した「高耐久性木材」は、その成果の一つで、寺社
仏閣などで利用が進んでいます。
最近、県内
企業と共同で
不燃木材の開
発にも成功し
ました。今後、
建築分野をは
じめとして、
木材利用の拡
大に貢献する
技術として期
待して いま
す。

家具試作・評価支援ラボの加工機器（左）と評価機器（右）

NIKAWA事業で開発した製品

高耐久性木材製のあずまや

福岡県工業技術センター県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関

開催日：令和３年11月18日（木）　
会　場：ニプロ株式会社総合研究所「ニプロホール」
　　　　（滋賀県草津市野路町3023番地）
主　催：（公財）福岡県中小企業振興センター
共　催：福岡県
協　力：（公財）飯塚研究開発機構

ニプロ株式会社総合研究所にて展示商談会を開催

「福岡県技術提案展示商談会」

㈱モビテック

㈱テクノプラスト

㈱九州プレシジョン

㈱エヌエフティ

㈱ロジカルプロダクト

㈱メイホー

㈱アドウェルズ

㈱アステック入江

佳秀工業㈱

藤井精工㈱

㈱TRIART

HMS㈱

日本ファインテック㈱

㈱マツオ

KISCO㈱

㈱ピーエムティー

㈱パラマ・テック

三菱ケミカル㈱

ニプロ㈱における人工臓器、検査・診断薬、注射・輸液、医
療用医薬品、医療用ガラス部材などの研究開発ならびにグルー
プ全ての生産技術開発を行うニプロ株式会社総合研究所にて、
所内開発部門技術者・研究者、設計者、購買担当者向けに県内
企業が自社技術、製品等をアピールする展示商談会を万全な感
染症対策を実施した上で開催いたしました。
県内企業が有する技術力・製品の展示や、開発担当者等と直

接折衝することで、開発段階からの参入を目指す提案型の展示
商談会として、昨年度に続き２回目の開催となりました。
会場では、優れた技術力等を有する県内24の企業が、より効

果的にPRするために趣向を凝らした展示で来場者を迎えていま
した。

172名が来場し、各ブースでは熱心な説明や商談が行われ、
見積依頼や再度の訪問要請を受けるなど大きな成果が上がりま
した。

2022年６月にも同様の展示商談会の開催を予定していますの
で、出展をご希望される場合は下記URLにて開催要領・申込方
法等をご確認の上、お申し込みください。

(公財)福岡県中小企業振興センター
恒吉事務局長

ニプロ㈱ 須藤取締役
商品企画本部 本部長

展示商談会の様子

県内出展企業24社（順不同）

〇フクオカビジネスマッチングサイト　https://www.f-dennou.jp/
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　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。

機関情報
■ 名 称：福岡県工業技術センター　インテリア研究所
■ 所在地：〒831-0031　福岡県大川市上巻405-3
■ T E L：0944-86-3259　　■ F A X：0944-86-4744
■ U R L：http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関を紹介します。

生活・住環境関連技術の基幹研究所

インテリア研究所の紹介

1. インテリア研究所＆家具試作・評価支援ラボ
インテリア研究所は、家具の一大産地である大川市

に立地する「生活・住環境関連技術の基幹研究所」で
す。主に家具・装備品製造業及び木材・木製品製造業
を対象に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。
令和元年５月には、家具関係の木工製品の試作開

発・評価を支援する「家具試作・評価支援ラボ」を開
設しました。ラボでは、新たに木材の曲げ加工に関す
る機器を導入し、既存の加工機器と併せて、切断・曲
げ・接着等の技術を強力に支援、これまで技術的に難
しかった曲面を持つ新しいデザインの木工製品開発を
支援しています。
また、JIS規格（日本産業規格）に準じて家具の試
験が可能な機器や曲面部材の形状を測定する機器を取
り揃え、家具の安全性・品質等の評価を支援していま
す。

2. 家具ブランド力の向上を目指して～製品企画
力高度化支援事業 -NIKAWA-
近年は、戦略的な製品開発ができる活力ある企業の

育成にも力を入れています。
平成30年度から開始した「製品企画力高度化支援事

業-NIKAWA-」では、県内のチャレンジする家具・装
備品メーカーに対して、外部の専門家らとともに、製品
コンセプトの構築からデザイナーとのマッチング、試
作、そして製品評価まで一貫した支援に取り組んでいま
す。
支援したメーカーからは、これまで自社の力だけでは

開発が難しかった意匠性の高い製品が次々と生まれて
います。

3.カーボンニュートラル実現に向けて
カーボンニュートラルの実現に向けて、木材の利用
拡大は重要です。木材には、「燃える」「腐る」「変形
する」という３つの大きな欠点があり、利用拡大の障害
となっていますが、インテリア研究所では、これらの欠
点を改善する技術開発を進めてきました。産学官で開
発した「高耐久性木材」は、その成果の一つで、寺社
仏閣などで利用が進んでいます。
最近、県内
企業と共同で
不燃木材の開
発にも成功し
ました。今後、
建築分野をは
じめとして、
木材利用の拡
大に貢献する
技術として期
待して いま
す。

家具試作・評価支援ラボの加工機器（左）と評価機器（右）

NIKAWA事業で開発した製品

高耐久性木材製のあずまや

福岡県工業技術センター県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関

開催日：令和３年11月18日（木）　
会　場：ニプロ株式会社総合研究所「ニプロホール」
　　　　（滋賀県草津市野路町3023番地）
主　催：（公財）福岡県中小企業振興センター
共　催：福岡県
協　力：（公財）飯塚研究開発機構

ニプロ株式会社総合研究所にて展示商談会を開催

「福岡県技術提案展示商談会」

㈱モビテック

㈱テクノプラスト

㈱九州プレシジョン

㈱エヌエフティ

㈱ロジカルプロダクト

㈱メイホー

㈱アドウェルズ

㈱アステック入江

佳秀工業㈱

藤井精工㈱

㈱TRIART

HMS㈱

日本ファインテック㈱

㈱マツオ

KISCO㈱

㈱ピーエムティー

㈱パラマ・テック

三菱ケミカル㈱

ニプロ㈱における人工臓器、検査・診断薬、注射・輸液、医
療用医薬品、医療用ガラス部材などの研究開発ならびにグルー
プ全ての生産技術開発を行うニプロ株式会社総合研究所にて、
所内開発部門技術者・研究者、設計者、購買担当者向けに県内
企業が自社技術、製品等をアピールする展示商談会を万全な感
染症対策を実施した上で開催いたしました。
県内企業が有する技術力・製品の展示や、開発担当者等と直

接折衝することで、開発段階からの参入を目指す提案型の展示
商談会として、昨年度に続き２回目の開催となりました。
会場では、優れた技術力等を有する県内24の企業が、より効

果的にPRするために趣向を凝らした展示で来場者を迎えていま
した。

172名が来場し、各ブースでは熱心な説明や商談が行われ、
見積依頼や再度の訪問要請を受けるなど大きな成果が上がりま
した。

2022年６月にも同様の展示商談会の開催を予定していますの
で、出展をご希望される場合は下記URLにて開催要領・申込方
法等をご確認の上、お申し込みください。

(公財)福岡県中小企業振興センター
恒吉事務局長

ニプロ㈱ 須藤取締役
商品企画本部 本部長

展示商談会の様子

県内出展企業24社（順不同）

〇フクオカビジネスマッチングサイト　https://www.f-dennou.jp/
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　VPN機器もバージョンアップの実施などといった適切な管理を怠ると、攻撃者に狙われ、悪用される 可能
性があります。実際、同機器の管理用パスワードの流出のほか、不正アクセスやランサムウェアの被害が確
認されています。確実にバージョンアップをしましょう。

【VPN機器 (※1)】VPN：仮想プライベートネットワーク(Virtual Private Network)の略
インターネット等で接続された(離れた場所にある)パソコンやサーバを、セキュ
リティを確保(暗号化)しつつ、社内専用のネットワークのように接続する機能を
持つ機器のことです。

【ダークウェブ (※２)】
特別なツールを使わないと閲覧不
可能なウェブ空間で、匿名性が極
めて高く、違法な売買に関する情
報がやり取りされています。

　自社の機器やネットワーク等については、自社でその管理状況やセキュリティ対策を把握しましょう。
　なお、これらを業者に委託している場合であっても、自社と委託業者との責任範囲を明確にし、対策に漏
れが生じないようにしましょう。

　通常、VPN機器メーカーのホームページ等に同機器の弱点やその対策が公開されています。定期的に新
しい弱点等が出ていないかチェックして、必要な対策をしましょう。

■福岡県中小事業者サイバーセキュリティ支援ネットワーク（通称：Ｆ－Ｃ
ＳＮＥＴ）とは、県内中小事業者のサイバー犯罪被害の未然防止・拡大
防止を目的として、県内の中小企業支援団体と公的機関で構築したネッ
トワークです。

■福岡県警察本部サイバー犯罪対策課では、最新のサイバー犯罪の手口
や対策などをTwitterやホームページに掲載していますので、ぜひご
覧ください。

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

中小企業など対象！　特許料等の軽減制度について
　特許を取得するには、特許庁へ特許料等を納付する必要があります。
　特許庁では、中小企業等を対象に、特許料等を軽減する制度を実施しています。

制 度 概 要

■軽減対象となる料金
出願審査請求料
特許料（第1年分～第10年分）
PCT国際出願に係る手数料

■主な軽減内容
中 小 企 業：上記料金が１／２に軽減される
小 規 模 企 業：上記料金が１／３に軽減される
中小ベンチャー企業：上記料金が１／３に軽減される
※個人事業主は上記区分に準じます。
※各区分の定義は下記参照先で確認してください。

■申請方法
出願審査請求書や特許料納付書に「減免を受ける旨」等を記載します。
特別な申請書は不要です。
詳しくは、下記参照先をご覧ください。
※出願審査請求書や特許料納付書に上記の記載を行わなかった場合、事後に軽減を申請す
ることはできません。

■注意事項
2019年3月31日以前に出願審査請求した特許は、旧制度での申請方法で申請する必要が
あります。詳細は下記参照してください。

■参照先
特許庁のホームページ　「特許料等の減免制度」
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html

F-CSNET通信かわら版
VPN機器（※１）が原因でパスワード等がダークウェブ（※２）に流出

県内の企業で発生した事例です！

【Twitter】 【HP】

長年変わらない基本的な対策をしっかり実践しましょう!

VPNソフトウェア
導入 VPN機器

インターネット

暗号化 今回は
ココが問題!

サーバ

バージョンアップが必要か…
でも、うちのパソコン関係は、   
▲■社に任しているから、多分、
大丈夫だろう。

おや?
ニュースで、うちが使っている○×
社製のVPN機器に弱点があり、 
既に被害が出ている、とあるな。

① ②

③ ④数ヶ月後… 警察です。VPN機
器 の 管 理 用 パス
ワード がダークウェ
ブに 漏れています
よ。
バージョンアップし
ていますか?

バ ー ジョン
アップなどの
セキュリティ
対策は、当社
の責任範囲外
ですよ。

そんな～。
ちゃんと責
任 範 囲を
明確にして
い ればよ
かった…。

エーッ! ! ▲■社

リモートワーク 会社
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福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 福岡県からのお知らせF rom 

Fukuoka 
Prefecture 

福岡県労働委員会事務局調整課からのお知らせ

・労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた等、労働組合と使用者との労働問題解決のため
のあっせん、不当労働行為救済申立ては、県労働委員会へ。（福岡県労働委員会事務局調整課
092-643-3980）
※労働委員会は、公益委員（弁護士・大学教授など）、労働者委員（労働組合の役員など）及び使用者委員（会社、使用
者団体の役員など）の３者で構成される公正・中立な行政機関です。

・従業員の解雇や賃金未払い、パワーハラスメント等、労働者個人と使用者との労働問題の相談、あっせんは、
労働者支援事務所へ。

あっせんは、労使どちらからも相談可能です。

福　岡：092-735-6149　　北九州：093-967-3945
筑　後：0942-30-1034　　筑　豊：0948-22-1149

インキュベート施設の
入居者を募集しています！
インキュベート施設の
入居者を募集しています！

創業間もない中小企業者や創業を目指す者、新たな事業分野に進出し
ようとする中小企業者が対象です。ただし、事務所としての利用に限
ります。

■施設概要 所在地：福岡市博多区吉塚本町9番 15号
 名　称：福岡県中小企業振興センタービル５階
 ５０３号室（シェアードオフィス）

公益財団法人福岡県中小企業振興センター
〒812-0046 
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ビル６階
TEL：０９２-６２２-６２３０（総務課） 　
FAX：０９２-６２４-３３００
★JR博多駅のお隣、JR吉塚駅東口を出てすぐのビルです！
　内覧のご希望や応募方法等、お気軽にお問い合わせください。

賃　料：43,010 円（税込）
共益費：25,520 円（税込）
＊電気代は実費
一次審査：書類選考
二次審査：面接福岡県中小企業振興センター　インキュベート 検　索

※令和４年１月には完全個室タイプのインキュベート施設の入居者を募集する予定です。

【５０３号室（２６.１０㎡）】

＜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/ 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

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。

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月は種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月は種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）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９月～10月２か月連続で減少した場合に限る。

１０月分：２０２１年１1月１日（月）～2022年１月18日（火）
※５月～９月分の申請受付は終了しております。

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。

対象者

主な申請要件

給付額

申請期間

申請方法
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福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 福岡県からのお知らせF rom 

Fukuoka 
Prefecture 

福岡県労働委員会事務局調整課からのお知らせ

・労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた等、労働組合と使用者との労働問題解決のため
のあっせん、不当労働行為救済申立ては、県労働委員会へ。（福岡県労働委員会事務局調整課
092-643-3980）
※労働委員会は、公益委員（弁護士・大学教授など）、労働者委員（労働組合の役員など）及び使用者委員（会社、使用
者団体の役員など）の３者で構成される公正・中立な行政機関です。

・従業員の解雇や賃金未払い、パワーハラスメント等、労働者個人と使用者との労働問題の相談、あっせんは、
労働者支援事務所へ。

あっせんは、労使どちらからも相談可能です。

福　岡：092-735-6149　　北九州：093-967-3945
筑　後：0942-30-1034　　筑　豊：0948-22-1149

インキュベート施設の
入居者を募集しています！
インキュベート施設の
入居者を募集しています！

創業間もない中小企業者や創業を目指す者、新たな事業分野に進出し
ようとする中小企業者が対象です。ただし、事務所としての利用に限
ります。

■施設概要 所在地：福岡市博多区吉塚本町9番 15号
 名　称：福岡県中小企業振興センタービル５階
 ５０３号室（シェアードオフィス）

公益財団法人福岡県中小企業振興センター
〒812-0046 
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ビル６階
TEL：０９２-６２２-６２３０（総務課） 　
FAX：０９２-６２４-３３００
★JR博多駅のお隣、JR吉塚駅東口を出てすぐのビルです！
　内覧のご希望や応募方法等、お気軽にお問い合わせください。

賃　料：43,010 円（税込）
共益費：25,520 円（税込）
＊電気代は実費
一次審査：書類選考
二次審査：面接福岡県中小企業振興センター　インキュベート 検　索

※令和４年１月には完全個室タイプのインキュベート施設の入居者を募集する予定です。

【５０３号室（２６.１０㎡）】

＜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/ 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

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。

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月は種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月は種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）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９月～10月２か月連続で減少した場合に限る。

１０月分：２０２１年１1月１日（月）～2022年１月18日（火）
※５月～９月分の申請受付は終了しております。

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。

対象者

主な申請要件

給付額

申請期間

申請方法
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公益財団法人 福岡県中小企業振興センター　http://www.joho-fukuoka.or.jp/
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