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株式会社熊本精研工業（糸島市）
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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



〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

精密金型部品を製造

熊本精研工業は1967年に福岡市内で創業。金属の受
託加工からスタートし、時代の要請に合わせて金型加工
を始めた。現在は糸島リサーチパークに本社工場を構え
る。顧客は電機・電子や各種装置、半導体などの分野
で九州外が多い。展示会への出展やホームページなどを
通じて顧客を増やしてきた。

自社開発の測定技術を他社へ提供
　熊本精研工業
は機上測定機を
加工時間の短縮
を目的に自社用と
して開発した。加
工機に加工対象
を固定したまま測
定できるのが最
大のポイント。そ

れまでは加工中に測定するためには対象を機械から外
し、顕微鏡を使って調べた後には再度加工機に固定しな
ければならなかった。固定は加工精度に影響するため慎
重を要する。
機上測定機はマシニングセンター（MC）や放電加工機
などに対応する。加工機内に測定用カメラを取り付ける
ことで、加工機にワークを固定したまま測定できる。測
定精度は１マイクロメートル（マイクロは100万分の１）。
作業者による測定品質のバラつきも防げる。加工対象の
固定や工具の摩耗具合の確認にも使える。他社でも困っ
ているはずと見込んで「NK-2000」という名称で販売
に踏み切った。

技術承継にも活躍
機上測定機は自動
化や技術承継の面か
らも注目されてい
る。測定機はソフト
ウエアを介して加工
機の数値制御（NC）
やコンピューターに
よる設計（CAD）と連
携させることも可能。
加工機メーカーがオプションとして採用するケースもあ
る。加工開始から加工後の測定まで自動化するシステム
も構築できる。さらに期待されるのが技術伝承での利用
だ。タブレット端末に加工結果を分かりやすく表示でき
る点を生かし、画面に示しながら技術指導ができる。
機上測定機は金型部品の加工などで使われている。
加工対象の固定作業に活用し、欠かせない存在になって
いるユーザーもいるという。アジアの日系メーカーで使
われるケースもある。

Hello,Company!
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　当社が目指すのは「総合メタルエンジニアリング企業」です。最高の品質を提供し、最高の顧客
満足度を得られるユニークな技術集団を目指しています。変化する経済環境にもフレキシブルに対
応でき、積極的にチャレンジする人材集団の創造にも取り組みます。そのためには絶え間ない自己
革新が必要です。最新鋭の高精度技術を駆使しながらミクロの世界を創造し、納期厳守でお客さ
まのニーズに的確にお応えし、時代の要請を満たす技術革新を追求していきます。

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

株式会社熊本精研工業
（糸島市）

熊本精研工業は精密加工メーカー。製品には精密金型部品
や精密治具などがあり、タングステンやモリブデン、セラミック
スといった加工が難しい素材の精密加工も手がける。近年は加
工機械に取り付けて加工対象の表面が測定できる機上測定機
を加工時間の短縮や品質の向上のために自社開発して運用し
ている。さらに現在は機上測定機を製品化して他社にも提供を
始め、普及に乗り出した。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

最新鋭設備を高度な管理体制で運用する

池内 周作　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

株式会社熊本精研工業
池内　周作
福岡県糸島市東２０３３－３
０９２－３３４－７５３１
０９２－３３４－７４９２
www.kumaken .com
４１名
精密金型部品、精密プレス金型などの製作

総合メタルエンジニアリング企業へ

加工ノウハウが凝縮したサンプルの加工精度は３マイクロメートル

機上測定機によって加工対象の脱着が不要になる

NK-2000はさまざまな加工機に取り付け可能
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企業数及び従業者数（民営、非一次産業）（全国・福岡県）

グラフdeふくおか

　福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和２年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r2report.html

福岡県の産業構造
中小企業の企業数及び従業者数

企業数の推移（全国） 企業数の推移（福岡県）

注 ：2006年以前の総務省「事業所・企業統計調査」と2009年以降の総務省・経済産業省「経済センサス」では調査手法が異なるため、単純に比較することは適切でない。
出所：中小企業庁「中小企業白書2021年版」より作成

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

出所：中小企業庁「中小企業白書2021年版」より作成

　本県の中小企業数は13万５千者で、県内企業数の実に99.8％を占め、そのうち小規模企業数は11万者、83.4％を占めて
います。また、中小企業の従業者数は127万３千人であり、県内従業者数の77.7％を占め、そのうち小規模企業の従業者数
は39万人、23.9％を占めています。
　中小企業数は、長期にわたり減少傾向にあり、2009年から2016年の７年間で12.7％減少しました。
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（者）　
5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

1999 2001 2004 2006 2009 2012 2014 2016 （年）

4,851,1044,851,104
4,703,0394,703,039

4,338,1354,338,135 4,210,0704,210,070 4,213,1904,213,190

3,863,5303,863,5303,820,3383,820,338
3,589,3333,589,333

■ 大企業　　　　■ 中規模企業　　　　■ 小規模企業

（者）  
180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

０
1999 2001 2004 2006 2009 2012 2014 2016 （年）

■ 大企業　　　　■ 中規模企業　　　　■ 小規模企業

大企業

中小企業

　中規模企業

　小規模企業

合計

337

135,052

22,168

112,884

135,389

0.2％

99.8％

16.4％

83.4％

100.0％

11,157

3,578,176

529,786

3,048,390

3,589,333

0.3％

99.7％

14.8％

84.9％

100.0％

364,999

1,272,986

881,334

391,652

1,637,985

22.3％

77.7％

53.8％

23.9％

100.0％

14,588,963

32,201,032

21,763,761

10,437,271

46,789,995

31.2％

68.8％

46.5％

22.3％

100.0％

企業数（2016年）

福岡県 全国

従業者数（2016年）

福岡県 全国

店舗の特徴
　生そばあずま１号店は、
BTSプロンポン駅を降りて
すぐの通りの入口近くにあ
り、この通りの奥には日系
スーパーや飲食店があるた
め、このエリアはいつも日本
人だけでなく、日本食好き
のタイ人などで賑わってい
る。また、店舗の入口前で

は、入店を待つお客さんをいつも見かける。
人気の理由の一つは、日本と変わらない味のそ

ばが楽しめるからだろう。ベースとなるそば粉など
は日本から取り寄せているという。夕方５時から
は、居酒屋メニューも提供されており、仕事終わ
りのビジネスパーソンの心をしっかりつかんでいる。
また、２号店は、駐車場や個室も充実しているた
め、家族連れやタイの富裕層などが多いそうだ。

タイ進出と一時閉店、そして営業再開へ
川野氏は、も

ともとはウエスト
の米国法人で勤
務。その後、東
南アジアへの進
出を検討する際
に、タイを選ぶ
決め手になった
のは、数多くの日
系飲食店が進出
しており、成功す
るポテンシャルが
高かったからだと
語る。そして、そ
ば を 選 んだの
は、うどんとは異
なり、そば業態
は夏が繁忙期と
なるため、年中
夏のような気候のタイでは受け入れられやすい土壌
があると判断したからだという。その狙いは見事に
的中し、オープンした当初は、１割だったタイ人客
は、現在６割ほどを占めており、タイにもそばを食
べる文化が確実に浸透してきている。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により
店内営業ができなくなり、デリバリーで店舗営業を
継続していたが、採算が取れないと判断し、やむ
を得ず2021年６月に全従業員を解雇し、一時閉
店した。その間、店舗の家賃を払い続けて、日本
で復活のタイミングを見計らっていたという。その
後、タイ政府が開国に向けた方針を打ち出すと、
一路タイへ戻り、店舗のメンテナンス、従業員の

採用活動等を経て、2022年４月に１号店の営業
を再開した。
営業再開すると、同店のファンであった現地イン

フルエンサーによるフェイスブックへの投稿が大き
な反響を呼んだほか、在タイの日系飲食店や日系
駐在員によるSNSでの呼びかけなどもあり、まさに
日タイのファンが心待ちにしていた営業再開だっ
た。

今後の展望について
それでも、コロナ前に比べると、営業時間短縮
などの影響で、売上はまだ完全には戻っていない。
さらに、人手不足の問題や世界的な物価上昇も影
響して、原材料費や輸送費などの値上がりの問題
にも対処していく必要があるそうだ。
川野氏は「営業時間を以前のとおりに戻すかど

うかは、タイのスタッフとも話し合いながら決める。
タイにおける一種の働き方改革」と語る。従業員
離職率が低い理由が、トップの考え方に表れてい
る。加えて、原材料費等の高騰に対して、現地調
達などの対策を検討中だ。
さらには、他の東南アジアへの進出も予定して
いる。海外進出にあたっては、特にチームワークを
大事にしながら、ビジネスチャンスはまだまだある
というマインドを持つことが大事であるというアドバ
イスを頂くことができた。

　今後、福岡
からも、ビジ
ネスや観光で
の訪問が多く
なるだろう。
たとえ、短期
間の滞在だと
しても、慣れ
ない場所での

生活は大変だ。そんな時には、福岡・日本と変わ
らない味が少し疲れた心と体をホッと癒してくれ
る。ぜひ、バンコクを訪れた際には、生そばあずま
へ訪れていただきたい。

店舗名：
き

生そばあずま（KAWANO WEST Co.,LTD.）
代表者：代表取締役　川野　敦史（かわの　あつし）
所在地：
・１号店（Soi 33/１） 595/21 Sukhumvit33/1. 
Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110

・２号店（Soi 49/６） 11 Wona Bld.1FL Soi Prompak 
Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110
ＴＥＬ：＋66-65-930-9616
従業員数：23名（日本人３名　タイ人20名）
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/azuma.kisoba
事業内容：飲食店業・サービス業

No .
242

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

福岡県民であれば、誰もが知っているウエストが運営するおそば屋さんが実はバンコクに
あるのをご存じだろうか。今回は、日本人が多く居住しているスクンビットで2015年から営業
している「

き

生そばあずま」をご紹介する。新型コロナウイルス感染症の影響で、一時閉店したも
のの、この４月に１店舗目、続く５月に２店舗目の営業が再開されている。今回は、同店の代表
取締役である川野氏にお話を伺った。
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店舗の様子（２号店 Soi 49/６）
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企業数及び従業者数（民営、非一次産業）（全国・福岡県）

グラフdeふくおか

　福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和２年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r2report.html

福岡県の産業構造
中小企業の企業数及び従業者数

企業数の推移（全国） 企業数の推移（福岡県）

注 ：2006年以前の総務省「事業所・企業統計調査」と2009年以降の総務省・経済産業省「経済センサス」では調査手法が異なるため、単純に比較することは適切でない。
出所：中小企業庁「中小企業白書2021年版」より作成

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

出所：中小企業庁「中小企業白書2021年版」より作成

　本県の中小企業数は13万５千者で、県内企業数の実に99.8％を占め、そのうち小規模企業数は11万者、83.4％を占めて
います。また、中小企業の従業者数は127万３千人であり、県内従業者数の77.7％を占め、そのうち小規模企業の従業者数
は39万人、23.9％を占めています。
　中小企業数は、長期にわたり減少傾向にあり、2009年から2016年の７年間で12.7％減少しました。

　本県の中小企業数は13万５千者で、県内企業数の実に99.8％を占め、そのうち小規模企業数は11万者、83.4％を占めて
います。また、中小企業の従業者数は127万３千人であり、県内従業者数の77.7％を占め、そのうち小規模企業の従業者数
は39万人、23.9％を占めています。
　中小企業数は、長期にわたり減少傾向にあり、2009年から2016年の７年間で12.7％減少しました。
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店舗の特徴
　生そばあずま１号店は、
BTSプロンポン駅を降りて
すぐの通りの入口近くにあ
り、この通りの奥には日系
スーパーや飲食店があるた
め、このエリアはいつも日本
人だけでなく、日本食好き
のタイ人などで賑わってい
る。また、店舗の入口前で

は、入店を待つお客さんをいつも見かける。
人気の理由の一つは、日本と変わらない味のそ

ばが楽しめるからだろう。ベースとなるそば粉など
は日本から取り寄せているという。夕方５時から
は、居酒屋メニューも提供されており、仕事終わ
りのビジネスパーソンの心をしっかりつかんでいる。
また、２号店は、駐車場や個室も充実しているた
め、家族連れやタイの富裕層などが多いそうだ。

タイ進出と一時閉店、そして営業再開へ
川野氏は、も

ともとはウエスト
の米国法人で勤
務。その後、東
南アジアへの進
出を検討する際
に、タイを選ぶ
決め手になった
のは、数多くの日
系飲食店が進出
しており、成功す
るポテンシャルが
高かったからだと
語る。そして、そ
ば を 選 んだの
は、うどんとは異
なり、そば業態
は夏が繁忙期と
なるため、年中
夏のような気候のタイでは受け入れられやすい土壌
があると判断したからだという。その狙いは見事に
的中し、オープンした当初は、１割だったタイ人客
は、現在６割ほどを占めており、タイにもそばを食
べる文化が確実に浸透してきている。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により
店内営業ができなくなり、デリバリーで店舗営業を
継続していたが、採算が取れないと判断し、やむ
を得ず2021年６月に全従業員を解雇し、一時閉
店した。その間、店舗の家賃を払い続けて、日本
で復活のタイミングを見計らっていたという。その
後、タイ政府が開国に向けた方針を打ち出すと、
一路タイへ戻り、店舗のメンテナンス、従業員の

採用活動等を経て、2022年４月に１号店の営業
を再開した。
営業再開すると、同店のファンであった現地イン

フルエンサーによるフェイスブックへの投稿が大き
な反響を呼んだほか、在タイの日系飲食店や日系
駐在員によるSNSでの呼びかけなどもあり、まさに
日タイのファンが心待ちにしていた営業再開だっ
た。

今後の展望について
それでも、コロナ前に比べると、営業時間短縮
などの影響で、売上はまだ完全には戻っていない。
さらに、人手不足の問題や世界的な物価上昇も影
響して、原材料費や輸送費などの値上がりの問題
にも対処していく必要があるそうだ。
川野氏は「営業時間を以前のとおりに戻すかど

うかは、タイのスタッフとも話し合いながら決める。
タイにおける一種の働き方改革」と語る。従業員
離職率が低い理由が、トップの考え方に表れてい
る。加えて、原材料費等の高騰に対して、現地調
達などの対策を検討中だ。
さらには、他の東南アジアへの進出も予定して
いる。海外進出にあたっては、特にチームワークを
大事にしながら、ビジネスチャンスはまだまだある
というマインドを持つことが大事であるというアドバ
イスを頂くことができた。

　今後、福岡
からも、ビジ
ネスや観光で
の訪問が多く
なるだろう。
たとえ、短期
間の滞在だと
しても、慣れ
ない場所での

生活は大変だ。そんな時には、福岡・日本と変わ
らない味が少し疲れた心と体をホッと癒してくれ
る。ぜひ、バンコクを訪れた際には、生そばあずま
へ訪れていただきたい。

店舗名：
き

生そばあずま（KAWANO WEST Co.,LTD.）
代表者：代表取締役　川野　敦史（かわの　あつし）
所在地：
・１号店（Soi 33/１） 595/21 Sukhumvit33/1. 
Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110

・２号店（Soi 49/６） 11 Wona Bld.1FL Soi Prompak 
Klongton-Nua Wattana Bangkok 10110
ＴＥＬ：＋66-65-930-9616
従業員数：23名（日本人３名　タイ人20名）
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/azuma.kisoba
事業内容：飲食店業・サービス業
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

福岡県民であれば、誰もが知っているウエストが運営するおそば屋さんが実はバンコクに
あるのをご存じだろうか。今回は、日本人が多く居住しているスクンビットで2015年から営業
している「

き

生そばあずま」をご紹介する。新型コロナウイルス感染症の影響で、一時閉店したも
のの、この４月に１店舗目、続く５月に２店舗目の営業が再開されている。今回は、同店の代表
取締役である川野氏にお話を伺った。
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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

福岡県知的財産支援センターでは、INPIT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。
このコーナーでは、窓口支援、特許等の活用、地域団体商標などの支援活動をご紹介します。

支援に至った経緯
太宰府市は「令和発祥の都」のPRのために発表したキャラクターについて、商標登録の必要性を感じておられました。
当初、知財の専門家である弁理士に出願等を依頼する予定で、知財総合支援窓口に弁理士紹介について問い合
わせがありました。
当支援窓口では弁理士紹介を受け付けていないため、当支援窓口で実施している弁理士相談を活用されてはと提
案し、利用されました。その後、弁理士には依頼せずに自力で出願をしたい意向があり、引き続き当窓口で相談支
援することになりました。

知財総合支援窓口を活用いただいたポイント
（１）“商標登録願” の作成・指定商品を選定

商標登録するために特許庁に提出する
“商標登録願” の作成方法を説明すると
ともに出願する指定商品（商標を何に使
用するか）の選定についてアドバイスし
ました。
指定商品の選定にあたっては、他県の

キャラクター商標の登録内容を参考にさ
れるよう提案しました。

（２）早期登録の方法を提案
キャラクターは既にホームページ等で掲載済であり、少し

でも早期の商標登録が望ましいため、早期に審査開始とな
る『ファストトラック』という出願方法を提案しました。
その結果、通常出願から登録まで約１年程要するところを、

７カ月という短期間で商標登録することができました。

窓口支援事例（２）  太宰府市

 ◇太宰府市役所所在地：福岡県太宰府市観世音寺１丁目１番１号
 ◇太宰府市ホームページ　URL　https ://www.c i ty .daza i fu . lg . jp/

担当者のコメント（氏名：高木　一美）
商標出願において、商標そのものの検討が重要なのは言うまでもありません。また、それに加え
て指定商品選定について迷われる方が多数いらっしゃいます。上記「知財総合支援窓口を活用い
ただいたポイント」にあるように、他の同様の商標の登録内容を参考にするのも一案です。「おと
ものタビット」商標出願時は、コロナ禍のため、オンラインやメールでのご支援が多かったのですが、
早期に商標登録できたことは太宰府市の皆様の熱意あってのことと思います。商標登録後は、太
宰府市令和発祥の都PRキャラクターとして販売促進ツールなど様々な場面で大いに利用されて
おります。

　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県内大企業の人材活用支援　の３つです。

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
■ T E L：０９２－６２２－８８２２
■ Ma i l：center@proj inzai -fukuoka.jp
■ H P：https://www.proj inzai -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。

支援事例

福岡県プロフェッショナル人材センター　　

【事例①　株式会社坂本電機製作所（福岡市）】原点を見つめつづける姿勢を基本とする会社
代表者：坂本 恒俊 ／業種：製造業 ／ 資本金：3,000万円 ／ 従業員数：101名

■事業内容と人材ニーズ
半導体製造装置用の部品加工、ユニット組立や、自社ブランドの産業用制御機器・デ
ジタル水準器等を製造しています。更なる会社の成長のために、中堅・若手の人材確
保が急務と考え、広く全国から募集するために当センターを利用しました。おかげで電
子技術者・機械技術者・購買経験者・品質検査者等を採用することができました。

■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
今後も成長が期待される半導体分野と、高いシェアを持つ自社製品の「当社の強み」
を理解し、能力を発揮・成長してくれるようにフォローしています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
様々な技術・技能・ノウハウを統合して製品を創る「製造業」は、一朝一夕にはでき
ませんし、非常に重要な分野だと思います。従業員が成長できる環境整備を進めて、規模ではなく、筋肉質の
強い会社を目指します。

坂本社長

【事例②　株式会社イケヒコ・コーポレーション（大木町）】新進気鋭でコネクト事業部を担う！
代表者：猪口 耕成 ／業種：製造業 ／ 資本金：10,000万円 ／ 従業員数：350名

■事業内容と人材ニーズ
商品や販売チャネルも多様化してきた今、既存のやり方・人材による対応は難しく、新
しい知恵と手法を取り入れるには、人材を外から採用し、当社に足りないところを補う
ことが必要だと考えるようになりました。その結果、我々が持っていない知識があり、
弊社の社風や文化を大切にしてくれる人材を採用できました。

■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
「コネクト事業部」の仕事は、様々な人・モノ・コトを文字通りつないでいくことです。自
分で考え、企画して動いていくのは大変だと思いますが、楽しみながら働いて頂き、ご自
身のアイデアで、新しいカタチを生み出してくれることを期待しています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
い草製品を通じて暮らしの快適さを創造し、お客様に届けることで筑後地方をブランド化し、地場産業の活性
化にお役に立つ会社にしていきたいです。ただ収益を求めるだけの会社ではなく、社会に貢献しながら長く続
く会社を目指していきたいですね。

猪口社長

HP Facebookページ

太宰府市令和発祥の都PRキャラクター
商標登録第 6415268 号

上記キャラクターの称呼 “おとものタビット”
商標登録第 6415273｠号

「おとものタビット」 のキャラクターは

太宰府市に利用申請をすれば、 商

品やパッケージ、 販促ツールなど

に、 無料で使用することができます！

https://www.city.

dazaifu.lg.jp/sosh

iki/2/2004.html
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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

福岡県知的財産支援センターでは、INPIT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。
このコーナーでは、窓口支援、特許等の活用、地域団体商標などの支援活動をご紹介します。

支援に至った経緯
太宰府市は「令和発祥の都」のPRのために発表したキャラクターについて、商標登録の必要性を感じておられました。
当初、知財の専門家である弁理士に出願等を依頼する予定で、知財総合支援窓口に弁理士紹介について問い合
わせがありました。
当支援窓口では弁理士紹介を受け付けていないため、当支援窓口で実施している弁理士相談を活用されてはと提
案し、利用されました。その後、弁理士には依頼せずに自力で出願をしたい意向があり、引き続き当窓口で相談支
援することになりました。

知財総合支援窓口を活用いただいたポイント
（１）“商標登録願” の作成・指定商品を選定

商標登録するために特許庁に提出する
“商標登録願” の作成方法を説明すると
ともに出願する指定商品（商標を何に使
用するか）の選定についてアドバイスし
ました。
指定商品の選定にあたっては、他県の

キャラクター商標の登録内容を参考にさ
れるよう提案しました。

（２）早期登録の方法を提案
キャラクターは既にホームページ等で掲載済であり、少し

でも早期の商標登録が望ましいため、早期に審査開始とな
る『ファストトラック』という出願方法を提案しました。
その結果、通常出願から登録まで約１年程要するところを、

７カ月という短期間で商標登録することができました。

窓口支援事例（２）  太宰府市

 ◇太宰府市役所所在地：福岡県太宰府市観世音寺１丁目１番１号
 ◇太宰府市ホームページ　URL　https ://www.c i ty .daza i fu . lg . jp/

担当者のコメント（氏名：高木　一美）
商標出願において、商標そのものの検討が重要なのは言うまでもありません。また、それに加え
て指定商品選定について迷われる方が多数いらっしゃいます。上記「知財総合支援窓口を活用い
ただいたポイント」にあるように、他の同様の商標の登録内容を参考にするのも一案です。「おと
ものタビット」商標出願時は、コロナ禍のため、オンラインやメールでのご支援が多かったのですが、
早期に商標登録できたことは太宰府市の皆様の熱意あってのことと思います。商標登録後は、太
宰府市令和発祥の都PRキャラクターとして販売促進ツールなど様々な場面で大いに利用されて
おります。

　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県内大企業の人材活用支援　の３つです。

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
■ T E L：０９２－６２２－８８２２
■ Ma i l：center@proj inzai -fukuoka.jp
■ H P：https://www.proj inzai -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。

支援事例

福岡県プロフェッショナル人材センター　　

【事例①　株式会社坂本電機製作所（福岡市）】原点を見つめつづける姿勢を基本とする会社
代表者：坂本 恒俊 ／業種：製造業 ／ 資本金：3,000万円 ／ 従業員数：101名

■事業内容と人材ニーズ
半導体製造装置用の部品加工、ユニット組立や、自社ブランドの産業用制御機器・デ
ジタル水準器等を製造しています。更なる会社の成長のために、中堅・若手の人材確
保が急務と考え、広く全国から募集するために当センターを利用しました。おかげで電
子技術者・機械技術者・購買経験者・品質検査者等を採用することができました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
今後も成長が期待される半導体分野と、高いシェアを持つ自社製品の「当社の強み」
を理解し、能力を発揮・成長してくれるようにフォローしています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
様々な技術・技能・ノウハウを統合して製品を創る「製造業」は、一朝一夕にはでき
ませんし、非常に重要な分野だと思います。従業員が成長できる環境整備を進めて、規模ではなく、筋肉質の
強い会社を目指します。

坂本社長

【事例②　株式会社イケヒコ・コーポレーション（大木町）】新進気鋭でコネクト事業部を担う！
代表者：猪口 耕成 ／業種：製造業 ／ 資本金：10,000万円 ／ 従業員数：350名

■事業内容と人材ニーズ
商品や販売チャネルも多様化してきた今、既存のやり方・人材による対応は難しく、新
しい知恵と手法を取り入れるには、人材を外から採用し、当社に足りないところを補う
ことが必要だと考えるようになりました。その結果、我々が持っていない知識があり、
弊社の社風や文化を大切にしてくれる人材を採用できました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
「コネクト事業部」の仕事は、様々な人・モノ・コトを文字通りつないでいくことです。自
分で考え、企画して動いていくのは大変だと思いますが、楽しみながら働いて頂き、ご自
身のアイデアで、新しいカタチを生み出してくれることを期待しています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
い草製品を通じて暮らしの快適さを創造し、お客様に届けることで筑後地方をブランド化し、地場産業の活性
化にお役に立つ会社にしていきたいです。ただ収益を求めるだけの会社ではなく、社会に貢献しながら長く続
く会社を目指していきたいですね。

猪口社長

HP Facebookページ

太宰府市令和発祥の都PRキャラクター
商標登録第 6415268 号

上記キャラクターの称呼 “おとものタビット”
商標登録第 6415273｠号

「おとものタビット」 のキャラクターは

太宰府市に利用申請をすれば、 商

品やパッケージ、 販促ツールなど

に、 無料で使用することができます！

https://www.city.

dazaifu.lg.jp/sosh

iki/2/2004.html
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株式会社デックス（ＤＥＸ）
We are Digital Engineering eXpert.

福岡県福岡市博多区住吉二丁目３番７号
事業内容：製造業・モノづくりITソリューション提供
従業員数：14名
創　　業：2005年
資 本 金：300万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み
CAE ／ CAD ／ CAM ／
PLMシステムを始め、コン
ピュータ／ネットワークシステ
ムなど、製造業モノづくりの全
プロセス(製品情報管理含む)
に必要なシステムソリューショ
ンの提案力。

TOPICS
①CAD（製品情報）管理＆文書活用（全文検索）システム：
「NaviPDM」
②AIソリューション：画像判定、数値判定、最適解判定
③受託解析：強度、振動、伝熱、流体、自動化ツール
④地元協業ビジネス：鋳造材料開発ソリューション

企業詳細はこちら

中村精工株式会社 福岡工場
（㈱関東製作所グループ）
福岡県飯塚市鯰田149-4
事業内容：射出成形（成形機サイズ：450、850、

1800トン）
金型メンテナンス（金型重量20トン以内）

従業員数：45名

敷地面積： 29771.85㎡

建屋面積：2489.25㎡
創　　業：2013年
資 本 金：800万円

わが社の強み
関東製作所グループは、長年金型の
設計・製作に携わり、現在は射出・
ブローの金型だけではなく、試作小
ロット～量産の成形、二次加工や検査
の為の専用装置の設計・製作、金属
部品の加工・調達代行まで、お客様
のプラスチック製品開発を様々な角度でサポートする体制を整えました。
拠点は関東、東海、九州、海外ではインドネシアに計11拠点を展開してお
り、各地域の協力メーカーと共に万全の体制で製品開発をサポートします。

TOPICS
福岡工場では、射出成形機サイズ450、850、1800トンの成形機を配備致
しました。こちらの成形機は全て耐摩耗スクリュー、デーライト延長仕様になっ
ておりますので、ガラス入りのエンプラや深物の成形品にも対応が可能です。
金型メンテナンスエリアを併設しており、20トンのホイストを設置しております
ので、大型金型のメンテナンスも対応が可能となっております。
現在、第一期工事が完了し、今後工場の増築、成形機や金型製作機械の増設
等を行い、約9000坪の土地を活用して、規模を拡張していく予定です。企業詳細はこちら

企業詳細はこちら

株式会社ナダヨシ
福岡県古賀市青柳194　
事業内容：精密板金・溶接・研磨　加工一式

特殊トラックパーツ・厨房機器・医療機
器・空調機筐体・機械部品等の製造

従業員数：21名
敷地面積：2853㎡
建屋面積：1261㎡
創　　業：1981年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
打合せから、3Dプログラム・
切断・曲げ・溶接・研磨と一
貫して提案型のものづくりを
している。

短納期対応、顧客ニーズに高い技術力で応えつづける。

TOPICS
通常業務とともに B to C 部門としてオンラインショップを立ち
上げ、ニッチなステンレス製品を販売している。手作りマスク
用金型や漢字ベルトバックルはメディアに取り上げられるなど話
題となっている。
自動金型設置装置付きの曲げ機を導入し、若手を重労働から解
放するとともに、スピード・精度が上がっている。

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

肌触りの良い極細綿100％で
汗や脂も吸いやすい帽子のハ
ウスクリーニングはありがた
い。毎日、洗えば洗うほど体
に馴染み、永くお使いいただ
けるタフで愛着のあるハンチ
ングです。

8,800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：ROoRING
商品名：洗えるハンチング

和洋中いろいろな料理をピリ
リと美味しく仕上げてくれる
唐辛子万能調味料です。液体
なので使いやすくなっていま
す。

厳選した唐辛子を使用し、着色料、保存料、化学調味料を
使用せず酸味を抑えた調味料です。

600円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：こだわり商店信州屋
商品名：とん辛子

古くから健康に良いと飲み続
けられている「甘酒」を代々
伝えられた原料と製法で作り
続けています。

770円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：私のお酒
（藤野酒店）

商品名：しらいと甘酒

毎朝魚市場から活きた鰻を仕
入れ、創業以来継ぎ足して使
うタレで焼き上げます。
外来種は使わず、希少な日本
種のみを使用。一本ずつ職人

が手作業で仕上げます。
添加物、着色料、化学調味料は一切使
用しておりません。

6,912円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：割烹　はせ川
商品名：
職人の手焼き！秘伝のタレで焼き上
げた鹿児島産鰻蒲焼き２本セット

店舗名：うなぎの富貴
商品名：
うなぎの蒲焼とうなむすび
５個セット

竹蒸気抽出液（竹酢液）を使
用した除菌・抗菌液。

竹酢液の効能と効果と、アルコール70％以上の除菌・抗
菌パワーで安心できる商品。
また、柑橘系のさわやかな感覚をお楽しみください。

8,800円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：才所物産株式会社
商品名：
episode1(100ミリスプ
レー .80ミリボトル)セット

（大刀洗町）

（福岡市） （糸島市）

（直方市） （柳川市）

柳川名物のうなぎのセイロ蒸
しを食べやすくおむすびにし
ました。
柳川名物のうなぎのセイロ蒸

し。ご飯にもしっかりとタレが染み込んで美味しいです。
見た目は辛そうに見えますが、タレの甘味が…止まりませ
ん。

5,850円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
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株式会社デックス（ＤＥＸ）
We are Digital Engineering eXpert.

福岡県福岡市博多区住吉二丁目３番７号
事業内容：製造業・モノづくりITソリューション提供
従業員数：14名
創　　業：2005年
資 本 金：300万円

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

わが社の強み
CAE ／ CAD ／ CAM ／
PLMシステムを始め、コン
ピュータ／ネットワークシステ
ムなど、製造業モノづくりの全
プロセス(製品情報管理含む)
に必要なシステムソリューショ
ンの提案力。

TOPICS
①CAD（製品情報）管理＆文書活用（全文検索）システム：
「NaviPDM」
②AIソリューション：画像判定、数値判定、最適解判定
③受託解析：強度、振動、伝熱、流体、自動化ツール
④地元協業ビジネス：鋳造材料開発ソリューション

企業詳細はこちら

中村精工株式会社 福岡工場
（㈱関東製作所グループ）
福岡県飯塚市鯰田149-4
事業内容：射出成形（成形機サイズ：450、850、

1800トン）
金型メンテナンス（金型重量20トン以内）

従業員数：45名

敷地面積： 29771.85㎡

建屋面積：2489.25㎡
創　　業：2013年
資 本 金：800万円

わが社の強み
関東製作所グループは、長年金型の
設計・製作に携わり、現在は射出・
ブローの金型だけではなく、試作小
ロット～量産の成形、二次加工や検査
の為の専用装置の設計・製作、金属
部品の加工・調達代行まで、お客様
のプラスチック製品開発を様々な角度でサポートする体制を整えました。
拠点は関東、東海、九州、海外ではインドネシアに計11拠点を展開してお
り、各地域の協力メーカーと共に万全の体制で製品開発をサポートします。

TOPICS
福岡工場では、射出成形機サイズ450、850、1800トンの成形機を配備致
しました。こちらの成形機は全て耐摩耗スクリュー、デーライト延長仕様になっ
ておりますので、ガラス入りのエンプラや深物の成形品にも対応が可能です。
金型メンテナンスエリアを併設しており、20トンのホイストを設置しております
ので、大型金型のメンテナンスも対応が可能となっております。
現在、第一期工事が完了し、今後工場の増築、成形機や金型製作機械の増設
等を行い、約9000坪の土地を活用して、規模を拡張していく予定です。企業詳細はこちら

企業詳細はこちら

株式会社ナダヨシ
福岡県古賀市青柳194　
事業内容：精密板金・溶接・研磨　加工一式

特殊トラックパーツ・厨房機器・医療機
器・空調機筐体・機械部品等の製造

従業員数：21名
敷地面積：2853㎡
建屋面積：1261㎡
創　　業：1981年
資 本 金：1,000万円

わが社の強み
打合せから、3Dプログラム・
切断・曲げ・溶接・研磨と一
貫して提案型のものづくりを
している。

短納期対応、顧客ニーズに高い技術力で応えつづける。

TOPICS
通常業務とともに B to C 部門としてオンラインショップを立ち
上げ、ニッチなステンレス製品を販売している。手作りマスク
用金型や漢字ベルトバックルはメディアに取り上げられるなど話
題となっている。
自動金型設置装置付きの曲げ機を導入し、若手を重労働から解
放するとともに、スピード・精度が上がっている。

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

肌触りの良い極細綿100％で
汗や脂も吸いやすい帽子のハ
ウスクリーニングはありがた
い。毎日、洗えば洗うほど体
に馴染み、永くお使いいただ
けるタフで愛着のあるハンチ
ングです。

8,800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：ROoRING
商品名：洗えるハンチング

和洋中いろいろな料理をピリ
リと美味しく仕上げてくれる
唐辛子万能調味料です。液体
なので使いやすくなっていま
す。

厳選した唐辛子を使用し、着色料、保存料、化学調味料を
使用せず酸味を抑えた調味料です。

600円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：こだわり商店信州屋
商品名：とん辛子

古くから健康に良いと飲み続
けられている「甘酒」を代々
伝えられた原料と製法で作り
続けています。

770円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：私のお酒
（藤野酒店）

商品名：しらいと甘酒

毎朝魚市場から活きた鰻を仕
入れ、創業以来継ぎ足して使
うタレで焼き上げます。
外来種は使わず、希少な日本
種のみを使用。一本ずつ職人

が手作業で仕上げます。
添加物、着色料、化学調味料は一切使
用しておりません。

6,912円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：割烹　はせ川
商品名：
職人の手焼き！秘伝のタレで焼き上
げた鹿児島産鰻蒲焼き２本セット

店舗名：うなぎの富貴
商品名：
うなぎの蒲焼とうなむすび
５個セット

竹蒸気抽出液（竹酢液）を使
用した除菌・抗菌液。

竹酢液の効能と効果と、アルコール70％以上の除菌・抗
菌パワーで安心できる商品。
また、柑橘系のさわやかな感覚をお楽しみください。

8,800円（税込／送料込）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：才所物産株式会社
商品名：
episode1(100ミリスプ
レー .80ミリボトル)セット

（大刀洗町）

（福岡市） （糸島市）

（直方市） （柳川市）

柳川名物のうなぎのセイロ蒸
しを食べやすくおむすびにし
ました。
柳川名物のうなぎのセイロ蒸

し。ご飯にもしっかりとタレが染み込んで美味しいです。
見た目は辛そうに見えますが、タレの甘味が…止まりませ
ん。

5,850円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（久留米市）
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福岡県内小規模事業者の販路開拓を応援！

小規模事業者販路開拓応援補助金

福岡県では、コロナ禍における「原油価格・物価高騰」の影響を乗り越えるために、国の小規模事業者持続化補助金〈一
般型〉を活用し、販路開拓の取り組みを行う県内小規模事業者の皆さまを対象に上乗せ補助を実施します。

国の小規模事業者持続化補助金＜一般型＞における第８回公募、第９回公募、第１０回公募、第１１回公募の
うち、いずれかに採択され、額の確定を受けた小規模事業者

対象者

国補助金の詳細は、以下のホームページよりご確認ください。

①商工会議所地域で事業を営んでいる皆さま
日本商工会議所HP（小規模事業者持続化補助金＜一般型＞）
https://r1.jizokukahojokin.info/

②商工会地域で事業を営んでいる皆さま
全国商工会連合会HP（小規模事業者持続化補助金＜一般型＞）
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

国の小規模事業者持続化補助金＜一般型＞について

申請書類や提出方法等の詳細は、県ホームページよりご確認ください。

＜福岡県ホームページ＞
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syoukibojigyousya-hannrokaitaku
-ouenn-hojyokinn.html

申請方法等

補助上限額 62,500円 250,000円 250,000円 125,000円

国の小規模事業者持続化補助金＜一般型＞の補助対象経費として認められた経費の１２分の１
※補助上限額は、国補助金の採択を受けた枠により異なります。下の表によりご確認ください。

補助額

通常枠
成長分配強化枠 新陳代謝枠

特　　別　　枠

インボイス枠

① ②
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092-415-2601 0942-38-1022
092-734-5923 0948-22-3585
093-551-2634 0944-52-6011
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株式会社熊本精研工業（糸島市）




