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第２回認定に５社を決定！
北九州市は、独創的な技術や製品を提供する優れた中小企業5社を第2回「北九州オンリーワン企業」に
決定しました。下記のとおり6月28日に認定式・記念講演会を開催します。今後、本市の看板企業として国
内外に情報発信を行うとともに、販路拡大や海外展開を積極的に支援していきます。
（順不同、敬称略）

企業概要

製品・サービス名

アジア技研（株）

スタッド溶接ロボット
本製品は、プレス成型品や板金加工品等の母材上に、スタッド
（専用ねじ）
を

代表取締役 溝口 純一
小倉北区西港町 72-39

複数個、
高精度かつ瞬時に溶接する装置である。

資本金:1,000 万円、従業員：25 名

を介した遠隔操作システムは先進的。

特に、マグネシウム合金板への溶接技術は世界レベルであり、ネットワーク

移動体トンネル計測新システム MIMM[ﾐｰﾑ]

計測検査（株）

本システムは、道路トンネル等のコンクリート壁面を計測機器搭載車両で

代表取締役 坂本 敏弘

走行しながら撮影し、その撮影した画像をコンピュータ解析することによっ

八幡西区陣原 1-8-3

て、
ひび割れ、
漏水、
変色・変状等を検出することができる。

資本金：1,000 万円、従業員：86 名

時速50kmの高速走行をしながら計測できるため、
交通規制をしないで検査可能。
ひずみ と り

熱産ヒート（株）
代表取締役 牛島 正祐
八幡東区大字枝光 1777-10
資本金：3,000 万円、従業員：12 名

（株）村上精機工作所

①

① 溶接 歪 取用高周波誘導加熱装置
薄板鋼板などの溶接作業によるひずみを誘導加熱で矯正する
装置。ひずみ取り作業に熟練者の経験則を取り入れた温度管理
ノウハウは、独自の技術。

②

② 局部予熱・後熱用高周波誘導加熱電源
溶接作業の予熱・後熱処理、焼鈍、焼バメ、焼抜き等に使用する加熱装置。
稼働中に周波数を自由に可変できる方式を採用。

ユーラスバイブレータ
本製品は、回転軸にアンバランスウェイト
（偏心重り）
を取り付け、回転させ

代表取締役社長 橋本 尚二

ることにより振動を発生させる装置である。
原材料等を粉砕、ろ過、研磨、選

八幡西区洞北町 1-1

別、
輸送するミル、
フィーダー、
コンベアなどの装置に組み込まれる。

資本金：4,000 万円、従業員：88 名

50年以上にわたり蓄積してきたノウハウにより、高い振動性能と耐久性の両
方を備えている。

3 種の複合技術（成型・切削・溶着）を用いて
お客様の問題を解決する提案型高機能フッ素樹脂製品

（株）陽和
代表取締役社長 越出 理隆

プラスチックの中でもフッ素樹脂に特化した素材成形
（モールド成形、イン

小倉南区大字朽網 3914-75

ジェクション成形）
、アニーリングなどの熱処理、精密切削、ビードレス溶着 ®

資本金：2,000 万円、従業員：90 名

加工など、
複数の加工技術を有している。
国産初の体内埋め込み型補助人工心臓にも、
上記の複合技術が採用された。

北九州オンリーワン企業
日時：6 月 28 日（火）14:00～16:30
14:00～14:50
15:00～16:30

認定式・記念講演会のお知らせ

場所：北九州イノベーションギャラリー（八幡東区東田二丁目）

認定式（認定証の授与）、認定企業 5 社のプレゼンテーション
記念講演会「元気印企業に学ぶこれからの経営戦略」 講師：坂本光司（法政大学大学院教授）

【問合せ先】北九州市 産業経済局 中小企業振興課（担当：大西・吉武）

TEL:093-873-1433
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ビズマッチ推進事業

広域的な販路開拓、企業間交流を促進

「テクニカルショウヨコハマ２０１１」に９社が出展！
北九州市は、平成２３年２月２日(水)～４日（金）の３日間、パシフィコ横浜（神奈
川県横浜市）において開催された首都圏最大級の工業技術・製品総合見本市「テ
クニカルショウヨコハマ２０１１」に、『ものづくりのまち北九州』ブースを設け、市内
中小企業９社が共同出展しました。
会場全体では、３８３社・団体が出展し、会期中に約３万人の来場がありました。
北九州市ブースは、展示用テーブルや装飾をエコでリサイクル可能な紙素材に
統一し、動線に配慮した開放的なレイアウトが注目を集めました。ブース内に設置
された商談席では、専門機関が事前にマッチングを試みた企業をはじめ、来場者
＜北九州市ブースの風景＞
との商談が活発に行われました。
出展企業アンケートでは、既に商談が成立した企業が２社あったほか、「今後継続的に営業活動を行うべき相手先が
見つかった」、「出展企業同士の交流が生まれた」などの声が寄せられました。
出展企業名

主な出展内容
（１）フッ素樹脂（テフロン／ＰＦＡ、ＰＴＦＥ）製精密切削部品（２）高機能樹脂（ＰＥＥＫ、ＰＩ、Ｐ
ＢＩ等）製精密切削部品
ロストワックス精密鋳造部品（（１）材質：ステンレス鋳鋼、耐熱鋼、炭素鋼（２）製品応用分野：自動車、
サニタリー関係、一般産機関係）
産学官連携で開発された高殺菌材料ＭａＳＳＣ（マスク）を利用したマスクシールドタイル、マスククリー
ン及び無水エコトイレ

㈱陽和
戸畑鉄工㈱
㈱フジコー
㈱ＫＨＩ

緩み止めスプリング「ハイパーロードスプリング」
、緩み止めナット「ハイパーロードナット」

アジア技研㈱

（１）スタッド溶接機（２）ＣＤスタッドボルト（３）ＣＤめねじスタッド（４）セルフクリンチングファ
スナー（５）マグネシウム合金ボス＆ファスナー

リーフ㈱

球体駆動モジュール及び球体駆動モジュールを用いた搬送装置（デモ用、製造分野向け）

グランド印刷㈱

木材と変わらないほどの強度のある紙製エコボード（リサイクル可）で作ったラックなどの什器、テーブル
などの家具

白石鉄工㈱

球形タンク、ＬＮＧタンク、大型工業炉、各種圧力容器、大型特殊鋼構造物

㈱戸畑ターレット工作所

真鍮、銅、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属に特化した鋳造品、アルミダイキャスト品、切削加工品、摩
擦圧接品、アッセンブリー品

「北九州市ものづくり企業技術交流会 in みえ」を開催しました！

＜企業グループ活動紹介＞

また、平成２３年２月２４日（木）、２５日（金）の２日間、ものづくり企業の広域的
な技術交流・連携を促進するため、三重県内の企業グループと北九州市内企業
（５社）による技術交流会を四日市市において開催しました。
初日は、各々の団体・企業の活動紹介やプレゼンテーション、共同研究開発な
どをテーマとする個別面談の技術交流を、さらに翌日は三重県内２企業の視察を
行いました。
参加した企業からは、「地域の枠を越えた活発な交流ができ、有意義であっ
た」、「三重県内の企業の活動内容が参考になった」などの声が寄せられるなど、
ビジネスチャンス発掘に向けた新たな交流が行われました。

【北九州市からの参加企業】
九州鉄道機器
製造㈱
㈱陽和
板井築炉㈱
東洋合金㈱
八祥産業㈱

【問合せ先】

鉄道用分岐器、軌道材料及びトンネル用支保
工の製造、屋外装飾（イルミネーション）の
施工
フッ素樹脂（テフロン）及び高機能樹脂（Ｐ
ＥＥＫ等）の形成、加工
築炉の設計施工、セラミックスの加工、道路
交通安全施工工事
砂型鋳造による水栓金具の製作、非鉄金属の
加工
鉄道車両部品の製造、板金加工、ブルートレ
インのヘッドマーク（レプリカ）の製造

【三重県の交流団体】
試作サポーター四日市

試作品及び機械関連等の共同受注、共同開
発、共同宣伝事業、地域貢献等を目的とす
る。四日市地域の中小企業１６社が加盟。

桑名ものづくり
ＰＲＯＪＥＣＴ

共同で受注した試作品・開発品づくりを通
じて技術レベルの向上や新規市場の開拓、
地域貢献等を目的とする。桑名地域の中小
企業１５社が加盟。

北九州市
産業経済局 中小企業振興課
高効率の真空管ソーラーシステム

担当：寺河・仕田原

TEL:093-873-1433
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東日本大震災に伴い、被災中小企業者等に対する
新たな震災緊急保証制度ができました。
中小企業庁は、東日本大震災に伴い、被災中小企業者
等を対象とする「東日本大震災復興緊急保証制度」を創
設し、5 月 23 日から運用を開始しました。
この認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に
申し込むと、一般保証やセーフティネット保証とは別
枠で信用保証協会の保証を受けることができます。
この認定は、本店（個人事業主の方は主たる事業所）
所在地の市町村長が行います。認定要件や必要書類に
ついては、下記までお問い合わせ下さい。
なお、北九州市のホームページにも掲載しています。
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700015.html

【問合せ先】
北九州市 産業経済局 中小企業振興課
融資担当 TEL：093-873-1433

認定要件

概要

特定被災区域
内の 事 業 者 と の
取引 関 係 に よ る
業況悪化

震災に起因して、特定被災区
域内の事業者との取引減少等
により、最近３ヶ月の売上高が
前年同期と比較して 10％以上
減少していること（※）

風評被害での
契約 の 解 除 等 の
影響 に よ る 売 上
減少（宿泊業、旅
行業等）

震災に起因して、風評被害に
よる契約の解除等の影響によ
り、最近３ヶ月の売上高が前
年同期と比較して15％以上減
少していること（※）

※ 売上が未集計の場合は、最近 1 ヶ月の売上実績
と、その後 2 ヶ月の売上見込みによって、前年同
期と比較します。

第１４回関西機械要素技術展の共同出展企業を募集します！
※この事業の募集は、平成２３年度北九州市本予算の成立を前提として実施するものです。
北九州市は、関東、関西地区を中心とした大都市圏において開催される展示商談会への共同出展等を行
い、広域的な技術連携や販路開拓等、
市内中小企業のビジネスマッチングを支援しています。
今年度も、今回ご案内する
「第１４回関西機械要素技術展
（M-tech 関西）
」
と、来年２月に開催される
「テ
クニカルショウヨコハマ
（横浜市）
」
へ
『北九州市ブース』
を設け、
共同出展する予定です。

【第１４回 関西機械要素技術展】
日 時 平成２３年１０月５日（水）～７日（金）１０時～１７時
場 所 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北 1-5-102）
関西機械要素技術展への出展は、昨年度に続き２回目となります。
機械要素、加工技術を一堂に集めた西
日本最大の専門技術展で、設計開発・生産部門の製造業ユーザーを中心
に多くの来場者が見込まれます。
また、市がコーディネートを行うため、初めて展示会に出展される企業
にも安心して参加いただけます。

＜募集要項＞ 詳細は折込チラシをご覧ください
参 加 条 件 市内に事業所を有する、ものづくり中小企業であること
募集企業数 ７社程度
参加負担金 １社当たり５万円（出展にかかる交通費、展示商品発送費等
＜昨年度の状況＞
は、別途、参加企業の負担となります。）
申 込 期 限 平成２３年６月１７日（金）
申 込 先 北九州市 中小企業振興課 工業経営支援担当 寺河・仕田原 TEL：093-873-1433
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「知恵と工夫で雇用創出！」支援事業

～新規事業の事業化等に伴う新たな正規雇用に対し、１名あたり最大９０万円を補助～
北九州市は、市内の正規雇用拡大及び産業振興を目的に、中小企業等の市内民間事業者が、新たなビジネ
スアイデアによる新規事業や、従来の事業に創意工夫を加えた事業を行い、市内の求職者を新たに正規雇用す
る際に雇用人数に応じた補助金を交付します。
対象者

市内に事業所を有する中小企業者 等

対象事業

・平成２１年４月１日以降に着手済み、又は平成２４年３月３１日までに着手予定の事業で、事業採
択後から平成２４年３月３１日までに、市内在住の求職者を新たに正社員として、ハローワークを通
じて雇用することが見込まれる事業。
・新製品や新サービスの開発・提供、製品やサービスの新たな提供方法の導入、その他新規性・独
自性のあるもの。
※ 対象分野は問いませんが、既存事業を単に拡大する場合は対象外です。

補助金額

新規雇用者１人あたり賃金月額（賞与以外の諸手当を含む）の２/３（上限額１５万円）×６ヶ月

募集期間

平成２３年５月９日（月）～６月３０日（木）

事業採択
について

有識者等からなる検討会において、書面とプレゼンテーションにより、応募事業の新規性・実現性・継続
性等を総合的に評価し、市が予算の範囲内で事業採択します。
応募要領及び応募書類は、産業経済局緊急経済・雇用対策室のホームページをご覧ください。
http://www.city.kitakyushu.lg.jp （「知恵と工夫」で検索）

応募書類
問合せ先

北九州市 産業経済局 緊急経済・雇用対策室 ＴＥＬ：093-582-2955

北九州市は、環境負荷が低いことを新しい付加価値として捉えた商品や技術、産業活動を「エコプレミアム」
と定義し、その中から、北九州発のエコプレミアムとしてふさわしい商品・サービスを選定します。
選定後は、「北九州エコプレミアム」として市が広くＰＲを行います。
■募集対象
エコプロダクツ・・・省資源化製品、長寿命化製品、
易メンテナンス製品など
エコサービス・・・新規性・独自性のあるメンテナンス、
リユースなどのエコサービス

■申込要件
エコプロダクツを製造、又はエコサービス
を提供する市内事業者
■募集期間
６月１日～７月１５日
（結果発表は１０月を予定しています。）

【問合せ先】 北九州市 環境局 環境未来都市推進室 担当：中司・日比野 TEL：582-2630

平成２３年度版『中小企業支援施策活用ガイドブック』と
『中小建設業支援施策ガイドブック』を配布しています。
今年度も、中小企業支援施策を一冊にまとめたガイドブックと、建設業向けのガイドブックを作成しました。
(財)北九州産業学術推進機構中小企業支援センター、各区役所総務企画課（建設業ガイドブックはまちづくり
整備課）、北九州商工会議所等で無料配布中です。
中小企業支援センターのホームページでもご覧いただけます。 http://www.ktc.ksrp.or.jp
【問合せ先】 (財)北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター
TEL：093-873-1430
北九州市 産業経済局 中小企業振興課（建設業ガイドブック） TEL：093-873-1433

