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北九州市中小企業支援センターでは、北九州発の優れた新製品・新技術を開発した中小企業の販路開拓に向け
て、支援センターのマネージャーや販路開拓アドバイザーが、営業戦略づくりから実際の営業活動のアドバイス、営業
ルートの開拓まで、一貫した支援を行なっています。
この度、平成 24 年度の支援対象企業 4 社が決定しましたので、その製品をご紹介します。（50音順）

株式会社 有薗製作所

株式会社 プラスワンテクノ

（北九州市八幡東区東田 1 丁目 7-5 ）

（北九州市八幡西区夕原町 9-3 ）

強化ダンボール椅子 「ＢＯＬ ＢＯＬ」（ボルボル）

パイプ計測・再現装置

幼児向けダンボール製椅子の製作キットです。金具を
使用しておらず、小さなお子様に安心してご使用いただ
けます。
十分な強度をもち、組立
方法が簡単で収納もコンパ
クト、エコにも配慮した商品
です。福祉用具の座位保持
装置のノウハウを取り入れ
ているので、お子様の正し
い姿勢づくりにも役立ちま
<強化ダンボール椅子 「ＢＯＬ ＢＯＬ」>
す。

造船工事や工場のプラントで配管を行うためには、
現場での型取り、溶接・切断などの作業が必要です。
この装置は、配管の図面・実測データを再現機に入力
することで、熟練技術者でなくとも設計・接続管を簡
単かつ正確に製作する
制作した管を据付け仮
ｺﾝﾄﾛｰﾗ
ことができます。
溶接を行う
不良削減、現場での作
設計上での面間再現
業時間の短縮が図れる
ため、コスト削減が可能
と な り ま す。ま た、現 場
での溶接も必要ないこ
固定ｽﾃｰｼﾞ
移動ｽﾃｰｼﾞ
とから、作業の安全性も
<パイプ計測、再現装置図>
向上します。

http://www.arizono.co.jp/

http://www.plusonetec.jp/

リーフ 株式会社

株式会社 リョーワ

（北九州市小倉北区三萩野 2 丁目 8-17 ）

（北九州市戸畑区小芝 2 丁目 8-8 ）

足圧測定システム

外観検査装置

医療・介護等のリハビリの現場で利用できる足圧測定
器です。中敷きにセンサを内蔵しており、歩行中の足圧
の推移と、左右のバランスの
変化をデータ化することがで
きます。
この測定データを活用する
ことで、リハビリ効果の確認
が可能なうえ、足への取付
け・操作・測定が簡単で、い
<足圧測定器>
つでもどこでも利用すること
ができます。

画像診断技術を応用した、従来の目視検査を自動化し
た装置です。大手の量産品モデルでは対応できないごく
小さな傷の判別など、人の目に近い検査が可能です。
センサー構成
通常、作業者によって 寸法検査
CCDエリアセンサー2台
CCDラインセンサー3台
検査機全体 レーザーセンサー1台
行われている目視検査・
目視確認を自動化する
ことで、 作業者の負担
キズ検査
⑥レーザー
の軽減や作業のばらつ
⑤ライン ④エリア
きを解消することができ、
③ライン
生産性や品質の向上を
実現します。
<エンジン部品外観・検査装置>

http://www.reif-corp.com/

http://www.e-ryowa.com/

【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター 担当：小嶋 TEL：093-873-1430

2012.6

市内中小企業の人材育成をサポートします。
～北九州市が研修受講料の一部を補助～

人材育成は中小企業大学校直方校にお任せください。中小企業大学校直方校長 中島 龍三郎
平素より、
中小企業大学校直方校の研修事業に、ご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
今年度直方校では、中小企業の皆様向けの研修を71コースご用意し、そのうち4コースは、長期コースとなってお
ります。経営戦略分野や管理者養成コース等のコースを計画し、自社の課題解決に向け、座学、演習やグループ討議
の他に、少人数のゼミナール形式での自社課題解決のためのカリキュラムを設定し、講師陣による手厚い指導と助
言を受けることができる内容となっております。また、近年の中小企業の国際化に対応した研修を実施するととも
に、12月には、
財務会計関連の研修を北九州市内で計画しております。
変化が激しい現代社会において、競争力の源泉となる人材の育成は、ますます重要度が増してきております。今
後とも直方校では、時代のニーズに合わせた多彩なカリキュラムを提供し、中小企業の人材育成に貢献していきた
いと考えておりますので、引き続き、よろしくお願い申し上げます。
北九州市では、中小企業大学校直方校へ研修生を派遣した中小企業者または中小企業団体を対象に、予算の範囲内
で受講料補助金を交付しています。
平成 24 年度の補助対象研修コースは、経営戦略や管理者養成のための長期コースをはじめ、財務管理や人事・組織活
性化、能力開発、営業・マーケティング、生産管理、女性コースの 23 コースです。

《平成 24 年度中小企業大学校直方校の補助対象研修コース一覧》
テーマ

№

コース名

テーマ

№

コース名

経営戦略

167

戦略的中期経営計画策定コース
（10～2月）

108

成果を上げる営業部門強化講座

117

営業目標達成のための管理体制と目標管理

管 理者
養 成

201

経営管理者養成コース（8～1 月）

119

成果を上げる商談・交渉スキル向上講座

202

工場管理者養成コース（6～11 月）

124

組織に定着させる新規顧客開拓の考え方

財務管理

131

財務・会計マスターコース

137

営業管理者のための部下指導・育成講座

人事・組織
活性化

126

現場力を高める組織活性化の進め方

143

売れる営業チームを作る提案営業の進め方

139

組織強化のためのマネジメント向上コース

147

営業戦略策定講座

101

新任管理者研修・4 月

156

営業に活かすマーケティング講座

118

管理能力向上コース

166

営業管理者養成コース

134

問題解決力強化講座

生産

107

５Sと製造現場の「目で見る管理」・春季

136

管理者のための自己革新研修

管理

110

工場管理スキルアップ講座

157

新任管理者研修・2 月

女性

104

女性管理者スキルアップ研修

《直方校受講料補助の概要》
交付対象

次の要件をすべて満たす中小企業者または中小企業団体
1 受 講 者 市内にある事務所または事業所に勤務する方（経営者を含む）で、修了証書の交付を
受けた方
2 対象研修 上表の「平成 24 年度 中小企業大学校直方校の補助対象研修コース」

補助金額

受講生 1 名につき受講料の 1/3 以内（1,000 円未満の端数は切り捨て）

交付申請

1 申請期限 平成 25 年 2 月 28 日(木)まで〔平成 25 年 2 月頃、補助金申請の案内を送付します。〕
2 申請書類 補助金交付申請書、受講料の振込みが確認できる書類等

【問い合わせ先】 研修申込み先：（独）中小企業基盤整備機構 九州本部 中小企業大学校直方校
TEL：0949-28-1144 URL http://www.smrj.go.jp/inst/nogata/
補助金交付申請先：北九州市 産業経済局 中小企業振興課 TEL：093-873-1433

2012.6

小倉新幹線口に新たな拠点が誕生しました！
～「あるある City（シティ）」が 2012 年 4 月 27 日にハーフオープン～
内閣総理大臣の認定を受けた「北九州市中心市街地活性化基本計
画」に基づき、小倉地区では官民一体となって活性化に向けた様々な取
組みが行われています。その中から、今回は「小倉駅北口商業ビル（ラ
フォーレ跡）再生事業」をご紹介します。
去る４月２７日、旧ラフォーレ原宿小倉跡に「あるある City（シティ）」が
ハーフオープンしました。「あるある City」は、㈱アパマンショップホール
ディングスが、アニメや漫画などのサブカルチャーをテーマに新たな拠
点として整備したものです。
地下１階から７階に、無線操縦（ラジコン）カー専門店・大型漫画古書
店・アニメの総合ショップ・パソコン専門店・カードゲーム店・コスプレ販売
店など約20のテナントのほか、アイドルやお笑いのライブが開催される
「あるある YY（わいわい）劇場」が常設されています。
なお、この建物の５～６階には、「（仮称）北九州市漫画ミュージアム」
が８月に開館が予定されており、さらに魅力を増してグランドオープンす
る予定です。
あるある City に関する内容は、下記のホームページをご参照ください。
http://aruarucity.com/

<あるある City 外観>

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局商業振興課 担当：田中、岡村 TEL：093-551-3646

第１５回 関西機械要素技術展の共同出展企業を募集します！
北九州市は、関東、関西地区などの大都市圏において開催される展示商談会への共同出展を行い、
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１５回関西機械要素技術展」と、来年２月２７日から３月１日に東
京で開催される「第４回量産試作加工技術展」へ北九州市ブースを設け、共同出展する予定です。
【第１５回 関西機械要素技術展】
◆日時 平成２４年１０月３日（水）～５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は、機械要素や加工技術を一堂に集めた西日本最大のものづくり専門技術展
で、製造業の設計開発・生産部門のユーザーを中心に多くの来場者が見込まれます。また、北九州
市が出展ブースを借り上げ、出展企業が共同で出展するため、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、同封の折込み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
◆募集企業数 ６社程度
◆参加負担金 １社当たり５万円（出展小間料・設営費の１割程度の費
用で参加できます。
）
※事前準備の際に専門家のアドバイスを受けることができます。
※出展にかかる交通費、展示商品発送費等は、参加企業の負担となり
<昨年の関西機械要素技術展の状況>
ます。
◆申込期限
平成２４年６月１８日（月）
【申込み・問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：寺河、原、仕田原 TEL：093-873-1433

2012.6

海外での見本市等への出展を支援します
北九州市では、海外への販路拡大の支援及び輸出の振興を目的として、中小企業者が自社製品を海外の見本
市・展示会等に出展する際の出展料・通訳経費等の一部を助成しています。自社の強みを活かして海外市場を開
拓し、さらなる事業拡大を図る機会として、是非ご利用ください。（申込みは随時可能）

対象者

対象事業

助成の対象
となる経費

助成金額

次の要件をすべて満たす方が対象です。
1. 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者（大企業からの出資金が 50％を超える企業を
除く。）
2. 市税を滞納していないこと
※同一の見本市等に関して、他の種類の助成金との重複受給はできません。
次の要件をすべて満たす事業が対象です。
1. 平成２５年３月３１日までの間に海外で開催される見本市・展示会等であること
2. 輸出を目的とした出展であること
※即売を主目的としたものや商品見本・カタログ・パネル等の展示を伴わないものを除く。
3. 市内で自社が生産・製造又は開発した産品・製品・技術及びソフトウェアであること
見本市等に出展するために必要な経費のうち、次に掲げるものが対象です。
出展(小間)料及び展示装飾費、通訳経費、出展物輸送費、資料作成費
助成対象経費の１/２に相当する額以内
限度額：３０万円

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局貿易振興課 担当：小田、碇 TEL：093-551-3605

「実践起業塾 2012」開催のお知らせ
これから起業を目指す方、起業して間もない方向けに、創業の心構えから税務・資金調達のポイントまでを
学ぶ、４日間の集中講座を開催します。土日開催で、参加しやすいカリキュラム設定となっています。
詳細は、同封の折込みチラシをご覧ください。
■日時：平成２４年６月２３日（土）・２４日（日）・３０日（土）・７月１日（日） １０時～１７時
■会場：北九州テクノセンタービル２階研修室
■定員：４０名
■受講料：一人あたり２，０００円
■内容：コンサルタントによる講義、創業体験者による講演、参加者交流会など
【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター 担当：小嶋 TEL：093-873-1430

平成２４年度の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。
このガイドブックは、市の中小企業支援施策に加え、国や県、関係機関の施策を一冊にまとめたもので、役に立
つ情報が満載です。
（公財）北九州産業学術推進機構中小企業支援センター、北九州市産業
経済局中小企業振興課、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しています。
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/cen/guide.html（活用ガイドブック）
<活用ガイドブック>
<建設業ガイドブック>
http://www.ktc.ksrp.or.jp/cen/guide-kensetu.html（建設業ガイドブック）
【問い合わせ先】

（公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター
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:093-873-1430
TEL:093-873-1433

