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北九州学術研究都市

第１５回産学連携フェア 開催！
～知と技術の融合～

平成２７年１０月２２日（木）・２３日（金）の２日間、北九州学術研究都市において第１５回産学連携フェアを開催
します。地域の大学・企業の研究成果・活動内容など、セミナーや展示会を通じて広く紹介します。
数多くの新技術・研究成果にふれていただける絶好の機会ですので、新たなビジネスのヒントや連携パートナーをお探
しの方はもちろん、学研都市に来られたことがない方も、ぜひこの機会にご来場ください。
基調講演、セミナー、見学ツアーは、事前に参加申込を受付けていますので、第１５回産学連携フェアホームページ
（URL：http://fair.ksrp.or.jp）からお申込みください。

会 期 ：平成２７年１０月２２日（木）・２３日（金）
場 所 ：北九州学術研究都市（北九州市若松区ひびきの）
＊基調講演

『ものづくり 100 年の軌跡

～そしてその先へ～』

【日 時】１０月２２日（木）１４:００～１５:００
【会 場】会議場
【講 師】喜多村 円 氏（ＴＯＴＯ株式会社 代表取締役 社長執行役員）
コアコンピタンスとなる衛生陶器事業を始めとして、これまでに国民の生活文化の向上を
願い、開発してきた数々の水まわり商品のイノベーションの歴史や良いものづくりへの取り
組みをご紹介する。また、真のグローバル企業の実現に向け、ものづくり日本の強みを活か
し、厳しい国民の目で鍛えられたブランド力をもって、国内のみならず世界の人々の「健康
で文化的な生活」を実現し、人々を笑顔にする、次なる挑戦について説明する。

＊同時開催

FAIS 北九州医歯工連携研究会＆ＮＥＤＩＡ Ｄａｙ 九州ひびきの
コラボレーションシンポジウム 第 1 弾

【テーマ】ここまで来た!!最新電子デバイスアプリケーション「からだエレクトロニクス」
【日 時】１０月２３日（金）１３:００～１７:１５
【会 場】会議場
【内 容】「スロージョギング健康法」福岡大学 スポーツ科学部 教授／身体活動研究所 所長 田中 宏暁 氏
「高血圧を測って知って健康になろう」オムロンヘルスケア株式会社 志賀 利一 氏
「血圧に関わる疾患の研究最前線」と「診断・治療に有用な連続測定技術の開発」
産業医科大学 教授 安部 治彦 氏
株式会社パラマ・テック 代表取締役 深水 哲二 氏
「動きながら測定できる小さな血流量センサ」九州大学大学院 教授 澤田 廉士 氏

国立高専専攻科学生研究発表会 ～実践教育の高専と連携してみませんか？～
【日 時】１０月２３日（金）１０:００～１２:００
【会 場】産学連携センター ３Ｆ
＊展示コーナー
【日程】 １０月２２日（木）・２３日(金)
１０：００～１７：００
【会場】 学研都市各施設
【内容】 学研都市の産学連携に関す
る成果を中心とした展示会

＊セミナー

＊見学ツアー

【日程】 １０月２２日（木）・２３日(金)
１０：００～１７：３０
【会場】学研都市各施設
【内容】大学・企業・公的機関による
３０セミナー

詳しくは第１５回産学連携フェアホームページをご覧ください。
ＵＲＬ http://fair.ksrp.or.jp

各定員 15 名

※お早めにお申込みください！
【ラ ボ 見 学 ツ ア ー 】
早稲田大学大学院、北九州市立大学、
九州工業大学大学院
【学研都市見学ツアー】

産学連携フェア 北九州

で検索

【問い合わせ先】（公財）北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 担当：内田、永冨、甲斐 TEL：093-695-3006
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認定企業紹介 ★ vol .2★
北九州市は独創的な製品や技術、サービスを提供

～高温・高圧など高い耐久性が要求される
特注バルブの分野で圧倒的な支持を集める～

する中小企業を「北九州オンリーワン企業」として認

株式会社極東製作所

支援などに取り組んでいます。

定し、市の看板企業として積極的なＰＲや販路開拓
先月号から、第４回の認定企業６社をシリーズで紹
介しています。

※紹介記事は㈱イノベーションマネジメントコンサル
◆高い耐久性が要求されるオーダーメイドバルブの設計・製造
ティング鈴木剛一郎氏の取材・執筆によるものです。
を得意とする
極東製作所は、昭和２６年にバルブの修理業からスタートした。同社の主力製品
は、製鉄所向けのデスケーリング装置用バルブと地熱発電用バルブであり、いず
れも国内シェアが９０％を越え、さらに顧客は世界に広がっている。
これらは共に、過酷な環境下で使用されるバルブであり、高温・高圧などへの製
品自体の高い耐久性と、それぞれの現場の使用環境下に応じたオーダー毎の特
注設計が必要になる。
同社は、顧客の抱える問題に向き合い、そのニーズを十分に満たす製品を個別
に開発・設計してくれるバルブメーカーとして、エンドユーザーをはじめエンジニアリ
ング会社やポンプメーカーなど、多くの顧客から高い支持を得ている。
地熱用バルブ

デスケーリング装置用バルブ

◆高圧と高頻度開閉に対する耐久性が問われる製鉄用デスケーリング装置用バルブ
デスケーリング装置は、スラブと呼ばれる高温に熱せられた鋼片を、圧延装置で
一定の薄さの鋼板に引き延ばす圧延工程において使用される。圧延後に鋼板の
表面にスケールと呼ばれる酸化膜が形成されるが、この酸化膜を除去するために
高圧水を鋼板の表面に吹き付ける装置で、１日に数千回という極めて高い頻度で
のバルブの開閉が必要になる。極東製作所は、この高圧、高頻度開閉という過酷
な使用条件に耐えうるバルブを製作するにあたり、オリジナルの同芯型噴射弁を
開発、また、パッキンメーカーとタイアップし特殊パッキンを開発するなど、一つひと
つ問題を解決し、現在では国内シェア９０％を超えるまでになっている。

◆高温とシリカなどの付着に耐えうる耐久性が問われる地熱発電用バルブ
同社は、我が国に地熱発電が導入され始めた初期の段階から三十数年にわたり、口元装置用のバルブと関連部
品、掘削リグ用や地上配管用などの各種バルブの開発と製造を行ってきた。地熱発電用バルブは、高温かつ、地下か
ら噴出するシリカや硫化水素などにさらされる過酷な環境下での作動が要求されるわけであるが、極東製作所は耐摩
耗性や耐腐食性が高い高耐久バルブの開発に成功し、この市場でも国内シェア９０％を越える支持を集めている。
◆インドネシアやケニアなど世界市場への展開
同社は、海外市場への特殊バルブの展開をにらみ、アメリカの石油掘削・製造に関する
規格であるＡＰＩ規格※（6A,6D）の認証を取得している。このうち、現在国内でＡＰＩ（6A）規格
を取得しているのは、地熱用バルブの分野では２社のみである。石油用の規格でありなが
ら地熱発電用の製品にも準拠され、海外では、ＡＰＩ規格の取得が入札の条件とされてい
る。この認証取得を機に海外への営業展開に注力し、現在では地熱発電が盛んなインドネ
シアやケニアなどに納入を続けている。ここでも、それぞれの発電所にあった特注対応の設
※API：American Petroleum Institute.アメリカ石油協会
計力に高い評価を得ている。
株式会社極東製作所 代表取締役 椛山 秀樹
【事業内容】オーダーメイド特殊バルブの設計、製造、メンテナンス
所在地：北九州市門司区新門司 3-42 電話：093-481-2836 URL：http://www.kyokutov.ecnet.jp/

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：長谷、鎌田

TEL:093-873-1433

2015.10

大規模展示会等出展支援事業の
助成企業８社が決まりました！

「北九州発！新商品創出事業(北九州市版トラ
イアル発注制度)」認定新商品のご紹介です。

北九州市では、市内中小企業が開発した新製品・新技術の販
路開拓を支援するため、大都市圏で開催される全国規模の展示
会の出展小間料を助成しています。今年度は１１社の申請があ
り、審査の結果、以下の８社に決定しました。

Ｈ２７年度は下記の１商品を認定しました。
今後、市の購入により、使用実績を作り、また、
モニター評価を行う等、販路開拓や商品の改善
への支援を行います。

会社名
（出展する展示会）
佳秀工業㈱
(国際化粧品展)
グランド印刷㈱
（建築・建材展）

出展製品

【植物栽培用ＬＥＤ光源と制御装置】

高機能性プラセンタエキス配合製品
（基礎化粧品、美容サプリメント等）
建築現場の足場用オリジナルイメー
ジシート
小倉織ファブリック・椅子・テーブルア
クセサリー
ふぐ加工製品 業務用・量販店向け
＜個食・簡単ふぐちり鍋＞
センサアレイモジュール（パワーデバ
イス検査用電流センサ）
ＬＥＤフラッシュライト（船舶用高輝度
LED 閃光、回転灯）
医療機器分野へフッ素樹脂加工技術
を生かしたソリューションの提案
ウェアラブル LED-VEST（スマホ連携）、
ポスター式 LED 無災害記録掲示板

～光の効能を植物の成長促進に活かします～

㈲小倉クリエーション
(インテリアライフスタイル東京)

㈲ふく太郎本部
(ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼｰﾌｰﾄﾞｼｮｰ)

㈱豊光社
(センサエキスポジャパン)

㈱マリンテック
(ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾞｰﾄｼｮｰ)

㈱陽和
(関西医療機器 開発・製造展)

㈱ロクリア
(ライブ&イベント産業展)

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

周年栽培が行わ
れる植物工場に
おいて安定収穫
の環境整備等、
様々なニーズに
対応したカスタマ
イズ光源をご提
供します。
【特徴】
・「ムダ光低減 LED 照明技術（特許取得）」により、光量を
増加(従来比約２倍)し、太陽光相当の光量を実現
・照射面の平坦化技術により、対象に均一に光を照射
・点灯制御（ＰＷＭ点灯制御）により効率的に色毎の点灯
を調整

株式会社環境フォトニクス
北 九 州 市 若 松 区 ひ び き の 北 １ 番 １ ０ ３
TEL093-695-3663 kihara@kankyou-photonics.ktq.jp

担当：長谷、鎌田

TEL:093-873-1433

平成２７年度第 3 四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ
平成２７年１０月１日から平成２７年１２月３１日までのセーフティネット保証５号の指定業種が
発表されました。 全国的に業況の悪化している業種が指定されています。
指定業種の変更

２３０業種

３２２業種
２３０ 業種の確認

： 「セーフティネット保証５号 平成２７年度第３四半期分」

業種の分類・内容

： 「日本標準産業分類 平成２５年１０月改定」

「災害復旧資金」のご案内

で検索

で検索

（台風１５号で被害に遭われた市内中小企業の皆さまへ）

北九州市内に事務所又は事業所を有し、かつ引き続き６ヶ月以上同一事業を営み、市税の滞納のない中小企
業の方が対象です。
【限度額】
５，０００万円
【金利】
１．５０％
【保証料】 ０．３６～１．３８％
【返済期間】 １０年以内（据置２年以内含む）
※区役所発行の罹災（届出）証明書が対象者の認定に必要です。詳しくは下記までお尋ね下さい。
【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：下川、北野、上野

TEL:093-873-1433

2015.10

北九州市中小企業振興条例に基づく

去る８月２６日(水)、北九州テレワークセンター会議
室において、
「平成２７年度 中小企業振興協議会」を
開催しました。
この会議は、今年４月に施行された「北九州市中小企
業振興条例」の基本理念の実現を図るために、関係者相
互の情報共有や意見交換を行うことを目的に開催した
ものです。
当日は、アドバイザーとして兵庫県立大学の池田潔教
授をお招きし、中小企業者をはじめ中小企業団体、支援
機関、金融機関、大学、行政等からの参加者が、それぞ
れの立場から現状における課題や進めている取組みな
どを紹介したのち、意見交換を行いました。

兵庫県立大学 教授
池田

参加者からは、実態調査の実施や市の中小企業支援体制の強化のほか、人材の
確保、大学との連携など、様々な発言がありました。
たとえば、
「学生の新しい考えや商店街を外から見た意見を取り入れて、商店
街を元気にしたい」
、
「ワークライフバランスや女性の活用などが中小企業にとっ
て重要」
、
「ものづくりの力を発揮するために、デザイン力の強化が必要」など、
活発な意見が述べられました。
いただいた意見や要望については、各団体において取組みを強化していくとと
もに、市が実施する中小企業振興策に反映していくことなどを確認して協議会を
終了しました。

潔 氏(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

【問い合わせ先】

北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：石原、守口

TEL：093-873-1433

中小･小規模企業支援情報ポータルサイト

これから創業を予定している方、または創業後
間もない方を対象に、創業に必要な ①会社の創り
方、②経理と税金の仕組み、③経営上のトラブル
対応などに関する講座を開催します。
■日

時：平成２７年１０月３１日（土）
１３時３０分～１７時１０分
■会 場：北九州テクノセンタービル２階研修室
（北九州市戸畑区中原新町２－１）
■定 員：３０名（男女を問わず参加できます）
■受講料：一人あたり１,０００円
■内 容：詳しくは折込チラシをご覧ください。

「キタサポ」とは？
☆中小･小規模企業支援情報満載のポータルサイ
ト「北九州中小企業経営サポートネットワー
ク」の愛称です。
☆「キタサポ」は、北九州の中小企業支援機関で
ある、北九州商工会議所、(公財)北九州産業学
術推進機構（ＦＡＩＳ）
、北九州市の３機関が
連携した取組です。

http://www.kitasapo.com/

キタサポ
【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：田村、國
TEL：093-873-1430

検索

