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ご紹介 事業再構築補助金 採択企業のご紹介

【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：鞍井、北嶋　TEL：093-873-1430

■事業名：非接触型・完全無人のセルフ脱毛サロン事業　　
■申請類型：回復・再生応援枠・新分野展開型

　当事業所は『ドッグサロン　イヌクロ』という
店名で2012年に北九州市小倉北区でペットサロ
ンを開業後、2014年に現在の小倉南区富士見に
移転し今年で11年目を迎えます。業務内容は、犬
のトリミング、一時預かり＆ドッグホテル、物販
などです。トリミングは作業の性質上、飼い主様
やペットと非接触、非対面での営業運営が難しい
という側面もあり、コミュニケーションをとり丁
寧な接客を強みとする当店の営業スタイルは、裏
を返せば密な空間での接触になってしまうため、
新型コロナ等の感染リスクに対して負のイメージ
を持たれやすく、度重なる緊急事態宣言や不要不急の外出自粛等により営業に大きな影響を受けています。ま
た、日本における犬の登録頭数も減少に転じたため、ペット関連の市場の縮小も懸念材料です。
　そこで既存のペット関連事業に加え、ウィズコロナの時代に適応して新たなビジネス分野に進出する必要性が
あると考え、事業再構築補助金申請により非接触、非対面の営業スタイルである「脱毛サロンを無人で提供する
事業」を考えるに至りました。
　具体的にはマンションの一室に利用者が自身で施術を完結できるような脱毛サロンの環境・設備を整え、利用
者が①インターネット予約→②無人店舗利用→③キャッシュレス決済とすることによって、予約・施術・決済を
全て非対面で完結する事業になります。
　コンセプトは「誰にも見られることなく好きな時間に低価格で利用できる脱毛サロン」です。既存店で解決で
きない『お客様のお困り事』を解決するのが新事業の形であり、他店との差別化にもなっています。
　また、スマートロックやデジタル予約・決済システムの導入、並びに無人型セルフ脱毛サロンという新しいビ
ジネスモデル構築を通じて、地域のニーズやイノベーションに貢献できるものと考えております。

事業所名：無人型セルフ脱毛サロン furari（フラリ） （小倉南区）

北九州市中小企業支援センターでは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会に対応するための「企業の
思い切った事業再構築」を支援する中小企業等事業再構築促進事業（通称　事業再構築補助金）の申請サポー
トを行っています。事業再構築補助金に採択され新規事業を構築した市内企業をご紹介します。
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お知らせ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお知らせ

お知らせ 年末の中小企業融資の申込はお早めに!

対象地域 開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

20 門司税務署
（門司区西海岸1丁目3番10号 門司港湾合同庁舎）10：00～11：00

10：30～11：30
13：30～14：30

若松税務署
（若松区本町1丁目14番12号 若松港湾合同庁舎）

若松税務署
個人課税第一部門
℡：093‒761‒2536

門司税務署
総務課
℡：093‒321‒5831

12月15日㈭

12月2日㈮

20

50

25 小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

小倉税務署
個人課税第一部門
℡：093‒583‒1331

10：00～11：30

12月21日㈬ 14：00～15：00 千草ホテル 光琳の間
（八幡東区西本町1丁目1－1）

八幡税務署
個人課税第一部門
℡：093‒671‒6531

若松区

12月20日㈫
12月22日㈭門司区

小倉北区
小倉南区
八幡東区
八幡西区
戸畑区

説明会の日程は随時更新
しております。
最新版は福岡国税局ＨＰ
「消費税インボイス制度
説明会」をご覧ください。

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
制度の開始に備えて、ぜひ以下の説明会およびセミナーにご参加ください。

　年内に中小企業融資を受けるためには、
12月15日（木）までの信用保証協会の受付が必要です。
事前にお取引金融機関とよくご相談をされてください。

　なお、年末のセーフティネット保証４号等の認定申請は、12月28日（水）までです。
事前のご予約が必要ですので、お早めにお願いします。

【消費税インボイス制度説明会（主催：国税局・税務署）】
　　消費税の仕組みやインボイス制度について知りたい方は、事前予約（問合せ）先にお電話等で申込をした上で、
　説明会（無料）に是非ご参加ください！

【インボイスセミナー（主催：北九州商工会議所）】
　　市内の個人事業主に向けて、インボイス制度の理解を深めていただくことを目的としたセミ
　ナーを開催します。また、セミナー終了後には、希望者を対象に「個別相談会」を実施します。
　ご興味のある方は、ぜひ事前予約の上、ご参加ください。

開催日 開催時間 開催場所 事前予約（問合せ）先定員

40（　説　明　会　）14：00～15：30
（個別相談会）15：30～16：00

ウェルとばた　多目的ホール
（戸畑区汐井町1番6号）12月8日㈭

北九州商工会議所
戸畑サービスセンター
℡：093‒871‒2721

詳細は、北九州商工会議
所ＨＰをご確認ください。

■インボイス制度とは
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加さ
れたものをいいます。
〈売手側〉
　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められた場合、インボイスを交付する必要があります。
〈買手側〉
　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス
　の保存等が必要になります。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：古賀、石村、加藤　TEL：093-873-1433
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ご紹介 北九州市のスタートアップ支援の取組のご紹介
　北九州市は、令和２年に国の「スタートアップ・エコシステム推進拠点都市」に選定されたことを契機に、スタ
ートアップの創出と成長の支援に力を入れています。また、地域展開を考えている市外のスタートアップの集積も
図っており、スタートアップの力による北九州市の産業活性化を目指しています。
※スタートアップとは
　革新的なアイディア・技術等をもとに、新しい形態のサービスやビジネスを展開する企業の中でも、短期間で急
成長を志向する企業。
※スタートアップ・エコシステムとは
　起業家、起業支援者、企業、大学、金融機関、公的機関等が結びつき、スタートアップを次々と生み出し、それ
がまた優れた人材・技術・資金を呼び込み、発展を続けることを生態系になぞらえ、「スタートアップ・エコシステ
ム」と呼んでいるもの。

【全事業合同の採択書交付式（10月12日）を開催しました】
　10月12日、上記５事業の採択者（全23社・者）に加え、スタートアップを支援する「北九州市SDGsスタートア
ップエコシステムコンソーシアム」（以下「コンソーシアム」）の会員である民間企業や大学、金融機関等が一堂
に会し、採択書の授与、採択者の取組説明（ピッチ）、参加者同士の交流会を実施しました。

【今後について】
　今後は、北九州市とコンソーシアムの会員をはじめとしたスタートアップ支援者とが連携して、スタートアップ
の成長支援を行っていきます。また、市内企業のDX推進などを目的に、毎月、採択者と市内企業との交流会を行
っています。本事業及び交流会にご関心のある方はご連絡ください。
【関連サイトについて】
　■スタートアップ推進課ホームページ　https://startup-kitaq.com/
　■北九州SDGsスタートアップエコシステムプロジェクト　https://sep-k.com/

【北九州市が実施するスタートアップ支援事業】

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局スタートアップ推進課　担当：谷本、渡邉　TEL：093-551-3605

グローバルアクセラレーションプログラム
（GAP-K）

㈱安川電機など市内大手企業や金融機関等で組織する実行委員会と本市が連携し、本市を
拠点に事業規模の拡大を目指すスタートアップ企業の取組みに対して伴走支援を実施
本市が認定したベンチャーキャピタルから出資を受けているスタートアップ企業に対して、
本市を拠点とした事業化や事業展開に必要となる費用を補助（最大2,000万円）
本市で実証実験を行うスタートアップ企業に対して、実証の場や協業機会の提供などを支
援するとともに、ビジネスモデルの検証や試作品の改良に係る費用を補助（最大250万円）
アイデア段階の企業を選抜し、市内の創業ネットワークを駆使して、ビジネスマッチング、
資金調達、実証場所の提供、PRをサポートする短期集中型プログラム
全国から募集したハードウェアに関するアイデアの試作品製作について、市内の共創企業
から100万円の開発資金の提供や専門家のメンタリング等を支援

スタートアップSDGsイノベーショントライ
アル事業（事業化支援事業）
スタートアップSDGsイノベーショントライ
アル事業（実証支援事業）

COMPASS 小倉アクセラレーションプログラム

Maker’s Project（メイカーズプロジェクト）

事業名 内　容

イベント参加者での記念撮影（中央左：GAP‒K実行委員会 津田純嗣会長（株式会社安川電機 特別顧問）、中央右：北九州市長）
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ご紹介 その１

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：古賀（康）、木本　TEL：093-873-1433

　本市では、市内中小企業者が開発した独創性豊かな新商品及び新役務（サービス）の販路拡大を支援する
ため、「北九州発！新商品創出事業」を実施しています。
　令和４年度は、従来の募集枠に加えて「DX促進枠」を設け、DX促進に資する優れた商品も募集しました。
このたび、審査会を経て、６件の新商品・新サービスを認定しました。
　今月は「その1」として、3商品をご紹介します。

菅原産業㈱
ディーゼル自動車排気フィルター（DPF）の「DPF洗浄・リユースサービス」

北九州市八幡西区夕原町3番16号
seibi＠sugahara-sangyo.co.jp

TEL：093‒621‒6535　FAX：093‒621‒6657
https://www.sugahara-sangyo.co.jp

㈱アポロジャパン
見えないコードのスマートフォン読取アプリと関連印刷物

北九州市若松区ひびきの1番8号事業化支援センター305
kissyikko＠apollo-japan.ne.jp

TEL：093‒647‒0081　FAX：093‒647‒0082
https://sclink-apollo.com/

ディーゼル車排気問題が年々深刻化していますが、全ディーゼル車に
装着されている排気フィルター「DPF」の詰まりもその一因です。
DPFは高価な為、新品との交換は経済的に大きな負担が掛かります。
当企業ではその詰まったDPFを、ほぼ新品同様まで洗浄・回復させる
ことに成功しました。その洗浄済みのDPFを在庫として多数保有し、
交換品として再利用することで、ユーザーの経済的な負担を減らせま
す。また、洗浄作業には数日を必要としていましたが、交換作業によ
って、車両を止める日数も大幅に減らせます。

特許技術である見えないコード「スクリーンコード」に専用のス
マートフォンアプリScLink（無料）をかざすことにより、オフラ
インで自分自身の携帯の写真、動画、音声などのコンテンツと簡
単にリンクができます。ノート、カレンダー、手帳、読書ノート
などにコンテンツをリンクすることで、今までの紙媒体がさらに
便利に進化します。
ご自身で、コードのリンク先を差し替えることができる点が特徴
です。

㈱ＩＴＯＨＥＮ
大切な人への特別なお祝いに　伝統織物はしおき「ORIORINO」

北九州市戸畑区銀座一丁目1番24－205号
itohen.shop@gmail.com

TEL：080‒8361‒4163　FAX：050‒3588‒2849
https://www.itohen.shop/oriorino2

「小倉織」や「博多織」「久留米絣」など、日本の伝統織物を透明の
樹脂の中に織りこんだ、桐箱に入った一対のはしおきです。「ふたつ
でひとつ。ひとつがふたつ」のキャッチフレーズのもと、大切な人と
分け合って欲しいとの想いをこめています。伝統織物の端切れを余す
ことなく使用しているため、全て一点ものとなります。
結婚式の引き出物やお祝い、結婚記念日のお祝い、お世話になった方
への贈り物などに最適な商品です。

市内中小企業が開発した新商品を大紹介!
―北九州発! 新商品創出事業―
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お知らせ

助成金

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課　担当：古賀（康）、木本　TEL：093-873-1433

【問い合わせ先】 福岡労働局職業対策課　TEL：092-434-9807　又は　最寄りのハローワークへ

【最終募集中】事業承継に係る経費の一部を助成します!

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

中小企業振興課
ホームページのQRコード

　北九州市では、市内の中小企業の雇用の場を守り、優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させること
を目的として、事業計画の策定やM＆Aに着手する際に必要な経費の一部を助成します。※書類審査有
１　募集期間
２　対 象 者
３　交付要件
４　対象経費

５　助成金額

令和４年10月3日（月）から12月28日（水）
市内に本社及び事業所を有する中小企業者で要件を満たすもの。
申請を行った日から令和5年1月末日までに終了（精算を含む）する事業であること等
事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、コンサルティング会社、金融機関など、事業承継
及びM＆Aに関する専門的な知識及び実績を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、以下に
掲げる経費。
⑴ 株価など企業価値の算定費用等　（親族内、従業員等承継）
　 コンサルティング委託料、相続税・遺産分割等の対策策定委託料など
⑵ M＆Aの仲介委託等　（第三者承継）　※買い手側によるものは対象外
　 着手金、中間金、月額報酬、株価など企業価値の算定委託料など
対象経費の2分の1、上限50万円（千円未満の端数切捨て）※金額の下限なし

北九州市　事業承継助成金

●お申込みについて　・申請要件、その他詳細は下記ホームページにてご確認をお願いします。
　・お申込みにあたっては、事前に下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。

令和３年４月から
改正高年齢者雇用安定法が施行されました

厚生労働省・福岡労働局・ハローワーク

　高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を
維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、
高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

　65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保
措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。（令和3年4月1日施行）

改正のポイント　～70歳までの就業機会の確保（努力義務）～

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
  （特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
　 a．事業主が自ら実施する社会貢献事業
　 b．事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

65歳までの雇用確保
（義務）

70歳までの就業確保
（努力義務）



利用登録による３つのメリット
利用は
すべて
無料です

一括登録で求職者・学生へ
広くアピール！

職業紹介サービスの
利用OK！

市主催の就職イベント等の
情報提供！

本サイトに社長や社員のコメ
ント、写真などを登録するこ
とで、北九州市が運営する複
数の就職支援サイトに自社の
魅力を広くアピールできます。

北九州市が民間職業紹介事業
者に委託実施する職業紹介
（市内企業と求職者とのマッ
チング）をご利用できます。
専任コンサルタントへの採用
相談もできます。

北九州市が主催する合同会社
説明会などの就職イベントや
国・県・市が行う助成制度等
の情報をご提供します。

本市では、お正月のU・Iターン就職・移住特別相談会（1月2日、3
日）を開催します。相談会では、U・Iターン就職希望の方に、「し
ごまる。」掲載の求人をご紹介しますので、この機会に、是非ご
登録をお願いします。
「しごまる。」への企業登録及び求人掲載は無料ですので、企業
のPR・人材確保の一環として、ご活用ください！！
また、すでにご登録済みの場合、求人情報等に変更があれば、情
報の更新をお願いします。
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※中小企業支援センターでは新鮮で役立つ情報をメールマガジンで配信しています。　

【1月開講】生産性向上支援訓練のご案内 
-ポリテクセンター福岡-

【1月開講】能力開発セミナーのご案内
-ポリテクセンター福岡-

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡　訓練第二課　担当：帆足、篠原　TEL：093-622-5738

【問い合わせ先】 ポリテクセンター福岡　生産性センター業務課　担当：津田、平松　TEL：092-738-8875

受講料日　程コース名
冷凍空調設備の故障診断と予防保全
PLCによる電気空気圧技術
実践建築設計２次元CAD技術（木造立断面図編）
＜匠塾＞溶接作業における高度熟練技術
電気設備のための計測技術
事例で学ぶビルにおける給排水衛生設備の保守管理技術

1/ 7（土）， 8（日）
1/11（水），12（木）
1/14（土），21（土）
1/14（土），21（土），28（土）
1/23（月），24（火）
1/25（水），26（木），27（金）

■　時間はいずれも9:30～16:30（昼休憩60分）です。
■　①の会場はポリテクセンター福岡（北九州市八幡西区穴生3-5-1）です。
■　②の会場は株式会社アットワーク黒崎駅前教室（北九州市八幡西区黒崎3-9-22 RISOビル7F）です。
■　受講料はテキスト代及び消費税を含んだ金額です。
■　FAX又はメールでお申し込みください。申込書は当センターホームページからダウンロードしてご利用ください。
■　当センターホームページでは、その他のコースについての情報も紹介しています。　　　■　下記URLからご利用ください。
■　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

￥ 11,500
￥ 9,500
￥ 8,500
￥ 27,000
￥ 7,500
￥ 11,000

受講料日　程コース名
ビジネスとSDGs(持続可能な開発目標)の融合
表計算ソフトを活用した業務改善

①
②

1/27（金）
1/28（土）

¥ 3,300
¥ 2,200

セミナー

ご案内

■　受講料は教材費及び消費税を含んだ金額です。
■　FAXまたはメールでお申込みください。申込書はポリテクセンター福岡ホームページからダウンロードしてご利用ください。
■　当センターホームページでは、その他のコースについての情報も紹介しています。
■　当センターホームページへは、右記URLからご利用ください。 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html
■　ご不明な点は、お気軽に下記までお電話ください。

【北九州しごとまるごと情報局】
https://www.shigotomarugoto.info/company_pr/

ご利用には企業登録が必要です！！
詳細はこちらからご確認ください！

➡ 

ご案内 北九州市内企業の人材確保をお手伝いします!!!
転職・就職情報サイト「北九州しごとまるごと情報局（しごまる。）」をご活用下さい。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課　担当：北田、武宮　TEL：093-582-2419

https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/biz/seisansei.html


