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ご紹介 模倣品対策に取り組む市内中小企業が
ジェトロ「世界は今‒JETRO Global Eye」で紹介されました!

【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：猫田、小園（おぞの） TEL：093-551-3605

　同社は、国内外の模倣品対策のため、北九州知的財産支援センターの専門家によるアドバイスを受ける中、
商標権をはじめ（国内は「ネジチョコ」、海外は「CHOCOLATE BOLT」を4か国で取得）、特許権（国内のほか、シ
ンガポール、中国、台湾で取得）や意匠権（主要商品の外箱に係るもの）を取得されています。
【自社製品を守る代表的な権利】　
・商標権… 商品やサービスに使用する名称・マークを保護
・特許権… 物・方法・製造方法の発明を保護
・意匠権… 物品等のデザインを保護

　これらの知的財産権の取得にあたり、同社は「北九州市中小企業海外展開支援助成金（認証等取得助成事業）」も
一部で活用されています。

　北九州市では、地域企業が海外展開に取り組みやすい環境を整えるため
「北九州市中小企業海外展開支援助成金」制度を設けています。
　「市場調査等助成」、「海外見本市等出展助成」、「越境EC販路開拓助成」、「認証等取得助
成」の４つの区分があります。

　現在、同社は、こうした知的財産権の取得と並行し、ジェトロ専門家による
ハンズオン支援を受けながら、海外販路開拓に取り組んでおられます。
　北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター（KTIセンター）では、北九州
市、ジェトロ北九州、（公社）北九州貿易協会が、それぞれの持ち味を生かしながら互いに
連携し、地元企業の海外展開をサポートしております。お気軽にご相談ください。

オーエーセンター株式会社（小倉北区）

「北九州市中小企業海外展開支援助成金」について

「北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター（KTIセンター）」について

　海外展開で懸念されることの1つに、自社製品の模倣品、いわゆるコピー商品が出回ることがあります。
　模倣品対策に取り組む企業として、市内中小企業のオーエーセンター株
式会社（ネジチョコラボラトリー事業）がジェトロ国際ビジネス情報番組
「世界は今－JETRO Global Eye」で紹介されました。

詳しくは
こちらから

紹介動画は
こちらから
※6分5秒～
　同社紹介

詳しくは
こちらから

工場フロア ネジチョコ

台湾の特許の権利証書

外箱

「企業ブランドを守れますか？ －模倣品対策は先手必勝－」
URL: https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2023/01/1663a6da2f6ef104.html
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ご紹介

【問い合わせ先】 北九州産業学術推進機構　自動車・ものづくり支援センター　TEL：093-695-3007

事業再構築補助金 採択企業のご紹介

■事 業 名：アルミダイカスト、アルミ鍛造の新技術導入による電動車部品への新規参入
■申請類型：緊急対策枠
　同社は今期61期を迎え、創業当初の黄銅鋳物の機械加工から始まり、銅、アルミ合金の鍛造技術、アルミダイカ
スト技術の導入を行うなど、一貫して非鉄の素形材生産および機械加工を行ってきました。創業から25年間は同
社の納入先が1社依存の状態でしたが、電力機器分野へ参入し、さらに2006年には自動車部品分野へ参入しまし
た。参入後、売上は順調に伸びてきましたが、ここ数年で自動車の電動化が急速に進んでおり、今後、エンジン関連
部品等の減少によって売上も減少していくと考え、事業再構築に取り組み、新分野に参入する必要があると判断し
ました。同社では、① 電動車部品が成長産業であること　② 北部九州が電動車生産の拠点として進展する可能性
が高いこと　③ 同社の強みが活かせる分野であること　以上の３つの背景から新分野を「電動車部品」と定め、取
組をスタートしています。
　電動車部品に新規参入するにあたり、同社では、高い品質を維持した上で海外企業や他社に負けないコスト競争
力をつけるため、ダイカスト、鍛造工程において ①不良レス　②ハイサイクル化 ③後加工レス の3点を課題とし
ました。いずれの課題も金型の温度管理が深く関係しており、金型を良い状態に保つ洗浄装置、金型の温度を常時
観測する温度センサー、製造した製品の評価を行うX線CT、三次元測定機などの導入を本事業で行う計画です。

　これらの設備を導入し、温度センサーを活用することで、過去のノウハウと標準化したデータから、金型温度の
変化に対し、タイムリーかつ予測しながら対応できる仕組みを構築します。さらに、X線CTなどを活用した評価
データのフィードバックをシステム化することで、加工時間の大幅削減ができる生産システムを構築していきま
す。これらの取組により、技術の国内回帰や、顧客への最適な形状提案、コスト提供の実現を目指します。

～株式会社戸畑ターレット工作所（小倉南区）～

　北九州産業学術推進機構では、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。採択企業の事例をご紹介します。
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ご案内 スタートアップを身近に感じるイベント
「北九州市スタートアップ最前線」を開催します

【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　TEL：093-551-3605

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

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

24 門司生涯学習センター２階　研修室
（門司区栄町３番７号）

10：30～11：30
13：30～14：30

10：00～11：00
14：00～15：00

公益社団法人若松法人会　会議室
（若松区本町１丁目13番15号　石炭会館２階）

若松税務署
法人課税第一部門
℡：093-761-2694

門司税務署
総務課
℡：093-321-5831

3月20日㈪

20

50

50 毎日西部会館９階　ホール
（小倉北区紺屋町13番１号）

小倉税務署
（小倉北区大手町13番17号）

小倉税務署
①個人課税第一部門
②法人課税第一部門
℡：093-583-1331

①10：00～11：30
②14：00～15：00

3月29日㈬ 14：00～15：00

４月27日㈭ 15①10：00～11：00
②14：00～15：00

4月5日㈬ 16：00～17：00
千草ホテル　光琳の間
（八幡東区西本町１丁目１番１号）

八幡税務署
法人課税第一部門
℡：093-671-6531

若松区

3月23日㈭

20 門司港湾合同庁舎１階　門司税務署　会議室
（門司区西海岸１丁目３番10号）10：00～11：004月25日㈫

4月27日㈭

3月22日㈬
4月24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。

【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！

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。
インボイス制度の開始に備えて、ぜひ以下の説明会にご参加ください。
■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
〈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。

※駐車場に限りがありますので、ご来場の際は、なるべく公共交通機関等をご利用ください。

　本市が支援するスタートアップ全23社が実施した取組みや開発した製品・サービスの紹介、スタートアップ業
界で活躍する著名な専門家によるトークセッションなど、スタートアップの関係者が一同に集うイベントを2日間
にわたって開催します。
　会場では、スタートアップとの商談や参加者同士の交流もできますので、ぜひご来場ください。
　詳細・申込はイベント特設サイトをご覧ください。
【成果発表会について】
　〇開催日時　※両日とも20時まで交流会を開催
　　令和5年3月29日（水）　11時～18時
　　令和5年3月30日（木）　12時30分～18時
　〇場所
　　北九州国際会議場
　（北九州市小倉北区浅野3丁目9－30）

【トークセッション登壇者】

【特設サイト・申込手続きについて】
　◇特設サイト
　　URL：https://sep-k.com/demoday
　◇申込フォーム
　　URL：https://forms.gle/CECvCXFBipuKnrRA9

◇佐々木　紀彦
PIVOT株式会社
代表取締役CEO
元NewsPicks Studios
CEO

◇辻野　晃一郎
アレックス株式会社
代表取締役社長
元グーグル日本法人
代表取締役社長

◇小笠原　治
株式会社ABBALab
代表取締役

特設サイト
QRコード

申込フォーム
QRコード
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ご案内

【問い合わせ先】 （公財）北九州観光コンベンション協会 事業部　担当：吉馴（よしなれ）　TEL：093-511-6800

事業承継をお考えの経営者・後継者向け
事業承継セミナーをアーカイブ配信します!ご案内

【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

中小企業テクノフェア in 九州 2023
出展申込締切迫る!　申込締切：3月24日（金）

広域的な受注機会の増大や新規取引先の開拓を目的とした「中小企業テク
ノフェア in 九州2023」に出展をして、自社の製品やサービス、技術力を広
くアピールしてみませんか？8つの展示会、商談会を同時開催することで、
他業種の方々との積極的な技術交流や商談の機会が生まれます。「出展料
金はいくら？」「ブースの準備はどうやって？」等々どんなことでもお気軽
にお問合せ下さい。
中小企業テクノフェア： https://kyushu-tf.solution-expo.jp/
課題解決EXPO同時開催展「西日本製造技術イノベーション」
「西日本DX推進フェア」「エコテクノ」も出展社募集中です♪

▶視聴申込方法 （下記2つの方法があります）
①「FAX申込書」によるお申込み
　※申込書は北九州市HPからダウンロード可

②「電子申請」によるお申し込み
　※北九州市HPからお申込みできます。　→
▶事業承継に関するご相談も随時受け付けています。

北九州市事業承継SDGSセミナー

適正取引支援サイト

1月に開催しました“事業承継×SDGs”
「本気・De・承継セミナー」を、好評につき
公開します。

7月5日（水）～7日（金）の3日間、西日本総合展示場新館で開催する展示会「中小企業テクノフェア in 九州」の
出展申込締切は3月24日（金）まで。お申込みはお早目に！

（ご注意）締切日に関わらず、満小間になりましたら受付を終了させて頂きます。

3月は「価格交渉促進月間」です!
適正な取引のための施策をご紹介します!ご案内

【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

中小企業庁では、3月を「価格交渉促進月間」に設定して最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが
下請価格に適切に反映されることを促しています。

適正取引支援サイトはこちらからも→

中小企業の取引上の悩み相談を
相談員や弁護士が受け付けます。

「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国が全国48か所に設置。
①電話相談、②オンライン相談、③対面相談の3種類の相談方法が可能で、専用サイトから予約申し込みができます。
まずはお気軽にご相談ください。
→　福岡県の窓口：
　㈶福岡県中小企業振興センター
　☎0120‒418‒618

「講習会」や「下請かけこみ寺」の情報を含め、その他の施策も紹介しています。ぜひご覧ください。
・適正取引支援サイトのご紹介

・ご相談・トラブル等に対応する「下請かけこみ寺」のご紹介
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ご案内

ご案内

【問い合わせ先】 北九州市精神保健福祉センター（北九州市いのちとこころの支援センター）　TEL：522-8744

【問い合わせ先】 北九州商工会議所プレミアム商品券コールセンター　TEL：0120-376-256

自殺は、個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際にはさまざまな要因が複雑に関係しています。
個人の問題ではなく、社会全体で考え、取り組んでいかなければならない問題です。

（1）サインへの気づき　～心の悩みを抱えている人が発する周りへのサインに気をつけましょう～
　　①ちゃんと眠れていますか　（疲れているのに2週間以上続く場合は、うつ病の可能性があります。）
　　②うつの症状はありませんか（こころと体にあらわれる「うつの症状」に注意しましょう。）

（2）あなたにもできる自殺予防のための行動
　　①気づき ～家族や仲間の変化に気づき声をかけましょう　②傾聴　 ～本人の気持ちを尊重し耳を傾けましょう
　　③つなぎ ～早めに専門家に相談するよう促しましょう　　④見守り ～温かく寄り添い、じっくりと見守りましょう

こころの耳

気づいて、知って、つながるいのち。
～3月1日から31日までは自殺対策強化月間です

プレミアム付キャッシュレス商品券
Paychaの取扱店を募集いたします

自殺予防のために私たちにできること

一人で抱え込まずに相談してみませんか

インターネットを使って
相談窓口を検索できます

簡単！気軽に！
こころの健康チェック！

■北九州市いのちとこころの情報サイト
http://www.ktq-kokoro.jp/

携帯・スマートフォンはこちらから 携帯・スマートフォンはこちらから

■こころの体温計（北九州市版）
https://fishbowlindex.jp/kitakyushu/

働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト

■こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/

北九州商工会議所では、第5回プレミアム付きキャッシュレス商品券「Paychaペイチャ」を販売します。
北九州市内で営業している小売業・サービス業（一部対象外を除く）を対象に、Paycha取扱店を募集します。
Paycha取扱店の申請に関する詳細は、北九州商工会議所プレミアム商品券公式サイトをご覧ください。

20％（例：10,000円チャージで12,000円のご利用が可能）
令和5年3月1日～令和5年3月7日（抽選）
令和5年3月20日～令和5年6月30日

①北九州市内で営業している店舗であること
②消費者向けの商品やサービスを提供している店舗であること
※換金手数料　換金額の2.2％（税込）を徴収
※その他の条件は、申請時にPaycha取扱店規約をダウンロードしてご確認ください。

【プレミアム率】
【 申 込 期 間 】
【 使 用 期 間 】

Paycha（ペイチャ）取扱店登録条件

Paycha（ペイチャ）の概要

◆こころの症状◆
・悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分　・やる気がない
・何事にも興味がわかず、楽しめない　・忘れっぽい、集中できない　等

◆からだの症状◆
・眠れない　・朝早く目が覚める　・食欲がない
・疲れやすい、身体がだるい　・頭痛、肩こり

詳しくはこちらで
ご確認ください
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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。　

生産性向上支援訓練のご案内 
-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　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　TEL：092-738-8875

セミナー

ご案内

【4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-

「生産性向上支援訓練」とは、企業や事業主団体の生産性を向上させることを目的とした職業訓練です。
訓練は、全国のポリテクセンターに設置した生産性向上人材育成支援センター（生産性センター）が、専門的な知見やノウハウを
持つ民間機関等に委託し、企業・団体の課題やニーズにあわせて実施します。
様々な内容・分野の幅広い職務階層の方を対象としたカリキュラムで、従業員の生産性向上をお手伝いします。

生産管理／品質保証・管理／流通・物流／バックオフィス生産・業務プロセスの改善に関する
お悩み・ニーズ

こんなお悩みはありませんか︖ 生産性アップに役立つカリキュラムをご用意しております。

組織マネジメント／生涯キャリア形成組織の横断的な課題に関する
お悩み・ニーズ

営業・販売／マーケティング／企画・価格／プロモーション売上げの増加に関する
お悩み・ニーズ

ネットワーク／データ活用／情報発信／倫理・セキュリティITを活用した業務改善に関する
お悩み・ニーズ

■　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へは右記URLからご利用ください。 https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/zaishoku/index.html

受講料日　程コース名
実践機械製図
有接点シーケンス制御の実践技術
実践建築設計3次元CAD技術（プレゼンテーション編）
機械組立仕上げのテクニック
実践建築設計2次元CAD技術（RC造平面図編）
2次元CADによる機械設計技術
BIMを用いた建築設計技術
電気設備のための計測技術
冷媒配管の施工と空調機器据付け技術
PLCプログラミング技術
精密測定技術（実践測定編）
実践建築設計2次元CAD技術（木造平面図編）

4/10（月），11（火），12（水）
4/12（水），13（木）
4/12（水），13（木）
4/12（水），13（木），14（金）
4/17（月），18（火）
4/19（水），20（木），21（金）
4/20（木），21（金）
4/20（木），21（金）
4/24（月），25（火）
4/25（火），26（水）
4/25（火），26（水）
4/26（水），27（木）

¥ 13,000
¥ 10,000
¥ 9,500
¥ 14,000
¥ 8,500
¥ 12,500
¥ 10,000
¥ 7,500
¥ 10,000
¥ 10,000
¥ 8,500
¥ 8,500


