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企業概要 製品・技術・サービス名

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

（順不同、敬称略）

オンリーワン企業認定式・記念講演会のお知らせ
日時：７月８日（月） 場所：北九州イノベーションギャラリー

記念講演会：講師 坂本光司（法政大学大学院教授）

詳細は、次号折込みチラシを

ご覧ください。

電動機・発電機の材料調達から製作、修理までの
一貫したトータルソリューションを提供
大型の電動機・発電機の修理作業において、故障発生を予測できる絶

縁診断システムを確立し、回転機の突発故障の低減に貢献するとともに、

万一の突発故障にも超短納期での対応を実現している。

材料調達から製作、修理まで一貫したトータルソリューションを提供でき

ることを強みとしている。

桑原電工（株）

シャボン玉石けん（株）

宝石・めがねのヨシダ

（株）シノハラ製作所

楽しい（株）

無添加石けんの製造

（有）ふく太郎本部

めがね、時計、補聴器、宝石の販売に関する

おもてなしサービス

北九州エコタウン発 廃棄物とバイオマスの新資源化システム

スライド式ソファベッド

ふぐ業界唯一のＨＡＣＣＰ認定工場

食品工場・レストラン等で発生する大量の生ごみを、減量・堆肥化して

土に戻す地域循環型システム〈メリーズシステム〉。

抗菌竹箸の供給とその廃棄箸の竹炭化、堆肥化のリサイクルシステ

ム〈セレス〉。そして、廃棄物とバイオマスの油化システム。

上記システムを有機的に組み合わせて開発した新資源化（堆肥化・油

化・炭化）システムを提供し、今後、新資源化システムの焼却炉を持たな

い自治体等への導入を目指す。

食の安全管理手法ＨＡＣＣＰの認可を全国ふぐ業界で唯一取得し、徹底

した衛生管理と検査、独自のトレーサビリティにより、妥協を許さない安全

管理を構築している。今後、東京へのふぐ加工品の販売強化を目指す。

シノハラのスライド式ソファベッドは、独自開発のヒンジ金具（ソファベッ

ドの回転機構）により、省スペース、取扱が簡単、主要可動部の耐久性

が高いなどの特徴を有し、病院やホテルなど業務用で高いシェアを誇る。

ソファ、椅子の張替えなど BtoC の取り組みの拡大により、新たな事業

展開を図る。

①商品販売だけでなく、その商品を着けて楽しむ場を提供

②確かな技術をもつ認定眼鏡士が必ず視力測定をするシステム

③補聴器購入者のみが参加できるピアノコンサートを毎年開催

④宝石リフォームの提案など、 おもてなしの顧客サービスを提供

社員の誕生日を「真の母の日」として休日を与え、親孝行を奨励するな

ど、従業員を大切にする経営を実践している。

代表取締役 野田 英治

代表 吉田 清春

代表取締役社長 森田 隼人

代表取締役社長 篠原 猛

八幡西区築地町 9-13

門司区中町 1-21

若松区南二島 2-23-1 

門司区片上町 3-33

代表取締役 松尾 康志

若松区向洋町 10-1 

北九州ｴｺﾀｳﾝ実証研究ｴﾘｱ内

代表取締役社長 古川 幸弘

門司区白野江 1-21-24

肌にやさしく、環境にも悪影響を与えない無添加石けんの製造。

シャンプー、リンス、歯磨き、洗濯用、台所用など、無添加にこだわった

各種製品を開発し続けている。

北九州市は、独創的な製品や技術、サービスを提供する優れた中小企業６社を第３回「北九州オンリーワン企
業」として決定しました。
７月８日（月）に認定式・記念講演会の開催を予定するとともに、今後、本市の看板企業として国内外に情報発

信を行い、販路拡大や海外展開を積極的に支援していきます。
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【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：原、仕田原 TEL：093-873-1433 

【問い合わせ先】 北九州市環境局 環境未来都市推進室 担当：日比野、中島 TEL：093-582-2630 

～中小企業省エネ設備導入促進事業～
省エネ・新エネ設備設置費用を補助します！！

北九州市では、工場や事業所における一層の省エネルギー対策を推進するため、省エネ設備や新エネ設備

を設置する市内の中小企業等に対し、設置費用の一部を補助しています。

１ 補助対象事業

既存施設の構造躯体（外皮）、建築設備の省エネル

ギーに寄与する改修工事を対象とします。生産設備に

関するものは対象外です。

・省エネ設備（高効率空調、高効率照明、高効率ボイ

ラー、節水型便器等）

・新エネ設備（太陽光発電、小型風力発電等）

※新エネ設備の単独導入は補助対象外です。省エ

ネ設備と複合的な導入が必要です。

２ 補助対象経費及び額

補助対象は、①と②の合計で１件あたりの補助限度

額は３００万円です。

①取得分：設備の取得に要した経費の１／３以内

②賃借分：設備の賃借に要した経費（賃借開始から

半年分以内）

◆詳細は、ホームページ（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200021.html）をご覧ください。

研究開発に成功した２社が成果を発表しました！！
北九州市は、去る３月２１日、助成金を活用して技術開発に挑戦し、実用化に成功したリーフ株式会社と九

州鉄道機器製造株式会社の２社による成果発表会を開催しました。北九州市立大学大学院 越出均教授のコ

ーディネートのもと、研究開発に取り組んだきっかけや苦労した点、今後の展開方針などが発表されました。

３ 補助対象者

・中小企業基本法第２条１項に定める中小企業者で

市内に事業所を置くもの

・法人税法第２条第６号に定める法人のうち、公益上

必要と認めるもの （医療法人、社会福祉法人等）

４ 補助対象要件等

・市内にある事務所等に設備を設置すること

・設備設置工事の施工者及び設計者が市内事業者

であること

※補助金の交付回数は、１事業者につき２回まで

です。

５ 補助金募集期間

平成２５年４月２４日～平成２５年５月３１日

「搬送・位置決め装置の用途拡大のための新型球体駆動モジュールの開発」

発表者 リーフ株式会社 代表取締役 森 政雄 氏

当初、車輪に代えて球体を用い、狭い製造現場でもスムーズに製品や材料を運搬できる自動台車

を開発していた時、「これを上下逆さまにしたら物を自在に移動できる搬送装置になるのではないか」

と考え、㈱タイヨウ（門司区）と「球体駆動による搬送・位置決め装置」の共同開発に着手しました。

今回の助成事業では、既存品では対応できなかった薄板ガラス等の軽薄素材の搬送にも使用でき

るよう、球体駆動の精度や防塵性の向上に取り組み、当初想定していた液晶・太陽光パネル向けの薄

板ガラス以外にも、自動車部品の製造ラインなど様々な用途での活用が可能になりました。

「鉄道ポイント部レール加工の生産効率向上に向けた加工冶具の開発」

発表者 九州鉄道機器製造株式会社 総務部主任 南雲 昌枝 氏

鉄道レールの加工現場における生産性向上のため、ボトルネックとなっていたレールの機械への着

脱作業を容易にする加工冶具の開発に取り組み、段取り時間の大幅な短縮に成功しました。

今後、工程の見直し等の改善を進め、品質、価格両面における競争力強化に取り組んで行きます。

市の助成金を活用することによって、単独では資金的に難しい開発に取り組むことができただけで

なく、加工時間の短縮という社内共通の課題に向かってプロジェクトの体制を築く中で、会社としての

一体感の醸成や社員のモチベーション向上にもつながりました。

平成２５年度 中小企業技術開発振興助成金の申請受付は５月１４日（火）まで！！
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【問い合わせ先】 北九州市産業経済局国際ビジネス振興課 担当：小田、碇 TEL：093-551-3605 

『北九州市中小企業海外展開支援助成金』を新設しました！！

対象者は、次の要件をすべて満たす方です。

①中小企業基本法上の中小企業者であること

（大企業からの出資金が 50％を超える企業を除く）

②市内に事務所または事業所を有すること

③市税を滞納していないこと

※同一の事業に関して、他の助成金との重複受給はできません。

新たな海外展開先として期待される地域における、販売に関する市場

調査及び生産財の調達等に関する企業調査に要する費用の一部を助成します。いずれも、助成対象者が

現地で調査を行うことを必要とします。

【助成対象経費】旅費・宿泊費（１名）、通訳経費、外国語版資料作成費、現地での展示装飾費

【助成額】助成対象経費の２分の１以内の額 【助成限度額】１０万円を限度

海外の見本市、展示会等への自社製品の出展費用の一部を助成

します。出展する製品は、市内で自社が生産・製造又は開発した産品・製品・技術及びソフトウエアとします。

【助成対象経費】出展（小間）料及び展示装飾費、旅費・宿泊費（１名）、通訳経費、出展物輸送費、資料作成費

【助成額】助成対象経費の２分の１以内の額 【助成限度額】３０万円を限度

営業拠点として複数企業が共同して利用する海外事務所の設置、

又は海外貸工場を活用した生産拠点の整備における費用の一部を助成します。

【助成対象経費】事務所及び貸工場の賃借料（最初の３か月分）、設備等の移設輸送・設置費

【助成額】助成対象経費の２分の１以内の額

【助成限度額】事務所は５０万円、貸工場は１００万円を限度

第９回 北九州マイスターを募集します！！
北九州市では、工業系製造業分野で永年活躍して

いる高度な技能者を“北九州マイスター”として認定・

表彰するとともに、優れた技能を“まち”の宝として次

代に継承し、地域産業の振興に貢献するための活動

を推進しています。

対象者

（http://www.city.kitaky

ushu.lg.jp/）

インドネシアで開催された海外見本市

北九州マイスター募集 で検索

【受付期間】 ５月１日（水）～５月３１日（金）

１．本市において、「産業振興に貢献した方」又は「産

　　業の発展に欠かせない方」。

２．技能が極めて優秀であり、当該職種における国

　　内の第一人者又はこれに準ずる方。

３．公的資格（技能検定）のある職種は、一級以上

　　（又は単一等級）の資格取得者。

４．指導育成能力を有し、後進の育成指導が十分に

　　期待できる方。

５．当該職種に２０年以上の従事経験を有し、かつ

　　年齢は４０歳以上の方。(現役の方に限ります)

６．本市に５年以上在住、又は在勤する方。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局高度人材育成課 担当：佐田、倉掛 TEL：093-582-2064 

対象分野 金属・機械関係、化学・窯業関係、電気・

電子関係、建築・建設関係、その他モノづくり関係

※工業系製造業分野に限ります。

募集期間

平成２５年５月１３日（月）～平成２５年６月２８日（金）

申込方法等の詳細

は、市ホームページで

ご覧いただけます。
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【問い合わせ先】 （一社）エネルギーマネジメント協会

事務局 TEL:093-616-8691 

平成２５年１月１日現在、市内に事業所を置く金属・

機械関係を中心とした中小製造業やソフトウエア業な

ど３７６社の技術、製品情報を掲載しています。受発

注、新たな事業展開、企業連携等にご活用ください。

冊子をご希望される方は、下記の問い合わせ先まで

お電話ください。ホームページでも閲覧できます。

（http://www.ktc.ksrp.or.jp/serch/technique_map.pdf）

一般社団法人エネルギーマネジメント協会では、省エ

ネ診断が行える人材を育成するための「省エネ診断員

育成講座」を行っています。

本講座は、北九州市の「省エネ診断士育成支援事業」

の認定を受けて実施しています。全ての講座受講後の

試験合格者で、市内在住者または市内事業者に勤務さ

れている方には「省エネ診断員認定証」を発行します。

（試験合格者のうち、本条件に該当しない方は「省エネ

診断員育成講座修了証」を発行します。）

【 日 時 】１回あたり全７日間、年４回開催

（６月・８月・１１月・１月）

【申込方法】 ホームページ（http://www.enea.jp/）より

申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、お申

し込み下さい。※時間・会場・受講費等の詳細は、ホー

ムページでご確認ください。

北九州商工会議所「中小企業優良従業員表彰」のご案内
北九州商工会議所では、中小企業で働く従業員の皆さまの福利厚生のために、毎年「優良従業員表彰」を実施し

ています。この事業は、同一事業所で５年以上勤続されている従業員の方々を表彰し、勤労意欲の向上を図るもので

す。従業員の福利厚生の一環として、この機会にぜひご利用ください。

北九州市は、環境負荷が低いことを新しい付加価値と

して捉えた製品や技術、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

さわしい製品・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。

【申込要件】省資源化製品などのｴｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂを製造、又

はﾒﾝﾃﾅﾝｽ､ﾘﾕｰｽなどｴｺｻｰﾋﾞｽを提供する市内事業者

【募集期間】４月１５日（月）～６月１４日（金）

【問い合わせ先】 北九州市環境局環境未来都市推進室

TEL：093-582-2630

【問い合わせ先】 北九州商工会議所会員・共済課 担当：里村 TEL：093-541-0182 

【表彰式日時】 平成２５年７月１１日（木）１６時より  （引き続き、記念パーティを開催します。）

ステーションホテル小倉

１名につき商工会議所会員事業所 ７,０００円、 一般事業所 １２,０００円

平成２５年５月１３日（月）～平成２５年６月３日（月）

【表彰式会場】

【申 込 金】

【受 付 期 間】

これから起業を目指す方、起業して間もない方むけ

に、創業の心構えから資金調達のポイントなど４日間の

集中講座を開催します。

※詳しくは、今月号の折込みチラシをご覧下さい。

【日時】平成２５年６月１日（土）・２日（日）・８日（土）・９日（日）

各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】３０名 【受講料】５,０００円

【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

【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：菊澤 TEL：093-873-1430

北九州市では取引先の倒産等により、資金繰りに支

障をきたしている中小企業の方々の融資の相談を受

けています。

平成２５年４月１日より連鎖倒産防止資金の融資期

間を延長しています。

７年（据置６月）以内→１０年（据置２４月）以内

【問い合わせ先】北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：上野 TEL：093-873-1433

　「省エネ診断員認定証」保有者の診断に従って効果的

な改修を行う場合は、北九州中小企業省エネ設備導入

促進事業の審査において加点評価の対象となります。


