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藤安醸造株式会社
　代表取締役社長　藤安　秀一
＜企業概要＞
　所 在 地　鹿児島市谷山港2-1-10
　創　　業　明治3年11月
　従業員数　55名
　事業内容　�味噌・醤油・食酢・ソース・
　　　　　　加工調味料の製造・販売
　Ｔ�Ｅ�Ｌ　099-261-5151
　Ｆ�Ａ�Ｘ　099-262-1357
　Ｕ�Ｒ�Ｌ　http://www.hishiku.co.jp/
　Ｅ-mail　horebore@hishiku.co.jp
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C O N T E N T S

　今号の表紙は、鹿児島市谷山港2丁目で、味噌、
醤油、食酢、ソース、加工調味料などの製造・販
売を行い、鹿児島独特の味を支え続けている老舗
の藤安醸造株式会社の代表取締役社長藤安秀一さ
んです。同社は、平成28年12月に100年企業顕彰
の「優良100年企業表彰」を受賞されました。

　創業者の休左衛門は、江戸時代に穀物問屋を営
み、薩摩藩の御用商人であり、蔵には多くの米・麦・
大豆・塩などが貯蔵されていました。それらをも
ろみという形にし、自然発生的に起こったのが、
醸造業であり、明治４年の史料文献に当家のお茶
に関する記述があり、それ以前から家業として味
噌、醤油、食酢、清酒などを製造販売していたよ
うです。以来、鹿児島の味の黒子的存在として鹿
児島の食文化を支え、全国の鑑評会でも多数の受
賞歴を誇っています。現在は、60種類を超える醤
油、10種類の味噌をはじめ、食酢等の各種調味料
や鶏飯のフリーズドライ商品、塩麹や味噌飴等も
製造しており、 のマークで広く県民に親しま
れています。

◇鹿児島の味を守り、おもてなしの心で
　人の味覚は想像以上に保守的
で、小さいころから積み重ねて
きた好みの味覚は簡単には変え
られないと考えています。鹿児
島の醤油は甘い。県外からの観
光客には、この甘さが苦手な人
もいますが、この甘さこそが私
たちには慣れ親しんだ故郷の味
となっています。そんな鹿児島
の人の味覚にあった商品のひと
つとして「極あまくち　専醤」は、
通常の醤油とブレンドすること

で甘さを調整できるように開発した究極の甘口の
醤油ですが、ブレンドせずそのまま使用する人が
ほとんどで、当社の看板商品になっています。

　また、藤安家の休左衛門屋敷でふるまわれる料
理が、あまりにも美味しいので「休左衛門亭」と
評され、素材や製法にこだわった調味料は重宝さ
れたという。その「おもてなしの心」の原点に立
ち返り、かごしま産業支援センターの食プロの事
業を活用し、鹿児島県産の厳選された原料、こだ
わりの製法・デザインで「休左衛門亭」シリーズ
として「だし醤油」「煎り酒」「ぽん酢」を開発し
ました。「休左衛門の志を継いで家業に勤しむ様
子を現代から天へと届けたい」というメッセージ
が込められています。

◇今後の取組
　平成17年から、地域の皆様との交流の場として
「ヒシクほれぼれ祭り」を開催し、従業員総出で
切り盛りし、直接顧客に接していますが、地元か
ら支えられているという意識が感じられ、社員の
意識改革にもつながっています。今後もお客様の
喜ぶ味づくりを基本に、伝統を守りながら、時代
を的確にとらえた商品作りに邁進し、地域社会か
ら必要とされる企業を目指してまいります。

今号の表紙
私の思い
よろず支援拠点相談コーナー
プロフェッショナル人材戦略拠点コーナー
わが社の輝く女性　アサダメッシュ㈱鹿児島工場　大野　美空さん　松山　穂奈美さん
特集　かごしま産業支援センターの助成金・補助金の採択企業が決定しました
企業紹介　㈱キンコー
ベンチャープラザコーナー
取引振興コーナー

今
号
の
表
紙

休左衛門亭シリーズ
　【だし醤油】　　【煎り酒】　　【ぽん酢】

休左衛門亭・ギフトセット

おそらく日本一甘い
「専醤」
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　本年の４月から本坊修前会長の後任として鹿児
島県経営者協会の会長職を拝命しました。

　鹿児島県経営者協会は昭和22年７月に「鹿児島
県産業協会」として設立された後、昭和25年の日
経連の組織化に合わせて「鹿児島県経営者協会」
へ改組しました。
　現在、会員数は231社で11月に創立70周年の式
典を予定しています。
　一方、経団連も70周年で５月に式典を既に行っ
ています。
　各地域に各種の経済団体がありますが、本協会
は、経営者団体としての性格を持つ経済団体とし
て「経営の安定」と「人材育成」を基本理念に雇
用問題等への対応やコンプライアンスの徹底、危
機管理体制の確立など、経済界の労働・総務担当
としての役割を担っています。　

　鹿児島県は農業・畜産・漁業・林業の一次産業、
焼酎・お茶の一・五次産業が全国で上位にあります。
　来年度は明治維新150周年、ＮＨＫの大河ドラ
マ「西郷どん」の全国放映等、観光産業の更なる
発展の可能性がふくらんでいきます。
　ＮＨＫの大河ドラマで鹿児島が舞台となったの
には、平成２年の「翔ぶが如く」、平成20年の「篤
姫」とあり、その都度、多くの観光客が訪れてい
ます。
　観光客の増加を一過性のものでなく、永続的な
ものにするには、歴史・自然・食べ物だけでなく、
人工物（歴史的建物等の復元）、おもてなし、そ
してもう一つ、町の美化も観光の大きな要素では
ないかと思います。

　観光地や道路にゴミが捨てられ、草木が生い
繁っていると興味半減です。
　会社においては４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）
を実施していても、一歩会社を出ると周りに草が
繁っている所を見かけます。
　観光産業の発展は、交流人口が多くなることで、
三次産業ばかりでなく、地産地消等により一次産
業、二次産業と全ての産業の発展に、そして雇用
拡大につながります。
　是非共、全員参加で会社の周辺あるいは自宅の
周りだけでも除草し、手軽にできる町の美化が進
んでいけばと願います。

　企業は社会にとって必要とされるものでなけれ
ばならないと思います。
　それが「経営の安定」になり、社員の安定雇用、
家族の安心にもなると思います。
　私は、私自身の経営理念として、少々おこがま
しいですが、儒学の祖の一人である荀子の言葉の
「先義後利」を掲げています。その意味は企業の
利益は、お客様と社会への義を貫き、信頼を得る
ことでもたらされるという事です。
　近江商人の「三方よし」、あるいは宅急便の生
みの親である小倉昌男さんの著書にも書かれてい
る「サービスが先、利益は後」にも通じるものが
あると思います。

　公益財団法人かごしま産業支援センターにおか
れましては、社会に必要とされるであろう企業へ
の支援を通じて、鹿児島の発展に寄与される事を
心より祈念いたします。

鹿児島県経営者協会
　　　　会長　諏訪　健筰
昭和45年３月　慶應義塾大学商学部卒
平成９年５月　�トヨタエルアンドエフ

鹿児島株式会社
　　　　　　　代表取締役社長
平成11年５月　�株式会社トヨタレンタ

リース鹿児島
　　　　　　　代表取締役社長
平成27年５月　�株式会社トヨタレンタ

リース鹿児島
　　　　　　　代表取締役会長
平成29年４月　�鹿児島県経営者協会　

会長

私の
　思い

地場産業の発展で雇用の拡大を
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　中小企業・小規模企業・個人事業主の皆様に対して経営支援を行っているよろず支援拠点。様々なご相談
に対して、マーケティングや資金計画など、専門性を有したコーディネーターがあらゆるご相談に無料で対
応。経営課題の解決をお手伝いしています。

◆事例１◆
魅力ある売店づくりに成功！
花の温泉ホテル　吟松　（指宿市）

【相談内容】どこでも手に入る土産物が並び、個性を感じられないこと
で売上が伸び悩んでいるように思う。もっと指宿らしさや吟松ならでは
の魅力を感じていただける売場にしたい。
【支援内容】コスメ商品が充実しているなど、他ではあまり扱っていな
い商品があることを指摘。地元産品とともに前面に出す、メリハリのあ
る売場を提案しました。加えて POP を使って商品カテゴリーを明示。
お客様にとってわかりやすく、商品を見て回りやすい動線の必要性をア
ドバイスしました。その結果、お客様の滞在時間が長くなり、売上も約
５割増加しています。

◆事例２◆
PR 動画が話題で、客足増加！
田中カレー　（鹿児島市）

【相談内容】開店１年半。顧客増のため新しいアクションとして、レトルトカレー
を販売したい。
【支援内容】現在の設備では難しく、来店客増が得策と判断。店主自ら出演する
PR動画の制作を提案したところ、動画が話題となり、売上４割増となりました。

◇鹿児島県よろず支援拠点
　　所在地：〒892-0821　鹿児島市名山町９番１号　県産業会館１階
　　電　話：099-219-3740　ＦＡＸ：099-223-7117　�E-Mail：yorozu@kric.or.jp
　　【相談日】月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分（祝祭日、年末年始を除く）
◇大隅よろず相談窓口（鹿屋市産業支援センター内に開設）
　　【相談日】毎週火（完全予約制）・金曜日　午前10時～午後４時（祝祭日、年末年始を除く）
◇北薩よろず相談窓口（薩摩川内市産業支援センター内に開設）
　　【相談日】毎週木曜日　午前10時～午後４時（祝祭日、年末年始を除く）
◇土曜相談会　毎月第４土曜日　午後１時～５時　アイムビル４階会議室

経営相談所
よろず支援拠点

成果が出るまでしっかりサポート！相談は何回でも無料！

売上を伸ばす支援事例のご紹介

◇◇お気軽にご相談ください　　ご予約は鹿児島県よろず支援拠点までどうぞ◇◇

新たに2名のコーディネーターが就任

←�　PR動画はユーチュー
ブにアップし、多くの
人の目に触れた

森�史憲コーディネーター
　Ｈ29年４月就任
＜専門分野＞
　IT・EC活用
　販売促進

鎌田�香コーディネーター
　Ｈ29年4月就任
＜専門分野＞
　�ブランディング・商品
開発・企画デザイン
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◇鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業のご紹介

　鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点では、人材戦略マネージャーをはじめ４人のスタッフが、登録
人材紹介事業者や地域金融機関等と連携して、県内の高い成長力を持つ企業や新たな経営戦略・プロジェク
ト等に取り組もうとしている企業の方々と、都市圏等のプロフェッショナル人材の皆さまとのマッチング・
採用をサポートしています。

　昨年１月の拠点開設以来、300件を超える企業訪問や相談対応を行い、具体の求人活動に至った80件のうち、
12件（人）のプロフェッショナル人材の採用成約が実現しました。（平成29年７月末現在）
　採用されたプロフェッショナル人材の中には、県内企業の成長戦略や魅力、経営者の想いにひかれて、故
郷・鹿児島にＵターンし、新しい活躍の場を求められる方もいます。
　お気軽にご相談ください。

《今年度の採用事例》

《事業のスキーム》

　　　まずは、「プロフェッショナル人材戦略拠点」にご相談ください。
　　　　　　　（公財）かごしま産業支援センター
　　　　　　　　鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点
　　　　　　　　TEL：�099-219-9277����Email：projinzai@kric.or.jp

プロフェッショナル人材戦略拠点コーナー
企業のチャレンジを担える人材との
マッチングをお手伝いします！

今後とも、県内企業の成長発展を人材面で積極的にサポートします。

業　　種 経�営�課�題 求�人�像 前　任 年　齢 成約年月

電気機械器具製造業 生産体制見直しによる新
部門設置 製造工程の総括 県　内 50代 29年４月

情報サービス業 社内マネージメント強化 社内統括経験者 県　内 60代 29年５月

自動機械製造業 ニーズに対応できるエン
ジニア確保 機械設計技術士 県　内 40代 29年６月

食料品製造業 将来の幹部候補となる若
い人材不足 営業部長 県　外 30代 29年６月

食料品製造業 自社ブラントの育成・強
化

プロジェクトリー
ダー（広告・宣伝） 県　外 40代 29年６月
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わが社の輝く女性！
　今号は、エレクトロニクス関連のスクリーン印刷用高精密金属メッシュ、濾過用、ふるい用、電磁波シールド用等
の各種金網の製造を行うアサダメッシュ株式会社鹿児島工場の製造部で製網工程を担当されている大野美空さんと松
山穂奈美さんです。

アサダメッシュ株式会社
所　在　地：大阪府松原市新堂4-23-7
鹿児島工場：薩摩川内市祁答院町黒木6165
創　　　業：昭和15年
事 業 内 容：�スクリーン印刷用、濾過用、ふる

い用、電磁波シールド用等、各種
金網の製作・販売�

Ｔ Ｅ Ｌ：0996-55-0204
Ｆ Ａ Ｘ：0996-55-1253
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.asada-mesh.co.jp

◇入社のきっかけは
　父の影響から製造業に興味をもち、自分も製造に
関わる仕事をしたいと思っていたところ、当社を知
り、入社しました。

◇会社への思いや抱負について
　私は今年で、入社６年目になります。入社当時は
分からないことや、できないことばかりでしたが、
今では１人でできることも多くなり、後輩に指導す
る機会もでてきました。しかし、まだまだ、できな
いこともあるので、先輩方に指導してもらいながら、
日々、努力して、頑張っていきたいと思います。

◇入社のきっかけは
　私は高校時代から製造関係の仕事に就きたいと
思っていました。求人票を見た時に、アサダメッシュ
という会社名を初めて知り、どういうものを製造し
ているのだろうと興味を持ちました。お客様の期待
に応える品質を誇りとし、厳密な品質管理体制を築
いている当社にとても魅力を感じ入社しました。�

◇会社への思いや抱負について
　入社して６年目になりますが、まだこれから学ぶ
ことがたくさんあるので、先輩方にいろいろ教えて
もらいながら、能力を高めていきたいと思います。

品質チェックの様子

◇会社での担当部署
　製造部製網課という部署に所属しています。織り機でステンレスメッシュを製造し、その過程で不具合が発
生していないかの品質チェックを行っています。
　また、超極細線が切れた時のトラブル対応も行っています。

品質チェックの様子

製造部　製網課　
　大野　美空さん

平成24年入社
薩摩中央高校卒
うお座
◇趣味は音楽鑑賞です。

製造部　製網課　
　松山　穂奈美さん

平成24年入社
川薩清修館高校卒
おとめ座
◇趣味はDVD鑑賞です。
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【研究開発助成金】
　県内中小企業のものづくり技術の高度化、新製品開発能力の向上などにつながる研究開発を助成するもの
です。� （募集期間：４月３日～５月12日）

○重点業種研究開発支援事業
　自動車、電子、新成長分野関連産業に係る新技術・新製品の研究開発に要する経費の一部助成

○新事業研究開発助成事業
　技術高度化を志向する中小企業等の研究開発等に要する経費の一部助成

【かごしま産業おこし挑戦事業助成金】
　自動車・電子・食品・新成長産業関連の戦略的産業振興分野及び地域資源活用・農商工等連携分野、新事
業開拓分野に係る中小企業等の新事業創出の取組みを助成するものです。�（募集期間：４月３日～５月12日）

○中核的企業創出プログラム事業
　地域を牽引する中核的な企業を創出する経営計画の作成、計画の実施に要する経費の一部助成

○地域資源活用起業家支援事業
　起業に向けた新商品・新サービスの開発、販路開拓等に要する経費の一部助成

特　集
平成２9年度
公益財団法人　かごしま産業支援センター
　助成金・補助金の採択企業が決定しました！

　本年７月末までに採択を決定したもの（一部の事業を除く）です。
　なお、一部の助成金については追加募集します。詳しくは、センターホームページでご確認ください。

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ
㈱ＤＩＴ（霧島市） 高靱性ハイブリット型パッシブ制震デバイスの開発

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ

アロン電機㈱（さつま町） マシニングセンター内部に後付けできる画像部 100㎜角サイズのコンパクトな
ドリル・エンドミル摩耗検査装置の開発と販路拡大

マトヤ技研工業㈱（曽於市） 養鶏現場における重労働の軽減と生産性を向上させる捕鶏システム機器の開発

㈱アーダン（奄美市） 奄美産ノーマル及び高機能シルクを原料とした医薬部外品の研究開発・製造販
売体制の確立

㈲Ｋ・アクセス（鹿児島市） キャンピングカーという概念に捕われず、旅をする事・移動する事務所等、エ
ンドユーザーのニーズに合わせたコンセプトカーの製造販売

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ
㈱大麦屋（伊佐市） 「さつまいも水あめ」を活用した和洋菓子の開発

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ
東フロコーポレーション㈱
（霧島市）

ダイカストマシンの金型冷却温度を高精度に自動コントロールできる、シス
テム（IDS 集積フローコントロールユニット）の開発

㈱秦野精密（さつま町） 圧倒的コスト低減を目指す順送板厚方向鍛造技術の開発
アサダメッシュ㈱（薩摩川内市） 特殊構造メッシュを用いた高性能油水分離装置の試作開発
アロン電機㈱（さつま町） メッキ品及び異形切削工具チップの外観検査装置の開発
ＹＥＪガラス㈱（出水市） 破壊強度と接着強度が高く、適用範囲の広い低融性ガラス封止材の開発
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○地域資源活用・農商工等連携新事業創出支援事業
　事業化や農商工等連携の取組みに要する経費の一部助成

○新事業参入調査支援事業
　新分野、新市場への参入、研究開発の事前調査、製品企画に要する経費の一部助成

○国内（海外）新市場開拓調査支援事業
　展示会出展や展示会での市場調査（アンケート）に要する経費の一部助成

【中小製造業者創業・新分野進出等支援事業補助金】
　創業や新分野進出、規模拡大に取組む中小製造業者を総合的に補助するものです。
� （募集期間：４月14日～６月９日）
○経営計画実施支援事業
　人材育成、試作・研究開発、マーケティング・販路開拓、専門家招へいに要する経費の一部補助

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ
上野食品㈱（阿久根市） 「穂先タケノコ」を活用したタケノコ加工製品の開発
㈱下堂園（鹿児島市） クラフトビール「Kagoshima�Four�Seasons�Tea�Ale」の開発
㈱竹之内組（垂水市） 鹿児島県垂水市産の赤エビを活用した赤エビスープの開発
㈱奄美養蚕（奄美市） 島内栽培された島桑を原料とした蚕用人工飼料の開発
㈲奥建具製作所（鹿児島市） 認証かごしま材と建具職人の技術を活かした移動式和室の研究開発
セイカ食品㈱（鹿児島市） こなみずきでん粉（低温糊化性でん粉）を使用した高付加価値な新菓子商品の開発

企　　　業　　　名 内　　　　容

国
　
　
　
　
内

アクアマリン㈱（姶良市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
㈲かごしま有機生産組合（鹿児島市） 第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017
ケービー食品㈱（鹿児島市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
サテライツ㈱（曽於市） 第22回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2017
㈲スリーウッドひかり（さつま町） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
㈲清木場果樹園（南さつま市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
㈱清泉社（鹿児島市） 第52回スーパーマーケット・トレードショー 2018
㈱髙浜蒲鉾（いちき串木野市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
㈲テイクワイズ・コーポレーション（鹿児島市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
南州農場㈱（肝付町） 地方銀行フードセレクション2017
㈱ハラダ精工（鹿児島市） エコプロ2017 ～環境とエネルギーの未来展（第19回）
㈱松野下蒲鉾（枕崎市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
マトヤ技研工業㈱（曽於市） FOOMA�JAPAN�2017�国際食品工業展
㈱マルニフーズ（枕崎市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
㈱明治屋（枕崎市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017
吉村醸造㈱（いちき串木野市） 南の逸品商談会�in�Tokyo�2017

海
　
外

㈱飯塚製作所（姶良市） ENGINE�EXPO�2017《米国》
鹿児島製茶㈱（鹿児島市） ナチュラルプロダクツエキスポウエスト2018《米国》
西尾製茶（鹿屋市） Winter�Fancy�Food�Show《米国》
ＹＥＪガラス㈱（出水市） SEMICOM�WEST�2017《米国》
㈱和香園（志布志市） Food�Expo�2017�ジャパンパビリオン《香港》

企　　　業　　　名 内　　　　容
㈲尾塚水産（阿久根市） 飼料化を主目的とする駆除ウニの利用開拓調査事業

企　　　業　　　名 テ　 ー　 マ
キリシマ精工㈱（霧島市） 歯列矯正用器具製造技術確立に伴う医療用器具製造分野への進出
西農園㈱（日置市） 鹿児島県産の米・自社製造の米麹を使用した甘酒の製造・販売
㈱オーケー社鹿児島（鹿児島市） 自動車業界向け静電塗装時異常放電検出装置の開発
ＹＥＪガラス㈱（出水市） センサ用ガラスプレートの微細化及び効率的製造方法の確立
アロン電機㈱（さつま町） 異物検査装置の汎用モデル開発による食品分野への進出と販路拡大
㈱押野電気製作所（鹿児島市） 赤外線センサー用のランプ開発と製造、販売
㈱マルマエ（出水市） ロボット技術による医療分野等の新製品の開発（設計・製造・販売）
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【中小企業等外国出願支援事業補助金】
　国際的な事業展開や知的財産権侵害品へ対応するため戦略的な外国への特許出願等を補助するものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（募集期間：５月８日～６月９日）

【起業家スタートアップ支援事業補助金】
卸売業、小売業、サービス業を起業予定の者または起業２年未満の者を対象に補助するものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域活性化枠募集期間：４月12日～５月12日）
○起業家スタートアップ支援事業（地域活性化枠）
　店舗の改装費や広告宣伝費など創業初期に要する経費の一部補助

企　　業　　名　　な　　ど 概　　　　要
（同）奄美はなはなエール（瀬戸内町） 奄美群島の地ビールで奄美をもっと魅力化プロジェクト

有川　聖詩（奄美市） 過疎化集落の観光資源を活用した、集落活性化の一助としてのマリン
レジャーの開業

祝　隆之（瀬戸内町） 大島海峡の魅力が詰まったシュノーケリングガイド事業

江川　竜彦（屋久島町） 天然水と季節のフルーツを活用した屋久島オリジナル発泡酒製造小
売・卸売事業

ＬＲ㈱（日置市） 自治体ふるさと納税サイトの作成・運営業務代行による地方特産のＰＲ
小川　勇助（湧水町） 園芸活動・グランドゴルフ等屋外活動重視型通所介護事業所の設立
オフィスＨＴ（同）（日置市） 特徴ある事業所を目指し、丁寧に関わる児童発達支援事業
ｃａｌｍ（日置市） おいしいパスタとお酒で至福のひと時を過ごせる店に
キッチン café はる（南さつま市） 高齢者・女性客に愛される飲食店へのリニューアル
木原　龍也（伊佐市） 幸福なペットライフを提案できる確かな技術とサービスの店舗開業

久保　健市（奄美市） 過疎集落の空き屋対策と集落活性化の一助として開設したゲストハウ
スのリニューアル

久留米　紀子（鹿児島市[旧松元町]） 地元野菜を使ったママと子どものためのカフェ

㈱ＧＥＬ（奄美市） 奄美市中心商店街交流人口増加と地域健康増進にむけた整骨院併設の
サポートスタジオ運営

小泉　理恵（大和村） 大和村地域活性と観光客訪村のための地域交流型ゲストハウス設立

ココアイ（湧水町） 湧水町の地域資源を活用した自社ブランド商品「アイス・ソフトクリー
ム」の製造販売

㈱後藤正義（南九州市） 知覧町（平和公園近く）に珈琲・自家産茶と焼き菓子を提供する新た
な店舗開設

重田　朱美（宇検村） 宇検村の賑わいと再生を応援する自家焙煎珈琲店の開業
新山　喜久男（日置市） 足と靴の相談室・上級フィッターのいる店
徳永　誠（姶良市[旧蒲生町]） 日々の暮らしに笑顔の時間を生み出すオーガニックな珈琲店

区　分 企　　　業　　　名 発明の名称、または商標の内容

特　許 ㈱ヨシカワ（薩摩川内市） 粉粒体排出シュートにおける結露防止装置及び粉粒体供給
装置

商　標
本坊酒造㈱（鹿児島市） （商品名）
ソルト・ブレイク・ジャパン㈱（姶良市）（商品名）
ソルト・ブレイク・ジャパン㈱（姶良市）（商品名）

昭光エレクトロニクス㈱（日置市） ICT 技術とロボット制御技術を活用した鳥獣駆除制御機器の開発・販売
三州産業㈱（鹿児島市） 施設園芸用温室ハウス環境制御コントローラの開発
㈱日置精工（日置市） 食品業界向け粒度選別機の製造・販売
㈱ナガミネ（霧島市） 鹿児島県産黒にんにくを原料とした新商品開発及び販路拡大事業
日生化学㈱（出水市） 真空成型プラスチックトレーの医療分野への進出および生産規模拡大
鹿児島ケース㈱（日置市） 超精密板金加工製品の開発による医療関連機器分野への販路拡大
グローバル・オーシャン・ワーク
ス㈱（垂水市）

養殖ブリの加工残渣を利用した食品（サプリメントを含めた）の試作開発
と販路開拓

㈱プラグマテック（鹿児島市） LED応用商品の開発と製造・販売
㈱東郷（鹿児島市） 超精密プラスチック金型開発による高付加価値製品の量産化

アサダメッシュ㈱（薩摩川内市） 大面積の医療用エレクトロニクス事業への参入を目指した「超微細高強度
金属メッシュ」の開発

テックス㈱（さつま町） 医薬品・食品製造向けサニタリータンクの研磨と滅菌技術の確立
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【食品加工技術レベルアップ支援事業補助金】
　食品関連企業が求める加工上の技術的ニーズと機械製造業者のもつ技術的シーズをマッチングし機械装置
等の試作究開発を補助するものです。

【食のプレミアム商品開発支援事業補助金】
　国内外の高付加価値商品の購入層をターゲットに、付加価値の高い商品づくり（商品の開発・改良や商談
会への試作品出展等）を行う県内の食品関連事業者に対し補助するものです。

（募集期間：５月８日～５月31日）
企　　　業　　　名 概　　　　要

上野食品㈱（阿久根市） 地域資源のタケノコを活用したお土産用商品の開発・販路開拓
㈱オキス（鹿屋市） 温州みかん・レンコンをブレンドした「甘酒サプリ」の開発・販路開拓
鹿児島くみあい食品㈱
（鹿児島市） 黒酢とお茶（新茶葉）を組合わせた健康的な清涼飲料水の商品開発

㈱下園薩男商店（阿久根市） ラー油（調味料）等の開発および直売所「イワシビル」の付加価値ブランドの販
路開拓

㈱全笑（喜界町） 喜界島産唐辛子のブランド構築と白ごまセサミンの商品化
福山黒酢㈱（霧島市） シェフ監修による地域ブランドフルーツを使った飲料の開発
㈱ＹＳフーズ（鹿児島市） ぶり・かんぱちなどを使用したスマイルケア商品など（機能性商品）の開発
㈱和香園（志布志市） 国産紅茶とゆず・グリーンティーの商品開発・販路開拓

長瀬　真人（霧島市[旧牧園町]） 地産地消のオーガニックカフェ開業
永野　浩章（肝付町） made�in�KIMOTSUKI の農産加工品を全国へ、世界へ
西田　雄作（徳之島町） 徳之島で 2020 年プログラミングの必修化に向けたＰＣ教室を開校
㈱農栄（鹿屋市） 蛍の町輝北町で全国品質のさつま芋卸売りの出荷場作り

Patisserie�Bonappetit（鹿屋市） 季節の果物を使った本格パフェ・ジェラートがテイクアウﾄ &飲食で
きるカフェスペースの開設

土生　みずほ（伊佐市） 地域の憩いの場となる地域食材カフェの開業
濵田　政攻（東串良町） 大隅の資源を活用！空工場跡に造る本格石窯のピザ屋
hair ＆ spa�etu（鹿屋市） ヘッドマッサージによるココロとカラダの癒やし空間作り

枕崎マリンサービス（枕崎市） 枕崎市の海洋レジャーを総合的にサポートし、枕崎港を世界中のダイ
バーや釣り人が訪れる海洋基地にする

LAGBAG�MUSIC（姶良市[旧蒲生町]） 未来を担う子供たちのための楽器店づくり
ラーメン豚葫蘆（南さつま市） 看板設置による認知度向上で集客力アップ
Ｒｉｂ（瀬戸内町） 地域活性化に向けた地産地消型飲食店の展開事業

企　　　業　　　名 概　　　　要
㈱唐船峡食品（指宿市）と㈱日置精工（日置市） さつまいもチップ選別機の試作開発

第11回かごしま産業技術賞の募集

　かごしま産業センターでは、鹿児島県内の企業等が最近３年間に開発した新製品・新技術を公募し、特に優れ
たものを表彰します。あなたの新製品や新技術をご応募ください。

大賞（�１点）・・・・・・・・・賞状、賞金 50万円
奨励賞、特別賞（各�１点）・・・賞状、賞金 25万円

【対象となる研究開発】�平成26年4月1日以降、原則として最近３年間に鹿児島県内で開発された新製品または新
技術で、実用に供され本県産業の振興に寄与しているもの。

【募 集 ・ 推 薦 期 間】平成29年9月1日（金）～10月31日（火）
【申 込 ・ 問 合 せ 先】（公財）かごしま産業支援センター　産学官連携課　担当：中村、尾前
　　　　　　　　　　　〒 890-0065　　鹿児島市郡元 1-21-40　鹿児島大学産学官連携推進センター棟 2F
　　　　　　　　　　　TEL：099-214-4770　FAX：099-214-4771　E-Mail：sangaku@kric.or.jp
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企 業 紹 介
■会社概要
　株式会社キンコーは、金型、治工具、精密部品の
設計・開発・製造を主な業務として、昭和51年に川内
市湯田町で創業し、工場拡張のため、昭和54年４月
に現在地の薩摩川内市小倉町に移転しました。

■当社の優れた技術
　当社は、創業以来培った技術で、セラミックグリー
ンシート、ＭＣＰＥＴ素材等を、超硬ピン（丸・楕円・角・
異形）で打ち抜く精密打ち抜き金型（主に光反射基
盤、携帯電話などの携帯型情報端末のプリント実装
基板のチップ等になります）や、セラミック、金属、
特殊樹脂等の粉末を押し固めて成形する粉末成形
金型（主に電子部品、切削工具、耐摩耗部品等にな
ります）、その他各種金型、金型パーツの設計・開
発・製作・修理・メンテナンスおよび治工具、各種
吸着コレット・ディスペンサーノズル、その他精密部
品の製作を行っています。
　使用素材は、各種一般鋼材、超硬、アルミ、ステ
ンレス、銅、真鍮、モリブデン、タングステン、サーメッ
ト、チタン、アンビロイ、インコネル、樹脂等あらゆ
る材質に対応しています。

　また、当社の微細精密加工は、様々なニーズに対
応するよう、積み上げてきた常に高みを目指す向上
心から生まれた加工技術であり、お客様より高い評
価をいただいています。
　φ0.04mmの微細穴放電加工、φ0.03mmワイヤー
線による精密微細ワイヤーカット加工、平面度公差
5µmの精密研削加工、最良面粗さRa0.06µmの形彫
り放電加工、その他マシニング加工、旋盤加工、円
筒研削加工、精密プロファイル研削加工が可能です。
　また、各種メーカーの加工設備をバランスよく保
有しており、最適な加工方法を組み合わせ、オリジ

ナル治具等を使用し、操作する技術者のスキルと手
作業による接着、ロウ付け、焼き嵌め、鏡面磨き、
摺り合わせ等の職人技を融合した製品作りを行って
います。ISO9001の認証取得により、品質管理にも
万全を期し、CNC3次元画像測定器等を用いて検査
体制を敷いています。
　さらにコンピュータによる見積システムや受注納
品管理システム等を独自開発し高品質・短納期・低
コストに取り組んでいます。�

■当社の経営理念
　当社では、「私達は、顧客のニーズに対応した、
高い品質の製品を生産することで信頼を得ると共に
地域社会に貢献する企業を目指す。」を経営理念と
しています。

■今後の展望・抱負
　ホームページ、展示会等により当社を広く知って
もらい、全国展開を目指しています。また、今以上
に精密微細加工を極め、難しい技術にも常に挑戦し、
少数精鋭の技術者集団としてさらにお客様に評価・
信頼していただけるよう努めてまいります。

精密微細加工と職人技の融合

所在地：薩摩川内市小倉町7561
創　業：昭和51年11月
資本金：1,000万円
従業員数：30名
事業内容：金型・治工具・精密部品加工
ＴＥL：0996-26-3630
ＦＡＸ：0996-26-3076
ＵＲL：http://www.precision-kinkoh.com
E-mail：kinkoh@po2.synapse.ne.jp

　　　　　　　株式会社キンコー

（株）キンコーの極限への挑戦《細穴》

（株）キンコーの極限への挑戦《金型》

代表取締役
社長

吉見　嘉之
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ベンチャープラザコーナー

　平成29年５月10日（水）鹿児島市において開催し、㈲エール、加治木産業㈱、協和食品工業㈱の県
内の3社にそれぞれビジネスプランを発表していただきました。
　100名を超える参加者は、発表に興味深く耳を傾けるとともに、質疑応答も活発で盛会となりました。
（発表企業累計234社、うち県内企業173社）

発表内容
≪企業紹介≫
　薩摩半島最南端、指宿市開聞にて工業用センサ組
立・検査業として平成３年創業。
　平成17年より、地域資源である “ オクラ ” 包装資
材ネットの製造・販売を開始、その後ネット製造技
術を応用して、洗顔用泡立てネットの製造・販売を
開始。
　平成26年より、オクラパウダーをメインに野菜の
一次加工に取り組み、原料メーカーとしても事業展
開しています。また、化粧品・健康食品原料の開発
も進め、コスメプロダクト部を創設、高機能性ご当
地コスメの販売を開始しています。

≪商品開発のきっかけ≫
　地元指宿市はオクラ生産量日本一を誇っています
が、規格外品の発生など、産地ならではの課題があ
ります。そこで、未利用資源の有効活用方法を調査
したところ、これまで畑で焼却処分されてきた完熟

オクラ種子には、美容成分を有することが判明、既
にフランスから化粧品原料として輸入され、大手化
粧品メーカーで使用されていました。そこで、産地
の強みを生かし、鹿児島産オクラ種子エキスの開発
に取り組みました。

≪商品の特徴≫
　濃密美容泡マスク「ルナリウ
ム」は、独自美容成分 “完熟オク
ラ種子エキス ”配合で、夜塗って
そのまま寝る、洗い流さない、年
齢を重ねた肌に、うるおい・ハリ・
ツヤを与える泡状マスクです。
　シート状マスクではケアしに
くかったシワやほうれい線など
のへこみにも、きめ細かな泡が密
着し、集中ケアします。
　週１～２回のスペシャルケア
として、オクラのパワーを試して
みませんか？《オクラ種子エキス
には、コラーゲンやヒアルロン酸等を作り出すヒト
の線維芽細胞を増殖活性化させる美容作用が期待で
きることが検証されています。》

発表後の成果・感想
　オクラには青果として食べられる以外にも、美容
効果がある素材として、既に化粧品業界で使用され
ている優れた素材ということを多くの方に知ってい
ただく機会となりました。
　また、オクラの活用方法についてアドバイスをい
ただいたり、新たな素材として興味を持っていただ
くことができました。心より感謝申し上げます。

今後の展望
　温風乾燥粉砕したオクラパウダーを菓子や麺など
加工食品の原料として提案しています。
　インナービューティーとして、食べても飲んでも
有効で、化粧品にしても活用できる内外美容に適し
た素材として、今後もオクラの魅力を追求し、新た
な展開に取り組んでまいります。

有限会社エール
代表取締役　倉本　哲
指宿市開聞十町129-2
TE L：0993-32-3591
FAX：0993-32-3862
URL：�http://yell-ibusuki.

com/�

○発表その１　�指宿産 “オクラ ”を活用した新たな素材「オクラ種子エキス」「オクラパウ
ダー」及び同素材を活用した新商品 (化粧品、食品等）の販路拡大

（有限会社エール）

第70回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」

発表する
倉本代表取締役

オクラ種子エキス（左下）とオクラパウダー（右上）

ルナリウム
（濃密美容泡マスク）
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発表内容
≪企業紹介≫
　地場の企業として創立45年になる会社です。
　「全従業員物心両面において豊かになることを追
求すると共に地域社会の成長発展に貢献すること」
を経営理念に事業を行っています。
　事業内容は電子部品製造部門・電子部品検査部門・
機械設計製作部門・食品機械開発部門を主に太陽光
発電設備販売・施工、宝飾販売、老人福祉介護事業、
弁当仕出しなど多岐にわたる展開をしており、現在
従業員は514名です。

≪商品開発のきっかけ≫
　有効求人倍率の上昇や失業率の低下は、求職者に
は明るい材料である一方、企業にとっては、人手不
足や人件費の上昇によるコストアップ等が課題と
なっており、中でも、手作業による工程が多い食品
業界では、省力化につながる製品が求められていま
す。
　このため、工場内メンテナンスや精密金属加工を
長年行ってきた技術を集結して「自社ブランド」に
よる商品化を図るべく設計・開発部門を立ち上げ、
「Made� in�加治木産業」をコンセプトに、食品関連
分野に注力し、卓上型の「撹拌機（Mazero）」「焼
き菓子焼成機（バウムクーヘンオーブン）（Happy�
Roll）」を開発しました。

　さらに、このオーブンで焼き上がったお菓子を切
り分ける作業を自動化できないかという発想から
「６軸ロボットアーム（Suketto）」を開発。これに
超音波カッターを搭載して自動化を目指しました。�

≪商品の特徴≫
　「６軸ロボットアーム（Suketto）」は、汎用性を
持たせるとともに、軽量・コンパクトで、小回りが
利くことを目指しました。
　自社で設計・開発から加工、組立、試運転、販
売、メンテナンスまで一貫して行えるため、１台か
らオーダーメードでの製作が可能です。�

発表後の成果・感想
　さまざまな業種の方から多くの御意見をいただ
き、人手不足の深刻さを実感。ロボットをはじめ省
力化につながる製品の必要性を感じました。�

今後の展望
　「撹拌機（Mazero）」「焼き菓子焼成機（バウム
クーヘンオーブン）（Happy�Roll）」については、引
き続き販売拡大に努めてまいります。
　「６軸ロボットアーム（Suketto）」については、
試作機を展示会に出展したところ、某菓子メーカー
から「これを使って、できあがった商品をトレイに
収納することができないか」との提案をいただき、
現在開発中です。
　また、アーム部のアタッチメントの変更、カメラ
やセンサーの搭載、双腕・複数腕モデルの開発等に
より、さらに汎用性を高め、食品業界に限らず、福
祉、農業などあらゆる分野に対応できるものを目指
して取り組んでまいります。�

発表する
真辺工場長

○発表その２　�機械設計、電気設計の技術を活かした自社製品（卓上ＩＨ撹拌機、バウムクー
ヘンオーブン、６軸ロボットアーム等）の販路拡大　� （加治木産業株式会社）

加治木産業株式会社
代表取締役　真辺　ひとみ
姶良市加治木町西別府2427
TEL：0995-62-3456
FAX：0995-62-3882
URL：http://kajiki-sangyo.jp

６軸ロボットアーム「Suketto」

ＩＨ脱着式卓上型撹拌機「Mazero」

コンパクト卓上型バウムクーヘンオーブン「Happy�Roll」
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発表内容
≪企業紹介≫
　昭和27年創業、あげ玉及びつゆ類の製造を開始。
　全国に先駆けてストレートタイプのめんつゆを開
発するほか、あげ玉では独自の手揚げ製法を発案、
「楽しい食卓に、味のお手伝い」を理念としてお客
様の笑顔をお手伝いできるようなオリジナリティの
ある商品の開発に取り組んでいます。
　平成25年、手揚げ製法ならではの風味と食感をよ
り多くのお客様に様々なシーンで楽しんでほしいと
考え、「あげ玉本舗」ブランドを商標登録し、「シェ
イク de チャチャチャ」をはじめ様々な商品の開発
を行っています。

≪商品開発のきっかけ≫
　独自の手揚げ製法で作られたあげ玉を、うどんや
そば、お好み焼きだけではなく、和洋中問わず様々
な料理に使っていただけるような商品を模索してい
ましたが、あるとき、お客様から、「あげ玉をその
まま食べるととても美味しい」との声をいただき、
そのままでも食べられるスナック菓子として商品開
発をはじめました。

≪商品の特徴≫
　手揚げ製法で作られたあげ玉は、油っぽくない
さっぱりとした風味と香ばしさ、サクサクの食感を
持ち合わせています。そのまま食べてももちろん美
味しいのですが、「シェイク de チャチャチャ」は、
あげ玉に後がけできるフレーバーを別添し、お客様

ご自身で味を作る楽しさをプラスしました。
　また、パッケージも持ち運びしやすく混ぜやすい
カップスタイルにし、ラベルデザインもポップな
キャラクターを採用するなど、従来のあげ玉のイ
メージを一新し、かつ新たな付加価値を持った商品
となっています。

発表後の成果・感想
　多くの方々の前で商品の紹介や取り組みの発表を
させていただいたことは、私自身にとっても大変貴
重な機会となりました。
　発表後の交流会でも商品やブランド展開について
様々なご意見、アドバイスを頂戴し、改めて弊社の
強みや弱み、今後の課題について考える良い機会と
なりました。

今後の展望
　今後、「シェイク de チャチャチャ」に関しては、
お土産としても使えるような地域性の強いフレー
バーなど、よりターゲットを絞った展開を考えてい
ます。
　また、各種OEMも積極的にお受けしています。
「あげ玉本舗」ブランドに関しては、スナック菓子
としての展開だけでなく、本来の用途である料理用
でも新たな商品の開発、また手揚げ製法の美味しさ
をより多くの方に知っていただくべく、web サイ
トでの情報拡充、広告展開を計画しています。

発表する吉井社長

○発表その３　�独自の製法により油っぽくなくサクサクに仕上げた “あげ玉 ”を用いたス
ナック菓子「シェイクdeチャチャチャ」の販路拡大　（協和食品工業株式会社）

協和食品工業株式会社
代表取締役会長　吉井　伸一郎
鹿児島市油須木町214-1
TEL：099-298-2430
FAX：099-298-3039
URL：�http://agedamahompo.

com/�

タイ　バンコクでの展示会

◇「二水会」開催予定◇
　【開催予定】
第71回　平成29年11月８日（水）15：00 ～

（場所は鹿児島市内）
※�二水会での発表を希望される企業の方は
お気軽にご相談ください。

あげ玉本舗　シェイク deチャチャチャ
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平成２9年度　かごしま取引商談会開催の御案内
　県内外の発注企業を招へいし、県内受注企業と商談を行う「かごしま取引商談会」を開催します。
商談会の詳細や参加申込み方法については、今後、当センターのホームページに掲載します。

　１　日　時　平成29年12月12日（火）13：30～19：00　
　２　会　場　ホテルウェルビューかごしま（鹿児島市）　
　３　主　催　ビジネスマッチング協議会
　　　　　　　（公財）かごしま産業支援センター
　４　対　象　【業　　種】一般機械・金属・電気・電子関連などの製造業
　　　　　　　【参加企業】発注企業30社、受注企業60社（予定）

　　⑴　商談会（13：30～17：00）
　　　　事前に受発注企業の組み合わせを作成し，これに基づいて
　　　　発注企業１社あたり受注企業８社と商談を行っていただきます。
　　⑵　交流懇談会（17：15～19：00）
　　　　県内外の発注企業と県内受注企業に情報交換していただく交流懇談会を開催します。

【お問い合わせ先】　（公財）かごしま産業支援センター　取引振興課　担当：家村
　　　　　　　　　TEL：099-219-1274　　FAX：099-219-1279　　URL：http://www.kric.or.jp/

◇◆◇　取引振興コーナー　◇◆◇

＜商談会の風景＞

平成２7年度取引成立案件の１年後フォロー調査結果
【１年後も約８割が取引継続、取引金額は当初の約２倍に拡大】

　（公財）かごしま産業支援センターでは、平成27年度に242件の「取引の紹介・あっせん」を行い、72件、
金額で78,421千円の取引が成立しました。
　これについて、１年後の取引フォロー調査を実施した結果、定期または不定期で取引を継続しているも
のは53件（調査対象の約８割）、取引金額は155,639千円（当初取引の約２倍）となりました。

　　《調査結果》
　　　　　　　　　【平成27年度】　　　　　　　　　　　　　　　【１年後（平成28年度）】
　　　　　 　フォロー調査

　このように、当センターの「取引あっせん事業」は、県内中小企業の新規取引先の開拓や受注機会の拡
大に大きく貢献しています。
　今後も、効果的な「取引の紹介・あっせん」に努めてまいります。�

◆成立件数　　　　72件
◆取引金額　　78,421千円

◆取引件数　　　　　53件（約８割）
◆取引金額　155,639千円（約２倍）

取引の継続状況 取　引　金　額

27 年度　　　１年後

約２倍
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