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松元機工株式会社
代表取締役社長
　松元　雄二さん
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　今号の表紙は、薩摩半島の南部に位置し、茶の生
産量が全国の市町村単位で日本一の南九州市で、乗
用型茶摘採機を中心とした農業用機械を製造・販売
している松元機工株式会社の代表取締役社長 松元
雄二さんです。
　同社の創業は、松元社長の父・芳見氏が戦後、神
戸の進駐軍の自動車工場で働いていた経験・技術を
活かし、故郷の頴娃町（現･南九州市）に戻り、農具、
オートバイの修理を行う町工場「松元モータース」
を1956年に開業したのが始まりです。
　創業間もなく地元の茶農家から、茶摘み作業の重
労働からの解放、人手不足の解決ができる機械の製
造を相談されたのをきっかけに茶摘採機の開発に取
り組みました。
　その年のうちに小型ＤＣモーターを利用した「バッ
テリー式回転刃型茶摘採機」を開発し特許を取得、
1964年には機械の両端を２人が手に持って歩きなが
ら刈る「松元式可搬型茶摘採機」を完成させました。
　さらに鹿児島県からの要請で開発を進めていた乗
用型茶摘採機が1968年に完成し、これらの機械は多
くの農家が採用し、作業効率、茶園面積ともに飛躍
的に向上、茶業の発展に大きく貢献しています。
　主力製品の茶摘採機・管理機、さとうきび収穫機は、
国内トップシェアを誇り、枝豆収穫機を始めとする野
菜収穫機等の開発にも積極的に取り組んでいます。

　また、1981年にはパプアニューギニアへ大型茶摘
採機の輸出を開始するなど、早くから海外展開に取
り組んでおり、現在は、枝豆収穫機を中国、台湾、
タイに販売、並行してケニアを中心としたアフリカ

への茶摘採機の輸出にも注力しています。

◇無人お茶摘みロボットの開発
　農家の高齢化、人手不足が深刻な問題となってい
る中、鹿児島県からの要請で生産現場の省力化と生
産コストの削減を目的に、「無人お茶摘みロボット」
を鹿児島県農業開発総合センター、日本計器鹿児島
製作所と共同で開発しました。
　このシステムは、衛星測位システム（ＧＮＳＳ）
を使用せずに、多様なセンサーを搭載し、茶園の形
を細かく捉え、ミリメートルの精度を要求される茶
摘みの作業を全自動で行うものです。24個のセン
サーを搭載し、茶畑の形状や芽の成長のばらつきや
高さなどの位置データを0.1秒ごとに取得分析し、

「中切り」作業や茶株面の病葉、落ち葉等の異物除
去まで対応できるもので、この開発により、本年４
月「第32回中小企業優秀新技術・新製品賞」の【優
良賞】と【産学官連携特別賞】を受賞されました。

◇ものづくりへの想いと今後の取組
　「茶の機械開発でスタートした我が社の基本理念
は、農家の皆さんの役に立ちたいという思いで、現
在もその思いは変わっていない。大企業は販売数量
が大きく望める製品、できるだけ規格品で販売でき
る製品の開発・販売が主力となっており、我が社は
創業理念に基づいて、少数でも規格外であってもで
きるだけ農家の皆さんが喜び、農家のためになる製
品を作っていきたいと考えています。
　今後は、最新技術を取り入れた製品の開発で、農
業の大局的維持、発展に寄与できる製品開発を産学
官体制で推進し、現在農家が苦労している問題、困っ
ている問題を解決する局地的解決製品開発、体制の
維持を目指します。
　また、茶摘採機・さとうきび収穫機・枝豆収穫機
などの海外輸出展開により、新製品開発の原資を確
保し、農家のためになる製品開発に取り組んでいき
たい。」と、松元社長は語っておられます。 

松元機工株式会社
　代表取締役社長　松元　雄二
＜企業概要＞
　所 在 地　南九州市頴娃町牧之内9325
　設　　立　1956年４月
　従業員数　99名
　事業内容　�農業用機械の製造・販売
　Ｔ Ｅ Ｌ　0993-36-1161
　Ｆ Ａ Ｘ　0993-36-2829
　Ｕ Ｒ Ｌ　http://matsumotokiko.co.jp/
　E -ma i l　info@matsumotokiko.co.jp
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第32回中小企業優秀新技術・新製品賞で
【優良賞】【産学官連携特別賞】を受賞した

「無人お茶摘みロボット」
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【鹿児島の魅力】
　今年の４月に東京から赴任して参りました。
　鹿児島の魅力は一言で言うならば「豊かな日常」
だと思います。
　豊かな自然・食はもちろんのこと、独自の文化
や歴史が生活の中に生き続けていることや、医療
機関の充実、治安の良さなどは鹿児島の全国に誇
る魅力だと思いますし、豊かな日常をおくる上で
の大事な要素だと思います。
　私自身、全国各地に転勤を繰り返しましたが、
鹿児島の「豊かな日常」を実感しています。

【新型コロナウイルス感染症に関する取り組み】
　商工組合中央金庫（商工中金）は1936年の世界
恐慌下で中小企業を支援するために政府と民間団
体の共同出資で設立された中小企業による中小企
業のための金融機関です。
　平時はもちろんのこと、経済危機や災害時には
セーフティーネット機能を発揮し、中小企業をサ
ポートすることが最大の使命です。
　新型コロナウイルス感染症の拡大はかつてない
規模の経済危機を招いています。
　商工中金の全営業店に「新型コロナウイルス感
染症に関する特別相談窓口」を開設し、３月19日
からは国からの出資金をもとに融資する「新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付」制度も開始されま
した。
　この制度は新型コロナウイルス感染症の影響に
より売上減少となっている事業者への無担保・無
保証、さらに一定の利子補給の仕組みを備えた制

度融資です。制度融資の概要につきましては商工
中金のホームページをぜひご覧ください。
　中小企業の皆様がコロナ危機を乗り越えられる
よう商工中金も皆様の資金繰り安定を最優先に業
務に取り組んでいます。

【経営支援総合金融サービス事業を目指して】
　商工中金は2018年10月より「経営支援総合金融
サービス事業」という新しいビジネスモデルの確
立を目指し、事業性評価を起点に中小企業の皆様
のニーズや課題を共有し、長期的な視点から中小
企業の企業価値向上を図っていく取り組みを進め
ています。
　①資金繰りの最適化の支援、②事業再生や経営
改善、③産業構造改革への挑戦、④事業見極めの
難しいフロンティア分野や創業などを重点分野と
してファイナンスをベースに本業支援を加えた伴
走的な取り組みを行っています。
　これまでの事業承継や販路拡大などの経営課題
に加え、コロナ危機を起点とした感染防止と経営
を両立する新常態に適応した事業継続や、テレ
ワークなどの働き方の見直し、ＢＣＰ策定などの
新たな経営課題や産業構造の変革につきましても
商工中金は地域金融機関や外部機関とも連携しな
がら皆様の力になりたいと考えています。
　鹿児島の中小企業の皆様は豊富な地域資源をう
まく活用し、大企業にも負けない足腰の強い企業
が多いと思います。
　一刻も早いコロナ終息を願うとともに中小企業
の皆様の更なる発展のお手伝いができるよう職員
一同で頑張って参ります。

株式会社　商工組合中央金庫
鹿児島支店長
　　　　　　　福

ふくたに

谷　英
えいじ

慈
1993年４月　広島大学法学部卒後、
　　　　　　商工組合中央金庫入庫
2011年７月　熊谷支店次長
2013年７月　新宿支店次長
2016年７月　甲府支店長
2019年４月　営業店サポート部参事役
2020年４月　現職

私の
　思い

経営支援総合金融サービス事業を目指して
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◇親族や従業員への事業承継を支援
　かごしま産業支援センターでは、鹿児島県事業承継支援事務局を設置しています。
　事務局では、事業承継でお困りの県内の中小企業に対して、事業承継コーディネーターが「かごしま中小
企業支援ネットワーク」の構成員（各地域の商工団体や金融機関等）と連携しながら、税理士、中小企業診
断士、弁護士などの専門家を派遣して、円滑な事業承継をサポートします。
　また、令和２年４月１日から経営者保証コーディネーターを配置し、事業承継に際しての経営者保証解除
に係る支援を開始しています。

◆専門家派遣等支援実績◆（平成30年９月～令和２年６月）
　相　談　件　数：273件（うち、令和２年４月�～�令和２年６月：45件）
　専門家派遣回数：161回（うち、令和２年４月�～�令和２年６月：30回）

　まずは事業承継支援事務局又は地域の商工会・商工会議所やメインバンクにご相談ください。
　事業承継診断で自社の現状を把握いただき、ご希望に応じて課題解決をお手伝いする専門家を派遣します。
　専門家の派遣は、原則年３回まで無料となっており、後継者育成に係る専門家派遣等も行っています。
　また、県内各地域で個別相談会を実施する予定となっています。

　　◇（公財）かごしま産業支援センター　鹿児島県事業承継支援事務局
　　　TEL：099-219-8123　FAX：099-219-1279
　　　E-mail：syoukei@kisc.or.jp
　　　URL：https://www.kisc.or.jp/outline/keiei/jigyousyoukeihaken/�

事 業 承 継 支 援 事 務 局

相談無料
秘密厳守

円滑な事業承継をサポート！
相談無料。秘密厳守します。

専門家派遣等の
お問合せは、
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◇都市圏等のプロフェッショナル人材とのマッチングをサポート
　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。

採用成約は183件（拠点開設以降累計）
　平成28年１月の拠点開設以来、1,027件の企業訪問や相談対応を行い、具体の求人活動に至った533件のう
ち、183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。　　　　　　（令和２年７月末現在）

《企業訪問・相談活動の実施状況》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年７月末現在

　※　拠点開設：平成28年１月29日

【�第７回求人相談会（令和２年２月14日）参加企業の
マッチング状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年７月末現在

※過去７回求人相談会の採用成約件数　 112件
※次回の求人相談会は10月23日（金）に予定

副業・兼業人材の活用支援に向けて
　近年、県内でも副業・兼業人材の活用により、抱えている経営課題の解決に取り組む中小企業が出てきて
います。こうした動きも踏まえ、当拠点でも副業・兼業人材マッチングに携わる人材紹介事業者等を新たに
登録しました。
　また、県商工政策課でも、当拠点の支援を受けて県外のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤雇用
とは異なる形態で活用する場合に、これらの人材が就業場所に移動するために要する費用（交通費、宿泊費）
に対して補助金を交付する制度（「地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金」）を創設しました。
　こうした中で、当拠点でもこれまでの事業に加えて、副業・兼業人材の活用支援にとり組みます。

　　　　　　　　◇（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　ＦＡＸ：099-219-1279
　　　　　　　　　�E-mail：projinzai@kisc.or.jp
　　　　　　　　　ＵＲＬ：https://www.kagopro.jp/

プロフェッショナル人材戦略拠点
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。

区　　�分 今年度累計 開設以降累計
企業訪問 ･ 相談件数 ５６件 １、０２７件
求 人 取 次 件 数 １９件 　　５３３件
採 用 成 約 件 数 ２７件 　　１８３件

まずは、ご相談ください。
「プロフェッショナル人材戦略拠点」
　　人材戦略マネージャー�古川　仲二
　　サブマネージャー　　�福永　敬大（新任）
　　人材活用支援専門員　�内田　健一郎
　　人材活用支援専門員　�野元　慶一（新任）

求人相談件数（令和２年２月 14 日） ４４件
採用成約に至った案件 ２８件
面談設定・面談中の案件 　１件
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わが社の輝く女性！
　今号は、食べることで健康を支える可能性を追求すべく、水産物の機能性研究・レシピ研究・商品化研究に取り組み、
「スマイルケア食」などの付加価値の高い商品を製造している株式会社ＹＳフーズで、品質管理と商品開発を兼任し
ている濵田華帆さんです。

株式会社�ＹＳフーズ
所　在　地：鹿児島市松原町12-22
加世田工場：南さつま市加世田武田15103-1
設　　立：2010年7月
従業員数：15名
事業内容：水産加工品、惣菜の製造・販売
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0993-52-7４02（加世田工場）
Ｆ　Ａ　Ｘ：0993-52-7４0４（加世田工場）

濵田　華帆（はまだ　かほ）
　品質管理部　兼　商品開発部
　係長

鹿児島純心女子大学
看護栄養学部健康栄養学科　卒
2018年入社

◇会社紹介
　水産物総合卸の㈱山口水産が「魚を食べる楽しみ」を
広く提供したいと考え、2010年に設立したのが弊社、Ｙ
Ｓフーズです。
　市場のみならず、独自のネットワークで日本・世界中
から仕入れ・調達した魚をよりおいしく毎日の食卓で楽
しんでいただくためにレシピや調理法の開発、衛生的な
環境での製造を行っています。
　業務拡大に伴い2018年、南さつま市にHACCP対応の
新工場を設立し、さばの味噌煮をはじめとする常温で長
期間保存可能な魚惣菜を製造・販売しています。

　また、ガス置換トレーシーラ―（トレーの中の空気を
その食品の保存に適した精製された食品ガスに置換し、
包装する装置）を導入し、お魚惣菜はもちろんのこと新
たに地元の食材等を使用した惣菜の開発・製造なども
行っています。

◇会社での現在の担当部署は
　品質管理部と商品開発部を兼務で担当しています。
　品質管理部では、品質や衛生に関する教育活動や外部
からの工場監査対応、規格書の作成等を行っています。
　商品開発部では、お客様から依頼のあったサンプル作
りや、新商品開発にあたり原料の選定や原価計算、製造
現場への工程の落とし込み等を行っています。また、営
業に同行させてもらい展示会へも参加させていただいて
います。

◇入社のきっかけは
　管理栄養士として給食経営の仕事をしてきましたが、
今までとは全く異なる業界で働いてみたいと思ったこと
がきっかけです。

　入社後しばらくは初めての業界で右も左も分からず毎
日が試行錯誤の日々でしたが、一から携わった製品の商
品化や、HACCPやJASの認証を取得できた経験からこ
の仕事にとてもやりがいを感じています。

◇仕事上での印象深い体験談など
　昨年から、ガス置換トレーシーラー導入にあたり、既
存の製品とは違う製法の商品開発を担当させていただき
ました。
　加熱による容器の変形や食材に適した加熱温度・時間
設定など、つまずくことが多々ありましたが、試行錯誤
し完成した製品が今年６月商品化しました。初めて一か
ら携わった商品で、販売が始まったときは本当に嬉し
かったです。

◇品質管理、商品開発への思いや心がけていること
　商品を召し上がっていただくお客様を想って商品をつ
くることです。
　工場内ではお客様に直接会う機会はありませんが、安
心安全な製品づくりのために他社工場へ視察に行き品質
管理について勉強させていただいたり、食環境の変化
でどのようなニーズがあるのか情報を収集したりなど、
作った商品の先にお客様がいることを意識し、できるこ
とを精一杯していきたいと思っています。

◇会社への思いや抱負について
　安心安全はもちろん、美味しく、常温・長期間保存可
能な惣菜の製造工場として自社の強みを生かし、またお
客様から求められる商品の開発を行っていきたいと思い
ます。
　そのためにこれからももっと経験を積み、精進してい
きたいと思います。

製造風景

さばの味噌煮などの煮魚シリーズ
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【研究開発関連事業補助金・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補助、助成す
るものです。� （募集期間：４月３日～５月８日、４月22日～５月22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補助

○先端技術研究開発支援事業
　自社のアイデアや技術を活用し、①オンリーワンといえる革新的な新技術・新製品の研究開発、
　②ＡＩ・ＩｏＴやロボット等先端的な技術を活用したシステム開発等に要する経費の一部を助成

○魅力ある食品開発支援事業
　�本県の地域資源である良質で豊富な農林水産物を活用し、機能性表示食品やハラル認証食品等に向けた付
加価値の高い食品の研究開発や商品開発に要する経費の一部を助成

【新製品等販路拡大支援事業助成金】
　県内中小企業者等が自ら開発した新商品・新製品の販路を拡大するため、国内で開催される商談会・展示
会に参加し、または県外の取引先や商社等を県内に招へいし、商談会等を行う場合、その経費の一部を助成
するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（募集期間：６月２日～６月30日）

○国内商談会出展助成

特　集
令和２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8月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（https://www.kisc.or.jp/）でご確認ください。

企　　業　　名 テ　ー　マ
㈱おおすみテクノ�（大崎町） 農業でのドローン使用の実用化及び用途拡大
マトヤ技研工業㈱�（曽於市） 豚枝肉肋骨先端検出装置の開発

企　　業　　名 テ　ー　マ　・　展 示 会 等 名

鹿児島精機㈱� （霧島市） テーマ　　：東日本エリアでの新規取引先拡大
展示会等名：第25回機械要素技術展

福山黒酢㈱� （鹿児島市） テーマ　　：生フルーツ黒酢シリーズの販路拡大
展示会等名：第55回スーパーマーケット・トレードショー 2021

企　　業　　名 テ　ー　マ
鹿児島精機㈱� （霧島市） 定圧ピンゲージ保持器の開発
㈲そおリサイクルセンター

（大崎町）
資源循環の取組みから生まれる農産物の高付加価値化のための機能性研究およ
び高機能化のための製造法開発

農業生産法人㈲十津川農場
（南大隅町）

アレルギー症状の抑制に寄与する機能性表示食品として、「ねじめびわ茶」を含
有するサプリメントの開発

ＹＥＪガラス㈱� （出水市） 多様なデバイスに対応する低融性透明ガラス封止材の開発

企　　業　　名 テ　ー　マ
㈱ＹＳフーズ� （鹿児島市） 鹿児島県産の農畜水産物を使用したロングライフ惣菜の開発
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○県外企業招へい商談助成

【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13日～６月８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

【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18日～６月12日）

企　　業　　名 テ　ー　マ
九州化工㈱� （鹿屋市） 半導体洗浄用の低メタルクエン酸の開発と製造
㈱エルム� （南さつま市） 生体リズム調整用照明器具の開発

㈱テクノクロス九州�（霧島市） 業界初のマシニングセンターへ自動搬送ロボットを活用した自動バイス交換
システム

鹿児島水産センター㈱
　　　　　　　（南さつま市） 環境保全型複合エコ養殖により自社生産したあわびの加工商品の開発・販売

㈱ＪＵＮ建設� （霧島市） 国産コーヒー豆及びコーヒー果実を活用した高付加価値商品の開発・製造販
売

㈲神川酒造� （鹿屋市） 果物農家の規格外の果物を活用した濃縮ジュース、果物加工品の製造・販売

㈱サツマ超硬精密� （鹿屋市） 精密複雑形状プレス部品用金型の開発・生産体制の確立による自動車分野の
事業拡大及び新分野への進出

㈱エスポワール� （鹿児島市） 地産品を活用した病院・介護等給食事業者向けレトルト・加工食品の製造・販売
㈱喜界島薬草農園� （喜界町） 喜界島産蜂蜜と地域資源を利用した加工食品の製造販売
㈲アジャスト� （鹿児島市） 高齢者の自立支援と介護者の負担軽減に役立つ義歯洗浄用品の開発・販売
薩摩総研㈱� （指宿市） 多機能性高強度樹脂材料の開発

㈱サクラバイオ� （鹿児島市） 新技術真空乾燥技術及びオリジナル納豆菌で作る新食感、健康によい食品の
開発と販路開拓

㈱サンテック� （薩摩川内市） 多機能双腕ロボット活用による医薬品生産ラインの自動化促進

区　分 企　　業　　名 発　明　の　名　称

特　許

㈲工房Ryo� （鹿児島市） 移乗装置
㈱大新� （指宿市） 藻類育成装置及び藻類育成方法
㈱日鰻� （指宿市） 藻類育成装置及び藻類育成方法

商　標
小正醸造㈱� （日置市）（商品名）
㈱エイティー今藤
� （薩摩川内市）（商品名）

企　　業　　名 テ　ー　マ　・　展 示 会 等 名

農業生産法人㈲十津川農場
� （南大隅町）

テーマ　　：新商品『伝承びわ茶』を、全国の美と健康に関心の高い層向けに
　　　　　　国内流通販路開拓
展示会等名：健康博覧会

タートルベイ醸造
（徳之島町）

テーマ　　：奄美クラフト・ハイボールのスーパーへの販路拡大
展示会等名：第55回スーパーマーケット・トレードショー 2021

企　　業　　名 テ　ー　マ　等

鹿児島精機㈱� （霧島市） テーマ　　：ピンゲージ・深堀製品の販路拡大
招へい先　：神奈川、京都の取引先など



KISC  2020．8月号10

【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。
� （募集期間：４月９日～５月11日）

○起業家スタートアップ支援事業
　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）あくね舎� （阿久根市）
「トラベル・イン・ザ・ニューノーマル」に対応した非接触・非対面サービス提
供による安心安全に滞在できる宿泊特化型ＩｏＴホテルを目指して

（同）ANT�HOPPER
（鹿児島市）

ペットと暮らせる障害者グループホーム

猪股　春香� （奄美市） 島の暮らしをアーカイブする、個人制作冊子の製作事業
今村　博江� （西之表市） 改装して清潔感を改善し、種子島のラーメン店としての認知度向上事業
祝　愛弓� （瀬戸内町） 奄美大島の特産物を使い、地産地消に繋げられ地域貢献できるクレープ屋さん。

植田　珠代� （屋久島町）
屋久島の豊かな食材を季節ごとに味わえる、大自然に囲まれた可愛い山小屋風
テイクアウトカフェ

内村　広志� （鹿屋市）
家族みんなで行こう！
理容所・美容所一体となったユニセックスサロンの開業

㈱オービジョン�（鹿児島市）
鹿児島県の農産物や加工品を産地直送でお届けする「鹿児島生まれ」に特化し
たお取り寄せ通販・ギフトのインターネット販売

釜　優貴美� （知名町）
ＩＣＴと島内外の社会関係資本を活用した学びの提案と離島留学のススメ
～離島における新しい学びと創造の場の展開～

勘場　優� （薩摩川内市）
離島及び高齢者施設への出張サービス、一人一人にあった繊細なヘアケアを提
供する地域密着型美容室の開業

NPO法人窪田福祉会
（鹿屋市）

障害者が楽しく、誇りを持って働け、地域の活性化につながる福祉事業所の開
業

ＫＴインベスト（同）
　　　　　　　（鹿児島市）

遊休物件を活用したスペースレンタル事業

五粒に種� （曽於市）
高齢化した過疎地域で地産地消の特産品を製造・販売することで、賑わいを取
り戻したい！

Ｇ�cafe� （鹿屋市） 朝活と主婦・若い女性の方々の起業を支援するカフェのオープン

水産加工グループ
島のごちそう� （長島町）

獅子島から望む八代海の絶景を背に食べる漁師のおもてなし料理を日本全国に
ＰＲしたい

㈱ Junimo� （鹿児島市） 住宅・店舗・商業施設などの空間コーディネート、プロデュースの展開
進藤　鈴子� （肝付町） インバウンド、ホームステイ学生に特化した民泊事業へのチャレンジ

㈱SOLcreators�（志布志市）
機材充実による技術力向上で、顧客のオーダーを忠実に再現する広告動画を制
作！志布志から全国へ発信力強化！！�

高橋　真理亜� （曽於市） 癒やしと綺麗スッキリ美容室・地域のお母さんのＨａｐｐｙ綺麗のお手伝い
瀧田　恵理香� （奄美市） 地域の活性化を促すコインランドリー事業
鶴薗　慎二郎� （鹿児島市） 自費（保険適用外）で行うリハビリで地域に貢献する
ＴＣフーズ� （鹿児島市） 鹿児島県産・九州産の食材を使用した炭火焼鳥で鹿児島・九州を盛り上げる！
都井　舞� （姶良市） 最高の癒やしを提供するリラクゼーションサロン
二代目　京乃家�（鹿児島市） 人、食材、酒、生産者。いい人、いいモノ繋ぐ、天文館の原動力
㈱Honey�Forest�Brewing
� （南大隅町）

過疎地域の活性化につながる、地域産物を活用したクラフトビールや冷菓等を
販売する店舗の開業
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【戦略的基盤技術高度化支援事業補助金】
　中小企業・小規模事業者が大学、公設試等の研究機関と連携して行う国の戦略的基盤技術高度化支援事業
において、事業管理機関として支援するものです。

【食品製造業海外認証取得支援補助金】
　県内食品製造業者が海外市場の求める食品安全規格に対応し、差別化を図ることで、世界に通用する企業
へと育成・強化するため、海外展開に必要な国際的な規格の認証取得を目指す取り組みを支援するものです。
� （募集期間：４月13日～５月11日）

企　　業　　名 テ　　ー　　マ

㈱オキス� （鹿屋市） FSSC22000 取得に向けた社内体制の構築

㈱奄美大島開運酒造�（宇検村） ISO22000 取得に向けた社内体制の構築

企　業　名　な　ど 概　　　　要
Ｂａｌａｎｃｅ�（バランス）
� （鹿児島市）

業種に合わせて様々なヘルスケアをコーディネートして提供。
従業員の心身のバランスを整え、事業所様の業績アップに繋げる。

東　愛� （鹿児島市） 金継ぎ／美しく再生する

東　左京� （日置市）
手打ちそばうどん店の運営。
地域活性化と国道 328 号線を利用する方の利便性向上をはかる事業計画

日高　康浩� （指宿市） 山川産鰹節と自家製野菜と地元魚の食材で「だし」を楽しむ和食事業

Potential��Support（鹿屋市）
こどもから大人までスポーツ・運動を通して健康な身体づくりをサポートする
トレーナー事業

前岡　紀光� （日置市）
和の空間に合い、ワイン、ウィスキー、日本酒など主にお酒の香りを楽しむグ
ラスと、普段使いできるガラス器の製造販売とキャンドルの販売

松澤　秀邦� （出水市） 地域の食材を使った季節を感じるパンとお菓子と日用品の店

松田　良行� （知名町） 島民の「地域医療の担い手」として、手技の施術による身体の機能回復を図る

まつもと石谷整骨院�
� （鹿児島市）

夫婦で提供する働く世代向けの心と体のトータルヘルスケア

松本　和奏� （与論町）
与論の自然の恵みを活かして、人々に心身の癒やしと活力を与えるリラクゼー
ションサロン

丸山　哲史� （鹿児島市） 学習・運動特化型放課後等デイサービスによる発達障害者の自立支援

結いジャパン㈱� （奄美市） 大島紬を県外へ　販路拡大の架け橋になる

ゆう整骨院� （鹿児島市）
一人一人に合った姿勢指導及びトレーニング指導で健康維持、怪我予防を目指
す

ユーファーム㈱� （指宿市） 有機農家が経営する一棟貸切の宿「木の匙」

横浜家系ラーメン　天命天来
（鹿屋市）

地元の食材を活かした「横浜家系ラーメン」の販売促進とＣＳ向上事業

吉留　香月� （鹿屋市）
地元産の野菜等を活用した調味料や冷菓等の製造を通した高齢者等地域住民の
憩いと健康づくり

渡邉　和泉� （大崎町） 地域の食材を使った中華饅頭や調味料などの加工・販売事業

主たる研究等実施機関 研究開発計画名
カクイ㈱� （鹿児島市） ピュアなセルロースである脱脂綿を原料とする健康食品向けセロビオースの実用化

薩摩酒造㈱� （枕崎市） 世界初の脂溶性ポリフェノールの量産化を目的に、独自の抽出・濃縮・精製技
術による焼酎かすからの製造技術の確立
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会員企業ＰＲコーナー【情報会員限定】
事業案内、商品案内、新製品紹介等
会員企業の営業活動を支援します！

農業生産法人　有限会社�十津川農場� https://totsukawa-farm.co.jp/

◆「健やかな毎日のために、スローフード、スロー
ライフに貢献していきたい」と常用茶に注目。
 「自分の体を自分で守れる」ようなお茶を目指し、
びわ茶一筋、手間ひま愛情をかけてつくり続けてき
ました。創業20周年を記念して、まだ、びわ茶の魅
力をご存知でない方に「びわ茶を味わっていただき
たい」と願い、びわ茶が大流行した江戸時代の味・
香りを復活させる『伝承びわ茶』の開発に着手。
　試行錯誤を繰り返し、一年の歳月を経て完成しま
した。『伝承びわ茶』は、江戸時代の文献のレシピ
を元に、複数の和のハーブ（甘茶、ガジュツ（紫う
こん）、シナモンの葉・すべて九州産）をブレンド
したお茶で、飲みやすさや美味しさを追求しました。
暑気払いや、食欲不振のときに好適です。

創業20周年記念。江戸時代に流行した味・香りを復活。『伝承びわ茶』を発売！

肝属郡南大隅町根占横別府
487番地１
TEL　0994-24-5531

（平日８時半～17時）
E-mail　 info@totsukawa-

farm.co.jp
◆事業概要
　 鹿児島県産100％のフレッ

シュなびわの葉を使い、
独自の製法特許（アク抜
き、天日乾燥、トルマリ
ン石焙煎法、綿毛除去）
で、『ねじめびわ茶』（商
標登録済）を製造・販売。

　【2020年４月会員加入】
ノンカフェイン　ほんのり甘く爽やかな味

★『伝承びわ茶』★

株式会社�ビッグファイブ� http:�//www.bigfive.co.jp/

◆鮮度・衛生管理を徹底した “生” 餃子作りに取り
組んでいます。生餃子とは、工場で蒸さずに生のま
まで出荷［冷蔵・冷凍］する餃子で、専門の衛生管
理が必要となります。鹿児島で唯一の餃子専門工場
であり、南九州の新鮮で豊富な素材を餃子にするノ
ウハウを25年以上蓄積してきた弊社は、生餃子に特
化したライン製造を行っています。餃子しかないか
ら徹底的に味・品質・衛生管理、お客様の要望に応
えて製造。小さな改善を積み重ねて、他社が真似で
きない餃子作りに取り組んでいます。
　豚肉は旨味がしっかりした鹿児島黒豚を使用した
り、牛肉や鶏肉を使うこともあります。使用してい
る野菜は全て国内産で、ニンニクも霧島山系・牧園
町で栽培された無農薬ニンニク。キャベツは職人が
品質を確認しながら手作業で丹念に塩もみし、完全
脱水しており、ジューシーさが引き立ちます。

鹿児島唯一の餃子専門工場は、“生”餃子に特化した製造管理をおこなっています。
鹿児島市東開町4-74
TEL　099-210-2002

食材の宝庫「鹿児島」にある、創立
1991年の餃子専門工場です。
“ 鮮度＝美味しさ ” の理念を追求す
るとともに、時代の変化に対応した
餃子作りを行っています。

◆事業概要
　 餃子を通して “ 食 ” の “ 交 ” わり

による家族だんらんをお手伝い
し、「簡単」「美味しく」「元気に
なる」餃子作りに励んでいます。

　　　　【2020年４月会員加入】

株式会社�オキス� https://okisu.co.jp

◆オキスは、運送業の岡本産業を前身に、野菜の栽
培から加工、販売までを手掛ける、いわゆる６次産
業に取り組む会社です。運送業の観点から、物流コ
ストの削減の為に、野菜の乾燥加工に取り組みまし
た。今では食品メーカーや健康食品メーカー、各種
小売店向けに乾燥野菜や、野菜パウダーを供給して
います。昨今の巣ごもり需要の増加や、非常食とし
ての乾燥野菜が見直され、販売を伸ばしています。
今年４月には、IQF設備を導入した冷凍工場を稼働
させ、新たに野菜の冷凍加工をスタートさせました。
食品がバラバラに凍結されているIQFは必要なだけ
解凍でき、個食が叫ばれる今にマッチした凍結流通
方法です。12月には健康食品向けに殺菌粉末に対応
したハイレベル粉末工場が稼働予定です。

大隅発！鹿児島の野菜を、あらゆる形で全国へ、世界へ
鹿屋市下高隈町5454-11
TEL　0994-45-2508
代 表 者　岡本　孝志
資 本 金　1,000万円
従業員数　44名

◆事業概要
　 野菜の生産から、乾燥加

工、販売までを行う。
　 「桜島溶岩焙煎ごぼう茶」

や、しょうが、大麦若葉、
明日葉などをパウダー等の
様 な々形で供給している。

　【1987年４月会員加入】
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フォービステクノ株式会社� https://www.forvice-t.com/

◆設計／板金加工／粉体塗装／組立の複数の工程
を自社内に保有し、製品／部品加工のどちらも対
応可能

【当社の強み】
　〈国内自社製造〉
　　 国内で複数の製造工程（加工、塗装、組立）

を持つ自社工場

　〈設計／開発～販売迄〉
　　自社でオリジナル製品の設計／開発が可能

複数の製造工程（板金加工／焼付塗装／組立）を自社内に所有する製造会社です。
薩摩郡さつま町時吉2038-5
TEL　0996-52-4469
資本金　２億5,000万円
従業員数　27名

◆事業概要
　 主に電機メーカーや医療

機器メーカー向けの自社
製品製造販売と液晶、半
導体等装置の部品加工

（カバー系）の２事業です。

　【2016年４月会員加入】

社屋外観

株式会社　丸俊� http://www.e-marutoshi.co.jp/

◆かつお節製造の伝統が受け継がれる「枕崎」に
生産拠点を設け、かつおの原料買い付けから製造・
加工・卸・小売販売まで一貫して行っております。
　鹿児島県内に小川町店・姶良店・国分店と３店
舗の直営店があり、自社商品を中心に海陸産物な
ども販売しております。自社の人気商品「そのま
ま食べるかつおスライス」は製造特許を取得。
水産庁のFastFish認定商品で、数々の受賞歴もあ
り、メディアでもよく紹介されております。通販
やネットショッピングでは、お客様に喜ばれる詰
合せ商品などもご用意しております。
　これからも皆様の食卓に喜ばれるかつおの美味
しさをお届けすると共に、健康で豊かな食文化に
貢献してまいります。

伝統から生まれる本物の「かつお」のおいしさを
鹿児島市小松原1丁目46-1
TEL　099-266-2211
資本金　1,050万円
従業員数　40名

◆事業概要
　 鰹節 ･ かつお製品 ･ 削り

ぶし ･ 海産珍味 ･ 佃煮等
の製造 / 海陸産物の加
工業務および卸 ･ 小売販
売

　【2020年４月会員加入】

水溜食品株式会社� https://mizutamari-shokuhin.jp

◆国産ゴボウを使用した新感覚のお漬物
　 〝きゅん″っとした甘酢っぱさとゴボウ独自の

シャキシャキ食感～♪
　食べやすくカットした生ゴボウ（鹿児島県産）を甘
酢にじっくり漬け込みました。お酢は美容、健康、夏
バテ防止にピッタリのアイテムで、ゴボウは低カロリー、
食物繊維（水溶性、不溶性ともに）を多く含みます。
　おいしく味付けされたゴボウは一つ一つ丁寧に個
包装されており衛生的でとても便利。お酒の肴、お
茶請け、サラダ感覚として是非お愉しみください。

【　内　容　】　『ごぼう酢てぃっくす』
　　　　　　　60ｇ　個袋10～11袋入

【県内販売先】　南九州ファミリーマート
　　　　　　　イオン九州
　　　　　　　かごしま特産品市場（かご市）等

〝きゅん″っと甘酸っぱく、シャキシャキ食感�『ごぼう酢てぃっくす』新発売
南さつま市金峰町宮崎
2888-5
TEL　0993-77-0108
資本金　1,000万円
従業員数　46名

◆事業概要
　漬物製造業
　（商品のご注文）
　フリーダイヤル
　　　　　：0120-294000
　 弊社 HP サイトからでも

購入可能です

　【2009年10月会員加入】『ごぼう酢てぃっくす』

そのまま食べる
かつおスライス

うち飲みセット

医療現場製品

掲載企業募集中！　センター『情報会員限定』、掲載料無料です。お申込みは下記まで
【申込み・問い合わせ先】　（公財）かごしま産業支援センター　総務情報課
　　��　　　　　　　　　　TEL：099-219-1275　FAX：099-219-1279　E-mail：info@kisc.or.jp
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企 業 紹 介
■会社概要
　有限会社めぐり研磨工業は、1976年、県内大手企
業から宝石研磨の委託を受け創業、1982年に現社名
で法人化し大手企業の協力会社となりました。
　その後、リーマンショック不況を機に内製化を目指
し協力会社を解消、県内外の企業との取引を開始し、
ファインセラミック研磨加工専門企業として、大物から
小物まで精密な研削、研磨加工を行っています。

■当社の優れた技術
　当社は、ＳＩＣ（シリコンカーバイト）、窒化ケ
イ素など、いろいろな材質のセラミックに特化した
精密加工を行っており、ミクロン単位の研磨技術
で、半導体製造装置部品・自動車部品・計測装置部
品・産業機械部品等の試作から量産まで対応してい
ます。
　受注先が設計・製造したセラミック材料を引き取
り、設計図面に沿った形状・精度に加工、検査し出
荷しています。

　セラミックの中でもファインセラミックは、耐薬
品性・耐熱性・耐摩耗性・硬度・非電導性など優れ
た特性を持つため、半導体製造装置など産業機械を
はじめセンサー等の電子部品分野、人工関節などの
医療・生活文化分野、自動車部品分野、複合材料分
野など広範囲の応用が広がり年々生産額は増加傾向
にあり、長年の経験を持つ専門業者としてその高い

技術力を認められ、多くの分野の取引先を獲得して
きました。
　セラミック加工は、金属・プラスチック材料等と
加工方法や加工ツールが大きく異なる特殊な分野に
なります。当社は、代表的加工法の平面研削、円筒
研削、ラップ研磨等の加工設備、並びにそれらを複
合したマシニングセンターを複数台所有しており、
受注先の多様な要望に応えられる体制を構築してい
ます。
　また、2017年には工場も増設して、機械増設、人
員の補充を行い、従業員の技術教育の充実化も図っ
ています。

■当社の企業理念
【社　是】
　誠実　素直　協調　感謝
　○何事にも積極的に取り組み向上心を持つ
　○共に創意工夫に努め一丸となって目標に向かう
　○何事にも感謝の心を持つことが成長の礎となる

■今後の展望・抱負
　現在は、事業承継を見据えて後継者の育成に取り
組んでいます。
　また、長年培ってきた技術力を生かして、精密さ
を求められる医療分野への参入を目指しています。
　近年、シリコンウェーハは半導体技術の進展とと
もに高精密化とサイズの拡大が進んでおり、精度の
高い物から大きな物まで対応できる技術力を磨き、
誠心誠意でお客様の要望に応えていきたいと考えて
おります。

社　屋　外　観

代表取締役
廻　鴻一

有限会社　めぐり研磨工業
所 在 地：鹿児島市七ツ島 1-6-10
設　　立：1982 年４月
従業員数：46 名
事業内容：セラミックの精密加工
Ｔ Ｅ Ｌ：099-261-3559
Ｆ Ａ Ｘ：099-261-3569
Ｅ－mail：meguri-kenma@y7.dion.ne.jp

マシニングセンター

ＮＣ円筒研削盤
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中小企業の皆さん、取引上の悩みを抱えていませんか？

大きな悩みになる前に、まずは下請かけこみ寺にご相談ください！
相談無料 �・� 秘密厳守 �・� 匿名可能

中小企業の取引上の悩みに、相談員や弁護士が対応します。
⃝業種を問わず、中小企業の皆さまからの「取引に関する相談」であれば相談に応じます。
　　※取引あっせんや経営、技術、金融、労働、交通事故等、一般の法律相談に関する相談はお受けできません。

⃝相談内容はもちろんのこと、相談を受けたこと自体も秘密として取り扱いますので
　安心してご相談ください。こちらから紛争の相手先へ連絡することもありません。
⃝匿名でも相談することができます。（弁護士への相談を除く）

例えば ...
　「支払日を過ぎても代金を支払ってくれない」
　「長年取引をしていた発注元から、突然取引を停止された」
　「お客さんからキャンセルされたので部品が必要なくなったと返品された」

取引に関する紛争を迅速・簡便に解決するため、登録弁護士が調停人となり
裁判外紛争解決手続（ADR）を行います。

⃝紛争当事者間の和解の調停を行います。
⃝裁判とは異なり非公開で行われるため、当事者以外には秘密が守られます。
⃝当事者が合意すれば、自由に調停場所や時間等を決めることができます。

相談員が制度広報のため企業を訪問しておりますので、お気軽にご相談ください！

▼▼▼　悩んだらここに相談を！　▼▼▼
　　　お近くの「下請かけこみ寺」につながります。

下請かけこみ寺　 　 ０１２０- ４１８- ６１８
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。　　　

＜受付時間＞ 平日 9：00 ～ 12：00/13：00 ～ 17：00 （土・日・祝日を除く）

　「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（中小企業庁）が全国 48か所に設置したものです。

　本部（全国中小企業振興機関協会）と各都道府県の中小企業振興機関に設置されています。
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http://minaami-sinsa.com

＜コロナに学ぶ＞
リスク対応できましたか？
ISO では、品質・環境・労働安全衛生でも常々

リスクと機会を考え、対応を計画実施、チェ

ックすることで更なる改善を目指しています。

食品安全 HACCP の相談も受付中。

ＩＳＯの適切な運用でマネジメントに
力をつけて、リスクに強く伸びる会社へ！

ISO等の審査・研修は

南日本審査㈱
姶良市西餅田 3344-2 ℡0995-64-5727

・システム参考文書 無償提供

・内部監査員養成（受講料無料）

・県内審査員で交通費ほぼ０

第12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。あなたの新商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（１点）・・・・・・・・�賞状、賞金 25 万円
特別賞（１点）・・・・・・・・�賞状、賞金 25 万円

【対　　象　　者】　鹿児島県内に本社もしくは工場等を有する中小企業者等（個人を含む）
【対象となる研究開発】　 平成29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　期　間】　令和２年９月１日（火）～ 10月30日（金）
【審査結果の発表】　令和３年１月予定
【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、松永
　　　　　　　　　　〒890-0065　鹿児島市郡元1-21-40
　　　　　　　　　　鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構棟２Ｆ
　　　　　　　　　　TEL：099-214-4770　　FAX：099-214-4771
　　　　　　　　　　E-Mail：sangaku@kisc.or.jp


