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今号の表紙

キリシマ精工株式会社
代表取締役 西重
保

“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞で
特別賞を受賞した次世代歯列矯正器具
『ＥＧＧ　ＢＲＡＣＫEＴＳ（エッグブラケット）』

今号の表紙は、鹿児島県の中央部に位置する霧島
市で、光通信や半導体等の精密金属部品の製造・加
工を行っている、キリシマ精工株式会社の代表取締
役 西重保さんです。
同社の設立は2006年８月。西重社長は、精密部品
加工を行う県外企業の責任者をしていましたが、退
職後、当時の仲間と一緒に働きたい、経験したこと
を活かして高品質な製品を造りたいとの想いから創
業、社員５名からのスタートでした。
設立当初は高性能な工作機械もなく、そのなかで、
難易度の高い超精密加工や顧客の技術的な要望に応
えるため、保有する単軸マシニングセンタのみで切
削加工ができる技術の開発に取組みました。
全員で知恵を絞り試行錯誤の末、専用の治具を製
作し、
独自の「カーブカット工法」を開発しました。
これまで複数の工程を要した作業を、金属の塊か
ら一工程で削りだす事を可能にしたことで、品質の
安定・工程の削減・加工時間の短縮・材料無駄の削
減を実現し、顧客等から高い評価を受けています。
難削材のコバール・ニッケル・モリブデン・ハステロイ・
チタン等の微細加工を得意とし、光通信部品・半導体
部品・装置部品等の試作から量産まで対応しています。
こうした取組が評価され、中小企業庁が選定する
2017年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
に「生産性向上」部門で選定されました。

◇独自技術を応用して医療分野へ参入
当センターの支援事業を活用し、国内外の展示会
にも積極的に参加しており、
「カーブカット工法」
で製作した世界最小0.2㎜サイズのサイコロ、三角
錐のフレームの中にチェーンがぶらさがっているピ

＜企業概要＞
所 在 地 霧島市国分川原918-7
創
業 2006年8月
従業員数 54名
事業内容 精密金属加工（光通信、
半導体、
医療、宇宙・航空）
Ｔ Ｅ Ｌ 0995-73-4311
Ｆ Ａ Ｘ 0995-73-4313
Ｕ Ｒ Ｌ http://kirishima-seiko.jp/
ラミッドなど、様々な製品サンプルを展示し、独自
の高い技術力をアピールする機会となっています。
そのような中、2014年に福岡で開催された展示会
に出展した際に、同社の加工技術が国内屈指の矯正
歯科医の目に留まり、共同で矯正器具を開発するこ
ととなりました。
歯列矯正には、歯の表に矯正器具（ブラケット）
を装着する唇側矯正と、歯の裏にブラケットを装着
する舌側矯正があり、舌側矯正は審美性に優れる半
面、舌が器具に当たり違和感がある、歯科医の技能
が必要といった課題がありました。
「カーブカット工法」を応用して開発した舌側矯
正の歯列矯正器具「EGG BRACKETS」は、切削の
長所である仕上り精度を重視し、鋳造による従来品
に比べ、薄く丸みを帯びた形状とシンプルで装着し
やすくかつ壊れにくい構造により、患者と歯科医双
方の負荷軽減を実現しています。
開発した製品は、国内外の特許出願、2018年には
薬事承認され販売を開始、今年６月「“ヘルスケア
産業づくり”貢献大賞」特別賞を受賞しました。
今回の開発は付
加価値の高い医療
分野への進出を図
る契機となってお
り、2017年には医療
器具などの量産体
制を整備する工場
も増設し、雇用の創
出や地域経済の発
展にも貢献してい
“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞
ます。
表彰式の様子（中央が西重社長）

◇今後の取組
「これまで支えてくれた従業員とともに、誠心誠
意で真心を込めて常に難しい加工に挑戦し、医療器
具製造分野等の新分野への進出や、自社発の製品を
世界に発信していきたい。」と、語っておられます。
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今号の表紙
私の思い
経営相談所よろず支援拠点
事業承継支援事務局
プロフェッショナル人材戦略拠点
わが社の輝く女性 医療法人ハヤの会 田中矯正歯科 五反田 早紀さん
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 深水刃物有限会社
ベンチャープラザコーナー
下請かけこみ寺のご案内 広告
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株式会社日本政策金融公庫
鹿児島支店 中小企業事業統轄

私の
思い

野頭

賢一

平成３年

 京水産大学水産学部
東
卒業後、農林漁業金融
公庫入庫
平成28年４月 日本政策金融公庫甲府
支店
農林水産事業統轄
平成31年３月より現職

地域と企業を繋いで地域の活性化を応援
日本政策金融公庫（以下、日本公庫）は、民間
金融機関の補完を旨としつつ、国が定める中小企
業・小規模事業者政策や農林漁業政策等に基づき
金融機能を発揮している政策金融機関です。
セーフティネット機能の発揮、日本経済成長・
発展への貢献及び地域活性化への貢献の３つの役
割を担い、金融力、情報力及びネットワーク力の
３つのチカラを強みとし、国民生活事業、農林水
産事業及び中小企業事業の３つのチームが力をあ
わせ、お客さまの成長発展を通じて地域活性化の
お手伝いをしております。

地域活性化への取組み
人口減少・少子高齢化という構造的な課題に対
して、鹿児島県においても地方創生の取組みが進
められていますが、地域に根差した文化や産業を
引き継いでいく中小企業や農林漁業の成長発展を
通じて地域の活性化を図ることが必要不可欠であ
り、これには地域金融機関との繋がりが重要なポ
イントと考えます。
日本公庫は、地域金融機関と連携し、行政や関
係団体が推進する地域プロジェクトへの積極的参
画によりお客さまと地域を繋ぎつつ、新事業、事
業再生及び海外展開など成長戦略分野への重点的
な資金供給、財務診断及びビジネスマッチングな
どコンサルティング機能を発揮して、お客さまの
支援と地域の活性化に取組んでいます。

事業承継への取組み

支える重要な存在ですが、中小企業経営者の高齢
化は深刻なスピードで進行しており、このまま推
移すれば大廃業時代を迎えることになります。
中小企業の存在が危うくなることは、日本経済
の基盤そのものに大きなインパクトを与える由々
しき問題であり、大廃業時代は日本経済に大打撃
を与えます。
事業承継が円滑に進まない理由は、単に後継者
が決まっていないことだけでなく、現経営者が現
役続行の意欲から承継の必要性を感じていないこ
とや、承継の方法が分からないことなどが挙げら
れます。
日本公庫では、事業承継の必要性の気付きと承
継の準備の動機付けを目的として、独自に事業承
継診断を実施しています。
この活動により、具体的な事業承継の相談を受
けた場合は、行政、士業団体、業界団体及び金融
機関等27機関の会員と３機関のアドバイザーから
なる「かごしま中小企業支援ネットワーク」と連
携し、お客さまと専門家を繋ぐ役割を発揮します。

現場が一番大切
日本公庫が何をすべきか、根本的な使命は何か
ということは、お客さまや関係機関の皆さまから
教えていただけます。
お客さまや関係機関の皆さまと膝をつきあわせ
て経営や地域の悩み、ご意見やご要望などを拾い
集め、資金と情報の両面から質の高いサービスに
努めてまいります。

全国に約360万社ある中小企業は、日本経済を

鹿児島県内の支店と業務内容
国民生活事業
農林水産事業
中小企業事業

各事業の業務内容
小規模事業者や創業企業などへの融資業務
農林漁業者や食品産業への融資業務
中小企業者への融資業務

鹿児島支店
○
○
○

鹿屋支店
○

川内支店
○

鹿児島支店に取次ぎ
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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！

売り上げを伸ばす支援事例のご紹介
～働くコーディネーターシリーズ～ 第三回

よろず支援拠点では、中小企業・小規模事業者・個人事業主・起業を目指す方々のあらゆる経営相談に
応じています。経営課題の根本的な原因を明らかにするために、相談者から詳細なヒアリングを行った
上で、
課題解決に向けた具体的なアドバイスを行います。具体的な事例と共に担当したコーディネーター
が支援の際に注目したポイントなども含め､ ご紹介したいと思います。
ウ ェ リ ナ

◆事例５◆

ウィッグ専門店の移転を支援

Welina 鹿児島（鹿児島市）

【相談内容】病気や不慮の事故で髪の毛を失った方々のニーズに応えるウィッグ専門店を開業して７年目。
フリーペーパー等で紹介されたことで知名度が上がり予約が多くなったが、人員不足と施設不
備により対応できない部分もあり頭打ち状態。顧客ニーズに応えられるような店舗スペースを
確保するため、移転を考えている。
【支援内容】移転候補の店舗での稼働率別シミュレーションを行い、持続化補助金申請書・銀行借入れの事
業計画書作成のアドバイスを行った。更に、集客効果による今後の伸び率を予測し、ウィッグ
だけでなく増毛の売上増を目指す戦略を、原価低減の数値化等でアドバイスした。
【支援のポイント】シミュレーションを行い、数値での分かりやすいアドバイスをすることによって事業拡
大の可能性を確信されたことが、店舗移転計画の実行、持続化補助金の申請を決心させ、
結果、採択につながり、集客・販促活動が順調に進んでいる。
経営の転換点に悩まれる経営者は多いもので
す。よろず支援拠点は伴走型で、多面的に考え、
アドバイスをさせて頂いております。経営改善、
創業等、このような相談をしても良いのかなとい
うことも遠慮なくご相談ください。
担当コーディネーター 山之江 清子
専門分野：経営改善、創業、事業承継、経営革新

◆事例 6 ◆

セレクトショップの店舗拡張と売上拡大を支援

ト ゥ ル ト ゥ ー ガ

TORTUGA（奄美市）

【相談内容】平成29年、売り上げに関する相談を受けて事業計画策定を支援。金融機関との連携や SNS に
よる広報戦略、店内ディスプレイへのアドバイスを行い、集客力が上がって売り上げアップし
たものの、店内の狭さがネックとなり、今以上の商品陳列や集客ができず、売上増加が見込め
ない。
【支援内容】移転も含めた解決策を模索する中、隣接する店舗が移転するという情報を得た。拡張後の売り
上げを試算、さらに改装費用などを算出し、隣接地への店舗拡張の可能性についてアドバイス。
金融機関との連携支援の結果、ほぼ倍の広さに相当する店舗拡張が実現した。
【支援のポイント】経費の算定により、事業者に店舗拡張の展望が示せたこと、粗利率の高いオリジナル商
品の広報を強化したこと等が、売上拡大と利益の確保に繋がった。現在、より明確なター
ゲットを設定した新商品の取り扱いを検討中。

改装前

改装後

相談予約は…
「鹿児島県よろず支援拠点」
までお気軽に
4
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どの商材を販売強化すれば粗利が高く、収益が
上がるかを明確にし、SNS を以前より活用する
ようになりました。数字の上がり方よりも、事業
者のやる気と楽しみが増したことで今後の展望が
明るくなりました。
担当コーディネーター 寶園 純一
専門分野：ものづくり、広報戦略、商品デザイン

〒892-0821 鹿児島市名山町９番１号 県産業会館１階
☎099-219-3740 FAX：099-223-7117 E-Mail：yorozu@kisc.or.jp
【相談日】月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分
（祝祭日、年末年始を除く）

事 業 承 継 支 援 事 務 局

円滑な事業承継をサポート！
相談無料。秘密厳守します。

◇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。

◆支援実績◆（平成30年9月～令和元年6月）
相

談

件

数：114件（うち、平成31年４月～令和元年６月：44件）

専門家派遣回数： 44回（うち、平成31年４月～令和元年６月：39回）
事業承継支援事務局を平成30年４月に設置してから、周知期間等を経て、相談・専門家派遣ともに利用が
増加しています。
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います。

専門家派遣等の
お問合せは、

（公財）かごしま産業支援センター
TEL：099-219-8123

鹿児島県事業承継支援事務局

FAX：099-219-1279

E-mail：syoukei@kisc.or.jp
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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！

プ ロ フェッショナル 人 材 戦 略 拠 点

◇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83件（拠点開設以降累計）
平成28年１月の拠点開設以来、800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404件
のうち、83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。
（令和元年７月末現在）

《企業訪問・相談活動の実施状況》
区

※

分

令和元年7月末現在

今年度累計

開設以降累計

企業訪問 ･ 相談件数

１２１件

８４１件

求 人 取 次 件 数

８９件

４０４件

採 用 成 約 件 数

２３件

８３件

拠点開設：平成28年１月29日

第７回

｢企業成長セミナー」を開催

７月19日（金）鹿児島市のホテルパレスイン鹿児島において、第７回企業成長セミナーを開催し、県内の
企業経営者など80名の方々が参加されました。
セミナーの第１部では、平成29年度にプロ人材事業を活用された
株式会社デンセツ工業（鹿児島市）ＣＥＯ 佐藤春吉氏がプロ人材
の採用とそれにより新たに取り組まれた事業について事例発表を行
いました。
第２部では「経営者が絶対知っておくべき“プロ人材の採用と定
着と活躍の秘訣”
」と題して、人材紹介の大手企業であるアクティ
ベイト株式会社（東京都）代表取締役社長 海老一宏氏が講演を行
いました。
講演では、働き方改革を踏まえ,「人材採用と定着難をどう乗り越えるか」「採用と定着のための会社のブ
ランディング」
「プロ人材の採用を成功させるには」など、プロ人材採用を行う上での重要なポイントにつ
いて具体的な事例を交えて説明がありました。
参加者は、プロ人材採用の実際に触れ、人材採用に係る悩みの解決やこれからの人材戦略を考える機会と
なりました。

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。
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。
6
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◇（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/

わが社の輝く女性！
今号は、県内初の矯正専門歯科医院として、豊富な矯正治療の知識と経験、高度な技術を誇る医療法人ハヤの会 田
中矯正歯科で、歯科衛生士として活躍している五反田早紀さんです。

医療法人ハヤの会 田中矯正歯科

所 在 地：鹿児島市中央町21-14
設
立：1981年
従業員数：14名
事業内容：歯科診療所（矯正治療）
T E L：099-257-9052
F A X：099-256-6750
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.hayanokai.com
E - m a i l ：hayanokai@gaea.ocn.ne.jp

◇会社紹介
当院は1981年、鹿児島県内で最初の矯正専門歯科医院
として鹿児島市に設立されました。
以来、鹿児島市内はもちろん、離島も含め鹿児島県内
全域と南九州地域から歯の矯正治療に多くの患者様にお
越し頂いております。
一昨年、中央駅前市街地再開発事業に伴い現在地に移
転し、医院が新しくなり鹿児島中央駅から徒歩２分とい
う便利な場所にあり、子どもや学生さん、仕事帰りの女
性が多い矯正歯科クリニックです。
矯正治療の目立つ装置が気になる人は、透明で目立た
ないマウスピースを使った治療を勧めています。取り外
しができるマウスピースは１～２週間ごとに新しいもの
に交換し徐々に歯を動かしていく最新の治療法です。
この矯正用マウスピース作製には３Ｄ光学スキャナー
「iTero」を使用しています。
従来のシリコンによる歯型採取に比べ、
より短時間で、
精度の高いマウスピース作製が可能です。

矯正用マウスピース

矯正治療以外には、口腔がん検診、漢方による歯科慢
性疾患治療、ホワイトニング・スポーツマウスガード・
睡眠時無呼吸症候群の治療を行なっております。
現在は歯科医師４名（男性３名、女性１名）
、スタッ
フ10名、合計14名で診療を行っています。
いつも明るく楽しい雰囲気の診療室です。
初回相談は無料です。矯正治療に関する疑問・ご質問
など、お気軽にお問い合わせください。
歯並びのことで悩んでいないで、
素敵な笑顔のために、
まずご相談ください。
◇入社のきっかけは
専門学校の歯科衛生学科在学時、臨地実習で当院に来
ることがありました。
その際、職場スタッフの仲の良さと、明るい雰囲気に
惹かれました。
私もその中で患者様の歯並び・噛み合わせが改善し笑

五反田

早紀（ごたんだ

歯科衛生士

さき）

南学園鹿児島医療福祉専門学校
歯科衛生学科卒
2018年入社 さそり座
趣味 散歩 ドライブ
顔になるお手伝いができたら良いなと思い就職しまし
た。
◇仕事上での印象深い体験談など
クリーニングの際に口
腔衛生指導を行うこと
で、口腔ケアレベルが低
かった患者様のブラッシ
ングの意識が向上したこ
とです。
また患者様と関わる中
で、患者様の歯列の変化
に気づき共に喜ぶ時で
す。
さらに治療技術として
大変複雑で精密な矯正装
置の取り扱いを、正確に
早くできるようアシスト
できたことが嬉しかった
です。

診

療

室

◇当院の経営理念について
「矯正歯科治療を通じて人間に奉仕する診療所です。
矯正歯科治療専門診療所である限りは診断・治療・精神
等の向上を持って患者様に奉仕することです。その奉仕
の心によって国民の口腔健康を維持増進させることが診
療所の存在意義であります。」
地域の皆様に良い歯並びの意義と口腔健康維持活動を
発信する事に努めています。
◇会社への思いや抱負について
患者様から信頼される歯科衛生士になりたいです。
また、矯正治療を楽しく進めていくためのサポートが
できるように精進していきたいと思います。

田中理事長（上段中央）を囲んでスタッフの皆さん
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特

令和元年度（平成31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！

集

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。

【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５日～５月15日、４月１日～５月10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
企

業

名

テ

ー

マ

㈲重久盛一酢醸造場（霧島市） 甕壺露天醸造法によるザクロ酢の研究
㈲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

㈱ビルメン鹿児島（鹿児島市） 小型風力発電機の低風速域における高効率発電機の開発と検証

○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
企

業

名

㈱アーダン（奄美市）

テ

ー

マ

防腐剤不使用による高付加価値シルク原料の研究開発

【新事業等開拓支援事業助成金】
県内の中小企業者等が行う新分野への新たな参入や開発した試作品・新製品等の新市場開拓にかかる経費
の一部を助成するものです。
（募集期間：４月12日～５月10日）
○国内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
企

業

名

濵田酒造㈱
（いちき串木野市）

ー

マ

・

展 示 会 等 名

㈱マツオ（鹿児島市）

テーマ
：熱拡散亜鉛めっきラインの販売及び販路開拓
展示会等名：第22回（関西）機械要素技術展

㈲九面屋（霧島市）

テーマ
：
“新かるかん”の市場調査および新規販路開拓
展示会等名：第54回スーパーマーケット・トレードショー 2020

㈲西製茶工場（霧島市）

テーマ
：B to B の商談や優良バイヤーとの意見交換
展示会等名：第26回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2019

PATISSERIE CLAIR
（曽於市）
東酒造㈱（鹿児島市）
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テーマ
：本格焼酎及び新基軸商品市場開拓調査
展示会等名：
“日本の食品輸出” EXPO 2019
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テーマ
：地域資源を活かした商品で売上拡大と販路開拓
展示会等名：Food EXPO Kyushu 2019（国内外食品商談会）
テーマ
：紅茶リキュールの周知及び拡販
展示会等名：
“日本の食品輸出” EXPO 2019

企
業
名
㈲スリーウッドひかり
（さつま町）

テ ー マ ・ 展 示 会 等 名
テーマ
：地域の資源を活かして市場開発を目指す
展示会等名：食の大商談会 インフォメーションバザール in Tokyo 2019

マトヤ技研工業㈱（曽於市）

テーマ
：食肉・食鳥処理機器市場調査と販売促進
展示会等名：FOOMA JAPAN 2019 国際食品工業展

テーマ
：
“簡単・美味しい・健康” だしキット製品の販路開拓
展示会等名：第32回 国分九州フェスタ 2019
テーマ
：福岡都市圏を中心とした九州圏内での販路開拓
かねだい食品㈱（南九州市）
展示会等名：Food Style 2019 in Fukuoka
㈱岡商店（鹿児島市）

【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12日～６月７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

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

㈱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

日本なまず生産㈱（東串良町）

完全閉鎖型陸上養殖「近大発なまず」の付加価値の高い加工食品の商品開発
及び販路開拓事業

㈱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

㈱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

薩摩総研㈱（指宿市）

多機能性高強度樹脂材料の開発

㈱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

㈱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

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

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

㈱ファインテック（鹿児島市）

水の浄化作用のある多孔質コンクリートの開発と多孔質コンクリート板の製
造・販売

㈱ア・トスフーズ（薩摩川内市） 菓子製造業への参入に伴う新商品開発・販路開拓
㈱粹家創房（鹿児島市）

鹿児島産にこだわった自社製品の開発・製造・販売

加治木産業㈱（姶良市）

食品加工用６軸ロボットアームの開発および自社オリジナル製品の開発、製
造、販売

【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23日～６月21日）
区

分

特

許

商

標

企

業

名

発

明

の

名

称

㈱エルム（南さつま市）

水耕栽培用シードペーパー及び該シードペーパー製造装置

鹿児島精機㈱（霧島市）

入れ歯磨き器

ソルト・ブレイク・
ジャパン㈱（姶良市）

（商品名）
（商品名）

㈱八起屋（出水市）

（商品名）
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【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８日～５月10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
㈱ Azuma Legal Partners
（鹿児島市）
aniy．
（南種子町）
（同）奄美パラダイス
（奄美市）
市来 由美（和泊町）
いっさごれ（奄美市）
指宿整体まきの（指宿市）
岩坪

洸樹（枕崎市）

鳳 真（曽於市）
尾林 莉咲（鹿児島市）
割烹 薄野（鹿屋市）
勝目 季仁（瀬戸内町）
Café・サロン・ハンドメイ
ド千尋（南種子町）
神園 一俊（南さつま市）
亀井 文生（霧島市）
川野 一人（指宿市）
北野 真由美（鹿児島市）
久保

勇仁（鹿児島市）

概

要

幼稚園児、小学生の制服等に特化したリサイクル（リユース）事業
まつ毛エクステ 専門店開業
就労継続支援サービス事業所「まんまる」の運営
～「まんまるカフェ」＆移動販売車「まんまる号」の離陸～
空き店舗を活用した、観光客の交流拠点（ドミトリー）の創出
地産地消！島の食材を活用した創作居酒屋の開業と客席レイアウト変更による
回転率アップ
指宿温泉とアメリカ発祥のオステオパシー整体を掛け合わせ、働く女性のため
の長期不調や慢性症状から救う健康サポート
ミニ水族館型カフェ設立
枕崎に観光客を集め、地域住民との交流の場を提供
精密な地盤調査を行い地震に負けない機材等の導入
利用者本位を目指す訪問歯科診療特化型プラットフォームの提供
大隅産の食材を活かした魅せる割烹居酒屋の開店
集落の空き家を活用した観光客と移住希望者向け民宿運営事業
高齢者と地域住民が集える場と食とカルチャーを提供
鹿児島の藍染文化を残し、触れ合ってもらう事業
働く人の暮らしを応援！地域を支える焼き立てパン屋さん
ミニジープのレンタル事業でモビリティ周遊改革
南洲神社・上町周辺を盛り上げるためのカフェ・マルシェ運営
県木クスノキを材料にレトロで温かみのあるオリジナル／オーダーメイド家具
の製作販売

地域資源である既存建物（住宅・ビル等）を活用するためのデザイン・省エネ・
耐震性能を高めるリノベーション文化の定着
（同）Connection（姶良市） 廃棄野菜の有効活用で地域の農業と経済を豊かに！
沖永良部島の大自然を満喫する、新感覚体験型アクティビティと、心と体をメ
椎名 智明（和泊町）
ンテナンスする「沖永良部島リトリート・プログラム」事業を通して雇用を創
出し、関東からの移住者を増やす
小さな洋菓子店イートインサービスの開始
C’s sweets labo（鹿児島市）
～地元客や学生に憩いの場を～
chord（鹿児島市）

下園

真由美（鹿屋市）

（同）末吉製茶工房（曽於市）
田口 知美（曽於市）
つなぐ．Ｂｉｚ（姶良市）
手広 BeachBackpackers
（龍郷町）
徳永

優理子（鹿屋市）

バッジキ マルティナ
（霧島市）
はやと骨盤整体院（霧島市）
東中川 健（指宿市）
平林 かおり（曽於市）
㈱ＦＯＲ（鹿児島市）
10
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高齢者などが癒しのひと時を得られるスープカフェと交流の場を提供する店舗
の開業
移動式日本茶カフェによる地元曽於茶の地域内外展開と鹿児島茶の市場拡大事
業
“食”
“美”
“癒し”の三拍子で拡げる笑顔の輪と事業の未来  
住む人、来る人、行く人。みんなにちょうどいい駅前ショップの展開
交流型宿泊施設（ゲストハウス「手広 BeachBackpackers」）の運営
健康志向に応える有機農産物とハーブの料理やアレルギー対応食並びに地域交
流の場を提供する飲食店の開業
イタリア式循環型鶏卵販売事業
自然卵養鶏の飼育形態で「スーパーたまご」の販売
地域の産後骨盤ケア環境の充実と腰の痛みの最後の砦の治療院
新ご当地グルメ開発で池田湖復活プロジェクト
地元食材を使用した地域愛たっぷりのベーカリーカフェ
24 時間訪問看護サービスを通した在宅療養中のお客様の満足度拡大と、訪問看
護事業を通した女性活躍の場の拡大による雇用創出

企

業

名

な

ど

概

福迫

ひとみ（鹿屋市）

福元

由紀子（東串良町）

堀内

加奈子（曽於市）

要

インバウンド客が大隅の豊かな自然に触れられ、日本文化等を経験し、コミュ
ニケーションの場となるゲストハウスの開業
料理の作り手と生産者の愛情を繋ぐ、地域の作物の特長を活かし、新開発した
大隅産のスパイスを使った地元食の提供と加工品の製造、販売
財の森プロジェクト「高級ジビエ加工商品販売」

ボルダリングジム
ロックアップ（霧島市）

ボルダリングジムの運営
ボルダリングを通じて楽しく健康的な生活を

million pointz（奄美市）

世界自然遺産候補地、奄美大島に女性専用簡易宿泊所を開業

持田

地域性及び顧客ニーズに沿ったハウス事業の展開

伸也（西之表市）

Yadon Café 1-1（宇検村）
NPO 法人
（伊仙町）

UNiSON

吉留

大作（鹿屋市）

吉原

誠一（指宿市）

屋鈍海岸でのんびり自然を満喫できるカフェ・宿泊サービス事業
障害児通所支援事業

未就学児を対象とした児童発達支援事業の実施

e スポーツで進化するネットカフェの開業
利用者・ご家族の生活スタイルに合わせたフレックス・フリータイム制を導入
した新たなサービス事業
商店街空き店舗を活用したシェアオフィス・イベントスペースの運営

（同）wacca．
（指宿市）

【食品加工技術レベルアップ支援事業負担金】
食品製造業者の技術的ニーズと機械製造業者の技術的シーズをマッチングし、機械装置等の試作開発を支
援するものです。
企

業

名

概

要

㈱ＪＵＮ建設（霧島市）と㈱ハラダ精工（鹿児島市） コーヒー豆精製機械の試作開発
上園食品㈱（霧島市）と㈱九州精密（姶良市）

大根の成型機械の試作開発

【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、事業管理機関等して支援するものです。
法認定中小企業者
薩摩酒造㈱（枕崎市）

研究開発計画名
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

【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：４月５日～５月７日）
企

業

名

㈲鹿児島ますや（姶良市）

概
要
既存商品（ハム・ソーセージなど）のバージョンアップ及び新商品開発と既存商品
も含めた販路拡大
自社独自の無添加加工食品の商品開発・販路開拓

㈲三清屋（鹿屋市）

放牧薩摩黒豚の新商品開発と既存商品のブラッシュアップで販路開拓

㈱下園薩男商店（阿久根市）

焼酎に合わせた魚を使った酒の肴等の商品開発

南薩食鳥㈱（南九州市）

ハラル製品の開発・改良と販路開拓・販路拡大

㈲大成畜産（曽於市）

枕崎市漁業協同組合（枕崎市） 鰹の未利用資源を活用した新商品開発
村商㈱（肝付町）

肝属産黒毛和牛を使用した冷凍加工食品「ごちそうビーフ」のブランド確立

㈱ＲＥＩＭＥＩ（西之表市）

安納芋、落花生の新商品開発及び販路拡大
ガス置換トレーシーラーを使用し、鹿児島県産のぶり等を使用したロングラ
イフ総菜商品の開発

㈱ＹＳフーズ（鹿児島市）
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企

業

紹

介

深水刃物有限会社

■会社概要
深水刃物有限会社は、伝統ある手打ち鍛造により、
家庭用の包丁から農業用の鍬や鉈などの製造・販売を
行っている、鹿児島県で数少ない鍛冶製造業者です。
創業は1953年、先々代が加世田から枕崎に移り住
んで鍛冶屋を始め、枕崎から鹿児島市内に移転して、
先代の深水清隆・深水寅男兄弟で有限会社深水農機
具製作所を鹿児島市下荒田に設立しました。
1964年に現在地に移転し、1993年深水清秀氏が社
長に就任、同年現在の社名に変更しました。

代表取締役
社長
深水 清秀

所 在 地：鹿児島市宇宿 2-14-3
創
業：1953 年９月
従業員数：８名
事業内容：家庭用刃物・農業用刃物・
林業刃物・工業用刃物等製
造・販売
Ｔ Ｅ Ｌ：099-255-3743
Ｆ Ａ Ｘ：099-256-8182
ＵＲＬ：http://fukamizu-hamono.com/

合いも増えてきています。

オーダーメイドのフランス料理用テーブルナイフ
肉用（手前）
・魚用（奥）
社

屋

外

観

■当社の優れた技術
当社は、家庭用刃物、農業用刃物、林業刃物、工
業用刃物などの刃物に特化した製品の製造・販売を
行っています。
創業時より火造り鍛造・焼入れ・焼き戻しなどの伝
統的技法にこだわり続け、1995年には鹿児島県伝統
的工芸品「薩摩深水刃物」の生産者に指定されました。
主要品目は、鍬・鉈鎌・包丁・竹細工用刃物など、
主な取引先は、県内農協・森林組合・金物店・ホー
ムセンターです。
園芸用刃物を主に製造販売してきましたが、近年
は機械化が進み需要が減少傾向にあり、県内外の物
産展、展示会等に積極的に出展して、ニーズ把握や
販路開拓に努めています。
出展をきっかけに、４年程前から鹿児島市竹産業
振興センターからの注文を引き受けるようになり、
竹細工用刃物の製造を本格的に始めました。
また、他県からの注文も増え、刃物のほか、竹ひ
ごの厚みを揃えるローラー型のせん引き器など購入
いただき、新規取引やＰＲにつながっています。
個人のお客様向けにオーダーメイドでの製品づく
りにも力を入れており、一昨年、県内百貨店の物産
展に出展した際に、鹿児島市でフランス料理店を開
業しているオーナーシェフからの依頼で、肉用・魚
用２種類のテーブルナイフを製作いたしました。
手作りで製造している打ち刃物は、切れ味が良く、
折れにくく、錆びないなどの特長があり、ジビエ用
テーブルナイフへの活用など、新たなニーズの掘り
起こしも模索しています。
かごしま産業支援センターの支援で、ホームペー
ジを開設して製造工程の紹介や、インターネット通
販も開始しており、最近は、海外向けの包丁の引き
12
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■当社の企業理念
深水刃物は
使ってみたくなる魅力ある刃物
使っていて楽しくなる刃物を真心を込めて作り
誠意をもってお客様に届けることにより
心豊かな社会になるために貢献します
【行動指針】
１．鍛冶屋の技と近代の材料・技術・機械を組み合
わせて製造し、その時代時代で最高の魅力的な商
品を提供します。
２．鍛冶屋の鍛造技術で好みの形に作り、切れ味・
耐久性の優れている刃物を提供します。
３．社員がやりがい働き甲斐を感じ、個性的で感動
する作品を生み出せるような職場環境を作ります。

■今後の展望・抱負
キャンプ、山で包丁・ナタなど多目的な用途に使
える「山包丁」など、今まで市場になかった製品を
開発するため試行錯誤を続けています。
限られたマーケットですが、逆に大手が参入しな
いニッチな市場にこそ活路があると捉えています。
今後とも伝統的技法を守りながら新しい技法も取
り入れ、より良い製品づくり、また、時代に即した
製品づくりに努めて参ります。

キャンプ、山で多目的に使える「山包丁」

ベンチャープラザコーナー

第76回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」

令和元年 ５ 月 ８ 日（水）鹿児島市で開催し、㈲アジャスト、㈱エルム、㈱喜界島薬草農園の県内の
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252社、うち県内企業191社）
○発表その１

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ブラシ
（有限会社アジャスト）
「デンチャーブラシⓇ」の販路拡大
い」「家族にさえ入れ歯を見られたくない」と思う
高齢者が多いことからも、片手で簡単に効率良く磨
ける専用のブラシの開発を行いました。

有限会社アジャスト
代表取締役社長

福留

博文

鹿児島市上荒田2-17
TEL：099-259-3278
FAX：099-800-7700
URL：http://kg-adjust.jp/

発表内容

発表する
事業部
久保田部長

≪商品の特徴≫
デンチャーブラシは、入れ歯の形状に合わせて環
状にブラシを配置した構造を持ち、底面には滑り止
めを備え付けているため、片手で入れ歯をブラシに
押し付けて回すだけで全体を効率よく磨くことがで
きます。そのため、短時間の簡単な作業で入れ歯の
洗浄が可能となり、誰が使用しても同等の洗浄効果
が得られる点において優れています。

≪企業紹介≫
弊社は、1994年8月に鹿児島市西田に歯科技工所
を設立し、入れ歯や補綴物（銀歯などの詰物）の製
作を行い、2010年より、上荒田町にアジャスト・ス
クールを設立し、歯科助手・受付事務養成講座と介
護初任者養成講座を開講する職業訓練施設を運営し
ております。
また、2017年１月から「デンチャーブラシⓇ」の
企画・開発・卸売業を行う販売事業部を設立し、歯
科の分野から介護業界を支えるべく、人材育成や歯
科・介護用品の開発に取り組んでいます。
≪商品開発のきっかけ≫
介護施設を訪問した際、半身不随の男性が歯ブラ
シの先でただ突いているだけで、入れ歯を洗えてい
ない光景に衝撃を受け、作り手として何とかしなけ
ればならないと思ったことがきっかけとなりまし
た。
不潔な入れ歯を使用し続けると口腔内細菌が体内
を巡り、誤嚥性肺炎、動脈硬化、心筋梗塞、糖尿病
などの全身の病気の原因となることがあります。
一般的に使用されている洗浄剤は、細菌の繁殖や
臭いを防ぐものであり、誤飲に危険な成分が大量に
含まれているため、使用後はしっかりブラシで磨く
ことが重要ですが、市販のブラシは高齢者にとって
扱いにくく、介護者
が毎食後清掃するに
は負担が大きいこと
から、ケアが行き届
いていないことが現
状です。さらに介護
予防の観点では、高
齢者が手指を使って
入れ歯を磨くことが
理想で、
「自分の入
デンチャーブラシ ®
れ歯は自分で磨きた

発表後の成果・感想

今回発表させていただくにあたり、資料の作成段
階からたくさんの気付きがあり、今までの取組みを
見つめ直すきっかけとなりました。
また、いただいたご意見やご質問は、第三者目線
で消費者のニーズに限りなく近く、すぐにでもサー
ビス展開に役立てたいと思う内容ばかりでした。
今回学ばせていただいたことを今後に活かし、地
元鹿児島に貢献していきたいと強く思っておりま
す。貴重な機会をいただき誠にありがとうございま
した。

今後の展望

介護施設や地域の老人クラブを訪問し、入れ歯を
清潔に保つことの重要性を訴えながら入れ歯磨きの
啓蒙活動を行い、デンチャーブラシの利用促進と清
掃の動機付けを図るために制作した「入れ歯磨きソ
ング」「入れ歯磨き体操」の普及を考えています。
また、後続商品としてハンディ型や自動型の開
発、関連商品として入れ歯磨き粉、滅菌材等の開発
を予定しています。
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○発表その2

水耕栽培，水耕苗，土耕苗の栽培が可能な高生産性コンテナ型栽培システム
（株式会社エルム）
「EcoNursery Ⓡ」の販路拡大

株式会社エルム
代表取締役

宮原

隆和

南さつま市加世田宮原2398
TEL：0993-53-6930
FAX：0993-53-7160
URL：http://www.elm.co.jp/

発表する
事業開発推進部
宮下部長代理

発表内容
≪企業紹介≫
弊社は、1980年に設立、今年で39期目となります。
開発に特化した会社で、農業、環境、宇宙、エネ
ルギーなど広範な分野で新しい製品の開発に取り組
んでおります。
「想い」を「かたち」に そして「世界」へを理
念に取り組んでおります。

≪商品の特徴≫
40フィートのコンテナを使った栽培システム。
高断熱コンテナ内で栽培環境を効率的に自動制
御。
天候、病害虫の影響を受けず、都市部から寒冷地、
熱地帯までどんな場所でも高品質な作物を安定的に
計画栽培できます。
具 体 的 に は、 エ ル ム 独 自 の 自 動 搬 送 ロ ボ ッ ト
（PCT 国際特許出願中）が10段もの多段の省力化を
実現。
最小限のスペースで最大限の収穫を可能にしまし
た。
播種と収穫以外はシステムにおまかせ。
栽培品目ごとにレシピ化され、棚移動・LED 照明・
温湿度・灌水・養液・二酸化炭素（Co2）等の管理
は自動制御となっております。
レシピ化された作物を選ぶだけで、栽培知識のな
い作業者でも栽培できるシステムです。

「想い」を「かたち」にそして「世界」

≪商品開発のきっかけ≫
「就農人口が減り続けている中で人手をかけずに
農業ができないだろうか」
「収益性を上げて農業の魅力を向上したい」
これを可能にしたのが「EcoNursery Ⓡ」です。

同一システムで水耕栽培、水耕苗、土耕苗が
栽培できます。

発表後の成果・感想
このたびは、製品のご紹介、発表する機会をいた
だき、ありがとうございました。
質疑応答、また、交流会では貴重なご意見やご質
問を多くいただくことができました。
今回のご意見、ご質問を活かし、今後の展開、販
路拡大につなげていきたいと思います。

今後の展望
メンテナンス・サポート、遠隔監視を含めた事業
展開を考えております。
定期点検、保守メンテを行うことと、栽培状況を
タイムリーに把握できるシステムを構築しているこ
とから安心してお使いいただき、高品質な作物を安
定的に計画栽培、収益性の高い事業として、国内外
へ積極的に展開していきたいと思います。
14
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○発表その3 「ボタンボウフウ」など喜界島の地域資源を活かして地域と共存共栄する

（株式会社喜界島薬草農園）
商品の開発と販路拡大
（ＢｔｏＣ）機能性表示食品の新商品開発を希望される
方へは原料調達から商品化までの技術的指導と受託
加工まで行います。
喜界島薬草農園グループには各種原料の分析から
機能性試験まで行える生産開発センターがあり他社
にはない差別化商品の企画と商品化まで行えます。

株式会社喜界島薬草農園
代表取締役 石原 健夫
大島郡喜界町阿伝1535
TEL：0997-55-5007
FAX：0997-55-5008
URL：http://yakusonoen.
kikaijima.co.jp/

発表する
石原代表取締役

発表内容
≪企業紹介≫
喜界島産薬草及び農産物の栽培並びに地域特産品
の食品加工・健康補助食品の製造及び販売・その他、
上記に附帯する一切の事業。昨年から養蜂事業も開
始しました。
喜界島は白胡麻産地としては国内で栽培面積日本一で
夏場は白胡麻の花を沢山咲かせた畑が多く「喜界島産ご
ま蜂蜜」の機能性評価と商品化にも取り組んでいます。
≪商品開発のきっかけ≫
喜界島に自生しているボタンボウフウの各部位ご
とや時期・エリアなどの生育条件などで成分分析を
行ってきた結果、他産地原料を販売している各社よ
りも総ポリフェノールやルチンが多く検出されること
が 確認されました。動物での試 験、ヒト臨 床試 験
で有効性を証明しました。
さらに関与成分であるクロロゲン酸の作用機能を
立証し機能性表示食品の届け出受理をいただきまし
た。ボタンボウフウを使用し、弊社にて商品化した
青汁（ＢｔｏＣ）と、ボタンボウフウを使用した機能性
表 示食品の企画・受託加工事業（ＢｔｏＢ）について
販路拡大を行います。

喜界島産ボタンボウフウを使用して商品化した青汁

発表後の成果・感想
二水会での発表以後、ＢｔｏＢ 面で数社からのボタ
ンボウフウ引き合いもありましたので、原料販売と
しても十分魅力のあるものと思います。ＢｔｏＣ での
販売面では認知度がまだまだなところもあり各種対
策を行っています。販売における喜界島のツールは
多くありますので、今後製品の認知度を上げる対応
を重ねることで、ファンを増やしていく方向で、製
品の販売に加速をつけてゆきたいと考えます。

今後の展望

≪商品の特徴≫
国内初の乾燥葉物野菜として機能性表示食品認定
された「喜界島産ボタンボウフウ」を利用して「島
の太陽と潮風で育った青汁」を機能性表示食品とし
て商品化して平成30年11月からネット販売を開始中

島の太陽と潮風で育った青汁だけでなく、さらに
手軽に食してもらえるようにカプセルタイプの製品
も開発しております。
また、養蜂も軌道に乗りつつあり喜界島はちみつ
を使用した機能研究も進めており、国産蜂蜜の里と
なるブランド化も視野に入れて新製品作りも対応を
していきたいと考えています。島にある白ごま、花
良治ミカン、黒糖などの素材を人々の健康生活に役
立てて、島民の生活と健康に貢献できる企業として
成長していくことを目標に進んでいきたいと思って
おります。

◇

次回の「二水会」 開催予定

第77回

◇

2019年11月13日（水）１５：００ ～
（場所は鹿児島市内）
※発 表を希望される企業の方は、お気軽にご
相談ください。
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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、下請かけこみ寺にまずはご相談ください！

中小企業の取引上の悩みに、相談員や弁護士が応じます
・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。

・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。紛争の相手先への連絡も当然いたしません。
・匿名でも相談をおこなうことができます（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」
「消費税転嫁対策特別措置法」の施行に伴い、消費税の転嫁等に係る取引上の相談に応じています

▼▼▼

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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〒892-0821
鹿児島市名山町9番1号（県産業会館２F）
T  E  L（099）219－1270
FAX（099）219－1279
E-mail:kisc@kisc.or.jp https://www.kisc.or.jp

情報 KISC
季刊誌：年４回発行
発行者：公益財団法人 かごしま産業支援センター

※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

2019
8 August

相談無料 ・ 秘密厳守 ・ 匿名相談可能

