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奄美大島開運酒造
代表取締役　渡　慶彦さん
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　今号の表紙は、奄美大島の西南部に位置する宇検
村で、奄美群島でのみ製造が認められている黒糖焼
酎を製造販売している奄美大島開運酒造株式会社の
代表取締役 渡慶彦さんです。
　同社の設立は1996年。奄美大島でホテル経営を中
核とした観光事業を展開していた奄美観光株式会社
が、焼酎の取引をしていた酒造会社から事業を継承
したのが始まりです。
　創業者は、以前より生まれ育った宇検村に産業を
興して過疎化が進む村の雇用を創出し、過疎化を食
い止めたいとの思いがあり、1997年に旧名瀬市から
宇検村に製造工場を移転しました。
　同社の焼酎は、今年７月26日に世界自然遺産登録
された地域内にある「湯湾岳」の伏流水を仕込み水
に使用して製造されています。

◇黒糖焼酎出荷量ナンバー１に成長
　主要銘柄の『れんと』は、貯蔵タンクに取り付け
たスピーカーから約３カ月、交響曲などクラシック
音楽を流し、一定の音響振動を加え熟成を促す「音
響熟成」製法で熟成された、まろやかでやさしい味
と豊かな香りで女性にも好まれる黒糖焼酎です。
　商品開発には女性の意見を積極的に取り入れ、女
性や若者をターゲットに、容器にも既存の焼酎には
なかった奄美の空と海を想わせるブルーボトルを用
いるなど新しい市場を開拓することで、後発メー
カーでありながら黒糖焼酎出荷量ナンバー１の地位
を確立しています。

　また、ホワイトオーク樽で長期熟成して飲みやす
さをコンセプトにした『紅さんご』 は、今年５月「東

京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2021」
焼酎部門で、第一位のベスト・オブ・ザ・ベストを
受賞しました。
　同社は、奄美大島の郷土料理「鶏飯」のフリーズ
ドライ商品の製造・販売を行うなど多角的に事業展
開を実施しており、地域振興にも大きく貢献してい
ます。
　長引くコロナ禍の影響で需要が落ち込む中、世界
自然遺産登録は追い風となると期待しており、現在、
登録記念の消費者キャンペーンを行っています。
　また、新商品のミニボトル『AMAMI RABBIT

（アマミラビット）』の
発売を開始、売り上げ
の一部を国の特別天然
記念物アマミノクロウ
サギを保護するために
寄付する「自然環境保
護プロジェクト」をス
タートさせました。

◇今後の取組
　「黒糖焼酎はまだまだ日本でも認知度が低く、国
内市場も数パーセント程度です。今後、関東や東北
地方への販路拡大を図るためにも、今回の『紅さん
ご』の受賞は非常に励みになっています。世界自然
遺産にも登録され、村の背景など、地域の皆さまと
連携して情報発信をしっかりしていきながら、蔵の
思い、造っている社員の気持ちをきちんと伝えてい
けるような体制になればと思っています。
　また、今年４月にはFFSC22000（食品安全マネ
ジメントシステムの国際規格）も取得し、企業理念
である『奄美大島のこの地に生まれ育ったことを誇
りに持ち、お客様第一主義に徹し、安心安全な最高
の商品とサービスを提供する』ことの実現を目指し
て、研究、人材育成、業務改善など常に革新と成長
をもって取り組んでいきたいと思っています。」と
渡社長は語っています。

株式会社奄美大島開運酒造
　代表取締役　渡　慶彦
＜企業概要＞
　所 在 地　大島郡宇検村湯湾2924-2
　設　　立　1996年4月
　従業員数　62名
　事業内容　�黒糖焼酎製造販売
　　　　　　黒糖もろみ酢飲料の製造販売
　Ｔ Ｅ Ｌ　0997-67-2753
　Ｆ Ａ Ｘ　0997-67-2388
　Ｕ Ｒ Ｌ　http://lento.co.jp/
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　この度、７月１日付で理事長を拝命いたしました。

　理事長就任にあたりまして、改めてその重責を実感し、身の引き締まる思いでございます。本県商工業の

一層の振興と当センターの運営に努力してまいりたいと考えておりますので、皆様方の御指導・御支援を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

　現在、県内企業は、１年半も続いているコロナ禍に懸命に対応しながら、アフターコロナも見据え取り組

まなければならない状況にあります。また、国内では、少子高齢化が進む中、デジタル社会、グリーン社会

の形成など大きな変革期を迎えており、その対応も迫られています。

　このような中、当センターでは、県内中小企業の総合的な支援機関として、新事業創出、戦略的産業振興、

地域資源活用、研究開発・技術、マーケティング、情報化、人材育成などの支援を行い、地域産業の振興発

展に資する様々な事業に積極的に取り組むとともに、コーディネーターや支援専門員等を配置し、専門的な

立場から皆様方の御相談等に応じているところです。

　平成２６年６月に開設した「よろず支援拠点」においては、昨年度から今年度にかけて、電子商取引（Ｅ

Ｃ）やＳＮＳなどのＩＴ、販路開拓、経営革新等を支援する専門家、社会保険労務士等をコーディネーター

として 10 名増員し、強化した 19 名の相談体制の下で、今後とも中小企業・小規模事業者の方々の経営課題

の解決を支援してまいります。

　また、平成２８年１月に開設した「プロフェッショナル人材戦略拠点」においては、人手不足が深刻化す

る中、地域の金融機関をはじめ、商工団体等の皆様方の御支援・御協力の下、着実に成果が上がってきてお

り、今後とも、県内企業が目指す成長戦略の実現に向けて、都市圏等在住のプロ人材の採用・獲得に積極的

に取り組んでまいります。

　更に、今年度は、地域の中小企業等の「稼ぐ力」の向上に関する県の新規事業である「新産業創出ネット

ワーク事業」と「起業支援伴走プログラム事業」を受託しており、新産業創出に取り組む県内企業を集中的

かつ継続的に支援するとともに、県内の起業が促進されるよう取り組んでまいります。

　今後とも、当センターの積極的な御活用をお願い申し上げまして、就任に当たっての御挨拶とさせていた

だきます。

理事長就任の御挨拶

公益財団法人　かごしま産業支援センター　　　

理事長　木　場　信　人
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　　プロ人材　２７２件の採用成約が実現 ！
　社会の大きな変革期にある現在、県内企業も経営力向上の新たな取組が求められていますが、それを実現

するための人材の不足も指摘されています。

　「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」では、これまで、県内企業の皆様から、人材に関し多数の

ご相談を受け、経営人材や専門人材、即戦力人材等の求人に関し、適合する人材の採用・獲得に向け、登録

人材紹介事業者等を介してマッチングをサポートしています。また、一昨年からは、副業・兼業人材の活用

についてもサポートしています。

　県プロ人拠点では、平成28年１月以来、約５年半で1，230件を超える企業訪問や相談対応を行い、具体に

求人取次に至った720件のうち、272件（人）のプロ人材の採用成約が実現しています（令和３年７月末現在）。

　採用されたプロ人材の中には、首都圏や関西圏等から、県内企業の魅力や経営者の思いに惹かれて、鹿児

島にＵＩターンして転職された方もいます。

　プロ人拠点では、今後も、地域金融機関や経済団体、人材紹介事業者との連携の下、県内の成長を望む企

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に必要なプロ人材の採用や副業・

兼業人材の活用マッチングをサポートしていきます。

〔実　績〕

●　プロ人材の受入企業の業種

　　 製造業（食料品、生産用機械等）、総合工事業、設備工事業、情報通信業、食料品卸小売業、不動産業、

技術サービス業、宿泊業、教育学習支援業、医療・福祉業、など

●　プロ人材の担当ミッション

　　⇨　経営管理、販路拡大が大半

●　プロ人材の年代

　　⇨　20歳代～ 40歳代が大半

●　県外人材

　　⇨　99件（鹿児島へのＵＩターン者を含む。）

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！

県内企業の成長発展を人材面で積極的にサポート。お気軽にご相談ください。
「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　木場　信人
　　サブマネージャー　　　福永　敬大
　　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
　　人材活用支援専門員　　有村　吉弘

◇（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/

プロ人材求人相談会の風景
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わが社の輝く女性！
　今号でご紹介するのは、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された屋久島の地において、鹿児島県産サツ
マイモを原料とし、原生林で濾過された名水で仕込む本格焼酎「三岳」を製造・販売している三岳酒造株式会社で、
衛生管理に取り組んでいる中間清美さんです。

三岳酒造株式会社
所　在　地：熊毛郡屋久島町安房2625-19
設　　立：1958年11月
従業員数：52名（季節従業員を含む。）
事業内容：焼酎製造・販売
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0997-46-2026
Ｆ　Ａ　Ｘ：0997-46-2197

中間　清美 さん
おうし座
鹿児島県立屋久島高等学校 卒
２０１8年入社

趣味　手芸、パン・菓子作り

◇会社紹介
　弊社は、1958年に姶良郡にあった栗野酒造を買収、現
在地に移転後、社名を改め三岳酒造として操業を開始し
ました。
　1993年に世界自然遺産に登録された屋久島は、特異な
地形から年間降水量も多く、豊富な資源により島の産業
経済を支えています。その屋久島で焼酎造りに欠かせな
い豊かな水と鹿児島県産サツマイモを原料に、本格焼酎

「三岳」を製造しています。
　「三岳」の銘柄は、九州最高峰の宮之浦岳、永田岳、
黒味岳の三岳より命名されました。
　また、焼酎粕のリ
サイクル活動にも取
り組んでおり、焼酎
粕をメタン発酵設備
で処理して、発生し
たメタンガスのエネ
ルギーを焼酎製造に
活用、廃棄物はたい
肥原料に利用してい
ます。

◇会社での現在の担当部署は
　主に経理事務を担当しています。また、衛生委員とし
てHACCPに沿った衛生管理にも取り組んでいます。繁
忙期には製品包装等の手伝いや、芋処理を行うこともあ
ります。

◇入社のきっかけは
　前職で配達業務に従事中に、「三岳酒造で事務員を探
している。」と弊社の役員が話しているところに通りか
かり、「私ではダメですか？」と売り込みました。
　次の日には転職に向けての手続きを始めました。

◇仕事上での印象深い体験談など
　かごしま産業支援センターの支援事業を活用して社内
パソコン研修でAccess講座を受講し、現在、在庫表の
作成を行っています。
　完成後は在庫管理に活かして、うまく運用できれば良
いと思っています。

◇ものづくりへの思いや心がけていること
　電話等でお客様からの「おいしかった」やクレーム等
も直接聞く機会も多く、各部署と情報交換し連携しなが
ら商品の品質向上、味の追求をしていきたいです。
　品質が良く美味しい焼酎を造り続けていけたらと思い
ます。

◇会社への思いや抱負について
　同世代の上司が多く、相談等ができる恵まれた環境だ
と思います。勤務年数３年と短く、毎日が勉強ですが、
日々の業務を全うして今までの社会経験を強みに考えを
伝え行動し、会社に少しでも貢献できるよう頑張ってい
きたいです。

社屋全景

もろみの櫂入れ作業
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【新産業創出ネットワーク事業　研究開発支援補助金】
　新事業進出のために実施する新技術や新製品の研究開発を行う鹿児島県内の中小企業者に対し、研究経費
の一部を補助するものです。

（募集期間：４月21日～５月31日）

【新産業創出ネットワーク事業　新事業進出支援事業補助金】
　独自の技術を用いた新製品の開発や、地域資源を活用した地域課題の解決に資する製品開発のための人材
育成、研究開発、販路開拓等に要する経費の一部を補助するものです。

（募集期間：４月21日～６月14日）

特　集
令和３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

㈲エスランドル� （南九州市） 自社栽培品目と地域産品を活用した健康食材の商品開発及び販路開拓

藤摩総研㈱� （指宿市） 電磁波吸収熱伝導樹脂の研究開発

㈱ESC� （鹿児島市） 焼成卵殻の粒径制御による活用法の高度化及び市場拡大のためのマニュアル
化

㈲荒田商店� （屋久島町） 鹿児島初のフードトラック（キッチンカー）を開発・製造・販売し、料理人
とお客様をつなげるモビリティプラットフォーム構築事業

㈱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

㈱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

㈱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新分野への
進出

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・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

竹之内穀類産業㈱�（鹿児島市） 大麦の食物繊維を最大限に引き出した商品開発と販売手法の構築による健康
分野への新市場開拓

㈲肉のまるかつ� （出水市） 健康志向「プリッとミート」の機能性食品認定による事業展開

㈱Blue�Force� （霧島市） 焼酎かすから作られる高機能活性炭を電極に用いた安価で大容量の電気二重
層キャパシタの開発

企　　業　　名 テ　　ー　　マ

㈱サナス� （鹿児島市） オンリーワン素材アンヒドロフルクトースでの新分野進出のための新技術開
発

㈱東郷� （鹿児島市） ＡＩとＲＰＡを用いた逐次成形金型の自動最適設計支援システムの開発

鹿児島精機㈱� （霧島市） 定圧ピンゲージ保持器の開発
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【起業支援事業助成金】
　ビジネスプランコンテストの最終審査会参加者を対象に、そのビジネスプランの事業化を推進するために
必要となる費用の一部を助成するものです。

（募集期間：６月９日～６月25日）

【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。

【魅力ある食品開発支援事業助成金】
　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するものです。

（募集期間：４月21日～５月21日）

【先端技術研究開発支援事業助成金】
　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、② ＡＩ・
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するものです。

（募集期間：４月21日～５月21日）

企　業　名　等
ビジネスプラン 
コンテストの 

発表年度
概　　　要

伊牟田　雅子� （鹿児島市） 令和２年度 あなたのマチにもプログラミング教室を！
～ＩＴ寺小屋を鹿児島県内に展開すっど～

五代（松本�周作）� （姶良市） 令和元年度 包括的な遺品整理の集客にネット画面などの導入による
売上の回復

酒井　さつき� （鹿児島市） 令和２年度
死別悲嘆の緩和のため、現代環境に合わせた形で対話を
行い思い出を振り返る為のリモートお別れ会と思い出を
手元に残す為の故人誌作成

㈲肉のまるかつ� （出水市） 平成30年度 低温加熱肉プリッとミートの味付け肉開発と販路開拓

Buddycare ㈱� （鹿児島市） 令和２年度
愛犬用の健康管理システムと、同システムにて蓄積した
データを元に鹿児島県産原料・県内工場で作るカスタム
ドッグフードの提供

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

企　　業　　名 テ　　ー　　マ

㈱五反共楽園� （鹿児島市） 鹿児島大学トルコギキョウ新品種の高品質・高収益な切り花生産の為の ＩｏＴ
を活用した栽培体系の開発

Buddycare ㈱� （鹿児島市） 鹿児島県産原料・県内工場で作るカスタムドッグフードの研究開発

企　　業　　名 テ　　ー　　マ

福山黒酢㈱� （霧島市） コロナ禍で変化する社会ニーズに適用した発酵食の実用化研究
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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18日～６月12日）

【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：４月20日～５月25日、７月１日～９月30日）
○国内商談会出展助成

【情報会員限定　ホームぺージ作成等支援事業助成金】
　インターネットを活用して製品や技術等のＰＲ、商品又はサービスの販路等の開拓・拡大を目指すため、
ホームページ・ＥＣサイトを作成する場合等に、その経費の一部を助成するものです。

（募集期間：５月６日～６月７日）

企　　業　　名 テーマ・展示会等名

冨士屋製菓㈲� （大崎町） テーマ　　：全国スーパー・ドラックストア・生協の販路開拓
展示会等名：ＡRＩSＴＡ FＡＩR 2021

鹿児島精機㈱� （霧島市） テーマ　　：九州エリアでの新規取引先開拓
商談会等名：モノづくりフェア 2021

吉村醸造㈱�（いちき串木野市）
テーマ　　：新商品「てんがら味噌」「手作り味噌セット」
　　　　　　「お醤油屋さんの麦麹」の展示会出展による市場開拓
商談会等名：第 56 回スーパーマーケットトレードショー

農業生産法人
㈲十津川農場� （南大隅町）

テーマ　　：新商品の健康に特化した国内販路開拓
商談会等名：健康博覧会 2022

ファーマーズサポート㈱
� （鹿児島市）

テーマ　　：牛の分娩監視システムの全国への販路拡大
商談会等名：畜産資材ＥＸＰＯ

㈲九面屋� （霧島市） テーマ　　：新商品の全国販路開拓
商談会等名：第 56 回スーパーマーケットトレードショー

持留製油㈱� （鹿児島市） テーマ　　：新商品（ＣＢＤオイル）販路拡大事業
商談会等名：第 20 回ダイエット＆ビューティーフェア 2021

㈲工房Ｒｙｏ� （鹿児島市） テーマ　　：移乗機器業界に「第三のリフト」を大々的にＰＲする。
商談会等名：国際福祉機器展

㈲エール� （指宿市） テーマ　　：新「おくら茶」の健康・美容市場への販路拡大
商談会等名：健康博覧会 2022

タートルベイ醸造�（徳之島町） テーマ　　：クラフトハイボール、クラフトジンの全国展開
商談会等名：第 56 回スーパーマーケットトレードショー

区　分 企　　業　　名 発　明　の　名　称

意　匠 Deep�Focus� （霧島市） ゴルフクラブ用ヘッド

商　標

Deep�Focus� （霧島市）（企業名）
㈱日本衛生センター
� （鹿児島市）（立体商標）（ロゴマーク）

小正醸造㈱� （日置市）（商品名）

企　　業　　名 事　業　区　分
（同）オフィス・イエローシード� （鹿児島市） ホームぺージ作成
㈱薩摩川内市観光物産協会� （薩摩川内市） ＥＣサイト変更
㈱にいやま園　� （日置市） ホームぺージ変更
南日本審査㈱� （姶良市） ホームぺージ変更
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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！

株式会社　岡野エレクトロニクス� http://www.okano-e.co.jp

◆当社は1987年に創業し、「安全
と健康第一」を基本に、電子機器
を製造・加工しております。
◆2018年3月には薩摩川内市女性
活躍推進企業認定、12月には経済
産業省より「地域未来牽引企業」
の選定を受け、「イクボス、働き
方改革、女性活躍推進、生産性向
上活動等」の取り組みにより働き
やすく、働き甲斐のある従業員が
常に成長できる企業を目指してい
ます。

お客様への安心・信頼・満足される高品質な製品の提供を通じて社会の発展に貢献します。
薩摩川内市樋脇町
塔之原853番1
TEL　0996-37-2730
FAX　0996-37-2734
資本金　6,840万円
従業員数　161名

◆事業内容
　プリント基板実装
　テーピングサービス
　ソーラー LED 灯
　（スマコミライト）
　避難時用マット
　（スキルフリー）

　【1992年４月会員加入】

【基板実装】

株式会社　ＹＳフーズ� https://ys-foods.com/

◆水産物総合卸の㈱山口水産が2010
年に設立したのが弊社、YSフーズ
です。HACCPに対応した南さつま
市の新工場にてさばの味噌煮をはじ
めとしたパウチの煮魚商品の他、ガ
ス置換トレーシーラーも導入し、お
魚惣菜はもちろんのこと、地元の食
材等を使用した惣菜の開発・製造も
行っています。常温で煮魚シリーズ
300日、ストックおかずシリーズ180
日の賞味期限を可能とする美味しさ
長持ち製法でロングライフ惣菜を全
国へお届けしています。

強みの魚惣菜はもちろん、美味しさ長持ちロングライフ惣菜を全国へ
南さつま市加世田武田
15103-1
TEL　0993-52-7402

（本社）　 鹿児島市松原町
12-22

資本金　300万円
従業員数　20名

◆事業内容
　 水産加工品、惣菜の製

造・販売

【2020年１月会員加入】

株式会社　海幸� http://www.kai-ko.jp

◆人の力で、味に力を。
　新鮮な素材は、非常に敏感なものです。
　自社工場を持つ海幸では市場より直接買
付けされてきた活きた素材を、丁寧に人の
手によって「時代の味覚」に合うように加
工し、お客様のもとへお届けしています。

昔ながらの手づくりで、昔ながらの美味しさを。
鹿児島市谷山港2-2-20
TEL　099-261-8077
FAX　099-261-7277
資本金　1,000万円
従業員数　88名

◆事業内容
　海産物加工・卸売

 【2016年４月会員加入】

【テーピング】 【ソーラー LED 灯】

■サイズ
1,800mm ×880mm
t=30mm
■重さ
1.2㎏ / 枚

「お客さまの、そして地域社会のために」

「こしき海洋深層水仕立　塩干物詰合せ」 干物屋の「お魚惣菜」

ストックおかずシリーズ

加世田工場 煮魚シリーズ
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株式会社Ａ ･Ｒ ･Ｐ�鹿児島事業所� http://www.arp-id.co.jp/

◆弊社は介護機器･医療機器･農業
IT化システムなど、時代のニー
ズと共に成長を続ける開発提案型
の総合エンジニアリング会社です。

　ハードウェア･ソフトウェア･メ
カトロニクスの技術と実績を活か
したアイデア提案から、設計、製
作評価まで、製品開発における「一
貫したものづくり」を行っており
ます。

様々な分野の総合技術力で｢アイデアをカタチ｣に、信頼あるサービスを提供します
鹿児島市下荒田1-1-10
　　ZEN ビル武之橋1-2F
TEL　099-297-4940

（本社）　神奈川県秦野市
資本金　2,000万円
従業員数15名 / 全社188名

◆事業内容
　 メカトロニクス・エレク

トロニクス製品の受託設
計開発事業、専門技術者
の特定派遣事業、自社製
品開発 ･ 製造 ･ 販売

　【2020年１月会員加入】

株式会社　中園久太郎商店� http://www.tuke-mono.com

◆漬物づくりを始めて百年余り。
　「心の豊かさはおいしい『食』から」
を理念に、安心安全な漬物製造に励ん
でおります。歯切れのよい本干し沢庵
や、ピリッと辛い高菜漬、鹿児島特産
の桜島大根を粕漬に半年間漬け込んだ

「さつま漬」など、常時約70種の商品
を取り揃えております。
　「もう一品ほしいな…」ちょっとし
た箸休めに喜ばれる食卓の名脇役とし
て私ども中園久太郎商店は挑戦し続け
ます。HP、お電話・FAXにてご注文
承っております。お気軽にお問い合わ
せください。

地元野菜にこだわり、日本の伝統食の漬物で笑顔ある食卓を彩ります。
指宿市山川大山860-2
TEL　0993-34-1180
FAX　0993-27-6015
創　業　1912年（明治45年）
資本金　1,000万円
従業員数　68名

◆事業内容
　漬物・惣菜製造販売卸売業
　指宿マンゴーブランド協会
　種子島産安納焼き芋
　直売店：かいもん市場久太郎
　　　　　山形屋内直売店

　　　【2021年３月会員加入】

株式会社　エヌチキン� http://www.ajinatori.com/

◆当社は、鶏の食文化圏、九州・鹿
児島を拠点とする種鶏・親鶏の処理
解体加工メーカーです。鹿児島の郷
土料理である鶏たたき、炭火焼きな
どを全国に広めるため、令和2年4月
には、衛生品質管理を更に充実させ
た新工場を新設しました。
　現在、ブロイラーに慣れ親しんで
いる全国の皆様に、鶏本来のおいし
さをご理解いただける種鶏・親鶏加
工品の提供を図っています。また、
食の多様性に応えたハラル製品も提
供し、幸せ創造企業として社会に貢
献してまいります。

安全・安心な製品を、九州の食文化とともに、全国へ！世界へ！
南九州市知覧町郡3669
TEL　0993-83-3725
設　立　2000年４月
資本金　900万円
従業員数　325名

◆事業内容
　 契約農家約80社から採卵

鶏、種鶏、親鶏の生鳥を
集荷処理解体し、原料か
らの一貫生産システムに
て、たたき、炭火焼き等
の各種加工品を製造販売

　【2020年４月会員加入】

≪全国送料無料≫特選　久太郎のお漬物 7 種 7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

第３加工場
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１　社内パソコン研修事業（研修講師派遣）� 【�無�料�】
　企業内研修で行うパソコン研修に、パソコン講師を派遣して社員の技術レベルに合わせたオーダーメード
研修を支援
　＜支援内容＞
　１　講座内容　　ワード、エクセル、パワーポイント、
　　　　　　　　　ホームページ、ＣAＤ等
　２　講座時間　　５時間
　３　講義方法　　事業所内での「直接講義」又は「オンライン講義」
　　※　「商工会議所」、「商工会」等の会員を対象にした研修にも活用できます。

　　 ２年度実績 17社（延べ122名受講）

２　ＩＴ導入促進支援事業（ＩＴ化課題抽出の専門家派遣）� 【�無�料�】
　会社業務の顧客管理、在庫管理、財務管理、業務効率化などＩT化を推進するための課題抽出等を支援
　＜支援内容＞
　１　課題プロセス　　フロント業務（顧客対応、販売支援）、ミドル業務（開発、生産）、
　　　　　　　　　　　バックオフィス業務（在庫、物流、会計・財務）等
　２　派遣日数　　　　２日以内（１日３時間以内）

　　 ２年度実績 ７社（14回派遣）

３　現場「カイゼン」導入支援事業（生産性向上等のカイゼン活動支援）� 【�無�料�】
　カイゼンインストラクターが企業を訪問し、生産管理等に関する専門的な助言・アドバイス等を行い生産
性や職場環境の向上を支援
　＜支援内容＞
　１　対象分野　　　　生産管理、生産計画、５Ｓ、生産方法等
　２　支援対象者　　　経営者・役員、製造責任者等
　３　訪問回数　　　　年間５回以内

　　 ２年度実績 延べ103社 106回訪問指導等

４　情報誌「KISC」の企業ＰＲ枠提供事業� 【�無�料�】
　「企業ワンポイントＰＲ」コーナーで会社業務や技術、商品の紹介等を掲載し、企業活動を支援
　＜支援内容＞
　１　掲載件数　　　　年４回の発行毎に６社程度を紹介（複数回でも掲載）
　２　主な掲載内容　　企業概要、事業内容、ＰＲ内容（会社アピール（人材確保）、技術紹介、
　　　　　　　　　　　商品紹介及び新開発商品）、写真

　　 ２年度実績 18社紹介（８月、11月、２月発刊分に掲載）

特　集
KISC（かごしま産業支援センター）情報会員

令和３年度の支援事業紹介
　KISC 情報会員に対して、経営に有益なＩＴ関連情報誌の提供や情報化人材育成のためのＩ
Ｔ操作技術の研修講師派遣及び社内ＩＴ化の課題を深掘りするためのＩＴ専門家派遣、ホーム
ページ作成費用等助成を行っています。
　また、高次な生産管理手法を用いて徹底したコストダウンを実践指導するため、インストラ
クターを派遣して生産体制の向上を支援します。
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５　社内研修用DVD等貸出事業� 【�無�料�】
　新入社員講座～管理・監督者の心得やHACCP導入、生産性向上（トヨタ式カイゼンの進め方）や危機管
理などDVD108枚、ビデオ180本を貸し出して、社内研修に活用してもらうことで企業経営を支援
　＜支援内容＞
　１　貸出期間　　原則として１週間
　２　貸出本数　　１回５本以内

　　 ２年度実績 延べ31社（貸出本数：111本）

６　ホームページ作成等支援事業� 【助成事業】
　インターネットを活用して製品や技術等のＰＲ、商品又はサービスの販路等の開拓・拡大を支援するため、
ホームページ・EＣサイトの作成、リニューアル費用等の経費の一部を助成
　＜支援内容＞
　１　助成対象事業　ホームページ作成及びリニューアル、EＣサイト作成及びリニューアル等
　２　助成額等　　　助成対象経費の1/2以内、助成上限額10万円（千円未満切捨て）
　　※　現在、追加募集を行っています。詳しくは当センターホームページをご覧ください。
　　　　https://www.kisc.or.jp/cat-soumu/54684/

　　 ２年度実績 ９社

７　KISC・ＩＴセミナー� 【�無�料�】
　県内中小企業等のIT活用の全体的な底上げ・啓発を行い、情報化の進展に取り組む企業を支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー風景

　　 ２年度実績 オンラインセミナー１回開催（121名視聴）

８　情報誌「KISC」作成事業� 【�無�料�】
　県内中小企業の総合的な支援機関であ
る「かごしま産業支援センター」が行う
創業支援、新商品開発、技術支援や販路
拡大等の各種支援事業の取組状況及び国
や県等の各種支援策の紹介など、企業経
営に有益な情報を提供

　　 ２年度実績 年４回（５月、８月、11月、２月）、各1,200部発行

９　情報誌「KISC」への広告サービス� 【会員価格】
　⑴　広告チラシ同封サービス
　　　企業広告等チラシを1枚（A4判）８円（消費税込み）で同封
　⑵　情報誌への広告掲載
　　①　裏表紙の全サイズ　　　……　40，000円
　　②　裏表紙の1/6サイズ　　……　　6，400円
　　③　４～15Ｐの1/6サイズ　……　　4，000円
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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

8 2020
August
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薩摩酒造株式会社
代表取締役社長
　本坊　愛一郎さん

11 2020
November
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鹿児島ケース株式会社
代表取締役社長　居迫　伸孝さん

2 2021
February
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株式会社
ＷＩＳＨシステムコンサルティング
　　代表取締役　桑村　英利さん

5 2021
May
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新産業創出ネットワーク事業の紹介－企業の「稼ぐ力」育成・支援プロジェクト－

　県の新規事業である新産業創出ネットワーク事業では、地域資源等を活用した新産業創出に取り組む県内
中小企業に対し、事業ニーズの掘り起こしから事業化、販路拡大までの各段階に応じた研究開発支援や伴走
支援などを行います。

【事業の概要】
　１　掘り起こし・マッチング
　 　県内の大学等の研究機関、企業等を訪問し、新たな事業の種となる地域の課題や事業ニーズ、技術シー

ズの掘り起こしを支援するとともに、事業ニーズと技術シーズのマッチングを支援します。

　２　補助金による支援
　　研究開発や事業化及び事業の規模拡大に伴う必要経費の補助を行います。

　３　専門家による伴走支援
　 　事業化段階にある案件について、専門家による事業計画の策定支援や事業執行のアドバイスなどの伴走

支援を行います。

　４　セミナー等の開催
　　新産業創出に関するビジネスセミナーや中堅社員向け勉強会、アイデアソン・ハッカソンを開催します。

【新事業創出キックオフセミナーを開催】
　令和３年７月９日（金）にホテル・レクストン鹿児島で、「新事業創出
キックオフセミナー」を開催しました。始めに、航空、医療機器、ネット通
販などの国内外企業で新事業立ち上げに従事した丹野幸敏氏（アグリゲー
ター・ジャパン代表）が「中小企業における新規事業創出の課題と現状」を
テーマに、イノベーション（新規事業）の必要性や国内外企業の新事業の実
例を紹介。次に、キリシマ精工株式会社営業課長　西重潤一氏から、自社の
新事業への取組である「歯列矯正器具の開発・製造」について事例発表がありました。
　キリシマ精工株式会社（霧島市）は、平成18年に精密金属切削加工メーカーとして創業し、独自の技
術を用いて医療分野への新事業進出を行った製造業企業です。
　このほか、鹿児島県新産業創出室から、新産業創出や起業支援、シェアスペース創造事業、ＤX（デ
ジタルトランスフォーメーション）推進等の取組の紹介も行われました。

【今後の取組（予定）】皆様のご参加をぜひお待ちしています。
１　社内中核人材勉強会（全５回）（8/27（金）、9/24（金）、10/27（水）、11/19（金）、1/21（金））
２ 　ビジネスセミナー（３回）（9/22（水）：新規事業開発に必要な知識・スキルと人財、11/16（火）：

デジタル社会におけるマーケティングの要諦、1/12（水）：自社のビジネスにAIをどう活用するか）
３　アイデアソン・ハッカソン（１月頃開催）

補　助　金 内　　容 補助率・上限額

ベンチャー支援 大学・企業等を中心とした研究開発
ワーキンググループの活動経費を支援 10/10・50 万円

研究開発支援 新技術・新製品の研究開発経費を支援 2/3 以内・400 万円

新事業進出支援

ソフト
支　援

人材育成・研究開発・販路開拓・専門家招へい等に係る
経費を支援

1/2 又は 2/3 以内・
90 ～ 400 万円

ハード
支　援 設備投資を支援

設備投資額× 2％
（＋新規雇用加算）
・2,000 万円

（ネットワークのイメージ）
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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、一般の法律問題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」
　「お客さま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

販路拡大・新市場開拓に取り組む
　中小企業者等を応援します！

公益財団法人かごしま産業支援センターでは、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、又は、県外の取引先や商社等を県内に招へいして商談会
や工場見学会等を行う場合、「新製品等販路拡大支援事業」で、その経費の一部を助成しています。

助成内容：①国内商談会出展助成（小間料、装飾費、使用料・賃借料、旅費・宿泊費、印刷製本費、運搬費等）
　　　　　②県外企業招へい商談助成（招へい先（取引先や商社等）の旅費・宿泊費）
補 助 率：対象経費の 2/3 以内
限 度 額：①国内商談会出展助成 50万円
　　　　　②県外企業招へい商談助成 30万円
応募期間：令和�３年�９月 30 日（木）まで（予定額に達した場合、募集を終了することがあります。）

詳しくは、かごしま産業支援センターHP（https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/54693/）をご覧ください。


