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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

六

反

省

一

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、改めてその重責を痛感し、身の引き締まる思いでございますが、
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参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。
さて、現下の県内経済の動向は観光面が高水準で推移し、生産面は横ばい、雇用面は改善の
動きが続くなど景気は緩やかに回復しつつあるものの、多くの県民・企業が景気回復を十分実
感できるよう地域経済の活性化と雇用の安定確保が強く望まれているところであります。
このため、当センターでは、県内中小企業の総合的な産業支援機関として、創業、経営革新、
新事業創出、研究開発、販路開拓、取引振興など地域産業の振興発展に資する様々な事業に積
極的に取り組んでいるところでございます。
また、当センターには、専門的な立場から皆様方の御相談に応じる10人のコーディネーター
や３人のアドバイザー、７人の支援専門員を配置するとともに、産・学・官の連携体制も整備
しており、技術シーズと企業ニーズのマッチングや研究開発助成などの支援制度も、皆様方の
御要望にあわせ年々充実してきております。今年度は新たに、過疎地域等において新たなビジ
ネスや雇用を創出するための起業支援や、昨年６月に開設した総合的先進的経営アドバイスを
行う「よろず支援拠点」の一層の充実強化を図るとともに、日常的な企業訪問や専門家の派遣
などにより、県内中小企業の各種ニーズ・相談に迅速的確に対応するとともに各事業の執行に
全力で取り組んで参ります。
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。
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今号の表紙

株式会社アイエムティ


第１０回かごしま産業技術賞
特別賞
リチウムイオン電池搭載電源装置エネジール

今号の表紙は、リチウムイオン電池搭載電源装
置ＥＮＥＸＥＬ（エネジール）で、『第10回かご
しま産業技術賞』の「特別賞」を受賞された株式
会社アイエムティの代表取締役鑪野隆嗣さんで
す。
◇独自の技術で高品質・高精度のモノづくり
同社は、平成５年の設立以来、お客様のニーズ
にあわせたモノづくりをモットーに、ソフトウェ
アの開発・組込み制御装置の開発などを行ってお
り、試作機１台から量産まで取り組んでいます。
また設立時よりファブレス・少数精鋭を目標に、
これまでリチウムイオン電池応用製品、電気自動
車用充電システム、マイコン応用製品、パソコン
システムなどの開発・設計や電子、電気、通信回
路の開発・設計などを行っており、自社製品とし
て、電源装置、充電器コントローラー、基盤製品
などを開発しています。
◇リチウムイオン電池搭載ＥＮＥＸＥＬの特徴
ＥＮＥＸＥＬは、リチウムイオン電池応用製品
の研究開発を続けてきた同社が、停電、災害、防
災設備の対応や電力不足解消の節電等に対応でき
るよう製品化したものです。
その特徴は、エンジン式の発電機ではなく、リ
チウムイオン電池を搭載した電源装置なので、夜
間や住宅地での土木工事や、マンホール内など
でも騒音や排ガスを発することがなく環境にやさ
しい電源装置です。従来のエンジン式発電機に比
べ、給油やキャブレター清掃などが不要でメンテ
ナンスも大幅に軽減できます。家庭用コンセント
での充電や AＣ100V の電源供給が容易にでき、
何度でも繰り返し充電できることから、夜間に充
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＜企業概要＞
所 在 地 霧島市隼人町内字隈元 932-5
設
立 平成５年７月
従業員数 ４名
Ｔ Ｅ Ｌ ０９９５－４３－５６５０
Ｆ Ａ Ｘ ０９９５－４３－５６６０
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.net-imt.co.jp/
Ｅ ー m a i l ttatarano@net-imt.co.jp
電し、昼間に使用すれば電気代の削減にもつなが
ります。さらに安全面においても蓄電システムに
関する認証を受けており、安心して使用すること
ができます。このような特徴から、電源のない屋
外での使用や非常用電源、バックアップ電源に最
適で、これまで東日本大震災やセブ島などの被災
地で臨時医療施設の照明や空調用電源、災害対策
室などの通信機器用電源の利用実績があります。
新しく製品化したＥＮＥＸＥＬは緊急用や屋外
作業の電源として便利な軽量コンパクトタイプ
で、手軽に持ち運びができます。災害時の非常用
電源として活用を願っています。

ＥＮＥＸＥＬ軽量タイプ

東日本大震災での利用

◇同社のこだわり
お客さまのニーズにお応えできるよう幅広い技
術を習得し、お客様の立場に立ったモノづくりを
実現するため「技術にこだわり」「お客様の声に
耳を傾け」「高品質・高性能」を合言葉に満足い
ただける製品づくりを心掛けています。
今後も、何もないところからモノづくりする研
究開発型企業として、九州を起点に世界に発信で
きる企業を目指していきます。
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よろず支援拠点
相談コーナー
最新情報

成果が出るまでしっかりとサポート！相談は何回でも無料！

よろず支援拠点 支援事例のご紹介

よろず支援拠点の相談窓口を拡充しました‼

よろず支援拠点では、「遠方なので相談に行けない」、「平日の昼間は忙しくて
相談に行けない」等の要望にお応えするため、相談窓口を拡充しました。
鹿児島市で日曜相談会を毎月１回、夜間相談会を毎週１回行うとともに、南薩
地域の事業者の方々の利便性向上を図るため、指宿市で毎月１回、地域相談会を
開催します。また、本年４月に開設した県大隅加工技術研究センターでも相談に
応じます。相談内容が固まっていなくても構いません。まずは、お電話で相談希
望日時をご予約ください。
◆日曜相談会（鹿児島市）
毎月第４日曜日 午後１時～午後５時 アイムビル（鹿児島商工会議所ビル）４階会議室
◆夜間相談会（鹿児島市）
毎週水曜日 午後５時～午後８時 鹿児島県産業会館１階
◆指宿地域相談会（指宿市）
毎月第２水曜日 午前10時～午後５時 指宿商工会議所
◆大隅よろず相談窓口（鹿屋市）
毎週金曜日 午前10時～午後４時 鹿屋市産業支援センター
（第４金曜日は鹿児島県大隅加工技術研究センターで開催）

商工会との連携による店舗改善の支援事例
よろず支援拠点では、より多くの事業者の相談対応と課題解決が図られるよう、各地域の商工会や商工会
議所、金融機関等と連携してご相談に応じております。
ご相談内容をお聞きした後、よろず支援拠点のコーディネーターが商工会等の経営指導員や中小企業支援
の専門家等と一緒に店舗や事業所を訪問し、売上拡大や経営改善に関する支援を行っております。

◆事例１◆

～思い出を残す写真の「デジタル化」をＰＲ～

薩摩郡さつま町

写真・カメラ事業と牛乳販売事業を行っており、写真・カメラ事業は地域の
大型店にテナントとして出店していますが、長期的な視点で考えると事業の継
続に対して不安を持たれていました。
さつま町商工会からの聞き取りや店舗訪問により、当社の強みはアナログ（カ
メラフィルムや VHS ビデオ）のデータをデジタル化するノウハウや機械が揃っ
ており、この地域でお客様の大切な「思い出」を扱える数少ない企業であるこ
とが分かりました。
このため、お客様が気軽に写真やビデオのデジタル化の相談ができるように
店舗レイアウトの変更と当社の強みを分かりやすくインパクトのある形で伝え
られるポスターの作成支援を行いました。
支援後は、
「以前よりお客さんが店に立ち寄ってくれるようになった」、「サー
ビス内容が解りやすいポスターを見てお客様に声をかけてもらえるようになっ
た」と評価をいただきました。

㈲ミッキー 様

（迫田代表取締役）

＜さつま町商工会有馬事務局長のご意見＞
ミッキーさんは、今では珍しいフィルム現像ができる写真屋さんです。今後順調に売上を上げていた
だいて、是非地域の人を雇用していただけるような会社になっていただきたいです。今後も支援施策の
紹介やよろず支援拠点との連携を通じて、支援をしていきたいと思います。
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（新しく作成したポスター）

◆事例２◆

（店舗レイアウトの変更前）

～滞在時間を長くする店内レイアウトに変更～

（店舗レイアウトの変更後）
曽於郡大崎町

ＳＵＮＴＹ 様

アロマやハーブティ、衣類、食器等を扱う雑貨販売事業を行っています。国の中
小企業に対する助成制度の活用を相談していた大崎町商工会から紹介を受けて大隅
よろず相談窓口に相談に来られました。
商品のボリュームを増やし、季節に応じた商品の入れ替えができるようにして売
上アップを図りたいとの希望をお聞きして、国の無料の専門家派遣「ミラサポ」を
使って、店内のゾーニングと商品カテゴリー、レイアウト変更の支援を行いました。
支援後は、商品管理がしやすくなったほか、「お客様の滞在時間が以前より長く
なった」
、
「今までは気に留めてもらえなかった商品もじっくり見てもらえるように
なった」と評価をいただきました。
＜大崎町商工会野元経営指導員のご意見＞
大崎町には雑貨屋さんがないので
SUNTY さんは貴重な存在です。店長
の前迫さんも非常に前向きでやる気に
満ち溢れているので、このお店を人が
集まる憩いの場にしていただき、大崎
町を盛り上げて行ってもらいたいと思
います。今後もよろず支援拠点等他の
支援機関とも連携をとり、売上アップ
のための支援をして行きたいと思いま
す。

（前迫代表）

（店舗レイアウトの変更前）

（店舗レイアウトの変更後）
◇◇お気軽にご相談ください◇◇

よろず支援拠点の支援内容（３つのミッション）
①
②
③

総合的・先進的アドバイス
チーム編成を通じた支援
ワンストップサービス

⇒
⇒
⇒

解決が困難な経営相談に応じます。継続的にフォローも行います。
支援機関・専門家がチームを組んで支援します。
経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します。

相談申込み・お問い合せ先
◇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 - M a i l：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】毎週金曜日 午前10時～午後４時（祝祭日、年末年始を除く）
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特

平成27年度
公益財団法人 かごしま産業支援センター
助成金の採択企業が決定しました！

集

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、ホームページでご確認ください。

【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に対して、研
究経費の一部を助成するものです。
（募集期間：４月１日～５月８日）
○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

テ

ー

マ

国分電機㈱（霧島市）

高熱伝導アルミ合金によるダイキャスト部品ヒートシンクの試作開発

㈲ベスト・セブン（鹿児島市）

葉物野菜の根切り機付き自動洗浄機の開発

○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

薩摩総研㈱（指宿市）

テ

ー

マ

㈱栄電社（鹿児島市）

超柔軟性かつ、作業性良好の高熱伝導性樹脂の開発
健康機能性を有するミリン属海藻類の大量培養法の確立と高齢者向け機能性一
般介護食品の開発研究
豚糞を用いたメタン発酵消化液の浄化装置に関する研究開発

薩摩酒造㈱（枕崎市）

高機能性麹食品素材化のための実用化研究

九州化工㈱（鹿屋市）

クエン酸発酵技術を応用した新規機能性果汁発酵品の開発

小平㈱（鹿児島市）

○新分野参入研究開発助成事業
企業撤退等の影響を受けた県内中小企業者が新分野への参入等を図るための研究開発に要する経費の一部
助成
企

業

名

㈱岡野エレクトロニクス（薩摩川内市）

テ

ー

マ

農産物を収納する専用段ボールの廉価版製函機の開発

【かごしま産業おこし挑戦助成金】
自動車・電子・食品・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１日～５月８日）
○中核的企業創出プログラム事業
経営計画の作成、計画の実施に要する経費の一部助成
企

業

名

南薩食鳥㈱（南九州市）
小城製粉㈱（薩摩川内市）
マトヤ技研工業㈱（曽於市）
㈲Ｋ・アクセス（鹿児島市）
㈱アーダン（奄美市）
6
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ー

マ

ハラル処理した鶏肉のミート及び加工品の販売
欧米・アジア諸国への販路展開を目指した国産米粉の安全性・国際規格化に向
けてのエビデンスの確立と新商品開発
食肉の生産性を向上させる食肉処理機器の開発
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
シルクを主原料とした医薬部外品の製造とブランド構築による販売体制の確立

Kagoshima Industry Support Center
○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に要する経費の一部助成
企

業

名

テ

ー

マ

㈲エール（指宿市）

オクラ種子を活用した新たな特産品の開発

かねだい食品㈱（南九州市）

さつまいもと鹿児島の魚の中落ちを使用した新商品の開発と販路開拓

㈱ＹＳフーズ（鹿児島市）

鹿児島県産養殖魚の内臓を有効活用した「ホルモン」等の商品開発と販路拡大

鹿児島製茶㈱（鹿児島市）

べにふうきを用いた新商品の開発

㈱唐船峡食品（指宿市）

ソフトさつま芋チップの研究開発及び販売展開

㈱福山物産（霧島市）

鹿児島の特産品『黒酢』と地域の農産物を活用した新しいスイーツの商品開発及び販路開拓

㈲興紬商店（龍郷町）

大島紬ハイブランド洋装品の開発

【中小製造業者創業・新分野進出等支援事業】
創業や新分野進出、規模拡大に取組む中小製造業者に対し助成するものです。

（募集期間：４月24日～６月19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助成
企

業

名

テ

ー

マ

㈱スディックスバイオテック（鹿児島市）

ナノテクノロジーによる豚流行性下痢ウィルス病の総合的対策技術の開発

アサダメッシュ㈱鹿児島工場（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」

㈱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

㈱プラグマテック（鹿児島市）

LED 応用商品の開発と製造・販売

㈱エルム（南さつま市）

高安全・高効率小型風力発電システムの開発

㈱やわら香（屋久島町）

屋久島の香りある暮らしの創造に向けた新商品開発、生産設備等の導入

㈱岡野エレクトロニクス（薩摩川内市）

ソーラーパネル・バッテリー付 LED 街路灯開発

㈱喜界島薬草農園（喜界町）

潤命草と桑葉の高血糖症に対するサプリメント商品等の製造・販売

藤安醸造㈱（鹿児島市）

「無洗米」工程から副生する肌糠を原料とした調味料の用途開発・販路開拓

屋久島ふれあい食品㈱（屋久島町）

たんかんジュース製造で排出するたんかん果皮を活用した健康菓子の製造

㈲ SWEET LABEL（鹿児島市）

鹿児島の特産品を活かした焼き菓子中心の洋菓子のギフトブランド設立

㈱サツマ超硬精密（鹿屋市）

プレス工程の加工領域の拡大と自動車分野製品の規模拡大・新分野参入

㈱加治木産業（姶良市）

中国市場向け食品関連機器等の開発・製造・販売

㈱ハマ製作所（南さつま市）

スマートフォン用高画素カメラレンズ組立装置の性能検証

アロン電機㈱（さつま町）

ハニカム金型の加工方法開発および試作品開発

タートルベイ醸造（徳之島町）

鹿児島県産（特に奄美地方）の産品を原料にした酒類、加工食品等の製造販売

㈱日本計器鹿児島製作所（南九州市）

茶園用省力化作業システムの開発・製造・販売

鹿児島高槻電器工業㈱（南さつま市）

果菜類の植物栽培用ＬＥＤ照明の開発

㈱南光（鹿児島市）

太陽光パネル関連部品（架台、取付部材等）の新製品開発及び製造・販売

福山黒酢㈱（霧島市）

桷志田の新商品開発や健康分野への進出及び規模拡大に伴うライン増設

三州産業㈱（鹿児島市）

木質系及び竹質系バイオマス燃料温風暖房機の開発

㈲鹿児島ますや（姶良市）

自社独自の無添加加工食品の試作開発と販路開拓

㈱省力化技研（日置市）

電子部品の超高速生産設備（検査等）の開発

㈱下堂園（鹿児島市）

急須で飲む味わいとワイン感覚で楽しめる高級ボトリングティー製造販売事業

㈱小田畳商会（鹿児島市）

介護福祉商品

㈱Ａ・Ｒ・Ｐ鹿児島事業所（鹿児島市）

土壌水分センサーによる土壌管理等に貢献する計測ソリューション事業の拡大

㈱オーケー社鹿児島（鹿児島市）

食品加工分野における新たな殺菌装置の開発

水及び汚れに強いプラスチック系の商品開発
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【食品加工技術強化助成金】
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
置等の研究開発を助成するものです。
○食品加工技術強化支援事業
機械装置の試作開発経費の一部助成
企
業
名
協和食品工業㈱（鹿児島市）と㈱日置精工（日置市）
サンコーフーズ（肝付町）と加治木産業㈱（姶良市）

概
揚げ玉選別機械の試作開発
肉巻き省力機械の試作開発

要

【中小企業等外国出願助成金】
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に外国への特許出願等を行う中小企業者等に
対し助成するものです。
（募集期間：５月25日～６月26日）
○中小企業等外国出願支援事業
外国への特許出願等に要する経費の一部助成（特許、意匠・商標・実用新案・冒認対策商標）
区

分

特

許

商

標

企
業
名
㈱アーダン（奄美市）

発明の名称、または商標の内容
加水分解フィブロインを含む軟膏及びその製造方法
局所加熱封着用バナジウム系ガラス材とこれを用いたフラットディ
ヤマト電子㈱（出水市）
スプレイ及び該ディスプレイの製造技術
㈱ヨシカワ（薩摩川内市）
マルチフィーダー及びその運転方法
㈱山有（鹿児島市）
新規微生物
㈱下堂園（鹿児島市）
（企業名及びマーク）
ジャパンポーレックス㈱（霧島市） （マーク）
福山黒酢㈱（霧島市）
（商品名）
㈾弥生焼酎醸造所
（奄美市） （商品名）

【高付加価値商品開発・販路開発等支援助成金】
付加価値の高い商品づくり（商品の開発・改良や国際的な商談会への試作品出展等）を行う県内の食品関
連事業者に対し助成するものです。
（募集期間：４月６日～５月８日）
○かごしまの「食」付加価値向上対策事業
食品関連事業者が行う新商品開発など付加価値向上等に要する経費の一部助成
企
業
名
㈱アスリート食堂（鹿屋市）
鹿児島くみあい食品㈱（鹿児島市）
㈱下園薩男商店（阿久根市）
㈱樹楽（姶良市）
中原水産㈱（枕崎市）
㈲ふくどめ小牧場（鹿屋市）
㈱本坊商店（鹿児島市）
㈲松山 奄美きょら海工房（奄美市）
㈲森山水産（垂水市）
㈲屋久島薬草販売（屋久島町）
アクアブルー㈱（垂水市）
アネット㈲（鹿屋市）
㈱オキス（鹿屋市）
㈱海幸（鹿児島市）
㈲かごしま有機生産組合（鹿児島市）
㈱河内源一郎商店（霧島市）
グローバル・オーシャン・ワークス㈱（垂水市）
㈲三清屋（鹿屋市）
㈱しか屋（鹿児島市）
㈱下堂園（鹿児島市）
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概
要
鹿屋・大隅の農畜産物を利用した新商品の開発・販路拡大
黒酢原料の新調味料やパパイヤ漬物・加工品の開発・販路開拓
地元で獲れた海産物を使ったパスタソース等の開発・販路開拓
魚肉等の桜島灰干し商品の常温化開発、既存商品の改良・販路拡大
既存商品（削節、だしパック、調味料）の改良、新商品開発・販路開拓
自社ブランド“幸福豚”の既存商品の改良、新商品開発・販路開拓
鹿児島の原料を使った加工食品・酒類の開発・販路拡大
サトウキビパウダー・黒糖・奄美特産品を活用した商品開発・販路開拓
鰤加工品の新商品開発・既存商品改良、販路開拓
屋久島ウコンの新商品開発・販路開拓
県産ブリ加工製品（チルド）の海外販路開拓・拡大
ごぼう、ウコン等を使用した手焼きせんべい等新商品の開発・販路拡大
乾燥野菜を生かした機能性便利食材の新商品開発・販路拡大
手軽に食べられる水産加工商品の開発・改良
県産有機農産物を使った野菜スイーツの開発・販路開拓・拡大
茶麹を使用した粉末調味料の開発
県産ブリ加工製品（冷凍）の海外販路開拓・拡大及び品質向上技術の開発
黒豚バーベキューセット等の商品開発・販路開拓
納豆サプリメント及びサプリ食納豆の商品開発・販路開拓
県産柑橘類・トロピカルフルーツ等を活用したボタニカル茶の新商品開発

Kagoshima Industry Support Center
㈲徳重製菓とらや（霧島市）
㈱ナカシン冷食（いちき串木野市）
南薩食鳥㈱（南九州市）
南州農場㈱（肝付町）
㈱にいやま園（日置市）
日本有機㈱（曽於市）
㈱ヒガシマル（日置市）
日高水産加工㈲（いちき串木野市）
福山黒酢㈱（霧島市）
合同会社 岬（南大隅町）
八千代伝酒造㈱（垂水市）
吉村醸造㈱（いちき串木野市）

焼きたて菓子の商品開発・販路開拓
高付加価値商品（包あん等）開発・販路開拓
種鶏肉等のハム、ソーセージ及びレトルト商品開発・販路開拓
新規乳酸菌を用いた黒豚肉発酵食肉製品開発・販路開拓
県内産地ごとの茶と農産物をブレンドした自社ブランド商品の改良・販路拡大
黒薩摩鴨の高付加価値化商品開発・販路開拓
ぶり類（カンパチ、ハマチ）の適正配合飼料の開発
未利用資源（魚・農産物）を活用した商品開発・販路開拓
壷づくりの黒酢とその醸造技術を活用した発泡性飲料の開発
高齢者向け豚肉商品及び健康ジュースの商品開発・販路拡大
芋焼酎八千代伝の海外販路開拓
みそ・しょうゆ・食酢・ソース以外の調味料の開発・販路拡大

【地域活性化起業家支援助成金】
過疎地域などで新たに卸・小売業，サービス業で起業予定者や起業２年未満の事業者を対象に助成するも
のです。
（募集期間：４月13日～５月15日）
○起業促進支援事業
起業に必要な店舗等借入費及び改装経費等の初期投資に要する経費の一部助成
企

業

名

テ

ー

マ

Bagel+（ベーグルプラス）
（日置市）

地元の食材を生かした手作りにこだわったベーグルやお菓子の製造・販売

平山

慎哉（肝付町）

地域コミュニティ施設となる美容業の開業

假屋

且子（肝付町）

地元産の食材を活用したアレルギー対応菓子の製造・販売

ガレージマスダ（長島町）

整備工場のない出身集落に自動車整備工場を開業し、地元の人に迅速対応

宮脇

忍（南九州市）

整骨院付属の整体ジム

下松

浩幸（日置市）

地元の食材を生かして讃岐うどん店を開業

体を外と内からケアする総合治療院

フラスコ（龍郷町）

離島の過疎地域における特産品販売所とコミュニティースペースを設置

グラーツィエ（伊佐市）

地元食材を利用したイタリアンレストランを開業し地域活性化に貢献

ホームサロン（喜界町）

離島の過疎地域におけるエステサロンを開業し地域活性化に貢献

○スタートアップ支援事業
オフィス賃料、人件費、設備費等創業初期に要する経費の一部助成
企

業

名

テ

ー

マ

（同）ＫＳコーポレーション（徳之島町）

徳之島でのアウトドアショップと居酒屋の両部門を生かし島内の情報・グルメを提供

LET IT BEER（同）（鹿屋市）

大隅の食材を使った料理と大隅初のクラフトピールのビアカフェの営業

癒し茶屋 杜の風（鹿児島市旧郡山町）

食を通した地域活性化と高齢化世帯への対応

すえ吉（日置市）

過疎化している「湯之元」にそば店を開業し地域の活性化に貢献

Just a Little（鹿屋市）

幼児期の人格形成を実体験する託児所サービス

Ｋｏｓｈｉｒａｅｒｕ（奄美市）

奄美大島の資源を活用したオリジナル商品の製作・販売

㈱大滝（日置市）

生まれ故郷の東市来の活性化と楽しみを創造する飲食店舗つくり

エコアイ（志布志市）

太陽光パネルの水洗清掃サービス

㈱エー・アール農産（曽於市）

生姜販売の企業化による産地作り

古民家でおもてなし ひる膳多宝庵（日置市）

古民家を利用して食堂を行ない、地域の活性化に貢献

（同）89298（ヤクニク屋）
（屋久島町）

ヤクシカ肉を有効活用したペットフード開発と製造販売

かごしまのムラ（指宿市）

鹿児島産の純粋ハチミツにこだわった商品の販売と全国展開

NPO法人ＴＡＭＡＳＵ（大島郡大和村）

地域一体となった体験交流型観光

ダイブスピーシーズ（奄美市）

奄美大島の魅力アップを図ったダイビングサービス提供とショップ開設

湯けむりダイニングトントン亭（霧島市牧園町）

黒豚専門のレストランでＨＰの充実を図り集客アップにつなげ霧島の広報活動

吉田ドーナツ（屋久島町）

観光の窓口、地域活性化を担うドーナツ店の開業

㈱アドミラル（志布志市）

地域活性化に向けた拠点整備

丸山

奄美、琉球 世界遺産に向けてリーズナブルな旅行をする人への簡易宿泊所開業

真司（龍郷町）
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「九州ニュービジネス大賞」を受賞しました！
（一財）九州ニュービジネス協議会の「平成27年度九州ニュー
ビジネス大賞」において、薩摩総研株式会社（本社：指宿市）
が最高賞である九州ニュービジネス大賞を受賞されました。

主要製品：熱ゴム（高熱伝導性樹脂）
製品特徴：パソコンなど電子機器の熱を出す部分

福岡での表彰式の様子

に密着させることで、接着効果と高い
放熱効果を発揮する

薩摩総研株式会社

代表取締役

古川

正司

所在地：指宿市山川成川4165
設

立：平成17年８月

熱ゴム ® 実際の装着イメージ

鹿児島県製造業ビジネス ･ マッチング・ステーション
鹿児島県内の製造業を中心とした企業情報データベース
http://www.kago-match.com/
無料

登録企業募集中！

「鹿児島県製造業ビジネス・マッチング・ステーション」は、県内のものづくりを中心とした企業の情
報を集めたデータベースです。県内製造業の新規開拓や販路拡大等ビジネス機会の拡大を目指して、県内
外企業との取引を促進します。
（公財）かごしま産業支援センターが運営し、登録料・利用料は無料、費
用は一切発生しませんので、ぜひ、ご活用ください。

鹿児島県製造業ビジネス・マッチング・ステーションの機能
機能①

自社情報のＰＲ
→自社の技術や製品等をインターネットでＰＲできます。

機能②

取引マッチング
→発注を希望する企業と受注を希望する企業をつなぎます。

機能③

パートナー検索
→御社が求める加工技術や設備を保有している企業の検索ができ
ます。

【お問い合わせ先】（公財）かごしま産業支援センター
TEL：099-219-1274
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取引振興課

FAX：099-219-1279

E-mail：torihiki@kric.or.jp

Kagoshima Industry Support Center

わが社の輝く女性！
今号は、江戸時代より薩摩の郷土菓子として親しまれている「軽羹」をはじめ、こだわ
りの素材と伝統の製法で和・洋菓子を製造販売している合名会社明石屋菓子店の品質管理
室長の大内山愉佳さんです。

合名会社明石屋菓子店
所 在 地：鹿児島市金生町４－１６
創
業：安政元年（1854年）
T E L：０９９－２２６－０４３１
F A X：０９９ー２２６－０４３３
Ｍａｉｌ：info@akashiya.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.akashiya.co.jp

大内山

愉佳

品質管理室長

鹿児島大学農学部卒
平成11年入社 いて座
平成19年５月より
鹿児島県経営品質協議会運営委員
◇趣味は石鹸作りです。油と水とアルカリ
を混ぜる方法で、季節に応じてオイルの種
類を変えたり、色や香りをつけたり本当に
楽しく作って使っています。

◇会社紹介
弊社は、創業安政元年（1854年）の軽羹を柱とし
た和・洋菓子の製造販売業です。柱である軽羹・軽
羹饅頭については、原材料にこだわり、特に主原料
の山芋については鹿児島、宮崎で取れる自然薯を使
用しております。また厳選したお米を自社にて軽羹
用に製粉しております。餡は北海道産小豆を使用し
た自社製餡です。

品産業センター認定の「本場の本物」の認証を取得
し、ミラノ万博に出展したことなどです。
また、かつて原材料が不足した際に、代替えの原
材料で製造しようと考えたところ、社長から「今ま
で培ってきた技術と最良の原材料でお客様に喜んで
いただけるお菓子を提供するのが明石屋だから、代
替えの材料を使用することで質を落とすくらいであ
れば売り切りでも仕方がない」と言われ、品質第一
で考えなければならないことを強く感じました 。
◇品質管理室長として心がけていることは
お客様へ安心安全なお菓子、サービスの提供が次
世代まで出来るように、当たり前のことですが正直
に、自分が毎日食べたいお菓子、毎日買いに行きた
いお店にしたいと思っています。

鹿児島銘菓 軽羹

◇会社での担当部署は
品質管理室で、産地や時期で左右されやすい山芋
を使用する軽羹・軽羹饅頭生地の粘度測定や商品の
不良品を減らすためのデータ収集、改善提案の小集
団活動参加、クレームの是正・再発防止のための情
報収集など、商品・サービスの品質向上のために、
原材料から商品の管理までいろんなことをさせてい
ただいております。また、環境への取り組みの一環
として工場排水の監視測定、コスト削減のための取
組、お客様の声として１か月に約1,000件の声の収
集､ 改善のための傾向分析や検討資料の作成など、
製販一体の会社ですのでスムーズに業務が出来るよ
う懸け橋的な業務も行っています。
◇入社のきっかけは
食べることが大好きで、食に携わる仕事がしたい
と思っていました。大学時代を過ごした鹿児島の風
土がとても気に入り、恩師に歴史のある明石屋を紹
介していただきました。
◇仕事上での印象深い体験談など
入社後、ＩＳＯに取り組み、平成12年に品質、平
成13年に環境の認証を取得したこと、今年１月に食

品質管理の様子

ミラノ万博で人気の軽羹

◇商品づくりについて
弊社はお菓子の製造販売です。冠婚葬祭はもちろ
んですが、日常の生活に花を添えるお手伝い、お客
様の思い出の傍らにあってお客様を笑顔にするお手
伝いをさせていただいていると思っています。
また経営品質協議会でお客様満足について考え､
経営品質賞受賞企業や取り組んでいる企業の話を聞
いて、その取り組みに感動しています。私自身もそ
うありたいと思い、学ばせて頂いてます。
◇会社への思いや抱負について
昨年160周年を迎え、これは先輩方のおかげだと
強く感じております。この先10年、50年、100年と
皆様に喜んでいただけるように、鹿児島に明石屋が
あってよかったと思われるように努力していきたい
です。
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がんばってます
■会社概要
テックス株式会社は、昭和45年薩摩郡宮之城町に
電子部品製造業として創業しましたが、その後、ニー
ズに合わせ、めっき等の分野にも進出しました。平
成６年にさつま町へ工場を建設移転し、現在では表
面処理専業社として、めっき、アルマイト、電解研
磨、化学研磨、洗浄を中心とした20種類以上の表面
処理を自社内で行っています。

テックス株式会社

■当社の優れた技術
当社では、お客様のニーズに合わせて様々な表面
処理を行っていますが、なかでも電解研磨処理は真
空チャンバー等機械装置関連産業で利用されてお
り、昨今のパネル大型化に対応するため、国内最大
級となるステンレス電解研磨処理設備（6000×5000
×3500㎜、最大重量20ｔ）を平成25年８月から稼働
させており、小物から大型チャンバー、大型タンク
に対応しています。
電解研磨は、機械的な研磨と異なり、金属を薬液
の中に浸漬させ、電流を流して金属表面を平滑化す
る化学的な研磨方法です。金属表面の微小な凸部分
が優先的に溶解除去され、機械研磨では達成できな
いなだらかな表面となり、通常の脱脂洗浄では除去
できない加工工程中に金属内部に押しこめられた油
分、バフかすも溶解し完全な脱脂ができます。さら
に、不動態被膜が生成され、非常にさびにくい表面
になります。これらの特徴から、電解研磨処理を施
すと清浄度の向上、防錆・防汚などの効果が得られ、
真空チャンバー、医療、食品関係装置、各種圧力容
器、大型タンク等に利用されております。

テックス株式会社
テックス株式会社
代 表 者：代表取締役

手塚

信幸

本
社：薩摩郡さつま町求名13572-1
設
立：昭和45年
資 本 金：2,000万円
従業員数：32名
事業内容：めっき、アルマイト、電解研磨、化学研磨、
洗浄、その他金属表面処理全般
TEL：0996-57-1666
FAX：0996-57-1681
URL：http://www.tecs-k.co.jp/

また近年の半導体や液晶パネルなどの更なるク
リーン化要求に応えるため、平成26年度かごしま産
業支援センターの新分野参入研究開発助成金を活用
し、新たに精密洗浄の技術を導入しました。
精密洗浄はクリーン環境中で薬品等を用いた部品
洗浄を行い、洗浄後の分析で油分の付着や洗浄薬液
が残っていないかを証明することまで含めた洗浄技
術です。

カラーアルマイト

光沢アルマイト

■当社の経営理念
「表面処理を通して商品価値を高め、豊かな社会
の実現に貢献し自らの生き甲斐を高める」
を経営理念としています。また。社会の一員として
社会の発展に貢献する義務を負い、「お客様の満足
社員の幸福 豊かな環境」を社是に、社会に必要と
され感謝されることは企業の存在価値が認められ存
続がゆるされる事であると考え実行しています。

■今後の展望・抱負
新しく導入した精密洗浄を広く展開し時代のニー
ズに対応するとともに、今後の新しい材料・機能の
要求に応えるため、精密洗浄を含め表面処理技術の
さらなる研究開発に一層力を注ぎ、また環境保全対
策を万全として社会に貢献してまいります。
国内最大級の電解研磨設備
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ベンチャープラザコーナー
第64回ベンチャープラザ鹿児島「二水会」
平成27年５月19日 ( 火 ) 鹿児島市において開催し、県内の３社と県外の１社にビジネスプランを発表
していただきました。（発表企業累計211社、うち県内企業155社）
県内企業の発表は、㈱下堂園、㈱日本計器鹿児島製作所、㈲テイクワイズ・コーポレーションの３
社からそれぞれ発表していただきました。約100名の参加者は、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況な会となりました。

○発表その１ 急須で飲む味わいをワイン感覚で楽しめる

高級ボトリングティーで、日本茶の新たな可能性を切り拓く！

独自の抽出技術との出会いも、開発をすすめるきっ
かけとなりました。

株式会社下堂園
代表取締役社長

下堂薗

（株式会社下堂園）

豊

鹿児島市卸本町5-18
TEL：099-268-7281
FAX：099-267-1503
URL：http://www.shimo.co.jp/

発表する
下堂薗副社長

発表内容（販路拡大・業務提携）
≪企業紹介≫
1954年（昭和29年）の創業以来、
「おいしいお茶
を作り、喜んでいただくこと」を創業の精神に事業
を進めてまいりました。現在は、
「お茶づくりを通
して、心身共に豊かな生活を支援します。
」という
経営理念のもと、急須で飲んでいただくお茶の製造
販売を中心に、お茶を楽しんでいただく場を創造し
ております。また商品開発を通して、新たなお茶の
可能性を引き出し、世界中のお客様との御縁づくり
を行っております。

≪商品の特徴≫
有機栽培および無肥料自然栽培で育てた茶葉を、
茶葉の産地で採取された水で抽出し、ワインボトル
に詰めました。独自の抽出方法で安定的に生産し、
茶葉は、茶種／茶葉の生産年／茶葉の産地／生産者
／栽培方法／品種／水にこだわりました。ライン
ナップは、緑茶、紅茶、ほうじ茶の全３種で、料理
と共に楽しんでいただけるよう仕上げました。
ボトリング吟穣茶

（紅茶）

（深蒸し緑茶）

（ほうじ茶）

発表後の成果・感想

ＣＨＡＨＯ下堂薗茶舗

海外展示会の様子

≪商品開発のきっかけ≫
お茶の新たな可能性を引き出し、もっとお茶をお
客様に喜んでいただけるようにできないか？現在の
ライフスタイルにあった、お茶のあり方は？なぜ、
日本でソフトドリンクと言えばウーロン茶なのか？
そんな問いの中、パイオニアとなる商品の登場もあ
り、商品開発に取り組むこととなりました。また、

ボトリング吟穣茶をご紹介いただく機会をいただ
き、大変光栄でした。また、発表だけにとどまらず、
料理と共にご試飲いただく機会をいただき、さまざ
まなアドバイスやご提案をいただくことができまし
た。みなさまから温かいお言葉をいただき、鹿児島
の茶業を活性化していく決意をあらためて固めるこ
とができました。ありがとうございました。

今後の展望
賞味期限の延長やミニボトルの開発を行い、品質
の向上に取り組むことで、より多くの方々に喜んで
いただけるようにいたします。
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○発表その2 お茶摘採作業時間の短縮50％～ 80％を可能にする無人摘採機
（株式会社日本計器鹿児島製作所）

株式会社日本計器鹿児島製作所
代表取締役

青柳

衆一

南九州市知覧町郡5159-1
TEL：0993-83-2663
FAX：0993-83-4480
URL：http://www.nkworks.
co.jp

発表する
加藤技術部長

≪商品の特徴≫
簡単なプログラムを入力することで、茶畑の畝に
沿って無人自動走行します。そして、各種センサー
により作業の終了位置を特定します。さらに畝の状
況や方位情報を基に自動で正確に旋回し、次の畝に
進入させる事ができます。人による運転操作を解消
することで、農作業負荷の軽減や省力化、危険回避
など様々な利点があり、効率の高い新たな作業体系
が可能となります。

発表内容（販路拡大・業務提携）
≪企業紹介≫
昭和51年に旧知覧町の誘致企業として創業を開始
いたしました。主に電子部品（半導体）の製造を行っ
ております。また、弊社が立地する南九州市及び薩
摩半島一体では農業が盛んであることから、農業者
向けの省力化機械等の設計・開発・製造にも取り組
んでいます。
≪商品開発のきっかけ≫
農業の担い手は高齢化が進み、今後の労働力の不
足が深刻な問題となっています。また、ＴＰＰ等国
際化の進展に伴う安い農産物の流入が予想され、国
内茶業にとっても大きな脅威となる可能性がありま
す。このような中、茶業の維持発展を図り国際的に
も競争力を高めるためには、一番生産コストのかか
る人件費の削減が大きなテーマとなります。そこで
乗用型茶園管理機の無人化による新たな管理・生産
技術体系の創出を行うために、地元、農業開発総合
センター茶業部及び松元機工株式会社、鹿児島大学
大学院理工学研究科の鹿嶋雅之助教との連携で、研
究開発に踏み切りました。

茶畑での自動走行

発表後の成果・感想
発表後多くの方から色々なアドバイスを受け、大
変参考になりました。私たちの開発した商品が世の
中で認められることを信じ、更なる商品開発に向け、
邁進する所存です。
また、今回発表の機会を与えてくださった関係者
の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうござ
いました。

今後の展望
弊社は40年間培ってきたセンサー技術、省エネ技
術、マイコン制御技術を農業分野に応用し、農業機
器などを開発してきました。
今後はこれらの機器を多くの農業関係者に知って
もらい、使用して頂けるよう販路拡大に努めると共
に、農業者の苦労を軽減できる、新たな商品開発に
も注力していきたいと思います。

◇ 「二水会」 開催予定

中小企業ならではの連携

14

KISC

SUMMER 2015

◇

1
第６5回：平成２7年１１月１２日（水）１５：００
～
（於：鹿児島東急 REI ホテル）
第６6回：平成２8年２月10日（水）１５：００ ～
（於：鹿児島東急 REI ホテル）
※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。

Kagoshima Industry Support Center
○発表その３ ファスティングをとおして“Good Aging( 素敵な年齢の重ね方 )”の
（有限会社テイクワイズ・コーポレーション）
ご提案を行います

有限会社 テイクワイズ・コーポレーション
（ファスティングスタジオ ® シルキー
代表取締役 松屋 裕子
鹿児島市南林寺町6-18
TEL：099-223-1811
FAX：099-226-7470
URL：http://www.
fastingstudio-silky.com

発表する
松屋代表取締役

発表内容（販路拡大・業務提携）
≪企業紹介≫
1962年（昭和37年）の創業以来50年間『結果の見
える』技術・理論取得・サービスの実現を、ひたす
ら追求して参りました。半世紀の歳月で社会環境・
年代構成・食生活ともに、大きく様変わりし、美し
さや豊さへの願望も、より一層高いレベルが求めら
れております。ライフスタイルに応じた健康と美容
の有り方を理論・サービス・商品の開発、プロデュー
スを通して 皆様にご提供しています。
≪商品開発のきっかけ≫
自ら出産による体型の崩れや肌トラブルの悩みか
ら、あらゆる美容法を体験。また、美容業を開業し
て10年、化粧品やエステ等の表面からの美容の限界
を実感。その中で分子整合医学・酵素栄養学等の理
論を学び、800名程のお客様のカウンセリングを行
う中で、ファスティングにエステ施術、食事指導を
組み合わせることにより、短時間で綺麗に痩せるこ
とが出来る独自のノウハウ『ビューティーファス
ティング』を確立。その『ビューティーファスティ
ング』をファスティングのプロフェッショナルの指
導の下、体験できる滞在型旅行『ファスティングト
リップ ®』を企画開発致しました。

ドリアダイエット学、食育教室などのセミナーを受
講しながら、自分に合ったノウハウを体験します。
また、ファスティング期間中は、酵素飲料と水（水
素水）のみ、固形物を食さないため、熱産生が弱ま
り体温の低下を感じ易くなります。体温が１℃上が
ると、体内酵素が50％活性化するとも言われていま
す。その為、滞在期間中、ヨガ、散歩、温泉浴、岩
盤浴、砂蒸し風呂などの鹿児島の特性を活かすこと
で、ファスティングの効果をより明確に実感しても
らえます。

発表後の成果・感想
いつも女性９割の所でお話しておりますが、二水
会では男性９割、いつもと反応が異なるので少し戸
惑いましたが、良い経験をさせて頂きました。宿泊
しながらファスティングを学び体験するファスティ
ングトリップ® に地方自治体の方からも興味を持っ
て頂き、お問合せを頂きました。鹿児島を皮切りに
全国でビューティーファスティングトリップが日常
的に行われるよう各地でお話をさせて頂きたいで
す。
また、ビューティーファスティングの理論・実践
例をまとめた「人生が変わる美ファスティング～何
歳からでも間に合う美人のつくり方～」を６月22日
に出版致しました。是非ご覧頂ければ幸いです。

今後の展望

ファスティングトリップ® in 指宿
朝のウォーキングの一コマ

≪商品の特徴≫
２泊３日の滞在期間中、ファスティング体験をし
ながら最新の酵素栄養学、水素医療によるミトコン

・九州は温泉地や食材に恵まれています。その九州
でファスティングトリップ®運営可能な有資格者
育成・技術者の養成を目指したファスティングト
リップカレッジの定着を目指します。
・開催ホテルや県・市の行政、旅行業者等とも連携
を図りながら、東南アジアの富裕層に対してデス
ティネーショントリップ（destination trip）とし
て、インバウンドの集客を目指します。
・新幹線の活用可能な首都圏富裕層を対象として滞
在型旅行のリピーター獲得を目指します。
・行政が提唱するアクティブエイジングツーリズム
の体験メニューとしての実現を図ります。
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◇◆◇

取引振興コーナー

◇◆◇

平成25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７割が取引継続、取引金額は当初の約4.3倍に拡大】

（公財）かごしま産業支援センターでは、平成25年度に288件の「取引の紹介・あっせん」を行い、100件、
金額で84,751千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65件（当初取引の約７割）、取引金額は、360,367千円（当初取引の約4.3倍）となりました。
調査結果
【平成25年度】
１年後
フォロー調査
◆成立件数
１０0件
◆取引件数
65件（約７割）
◆取引金額

84,751千円

◆取引金額 360,367千円
（約4.3倍）

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。
また、
「成約件数」
・
「成約率」ともに、全国の支援機関の中でも上位の実績となっており、今後も、県
内中小企業の受注量の拡大につながる効果的な「取引の紹介・あっせん」に努めてまいります。

平成２7年度

かごしま取引商談会（御案内）

県内外の発注企業を招へいし、県内受注企業との個別面談・情報交換を行う「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、当センターのホームページに掲載します。
１
２
３

日
会
主

４

対

⑴
⑵

時
場
催

平成27年10月27日（火）13：30～19：00
ホテルウェルビューかごしま（鹿児島市）
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
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）
＜面談会の風景＞
個別面談会（13：30～17：00）
組合せ表に基づき、発注企業１社あたり受注企業８社との指定面談を行います。
交流懇談会（17：15～19：00）
参加された受発注企業に率直な情報交換を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、内木場
TEL：099-219-1274
FAX：099-219-1279
URL：http://www.kric.or.jp/
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