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今号の表紙

株式会社 下園薩男商店
代表取締役社長 下園 正博

「2021年度ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」
コト部門で最高賞の地方創生大賞を受賞
した「イワシビル」
（阿久根市鶴見町76）

今号の表紙は、鹿児島県北西部に位置し、東シナ
海に面した美しい海岸線を持つ阿久根市で、塩干水
産物の加工販売を行っている株式会社下園薩男商店
の代表取締役社長 下園正博さんです。
1939年の創業から続く主力商品のウルメイワシ丸干
しは、原料や製造にこだわり、朝方４時～６時に獲れ
るお腹の中にエサが無く、苦味が少ないウルメイワシ
を原料に、獲れたその日のうちに塩水漬けにし、干し
上げています。品質管理の世界基準であるHACCPも
取得しており、現在では日本全国、海外へも丸干しを
販売しており、売上高全体の６割を占めています。
企業理念として、
「今あるコトに一手間加え、そ
れを誇り楽しみ、人生を豊かにする」を掲げて、そ
の地域にある食品・食材や伝統・文化に一手間加え
た商品の開発にも積極的に取り組んでいます。
2013年には、ウルメイワシの丸干しをオイル漬け
にした瓶詰常温商品『旅する丸干し』の発売を始め、
平成26年度（第53回）農林水産祭「天皇杯」など数々
の賞を受賞しています。
また、2020年に販売開始した『はらぺこイワシ。』
は、食塩だけで味付けし、３日間干したウルメイワ
シです。すこしずつ噛むことで旨味が楽しめ顎も鍛
えられることから、食育を考えた子供のおやつとし
て、現在、ベビー・子どものくらし用品専門店「西
松屋」850店舗に納品しています。
さらに、クックパッドと共同開発した子ども向け
冷凍魚惣菜『はらぺこサバケチャ』
（サバのケチャッ
プ煮）は、今年７月からイオン九州を中心に約200
店舗で販売を開始しています。
その他にもジビエブランド『FORK』や、クラフ

＜企業概要＞
所 在 地 阿久根市大川54
川内工場 薩摩川内市湯田町1013-１
設
立 1939年
従業員数 71名
事業内容 水 産物加工販売、地域商品の
企画・運営・仕入れ・販売
Ｔ Ｅ Ｌ 0996-28-0200
Ｆ Ａ Ｘ 0996-28-0854
Ｕ Ｒ Ｌ https://marusatsu.jp/

トコーラ『パーティータイム』等、地域の産品に一
手間加えた事業を多角的に展開しています。
◇「イワシビル」の運営
2017年に開業した「イワシビル」は、１階ショッ
プ・カフェ、２階丸干しのオイル漬け『旅する丸干
し』等の製造工場、３階ホステル（簡易宿泊施設）
という珍しい形態のビルです。
スタッフ全員でビルの運営を行っており、工場と
ショップ・カフェ、ホステルをローテーションで変
わり、２階の工場で製造した商品を１階で接客しな
がら販売、お客様の意見を聞きながらそこで販売す
る商品の開発も行います。
商品開発にスタッフの意見を積極的に取り入れる
ことでやりがいにもつながっており、ここで働きた
いという大卒や高卒の方達が後を絶ちません。
今年３月には、
「2021年度ふるさと名品オブ・ザ・
イヤー」において、ふるさと名品づくりやその販売を
通じて、地方創生に貢献するコンテンツを輩出した
取組を表彰する「コト部門」で、
「地元の名産品を軸
に、若者にも受け入れられるような施策を融合させ、
そこでしか体験できない価値を提供している」点が
評価され、最高賞の
「地方創生大賞」を受賞しました。
◇今後の取組
「枕崎市の山奥にある築120年の旧郵便局を改装し
て、南薩摩の地元食材を使用したカフェ・ショップ、
瓶詰製品の工房及び１組限定の宿を提供する「山猫
瓶詰研究所」を９月に開業予定です。
「イワシビル」の運営手法を取り入れて、今度は
南薩摩の資源に一手間加えた展開をしていきます。
今後、労働者不足が大きな課題となる地方で、若
い人たちが誇りをもって働きたいと思えるような、
興味を持つような事業をどれだけ作っていけるかが
大事になっていくと考えています。地方でも経営が
成り立つような、新しい働き方を作り出したい。」
と下園社長は語っています。
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今号の表紙
私の思い
鹿児島県よろず支援拠点
プロフェッショナル人材戦略拠点
取引振興コーナー 下請かけこみ寺のご案内
わが社の輝く女性 アイテップ株式会社 濱﨑 繭 さん
特集 助成金・補助金の採択企業が決定しました
特集 情報会員支援事業の紹介
会員企業ＰＲコーナー
インフォメーション 広告
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地方創生大賞を受賞した「イワシビル」

私の
思い

国立大学法人鹿児島大学
南九州・南西諸島域イノベーション
センター長／特任教授

藤枝

繁

1992年４月

鹿児島大学水産学部助手

2010年12月

鹿児島大学水産学部教授

2015年４月

KEYTEC株式会社入社

2018年７月

鹿児島大学産学・地域共創
センター特任教授

2022年４月より現職

地域に眠る潜在的課題「マイクロニーズ」を起点としたイノベーションの創出
実証フィールドを通じた地域への浸透

成功要因は知の深化から知の探索へ

鹿児島大学は、2018年４月、大学の知を活用し
た「地域活性化の中核的拠点」として「産学・地
域共創センター」を創設しました。
ここでは、地域中小企業との共同研究の推進と
地域発イノベーションの創出を目指し、南九州及
び南西諸島域に10の「オープン実証ラボ・実証
フィールド」を設置し、水産、畜産、農業、製造
業等分野における13件の「実証プロジェクト」に
取り組んできました。

これらの成功要因は、「知の深化」を重んじる
従来の大学研究の推進から、地域に眠るマイクロ
ニーズの積極的な発掘・収集を通じた「知の探索」
により研究シーズの幅を広げ、イノベーションへ
の到達を早めた点にあると言えます。
これには情報収集ネットワークや課題発見能力
に長けたタスクダイバーシティ型のコーディネー
ターの存在が大きかったと言えるでしょう。

マイクロニーズからイノベーションツリーへ
ここでは、潜在的な地域課題「マイクロニー
ズ※」を積極的に探索・発掘し、研究シーズによ
りその解決を図ってきました。
例えば徳之島では、人工衛星データを用いた
サトウキビ農業のIoT化プロジェクトを起点に、
製糖工場の生産管理の効率化という課題を発掘
し、ハーベスタ用のリアルタイム位置情報収集モ
ジュールを開発しました。
この技術は高精度位置情報モジュールに発展
し、正確な圃場地形情報から営農サービスの適正
化に貢献しています。
また離島地下ダム水の適切利用の視点から、圃
場土壌水分の自動観測とAIを用いた自動散水シ
ステムを開発し、その開発の過程から伝統文化
“闘牛”
や獣害生物“リュウキュウイノシシ”といっ
た未利用肉の存在を発掘し、その機能性を評価し
て適切な加工方法を提案するに至りました。
このように一つのマイクロニーズからイノベー
ションを創出し、新たな課題を発掘して次につな
げていくイノベーションの樹状展開を「イノベー
ションツリー」と呼んでいます。

南九州・南西諸島域イノベーションセンターへ
2022年４月より同センターは学内研究支援組織
であるURAセンターと統合し、「南九州・南西諸
島域イノベーションセンター」となりました。
ここで本学における研究支援・産学連携の中核
的組織として、学内研究者への研究支援から、研
究シーズと企業ニーズとのマッチングによる共同
研究の推進、研究成果である知的財産の保護・管
理及びそのライセンスの推進や大学発ベンチャー
設立支援等による社会実装まで、シームレスな支
援を行っています。
今後は、実証フィールドでのプロジェクトを通
じてイノベーションの社会的市場価値を確認し、
イノベーションの成果をグローバルに実装してい
くことに注力していきたいと考えております。
※マイクロニーズ：これまで地域の人々にとって
自然・当然な事象であり、課題として認識され
ていなかったが、地域外の観察者により明確に
課題として認識され、かつその解決過程におい
て科学技術の挿入を通じてイノベーションが期
待される潜在的課題。
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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！

◇プロ人材 365件（うち副業・兼業12件）の採用成約！
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。
「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」では、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。常勤雇用人材だけでなく、副業・兼業人材の活用についても
サポートしています。
本県プロ人拠点では、平成28年１月の開設以来、365件（人）（うち副業・兼業人材12件）のプロ人材の採
用成約が実現しています。（令和４年７月末現在）。
採用されたプロ人材の中には、首都圏や関西圏から鹿児島に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、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。

◇「副業・兼業人材活用説明会・相談会」を開催
７月15日（金）、かごしま県民交流センターにおいて、「副業・兼業人材活用説明会・相談会」を開催し、
会場とオンライン合わせて、約90名が参加されました。
相談会では、県内企業５社が当拠点の登録人材紹介事業者４社と個別に相談を実施しました。
説明会では、本県で「副業・兼業」人材活用の成約事例のある株式会社みらいワークスの高橋寛氏とＪＯ
ＩＮＳ株式会社の平山英樹氏が、成約事例を交え、「副業・兼業」人材活用の考え方や進める上でのポイン
トなどについて説明しました。
令和２年度から始まった「副業・兼業」人材の活用サポート。
雇用契約でなく準委任契約のため短期間・低費用で活用できる手軽さ、
リモートワークの普及もあり、全国的にも活用が広がっています。
副業人材への依頼事項を明確に切り出して活用することが成功のコツ
のようです。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応期限が迫っています。
企業のデジタル化対応は待ったなし。

相談会の風景

プロ人材の活用も有効な手段の一つです。
当プロ人拠点としては、本県事業者の発展・成長のため、プロ人材の採用や副業・兼業人材活用のマッチ
ングサポートを促進していきますので、気軽にご相談してください。
「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
濱弓場 厚志
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/
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◇◆◇

取引振興コーナー

◇◆◇

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」

▼▼▼

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）
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わが社の輝く女性！
今号でご紹介するのは、鹿児島を拠点に、民間企業・公共向けのさまざまなシステム開発、医療システムの導入支援・
販売、パッケージシステム導入支援・販売、サーバーやネットワークインフラの環境構築を行っているアイテップ株
式会社で、企画課長として「RPA認定技術者エキスパート」等の資格を活かしてRPAの普及活動を行うなど、多岐
に亘り活躍されている濱﨑繭さんです。

アイテップ株式会社
所 在 地：鹿児島市大黒町２-11
南星いづろビル６階
設
立：1983年
従業員数：67名
事業内容：コンピュータ・IT機器販売、ソ
フトウェアの開発・販売、シス
テムコンサルティング、教育・
請負業務、労働者派遣事業、
DX支援
T E L：099-225-7654
F A X：099-222-0140
Ｕ Ｒ Ｌ：https://itep.jp/
https://sansyunojingi.com/
◇会社紹介
官公庁・医療機関・民間企業を対象に、システム開発
やパッケージ導入、運用保守サービスを行っています。
コンサルティングからシステムの選定・導入・開発、
環境構築、運用保守までトータル
でサポートし、業界・業種を問わ
ず、適切な職場環境になるような
IT環境を提供しています。
2022年１月に酒造業向け業務管
理システム「三酒の神器」の事業
譲受に伴い、熊本営業所を開設し
ました。
◇会社での現在の担当部署は
私が現在所属している企画課は2015年に新設された部
署です。当初は新規事業の開拓を主軸に考えていました
が、年々業務範囲が増えて、今では社内の課題解決に向
けた取組や部署横断的な活動等も行っています。
企画課のモットーは
① 時代の変化に対応する柔軟性の強化
② 社内の活性化
③ 社員が安心して働ける環境づくり
これらを実現するために、ビジネス発掘や広報活動、
イベント開催、社内の課題解決や他部署のお手伝いなど
様々な活動をしています。
◇入社のきっかけは
アイテップに入社する前は県外でシステムエンジニア
をしておりましたが、もともと地元志向で、鹿児島でシ
ステム開発ができる企業を探していたときにアイテップ
と出会いました。
入社試験で訪問した際、社内のアットホームな雰囲気
を見て「ここで働きたい」と思い、
入社を決意しました。

はまさき

濱﨑

まゆ

繭 さん

経営管理部企画課長

ふたご座
鹿児島大学卒
2008年入社
趣味：ピアノ
キャンプギア集め
資格：R P A 認 定 技 術 者
エキスパート、焼
酎マイスター

◇仕事上での印象深い体験談など
弊社では毎年２～３つのテーマに沿って研究をする
「アイテップ分科会」という活動を行っています。部署
問わず参加でき、今後のビジネスや社内業務の改善につ
ながる研究をするものです。
企画課の旗振りでスタートしましたが、当初は結果が
出せるか不安でした。
しかし実際にやってみると各部署から様々な方が参加
してくださり、それぞれの知識を持ち寄って新しいサー
ビスが出来上がったり、皆が働きやすい環境づくりのア
イディアが生まれたりしました。
黙々と働く方が多い職場だと思っていましたが、分科
会では部署や年齢に関係なく和気あいあいと活動されて
いて、皆さんの意外な一面を垣間見ることができました。

「アイテップ分科会」より

広報研究会メンバー

◇会社への思いや抱負について
色々なことにチャレンジさせていただき、感謝してい
ます。
会社のスローガン「笑顔で対応 笑顔で取組み 笑顔
で解決」にあるように全社員が笑顔で働ける環境づくり
と、お客様の満足を実現できる会社であり続けるために
今後も貢献してまいります。
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特

令和４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。

【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18日～５月31日）
企

業

名

テ

ー

マ

㈱ヒガシマル

（日置市） マイクロカプセル化製造技術を用いた人工飼料の開発

小正醸造㈱

（日置市） ノンアルコール芋焼酎が血糖値および人体に及ぼす影響

環境バイオエンジニアリング㈱
サツマイモ基腐病の軽減に向けた微生物資材の開発

（姶良市）
㈲工房Ｒｙｏ （鹿児島市） 介護ロボット（移乗機器）の幅をコンパクトにする開発
（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

㈱東郷

【新産業創出ネットワーク事業

新事業創出支援事業補助金】

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13日～６月８日）
企

業

名

テ

ー

マ

㈱１１２９

（鹿児島市） 経産牛の赤身旨味指標の確立と販路開拓

㈱栄電社

（鹿児島市） 焼酎粕を活用した乳酸発酵飼料・肥料の製品開発及び販路開拓

キリシマ精工㈱ （霧島市） 手術支援ロボット部品製造技術確立に伴う医療用ロボット分野への進出

8

持留製油㈱

（鹿児島市） ＣＢＤオイルを使った商品開発

㈲荒田商店

鹿児島初のフードトラック（キッチンカー）を開発・製作・販売し、キッ
（屋久島町） チンカーで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

㈱ＥＳＣ

（鹿児島市）

KISC
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焼成卵殻の粒径制御による活用法の高度化および市場拡大のためのマ
ニュアル化

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
（南さつま市） 生体リズム調整用照明器具の開発

㈱エルム

（鹿屋市） 半導体洗浄用の低メタルクエン酸の開発と製造

九州化工㈱

クラシックブドウ浜田農園
自社ワイナリー創設によるワイン醸造の内製化と製品開発・販路開拓

（錦江町）
薩摩総研㈱

（指宿市） 電磁波吸収熱伝導樹脂の研究開発

竹之内穀類産業㈱
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

（鹿児島市） 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
ファーマーズサポート㈱
牛の畜産向け子牛見守りシステム・肥育牛見守りシステムの開発・販売

（鹿児島市）

【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：４月20日～５月17日）
企

業

名

等

ビジネスプラン
コンテストの
発表年度

概

要

㈱ＫＣＬ

（鹿児島市）

令和３年度

川越

洋一

（鹿児島市）

令和３年度

おうちで味わう「かごんま」 五感で楽しむ小旅行
～動画とゆかりの食・酒で鹿児島旅を疑似体験～

冨永

咲

（鹿児島市）

令和３年度

焼酎の価値をエヴァンジェリスト＝伝え手が繋ぐ。
個人向けのオリジナルブランド焼酎販売事業

笠島

卓

（霧島市）

令和３年度

霧島・鹿児島から世界へ発信する革新的ゴルフパター
＆ゴルフアイテム

㈱ルタンはうす （霧島市）

令和３年度

デジタルを活用した訪問型カスタムメイドスポーツ
マウスピース事業

令和元年度

未利用の木質資源を活用した、伊佐に息づく「火の
ある暮らし」の豊かさや楽しさを感じることのでき
る体験型宿泊施設の開業

林

峻平

（伊佐市）

「女性起業家育成 360 ×シェアキッチン」

【成長型中小企業等研究開発支援事業補助金】
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事業において、事業管理機関と
して支援するものです。
主たる研究等実施機関
カクイ㈱

（鹿児島市）

研

究

開

発

計

画

名

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
KISC
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【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14日～５月20日）
企

業

名

テ

ー

マ

吉村醸造㈱
減塩もち麦鹿児島味噌の開発

（いちき串木野市）

【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、③カーボンニュートラルの実現に向けた研究開
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14日～５月20日）
企

業

日本ガス㈱

名

テ

ー

マ

（鹿児島市） 自動搬送ロボットを用いた栽培装置によるスプラウト省力量産の検証

ニューカンパニー（同）
業界初となる WiFi 環境下で利用できるウェアラブル機器を用いた介護

（薩摩川内市） 施設でのＤＸ取組実証研究

【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11日～６月10日）
区

分

企

業

商

標 小正醸造㈱

名

発

明

の

名

称

（日置市） （商品名）ＫＯＭＡＳＡの商標

【新製品等販路拡大支援事業助成金】
県内中小企業者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13日～６月30日）
○国内商談会出展助成
企

業

名

テーマ・展示会等名

マトヤ技研工業㈱（曽於市）

テーマ
：食肉処理機器市場調査と販売促進
商談会等名：FOOMA JAPAN 2022

㈱丸庄

テーマ
：新商品の全国販路開拓
商談会等名：FOOD STYLE Japan 2022

（鹿児島市）

冨士屋製菓㈲

（大崎町）

テーマ
：新商品の展示会出品にて全国への販路開拓
商談会等名：ARISTA FAIR 2022

農業生産法人㈲十津川農場
テーマ
：健康産業への新商品販路拡大と新規開拓

（南大隅町） 商談会等名：健康博覧会 2023
㈱堀口園
10
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テーマ
：自社製抹茶の販路拡大
商談会等名：FOOD STYLE Japan 2022

企

業

名

テーマ・展示会等名

東亞エルメス㈱ （鹿屋市）

テーマ
：IoT を用いた測定器の全国での販路開拓
商談会等名：第２回スマートシティ推進 EXPO

㈲工房Ｒｙｏ （鹿児島市）

テーマ
：世界に「ニーリングリフト」をアピールする
商談会等名：第 49 回国際福祉機器展

㈱マツオ

テーマ
：熱拡散亜鉛めっき設備の販売及び販路開拓
商談会等名：関西機械要素技術展

（鹿児島市）

㈱ WISH システムコンサル テーマ
：自治体 DX 展への出展による販路拡大
ティング
（鹿児島市） 商談会等名：自治体向けサービス EXPO
吉村醸造㈱
テーマ
：新商品「かつお節入り出汁醤油（淡口）」の市場開拓

（いちき串木野市） 商談会等名：スーパーマーケットトレードショー 2023
奄美らいず -Shima-Do（同） テーマ
：九州圏内での販路開拓

（鹿児島市） 商談会等名：FOOD STYLE kyushu 2022
タートルベイ醸造
テーマ
：酒類新商品の展示会出品にて全国への販路開拓

（徳之島町） 商談会等名：スーパーマーケットトレードショー 2023
㈲松永酒造場

（伊仙町）

テーマ
：県外への販路拡大
商談会等名：スーパーマーケットトレードショー 2023

㈱岡商店

（鹿児島市）

テーマ
：九州各県の量販店への販路拡大
商談会等名：国分九州フェスタ 2022（秋冬）

持留製油㈱

（鹿児島市）

テーマ
：新商品「CBD 可食フィルム」
「CBD パッチ」販路拡大事業
商談会等名：第３回ヘルス＆ビューティーショー

㈱サナス

（鹿児島市）

テーマ
：新商品の展示会出品による販路開拓
商談会等名：第 17 回こだわり商品展示会

㈱アイズ・カンパニー
テーマ
：新製品のお披露目と全国の小売業や商社への販路獲得

（奄美市） 商談会等名：第 7 回スポーツファッション＆グッズ EXPO
福山黒酢㈱

（霧島市）

【情報会員限定

テーマ
：飲む黒酢から食べる黒酢への販路開拓
商談会等名：スーパーマーケットトレードショー 2023

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16日～６月15日）
企

業

名

事

㈱エヌチキン

（南九州市） ホームぺージ変更

絹の風

（鹿児島市） ホームぺージ作成

九州アジア人財開発（協）


（鹿児島市） ホームぺージ変更

ジャパンポーレックス㈱

（霧島市） ホームぺージ変更

㈱スカイメディケアラボ

（薩摩川内市） ホームぺージ変更

㈱ソフト流通センター

（鹿児島市） ホームぺージ変更

㈱日本衛生センター鹿児島支社

（鹿児島市） ホームぺージ作成

日本漬物㈱
（同）ヘルプケア
みのだ食品㈲

業

区

分

（霧島市） ホームぺージ作成
（薩摩川内市） ホームぺージ作成
（日置市） ホームぺージ変更
KISC
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特集

KISC（かごしま産業支援センター）情報会員
令和４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関連情報誌の提供の他、ＩＴ操作技術やＩＴ化による生産性向上を
実現するための講師・専門家派遣及びホームページ作成費用等助成とともに、社内情報化人材育成のためのＩＴ資
格（基礎）取得助成などを行っています。
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。

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、
イラストレーター、ホームページ等
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。
３年度実績

２

20社（延べ129名受講）

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）
３年度実績

３

７社（14回派遣）

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
３年度実績

４

延べ135社 145回訪問指導等

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
３年度実績

５

24社紹介（５月、８月、11月、２月発刊分に掲載）

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ＤＶＤ115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
12
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＜支援内容＞
１ 貸出期間
２ 貸出本数
３年度実績

６

原則として１週間
１回５本以内
延べ31社（貸出本数：110本）

ＩＴ資格取得支援事業

※新規事業

【助成事業】

市場競争に必要不可欠なＩＴを利活用する人材の育成を図ることを目的に、従業員等のＩＴ資格取得を支
援するために実施する事業に要する経費の一部を助成
＜支援内容＞
１ 助成対象事業 「ＩＴパスポート（国家資格）」を取得した場合の受験料等
２ 助成額等
助成対象経費の３分の２以内、交付限度額は１人５千円（千円未満切捨て）

７

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）
３年度実績

８

11社

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
３年度実績

９

セミナー１回開催（164名参加・視聴）

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
３年度実績

10

年４回（５月、８月、11月、２月）、各1,200部発行

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

KISC
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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！

テックス株式会社

http://www.tecs-k.co.jp/

20種類以上の多彩な表面処理を行っています。
◆めっき、アルマイト、電解研磨、洗浄
を中心に20種類以上の表面処理を手がけ
ており、お客様のニーズに合わせて１個
から処理の御依頼をお受けしております。
また、電解研磨では、日本最大級の処
理 設 備 を 所 有 し て お り、5000×6000×
3500（㎜）総重量20ｔまでの電解研磨処
理技術を有しております。
その他の表面処理品も小物製品から、
大型の製品まで幅広い産業で使用されて
おります。
このような処理が出来ないかなどの御
相談もお受けいたしておりますので、お
気軽にお問い合わせください。

薩摩郡さつま町求名
13572-1
ＴＥＬ 0996-57-1666
設 立 1970年１月
（創業52年）
資本金 2,000万円
従業員数 33名
◆事業内容
金属表面処理全般（各種
めっき、アルマイト、電
解研磨、洗浄）
20種類以上の表面処理を
行っています。
【1988年７月会員加入】

メイワ医科工業株式会社

https://meiwaika.com/

医療・介護現場からの欲しいをカタチに
◆他社で製作していないもの、改良が

鹿児島市七ツ島１丁目４－８
ＴＥＬ 099-261-1123
資本金 2,000万円
従業員数 15名

必要なものを１台から製作しています。
現場とともに小さな声もカタチにし
ています。

◆事業内容
医療、介護施設、在宅機器、備
品の製作、販売、メンテナンス。
スチール、ステンレス、アルミ
ニウム、プラスチック、FRP、
木材などの加工塗装
（粉体塗装）
も行っております。

材料仕入から完成まで自社にて一貫
製作しています。
コロナ禍をきっかけに、自社製作も
ですが、これまでのことプラス感染対
策、健康介護予防用品も取り扱うなど
新たな事業も展開してまいります。

株式会社

【1995年６月会員加入】

エヌチキン

https://www.ajinatori.com/

安全・安心な製品を、九州の食文化とともに、全国へ！世界へ！
◆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、2020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。
2021年 ８ 月 に は、ISO22000の 認
証を取得し、全国の皆様に、鶏本来
のおいしさを安心してご提供できる
体制を構築しました。食の多様性に
応えたハラル製品も提供し、今後も
幸せ創造企業として社会に貢献して
まいります。
14
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新発売

「新商品『鶏の炭火焼』全国のローソンで発売中」

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】

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
TEL：099-219-1275

株式会社

総務情報課

FAX：099-219-1279

丸俊

E-mail：info@kisc.or.jp

http://www.e-marutoshi.co.jp/

「鰹っ子」が第66回全国水産加工たべもの展にて「大阪府知事賞」を受賞いたしました。
◆かつお佃煮

鰹っ子

鹿児島県枕崎製造かつお節にひじき
を合わせ、しっとりとした食感に仕上
げたしそ風味の佃煮です。かつおの旨
味を引き立てるしその風味がより一層
食欲をそそります。
温かいご飯やおにぎりに。
お酒のおつまみやお茶うけにも。
また、白菜等のお漬物と和えても美
味しくいただけます。
内容量：85ｇ／賞味期限：常温120日

株式会社

メセナ食彩センター

【本社／鹿児島工場】
鹿児島市小松原1-46-1
ＴＥＬ 099-266-2211
資本金 1,050万円
従業員数 40名

「しそ風味」でご飯
がすすみます！

◆事業内容
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】

https://www.yuzu-mecenat.com

九州一の産地！曽於市特産「ゆず」を風味豊かに仕上げた商品を全国にお届けします。
◆曽於市特産品の「ゆず」を搾汁から行
い、原料の販売や、ゆずドリンク・ゆず
ドレッシング・ゆずゼリー・ゆず胡椒等、
約30アイテムの商品を製造しております。
ＨＰのリニューアルを行い、本年度に
は「柚子彩（ユズイロ）
」の商標を取得し、
ブランディングを進めながら、曽於市ゆ
ずの認知度向上に努めています。
ぜひ
「柚
子彩（ユズイロ）
」で検索してご覧くだ
さい。
ゆず果汁の原料やゆず製品、他お問合
せありましたらお気軽にご連絡下さい。

株式会社

津曲食品

曽於市末吉町二之方371-3
ＴＥＬ 0986-76-7468
ＦＡＸ 0986-76-7494
資本金 5,000万円
従業員数 18名
ISO22000認証取得
◆事業内容
ゆずの搾汁
（他柑橘類委託搾汁）
果汁・果皮の原料販売
ゆず加工品製造・販売
ＰＢ・ＯＥＭ製品製造
【2020年５月会員加入】

http://www.furusatoichiba.com

鹿児島の菓子文化を現代に伝える使命を胸に菓子製造に取り組んでおります。
◆鹿児島のお菓子を通してお客様へ
笑顔を届けたい。さらに、お客様が
お買い上げ頂いたお菓子で笑顔の
輪を広げたいとの思いで「スイーツ
ファーム」をスタートいたしました。
鹿児島伝統のお菓子をアレンジした
「さつま喜咲家」 （フルーツかるかんな
ど）、老舗のだんご専門店 「彦一だん
ご」 （しんこだんごなど）、地元の食材
を利用した洋菓子店 「パティスリー
アミティエ」 （チーズタルトなど）。「さ
つま喜咲家」 「彦一だんご」 「アミティ
エ」 が一体となり 「スイーツファーム」
としてお客様へ笑顔を届けます。

曽於市大隅町月野3928
ＴＥＬ 099-482-5551
資本金 1,000万円
従業員数 80名
◆事業内容
鹿児島銘菓の製造販売・卸し
業務。だんご専門店「彦一だ
んご」の店舗運営。洋菓子専
門 店「 パ テ ィ ス リ ー ア ミ
ティエ」の店舗運営。薩摩菓
子専門店「さつま喜咲家」の
店舗運営。ビジネスホテル岩
川・炙り家みずほの運営。
【2020年６月会員加入】
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専門家派遣事業のご案内
～経営課題の解決に経験豊富な専門家を活用してみませんか～

に登録している専門家を派遣し、診断や助言を実施します。

中小企業者等

②課題確認・承認
支援センター

③支援依頼
専門家

④診断助言
専門家に対する費用（旅費・謝金）の
２／３を当センターが助成します。
対象要件など詳細については、お問い

年間８回程度

【お問い合わせ先】
（公財）かごしま産業支援センター

合わせください。

TEL：099-219-1273

経営支援課

Mail：keiei@kisc.or.jp

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
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・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

℡0995-64-5727
〒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

①相談・申請

2022
8 August

創業者や中小企業者が抱える経営・技術・人材・情報化などの様々な経営課題に対応して、当センター

