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皆様のチャレンジをお待ちしています
お気軽に中央会までお問い合わせください！

福岡県中小企業団体中央会とは…

福岡県中小企業団体中央会は、「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関
する法律」を根拠に昭和30年12月に設立されました。
協同組合などの中小企業の連携組織を主な会員として、組合の設立や運営支援のほ
か、企業組合による創業・起業の支援、「農商工連携」、「地域資源活用事業」、「新連携」
等の緩やかな連携グループの形成促進、金融税制・労働など中小企業の経営上の問題
に関する各種の事業活動を行っている公益性の高い中小企業支援団体です。各種事業
の推進にあたっては国、都道府県、各種支援機関等と連絡をとり連携しながら事業を
進めています。

福岡県中小企業団体中央会は、中小企業者と農林漁業者による「農商工連携」、地域の技術・農林水産物・
観光資源等を活用した「地域資源活用」、異分野の中小企業者が互いの強みを活かした「新連携」について、
事業計画の作成、国への認定申請、そのフォローアップまで総合的に支援を行います。

商工連携」地域の技術・農林水福岡県中小企業団体中央会は 中小企業者と農林漁業者による「農商
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福岡県中小企業団体中央会

平成24年度　組織強化推進費



⑴中小企業者として対象となる会社と個人

⑵中小企業者として対象となる組合及び連合会

⑶農商工連携における農林漁業者
　農業、林業、漁業を行う者及び以下に示す農林漁業者の組織する団体

会社、個人（主たる事業として営んでいる業種） 資本金基準

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5千万円以下

5千万円以下

3億円以下

5千万円以下

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

300人以下

200人以下

または

または

または

または

または

または

または

製造業、建設業、運輸業など

サービス業（下記以外）

卸売業

小売業

ゴム製品製造業の一部

ソフトウェア業・情報処理サービス業

旅館業

従業員基準

組合及び連合会
対象となる要件

地域資源活用農商工連携 新連携

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協
同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商
店街振興組合連合会

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業生
産組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、生産森林組合、森林組合、森林組合連合会、法人格を有しない任
意団体（集落営農組織）

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造
組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

直接または間接の構
成員の2／3以上が
⑴に示す中小企業者
であること。

農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林
組合連合会

消費生活協同組合、消費
生活協同組合連合会

内航海運組合、
内航海運組合連合会

鉱工業技術研究組合

特になし

農商工等連携事業� P３～８

地域資源活用事業� P９～18

新連携事業� P19～24

各法律の支援対象� P２

法認定に基づく各事業の支援措置� P25

福岡県の3事業の認定事業者数（平成25年３月１日現在）

福岡県中小企業団体中央会の支援のながれ� P26

中小企業者と農林漁業者が連携し、お互いの強みを活かして売れる新商品・新サービスの

開発、生産、販路開拓等を行います

地域の強みである農林水産物、産地の技術、観光資源等を活用して新商品・新サービスの

開発、生産、販路開拓を行います

事業分野が異なる複数の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源を組み合わせて新

商品・新サービスの開発、生産、販路開拓を行います

福岡県 認定数73

農商工連携 地域資源活用 新連携

12 30 31
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農商工連携を支援します！
農商工連携とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動で、
中小企業者及び農林漁業者の経営の改善を図ることを目的としたものです。
　農商工等連携促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることで、補助金、低利融資、中小企
業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。

認定要件

農商工等連携事業

根　拠　法 農商工等連携促進法
事業主体 農林漁業者と中小企業者（共同）※ P2 をご参照ください。
計画期間 原則 5 年以内

事業内容 ●新商品の開発、生産又は需要の開拓
●新サービスの開発、提供又は需要の開拓

主な認定要件

１． 農林漁業者と中小企業者が有機的に連携して実施する事業であること（連携事業
期間を通じて、両者がいずれもが主体的な参画をし規約などにより明確化した役
割分担の下実施する事業であること）

２． 農林漁業者及び中小企業者のそれぞれの経営資源を有効に活用したものであるこ
と（経営資源を活用した双方の工夫を凝らした取組が必要）

３． 新商品・新サービスの開発、生産等若しくは需要の開拓を行うものであること（計
画を申請する農林漁業者・中小企業者にとっての新商品・新サービスで売れる見
込みがあること）

４． 農林漁業者の経営の改善かつ中小企業者の経営の向上が実現すること（両者とも
付加価値額が 5％以上向上し、かつ総売上高（農林漁業者の場合は当該事業に係
る農林水産物等の売上高）が 5％以上増加すること）。〈計画期間 5 年の場合〉

農商工等連携事業のながれ

農林漁業者・
中小企業者が
連携体を構築

農林漁業者・中小企
業者が共同で「農商
工等連携事業計画」
を作成し、国に申請

国の認定
（農政局・経済産業局等）

各種支援措置（補助金、
融資の特例・金利優遇、
信用保証の特例等）の
活用

農商工等連携促進法

新商品・新サービスの開発・生産等及び需要の開拓

福岡県中小企業団体中央会は、事業計画の認定を目指す中小企業の皆様に対し、経営上の相談に
応じていくとともに、事業計画の策定などについて支援していきます。

農
商
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福岡県内の農商工連携認定事業者一覧
※◎は代表者

No 認定日 事業名 中小企業者 農林漁業者

1 2008/09/19 未利用柿を活用した機能性食品素
材の開発及び開拓 ◎㈱元山（久留米市）

右田果樹園（久留米市）、上野愛果
園（久留米市）、みやま農園（久留
米市）

2 2009/02/20
国産小粒大豆を原材料とした発芽
野菜（モヤシ）の生産加工並びに
用途販路拡大

㈲ベネフィット（福岡市西区） ◎出萌（株）（福岡市東区）、小松共
同機械利用組合（佐賀県佐賀市）

3 2009/06/29
佐賀県脊振高原産の牛乳によるフ
レッシュキャラメル等高付加価値
型乳製品の開発と市場の開拓

◎㈱ルネサンス・プロジェクト
（福岡市中央区）

㈲ヨコオ牧場（佐賀県佐賀市）、
村岡酪農（佐賀県佐賀市）

4 2009/10/22
「夏ふぐ」を有効活用した新商品
開発・販路開拓及び「夏ふぐ」の
ブランド化

◎㈱イーエム（福岡市博多区）、
平越商店（山口県下関市） 阿部　靖治（山口県萩市）

5 2010/01/29
山ぶどうを原料とした醸造酢及び

「飲む酢山ぶどう」などの加工品
の開発及び販路開拓

◎㈲九州酢造（粕屋町） 峰石園（久留米市）

6 2011/02/02
国内ではじめて生産から加工まで
行うバニラビーンズの試作、開発
および販路開拓

◎㈲金子植物苑（久留米市） 池上農園（大木町）・農事組合法人
ホワイトベリー ( 大木町 )

7 2011/02/02
大村湾産黒ナマコを用いた新規ス
キンケア・ヘアケア商品の開発お
よび販売

◎大村湾水産加工品販売㈱（福
岡市中央区） 大村湾漁業 ( 協 )（長崎県時津町）

8 2011/02/02
シャコを飼料に活用した高付加価
値うなぎの生産と加工製品等の開
発及び販路開拓

◎㈱西日本冷食（福岡市東区） 日野養鰻所（うきは市）

9 2011/09/30
奄美諸島の熱帯果実を利用した清
涼飲料とドレッシングの開発及び
販路開拓

◎オフィスＹ＆Ｙ（福岡市東区）
（名）まるはら（大分県日田市）、
ＪＡあまみ与論事業本部（鹿児島県
与論市）

10 2011/09/30 九州産葉ワサビの特殊カット技術
による商品の開発及び販売 ◎ニシモト食品㈱（大野城市）、 JA 福岡八女矢部村葉わさび研究会

（八女市） 

11 2011/09/30
介護食市場などに向けた、硬さの
調整が出来る卵焼きペーストの試
作・開発・ 販路開拓

◎京食品㈱（福岡市博多区） ㈱臼杵養鶏場（大分県臼杵市）

12 2012/02/03 自然薯及びその他の山芋を使った
とろろ商品の開発及び販売 ◎㈲野菜王国（福岡市南区） ㈱那須自然農園（熊本県宇土市）
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シャコを飼料に活用した高付加価値うなぎの生産と加工製品等の開発及び販路開拓
シャコの残渣を活用した飼料と自然環境に近づけた養殖技術を用いて、高付加価値うなぎを開発、
販路開拓を行う。

連携体
農林漁業者 日野養鰻所（内水面養殖業）

自然環境に近づけた状況での非促成養殖技術、ノウハウを用いて、天然うなぎに近い肉質のシ
ャコうなぎを養殖する。

中小企業者 ㈱西日本冷食（生鮮魚介卸売業）
シャコの加工販売実績を生かし、シャコ残渣を利用した飼料開発と提供、それらを投与して養
殖したうなぎの販売を行う。

連携参加者 福岡県内水面研究所、福岡ビジネス創造センター、福岡県中小企業団体中央会、九州・水生生
物研究所（農学研究所）
内水面漁業の研究実績と支援機関等とのネットワークを活用、養殖試験と技術指導、事業化の
ための連絡調整を行う。

サポート機関等 独立行政法人　中小企業基盤整備機構　九州本部

 連携の経緯
　ボイルシャコを主力販売商品として取り扱っており、シャコの残渣を有効活用した
新商品の開発を課題としていた㈱西日本冷食と、配合飼料が高騰するなかで、生産
コストの低減と生産・販売量の拡大を目指し、飼料の見直しを図っていた日野養鰻
所の思惑が合致し、福岡ビジネス創造センター、内水面研究所の紹介で連携に至った。

 連携にあたっての課題や工夫など
　我が国のうなぎの養殖において、今までシャコを餌として活用する実績がなかった。そこで、日野養鰻所は、自然
環境に近づけた状況で非促成養殖 ( ボイラーで水を加温せず、半流水式の養殖密度も抑えた自然環境に近い状態で
の養殖 ) を行うことによって、うなぎの餌食いを助け、天然うなぎに近い肉質のうなぎを養殖する。㈱西日本冷食は、
シャコの加工販売実績を生かし、うなぎの養殖に最適な飼料の開発を行うとともに、生鮮魚介卸売業としての販売網
を活用し、販路開拓を行う。

福岡県中小企業団体中央会の農商工連携支援事例①

全国のうなぎ店
日本料理店

魚市場・問屋
ネット販売

内水面研究所、九州・水生生物研究所

養殖試験、技術指導

福岡ビジネス創造センター、福岡県中小企業団体中央会

関係機関との連絡調整、事業支援
連携参加者

連
携
体

【代表者】

㈱西日本冷食

水産物卸販売実績、販路

飼料提供、うなぎ加工販売

【共同申請者】

日野養鰻所

うなぎ養殖技術、設備

うなぎの養殖
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九州産葉ワサビの特殊カット技術による商品の開発及び販売
葉ワサビを使い、従来の風味や辛みを残したまま、長期保存を可能とした新感覚、新食感の商品
開発と販路開拓を行う。

連携体
農林漁業者 JA福岡八女矢部村葉わさび研究会（農業）

ハウスを使った促成栽培並びに初期投資コストを抑えた山間地の林間面積の活用により、短期
間で安定的な出荷を行う。

中小企業者 ニシモト食品㈱（食料品製造業）
葉わさびを使った新感覚、新食感の薬味食品である「WASABI LEAF」等を国内外の和食好
きや健康志向層へ拡販。

連携参加者 福岡県中小企業団体中央会、福岡県農業総合試験場、岩間勇治
連携サポート、葉ワサビの生産効率並びに安定供給といった事業化の後方支援を行う。

サポート機関等 独立行政法人　中小企業基盤整備機構　九州本部

 連携の経緯
　海外に販路を求めて海外の展示会に参加したところ、香港のバイヤーから、現地
は日本食ブームで、わさび等の食品を探しているとの話を聞き、今回の商品を企画。
一方、JA 福岡八女矢部村葉わさび研究会は県内有数の葉わさび生産グループであ
るが、出荷先が限定している中で、作付け拡大が図れず、供給先拡大による収入の
安定を目指していた。このような両者の思惑が合致し、連携に至った。

 連携にあたっての課題や工夫など
　葉わさびは通常 1 年半程度栽培しないと辛み成分が出てこないが、今回の開発商品はニ
シモト食品㈱が有する技術によって 1 年物の葉わさびでも通常の風味、辛みを出し、長期
間保存することに成功している。このため JA 八女矢部村葉わさび研究会では少なくとも年
1回の出荷が可能となるため、ハウス栽培による促成栽培や山間地の林間面積の活用によ
り、安定供給を目指す。現状としては苗の供給が不安定なため栽培技術の改良や品種の選
定等生産効率の向上のため福岡県農業総合試験場と協力して行う。

福岡県中小企業団体中央会の農商工連携支援事例②

国内外の和食好き
健康志向の消費者

福岡県中小企業団体中央会

ネットワーク構築・
連携サポート

福岡県農業総合試験場

栽培技術の改良及び
品種の選定等

岩間勇治

葉わさびの栽培、供給補完

連
携
体

【代表者】

ニシモト食品㈱

葉わさび加工技術

WASABI LEAFの製造販売

【共同申請者】

JA福岡八女矢部村
葉わさび研究会

栽培技術、供給能力、生産設備

葉わさびの栽培

連携参加者

農
商
工
連
携
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介護食市場などに向けた、硬さの調整が出来る卵焼きペーストの試作・開発・ 販路開拓
栄養強化卵を使用したペースト状にした卵焼きで、要介護者の咀嚼力に応じ食感を調整した、栄養
摂取しやすいソフト食商品の開発、生産、販売を行う。

連携体
農林漁業者 ㈱臼杵養鶏場（農業）

ケルプ（海藻の一種）やＮＢ菌（鶏の体質改善を目的とした土壌微生物群）を添加した独自飼
料の給与と、栄養強化された卵の提供、規格外卵の管理を行う。

中小企業者 京食品㈱（食料品製造業）
卵焼きの製造技術と、医療食等へ向けた味・食感の調整など配合技術を活かした商品開発と
販路開拓を行う。

連携参加者 ジェイエイ北九州くみあい飼料㈱、福岡県中小企業団体中央会
味覚検査、飼料の配合の配合研究等を含めた原料卵の試作 ･ 開発 ･ 改善支援、各支援機関と
の連絡調整を行う。

サポート機関等 独立行政法人　中小企業基盤整備機構　九州本部

 連携の経緯
　京食品㈱は約 30 年近く卵焼き製品を製造、大手メーカーなどとの共同商品開発により
売上を伸ばしてきたなかで、差別化できる新たな商品と市場を模索してきた。㈱臼杵養鶏
場は、卵の付加価値向上と規格外卵の有効活用をするための商品開発や販売ルートの確
立を図っていた。このような 2 社の思惑が合致し、連携に至った。

 連携にあたっての課題や工夫など
　㈱臼杵養鶏場の鶏卵の特徴である、ビタミン E 強化や NB 菌等を添加した独
自飼料の効能を活かしながら、京食品㈱はタンパク強化を行い、かつ独自の配合
技術により医療・介護食等市場にあった味・食感の卵焼きを製造する。また、市
場ニーズを把握しながら、食感・価格・品揃え等の改善を行い、医療・介護食市
場だけでなく一般食材としても利用できるような商品を開発し、販路開拓を図る。

福岡県中小企業団体中央会の農商工連携支援事例③

医療・介護食市場
関連食材市場　等

ジェイエイ北九州くみあい飼料㈱

味覚検査、飼料・原料卵改善支援

福岡県中小企業団体中央会

関係機関との連絡調整、事業化支援

連
携
体

【代表者】

京食品㈱

卵焼き製造技術

卵焼ペーストの製造販売

【共同申請者】

㈱臼杵養鶏場

高付加価値卵の生産技術

栄養強化卵の提供

連携参加者

農
商
工
連
携
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自然薯およびその他の山芋を使ったとろろ商品の開発および販売
すり鉢ですった、すりたてのふんわり感のある状態のまま冷凍保存を可能にしたとろろ商品の開発
と販路開拓を行う。

連携体
農林漁業者 ㈱那須自然農園（農業）

土壌の改良、作付面積の確保により、安心・安全な自然薯及びその他山芋の安定供給を目指す。
中小企業者 ㈲野菜王国（飲食業）

ふんわりしたまま冷凍保存を可能にした自然薯等とろろ商品の開発、製造並びに販路開拓を行
う。

連携参加者 福岡県中小企業団体中央会、㈱仟（食品製造業）、やまぐち自然薯生産組合（農業）
連携サポート、とろろ商品の製造、自然薯等の生産並びに安定供給といった事業化の後方支援
を行う。

サポート機関等 独立行政法人　中小企業基盤整備機構　九州本部

 連携の経緯
　飲食業を展開している㈲野菜王国は、手間暇かけず、とろろご飯を食べたいとい
う顧客の要望に着目し、自然薯とろろ商品の製造に着手。すりたてのふんわり感のあ
る状態のまま冷凍保存に成功し商品化を目指していた。一方㈱那須自然農園は有機
JAS の認定を受け生産コストに見あう価格での安定的な自然薯の販路を探していた。
このような両者の思惑が合致し、連携に至った。

 連携にあたっての課題や工夫など
　㈲野菜王国は安心・安全な健康食材の提供をコンセプトにしているため、肥料、農薬を抑えた自然薯等の安定確保
が課題であったが、今回の連携により㈱那須自然農園の有機 JAS の自然薯等を使い、㈲野菜王国が有するすり鉢で
すったすりたての状態のまま冷凍できる技術を活用し、長期間保存できる冷凍とろろ商品の製造を行う。また市場ニ
ーズを把握しながら、品揃え、価格等の改善を行い、百貨店や業務用としての販路開拓を図る。

福岡県中小企業団体中央会の農商工連携支援事例④

国内外の和食好き
健康志向の消費者

福岡県中小企業団体中央会

ネットワーク構築・
連携サポート

㈱仟

とろろ商品の製造・販売、
商品化に向けた助言

やまぐち自然薯生産組合

供給補完、技術指導

連
携
体

【代表者】

㈲野菜王国

とろろの製造・冷凍技術

自然薯等とろろ製造、販売

【共同申請者】

㈱那須自然農園

栽培技術、供給能力

有機JASによる自然薯の栽培

連携参加者

農
商
工
連
携
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地域資源活用を支援します！
地域資源活用事業とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　地域の特徴ある産業資源で都道府県が指定した「農林水産物」、「鉱工業品」、「観光資源」を活用し、新商品・
新サービスの開発や生産等を行い、域外市場の開拓を行う事業です
　中小企業地域資源活用促進法の規定に基づき、国の認定を受けることで、補助金、低利融資、中小企業
信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。

認定要件

地域資源活用事業

根　拠　法 中小企業地域資源活用促進法

事業主体 中小企業者（単独又は共同）※ P2 をご参照ください。

計画期間 3 年以上 5 年以内

事業内容
●新商品の開発、生産又は需要の開拓
●新サービスの開発、提供又は需要の開拓（観光資源のみ）

主な認定要件

1.  都道府県が指定する地域資源を活用した事業であること（商品の生産又は
役務の提供は活用する地域資源の指定地域に限定）

2.  新規性のある事業であること
3.  域外への新たな需要が相当程度（事業期間最終年度域外売上高が申請時

直近総売上高の 5%以上）の開拓が見込まれること

地域資源活用事業のながれ

中小企業が「地
域資源活用事業
計画」を作成し、
都道府県に申請

都道府県が意
見を付与して
国へ提出

国の認定
（経済産業局等）

各種支援措置（補助金、
融資金利の優遇、信用
保証の特例等）の活用

中小企業地域資源活用促進法

国の認定
（経済産業局等）

新商品・新サービスの開発・生産等及び需要の開拓

福岡県中小企業団体中央会は、事業計画の認定を目指す中小企業の皆様に対し、経営上の相談に
応じていくとともに、事業計画の策定などについて支援していきます。

地
域
資
源
活
用
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No 認定日 企業名 地域資源 市町村 事業名

1 2007/10/12 ㈱岡野 博多織 那珂川町
”結ぶ”ベルトの商品開発　～博多織技術
×日本文化”結び”= ベルトの世界ブラン
ド～

2 2007/10/12 ㈲アサヒ突板工業 大川木工製品 大川市 突板を使った建築用素材とインテリア用品
の開発及び販売促進事業

3 2007/10/12 筬島　浩 大川木工製品 大川市 環境負荷に配慮した天然鉱泉着色木製品
の開発

4 2008/02/22 ㈱オカモト商店 久留米絣 久留米市 久留米絣製造技術を生かした他に類をみな
い「手ぬぐい」の開発と拡販

5 2008/02/22 ㈱添島勲商店 い草、い草製品 大川市
畳を家具にするプロジェクト（花茣蓙を張
ることで家具に畳の機能を持たせた新商品
の開発と普及を目指すプロジェクト）

6 2008/02/22 西村織物㈱ 博多織 筑紫野市
30 代以上の女性をターゲットとした新製
織技術並びに新染色技術を生かした洋服等
生産販売事業

7 2008/07/31 池亀酒造㈱ 福岡の清酒、福岡の焼酎 久留米市 黒こうじ菌を用いた純米吟醸酒（清酒）の
開発と需要開拓

8 2008/07/31 中島ゴム工業㈱ ゴム製品 久留米市 自動車用高性能ワイパーゴムの商品開発と
その販路開拓

9 2008/07/31 目野酒造㈱ 福岡の焼酎 柳川市

日本で初めて市販化　特許技術を使ったコ
ーヒー豆の甘さのみの「コーヒーリキュール」
と梅のほのかな香り「梅干の種焼酎」品質
向上（改良）・販促プロジェクト

10 2008/07/31 東木工㈱ 大川木工製品 大川市

日本で初めて LED 灯を木製家具に組み込
みライトアップしたボード類を中心に、住
空間・商業空間を演出する新商品の開発及
び販路拡大

11 2008/07/31 ㈱篠崎 福岡の清酒 朝倉市 蜂蜜を原料とする蜂蜜酒（ミードという）
の新製品開発と販路拡大

12 2008/09/30 ㈱御花 水郷柳川 柳川市 水郷柳川花嫁舟を活用した”和モダン”の
ブライダル商品の開発

13 2008/12/15 ㈱アルファタカバ 大川木工製品 大川市 匠の技（組子）を取り入れた収納ボードの
商品開発・製造販売

14 2009/02/20 ㈱大成物産 柿 朝倉市 福岡県産富有柿を使用した冷凍保存「糖蜜
漬け柿」の開発と販路開拓

15 2009/06/29 ( 名 ) 山口酒造場 福岡の清酒、福岡の焼酎 久留米市
酒粕を再醗酵させた焼酎をベースにした糖
類添加を控えたリキュールの開発と原料梅
の有効活用

福岡県内の地域資源認定事業者一覧

地
域
資
源
活
用
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No 認定日 企業名 地域資源 市町村 事業名

16 2009/06/29 桐里工房 大川木工製品 大川市 羊毛桐材を活用した組立ベッド等桐製品の
開発及び製造販売

17 2009/10/22 ㈱ニシヤマ 小石原焼 福岡市
小石原焼伝統のとびかんなの技法を用いた
土鍋とそれに付随する食器の開発と販路開
拓

18 2009/10/22 ㈲廣松突板 大川木工製品 大川市 葉脈を表面の凹凸がでない特殊製造技術
で貼加工した製品の開発及び販売促進事業

19 2009/10/22 森博多織㈱ 博多織 宇美町 生糸の特徴を活かした絹セリシンパイル織
の開発、商品化と拡販事業

20 2010/01/29 ㈱中牟田商店 県産大豆（フクユタカ） 飯塚市 「賞味期限 180 日の木綿豆腐」と「ヨーグ
ルト風豆腐」の商品開発と販路開拓

21 2010/01/29 ㈱島本食品 博多辛子めんたいこ 新宮町 博多辛子めんたいこを活用した東アジア向
け商品開発及び販路開拓事業

22 2010/03/15 ㈲木下建具 大川木工製品 大川市 寄木細工等の建具技術応用によるインテリ
ア仏壇等の企画製作販売事業

23 2010/03/15 ㈱アッキーフーズ あかもく 新宮町 特許技術によりアカモクから抽出したフコ
イダンとその加工品の開発及び販路開拓

24 2010/10/05 福岡大城農業協同
組合 いちご（あまおう） 大木町 博多あまおうを活用し、原料そのものを発

酵させる飲用酢の開発と販路開拓

25 2010/10/05 若波酒造 ( 名 ) 福岡の清酒 大川市 九州産を中心とした旬の果実のお酒ブラン
ドの開発、販路開拓

26 2011/02/02 ㈲石橋屋 手ごねこんにゃく 大牟田市 「手ごねこんにゃく」技術を活用した新たな
食品添加材の開発および販路開拓

27 2011/09/30 ㈱トーシン い草、い草製品 大川市 い草に茶染加工を施した、茶染畳表と茶染
畳表加工商品の開発・販路開拓

28 2012/02/03 ㈱オーラテック つばき 久留米市

界面活性剤を使用せず水とツバキ油を混合
する技術で作るヘアケアローションの販路
開拓と、フットケアローションの開発・販
路開拓

29 2012/02/03 島崎興産 大川木工製品 大川市 寸法安定化された針葉樹突板及び特殊染
色方法（突板・無垢）の開発と販路開拓

30 2013/02/04 せき亭 はかた地どり 福岡市 簡便かつ本格的な「はかた地どり」水炊き・
雑炊等、冷凍・常温品の開発・販路開拓

福岡県内の地域資源認定事業者一覧

地
域
資
源
活
用
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い草に茶染加工を施した茶染畳表と茶染畳表加工商品の開発・販路開拓
地域資源である、い草に当社独自の技術により茶染加工を施し、い草中に高濃度の茶カテキン等
を含浸させ、茶染い草を用いて、茶染畳表と茶染畳表の加工商品を事業化するものである。

企業名 ㈱トーシン 所在地 大川市

地域資源 い草、い草製品 類型 農林水産物・鉱工業品

 競争力
　茶に含まれる茶カテキンを始めとする有効成分を、い草中に高濃
度に含浸させた畳表を製造し、従来にない清潔で、抗菌性や消臭
効果、そして、畳表の変色を防ぐ機能を付与することにより新規な
畳表を提供する国産の高品質畳とほぼ同じ価格帯で高品質畳に新
たな機能性が加わることにより、強い競争力を有する商品となって
いる。

 市場性
　安価な外国産の畳表が高い比率を占める中にあって、優れた国産の高品質畳表に対する根強い
市場もあり、さらに生活スタイルが洋風化し木質系床材が増加するも、一方では、健康的で、清潔
な畳のある住空間を求める傾向が強まっている。また、板の間の一部を畳表加工品で和のアクセン
トを付与する需要がある。よく洗浄されたい草に茶の成分を十分に浸透させ、高濃度の茶カテキ
ン等の働きにより、カビの発育を抑え、消臭効果もある畳表は、これからの住居に適合した高い
市場性を有している。

 販路
　従来からの花ござの取引先であるインテリア商社に加えて、本事
業では、新たに畳表の主要商社を軸にして、清潔で健康的な畳を求
める層をターゲットに販路開拓する。事業ＰＲを、畳生活提案協同
組合、ホームメーカー、旅館割烹、医療福祉老人ホーム等に行い、
通信販売にも注力する。

 地域資源における関係事業者との連携
　本事業では、地域のい草生産農家との連携が必須であり、既に２件の生産者との間で契約を結び、
計画終了時には、５件のい草生産農家との契約生産を実現する。また、茶染に用いる茶葉は、八
女茶生産協同組合から購入し、地域貢献している。

福岡県中小企業団体中央会の地域資源活用支援事例①

【茶染畳表】

【茶染畳表加工品】
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「手ごねこんにゃく」技術を活用した新たな食品添加材の開発および販路開拓
こんにゃくの原料である製粉を手ごねこんにゃく（バタ練り製法）技術を活用し、再度粉状に加
工した、新たな食品添加材である増粘安定剤の開発・販路開拓を行う。

企業名 ㈲石橋屋 所在地 大牟田市

地域資源 手ごねこんにゃく 類型 鉱工業品

 競争力
　こんにゃくの特性である、低カロリーで食物繊維を
多く含み、アレルギーがない点を活かした商品である
と共に、量産体制が整えばコストダウンが可能である
ため、価格的にも優位性がある。
　プルンプルンとした独特の食感が出せ、また他食材
との馴染みがよいため、食品添加材としての活用可能
性が高い。

 市場性
　増粘安定剤はデザートやレトルト食品分野等で必要不可欠な食品添加剤であり、広範囲の使用
温度でゲル化する等の用途を広げることが可能な当該商品により、更なる市場拡大が期待される。

 販路
　国内外の菓子店、レストランや、食品メーカーへ当
該商品を活用したレシピ提案等を実施すると共に、病
院やウェルネス関連市場への販路開拓を行う。
　北米やアジア等の展示会でマーケティング調査を実
施し、ニーに合わせたメニュー開発・提案を行うことで、
海外への需要開拓へも取り組む。

 地域資源における関係事業者との連携
　官能試験や機能性評価試験等、各大学や研究機関と連携して、事業を遂行する。
　事業計画の実行力を高めるため、各支援機関との調整役として、福岡県中小企業団体中央会と
の連携を行う。

福岡県中小企業団体中央会の地域資源活用支援事例②

【開発した増粘安定剤（コンニャクパウダー）】

【コンニャクパウダーを活用したメニュー例】
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簡便かつ本格的な「はかた地どり」水炊き・雑炊等、冷凍・常温品の開発・販路開拓
はかた地どりは、福岡の郷土料理である水炊き等をより美味しくするコンセプトで誕生したＪＡＳ認
定地鶏肉である。しかし、こうした郷土料理は長期保存できる加工食品化が難しく、外食や家庭内
調理でしか食することができなかった。当事業は、当社の加工・冷凍・包装技術を活用し、はかた
地どりを使った郷土料理の、本格かつ簡便な加工食品を開発・販売する事業である。

企業名 せき亭 所在地 福岡市

地域資源 はかた地どり 類型 農林水産物

 競争力
　通常、水炊き等の郷土料理を加工食品として提供する場
合は、長期保存を可能とするためにやむを得ず食品添加剤
等を使用するか簡便性を失っても具材のセットとして販売す
るしかなかった。本商品は当社の特許技術を応用し、スープ
と具材を解凍過程で加熱調理することで、長期保存可能で、
簡便かつ本格的な水炊き等郷土料理の開発に成功した。

 市場性
　昨今、女性の社会進出、高齢者家庭の増加により消費者のライフスタイルが変化し、また健康
志向・安全志向の広がりによって、簡便かつ本格的な加工食品を求める客層が増えており、食品宅
配市場や冷凍食品市場の伸びにつながっている。当事業の商品は、簡便かつ本格的な郷土料理で
あるとともに、原材料は全て国内産を使い、化学調味料等は一切使っていない。

 販路
　本事業のターゲットである簡便かつ本格的な加工食品を求
める働く女性や高齢者家庭が利用する、百貨店、通信販売、
宅配などで国内外の販路を開拓していく。これらの販路を用
いた１年間の試験販売で、既に約８千個の商品を出荷したが、
継続販売並びに販路拡大を行っていく。

 地域資源における関係事業者との連携
　当事業の実施においては、主原料であるはかた地どりの安定供給が不可欠であり、引き続き農
事組合法人福栄組合を中心とした「はかた地どり推進協議会」と連携を図り、原材料の確保に努め
る。また福岡県工業技術センターと連携した常温品開発、JA 全農ふくれんと連携した海外輸出に
よって、「はかた地どり」の用途を拡大し、ブランド力向上に貢献する。

福岡県中小企業団体中央会の地域資源活用支援事例③

【冷凍水炊き盛付例】

【冷凍水炊きのパッケージ】
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⑴�農林水産物

名称 地域産業資源に係る地域

青ねぎ 県内全域

あかもく

北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、
糸島市、古賀市、福津市、新宮町、芦屋町、
岡垣町、二丈町、志摩町、苅田町、吉富町、
築上町

アスパラガス 久留米市、柳川市、大川市、みやま市、
大木町

アスパラガス 田川市、福智町

アスパラガス 添田町

アユ　 八女市、筑後市、柳川市、みやま市、う
きは市、朝倉市、久留米市、大川市

アユ 行橋市、添田町、赤村、みやこ町

アユ 宮若市

いか
北九州市、芦屋町、岡垣町、宗像市、福津市、
苅田町、行橋市、築上町、豊前市、吉富
町

いか 福岡市、新宮町、糸島市

いか 大川市、柳川市、みやま市、大牟田市

い草 柳川市、筑後市、大川市、みやま市、大木町

イシワケイソギンチャク 柳川市

いちご（あまおう） 県内全域

いちじく

北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、
宗像市、宮若市、嘉麻市、岡垣町、遠賀町、
小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、
みやこ町

いちじく 久留米市、柳川市、大川市、大木町、朝倉市

いちじく 豊前市

糸島かき 糸島市

うに 北九州市

梅 八女市

エツ 久留米市、柳川市、筑後市、大川市

えのき 柳川市、大木町

合馬たけのこ 北九州市

大川・旅出しうなぎ 大川市

福岡県が指定した地域資源一覧

　福岡県では、「地域産業資源活用事業計画の促進に関する基本的な構想」を策定し、①農林
水産物（あまおう、八女茶等）、②鉱工業品（大川木工製品、博多織等）、③観光資源（二日
市温泉、水郷柳川等）について、下記のとおり地域資源を指定しています

海峡わかめ 北九州市

柿 久留米市、うきは市、朝倉市

唐泊恵比須かき 福岡市

川アンコウ（天然ナマズ） 大川市

関門海峡たこ 北九州市

キウイ 八女市

久留米つつじ 久留米市

玄海のふぐ 福岡市

玄海のふぐ 宗像市

県産大豆 (フクユタカ ) 県内全域

黒松 久留米市

国産バニラ（バニラビー
ンズ） 久留米市、大木町

小倉牛 北九州市

小倉紫咲米 北九州市

しじみ 大任町

竹材 県内全域

筑前クロダマル 筑前町

筑豊特殊卵 直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手
町

ツバキ 久留米市

戸畑あやめ 北九州市

トルコギキョウ
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、
小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

なし
久留米市、飯塚市、八女市、筑後市、う
きは市、嘉麻市、朝倉市、筑前町、広川町、
福智町

二丈赤米 糸島市

はかた一番どり 大牟田市、久留米市、八女市、うきは市、
みやま市

はかた一番どり 飯塚市、田川市、小竹町

はかた地どり 県内全域

博多もずく 糸島市、福岡市、新宮町

博多もずく 福津市、宗像市、岡垣町、芦屋町、北九
州市

博多和牛 北九州市、鞍手町、宗像市

博多和牛 福岡市、糸島市
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博多和牛
久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、筑
後市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、大刀
洗町、筑前町、田川市

博多和牛 豊前市

博多和牛 筑紫野市

博多和牛 赤村

はと麦 久留米市

はまぐり 糸島市

バラ 粕屋町

菱 大木町

びわ 岡垣町

福岡のり 大牟田市、柳川市、大川市、みやま市

福津の鯛 福津市

豊前海一粒かき 北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、
築上町

豊前棚田ゆず 豊前市

豊前茶 豊前市

豊前本ガニ 北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉冨町、
築上町

ぶどう 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、
筑後市、うきは市、みやま市、広川町

ぶどう 直方市、宮若市、鞍手町、福智町

ぶなしめじ 大木町

ブロッコリー 粕屋町

みかん 大牟田市、八女市、筑後市、みやま市

みかん 新宮町

三毛門かぼちゃ 豊前市

水巻でかにんにく 水巻町

耳納杉 久留米市、うきは市

紫草（ムラサキ） 筑紫野市

門司港バナナ 北九州市

八女地域の竹・たけのこ 大牟田市、八女市、みやま市、広川町

八女茶 八女市、筑後市、広川町

八女電照菊 八女市、筑後市、広川町

洋ラン 小郡市

夢れんげ 遠賀町

若松トマト 北九州市

ワラスボ 柳川市

⑵�鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

１　鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

名称 地域産業資源に係る地域

衛生陶器をはじめとした
水回り商品 北九州市

大川木工製品 久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、
みやま市、大木町、広川町

玩具花火、打上花火、線
香花火 みやま市

おんが米麺 遠賀町、水巻町、芦屋町、岡垣町

久留米絣 久留米市、八女市、筑後市、大川市、う
きは市、大刀洗町、大木町、広川町

久留米やきとり 久留米市

い草製品 筑後市、柳川市、大川市、みやま市、大木町

小石原焼 東峰村

上野焼 福智町

うきはの麺 久留米市、うきは市

うなぎのせいろ蒸し 柳川市

追い出し猫 宮若市

柿酢 粕屋町

かしわめし 県内全域

粕漬け 大牟田市、みやま市、柳川市

かすてら饅頭 大牟田市

鴨鍋 小郡市

木うそ 太宰府市

きじ車 みやま市

久留米はんてん 久留米市、筑後市、広川町

久留米ラーメン
久留米市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、
うきは市、朝倉市、みやま市、大刀洗町、
大木町、広川町

小倉織 北九州市

ゴム製品 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、
筑後市、うきは市、朝倉市、みやま市

さげもん 柳川市

自動車及び自動車部品 北九州市

城島瓦 久留米市

石灰石（白ダイヤ） 田川市、香春町

石灰石（白ダイヤ） 苅田町

高取焼 直方市

高菜漬 八女市、柳川市、みやま市、大牟田市

田川ホルモン（とんちゃ
ん） 田川市
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筑後うどん 久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、
朝倉市、筑前町、東峰村

筑後の酒 久留米市、大刀洗町、八女市、大川市、
小郡市、うきは市、みやま市、柳川市

手ごねこんにゃく 大牟田市

戸畑チャンポン 北九州市

ぬか床料理（じんだ煮） 北九州市

博多うどん 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、
太宰府市、糸島市、那珂川町

博多織

福岡市、久留米市、小郡市、筑紫野市、
春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、
古賀市、福津市、朝倉市、那珂川町、宇
美町、篠栗町、志免町、須惠町、新宮町、
久山町、粕屋町、筑前町

博多辛子めんたいこ 県内全域

博多人形 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、
糸島市、那珂川町、粕屋町

博多曲物 福岡市、志免町

博多ラーメン 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、
太宰府市、糸島市、那珂川町

福岡の焼酎 県内全域

福岡の清酒 県内全域

福岡のり 大牟田市、柳川市、大川市、みやま市

豊前茶 豊前市

ぼた（相島の「魚のすり身」
の俗称） 新宮町

宮地嶽の松ヶ枝餅 福津市

門司港焼きカレー 北九州市

焼うどん 北九州市

八幡ぎょうざ 北九州市

八女石灯籠 八女市

八女竹細工 八女市、広川町

八女茶 八女市、筑後市、広川町

八女提灯 柳川市、八女市、筑後市、みやま市、広
川町

八女福島仏壇 八女市、筑後市、みやま市、広川町

八女矢 久留米市、八女市、筑後市、みやま市

八女和ごま 八女市

八女和紙 八女市、筑後市

籃胎漆器 久留米市

ロールケーキ 北九州市

若摘み巨峰の白ワイン 鞍手町

⑶��文化財、自然の風景地、温泉その他の地
域の観光資源

名称 地域産業資源に係る地域

相島 新宮町

藍島・馬島 北九州市

秋月城址及び秋月伝統的
建造物群 朝倉市

姉子の浜（鳴き砂） 糸島市

あるあるシティ 北九州市

いのちのたび博物館（正
式名称：北九州市立自然
史・歴史博物館）

北九州市

岩戸山古墳及び八女古墳群 久留米市、八女市、筑後市、広川町

うきは市森林セラピー うきは市

うきは市の白壁土蔵作り
の町並み うきは市

宇美八幡宮 宇美町

エツの生息地 久留米市、柳川市、筑後市、大川市

追い出し猫 宮若市

王塚古墳・王塚装飾古墳館 桂川町

大石堰（おおいしぜき）・
大石長野水道 うきは市

大川市立清力美術館 大川市

大川木工製品 久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、
みやま市、大木町、広川町

大牟田の炭鉱遺産 大牟田市

おにぎえ（どろつくどん） 柳川市

河伯洞（火野葦平旧居） 北九州市

嘉穂劇場 飯塚市

駕与丁公園 粕屋町

臥龍梅 大牟田市

香春岳 香春町

苅田山笠（神幸祭） 苅田町

関門海峡・門司港レトロ 北九州市

北九州市内の工場群 北九州市

北九州モノレール 北九州市

北野天満宮・コスモス街道 久留米市

旧伊藤伝右衛門邸 飯塚市

旧志免鉱業所の炭鉱遺産 志免町

旧吉原家住宅 大川市

清水山の歴史文化史跡 みやま市

求菩提の農村景観 豊前市

求菩提山 豊前市

久留米絣 久留米市、八女市、筑後市、大川市、う
きは市、大刀洗町、大木町、広川町
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細男舞・神相撲 吉富町

京築神楽 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、
上毛町、築上町

玄海・大島地域における
宗像大社を中心とした歴
史遺産

宗像市

源じいの森 赤村

光正寺古墳 宇美町

高良大社・高良山（史跡・
遺跡群） 久留米市

古賀政男記念館・生家 大川市

小倉祇園太鼓 北九州市

小倉競馬（場） 北九州市

小倉城・小倉城庭園 北九州市

小倉食市食座 北九州市

五平太ばやし 北九州市

小保・榎津伝統的町並み 大川市

さげもん 柳川市

篠栗四国霊場八十八ヶ所 篠栗町

篠栗町森林セラピー 篠栗町

皿倉山 北九州市

三連水車 朝倉市

上陽の石橋群 八女市

白糸の滝 糸島市

旧蔵内邸 築上町

水郷柳川 柳川市

全国総本宮　水天宮 久留米市

曽根干潟 北九州市

杣の里 八女市

大蛇山まつり 大牟田市

竹の棚田 東峰村

太宰府の歴史文化遺産 太宰府市

手向山公園 北九州市

旦過市場 北九州市

炭坑節発祥の地 田川市

筑後川 久留米市、柳川市、大川市、うきは市、
朝倉市

筑後川温泉 うきは市

筑後川昇開橋 大川市

筑前町立大刀洗平和記念館 筑前町

筑豊地域の炭鉱文化遺産
直方市、飯塚市、田川市、中間市、宮若市、
嘉麻市、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、
糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

綱敷天満宮 築上町

天拝山周辺（天拝山・天
神さまの径・天拝公園・
武蔵寺・御自作天満宮）

筑紫野市

導流堤（筑後川デ・レー
ケ堤） 大川市

等覚寺松会味噌・松会漬 苅田町

戸畑祇園大山笠 北九州市

長崎街道筑前六宿 北九州市、直方市、飯塚市、筑紫野市、
宮若市、小竹町、桂川町

中島の朝市 柳川市

奴国の遺跡群 春日市

長田鉱泉 みやま市

西日本工業倶楽部 北九州市

日本最古の朝鮮式山城「大
野城（おおののき）」 大野城市

梅園（夢たちばな観梅会） 八女市

博多織

福岡市、久留米市、小郡市、筑紫野市、
春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、
古賀市、福津市、朝倉市、那珂川町、宇
美町、篠栗町、志免町、須惠町、新宮町、
久山町、粕屋町、筑前町

原鶴温泉 朝倉市

英彦山 添田町

平尾台 北九州市、行橋市、苅田町、みやこ町

平原遺跡 糸島市

広内・上原地区棚田 八女市

風治八幡宮川渡り神幸祭 田川市

風浪宮 ( 風浪神社 ) 大川市

福岡市民の祭り　博多ど
んたく港まつり 福岡市

藤江氏魚楽園 川崎町

豊前国分寺三重塔、橘塚
古墳、永沼家住宅等史跡
群とみやこ町歴史民俗博
物館

みやこ町

二日市温泉 筑紫野市

船小屋温泉 筑後市

星の文化館・茶の文化館 八女市

松本清張記念館 北九州市

水田天満宮・恋木神社 筑後市

耳納北麓 久留米市

門司みなと祭 北九州市

森鴎外旧居 北九州市

薬王寺温泉 古賀市

山田堰（やまだぜき） 朝倉市

山本作兵衛の炭坑記録画
及び記録文書 田川市

八女黒木の大藤 八女市

八女福島の町並み 八女市

若戸大橋 北九州市

脇田温泉 宮若市

地
域
資
源
活
用
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新連携を支援します！
新連携とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　事業分野が異なる複数の中小企業者が有機的に連携し、技術・ノウハウなどの互いの経営資源を組み合
わせ、新商品・新サービスの開発・販路開拓などを行うことをいいます。
　中小企業新事業活動促進法の規定に基づき、国の認定を受けることで、補助金、低利融資、中小企業信
用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。

認定要件

新連携事業

根　拠　法 中小企業新事業活動促進法

事業主体 異分野の中小企業 2 者以上（共同）※ P2 をご参照ください。

計画期間 3 年以上 5 年以内

事業内容

●新商品の開発又は生産
●新役務（サービス）の開発又は提供
●商品の新たな生産又は販売方式の導入
●役務（サービス）の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

主な認定要件

１． 異分野の中小企業 2 者以上が持ち寄るそれぞれの経営資源の組み合わせ
による事業であること（規約等による明確化が必要）

２． 新規性のある事業であること
３． 相当程度の需要が開拓されること
４． 財務要件（持続的なキャッシュフローで 10 年以内に融資返済・投資回収

が可能であること）

新連携事業のながれ

異分野の中小
企業者が 2 者
以上で連携を
構築

中小企業者が連携し
て「新連携計画」を
作成し、国に申請

国の認定
（経済産業局等）

各種支援措置（補助金、
融資金利の優遇、信用
保証の特例、特許料の
減免措置等）の活用

中小企業新事業活動促進法

新事業分野開拓

福岡県中小企業団体中央会は、事業計画の認定を目指す中小企業の皆様に対し、経営上の相談に
応じていくとともに、事業計画の策定などについて支援していきます。

新
連
携
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Ｎｏ 認定日 コア企業名 市町村 事業名

1 2005/07/15 ㈱サコダバイオ研究所 筑前町 ＳＢ菌バイオを吸着した家畜飼育用敷材の製造・販売

2 2005/07/15 ㈱なうデータ研究所 飯塚市 人工知能を活用した臨床研究・治験ナビゲーションシステムによる新市場開拓

3 2005/07/15 ムライケミカルパック㈱ 久留米市 従来にない強化・断熱複合塗料の製造・販売

4 2005/09/16 井上製氷冷蔵㈱ 柳川市 パレット用荷崩れ防止ベルトの開発及び販売

5 2005/09/16 ㈱翠コーポレーション 福岡市 生活便利サービス申込み一元化による働く女性サポート事業の実現

6 2005/09/16 ㈱タカギ 北九州市 屋上緑化のための省エネ・低コスト型管理システムの事業化

7 2005/09/16 ビジョンバイオ㈱ 久留米市 食品・医薬品検査における最先端ＤＮＡ鑑定サービスの事業化

8 2006/02/21 第一施設工業㈱ 新宮町 従来にない空気膜による新しい非接触搬送装置の開発・販売

9 2007/11/15 ㈱ Bee 北九州市 パーソナルなライフシーンに対応した総合映像プロデュースサービス事業

10 2007/11/15 ㈱中央産業 飯塚市 コンクリートのひび割れ誘発を抑制する鉄筋用最適プラスチックスペーサの開発・販売

11 2008/03/31 ㈱九州山光社 福岡市 独自の膜構造技術による結露予防・湿度調整機能を持つ器具の事業展開

12 2008/08/19 ㈱プラスワンテクノ 北九州市 高精度で調整容易な一体型計量包装機の事業化

13 2008/08/19 ㈱アルファシビルエンジニアリング 福岡市 新しい地下空間構築のための、ボックス推進工法の事業化

14 2008/11/10 ㈱オンガエンジニアリング 直方市 全自動鶏卵雌雄鑑定システムの事業化

15 2008/12/01 計測検査㈱ 北九州市 作業効率を飛躍的に向上させる診断技法「マルチ・アイ・システム」による維持管理業務の事業化

16 2009/05/28 田川産業㈱ 田川市 不焼成漆喰セラミック（ライミックス）を活用した快適しっくい空間の販売事業

17 2009/08/06 ㈱ファーストソリューション 福岡市 安価・高性能・コンパクトな汚泥処理システムＭＣ工法の事業化

18 2009/08/06 ㈱アグリス 八女市 薬液カップ及び、高機能塗布具を一体化した使い捨てタイプ消毒キットの事業化

19 2009/12/04 ㈱ケーワン 北九州市 長時間保冷効果のある汎用型保冷剤の事業化

20 2010/03/15 ㈱早川不動産 福岡市 賃貸住宅の自由内覧システム「MILOKA」の事業化

21 2010/03/15 ㈱アイル 福岡市 安心・安全・低コストの足場作業用リフト「猿鳶太助」の事業化

22 2010/03/15 矢部川電気工業㈱ 大牟田市 抗体を高品質に固定化する「抗体チップ製造装置」の事業化

23 2010/10/05 ㈱ハウス１１９ 福岡市 調音・遮音・制振の積層パネルを利用した Sound Solution 事業

24 2011/02/02 ㈱フジコー 北九州市 トイレ等生活空間の環境・衛生改善提案による「高機能抗菌・消臭製品」の事業化

25 2012/02/03 ㈱三松 筑紫野市 ロボット搬送ライン最適化を実現させる可視検証システム（ＳＭＡＳＨ）の事業化

26 2012/02/03 グリーンリバー㈱ 久留米市 ＮＥＴＩＳに登録された、安全性向上、工期短縮型の新しい型枠支保工ビジネス

27 2012/10/01 立山自動車工業㈲ 久留米市 自動車燃費改善慣性力走行装置ニュートランの事業化

28 2012/10/01 ㈱大建 福岡市 震災に強い新型基礎工法を用いたコミュニティ住宅の提案

29 2013/02/04 ㈱システム・ジェイディー 福岡市 スピーディー・簡単に太陽光発電パネルの障害位置を検出するシステムの事業化

30 2013/02/04 ㈱上成テクノ 太宰府市 機械化による画期的な床コンクリート表面仕上げ JPS 工法の事業化

31 2013/02/04 平城商事㈱ 久留米市 畑の除草作業を効率化する草刈機用アタッチメントの事業化

福岡県内の新連携認定事業者一覧

新
連
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賃貸住宅の自由内覧システム「ＭＩＬＯＫＡ」の事業化
コア企業 株式会社早川不動産 所在地 福岡市

 事業概要（新規性、市場性等）
・ 本事業は、消費者がインターネットから携帯電話へ電子鍵をダウンロードすることで、賃貸住宅

を設定時間内に自由に内覧出来るシステム「ＭＩＬＯＫＡ」を全国の不動産事業者に普及させるこ
とを目的とするものである。

・ ＭＩＬＯＫＡが普及することにより、不動産業者が内覧に同行する必要が無くなり、不動産業者の
人件費が削減される一方、消費者も不動産業者の時間に拘束されることなく内覧できるため利便
性が高まる。

・ 不動産賃貸業務を合理化することで入居率を上げ、不動産所有者や不動産賃貸業者の市場拡大
を見込んでいる。

福岡県中小企業団体中央会の新連携支援事例①

事業推進体制

技術支援

九州大学
システム LSI
研究センター

販路開拓支援

大手損害保険会社

支援予定メニュー

①補助金
②低利融資

連携体の構成

企画・販売・運用・事業統括

コア企業：㈱早川不動産
 （福岡県福岡市）

・製品企画開発
・MILOKAシステムの管理・運営
・ICロックの販売統括
・マーケティング

製造・開発

㈱KESAKAシステム
（東京都新宿区）

販路開拓・保険設計

㈱アイブリッジ
（東京都千代田区）

・マーケティング
・販売代理店
・損害保険企画・制度設計

経営支援

福岡県中小企業団体中央会
（福岡県福岡市）

・経営支援
・施策活用の支援

・ICロック開発・製造
・モバイル Felica ノウハウ
・MILOKAシステム構築

消費者はWebサイト「MILOKA」にて、携帯電話に希望する賃貸住宅の電子鍵を受信し、
直接賃貸住宅の内覧を行うことが可能

賃貸住宅に設置したIC
ロックが電子カギを読
み取り施錠・開錠を行う

電子鍵を受信した
携帯電話

電子鍵を発行するWebサイト
「MILOKA」

新
連
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安心・安全・低コストの足場作業用リフト「猿鳶太助」の事業化
コア企業 株式会社アイル 所在地 福岡市

 事業概要（新規性、市場性等）
・ 本事業は、建築物の足場工事における資材の荷揚げを、安心・安全・効率的なものへ転換する足

場作業用リフト「猿鳶太助」のレンタルおよび販売を全国に展開するものである。
・ 現状行われている足場工事では、資材荷揚げを人海戦術で行うため、転倒、墜落、落下事故等

の労働災害が多発するとともに、荷揚げに係る人件費もかさんでいる。
・ 「猿鳶太助」は独自の角パイプガイドレール、四面ガイドローラーを使用し、移動アルミカゴを耐

久性の高いチェーンで支え、落下防止装置も備えているため、スムーズで効率的な荷揚げを可能
にした。

・ 本事業により安心・安全・効率的な荷揚作業が可能となったことで、足場作業用リフトの建設業者、
足場工事業者等への市場の拡大が見込める。

福岡県中小企業団体中央会の新連携支援事例②

事業推進体制

支援予定メニュー

①補助金
②低利融資

連携体の構成

製品企画・用途開発・営業・販売・事業統括

コア企業：㈱アイル
 （福岡県福岡市）

・製品企画力
・現場作業ノウハウ

製品開発・製造・技術開発

和新工業㈱
（福岡県朝倉郡）

営業・販売・販路開拓

ユアサ商事㈱
（東京都中央区）

・販売ノウハウ
・販売網

経営支援

福岡県中小企業団体中央会
（福岡県福岡市）

・経営支援
・施策活用の支援

・製造ノウハウ
・技術開発力

技術支援

福岡県工業技術
センター

足場作業用リフト猿鳶太助 特許を取得したローラー技術

マーケティング支援

九州大学
産学連携センター

新
連
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ロボット搬送ライン最適化を実現させる可視検証システム（ＳＭＡＳＨ）の事業化
コア企業 株式会社三松 所在地 福岡県筑紫野市

 事業概要（新規性、市場性等）
・ 本事業は、工場のロボット搬送ラインの設置・移転における調整期間や労力の大幅な削減を実現

させる可視検証システム「ＳＭＡＳＨ」を全国に展開するものである。
・ 現在、ロボット搬送ラインの設置においては、①設計者の経験等に依存、②データ入力の煩雑性

及び動作性の課題、③高額なシステム価格、等の要因により普及していない。「ＳＭＡＳＨ」は、
画像動画処理技術により特殊変換させた CAD データを実機の制御プログラムと直接通信接続
し、可視検証させる技術 （特許出願）により、データ等の最適化によるフィードバック修正が可
能となり、開発・現地調整期間等を大幅に短縮させ、高品質・低コストによる問題解決を可能と
することができる。

・ 自動車、食品、医薬品等の搬送ラインは非常に複雑化しており、設置・移転にかかる期間短縮や
労力削減は大きな課題である。これらを解決する本システムの市場ニーズは大きい。

福岡県中小企業団体中央会の新連携支援事例③

事業推進体制

支援予定メニュー

①補助金
②低利融資

連携体の構成

企画・開発・製造・販売

コア企業：㈱三松
 （福岡県筑紫野市）

・CAD設計ノウハウ
・搬送装置設計ノウハウ
・販路保有

経営支援

福岡県中小企業団体中央会
（福岡県福岡市）

製品開発

㈱ケイエム
（福岡市博多区）

・アクティベーションコード
発行管理技術
・不正コピー防止技術

製品開発

㈲西尾システム
（福岡県筑紫野市）

・製品開発
・CADカスタマイズ技術

・経営支援
・施策活用の支援
・事業化ノウハウの提供

技術支援

北九州工業
高等専門学校

SMASH操作画面

モニタリング支援

平田機工㈱
川崎重工業㈱

販路開拓支援

㈱カナデン
㈱大塚商会
SCSK㈱

九州三菱電機販売㈱

新
連
携
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スピィーディー・簡単に太陽光パネルの障害位置を検出するシステムの事業化
コア企業 株式会社システム・ジェイディー 所在地 福岡市

 事業概要（新規性、市場性等）
・ 本事業は、太陽光発電システムの障害位置を検出するテスターを全国・世界に向けて普及させる

と共に、太陽光発電に係るメンテナンスシステムの拡販を図り、より安全、早く、簡単に障害の
ある太陽光パネルを特定し、発電ロスを軽減し、次代を担う自然エネルギー事業の健全な発展に
貢献するものである。

・ 本事業のターゲット市場は、太陽光発電システムの施工及びメンテナンス業者、またインテグレ
ーター（メガソーラ運営管理会社）である。施工業者は 2015 年には約 18,000 社、テスター
の市場規模は 90 億円と見込まれ、５年後には５億円の売上高を目指す。

・ 本事業は、㈱システム・ジェイディー、㈱ティ・アイ・エスが有機的に連携し当事業を推進することで、
次代を担う自然エネルギー事業の健全な発展に貢献するものである。

福岡県中小企業団体中央会の新連携支援事例④

事業推進体制

支援予定メニュー

①補助金
②低利融資

連携体の構成

企画・開発・マーケティング・事業統括

コア企業：㈱システム・ジェイ・ディー
 （福岡県筑紫野市）

・製品企画・設計ノウハウ
・製品開発ノウハウ

製造・販路開拓

㈱ティ・アイ・エス
（福岡市福岡市）

・プリント基板等製造・開発・実装
ノウハウ
・太陽光パネル販路

経営支援

福岡県中小企業団体中央会
（福岡県福岡市）

・経営支援
・施策活用の支援
・事業化ノウハウの提供

技術支援

・産業技術総合研究所
・九州大学
九州先端科学研究院
・社会システム
実証センター

販路開拓支援

・麻生商事㈱
・九州計測器㈱
・大手商社

正常時 不具合発生時

新
連
携
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農商工等連携事業 地域資源活用事業 新連携事業

補
助
金

◆農商工等連携対策支援事業
連携体が行う新商品開発（製品・サービス）に
係る試作、実験、連携体構築費、研究会、マー
ケティング、市場調査等にかかる経費の一部を
補助します。

補助金限度額 2,500 万円、但し試作・開発を伴
う場合 3,000 万円（上限）補助率 2/3 以内

◆地域資源活用新事業展開支援事業
新規性の高い商品開発等に対し、試作品開発や
デザイン改良、展示会出展などに係る経費の一
部を補助します。

補助金限度額 3,000 万円（上限）補助率 2/3
以内

◆新連携支援事業
連携体が行う新商品開発（製品・サービス）に
係る試作、実験、連携体構築費、研究会、マー
ケティング、市場調査等にかかる経費の一部を
補助します。

補助金限度額 2,500 万円、但し試作・開発を伴
う場合 3,000 万円（上限）補助率 2/3 以内

融
　
資

◆政府系金融機関による融資制度　認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。

◆小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
小規模企業者等の設備資金について、無利子設
備資金貸付の貸付金額を 6,000 万円以下に、
また同無利子設備資金貸付の貸付割合を 2/3 以
内に優遇します。

◆政府系金融機関による融資制度（法認定不要）
事業計画の認定を目指してブラッシュアップ中
の事業者に対し、設備資金及び運転資金につい
て、日本政策金融公庫が優遇金利で融資を行い
ます。

◆高度化融資制度
4 者以上が連携して行う事業に必要な生産・加
工施設等の設備資金について、中小機構が都道
府県と協力して融資を行います（無利子）。

◆�農業改良資金融通法、林業・木材産業改
善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法
の特例
中小企業者が農林漁業者の行う農業改良措置等
を支援する場合に農業改良資金等（無利子）の
貸付を受けることができます。また当該資金の
償還期間及び措置期間を延長します。

― ―

信
用
保
証

◆信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。
※普通保証等の別枠設定
　普通保証 2 億円、無担保保証 8,000 万円、特別小口保証 1,250 万円、流動資産担保融資保証 2 億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けるこ
とができます。
※新事業開拓保証の限度枠拡大
　新事業開拓保証の限度額が 2 億円から 4 億円（組合 4 億円から 6 億円）に拡大されます。

◆食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造等の事業を行う中小事業者が金融機関から融資を受ける際、食品流通構造改善促進機構が
債務保証等をする制度で、食品の製造等の事業を行う中小企業者は、当該認定事業に必要な資金の借
り入れに係る債務の保証等を受けることができます。

―

設
備
投
資
減
税

◆中小企業投資促進税制
対象となる設備・資産（それぞれ一定額以上の機械、装置、特定の器具・備品、ソフトウェア等）について取得価格の 7%の税額控除または 30%の特別
償却を受けることができます（資本金が 3 千万円を超える法人は特別償却のみ）。所有権移転外ファイナンス・リース取引により取得した設備・資産につ
いては、税額控除のみを利用できます。

海
外
展
開
に
伴
う
資
金
調
達
支
援

（海外現地子会社等の資金調達円滑化）
◆株式会社日本政策金融公庫法の特例

中小企業者が、海外現地子会社等と共同して海外展開に取り組む場合、日本政策金融公庫が海外現地金融機関の長期融資に対して債務保証を行うことによ
り、海外子会社等は現地通貨等外貨建てでの資金調達支援を受けられます。　※保証限度額は一保証先につき 4.5 億円以下

◆貿易保険法の特例
中小企業者が、海外現地子会社等と共同して海外展開に取り組む場合、日本貿易保険が海外現地金融機関の短期融資に対して、地銀等の保証に加え、海外
事業資金貸付保険を付保し、信用補完を図ることにより、海外子会社等は現地通貨等外貨建てでの資金調達支援を受けられます。

（海外展開のための国内における資金調達支援）
◆中小企業信用保険法の特例

中小企業者が、海外直接投資事業に要する資金について国内金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行う制度である海外投資関係保険
の保証限度額が 2 億円から 4 億円（組合は 4 億円から 6 億円）に拡大されます。

そ
の
他
支
援
措
置

―
◆中小企業投資育成株式会社の特例

事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金 3 億円を超える株式会社であっても投資育成会社
の投資対象に追加されます。

◆特許料の減免措置
新事業活動促進支援補助金の交付事業について、中小企業が特許出願を行った場合、審査請求料・特
許料（特許料は対象となる年数に制限あり）を半額に軽減できる場合があります。

◆特許料の減免措置
認定事業計画に基づく研究開発等の成果につい
て中小企業が特許出願を行った場合、審査請求
料・特許料（特許料は対象となる年数に制限あり）
を半額に軽減できます。

法認定に基づく各事業の支援措置

支
援
措
置
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福岡県中小企業団体中央会の支援のながれ

（農商工等連携事業・地域資源活用事業・新連携事業共通）

STEP１ まずは、福岡県中小企業団体中央会までご連絡下さい！

・企業支援室（TEL：092–622–8780）までご連絡頂ければ、窓口相談、巡回相談
等により各制度の説明を行うとともに、企業概要や事業内容等をヒアリングし、各制
度の要件に合致しているかどうか確認致します。

STEP２ 事業計画のブラッシュアップを行います！

・ヒアリング後、各制度の要件を満たす場合は、認定申請に向け独立行政法人中小企業
基盤整備機構等と連携し事業計画のブラッシュアップや必要書類の整備を行います。

・なお各制度の要件をヒアリング時に満たさない場合は、不足している項目の克服や
他の支援施策の活用も検討致します。

STEP３ 国への認定申請に向け支援します！

・国からの認定を受けるまでには、各ステップで所管行政庁等に対し事業計画のプレ
ゼンテーション等を行う必要があります。本会も貴社と連携し認定に至るまで支援致
します。

STEP４ 認定後もフォローアップ致します！

・認定後は、補助金、制度融資、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支援等、各種
支援施策が準備されています。これらの支援施策を上手に活用し、事業目標が達成
できるようフォローアップを行います。

支
援
の
な
が
れ
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問い合わせ先

福岡県中小企業団体中央会　企業支援室
〒812‒0046　福岡市博多区吉塚本町9番15号福岡県中小企業振興センター9F
TEL：092‒622‒8780　FAX：092‒622‒6884
URL http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/

2013年 3月発行

皆様のチャレンジをお待ちしています
お気軽に中央会までお問い合わせください！

福岡県中小企業団体中央会とは…

福岡県中小企業団体中央会は、「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関
する法律」を根拠に昭和30年12月に設立されました。
協同組合などの中小企業の連携組織を主な会員として、組合の設立や運営支援のほ
か、企業組合による創業・起業の支援、「農商工連携」、「地域資源活用事業」、「新連携」
等の緩やかな連携グループの形成促進、金融税制・労働など中小企業の経営上の問題
に関する各種の事業活動を行っている公益性の高い中小企業支援団体です。各種事業
の推進にあたっては国、都道府県、各種支援機関等と連絡をとり連携しながら事業を
進めています。

福岡県中小企業団体中央会は、中小企業者と農林漁業者による「農商工連携」、地域の技術・農林水産物・
観光資源等を活用した「地域資源活用」、異分野の中小企業者が互いの強みを活かした「新連携」について、
事業計画の作成、国への認定申請、そのフォローアップまで総合的に支援を行います。

商工連携」地域の技術・農林水福岡県中小企業団体中央会は 中小企業者と農林漁業者による「農商

農商工連携
地域資源活用
新連携を支援します！

農商工連携
地域資源活用
新連携を支援します！

福岡県中小企業団体中央会

平成24年度　組織強化推進費
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