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試作開発＋設備投資
ものづくり技術：革新的サービス
株式会社ヴィンテージ（北九州市）
のが診療報酬点数表である。

本事業への経緯

診療報酬は「診療報酬」と「加算部分」で算出され

ＷＥＢシステムの開発やＷＥＢコンサルティング、

発注して行なった。
また、試作づくりを進めるなか、病院の現場から画

るが、加算部分の計算は非常に複雑でもある。例えば、

面や操作性等の感想・助言を受けて、デザインや機能

時間外診療や乳幼児診療の場合など診療内容単体で計

の改善等に役立てた。

算出来るものの他、一定以上のリハビリ利用者がいる

そうして、診療報酬加算計算の条件を調査・整理し、

ネットワークサーバ構築、福祉・法律業務に特化した

と加算されるもの、建築基準を満たした食堂を作れば

ソフトウエア機能として実装したプロトタイプを完成

WEB システムなどを展開している。サイトの構築やメ

加算されるもの、特定の資格者（管理栄養士など）が

させた。

ンテナンスで大手企業や行政関係に多くの実績を持つ

一定数いれば加算されるもの、病院が過疎地などにあ

一方で、社会福祉協議会向けシステムを開発し、全国

れば加算されるものなど多岐にわたる。診療内容から

ヒアリングや調査などが可能となり、今後の本開発が

に導入・販売している。

患者集計数、病院の立地・施設・職員など、様々な要

より精度高く行なうことが可能になった。

プロトタイプが完成したことによりユーザー（病院）

例えば、全国の社会福祉協議会で実施されている法

素や要素の掛け合わせから構成されており、正確に条

プロトタイプの完成は、病院が手間をかけずに診療

人後見および市民後見の監督業務を一元管理する法人

件を満たす加算要素を見つけるのは難しい。特に、ベッ

報酬加算分を申請することができ、経営の効率化・収

後見・市民後見業務支援システム「みると」は、手作

ド数が多い病院になると加算要素が多くなるため、担

益改善を助ける。病院は、経営資源を医療技術や患者

業や重複作業を削減し、煩雑な業務負担を軽減する。

当者への負担はかなり大きくなる。

サービスの向上により投下できるようになることか

日常生活自立支援事業業務システム「らいと」は、利

病院がどの要素で加算を申請できるか調べる際、分

用者情報や支援計画、預り品の管理のほか、活動記録

厚い診療報酬点数表を見ながら調べているのが現状で

を入力するだけで利用料や支援員の活動費を算出し帳

ある。また、2 年に 1 度に政策方針により改訂が行わ

票出力や集計を行えるため、大幅な業務効率化を図る

れる。それらの情報も踏まえて、常に最新の情報を得

ことが出来る。相談管理システム「ゆめと」は、職員

て、備えておく必要がある。

社会医療法人 製鉄記念八幡病院

ら、よりよい医療サービスの提供が加速するものと期
待できる。

今後の課題・展望

システムイメージ

同士での情報共有はもちろんのこと、キーワード検索

加算部分の計算が複雑で難しいことから、加算条件

や条件検索で過去の相談や匿名相談などもすぐに検索

を満たしているにも関わらず、それに気付かずに申請

ができるため、担当者が不在でもスムーズな運営が可

漏れが起きることもある。申請しなければ、加算分を

「診療報酬加算計算・管理システム」は、加算要素

能。このように、社会福祉協議会向けシステムは同社

受け取れないため、結果として経営を圧迫する要因に

が多い中規模以上の病院が対象となる。同社では、地

の大きな柱となっている。

なりかねない。また、改訂によって取消しすべき加算

域の中核的病院をメインの対象と位置付けている。販

療法人製鐵記念八幡病院の

分を間違って申請していると、返金を求められること

売価格など具体的な金額については、対象となる医療

事務部門にプロトタイプを導

もある。

機関の声を聞くなどマーケティングを進めるなかで決

入、操作してもらい、頂いた意

定していく考えだ。

見やデータを元に完成版を作

事業の内容

こうした医療機関が抱える診療報酬に関する悩み
を、これまで培ってきたノウハウで解決することを目
指した。
福祉業界との関わりから医療関係者の意見や要望を

事業の成果

聞く機会も多い。その中で、複数の医療機関から診療

今回は、サーバ版の開発を
行ったが、今後はこれをベー
スにクラウド版の開発を手掛
けたい。現在、実際に社会医

成している。

販売については、販売代理店やパートナーなどの販

郷田 和正 社長

まずは、モデルケースで実

売のための仕組みを構築していく計画である。
今回のプロトタイプ完成で、同社の強みに医療分野

証しながら、より完成度を高

が加わることになる。そして、医療・福祉市場に対し

めていくことで、医療機関の

報酬加算の課題やシステム化に対する要望が出てき

て総合的に商品を提供するシステム開発メーカーとし

た。

ての地位を築くことが出来る可能性も見えてきた。

業務効率化と収益構造の改
善に貢献していきたい。

日本の病院は高齢化に伴う入院・外来の増加などに
より、7 割が赤字だと言われている。病院の収入源は、

今回の申請では、
「診療報酬加算計算・管理システム」

患者の自己負担分と公的医療保険からの収入で構成さ

の試作（プロトタイプ）をテーマに開発を行なった。

れるが、公的医療保険からの収入は、病院が診療内容

診療報酬点数の内容、計算方法、加算条件などについ

等に基づいて診療報酬明細書（レセプト）を作成して

て、システム上の計算要件を調査・整理し、システム

公的保険に請求する。診療報酬明細書は診療内容に基

上の機能として実装した。画面の設計図を自社開発者

づく診療報酬点数により計算されるが、その基となる

が作成し、画面をシステム上作成する作業は外注先に
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平成17年5月
WEBコンサルティング、WEBマーケティングWEBシス
テム開発・運用、ホームページ構築など
16人
http://www.vintage.ne.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：製造環境＋表面処理
株式会社永善塗料産業（柳川市）
本事業への経緯

それでも最初は失敗の連続だった。購入した様々な木

塗装及びマンション向け収納扉、カウンターなどの生

材に漆塗料を塗るが、剥がれたり、木目にそって浮い

産を基本にしているが、加工だけなら車のパーツや塩

たり、塗装タレが出たりして上手くいかない。塗膜の

ビパイプなどへの塗装にも対応できる。

厚みや塗るスピードなど、試行錯誤を繰り返しながら、
家具メーカーから家具の前板や天板、脚などのパー

なんとか上手く行く条件を見つけ出した。

ツを図面通りに加工、塗装して納める仕事を手掛けて

ものづくり補助金の
活用が、一般消費
者向けの商品開発
と販売にもチャレン
ジするきっかけにな
った。

今後の課題・展望

最後に、漆のＵＶ塗装の品質を保つために必要な製

きた。塗装には、木に自然塗料を塗り自然な風合いに

造ラインの全面清掃を実施した。

▲
UV漆鏡面塗装と通常のUV
艶消し塗装の仕上げ比較。

仕上げるオイル塗装や傷がつきにくいウレタン塗装、

事業の成果

鏡面のように仕上げるエナメル鏡面塗装など様々な工
法があり、目的や要望に応じて使い分ける。

漆は他の塗料に比べて高額なため、今後は製造コス
トを下げて求められる価格に少しでも近づけるよう、

外線）塗装ラインを設置した。ＵＶ塗装とは、紫外線

る。しかし、価格だけに捉われず、様々な用途で使用

で塗料を乾燥・硬化させるという方法である。この設

通常の漆塗装は、テーブルであれば、塗って乾かし

してもらえるよう需要を掘り起こしていくことも必要

備投資によって、それまで手掛けてきた一般的な家具

て、また塗って乾かすという作業を１ヵ月以上かけて

であると考えている。例えば、ホテルであればエント

以外にキッチンなど水回りで使用するＵＶ塗装やマン

行 な う。一 方、こ の 天 然 漆 を 含 ん だ 塗 料 を 塗 っ て、

ランスのカウンター、商業施設であればロビーホール

ションの扉の塗装などを手掛けるようになり、住宅機

ＵＶで硬化させると約 30 分で表面硬化を完了でき、

など多くの人が集まり、高級感を演出する場所での活

器メーカーやゼネコンといった新たな市場を開拓、塗

短時間で漆塗装の量産化が可能となった。１ヵ月以上

用を提案していくことで、新たな需要につなげる。

装業を核に事業領域を広げてきた。

かかる時間と手間とを比べると生産性は飛躍的に向上

キッチンやマンションの玄関内の扉などを手掛ける

したと考えられる。

高級感に華やかさが加わり、さらに付加価値の高い差

漆のＵＶ塗装は、手間と時間がかかり他の塗装より

しい工法やより付加価値の高い工法が求められるよう

も価格が高くなるため、他所ではほとんど手を付けて

付加価値を打ち出しながら、ゼネコン等に向けて販

になった。

いない。そういう意味では、従来の塗装を施した製品

促ツールを作成し案内も始めた。ゼネコンツール以外

に比べて差別化できる新たな製品として位置付けられ

にもネットで天板や足、幕板など、自社でパーツを作

る。また、漆塗料の短時間加工が実現したことによっ

ることができるので、家具も含めて商品化したい。

そこで、ＵＶ塗装の設備を活かして、同社独自の工

別化できる製品できるものと期待できる。

サ�
ン�
プ�
ル�
向
材�
提
案
用
塗
装
扉

て、マンションメーカーなどが求める短納期にも対応

今回の補助金活用を機会に、社内で自社商品づくり

できるようになったことは、市場での競争力を高める

にチャレンジしようという機運も生まれた。商業施設

ことに貢献するものと考えられる。

やマンションを手掛けるゼネコンなどへの販売以外に

サイトを見た人がこの加工技術を使って、これまで想

も、一般家庭向け商品の提供も始めた。広報と販売手

像しなかったような素材や場所に漆を塗装するような

段として楽天が運営する通販サイトを活用している。

発想や問合せがあればと期待している。

ＵＶは傷がつきにくく頑丈である。模様や絵が入っ

法を模索するようになった。そのような時期に、自然

ウォールナット無垢+UV漆
鏡面塗装仕上げ。

用途以外でも、漆塗料に赤や朱などの色を付ければ、

ようになると、マンションメーカーなどからさらに新

事業の内容

▲
天然突板+UV漆鏡面塗装リ
ビングテーブル。

▲

量産化によるコスト削減を図る必要があると思われ

▲

10 年程前に工場移転を機に、設備を増設し、ＵＶ（紫

てくると表現の幅も広がる。現在は、家具部材の加工・

漆を含んだ塗料が開発されていたことを知った。漆の

ページの作り込みに力を入れ、徐々にではあるがサン

今後は、ものづくりのバリエーションを増やしなが

ＵＶ加工が実現できれば、オリジナル商品として付加

プルの問合せなども寄せられている。今後、さらにネッ

ら、一般ユーザーに直接販売できる商品開発を進めて

価値の高い商品を提供することができると考え、試作

ト通販でも売れる仕組みと体制づくりを研究し、販売

いく。そのために、市場調査なども行ない、今後の展

のためにものづくり補助金を申請した。

を支える柱の一つに育てていきたいと考えている。

開に備えて準備を整えているところである。

漆のＵＶ塗装を実現するために、既存のＵＶライン

同社の塗装技術は、様々な形状のものに塗装できる。

を漆塗装が可能な設備に改良した。ＵＶ塗装にとって
埃は微量であっても仕上がりに影響するため、工場内

企 業 概 要

の粉塵、埃などを除去するフィルターを導入した。併
せて、漆塗料を短時間で乾燥させるためのＵＶ照射装
置を導入。ＵＶラインは持っていたが、既存の照射能
力では漆は硬化しないため、照射する量を増やした。

4
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株式会社永善塗料産業
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TEL0944-73-4733、FAX0944-73-4802
600万円
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昭和25年4月
UV及びピアノ塗装、天然木突板塗装、その他総合
資材販売
45人
http://eizen.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：情報処理＋測定計測
エイリツ電子産業株式会社（福岡市）
本事業への経緯

同社はネットワーク時代に対応するための通信機器
を製造するメーカーである。特に、機器開発技術にお

ではないかと不安視する声も多い。こうした状況下に

を作るための基準作りを進めた。センサーから集めた

あって、日本の農業を支えているのは 65 才以上の高

データは、随時、生産者のスマートフォーン・タブレッ

齢者で、全体の 6 割を占める。高齢化の傾向は止まる

トで確認することができ、温度が異常に変化した場合

気配がなく、農業従事者の人口は先細りになる可能性

は、アラームで生産者に知らせる。また、必要であれば、

がある。その原因となっているのが、長時間労働や過

施設監視カメラなどを活用して施設内の状況を確認、

酷な労働環境、収入の減少などが挙げられる。

または、ハウスの窓の開閉、水の散布などといった遠

いては、事業全体の 8 割超を全国の県警本部や管区警

そこで同社は、農作業にかかる負担を軽減すると共

察、警視庁などの官公庁、九州電力、日本放送協会が

に、効率的な経営手法を導入することで、より利益を

ハウス内は、外の環境に比べて高温で湿度が高く、

占める。

上げることができる仕組みを作り、今の農家人口の高

虫の侵入など機器類にとっては過酷な環境下にある。

官公庁向け機器は、全国の警察本部の指令業務で使

齢化や農家人口の減少に歯止めをかけ、若い人たちが

そのため、電子部品に水や虫が入らないように様々点

用する無線通信設備である。これら機関へ導入する機

どんどん参入できる環境づくりに取り組むこととし

で配慮した。また、過酷な環境でも正常に作動するよ

器は、高い信頼性と機能性が求められる。平成 15 年、

た。これまで培ってきた通信機器のノウハウと技術を

う調達する部品の選定にも耐久性の高いものを使用し

近い将来にこの警察通信網がＩＰ化されることを予測

活用して、これからの農業に必要とされる機器の開発

た。

し、当時はアナログ音声で伝送を行っていた通信機器

を行なうのだ。今回、同社が目指したのはＩＣＴを使っ

をＩＰ化し全国の警察通信を接続することを起案し、

た施設園芸であり、その実現のための通信機器の開発

経営革新計画の認定（15 経金経第 83 号）を受けている。

である。

隔操作機能も兼ね備えることができる。

▲環境計測装置（左）と制御装置（中央）、システムモデル（右）

今後の課題・展望

その後、認定を受けた機器の開発を約３年かけ行い、

事業の成果

平成 18 年より製品化を始めた。徐々に同社が起案し

温湿度CO2センサー

たＩＰ化通信機器の認知が広がり、平成 25 年には警

ハウス内の環境監視システムに取り組む企業は他に

察庁にその製品が認められ、全国の県警本部への一括

もあるが、中でも「ハウス内環境監視・制御装置」を

導入を実現した。

構成する環境センサーと環境制御ボックス全てを社内

音声の伝達において多くの機器を通過するため品質

日本の農業は、ＴＰＰ参加によ

日本で広く行われているハウス栽培は、農業経営を

で一貫生産できるのは同社の強みである。これまでに

が劣化し、レベルの変動も多く調整が困難であった。

支える重要な柱であるが、その管理は経験による勘と

も多くのセンサーのラインナップを提供することで幅

ていかなければならない。当社

それが、ＩＰ化パケット技術でＩＰ化した音声を最終

きめ細かな配慮が必要である。ハウス内の温度変化は

広い対応を可能にしてきた。さらに、ユーザー（農家・

は、農家の方々が長年培ってき

段まで音声品質を保ったまま伝送することができるよ

急変することも多く、常に監視を怠ることができない。

研究機関等）からの要望や作物の種類によって必要と

た知恵をＩＣＴ技術を使って再現

うになった。電気を使って松枯れを防止する枯松防止

春先から夏場にかけては施設内の換気などの見回り作

なる新たなセンサーの開発を継続的かつ、即座に実施

したり、サポートすることで農業

装置なども開発し、その企画・開発・技術力は高く評

業に多くの時間を割かなければならず、負担が大きい。

できる多くの環境を社内に有しているため、競合する

経営がより効率的で魅力的なも

価されている。

他にも、湿度・CO2・日射量・土壌温度・土壌水分量・

他社に対する優位性を持っている。

のになると考えている。

事業の内容

土壌イオン濃度など生産物の品質を管理する上で必要

ただし、過酷な環境下での耐久性などを考慮したこ

なものが多数存在する。この微妙な管理作業は、生産

とで、製造コストが大きくなった。そのため、今後は、

者各々がこれまでの栽培経験といわゆる農家の勘に委

多くの農家で導入できる価格までいかにコストを下げ

ねられてきた。

るかという課題も見えてきた。

そこでまず、ハウス内を管理するための情報を集め
このような技術力を背景に、今回ものづくり補助金

るセンサーの開発に着手した。ハウス内の気流の温度、

で提案したのは、ＩＣＴを使った施設園芸への取り組

湿度、照度、土壌内の温度、湿度のデータをセンサー

みだった。

で測定する。そのデータをＬＡＮ回線で、クラウドサー

日本のカロリーベース総合食料自給率は、平成 27

バーに蓄積する。通常、親機がなければＬＡＮにはつ

年度で 39％と先進国の中で最低水準にあると言われて

ながらないが、親機がなくても直接ＬＡＮにつながる

いる。また、ＴＰＰへの加盟によって国内の農業は大

ような形態に改良した。蓄積したデータは周年作業を

きなダメージを受け、食料自給率はさらに低下するの

比較し、生産品質との相関関係を探り、高品質なもの

6

って厳しい国際競争に勝ち残っ

栗原 直樹 社長

若い世代の人たちが関心を
持ち、関わることができるよう当
社の技術とノウハウで支えてい
きたい。

現在は、研究機関などへ装置を提供しているが、今

げていく方針だ。

後は小規模農家などへの提案を強化し、販売実績を上
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エイリツ電子産業株式会社
福岡市南区柳河内1-2-50
栗原 直樹
TEL092-551-0231、FAX092-551-1172
5000万円
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業
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昭和42年6月
一般電気工事業、一般電気通信工事業
29人
http://www.eiritu.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：複合・新機能材料＋バイオ
佳秀工業株式会社（北九州市）
本事業への経緯

昭和 44 年に創業者である寺本豊氏が、北九州市小

のであり、同社が開発を進める健康食品、化粧品にお

・ヒアルロン酸の産生促進とコラーゲン量増加（表皮

いては、求められる製品スペックと機能性が異なる。

角化細胞のみ）を示唆する結果が得られたこと。

そのため、健康食品と化粧品に必要な基準をクリアし

・正常ヒト組織細胞において、メラニン生合成促進作

ながら、コストパフォーマンスにも優れた独自の手法

用を有すること。

を開発するという方向で開発を進めることにした。

当該研究の成果は、主として皮膚関連細胞を用いて

倉北区井堀において鉄鋼 2 次製品及び鋳物製品の販売

研究の結果、特殊フィルムを使って生化する技術を使

得られたものであるが、繊維芽細胞、角化細胞、色素

を始めた。現在は、小型の板金部品から大型の架台・

わなくても、低温で加熱して、安全性も確保できる抽

細胞という異なる細胞種で機能性が見出せた。このこ

製罐部品まで幅広く製作しており、製品設計に関わる

出法を採用することにした。そして、抽出したプラセ

とは、プラセンタエキスが多様な細胞において、細胞

コンサルティングから実際の製造まで一貫したサービ

ンタを粉末化する手法については、スプレードライ製

の増殖や機能促進などの細胞賦活作用を有する可能性

スを提供している。

法を検討していたが、粉末化の過程において予想以上

を示している。それは、皮膚に対する有効性だけでな

少量多品種生産を得意としており、月に数万種類も

に素材に熱負荷がかかることが分かった。また、同製

く、他の細胞においても機能性を発揮する可能性を有

の製品を製造。最新鋭の生産設備を取り揃えるととも

法は時間当たりの生産性は高いが、回収率が低いこと

しているといえるだろう。

に、高度な技術と経験を有する設計者・技術者が多数

も分かった。

在籍しており、大型の製品や特殊な素材、特殊な加工

製造工程の様子。

そうした多用な機能性を活かして、女性向けヘアケ

真空凍結乾燥機（フリーズドライ）で検討したとこ

ア商品の開発も行っている。まずは、シャンプーやリ

方法を必要とする製品の加工に強みを発揮している。

ろ、熱の影響を与えず活性を保持した状態でのエキス

ンス、育毛効果のある頭皮用の美容液などを手掛けて

さらに、一貫生産による短納期を実現する体制を整え、

の粉末化を実現でき、回収率も非常に高かったことか

いる。ケア関係の研究も今後、力を入れ機能性の高い

顧客からの信頼を得ている。

ら、真空凍結乾燥機を導入して商品化を進めることと

商品開発を続けていく考えだ。

同社は、平成 25 年、新規事業としてヘルスケア事

研究開発風景。

研究開発に携わるヘルスケア事業部の皆さん。

した。

今後の課題・展望

業を立ち上げた。長年培った加工技術を活かしウイル

事業の成果

スや菌などを取り除く特殊なフィルターや大きさの違
いによって物を分離する技術などのバイオ関連装置づ

化粧品ブランド
「Genpress（ジェンプレス）」。

くりに関わったことが、自社内での新規事業立ち上げ
のきっかけとなった。

各種評価をクリアして安全性も実証された。既に、

事業の内容

ヘルスケア事業部が現在取り組んでいるのは、国産
豚由来のプラセンタを原料とした健康食品と化粧品関

原料ブランド「佳秀バイオケ
ム」の原料「ＫＸシリーズ」。

手した。化粧品用原料としてエキス化したもので、
「佳

抽出方法と粉末化の製法を決定し、真空凍結乾燥機

商品化に向けた取り組みを進めており、近々に発売す

秀バイオケム」ブランドの「ＫＸシリーズ」として販

を導入した次は、安全性の評価を行った。同社が原料

る予定である。同社としては、プラセンタ粉末は健康

売を始めた。化粧品については、原料卸ではなく、自

とするプラセンタは動物由来のため、感染性に対する

食品のＯＥＭメーカーや通信販売会社向けに供給す

社のオリジナルブランドとしてサロン向けに展開して

安全対策として膜分離法による除菌・除ウイルスと低

る。同社は、あくまでも原料メーカーとして今後も開

いく。また、海外との販路も開拓しており、海外に向

温加熱による殺菌・ウイルス不活性化を実施すること

発を続けていく予定である。そのため、販売パートナー

けたジャパンブランドとして新たなマーケットの開拓

で、安全かつ高機能のプラセンタ粉末原料とすること

や代理店網を構築するなどして、商品の普及を目指す。

を見込んでいる。

を目指した。

プラセンタ市場は、認知度が上がってきたこともあ

商品化のめどがたち、今後、さらに多くの商品開発

本研究においては、成分測定や細胞培養など各種機

り、拡大している。現状は、供給不足の状態が続く傾

を目指す同社にとって、今後の課題は質の良い胎盤の

能性試験方法を確立し、プラセンタサンプルの評価試

向にあるとも言われているようだから、同社にとって

調達にあると言っても過言ではない。胎盤の調達につ

にして、カプセルなどに充填する。粉末にするのは、

験を実施した。その結果、

は追い風となるだろう。

いては、自社で養豚農家とのパイプを作り、良質な胎

原料の劣化を抑えることが目的である。当初は、独自

・チロシナーゼ阻害活性を有すること。

連の商品化である。
健康食品の製法は、プラセンタを抽出した後に粉末

開発のエキス抽出法により、アミノ酸等の栄養成分を

※チロシナーゼとはメラニン色素をつくり出す色素

回収する一方、生理活性物質であるサイトカインを抽

細胞（メラノサイト）が持っている酸化酵素。過

出し、これらを組合せた高機能性のプラセンタキスを

剰なメラニン色素が生成されることによってシ

失活させることなく、生化した液体から粉体に加工す

ミ・ソバカスが引き起こされるといわれている。

ることを目的に進めていた。

・正常ヒト真皮繊維芽細胞、表皮角化細胞において、

しかし、当初追求していたのは、医薬品レベルのも

細胞増殖を促進すること。

8

一方、プラセンタを使った美容商材の商品化にも着

盤を確保するルートは確保しているようだ。
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佳秀工業株式会社
北九州市若松区南二島2-24-10
寺本 麓人
TEL093-791-0595、FAX093-701-0321
5000万円
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昭和44年4月
試作開発支援、機械・機構設計、レーザー切断加工
機による精密切断加工、ヘルスケア事業など
130人
http://www.kasyu-kogyo.com/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：革新的サービス
有限会社カホテクノ（飯塚市）
鑑別は、診断医が病変部位の細胞や組織の形態を顕微

本事業への経緯

事業の成果

鏡で観察する「病理組織学的検査」によって判定する
のが標準的な手法である。
一方、遺伝子検査は遺伝病や感染症の分野での利用
平成 12 年、現代表の大里氏が設立したベンチャー

がよく知られているが、近年は腫瘍の診断にも応用さ

分析装置はアメリカ製のフラグメントアナライザー

企業である。同氏は、東京工業大学、大阪大学大学院

れるようになってきている。「マイクロサテライト解

を導入した。分析装置と試薬品は従来のものよりも安

へと進み、バイオ関係で博士号を取得するなど遺伝子

析」はその一つで、人医領域では 乳がんやある種の

価なもののため、マーかーの数を増やすことを想定す

解析に関する研究に携わっていた。地元に戻って、遺

大腸がんの診断に有用であることが示されている。

れば、全体的なコストを抑えることができると考えた。

伝子解析に関わるビジネスで起業したいと考えて、出

マイクロサテライトは、特徴的な DNA の配列（反

身地でもある福岡で創業した。

腫瘍サンプルは 16（悪性乳腺腫瘍 7、リンパ系腫瘍 9）

復配列）を持つ領域のことで、哺乳類などのゲノム上

全てについて、8 つのマイクロサテライトマーカーに

遺伝子検査といっても、人の検査となると設備や人

に広く散在する。マイクロサテライトは、他の領域に

成功した。その結果、悪性乳腺腫瘍 7 サンプルのうち

員の問題などの基準をクリアするための資金が必要に

比べ変異が蓄積しやすいことが解っている。この特徴

4 サンプルが陽性、リンパ系腫瘍 9 サンプルの内 2 サ

なる。そこで、ペットの遺伝子解析に着目した。ペッ

を利用すれば腫瘍の診断が可能である。すなわち、塊

ンプルが陽性であった。

トの世界は、擬人化されていて同じようなシステムが

を形成している細胞の DNA のマイクロサテライト領域

今回解析を行った新規 8 つのマイクロサテライト

あり、ガンなどの疾病にかかるペットが増えているこ

を調べ、もし変異が検出されれば、その細胞塊は、腫

マーカーのうち、悪性乳腺腫瘍では 4 つのマーカー、

とにも需要を感じ、動物の遺伝子解析を行う事業に着

瘍である可能性が非常に高いと判断できる。同社は、

リンパ系腫瘍では 3 つのマーカーで明瞭な変異が生じ

手した。

麻布大学との共同研究で、マイクロサテライト解析が

ることが判明した。新たに 7 つのマイクロサテライト

日本は少子高齢化や核家族化を背景に、ペットの需

犬の乳腺腫瘍の悪性度評価に有用であることを明らか

マーカーが腫瘍の検出に有効であることが明らかに

要が増えている。一方、医療技術の進歩もあり、ペッ

にし（平成２２年度 飯塚研究開発機構 研究開発委託

なった。また、陰性を示したマーカーも明確になり、

トの寿命も長くなっている。その分だけ、病気にかか

事業）現在実用化に至っている。

今後、解析する対象となるマーカーを絞り込むために

るリスクも増えており、近年は、動物病院など獣医臨

病理組織学的検査の場合、転移の可能性などを考え

床の現場においても、腫瘍疾患に遭遇する頻度が増え

て、安全のために広い範囲の組織を切除するため、体

ているという。

への負担も大きい。一方、マイクロサテライト解析は、

腫瘍性疾患の治療は、手術や抗がん剤など体への負

細
胞
か
ら
抽
出

検
査
に
必
要
な
純
度
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を

有効な成果であったとも考えられる。

今後の課題・展望

針で組織を採取するため、体への負担はほとんどない。

担が大きい場合が多く、飼い主が、積極的な治療をす

また、麻酔の必要もない。

べきか否か迷うこともある。考えられる治療法や治療

同社は、犬の乳腺腫瘍の検査法としてサービス化し

を行った場合のメリット、デメリットなどを飼い主に

た「マイクロサテライト解析」を、腫瘍診断の標準的

今回の試験によって、マイクロサテライト解析が

わかりやすく説明することが求められている。

な検査となるように発展させ、将来的には検査対象と

ペットのガンなどの診断に応用し、従来法である病理

する腫瘍を乳腺腫瘍以外に拡大することを目的として

組織学的検査法よりも客観性が高く、比較的安価に腫

いる。

瘍の診断が実施できる手法であることが分かった。

そのためには、腫瘍の種類や悪性度について鑑別す
ることが必要である。このことは、腫瘍の正確な診断
に役立つ手法で、ニーズも高いと思われる。

事業の内容

する飼い主が多くなったことからも、マイクロサテラ
イト解析の需要は高まることと期待が持てる。
今後の販売体制については、単独での利用も想定さ
れるが、現時点で腫瘍診断の標準的な検査法が病理組

この方法によって腫瘍を検出できる能力（検出感度）

また、飼い主に対して、より細かなインフォームド

織学的検査法とセット検査としての利用も十分想定さ

は、腫 瘍 の 種 類 に よ っ て も 異 な る と 思 わ れ る が、

コンセントを行なうことができるようになる。犬の飼

れるため、病理検査会社を通じた検査受託体制を整え

８０％弱である。検出感度を上げるためには、検査す

育頭数は、2011 年時点で 1194 万頭とも言われており、

ることが有効であると考えている。

るマイクロサテライト領域の数をさらに増やすことが

ペットのＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）を重視

有効であるが、新規に導入するマイクロサテライト領
域が感度改善に寄与するかは実際にサンプルをもちい
腫瘍とは、遺伝子に傷（変異）が蓄積した細胞が無

て検証する必要がある。

秩序に増殖することにより体内に形成 された細胞の

そのために、検査機器とそれに必要な試薬を購入し、

塊をいう。腫瘍は、細胞の形や並びが正常細胞とは異

評価を行った。

なることがほとんどであ る。腫瘍の種類や悪性度の

10

企 業 概 要
会 社 名 有限会社 カホテクノ
住
所 福岡県飯塚市川津680-41 福岡県立飯塚
研究開発センター453号室
代 表 者 大里 義治
連 絡 先 TEL0948-26-1660、FAX0948-26-1656
資 本 金 1800万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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平成12年7月
遺伝子検査など
4人
http://www.kahotechno.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：情報処理
株式会社キューオキ（福岡市）
本事業への経緯

されている。例えば、コールセンターを設置して、安

た。操作性については、電話機タイプより操作が容易

否確認を電話で行う「声の訪問」や、緊急通報サービ

なボックスタイプの親機を新たに開発し、操作を簡単

スなどの高齢者向けサービスを自治体ごとに行ってい

にし、また、居室や自宅に設置されている各種センサ

る。

装置との接続機能も開発した。

日本社会は急速に高齢化し、福祉サービスの充実な

それでも、今後増加する高齢者にどう対応していく

このボックス型本体 + 通話ができるペンダント子機

ど社会的な課題が増えた。それに対する商品やサービ

かは深刻な問題である。同社が関係する高齢者施設の

は、現在使用している電話回線に接続する形態となる

スを提供し、医療・介護分野の課題や問題を解決する

介護現場からも、在宅介護や独居老人向けの見守り支

ため、電話回線装備のある住宅であれば設置のための

ビジネスが多数生まれている。65 歳以上の高齢者の比

援システムの開発・販売を望む声が多く寄せられてい

工事は不要である。現在使用している電話をそのまま

率は、平成 26 年は約 26％だが平成 72 年には約 40％

る。

利用することもできる。つまり、現在の住宅に簡単に

と予測されており、国内の高齢化はさらに進む。

そこで同社は、増加する高齢者世帯の安全、安心を

導入することができ、24 時間の緊急通報や相談対応

このような社会的背景から、同社は高齢者向け緊急

守ることを目的に、高齢者向け施設で実績を上げてい

通報装置やコードレス徘徊センサーマットなど IT( 情

る「Ｑコール電話機」を自宅やマンションなどの個人

ペンダント子機や電話機の緊急ボタンを押せば、あ

報・通信等 ) 技術を活かした「高齢者見守り」製品を

版としても利用できる新商品の開発で、高齢化問題へ

らかじめ登録しておいた管理室や家族などの連絡先へ

開発・販売している。その中でも、
「Ｑコール電話機」は、

の解決に取り組んだ。

緊急通報する。Ｑコール電話機とペンダント子機のど

通話機能付ペンダント型緊急通報装置と電話型親機を
使用した緊急通報システムとして国内で初めて開発・

事業の成果

電話機型タイプ

が可能となるわけだ。

ＢＯＸ型タイプ

ちらでも通話できる。また、同社が開発したコードレ
ス徘徊センサーマットと組み合わせれば、離床又は徘

介護が必要になった方の70％

導入された。ペンダントの緊急ボタンを押せば、施設

徊を検知して通報する機能を付けることができる。
（オ

以上が、在宅医療・介護を希望

などの管理者や家族へ緊急通報し、ペンダントでその

プション）

されている。介護・福祉施設で

まま通話ができるものだ。

今回の試作品は、個人宅だけでなく介護施設や病院

のサービスの向上はもちろん、

個人向けシステムを開発するにあたり、高齢者個人

での使用にも適している。緊急通報機能はナースコー

ご本人が希望される個人宅で

や「消防緊急通信指令シス テム」の工事・販売でも

宅向けのシステムやサービスの課題を検証した。携帯

ルとしても活用することができる。電話回線を使って

の生活でも安心して生活できる

実績を上げている。

電話をはじめ行政が行っている緊急通報の仕組みは増

いるため、新たにナースコールのための回線を引く手

よう、当社の技術で貢献してい

えているが、例えば携帯電話の場合、多機能化が進む

間も必要ない。

近年では、各官庁向けの「緊急地震速報システム」

事業の内容

一方で、高齢者にとっては使い勝手が悪いという意見
が多く、高齢者がより簡単な方法で緊急通報できる手

きな試
る形作
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きたいと考えている。

阿部 准定

社長

今後さらに、我々の役割は大

今後の課題・展望

きくなると考えており、社会的な
責任がより大きくなるものと気を

段が必要であると考えた。

引き締めて努力していきたい。

同社は、施設向けに提供している「Ｑコール電話機」
急速な高齢化は、少子化や核家族化という問題もあ

を改良することで、個人向け需要に対応しようと方向

り、高齢者世帯や高齢者が 1 人で暮らす独居世帯の増

づけた。商品化にあたり、監視通報内容が 1 系統しか

ペンダントが使えるのは、家庭用コードレス電話と

加を加速させている。高齢者世帯の急増は、老老介護

ないため、自宅で起こり得る火災やガス漏れ、侵入を

同程度の 20 ～ 30ｍの範囲であることから、今後は、

出等により、本製品の認知度を上げていく。また同社

や孤独死といった問題の原因ともなっている。

感知するセンサ、個々の生活リズムに合せたセンサ等

電波を受信する中継器を付けることで、利用範囲の拡

は、沖電気工業株式会社の特約店でもあり、全国に同

一人暮らしの高齢者が増加することで、課題となっ

との接続通報ができない。個人で購入するには価格が

大を計画している。そうなると、施設内で異なる階に

様の特約店がある。そのネットワークは、全国どこで

ているのが見守り体制である。行政は地域住民に対し、

高い。電話機の形状のため高齢者には操作が難しいと

移動しても電波が届くようになる。徘徊防止などにも

も保守を含めて対応できるという強みを有している。

保健サービス ( 健康づくり )・医療サービス及び在宅

いった課題が想定された。

威力を発揮することになるだろう。

協力会社との連携により積極的に販路拡大を目指す。

ケア・リハビリテーション等の介護を含む福祉サービ

そこで上記課題に対して、監視通報内容では、自宅

スを関係者と連携・協力して提供している。ソフト面

で起こり得る「火災」「ガス漏れ」「侵入」「生活リズ

では、その地域にある保健・医療・介護・福祉関係者

ムセンサー」などの緊急事態に備えた系統を追加した。

が連携したサービスを提供しており、ハード面では、

コストについては、低コストの材料を選定し、組み立

サービスの充実を図るために必要な施設が整備され、

てコストのかからない構造とした。また、低価格化を

地域の保健・医療・介護・福祉と連携、統合して運営

図るために、従来の子機は互換性を持たせることとし
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販売に関しては、展示会への出展やメディアへの露

企 業 概 要
会 社 名 株式会社キューオキ
（旧：九州沖通信機株式会社）
住
所 福岡市南区井尻 4-28-18
代 表 者 阿部 准定
連 絡 先 TEL092-584-5111、FAX092-584-5115
資 本 金 2000万円

創
業
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和46年10月
通信コミュニケーション、弱電設備工事、情報機器・
ネットワーク機器、セキュリティシステムなど
56人（グループ全体 67人）
http://www.kyuoki.co.jp/

博多織の新製品開発に伴う裁断加工機設
備投資と新市場開拓事業
運営し、博多織の広報活動にも貢献している。

本事業への経緯

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：材料製造プロセス
株式会社サヌイ織物（福岡市）
レーザー裁断機でプロ
グラム通りに素早く
カット。（写真右）
カ ッ ト し た 断 面。糸 の
解れがない。（写真下）

解れがでない。レーザー裁断機による裁断工程の改善
によって、打ち抜き・切り口の焼き時間の短縮などか

デザインや縫製加工から販売に至る
まで一貫して自社で行う
2000 年以上の歴史を有する日本には、さまざまな文

事業の内容

ら、当社の博多織小物製造において、型代だけでも年

レーザー裁断機の導入で、短納期と
コストダウンを図る

間 100 万円以上、人件費においては作業時間にして約

化が花開き、それを支える技術者たちが技を磨いてき

１/４を削減することができた。
レーザー裁断機用 CAD システムも導入した。従来の

た。そのような素晴らしい伝統的工芸品が幾つも存在

同社の新分野への挑戦は、確実に広がりをみせてい

することが、日本の文化的な豊かさを表わしていると

る。自社製の生地が自動車メーカーに認められ車の装

言えるだろう。770 年余の歴史を持つ福岡の博多織も

飾生地を開発中である。また、フィギュアスケート『ISU

また、コスト低減だけでなく、新商品開発に要する

それぞれの時代の職人たちが切磋琢磨し、競い合いな

グランプリファイナル 2013 福岡』のメダルリボンの

時間も、打ち抜き型刃製作期間だけで 2 週間からわず

がら時代が求める最高の織物を創り続けてきた。その

製作も受けた。

か 1 日に短縮した。ストダウンと時間短縮によって、

積み重ねが今日の博多織である。

こうした実績を上げながら、新たな商品として市場

ように金型が必要なくなり、コスト削減と共に試作品
製作までの時間を大幅に短縮した。

より安価な製品開発と迅速な商品展開が可能となる。

つまり、伝統を紡ぎ続けるということは、時代に応

を開拓していくためには、大量生産と需要に沿う価格

例えば、本に挟む博多織オリジナル栞の生産に関し

じた革新の連続だと言っても過言ではない。しかし、

への対応が必要だった。しかし、当時の製造法では大

ては現在、一日に 200 枚だった生産量が一日に 3000

一方では、伝統をあまりにも特別なことと捉え、技や

量生産ができないため、コストダウンにも限界があっ

枚以上となり、従来よりも 15 倍以上の生産能力を実

伝統とは、革新の連続のうえ

作品に変化を加えることに否定的な観方もあると聞

た。

現した。それによって、今まで単価が安くて入り込め

に成り立つ礎でです。ライフスタ

そこで今回、レーザー裁断機導入によるコストダウ

なかった量産型粗品系となる記念品等の販売にもめど

イルの変化により、着物を着る

サヌイ織物は福岡を代表する伝統的工芸品である博

ンと短納期を実現し、博多織の技術である織柄を生か

を付けることができる。そのことによって、量産型粗

人は少なくなりましたが、革新

多織を 70 年余にわたって支えてきた老舗である。同

した市民参加型スポーツイベントの参加記念メダル用

品系の記念品だけで年間 2000 万円以上の売上が見込

への意欲を胸にチャレンジを続

社は、「革新なくして、伝統なし」の考えの下、博多

リボンなど身近な小物商品の開発を行うこととした。

め、他社との絶対的差別化と製品加工における優位性

け、時代が求める最高の織物

を実現できる。

を提供し続けられたなら、きっと

く。

試作した手裏剣。

博多織工芸館。

織の良さを守りながら、新たな博多織の世界を創り上

博多織の生地から小物などの製品加工には、①打ち

げようと挑戦を続けている。博多織と言えば、帯や着

抜き刃型を製作・選択し、②製品に合わせた打ち抜き

物のイメージが強いが、将来にわたって博多織の技術

刃型を保管場所から移動、③打抜き機でのカット、④切

を維持継続するためにと、昭和 39 年に帯の生産を中

断後の切り口が解れないための焼き入れ、⑤打抜き刃

止した。そして、博多織の技術で織柄を生かしたギフ

型の保管といった流れがある。ここには、大量生産の

ト製品等を主体とした商品開発に取り組んだ唯一の企

壁となっているものもある。商品によっては、１つの

業で、開発した商品等は財布や名刺入れ、ネクタイ、

商品に対してパーツが数十種類にも及ぶため、その分

ふくさ、信玄袋、風呂敷など身に付けるものから、福

の刃型が必要になる。刃型の製作には金型が欠かせな

に、ＣＡＤに移行できる金型のデータ化に取り組む。

岡国際会議場の緞帳、筥崎宮の神殿御幌（みとばり）

いため、種類の分だけ金型を作る。その都度コストと

また、レーザー裁断機の導入と生産体制の革新により、

個人の洋裁ファンなど、今まで博多織とは無縁だった

など多岐にわたる。

新規市場への参入も見えてきた。

博多織の可能性はまだまだ広

今後の課題・展望

がる。そして、博多織の真の伝

博多織とは無縁だった新市場への参入
も可能に

統は次代へ受け継がれていく。

讃井 勝彦 社長

「革新なくして、 伝統なし」
この想いが博多織に明るい未
来をもたらすのだと、 私たちサ

今回の設備投資をさらに効果的なものとするため

ヌイ織物は確信しています。

製作までの時間がかかるため、改良を加えたり新製品

新しい市場が見えてきた。例えば、一般的なリボンに、

このように、新しいものを作りだす源は、織りだけ

を開発する際の負担となっている。また、裁断すると

博多織という付加価値と折柄がある「博多織リボン」

でなくデザインや縫製加工から販売に至るまで一貫し

解れが生じやすいため、解れ防止の後工程として職人

として、スポーツ関連のメダル用リボンの他、来賓用

までになかった博多織雑貨を市場に展開し、5 年後に

て自社で行うという全国的に見てもほとんど例がない

による切り口の焼きが必須である。

リボン等も開発し、ギフト関連の小売店、花屋、洋菓子・

小物関連で現在の 40％アップ、全体で平成 30 年には

和菓子店、美容室、オートクチュールの洋服店、用品店、

49％増まで引き上げる計画である。

生産体制を整えているからでもある。その根底には、

事業の成果

時代のニーズにあった博多織の可能性を模索し、博多

他社との絶対的差別化と優位性を
実現した

織のこれまでの伝統に新しい考え方や技術、知恵を加
えて後世に伝えていこうとする老舗企業の使命感が感
じられる。
また、博多織の歴史や伝統、技の数々を広く知って

そこで、新たに「レーザー裁断機」を導入した。レー

もらおうと、本社工場の敷地内で「博多織工芸館」を

ザーの熱溶融・融着を利用して切断すると裁断面の糸
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今後は、様々なデザインカットの製品を開発し、今

企 業 概 要
会
住
代
連
資

社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社サヌイ織物
福岡市西区小戸3丁目51-22
讃井 勝彦
TEL092-883-7077、FAX092-883-7107
1000万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和44年2月（創業：昭和24年2月）
博多織製造販売、博多織工芸館運営
16人
http://sanui-orimono.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：製造環境＋精密加工
株式会社西部技研（古賀市）

設備投資するのは「端面塗装工程」と「粉塵吹き落し
工程」とした。
ロータエレメントは最大径 4.5ｍの大きさがあり、

・作業環境が改善され、働き易い職場作りが進み安全

ロボット本体。購入したのは、
端面塗装用ロボット2基と粉塵
吹き落し用ロボット1基。

性も確保された。
・変種変量生産体制が可能になった。
・誰でも出来る作業環境ができ、余暇時間を人材育成

産業用のデシカント除湿機や VOC( 有機溶剤 ) 濃縮

端面塗装では選任技能者が手作業で塗装する。4.5ｍ

に活用できるようになった。

装置、全熱交換器などの省エネ・環境保全機器を研究

という大きさに加えて高所での作業も伴うため、体力

営業面では、当該製品部材の売り上げが 2014 年 1

開発・製造販売している。

的な負担も大きく効率も悪い。同社製品は無機繊維材

～ 12 月の実績で約 5 億円。今後の推移は外部要因に

地球規模で広がる環境破壊が深刻な問題として取り

で特殊な切削加工後、粉塵吹落し工程で切削粉をエ

もよるが、年率 7％増を見込み、5 年後は 7 億円と想

上げられ、国や企業の環境に対する意識が高まり、大

アーブローによる吹き落し作業をするが、こちらも大

定している。

気汚染防止法などによる規制強化も追い風となって、

変な労力を伴う。これらの工程は人の手作業に頼るた

主力製品のひとつである『ＶＯＣ（有機溶剤）濃縮装置』

め、塗りムラが出たり、粉塵が残ったりするなど一部

が海外でも支持されている。これは、1988 年に疎水性

に品質のバラつきも発生し、耐久性や外観にも影響が

ゼオライトを吸着剤としたハニカムロータ式濃縮装置

出ることになる。

を開発（米国特許）し、世界で初めて実用化に成功し

▲

⑨「粉塵吹落し工程」の 9 つで構成しているが、今回、

本事業への経緯

今後の課題・展望
端面塗装作業。人の手作業では塗りムラが生じる（写真左）がロボットで
塗るとムラが出ない（写真右）。
��手
吹�作
��業
残��
��
�
�写吹
出真�
�上落
�段�
�
�
写��
真��
下�
��
段�吹
���
�残

これらの作業を解決するために、端面塗装工程で 2

たものだ。低濃度・大風量のＶＯＣ排ガスを高濃度・

基、粉塵吹落し工程で 1 基のロボットを導入した。

国内では当該設備導入は一巡感がみられるが、欧米・
アジア、特に中国や韓国市場が拡大している。なかで

小風量に濃縮するもので、処理設備全体の設備費、ラ

事業の成果

ンニングコストを大幅に削減できる効率の良いＶＯＣ

も、自動車・半導体・各種塗装工場向けが有望だと見
ている。環境基準がより厳しくなる今後、環境保全対

処理として世界から認められている。
実際、ヨーロッパやアメリカといった厳しい環境基

策は企業イメージに直結する重要な要素となる時代だ

準を設けている国で支持を得ている。また、中国や韓

けに、同社の製品は、環境保全に貢献できる設備とし

国、台湾などアジア圏からの引き合いも増え、ＯＥＭ

本事業で同製品の中核部分となるロータエレメント

輸出を中心とする海外売上構成比が全体の 4 割を占め

（ハニカム構造体）の最終製造工程である「端面塗装」

るグローバル企業として成長を続ける注目企業だ。

と「粉塵吹き落し」の 2 工程に計 3 台のロボットを初

事業の内容

てさらにシェア拡大が望める。設備投資意欲の高揚が

当社は開発から販売まで一

続けば、年率 7％以上、10％程度の市場拡大も期待で

貫して自社で行なっている。

きる。

そのため、多様な人材が幅広

めて導入し、これまで熟練の技能者に求められてきた

グローバルな市場拡大が期待される状況下、海外

い分野で活躍している。こうし

手作業工程を自動化しながら作業の最適化と環境改善

メーカーの新規参入による価格競争が一段と激しくな

た人材を育て、より生産性を

を図った。経験豊富な選任技能者による細かな手作業

るだろう。同社としては、自動化を推進し、さらなる

高めるためには技術の最適

をどこまで自動化できるかが課題だったが、メーカー

ＱＣＤ（「Quality（品質）」
「Cost（費用）」
「Delivery（引

化や環境の最適化が必要で

と折衝を重ね、熟練技能者の細かな手作業の動きをプ

渡）」）の改善に努める。

ある。

ＶＯＣ濃縮装置に使われる「ＶＯＣ吸着濃縮用ゼオ

ログラミングで細かく制御することで、手動と同等以

今後も新技術を付加し、日本本社に加え、海外 3 拠

ライトロータ」は、印刷・半導体・塗装・液晶等の工

上の細かな動きがロボットによって再現され、代替作

点（スウェーデン、米国、中国）を成長の核とし製品

場からの排気ガスに含まれる有害なＶＯＣ成分（トル

業を自動化できた。

優位性を創出し続けることで国際競争力を高め、今後

エン、キシレン、アセトン等）を 90％以上除去し、大

そのことで、以下のような成果が上がった。

気放出するためのコア技術となる製品である。これだ

・上記 2 工程で、年間約 1600 時間（0.8 人工）の作業

けの最先端技術を開発する同社ではあるが、国際競争

時間を削減、金額にすると年間約 300 万円の作業経

において更に優位性を高めるためには、製造工程の自

費削減効果が見込める。

動化と作業環境の改善が必要であると考え、ものづく

・塗りムラもなくなり、塗料の使用量が約 10％削減で

り補助金を活用してロボット設備を導入した。

きた。

同製品の製造工程は、①「成形工程」②「巻付工程」③

・ロータ表面の粉塵付着や色ムラが減少、外観が向上

「分割・焼成工程」④「化学処理工程」⑤「一次加工・仮

した。新規取引先に対して製品優位性を強調できる

組工程」⑥「研磨工程」⑦「端面塗装工程」⑧「組立工程」
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▲粉塵の吹き落し作業。

ようになった。

今回、ものづくり補助金を活

隈 扶三郎 社長

用してロボットを製造工程で
導入したことで、作業の最適化と環境改善が実現でき、製造
部門の懸案であった製造設備の刷新が具体的に始まるきっ

もマーケットリーダーとして走り続ける。

かけとなった。これを機に他の工程においても、さらなる最
適化のために設備の導入などを進めていきたい。

企 業 概 要
会
住
代
連
資

社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社西部技研
福岡県古賀市青柳3108-3
隈 扶三郎
TEL092-942-3511、FAX092-942-3761
１億円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和40年7月（創業：昭和37年11月）
デシカント除湿機、全熱交換器、VOC濃縮装置等省
エネ・環境保全機器製造販売など
200人
http://seibu-giken.com/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：精密加工
ナサ工業株式会社（糟屋郡）
本事業への経緯

配電盤や制御盤・電気機械器具の設計、製造を手掛

曲げ加工が必要となる。求められる寸法精度は、曲げ

mm 以内）及び運用について問題ないことを確認した。

加工の誤差 × 曲げ箇所数で計算する。曲げ誤差が

これで、加工時はバーコードを読み取り、確実かつ容

0.05ｍｍで曲げ箇所が５箇所あれば、0.25ｍｍとなり、

易に格納した加工データを呼び出すことが可能にな

条件を満たせない。曲げ誤差が 0.01 の場合は 0.1ｍｍ

り、量産対応時の高精度維持（バラつき防止）による

となり条件を満たすことになる。

品質の安定化が可能になった。

け、その事業領域はエスカレータ外装からエレベータ

免疫検査分析装置に求められる高い精度を安定的に

本事業による革新性、他者との差別化、競争力強化

乗り場周りなどの昇降機関係、システム制御関連、ボッ

保つこともクリアすべき条件だ。部品形状が複雑なた

の実現従来の曲げ加工誤差 0.05mm を 0.01mm まで高精

クス・カバー類、サイン関係、建築・土木系製作物と

め、材質や板厚が同じでも、塑性変形の程度が 0.01mm

度化し、なおかつプレス成型加工同様の高い繰り返し

幅広い。設計から板金加工、溶接、塗装までの一貫生

単位で異なり、精度を管理するためには、68 種類全部

精度を達成することで、成長分野でのニーズである、

産ができるのも同社の特長である。

品に対しそれぞれ加工条件を設定する必要がある。さ

かつての加工技術を超える高精度で複雑な形状の板金

らに、量産化に対応するためには高精度を維持する加

部品の安定供給が可能となることは、他者との大きな

工条件の管理能力も必要となる。

差別化、競争力強化となる。

それを支えるのが、一級工場板金技能士や一級塗装
技能士、各種溶接の資格などを多数保持している技術
者たちである。ものづくりを支える技術の向上と全体

当初は、技術スタッフの努力もあり、なんとか注文

的な底上げに挑み続けており、職業訓練法人アマダス

に対応していた。それでも 1 回につき受注する 30 台

クール（神奈川県、末岡愼弘理事長）が主催する「優

に対して、2、3 個は精度を満たせない部品が出るため、

秀板金製品技能フェア」において、数々の賞を受賞し

毎回 35 個程つくっていたた。

ているほどだ。(2016 年には経済産業大臣賞を受賞）

▲加工誤差の高精度化を可能にしたベンディングマシン。

加工条件のスムーズな運用を可能とする
システムを構築した

今後の課題・展望

バーコード付きの製造
指示書を発行。

そうしたなか、中国などアジアでの市場が拡大した

事業の内容

こともあり、受注する台数も増えはじめ、従来の設備

生産技術の高度精度化が実現したことで、月間 30

と体制では対応できなくなった。そこで、現在より精

台だった受注が、現在では月間 120 台と約 4 倍に増え

度管理ができる曲げ加工装置とその加工条件の管理能

ている。今後も受注量の増加が見込まれるため、さら

力を上げることを目的に、補助金を活用して設備投資

なる生産能力の強化が必要になる。

に踏み切った。
同社は、新しい分野である免疫検査分析装置の製造

生産力を高めるために必要な対策として位置付けて
ベンディングマシンの
バーコードリーダーで
バーコードを読み取
り、データサーバから
加工条件を呼び出し、
曲げ加工を行う。

いるのが、自動化である。精度が良くなっても人に頼

事業の成果

に携わっている。関東に本社を置く大手医療機器メー

る工程をいかに効率化できるかが、ポイントになると

カーが、2011 年の東日本大震災で甚大な被害を受けた

考えている。ロボット化が進めば、今回の検証ノウハ

のがきっかけだった。

ウを基に、複雑で高精度な板金部品の設計提案及びス

「免疫検査分析装置」は、甲状腺、循環機器、婦人

ムーズな量産体制の構築が可能となる。

科等の専門領域の測定項目をカバーするものとして、

2014 年 12 月、ファインミクロンベンダーを導入した。

医療分野への進出によって、新しい事業の可能性も

専門病院から大型の医療施設まで幅広いニーズで使用

このベンダー（曲げ加工機）を使用して、免疫検査分

見えてきた。バイオテクノロジー研究分野への進出で

されている。白血病など血液の病気を調べるために欠

析装置の板金部品の曲げ加工 1 箇所の誤差が 0.01ｍｍ

ある。そうして事業領域を拡大することで、製造等の

かせない医療機器で、その生産が止まってしまうとい

となる、最適な加工条件を見出すために 65 品目の曲

技術スタッフの雇用拡大を図り、同社が目指す地域経

うことは、人の命に関わる。メーカー側もＢＣＰ（事

げ部品を試作した。１回目の試作で 57 品目は目標と

済に貢献していくこともできるだろう。

業継続計画）対策ということで、九州に工場をつくる

する 0.01ｍｍ以内に納まった。残り 8 部品について、

ということになった。それに伴い、現地で部品を調達

一級工場板金技能士が中心となり、板金加工ノウハウ

することになり、同社に声がかかった。

を駆使して改善を繰り返し、曲げ加工 1 箇所の誤差が

しかし、受注する免疫検査分析装置は 68 種類の精

0.01ｍｍとなるよう加工条件を見直した。最終的にす

密板金部品を使用しており、全てにおいて複雑な形状

べての部品について、曲げ加工１箇所の誤差を 0.01

で高い精度を要求される。具体的には、この装置の板

ｍｍ以内にすることができた。

金部品には ±0.1mm ～ ±0.2mm の寸法精度が要求され

得られた最適加工条件をデータサーバに格納し、構

る。しかも、部品形状が複雑で、1 部品平均 5 箇所の

築した管理システム通りの運用を行ない、品質（誤差

18

曲げ加工条件を変更し
た場合、変更した加工
条件をデータサーバに
保存し、次回生産時に
最新の加工条件を呼び
出す。

企 業 概 要
会
住
代
連
資

社 名
所
表 者
絡 先
本 金

ナサ工業株式会社
福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷1323-1
長澤 貢多
TEL092-932-1126、FAX092-932-5056
1500万円

創
業
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和49年10月1日（創業:昭和44年10月1日）
各種精密板金加工、各種制御盤・配電盤設計製作、エス
カレータ外装設計・工事、エレベータ改修部品製作など
94人
http://www.nasakogyo.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：精密加工
株式会社ナダヨシ（古賀市）
本事業への経緯

される。ファン作動後、数分で 0.5 ミクロン以上の粒

式ベンディングマシンでミクロン単位の位置決め精度

子が 30ｃｍ四方の空間の中で 100 個以下まで下がった

により、踏み直しがゼロになり精度の向上とスピード

数値（クラス 100）を満たさなければならない。それ

アップを実現した。

を実現するクリーンファンユニットは病院の構造によ
ステンレスやアルミ、スチール、チタンなどの精密

り様々な形が必要となる。

また、工作物が大型のため、工程間の移動には２人
の担当者が市販のテーブルを使って作業していたが、

板金、溶接、加工一式を手掛ける。創業当時は、厨房

加工精度の高さ以外にも、製品の取り付け作業は病

回転や積み下ろし、移動などにかなり作業負担が必要

機器の製造を主に行なっていたが、徐々に事業領域を

院工事の後工程となるため、図面の変更に加えて短納

だった。そこで、自社設計のオリジナル回転治具を製

広げ、現在では、厨房機具や医療機器、自動車パーツ、

期への対応が求められる。同社は自社で図面を描ける

作し、ハンドリング作業を軽減することができた。こ

装飾品金物など様々な分野のものを作っている。

優位性を活かし、さらに制度の高い加工技術と効率化

れらの取り組みによって、ファンコイルユニットの製

を追求し、求められる短納期に対応できる体制づくり

作時間を 20％削減した。加工や導線の効率化が進んだ

を目指した。

ことで現場スタッフの負担も大幅に軽減できた。

顧客の様々な要望をステンレス加工で形にすること
を得意としている。通常、ステンレスなどの金属では

高 精 度、 高 効 率
を実現するベン
ディングマシン

作れそうにもないような作品を作る。例えば、厨房設
備や機械・装置などに加えて、時計塔や看板、神社・

事業の成果

今後の課題・展望
試
作
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

仏閣の備品や装飾品、折鶴や魚などのシートメタルク
ラフトというように、意外なものまで形にしてしまう。
同社がこれだけの物を作ることができるのは、高い
技術力を有しているからである。それは、これまでの

病院向けクリーンファンユニット部材製作には、精

受賞作品などを見ても理解できる。例えば、アマダス

密加工が困難な極薄素材を使用している。このため、

クール（岡本満夫理事長）が主催する「第 27 回優秀

通り精度を出すための踏み直しや複数の曲げ加工機を

国は、平成 25 年 6 月に知成長戦略の「戦略市場創

板金製品技能フェア」では、複雑な形状を１枚の金属

使う人海戦術型の曲げ加工が発生している。通り精度

造プラン」の一つとして、国民の健康寿命の延伸を掲

板で展開し、「240 面体」の複雑な作品を製作し、厚生

が悪いと、密閉性に影響が出る。

げ、医療機器の開発支援機能強化を展開すると謳って

今回の設備投資と業務効率化によって、高精度、短
納期への要望に対応できる体制ができた。

労働大臣賞を受賞した。一枚の金属板から作品を仕上

そのため、今回の補助金を活用して、平成 26 年 10

いる。国策ともマッチする医療分野への進出は、同社

げるには、緻密な計算と正確な設計、曲げや溶接といっ

月に極薄板の曲げを一度にできるベンディングマシン

にとっても大きな意義を持ち、さらなる成長への柱に

た高度な加工技術が求められる。他にも第 26 回では「御

を導入した。今まで持っていた曲げ機は 2ｍ50 ㎝の長

なるものと位置づけられる。

神輿台車 装飾ホイール」を出展し溶接品の部で銀賞、

さだったが、今回の曲げ機は 4ｍと長く、大型の曲げ

第 28 回では「ステンレス胡蝶蘭」を出展し造形品の

加工に対応できる。

部で銀賞を受賞するなど、毎年受賞を続ける常連であ

当てて、持ち上げる力で曲げていた。今回の曲げ機は
上から刃が下りてきて、上から力を加えて曲げる下降

事業の内容

「第２７回優秀板金製品技能フェア」
で厚生労働大臣賞を受賞したステ
ンレス製２４０面体 （写真左）。
ステンレス製の胡蝶蘭 （写真下）

このように高い技術力を有することから、様々な業

これまで、取引先の関係で営業エリアが西日本に限
定されていたが、東日本へも拡大をはじめた。そのた

今までの曲げ機は板を置いて、板を持ちあげて刃に

り、業界でも同社の技術力は高く評価されている。

軽�自
減�社
�工�
�程回
�移転
�動盤
��
負製
担作
��
大�
幅�
��

め、東日本からの受注も増えており、5 年後には 7000
万円の受注増を見込んでいる。
売上の増加に伴い、製造に関わる人員や顧客窓口の
営業等のスタッフが不足することになるため、2013
年「がんばる中小企 業・小規模事業者 300 社」に選
定された企業として雇用の拡大を図りたいと。(2014
年 4 月より、4 名採用決定 ) これにより、福岡県の
植木 剛彦 社長
（2016 年 10 月 1 日就任）

経済活性化に寄与していく。

界から依頼を受ける。医療関係もその一つ。手掛けて
植木剛彦社長 いるのは、病院の手術室で使用する空調機

企 業 概 要

や空気清浄機などを覆うクリーンファンユニットであ

会
住
代
連
資

る。電機メーカーからの依頼で製作することになった
という。
医療現場の病院手術室では、高い空気清浄度が要求

20

社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社 ナダヨシ
福岡県古賀市青柳194
植木 剛彦
TEL092-944-4755、FAX092-944-4756
1000万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和56年6月
ステンレス等精密板金、溶接、加工一式、厨房機
具、医療機器 、自動車パーツ、装飾品金物など
22人
http://www.nadayoshi.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：情報処理＋機械制御＋測定計測
株式会社西田（久留米市）
がりには数日以上を要する。

本事業への経緯

そこで、本事業ではこれらの問題を解決した新しい
真空加熱釜の開発とそれを使用した最適な調理と利用
方法を研究するために、補助金を活用し設備投資と試
昭和 20 年に創業、戦後はお菓子を作る機械を専門

作品開発を行なった。

に作っていた。その後、時代のニーズに合わせて加熱

る。また、タッチパネルに真空釜と制御される機器の
模式図を入れることで、視覚的に瞬時に状況を理解し
簡単に操作できるよう工夫した。
こうした工夫を重ねて開発した新型真空加熱釜を
使って、甘夏のピールの密漬けを制作したところ、密
漬けには従来の方法の半分の時間で出来上がった。甘

事業の成果

攪拌機、充填機の製造を手掛けている。大量の材料を

納豆は、4 ～ 5 日かかると思っていたのが一晩で出来た。

加熱しながら撹拌する横型撹拌機のニーダーや縦軸撹

今後の課題・展望

拌機、撹拌釜などで、様々な食品メーカーなどに販売
している。また、用途に合わせて真空、加圧が可能な
ニーダーも製造しており、練り餡や豚骨ラーメンに使

まず、真空加熱釜の構造における問題に取り組んだ。

用する豚骨スープ作りの現場でも採用されている。

従来の一般的な真空加熱釜の加熱方法は、二重ジャ

▲ 新型真空加熱釜

食生活や嗜好の変化や生産現場での職人不足問題に

ケット方式といって蒸気で釜の底を加熱する。釜の底

本事業で試作する真空加熱釜は、従来の真空加熱釜

対応するため、機械化が進んでいる。しかし、長年の

から対流が起きるため、加熱対象が対流により踊って

より煮くずれしにくく、更に加熱に必要なエネルギー

経験によって積み上げられる職人の技には及ばないも

しまい煮くずれの大きな原因となっていた。そこで、

も少なくなる。その結果、加工食品を作るランニング

のも多い。昔から日本人に好まれてきた甘納豆もその

新型の真空加熱釜では釜の側面から加熱することに

コストが安く製品の歩留まりも高くなると期待できる

一つであろう。甘納豆は熟練の技術と手間が必要とさ

よって、側面から中心に向かって対流を発生させ、加

ため、市場が拡大すると見込んでいる。

れた密漬け食品といわれるもので、甘納豆職人がいた

熱対象が踊りにくくし、煮くずれを防いだ。

新型真空加熱釜は、対流方式や温度、圧力等の条件、

ほどである。こうした、職人の技を再現し、受け継い

しかし、側面部分だけを加熱する方式だと熱が伝わ

それを全て制御で操作することができる。今後は、そ

でいく装置の開発も同社の社会的な役割であると考え

る面積が小さくなるため、時間あたりの加熱効率が下

れをＡＩ（人工知能）の技術を生かして、学習できる

ている。

がってしまう。この課題を解決するために、複数の独

ようにプログラムを進化させていく考えを持ってい

立したジャケットを装備して、それぞれの加熱部分を

る。最終的には、希望する食品加工の情報を入力する

任意に選ぶことができるように工夫した。

だけで、熟練した職人が作ったような最適な加工がで

事業の内容

試作では、下部と上部に独立した二重ジャケットを

きる釜を目指す。

取り付けた構造の缶体を製作した。ジャケットが独立

現在、第 6 次産業推進による第１次生産者の食品加

した構造にすることで、上側のジャケットのみに加熱

工市場への参入が増大しているが、第 1 次生産者の引

密漬け食品である甘納豆は、まず小豆をゆでる。茹

用の蒸気を入れれば、側面からのみの加熱し、側面か

き合い案件数だけでも昨年度は 2010 年度と比較する

で方が悪いと小豆が割れる。上手く茹で上がったらそ

ら対流を発生させることができる。一方、下側に取り

と 2 倍以上に増えており、本事業における真空加熱釜

れを一晩、糖蜜に漬けて豆の中の水と糖が置換する糖

付けたジャケットに蒸気を入れれば、従来のような加

の潜在的な需要は非常に大きいと見込んでいる。

置換を起こす。次の日、一度釜から上げて密切りして

熱もできるようにした。

糖蜜を濃くしていく。その工程を４、５日繰り返す。

福岡県産の甘夏のピー
ルを使った蜜漬けづくり。

ののようだ。
新型真空加熱釜は、様々な物を加工できる。豆や柑

同社の技術は海外からも注目されている。例えば、

橘類だけでなく、ゴボウや蓮根といった野菜、イチジ

真空加熱釜は低温で沸騰するため、通常の加熱をす

タイの研究所から試作の依頼も受けた。タイは農産物

クなどの果物なども対象となる。今後は、様々な素材

同社は、この職人の技を真空加熱釜を使って再現す

ると猛烈に沸騰してしまう。そこで厳密な温度調整を

が豊富だが余剰品もある。農業従事者の所得を上げる

の加工事例を増やし、素材によって加工を最適化する

ることで、新分野の開拓に挑む。真空加熱釜は釜内を

することで減圧下での猛烈な沸騰を抑制する必要があ

ため、付加価値の高い商品開発にも力を入れている。

ためのデータを蓄積していくことで、新型真空加熱釜

低圧にすることにより濃縮や蜜漬けに対して非常に効

る。そのために、釜内の気圧と温度を元に加熱制御を

同社の技術が注目されたのは、そうした背景によるも

の可能性を広げていきたいと考えている。

率的な調理が可能で、調理時間を大幅に短縮できる。

おこなうためのプログラムを制作した。装備した計測

しかし、従来の真空加熱釜では、釜の中心から激しい

器は「糖度計」「温度計」「気圧計」「重量計」で、釜

沸騰をしてしまうため豆が蜜中で踊ってしまい、煮く

の内部の情報を可視化した。

ずれてしまうという大きな問題があった。

これらの制御と操作は、タッチパネルで操作できる。

一方、真空方式をとらず蜜の濃度と温度調整で煮く

蒸気弁や真空ポンプ、循環ポンプなどの入力切り替え

ずれしない方式を採用した製品もあるが、製品の仕上

や温度、糖度を元にした自動制御運転も可能にしてい
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社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社西田
福岡県久留米市梅満町1633-1
西田 正記
TEL0942-32-5147、FAX0942-32-5149
1000万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和45年7月（創業：昭和21年５月）
食品加工機械
（加熱攪拌機、充填機、その他食品機械）
10人
http://www.fm-nishida.com/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：接合・実装
株式会社フクネツ（糟屋郡）
台の機械が必要になる。これらの工程には、毎回チャ

本事業への経緯

になり、対応力が高まったようだ。

ッキングが必要となり、その精度が悪いと仕上がりの

熱処理・研削工程については、当初の予定では、機

品質も落ちることになる。そのため毎回、正確にチャ

械（立型複合研削盤）への習熟に時間を要する計画だ

ッキングできているか、その精度を確認しながら作業

ったが、実際のＮC 装置は対話型に特化されており、

を進める。３台それぞれに一人ずつ関わることになる

難解な操作は基本的に必要なく短い時間で機械操作が

ら表面処理まで手掛けている。金属熱処理加工は、金

ので、その分の人手、時間、コストがかかる。また、

可能になり、劇的に短い時間で試作品の研削加工を完

属材質に適した熱処理方法、部品の形状や大きさに応

各面で機械を設置したり調整したりといった作業や待

了することができた。

じた焼入れ温度や時間のバランスなど、顧客が求める

ち時間が発生して、ロスも大きかった。

金属熱処理、研削加工技術をベースに、機械加工か

スペックを的確に満たす製品をスピーディーに提供す

最近、顧客から研削仕上加工の高精度化、短納期化、

る。

機械の導入によって、同社の強みである熱処理から
研削という一貫加工を活かすため、熱処理完了時の変

低価格化、さらには大型化の要望が日々強くなってい

寸・歪みデータを抑え、熱処理前寸法（Ｌ加工寸法）

また、鋼の表面にガス軟窒化、ガス浸硫窒化、そし

る。そのために、一回のチャッキングで内径、他面、

を適正に設定することにより、最小の研削代を残せる

てイオン窒化や TD 処理を施して、耐食性や耐磨耗性、

外径を連続的に研削できる立型複合研削盤を導入する

熱処理前寸法（Ｌ加工寸法）を設定することができた。

循環性、耐熱性など様々な機能を向上させる。熱処理

ことが急務であると認識していた。

後の研削加工では、円筒・内面・平面の各研削加工を

事業の成果

行っており、ミクロンレベルの精密な仕上げを得意と
している。

立体複合研削機

機械を 3 台から 1 台に集約できたことで、作業人員
も 1 人で済むようになり、その分の人件費負担も減っ
た。作業の効率化が向上したことで、これまで納期的
にひっ迫していたものが余裕をもってできるようにな

このように、機械加工から熱処理、研削加工までを

った。余力が生まれ、これまで体制の問題で受けられ

トータルに処理できる体制を構築している。さらに、

なかった依頼にも対応できるようになった。旋盤加工

協力企業のネットワークも活用し、顧客からの様々な

機械の導入によって、同社の強みである熱処理から

要望にも応えている。

の前工程で焼入れ作業も行っている。

研削という一貫加工を活かすため、熱処理完了時の変
寸・歪みデータを抑え、熱処理前寸法（Ｌ加工寸法）

事業の内容

今後の課題・展望

を適正に設定することにより、最小の研削代を残せる
熱処理前寸法（Ｌ加工寸法）を設定することができた。

横型研削盤による内面研削盤作業。

研削においては、1 回のチャッキングで内径、他面、
外径を連続的に処理できるようになったことから、精

熱処理および立体複合研削盤を駆使した生産性・精

最近の機械装置は大型化が進んでおり、かつ部品点

度が上がり加工時間も短くなった。最適寸法を設定し

度向上により、同社が対象とするマーケット分野が広

数を少なくし、コストを抑える傾向にある。それに合

た制作評価品（既存製品類似品）の加工時間を比較し

がり、新規顧客を複数開拓できると考えている。エネ

わせて部品単品の大型化・高精度化が求められるよう

たところ、現行平均作業では 219 時間かかっていたも

ルギー関係をはじめ、マシニングセンタや冷間鍛造機

になった。こうした市場の要望に迅速に対応できるか

のが、立体複合研削盤では 175 時間と大幅な短縮を実

などの工作機械、アルミダイキャスト、鋳造といった

どうかは、同社の業績に大きな影響を及ぼすことにも

現した。１回チャッキングでの作業とブレにくい立型

一般金属加工、建設機械の油圧機器などである。

なる。

での研削により、誤差の許容値を示す幾何公差に関し

同社の既存の設備では、リードタイムが長くなって

ても十分に満足できるだけの高精度を確保した。

しまい短納期対応が出来ていないだけでなく、マーケ

横型の研削盤は、掴んだ時に強い力がかかるので、

ットが要求するコストを満たせない製品もあることか

掴んだ形にひずんでしまう。ミクロン単位のわずかな

ら、機会チャンスを逃しているという危機感を抱いて

歪だが、高速で回転させるため歪があるとそれだけ遠

いる。

心力が働いてまっすぐ削れない。立型だと、自重がま

例えば、一つの製品を加工するのに、工作用具に固

っすぐに下にいき、掴む力もそれほど強くする必要が

定するチャッキングを行ない、内径を削る。そして、

ないので、たわむことが無い。そのことで、きれいな

別の機械に乗せ換えてまた他面を削る。その後に外径

真円に加工でき、複合機なので同軸度も確保できる。

を削るという工程がある。結局、１つの製品加工に３

今まで断っていたリング形状のものも受注出来るよう

24

立体複合研削盤を導入したことによって、コスト削
減や新分野での売り上げ増などもあり、業績向上が期
待できる。同社では、今後も堅調に売上を伸ばし、５
年後には 13 億円の売上高の達成を見込んでいる。
立型複合研削盤による内面研削作業。
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社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社フクネツ
福岡県粕屋郡篠栗町大字和田1034-8
永島 駿治
TEL092-947-5652、FAX092-947-5659
3500万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和44年7月21日
金属熱処理及び機械研削加工及びそれに伴う製品
の販売
85人
http://www.kkfukunetsu.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：接合・実装
二瀬窯業株式会社（飯塚市）
① モルタルの硬化時間の制御の問題

本事業への経緯

昭和 9 年の創業から特殊セメントの製造を手掛け、

向上している。密着強度や伸縮歪等へのストレス耐性

モルタルは、気候等により硬化時間が変動する。気

も従来製品を上回る。また、当社と金沢工業大学との

温が高い夏場は硬化速度が比較的速いが、気温が下が

共同研究で、高炉スラグ加工砂モルタルはマクロセル

る冬季は硬化が著しく遅くなる。モルタルの硬化に時

腐食の抑制効果が判明している。

間がかかれば、それだけ修復作業が長期化し、人件費

こうして試作品の効果を客観的データで実証するた

プレミックスモルタルの製造においては 40 年余の実

など修復コストが増加する。

めに、今回導入した「ストレス試験設備機」と「中性

績を持つ。

② マクロセル腐食の問題

化促進試験設備機」を用いて、①モルタル硬化時間の

モルタルは、セメントと水、砂を材料とするが、同

断面修復工法による補修を行なえば、補修部は健全

社のプレミックスモルタル製品は、用途や仕様に応じ

な状態に戻る。しかし、補修部周辺の鉄筋が補修部に

性化の評価を行なった。その結果、

て数百にのぼる原料から作られる。その中には、採り

対して腐食に弱い状態となり、集中的に腐食が進行す

①外気温に応じて適切な遅延剤を加えることで、外気

続けていればやがて無くなってしまう天然資源も含ま

る「マクロセル腐食」が発生する。腐食が発生すると

温に依存せず概ね 1 時間で硬化した。遅延剤の添加量

れる。天然珪砂の代わりに高炉スラグを使用すること

補修を行っても腐食が進行するため、その周辺に対す

は、外気温と使用する遅延剤量の関係を示したグラフ

で環境問題に貢献しようと研究を重ねてきた。

る補修工事を繰り返し行わなければならなくなる。

を製品に添付し、現場での利便性を向上させた。

高炉スラグとは製鉄所で鉄を製造する際に発生する

そこで、同社独自技術である高炉スラグ加工砂を利

高炉水砕スラグ砂（磨砕後）。形状
や大きさが均一になっている。

＜断面修復材の施工性試験＞

②マクロセル腐食試験での腐食量を 10ｍｇ/ｃ㎡以下

用した一般建築用モルタルをベースに、道路橋等の断

という著しいマクロセル腐食の抑制が可能になった。

同社はこのスラグに注目し研究すると、プレミックス

面補修工事に適合した補修剤の開発を行なう。従来の

③ストレス試験を 10,000 回以上クリアした。10,000

モルタル用の骨材としては、むしろ天然硅砂よりも適

モルタルでは困難であった「マクロセル腐食の抑制」

回のストレス試験は、道路橋等が約 30 年間受ける外

した性能を有しているという成果を得て、スラグ骨材

および「モルタルの硬化時間の制御」が可能で、かつ、

気温変化や車両荷重等によるストレス量に相当する

を応用したプレミックスモルタル製品群を開発してい

高耐久性を兼ね備えた付加価値の高い断面修復材を目

が、コンクリートからのモルタル剥離はなく、強い耐

る。その成果は建築学会でも評価され、エコマーク認

指した。さらに耐久性を実証するための試験機を導入

ストレス性を有する結果が得られた。

定製品として認められている。

し、評価を行なうための補助金を活用した。

④耐中性化については、FC＝24N ／ m ㎡コンクリート（一

事業の成果

高炉水砕スラグ砂（原砂）。形状
や大きさがバラバラ。

一定化、②マクロセル腐食の抑制、③高耐久性、④耐中

副産物で、何もしなければ埋め立て処分されてしまう。

事業の内容

＜高炉水砕スラグ砂電子顕微鏡写真＞

配合調整前。ずれ・だれ発生が発 配合調整後。異常は認められな
生している。
い。

般コンクリート）と同等を実現した。中性化とはコン
クリート劣化の一つである。少なくとも耐中性化は一
般コンクリートと同等であることが求められるが、そ
の数値もクリアしていた。
中性化促進装置。

道路橋などのコンクリート構造物は、風雨や直射日

まず、断面修復工法における上記課題を解決するモ

ストレス試験機。

今後の課題・展望

光、塩分などの厳しい環境下に長期間晒されるため、

ルタルの試作を行なった。具体的には、コンクリート

復材の需要も拡大すると推測され、同社は、現在持っ

コンクリート中の鉄筋の腐食が進行する。その結果、

の構造物に対して短時間での補修が可能であり、かつ

ている断面修復工事業者への販路から販売を開始す

コンクリートが剥落する事故が多発している。剥落事

補修後の鉄筋の腐食が少なく、耐ストレスおよび耐中

る。また、土木学会などでの論文発表やＮＥＸＣＯ 、

故を防止するため、モルタルを用いた断面修復工法に

性化に優れた断面補修材の試作を実施した。本試作品

国交省は、道路橋の長寿命化に関する取り組みとし

公共団体等の道路や橋を管理している団体へＰＲする

よる保守工事が行われる。

により、コンクリート構造物の断面補修工事にかる

て橋梁１５ｍ以上の点検、修繕計画策定および修繕実

ことで、関係業界へ広く認知され、実用化の促進，更

断面修復工法は、鉄筋腐食によりクラックの発生し

トータルコストの抑制効果が期待できる。これを実現

施を全国的に進めているが、修繕実施が完了した橋は

には販路拡大へ繋がるものと期待している。

たコンクリート部を剥ぎ取り、露出した鉄筋に対して

するための手段の一つとして、同社の独自技術である

全国平均で１５％程度に止まっている。今後、断面修

錆の除去および防錆処理を施し、修復部に再度モルタ

「高炉スラグ加工砂」を利用した。

ルを充填し硬化する。充填作業は左官作業により行わ

同社の高炉スラグ加工砂は、水砕スラグを丸く加工

れることが多く、モルタル塗布および乾燥・硬化工程

したものである。一般的な天然珪砂と比べ丸みがあり、

を複数回重ね塗りすることによって修復する。

少量の水でコテ塗り施工が可能であることに加えて、

しかし、断面修復工法は、以下の課題が指摘されて

潜在水硬性（水と反応して固まる）を有するため、硬

おり、関係者からその解決が望まれている。

化後のモルタルの強度や密着性が従来製品と比較して
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昭和24年9月（創業：昭和9年11月）
特殊セメント製造業
94人
http://futaseyogyo.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：立体造形＋接合・実装＋表面処理
株式会社豊光社（北九州市）
できる。

本事業への経緯

分子接着技術は、岩手大学の森邦夫名誉教授が開発
したもので、同社は森氏が代表を務める株式会社いお

さらに、このフォトマスク工法にて「３次元配線照
作を行った。

う化学研究所（岩手県盛岡市）とライセンス契約を結

この事業の成果としては、曲面基材に絶縁膜および

びプリント基板にこの技術を応用しようとしている。

銅配線パターンを形成することが確認できた。また、

から製作、部品実装、量産、そして評価・管理まで一

同社は分子接着とこれまで培ってきたプリント配線基

数 100 ㎛（マイクロメートル）程度のＬ＆Ｓ（ライン

貫した事業を担う九州のパイオニア企業である。

板のノウハウ・技術を使って、プリント基板の常識を

＆スペース）の局面配線基板の作製の可能性が見出せ

同社は、プリント基板 (PCB) のスペシャリスト集

覆すものづくりに挑戦している。それが、3Ｄプリン

た。球面上にＬＥＤ素子を実装できる配線パターンを

団としては老舗でありながら、早くから技術・技能伝

ト基板である。言葉の通り、これまで平面の基板にし

製作することもできる。今後、更に試作・改善により

承と世代交代を成し遂げてきた。50 年近い歴史を持ち

かプリントできなかったものが、曲面や立体物にもプ

残りの課題を解決して製品化を目指し、曲面配線基板

ながら、平均年齢 30 歳代前半の若き技術者集団は、

リントできるようになる。

により製造プロセスの簡素化と部品数の削減につなげ

創業以来 46 年、プリント基板分野に携わり、設計

積み上げてきた技術を基盤に新分野を積極的に切り開

従来の立体的な配線基板と言えば、平面プリント基

いてきた歴史を持つ。

板を組み合わせて 3 次元基板に仕上げていたが、形状

例えば、プリント基板という受注型が産業としての

や大きさなどに限界があった。しかし、分子接着技術

色が強いなかにあって、プリント基板技術をベースに

であれば、形や大きさに影響されないため、小型の立

センサ事業「Picsor ( ピクサー )」という自社ブラン

体配線基板を作成することも可能になる。

ドを立ち上げて、微弱な直流電流を非接触で検出でき

現在、ＬＥＤ照明や高性能ＣＰＵ装置などは、高機

る電流センサの開発、販売を行っている。またライティ

能で小型化、低コスト化が求められており、その解決

ング事業では、次世代エコ照明である CCFL 照明の開発・

策として 3 次元的な実装が求められている。

製品化に挑み、LED 照明とともに自社ブランド「Solana

このようなニーズに応えるため、３次元プリント配

＜分子接着技術で試作したプリント基板＞

明」と「異形ヒートシンクへの実装／装着製品」の製

球面に沿って配線が可能に
なったため、自然な光をつく
り出すことができるようにも
なった。

ていく。

今後の課題・展望

３次元プリント基板の製作方法を利用することで、
分子接着と当社の設計から

曲面や立体面の自由な位置や方向にＬＥＤ素子を配置
する「３次元配線照明」や異形ヒートシンク（放熱板）

製作、部品実装、量産技術が

( ソラナ ) 」として国内外への普及、拡大を進めている。

線基板の製造プロセスを確立し、実用化することによ

へ直接配線を形成し、ＬＥＤ素子やパワーモジュール

合わさり、様々な用途に合わせ

プリント基板分野でも、新しい可能性に挑戦している。

り、製品の形状に合わせた曲面の基板上への部品の実

などの発熱を伴う素子の放熱性能を向上させた製品へ

た３Ｄ（立体）配線が可能になっ

装に挑戦する。実現すれば、例えばＬＥＤ素子を立体

の応用が可能になる。また、家電製品のほとんどに使

的に配置し配光を向上させたり、製品の小型化、低コ

用されているフレームや外装といった樹脂製筐体

スト化も実現できる。３次元のプリント配線基板を製

（きょうたい）に直接配線を形成 すれば、部品を省略

事業の内容

作するための課題として、曲面に形成された銅箔に精
度良く任意の配線パターンを作る必要があり、この課
新しい事業として期待を寄せているのが、世界初の

題のために試作品開発に取り組んだ。

3Ｄ（三次元）プリント基板だ。通常、プリント基板は、
平面の金属板に銅の電解メッキを施し、腐食処理して

事業の成果

た。従来の基板の形に捉われ
ず、まあるい基板もつくること
がで、照明など様々な分野へ
倉光 宏

でき、小型化した製品を作ることもできる。

社長

波及する可能性を秘めている。
今後は、様々な業界の試作

既に、幾つもの業界から引き合いや試作品依頼を受

依頼なども受けながら、今まで

けているようで、最近は具体的な商品化へ向けた動き

になかったモノづくりの可能性

も加速しているようだ。

を追求していきたい。

腐食する部分と腐食しない部分の特性を使って導体部
と絶縁部に分けるエッチングを行なう。残った導体部
が基板に回路を形成する。
一方３Ｄプリント基板は、従来の接着技術とは全く

3 次元配線プロセスとして今回、「3 次元フォトマス

異なる発想で作られている。「分子接着技術」という

ク」工法を完成させた。この工法では、従来の平面プ

もので、これまでの技術では接着することができな

リント配線基板での工法のように、フォトマスクを銅

かった材料同士を分子レベルで接着することができる

張積層板に密着させて露光（ＵＶ照射）するために、

画期的な技術だと言われている。従来の接着法に比べ

曲面の基材に密着するフォトマスクを製作した。この

て、接着強度が非常に強い。熱や溶剤、振動に強く、

工法を同社では「ＭＡＲＢＳ（マービス）」と命名し、

材料に依存することがないため、どんな素材でも接着

市場へのＰＲを行なっている。
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昭和44年1月
CCFL照明など次世代照明の開発・販売、プリント基
板設計、プリント基板製造、電子部品実装など
36人
http://hohkohsya.co.jp/

試作開発＋設備投資
ものづくり技術：情報処理
株式会社ランテックソフトウェア（北九州市）
本事業への経緯

ソフトウェアの開発やインターネット構築支援、サ

いてある呼び出しボタンを押すと厨房などに設置した

従業員は手持ちのスマートフォンやタブレットに呼び

表示器に押されたチャイムのテーブル番号などが表示

出し情報が入るため、いちいち表示器まで見に行く必

される。表示器を設置する場所は、店の規模によって

要がなくなる。またテーブルに向かう際に、当人が画

も異なるが、厨房とデシャップ（飲み物を作成する場

面をタップする事で誰が向かったかという情報を皆で

所）の場合が多い。

共有することもできる。これによって、従業員の移動

イト運営などを手掛けている。主力事業である不動産

店の従業員が各テーブルを見て廻る手間が省けるこ

距離はかなり短くなる。ムダな時間も削減でき生産性

鑑定士向け業務ソフトは、地価公示・地価調査の鑑定

とから、少ない従業員で効率よく店を運営することが

も上がる。時間に余裕ができれば、他のサービスや業

評価書を作成する「鑑定評価システム」や全国標準書

できる。しかし、従業員は呼び出しがかかる度に、表

務に時間を割くことができるようになり、結果として

式を基本に最新書式のマンション収益・ＤＣＦ・農地・

示器が設置してある場所まで行ってテーブル番号を確

顧客満足度も上がるものと思われる。

山林まで組み込まれている「競売評価システム」、戸

認し、それからテーブルに向かうという動作を行う。

建住宅・共同住宅の第一期開発における評価額を算定

それを営業時間内に何度も繰り返す。広い店であれば、

サブ）と受信機（中継器）とタブレット、スマートフォ

する「開発法システム」など多数を開発。不動産鑑定

かなりの時間をロスすることになるし、従業員の肉体

ン用の表示アプリを開発した。アプリの開発は自社内

士から絶大な信頼を得て、業界ナンバーワンのシェア

的精神的負担も大きいと思われる。

で出来るが、ハードの開発については、チャイム製造・

を誇っている。

今回の試作品開発にあたり、新しく表示器（メイン、

今回のシステムは、テーブル

店が忙しくなると、呼び出しが表示されても応対で

販売メーカーに協力を求めた。当初は競合になるとの

番号の管理に工夫を加えれ

プログラム開発の技術を活かしてホームページの制

きる人がいなかったり、従業員同士がお見合いをした

懸念もあり協力を得られなかった。しかし、製品の優

ば、電話による予約時や来店

作から運用管理、独自ドメインの取得まで対応し、地

りすると、顧客満足度を落としかねないという危険性

位性を理解してもらい開発に至った。

での受付時に空きテーブルを

元企業や官公庁などに多くの導入実績を持つ。また、

も含んでいる。

土木業界向けや金融機関向け、学校向けなど業界に特

居酒屋など飲食業界は近年、従業員不足で頭を抱え

化したソフトウェアを開発している。一方、韓国のハ

ている。そのために、アルバイトスタッフの時給を上

ンソフト社と提携し、同社の技術を組み込んだイン

げるなどの対策で乗り切ろうとしているが、その分、

ターネット対応の自動ストリーミング・ロボット「Aero

経営を圧迫してしまう。人材確保と定着率の向上のた

Vision（エアロ・ビジョン）」を開発するなど、グロー

めにも、労働環境の改善がこれからの飲食業界に求め

バルな展開も図っている。

られると思われる。

見極めテーブルに案内する管
理システムへの連動が可能に

今後の課題・展望

なる。チャイムとテーブル番号
を紐づけることで、パソコンを使
わなくてもタブレット上に配置図
を描画し、テーブルを色分けす

スマートフォンやタブレットでお客の呼び出しを確

るなどの機能を付加すれば一

認できるシステムは他に例がない。業界初という優位

目で管理が可能となる。まだま

性に加え、アプリを無料で配布することにしており、

だシステムの可能性は広がる
に違いない。

また、庄司裕一社長は、KLIC（北九州国際 IT ビジ

同社が開発に着手した呼び出しチャイムは、こうし

ネス推進会）の会長を務め、ＩＴビジネスの普及やア

た飲食店が抱える問題を解決することを目的としてい

その分、導入コストは従来のシステムに比べ 40％程も

ジア地域との経済交流などにも積極的に取り組んでい

る。

安く提供できる。

る。

事業の成果

事業の内容

庄司 裕一 社長

今回の開発では、飲食店を主なターゲットと位置付

などで知ることができる。老人介護や病院でも同じよ

けていたが、工場や介護の現場での需要も掘り起こし

うに表示機まで戻らなくてもスタッフは迅速な対応が

ていきたいと考えている。例えば、工場の製造ライン

可能となる。

における呼び出し（部品供給呼出、故障アラーム呼出、

「呼び出しチャイム」の販売価格は１セット（受信

集荷・フォークリフト呼出など）だ。工場で作業中に

機１台、送信機 20 台、タブレット 2 台）で約 45 万円。

同社の呼び出しチャイムは、手持ちのスマートフォ

呼び出しがあっても、その都度、表示機を見に行く必

今後は、実施試験などを行ない、品質をより高め、

ソフトウェア開発のきっかけは様々なケースが挙げ

ンやタブレットにテーブル番号が表示されるという点

要がなくなる。さらに工場のラインを担当している場

マ ー ケ テ ィ ン グ、量 産、販 売 を 進 め、年 間 1000 ～

られるだろうが、問題解決や利便性の向上は、なかで

が最大の特長だと言える。呼び出しチャイムが押され

合、自分の前のラインが止まったなどの情報はスマホ

2000 セットの需要を開拓を目指す。

も重要なテーマといえるだろう。

たら、テーブル番号からの信号を受信表示器と受信機

同社が新規事業として開発に着手したのは、「呼出

（中継器）が受信する。ここまでは、従来型を変わら

しチャイム」と言われるものだ。呼び出しチャイムは、

ないが、このシステムでは受信機は、受けた信号をメ

ファミリーレストランや居酒屋など座席数が多い店舗

イ ン 表 示 器 に 送 る。そ し て メ イ ン 表 示 器 は、無 線

でよく見かける。

ＬＡＮによって従業員のスマートフォンやタブレッ

ファミリーレストランや居酒屋では、テーブルに置

ト、サブ表示器にも信号を送ることができる。
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庄司 裕一
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平成５年４月１日
ソフトウェア開発・ハードウェア販売、ホームページ作
成・ホスティングサービス・ASPサービス
7人
http://www.lantech-software.co.jp/

設備投資
ものづくり技術：精密加工
株式会社イシバシ（飯塚市）
続いている。

本事業への経緯

昭和 49 年に創業、鉄骨建築物の製作・取付、製缶・
プラント品の製作・取付等を事業の主軸としている。
製作した鉄骨材は、ビル・住宅等を中心として鉄骨建

行プロセスの約２倍となり、1 次加工全体で現行の 2

同社の鉄骨／プラント製品の加工は、メイン部材と

倍程度の生産能力を保有でき、リードタイム短縮、加

なる H 形鋼等の機械による穴あけ加工、切断加工、開

工量の増加を可能にした。これによって、これまで対

先加工を１次加工として行う。1 次加工を経て、職人

応できなかった短納期等への対応力を強化でき、かつ

による手作業での組み立て、溶接、検査、塗装の工程

非効率・不採算な外注の比率を低減させることにより

をたどり各建築現場等へ出荷となる。

利益率の向上が実現できる。

現在、同社の 1 次加工ラインの短納期対応における

築物の主要材料として使用されている。

ボトルネックは、切断加工工程であり、製品の出来高

今後の課題・展望

同社が提供する主要製品である建築用鉄骨（S 造）

が切断加工工程の加工量に左右される状況となってい

は、バブル期には 1,200 万トンの国内需要があったが、

る。そのため現状は社内キャパシティを超える切断加

リーマンショック直後には約 380 万トンに激減、業界

工は外注で対応しているが、外注先が繁忙の際は納期

全体が大きな痛手を受けた。近年ようやく市場が回復

が２～３週とかかり、先述の通り加工費も自社で行う

機械の能力が上がったことで、全体的なポテンシャ

し、同社も受注加工量が増加するなど業績は回復基調

より約 2 割高となってしまう。そのため、切断機の

ルも上がった。仕事の受注量は、景気の動向などに影

にある。2020 年の東京オリンピック開催に向けた特需

スピードアップが何よりの重大な課題となっている。

響を受けるが、これまで外注しなければ対応できな

等の追い風もあり、今後の需要はさらに増していくこ

切断機のスピードが上がれば、切断工程後の開先加

かった短納期の依頼を社内で受けることができるよう

工工程（開先加工：開先とは溶接を行う母材間に設け

になった。また、内製化が可能になったことで、価格

しかし、市場が縮小した影響で人材が流出し、人手

る溝のこと。本申請においては、Ｓ造鉄骨の大梁と柱

交渉においても、優位性が高まった。この設備体制を

不足による工事の不調、必要インフラの遅れや現場の

を繋ぐ際の溶接のために必要な開先を作るための加工

整えたことの意味は大きいようだ。

遅れ等といった問題として現れてきている。今後見込

処理）が次のボトルネックとなる。現状では、現行装

売上、利益ベースで考えると、受注加工量の増加に

まれる需要増加を考慮すると、こうした課題への対策

置の性能上、部材の 1 面ずつで開先加工していくこと

よ る 売 上 増 と 生 産 性 の 効 率 化 に よ り、2018 年 に は

を早急に行わない限り、日本国内の社会インフラの整

が余儀なくされており、2 台体制で加工材料の長さ、

2014 年の２倍の収益を見込んでいる。

備に関し、非常に厳しい状況になると懸念する声もあ

種類等を仕分けするなど極力効率的な加工方向を工夫

業界では、技術的、環境的、条件的などいわゆる難

る。

して対応しているが、切断工程のリードタイムが短縮

易度が高い物件を受けたがらないところも多い。同社

された場合、現状の対応では生産性は向上しない。

は、敢えて他社が避けがちな難しい物件を敢えて計画

とが予想されている。

こうした環境の変化をとらえ、同社では継続的な
リーダーとなる熟練技能者の育成と技能・技術強化、

リードタイムを短縮し 1 次加工全体の加工量を上げ

Ｈ鋼を溶接するために面取りす
る加工機械「開先加工機」
。

的に受けている。人が避けるような難しい仕事でも、

熟練技能をカバーできる製造設備の整備、効率的な製

るためには、切断加工工程と開先加工工程の両加工プ

当たり前にこなす技術とノウハウを付けていきたいと

造手法による短時間当たりの生産量向上に取り組みは

ロセスの高度化が必須となる。そこで、切断加工及び

いう石橋社長の考えからだ。時代が変わっても、難し

じめた。

開先加工の工程をより高効率化するために、形鋼を高

い建物はなくならない。そういう仕事を受け続けるた

速・精密に切断する機械と溶接を行うために面取りす

めにも、技術の向上と設備投資は欠かせない。

る機械を各一式ずつ導入した。

難しい仕事ができる会社であれば、同社のブランド力

事業の内容

。
鋼材を切断する装置「形鋼ハンドソー」

も向上し、さらに受注環境も向上するものと思われる。

事業の成果
工場長の小林洋樹さん。

受注加工量が増加する一方で、顧客のニーズは多様
化し、特に「短納期」が求められている。短納期化を
追求すれば、以前より製作期間が短くなるため、同社

設備投資を行なったことで、鉄骨の切断加工は効率

でもこの短納期化への対応として、社内のキャパシ

が上がり、また、高品質な溶接に必要な開先加工も大

ティを超えるものについては協力会社等への外注に頼

幅な改善がなされた。最新の設備を導入したことで精

らざるを得なくなった。しかし、外注先の単価と納期

度も上がり、後工程にも良い効果をもたらした。

が自社の予算納期より割高となるなど、逆ザヤ現状が

その結果、切断工程が現行の約３倍、開先加工が現
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昭和49年8月
鋼構造物工事業
12人

設備投資
ものづくり技術：材料製造プロセス＋表面処理

本事業への経緯

機を導入した。ショットブラストは、鉄やアルミなど

がった。加工物の強度と耐久性も向上し品質が上がっ

商業用風力発電の増速機の大半を
製造する国内トップメーカー

小径金属の球・ガラスビーズなどの粒子（通称ショッ

た。

同社は、1958 年から歯車減速機の製作に着手、半世
紀以上にわたり減速機や増速機・減速機など、各種歯

加工対象物の金属表面へ打ち付ける。これによって、

ノレール（吊り下げ）型へ変更した。従来はテーブル

・表面についた異物粒子や切粉を除去し清浄度を向上

に乗せて加工していたので、１つの面をブラストする

させる

と反転させてもう片面をブラストしなければならな

車装置（ギアボックス）の設計・製作を手掛けている。

・表面粗さ性状を変化させ塗装の密着性を高める

かった。これを吊り下げることで、反転作業が不要と

なかでも増速機は商業用風力発電装置の重要部品であ

・表面の硬さを向上させ、粗さ曲線を滑らかにし、強度・

なり一度の工程で全面をブラストすることができるよ

剛性を向上させる

うになった。作業工程が減った分、作業時間も大幅に

増速機は、風車の回転速度を数十倍に増幅して発電

といった効果を得る加工法である。また、この工程は

短縮することができた。また、作業担当者の安全性も

機に伝える役割を担う、風力発電装置にとっては非常

熱処理後のスラグ除去、塗装前の下地処理、鋼板の溶

より向上したことで、職場環境が改善された。環境が

に重要な役割を担っている。同社は、国産の大型商業

接部ビード除去など多岐に利用できる。

良くなったことで、気持ちよく作業ができるようにな

用風力発電の増速機の大半を製造する国内トップメー

ショットブラスト加工機は、他の工作機械と同様に

カーとして電力事業に貢献している。

年々、性能は向上している。海外企業との競争に勝ち

り、作業担当者のモチベーションも上がってきたよう

扉を閉めてブラストを行なう。

に見受けられる。

風力発電事業は、再生可能エネルギーの一翼を担う

残るためには、最新機種を導入することで性能向上に

また、大型化対応風力発電増速機は、取得エネルギー

発電形式として、我が国においても今後の発展が期待

よる加工時間短縮やコストダウン効果、外注加工の削

の増大を目指した大型化傾向にあり、当社増速機及び

されているが、風力発電先進国である欧米企業との競

減、高品位化、大型化対応、職場の安全性向上、職場

内部歯車も大型化を続けているが、風力発電用増速機

争に勝ち残るためには絶え間ない技術改良や革新が必

環境の改善などを見込んだ。

のショットブラストの内製加工が 1500ｍｍから 2500

要である。風力発電装置の近年における技術傾向、お

最新機はモノレール（吊り下げ）型
を採用したことで、一度に全面の
ブラストが可能になった。

▲

り、同社の主要な製品である。

導入した最新のショットブラスト
加工機。加工物を吊り下げて、
セットする。

次に、加工する際の状態を従来のテーブル型からモ

▲

ト玉）を、動力ファンなどの機材により高速で吐出し、

▲

株式会社石橋製作所（直方市）

ｍｍへと大型化でき、こうしたニーズにも対応できる

事業の成果

よび、その内部部品である増速機に要求される技術の

本体正面。扉を締め切った状
態。

外注加工費の削減効果も出た。導入前は加工できな

①国際競争力を高めるためのコストダウン。

い大型の加工物や故障時対応の為に、恒常的に外注協

②商業用風力発電機は、砂漠や山、洋上など人里離れ

力企業へ加工を委託していたものを社内で対応できる

▲

傾向は、

ようになった。

た場所に設置するため、修理やメンテナンスが大きな

実際に最新のショットブラスト機を導入することに

負担となる。そのため、故障・破損による稼働率低下

よって様々な成果を得られた。まず、ショット玉噴出

を防止する高強度化、素材高硬度化、増速機内部の高

孔（＝ローター）を従来の２個から５個に増加させた。

清浄度・高品位化といった品質向上。

この工法は、ショット玉の噴出によって加工するため、

③取得エネルギーの増大を目指した大型化などが

噴出孔の数を増やせばショット玉の噴出量が増え、加

電は国の施策として増やしていく考えを持っているよ

挙げられる。これらの課題やニーズに増速機として対

工時間を短縮できる。結果としてコストダウンへつな

うで、今後、さらにエネルギー産業の一端を担ってい

ようになった。外注費と運搬費などで金額に換算する
と年間 243 万円余の削減となる。

り下げる治具の製作や詳細な条件設定を研究していく
必要がある。

今後の課題・展望

前述の通り経済産業省の発表などを見ると、風力発

応するためには、製作工程の改善・強化、工作機械の

くこことになるだろう。増速機の売上は、風力発電機

大型化、高精度化、難削材加工への対応、徹底的な部
品洗浄等が不可欠である。

事業の内容

機械自体の取り扱いは、自動化が進み使いやすく

の販売状況に影響されるため納品先の業績に影響を受

なっていた。しかし、より高い効果を得るためには、

けるが、新機種導入による品質やコスト削減効果など

製品・部品によって形状や大きさ、材質、硬さが異な

を鑑み、今後は年 10％程度の成長を見込んでいる。

る加工物毎に適した吊り下げ方法の考案とそれらを吊

企 業 概 要
こうした時代ニーズに対応するため、増速機に求め
られる品質の向上とコスト削減を推し進め、競争力の
▲ 本社工場

強化を図ることを目的に最新のショットブラスト加工

34

会
住
代
連
資

社 名
所
表 者
絡 先
本 金
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福岡県直方市上頓野4636-15
石橋 和彦
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昭和30年（創業：昭和7年）
高精度歯車増減速機ならびに関連部品の設計・製作、
風車用増速機の設計・製作など
125人
http://www.ishibashi-mfg.com/

設備投資
ものづくり技術：製造環境
有限会社石橋屋（大牟田市）
い。

本事業への経緯

ニタリー性を完備した新しい機能性コンニャクジェル

同社は平成 25 年度、有効な医療用食料添加材とす

の製造設備ができ量産が可能になり、他の食材と配合

るために、繊維質（グルコマンナン）を損なわず、コ

した食品の賞味期限も長くなり、安定した高品質の医

ンニャク成分を５０％含むコンニャクジェルの試作を

療用食品の提供が可能となった。

行うとともに、福岡県工業技術センター（生食研）と

コンニャクジェルのメニュー開発については、大阪

コンニャクの技を守り続けてきた老舗である。機械化

協力しコンニャクジェルを用いたメニューの開発を

の製菓専門学校に試作開発を依頼し、コンニャクジェ

による大量生産が当たり前になった今日でも、熟練の

行った。このうち、数件のメニューについては販売の

ル入りロールケーキや抹茶コンベルサッション・マド

職人が昔ながらのバタ練製法でつくり上げる。そして、

見込みがたったが、医療用として商品化するためには、

レーヌなどを開発。海外において、グルテンフリーの

それを一つ一つ茹で上げ、あく抜きをし、手間暇惜し

解決すべき課題もあった。

市場が形成されていることも考慮し、グルテンフリー

まず作る。伝統の製法を守り、受け継ぐ老舗の姿勢を

それは、洗浄時に繊維質を損なわないこと、pH の調

見ることができる。

整が必要なこと、装置の洗浄方法を確立することなど

コンニャクジェルの市場調査については、和食の無

ズに合った商品を提供していく努力を惜しんではなら

開発と販売のための市場調査まで行うことを目的にも

形文化遺産への登録が追い風となって、海外での日本

ない。そうした努力の連続が、結果として老舗企業の

のづくり補助金を活用した。

食レストランが急増しており、美味しくて安全な日本

事業の成果

こんにゃく新素材コンニャ
クジェルの試作品

と評価が高かった。

である。加えて、コンニャクジェルを用いたメニュー

機能性に関心があつまり研究や商品化が進められてい

大
型
包
装
機

のヘルシーなスイーツを試作、官能試験でも美味しい

一方で、企業は時代の変化を読み取り、時代のニー

看板を作っていうのである。コンニャクは最近、その

▲

明治 10 年の創業以来、約 140 年にわたって手作り

コンニャクジェルラインへの
密閉化

食ブランドは世界で勝負できることを再確認した。

サニタリー設備

今後の課題・展望

る。同社も 2007 年頃から大手食品メーカーや大学と
研究チームを編成して、コンニャクを使った様々な商
品化に向けた研究を行ってきた。例えば、コンニャク
が血糖値の上昇を抑える機能や保湿性の高さ、あるい

前述の課題を解決するために、①大型包装機（医療

は、食感の面白さをテーマにしたものなどである。
そうした研究の一つとして開発を進めてきたのが、
「こんにゃく新素材コンニャクジェル」である。

用パッケージ装置）の据付、試作②コンニャクジェル

我が国の高齢化の速度は速く、医療用及び高齢者用

の品質、安定性評価③コンニャクジェルのメニュー開

食品の市場は年々伸び続けている。試作したメニュー

発④コンニャクジェルの市場調査を行った。

は、既に山口県の医療法と関連施設で、年間 40,000

たことも強い部分では

食の提供を予定している。このように高齢者福祉施設

ある。

まず、大型梱包機を既存装置とのライン生産を配慮

事業の内容

に入れ、サニタリー性の高いポンプなどを組み込んだ
混合機と専門家のアドバイスを基に設置を行なった。

グルテンフリーを中心にヘルシーなお菓子が完成した。

等への営業を実施し、市場開拓に取り組んでいる。

今後は海外市場も含

また、海外からの依頼も増えている。同社は、海外

め医療向けコンニャク

最適工程による製造条件の決定のため、ライン化によ

の展示会にも出展し、海外での認知度を高める活動を

ジェルの販路拡大を行

る試作実験を実施した。その結果、当初の目的であっ

続けている。そのなかで、海外では保湿効果に対する

な い、初 年 度、売 上

高齢化が進むなか、医療や介護施設で医療食料への

た 1 日 1 トンの製造ラインが確立され、新規事業とし

需要が高いといいうことが分かった。海外ではコン

2000 万 円 を 目 指 し、

重要度が高まっており、種々の特性を持つ食材が採用

ての取り組みが明確となった。ペッケージには特殊な

ニャクに対する固定観念がない。オーガニックなもの、

将来的に 1 日 3 トンの

されている。コンニャクもカロリー調整機能を有し植

包材を使うので、冷凍ができる。その結果、保存でき

自然なものは評価される。エビデンスが求められる海

製造規模の生産ライン

物繊維が豊富、嚥下（えんげ）しやすい等、医療用食

る期間が２ヶ月から 1 年に伸びた。これなら海外にも

外に対していは、医療用からスタートしたのは良い効

を建設し、年間売上 3 億円を目標とする。その他イン

材に適した特性を持っている。

提案できる。

果を生むだろう。これまでに行った大学や大手食品

ターネットや商品見本市への出店等で拡販を進め、年

メーカーなどとの共同研究によるバックボーンがあっ

間の成長率を 30％と見込んでいる。

しかし、コンニャク自体は風味・味気が無く、見た

コンニャクジェルの品質、安定性評価については、

目の地味さ、独特の臭いなどから既存のコンニャク製

保存温度 40℃士で 1 ヶ月保存による加速度検査やコン

品の他は限られた用途にしか用いられていない。また

ニャクジェルの粒度測定、原料の安定性検査を行った。

コンニャクの主成分であるコンニャクマンナンは、強

ライン生産を配慮に入れた製造試験で一般生菌の増殖

いゲル化作用があり水分を吸収すると簡単に固まって

を抑えられ、品質的にも粘度が一定を保ち安定的な商

しまうため、食品添加材料としては約２％程度の添加

品を供給できることが実証された。

率でコンニャクゼリー等に利用されているにすぎな

こうして、品質劣化防止及び混錬不足を解消し、サ
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有限会社 石橋屋
福岡県大牟田市大字上内５２９番地
石橋 渉
TEL0944-58-6683、FAX0944-58-7930
800万円
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平成4年（創業：明治10年）
コンニャクの製造販売
16人
http://www.konjac.jp/

海外の展示会にも積極的に出展し
販路を拡大している。写真は店頭
に立つ石橋社長。

設備投資
ものづくり技術：情報処理＋機械制御
今心株式会社（飯塚市）
印刷するためには、版を作成し、それを大判の紙に

納品までの業務の流れを洗い出し、業務フローを再構

４枚や８枚付けて一度に印刷し、印刷物の大きさに合

築した。月間約 1,300 件以上の受注情報（用紙情報・

わせて裁断する。例えば、Ａ４サイズのモノクロで片

数量・納期・デザインデータ製作時間）をデータベー

面印刷のチラシを１万枚印刷する場合、大判の紙に同

ス化し、人的処理で行っていた工程管理を一元管理す

同社の事業領域である広告印刷業界は今、プリント

じ版を８枚付けて印刷すれば、印刷に使用する紙は、

ることでムラ・ムダのない安定した工程が組める製造

技術の向上や国内景気の減退、通信インフラの発達な

1250 枚で済む。このように、同じ大きさや色（カラー、

工程システムを制作した。

どにより価格競争と短納期化が進んでいる。印刷業界

モノクロなど）、枚数、納期などの印刷物であれば、

次に、自動製版機を導入し、設置・動作テストを行っ

を取り巻く環境は厳しい状況にあるといえる。

異なる会社の印刷物であっても大判の紙で一緒に印刷

た。開発した製造工程システムと連動させたことで、

することで、コストダウンと短納期化が実現できる。

当初の計画通り従来機に比べ２倍に相当する時間当た

本事業への経緯

そうした中にあっても同社は、レジャー産業での広
告印刷に特化してきた。クライアントに対する広告印

印刷会社において版の掛合わせ（付け合わせ）は、

り約 40 版の製版が可能となった。同社は小ロット、

刷を含めた販促プロモーションの提案を行うと共に、

ベテランの社員が豊富な経験を元に決めている場合が

短納期の印刷物が多いため、製版枚数も多い。その中

自社で製造工程を構築し、高速オフセット輪転印刷機

多い。どのような掛合わせで製版をすれば、納期を守

で、17.89％の掛合わせ率、製版使用枚数では 16.94％

を用いて小ロット印刷を積極的受注するという独自の

りながら無駄なく利益率を最大化できるかというソフ

の削減を達成したことの効果は大きい。

手法で順調に売上を伸ばしてきた。

トも、ベテラン社員の頭の中である。

製版スピードが速まり、製版枚数を削減できたこと

それでも、現在のレジャー産業は年々市場が縮小し

今回の補助金を活用して、それをコンピュータプロ

で、輪転印刷機の待ち時間の短縮につながり、全体の

ている状況にあるため、同社としても他業界での売上

グラムで制御して、自動で最適な製版を行なおうとい

稼働率が大幅に向上した。今後、さらなる効率化を図

拡大を模索している。そこで、これまで培ってきた販

う独自の仕組みづくりに取り組んだ。

るため、使用している印刷受注システムとの運動を検

促プロモーションの実績と、製造部門で蓄積してきた

最新式製版機（写真上）と製版システムの画面（写真下）

討し操作性向上につなげていく考えだ。

短納期化のノウハウを活かせる業界として市場規模の

事業の成果

大きいスーパーなどの流通業界を選択した。

こうして、時間短縮、稼働率向上を実現したことで、
製造現場に余裕が生まれた。これまで受けることが出

しかし、スーパー等はレジャー産業に比べて膨大な

来なかった、印刷のみの受注も可能になり、ホームセ

商品点数と複雑な情報のためプロモーション制作に費

ンターや薬局といった新しい分野を開拓するきっかけ

やす時間が増え、加えてこれまで以上の短納期化に伴

まず、業務フローを見直した。営業部・管理部・デ

う製造工期の短縮という要望に対応しなければならな

ザイン制作部の各部署責任者と協議を重ね、受注から

となっている。

そのために、製版システムの改良が重要なポイント
にもなる。システムに様々な情報を入力するのは、営

今後の課題・展望

い。流通業界で事業を拡大するためには、競争に勝ち

業担当者である。各担当者が入力する言葉の使い方や

残るための経営の効率化とコスト削減が必要であると

特徴を把握しながら、システムを成長させていくのだ。

いえる。

同時に、システムを使用する営業担当者に教育を行な

同社は、高速オフセット輪転印刷機を用いての小

い、システムの能力を最大限活用できるように環境を

ロット印刷化・短納期化を実現し業績を伸ばしてきた

自動製版システムを開発は、ベテラン社員に頼るし

が、その製造工程の運営はベテラン社員の経験と感覚

かなかった業務を誰でもできる業務に変革した。こう

レジャー産業からスピードが要求される流通業界に

で行っている。今後、さらなる製造効率向上・短納期

したスピードアップと業務効率の向上によって、生産

フィールドを広げた同社は、高速自動製版機と製版シ

化を進めるにあたって、製造工程の運営を経験と感覚

性が高まり全体に余力も生まれた。同社がレジャー産

ステムを武器に、流通業界以外の市場への参入も視野

業で培ってきたイベントやプロモーションのノウハウ

に入れ 5％の売上増を見込んでいる。

だけで行うことは限界がある。作業工程のシステム化、
工場内のライン （写真上） と最新式印刷機 （写真下）

製版機の自動・高速化を模索することで、新たな活路

整えていく。

も活かしながら相乗効果が上がることも期待できる。

を見出そうとしている。
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今心株式会社
福岡県飯塚市横田669-69
野田 孝親
TEL0948-22-2888、FAX0948-22-3666
1000万円

創
業
事業内容
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昭和37年2月
印刷業、広告代理業
10人
http://www.ima-gine.jp/

設備投資
ものづくり技術：材料製造プロセス＋複合・新機能材料

り扱いが難しく時間もかかる。外注するとコストがか

ただ、クリンカを粉砕するクリンカクラッシャーと

かる。それで、被膜を取り除くためにエアブラスト装

いう機械は、使っているうちに粉砕用の刃が摩耗する

置を購入した。両方から手を入れて、ガラス工芸で削

ため、定期的なメンテナンスや交換が必要になる。ク

るように、中で空気と一緒に硬い材質の粉体を当てて

ラッシャーには、耐衝撃性を有する鋼材を使用するが、

被膜を飛ばすのだが、実際にやってみると思った以上

ロム鋳鉄という摩耗性の高い非常に硬い鋳鉄材をメイ

粉砕刃の寿命を延ばすことでコストダウンを図りたい

に上手くいった。評価試験では、5ｋｇの超硬粒を処

ンに製造していた。同社の営業方針は、トータルバラ

というニーズがある。

理するのに 1 時間という目標を設定していたが、実際

産業用機械部品の製造を手掛けている。元々、高ク

ンスを保つことだという。例えば、お客のニーズに応

▲

リサイクル材としていろいろな用途に使われる。

本事業への経緯

硬�
質�
耐�
摩�
耗�
材�
�
料装
�置
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達短
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可間
能�
�低
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�
��

には 23 分程度で処理を完了、低コストで超硬粒を調

える方法は決して一通りではないという考え方だ。そ

達する道筋が立った。こうして新しい鋳造素材の製造

こには、「お客にとっての『最適』とは何なのか」と

技術の確立とトータルコストの削減に成功したこと

いう考え方が根底にある。たとえば、導入する機械の

で、産業用機械部品分野における幅広い耐久消耗品市

コストを下げたいという要望を受けた場合、目先の対

場を開拓する基礎ができた。

応だけを考えれば材料の価格を落とすことでコストを

鉄鋼製品の場合、摩耗しないように硬さを上げれば

落とすことはできる。しかし、反対に優れた材質を使っ

摩耗しにくくなるが、衝撃に弱くなる。ガラスと同じ

て耐久性を高め機械のメンテナンス機会を減らした

で硬くなればなるだけ、割れやすくなる。だから、こ

り、寿命を長くしたりすることでトータル的なコスト

こには摩耗もさせたくないが、割れにくい材質が必要

削減を実現することもできるという考え方だ。

になる。粉砕刃の本体は割れないように硬くすればよ

�加
�圧
�焼
結
装
置
�
超
硬
包
含
�
�
�
�
製
作

今後の課題・展望

▲硬質皮膜除去前のリサイクル
超硬粉砕粒。

同社は、一対一の営業を重視するスタイルにこだわ

い。しかし、一体となっている刃の部分は摩耗しにく

本事業の事業化に向けては、試作レベルで既に石炭

り、多品種で小ロット、短納期といった小回りの利く

いように硬さと粘り強さの相反する特性を兼ね備えて

火力発電所における石炭灰粉砕設備で実機試用を開始

営業で顧客からの信頼を得てきた。

おかなければならない。

し、現在は製品の多様化、量産化、短納期化、品質の

▲

事業の成果

▲

株式会社苅野（直方市）

▲硬質皮膜除去後のリサイク
ル超硬粉砕粒。

リサイクル超硬粉砕粒包含ピース。

そうして、鉄鋼関係やセメントメーカーに耐摩耗性

同社は、破砕する刃の部分に超硬合金の粉砕粒子を

や耐熱性の製品を少しずつ増やしていった。鋳造材質

鋳包んで、局所的に耐摩耗性を高め、鋳造母材と超硬

今回の設備投資によってこれらの課題が解決できる

も 30 年程前は 5 種類程度だったが、現在では 83 もの

合金を複合化する製造法で問題をクリアしようと考え

ものと考えている。そうなれば、他の製品でも既に販

材質を手掛けている。

た。しかし、刃の部分に粉砕粒子がバランス良く安定

路を有している全国の火力発電所やごみ焼却場におい

した状態で固定できるかという難題があった。試行錯

て、耐摩耗性が要求されるより多くの機械設備部品に

誤の末、予めニッケル粉末（ろう材）の中に超硬粒を

応用適用範囲が広がるであろう。各種機械設備等の耐

耗試 験等については、福岡県

適度に包ませ、今回の補助金申請で購入した加圧焼結

久部材供給者として大きな差別化を果たせ、幅広い耐

工業技術センター機械電子研

装置を用いて刃先の形状に成型した超硬粒包含ピース

久消耗品市場を獲得できる可能も見えてくる。

究所の協力を仰ぎ、技術面等

事業の内容

を作製、これを鋳型内にセットして注湯する方法にた
産業用機械部品の分野において、耐摩耗特性を有す

どり着いた。

安定化に向けた取り組みを行なっている。

鋳造母材と超硬粒の溶着接合
部における接合強度や組織観
察、元素分布、硬度観測、摩

現状の生産体制によれば、年間 500 万円程度の売り

で有益な指導やアドバイス等
苅野 毅

上げであるが、本事業が実現すれば、生産体制の増強

社長

を頂いている。

る特殊合金含有の鋳造素材は様々な用途で使用される

こうして高い耐摩耗性と強靭さを併せ持つ粉砕刃の

と販路の拡充で、5 年後には年間 5,000 万円程度の売

今後も継続して連携を行いな

が、近年の産業構造の変化や経営環境の激化は、使用

製造が可能になった。しかし、破砕する刃に使用する

上拡大が見込め、同社にとって、新たな耐久材料分野

がら設備の導入と製品化に向

する機械性能の更なる高度化やより強度のい耐久化が

超硬材はタングステンやコバルト等の高価な稀少金属

における主力製品の柱とすることができると期待して

けて課題解決の検討立案と実

強く要求されるようになった。そのため、より経済的

である。そこで、切削工具等で用いられた使用済の超

いる。

でより優れた素材特性を有した鋳造部品を生み出せる

硬材を回収し、これらを粉砕して分級したものを調達

生産体制の構築と強化が最重要課題となっている。

して使用することにした。

例えば、火力発電所では石炭を微粉炭の状態にして

しかし、使用済みの超硬材の表面にはコーティング

燃焼し、その熱源を利用してボイラーを動かして発電

が施してある。コーティングされていると、鋳包む時

する。石炭が燃えた後には石炭灰の塊であるクリンカ

に被膜が溶湯（液体状に溶けた金属）をはじいて鋳包

が残る。クリンカは、細かく粉砕して、建築資材など

みしづらくなる。薬品で取る方法もあるが、薬品の取
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行を推進していく。
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株式会社苅野
福岡県直方市上頓野4636-10
苅野 毅
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2000万円

創
業
事業内容
従業員数
ホームページ

41

昭和元年4月
各種プラントで使用される産業機械部品・部材の製造
16人
http://www.karino-g.com/

設備投資
ものづくり技術：製造環境＋機械制御＋測定計測
株式会社タムラ（福岡市）
れは上部ホッパーから円形のフィーダーの中に出てく

本事業への経緯

る原料を振動による推進力で、内周のレールを登る供
給方式を採っていた。設備が安価であるという利点が

た。

事業の成果

あるため、振動型パーツフィーダーが具材供給の主流
昭和 48 年の設立以来、福岡県を中心とした地場の

であった。振動の強弱でバケットに供給した後に計量

即席麺や味噌醤油醸造所、スープ、辛子明太子、漬物、

の工程がないため、1 ショットずつの量目が大きくば

惣菜、畜肉・水産加工など多くの食品メーカーに原料

らついてしまう。そのため、製品の量目範囲を広く設

新しい微量計量機の導入により、従来の方式で発生

を供給してきた。

定せざるを得なくなり、品質の均一化を確保できない

していた量目不良品は出なくなった。その理由は、設

点が競合コンペにおける大きなマイナス要因となる。

定された規格の範囲内で正確な計量ができるように

平成元年に数種類の調味料を混合して欲しいという
依頼を受けたのがきっかけとなり、食品包装事業を立

従来の方式では、小袋充填包装後にウェイトチェッ

なったためだ。原料を使い過ぎることがなくなったた

ち上げる。製造するのは粉末と乾燥具材の小袋充填包

カーで量目選別する際に量目不良（設定範囲より軽い

め、歩留まりが大きく向上した。また、従来は目視で

装が中心で、現在はフリーズドライ焼豚、刻み海苔、

ものと重いもの）が発生する。これは廃棄原料となっ

量を調整するために必要としていた作業者を、より生

粉末スープ、乾燥ネギ、乾燥ワカメ、ガーリックスラ

てしまうため、原料や包材の歩留りが悪化し収益を圧

産性の高い仕事に配置転換することもできた。また、

イス、唐辛子輪切りなど幅広い要望に対応している。

迫する。小袋充填包装前に 1 ショットずつ計量する正

食品に接触する部分が全て分解洗浄できる仕様のた

確な計量システムを導入しなければ、これからの競争

め、衛生面での安全性も向上した。このような品質の

に勝ち残れないという危機感を持っていた。そこで、

向上と安心安全の実現は、市場における競争力に大き

今回の補助金を活用して微量計量機の導入を実現し

く貢献している。

事業の内容

設備導入後の製造ライン

今後の課題・展望
商品サイクルが短いといわれる加工食品において、
新たに小袋を作るために機械を導入するのはリスクが
あり、スピード感に欠ける。そのため、食品メーカー

従来の振動型パーツフィーダ―

が外部委託するケースは増えてきたが、市場の競争も

今回の設備導入により、大きな受注増を見込んでお

激しくなった。九州圏内に留まらず関東関西の食品包

り、製造部門の売上比率を現在の 20％から５年後には

装業者との競争になることもある。業界で勝ち残って

30％まで引き上げる。卸売業に比べて限界利益率の高

いくために品質面、コスト面の優位性、さらには安心・

い製造部門（食品包装事業）が増えることにより収益

安全の信頼性を確保していく必要に迫られている。

構造の改善が進み、経常利益が増加して企業の存続と

従来、乾燥食品具材の自動充填包装機では、原料の

成長の強い基盤を築く事ができると考えている。今後

供給に振動型パーツフィーダーが使用されており、こ

の製造部門の拡充と展開を視野に入れて、現在第 2 工
場の建設を計画している。

新方式の微量計量装置
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社 名
所
表 者
絡 先
本 金

株式会社タムラ
福岡市東区多の津1-5-2
田村 康宏
TEL092-626-1117、FAX092-626-1118
1000万円

設
立
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和４８年６月（創業：昭和４４年５月）
業務用、調味料・食品素材・食品添加物などの販売。粉
末・乾燥食品の小袋包装。
38人
http://www.tamurafoods.co.jp/

設備投資
ものづくり技術：接合・実装＋表面処理
株式会社八ちゃん堂（みやま市）
た水分はブルーベリーには戻らないため、ブルーベ

本事業への経緯

同社は、たこ焼きの移動販売で創業、カプセル式店

減少はコスト削減につながることから歓迎される。

リー本体は乾燥が進み鮮度が落ちてしまう。そうなる

スキンパックは、海外では認知され始めたが、日本

と価値が下がるため、販売側としても商品を破棄せざ

国内では果物や野菜（食材）等鮮度維持を目的とする

るを得ない。

真空スキンパックは、コスト高が障壁となって商品化

賞味期限も短くなるので、スーパーなど販売者に

がなされていないようだ。そのため、同社オリジナル

舗を開発し、ＦＣ展開によって事業を拡大。昭和 57 年

とっては扱いが難しいものの一つかもしれない。一方、

のスキンパック設備を海外から輸入した。当然、食品

8 月には業界初の冷凍たこ焼きを製造・販売するなど、

消費者から見ると、冷凍食品は中身が見えないものが

を包む専用のフィルムもない。前例のない商品開発だ

常に新しいことにチャレンジする風土をつくり上げて

多い。その分、パッケージに書かれた情報から、その

けに、同社では食品を載せるトレイや食品を包むフィ

きた。

価値を判断するしかない。商品パッケージは、華やか

ルムについて、最適な素材や厚さを研究した。特にフィ

みかんの皮をむいて丸ごと冷凍した「むかん」もそ

なものやインパクトが強いものが多い。商品によって

ルムは、果物の種類や形によって厚さを変えるなどの

の一つである。冷凍みかんは、皮をむく手間がかかり、

は、中身との違いに戸惑った経験をした消費者も多い

調整が必要になるため、素材毎に最適なフィルムの厚

皮などのゴミも出る。そのことを不満に感じる消費者

と聞く。

さを見つけ出すための試行錯誤を繰り返した。

が増えているのも事実だ。そんな消費者の不満に注目

このように販売者、消費者双方が抱えている冷凍果

研究の結果、真空スキンパックの実用化にたどり着

し誰もが簡単に、美味しく食べられるように皮をむい

物に対する不満を解決するために、これまでにない新

き、現在はみかん、葡萄、パイン、苺など 6 種類の果

た商品として「むかん」を開発。1 個 1 個包装して、

しい冷凍果物の開発に挑戦した。

物を商品化している。

従来のラッピングのみの包装で
は、霜が付きやすい。

スキンパック包装では、霜が付き
にくく、新鮮な状態で長期保存が
できる。

スキンパック包装
試作品

試作：ブルーベリー

おにぎりの包装と同じように簡単に開封できるなど、

事業の成果

消費者目線の工夫も凝らし大きなヒット商品となっ

今後の課題・展望

た。
福岡県は野菜や果物など、豊富な農産物に恵まれて

試作：みかん

いる。しかし、一方で果物を食べる人が減り、消費が
伸び悩んでいるという問題も抱えている。同社は、新

果物の形状や鮮度が消費者にも見ることができて、

国内は、単身世帯数の増加（2015 年には全世帯数

しい発想の下、たこ焼きやみかんの冷凍技術で培った

冷凍による鮮度の長期保持を可能にするという課題に

の１／３超の見通し）に加え、高齢化の加速に伴い加

ら支持を得られる価格の実現などの課題も認識してお

ノウハウを活かし、果物を使った新しい冷凍食品を開

対して、同社がアプローチしたのは、はこれまでにな

工済み食品・食材への需要が増加している。また、高

り、量産化と併せて研究を続けているところだ。まだ、

発し、新しい市場を創造したいと考えている。

い生鮮果物や野菜（食材）の真空スキンパックによる

齢者向け介護施設や要介護世帯の増加が続くなか、給

限られた店舗での販売なので、認知度が低い。これか

包装の実現だった。

食需要の拡大も見込まれる。そうした時代背景を考え

ら徐々にブランド化して、5 年、10 年後には、新しい

ると、スキンパック包装による長期保存可能な加工済

食品のスタンダードに育てていきたいとしている。

事業の内容

スキンパック包装とは、単なる真空パックと異なり、
食品の形状に合せ文字通り皮膚（スキン）のように特

み食品のニーズは更に高まるだろう。

今回の設備投資では、果物の真空スキンパックを実

殊フィルムを真空密着させる包装方法のことだ。この

同社は、価格低下に打撃を受け、新たな消費先を求

施し、商品化のめどが立ったことから、今後は、状況

方法では、フィルムを密着させ真空状態にすることで

めていた地元みかん農家と連携し、冷凍蜜柑「むかん」

を見ながら量産化に向けた動きを加速させたい考え

果物から離水が発生しないため霜が付かない。乾燥も

を 24 年度に商品化、大手コンビニ、流通大手に供給

だ。また、第 2 期として、導入設備を用いてスパゲッティ

美味しい冷凍果物の開発だった。通常、冷凍された果

抑え、瑞々しいシズル感も表現できる。見た目は、取

し 25 年度売上前年比 200％UP を達成した実績を持つ。

やピザ等のスキンパック化も目指す。そして、その後

物は、スーパーなどに設置されている冷凍食材・食品

れたての果物そのものだ。フィルムが透明なため、中

こうして開拓した取引先から高級食材のスキンパック

は給食用加工食品のマーケティング調査を行ないなが

コーナーなどで売られている。果物は水分が多いため、

の食品の形や色、鮮度などについて、そのままの状態

化の開発要請も受けており、安定的売上増が可能と判

らニーズが高いスキンパック加工食品の開発を計画し

冷凍しても時間が経つと霜が付く。霜が出始めると劣

を見ることができる。これまで包装袋のイメージしか

断している。販売を加速させるためには、幅広い層か

ている。

化が進む。例えば、冷凍果実として一般的に取扱いの

分からずに不安や不満を抱いていた消費者も安心して

あるブルーベリーは、店頭で販売していると、冷凍ケー

購入することができるようになるだろう。

商品化に当たり設けたテーマは、長期保存ができ、

スの中に入れていても、扉の開け閉めや移動によって

従来の生鮮カットフルーツは、消費期限が極端に短

温度が変化する。そうした環境下では、ブルーベリー

いラッピングのみの包装に対し鮮度維持を伴う消費期

本体から水分が水蒸気になって外に出てしまう。それ

限の延長が可能となり、廃棄ロスの減少にも貢献でき

が包装袋や容器の中で固まって霜ができるが、一度出

る。スーパーなど販売者にとって、廃棄などのロスが
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株式会社八ちゃん堂
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昭和52年 2月
加工冷凍食品の製造・販売
120人
http://www.hatchando.co.jp/

設備投資
ものづくり技術：複合・新機能材料
平川産業株式会社（北九州市）
製造する肥料用などに使用される重包装用ポリエチレ

本事業への経緯

ン袋は伸びと強度があり、切れ目を入れても途中で開
封できなくなり、商品化に至らなかった。
解決方法を模索するなかで上がってきたのが、フィ

サンプル品をもって既存の肥料会社に営業した。主
な取引先であった肥料メーカーにサンプル品を持って
案内したが、やはりコスト面で折り合いがつかない。

昭和２１年に創業。当時は戦後まもない頃で物資が

ルムメーカーが開発した素材だった。ポリエチレンの

しかし、その中でも、農業用肥料袋を企画・販売する

不足。回収再利用推進を目的として福岡県藁工品共同

中にある原料を入れると、縦横 90 度に切れやすくな

会社が使いやすさを評価、採用してくれた。

組合により空袋の集荷・調達が行われていた。同社も

るという特性を持つ素材だった。その素材を使って、

遠賀郡内において同業務に従事する為に折尾町にて創

刃物などを使わなくても簡単に開封できる袋「ハン

ナーシール加工を手作業で行っていたため、３名体制

業した。以来、郡内の農協、食糧公団への袋の納入回

ディーカット袋」の開発に着手した。平成２５年のこ

で取り組んでも一日に 1,000 袋の生産量が限度だった。

収業務と並行して九州一円で製紙原料の紙屑回収を手

とである。

商品化し量産化を実現するためには、ノッチ加工と熱

しかし、それまではノッチ加工と熱圧着するコー

掛け、四国、大阪、静岡地区に販売。昭和３１年に大

「ハンディーカット袋」は、ポリエチレン袋工場の

圧着するためのコーナーシール加工機械が必要だっ

型の製袋機を購入しクラフト製袋メーカーとしてのス

多層フィルム製造機を活用して、最外層と最内層のポ

た。そこで、補助金を活用して設備を導入し量産化で

タートを切った。その後関東地区へも販売先を拡大し

リエチレン樹脂の間に縦横 90 度に引き裂きやすい特

きる体制づくりを目指した。

事業エリアを拡大してきた。

徴を有するポリエチレン樹脂を挟み込んだものだ。性

現在は、大型クラ フト紙袋・樹脂クロス袋・重軽

能は従来のポリエチレン袋と差異は無く、中間層の引

包装ポリエチレン袋・フレキシブルコンテナの 4 つの

き裂き性の高い樹脂の影響で、袋の開封時において従

大型包装容器を主力製品として、さらにこれに付随す

来とは比較にならない開封性能を実現した。同時多層

る関連包装容器を製造、農業、化学、電気関係のメー

成型のポリエチレンフィルムの分野では 世界に類を

カーや商社、肥料メーカーに販売している。

みない複合新機能のポリエチレン袋の試作袋（ハン

そして平成２５年、業界初となる新商品「ハンディ

ディーカット袋）が完成した。

カットポリパック」を開発し、大きなチャンスをつか

開けやすい素材を使った袋を作ることはできたが、

カ
�
ト
袋
�
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事業の成果
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ハンディーカット袋を持
つ、平川浩太郎副社長。

サンプル品を、これまでの取引先とは異なる業界、

込み（ノッチ）加工を行う中間装置。そして加工を施

例えば、紙の袋を使っている業界にポリエチレン製の

構造上の問題でさらなる工夫が必要だった。開けやす

したフィルムを再度巻き取る巻取り部の３部で構成し

袋を提案にしたところ、価格面でも問題なく、しかも

くするためには、僅かな切れ込み（ノッチ）を入れて

ていた。設備購入に当たっては、既存の設備と新しく

軽くなるという評価も高く、既に、幾つかの業界では

おく必要がある。しかし、切れ込み部分から水や空気

導入する設備の効率化をさらに高めるために、メー

商品化に至っている。

が入ったり、中の商品が漏れたりしては、本来の役割

カーとの協議を重ね、原反を載せるだけで、あとは機

を果たせない。

械が自動で作るオリジナルの製造ラインを構築した。

セプトは、幅広い業界から受け入れられつつある。あ

加工の手間を無くすために、機械化に取り組んだが、

る業界は、製造したものを従来のクラフト紙袋に入れ

にするため、ノッチを入れる部分を熱で圧着加工する

当該工程の無人化にまで進んだ。これによって、生産

ているが、微量の水分を袋が通すため、保存できる期

る袋は、外から水が入って固まらない構造のものや破

ことで対処した。

性が上がるだけでなく、人件費が削減できさらに競争

間が短かったが、ハンディーカット袋は水分を通さな

れない強さが求められる。そのため、開けにくいとい

こうして、試作品を完成させた。しかし、従来品に比

力を強めることができたと考えている。

いため、保存期間が長くなった。そのため、少ロット

う不便さを抱えていながらも、それを解決する物がで

べて袋の製作コストが 1.5 ～ 1.6 倍かかるため、市場

んだ。

事業の内容

切れ込みを入れても中の環境に影響を与えないよう
同社が製造してきた肥料や化学薬品、塩などを入れ

てこなかった。

に受け入れられるかどうかを見極める必要があると判

当初の狙い通り、簡単に綺麗に開封できる開発コン

でしか製造できなかったものが、大量のロットで製造

今後の課題・展望

できるようになり、コスト削減にもつながったという。

使用する現場では、袋を開けるために刃物を使うと

今後は、ペットフードなど、新しい分野にも積極的

ころもあるが、常に刃物を携帯しているわけではなく、

に取り組み、事業領域の拡大を図りたいと考えている。

危険も伴う。例えば、道路の凍結防止のための塩は、
峠や橋に置いてあることが多く、そこには刃物がなく、
やはり不便を感じる。また、塩や食品の場合は、工場
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内に刃物を持ち込めないケースが多い。
袋の開封性を向上させる方法としてはフィルムにＶ
字の切れ目を入れるなどの方法が一般的だが、同社が

46

社 名
所
表 者
絡 先
本 金

平川産業株式会社
北九州市八幡西区則松5-5-21
平川 浩
TEL093-603-2131、FAX093-603-2771
3500万円

創
業
事業内容
従業員数
ホームページ
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昭和21年10月
プラスチック製容器製造業
70人
http://www.hirakawa-industry.co.jp/

設備投資
ものづくり技術：精密加工
吉永ハイメタル株式会社（北九州市）
本事業への経緯

る。これらの業界は常に厳しい国際競争にさらされて

その結果、フライス加工のみで顧客が要求する目標

いる。そうした企業を支えるためにも、同社としては、

数値をクリアすることができた。両面フライス工程で

コスト削減と短納期化の実現を目指した。

の加工精度を向上させたことで、ロータリー研磨加工

そこで、まず製造工程を見直した。仕入れた黒皮は、

工程を省略することが可能となり、加工時間を 15 分

まず両面フライス工程で、上面をスライス盤で削り、

短縮し、生産コストの削減と短納期化を実現した。例

市）と大同特殊鋼株式会社の子会社で鋼材販売を手掛

それを裏返しして反対の面を削る。次に 4 方フライス

えば、今日注文を受けた仕事を明日には納品できる体

ける大同 DM ソリューション株式会社、大同特殊鋼株

工程で側面を削る。こうして６面を研磨した後に、ロー

制ができあがったということだ。

式会社の機械販売子会社の大同興業株式会社の 3 社が

タリー研磨工程で金型を彫る際に使う面を綺麗に研磨

ロータリー研磨を省くと、そこに携わっていた担当

出資して 1991 年に設立した。設立当初から、大同 DM

する。梱包まで入れると、顧客に納品するまでに、大

者が他の工程に付くことができるようになった。設備

ソリューションの九州地区下請工場として、鋼材６面

きく 4 つの工程を経ている。

の導入によって、人員的にも余裕ができたので、新し

同社は、鋼材卸売問屋の特殊鋼機株式会社（北九州

フライスプレートの製造を請負ってきた。
一般的に高炉メーカーや電炉メーカーで製造される

同社ではこの４つの工程でロータリー研磨工程を無

い設備を設置した。納期の問題もあって今まで受けて

くし、前工程である鋼材６面フライス加工において、

いなかった仕事を受けることも可能となり、その分野

鋼材は、黒皮とよばれる表面が黒っぽく、粗い酸化ス

ロータリー研磨工程と同等の平面度精度を維持したフ

でも売り上げに貢献するようになった。

ケールで覆われている。この黒皮状態では、寸法精度

ライス技術の保持を考えた。ただ、従来使用してきた

や直角度が粗いため、そのまま機械部品として使うこ

機械では、平面スライス加工で期待される精度を出す

とは稀である。メーカーから材料を購入した鋼材問屋

のは難しいと言わざるを得なかった。そこで、高精度

や専門のプレート加工会社が、黒皮部分をフライス加

フライス加工機を導入、高い平面度を保証したフライ

工機で取り除き、平面度、寸法精度と直角度を保証し

ス加工技術を開発することで、コストダウンと販売拡

た材料として、鋼材６面フライスプレートを販売して

大を目指した。

いる。
６面フライスプレートは自動車や電気等、様々な製

そのような計画段階にものづくり補助金を紹介して
もらい、設備投資の項目で申請を行った。

品を生産するために必要な金型になるもので、元々は
金型メーカーが、黒皮を仕入れて加工・研磨していた。

今後の課題・展望

金属部品加工業界は、2008 年秋のリーマンショッ

事業の成果

クで大幅な落ち込みを経験したが、2011 年頃より徐々
に売上は増加傾向に転じた。自動車やＩＴをはじめと
加工後は梱包され、出荷を
待つ。

環境も上向いているため、納入先の状況にもよるだろ
うが、堅調な伸びが期待できる。

になると、フライスプレートを加工する会社が登場し

今回の設備投資に伴い人員を１人増加した。その結

てきた。

研磨後の鋼材。

果、生産キャパシティーが約 30％増加した。製造工程
両面フライス加工を強化し、高品質、高精度な 6 面
フライスプレート加工体制を構築するためには、次の
3 つの課題をクリアする必要があると考えた。それが、
①フライス機の剛性、②適切なクランプ（固定）、③適

の効率化による短納期化とコスト削減を果たしたこと
で、業界の中でも競争力が高まっている。
同社では、事業の効率化によって今年度 15％、来年
度以降は年率 3％の受注増加を見込んでいる。

切な切削工具である。フライス機の剛性は、高剛性の

国際化が進展するなか、高い技術力と品質の優れた

同社を設立した時期は、フライスプレート加工の需

精密立体型フライスを購入することで対応した。そし

素材の調達については、国内に目を向ける企業も増え

要の増加に対して、加工メーカーの数が少なかったが、

て、最適なクランプ及び切削工具の選定については、

ている。そういう意味でも、自動車業界や電気業界を

需要の拡大に伴い近年は同業者が増え、競争も激しく

研磨工程を省略できるフライス加工が可能となるよ

支える同社の存在は重要である。

なってきた。

う、加工する材料、新規設備との相性のいいクランプ

そのため、同社としても競争に勝ち残るための対応

酸化スチールでおおわれている
加工前の鋼材

した電気業界も環境が好転している。同社を取り巻く

しかし、金型メーカーが型を彫ることに特化するよう

事業の内容

高剛性の精密立体フライス

（固定）装置・切削工具（フライスチップ）を選定した。

策を模索してきた。そうした状況下で、納品先の声を

磁石メーカー及び切削工具メーカーから技術情報の提

聞いてみると、コストダウンだけでなく、短納期に対

供を受けながら、最適なクランプ装置を選定し、切削

する要望が強いことが分かった。同社の製造する鋼材

工具の種類・切削条件など様々な条件をテストして適

６面フライスプレートは、自動車や電気業界で使われ

切な切削工具を選んだ。

工場長も努める越智敏泰常務。
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社 名
所
表 者
絡 先
本 金

吉永ハイメタル株式会社
北九州市小倉北区赤坂海岸7-11
越智 一禎
TEL093-541-4330、FAX093-551-1493
3000万円

創
業
事業内容
従業員数

平成3年10月
金属製品製造
10人

事業者名

事

業

計

画

名

株式会社富士精工

医療向け樹脂部品の高精度化実現のための割出機能付き複合加工機の導入

信和工業株式会社

Ｓ－ＰＭ（Ｓｅｎｓｏｒｌｅｓｓ－Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ Ｍａｇｎｅｔ） モータ用高精度シャフトの開発と量産化。

エムファイン有限会社

高速マシニングセンター導入による、 燃料電池用セパレーター金型の短納期化 ・ 高精度化への生産体制の強化

株式会社ナダヨシ

病院手術室向けクリーンファンユニット極薄材の高効率ベンディングシステムの構築

晃大商事株式会社

精密金型に重要なモールドベース加工リードタイム短縮の実現

イシバシテクノ株式会社

ロボットアーム （鋳物製） の軽量化試作品の開発

新日本金属株式会社

高速マイクロ複合ヘッダー機導入による新規業種開拓と新規顧客の獲得

有限会社一柳

フードプリンタによる写実的装飾又はデザイン、 量産性 ・ 低コストの菓子の生産と販売

株式会社ソフトサービス

３次元計測技術を活用した手術後の医療器具自動分別装置の開発

鷹取鋳造株式会社

高周波押湯加熱法を用いた銅合金鋳物の品質向上技術の高度化開発

株式会社豊光社

３次元プリント配線基板の製造プロセス確立と実用化

有限会社石橋屋

医療向けコンニャク新素材開発事業

株式会社プリマベーラ

爬虫類皮革製品 （高級ハンドバック） のメンテナンスサービスの展開

株式会社第一工業所

高耐久性ステンレス製オリジナルコンべアカバー高効率生産ラインの構築

森尾プレス工業株式会社

熱可塑性炭素繊維材 （ＣＦＲＴＰ） の低コスト量産加工技術確立に関する試作開発

有限会社中島鍍金工業

タングステンワイヤーへの高速金めっき技術の開発

株式会社プラテクノマテリアル

高硬度プラスチックの再生処理プロセス開発および工程コストの削減

株式会社アルファタカバ

デザイン性豊かな家具作りのための立体造形技術を活用する木工機械の導入事業

株式会社東洋製作所

海外生産品の国内回帰を先導し雇用拡大を目指す精密金属加工設備の導入

株式会社マツシマメジャテック

粉塵濃度計に於ける省配線化と通信プロトコルの重畳による拡販

株式会社インフォグラム

災害対応地理情報集約システム

有限会社中村ツキ板

高品質不燃木材の開発 ・ 製造

株式会社ピーエムティー

３Ｄ計測データーを用いた、 個々の立体形状に合わせたインソール加工専用機の開発

株式会社イージーメジャー

洋上大型風車向け回転体テレメータの試作

八祥産業株式会社

大型太陽光発電システム架台の短納期 ・ 低コスト生産システムの構築

タイキ薬品工業株式会社

塩化第二鉄液製造設備の高品位 ・ 多品種 ・ 低コスト化対応事業

戸畑鉄工株式会社

非接触三次元測定機による鋳物製品の工程内検査技術確立とリードタイム短縮

陣山技研工業株式会社

鉄道用軌道関連部品の加工高能率化による生産性改善事業

メディアインターナショナル株式会社

双方向遠隔コミュニケーション機能を有する介護補助システムの開発 ・ 製造

有限会社九州電化工業所

めっきを利用した高温耐摩耗性に優れたサーメット皮膜の形成方法の実用化

大光炉材株式会社

環境適応型低コスト高性能クロムフリー耐火物の開発
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事業者名

事 業 計 画 名

オリオ精機株式会社

医療介護ロボット用部品の試作生産システム構築による開発サイクルの高速化

株式会社八洲セメント工業所

ソーラー式災害時避難誘導無線通信システムの事業化

佳秀工業株式会社

健康食品用ブタ由来高機能性プラセンタエキス粉末の試作開発

株式会社九州電化

圧排子開発における素材および製品形状造形の機械化、 再使用可能な製品の開発。

株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ

航空機産業向け難削材及び特殊形状加工用高能率エンドミルの開発

株式会社山一製作所

船舶用チタン製排気二重管の低価格化

中島ゴム工業株式会社

接着剤フィルムを自由な形状で製造可能とする装置の開発

有限会社ウエキモールド

小ロット要求を満足するプラスチック簡易金型の製作期間短縮を実現する

株式会社太陽工機

ＮＣ旋盤と３次元ＣＡＤＣＡＭの連携による、 加工技術 ・ 精度の向上と均一化

アイクォーク株式会社

健全な保育環境を創造する保育施設用揺動型ベビーベッドの開発

若波酒造合名会社

パストライザーの導入によるリキュール類の品質改善と少量多品種化

株式会社九州パッキング製作所

高性能ウォータージェットカッター導入による事業拡大

有限会社職彩工房たくみ

農家の素材を生かす果汁ジュース製品の商品開発 ・ 受託加工サービス事業

株式会社丸和技研

異種金属接合部の診断を目的とした超音波探傷装置導入と診断技術の確立

有限会社英ルーテック

新鋭５軸加工機と三次元測定機導入での成長分野への受注増の新たな取組

株式会社三松

３Ｄモデルと各種センサを活用した医療機材等向け高品位ロボット研磨システムの試作

藤井精工株式会社

医療機器部品加工を見据えた超精密ワイヤー放電加工機の導入

株式会社丸信

紙器製造事業における画像処理検査装置の導入

株式会社ファインテック

光学板 （液晶パネル用導光板等） の切断刃物量産事業立上げ

株式会社有薗製作所

義肢装具士のノウハウを集約したモジュラー式座位保持装置のオーダーシステム構築

株式会社九研

外科手術で開いた傷口を短時間で安全に閉じる為の医療機器の試作開発

三扇工業株式会社

鉄道車両用継電器盤の電線配線部プリント基板化事業

シャボン玉石けん株式会社

迅速簡便で初期消火に有効な環境配慮 ・ 投てき型石けん系消火用具の開発

株式会社昭和電気研究所

ウェハクラック及びチッピング検査装置開発

株式会社ソルブ

麻酔カート組込型 「極小版」 注射薬認識装置及び、 簡易麻酔記録システムの試作開発

株式会社福岡技研

超精密加工事業及び金型一貫製造組立事業への進出

千代田工業九州株式会社

非接触三次元測定機導入による開発期間短縮化への対応と品質向上

精巧印刷株式会社

高性能オンデマンド印刷機および造形装置の導入による新規需要開拓

株式会社テクノ光暉

門型ＮＣフライス導入による、 最大加工能力の強化そして航空機分野参入への展開

シスメット株式会社

携帯電話回線を活用した気象予測システムの開発及び新サービスの提供

株式会社九州メディカル

海洋乳酸菌を利用した感染性胃腸炎の予防を目的とする健康食品の開発

株式会社システム ・ ジェイディー

蓄電池用高精度劣化診断装置の試作開発

株式会社コードキュー

配線工事不要なスマートエントリ型電子錠の開発

宮田織物株式会社

伝統的な織物を幅広い商品に活用する為の低コスト量産技術の開発
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社アステック

バイオ医薬品を高効率に生産するための簡易型自動細胞培養装置の開発

株式会社苅野

リサイクル超硬合金粒を複合化する耐摩耗鋳造素材製造設備の導入

株式会社フコク

車両用成型フェルト端材の効果的リサイクルと連続再製品化技術の開発

イーアイエス株式会社

競技場の芝生育成のためのＬＥＤ照明制御システムの開発

株式会社オークマ

木製防火ドアの需要増加に対応できる生産ラインの構築

株式会社フジエンジニアリング

Ａｌ－（５％）Ｍｇ溶射ボルト自動溶射加工機の試作機開発による生産性向上と低コスト化確立事業

株式会社戸畑製作所

難燃性マグネシウム合金の加工性向上を実現するセミソリッド鋳造技術の開発

株式会社イワモト

高性能マシニングセンター導入による難削材加工及び短納期化

有限会社ビーウィズデザイン

世界初音響専用マグネシウム合金採用純正交換型高級カーオーディオの開発

株式会社岡部マイカ工業所

発電機用コイル向け耐コロナ性半導電シートの生産体制の構築

株式会社ファイブホーカーズ

ミャンマーでの道路状況等や粗悪燃料に対応した輸出用中古自動車の試作開発 ・ 販売

株式会社ロジカルプロダクト

機械制御のワイヤレス化のための高速応答無線通信装置の開発

株式会社西部技研

ロボット設備の導入による製造技術の最適化と合理化推進

株式会社石橋製作所

風力発電用増速機 ショットブラスト表面改質工程の強化

ソフトケア有限会社

医療機器 ： 糖尿病画像診断装置の開発と製品化

ネオシステム株式会社

被災地の高齢者、 地域コミュニティーの生活を支援する見守りシステムの開発

株式会社エコロニューム

（連携）

株式会社虎変堂

カラシ抽出物を活用した食中毒並びにノロウィルス感染防止に役立つ抗菌剤の製造。

大一食品工業株式会社

真空フライヤーと減圧水蒸気蒸留装置の特性を活かした地場産規格外梨の加工品の開発 ・ 販売

株式会社ＧＧＧＦｏｒａｌｌ

湧水にしか生息しない希少な 「スイゼンジノリ」 を活用したＰＢ化粧品の開発

株式会社スティル

多品種少量生産現場における２次元コード認識機を利用した技術支援システムの導入

ダイヤ糊工業株式会社

冷感持続型新規首巻き型保冷剤の試作開発

アイエムティ－株式会社

ファインバブルを用いた医療機器 （介護） ・ 自動車部品 ・ 半導体への精密洗浄装置開発

株式会社ムナカタ

プラスチック再生処理工程の機械化推進による増産、 工期短縮及び品質向上

オアシス珈琲有限会社

「雑味が出ず、 旨みが際立ち、 こぼれにくい」 円錐型ドリップコーヒー

株式会社イシバシ

生産能力の向上により短納期対応等を実現する鉄骨加工システムの構築

美容薬理株式会社

完全無農薬赤しそを原材料とした低温蒸留法による完全無農薬 ・ 高水準自然化粧品の開発 ・ 販売

株式会社新和製作所

建物向けサッシ用金属製外枠、 金属製ドアの製造リードタイム短縮

株式会社フクネツ

熱処理による変寸予測値設定と内外径一貫研削技術とを駆使した生産性 ・ 精度向上計画

株式会社共和工業所

リバースエンジニアリング技術と５軸加工による高効率部品加工実現

ＮＳマテリアルズ株式会社

モバイルディスプレー向け高機能導光板の開発

松藤木型製作所

マシニングセンターの導入による製品品質の向上及び製作分野の拡大

丸栄化工株式会社

微細スリットが形成可能な３次元ＦＷ成形機による砂濾過フィルタの開発

株式会社インフォメックス

介護サービス提供責任者向け “バーチャルアシスタント” システムの開発

52

事業者名

事 業 計 画 名

株式会社松正

最新鋭の電子ジャガード式織込花筵織機の導入による花茣蓙製造における品質、 生産プロセスの強化。

荒木製蝋合資会社

高純度Ｊａｐａｎ Ｗａｘの製造法および長期安定化技術に関する研究

有限会社ニー ・ ビー ・ オー

看板広告における顧客即応型デザインショールーム事業の展開

株式会社ＩＴＳ

忘れ物防止装置の開発

光洋金属工業株式会社

多品種 ・ 小ロット ・ 短納期対応のための生産工程改善

株式会社ピラミッド

エアバッグ精練工程の設備及び生産プロセス改善による競争力強化

栄和装工

セミオーダー方式による据え付け家具の製造とネット販売の開始

株式会社トーシン

顧客ニーズにマッチした新デザインの無染土緑茶染ユニット畳の開発と事業化による収益改善

三栄機工株式会社

中小物流拠点向け自動仕分けラインの受注獲得を目指すための試作ライン開発。

株式会社是永商会

大型形鋼加工の自動化システム導入による技術の高精度化及び低コスト高生産性の実現

株式会社コスモツール

鏡視下手術用腹腔内臓器スライサーの構成部品の精密加工

木下木芸

空間を変える組子ランプシェード 「華キューブ」 等の開発

株式会社正信

車載マグネシウム製品への化成処理における不良率低減と品質管理技術の高度化

株式会社中島ターレット

高精度、 高能率マシニングセンター導入によるロボット部品加工の競争力強化

エクシード

コレットホルダー機構を採用したオリジナル多用途治具の開発 ・ 販売

株式会社モリサキ

精密抜型提供のための高性能油圧プレス機導入

株式会社レセプター

既存ＩＣカードを活用したクラウド型低価格ポイントカードシステムの提供

株式会社高秀エンジニアリング

ＣＮＣ複合旋盤により製作工程を集約して高速化 ・ 高精度化を実現する

末次家具工芸株式会社

ＰＮＣボーリングマシンの導入による生産性の向上と新製品の量産体制の確立

株式会社九州紙工

紙おしぼりの整列包装による省スペース ・ 省資源化及び輸送コスト削減

久和原製作所

最新マシン導入での生産性向上による特異の油溝加工技術の販路拡大

株式会社フェリックス

新素材を使用した （ハード） ダーツボードの開発

株式会社サイエンス ・ ラスター

医療イノベーションを担う生理活性ペプチドの実用化販売に向けた研究開発

英一郎製磁

強化磁器アクサセリーの量産化

エスエス産業株式会社

メタロセン触媒によるポリエチレンを使用したゴミ袋の生産と普及

ソンバーユ株式会社

油脂劣化低減型高効率充填装置の開発

株式会社中島田鉄工所

人工衛星関連事業における研究開発の推進

株式会社大石物産

産業廃棄物 ・ 製紙スラッジを原料とした水稲培土製造

株式会社ライコー

ＬＥＤ対応ダウンライト照明器具 ・ 鉄塔投光器に対する新反射板活用省エネプロジェクト

株式会社ワークス

微細精密加工技術を利用した細胞培養マイクロウエル金型の製造

有限会社ユー ・ ピー ・ アート

高性能ＮＣルーター導入による高機能プラスチック加工製品 ・ 機器装置事業の強化、 拡大

株式会社永善塗料産業

ＵＶ漆塗装による高付加価値製品の試作開発及び新規需要の早期開拓

株式会社富士エコ研究開発

熱分解法による高品質バイオディーゼル燃料の量産技術の確立

有限会社九州酢造

独自の発酵技術の構築による地元農産品を用いた特産加工品の開発と商品化
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事業者名

事 業 計 画 名

シンコー株式会社

木材タンニンを原料とした医療 ・ 介護施設向け排泄物臭脱臭機材の試作開発

株式会社パラマ ・ テック

マイクロ波生体センサーを活用した在宅療養支援システム

株式会社モバイル社会戦略研究所

（連携）

株式会社宣巧社

『印刷用刷版出力機導入 生産工程の内製化によるワンストップサービスの事業化』

株式会社レイドリクス

高速周期通信が可能な産業ロボット用無線ＬＡＮシステムの開発

ティーケーピーネットワーク株式会社

海上の特定エリアを地上から監視するレーダーシステムの試作開発

株式会社天野商店

米麹を利用した野菜 ・ 果物の糖化及び乳酸菌添加の健康食品の開発

株式会社魚義

オーダーメイドの和式結婚式のプロデュース開発

株式会社岡崎製作所

軽自動車の低燃費エンジン生産用金型の品質の向上及び短納期化の実現

有限会社福岡木型工作所

５軸加工機導入による精度向上、 高効率化への取組み

株式会社エム ・ アイ ・ エス

小型 ・ 軽量構造のバイオマス燃焼チップボイラーの試作開発

株式会社光亜商事

光学部品の製造及び供給における超高精度な品質管理プロセスの構築

株式会社アレックスエンジニアリング

３次元ＣＡＤ用歯車モデル作成ツールの開発

福岡県醤油醸造協同組合

火入れオリの発生の少ない、 醤油諸味適温速醸技術の開発 ・ 実用化

有限会社荒木機械

木工用機械の製造期間短縮、 加工部品品種の拡大及び部品加工の効率化。

西日本オートメーション株式会社

ストックマネジメント事業 機 ・ 電 ・ 制一括調査診断対策事業

株式会社アッセン

中小製造事業者向けユニット型自動生産設備の実用化

原田織物株式会社

伝統的な織り技術を導入した飾り紋様ウェビングの製造開発

株式会社石井鉄工所

ＣＮＣ円筒研削盤導入による品質レベル向上、 生産効率向上、 競争力強化計画

東洋ラミテック株式会社

低コスト、 高意匠、 高硬度 鏡面仕上げ板材の開発

小倉合成工業株式会社

特殊エステル生産の効率化

株式会社アステックインタナショナル

品質マネジメントシステムのアプローチを用いた基幹システムの研究開発

橋本食品株式会社

精肉 ・ 惣菜小売テナント業における情報化投資による商品鮮度と生産性の向上

有限会社三宅特殊製袋

プラスチック袋製造において小ロット、 多品種、 短納期、 品質向上に対応する設備の確立

株式会社ランテックソフトウェア

タブレット／スマートフォン対応の呼出しチャイム受信表示機の試作開発

株式会社メグシ

金属加工技術を活用したインプラント等の医療機器分野への参入

クラウン ・ フーヅ株式会社

多用途 ・ 多品種 ・ 短納期に対応する、 パン粉の増産技術の開発

有限会社丸憲製作所

新型マシニングセンタの導入による加工品目の多角化

古賀金属工業株式会社

「シミュレーションソフト導入による高張力鋼板の高精度三次元設計技術の開発」

トータルケア ・ システム株式会社

処理コストの削減を目的とした紙おむつリサイクル副産物の乾燥設備導入

有限会社酒井製作所

銅管等熱交換機部品曲げ ・ 端末加工の新規受注に向けた試作 ・ 生産設備導入事業

有限会社恒成工作所

ノッチングプレス加工の自動化による生産効率化と海外メーカーへの競争力強化。

株式会社ギコウ

情報格納体を内蔵する有床義歯の試作開発

有限会社カミックス

パッケージ印刷分野へ新規参入する為の製版技術の試作 ・ 開発

株式会社バイタルリソース応用研究所 血圧及び関節の予防 ・ 改善作用を有する活性ペプチドを用いた新規機能性食品素材の試作品開発
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社八ちゃん堂

冷凍果物 ・ 野菜の鮮度維持の向上と視認性を一新する包装技術の確立

株式会社スクラムソフトウェア

ｉＢｅａｃｏｎ（近距離無線通信機能） による商店街等向けの安価で集客等に効果の高いシステム開発

株式会社ワンズコーポレーション

高齢者在宅介護用家具開発事業

アサヒ醸造株式会社

「無塩味噌」 と 「無塩味噌を利用した栄養機能食品」 の開発

今心株式会社

「オフセット輪転印刷機」 による小ロット印刷の短納期 ・ 価格競争力強化計画

株式会社モーブル

新素材マットレスベッドの製造とベッド業界への進出

株式会社フロム工業

二重絶縁構造によるアースが不要な家庭用ディスポーザの開発

株式会社イシモク ・ コーポレーション

最新鋭枠材加工機導入による省施工対応枠材の革新的生産ラインの開発

日建エンジニアリング株式会社

ボイラーパネル溶接の自動化と極小Ｒ曲げ加工の設備増強による他社との差別化

双和アルミ工業株式会社

在宅リハビリ機器製造事業への参入

二瀬窯業株式会社

高炉スラグ加工砂を利用したローコスト施工可能な高耐久性速硬断面修復材の開発

株式会社マルミツテクノ

３Ｄプリンターおよびソフトウェアの活用による加工精度の向上

九州チューエツ株式会社

高付加価値の印刷版出力機と新自現機導入による競争力強化と環境への配慮

シーエススチール株式会社

耐震補強工事用鉄骨フレーム加工における加工精度向上＆コスト削減

有限会社アルファー

生産能力の増強と平準化のための急速冷凍技術等を導入し、 受注高５割増しを目指す計画

前田建具製作所

当社独自の 「立体組子」 を活用した製品開発と販路開拓

有限会社ヒサシ通商

日本最高レベルの酒米加工技術をもって日本酒のＪＡＰＡＮブランド化に貢献する事業

篠原製本株式会社

上製本製造技術の向上と環境配慮事業の新展開および雇用拡大

大西化成株式会社

保管時の省スペース化を実現する積み重ね可能な発泡スチロールケースの開発

マルナカゴム工業

大きな複雑形状のゴム立体造形技術の高度化及び生産プロセス向上

株式会社朝日工芸社

有機太陽光発電システムを利用した屋外型サインの試作

株式会社ナノクス

新型水燃料混合装置の開発 ・ 試作による環境汚染物質排出削減と省エネルギーの実現

清和肥料工業株式会社

肥料製造工程における加湿混合方法の変更による製造コスト改善と製品品質向上

株式会社ＳＫＴ

幼稚園 ・ 保育園向け業務支援サービス＝「Ｅｙｅ－Ｓｙｓｔｅｍ」

株式会社ケンコントロールズ

グローバル市場で戦える工場効率化を図るためのハイブリッド無人搬送車の開発

株式会社エスパース建設

既存集合住宅のオートロック開発 ・ 設置事業

日本ファインテック株式会社

半導体装置部品の生産性向上と短納期化を実現するための高速 ・ 高精度マシニングセンタの導入

大久保設備工業株式会社

プレハブ対応高精度スパイラル直管ダクト製造技術の開発

龍宮株式会社

健康寝具 「パシーマ」 のトレーサビリティ安心サービス

白石鉄工株式会社

溶接型円筒パイプ製造における高真円度を達成する曲げ加工技術の確立

有限会社飯野鉄工所

高精度部品の工程削減による低コストの実現と短納期化への取組

株式会社ＲＡＩＤ

人生を振り返り、 家族との絆を深めるための映像 （自分史ビデオ） の商品化

株式会社ボナック

機能性核酸構築に必須となる新規アミノ酸アミダイトの創出

三喜工業株式会社

環境対応型の無溶剤塗装に対応した大型鋼管等へのブラスト ・ 塗装技術の開発

株式会社てら岡

惣菜 ・ お節料理 急速冷凍化による品質保持 ・ 安全性向上、 製造高効率化計画
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社陽和

「医療用薬液供給配管用フッ素樹脂製溶着分岐継手」 の製造プロセスの確立

九州製紙株式会社

トイレットペーパー製品の梱包材料の変更による軽量化 ・ 低コスト化

ナガノインテリア工業株式会社

皮革張り製品の多品種極小ロット ・ 短納期生産による海外製品との差別化

株式会社重富印刷

お客様企業の販促活動の代行サービス＝重富アシストサービスの導入

株式会社ウメダ

五面加工機 （大型工作機械） 導入による生産プロセスの強化と販路開拓

株式会社平山プレス工業所

ＹＡＧレーザー溶接事業の新規立ち上げによる当社金属加工事業領域拡大事業

計測検査株式会社

Ｘ線応力測定装置による溶接部の劣化 ・ 損傷評価技術の開発

株式会社メック

施設園芸 （ハウス栽培） 用無線通信可能センサーユニットの試作開発

株式会社西田

煮くずれしにくい真空加熱釜の開発と最適な利用方法の研究

吉永ハイメタル株式会社

高精度フライス加工機導入によるロータリー研磨工程の削減

株式会社松本電子工業

光電子増倍管を用いた省エネ、 低価格、 性能向上を実現する微小孔検出装置の開発

津福工業株式会社

空気熱を利用した年間冷房事業所向け省エネハイブリッド冷房ユニットの開発

有限会社港工作所

大口径特注品等の納期短縮 ・ 生産強化の為の大型数値制御旋盤導入

合同会社煙家工房

福岡産鮎を使った空港売店等土産物屋向け燻製商品の開発

株式会社カマチ鉄工

最新鋭ガントリーローダー付きＣＮＣ旋盤による機械部品加工の工程集約と夜間無人運転の確立

株式会社杉山製作所

高付加価値モーター部品の製造用金型の内製化率向上による競争力向上事業

エイリツ電子産業株式会社

ＩＣＴを活用した施設園芸の先進的栽培事業

株式会社串ざんまい

自動販売機による本格焼き鳥の販売展開

東洋ステンレス研磨工業株式会社

軽量高耐食薄膜意匠性極薄チタン材の加工技術の確立と部品開発

株式会社ソフトエナジーコントロールズ 二次電池、 充放電評価システムの新機能開発
株式会社ランド ・ クリエイティブ

環境事業対応型 「高耐久性チェーンコンベアカッタ」 の開発 ・ 試作

株式会社戸畑ターレット工作所

アルミ合金の摩擦圧接接合による環境配慮型自動車向け部材の試作開発

アスカコーポレーション株式会社

次世代ＵＢＭめっきのための品質保証技術の高度化

株式会社アール ・ イー ・ ソリューションズ

メディアゲートウェイの量産に向けた設計 ・ 開発事業

信号電材株式会社

多品種信号柱の設計、 部品選定、 加工指図が可能な設計 ・ 生産計画システムの導入並びに設備改善による信号柱自動化量産ラインの構築

新栄工業株式会社

部品寸法測定時間短縮と測定精度の向上のための三次元測定機の導入

田中歯科医院

院内技工サービスによる補綴治療の精度向上及び治療期間の短縮

株式会社千賀栄

最大５０％節水機能を付加させた浴室用脱塩素シャワーヘッドの開発

ＬＥシステム株式会社

石油コークス火力発電所の電気集塵煤からのバナジウム回収を目的とした下方流燃焼炉の開発

株式会社スマートサービステクノロジーズ 安心安全便利なエネルギーと生活の見守りシステムＩＤ－ＥＬＭＳ
ＡＩテクノロジー株式会社

人体の動きを検知できる電波方式を用いた革新的な人感センサの試作開発

日章工業株式会社

『遮煙機能を追加した耐熱強化ガラス入り新型鋼製ドアの開発』

松野プレス工業株式会社

生産性向上のためのロボットによる溶接設備 （ライン） の構築

株式会社共和製作所

３次元ＣＡＤと鉄骨孔あけ機との連動による工期短縮及び製品精度向上

株式会社ビハラ

医療特化型有料老人ホームでの、 滅菌レベルの向上
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社サヌイ織物

博多織の新製品開発に伴う裁断加工機設備投資と新市場開拓事業

株式会社パークウエスト

遠赤窯導入による 「無添加焼きたてパン」 の配送サービスの開始

ウィンズテック株式会社

短時間中子崩壊の実用化技術並びにデモンストレーション機の開発

パイオニア工業株式会社

３Ｄプリンタを活用したプラスチックボトル試作体制構築による競争力強化

環境テクノス株式会社

三次元造形と伝統工芸の融合技術と環境配慮型素材を組み合わせた製品試作開発と新規市場展開

株式会社西日本冷食

シャコ殻と酵素を餌に用いた減臭 ・ 旨味増のＷ効果スッポンの研究開発

株式会社ワイズ

障害者の雇用を促進させる高品位で低価格な熟成トンカツの新製造システムの開発

シキソンパワー株式会社

世界初の特許技術による安価な液体ピロール肥料製作

株式会社イハラ製作所

精密で大型の金型を高品質短納期で製造する体制を構築する。

八幡電機精工株式会社

最新のＣＮＣ複合研削盤導入による加工精度向上とリードタイムの短縮

株式会社エイコー産業

高性能機械の導入で内製化率を向上し、 高品質および低コスト化

有限会社松原産業

ミーリング機能付き複合旋盤導入による短納期製造工程の構築

株式会社フリント

スマートフォン向け基盤カット面品質向上のための新型プレス金型の開発

有限会社小川製作所

射出成形による多品種少量生産品の品質 ・ 価格 ・ 納期改善のための電動化設備導入

ＳＡ－ＫＵコンサルティング

定点画像モニタリング装置を活用した、 飲食店向け業務改善サービスの提供

緒方鋳造株式会社

短納期に対応した高強度薄肉鋳造プロセスの開発

安心計画株式会社

今後のリフォーム市場に対応して地場工務店が高度な内装デザイン提案を実現するＷｅｂシステムの開発

ナサ工業株式会社

医療機器用精密板金部品の高精度加工方法確立による競争力の強化

株式会社クロワッサン

医療用塩分規制 ・ 無塩 ・ 低塩パン専用の製造ラインの確立による生産効率化と増産体制の実現

九州沖通信機株式会社

独居老人向け通話機能付ペンダント型緊急通報システムの開発

株式会社高山プレス製作所

精密プレス部品の排出 ・ 搬送プロセス改善による生産性向上 ・ 品質改善計画

有限会社カホテクノ

ペットの腫瘍性疾患の診断に役立つ、 高精度な遺伝子検査法の開発

竹藤開発工業株式会社

新型耐熱ステンレス鋼の溶接において、 ミグ溶接法を導入することによる生産性の向上

株式会社ユーピーシグマ

不可能とされた超高分子量ポリエチレン （ＵＨＭＷ－ＰＥ） 曲げ加工の実現

有限会社坂田織物

久留米絣における新しい織り組織の開発と生地幅の拡張化

有限会社大創工芸

高性能自動縁貼り機導入による高機能 ・ 特殊デザインの家具 ・ 装備品等の新規商品開発及び事業の強化、 拡大

杉プラスチック工業株式会社

最新ブロー成形機導入による耐熱性プラスチックボトル製造技術の高度化

株式会社川崎鉄工所

風力発電用増速機の大型化、 部品の高精度化対応 「高度部品加工プロセスの強化」

株式会社しんこう

実演販売が可能なファクトリーショップ （体験型の直販店） の開設

ＣＴＣ－ＬＡＮＫＡ株式会社

栄養豊かな地元の雑穀 ・ 野菜 ・ 果物を使った乾の燥雑炊やリゾットにする缶詰の開発

株式会社庄分酢

地域農産品を発酵させたお酢、 及びそのお酢を使用した加工品の開発と販路開拓

大川木材事業協同組合

帯鋸目立加工機械の更新による製材機能の向上と新たな事業機会の確保

株式会社内藤鍛造所

大型ローターシャフト生産のための金敷の試作開発に要する２０００トン油圧鍛造プレス導入

直方精機株式会社

ＤＥ対応３次元測定機を基軸にした成形解析と金型の高精度 ・ 短納期化

株式会社新興精機

0.5 ～１ＫｅＶの高密度中性ガス原子 ・ 分子ビーム照射装置の試作
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社岡田鋼材

次世代ファイバーレーザー切断機の導入による風力 ・ 火力分野への進出

株式会社メイホー

３Ｄプリンターと小型射出成形機による試作 ・ 少量生産体制の構築

イースタジオ

スマホを利用した屋内における次世代型マーケティングシステムの開発

有限会社ジェイズファクトリー

知的障害者のアートテキスタイルによるオリジナル商品開発とオーダー生産システムの確立

株式会社芦屋ボデー

パネル、 装備のモジュール化により実現するセミオーダーメイド移動販売車の試作開発

有限会社佐野商会

光透過性に優れる医療用プラスチック製品の新規開発に伴う射出成形システムの導入

株式会社デキャンタージュ

ペットに対しての飼い主の知識を深めるためのシステムの開発

株式会社バンブーテクノ

竹由来バイオマス－廃プラスチック複合材料の側溝用溝蓋の開発

株式会社脳力アルファ

脳活性を促す 「直脳式」 トレーニングシステムの構築 ・ 展開

株式会社リッツウェル

海外市場への競争力強化を目的とする高級家具ブランドの確立と開発力強化の実現

合名会社早田材木店

知育玩具の要素を持つ木製おもちゃの加工精度や生産性を上げる取組み

株式会社アドウェルズ

超音波カッターホーンの高品質量産体制構築による消耗品事業の拡大

久留米工具研磨

５軸ＣＮＣ工具研削盤導入による高品質 ・ 短納期対応 ・ 生産性向上の実現

吉川精密株式会社

大型モータコア金型の短納期化 ・ 高精度化に対応する為の生産体制の改革

株式会社増田桐箱店

顧客ニーズに対応したデザイン性や付加価値が高い桐箱の製造

株式会社シスコム

ＥＴＣ車載器を利用したコンテナ輸出入管理システムの開発

株式会社ケーワン

多様性のある強固な耐震性を有した軽量鉄骨下地材 （外装用Ｗバー） の開発

エグチ株式会社

大川組子ベット事業

有限会社和光研磨

超硬丸のこ再研磨作業における自動供給装置付研磨機導入による効率化並びに販路拡大

平川産業株式会社

手で簡単に開封可能な重量物の包装を想定したポリ袋の拡販

物流企画株式会社

ＩＴ技術を活用した倉庫管理システムの導入による販売の拡大

株式会社筑紫製作所

ユニット （イージーベース） を組み合わせた中規模施設の基礎鉄筋事業進出

中川印刷

作成アプリの多様化に対応するシステムの導入による短納期化と新規顧客の開拓

創研プロテック株式会社

プラスチック精密金型用の高精度金型部品加工のリードタイムの短縮

株式会社喜多屋

薮田式自動醪搾機改造による高品質化

有限会社チクシセイカン

ディスプレイ用陳列棚の樹脂化－組立式プラスチック段ボールの開発

有限会社ケーキハウス ・ アン

完全オーダーメイド３Ｄケーキの販売 ・ 宅配事業の全国展開

株式会社アイエム特基

液状化対策と環境対応を行う地盤改良事業への参入

株式会社リョーワ

『多品種 ・ 高速コンベアラインにおける画像検査ユニットの開発』

株式会社大坪鉄工

新型全自動海苔乾燥機の試作開発と事業化

土井インテリヤ工業株式会社

引出用レール取付装置導入による低価格 ・ 高品質家具の生産

ジャパンシステムエンジニアリング株式会社 次世代自動車向け電力制御用電子部品のインライン超音波検査装置の開発
ジャパン ・ エンジニアリング ・ ネットワーク株式会社 製鐵用金型 （連続鋳造用鋳型） の機能ニーズ対応と市場競争力確保
中村産業開発株式会社

培養装置開発によるジャガイモそうか病用微生物殺菌剤の量産化体制の確立

株式会社藤本コーポレーション

機能繊維 ・ 編立構造 ・ ファッション性の融合によるオンリーワン製品での競争力強化
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事業者名

事 業 計 画 名

株式会社ユニテックジャパン

初期起動性能に優れた高発電効率磁気浮上垂直型風力発電機の開発

アンコール ・ アン

本邦初！ 「あまおう」 のフリーズドライでオリジナルかりんとうまんじゅうを開発する

池田製作所

熱変位補正機能を持つ新鋭複合ＮＣ旋盤の導入による生産性の向上と受注増への取組

渕上鉄工所

ＣＮＣ普通旋盤導入による技術継承及び生産プロセス強化による受注増への取組み

株式会社ジュントス

コンクリート橋梁構造物における損傷画像処理システムの開発

株式会社大建

社会インフラ書類等のＤＢ化でサービス ・ 利便性向上を図るシステムの実用化

株式会社ワイエスピー

無浸漬豆乳プラントの生産能力向上における試作開発

株式会社福岡生物産業開発研究所

飲食店 ・ 食品工場における機能的グリーストラップ※システムの開発

株式会社東洋プレシジョン

加工工程のボトルネックを解消する最新細穴加工機の導入

ＭｅｃｈａＴｒａｃｋｓ株式会社

携帯電話網経由で常時ネット接続する通信 ・ 制御一体型組込機器の開発

株式会社ユアーズ

高齢者介護施設や医療施設用の家具の試作開発

株式会社タック技研工業

最新設備導入による環境配慮型トップランナーモータの主要部品の開発

株式会社米村エンジニアリング

熱処理設備による熱効率向上 ・ 排熱ロス低減による省エネルギー化

北九食品加工有限会社

最新型包餡機の導入による国産和菓子の輸出を含めた生産量増加計画

有限会社テンマ

超精密 ・ 立体 ・ 複雑形状の金型加工法の確立と３次元測定機の導入による生産能力拡大

株式会社ダイキ ・ ジャパン

冷解凍技術を活用した処理方法による食肉等の鮮度保持技術の開発

池田設計 ・ 企画

高機能洗濯物干しカバー （マジカルカバー） の革新的開発

有限会社ＳＧラボラトリー

新規耐酸性油脂分解菌の量産化技術および粉体製剤製造技術の開発と事業化

株式会社アール

バイオマス資源である樹皮を利用した環境浄化資材の製品開発

株式会社ヴィンテージ

病院の収益改善を実現する 「診療報酬加算計算 ・ 管理システム」 の試作開発

アトラス化成株式会社

工業用シリンジ （注射器） の高性能化を実現する。

久留米印刷株式会社

特殊用紙の新たなニーズに対応し生産性と品質を高めるオリジナル印刷工程に取り組む

株式会社協栄エレクトロニクス

ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム） 次世代プラットフォームの試作開発

有限会社水上製作所

『２０１５年度省エネ法対応の産業用モーター部品製造に伴う、 加工精度 ・ 生産効率向上』

株式会社ソフトサービスライフケア

リハビリ効果を促進する ” リハプロモーションシステム “ の開発

ヒカリハイテック株式会社

0.01ｍｍの精度を求めた刃物を製造するための精密加工に優れた研削盤導入事業

株式会社スカイディスク

ＰＭ2.5 など複数の大気環境を計測できるセンサと大気環境データマップの開発

有限会社津留﨑製作所

ＣＮＣホブ盤の新規導入による新規分野参入および生産プロセス強化

ナゴヤパッキング製造株式会社

自動車内装に使用する独自技術 「背割スリット加工技術」 の量産化

株式会社ＱＰＳ研究所

ＴＣＰ／ＩＰインターフェイスを有した小型人工衛星用ユニットの試作開発

有限会社トマト

３次元の凹凸を持ったツキ板貼り不燃ボード商材の商品開発

株式会社飯山工作所

５軸マシニングセンター導入による新分野進出での受注増への取組

やまもと歯科

セレック治療とＣＴスキャン導入による歯科治療の時間短縮と高度化の実現

株式会社エコマテリアル

容リプラ原料を活用した鞄の中敷板製造

株式会社村上精機工作所

交流ドラム式新型電磁ブレーキの開発と高性能振動発生装置の工数削減
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株式会社加来野製作所

未利用廃木材 ・ 廃竹材を利用した熱分解方式による新型の 『多目的簡易ボイラー』 の試作 ・ 開発

株式会社田中信鉄工所

海外展開を見据えた、 旅客鉄道向け高精度鉄枕木の開発及び生産体制構築

力丸鋼機株式会社

鋼板加工 （一次加工、 二次加工） における加工原点の併用による高精度加工

九州計測器株式会社

バイオセンサおよびセンサチップの量産化

株式会社アジアケータリングサービス

料亭の味を介護施設に給食するための作り置きしない独自の集中調理システム

株式会社グローバルエンジニアリング 電力需要予測の最適化と部分供給対応システムによる電力供給コスト削減計画事業
株式会社大阪精密

ダイスポッティングプレスの導入による次世代自動車向け大型ＣＦＲＰ金型技術の構築

野村織物有限会社

糸切れ防止機能を組み込んだ久留米絣織機の導入と化学染料を用いた新商品の開発

有限会社ｋ，ｄｅｎｔａｌ

ＣＡＤＣＡＭ導入による革新的入れ歯の品質の向上及び販路拡大

ダイワインクス株式会社

新デジタル印刷機導入によるＰＯＤの販路拡大事業

マーク建設株式会社

土壌汚染の現地改良を目的とする安全で低価格な混和材開発

平田産業有限会社

フレッシュオリーブオイル純国産 （九州産） ブランド拠点化事業

株式会社ＴＫＳ

新製品 「ダブルヘッドツール」 の量産体制を図るための生産工程の改善

株式会社環境フォトニクス

植物工場栽培レタスの発色性を促進するＬＥＤ光源の試作 ・ 実証

株式会社ネットワーク応用技術研究所

ウェアラブルな筋電センサと操作インタフェースにタブレットを用いた運動装置

株式会社ミドリ印刷

高付加価値の印刷版出力機とＷｅｂを活用した営業改革による競争力の強化と、 新自動現像機導入による環境への配慮

福岡金属興業株式会社

製鋼原料製造における、 処理時間の短縮と環境負荷の低減

山の壽酒造株式会社

高品質特定名称酒の携帯端末醪温度管理システムによる製造能力強化モデルの確立

株式会社幸和

液晶パネル製造装置の “新型熱処理炉” の製作の為の “試作ユニット機製作と効果の解析”

株式会社株式会社成田美装センター

食品廃棄物の真空乾燥処理による飼料化、 肥料化設備の開発

株式会社古賀歯車製作所

ＪＩＳ０ （Ｎ４） 級高精度ラックの標準品開発

桑野新研産業株式会社

機会損失額の解消と通販サイト （欧米人対象） の拡充で収益の柱へ

有限会社ＴＲＩＡＲＴ

スマホ ・ タブレットで実現する軽微でセキュアな遠隔医療システムの構築 ・ 普及

株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ

ユーザーフレンドリーなＢＬＥ開発向け汎用通信プロファイルの開発

シバタ精機株式会社

金型及び機械部品用高精度金属プレート生産における高速 ・ 高精度面取機の開発 ・ 導入

株式会社ミツワ

複合旋盤導入による医療装置部品の高精度の製作、 及び短納期化の実現

西日本住機株式会社

木質パネルの多品種小ロット大量生産に対応した革新的高周波連続プレス機の開発

広松木工株式会社

希少価値の高い木材の有効活用と端材を使った商品開発

株式会社タムラ

新しい微量計量機の導入による、 品質の均一化と安心 ・ 安全の実現

野崎機器工業株式会社

酸素透過性シートを利用した細胞培養プレート製作のための設備投資

柴田産業株式会社

小型家電に含まれる希少金属 ・ 廃プラスチックの高濃縮リサイクルラインの構築

ウメザキシートメタル株式会社

最新鋭の曲げ加工機導入による精密板金製函プロセスの生産性向上及び新規案件開拓

カネックス刃物工業株式会社

全自動放電加工機導入による納期短縮 ・ 商品安定供給 ・ 量産体制の構築

九州鉄道機器製造株式会社

鉄道分岐器用レール表面処理作業の機械化による品質及び生産効率の向上
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