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九州地域中小企業
海外展開 事例集 (Vol.1)

平成２３年６月
九州経済産業局

九州地域中小企業の海外展開事例集について
人口減少下の我が国市場は、中長期的な拡大が見込めない状況にあります。一方、アジアをはじめとする海
外の新興国は市場規模が拡大し、購買力が伸びていくことが見込まれています。今後、中小企業も大企業から
の受注生産に依存するのではなく、自社ブランドでの取引等を行い、自ら成長する海外の市場と繋がっていくこ
とが重要となっています。
九州経済産業局では、中小企業の海外展開を円滑に支援するため、地域の関係機関が参画する「九州地域
中小企業海外展開支援会議」を昨年１１月に設置しました。中小企業の海外展開支援を機能的に実施するた
め、ワンストップ機能を果たす相談窓口を設置するとともに、参加機関が効果的な支援情報の共有を図ってお
ります。
＜同会議の取り組み＞
（１）海外展開の課題やニーズの発掘と先進的事例の収集
（２）農水産物・食品、環境エネルギー等の分野別展開の支援
（３）海外ビジネス情報提供セミナー（食品・環境分野
（３）海外ビジネス情報提供セミナ
（食品 環境分野、知的財産活用等）
知的財産活用等）
（４）各機関の支援策等の情報共有
（５）ウェブサイト、メールマガジンを通じた情報発信

本事例集は、「九州地域中小企業海外展開支援会議」の取り組みの一環として、中小企業基盤整備機構九
州支部及び九州内の日本貿易振興機構（ジェトロ）貿易情報センターと連携し、九州地域の中小企業による海
外展開の先進的事例をまとめたものです。今後、関係機関のホームページともリンクを張り、広く紹介してまい
ります。また、事例は今後も適宜追加していく予定です。
先進的に海外展開に取り組む地域の中小企業を知っていただくとともに、海外展開に意欲を持った中小企業
の方の参考になれば幸いです。

（注）本事例集は、主に当該企業へのヒアリングを通じて作成しておりますが、一部当該企業に記載頂いた部
分も含まれております。
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青紫蘇農場(株)

【農産品・食品（農業関連）】
（九州経済産業局提供）

〜海外での高級化戦略による自社製品ブランド化〜
【海外での事業展開・実績】
平成１６年
くまもと県農林水産物等輸出促進研究会設立 会長就任
→（社）熊本県物産振興協会農林水産物等輸出促進部会に発展的解消（H20）
平成１６年度 上海、米国（ＬＡ，ＮＹ）、香港、シンガポール、韓国等で市場調査
平成１７年度 米国（ＬＡ，ＮＹ）、香港、シンガポール、韓国等で商談会
平成１８年度 香港（最高級シティスーパー） へ大葉の輸出開始（毎週出荷）
平成１９年度 シンガポールへ大葉、しそドリンンク等の輸出開始（毎週出荷）
平成２０年度 米国（ＮＹ）へ大葉の輸出開始
平成２２年度 香港及びイギリスの最高級日本食レストランへ大葉の輸出開始
ドバイへしそドレッシング、ドリンク、麺類、調味料の輸出開始
平成２３年２月 マレ－シア・フランスへ大葉・青紫蘇香料の輸出開始
○輸出実績額 ： ８００万円（平成２３年度見込み）

【企業の概要】
○会社名 ： 青紫蘇農場株式会社 （紫蘇の加工・販売）
有限会社吉川農園（紫蘇の生産）
○代表者名 ： 代表取締役社長 吉川 幸人
（（社）熊本県物産振興協会 農林水産物等輸出促進部会長）

○所在地 ： 熊本県合志市
○従業員数 ： 約５０人（パート含む）、売上高：１．８億円
○生産規模 ： ４ｈａ（青紫蘇農場、吉川農園の合計）
（沿革）
・平成４年１１月
・平成１１年
・平成１２年
・平成１８年
・平成１８年
・平成２０年

（有）吉川農園設立
（株）青紫蘇販売会社設立
紫蘇ドリンク製法特許取得
青紫蘇農場（株）に社名変更
生産情報公表JAS規格認定
経済産業省地域産業資源活用事業計画認定

【海外での今後の展開方針】
日本食ブームもあり、アジア及び北米地域に加えて平成２２年度から中東（ドバイ）、
欧州 （フランス）、韓国にサンプル出荷を含め商談を継続中。

青紫蘇農場社屋
吉川社長

【トピックス・経営者の声】
（工程管理）生産工程管理システム（GAP準拠）による「安全・安定供給」の追求
（製品品質）主力商品である「紫蘇の葉」について栄養成分分析等を自社で行い説得性
のある商品開発につなげる。
（商品開発）紫蘇からお茶、ジュース、ドレッシング、飴、素麺など多彩な商品を開発・販
売。最近では、業務用として紫蘇粉末のほか、紫蘇エキスからオイル・色素
を抽出しており、食品添加物や医薬品への応用が期待。

※輸出先はブランド価値を高めるため、海外トップクラスのスーパーやレストランを
狙う。そのためには展示会出展等を通じて有力バイヤーと知り合うことが大事。
※更なる輸出促進のため、青紫蘇農場と吉川農園を統合し、新たに輸出専門の会
社を立ち上げる予定（Ｈ23.5月頃）。これまでに作った海外販路に自社製品以外
のものも含めて売り込みを行う。

商品

１

(株)有村屋

【農産品・食品】

〜鹿児島県の水産資源を活かした伝統食品「薩摩揚げ」の海外展開〜
【海外での事業展開・実績】
鹿児島県の代表的特産品として，アメリカ（カルフォルニ
ア）東南アジア（シンガポール，香港，上海，台湾，インドネ
シア等）の物産展、商談会、アン テナショップ事業に参加し
た。現在、香港・台湾の地元スーパーの定番商品として販
売されている。本年度は、台湾から数百万円超の商談が
成立するなどの実績がある。
鹿児島県商工会連合会が実施しているＪＡＰＡＮブランド育
成支援事業に参加し、貿易商社、海外バイヤーとの連携
ができた。
【海外での今後の展開方針 】
当社における海外販売額は約５％程度であるが 海外展
当社における海外販売額は約５％程度であるが、海外展
開を始めた時からすると少しづつ伸び継続的な取引が出
来るようになっている。
今後の戦略として、香港を拠点に、中国本土、台湾、シン
ガポールを市場と定め事業展開していく計画。

（九州経済産業局提供）

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社有村屋
○所在地 ： 鹿児島県鹿児島市
○事業内容 ： さつま揚げ製造販売
○代表者 ： 代表取締役 有村 興一
○設立 ： 1951年7月
○資本金 ： 1,000万円
○直営店 ： 郡元本店/山形屋本店/地下磯庭
園内店/鹿児島中央駅店キヨスク
店/鹿児島空港店

【トピックス・経営者の声】

【外観】

魚のすり身を油で揚げた食べ物は東南アジア（中国市場）
でも普及、日本の安心・安全な食材として好評。
現地の法人とタイアップして現地の消費者にマッチした商
品開発を行いたい。
自社の商品を、鹿児島の食文化の輸出として位置づけ、
鹿児島の食材や伝統的製造方法技術を活かした商品を
提供。

【店内】
２

(有)石橋屋

【農産品・食品】
（九州経済産業局提供）

〜海外での高級化戦略によるこんにゃく製品ブランド化〜
【海外での事業展開・実績】
こんにゃくを海外で販売するために、外国人シェフのアド
バイスで、こんにゃくを使用した３色の麺を開発。
現在、海外15カ国（アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス、ロシ
ア、オーストラリア、ドバイ、シンガポール、中国、香港、台
湾、韓国、タイ）で販売
○輸出実績額：１，８００万円（平成２２年度）
【海外での今後の展開方針】
現在輸出しているこんにゃくや、こんにゃく麺に加え、コン
ニャクパウダーの輸出に注力したい。
【トピックス・経営者の声】
【トピックス
経営者の声】
一時は、オートメーションの機械も導入したが、約１５年度
ほど前に全ての機械を処分して、手作りの製法 “バタ練
り”に絞り込み、現在は百貨店や高級スーパーを中心に販
売。
単独でニューヨークに降り立ち、海外展開を始め今や“Ｍｒ．
Ｋｏｎｎｊａｃ”とニックネームが付くほどに。
賞味期限を大幅にのばせたため長期保存が可能となり、
海外への販売経路拡大につながった。
※今後は、こんにゃく文化を世界に向けて発信すべく、大学と
の連携による用途開発や、科学的検証に取り組みたい。
※平成２３年２月２日に「地域産業資源活用事業計画」認定を
受け、コンニャクパウダーの機能性や活用可能性について
補助金を活用しながら取り組みたい。

【企業の概要】
○会社名 ： 有限会社石橋屋
○所在地 ： 福岡県大牟田市
○事業内容 ： こんにゃく製造
○代表者 ： 代表取締役社長 石橋 渉
○設立 ： 平成４年
○資本金 ： ８００万円
○社員数 ： １３名（パート含む）
○売上高 ： １．３億円
石橋屋社屋

石橋社長

３

(株)雲仙きのこ本舗

【農産品・食品（農業関連）】
（九州経済産業局提供）

〜こだわりの自然食品を海外へ〜
【海外での事業展開・実績】
長崎県伝統的産品である、島原の手延そうめんに独自の
乾燥技術を加えた即席麺「養々麺」を開発。手軽でヘル
シーな食べ物として海外市場を開拓。
※国産小麦、長崎県崎戸の「いそしお」、雲仙山麓の名水を
使用し、無添加にこだわった製法で日本食に関心のある層
やヘルシー指向・安全志向の消費者に受け入れられている。
・平成１９年度
・平成２０年度
・平成２０年度

米国（ニューヨーク）麺販売開始
米国（ロサンゼルス）麺販売開始
米国（ハワイ）麺販売開始

○輸出実績額：１００万円（平成２２年度）

【海外での今後の展開方針】
現在アメリカで販売を行っていますが、今後はアジア（香
港や中国）をターゲットとして取組みを検討したいと考えて
います。
【海外展開で活用した支援策等】
ＪＥＴＲＯ支援により国際レストラン＆フードサービス展に
出展
【トピックス・経営者の声】
現在、アメリカでは現地の日系スーパーを中心に販売さ
れており、お客様の多くは現地の日本人と聞いています。
現地の日本人のサークル等でご紹介頂いております。
お湯をかけるだけの簡単調理であり、安心安全な原料を
使用していて、カロリーも低い為、健康食、自然食、ダイ
エット食として人気があります。

【企業の概要】
○企業名 ： 株式会社雲仙きのこ本舗
○所在地 ： 長崎県南島原市
○代表者 ： 代表取締役 楠田 喜熊
○事業内容 ： 茸類・農産・青果物の加工・販売
○従業員数 ： １８０名 ○売上高 ： １８億円
○生産施設 ： きのこ栽培施設６、製麺施設２、加工食品製造施設１
（沿革）
・昭和３２年
・昭和５１年
・昭和６０年
・平成１２年
・平成１９年
・平成１９年
・平成１９年

「長崎県えのき茸生産組合」設立
法人化
麺製造開始（きのこうどん、きのこ蕎麦）
「養々麺」発売、通信販売開始
株式会社に登記変更
長崎県知事賞「グッドファーマー賞」受賞
経済産業省地域産業資源活用事業計画認定

直営店舗

商品
４

球磨焼酎酒造組合

【農産品・食品】
（九州経済産業局提供）

〜地名を冠する不動のブランド！世界に誇る｢球磨焼酎｣〜
【海外での事業展開・実績】
ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業を活用し、Ｈ２１年度、Ｈ２２
年度において、経済発展著しい中国の玄関口であり、アジ
アを代表する世界への情報発信地でもある香港での見本
市に出展し、販路拡大に繋がった。
熊本市、ＪＥＴＲＯ主催の展示・商談会へ参加し、バイヤー
との取引を開始することができ、販路拡大への足がかりと
なる。
【海外での今後の展開方針】
米国の主要都市である「ニューヨーク」、及び、経済発展
著しい中国の玄関口である「香港」を海外戦略の重要拠
点として位置付けし 展示会や商談会で海外進出への足
点として位置付けし、展示会や商談会で海外進出への足
掛かりをつかみ、ブランドポジショニングの向上と海外での
販路拡大を目指す。
【トピックス・経営者の声】
ウイスキーの「スコッチ」、ワインの「ボルドー」やブランデ
ーの「コニャック」のように、 「球磨焼酎」は、ＷＴＯ（世界貿
易機関）のＴＲＩＰＳ協定に基づき、平成７年６月に地理的
表示指定を受け、世界的に認められている数少ないブラ
ンド。
米焼酎の代表ブランド「球磨焼酎」。
米が原料の球磨焼酎は、食事との相性が良く、「和洋中」
問わずどんな料理にも合う焼酎。
５００年の伝統を誇る球磨焼酎は、バリエーション豊か。

【企業の概要】
○会社名 ： 球磨焼酎酒造組合
○所在地 ： 熊本県人吉市
○事業内容 ： 組合員の販売酒類の広報宣伝等
○代表者 ： 理事長 高橋 光宏
○設立 ： 1953年10月
○組合員数 ： 組合員焼酎の製造・販売 ２８社
（2010年8月末現在）

【商
【商品一覧】
覧】

【統一ロゴマーク】
５

(有)新福青果

【農産品・食品（農業関連）】

〜大企業との連携によりICTを活用し、３つ(生産・経営・顧客)の見える化による農業の産業化〜

【海外での事業展開・実績】
主に香港へ里芋・ごぼう（泥付きのまま）を輸出。
中国伊勢丹との連携により、新福青果を含む宮崎県の農業
生産法人5社が共同で中国天津市で野菜（小松菜やチンゲン
サイ等葉物5種）を生産開始（H22.10）。平成23年度にはカメラ
やセンサーを圃場に設置し、本社で管理予定。
インドネシアへの農業協力（人材育成から）も進めているところ。
○輸出実績額：約４００万円（平成２２年度）

【海外での今後の展開方針】
ＩＣＴを活用した「３つの見える化」は農業のトレーサビリティの土
台となり、安全・安心な野菜作りに取り組むとともに、消費者に生
の情報を提供。グローバルＧＡＰの認証も取得しており、ＪＡＰＡＮ
情報を提供 グ
バ
認証も取得し おり
ブランドとして今後、東南アジア地域への輸出先の拡大が期待。

（九州経済産業局提供）

【企業の概要】
○会社名 ： 農業生産法人 有限会社新福青果
○所在地 ： 宮崎県都城市
○事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売
○代表者 ： 代表取締役 新福秀秋
（（社）宮崎県農業法人経営者協会 会長）
○設 立 ： 昭和６２年６月（平成７年農業生産法人化）
○資本金 ： ５，１１５万円
○従業員 ： ７２名（グループ会社含む）、売上高：１４億円
○生産規模 ： 直営農場313ヵ所・103ｈａ（都城市）、
契約農家470軒・250ｈａ（宮崎・鹿児島の10市町）
○生産品目 ： ごぼう、さつまいも、にんじん等根菜類及び
キャベツ、ほうれん草等葉物類、1次2次加工品

【トピックス・経営者の声】
経験やノウハウを中心とした従来型農業から、富士通（株）と
の連携によりＩＣＴを活用して「３つの見える化」を図り、農業の
産業化に取組む。
「生産」（生育情報の共有等）
「経営」（経営情報の整理と適正コスト明示）
「顧客」（消費者ニーズの反映）

圃場の様子（左：新福社長）

ＧＰＳ携帯でデータ入力

その効果として、圃場ごとの栽培履歴から原価計算も容易に
でき、畑ごとのコスト管理が可能になるほか、情報共有により
ノウハウが組織的に蓄積し、組織の成長・後継者育成が可能。
※これからの農業経営には、まず農業者自らの意識改革が必要であり、企業化
とＩＣＴ化が不可欠。産業としての農業には「見える化」の取組はメリット大。
※目指すべき農業の姿は、若者が選択したい産業としての新３Ｋ農業「カッコよく
て、稼ぎがあって、感動がある農業」

ＩＣＴ活用
６

(株)高橋商店

【農産品・食品】

〜伝統的な粕漬けメーカーが、新感覚の液体タイプゆずこしょう｢YUZUSCO(ゆずすこ)｣を売る〜

【海外での事業展開・実績】
「YUZUSCO（ゆずすこ）」は、ペースト状が主体であった九
州名産のゆずこしょうを液体化したもので、2008年から販
売。これまでに60回以上メディアで取り上げられた。
海外では、すでに米国、フランス、ドバイ、オーストラリア、
マレーシアなど10カ国程度に輸出実績がある。
【海外での今後の展開方針】
ジェトロ福岡への貿易相談を経て、2009年11月パリSIALに
初出展し、新しい食材として関心を集めた。同年インドムン
バイでジェトロが行った2ヶ月間のアンテナショップ事業に参
加し、モニタリングを実施、好評であった。
2010年からはジェトロの輸出有望案件発掘支援事業に登
録、ジェトロの紹介によりマレーシア向けの輸出を開始。同
年6月にはバンコクで開催された食品見本市「タイフェック
ス」に出展し、多くの引き合いを受けた。その他、国内の見
本市にも積極的に参加を果たしている。
【トピックス・経営者の声】
高橋商店のルーツは江戸時代中期から営む酒蔵にある。
明治に入り十一代目当主が酒造りの過程で生まれる酒粕
の保存性、うまさに着目し、貝柱、海茸、数の子、野菜など
をじっくり漬け込んだ粕漬け「有明漬」が誕生。その技術を
活かし、「YUZUSCO」が生まれた。
海外市場についてはまだ開拓途上との認識で、ジェトロ
のスキームなどを活用して更なる展開を図る意向。類似
品との競合に備えて新商品を投入している。

（ジェトロ福岡提供）

【企業の概要】
○会社名：株式会社高橋商店
○所在地：福岡県柳川市三橋町垂見1897-1
○事業内容：海産物・農産物の製造および販売
○代表取締役：高橋 努武
○設立：昭和35年12月
○資本金：1,500万円
○従業員数：約50名
昭和21年創業。酒粕を使った有明漬の販売を開始。

隠し味として重宝

ゆず皮、お酢、こしょう（唐辛子）
の絶妙なバランス

７

(株)八ちゃん堂

【農産品・食品（農業関連）】
（九州経済産業局提供）

〜日本初となる冷凍食品｢焼なす｣を海外生産〜
【海外での事業展開・実績】
1996年、冷凍焼なすの安定生産を行うため、ベトナムホー
チミン市に１００％出資子会社「(株)八ちゃん堂ベトナム」 を
設立。
現地に日本人責任者を常駐させ、「ナスの栽培から最終包
装まで」一貫生産を行う。

【海外での今後の展開方針】
今後も積極的にアジアでの生産拠点作りを進めていきたい。
2011年1月にインド・コーチを視察したが有望と思う。
小企業だからこそ積極的に海外での事業展開をしようと考
える。取り組み方によっては未来に希望がもてる経営基盤
を作ることになる。
を作る
なる。

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社 八ちゃん堂
○所在地 ： 福岡県みやま市
○事業内容 ： 加工冷凍食品の製造・販売
（冷凍たこ焼き、冷凍焼なす）
○代表者 ： 代表取締役社長 川邊 博之
○設 立 ： 1977年２月
○資本金 ： 3,000万円
○社員数 ： 97名（2009年2月末現在）
○関連企業 ： (株)八ちゃん堂ベトナム
(株)百菜房
農業生産法人(株)百菜房ファーム

【トピックス・経営者の声】
日本初となる「冷凍たこ焼き、冷凍焼なす」の２つの冷凍食
品を主力として、業務用、家庭用に全国へ展開。
原材料の調達から商品の生産、流通に至る各段階で品質
を管理し、安全で品質の高い商品を提供。
2008年9月に設立された「九州ベトナム友好協会」の副会長
に㈱八ちゃん堂ベトナム代表取締役社長 川邊義隆氏が就
任。

川邊博之社長

冷凍 焼なす

※ 自分たちの技術、経営、ﾉｳﾊｳに自信を持ち、自己決断、自己責
任で行動する。
※ 迷うなら、やってみる。一番安いところでつくり、一番高いところ
で売ることをためらっていては商機を逸する。
※ スピードが重要。これからの海外戦略は、中小企業ほど決断の
早さが求められる。

八ちゃん堂ベトナム
８

(株)福山物産

【農産品・食品】
（九州経済産業局提供）

〜海外での純玄米黒酢の販路開拓〜
【海外での事業展開・実績】
海外での展示会や販売会を重ね、黒酢の価値観を広めていくこと、
自社製品のブランド価値を高め、販路拡大を行っている。
平成１４年度
平成１７年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度

シンガポール・伊勢丹での販売会開始
韓国姉妹店「ポラリス」設立 韓国での商品販売開始
香港・ＳＯＧＯ、台湾・太平洋ＳＯＧＯでの販売会開始
台湾・シティースーパーでの販売会実施
香港展示会へ参加。韓国国際発酵会議・展示会へ参加
中国・香港及び台湾での市場調査を予定

【海外での今後の展開方針】
アジアを中心とした販路開拓を進める。現在、韓国における姉妹店
の販路拡大をはじめ、中国市場で重要視されている香港市場への
販路開拓を進めるため、展示会出展や商談を進めている。世界中
で注目されている発酵食品。そのひとつである純玄米黒酢の効能
に いても研究を進め 販路開拓を進めていきたいと考えている
についても研究を進め、販路開拓を進めていきたいと考えている。
その際には、鹿児島県連合会商工会の「ＪＡＰＡＮブランド育成支援
事業」の海外市場調査やテスト販売における活用及びＪＥＴＲＯの海
外販路開拓支援を活用したい。

【企業の概要】
○会社名：株式会社福山物産（黒酢、黒酢加工食品等の卸・小売）
○代表取締役社長：重久 浩
○従業員数：２９人
○売上高 ：５億円
○関係企業：重久盛一酢醸造場
○創業：1805年（文化2年）
【沿革】
平成 元年 有限会社福山物産設立
平成 ３年 鹿児島空港に黒酢専門店を出店
全国有名百貨店で物産展販売を実施
平成１３年 宮内庁販売を開始
平成１７年 株式会社福山物産へ組織変更
平成２２年 鹿児島中央駅に新店舗を出店

【トピックス・経営者の声】
当社の黒酢を生産している重久盛一酢醸造場はＪＡＳ規格（日
本農林規格）の認定を受けており、「安全性」を重視した生産を
行っている。
壷造り米黒酢は農林水産省が推進する「ふるさと認証食品事
業」において全国第１号として認定を受けるとともに、(財)食品産
業センターの「地域ブランド表示」の認定を受けている。
黒酢をはじめ、果物を加えた黒酢、黒酢を加えた黒糖など、黒酢
加工食品を多く開発している。また、最近では鹿児島県新加工食
品コンクールにおいて「さつまの黒酢炊き黒豚角煮」が優秀賞を
いただいている。
９

(有)松本農園

【農産品・食品（農業関連）】

〜生産情報公表ＪＡＳ規格、グローバルＧＡＰに基づきトレーサビリティーを徹底。安全・安心な野菜で輸出拡大を狙う〜

【海外での事業展開・実績】
くまもと県農林水産物等輸出促進研究会（現（社）熊本県物産振
興協会農林水産物等輸出促進部会）の主要メンバーとして海外
展示会・商談会に積極的に出展
香港や台湾の高級食料品スーパーに人参などを輸出。
ヨーロッパに切干大根を輸出。健康食品「ドライダイコン」として人気。
○輸出額：約１１０万円（平成２２年度）

【海外での今後の展開方針】
海外市場では日本と異なり、必ずしも形、大きさ等の外観品質に
こだわっておらず、海外市場の品質基準を調査し、それに対応し
た商品を輸出することで価格引き下げが可能になり、競争力強化
に繋がる。アジアのアッパーミドル層をターゲットに輸出拡大を図る。
に繋がる。アジアのアッパ
ミドル層をタ ゲットに輸出拡大を図る。

（九州経済産業局提供）

【企業の概要】
○会社名 ： 農業生産法人 有限会社松本農園
○所在地 ： 熊本県上益城郡益城町
○事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売
○代表者 ： 代表取締役社長 松本博美
○設 立 ： 平成３年３月
○資本金 ： ８００万円
○従業員 ： 約３０名（パート含む）（平成23年3月現在）
○生産規模 ： 約５０ｈａ
○生産品目 ： 人参、牛蒡、里芋、大根、米 等

【トピックス・経営者の声】
包装に記された識別番号を入力すると、農薬や肥料の使用状況の
ほか、その農産物の畑の位置をグーグルマップで見ることができる
『「畑が見える」松本農園の野菜。』を提供。
生産情報公表ＪＡＳ規格、グローバルＧＡＰに準拠し、 国際的に通
用する高度な安全管理システムを導入した農産物であり、輸出拡
大が期待。
2009年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経ＭＪ賞受賞
※ 今後国内人口減少が進むため海外に打って出ないと事業は縮小。中国
等の人件費は上がってきているので、日本も野菜では十分勝負できる環
境になりつつある。前向きに考えていくことが必要。
※ 海外戦略としては、グローバルＧＡＰを標準化し、情報システムを海外の
農家とも繋いで一つのネットワークとして動かしていくファームアライアン
スを提案中。

主力商品 人参

阿蘇の麓に広がる松本農園の圃場

ウェブのサンプル画面
１０

室町ケミカル(株)

【農産品・食品】
（九州経済産業局提供）

〜チャレンジと実現化の努力〜
【海外での事業展開・実績】
中国進出の拠点として、１００％出資の海外法人「室町 （上海）
商貿有限公司」を開設。（2010年7月）
グループ会社で健康食品を企画、販売する天洋社薬 品が、国
内・中国でサプリメントゼリー「ローズ ビューティー」と「ウコンゼ
リー」を同時発売。（2010年9月末）

【海外での今後の展開方針】
急速に拡大する環境問題に対応する水処理・膜洗浄事業や
ニーズの高い日本製の健康食品の販売事業など得意分野を
柱に、今後、九州に近い中国マーケットの開拓にチャレンジ。

【海外展開で活用した支援策等】

【企業の概要】
○会社名 ： 室町ケミカル株式会社
○所在地 ： 福岡県大牟田市
○事業内容 ： 医薬品の製造・販売、健康食品の製造・
販売、イオン交換樹脂の販売・処理等
○代表者 ： 代表取締役 村山 哲朗
○設立 ： １９４７年７月
○資本金 ： ６０００万円
○社員数 ： ２００名
○関連企業 ： 天洋社薬品（株）、室町ロジスティック（株）、
室町（上海）商貿有限公司

ジェトロ、福岡県中小企業振興センター、地元銀行などの各上
海代表処の情報面での協力とバックアップを得て 市場動向
海代表処の情報面での協力とバックアップを得て、市場動向、
中国政府の方針など許認可取得が有為に働いた。それぞれの
分野領域で良きパートナーを見つけることも強力な支援を受け
る手助けになった。
販路開拓支援セミナー（財団法人九州産業技術センター、九州
地域バイオクラスター推進協議会共催）への参加による中国の
市場動向の情報収集。

【トピックス・経営者の声】
2011年2月に中国の販売会社とゼリーの代理店契約を締結し、
3月中に最初の製品を出荷予定。
当社は明治期の創業以来、家庭薬の製造販売からスタートし、
その後多岐に渡る事業を展開してまいりました。私たちは、お客
様の満足度向上を深く追求し高品質な製品・サービスの提供を
心がけております。常にチャレンジ精神を大事にして、新たな事
業展開を進めてまいりますので、今後の室町ケミカルにご期待く
ださい。 （代表取締役 村山 哲朗）

村山哲朗 代表取締役
室町（上海）商貿有限公司が入居する上海マート

ローズビューティー

ウコンゼリー
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(株)アステック入江

【機械・装置（環境関連）】
（九州経済産業局提供）

〜工場廃水から有価物を回収するプラントを建設〜
【海外に向けた事業展開・実績】
①2006年9月に上海に現地法人設立。
②2009年8月約10億円を投じて工場廃液から銅やニッケル
を回収するプラントを建設。
③2009年１1月、日中省エネ環境総合フォーラムのプロジェ
クト（経済産業省新資源循環推進事業）として認定
④2011年1月約3億円を投じ、同上プロジェクトを実証し、最
新型設備に増強
【今後の展開】
高純度再生塩化鉄による上海地区電子産業の高度化へ貢献
同上塩化鉄を 生活排水 工場排水の水処理材に提供し地域
同上塩化鉄を、生活排水・工場排水の水処理材に提供し地域
の環境改善に貢献
日本同様ゼロエミッションを達成

【トピックス】
①エッチング用塩化鉄廃液の再生及び有用金属のニッケル
粉、銅粉の回収による資源循環型企業として地域に貢献
②鉄づくりの工程における各種設備の設計、製作、据付け、
操業及びメンテナンスに関する技術を提供
【経営者の声】
※事業のグローバル化並びに環境改善に貢献することを
狙って中国に進出
※経済産業省並びに各行政機関の支援を要請したい

【企業の概要】
○会社名：株式会社アステック入江
○所在地：福岡県北九州市八幡東区西本町3丁目1番1号
○事業内容：製鋼、鋼管、設備エンジニアリング、塩化鉄
廃液再生処理、セラミック加工業他
○代表取締役社長：高橋 正幸
○設立：明治43年2月
○資本金：1億円
○従業員数：800名
○売上：110億円（H22年7月）

【主力製品】
・ｴｯﾁﾝｸﾞ溶液
・水処理剤
・回収銅
・回収ﾆｯｹﾙ

１２

(株)イベロジャパン

【機械・装置（農業関連）】
（九州経済産業局提供）

〜農業機械のリユースでアジアの農業を近代化〜
【海外での事業展開・実績】
毎年約8,000台の中古機を世界59カ国と取引。
日本国内で仕入れた中古農業機械をベトナムに設立 し
た現地法人で再生し、ベトナムをはじめＡＳＥＡＮや欧米に
販売。（1千台/月規模）
日本での輸出前品質チェックを徹底強化し、交換部品の
早期手配等を実現。同工場での高性能で信頼性のある
再生製品を提供するモデルを構築。
工業化が進むベトナムの農業機械需要の増大に応える
とともに、今後更なる拡大が予想されるアジア市場への
供給の足掛かり
供給の足掛かり。

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社イベロジャパン
○所在地 ： 福岡県宇美町
○事業内容 ： 中古農業機械・建設機械のリサイクル、
輸出・販売
○代表取締役社長 ： 芝山 温
○設立 ： １９９７年３月
○資本金 ： 1000万円
○従業員数 ： ２９名
※リサイクル拠点 ： イベロベトナム
１００％独資・年間1200台の修理再生能力
(2009 2竣工 従業員100名)
(2009.2竣工、従業員100名)

【トピックス・経営者の声】
出荷の８割を占める欧米市場に加え、農業の機械化が
進むベトナム等アジア市場の獲得と課題であったコスト低
減を図るため、安くて優秀な労働力が確保できるベトナム
に進出。
現地工場に日本人技術者を派遣し、品質向上、販売後
のメンテナンス、 農業機械のトレーニングセンターによる
最新の農業技術指導体制を整備。
【イベロベトナムでの再生状況】
１３

(株)エコファクトリー

【機械・装置（環境関連）】
〜輻射熱を利用した最先端の空調システムハイブリッドサーモシステム「エコウィン｣〜 （九州経済産業局提供）

【海外での事業展開・実績】
2010年1月、「九州・遼寧省環境ビジネスミッション」参加を
きっかけとし、同年8月にＫ－ＲＩＰとアジア低炭素化センター
が合同で派遣した「大連環境ビジネスミッション」において、中
国企業と商談を開始し、2011年1月第２回大連市人民政府並
びにＫ－ＲＩＰ及び経済産業省九州経済産業局・近畿経済産
業局の合同会議において、中国遼寧省営口市にある小雨集
成房屋有限公司と本省エネ冷暖房の製造販売における業務
提携に合意し調印を行った。本年６月に上記企業と合弁会社
設立を行う。出資比率は中国企業７エコファクトリー３の比率。
本年１０月には本合弁会社現地工場が稼働予定である。

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社エコファクトリー
（チームエコウィン本部）
○所在地 ： 熊本市
○設 立 ： 平成８年４月
○代表者 ： 村上尊宣
○資本金 ： 3150万円
○従業員数 ： ９人
○主要事業 ： 輻射式冷暖房装置の製造、販売、保守点検
省エネ機器、自然エネルギー利用機器の研究
開発、製造、販売 等

【トピックス・経営者の声】
当社独自開発の輻射式冷暖房装置、ハイブリッドサーモシ
ステム「エコウィン」は省エネ性として、従来のエアコンと比較
して、約３０％の省エネ効果を実現。熱源に高効率ヒートポン
プを採用し、遠赤外線の輻射による熱移動の原理を応用して
冷暖房を行うもので、静かで健康的な質の高い冷暖房を実
現した。個人住宅をはじめとして、医療施設、老人ホーム、公
共施設、商業施設等様々な規模、用途、分野での採用が可
能であり、地球温暖化防止に寄与できる冷暖房装置である。
中国の環境問題にも貢献し、両国の発展に寄与したい。

アトリウム空間・吹抜けなど
広い空間にも

〔主な受賞歴〕
第４回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門 「国土交通大臣賞」受賞

ecowin panel（ﾊﾟﾈﾙ型）

ecowin tower（ﾀﾜｰ型）

平成20年九州地方発明表彰 「発明奨励賞」受賞
第３回ものづくり日本大賞 「優秀賞」受賞
１４

協和機電工業(株)

【機械・装置（環境関連）】
（九州経済産業局提供）

〜製作から運用、新製品の提案まで行うプラントメーカー〜
【海外に向けた事業展開・実績】
①2003年11月に深センテクノセンター内の工場にて「協和環保
（深セン）諮問公司」を設立。
②2007年日本人3名中国人25名にてエンジアリングセンターを
設立
③中国深セン市を中心に上水・中水・下水・排水リサイクル施設
の施工を行う

【今後の展開】
①中国と日本の良いところを組み合わせて最適化し、第三国へ
②中国国内でのパートナー企業との連携
③省エネ・省力化事業、維持管理・メンテナンス事業の展開

【トピックス】

【企業の概要】
○会社名 ： 協和機電工業株式会社
○所在地 ： 長崎県長崎市川口町10-2
○事業内容 ： 上下水処理ｼｽﾃﾑ、海水淡水化
装置等の設計・生産
○代表取締役社長 ： 坂井 秀之
○設立：資本金 ： ５０百万円
○従業員数 ： ４１８名
○売上 ： ９３億円

【主力製品】

①ものづくりから運転管理まで大部分を提案するワンストップソリュー
ションによるビジネス。
②日本最大の海水淡水化施設（海水淡水化施設まみずピア：福岡）
におけるシステム・水処理機械の設計・製作・工事・運転管理の
技術を提供。
③地球環境保全への貢献と人材の育成がCSRの柱。
【経営者の声】
現在社会を取り巻く新たな４つの潮流、｢経済のグローバル化｣｢低
炭素社会｣｢情報通信技術の革新｣｢少子高齢化｣へ向けた体制造り、
業務革新を行っています。また、これらの事業活動を通じて、モティ
ベーションの高い企業風土を醸成し、社員および関係各位の安定し
た生活の確保と社会の発展に貢献することをミッションとしています。

【海水淡水化施設（まみずピア）】

１５

清本鐵工(株)

【機械・装置（環境関連）】
【環境分野】
〜10年に亘る現地操業による現地政府との信頼をベースに、25年間の工業団地の汚水処理事業（BOT方式）を受注〜 （九州経済産業局提供）

【海外での事業展開・実績】
1997年、中国・大連市にて郷鎮企業を買収し、独資の子
会社「大連清本有限公司」を設立。船舶用部品や建設機
械部品などの鋳鋼事業を展開。
10年に亘る現地子会社の事業展開の中で良好な関係と
なった大連市金州区政府から要請を受け、金州区工業園
区の汚水処理場を建設。現地子会社「大連清本環保技術
有限公司」と「大連清本再生水有限公司」の２社を設立し、
２５年間BOT方式での廃水処理を請け負い、2009年11月
運用開始。
【海外での今後の展開】
大連市での汚水処理場建設・運営の実績を下に、同様の
地域密着型汚水処理関連事業を提案・実施。

【当該企業の概要】
○企業名 ： 清本鐵工株式会社
○所在地 ： 宮崎県延岡市
○創業 ： 昭和１２年２月
○代表者 ： 清本英男
○資本金 ： ９５百万円
○従業員数 ： ４６３人
○主要事業分野 ： 船舶用アンカー（国内ｼｪｱ６割）
等鋳鋼業、排水処理 等
○売上高 ： ２４５億円

【トピックス・経営者の声】
汚水処理場の建設に当たっては、旭化成（株）のMF膜、
旭有機材（㈱）のバルブ 、（株）正興電機製作所の電子制
御盤技術等、複数の日系企業と連携関係を構築して建設。
旭化成製の膜を使用したMBR方式（膜分離活性汚泥法）
は、非常に厳しい中国国家一級A基準以上の高レベル排
水処理が可能。かつ設備も他の方式に比べてコンパクト。
また、中小企業であることから、様々なリスクに対して社
としての判断が非常に早い。
１６

サワテック(株)

【機械・装置（環境関連）】

〜オゾンを用いた最先端技術による、効果的かつ低コストな水質改善装置を開発〜
【海外での事業展開・実績】
深刻な水質汚染問題を抱えている中国江蘇省『太湖』の
無錫水域浄化試験を、日揮(株)及び丸紅 (株)と連携して
実施。１ヶ月で「第Ⅴ類」の水を「第Ⅲ類」まで浄化すること
に成功。
雲南省昆明市『滇池』において、1,500万㌧の水を１年間
で浄化するモデル事業を、日揮(株)、丸紅 (株)及び中国
政府と連携して実施（2011年6月運転開始予定）。
【海外での今後の展開】
大連市の日本環境企業向け工業団地「大連日本環境産
業テクノパーク」進出に向けた意向書に調印（2010年1月20
業テク
ク」進出に向けた意向書に調印（
年 月
日）。今後、同テクノパークの支援も受けつつ中国側のパー
トナーと実証実験に向け取組中。

（九州経済産業局提供）

【当該企業の概要】
○企業名 ： サワテック株式会社
○所在地 ： 福岡市
○設 立 ： 平成６年７月
○代表者 ： 澤田善行
○資本金 ： ２３９百万円
○従業員数 ： １０人
○主要事業分野 ： 水質浄化装置の開発・販売

【トピックス・経営者の声】
ダム・湖沼・河川から畜産廃水・工業廃水まで、高濃度の
有機物廃水の処理が可能。
同社が開発した「NACシステム」は、オゾンを１００％水中
に溶解・反応させてから水質改善を図るため（特許取得技
術）、毒性を有する残オゾンを処理する装置等の敷設が不
要となり、設置コストやランニングコストを軽減。かつ、極め
て高効率な水質改善が可能な技術。

１７

(株)西部技研

【機械・装置（環境関連）】

〜「規模の大小に関わらない真の意味の優良国際企業(Excellent Global Company) を目指す。」事が究極のビジョン〜

【海外での事業展開・実績】
日本を中心に、ヨーロッパ、アメリカ、中国の各拠点が連
携。四極体制で各市場のニーズにマッチングした製品開
発までを視野に事業を展開。
2007年1月、中国江蘇省に西部技研環保節能設備（常
熱）有限公司を設立。（2010年2月、大幅拡張）
【海外での今後の展開方針】
四極体制をさらに強化しつつ、東南アジア、南アジア、中
近東などの新興国市場の開拓に注力する。
【海外展開で活用した支援策等】
中国進出にあたり、最初上海に駐在員事務所を立ち上
げ、現地のＪＥＴＲＯを通じて情報収集の上、江蘇省常熟
市への進出を決定。
【トピックス・経営者の声】
２５年前に世界で初めてシリカゲルを使った除湿ローター
を商品化。現在、世界シェア３割を獲得。
市場を世界に求め、諸外国の特許を取得し、海外戦略を
展開。海外特許登録済８２件、出願中２９件。
日本で７割のシェアを得ている全熱交換器を、中国と米
国において現地生産。その品質は既に日本製と遜色がな
い。

（九州経済産業局提供）

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社西部技研
○所在地 ： 福岡県古賀市
○事業内容 ： デシカント除湿機・全熱交換器等の省エネ・環境保
全機器 メーカー
○代表者 ： 代表取締役社長 隈 扶三郎
○設立 ： １９６５年７月
○資本金 ： １００００万円
○社員数 ： ２００名
○関連企業 ： Seibu Giken DST AB（スウェーデン）
Seibu Giken America, Inc.（米国）
西部技研環保節能設備（常熱）有限公司

隈 扶三郎
代表取締役社長

グローバルネットワーク

西部技研環保節能設備（常熱）有限公司

１８

(株)マリン技研

【機械・装置（環境関連）】
（ジェトロ長崎提供）

〜水本来の浄化力を活かし世界の水環境を自然に戻す〜
【海外での事業展開・実績】
96年の東南アジア諸国のエビ養殖地への水域浄化装置
「ジェットストリーマー」の販売を皮切りにイスラエル、フラ
ンス、米国、メキシコ、韓国、中国等へ輸出。米国、韓国、
台湾、欧州諸国など24ヵ国で特許取得済み。
【海外での今後の展開方針】
中国、東南アジア、米国への協力を中心に展開。国内外
からひきをきらない導入要請に対し、先入観や人脈に頼
ることなくパートナーを慎重に選び技術を守る。
【海外展開で活用した支援策等】
APEC横浜国際会議のジェトロ環境ゾーンでの製品展示
APEC横浜国際会議のジェトロ環境ゾ
ンでの製品展示
や九州地域環境・リサイクル産業プラザ（K-RIP）を通じた
研究発表やミッション参加などを通じ水環境改善の重要
性と解決法を訴え続けている。
【トピックス・経営者の声】
ダム・湖沼・貯水池・内湾等の閉鎖性水域を自然浄化す
る「ジェットストリーマー」、アオコ藻類の大量発生を防ぐ
「アルジーハンター」が内外から高い評価を得ている。
＊吉永社長
子々孫々に安心して残せる水環境遺産を創造しよう。

【企業の概要】
【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社マリン技研
○所在地 ： 長崎市古町22
○事業内容 ： 水域浄化装置の設計・製作・施工・各種
プラント制御システム制御盤設計・製作
○代表取締役社長 ： 吉永勝利
○創立 ： 1987年3月
○資本金 ： 3億6,642万円
○従業員数 ： 26名

世界遺産メキシコ・ソチ
ミルコの運河への設置
（2005年）

岩手県藤沢農水地
（2005年）小型風力・
太陽光パネルを利用

１９

(有)小倉クリエーション

【伝統工芸】

〜コンセプトは｢ボーダーレス｣。伝統ある小倉織を、国境を越えて世界へ発信！〜
【海外での事業展開・実績、今後の展開】
北九州の伝統である「小倉織」を現代のイメージに合うよ
うデザインし、欧州に向けて、生地とインテリア製品を販
売。スイスを拠点としたエージェントとの契約を締結し、高
級百貨店・セレクトショップ向けに展開することに成功。
2011年は、パリで開催された世界最高峰のインテリア・デ
ザインの見本市メゾン・エ・オブジェに3回目の出展。フラ
ンス・イタリア・ドイツ・米国など多数のブランドバイヤー・
デザイナーと引き合いがあり、継続的に商談中。2011年4
月はイタリアのミラノ・サローネにも出展しており、更なる
展開の拡大が期待される。
「JAPAN BRAND」として2010年に認定され、その美しい
デザインと高い品質から国内外で高い評価を得ている。
【トピックス・経営者の声】
江戸時代から帯や袴として織られ、かの徳川家康も愛用
した小倉織は、戦時中に途絶えてしまったが、試行錯誤を
経て復元に成功。たて糸が横糸の3倍密に織られた小倉
織は、たて糸が際立ち、立体感のあるストライプ柄になる。
モダンにデザインした「縞縞 SHIMA-SHIMA」ブランドとして
国内外に発信。
「コンセプトは、ボーダーレス。北九州の誇りである小倉織
を、国境を越えて世界へ広げていきたい。」
社長の強い意思が、海外展開を進める原動力だ。

（ジェトロ北九州提供）

【企業の概要】
○会社名 ： 有限会社小倉クリエーション
○所在地 ： 福岡県北九州市小倉北区大手町3-1-107
○事業内容 ： 繊維製品・インテリアのデザイン
企画・製造・販売
○代表取締役社長 ： 渡部英子
○設立 ： 1996年5月7日
○資本金 ： 1,000万円
○従業員数 ： 10名
○売上 ： 7,700万円（前期H22.4～H23.3）

2011年メゾン・エ・オブジェのブースにて、フランスのバイヤーと撮影。
右が社長の渡部英子氏、左が染織家・デザイナーの築城則子氏。

２０

(有)佐賀ダンボール商会

【伝統工芸】
（九州経済産業局提供）

〜世界に羽ばたけ！有田焼！〜
【海外での事業展開・実績】
影響力ある人たちのファンづくり
・
・
・
・

海外向け展示会ＡＰＥジャパンにおける日本政府による展示
洞爺湖サミットで日本政府から各国首脳へ贈呈され絶賛
２００９年、第３回「ものづくり日本大賞」優秀賞受賞
平成２３年より中国の高級百貨店で本格的に販売を開始

【海外での今後の展開方針】
日本の伝統工芸や文化を発信するブランド戦略
高付加価値イメージ戦略、海外マスコミの活用

海外の高級店への出店戦略
米国、台湾、ロシア、アラブ首長国、中国などの高級百貨店等と代
理店契約（２１年度輸出実績５００万円、２７年度目標２億円）

【企業の概要】
○会社名 ： （有）佐賀ダンボール商会
・異業種有田焼梱包用化粧箱、ダンボール等の製造販売
・世界初!オンリーワン有田焼商品の開発と販売
①有田焼万華鏡②万年筆③オルゴール④酒器ボトル等
○代表取締役社長 ： 石川 慶蔵
○従業員数 ： ２２名
○売上高 ： １．９億円（Ｈ２２年度）
（沿革） ・１９５８年１0月 （有）佐賀ダンボール商会設立
【認定】 地域産業資源活用第一号認定（経済産業省、2007年）
【受賞歴】
①第三回「ものづくり日本大賞」優秀賞（経済産業省 2009年）
②第三回「ニッポン新事業創出大賞」優秀賞
（（社）日本ニュービジネス協議会連合会 2008年）

佐賀ダンボール商会

洞爺湖サミット

石川社長と万華鏡

【トピックス・経営者の声】
陶磁器産地有田の町を元気にしたい。
２０１６年、有田焼創業４００年祭

有田焼を通して世界中の人に喜んで頂きたい。
製品化の視点は「世界中の人が喜ぶ、誰も持っていない
オンリーワン商品」
（開発事例）
①世界初有田焼万華鏡
②有田焼万年筆
③セーラー１００周年（１００万円、１００本限定）の「有田焼万年筆セット」
④世界ブランド・スイス・リュージュ社とのコラボ「有田焼オルゴール」
⑤特許ネジ技術を活用した「有田焼香水（アロマ）ペンダント」

有田焼万年筆
２１

(株)日本リモナイト

【その他（環境関連）】
（九州経済産業局提供）

〜｢阿蘇リモナイト｣の機能性を利用した環境改善商品の製造販売〜
【海外での事業経緯・実績】
韓国への輸出
平成１６～２０年 飼料添加剤「ライトミネラル」 １０８t
中国への輸出
平成１９年 広東省 飼料添加剤「ライトミネラル」１６t
平成２０年 南寧省 「日本園」での展示・販売
飼料添加剤「ライトミネラル」
ペット用健康消臭補助食品「VIGORドゥミエル」
リモナイト陶器「大地の環」「蘇水焼」等
【海外での今後の展開】
飼料添加剤「ライトミネラル」の輸出の拡大
ペットフード関連商品の輸出
環境改善商品の共同研究開発等
【トピックス・経営者の声】
九州・熊本が世界に誇るカルデラ「阿蘇山」、およそ９
万年前 の大噴火により作られた火口湖には、ミネラル
成分や植物などの有機物が蓄積、その後、火口湖は干
上がり、水中で分離分解・溶出した鉄分を多く含む堆積
物が「阿蘇リモナイト」として阿蘇・狩尾一帯に分布。
この「阿蘇リモナイト」の組成の約70％は水酸化鉄で、
天然ミネラルを含み硫化水素・リン・アンモニア・残留塩
素を吸着する能力がある。 このような機能性を利用し
て環境改善商品の製造・販売を実施。

【企業の概要】
○会社名：株式会社 日本リモナイト ○住所：熊本県阿蘇市狩尾２８９番地
○ＴＥＬ：0967-32-1082 ○ＦＡＸ ：0967-32-3709 ○URL：http://www.limonic.co.jp
○E-mail：info@limonic.co.jp ○代表取締役：栗谷利夫 ○資本金：100,000千円
○年商：310,000千円 ○従業員：30名
「会社沿革」
昭和41年 日本リモナイト鉱業有限会社設立、褐鉄鉱石鉱山として第一阿蘇鉱
山稼動する。
昭和57年 阿蘇リモナイトの広域用途開発のため、熊本県畜産試験場において
畜産飼料として研究を始める。
平成 5年 阿蘇リモナイトを｢ライトミネラル｣という商品名で販売を始める。
平成13年 脱硫化水素剤のリサイクルに関する特許を、熊本県工業技術センターと
共同で出願する。また、熊本県創造技術研究開発費補助金を受ける。
平成14年 日本リモナイト鉱業有限会社から株式会社日本リモナイトへ社名変更
平成18年 資本金１億円に増資。

代表取締役 栗谷利夫

阿蘇の大地からの恵み「阿蘇リモナイト」

ライトミネラル
VIGORドゥミエル

蘇水焼
２２

(株)アクセス・ジャパンコーポレーション

【サービス】
（九州経済産業局提供）

〜中国人材育成を通じたビジネス展開〜
【海外での事業展開・実績】
(株)アクセス・ジャパンコーポレーションは、２００８年に、
中国浙江省に合弁会社野田學園を設立し、日本語教育、
日本留学支援等を行っている。
これまでに、卒業生１２６人のうち、５０人が来日を果た
している。
【海外での事業展開・実績】
２００８年に杭州で野田学園を開校後、分校、提携校
が８校となった。
今年は、浙江省内での別の分野の人材ビジネスをス
タートさせ、実績を積みながら、他省にも進出予定。
タ
トさせ、実績を積みながら、他省にも進出予定。
中国における総合人材会社を目指す。

【企業の概要】
○会社名 ： 株式会社アクセス・ジャパングループ
○所在地 ： 福岡県筑後市
○事業内容 ： 人材総合サービス（業務請負業・人材派
遣業・職業紹介業）、スポーツ振興事業、
不動産事業、物流事業、輸送事業、スイミ
ング・フィットネス事業、飲食・宿泊事業等
○代表者 ： 代表取締役 野田 高広
○創 業 ： 2001年3月
○資本金 ： １億５４００万円
○社員数 ： ２０００名（2010年10月現在）

【トピックス・経営者の声】
これまで培った派遣・請負ビジネスのノウハウを生かし
て、中国人材が来日した場合、アルバイトや就職に関
する全面サポートが可能。
中国に所在する日系企業とのパイプも深く、来日を希
望せず、日本関係で働く希望の中国人材を支援。
これまでの中国における人材ビジネスの成果が評価
され、人材ビジネスに関するいろいろな相談や打診が
急増中。

２３

環境テクノス(株)

【サービス（環境関連）】
（九州経済産業局提供）

〜環境コンサルタントとして中国企業と合弁会社を設立〜
【海外に向けた事業展開・実績】
1995年 日中合弁上海九州環保設備有限公司設立
2005年 日中合弁上海緑環商品検測有限公司設立
2008年 環境テクノス株式会社大連事務所開設
2010年 大連理工大学とMOUを締結
2011年 大連九州環境科技有限公司設立準備
【今後の展開】
環境・エネルギーの規制強化が進む中国において、当社
の環境総合コンサル技術を活かして、分析・検査、モニタリ
ング、アセスメントを始め、環境に関する計画、評価、調査、
エンジニアリング メンテナンスと幅広い事業展開を図る
エンジニアリング、メンテナンスと幅広い事業展開を図る。

【企業の概要】
○会社名 ： 環境テクノス株式会社
○所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区中原新町2番4号
○事業内容 ： 環境調査、環境分析・測定、環境技術コ
ンサルタント
○代表取締役社長 ： 鶴 田 暁
○設 立 ： 昭和51年1月
○資本金 ： 40百万円
○従業員数 ： 73名
○売 上 ： 6億円

【主力製品】

【トピックス・経営者の声】
環境・資源・エネルギーの総合コンサルティング企業を目
指し、九州、アジア市場に向け事業展開
海外事業展開を推進するため、人材の高度化と国内外
の高度人材の活用
市場ニーズにマッチしたビジネスモデルの構築
産・学・官連携の事業展開
産学連携の研究・開発の推進
「持続可能な経済社会への挑戦」
２４

