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中小機構の支援体制
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所在地：東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

設立：平成16年7月
（中小企業総合事業団、地域振興整備公団、産業基盤整
備基金の三法人が統合）

資本金：1兆1154億4593万469円（2021年2月）

役職員：役員13名 職員727名（2021年3月）

主務大臣：経済産業大臣及び
財務大臣（産業基盤整備業務について共管）

根拠法：独立行政法人中小企業基盤整備機構法

目的：中小企業政策全般にわたる総合的な実施機関として、起業・
創業期から成長期、成熟期にいたるまで、企業の成長ステージ
に合わせた多様な支援施策を実施

主要拠点：本部（東京）
地域本部等（10ヶ所）
中小企業大学校（9校）

中小機構と支援機関ネ トワ ク



中小機構の特色
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●創業から企業の成長・発展、事業再生までを総
合的に支援

●全国ネットワークを活かして高度・広域な支援を
推進

●支援ノウハウを活かして、地域の支援機関の支
援機能の向上を支援

●地域の支援機関、大学、金融機関等と連携し
て中小企業を複合的に支援

●全国約3500名の専門家や中小企業支援に精
通した職員等の人的資源を活用

『我が国で唯一の中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関』

358万者



資金支援

起業・創業期
新事業展開 成長期 成熟期

共通

支援メニュー一覧～中小企業の成長段階に応じてサポート～

インキュベーション施設 事業承継・事業引継ぎ

事業再生

TIP＊S/BusiNest ｅコマース・展示会

Ｊ-GoodTech

海外展開支援

ハンズオン支援

新事業創出支援

人材育成

中小機構では、多様な支援メニューにより、中小企業の成長を一貫してサポート

起業相談AIチャットボット
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共済制度

経営相談 情報提供

・ここからアプリ
・J-Net21

※その他の支援メニューは、中小機構のホームページをご参照ください。

※支援メニューには、「①中小機構本部（東京）が直接行っているもの」、②「九州本部にて直接担当しているもの」の２通りございます。
の事業が「②九州本部にて直接担当している事業」になります（①の事業については、本部の担当部署におつなぎいたします）。

地域支援機関向けのサポート

FASTAR

ＩＰＯ挑戦隊

ものづくり支援

IT経営簡易診断

事業継続力強化支援

・ファンド出資、債務保証
・高度化事業

各種補助金



インキュベーション施設【担当：九州本部 企業支援部 支援推進課 Tel: 092-263-0302 】

●国内最大級の全国29カ所のインキュベーション施設を運営
●400を超える起業家・新事業に取り組む企業の皆様にご利用いただい
ています。

-ハード面・ソフト面から新事業をバックアップ-

事業者の様々なニーズに対応できる設備・仕様の賃貸スペースの提供
（実験室タイプ、オフィスタイプ等）をしています。また、会議室やリフレッ
シュコーナーなどの共用スペースを用意しています。

インキュベーションマネージャーが各施設に常
駐し、経営・技術・財務・法律などの課題解決を
サポートします。
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地域の支援機関のネットワークや機構の支援
ツールを活用し、資金調達、販路開拓などのビ
ジネスマッチングなどにも対応します。

起業・創業期 新事業展開

インキュベーションとは英語で“（卵などが）ふ化する”という意味で、これにな
ぞらえ、新しいビジネスの成長・事業化を促進することを「（ビジネス）インキュ
ベーション」と称し、そのための施設をインキュベーション（BI）施設と呼びます。

インキュベーション施設では、適した事業スペースを提供させていただく「ハー
ド」と、インキュベーションマネージャー（IM）と呼ばれる常駐専門スタッフを通じ
様々なサービスを提供させていただく「ソフト」の２つの側面により、皆様のビジ
ネスをサポートさせていただきます。

■インキュベーションとは

■インキュベーションによる支援

■中小機構のインキュベーション

■リフレッシュコーナー ■会議室 ■居室（実験室タイプ）

入居については施設毎に入居要件があります。また、入居にあたっては、申込み後、審査が
あり通過していただく必要があります。予めご了承ください。
詳しくは、各施設のホームページをご確認ください。



【支援先企業の概要】
ＤＡＩＺ株式会社（業種：食品等の開発・製造販売、所在地：熊本県熊本市）
資本金１００百万円、従業員１５人
沿革：２０１４年 果実堂（野菜の幼葉であるベビーリーフで国内生産最大手）が

発芽促進研究所を開設
２０１５年 発芽促進研究所を分離しベジタブル薬株式会社を設立
２０１６年 くまもと大学連携インキュベータに入居
２０１７年 大豆エナジー株式会社に社名変更
２０１９年 ＤＡＩＺ株式会社に社名変更

事業内容
発芽の際の酸素・二酸化炭素・水温などの気体環境をコントロールすることで、大豆が本来もっている栄養成分や旨み、機能性を飛躍的に向上させる
「落合式ハイプレッシャー法」（特許第5722518号／特許5795676号）という技術を用いて、機能性食品や創薬原料を開発・製造。

落合式ハイプレッシャー法・
発芽促進タンク

【インキュベーションマネージャー（ＩＭ）による支援】
○戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）等の施策活用に関して、他の専門家と連携して申請やプロジェクト推進等に向けての支援を実施し
たほか、その他研究開発資金に係る補助金制度を適宜紹介。

○入居企業技術交流会を開催し、研究用大豆発芽装置「プロモーター・ボックス」の製造に関して、同施設に入居している精密機械製造会社とのマッチン
グを支援。

サラダ用大豆
「おいしい発芽大豆」

【インキュベーション施設の入居のきっかけ】
京都大学、熊本大学等との共同研究による研究開発を加速させるため、大学連携を推進している「くまもと大学連携インキュベータ」に入居。

【成果（支援先企業の業績等）】
○大豆の機能性・吸収性を著しく向上させた高付加価値大豆をサラダ用大豆（「おいしい発芽大豆」、「大豆スプラウト」）として全国の量販店で販売。
○高付加価値大豆を原料とする機能性豆腐の開発に成功し、この機能性豆腐を用いた発芽大豆麻婆豆腐をコストコにて発売開始。
○九州大学、京都大学、熊本大学、がん研究所と機能性食品や創薬リード化合物等の開発に係る共同研究を推進し、その過程で、大豆を用いた研究で
約30,000種の二次代謝化合物の発見に世界で初めて成功。
○売上高は２０１８年３月期が１億７４００万円、２０１９年３月期は４億円を見込み、３年後には１５億円を目指す。

バイオベンチャーの研究開発を支援

参考／インキュベーション施設による支援事例
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新事業創出支援【担当：九州本部 企業支援部 支援推進課 Tel:092-263-0323】

起業・創業期 新事業展開

-新商品・新サービス開発をサポート-

-地域活性化パートナーの協力による販路開拓支援-

新商品・新サービス等の開発により、全国・海外に事業展開等を目指している
事業者に対する支援を行います。

※地域活性化パートナー：大都市圏を中心に活動する流通事業者、情報通信事業者等
（登録企業数 139社）

利用企業数：561社（令和2年度）
※累計：約240企画（平成20年度～）

〇窓口相談
新商品・新サービスの開発・販路開拓等に向けた
アドバイスを窓口相談（来訪またはオンライン）
で対応。

中小機構に登録した「地域活性化パートナー（※）」の協力を受け、新
事業創出支援業者に対し、商品・技術の評価、テストマーケティング、販路
開拓等の支援を行います。

九州本部の取組み

九州本部地域活性化パートナー
との連携による販路支援

海外展開ニーズに対応した
オンラインゼミ・商談会の開催

これから海外展開にチャレンジす
る中小企業をターゲットに、事前ゼ
ミで商談に向けた情報収集・事前準
備の進め方を支援し、商談会で海外
販路を持つ国内商社とのマッチング
を行った。

熊本を中心に28店舗のTSUTAYA
を運営するニューコ・ワン㈱と連
携し、蔦屋書店 熊本三年坂店に
おいて、コロナ禍におけるSNS・
Web活用をテーマとしたセミナー、
個別商談会、POP UP SHOP企画を
実施。※新連携・地域資源の法認定は、2020年10月に法改正により新規認定

はなくなりました。

観光産業支援プログラムの実施

コロナ禍で大きなダメージを受け
る観光関連の中小企業向けに、①
ウェビナー＆意見交換会、②オンラ
イン相談会、③アドバイザー派遣、
④商談・アドバイス会と様々な支援
策を組み合わせ、コロナ禍での多角
化戦略、商品開発・マーケティン
グ・プロモーションなどについて専
門家・エージェントから実践的な情
報提供・アドバイスを行った。
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※地域活性化パートナーとの販路開拓企画は、法認定の有無に関係なく参
加可能なものもあり、ホームページ等で順次公募予定です。



参考／新事業創出支援事業による支援事例

「子どもの難病に特化した医療レファレンスサービスのAI開発と事業化」を支援
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企業名 株式会社隼斗

事業の概要

●子どもの難病に関する治療法や医療機関を調べ、その情報を患者
家族に提供する、国内初の小児慢性特定疾病レファレンスサービ
ス「子ども難病ナビ」を展開。

●拡張サービスである医療機関向けの「どくとる難病ナビ」と、弁護
士／法律事務所向けの「正義の女神ナビ」も提供。

連携体の構成

事業概念図（商品又はサービスの提供）

コア企業：㈱隼斗
基礎開発、シソーラス、法令調査、デバイス検証、言語翻訳、及び

事業統括を担当。
・ＡＩ開発技術、独自の自然言語処理／シソーラス技術

・不正情報の排除技術／ノウハウ
・世界トップクラスの医療機関・研究機関、専門家とのネットワーク

社会医療法人敬和会
データベース構築と臨床テストを
担当。医局、医師会、学術面の
信頼獲得もバックアップ。
・豊富な臨床データベース
・検証施設／インフラ

㈱ワイズ・リーディング
自然言語処理と電子カルテとの
連動システム、アプリ連動の画像
診断システム開発を担当。
・医療ＡＩアルゴリズム開発技術
・医療システムとの連動ノウハウ

大
分
大
学

医
学
部
・
経
済
学
部

≪

産
学
官
連
携
先≫

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

事業の成果と進展

●連携体企業の社会医療法人敬和会、㈱ワイズ・リーディングの協力を
得て、「子ども難病ナビ」サービスをＡＩ化することで、より多くの市場
ニーズに対応。

●ＡＩ化により生産性が大幅に高まり、受注対応可能件数が大きく増加。
●新連携事業として取り組んだサービスのＡＩ化によって、当社の生産性
の向上が図れ、受注数、売上高、営業利益ともに倍増し、急成長。

●2017年8月に設立された新興企業であり
ながら、IPO（新規上場株式）の準備中。

●大分県臼杵市佐志生という限界集落地
域から世界に羽ばたくベンチャーとして、
注目を集めている。

「子ども難病ナビ」システムをチェックする
毛利隼斗社長（左）と木許心源会長（右）

事業収益の獲得方法

・ 難病の患者家族向けの「子ども難病ナビ」は、依頼事案ごとに料金設定。
・ 医療機関向けの「どくとる難病ナビ」と弁護士／法律事務所向けの「正
義の女神ナビ」は、定額のシステム利用料。

●ＡＩの活用
・ 日本で唯一、医療情報をＡＩ化できる技術により、子どもの難病に関する
希少な情報を迅速に取捨選択、収集できる独自のシステムを構築。

・ レファレンスサービスをＡＩ化し、ＡＩチャットボット機能を付加することで、
ユーザーはより迅速な情報入手が可能に。

●世界の医療機関とのネットワーク
世界の120を超える医療機関のオープンデータベースや未公開情報
（クローズドデータベース）の中から、欲しい情報をピンポイントで引き出せる、
独自のシステムと協力ネットワークを構築。12ヵ国語に対応。
●独自のハゲタカジャーナル（ニセ論文・悪徳雑誌）排除技術により、
信頼性の高い情報を提供。



起業相談ＡＩチャットボット【担当：本部】※現在一時停止中
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TIP＊S・BusiNest【担当：本部】

TIP＊S -新ビジネス創出の「きっかけ」の一歩に-

BusiNest -創業支援・新事業支援の場-

●東京駅至近にある「新しい学び」と「実践」の場
●新ビジネス創出など、実践の一歩につながる対話型のワークショップやイベントの開催

中小企業者・小規模事業者をはじめ、起業
や地域の活性化など新たなアクションを起こした
い方々が対象です。

●中小企業大学校東京校（東大和市）を活用した「創業支援プログラム」
●27年4月から本格的に開始し、延べ会員数は408者（30年3月）

・創業を目指す個人や新事業展開を狙う法人等を対象に、オフィススペースや共有
の作業スペース等を提供します。
・専属の支援担当者によるビジネスプラン作成支援やメンター制度等。
・東京校の宿泊施設、食堂等も利用可能です。

（169回 受講者数3,451人 29年度）

[講座例]
・考える!「社会課題をビジネスで解決する」
・伝わることが10倍になるプレゼンテーション法
・多拠点ローカルプレイヤーが語る地域との関係性と役割

起業・創業期 新事業展開

●起業に関する質問にＡＩが自動応答するサービス「起業相談チャットボット」
●「J-Net21」と「LINE」でサービス利用可能
●24時間365日対応で、相談は無料
●簡単な回答は、ボット内で回答、詳細はJ-Net21や窓口相談を案内
●「パーソナル機能」（登録したパーソナル情報に合わせた回答やメッセージの
受取り）と「事業コンセプト作成機能」（起業アイデアをスマホで簡単に整
理できる）も設定

中小機構

学習

・FAQデータを作成・

学習

・定期的なチューニン

グで回答精度を向上

ＡＩ

質問

回答

利用者

（スマホ画面）

「起業ライダー マモル」

●「起業のステップは？」、「お金を借りるには？」、「計画書の作り方は」等
の起業の相談に自動応答

●LINＥ友だち数 約9,000人（2019年3月）

『起業のことは、ＬＩＮＥでマモルに聞いてみよう！』
ＬＩＮＥの友だち登録はこちらから

-起業ライダーマモル-

※LINE運営管理会社の情報管理体制に関する報道を踏まえ、個人情報管理に問題が
ないことが確認できるまで、 当面の間、サービスを一時停止しております(令和3年4月時点)
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FASTAR【担当：本部】

-スタートアップ企業等の資金調達や事業提携等に向けたアクセラレーター支援-

●IPOやM&Aを視野に地域中核やユニコーン企業を目指すベンチャー・中小企
業に対し、資金調達や事業提携に向けたアクセラレーター支援（成長加速化
支援）を実施しています。（2019年7月開始）

●支援内容
①担当専門家の伴走支援
担当の専門家が、セミナー・勉強会、メンタリング、専門アドバイザー派遣、
機構支援ツール等の各種支援ツールをコーディネートしながら、事業計画の
ブラッシュアップを伴走支援します。

②ピッチイベント等でのプレゼン機会提供
ピッチイベント等で投資機関とのマッチング機会（資金調達機会）を提供
します。

③アフターフォロー
支援終了後も、本事業における支援ツールの活用やその他機構支援ツー
ルへの繋ぎの提案を行い、アフターフォローを実施します。

起業・創業期 新事業展開

●支援期間及び経費
相談のうえ、「6ヶ月コース」及び「1年間コース」を選択できます。
※専門家費用は全額中小機構が負担。イベント等参加のための旅費につい
ては、事業者負担となります。

●支援対象（以下に該当する中小企業約30事業社を7月と11月に公募いたします）

◦成長産業分野にローンチする技術・サービスを有し、且つ事業優位性のある
企業

◦グローバルな市場への展開可能性のある技術・商品を有する企業
◦既存の基幹事業を成長させ、将来の地域中核企業を目指す企業
◦新規事業（第二創業）を成長させ、将来の地域中核企業を目指す企業

※FASTARのネーミングは、FAST（速い）とSTAR（スター）の組み合わせ
により、支援企業が「より速くスター企業になる」ことを実現する事業であるこ
とを表します。
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ＩＰＯ挑戦隊【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

起業・創業期 新事業展開

●九州・沖縄・中国地域で株式公開を目指す企業に対し、福岡証券取引
所、一般社団法人九州ニュービジネス協議会、福岡ベンチャービジネス支
援協議会、中小機構九州本部の４つの支援機関が集中的にサポートす
るプロジェクトです。

●九州ＩＰＯ挑戦隊では年に1度入会企業を募集しています。
※入会費は無料です。入会後、チャレンジアカデミーなどのサービスメニュー
を無料でご利用いただけます（ご希望により専門家派遣等のサービスを受
けられる場合は一部有料）。

●具体的な支援内容
①入会後約1年間、全9回にわたるIPO挑戦隊独自のスペシャルプログラム
「IPOチャレンジアカデミー」を受講いただき、IPOに向けた道筋を具体的に
策定していただきます。
※全9回のうち6回が入会企業限定のクローズ型セミナーで、ディスカッション
やプレゼンテーションを中心とした実践的な内容です。

②翌年以降は、策定いただいた成長シナリオを指針として、上場準備を進め
ていただきます。その間にも各社の状況に応じた様々な上場準備支援をお
受けいただけます。

●支援実績
令和元年度までの入会企業59社のうち、上場企
業は5社（TokyoProMarket 2社を含む）。
・（株）エストラスト
・（株）東武住販
・（株）Lib Work
・（株）フロンティア（TPM）
・五洋食品産業（株）（TPM）

（支援の流れ）
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成長期

海外ビジネスサポートブック（九州版）

・ 国や九州の地方自治体、関係支援機関が
提供する海外ビジネス支援メニューをまとめて
掲載。企業の海外展開ステップ毎に整理。

発行：九州経済産業局 国際部 国際課
（九州経済国際化推進機構事務局）

海外展開ハンズオン支援事業 九州本部の特長的な取り組み

海外への販路拡大や拠点設立など海外展開に関するお悩みについて、
経営課題解決の観点から実務に沿ったアドバイスを行うサービスです。
また、中長期的な支援計画を策定し、海外現地における同行調査や
海外企業とのWEB商談のサポートなども行っています。

１．相談アドバイス

九州本部など中小機構の全国10拠点および国内外の中小機構の専門家

ネットワークで貴社のニーズに応じた最適な情報を入手し、アドバイスします。

２．担当専門家によるハンズオン支援

海外展開に計画的に取り組まれる場合は、海

外展開に向けた課題整理、方向付けを行うとと

もに事業計画づくりを一緒に考えながらサポート

します。

また、計画策定とあわせて、事業可能性調査や

サポートのため、WEB商談に同席することも可

能です。商談後も事業計画実現のために必要

に応じてフォローアップを行います。

対象国・分野を設定して日本企業との連携を希望する海外企業の経
営者（CEO）を日本に招聘し、商談会や交流会、セミナー等を実施し、
国内にいながら信頼のおける海外ローカルパートナー企業と出会う機会を
提供しています（無料）。

海外CEO商談会

【ご利用の流れ】

① 相談の申し込み

② 日程調整等の連絡

③ アドバイスの実施

④ ハンズオン支援※注)

（１.相談アドバイス）

（２.担当専門家によるハンズオン支援）

※注）ハンズオン支援のご利用の際
は所定の審査があります。

☑ 随時相談申込を受付中！

☑ ご相談は「何度」でも「無料！

☑ 実施方法は中小機構の各拠点での直接対面の他、

電話やメール、オンライン（WEB面談）でも対応！

ワンストップ海外展開相談窓口

2018年7月に福岡市内の主な

海外展開支援機関５機関が

共通の相談窓口を開設（各機

関の既存窓口と併用）。

国の制度の活用や局が取り組む
事業を通じて、九州の中小企業
の海外展開をサポート。

☑ 当窓口相談の案件情報の共有

☑ 各支援施策の活用検討

☑ 定例会での各機関情報交換(毎週)



中小機構九州本部の海外展開支援事例【高原木材(株)】

＜企業概要＞ 業務内容：土木用坑木･矢板の販売事業 所在地：熊本県八代市

資本金：4,800万円 従業員: 58名（2019年3月現在）

＜経営課題＞ 伸び悩む国内木材市場／坑木･矢板製造後の端材有効活用

＜支援経緯及び主な支援内容＞

▼ 2017年前半 高原木材が福岡の展示会に「ヒノキ入り枕」を出展、海外バイヤーの反響も大。

▼ 2017年10月 海外事業担当が指名され、「建築用坑木･矢板」と「ヒノキ入り枕」を韓国、

台湾に販売することを目的として、「まず何をすべきか」中小機構に最初の相談。

▼ 2018年1月～3月 中小機構は現地登録アドバイザーを活用し、韓国、台湾の木材市場の

調査と木材卸会社のリストを作成し、高原木材に情報提供。

《①市場情報・企業リストの提供》

▼ 2018年7～19年9月 中々結果出ず都度々々機構に相談。《②進出計画立案のサポート》

市場調査を踏まえ、①親日の台湾にターゲットを絞る。②建築用坑木

･矢板の販売は長期戦略として現地ニーズの高い「ヒノキ入り枕・木工

品(DIY商品)」の販売を優先する方針確認。

▼ 2019年9月 高原木材と中小機構による現地調査※注）とアドバイスの実施。現地ADから複数

の日系百貨店の窓口を紹介。《③現地調査の実施・情報提供》 ※注）現地調査はスクリーニングあり。

▼ 2019年11月 日系百貨店で木工品(DIY商品)を実演販売。現地で評判となり現地資本百貨店も注目。

▼ 2020年3月 実演販売の手応えを受けて、木工品アンテナショップを日系/台湾系百貨店に出展。

▼ 2020年6月 アンテナショップの結果を踏まえ、現地法人設立を決定。

《⑤現地ADによる法人設立のアドバイス》

▼ 2021年1月 台北に独資で現地法人設立。木工品だけでなく主力製品の販促を開始。

《④他機関施策の紹介※注） 》 ※注) JETRO(情報収集) 2019年/2020年福岡県産製材品海外販路開拓事業採択等

【中小機構の支援】

2017～2020年にかけて、中小
機構の担当ADが企業に寄り添い、
海外在住の現地ADと連携して
20回以上のアドバイスを実施。

《①市場情報・企業リストの提供》
《②進出計画立案のサポート》
《③現地調査の実施》
《④他機関施策の紹介・活用》
《⑤法人設立のアドバイス》

台湾高原有限公司
2021年1月 設立

参考／営業ツール 海外展開支援事例（九州本部）
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●優れた技術・製品・サービスをもつ日本の中小企業と国内外の信頼できる企業とを
つなぐビジネス・マッチングサイト。
製品開発や事業提携、海外展開のビジネスパートナー探し、新規取引に向けた
情報交換をサイト上で効率よく行うことができます。

●製造業、サービス業など幅広い業種の国内中小企業約20,000社登録
●九州の中小企業は、約1,400社登録
●国内大手企業約650社、海外支援機関が推薦する海外企業約7,600社登録

-販路開拓に意欲がある中小企業向けBtoBマッチングサイト-

顧客に自社のことを知ってもらうために重要になるのが「企業情報ページ」。
「企業情報ページ」では、自社の得意とする技術・製品・サービス情報を掲載し
日本企業をはじめ諸外国の企業に貴社の情報を伝えることができます。

①コストをかけずに自社情報を世界へ発信できる！

新たな取引先候補となる優良な中小企業を探すことができます。
材料、設備、技術、サービスなど固有の用語を使って目的に応じた企業検索が
できます。そして気になる企業へは直接、問合せることができます。また新し
い事業を立ち上げる際の事業提携先や、共同研究先をサイト上で呼びかけ、募
集することもできます。

③取引先候補となる企業を探せる！

世界各国の企業や国内の大手企業のニーズに提案できます。
販路拡大のみならず、技術提携、共同開発パートナー、生産委託先等、さまざま
なニーズに対して提案が可能です。

②事業を拡大していくために新しい取引先へ提案できる！

中小企業がジェグテックを活用するメリット

成長期

■マッチング支援
研究開発型企業の技術連携ニーズ発信（試作品開発）
を専門家がサポート

モーターコアの磁気検査装置製作先の探索ニーズあり

【ニーズ概要】

企業に訪問し、技
術・募集仕様（右）を
専門家と整理の上、
募集開始。

【ニーズ発信】

前向きな回答があった3社と調整中

【募集結果】

Ｊ-GoodTech 【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

九州本部の取組み

13

■ジェグテック活用状況
募集案件及びマッチング数ともに増加中。

・全公開ニーズ発信（募集案件）件数
2019年度：909件 → 2020年度：924件
・九州圏企業のマッチング件数
2019年度：332件 → 2020年度：390件



【成果】

・九州域外の販路開拓に成功
当初は、特注品の試作品の製造委託だったが、技術レベルが認められた後は、月に数台程度の定期的な取引が実現した。現在でも
重要な取引先となっている。

・ニーズ対応力と技術力の向上
納品した製品は、不具合が見つかったが、溶接処理工程を見直したことで、製品の不具合を解決。
こうした経験から、更なる販路開拓に向け、ニーズ対応力と技術レベルが向上。

【支援先企業の概要】
株式会社ナダヨシ（業種：製缶板金業 、所在地：福岡県古賀市）

資本金10百万円、従業員21人、売上高：259百万円（ 2018年5月期）
沿革： 1981年設立。 2003年「株式会社ナダヨシ」へと変更。
2013経済産業省 がんばる中小企業・小規模事業者300社 選定、2015アマダ優秀板金製品技能フェア 厚生労働大臣賞受賞 等

参考／Ｊ-GoodTech支援事例

【支援のきっかけ】
・新価値創造展でジェグテックを知った後、ジェグテック登録申請書の記載について九州本部の訪問アドバイスを受け、登録に至る。

【支援内容／J-GoodTechによる支援】

Ｗebによるビジネスマッチングを通じて販路開拓を支援

納品後、
取引を
継続中

製品(特注シンク)作成

株式会社ナダヨシ

＜当社のニーズ＞
・超音波洗浄機の高性能化
を実現するために、新たに
業務用流し台（シンク）を
作成したい。
・ステンレスを使い、シン
クを製造するにあたって、R
加工等の難易度の高い工程
を要するため、さらなる高
精度板金加工技術と高精度
溶接技術が必要。

株式会社N社（長野県）

＜当社の強み＞
・資格を有する職人、製
造設備ともに充実してお
り、短納期で精密な加工
品の提供が可能。
・もともとは厨房設備の
会社としてスタートして
いることもあり、本件に
関する実績、経験が豊富。

ビジネス
マッチングサイト

J-GoodTecｈ

技術提携ニーズを発信

ニーズへの対応を提案
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eコマース・展示会【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】
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成長期

-eコマース活用支援- -新価値創造展・中小企業総合展-

ECを支援する企業とのマッチングやトークセッション・実践講座等を通じて、ECのノ
ウハウを学ぶことができるイベントを開催します。
（2020年度実績：EC Camp オンライン 2020）

eコマース（電子商取引／EC）市場が急拡大する中、国内に加え、海
外向け（越境EC）のニーズに対応したオンライン講座の配信やセミナー・
マッチングイベントの開催、専門家によるアドバイスを行っています。

●セミナー・ワークショップ

地域の中小企業支援機関などと連携し、ECモール出店や自社サイトの構築、
写真・動画コンテンツ作成、マーケティングなど、企業のそれぞれのステージに応じ
た実践的ワークショップを全国各地で開催します。（2020年度 実績 27回）

●オンライン講座（国内EC編、越境EC編、IT活用編）

EC活用支援ポータル「ebiz」内で、いつでも無料で学習できるオンライン講座
（1本10分程度）を配信しています。 （約100本配信中）
「ebiz」 https://ec.smrj.go.jp/

●EC活用支援アドバイス

ECを活用した国内外への販路拡大につき、各種情報やノウハウ等の提供、課題
に対するアドバイスを行います。対面、オンラインでの面談、メールでの相談から選
べ、何度でもご利用いただけます（無料）。EC活用支援ポータル「ebiz」内で随
時受け付けています。

●マッチングイベント

●ECモール出店によるテストマーケティング支援

新たに国内ECや越境ECに取り組む企業向けに、ECモールでのテストマーケティン
グをご支援します。ECモールにおいて出店販売を実践いただくことで、出品、管理、
プロモーション等にかかるノウハウ獲得の機会が得られます。
※出店者募集等の情報は、定期的に以下のウェブサイト上にて掲載。

https://ecmall.smrj.go.jp/

●新価値創造展

●中小企業総合展 in Gift Show / in FOODEX

中小企業が自ら開発した製品・技術・サービスを展示・紹介する場を展示会
をとおして提供し、販路開拓・業務提携等のビジネスマッチングの機会創出
を支援します。

新しいアイデアや技術を求める大企業・中堅企業等の研究開発・事業計画・マー
ケティング部門をはじめ、新製品やサービスの取扱いを目指す企業との連携構築・
共創・ビジネスマッチングが可能な展示会です。

2021年度（予定)
＜オンライン展示会＞
日時：2021年12月1日（水）～24日（金）
出展者数：700社・機関以上

（リアル展示会出展者含む）
＜リアル展示会＞
日時：2021年12月8日（水）～10日（金）
会場：東京ビッグサイト 東5・6ホール
出展者数：600社・機関
＜新価値創造PORTAL サイト＞ https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/

※リアル展示会とオンライン展示会が連携するハイブリッド展示会として開催。
（2021年7月より募集中）
※出展料：有料（リアル展示会は出展小間数・小間規格により料金が異なり
ます。オンライン展示会の掲載およびオンライン相談等機能は1社当り固定料金
です。）

ギフト関連商品、食品・飲料分野を対象とし、民間事業者が主催する展示会に
中小機構がブースを設け、『中小企業総合展』として中小企業者が出展する場
を提供します。

＜中小企業総合展 in Gift Show サイト＞ https://giftshow.smrj.go.jp/
＜中小企業総合展 in FOODEX サイト＞ https://foodex.smrj.go.jp/

※2021年度の開催予定は、2021年夏頃を目途にウェブサイト上に掲載します。



ものづくり支援【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

-戦略的基盤技術高度化事業(サポイン事業) を通じたものづくり企業支援-

成長期

「戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)」は、中小企業・小規模
事業者が大学・公設試等と連携して行う、ものづくり基盤技術の高度化につな
がる研究開発やその事業化に向けた取組を最大3年間支援するものです。

■ものづくり関連セミナーへの協力

九州管内の支援機関と連携し、ものづくり関連企
業向けセミナー等のイベントに参加し、中小機構の
事業活動や支援策を
幅広くPRし、ものづくり
企業への支援に繋げ
ている。

●中小機構では、サポイン事業の申請前段階に事業計画書作成のアドバイス
支援（ブラッシュアップ支援）を実施しています。

●研究開発推進・事業化に向け、計画書に盛り込むべき事項等についてのア
ドバイスを“無料で” 実施しています。サポイン事業の事業管理機関（各県
の中小企業支援センター等）を通じて、お申込みください。

●また採択後、研究開発・事業化に向け、中小機構の支援施策（ハンズオン
支援等）の活用等を通じた支援も実施しています。

九州本部の取組み

■複数の支援ツールによる複合的支援事例

・事例①【サポイン事業⇒ハンズオン事業】
サポイン事業終了後の事業化支援として、サポイン
事業で開発した設備の導入前に各工程のタイム
チャート、作業内容の明確化、レイアウトの検討及
び運用体制とランニングコストの詳細検討等を支援
テーマとしてハンズオン支援を活用した。

・事例②【サポイン事業⇒ジェグテック】
サポイン事業の事業化支援として、サポイン事業で
開発した設備の量産化に向け、ジェグテックを通じ
て、製造委託パートナーの探索を実施した。
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ハンズオン支援【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

-経営課題の解決に取り組む企業に専門家を派遣-

●「ハンズオン支援」には４つの支援メニューがあり、企業の実情にあわせて
最適な事業をご提案します。

成長意欲のある中小企業に、各分野で豊
富な経験と実績を持つ専門家を派遣し、企
業の本質的な課題の解決に取り組みます。

企業が主体的に課題解決に取り組むこと
で、派遣終了後も企業自ら成長・発展する
仕組みづくりにつなげます。

※専門家の謝金の一部は、利用者の負担になります。

成長期

専門家継続派遣
・長期・継続的に総合的な経営課題の解決を支援
・数ヶ月～10ヶ月程度（20回程度）

経営実務支援
・実務的な知識・ノウハウにより特定課題の解決を支援
・5ヶ月以内（10回以内）

戦略的CIO
育成支援

・IT導入へのアドバイスや企業内IT人材育成を支援
・数ヶ月～10ヶ月程度（20回程度）

販路開拓
コーディネート

戦略・事業計画の策定、IT活用、原価管理の仕組みの構築、営業力強化、新規顧
客開拓、業務改善、生産現場の改善など

＜特長＞

特 長 1

特 長 2

特 長 3

特 長 4

多彩な専門家
専門家には大企業で経営幹部・工場長・部門責任者など経営や実務を深く経験した方、

中小企業診断士・公認会計士などがおり、様々な課題にご対応します。

～「生産管理の仕組みづくり」による生産性向上と「５Ｓ」による安全職場の確保

新品当時に蘇ったロボット

安全通路を確保

安全・快適な職場を実現

大幅に収益が改善

全社を挙げた活動。

職場も活性化！
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多様な支援ニーズに対応
様々な経営課題の解決に向けて、個別事情に合わせ、多様な支援テーマを提案、課題解決
のサポートを実施

自立・成長の応援
社内プロジェクトチームを編成するなど、主体的に課題解決に取り組んでいただき、支援終了
後も自ら継続的に発展・成長できる「自立化の仕組みづくり」を目指します。

案件ごとにコーディネート
案件ごとに「支援計画書」を作成し、支援全体をコーディネートしています。

＜支援テーマ＞

＜取組み事例（九州本部）＞

・IT導入に向けた構想・計画策定を支援
・４ヶ月程度（８回程度）

CIO-A型

CIO-B型

・マーケティング企画策定支援、プレゼン資料作成支援
・４ヶ月程度（８回程度）

・テストマーケティング（想定市場の企業への同行支援）
・5ヶ月程度（15回以内）

・M-A、M-B実施後の課題解決支援、フォローアップ
・５ヶ月程度（10回程度）

M-A型

M-B型

M-C型



【支援先企業の概要】
東洋ステンレス研磨工業株式会社（業種：金属表面処理業、所在地：福岡県太宰府市）
資本金３５百万円、従業員３８人、売上高５３９百万円（平成３０年５月期）
沿革：昭和41年創業。ステンレスの多種多様な表面処理を手掛け、ものづくりに関して数々の受賞を受ける専門技術集団の企業。

参考／ハンズオン支援事例

【成果】
①生産再編成により、量産ラインはカスタムラインで増えた負荷をはるかに超える効果を産出。
（研磨ライン段取り 29.5分→9分、シートライン段取り 24分→4.5分）

②生産途中の進捗確認ができ、当日の予定が明確化。納期の事前確認が可能に。
③充分な通路を確保し、整然とした職場を作り上げたことで、台車搬送方式を取り入れ、
安全で効率的な作業環境となった。

④自分たちで職場を変えることが自信に繋がり、改善に前向きな風土が醸成。
⑤プロジェクトメンバーだった若手社員が次世代幹部として大きく成長。

【支援のきっかけ】
平成28年に先代から現社長に事業承継されたことをきっかけに、新社長として新たな経営の方向性を模索していた。
お客様は、高品質はもとより、圧倒的な短納期を求めてきており、短納期対応に苦慮していた。
短納期に対応できるものづくりを目指し、工場変革に取り組むためにハンズオン支援を実施。

【支援内容／ハンズオン支援事業による支援】
メーカー出身で生産管理に精通したアドバイザーを派遣し、効率的で安心して納期が
守れる生産方式の変革を支援。
営業・管理部門、開発部門、製造部門からなるチームを編成。全社総力を挙げて活動。
①工場レイアウトを抜本的に見直し、製品の流し方を大きく見直した。
量産ライン生産安定のため、厚みの異なる特殊な材料など
カスタムラインに集約。水すまし（段取りや材料供給
する）要員を確保し、設備稼働率を向上。

②最短納期で加工するために、生産計画立案の仕組みを
作り、それを見える化（全員で進捗が確認可能）。

③上記活動と併せて、在庫管理や原材料在庫の正確な
把握、安全な職場作りに寄与する5S活動を実施。

短納期対応を可能とする工場変革を支援

18出典：中小機構ハンズオン支援事例集（平成30年度）より抜粋



事業承継支援の全体像、流れ、ポイントや、前工程支援の中で特に重
要な事業承継課題の「見える化」の考え方・進め方について、事例演習
を交えて学べる研修です。

事業承継【担当：九州本部 連携支援部 連携推進課 Tel:092-260-1355】

中小機構では、地域支援機関への訪問活動、セミナー、講演会等を通じて事業承
継に関する支援体制の構築及びその定着、支援能力の向上に向けてサポートしま
す。 また、「中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部」として47都道府県に設置
されている「事業承継・引継ぎ支援センター」をサポートしています（次頁参照）。

●支援機関等への助言・講習会

商工会議所等の公的支援機関や地域の金融機関に対し、機構九州本部の専門家が、
訪問アドバイスや講習会等を通じて、事業承継支援の仕組み構築のため支援を行います。

●個別助言（専門家派遣）

事業承継に取り組もうとする経営者等に対し、機構九州本部の専門家が、計画的な取
組みを行うためのアドバイスを行います。また、同時に、支援に同行する支援機関職員に
対して支援ノウハウの提供を行います

●施策の案内・各種支援ツールの提供

経営者の交代時に向けた準備として、どのようなことに取り組むべきかなどをパンフレット・
マニュアル等により提供します。

＜支援機関向け講習会（中小機構九州本部企画）＞

○事業承継見える化シート作成実践研修

○事業承継に資するオンライン型動画配信研修

事業承継の前工程（気づき、見える化、磨き上げ）支援に資する6テー
マについて、非集合型のオンラインで動画配信する研修スタイルです。

中小企業の経営者等に対して、事業承継の計画的な取組みを後押
しするためのアドバイスを行う専門家の派遣を行います。
このようなお客様の課題解決にご利用ください
・後継者（候補）がいるが、事業承継について何から取り組めばよいか相談し
たい。
・後継者（候補）に、経営理念、企業の沿革、経営課題、今後の方向性
等について、しっかり共有し、受け継いで欲しい。
・事業承継の各種施策の活用について相談したい

＜各種支援ツール＞

＜専門家派遣＞

○中小企業経営者のための事業承継対策（冊子）

○事業承継支援マニュアル（冊子）

事業承継について理解を深めて円滑な事業承継を行ってい
ただくための資料です。

事業承継問題に取り組む地域の事業承継機関
の支援者が、円滑な支援を行っていただくための
資料です。

成熟期
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○事例から学ぶ事業承継支援の対応力向上研修

地元支援機関の支援を受け、事業承継をしている経営者のコメント等
も視聴しながら、事例をもとに前工程の具体策を学べる研修です。



事業承継・事業引継ぎ【担当：本部・地域本部】 事業再生【担当：本部】

-中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部としてのサポート- -再生支援全国本部としてのサポート-

●各都道府県の「中小企業
再生支援協議会」の機能強化
のため「全国本部」が中小機構
に設置されています。
また、各再生支援協議会の
下に「経営改善支援センター」
を設置し、事業者の経営改善
を支援しています。

-経営改善計画の策定支援-

●財務上の問題を抱えた金融支援を必要とする中小企業の「経営改
善計画」策定を認定支援機関が支援します。
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経営改善計画書

平成〇年〇月○日
ＡＢＣ株式会社

経営改善支援センターは、認定支援機関による経営改善計画の作成支
援に要する費用の2/3（上限200万円）を助成します。

●各都道府県の「事業承継・引継ぎ支援センター」の機能強化のため「全国
本部」が中小機構に設置されています。

事業承継・引継ぎ支援センターでは、あらゆる事業承継（親族内承継、第三者
承継等）に関する相談にワンストップで対応しています。特に第三者承継支援にお
いては、「事業承継・引継ぎ支援データベース」等を活用した支援を行っており、発
足以来約４万８千社の相談に応じ、3,577件の事業引継ぎを支援しています。

※認定経営革新等支援機関（認定支援機関）とは
中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定
を受けた支援機関のことです。

成熟期

全国本部（中小機構）

各都道府県の
中小企業再生支援協議会

・協議会への個別案件や運営に関する助言
・協議会への研修・セミナーの実施
・再生支援専門家の派遣

・債務を抱えた企業への窓口相談
・再生計画の策定支援
・経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理支援

事業再編・転換に取組む中小企業

日弁連
税理士会
銀行協会

等

経営改善支援センター

●資金繰り管理や採算管理等のより基本的な「早期経営改善計画」
策定を認定支援機関が支援します。

資金実績やビジネスモデルの俯瞰図などの早期の経営改善計画書を策定
～金融機関に提出します。経営者保証ガイドラインの適用要件の構築にも
寄与します。作成支援に要する費用の2/3（上限20万円）を助成します。

全国本部（中小機構）

●令和2年4月より、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け、資金繰り
に窮する中小企業者を支援するため、
協議会において窓口相談や金融機関と
の調整を含めた「特例リスケジュール計
画策定支援」を行っています。

（累計19,727件受付）

（累計13,198件受付）

※令和3年3月末




