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◦他の支援機関等（※）と連携しながら、企業の経営課題に対応した支援を行
います。
※福井県の中核的支援機関として認定を受け、商工会議所・商工会、中小企業団体中央会ほか、県工業技

術センターや大学等の研究機関、金融機関、業界団体などと連携しながら事業を行っています。

◦地域、業種、会員等の区別なく、県内で事業を営まれる方ならどなたでも
ご利用いただけます。

◦県内外の専門家や当センターの職員が有する技術、デザイン、ＩＴ等の専
門機能を活用して、創業の促進、人材育成、技術開発、商品開発、販路開
拓などを総合的にサポートします。

支援のカテゴリー

新技術や新商品の開発、新規事業への挑戦、さらなる発展に向
けた経営の見直し等々をお考えの企業・創業者の方々に、ぜひ
ご利用いただきたい公的支援機関です。
　国や県の事業を中心に行う公益財団法人です。

専門家相談

取引拡大

創　業

補助金

研修
（人材育成）

ＩＴ

技術開発

デザイン

各分野の専門家が様々
な経営課題の解決をお
手伝い

商談会・個別マッチン
グ、情報発信で販路拡
大をサポート

「ふくい創業者育成プ
ロジェクト」で創業を
バックアップ

中小企業者や創業者の
事業展開を、資金面で
バックアップ

質の高い各種研修で、
人材のスキルアップを
サポート

「いま」と「未来」を
ＩＴで橋渡し！ビジネ
ス創出の機会を提供

技術開発や技術課題の
解決を産学官金連携で
サポート

ひと・もの・販路づく
りを「デザイン」の力
で解決
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主な事業のご紹介

専門家相談
◆ 総合相談窓口【常設】

◆ 嶺南サテライトオフィス相談窓口【常設】

◆ 県内各地での出張相談窓口

◆ 事業承継の相談

◆ 貴社事務所等での個別相談

◦経営課題や支援施策に関する相談 
中小企業の方が抱える経営課題の解決の糸口や事業計画書の作成方法、補助金の利用方法など
について、経営支援の専門家（総合相談コーディネーター）が相談対応に応じます。

場所：福井県産業情報センター３階（坂井市丸岡）
毎週月曜日～金曜日、午前９時～午後５時	※祝日、年末年始は休み
※曜日により専門家が異なりますので、事前にお問い合わせください。

◦経営課題や支援施策に関する相談 
当センター嶺南サテライトオフィスでも総合相談コーディネーターが相談対応に応じます。

場所：アクアトム２階（敦賀市）
毎週月曜日～金曜日、午前９時～正午	※祝日、年末年始は休み
※曜日により専門家が異なりますので、事前にお問い合わせください。

◦よろず支援拠点 
商工会議所や金融機関の支店等を相談場所として、県内各地で随時出張相談を行います。
ＩＴやデザインの活用等に詳しい『よろず支援コーディネーター』が相談に対応します。
※相談可能日や相談場所は、以下のホームページでご確認ください。

事業承継のご相談に関して、事業承継コーディネーターおよび各専門家がチームで対応します。

毎週月曜日～金曜日、午前９時～午後５時	※祝日、年末年始は休み

◦各分野の専門家の派遣 
企業経営や法務、税務、技術、デザイン等の県内外の専門家をご要望に応じて派遣します。
（1回当たり自己負担額20,000円以内。相談内容により派遣回数に制限があります。）

◦企業診断・コンサルティングの実施 
中小企業診断士の資格を有する職員が、経営の向上や課題解決などに向けた企業診断・コンサルティングを行
います。（ご利用の際には費用負担をお願いしています。）

ふるさと産業支援部（総合相談・コンサルグループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7400　　FAX：0776-67-7429
嶺南サテライトオフィス（アクアトム（敦賀市）２階）
TEL：0770-22-0031

右ページ企業はこの事業を活用しました
検索よろず支援 福井
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よろず支援拠点

代表取締役社長　川本 功一　氏　

　今迄の商品開発においては、商品ごと、部門ごとに企画開発してきて、企
業ブランドイメージを考えないで今日まで来ていましたが、ご相談させてい
ただき、まさに目からうろこでした。
　商品を売る前に企業イメージが大事だということ、それが企業の安心安全
につながり、商品開発に結びつけていくことの大事さを理解できました。パ
ッケージの文字の選び方ひとつとっても勉強になりました。

活用内容
　初回相談で事業概要を確認し、国内販売、海外販売それぞれの問題点について
ヒアリングを実施。無添加や食塩不使用の製品がないなど競争力が不足している
こと、パッケージデザインやネーミングに洗練さが欠けていることなどを指摘。
海外の富裕層向けの商品開発を行った後に国内に投入するという方針を定め、最
高ランクの商品となるよう商品の見直しと販路の選定に取り組んだ。支援にあた
っては、デザインディレクションの専門家や海外販路に豊富な経験を有する専門
家など複数のコーディネーターでチームを組み、実践的な指導を実施した。この
結果、同社は材料の品質や構成、味、全ての面で満足できる商品を短期間で開発、

「心」というネーミングとスタイリッシュなパッケージをまとい、海外市場と東京、
地元敦賀に絞って発売開始に至った。コーディネーターがセッティングした県内
メディアへのプレスリリースや、香港での展示会出展の成果もあり、順調な立ち
上がりとなっている。

事業活用までの経緯
　手すきおぼろ昆布をはじめ、出汁用昆布や昆布関連製品を
製造する同社。数年前から出汁パック「黄金のだし」を国内
外に向け販売し、一定の販路を確保したものの、先行メーカ
ーがあるためさらなる販路開拓に苦心していた。高価格品市
場に投入されたが、全国の百貨店を中心に直営店を展開して
いる圧倒的に認知度が高いメーカーが存在し、参入が難しい
分野であった。そんな中、経営者は直面する課題解決の糸口
を見つけたいとの想いで、よろず支援拠点が県内各地で開催
するサテライト相談に来所された。

デザインをキーにした
最高級の商品開発で売上拡大 代表者名　川本 功一

所 在 地　敦賀市
業　　種　食料品製造・販売業
事業内容　おぼろ昆布加工・販売、食品卸売等

株式会社北前船のカワモト

事例１

利用された
企業様の声
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補助金①
◆ ふるさと企業育成ファンド
平成23年度に、ふるさと産業の元気再生を図ることを目的として、県内金融機関と県が協力して「ふるさと企
業育成ファンド」を創設しました。その運用益により、県内中小企業の新分野展開を支援する「新分野展開スタ
ートアップ支援事業」と、県内で新たに創業する方を支援する「創業支援事業」、県内企業への技術系人材の就
職を促進する「ものづくり人材育成修学資金貸与事業」の３つの事業を実施しています。

① 新分野展開スタートアップ支援事業 
中小企業者が、既存事業の経営資源を活用して取り組む経営の多角化や事業転換に対して
助成します。新分野展開に必要な経費の一部を助成するほか、金融機関、商工会議所また
は商工会、産業支援センターで構成する支援チームが経営をサポートし、事業計画の実現
を応援します。

［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］1,000万円
［対象経費］　店舗・事務所改装費、設備機械など

② 創業支援事業 
創業者が行う地域の需要や雇用を創出する取り組みに対して、店舗等の賃料や広報費用など、起業・創業に必
要な経費の一部を助成します。

［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］200万円
［対象経費］　起業・創業に必要な店舗等の賃料、広報費用など

③ ものづくり人材育成修学資金支援 
県内外の理工系大学院（修士課程・博士課程）に在学し、県内ものづくり企業に就職を希望している学生に対
する修学資金貸付支援を行っています。
（貸与金額　月額６万円。県内ものづくり企業に継続して７年間勤務すれば返還免除）

ふるさと産業支援部（資金支援グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7406
FAX：0776-67-7429

募集は年１回で、スケジュールは次のとおりとなっています。なお、状況によって時期が前後する場合があ
りますので、予め、ふくい産業支援センターのホームページを確認いただくか、お問い合わせください。

項　　目

事業説明会

募 集 期 間

ヒアリング調査、審査

交 付 決 定

時　　期

5月中旬

5月中旬～6月下旬

7～10月頃

11月頃

　「新分野展開スタートアップ支援事業」の助成事業を実施した企業が、事業計画を進める際に、県
の制度融資が利用できます。

「新分野展開スタートアップ支援事業」に基づく助成事業を実施し、（公財）
ふくい産業支援センターが適切と認めた事業計画を進める中小企業者等

産業活性化支援資金（新事業展開等支援分）
融資対象者

認定等を受けた事業計画に基づく設備資金・運転資金資 金 使 途

取扱金融機関または保証協会の定めるところによる。担保・保証人

（公財）ふくい産業支援センター申　込　先

県内の福井・福邦の各銀行、各信用金庫、商工中金、みずほ・三菱 UFJ・
三井住友・北陸・北國の各銀行、福井県信連

取扱金融機関

8,000万円（設備・運転）融資限度額

設備資金１５年以内（据置１年以内を含む。）
運転資金　７年以内（据置１年以内を含む。）

期　　　　間

融資期間10年以内　年1.30％以下（保証付き年1.00％以下）
融資期間10年超　　年1.70％以下（保証付き年1.40％以下）
　※信用保証料１/２補給（中小企業者の方に限る）
　※金利は平成30年４月１日現在の利率です。
　　但し、金利については変更となる場合がございますので、詳細につき
ましては、取扱金融機関にお問い合わせ下さい。

利　　　　率

「新分野展開スタートアップ支援事業」に関するお問合せはこちらまで・・・

〒910－0296
福井県坂井市丸岡町熊堂３-７-１-16　（福井県産業情報センタービル　３階）
ＴＥＬ：0776-67-7406 ＦＡＸ：0776-67-7429
ＵＲＬ：http://www.fisc.jp/ E-mail：f-fund＠fisc.jp
※Webサイトでも、事業概要や過去の採択状況などが確認できます。

年間スケジュール

福井県制度融資のご案内

ふるさと産業支援部

新分野展開スタートアップ支援事業助成金新分野展開スタートアップ支援事業助成金
平成30年度概要平成30年度概要

ふるさと企業育成ファンド

新たな事業への
挑戦を応援します！！
新たな事業への
挑戦を応援します！！

2018.04

ふるさと企業育成ファンドとは
　ふるさと産業の元気再生を図ることを目的として、県内金融機関と県が協力して「ふるさと企業育
成ファンド」を創設し、県内中小企業の新分野展開を支援する「新分野展開スタートアップ支援事
業」と県内で新たに創業する方を支援する「創業支援事業」、県内企業への技術系人材の就職を促進
する「ものづくり人材育成修学資金貸与事業」の3つの事業を実施しています。本事業は、平成23年
から10年間継続して実施する事業です。

『ふるさと企業育成ファンド』の体系
県内金融機関と協力して創設する地域独自のファンド

県内金融機関

80 億円

福井県

20 億円

100 億円

貸　付

事業主体
ふくい産業支援センター

ふるさと企業育成
ファンド

新分野展開スタートアップ支援事業
　新分野展開を行う中小企業者が既存事業
の経営資源を活用して取り組む経営の多角
化や事業転換への経費補助
ものづくり人材育成修学資金貸与事業
　県内外の理工系大学院（修士課程・博士課
程）に在学し、県内に本社を有するものづくり
企業に就職を希望している学生への修学資
金貸与

運用益

福 井 銀 行
福 邦 銀 行
福井信用金庫
敦賀信用金庫
小浜信用金庫
越前信用金庫

ファンド総額：100億円
運 用 期 間：10年間
運　用　益： 約1億円／年 創業支援事業

　県内で新たに創業する方を対象とした事
業拠点開設・新商品開発・販路開拓にかかる
経費補助

応募様式のダウンロードや交付要領、最新の情報は、ふくい産業支援センターのホームページでご確認ください。
新分野展開スタートアップ 検　索

右ページ企業はこの事業を活用しました

Ｈ30募集は
５月10日～６月20日

Ｈ30募集は
７月23日～８月31日
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新分野展開スタートアップ支援

新分野展開スタートアップ支援

活用内容
　当事業の助成により、熱転写機、インクジェット等のテキスタイル用プリンターの導入や乾燥炉を設置し、販促
用バックへの印刷加工を内製化したことで、業界最短納期・小ロット対応を実現。今後は、更なる業界シェアアッ
プや新たな市場開拓を図っていく。

活用内容
　当事業の助成により、ＮＣ加工機を導入し、これまでの製造技術やノウハウを活用して搬送用トレーや機械カバ
ーなどを製作し販売。多くの分野に加工技術の応用がきくようになり、さらに、新たな分野への進出も望め、会社
全体にとっても非常にプラスになっている。

事業活用までの経緯
　主力商品である販促用バッグへの印刷加工は、それまで100％外注していたが、対応に制限があることから、顧
客が要望する納期、ロット、品質を満たすことが出来ないケースが多く、課題となっていた。
また、競合先も同じような加工サービスを展開している状況であった。
そこで、競合他社と差別化し、顧客要望に応えてシェア拡大を図
るためには、製造～加工～販売まで一貫体制を構築することが最
も重要だと判断し、販促用バックへの印刷加工の内製化に取り組
むこととなった。

事業活用までの経緯
　同社は長年、主にプラスチック製の商業用ディスプレイの企画・製造加工を手掛けてきた。近年、自動車産業で
は産業機械の大型化やラインの複雑化が進み、使用される搬送用トレーや機械カバー等のプラスチック製部品が多
様化しており、プラスチック製品の需要が拡大している。そこで、
同社のこれまでの製造技術やノウハウを活かせるビジネスチャン
スと捉え、新たな市場にチャレンジするに至った。

顧客の要望に応えて競合他社と差別
化するため、製造～加工～販売まで
の一貫体制を構築

これまでのノウハウを活かした
工業用および自動車関連市場進出
へのチャレンジ

代表者名　山本 禎久
所 在 地　鯖江市
業　　種　小売業、印刷業
事業内容　包装資材等生活雑貨の企画、製造、販売

代表者名　松田 佳明
所 在 地　鯖江市
業　　種　製造業
事業内容　プラスチック加工業

株式会社エーリンクサービス

株式会社マツダプラスチック

事例２

事例３
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補助金②
◆ ふくいの老舗企業チャレンジ応援事業

◆ ふるさと企業経営承継円滑化事業

創業から30年以上を経過し、地域に親しまれている老舗企業に対し、事業継続に必要な店舗改装や設備導入等
の取り組みに対して助成します。

［対 象 者］
◦福井県内に主たる事業所を有する小規模企業者。ただし、みなし大
企業及びフランチャイズ契約を締結して事業を行っている方は除く。
◦創業から30年以上を経過しており、主に一般消費者に対して商品、
サービスを提供する方。
◦自社独自の商品を製造・加工・販売、サービスを提供されている方。
◦商工会・商工会議所と連携して、今後５年間の事業計画を作成する方。

［助 成 率］2/3以内　　　［限 度 額］300万円
［対象経費］　店舗・施設改装、設備導入など

後継者が継ぎたくなるような事業への改善や、事業承継の準備に必要な企業価値の評価に伴う費用の一部を助
成します。

① 事業改善型 

［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］300万円
［対象経費］　店舗・施設改装、設備導入
　　　　　　　※助成後３年以内に承継実施が必要。

② 承継準備型 

【小規模企業】
［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］20万円
［対象経費］　企業価値評価に伴う経費

【中小企業】※小規模企業を除く
［助 成 率］　1/2以内　　　［限 度 額］150万円
［対象経費］　企業価値評価に伴う経費

【事業承継をお考えの経営者の方へ】
事業承継に向けた準備や進め方について、専門家がご相談に応じます。（本誌３頁参照）

ふるさと産業支援部（資金支援グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7406
FAX：0776-67-7429

右ページ企業はこの事業を活用しました

随時
受付

Ｈ30募集は
４月25日～５月31日

Ｈ30募集は
４月25日～５月31日
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ふくいの老舗企業チャレンジ応援

ふくいの老舗企業チャレンジ応援

活用内容
　当事業の助成により、価値のある土蔵の２階をリノベーションし、「五感で感じる酒蔵」が完成。日本酒のテイ
スティングや物販など、他業種とのコラボレーションが生まれた。従来にない新しいアプローチにより、日本酒の
更なる魅力や楽しみ方の提供が可能となった。

活用内容
　当事業の助成により、越前和紙の芸術性やインテリアとしての新たな可能性を見せる
場所としてギャラリースペースが整備できた。
　それにより、「Décor washi凸和紙」はじめとした、同社オリジナル商品の市場を広
げている。

事業活用までの経緯
　1804年（文化元年）創業の同社は、福井市内で最も古い歴史をもつ酒
蔵である。10ｍを超えるケヤキの簗を使った建築的にも非常に価値のある
土蔵を保有しており、土蔵１階の酒造りの空間は、「魅せる製造空間」と
して観光客などが見学できるような環境を整備してきた。資材置き場とな
っていた２階部分を「お客様をもてなす空間」として活用したく、「五感
で感じる酒蔵」への転換を図るため、当事業を利用することになった。

事業活用までの経緯
　同社の所有する大正６年建築の蔵は、この地域でも最も大きくランドマ
ーク的な要素を持ち合わせている。同社が開発した越前和紙の伝統的技術
と、デジタル技術を融合した「Décor washi凸和紙」など新しい商品の市
場を広げるため、この蔵を越前和紙のギャラリースペースとして活用する
ことを考え、整備のため当事業を利用することとなった。

「五感で感じる酒蔵」への転換を
図るため、価値のある土蔵を
リノベーション

新市場の開拓のため越前和紙の
ギャラリースペースを整備

代表者名　常山 由起子
所 在 地　福井市
業　　種　清酒製造業
事業内容　清酒製造

代表者名　杉原 吉直
所 在 地　越前市
業　　種　卸売業
事業内容　越前和紙の企画、製造、販売

常山酒造合資会社

株式会社杉原商店

事例４

事例５
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補助金③
◆ ふくいの逸品創造ファンド事業

◆ 小規模企業者等設備貸与事業（割賦・リース）

◆ おもてなし産業魅力向上支援事業

県や国、県内金融機関が協力してファンドを創設し、その運用益を使って、県内企業の地域
資源を活用した商品開発および販路開拓の新たな取り組みについて費用の一部を助成してい
ます。

［助 成 率］　1/2以内　　　［限 度 額］200万円
［対象経費］　新商品開発・販路開拓　※観光客向け商品・サービスは対象外

小規模企業者等に代わり、当センターが経営の革新に必要な機械設備を商社やメーカーから購入し、割賦販売ま
たはリースを行います。

［貸与限度額］　100万円～1億円　　　［貸与期間］　３年～10年間
［料　　　率］　◦割賦（３～６年間：1.6％、７～10年間：1.7％）
　　　　　　　 ◦リース（月額、リース期間により料率決定）

県外からの観光客等の受入れ態勢の改善等について、店舗の改装や設備導入、新商品の開発など、観光客向けの
新たな取り組みに対し、その費用の一部を助成します。

① 店舗・施設改装、設備導入 

［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］300万円
［対象経費］　店舗・事務所改装費、設備導入など

② 商品の開発 

［助 成 率］　2/3以内　　　［限 度 額］200万円
［対象経費］　観光客向けの土産品などの開発など

ふるさと産業支援部（資金支援グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7406
FAX：0776-67-7429

右ページ企業はこの事業を活用しました

Ｈ30募集は
７月ごろ

Ｈ30募集は
４月25日～５月31日

Ｈ30募集は
７月ごろ

随時
受付
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ふくいの逸品創造ファンド事業（創業支援）

ふくいの逸品創造ファンド事業

活用内容
　当事業の活用により、専門家の指導のもと、池田町の食材をアレンジして、小さな子供
でも安心して食べられるメニューの開発を行うことができた。また、事業拠点として必要
な厨房機器を導入することができ、事業を円滑に実施する体制を整えることができた。
　池田町の旧小学校をリノベーションしてオープンさせた店舗では、カフェメニューの展開のほか、キッズスペース
や託児スペースの提供を行っており、今後はワークスペースをオープンさせ、さらなるサービスの充実を図っていく。

活用内容
　当事業の活用により、地域資源である越前和紙を活用し、LEDパネルとコラボした
LED和紙パネルの開発を行った。越前和紙をLEDの光により鮮やかに表現し、かつ和紙
の風合いを活かした和紙パネルが完成した。
　同社ではLEDを使用した発光パネルを、東京を中心に販売しており、国内外に向けて
今後も発信していく。

事業活用までの経緯
　出身の秋田県から、サラリーマン勤務を経て、池田町の地域起こし協力隊とし
て池田町に移住してきた秋元氏。地域起こし協力隊として田舎の町おこしに関わ
る中、そこで暮らす人達がいかに楽しく暮らすかが大切であると考え、共働き世
帯が多い福井県で、ママカフェをオープンすることとなった。

事業活用までの経緯
　省エネ・長寿命のLED光源に特殊加工を施したアクリル板を用いることで光を
拡散し、均一な明るさにする照明パネルを製造する技術を持つ同社。
　福井県産である越前和紙をPRして全国での知名度を上げるためには、和紙を単
体で販売するのではなく、そこに付加価値をつけ、一般に目を引く製品が必要と考
えていた同社は、越前和紙とコラボした和紙パネルの製造に取り組むこととなった。

子育てママが笑顔でいきいきと
過ごせるママカフェを開店

手漉き越前和紙を使用した
LEDパネルの企画・開発・販売

代表者名　秋元 郷佑
所 在 地　池田町
業　　種　飲食店
事業内容　カフェ「WACCA」の運営

代表者名　山本 晴美
所 在 地　福井市
業　　種　その他製造業
事業内容　LEDパネル等の企画開発

株式会社D
ダ ン ネ
ANNNE

株式会社パルック

事例６

事例７
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創　業
◦福井ベンチャーピッチ 
成長意欲の高いベンチャー企業に、ベンチャーキャピタルや金融
機関等の前でセールスプレゼンの場を提供することで、資金調達
や販路拡大など事業拡大の機会を提供します。（参加無料、年２回
開催予定）

◦学生ベンチャー・チャレンジ応援事業 
学生等の創業を後押しするため、学生等に対して、起業にかかる経費や初期段階における活動経費を支援します（３名）。

【支援対象経費】◦会社設立にかかる経費　◦産業情報センター入居費　◦試作等にかかる設備等の使用料

◦先輩起業家とのセミナー・交流会 
◆ リラックス空間でビジネスを語り合う「福井ビズカフェ」　（年５回予定）
　	先輩起業家を講師としたセミナー・交流会を各地で開催します。
◆ Meet Up☆スクエア～わたしスタイル創業未来塾～　（年５回予定）
　	先輩女性起業家を講師としたセミナー・交流会、ワークショップを各地で開催します。

◦創業マネージャーによる創業相談や伴走型のサポート 
福井県産業情報センター７階「コワーキングスペース」に、事業化までを寄り添いな
がら支援する創業マネージャーを配置しています。

毎月15日間　相談日は毎月変わります（祝日、年末年始は休み）
※創業マネージャー６名が交替で勤務
午後１時～５時	もしくは	午後５時～９時、費用不要、事前予約制

◦女性専用の創業相談窓口 
ふくい女性活躍支援センター（運営：（公財）ふくい女性財団）内に、相談窓口
を設置し、女性の創業に関する課題に対してアドバイスします。

毎月　第１火曜日、第３土曜日　午前９時～午後５時、費用不要、事前予約制

◦ＩＴ起業家向け事務所／ＩＴを活用して事業を行う企業向け事務所の貸出 
情報関連の創業や研究開発に取り組む起業者やＩＴ企業向けに、高度なネットワーク環境を持つ事務所スペー
スを提供します。

販路開拓支援部	（創業・Eビジネス支援グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7416
FAX：0776-67-7439

右ページ企業はこの事業を活用しました

セミナー等の開催予定や相
談日の情報について、創業
者専用ページで情報発信し
ています。
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創業者育成プロジェクト（福井ベンチャーピッチ）

創業者育成プロジェクト（福井ベンチャーピッチ）

活用内容
　福井ベンチャーピッチでは、数多くのベンチャーキャピタルからマーケティング能力を高く評価され、ビジネス
ネットワークを全国に拡大。現在は、福井ベンチャーピッチをきっかけに知り合ったIT系事業会社（東京）と事業
提携し、新しいビジネスモデルの構築や東京オリンピック関連事業を手掛けるなど、新規事業の立ち上げに精力的
に取り組んでいる。

活用内容
　福井ベンチャーピッチでは、数多くのベンチャー支援者からビジネスモデルの成長可能性を高く評価された。
　福井ベンチャーピッチ登壇をきっかけに、事業提携先を拡大。今後の事業展開についての具体的なアドバイスや、
ベンチャーと大企業を繋ぐ早朝ピッチイベントMorningPitch（モーニングピッチ）へのエントリーを提案される
など、さらなる成長への足掛かりをつかんだ。

事業活用までの経緯
　プロゴルファーとして活動する傍ら、2016年８月同社を創業。翌年には、無人管理のIT宿泊施設「URBAN 
RESORT 越前」をオープン。インスタグラムを活用したマーケティングを実施し、サイトオープン21日間で３か
月完全満室を達成するなど、SNSマーケティングを強みとしたIT事業を展
開している。
　新たなビジネスモデルの構築に伴い、資金調達や事業提携の機会を得た
いと考え、福井ベンチャーピッチにエントリーした。

事業活用までの経緯
　2009年に創業し、10代～30代の男性をターゲットにしたメンズアパレル通販業を
展開。インターネットのチャット機能を使った無料相談、お薦めの衣料品を毎月届ける
サービスや“身だしなみ”に気を使う必要のある立場になった40歳以上の男性に向け
た定期販売サービスを開始するなど、次々にアイデアをかたちにしてきた同社。
　さらなる業務拡大に伴い、事業提携先獲得の機会を得たいと考え、福井ベンチャーピ
ッチにエントリーした。

福井ベンチャーピッチをきっかけに、
ビジネスネットワークを全国に拡大

新たな市場開拓にチャレンジ！
福井ベンチャーピッチで
提携先獲得を目指す

代表者名　田中 次紀
所 在 地　福井市
業　　種　ITサービス業
事業内容　アプリ開発・ホームページ制作・

SNSマーケティング

代表者名　伊藤 佑樹
所 在 地　あわら市
業　　種　小売業
事業内容　メンズアパレル通販業

株式会社toitoitoi

株式会社ドラフト

事例８

事例９



−	13	−

ＩＴ
◦WEBサイトの構築やネット通販・取引についての相談窓口
　－ネット通販・取引に関する資料資料室を併設しています－ 

毎週月～金曜日（祝日、年末年始は休み）午前９時～午後５時、費用不要
※資料等の閲覧・貸出は、毎月第２、第４土・日も利用可能です。

◦「Web販売スキル伝授ワークショップ」＆「マッチング交流会」の開催 
県内のWeb販売業界における人材育成と確保を目的として、県内の学生・女性、求職者の方を対象に、Web
販売の各分野における専門家を招聘した実践的なセミナーを開催します。

◦ＩＴ研修 
コンピュータに関する基礎から高度な利用技術の研修や、実践的なインターネット活用（販路拡大のノウハウ）
研修などを行います。　※施設（パソコン実習室）の貸出も行っています。

◦ＩＴセミナー・交流会の開催 
ＩｏＴ・ＡＩのビジネス化に関する勉強会・意見交換会等を含めた交流会を開催すること
で、ＩｏＴ・ＡＩ技術のビジネス活用を促進します。また、ＩＴ技術者を対象に、ＩｏＴ・
ＡＩ技術に関するアイデアソンやハッカソンを開催し、新たなアプリケーションやサービ
スの創出を目指します。

◦次世代ＩＴビジネス分野販路開拓マッチング支援事業（シーテック ジャパン共同出展） 
ＩＴ企業やＩｏＴ／ＡＩ関連製品を持つ企業を首都圏で開催される展示会へ共同出展させることで、技術開発
および販路開拓のためのマッチングを支援し、本県ＩＴ産業の活性化を目指します。（10月）。

◦ふくいソフトウェアコンペティションの開催 
県内の大学生等を対象に、プログラム等の作品を公募し、その優秀性と先進性を競うソフトウェアコンペティ
ションを実施します。

販路開拓支援部	（創業・Eビジネス支援グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7416
FAX：0776-67-7439

右ページ企業はこの事業を活用しました

ネット通販・取引支援センター　TEL：0776-67-7428直 通

嶺南地域の方のＩＴ研修施設として、パソコン操作研修が可能な施
設の貸出や、体験コーナーの運営、パソコン操作に関する有料講座
も開催しています。

福井県産業情報センター
嶺南支所
小浜市白髭112白髭業務棟３Ｆ
TEL：0770-52-1500
FAX：0770-52-1510

嶺南地域でも研修を実施しています
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福井県産業情報センター入居施設（セミナー等開催事業／福井県IoT推進ラボ）

代表取締役社長　山本 道明　氏　

　当初、安価な入居料にひかれて入居したのですが、販路開拓の機会の提供
や創業マネージャーへの相談、入居者とのコラボレーションなど多くの支援
をいただいています。
県産業情報センターには、新しいビジネスにチャレンジする企業が集まって
きます。ぜひこの施設を拠点に県内企業のＩｏＴ化に貢献できればと思って
います。

活用内容
　同社は、県産業情報センターのインキュベートルームに入居し、
システム開発に着手。昨年、同社としては初めてのオリジナル製品

『Ho-SaKU（ホーサク）』（ビニールハウスの環境制御総合システム）
をリリースした。
　併せて、事業計画の見直しや提携企業開拓のため県産業情報センタ
ー内に常駐する「創業マネージャー」に積極的に相談。その他、県内
ＩＴ企業が一堂に会する展示会『ＩＴフォーラム2017』に出展した
り、当センター主催のＩｏＴビジネスマッチング交流会に参加するな
ど、当支援センターの事業を積極的に活用している。また、同じく入
居企業である(株)フィッシュパスや、創業マネージャーのアドバイス
を通してつながった県内食品製造企業とのコラボレーションなど、順調に販路を拡大している。
　今後は、農業ＩｏＴの導入支援を中心にしながらも、製造業や介護業界など、幅広い分野のＩｏＴ導入をサポー
トしたいと考えている。

事業活用までの経緯
　自らの考えるＩｏＴシステムの開発に挑戦するため大手システ
ム会社を退職し同社を設立した山本氏。「キツイ仕事なうえに、
高齢化が進んでいる農業を何とかしたい。ＩＴを組み合わせ仕事
の効率化を実現することで、今の農業の問題点が解決できるので
はないか」と考え、自社の事業の中核に農業のＩｏＴ化を据えた。
　同社は、ＩｏＴ技術は持っているものの取引先の拡大は容易で
はなく、また利益を確保するためには自社オリジナルシステムの
開発も急務であったことから、コストを押さえながらシステム開
発をおこなえる環境が必要だった。

農業から製造業まで！
県内企業に
最適なＩｏＴ導入を支援

代表者名　山本 道明
所 在 地　坂井市
業　　種　ＩＴサービス業
事業内容　ＩｏＴ関連システムおよび

オリジナルシステムの開発

グラスITフィールズ株式会社

事例10

利用された
企業様の声



−	15	−

取引拡大
◦食品の首都圏等への販路開拓支援 
首都圏での大規模展示会への出展、大手食品卸売企業とのマッチング商談会
の開催や、WEBサイト「バイヤーのための福食市」（登録無料）を運営して
います。

◦取引先の紹介・あっせん 
取引相談員や職員が企業を訪問し、仕事を「発注したい」企業と「受注したい」
企業のマッチングを行います。
また、県内外の展示会や商談会への出展支援や、県内外の発注企業との取引
マッチング支援サイト「福井県元気企業WEBサイト」（登録料	3,000円／年）
を運営しています。

◦海外市場展開の相談や展示会出展の支援窓口 
県と経済界等が設立した「ふくい貿易促進機構」の活動拠点である「ふくい
上海ビジネスサポートセンター」（福井県上海事務所内）および「ふくい貿易
促進プラザ」（福井商工会議所内）において、専門家等が海外展開への助言や
展示会出展支援を行います。

http://buyer.fisc.jp/URL

http:// www.fisc.jp/hanro-web/URL

ふくい貿易促進プラザ相談窓口　TEL：0776-89-1140直 通

販路開拓支援部	（販路開拓営業グループ）	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7407
FAX：0776-67-7419

　代金支払の遅延など取引に関するさまざまな相談に専門の相談員が対応します。
　また、裁判外紛争解決手続（ADR）を用いて下請取引問題の迅速な解決を希望する場合や、取引上で
発生した苦情やトラブルについて弁護士の法律相談（無料）を開催します。

取引上の苦情・トラブルの法律相談　～下請かけこみ寺～

下請かけこみ寺相談窓口（フリーダイヤル）0120-418-618　 TEL：0776-67-7426直 通

右ページ企業はこの事業を活用しました

右ページ企業はこの事業を活用しました
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ふくいの食品戦略的販路拡大支援事業

中小企業取引情報提供（取引あっせん）

活用内容
　同社は県外の大手食品会社のバイヤー等と直接商談ができる機会が得られる当事業を利用し、大手食品商社が開
催する展示会に出展。大都市圏を中心とする食品バイヤーと商談を行った。
　その結果、大手食品商社との取引口座の開設に繋がり、全国展開するスーパーマーケットの「北陸フェア」に商
品が採用されるなど、多くの成果に結びつき、大都市圏を中心とする県外に向けた販路拡大の足掛かりとなった。

活用内容
　製品の厚みの問題や形状が特殊ということもあり、試行錯誤を重
ねることで加工の技術的な問題点を解決し、試作品を完成させた。
　これにより、発注企業との量産用金型と部品製造の取引が成立
し、これまでに関連する部品を3,000～4,000セット納品してい
る。この電子タバコケースの完成品は2018年５月から販売され
ており、継続的な取引に繋がっている。

事業活用までの経緯
　1938年に昆布小売業として創業以来、福井の食文化の伝統
を守り、発展に貢献することを経営理念に、県産食品の更なる
普及に取り組んでいる同社。
　現在、事業分野を拡大し、主に県産材料を使用する餃子の製
造販売およびＯＥＭ餃子の受託製造にも力を入れている。しかしながら、県外の小売店や大手食品商社等のバイヤ
ーとの人的ネットワークが乏しいことなどから、新たな市場への効率的な営業活動が行えないことが課題であった。

事業活用までの経緯
　主に眼鏡用金型・部品製造等を行う同社。10年ほど前からチタン加工技術を専門的に追求する企業集団の「チ
タンクリエーター福井」に参画するなど、眼鏡以外の分野の金型・部品製造にも積極的に取り組んでいる。
　当支援センターの取引相談員が企業巡回を行う中、県内の表面処理を行う企業から電子タバコケースの金型及び
部品製造のできる企業を紹介してほしいとの依頼を受け、設備や加工内容に強みを持つ同社の紹介を行った。

安全安心な美味しい「県産食品」の
“地産全消”を支援。取引マッチン
グで都市圏への広域流通を目指す

眼鏡の加工技術を活かして、
新規取引先の開拓を目指す

代表者名　宇都宮 勝
所 在 地　福井市
業　　種　食料品製造、卸業
事業内容　食品の卸売および餃子、昆布巻等の製造

代表者名　服部 祥也
所 在 地　福井市
業　　種　金属製品製造業
事業内容　眼鏡等各種精密金型・部品製造等

株式会社宇都宮正二商店

有限会社服部製作所

事例11

事例12
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技術開発①

◦大学・高専、他機関間のネットワーク構築 
各機関における研究者や技術者の「ふくいオープンイノベーション推進機構」人材データベースを構築し、産
学官金の活発な連携を推進しています。
　また、産業技術総合研究所等と県内企業とのマッチングを支援します。

◦登録研究者・技術者の企業への派遣 
企業との共同研究で、研究者・技術者が企業の現場に入って研究開発を推進します。また、大学・高専の学生
なども積極的に活用し、県内企業への就職につなげます。

◦研究会や異業種交流会の実施 
革新的な技術開発に関する研究会を開催し、研究開発に活かします。異業種の交流を進め、新たな発想、刺激
によるイノベーションを推進します。

◦中小企業等外国出願支援 
特許や商標など知的財産を戦略的に取得・活用して事業を推進しようとする中小企業
に対して、国際特許等出願の支援を行います。

右ページ企業はこの事業を活用しました

オープンイノベーション推進部	
福井県工業技術センター内（福井市川合鷲塚町）
TEL：0776-55-1555
FAX：0776-55-1554
※電話は総合受付に繋がります。各事業の担当室を呼び出してください。

ふくいオープンイノベーション
推進機構

研究開発、事業化を図りたい
県内ものづくり企業 等

大学・公設試・銀行等の人材が、企業の開発
ニーズに対応するため、チームで応援する

オープンな仕組み

研究開発
を委託

開発成果

新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

CD

国研究開発
推進機構

JST

工業技術センターに設置

公設試等
工技セ、エネ研、試験場等の

技術職

産業技術総合研究所
研究職、コーディネータ

大学・高専
福大、県大、工大、

高専の教授 等

県外大企業
本県にゆかりの大企業

OBや大手企業

産業支援機関
産業支援センター、

商工会議所、商工会 等
金融機関

銀行、信用金庫

県
運営および開発支援

連携
協定

連携

連携イメージ

地
域
企
業
の「
売
れ
る
製
品
化
」を
促
進
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中小企業等外国出願支援事業

代表取締役　森家 英幸　氏　

　当事業を活用することで商標・特許出願を行うことができました。海外で
の販促活動では、知的財産権取得は製品保護と共にトラブルを事前に回避す
る為に必要不可欠なものです。今後の海外での事業展開に活かしていきたい
と思っております。産業支援センターの方々にはいつも親切にご対応頂き、
大変感謝しております。

活用内容
　当事業の活用により、出願費用や弁理士費用等の補助を受ける
ことができ、中国への商標・特許の出願を計３件行った。この出
願により中国での拡販体制を整えることができた。同社技術を用
いて作られた顧客製品の販売における優位性の確立、製品保護を
可能とすることで、同社商品の安定した販売が期待できる。今後
は当社の技術をさらに幅広い製品分野に展開していくことを目指
している。現地販売店を通して継続的なプロモーション活動を行
い、さらなる販路の拡大につなげる。

事業活用までの経緯
　同社は、チタンやステン、炭素鋼などの微細切削加工時に発生する酸化被膜やバリを、
細部にわたり均一に溶解させ除去することができる金属表面処理剤「ホロクリン」シリ
ーズの研究開発・製造販売を行っている。
　現在、国内での販売の他に海外への輸出を手掛けており、今後はさらに輸出取引の拡
大を検討している。外国企業に商品を販売する上で、商品のブランド化と共に、他社製
品技術との接触を避け技術を保護する観点から、海外での商標取得・特許取得が必要で
あるとの考えに至った。しかしながら、海外への商標・特許出願には多額の費用がかか
るため、当センターの外国出願支援事業を活用することとなった。

特許・商標の外国出願に
要する経費を補助し
海外での事業展開を支援

代表者名　森家 英幸
所 在 地　鯖江市
業　　種　製造販売業
事業内容　化学工業薬品の製造・販売

株式会社北陸濾化

事例13

利用された
企業様の声

密着強度試験：クロスハッチテスト評価結果

従来工法

サウンドペーパー
で金属表面を荒ら
した後に塗装

KR-S・KR-SH 処理
で金属表面を改質
した後に塗装

KR工法
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技術開発②
◦共同研究や受託研究への対応 
企業の開発ニーズに応じて、「ふくいオープンイノベーション推進機構」で最適なチームをつくり、共同研究を
推進します。「推進機構」のネットワークを活かし、企業からの受託研究を請け負います。

◦国の競争的資金の獲得 
県内企業が大学・高専や公設試験研究機関と共同で実施する新規性の高い研究を行うため
のプロジェクトにおいて、国等の競争的資金（受託金や補助金）の獲得を支援します。

《30年度実施プロジェクトの一例（平成30年4月1日現在）》
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
◦転移性骨腫瘍者患者向けカスタムメイド人工骨幹製造技術の確立
◦次世代自動車内装材用織物の製造に向けた研究開発
◦Ti50Ni合金の組織緻密化による細径収縮／高耐久性／高自己拡張型ステントの開発

◦県の技術開発補助制度へのサポート 
県から企業への技術開発補助制度に対し、採択企業の審査・認定や研究開発時の技術指導等のサポートを行い
ます。

◦大型研究プロジェクトの実施 
大企業等とのネットワークを活用し、事業化計画を明確にした大型研究プロジェクトを実施します。

◦北陸産地繊維産業力集結 
福井県、石川県の繊維関連企業が、固有の技術・ノウハウをもとに県域を越えて協同して行う新商品開発・販
路開拓に助成します。

◦新技術・新工法の商談会出展支援 
新技術、新工法、特殊技術を持つ県内企業の販路開拓を支援する
ために、技術商談会等に出展します。

◦シーズ・ニーズ調査、マッチング 
大学や研究機関のシーズと、企業や市場のニーズを調査し、マッ
チングを行います。

右ページ企業はこの事業を活用しました

オープンイノベーション推進部	
福井県工業技術センター内（福井市川合鷲塚町）
TEL：0776-55-1555
FAX：0776-55-1554
※電話は総合受付に繋がります。各事業の担当室を呼び出してください。
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戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポイン）

代表取締役社長　山本 岳由　氏　

　私たちは自動車シート生地のデザインから一貫製造に加え、”今までにな
い世界で一つの織物”を目指してモノづくりに努めています。若手社員が大
勢活躍する元気な会社です。
　当事業を利用させていただき、多くの方々の支援のおかげで自社だけでは難
しい開発や取り組みを行うことができました。これを皮切りに更なる事業展開
を目指し、常に新たな一歩を踏み出していく企業であり続けたいと思います。

活用内容
　事業の活用によりジャカード織物に光ファイバーを混入した、
新織物を開発する計画である。昼は織物自身のデザインが表現さ
れ、夜には織物表面に出ている光ファイバーの側面が光り出し、
昼と違った幻想的な世界を創り出すことで、人々に癒し効果を与
えたり、インジケーター的な使用により安全を提供したりするも
の。本事業での織機の開発により、さらに安定した発光と複雑な
デザインの実現を目指している。
　織物端部からLED光源を導光すると露出した特殊側面発光糸

（ヨコ糸）が発光する。発光糸の屈曲や圧迫を緩和するカラミ織
り組織およびデザイン性に優れたジャカード織物の融合により、
デザイン性の高い発光織物が可能となる。

事業活用までの経緯
　自動車インテリア用織物の製造を行う同社。デザイン提案から
製造まで一貫した体制を強みとしている。特にこれまで、滑りや
すくて折れやすい光ファイバーをジャガード付きレピアで製織す
る技術を蓄積してきた。
　新たな製品を開発するにあたり、2017年度に経済産業省の競
争的資金を目的とした本事業に応募することとなり、当センター
がプロジェクトの研究開発と経理事務を取りまとめる事業管理機
関として支援することとなった。

次世代自動車内装材用織物の
製造に向けた研究開発 代表者名　山本 岳由

所 在 地　坂井市
業　　種　繊維製造業
事業内容　織物製造

大喜株式会社

事例14

利用された
企業様の声

ジャカード織物表面の側面発光光ファイバーから
柔らかな光が発光されることが特徴。

自動車関連メーカーにてドアの内装に光ファイバ
ー織物を組み込む。
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デザイン
◦デザイン開発に関する指導相談 
デザイン専門の職員が、商品企画やデザイン開発に向けた窓口相談に対応します。

◦デザイナーの派遣（デザイナー派遣／グループカウンセリング） 
商品開発のデザイン、販売促進のデザイン、展示会の企画デザインなど、様々な分野で活
躍するデザイナーをニーズに合わせて派遣します＊１。また、組合、団体、企業グループを
対象に、県外の第一線で活躍するデザイナー等の指導によるカウンセリングを行います＊２。

＊１　１回36,000円のうち１/２が企業負担となります。１企業６回まで。
＊２　費用無料。1グループ２回まで

◦産地新ブランド創出・流通サポート 
県内ものづくり企業のブランド創出や新商品開発及び流通サポートを含めた支援を行います。
①自社ブランドの確立、新商品開発を目指す県内企業を公募し、外部ノウハウを取り入れた商品企画、	デザイン
等を指導します。

②全国の百貨店・大規模商業施設における商品の取り扱い、主要百貨店等のバイヤーが参加する商談会への出展
支援をします。

◦デザインラウンジ交流事業 
販路開拓・展示商談会出展等の支援や福井ものづくりキャンパスを活用した展示会の支援をします。

◦デザインに関する研修（ブランディング&商品開発講座／デザインセッション） 
中小企業の経営者、商品企画責任者、若手デザイナーの方を対象に、デザインマネジメントや商品開発手法など、
デザイン活用のセミナーを開催します。産地や業界が直面しているテーマに沿った県内外の具体的なデザイン
の事例をセミナーや展示会で紹介し、開発プロセスやブランディングの手法を学びます。

◦デザイン情報の提供 
県内デザイナーの登録サイト「デザイナーバンク」を整備・更新し、県内デザイナーをお探しの企業とのマッ
チングを図ります。また、県内外の様々なデザイン情報を収集しSNSやメールマガジンで配信します。

デザイン振興部（デザインセンターふくい）	
越前市瓜生町5-1-1　福井ものづくりキャンパス（サンドーム福井	管理会議棟）
TEL：0778-21-3154
FAX：0778-21-3155

右ページ企業はこの事業を活用しました

多目的エリアでの展示会 デザインライブラリー デザイン研修
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デザイナー派遣事業（デザイン支援）

専務取締役　本塚 雅士　氏　

　最初は、会社のブランディングというものに、どのように取り掛かってい
けばよいか全くわかりませんでしたが、わかりやすく導いて下さり、自分達
の思いを満足のいく見えるかたちにしていただき感謝しています。これから、
時間はかかると思いますが、この企業理念を社内にも社外にも発信していき
たいと思います。

活用内容
　「デザイナーバンク」登録デザイナーの中村文信氏に指導を受けることとした。
　ヒアリングにより、社内の価値と課題の分析を重ねる中で、「彩るものづく
りで　人と人を結ぶ未来へ」をコンセプトとした。
　企業の核となるスローガン（メッセージ）とマークとCIマニュアルの作成と
その活用に取り組んだ。社員への企業理念の普及とともに、名刺、封筒のリニ
ューアル、社屋の看板の設置も行い、現在は、社員と一緒に新しいユニフォー
ムの制作を進めている。

事業活用までの経緯
　リボンの染色およびプリントの委託加工を中心に、様々な繊維
素材と加工技術からなるモノづくりの可能性を追求している。近
年では、汚水浄化剤の生産など、新たな事業にも取り組んでいる。
　こうした中、自社技術をきちんと発信できる企業イメージの確
立と、日頃、地道な加工現場で働いている社員達の自社に対する
愛着心とモチベーションの向上を図りたいと思い、窓口相談に足
を運び、デザイナー派遣事業を利用することとなった。

社員とともに育む
企業ブランディング 代表者名　本塚 和夫

所 在 地　越前市
業　　種　繊維加工業
事業内容　細幅織物の染色およびプリント加工

本塚リボン工業株式会社

事例15

利用された
企業様の声
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研修（人材育成）
◦集合研修 
新入社員から管理者・経営者までの階層別研修から、職種別のビジネススキル向上研修、
専門知識や基礎技術を習得する工業技術系の研修まで幅広い分野を開催しています。
30年度は、新たに、ICT活用の視点や働き方改革の視点を取り入れた内容の研修を実施し
ます。

ものづくり現場のIoT基本習得セミナー
産業用ロボットを活用した生産性向上セミナー
間接部門の仕事改善セミナー
多様な働き方を実現する社内制度のつくり方

また、福井・敦賀産業技術専門学院の講師やノウハウ、施設・設備を活用し、
低廉な受講料で、気軽に学ぶことができる、より実践的な研修コースも開設し
ます。

◦福井ものづくり改善インストラクタースクール 
県内ものづくり企業で生産現場の問題把握や業務改善の助言・指導を行う人材を育てる「福井ものづくり改善
インストラクタースクール」を開講します。

◦福井ものづくり改善インストラクター派遣 
昨年度のスクールを修了した企業ＯＢ等を専門家として、有料で県内企業に派遣し、具体
的な現場改善活動を支援します。

◦企業内研修（オーダーメイド研修） 
企業が直面している問題や課題、実施したい研修内容についての要望等を聞きながら、自社に合った教育テー
マに従い、オーダーメイドの研修プログラムを提案します。

◦学びなおしサポートセンター 
キャリアコンサルタントがスキルアップ計画作成の支援をするほか、自主学習
スペースの設置や通信教育等の資料の配架など、企業人の学びなおしを支援し
ています。
また、社会人の学びなおしを支援するため、通信制大学を集めた合同説明会を
開催します。

右ページ企業はこの事業を活用しました

右ページ企業はこの事業を活用しました

人材育成部	
福井県中小企業産業大学校内（福井市下六条町）
TEL：0776-41-3775
FAX：0776-41-3729
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中小企業産業大学校研修／福井ものづくり改善インストラクター派遣

代表取締役　田中 利希也　氏　

　中産大の研修はどれも実務に役立つ内容ですし、ものづくり改善インスト
ラクターには、現場にガッツリと入り込み、改善すべき点を明確にしていた
だきました。スキルアップに積極的な社員が増えており、両制度とも料金設
定が良心的な上に、大きな収穫があったと感じています。
　今後も中産大の事業などを活用し、さらなる社員の成長に向けて取り組んで
まいります。

活用内容
　中産大の研修には、製造業向けのテーマを中心に受講者を派遣。受講後は勉強会を開催して学びを共有している。
また、毎週１回開催する会議では、研修を活かした改善提案も増えるようになった。提案制度と連動した人事評価
の仕組みを構築していることもあり、社員のモチベーション向上につながっている。
　また、ものづくり改善インストラクターには、定点カメラを設置して作業者の動きを把握するなど緻密な現場検
証を実施してもらった。その結果、作業能力、動線、作業待ち、仕掛品保管スペースなど、これまで認識が曖昧だ
った箇所に「ムダ」が生じていることが数値によって明確化され、効率が悪い工程における新規設備投資の説得力
ある判断材料ともなった。現場改善に対する社員の意識も高まり、次の目標に向けて改善を進めている。

事業活用までの経緯
　同社では、自主性を重視する社員教育の方針のもと、外部機
関が主催する研修については社員に受講の判断を一任している。
　従来は研修を受講する社員は多くなかったが、当センターの
ＩＴ研修を受講した社員が実務への有用性を強く実感したこと
を機に、中産大（中小企業産業大学校）の研修へも積極的に参
加するようになった。
　また、大手電子機器メーカーからの受注が好調であり、今後
の受注増に備え、さらなる生産能力の向上が急務となっていた。
そのためにも現場改善が必要との認識を持っていた中で、福井
ものづくり改善インストラクター派遣事業を知り、利用するこ
ととなった。

研修への参加と生産現場の見える化で
意欲ある人材育成につなげる 代表者名　田中 利希也

所 在 地　越前市
業　　種　プラスチック製品製造業
事業内容　プラスチック製梱包資材の製造販売

豊ファインパック株式会社

事例16

利用された
企業様の声
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情報発信

総務部	
福井県産業情報センター内（坂井市丸岡町）
TEL：0776-67-7414
FAX：0776-67-7419

◦情報誌「Ｆ－ＡＣＴ(ファクト)」 
　奇数月25日発行（隔月発行）。経営に役立つトピックスや企業事例をお届けします。

◆豊富な企業事例
新分野展開や新商品開発などに積極的に取り組む企業を紹介します。

◆話題のテーマを特集
経済・経営に関する話題のテーマを取り上げ、県内の状況等をレポート、経営のヒ
ントをお届けします。

　　　　　　　　　　　　本誌にチラシを同封できます
1,700社の県内事業所に配送しています。貴社の商品・サービスを幅広くPRしませんか？
〈料金〉6,480円	（A4版以下のチラシ）

◦ホームページ・メールマガジン・ブログ・Facebookによる情報発信 
◆ホームページをリニューアルしました
ふくい産業支援センターのホームページが、昨年７月にリニューアルしました。
事業の紹介はもちろんのこと、セミナーやイベントの開催、助成金の募集などと
いった、新着情報を随時アップしているほか、事業を活用された企業様の事例も
ご紹介しています。

◆メルマガ・ブログ・Facebookで新鮮な情報をお届け
事業ごとの新鮮な情報を発信中。当センターホームページからご覧ください。

◦企業の情報収集・発信のお手伝い 
◆～ふくいの企業支援策を見つけるためのポータルサイト～「ふくいナビ」の運営
◦さまざまなビジネスイベント情報、報告書データなどが毎日更新されます。
◦自社のメールマガジンやメーリングリストを無料で作成できます（ビジネス用
途限定。審査あり）。
◦支援機関以外でも、県内企業や産業の活性化に役立つ情報を登録・掲載できます。

◆メディア向け合同プレゼンテーション会の開催
当センターの事業を活用し開発された新商品や新規事業など
の認知向上を図っていただくため、メディア関係者へのプレ
ゼンテーション会を開催。
◦専門家による個別指導とリハーサル会によりプレゼンテー
ションのブラッシュアップが可能です
◦当日のプレゼンテーションの様子はYoutubeでLIVE配信さ
れます。

右ページ企業はこの事業を活用しました
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合同プレゼンテーション会

代表　小澤 史郎　氏　

　合同プレゼン会に参加したことがきっかけで、福井県内だけでなく広島、
長野、仙台と、各地方の新聞にも掲載されました。普段からネットでの注文
が主なのですが、新聞の影響でサイトの閲覧数も増え、売上げもアップして
います。今では店舗を持てたことでお客様からの信頼にもつながっていると
感じています。

活用内容
　専門家による個別指導とリハーサル会により、プレゼンテーシ
ョンのブラッシュアップを図ったのち、メディア関係者の集まる
中での発表の様子はYouTubeでもライブ配信された。後日、複
数の新聞にいずれも大きく取り上げられ、読者からの反響もあっ
たという。
今後は、オリジナル商品の拡充を図り、さらなる需要につながる
ほか、地域の伝統工芸品や越前時代箪笥の展示等を通し、店舗を
拠点に越前市の文化を発信していきたいと考えている。

事業活用までの経緯
　大学在学中から越前箪笥の様式の研究を始め、京都で金物卸小
売に就職した後、2016年に越前市にUターンした小澤氏。手仕
事の和金物の美に魅せられ、社寺建築金物や門金具、襖の引き手
など、オリジナル商品を含めた和金物専門のウェブショップを開
設した。伝統的な技法を用いながら、現代の空間でも使いやすい
フックなど新しい感覚の商品をそろえ、著名建築家やデザイナー
に採用されるなど好評を得ている。
　さらに、和金物のラインナップの拡充と販路開拓に向け、「ふ
くいの逸品創造ファンド（創業）」を活用。その後、2017年９
月に越前市内の古商家を利用した日本唯一の和金物専門店をオー
プンした。そして、その店舗の周知のため、当支援センターが主催する「合同プレゼンテーション会」に参加する
こととなった。

和金物専門店のオープンを周知
メディア向けプレゼン会への
参加で新聞掲載につなげる

代表者名　小澤 史郎
所 在 地　越前市
業　　種　小売業
事業内容　和金物の販売、オリジナル商品の開発

小澤金物店

事例17

利用された
企業様の声
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分　　野 研修
No 研　　修　　名 受講料

(税込) 定員 日数 研修日

経
営
管
理
コ
ー
ス

経営・
マネジメント

1 平成塾2018 144,000円 25名 12日 ６/13～10/11

2 管理者のためのマネジメント力強化セミナー 32,000円 20名 2日 10/30～10/31

3 管理者のための基礎力習得セミナー 32,000円 25名 2日 ９/20～９/21

スキルアップ

4 リーダーシップ養成講座 32,000円 25名 2日 ７/５～７/６

5 「自発的行動」を引き出す部下育成講座 20,000円 30名 1日 ９/26

6 中堅社員の目標達成力強化セミナー 32,000円 25名 2日 12/10～12/11

7 プレゼン・交渉力強化セミナー 20,000円 30名 1日 H31/２/26

8 若手社員のための「先読み仕事術」 30,000円 30名 2日 ８/23～８/24

9 若手社員のための「わかりやすく伝える力」
強化セミナー 20,000円 25名 1日 ７/26

10 新社会人のための仕事の基本を学ぶ講座 36,000円 30名 3日 ４/12～４/13、10/10

11 ビジネスマナー・ブラッシュアップ講座 32,000円 25名 2日 10/23～10/24

12 外国人と効率的に仕事を進める
コミュニケーションとスキル 20,000円 20名 1日 ９/13

出張教室 13 嶺南教室 未　　定

営業・
マーケティング

14 営業折衝スキル強化セミナー 32,000円 20名 2日 10/17～10/18

15 マーケティング戦略の基本と実践 NEW 36,000円 24名 2日 11/27～11/28

16 ストーリーやこだわりで売る！
ブランド構築セミナー NEW 18,000円 20名 1日 ６/19

17 マーケティングに活かすビジネスデータ
分析入門講座 18,000円 20名 1日 ９/19

総務・
経理・人事

18 決算書の読みこなし方と経営分析のポイント 32,000円 25名 2日 ７/18～７/19

19 間接業務の仕事改善セミナー NEW 20,000円 30名 1日 ６/27

20 多様な働き方を実現する社内制度のつくり方 NEW 20,000円 20名 1日 H31/２/19

ＩＳＯ 21 ISO9001内部監査員養成講座 36,000円 35名 2日 11/1～11/2

ものづくり

22 図面の読み方基礎講座 18,000円 25名 1日 ４/11

23 新入社員が知っておくべき
「モノづくり現場」の基礎知識 18,000円 25名 1日 ４/10

24 生産管理の基本と改善ポイント 32,000円 20名 2日 ５/10～５/11

25 ものづくり現場のIoT基本習得セミナー NEW 18,000円 20名 1日 11/７

26 問題再発防止のための「なぜなぜ分析」の進め方 20,000円 25名 1日 11/29

27 生産現場リーダー力強化セミナー 20,000円 35名 1日 ７/25

28 現場リーダーのための本物の5S・見える化セミナー 20,000円 30名 1日 ８/20

29 ダントツ品質ものづくり達成セミナー NEW 38,000円 20名 3日 ９/５～９/６、10/30

商業・
サービス業

30 選ばれるお店づくり基礎講座 30,000円 20名 2日 11/６～11/７

31 接客・クレーム対応力強化セミナー 18,000円 30名 1日 H31/３/７

公開講座
32 公開講座　夢みる力が「気」をつくる！ 無　料 100名 1日 ７/12

33 公開講座　魅力づくりが変えるもの 無　料 50名 1日 ７/２

工
業
技
術
コ
ー
ス

繊　　維
34 テキスタイル製造の基礎 36,000円 25名 7日 ５/８～５/29

35 製品開発に必要な織物設計技術 20,000円 15名 4日 ６/５～６/14

眼鏡ほか
36 眼鏡製造ベーシック講座 42,000円 25名 6日 ７/４～８/８

37 産業用ロボットを活用した生産性向上セミナー NEW 15,000円 20名 1日 12/13

学
院
連
携

学院連携
実務講座

38 図面の描き方基礎講座 3,000円 20名 1日 ４/27

39 商品の魅力を引き出す手書きPOP 4,000円 20名 1日 12/６

40-①
40-② 製品・デザイン開発のための3D	CAD基礎講座 12,000円 各10名 2日

H31/
①	１/22～１/23
②	２/26～２/27

2018年度　中産大研修プログラム一覧
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中産大研修体系図

業種横断型の
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６．中堅社員の目標
達成力強化セミナー

３．管理者のための基礎力習得セミナー

５．「自発的行動」を引き出す部下育成講座

16．ストーリーやこだわりで売る！ブランド構築セミナー

17．マーケティングに活かすビジネスデータ分析入門講座

18．決算書の読みこなし方と経営分析のポイント

38．図面の描き方基礎講座

30．選ばれるお店づくり基礎講座

37．産業用ロボットを活用した生産性向上セミナー

35．製品開発に必要な織物設計技術

福井ものづくり改善インストラクタースクール

25．ものづくり現場のIoT基本習得セミナー

26．問題再発防止のための「なぜなぜ分析」の進め方

27．生産現場リーダー力強化セミナー24．生産管理の基本と改善ポイント

31．接客・クレーム対応力強化セミナー

34．テキスタイル製造の基礎

36．眼鏡製造ベーシック講座

28．現場リーダーのための
本物の５Ｓ・見える化セミナー22．図面の読み方基礎講座

29．ダントツ品質モノづくり達成セミナー

21．ISO9001内部監査員養成講座

19．間接業務の仕事改善セミナー

39．商品の魅力を引き出す手書きＰＯＰ

20．多様な働き方を実現する社内制度のつくり方

40．製品・デザイン開発のための
３Ｄ ＣＡＤ基礎講座

11．ビジネスマナー・ブラッシュアップ講座

８．若手社員のための
「先読み仕事術」

９．若手社員のため
の「わかりやすく伝
える力」強化セミナ
ー

２．管理者のための
マネジメント力強化セミナー

１．平成塾2018

４．リーダーシップ養成講座

15．マーケティング戦略の基本と実践

７．プレゼン・交渉力強化セミナー

14．営業折衝スキル強化セミナー

12．外国人と効率的に仕事を進めるコミュニケーションとスキル

営業・
マーケティング

ものづくり

総務・経理・人事

工業技術

学院連携
実務講座

商業・
サービス業

階
層
別
研
修

職
種
別
・
業
種
別
研
修

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

新 人 若 手 中 堅 管理者 経営者
※表内の番号は左ページ一覧表と一致しています
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分
野 No 講　　座　　名 開催日 日数／時間 受講料

※テキスト料込

業
務
活
用
研
修

1 MS-Excel2016基礎
	～基本操作からグラフの作成、データベースの利用まで～

５月21日（月）～22日（火） 2日間
9：00～17：00 11,400円７月10日（火）～11日（水）

2 MS-Excel2016応用
～関数の活用から、複合グラフ、ピボットテーブルまで～ ９月５日（水）～６日（木）

2日間
9：00～17：00 11,400円

3 MS-Excel2016関数マスター
～業務で活用できる関数力を身に付ける～ 10月３日（水）～４日（木）

2日間
9：00～17：00 11,600円

4 MS-Excel	2016	マクロ／VBA
～マクロを活用して業務を効率化する～ 11月７日（水）～９日（金）

3日間
9：00～17：00 15,800円

5 MS-Access2016基礎
～基本操作からフォームによるデータ入力まで～

６月13日（水）～14日（木） 2日間
9：00～17：00 11,400円８月２日（木）～３日（金）

6 MS-Access2016応用
～リレーションシップの作成からフォームの活用まで～ 10月16日（火）～17日（水）

2日間
9：00～17：00 11,400円

7 PowerPointを活用したビジネスプレゼンの基礎
～基礎操作から発表実習まで～ ６月19日（火）～20日（水）

2日間
9：00～17：00 11,400円

8 チラシデザインの基本ルール
～デザインの原則、ココだけは押さえよう～

４月27日（金） 1日間
13：30～17：00 2,900円７月20日（金）

9 Illustrator入門	～これから始める方のための初歩の初歩～
５月24日（木）

1日間
9：00～17：00 8,200円９月20日（木）

12月12日（水）

10 Illustrator基礎	～実務で活用するための基本を学ぶ～ ６月28日（木）～29日（金） 2日間
9：00～17：00 14,100円10月25日（木）～26日（金）

11 Photoshop基礎	～実務で活用するための基本を学ぶ～ ７月26日（木）～27日（金） 2日間
9：00～17：00 14,100円11月15日（木）～16日（金）

12 Illustrator&Photoshopによるバナー制作実習
～課題制作をとおして実践力を養成～ ８月23日（木）

1日間
10：00～17：00 7,400円

13 Illustrator&Photoshopによるチラシ制作実習
～課題制作をとおして実践力を養成～ NEW 11月29日（木）

1日間
10：00～17：00 7,400円

14 Jw_cad入門	～ CADの基本から図面作成まで～ ５月16日（水） 1日間
10：00～17：00 8,100円９月12日（水）

15 Jw_cad基礎	～レイヤー操作から設備図面まで～ ６月６日（水） 1日間
10：00～17：00 8,500円11月14日（水）

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
制
作
研
修

16 ホームページデザインの基本ルール
～デザインの原則、ココだけは押さえよう～

４月26日（木） 1日間
13：30～17：00 4,400円７月18日（水）

17 無料ツールで始める簡単ホームページ作成　
～ブログ感覚でスマートフォンにも対応したホームページを公開しよう～

５月17日（木） 1日間
9：00～17：00 6,400円８月15日（水）

18 ホームページ制作入門
～これから始める方のための初歩の初歩～

５月９日（水） 1日間
9：00～17：00 7,100円８月８日（水）

19 ホームページ制作基礎	～ HTML、CSSを基本から学ぶ～ ５月29日（火）～30日（水） 2日間
9：00～17：00 11,600円８月29日（水）～30日（木）

20 ホームページ制作応用	～ CSS実践テクニック徹底マスター～ ９月26日（水）～27日（木）
2日間

9：00～17：00 11,400円

21 スマートフォン向けウェブサイト制作基礎
～マルチデバイスに対応するレスポンシブWebデザイン制作～ NEW 11月１日（木）～２日（金）

2日間
9：00～17：00 17,400円

22 初めてのWordPress入門
～インストールからカスタマイズの初歩まで～

６月27日（水） 1日間
9：00～17：00 7,500円９月10日（月）

23 WordPressによるウェブサイト制作実践
～１か月で自社サイトを制作～

10月15日（月）、22日（月）、
29日（月）、11月５日（月）

4日間
9：00～17：00 20,200円

24 初めてのPHPプログラミング入門
～非プログラマーでもできる基本スキルの習得～ ７月18日（水）

1日間
10：00～17：00 18,300円

25 初めてのJavaScript／ jQuery入門
～非プログラマーでもできる基本スキルの習得～ ７月25日（水）

1日間
10：00～17：00 10,100円

26 JavaScriptプログラミング基礎
～ウェブ制作者が実務で活用するための基礎知識～ ８月25日（土）

1日間
9：00～18：00 12,500円

ｅ
ビ
ジ
ネ
ス
研
修

27 スマホ＆ソーシャル時代のネットショップの始め方
～自社にあったカタチをみつけよう～ ７月18日（水）

1日間
13：30～16：30 3,900円

28 	Instagramを活用した集客・販促のノウハウ ５月17日（木）
1日間

18：00～21：00 3,900円

29 	LINE＠を活用した集客・販促のノウハウ ５月17日（木）
1日間

13：30～16：30 3,900円

30 	Googleマップを活用した集客・販促のノウハウ NEW 	６月21日（木） 1日間
18：00～21：00 3,900円

31 デジタルからアナログまで！
インターネット時代の集客・販促ノウハウ総ざらい＜2018年度版＞ ７月18日（水） 1日間

18：00～21：00 3,900円

32 ふくいネットショップ道場【基礎編】
～自社の強みを表現して売れるネットショップを目指そう～

７月５日（木）、19日（木）
８月２日（木）、16日（木）

4日間
13：00～17：00 48,300円

33 ふくいネットショップ道場【実践編】
～売り上げアップのためのノウハウと実践～ （未定） 4日間

13：00～18：00 （未定）

2018年度　IT研修一覧【嶺北会場：福井県産業情報センター】
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No 講　　座　　名 開催日 日数／時間 受講料
※テキスト料込

1 MS-Excel2016基礎	～基本操作からグラフの作成、データベースの利用まで～ ６月７日（木）～８日（金） 2日間	10：00～17：00 11,400円
2 チラシデザインの基本ルール	～デザインの原則、ココだけは押さえよう～ ５月30日（水） 1日間	13：30～17：00 2,900円
3 Illustrator入門	～これから始める方のための初歩の初歩～ ７月６日（金） 1日間	10：00～17：00 8,200円
4 Illustrator基礎	～実務で活用するための基本を学ぶ～ ９月６日（木）～７日（金） 2日間	10：00～17：00 14,100円
5 Jw_cad入門	～ CADの基本から図面作成まで～ ８月８日（水） 1日間	10：00～17：00 8,100円
6 Jw_cad基礎	～レイヤー操作から設備図面まで～ 10月12日（金） 1日間	10：00～17：00 8,500円

7 ホームページデザインの基本ルール
～デザインの原則、ココだけは押さえよう～ NEW ６月13日（水） 1日間	13：30～17：00 4,400円

8 無料ツールで始める簡単ホームページ作成　
～ブログ感覚でスマートフォンにも対応したホームページを公開しよう～ ７月18日（水） 1日間	10：00～17：00 6,400円

9 SEO（検索エンジン最適化）基礎	～検索エンジン最適化（SEO）を基本から学ぶ～ ９月19日（水） 1日間	13：30～16：30 4,100円
10 Googleアナリティクス基礎	～基本用語からデータの見方まで～ NEW 10月17日（水） 1日間	10：00～16：30 8,300円

11 プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック入門
～基本設定から撮影テクニックまで～ ５月22日（火） 1日間	10：00～17：00 10,700円

12 プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック基礎
～構図の決め方から画像のトリミングまで～ NEW ８月７日（火） 1日間	10：00～17：00 10,700円

分
野 No 講　　座　　名 開催日 日数／時間 受講料

※テキスト料込

ｅ
ビ
ジ
ネ
ス
研
修

34 ブログ＆ＳＮＳマーケティング基礎
～ソーシャル時代の新しいマーケティング手法を学ぶ～ NEW （未定） 3日間

13：00～18：00 （未定）

35 メールマーケティング基礎
～配信のセオリーから運用方法まで～ NEW （未定） 3日間

13：00～18：00 （未定）

36 ユーザーと検索エンジンから評価されるための
Webライティングの極意 ９月13日（木） 1日間

13：00～18：00 5,600円

37 SEO（検索エンジン最適化）基礎
～検索エンジン最適化（SEO）を基本から学ぶ～

５月31日（木） 1日間
13：30～16：30 4,100円８月29日（水）

38 SEO（検索エンジン最適化）実践
～着実に成果を出すための実践ノウハウを学ぶ～ ９月26日（水）～27日（木） 2日間

13：30～16：30 6,000円

39 Googleアナリティクス基礎
～基本用語からデータの見方まで～

６月28日（木） 1日間
10：00～16：30 8,300円９月19日（水）

40 Googleアナリティクス実践
～解析データをサイト改善に活かすための視点～ 10月11日（木）～12日（金） 2日間

9：30～16：30 18,000円
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
＆
映
像
活
用
研
修

41 プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック入門
～基本設定から撮影テクニックまで～

５月23日（水） 1日間
10：00～17：00 10,700円９月27日（木）

42 プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック基礎
～構図の決め方から画像のトリミングまで～ ７月25日（水） 1日間

10：00～17：00 10,700円

43 スマホ駆使初心者でも出来るYouTubeビジネス活用セミナー ６月21日（木） 1日間
13：00～17：00 4,800円

44 プロ直伝！デジタル映像制作実践ワークショップ （未定） 2日間
10：00～17：00 （未定）

企
業
内
シ
ス
テ
ム
管
理
者
研
修

45 基礎から学ぶネットワーク技術
～ネットワークシステムの基本知識を体系的に学ぶ～

７月19日（木）～20日（金） 2日間
9：00～17：00 17,400円９月10日（月）～11日（火）

46 基礎から学ぶネットワーク運用管理
～運用管理の基本からセキュリティの確保まで～ 10月15日（月）～16日（火） 2日間

9：00～17：00 17,400円

47 情報セキュリティ入門
～利用者全員が知っておきたい、サイバー攻撃対策からSNS炎上対策まで～ NEW ６月19日（火） 1日間

13：00～17：00 4,600円

48 ネットワークセキュリティ基礎
～システム管理者なら知っておきたいセキュリティ基礎知識～ 10月１日（月）～２日（火） 2日間

9：00～17：00 17,400円

最
新
Ｉ
Ｔ
技
術
活
用
研
修

49 クラウドサービス活用&セキュリティ対策
～業務に活かすクラウド活用術、小コストで大きな業務効率化～ NEW ８月７日（火） 1日間

13：30～16：30 5,300円

50 実習で学ぶIoT入門
～関連知識の習得と、実機を使った簡易システム体験～ ７月13日（金） 1日間

9：30～17：00 16,200円

51 実習で学ぶ！ IoT基礎
～ Raspberry	Piによるセンサープログラミング実習～ ８月31日（金） 1日間

9：30～17：00 20,500円

52 演習で学ぶビッグデータ活用入門
～収集から活用までを体系的に学ぶ～ ８月28日（火） 1日間

9：30～17：00 16,200円

53 実習で学ぶ経営データ分析入門
～経営の見える化で業績向上を目指す～ ７月17日（火） 1日間

9：00～17：00 7,600円

54 GCPを利用したロボットアプリ開発入門 （未定） 1日間
13：30～16：30 （未定）

55 実習で学ぶディープラーニング入門
～ハンズオンで学ぶTensorFlow入門～ NEW （未定） 1日間

9：00～17：00 （未定）
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

技
術
者
研
修

56 SE・営業のための提案スキル
～ IT企業としての営業力を強化～

７月３日（火）、10日（火）
　　 24日（火）、31日（火）

4日間
13：00～17：00 13,800円

57 Raspberry	Pi＆PythonによるIoTシステム開発入門
～初めてのＩｏＴシステム開発～ NEW 10月31日（水）、

11月１日（木）
2日間

9：00～17：00 19,500円

2018年度　IT研修一覧【嶺南会場：福井県産業情報センター嶺南支所】
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福井県産業情報センター（坂井市丸岡町）
総務部
TEL：0776-67-7414／ FAX：0776-67-7419

福井県産業情報センター 嶺南支所（小浜市白鬚）
販路開拓支援部 創業・Eビジネス支援グループ
TEL：0776-67-7411／ FAX：0776-67-7439

施設の貸出

◆ 福井県産業情報センター

◆ 福井県産業情報センター 嶺南支所

　ハイビジョン対応の映像制作施設をもつマルチメディアサポートセンターをはじめ、
最新の研修環境を提供するパソコン実習室、300名を収容可能な大ホール（マルチホー
ル）、会議やミニセミナーを開催できるバリエーションに富んだ会議室など、幅広い用
途に対応します。

嶺南地域の中小企業の経営者・従業員、個人事業者等のＩＴ活用を支援するために、福井
県が整備した施設です。無料でご利用できるミニセミナーや体験コーナーも設置していま
す。

観覧席、教室形式と目的や規模（60～300人）に応じて
使用することが可能です。

教室形式：13,330円～／観覧席形式：21,390円～
※午前利用の場合

11人収容可能
生徒10台＋講師用１台設置

午前	1,540円、午後	2,060円、
全日	3,590円
パソコン機器使用
210円／１台１時間

全４室
（24人収容可能２室（54人収容なら１室）、18人１室、22人１室）

2,370円～　※午前利用の場合

４Ｋ映像を撮影する専用カメラと編集機を新たに導入し
ました。専門家が撮影をサポートする他、スタジオ内で
はライブ配信をすることも可能です。

マルチホール

パソコン実習室

パソコン実習室

会議室

マルチメディア制作

講演会、セミナー、展示会会場に

パソコン研修に利用できます

Windows7、10対応

社内会議や小規模のセミナー会場に

４Kカメラ、編集機を導入

料金

料金

料金

料金

２室（21人収容可能）生徒20台＋講師用１台設置
独自ソフトによる研修にもご利用いただけます。

5,140円～　※午前利用の場合
（別途パソコン使用料210円／台・h）

◦相談コーナー 
ITの活用方法についていつでも相談できます。

◦図書閲覧コーナー 
IT関連の雑誌や書籍を備えています。
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福井県中小企業産業大学校（福井市下六条町）
人材育成部
TEL：0776-41-3775／ FAX：0776-41-3729

施設の貸出

◆ 福井県中小企業産業大学校

大学校主催の人材育成研修だけでなく、企業や団体が行う研修、社内会議・ミーティング
の場としてもご利用いただけます。宿泊施設や体育館、テニスコートも併設。長時間・長
期の研修やスポーツ・レクリエーションなど、様々な用途での催事開催が可能です。

大教室
収容人数：108名

第 1 演習室
収容人数：14名

宿泊室 A
22室／44名

特別研修会議室
収容人数：31名

第 1 会議室
収容人数：12名

体育館
収容人数：200名

第 1 中教室
収容人数：48名

食　堂
収容人数：60名

▪108名から少人数（２～６名）まで多種類の会場を用意
　・教室、会議室の机は、全て可動式のタイプですので、初期レイアウトからの変更が自由に行えます

▪宿泊施設・体育館を併設、目的に応じた幅広い活用が可能
　・宿泊型の長時間研修が開催可能です
　・60名収容のお食事スペース完備。研修後の懇談会やレクリエーションでの校外への移動も不要です
　・宿泊室Ａ（ツイン22室）と宿泊室Ｂ（シングル１室）のほか、和室タイプの第２会議室のご利用を合わせて、

最大51名までご宿泊	いただけます

▪無線ＬＡＮインターネット環境を整備
　・教室・宿泊室・体育館など、館内でのインターネットが無料で利用できます
　※無線ＬＡＮ対応のコンピュータをご持参ください

▪共用駐車場を含む最大430台分の無料駐車場を完備

施設の空き状況確認からお申し込みまでの一連の手続きが、インターネットからできるようになりました。
ぜひご利用ください。　【福井県中小企業産業大学校施設予約システム】　https://fiib.jp/



−	33	−33

［総合相談・コンサルグループ］
新事業や経営革新、経営者の世代交代など新しい取り組みにチ
ャレンジするみなさん！まずは相談窓口にお越しください。

［資金支援グループ］
今年度は助成制度のメニューが増えました！交付のお手伝い
や、事業実施のフォローアップ等をお手伝いします。

ふるさと産業支援部

情報誌「Ｆ−ＡＣＴ」やfiscウェブサイトで情報をお届けするほか、
企業情報の発信のお手伝いもしています！

総務部

デザインの視点から、貴社の“売れる商品づくり”やブランディン
グを支援します！

デザイン振興部

貴社の社員研修は“中産大”におまかせください！各社に合わせた
オーダーメイド研修も承っています。

人材育成部（福井県中小企業産業大学校）

これからの技術・商品を生み出すために、産学官金で取り組む次世
代技術開発プロジェクトをサポートします！

オープンイノベーション推進部

［販路開拓営業グループ］
貴社の商品や技術をもっとアピールしましょう！
受注獲得やマッチングなど、販路の拡大を支援します。

［創業・Ｅビジネス支援グループ］
インターネットを使って売上を伸ばしたい方、創業をお考えの方、
ぜひご相談にいらしてください！

販路開拓支援部

私たちが

サポート
します。

理事長
山内 和芳

総合相談・コンサルG
企画主査	佐藤 悟

主事	齋藤 佐衣

研究員	橋本 賢樹

創業・Eビジネス支援G
主査	岡田 留理

企画主査	栗井 康敬

主任研究員	山本 一恵
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公益財団法人  ふくい産業支援センターの概要
平成30年４月１日現在

公益財団法人ふくい産業支援センター（略称　fisc）

昭和46年８月５日

中小企業の経営革新、創業の促進および経営基盤の強化等を総合的に支援するとともに県内
企業の科学技術の研究開発、人材育成、ならびにデザイン振興を推進することにより、本県
産業の活性化・高度化を図り、もって本県経済の発展に寄与することを目的とする。

S46.8　（財）福井県中小企業公社　設立 
S55.4　（財）福井県中小企業情報センター　設立
S62.3　（財）福井県産業振興財団　設立 
H13.4　上記の三組織を統合し、名称を（財）福井県産業支援センターに変更
H17.4　（財）福井県中小企業産業大学校と（財）福井県デザインセンターをさらに統合し、

名称を（財）ふくい産業支援センターに変更
H23.4　公益財団法人へ移行 

評議員15名　理事17名　監事２名　会計監査人
 
47名

名　　称

創　　立

目　　的

沿　　革

役　　員

職　　員

組　　織 評議員会

校　　長

理 事 会 理 事 長

常務理事

福井市下六条町

人材育成部
（中小企業産業大学校）

福井市川合鷲塚町

オープンイノベーション推進部
管理室
ネットワーク推進室
プロジェクト推進室
技術経営推進室

坂井市丸岡町熊堂

ふるさと産業支援部
総合相談・コンサルグループ
資金支援グループ

販路開拓支援部
販路開拓営業グループ
創業・Eビジネス支援グループ

総務部

《使命》
私たちは、福井県産業の中核的支援機関としての誇りと責任を持ち、個々の力を結集した活動を行うことで、
可能性あふれる企業家たちとともに、活力ある未来を創造して行きます。

《ビジョン》
私たちは、研究開発から事業化、経営革新まで、あらゆるニーズに対して価値を提供できる“総合コンサル
ティング機関”になります。

経営理念

デザイン振興部

越前市瓜生町



公益財団法人 ふくい産業支援センター

頑張る企業の皆さんの意欲的な取り組みを支援します。

fisc総合パンフレット
2018

〒910−0296　福井県坂井市丸岡町熊堂3−7−1−16（ソフトパークふくい 福井県産業情報センタービル内）
TEL.0776−67−7400（代表）　FAX.0776−67−7429
E-mail  info@fisc.jp　URL  http://www.fisc.jp/

〈交通アクセス〉
バ　ス 【福井方面からお越しの方】

◦京福バス　大学病院線新田塚線 （JR福井駅西口バスターミナル乗り場 1 番）
◦京福バス　大学病院線中藤線 （JR福井駅西口バスターミナル乗り場 1 番）
◦京福バス　大学病院線 （JR福井駅西口バスターミナル乗り場 1 番）
【丸岡方面からお越しの方】
◦京福バス　丸岡永平寺線（丸岡バスターミナル乗り場 3 番）
【松岡方面からお越しの方】
◦京福バス　丸岡永平寺線（松岡駅バス乗り場）
※いずれも「県立大学」下車 徒歩約 5 分（所要時間 約20〜50分）

乗用車 　◦JR福井駅より約30分
◦北陸自動車道「福井北I.C」より約 5 分
◦北陸自動車道「丸岡I.C」より約20分
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〒918−8135　福井県福井市下六条町16−15（福井県中小企業産業大学校内）
TEL.0776−41−3775　FAX.0776−41−3729　E-mail  manabi@fisc.jp

〈交通アクセス〉
バ　ス 　◦京福バス　羽水高校線 （JR福井駅西口バスターミナル乗り場 5 番）

◦京福バス　西大味線 （JR福井駅西口バスターミナル乗り場 5 番）
※いずれも「県産業会館・厚生病院」下車 徒歩約 2 分

乗用車 　◦JR福井駅より約15分
◦北陸自動車道「福井I.C」より約20分
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〒910−0102　福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10（福井県工業技術センター内）
TEL.0776−55−1555　FAX.0776−55−1554　E-mail  fstr@fisc.jp

〈交通アクセス〉
電　車 　◦JR北陸本線　春江駅より徒歩約25分

◦えちぜん鉄道　三国芦原線　鷲塚針原駅より徒歩約15分

バ　ス 　◦京福バス　運転者教育センター線（JR福井駅西口バスターミナル乗り場 2 番）
　「つくしの団地」下車 徒歩約 3 分

乗用車 　◦JR福井駅より約20分
◦北陸自動車道「福井北I.C」より約25分
◦北陸自動車道「丸岡I.C」より約20分

飛行機 　◦小松空港から連絡バスでJR福井駅まで約60分
　JR福井駅から路線バスをご利用ください。森
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福井空港
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〒915−0096　福井県越前市瓜生町5−1−1（サンドーム福井内）
TEL.0778−21−3154　FAX.0778−21−3155　E-mail  dcf@fisc.jp

〈交通アクセス〉
電　車 　◦JR北陸本線　鯖江駅より徒歩約15分

◦福井鉄道サンドーム西駅（上鯖江）から徒歩約15分

乗用車 　◦北陸自動車道「鯖江I.C」より約 5 分
◦北陸自動車道「武生I.C」より約 7 分

飛行機 　◦小松空港より１時間20分
　（JR小松駅まで連絡バス・その後JR利用）
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