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頑張る企業の皆さんの意欲的な取り組みを支援します。

〒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  https://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　大和田大学病院線 （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10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）

※「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15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　エンゼルランド線、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。
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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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公益財団法人  ふくい産業支援センターの概要
令和４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14名　理事16名　監事２名 

44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

新産業支援部
総合相談・コンサルグループ
ベンチャー・Ｅビジネス支援
グループ・DX推進グループ

経営支援部
営業・資金支援グループ

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いきます。

《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

◦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中小企業の方なら
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、新商品開発、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。

デザイン振興部

越前市瓜生町

専門家相談

取引拡大

ベンチャー

補助金

研修
（人材育成）

IT・DX

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

「ふくいベンチャー創出プ
ロジェクト」でベンチャー
企業・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・
DX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

常務理事
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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】

◆ よろず支援拠点【県内各地での出張相談窓口】

　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」（中小企業診断士）が相談に応じます。

　商工会議所や金融機関の支店等を相談場所として、県内各地で出張相談を行っています。
　各種補助金の活用や事業計画の作成支援、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。

◦創業支援
◦事業承継
◦経営戦略、経営計画の作成支援
◦IT導入、WEBやSNS活用
◦現場改善、工場管理、事務改善
◦マーケティング
◦商品開発・新事業立ち上げ
◦デザイン
◦広報戦略

酒井　恒了
チーフコーディネーター

HPからも
申込可能

◦販路開拓
◦海外展開
◦労務管理
◦税務、財務分析
◦知的財産権
◦法律相談
◦補助金など施策活用
◦飲食・宿泊業、観光業者の支援

月曜日

木曜日 金曜日 水・金曜日（嶺南）

火曜日 水曜日

HPからも
申込可能

事前予約制

右ページ企業はこの事業を活用しました

加藤　永俊 佐治　眞悟 吉村　文男 佐藤　悟 佐々木　孝美 津田　均

松田　博史 北島　宏樹 前野　壽伸

相談日時　毎週　月曜日〜金曜日　9：00〜17：00
相談場所　福井県産業情報センター３F　総合相談窓口

相談日時　毎週　火曜日・水曜日・金曜日　9：00〜17：00
相談場所　アクアトム２F　嶺南サテライトオフィス

※電話相談やビデオ通話などオンラインでの相談
ができます。（事前予約が必要）
※曜日により専門家が異なりますので、事前にご
予約をお願いします。

幅広い分野の専門家が無料で何回でもご支援いたします

◇相談内容・場所・日時等を調整し、コーディネーターの選定と
相談日を決定します。
◇相談時間は10時～16時です。
◇県内各地で対応。オンライン相談も可能です。

TEL
0776–67–7421

TEL
0770–22–0031

事前予約制
TEL
0776–67–7402
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よろず支援拠点

事業活用までの経緯
　同社は敦賀市で青果物卸売業を営んでおり、県内及び滋賀県
北部の量販店、小売店、業務店、学校給食センターや調理校な
どを主要な顧客としてきた。
　これまで、ＢtoＢ取引のみで、消費者への直売は行ってこ
なかったこともあり、コロナ禍で飲食店向けの売り上げが伸び
悩み、顧客構造の見直しを迫られていた。
　その中で、卸売市場では「食品ロスになる野菜」でも、一般
消費者にとっては意外なニーズがあることに気付いた。また、

「卸売市場法」の改正によりＢtoＣ取引が可能となり、一般消
費者向けの新たな事業に挑戦したいと考え、相談に至った。

活用内容
　同社にとって一般消費者への販売は未経験の事業であったた
め、商品戦略、販売促進策を具体的に考えることを提案した。
同社は市場内に新たに、「フードロスコーナー」を設置し販売
を開始。SNSを活用し、積極的な情報発信を行った。その他に
もキャッシュレス決済の導入など、新しい手法を取り入れてい
った。助言に際しては、消費者目線で、どうすればうれしいか
を考える意識付けを特に重視した。
　その結果、フードロスコーナーの売上が月間100万円を超え
るようになり、SNSのフォロワー・登録者も増加し、若い客層
も増えた。さらなる売上向上のため、顧客の要望を生産者にフ
ィードバックし作物の品質向上や需要のある品種の強化につな
げることを目指している。

コロナ禍における
新たな市場の開拓

代表者名　武田　元之
所 在 地　敦賀市
業　　種　卸売業
事業内容　青果物卸売業

敦賀合同青果株式会社

事例１

代表取締役　武田　元之　氏　

　相談を進める中、支援者とのつながりが増えるたびに様々なアドバイスを
いただき大変助かりました。相談回数に上限がなく、地元でも相談ができた
ので、効率的に利用できました。社員の声から始まったフードロス事業です
が、確実に成果を上げ、現在はオンライン販売などにも挑戦しています。

利用された
企業様の声
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ベンチャー創出
◦ベンチャー向け相談窓口の運営

　経営・金融・資本政策・WEBマーケティング等の専門家が、ユニークなビジネスモデルでの起業・成長を目指
す経営者の相談に対応します。

※窓口開設日は「ふくいベンチャー創出プロジェクト」の専用サイトでご確認ください。

◦ベンチャー機運の醸成を図るセミナーやプレゼン会の開催  
　成長意欲の高いベンチャー企業経営者等に向けた「ベンチャー創出セミナー」や、成長意欲ある企業がアイデ
アを具体化するための「ビジネスモデルワークショップ」(４回シリーズ)を開催します。
　その他、創業者を対象とした「NEXTベンチャープレゼン会」を開催します。

◦ベンチャーの育成支援
　ベンチャー企業の資金調達やビジネスパートナー獲得の場として「福井ベンチャーピッチ」
を開催します。

◦「第８回　福井ベンチャーピッチ」　
　日時：令和４年11月17日（木）13：30～
　※オンライン視聴可能
　また、成長意欲の高い経営者を対象とした経営塾「福井ベンチャー塾」（６
回シリーズ）や、ベンチャー企業支援の専門家による「アクセラレーション
メンタリング」（事業計画実現に向けた個別メンタリング）を実施します。

◦学生起業応援事業
　学生等の創業を後押しするため、創業準備や初期の活動経費を支援します。

◦IT起業家向け事務所等の貸出（福井県産業情報センター）　
　情報関連分野の起業者やIT企業向けに、ネット時代に対応したスペースを提供します。
※インキュベートルーム（創業者支援オフィス　月額単価840円/㎡）、技術開発室（高機能オフィス　月額単
価2,070円/㎡）など種類があります。空き室状況や入居要件などお問い合わせください。

新産業支援部 （ベンチャー・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：0776-67-7411　　FAX：0776-67-7439

右ページ企業はこの事業を活用しました

【ふくいベンチャー創出プロジェクト】
セミナー等の開催予定や相談日の情報について、
専用ページで情報発信しています。

高原　裕一
相談員

中尾　豊
相談員

前田　英史
相談員

[助 成 率］10/10
[限 度 額］95万円



−	5	− −	6	−6

福井ベンチャーピッチ・福井ベンチャー塾・メンタリング支援

代表取締役　堀田　敏史　氏　

　会社として重要なタイミングで利用しています。企業戦略をよりブラッシ
ュアップする際に、社外の第三者の目線から的確なアドバイスをいただけて、
とても重宝しています。今の弊社があるのは、要所で次なるステージに行く
ためのステージを提供・推薦してくださる、産業支援センターの支援がある
からこそだと、感謝しています。

ただの文房具店ではない！
地方発「エンターテイメント
文具店」ホリタの挑戦

代表者名　堀田　敏史
所 在 地　福井市
業　　種　小売業
事業内容　文具・雑貨・書籍　小売店運営

文具まとめ買い・オフィス家具・事務機　外商販売

株式会社ホリタ

利用された
企業様の声

事業活用までの経緯
　同社は創業70年以上の歴史を持つ老舗文具店で、堀
田社長は３代目として2014年、32歳の時に社長に就任
した。
　同社では売り上げのほとんどをＢtoＢの業態で占め
ていたが、大手ネット通販等の台頭で将来的な成長が見
込めないとの判断により、生き残りを賭けＢtoＣのリ
アル店舗を中心とした事業展開に舵を切ることを決断し
た。
　「地域になくてはならない」文具店となるべく店舗づ
くりを着実に進めた堀田社長は、自社の方向性について
見つめ直し、さらなる成長のきっかけを掴もうと当セン
ターのベンチャー支援事業を活用することとした。

活用内容
　堀田社長は、販路拡大を目指し、第４回福井ベンチ
ャーピッチ（2019年２月）に登壇した。登壇前の２
カ月間におよぶメンタリングを経て、投資のプロを前
に全国展開を視野に入れたビジネスモデルを発表し、
新しいステップに踏み出した。その翌年には、当セン
ターの「福井ベンチャー塾」に参加。現役上場企業の
社長から直接アドバイスを受け、ビジネスモデルのさ
らなるブラッシュアップに取組んだ。
　2022年には、当センターの推薦を受け、中小企業
庁主催「第２回アトツギ甲子園」に応募。当センター
のベンチャー支援担当者からの個別支援を受けなが
ら、全国の中小企業承継予定者（アトツギ）総勢138
名の中から見事グランプリを受賞した。

事例２

※第４回福井ベンチャーピッチ登壇時

※第２回アトツギ甲子園グランプリ受賞時
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IT活用・DXの促進
◦◦ふくいDXオープンラボの運営ふくいDXオープンラボの運営
　県内企業のデジタル技術による業務やビジネスの変革を促進するため、DX戦略アドバイザー　県内企業のデジタル技術による業務やビジネスの変革を促進するため、DX戦略アドバイザー
や相談マネージャーなどのIT専門家、外国人IT人材等がチーム体制で「ふくいDXオープンラボ」や相談マネージャーなどのIT専門家、外国人IT人材等がチーム体制で「ふくいDXオープンラボ」
を運営しています。を運営しています。
（開館日時：平日および毎月第２、第４土・日（祝日、年末年始を除く）午前９時～午後５時）（開館日時：平日および毎月第２、第４土・日（祝日、年末年始を除く）午前９時～午後５時）

◦DX推進の専門家相談・DX専門家派遣
　相談マネージャー等が中小企業のデジタルツールのビジネス活用に関す
る相談にお応えします。
　また、デジタル技術による業務改善やビジネス変革に向けた実践的なアド
バイスを行う専門家を無料で派遣します。※	50社（１社につき最大３日派遣）限定

◦DXセミナーや社内人材育成のための研修会の開催
　DXの促進に繋がるセミナーや先進企業の視察会を実施します。また、DX
推進において課題となっている社内人材を育成するため、各種の研修会を実
施します。
［事業者向け］経営者向けWS、社内担当者育成講座など
［技術者向け］学生等を対象としたITスクール（約２ヵ月）	など

◦ITシステム導入の費用を支援 （補助金）
　２種類の補助金（①ふくいDX加速化補助金、②５G等通信環境を活用した実証事業補助
金）でDX促進に必要な費用を支援します。

◦IT研修の開催　※施設（パソコン実習室）の貸出も行っています。

　パソコンソフトの基礎操作からネット活用まで年間80回以上の研修を開催します。
　場所：＜嶺北会場＞県産業情報センター（坂井市丸岡町熊堂3−7−1−16）
　　　　＜嶺南会場＞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）

◦ふくいソフトウェアコンペティションの開催
　県内の学生等を対象に、優秀性と先進性等を競うソフトウェアコンペティションを実施します。

右ページ企業はこの事業を活用しました

新産業支援部（DX推進グループ／ベンチャー・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・7411　　FAX：0776-67-7439

【DXオープンラボ専用ページ】で事業内容やお申込が可能です。
（このページの右上参照）

伊本　貴士	
DX戦略アドバイザー

専用ページ

吉田　直哉
相談マネージャー

IT研修申込ページ
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IoT・AI・ロボット等導入促進事業補助金

代表取締役　杉本　正一　氏　

　お客様から届いた一つの受注情報を納品書、送り状、出荷指示書、そして
生産部門への情報伝達等へと、少なくとも 3回は転記していました。かねて
からこの日（仕組み）を待っていたと言っても過言ではありません。もっと
前向きに、少しでも考える時間を増やすため、さらに仕組みの見直し、改善
を図っていきたいと思います。

AI−OCRを活用し、
受注業務の省力化を実現

代表者名　杉本　正一
所 在 地　越前市
業　　種　食品卸売業
事業内容　小売店・業務用向けの食品販売

新珠ゴールデンエッグ株式会社

利用された
企業様の声

事業活用までの経緯
　同社は、茶わん蒸しや餅類を製造する㈱新珠食品の販売部門
として、小売店等に向けて販売を行っている。
　受注の大半はFAXで受け、それらを手作業でExcel等に転記
して管理を行っており、受注業務には多くの手間と時間を要し
ていた。
　一方、デジタル機器に不慣れな取引先も多く、FAXによる受
注を廃止してECサイトを通じた受注に一本化することは困難
であった。
　このような状況を踏まえつつ、デジタル技術を活用して受注業務を改善したいという思いから、DX専門家派遣
事業を活用。
　派遣された専門家と検討を重ねた結果、本補助金を活用し、AI-OCR（光学文字認識）技術を用いて、FAXで届
いた発注書を読み取り、自動で受注から出荷指示まで行うシステムを開発、導入した。

活用内容
　システムの導入により、発注書の転記
作業が不要となったほか、納品書や送り
状等の書類作成も含めた一連の工程が自
動化され、会社全体で１日当たり約15
時間の作業時間を削減することができ
た。
　また、リアルタイムで受注状況を確認
可能となり、生産計画の最適化を実現す
ることが可能となった。
　さらに、副産物として、社内でシステ
ム導入に向けた打合せを重ねたことにより、社員と業務効率化の意識を共有することができた。
　今後、業務効率化により生まれた時間を活用し、個別の受注案件の採算性を確認することで利益率の向上を図る
ほか、ECサイトによる個人向け通信販売など、新たな販路開拓を行っていく。

事例３

※FAXの記載内容を自動で読みとり、システムに反映された
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補助金①
◆ ふくいの逸品創造ファンド事業

◆ 新事業チャレンジステップアップ事業

◆ UIターン移住創業支援事業

　県や国、県内金融機関が協力して創設したファンドの運用益を活用し、県内企業が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組みについて費用の一部を助成します。

　ふるさと産業の成長発展の促進を図るため、県や県内金融機関が協力して創設したファンドの運用益等を活用し、
新事業活動を行い、具体的な経営戦略と行動計画に基づき実施する全国または海外への事業展開を図る取組みにつ
いて経費の一部を助成します。

[助 成 率］　2/3以内　　　　　 ［限 度 額］500万円
[対象経費］　新商品開発、販路開拓、販売網整備・設備導入
※ただし、経営戦略の高度化に向けた専門家によるコンサルティングにかかる
　経費については、100万円を上限に別枠を設ける。

　県外から福井県内に移住し、本県の地域課題を解決するための社会的事業分野における創業を行う方に対し、そ
の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］　事業拠点開設、商品開発、販路開拓など

① 地域資源を活用した新商品開発および販路開拓 

[助 成 率］　中小企業者1/2以内　　小規模企業者2/3以内
[限 度 額］　200万円
[対象経費］　新商品開発・販路開拓

② 地域資源を活用し直近３年以内に商品化した商品の販路開拓 

[助 成 率］　中小企業者1/2以内　　小規模企業者2/3以内
[限 度 額］　100万円
[対象経費］　販路開拓

経営支援部（営業・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：0776-67-7419

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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ふくいの逸品創造ファンド

UIターン移住創業支援事業

事例４

事例５

独自開発の合成繊維
テキスタイルを活用した
オリジナルデザイン
スカーフの開発及び販路開拓

地場産の菜食・低アレルゲン等に
特化した移住カフェのオープン

代表者名　笠川　章弘
所 在 地　勝山市
業　　種　合繊織物製造
事業内容　婦人服向け合成繊維織物

代表者名　太田　直哉
所 在 地　小浜市
業　　種　飲食業
事業内容　カフェ（飲食店）

株式会社カサ川

スイートライフ

事業活用までの経緯
　同社はこれまで数々の合成繊維テキスタイルの企画開発を行っている。
　今回、これまで培ってきた技術を用い、同社独自製品としてスカーフの企画開発を計画。
高品質で使いやすい合成繊維を用いたオリジナルデザインのスカーフを開発するため、当
事業を活用することとなった。

事業活用までの経緯
　県外の菜食料理専門店で、メニュー開発や現場監督、新店舗立ち上げなどの
実務経験を積んだ太田氏は、そこで様々な食に対する悩みを抱えた顧客と対面
してきた。そういった方々に対しても食の美味しさ・楽しさを提供したいと考
えた同氏は、自身のオリジナルメニューを提供する移住カフェを母の実家であ
り、食材の豊富な小浜市でオープンすることを決意した。

活用内容
　しなやかなハリ、コシをもち、発色性の高い合成繊維を糸加工し、シワにな
りにくく、着けても心地よいスカーフ生地を開発。福井県内在住のイラストレ
ーターや画家にスカーフの原画を依頼し、その原画をもとにスカーフデザイン
を製作。生地の表裏に両面プリントを施し、合計８デザインのスカーフを作成
した。日本最大の繊維の見本市に出展し、スカーフサンプルとリーフレットを
配布するなど、販路開拓も行うことができた。

活用内容
　当事業の活用により、店舗の営業およびメニューの開発にあたって必要な厨
房機器等一式を揃えることができた。また、店舗を市内中心地である小浜市ま
ちの駅に構えることで、地元の農家、企業とコラボしたイベント等を実施する
ことにより、集客に繋げることができた。
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補助金②
◆ おもてなし産業魅力向上支援事業
　北陸新幹線県内開業や中部縦貫自動車道全線開通等により、本県に数多くの観光客やビジネス客が訪れることが
見込まれることから、県外からの観光客等の受入れ態勢を強化するため、店舗の改装や設備導入、体験施設の設置
など、観光客向けの新たな取組みに対し、その費用の一部を助成します。

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

◆ 小規模企業者等設備貸与事業

◆ 商店街等空き店舗対策支援事業

　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、割賦販売を行います。

[貸与限度額］100万円～4,000万円　　　 ［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％）

　北陸新幹線県内開業等に向け、新型コロナウイルス感染症により商店街や商業施設の空き店舗等が埋まらな
いという課題を解消するため、県内の中小企業者等が空き店舗等へ出店する取組みに対し、その費用の一部を
助成します。

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

随時
受付

経営支援部（営業・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：0776-67-7419

【制度の流れ】

右ページ企業はこの事業を活用しました
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おもてなし産業魅力向上支援事業 (店舗改装・設備導入 ) 事例６

関東地方の顧客獲得に向けて
客室などをリニューアル

代表者名　荒木　敏生
所 在 地　越前町
業　　種　宿泊業
事業内容　飲食および宿泊事業

越前厨温泉あらき

事業活用までの経緯
　同社は、昭和50年に越前海岸沿いで８部屋の「民宿あらき」からスタート。
平成元年には事業所名を「越前厨温泉あらき」に改め、平成13年には建屋を
建て替えし、客室を12部屋（最大収容40名）に増やし宴会場も整備して現在
に至った。今後、令和７年度をめどに事業承継をする予定で、北陸新幹線県内
開業により増加が見込まれる関東地方からのお客様の取込み等を強化するため
に当支援事業を利用することとなった。

活用内容
　当支援事業を活用して、マッサージチェアなど客室用の各種備品を導入して
室内でのくつろぎ感を高めた。さらに、宴会場を飲食提供スペースとして食事
用の椅子やテーブルを整備し、高齢者なども楽な姿勢で食事をとれる環境を整
えた。これまで以上に付加価値の高いサービスを提供することで、利益率向上
につなげたいと考えている。

客室内環境整備
（マッサージチェア、テーブルセット等）

飲食提供用テーブル・椅子

おもてなし産業魅力向上支援事業 (店舗改装・設備導入 ) 事例７

室内に県産杉を使うことなどで、
森の中での食事感を演出

代表者名　大久保　レイ子
所 在 地　福井市
業　　種　飲食業
事業内容　飲食店（茶屋、カフェ）および食品製造・

販売・卸売事業

大久保茶屋

事業活用までの経緯
　同社の創業は昭和６年で業歴は90年以上になる。福井市内の足羽山におい
て、豆腐田楽やこんにゃくおでん、おろしそば等を提供している。今後、観光
客の受入態勢を整備して来店客数の増加、満足度向上をはかりたい。具体的に
は、客室内に県産杉を使って森の中での食事を演出する。また、コロナ禍に対
応しテイクアウト専用窓口の設置を行う。さらに、高齢者対応や屋外席の改良
を行って、癒しと楽しみを提供する食事処としてリニューアルするために当支
援事業を利用することとなった。

活用内容
　客室の床材を県産材に替えたほか、壁紙、クロスの張り替えなどを行った。
さらに、玄関の段差を小さくし高齢者にもより利用しやすい店にした。また、
テイクアウト専用の窓口を設置し新たな顧客獲得につなげる。福井の食をより
楽しんでいただくことで、更なる経営発展をはかる。
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取引拡大

経営支援部（営業・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：0776-67-7407
FAX：0776-67-7419

◦県産品の首都圏等への販路開拓支援
　首都圏で開催する大規模展示会での福井県ブースの出展や、県外バイヤーとの商談会、テストマーケティング
に対する支援等を通し、県内企業の販路拡大を応援しています。

◦展示会への出展支援（福井県共同ブースを出展）
◦「東京インターナショナル　ギフト・ショー　秋2022」
　期間：令和４年９月７日～９日
◦「スーパーマーケット・トレードショー2023」
　期間：令和５年２月15日～17日

◦個別商談会の開催
　百貨店等の県外流通事業者とのWeb商談会を開催（年３回程度）

◦テストマーケティングでの資金支援
　上記展示会・商談会等で県外バイヤーと商談した県内企業が、当該バイヤーの店舗等においてテストマーケ
ティングを行う際の旅費を補助します。

◦越境ECを活用した販路開拓支援
　県内企業による越境ECを活用した販路開拓について、参入にあたっての課題分析および対応策を専門のコンサ
ルタントと共に伴走型で支援することで、海外販路開拓につなげます。

◦県内企業と越境ECコンサルタントとのマッチング会の開催（令和４年６月下旬予定）
◦越境ECコンサルタントによる伴走型支援（令和４年７月上旬～12月下旬）
　マッチングした県内企業に対し、越境EC販路開拓の方針への助言、出店方法、サイト構築等指導、月次面談、
随時の相談対応等を行います。

https://buyer.fisc.jp/URL

「食」の販路開拓を支援するために、
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。

　中小企業、個人事業主、フリーランスの皆さんが抱える取引上の悩みについて、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会（無料）を開催します。

取引上の悩み・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］月曜日から金曜日まで　9：00〜17：00（12：00〜13：00を除く）
　　　　　　　　　　　　 フリーダイヤル：0120-418-618直 通

右ページ企業はこの事業を活用しました
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ふくいの県産品マッチング機会創出支援事業

代表取締役　大岸　俊介　氏　

　コロナ禍の影響で新規営業が難しい中、商品を幅広くPRできるギフト・シ
ョーへの参加は大変有意義でした。新商品をもって、新しいルートを開拓す
るという事に不安はありましたが、自信を持ってコンセプトや特徴を伝えた
結果、希望どおりライフスタイルショップへ順次商品を納められるようにな
りました。現在、商品開発をさらに進めているところであり、今後もこのよ
うな展示会や商談会の機会を活用し、業績アップにつなげられるよう頑張っ
てまいります。

利用された
企業様の声

大規模展示会への出展で
新たな販路を開拓

代表者名　大岸　俊介
所 在 地　小浜市
業　　種　箸卸売業
事業内容　若狭塗箸をはじめとした箸の企画・製造・卸売

株式会社大岸正商店

事業活用までの経緯
　同社は、1969年の創業から家族経営により箸卸売業を営ん
でおり、伝統工芸品の若狭塗箸をはじめ、普段使いに適した食
洗機対応の箸やギフトセット等の自社企画製品も手掛けてい
る。主要取引先は全国各地の土産物店だが、３代目の現代表に
より、雑貨店等のライフスタイルショップとの新規取引も模索。
世代や使用シーン、生活様式など具体的にターゲットを定めた
商品開発も積極的に進めていた。
　このような中、コロナ禍の影響で土産物需要が大きく縮小す
る事態となった。今こそ新商品の評価を得ると同時に、新たな
販路を開拓する機会が必要と判断し、国内最大の生活雑貨見本
市「東京インターナショナル ギフト・ショー」の「福井県ブース」
に参加することとなった。

活用内容
　コロナ禍による入場制限がある中、ギフト・ショーには目的
意識が高いバイヤーが多く来場した。生活雑貨関連のバイヤー
との商談も数多くこなし、継続取引の受注増につなげた。また、
著名ブランド等からのOEM受注、海外土産物の大型案件の提
案、新たな使途・商品開発に関する提案、といった踏み込んだ
商談もあり、今後の商品開発や営業活動のヒントを得ることが
できた。さらに、ギフト・ショーのみならず支援センター主催
の個別商談会にも参加するなど、販路獲得に向けた動きが活発
になっている。

事例８
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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(FOIP)」のネットワークを構築し、
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。

◦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 
　特許や商標などの知的財産を活用し、海外事業展開を図る中小企業への戦略的な知的
財産の外国出願支援を行います。

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 等

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

ふくいオープンイノベーション推進機構 概略図

右ページ企業はこの事業を活用しました

JST、JAXA、JAEA 等
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中小企業等外国出願支援事業／新分野展開による研究成果の製品化支援事業

代表取締役　吉田　知志　氏　

　「中小企業等外国出願支援事業」を活用し、マドプロ出願にて欧州、米国、
英国、中国への商標出願を実施することが出来ました。県内への出荷が主と
なる地場産業の越前瓦で作った商品を、県外さらには海外の販路開拓を目指
していましたが、これで商標ブランディングした海外展開をすることが可能
となりました。窯業製品のため輸送費・破損のリスクがあるのがネックです
が、将来的にはライセンス契約などの可能性もあります。以上、製品化から
国内・海外への販路開拓まで一貫して応援いただいています。

製品化から知財取得、
国内・海外への販路開拓まで
一貫してサポート

事例９

利用された
企業様の声

代表者名　吉田　知志
所 在 地　福井市
業　　種　建築業
事業内容　屋根・外壁・雨樋工事

株式会社吉光工業

事業活用までの経緯
　同社は屋根工事・建築板金工事会社である。代表は一級
建築士でもあり、建築の周辺分野も詳しいのが特徴である。
　同社の装飾瓦「Woven Ceramic」は、建築家からの依
頼を形にすべくFOIPの支援制度を活用し越前瓦メーカー
と開発した商品である。今までにない意匠性・自然素材・
耐凍害の不燃材で、国内全域で内外装材として販売・使用
できる。国内展示会（メッセナゴヤ2021でのFISC出展ブ
ース、組合まつり2021＠東京国際フォーラム）にて広報・
販路開拓を行った際には、一般来場者の好評を得て、取り
扱いを希望する会社もあった。
　日本らしさを想起させる同商品は、国内はもとより、建
設市場規模が３兆ドルを超えている海外市場を視野に入れ
ている。一例として、現地日本食店舗にアプローチするな
ど海外展開を進めている。
　今後、海外展開に向けて、欧州、米国、英国、中国へ出
願を行うことにした。しかしながら、海外への商標出願に
おいては相当の費用を伴うため、出願費用の1/2以内の支
援を行う「中小企業等外国出願支援事業」を活用すること
に至った。

活用内容
　中小企業等外国出願支援事業を活用した欧州、米国、英国、中国への商標をマドプロ出願（マドリッド協定議定
書に基づく国際登録出願）による出願経費支援および、新分野展開による研究成果の製品化支援事業を活用した展
示会出展に基づく販路開拓支援を受けた。これにより商標権を保持することで、今後も安心して展示会への出展と
海外瓦メーカーへのアプローチ・訪問を行うなど、海外展開を図ることが可能となった。
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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等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。

《2022年度実施プロジェクトの一例（2022年４月１日現在）》
［戦略的基盤技術高度化支援事業］（経済産業省）
◦洗浄可能で環境に配慮した航空機座席用軽量多層構造織物クッション材の研究開発
◦安全・審美性・機能性に優れ「建築の質向上」に貢献するガラス三軸織天井材の開発
◦要介護者のQOL向上と介護者の業務負担軽減を実現するAI活用型非接触排泄予測システムの研究開発
◦微量液滴アトマイズ法による金属粉末の革新的製造技術開発
◦省エネ・快適性に貢献する自動車シート材に対する安定した超音波パンチング連続加工（量産）技術の研究開発

◦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。

◦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。

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。

[ヘルスケア・医療機器開発展（東京ビッグサイト） 2022年３月]

右ページ企業はこの事業を活用しました
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戦略的基盤技術高度化支援事業

代表取締役社長　阿久津　則彦　氏　

　当社は、「開発メーカー」として独自の技術と製品を生み続けていると自
負しております。今回戦略的基盤技術高度化支援事業を活用して開発した波
長カットフィルムもその一つです。当社のレンズを手にしていただいたすべ
ての方に、よりよい視環境で快適な生活を送っていただくことを願っており
ます。

波長カットフィルムを用いた
視覚補正カスタマイズレンズ
製造技術の開発と実用化
システムの構築

事例10

利用された
企業様の声

代表者名　阿久津　則彦
所 在 地　鯖江市
業　　種　光学機械器具・レンズ製造業
事業内容　高屈折偏光レンズ、調光レンズ、特定波

長吸収フィルターレンズの製造販売

株式会社ホプニック研究所

事業活用までの経緯
　同社は、メガネレンズ用の素材研究と開発を行う企業と
して誕生した。「開発型メーカー」として、独自の技術と
製品を生み出している同社が取り組むのが、より良い視環
境での快適な生活である。
　少子高齢化が進む日本において、加齢による機能低下が
著しいもののひとつに視覚がある。視覚機能の低下は焦点
補正による「視力低下」以外に「コントラスト感度」「色
覚能力」の低下や「不快グレア感」がある。
　現状のレンズは焦点補正のみ行っており、視覚へ最適な
補正が成されていない。そこで同社が開発した世界初の波
長コントロールによるコントラスト感度向上技術を、メガ
ネレンズに応用するシステムを構築するため、今回経済産
業省の補助事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」を活用
することとなった。

活用内容
　同社は、三井化学株式会社、学校法人北里研究所と共同
体を結成し、レンズに波長カットフィルムを施すシステム
を構築した。この視覚補正は、加齢などにより眼の水晶体
が白濁し、光が乱反射して見えにくくなる領域の波長のみ
をカットすることで、眩しさを抑え、コントラストや色覚を向上することができる。
　また本開発品は、レンズ表面に被覆して使用できるため、視力補正機能等との複合効果も得ることができる。
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デザイン
◦デザインに関する指導相談
　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、販売促進、展示会企画など、様々な分野で活躍するデザイナーを課題に合わせて派遣します。（※１）

また、団体、企業グループを単位として、第一線で活躍するデザイナーから指導を受けることができます。（※２）

（※１）１回33,400円(消費税別)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

◦展示会等販路開拓支援
　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を支援します。

◦デザイン研修（ブランディング&商品開発講座）
　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、デザイン活用の講座を開催します。

◦デザインセミナー
　デザインの活用によって成長が期待される製造業・農林水産業・食品加工業等の企業向けに、デザイン導入時
の課題を解決し、商品・サービスの実現につながるセミナー等を開催します。

◦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等で配信します。

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
E-mail：dcf@fisc.jp

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

右ページ企業はこの事業を活用しました
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福井デザインアカデミー事業

Webデザイナー　松井　瑞珠　氏　

　このデザインアカデミーは、今までなんとなく理解しているような状態で
あった「デザインの本質」について再考する良い機会でした。今後は商品と
顧客が求めるサービスをもっと意識して企画業務に携わりたいと思います。
講師をしていただいた先生方や同じ時間を過ごさせていただいた受講者の
方々に感謝します。

オシャレを手軽に気負わず
もっと楽しむいつもの心強い相棒

「It’s more（イツモ）」の
商品企画立案

代表者名　伊藤　佑樹
所 在 地　あわら市
業　　種　服飾小売業
事業内容　メンズファッションECサイト運営

株式会社ドラフト

事例11

利用された
企業様の声

事業活用までの経緯
　メンズのセットアップ（トップスとボトムスがセットになっているカ
ジュアルな洋服）の商品企画を進めるにあたり、自社のデザインコンサ
ルタントから本事業を勧められ、事業活用に至った。商品開発のスタン
ダードな進め方を体験できることに加え、ブランディングに対する基本
的な考え方を理解し、ブランディング構築に活かすことを目的に、社命
により受講した。
　また、自社のサイトや商品が一般の方々にどのように映っているかを
知り、商品の顧客満足度アップにつなげるために、講師や他の受講者と
ディスカッションできる場があったことも本事業活用の契機となった。

活用内容
　毎日の服選びを面倒な作業から「楽しむ」気持ちや「わくわく」する
感覚に変えるセットアップの企画立案をテーマに、理想とするお客様像
から商品の仕様を決定し、コミュニケーションデザインに進めることが
できた。
　結果的には「It’s more（イツモ）」という商品名に決定し、「いつも
着用したくなるような豊富な機能性と着心地の良さを追求した生地の採
用」や「体型が出にくいシルエットの採用」の他、「様々なシーンにマ
ッチする４色展開」など幅広い年代のお客様から親近感や信頼感を得ら
れる商品開発につながった。
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人材育成研修・施設の貸出
◦集合研修
　令和４年度のカリキュラムは、経営管理・工業技術・公開講座の各コースに合わせて42本の開催を予定してい
ます。新入社員から管理者・経営者までの各階層を対象とした「階層別研修」と専門知識やスキル取得のための「分
野別研修」で編成しています。
　今年度の特徴として、With／ Afterコロナ時代に求められる働き方（リモートへの対応強化）、時代の変化に適
応した経営戦略とビジネスモデルの構築などをテーマにした研修を実施します。

　＜主な新規研修＞
◦業務の効率を上げる！若手社員のためのタイムマネジメント入門
◦「サブスクリプションビジネス」のポイントと投資採算の考え方
◦中小企業におけるSDGs実践セミナー
◦「デザイン思考」で構築！マーケティング基礎力徹底向上セミナー
◦管理職・リーダーのためのパワハラ防止＆アンガーマネジメントセミナー

◦福井ものづくり改善インストラクタースクール（第７期）
　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６月に開講します。

◦福井ものづくり改善インストラクター派遣
　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、最適な研修プログラムを提案します。当日の運営から実施の振り返りまでをサポートします。

◦リカレント教育総合支援センター　
　キャリアコンサルタントがキャリア形成やスキルアップの相談に応じるほ
か、企業の人材育成計画、事業内職業能力開発計画の作成を支援します。
　また、福井県中小企業産業大学校内に設置する同センターには、学習スペ
ースを設置するほか、県内教育機関をはじめ、通信制大学や各種学校の資料
を配架しています。

◦施設貸出
　１名利用のテレワークルームから最大108名収容の大教室まで、講演会や会議など目的や人数に応じた教室を
貸出しています。また、宿泊ができる施設（23室　定員45名）もございますので、遠方から会議等に参加される
方や長期研修の際にご利用できます。なお、全館無料でWi-Fiを完備しています。

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16-15）
TEL：0776-41-3775
FAX：0776-41-3729
E-mail：manabi@fisc.jp
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ものづくり改善インストラクター派遣事業

代表取締役　山内　基史　氏　

　会社の規模・組織など、実情に合った進め方で、製造現場の意向とシステ
ム開発の擦り合わせをうまく調整しながらご提案をいただけました。現場と
ソフト開発両面に深く理解のあるインストラクターから当派遣事業を受ける
ことができ、感謝しております。

活用内容
　はじめに、社長および製造部長が参加し、工程管理シス
テムの運用状況についてインストラクターによるヒアリン
グを実施。これまでの派遣事例を交えながら、今回のデー
タ分析の方向性・ゴールを検討した。
　その上で、過去約１年分のデータを分析し、現状を「見
える化」することに成功。工程間の滞留などが見え、生産
性向上への課題を明確にすることができた。
　また、他部門にも展開する上での要点も再定義すること
ができ、現在も複数工程でのデータの利活用に向けて意欲
的に取組みを進めている。

事業活用までの経緯
　同社は、工程進捗管理システムを導入してから１年半近くが経過していたものの、それにより得られたデータを
どのように活かせばよいかが明確になっておらず、利活用案を模索していた。また、同システムの活用を他部門へ
も拡大し、全社的な展開を図りたいとも考えていた。
　そんな中、これらの実現には外部の専門家による支援が効果的であると判断し、ものづくり改善インストラクタ
ー派遣の活用に至った。

工程管理データを
生産性向上に！
実情に合った提案で
現場改善をサポート

代表者名　山内　基史
所 在 地　福井市
業　　種　金属部品製造業
事業内容　繊維機械、電子機器、一般産業機器等の

部品製造

株式会社山内スプリング製作所

事例12

利用された
企業様の声
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03　　COURSE GUIDE BOOK 2022

令和４年度　研修プログラム一覧 ※開講月別一覧は裏表紙に掲載

研修
No 分野 研　　修　　名 受講料

（消費税込） 定員 日数 研修日 掲載
頁

1

階
層
別
研
修

経
営
幹
部
・
管
理
職
・
中
堅
社
員
対
象

令和塾　第4期 一部 
オンライン 160,000円 25名 12日 6/3～10/27 5

2 管理者のためのマネジメント力強化セミナー 34,000円 25名 2日 10/20・21 8
3 管理職・リーダーのためのパワハラ防止＆アンガーマネジメントセミナー NEW 22,000円 20名 1日 8/4 8
4 リーダーシップ養成講座 34,000円 25名 2日 7/7・8 9
5 「自発的考動」を引き出す育成スキル向上セミナー 33,000円 25名 2日 6/15・8/25 9
6 OJTを成功させる　指示の出し方・報連相のさせ方・受け方 オンライン 

同時開催 22,000円 25名 1日 令和5年3/3 10
7 中堅社員の目標達成力強化セミナー 33,000円 25名 2日 8/22・23 10
8 短時間で自分の意見を的確に伝える！「エレベーターピッチ」スキル習得セミナー 20,000円 25名 1日 8/9 11
9 好業績チームを生み出すチーム力アップセミナー NEW 20,000円 20名 1日 6/28 11
10 説得力を高め問題解決に活かすロジカルシンキング基礎 23,000円 20名 1日 10/28 12
11 若

手
社
員・新
入
社
員
対
象

若手社員のための 柔軟で高い思考力を身につける「3つの思考力」向上セミナー NEW 20,000円 20名 1日 7/21 12
12 業務の効率を上げる！若手社員のためのタイムマネジメント入門 NEW 20,000円 25名 1日 6/29 13
13 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 7/22 13
14 若手社員のための「先読み仕事術」 33,000円 25名 2日 11/1・2 14
15 新社会人のための仕事の基本を学ぶ講座 37,000円 30名 3日 4/7・8～10/7 15
16 新入・若手社員が知っておくべき「モノづくり現場」の基礎知識 20,000円 25名 1日 4/12 15
17

分
野
別
研
修

総
務
・
人
事
ほ
か

モチベーション・定着率向上をめざす「人事考課」と「フィードバック・面談」の進め方 オンライン 
同時開催 22,000円 25名 1日 11/22 16

18 決算書の読みこなし方と経営分析のポイント オンライン 
同時開催 34,000円 20名 2日 11/24・25 16

19 問題再発防止のための「なぜなぜ分析」実践セミナー 20,000円 20名 1日 9/16 17
20 オフィスワークのミス防止・改善実践力アップセミナー 22,000円 20名 1日 10/4 17
21 クレーム対応力強化セミナー 20,000円 20名 1日 9/15 18
22 ＩＳＯ９００１内部監査員養成講座 オンライン 

同時開催 35,000円 30名 2日 9/1・2 18
23 新

規
事
業

中小企業におけるSDGs実践セミナー　−SDGコンパスの活用− オンライン 
のみ NEW 14,000円 20名 1日 5/26 19

24 「サブスクリプションビジネス」のポイントと投資採算の考え方 オンライン 
のみ NEW 14,000円 20名 1日 12/8 19

25
企
画
・
営
業
販
売

営業・販売・企画担当者のための説明力・プレゼンテーション力強化セミナー NEW 22,000円 20名 1日 10/14 20
26 「デザイン思考」で構築！マーケティング基礎力徹底向上セミナー NEW 35,000円 20名 2日 11/17・18 20
27 中小企業のメディア活用術セミナー NEW 20,000円 20名 1日 6/24 21
28 ユーザーの本音を引き出し、顧客満足向上につなげる！成功するアンケート調査の秘訣 オンライン 

のみ NEW 20,000円 20名 2日 令和5年2/21・22 21
29 “越前和紙”で実践するラッピング NEW 4,000円 20名 1日 令和5年1/25 22
30 − 嶺南教室 企画中 22
31

生
産

身近な現場を変える　5S実践セミナー　基礎編 18,000円 20名 1日 12/5 23
32 成果を上げる　5S実践セミナー　応用編 18,000円 20名 1日 令和5年3/6 23
33 製造現場リーダーの現場力・行動力強化セミナー 20,000円 20名 1日 6/13 24
34 モノづくりに必要な品質管理 QC手法入門セミナー 20,000円 20名 1日 11/10 24
35 ９時間で分かる 製造原価の基礎知識とコストダウン方法 オンライン 

同時開催 NEW 30,000円 20名 3日 6/9・10～6/17 25
36 生産管理の課題と解決テクニックの理解 NEW 18,000円 20名 1日 12/2 25
37 治具設計の基礎セミナー オンライン 

同時開催 NEW 22,000円 25名 1日 7/5 26
38 公

開
講
座

公開講座 オンライン 
同時開催 無　料 100名 1日 企画中 26

39 公開講座＜学院連携＞ オンライン 
同時開催 無　料 70名 1日 企画中 26

40 地
場
産
業

テキスタイル製造の基礎 38,000円 25名 6日 5/19～6/7 27
41 製品開発に必要な織物設計技術 23,000円 15名 4日 9/6～9/15 28
42 眼鏡製造ベーシック講座 45,000円 20名 6日 7/6～8/2・8/3 29

第7期　福井ものづくり改善インストラクタースクール
（①企業従業員　②企業OB）

①250,000円
15名 18日 6/30～9/30 35

②50,000円
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オーダーメイド研修のご案内

オーダーメイド研修３つのメリット

オーダーメイド研修実施のステップ

実施例

テーマ例

企業（グループ企業、組合・団体等を含む）が行う研修の企画・運営をサポートしています。
組織の課題やご要望に応じた最適プログラムを企画、当日の運営から実施の振り返りまでをサポートします。
中産大では、人材育成に関する様々な課題の相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
2004年以降、230件以上のオーダーメイド研修を実施しています

条件次第では集合研修に比べてオーダーメイド研修の方がコストを抑えることができます。
例えば上記A社の場合、

■オーダーメイド研修　費用は講師謝金、旅費、企画費、諸費用含む（会場は自社会議室使用）	 20名参加　合計：330,000円
■集合研修　　　　　　受講料	18,000円／人（令和４年度「5S研修」の場合）	 20名参加　合計：360,000円
　オーダーメイド研修の方が30,000円のコストを抑えることができます。※講師によって費用が変わります。

※ご希望に添えないテーマや実施時期もございますので予めご了承ください

確かな実績ある
講師を選定2.

「課題」「希望時期」「予算」に
合わせ、中産大で確かな実績の
ある講師を選定します。

最適プログラムを
提案1.

ご一緒に課題の整理をしなが
ら、研修テーマを明確にしてい
くことで、最適なプログラムを
提案します。

組織全体への浸透3.
同時に多数の社員が学習するこ
とで、組織全体に成果が反映、
浸透しやすくなります。

製造業　Ａ社
5S活動改善研修

サービス業　Ｂ社
営業リーダー研修

サービス業　Ｃ社
ビジネスマナー研修

製造業組合員対象
マネジメント研修

１日（６時間）９時～16時
会　場：Ａ社 製造現場／会議室
対　象：若手・中堅社員　20名

3日（18時間）13時～17時
会　場：中産大　中教室
対　象：中堅営業職　15名

半日（４時間）13時～17時
会　場：Ｃ社 会議室
対　象：全社員　20名

１日（６時間）９時～16時
会　場：中産大　会議室
対　象：管理職候補者　40名

●階層別研修（新人～管理職者対象）　●管理者向けハラスメント対策　●マネジメント力強化
●部下育成力強化　●リーダーシップ養成　●チームビルディング　●コミュニケーション向上
●顧客満足度向上（接客・ビジネスマナー・クレーム対応）　●計数感覚向上　●コンプライアンス徹底
●生産性の高い会議運営（ファシリテーション）　●考える力強化（ロジカルシンキング・なぜなぜ分析）

成果報告と
次のステッ
プへの提案

研修実施お申し込みプログラム
を提案

相談・
打合せお問合せ 641 2 53

電話、メールなどで
お気軽にどうぞ。

共同作業で課題の
整理、抽出をしな
がら、研修テーマ
を明確にします。

予算や実施希望日
に合わせ、確かな
実績のある講師を
選び出し、具体的
なニーズに対応す
るプログラム構成
でご提案します。

研修日時、講師、
内容、費用を確定
します。

研修運営を全面的
にサポートします。
中産大スタッフが
準備から当日の運
営まで関わります。
講師と共に受講の
様子を見ながら、
臨機応変な進行を
行います。

講師所感、受講者
アンケート等をま
とめて報告書を作
成します。
研修成果を踏まえ、
次のステップを提
案いたします。

オンライン研修のご要望にも応じていますので、ご相談ください
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令和４年度　IT研修一覧【嶺北会場：福井県産業情報センター】

（※）講義形式について
　教（＝教室形式）　：会場に集まって行う講座
　オ（＝オンライン）：Zoom等を利用してリアルタイムで受講する講座

分
野 No 種　類 講　　座　　名 講義形式

（※）
受講料（税込） 
※テキスト料込 定員 日数 開　催　日

業
務
活
用
研
修

1

オフィス 
ソフト

Wordの使いこなしで業務効率化 NEW 教・オ 7,040円 12人 1日 4月19日（火）

2 Excel2019基礎 教・オ 11,220円 12人 2日
7月21日（木）～22日（金）
10月17日（月）～18日（火）

3 Excel2019応用 教・オ 11,220円 12人 2日
8月8日（月）～9日（火）
11月14日（月）～15日（火）

4 Excel2019関数マスター 教・オ 7,260円 12人 1日 9月15日（木）

5 Excel2019マクロ／VBA 教・オ 18,810円 12人 3日
8月22日（月）～24日（水）
11月30日（水）～12月2日（金）

6 Excelではじめるデータ分析入門 NEW 教・オ 7,260円 12人 1日 9月5日（月）
7 Excelによるビジネスデータ分析基礎 教・オ 15,510円 12人 1日 9月13日（火）

8 Access2019基礎 教・オ 11,220円 12人 2日
6月23日（木）～24日（金）
9月26日（月）～27日（火）

9 Access2019応用 教・オ 11,220円 12人 2日 10月3日（月）～4日（火）
10 PowerPointを活用したビジネスプレゼンの基礎 教・オ 11,220円 12人 2日 7月11日（月）～12日（火）
11 クラウド／ 

ノーコード
ツール

RPA入門 NEW 教・オ 8,690円 12人 1日 7月19日（火）
12 kintoneで学ぶ業務アプリケーション作成 NEW 教・オ 9,460円 12人 1日 6月20日（月）
13 Googleアプリのビジネス活用入門 NEW 教・オ 8,250円 12人 1日 7月1日（金）

14

DTP 
Illustator 

Photoshop

チラシデザインの基本ルール 教・オ 3,520円 16人 1日
4月28日（木）
9月29日（木）

15 Illustrator入門 教・オ 7,480円 12人 1日
4月15日（金）
6月23日（木）
9月16日（金）

16 Illustrator基礎 教・オ 13,200円 12人 2日
5月19日（木）～20日（金）
7月14日（木）～15日（金）
10月13日（木）～14日（金）

17 Photoshop入門 教・オ 7,480円 12人 1日
4月22日（金）
7月8日（金）
9月22日（木）

18 Photoshop基礎 教・オ 13,200円 12人 2日
5月26日（木）～27日（金）
7月28日（木）～29日（金）
10月20日（木）～21日（金）

19 作って学ぶ！チラシ・バナー制作テクニック 教・オ 7,480円 12人 1日
8月5日（金）
11月4日（金）

20
CAD

Jw_cad入門 教・オ 8,250円 12人 1日 7月1日（金）
21 Jw_cad基礎 教・オ 12,870円 12人 2日 7月7日（木）～8日（金）

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
制
作
研
修

22 入門 はじめての簡単ホームページ作成 教・オ 11,770円 12人 2日
6月16日（木）～17日（金）
9月20日（火）～21日（水）

23

HTML 
CSS 

JavaScropt

Web担当者のためのホームページ制作入門 教・オ 6,820円 12人 1日
5月24日（火）
10月11日（火）

24 Web担当者のためのホームページ制作基礎 教・オ 11,440円 12人 2日
6月6日（月）～7日（火）
10月24日（月）～25日（火）

25 レスポンシブWebサイト制作基礎 教・オ 17,710円 12人 2日 8月29日（月）～30日（火）
26 知識ゼロからのJavaScript 教・オ 18,260円 12人 2日 11月16日（水）～17日（水）

27
WordPress

はじめてのWordPress入門 教・オ 7,700円 16人 1日
7月25日（月）
11月22日（火）

28 WordPressデザイン基礎 教・オ 8,580円 12人 1日
8月1日（月）
11月29日（火）

29 Webデザイン ホームページデザインの基本ルール 教・オ 5,940円 16人 1日 6月3日（金）

Ｗ
ｅ
ｂ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
修

30

SNS活用

スマホ＆SNS時代の企業採用活動の新常識 教・オ 3,850円 24人 1日 6月10日（金）
31 進化し続ける！ SNSを活用した集客・販促の最新ノウハウ NEW 教・オ 3,850円 24人 1日 7月13日（水）
32 Instagramを活用した集客・販促のノウハウ 教・オ 3,850円 24人 1日 8月3日（水）
33 Googleマップで新規集客＆LINEでリピート販促のノウハウ NEW 教・オ 3,850円 24人 1日 8月26日（金）
34 YouTubeを活用した集客・販促のノウハウ 教・オ 3,850円 24人 1日 11月11日（金）
35 SNS攻略！サーキットモデル実践塾 教・オ 36,190円 6社 3日 12月6日・13日・20日（火）
36 コンテンツ制作 

ライティング
Webコンテンツ制作の極意 教・オ 5,720円 24人 1日 8月10日（水）

37 Webライティング実践塾 教・オ 30,580円 8社 3日 8月25日・9月1日・8日（木）

38
SEO

SEO入門 教・オ 4,290円 16人 1日
6月27日（月）
10月26日（水）

39 SEO実践 教・オ 7,590円 12人 2日 11月1日（火）～2日（水）

40
Web解析

Googleアナリティクス基礎 教・オ 8,800円 16人 1日
6月30日（木）
10月27日（木）

41 Googleアナリティクス実践 教・オ 30,580円 8社 3日 11月10日・17日・24日（木）
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令和４年度　IT研修一覧【嶺北会場：福井県産業情報センター】

令和４年度　IT研修一覧【嶺南会場】

2022年上期　サテライト講習会一覧

※開催日程等は予告なく変更になる場合がございます。
※最新情報はIT研修HP（https://www.fisc.jp/pckouza/）に随時アップしてまいります。
※講座のお申し込みはPC・スマートフォンからも受け付けております。

※開催日程等は予告なく変更になる場合がございます。
※最新情報はIT研修HP（https://www.fisc.jp/reinan/kouza/）に随時アップしてまいります。
※講座のお申し込みはPC・スマートフォンからも受け付けております。

他にも多数講座を用意しています！
詳細最新情報については
←こちらをご覧ください。

分
野 No 種　類 講　　座　　名 講義形式

（※）
受講料（税込） 
※テキスト料込 定員 日数 開　催　日

動
画
＆
写
真
活
用
研
修

42 動画活用 スマホ動画制作実践講座【Android編】 教・オ 15,070円 10人 1日 12月8日（木）
43 スマホ動画制作実践講座【iPhone編】 教・オ 15,070円 10人 1日 12月9日（金）
44 動画制作 Adobe	Premiere	Pro	で学ぶビジネス動画制作 NEW 教・オ 24,750円 12人 2日 10月6日（木）～7日（金）
45 Adobe	After	Effectsで作るタイトルアニメーション NEW 教・オ 13,310円 12人 1日 10月8日（土）

46 デジカメ 
撮影

プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック基礎 教・オ 10,670円 12人 1日 5月13日（金）
9月30日（金）

47 プロに学ぶ！デジカメ撮影実践塾 NEW 教・オ 15,840円 8社 1日 10月28日（金）
企
業
内
シ
ス
テ
ム

管
理
者
研
修

48 ネットワーク 
基礎 基礎から学ぶネットワーク技術 教・オ 17,710円 12人 2日 7月5日（火）～6日（水）

9月14日（水）～15日（木）
49

セキュリティ
基礎から学ぶセキュア環境構築・運用入門編 NEW 教・オ 28,600円 12人 2日 11月8日（火）～9日（水）

50 サイバーレンジで学ぶ！Windows	OS基礎 NEW 教・オ 31,350円 6人 1日 11月25日（金）
51 クラウドサービス活用におけるセキュリティ管理システム構築 NEW 教・オ 26,510円 12人 2日 12月13日（火）～14日（水）

No 種　類 講　　座　　名 講義形式
（※）

受講料（税込） 
※テキスト料込 定員 日数 開　催　日

1
オフィス 
ソフト

	Word2019の使いこなしで業務効率化 NEW 教・オ 7,040円 8人 1日 	4月28日（木）
2 	Excel2019基礎 教・オ 11,220円 8人 2日 	5月16日（月）～17日（火）
3 	Excel2019応用 教・オ 11,220円 8人 2日 	6月9日（木）～10日（金）
4 	Excel2019関数マスター 教・オ 7,260円 8人 1日 	7月15日（金）
5

Illustator 
Photoshop

	Illustrator入門 教・オ 7,480円 8人 1日 	9月9日（金）
6 	Illustrator基礎 教・オ 13,200円 8人 2日 	9月29日（木）～30日（金）
7 	Photoshop入門 教・オ 7,480円 8人 1日 	10月28日（金）
8 	Photoshop基礎 教・オ 13,200円 8人 2日 	11月10日（木）～11日（金）
9 CAD 	Jw_cad入門 教・オ 8,250円 8人 1日 	5月24日（火）
10 	Jw_cad基礎 教・オ 12,870円 8人 2日 	6月7日（火）～8日（水）
11 クラウド／ノーコードツール 	RPA入門 NEW 教・オ 8,690円 8人 1日 	9月16日（金）
12 Webサイト制作研修 	はじめての簡単ホームページ作成 教・オ 11,770円 8人 2日 	6月23日（木）～24日（金）
13 動画＆写真活用研修 	プロに学ぶ！デジカメ撮影テクニック基礎 教・オ 10,670円 8人 1日 	5月12日（木）

カテゴリ コース名

デジタル
テクノロジー

DX時代のICTトレンド技術～ビジネスパーソンの必須知識～
デジタルテクノロジーの基礎～デジタルビジネス時代のSEに必要な技術～
IoT入門
体験！機械学習～クラウドサービスの利用～
体験！ディープラーニング
データサイエンス入門～データ活用の観点と代表的な分析手法～
Kerasによるディープラーニング実践入門～画像認識編～
クラウドマスト時代におけるクラウド基礎
パブリッククラウドのシステム構成設計～社内業務システムの移行～
Microsoft	Azure入門

上流／
テスト

システム開発の基礎
システム設計の基礎
システム設計実践トレーニング
オブジェクト指向基礎～基本概念とUML～
アプリケーションテスト実践トレーニング

プロジェクト
マネジメント

プロジェクトマネジメントの基礎
システム品質の計画
プロジェクトマネジメントの技法（速習版）

プログラム
言語

ビジュアルプログラミングから始めるプログラミング超入門
プログラミング入門（Java編）
C言語プログラミングの基礎
Python入門
PythonによるWebアプリケーション開発
ゼロからはじめるPythonによる日常業務効率化
ネクストステップPythonによる日常業務効率化
Git入門

Webアプリ
ケーション 
開発技術

サーブレット／JSP／JDBCプログラミング～ Eclipse開発～
JavaによるWebアプリケーション開発力養成トレーニング
テスト自動化のためのJUnit基礎
SpringによるWebアプリケーション開発（基礎編）
SpringによるWebアプリケーション開発（REST	API編）
情報セキュリティ対策実践Webアプリ開発におけるセキュリティ入門編

カテゴリ コース名

Webアプリ
ケーション 
開発技術

VSによるWindowsアプリの開発（基礎編）
Visual	StudioによるWebアプリの開発（.NET	Core+MVC基礎編）
VBプログラミング基礎
C＃プログラミング基礎
API入門～サービス連携の実現に向けて～

Web
コンテンツ 
開発技術

フロントエンドエンジニア向けWebアプリ開発技法
JavaScriptプログラミング基礎
Web技術者のためのHTML5	APIプログラミング
jQueryによるWebアプリケーション開発
Vue.jsによるSPA（シングルページアプリケーション）開発

サーバ

Windows	Serverの基礎
Windows	Serverの応用～Active	Directory～
Webシステム構築の基礎～ IIS、．NET、SQLServer～
UNIX／ Linux入門
シェルの機能とプログラミング
Linuxシステムの導入と管理
Linuxシステム運用実践（性能評価＆トラブルシューティング編）

データベース

データベース基礎
データベース設計（基礎編）
データベース設計（データモデリングトレーニング編）
PostgreSQL導入トレーニング
PostgreSQL運用管理トレーニング
SQL	Serverデータベース管理	基礎編
SQL	Serverデータベース管理	応用編

ネットワーク
ネットワークの基礎
ネットワークの基礎ステップアップ環境編～構成要素＆技術動向～
ネットワークの基礎ステップアップ運用編～通信解析＆ログ監視～

ITサービス 
マネジメント

システム運用入門～運用起点でITサービスを考える～
変革の第一歩となるDevOps～ビジネス環境変化へのタイムリーな対応
基礎から学ぶシステム運用管理・実践トレーニング
事例から学ぶシステム運用管理ワークショップ～失敗から教訓を得る～
基礎から学ぶサービス要件の定義～安定した運用フェーズを実現する～
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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）
新産業支援部 ベンチャー・Eビジネス支援グループ
TEL：0776-67-7416　　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。
　インターネット環境完備。「テレビ会議システム」の貸出もスタートさせ、オンラ
イン会議会場としてもご利用いただけます。

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：13,580円～／観覧席形式：21,790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	1,570円、午後	2,100円、
全日	3,670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）

2,410円～　※午前利用の場合

マルチメディア制作コーナー
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

映像編集施設

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

Windows10対応、Webカメラ、マイク付き

社内会議や小規模のセミナー会場に

撮影と編集をバックアップします

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
画像処理ソフトや独自ソフトによる研修にもご利用いただけます。

5,240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16-15）
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。

▪少人数から108名まで多種類の会場を用意
・教室、会議室の机は、すべて可動式ですので、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、テレワークルームなど、目的に応じた幅広い活用が可能
・2020年12月よりテレワークルームをOPEN。オンライン会議・研修への参加ができます。
・リカレント教育総合支援センターでは、学び直しに関する情報を提供するとともに、経験豊富なコンサルタ
ントが無料で相談に応じます。企業の「人材育成計画」の作成や、個人（社員）の「キャリア形成」や「ス
キルアップ」を支援します。

▪無線ＬＡＮインターネット環境を整備
・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ます。
【福井県中小企業産業大学校施設予約システム】　https://fiib.jp/

講演会や安全大会に 社内研修や役員会にグループ企業や取引先との合同研修に

会議やグループ勉強会に

社内研修や説明会に

スポーツやレクリエーションに

大教室【１F】 108名／186㎡ 特別研修会議室【１F】 31名／89㎡特別教室【１F】 63名／86㎡

第１会議室【１F】 12名／40㎡

第１中教室【１F】 48名／86㎡第２中教室【２F】	

体育館【１F】 426㎡

テレワークでのご利用に

座談会や臨床実習に

会議やグループ勉強会に

少人数での打ち合わせに少人数での研修や説明会に 合宿型の研修に

テレワークルーム【2F】 ７室／20㎡

第２会議室（和室）【2F】 20名／43㎡

第１演習室【2F】 14名／43㎡

小会議室【2F】 ６名／20㎡第２演習室【2F】 18名／43㎡ 宿泊室【2・3F】 ツイン22室44名／
 シングル1室1名

※第１演習室・第２演習室は一体利用が可能です。（一体利用の場合：48名／86㎡）
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［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。

［ベンチャー・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、AIやIoTを活用
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！

［DX推進グループ］
DXに関するお悩みはお任せください。専門家派遣などを通じ
て支援します。

新産業支援部新産業支援部

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。

人材育成部人材育成部（福井県中小企業産業大学校）（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オープンイノベーション推進部

人材育成部
スタッフ	加藤 大貴

オープンイノベーション推進部
リサーチャー	元山 尚乙

営業・資金支援Ｇ
アドバイザー	山内 知里

総務部
スタッフ	上野 雅仁

デザイン振興部
リサーチャー	一番ケ瀬洋明

［営業・資金支援グループ］
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。

［資金支援グループ］
助成制度により、貴社の新商品開発や店舗改装など、
資金面でお手伝いします。

経営支援部経営支援部

私たちが私たちが

サポート
します。

サポート
します。

総合相談・コンサルＧ
スタッフ	原　 祐貴
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公益財団法人  ふくい産業支援センターの概要
令和４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14名　理事16名　監事２名 

44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

新産業支援部
総合相談・コンサルグループ
ベンチャー・Ｅビジネス支援
グループ・DX推進グループ

経営支援部
営業・資金支援グループ

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いきます。

《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

◦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中小企業の方なら
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、新商品開発、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。

デザイン振興部

越前市瓜生町

専門家相談

取引拡大

ベンチャー

補助金

研修
（人材育成）

IT・DX

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

「ふくいベンチャー創出プ
ロジェクト」でベンチャー
企業・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・
DX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

常務理事



公益財団法人 ふくい産業支援センター公益財団法人 ふくい産業支援センター

fisc総合パンフレットfisc総合パンフレット
2022

頑張る企業の皆さんの意欲的な取り組みを支援します。

〒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  https://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　大和田大学病院線 （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10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

九頭竜川

至勝山

松岡

至永平寺

福井方面からの
右折禁止

嶺北養護学校

福井県産業技術専門学院

フェア
モール福井

中央
卸売市場

福井大学
医学部

ソフトパークふくい

ワイプラザ

えちぜん鉄道勝山・永平寺線

福井北
I.C

福
井
県
立
大
学

国
道
８
号
線

北
陸
自
動
車
道

2022.06

新
産
業
支
援
部
／
経
営
支
援
部
／
総
務
部

〒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）

※「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15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　エンゼルランド線、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。
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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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