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展　示　会

　展示会には、ものづくり補助金に採択された45事業者が出展し、パネルや成果物
等の展示を行いました。展示スペースでは、担当者が立ち会い、来場者に対し、取
り組み内容や新製品、新サービス等、事業の成果について説明が行われました。
　また、出展事業者同士の積極的な交流や情報交換等が行われ、今後のビジネスチャ
ンス拡大に向けて有意義な機会となりました。
　出展事業者の取り組み概要は以下のとおりです。

【出展企業一覧（順不同）】

有限会社ケーエムオート 有限会社南州メディカル 有限会社サンワ技研

株式会社アルプスエステック 鹿児島県醤油醸造協同組合 株式会社下園薩男商店

有限会社奥建具製作所 株式会社鹿児島ミリングセンター 福山黒酢株式会社

株式会社堀口園 小正醸造株式会社 吉村醸造株式会社

日建ラス工業株式会社 東フロコーポレーション株式会社 キリシマ精工株式会社

鹿児島ケース株式会社 株式会社薩摩鉄筋工業 株式会社南光

日置南洲窯 株式会社コズマ 有限会社輝広

株式会社アルナ 株式会社オリンピア商事 有限会社吉松テント

株式会社クロスメディア 日本有機株式会社 タートルベイ醸造

本坊酒造株式会社 セイカ食品株式会社 株式会社奄美大島宇検農産

株式会社わくわく園 有限会社パン工房麦穂 株式会社船倉

有限会社鹿児島ますや 合資会社新原味噌醤油工場 有限会社大成畜産

株式会社ブンカ工芸社 株式会社川内建装 株式会社ナルオ

日本ハードウェアー株式会社 有限会社内山製作所 協業組合ドゥ・アート

カクイ株式会社 有限会社海潟ドライ メイワ医科工業株式会社

有限会社ケーエムオート
■所在地　熊毛郡屋久島町楠川574-14 ■代表者　代表取締役　松本和則

■事業テーマ
　新型車両整備機器導入による整備・塗装工程作業の効率化及び高品質化

■取り組み内容と成果
ブレーキディスク研磨機でブレーキディスクの自社研磨が可能になり、低工賃、納期
短縮が可能となった。新型コンプレッサの導入により故障等が低減し、車両塗装の高
品質化が実現したヘッドライトテスターによりライト調整測定作業の迅速化につな
がり、整備塗装工程作業の効率化・高品質化が実現した。

ブレーキディスク研磨機
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有限会社南州メディカル
■所在地　鹿児島市下伊敷3-22-28 ■代表者　代表取締役　中渡瀬岩男

■事業テーマ
　多様化する介護福祉用具ニーズに対応する洗浄・殺菌機能の高い最新鋭設備導入

■取り組み内容と成果
最新鋭の洗浄・脱水機及び乾燥機の導入により、洗浄等の処理能力が大幅に増加した。
ウレタンマットレスの内部の汚れを高温水で洗浄し、高温熱風で乾燥 · 殺菌することが可
能となった。院内感染防止のために清潔なマットレスが必要な病院・介護福祉施設など
の幅広いニーズに対応することが可能となった。

新型洗浄・脱水機、乾燥機

有限会社サンワ技研
■所在地　曽於市末吉町深川1400-1 ■代表者　代表取締役　富窪和郎

■事業テーマ
ワンストップサービスによる顧客満足度の向上及び競争力の強化

■取り組み内容と成果
表面処理工程及びマーキング加工工程を自社で行えるようにするため、黒染め表面処理
機、レーザーマーカーを導入した。従来、製品の発注から納品までに20日を要していた
が、ワンストップで受注できるようになったことで、納期が4日短縮された。付加価値の
高い製品を持続的に短納期で提供できるようになり、競争力が強化された。

FAYレーザーとCO2レーザー

株式会社アルプスエステック
■所在地　霧島市溝辺町三縄578-6 ■代表者　代表取締役　刀原精

■事業テーマ
　大型セラミックス対応の新型（大型）グラインディングセンターの導入

■取り組み内容と成果
自動車産業における電子化が急激に進む中、部品のコスト低減は必須であり、高精度に
大量生産が可能な設備を導入する必要があった。そこで大型セラミックスに対応した新
型のグラインディングセンターを導入し、生産性が大きく向上した。また多様な加工ニー
ズに応えられるようになり、当社のワンストップ体制が強化された。

グラインディングセンター

鹿児島県醤油醸造協同組合
■所在地　霧島市隼人町真孝2170-1 ■代表者　理事長　新原健次

■事業テーマ
　生揚醤油の品質と回収率を大幅に向上させる諸味圧搾工程改善への取り組み

■取り組み内容と成果
諸味充填機装置一式の導入により、諸味の充填処理に徹底した整列調整と充填時間の
管理 ( 測定計測 ) を行うことで、次の圧搾工程における圧搾効率 ( 生揚醤油の回収率す
なわち原料の成分の有効利用率 ) を最大限に発揮させることができた。

諸味充填装置
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株式会社下園薩男商店
■所在地　阿久根市大川54 ■代表者　代表取締役　下園満

■事業テーマ
「旅する丸干し」等高付加価値製品の生産設備拡大

■取り組み内容と成果
煮沸器、スチームコンベクション、真空包装機等の導入により、生産性が大幅に向上し
た。当社の技術・ノウハウをもとに高付加価値商品の生産工程プロセスを改善したことで、
取引先、新規顧客の需要に応え、量産化を行うための生産体制を確立することができた。
生産効率が改善したため、今後販路の拡大や新商品の製造へ取り組めるようになった。

スチームコンベクション

有限会社奥建具製作所
■所在地　鹿児島市東開町3-54 ■代表者　代表取締役　奥光洋

■事業テーマ
　性質・素材の異なる物の接着ができる最新式高周波プレス機の導入

■取り組み内容と成果
最新式の高周波フラッシュ接着機を導入した。1時間あたりに加工できるフラッシュ建具
の枚数を比較すると、導入後は導入前の14倍の生産が見込まれ、今まで繁忙期に増加し
ていた外注費や人件費を抑制することで、コストを削減することができた。生産効率・作
業効率も大きく向上した。

高周波フラッシュ接着機

株式会社鹿児島ミリングセンター
■所在地　薩摩川内市大小路町13-17-2Ｆ ■代表者　代表取締役　崎田竜仁

■事業テーマ
さらなる生産効率の向上のための新加工機導入とそれに伴う付属品の研究開発による競争力の強化

■取り組み内容と成果
歯科用 CAM システムと専用ソフトの導入により、ジルコニア一枚当たりの製作本数が大
幅に向上し再製率も減少した。一枚当たりの生産数量が倍以上となり、また品質も大幅
に向上したことで、取引先、新規顧客の要望に応える体制が確立された。

歯科用 CAM システム

福山黒酢株式会社
■所在地　霧島市福山町福山2888 ■代表者　代表取締役　津曲泰作

■事業テーマ
　醸造飲料の増産及びＩＳＯ22000認証取得に向けた設備投資

■取り組み内容と成果
充填機、ベルトコンベア及び貯蔵タンクを導入し、フルーツ黒酢の製造ラインを構築し、
併せて、ビール麦汁冷却チラーを導入することで、増産体制を確立した。これまで手作
業で行っていた工程を機械化することにより、ISO22000認証取得に向け製造環境が大き
く改善された。

フルーツ黒酢とビール
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株式会社堀口園
■所在地　志布志市有明町野神3451-8 ■代表者　代表取締役　堀口常弘

■事業テーマ
　スティック包装機導入による、コスト削減と国内外販路拡大事業

■取り組み内容と成果
スティック包装機の導入により、スティック入り抹茶の生産が大幅に向上した。それによ
り取引先、新規顧客の要望に応える体制が確立された。生産工程については、袋詰め・
異物検査・軽量工程を設備導入により一つにまとめることができ、段取り時間・納期の
大幅な短縮が実現した。

スティック抹茶

小正醸造株式会社
■所在地　日置市日吉町日置3309 ■代表者　代表取締役　小正芳史

■事業テーマ
　X 線検査装置導入による異物混入防止徹底とリードタイム短縮への取組み

■取り組み内容と成果
既存パックライン末端に X 線検査装置を追加設置したことで、様 な々形状、長さの異物
を検出できるようになった。また、透過画像による形状認識により欠品、割れ、欠けも検
査でき、より幅広く異物検出に対応できるようになった。さらに、リードタイムが大幅に短
縮されたことで、生産性が大きく向上し、お客様に満足してもらえる商品づくりが可能に
なった。 X 線異物検査機設備一式

吉村醸造株式会社
■所在地　いちき串木野市大里3868 ■代表者　代表取締役　吉村康一郎

■事業テーマ
　ソース製造釜装置及び自動充填装置の導入による品質・供給の安定化

■取り組み内容と成果
ソース製造釜装置及び自動充填装置を導入することにより、最大製造量が３倍に増加し、
充填時間は３分の１に短縮された。作業効率が改善し、従業員の残業を大幅に削減でき
た。また品質が均一化され、安定した供給体制を整備することができた。

ソース製造釜・充填設備

日建ラス工業株式会社
■所在地　霧島市溝辺町三縄578-5 ■代表者　代表取締役　福島忠敬

■事業テーマ
　高品質な極薄箔製品の生産に伴う最新鋭金型製作設備の導入

■取り組み内容と成果
最新鋭の高精度ワイヤ放電加工機、NC 細穴放電加工機、精密平面研削盤を導入し課
題解決を図った。これらの導入により、超硬素材の金型の持つ反り、歪みの除去、細穴
加工、仕上げ加工による高加工精度を達成し、高速加工に耐えうる高性能な金型を製作
することが可能になった。かつ工期も短縮することができ、低コストで品質の安定した極
薄箔製品を生産できるようになった。 ワイヤ放電加工機
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東フロコーポレーション株式会社
■所在地　霧島市隼人町住吉258 ■代表者　代表取締役　田畑隆一郎

■事業テーマ
　薬液仕様に特化した新規計測設備（生産性の向上及び安全化の推進）

■取り組み内容と成果
ヘリウムリークディテクタユニットと薬液供給ユニットを導入し、流量計測器の製造現場
において、計測・検査時間の短縮、製品精度の向上、収集データの安定化を実現した。
併せて、高温な薬液を含む様々な薬液へ対応することが可能になったため、新規開拓や
新分野への進出を図る。

薬液対応の超音波流量計

キリシマ精工株式会社
■所在地　霧島市国分川原918-7 ■代表者　代表取締役　西重保

■事業テーマ
　丸物精密部品の高精度加工要求に対応する CNC 旋盤導入事業

■取り組み内容と成果
今回導入した CNC 旋盤は、マシニングセンタに匹敵する切削性能を持ち、回転速度、最
大トルクともに高性能を誇り、リードタイム短縮に絶大な効果を発揮した。発熱や振動を
最小限に抑制しつつ伝達効率を向上させ、最高加工径・最大加工幅を大幅に高めること
ができた。

旋盤加工品（鳥かご）

鹿児島ケース株式会社
■所在地　日置市吹上町与倉4954-19 ■代表者　代表取締役　居迫伸孝

■事業テーマ
　超精密板金加工による医療関連機器コア部品の製造

■取り組み内容と成果
最新式のプレスブレーキを導入し、自社ノウハウを活かすことで非常に高精度の特殊形
状加工が可能となった。
サンプル製品を検証した結果、所期の目標精度である±0.1mm 以内を達成することが出
来た。また機械導入によりリードタイムも10% 短縮することができ、生産性向上に大きく
貢献した。加工精度が向上することにより、半導体製造装置等の部品のみならず、医療
関連機器への参入も可能になった。 精度の高い曲げ加工

株式会社薩摩鉄筋工業
■所在地　霧島市国分川原1066 ■代表者　代表取締役　中山太郎

■事業テーマ
鉄筋加工における主筋自動曲げ装置を導入し、作業工程の短縮化と品質・生産性向上による競争力強化

■取り組み内容と成果
自動曲げ機を導入したことで、曲げ加工工程を55% 短縮させることができた。なかでも、
2～3名必要としていた作業員が1～2名で可能となったことで、他の作業または現場施工
に人員を送れるようになった。曲げ加工において熟練工でなくても精度の高い部品が作
れるようになり、若手担い手不足の解消につながっている。

主筋自動曲げ装置
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株式会社南光
■所在地　鹿児島市七ツ島2-1 ■代表者　代表取締役　上田平孝也

■事業テーマ
　最新３D レーザー加工機導入による一括生産で生産性向上

■取り組み内容と成果
3Dレーザー加工機導入により、今まで複数工程で加工していた材料を１台で加工出来る
ようになり、作業時間が大幅に短縮された。1つの工場に集約したことにより加工ノウハ
ウの情報が集約できるようになり、それぞれの技術を共有することができた。また材料
の歩留や残材ロスも低減でき生産性が向上した。

形鋼用３D レーザー加工機

日置南洲窯
■所在地　日置市日吉町日置5679 ■代表者　西郷隆文

■事業テーマ
　シラスバルーンを用いて製造するオリジナル楽焼「薩摩黒楽」の試作開発

■取り組み内容と成果
シラスバルーンを生かした断熱・保温性の高いオリジナルの楽焼を製品化し、薩摩の地
から茶の湯への参入を目指した。シラスバルーンは、1,000℃程度の低火度でも軽量性や、
断熱 · 保温性の要因となる高気孔率を維持できるため、薩摩焼の特徴と楽焼の長所を併
せ持つ。新素材で「楽焼」手法を用い、新しい薩摩焼のジャンルを確立するため、楽焼
用の窯を導入した。 薩摩黒楽

株式会社コズマ
■所在地　霧島市国分中央3-12-8 ■代表者　代表取締役　小妻幸造

■事業テーマ
　高性能刺繍機等を導入し生産システムを IoT化し、生産性と効率を強化する

■取り組み内容と成果
導入した12色1頭式多機能型刺繍機により、刺繍に要する時間を半減でき、またレーザー
加工機により生地の裁断はもちろん、あらゆる素材への名入れ加工を4～5倍のスピード
で行えるようになった。また導入した機械をIoT化し、業務全体を飛躍的に効率化できた。

レーザー加工機

有限会社輝広
■所在地　鹿児島市新町4-17 ■代表者　代表取締役　野崎輝徳

■事業テーマ
　屋久杉と大島紬を融合させた新しい製品開発と生産効率向上

■取り組み内容と成果
「レーザー加工機」「NC ルータ」「パネルソー」の3台の機械を導入し、弊社オリジナル
の屋久杉と大島紬を融合させた新しい製品開発と生産効率向上に取り組んだ。その成果
として大幅な製作時間の短縮と生産コスト削減が可能となり、受注生産体制が確立でき
た。

屋久杉と大島紬のコラボ
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株式会社アルナ
■所在地　薩摩川内市冷水町上床551-7 ■代表者　代表取締役　雪山大

■事業テーマ
　簡易取付展示会用アルミ額の多色展開により付加価値増加で生産性 UP

■取り組み内容と成果
額縁のアルミフレーム、アルミフレームを結合するコーナー金具、キャンバスを固定するワ
ンタッチ押さえの3点の製造金型と着色用のラッピング治具を導入した。これにより製造
のリードタイムが大幅短縮され生産性が向上した。また見た目がきれいで取付簡単な多
色アルミ額縁を短納期で提供する体制が構築できた。

ラッピングされたフレーム

株式会社オリンピア商事
■所在地　薩摩川内市入来町副田1389 ■代表者　代表取締役　岩下王武

■事業テーマ
　市場価値の低い金属系混合くず等を金属資源材として再生活用する設備の試作開発及び導入

■取り組み内容と成果
異なる磁力を設定した複数の磁選機、ベルトコンベア等を連結させ、数次の工程を経て
アルミ含有率が低く有価性を持たない混合ダライ等の金属系廃棄物をアルミニウム、鉄、
ステンレス、銅等に自動で分離選別する金属選別システム設備を試作開発した。これに
より、付加価値とコスト面の強化が達成できた。

金属選別システム設備

有限会社吉松テント
■所在地　鹿児島市小山田町90 ■代表者　代表取締役　吉松眞一

■事業テーマ
　中・大型テントの加工技術の確立と生産性の向上を図る

■取り組み内容と成果
自動裁断機導入により、裁断作業、採寸ライン引きを短時間に大量に行うことが可能に
なった。自走式溶着機導入により溶着作業を省力化、リードタイム短縮、さらに折りジ
ワの解消等品質向上することができた。グロメット自動打ち機の導入では、10倍程度のス
ピード加工が可能となり、製作できなかった大型テントの製造が可能になった。

中型テント倉庫施工例

株式会社クロスメディア
■所在地　鹿児島市新屋敷町24-5 ■代表者　代表取締役　盛満公平

■事業テーマ
　焼酎ラベル等の特徴のある紙に金・銀の印刷を最適で簡易に施す取り組み

■取り組み内容と成果
オンラインで C・M・Y・K のカラーにゴールドが同時に印刷可能なデジタル印刷機と、当
社の技術・ノウハウを合わせた結果、焼酎ラベルの生産工程プロセスの改善と生産体制
の確立を図ることができた。

デジタル印刷機
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日本有機株式会社
■所在地　曽於市末吉町諏訪方4122 ■代表者　代表取締役　野口愛子

■事業テーマ
　安心・安全・健康的な食の提供と「農」を通しての地域貢献の創造

■取り組み内容と成果
真空低温調理、レトルト加工等を用いた新商品を開発、製造することが可能になった。また
製造コストを削減し、衛生的で安心安全な商品づくりができた。本事業による設備を活用し、
試作、商品化することで介護施設、医療施設に販売できる。顧客ニーズに応える加工食品
が提供できるため、鴨を用いた加工食品のブランド化を図る。

黒鴨を使用した商品

タートルベイ醸造
■所在地　大島郡徳之島町亀津830 ■代表者　代表者　徳田公一

■事業テーマ
　少量・多品種の炭酸飲料加工システムの導入

■取り組み内容と成果
手動炭酸飲料充填機、炭酸用キャッパー、卓上型半自動ボトルラベラーの導入により、
当初想定していた1日あたり2,500本の生産が十分可能となった。農業者など六次産業化
を目指す事業者と連携し、生産販売体制を構築できた。また、大手メーカーでは困難な
小ロットで炭酸飲料を製造することで、マーケット拡大を図る。

屋久島塩サイダー、徳之島闘牛コーラ

本坊酒造株式会社
■所在地　鹿児島市南栄3-27 ■代表者　代表取締役　本坊和人

■事業テーマ
　今までにない新工法の発酵工程とスピリッツ蒸留器を活用した蒸留酒の開発

■取り組み内容と成果
海外の製造現場で使用されるスピリッツ蒸留機を導入することにより、間接加熱方式によ
る製造、精留塔によるアルコール分の高濃度化、農産物原料の風味付けに成功した。ま
た、本格焼酎やその他の蒸留酒を再蒸留させることにより、新たな味わいの蒸留酒開発
が可能になった。これにより、ジャパニーズスピリッツの海外市場への展望が拓けた。

Japanese　GIN　和美人

セイカ食品株式会社
■所在地　鹿児島市西別府町3200-7 ■代表者　代表取締役　玉川　浩一郎

■事業テーマ
　新型製函機の導入による、菓子製品の衛生品質向上と商品開発計画

■取り組み内容と成果
飴菓子等を詰めるサック箱を形成する新型製函機の導入で増産が可能になり、異物混入
リスクの低減など、衛生品質が向上した。作業性が大きく向上し、作業者の負担が緩和
された。また、トラブル検知センサーが搭載されており、箱紙を噛み込んでしまい、停止
してしまうことも防げるようになった。

製函機
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株式会社奄美大島宇検農産
■所在地　大島郡宇検村大字湯湾2920-4 ■代表者　代表取締役　渡慶道

■事業テーマ
　バガスと黒糖焼酎粕によるキクラゲ類の菌床栽培での試作開発

■取り組み内容と成果
バガスと、黒糖焼酎粕を栄養材として利用し、キクラゲ培地 ( 菌床 ) を調整し、菌床栽
培を行った。1～2か月間屋内にて発酵させたバガスを培地基材に活用し、黒糖焼酎もろ
みを減圧蒸留した黒糖焼酎粕を栄養材として用いて栽培を行った。一般的には、菌床重
量の40% が収穫の理想量と言われているが、理想値の約1.5倍収穫することができた。

「酒の友」「ご飯の友」佃煮

株式会社わくわく園
■所在地　姶良市加治木町反土4-15-249 ■代表者　代表取締役　青木基暢

■事業テーマ
　スティック充填機導入による高付加価値桑青汁製品の開発

■取り組み内容と成果
スティック充填機導入により、輸送リスク、納期リスクの改善が図られるとともに製造コス
トが大幅に軽減された。厳しい健康食品市場の中、高付加価値の新商品で40代以上の女
性を新たなターゲット層とし、優良顧客の確保に向けて販路を拡大する。

桑青汁製品

有限会社パン工房麦穂
■所在地　出水市緑町27-5 ■代表者　代表取締役　渕上淳二

■事業テーマ
　コンクール受賞作品の生産体制の効率化と事業基盤の整備強化

■取り組み内容と成果
多数のコンクールで入賞している「ご主人様もいっしょに食べられるワンちゃんのおやつ」を製造す
るためには、800個製造するために3人が3時間作業しなければならなかった。包餡機、ワイヤカッ
タースライサー導入後は、1人が1時間作業すれば、3,600個製造することが可能になった。作業
効率は約40倍と大幅に向上し、より低価格で高品質な商品を提供できるようになった。新規顧客
層への展開、商圏の拡大、顧客満足度の向上、サービス提供プロセスの改善等成果が図られた。 ご主人様もいっしょに食べられるワンちゃんのおやつ

株式会社船倉
■所在地　薩摩川内市白和町4-12 ■代表者　代表取締役　船倉三千代

■事業テーマ
「より健康になる珈琲」への挑戦。その一歩として「しょうが珈琲」等の試作開発と県内産物消費拡大を目指す

■取り組み内容と成果
最新式の珈琲焙煎機導入により、あらゆる条件下での品質 · 味の安定性が向上し、また
連続焙煎が可能であるため時間の短縮化とコストダウンが図れた。また、世界各地の産
地ごとに、微妙に違う個性のある珈琲豆の特徴を最大限に引き出すことが可能であり、
香りのよさ・甘み・コクを活かした、「しょうが珈琲」の試作品が完成した。

鹿児島みちる　しょうが珈琲
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有限会社鹿児島ますや
■所在地　姶良市宮島町29-3 ■代表者　代表取締役　米増昭尚

■事業テーマ
　全国的にも珍しい長期間常温保存が可能な「健康に優しい無添加ウインナー」等の開発・販売

■取り組み内容と成果
フードカッター、スモークハウス、レトルト釜などの設備を導入し、ミネラル豊富な塩のみ
で結合された肉を高温高圧で処理しても羊腸が破れない技術を確立した。これにより、
長期常温保存が可能で、安全・安心な「健康に優しい無添加ウインナー」の供給体制が
整い、より多くのお客様への提供が可能となった。

無添加ウインナー

合資会社新原味噌醤油工場
■所在地　薩摩川内市樋脇町市比野１４１-1 ■代表者　代表社員　新原建次

■事業テーマ
　自社ブランド「美しい麦みそ」製造の生産プロセス改善による高付加価値商品化事業

■取り組み内容と成果
自社の主力商品「美しい麦みそ」の生産プロセス改善により、これまで課題となっていた
発酵工程における味噌の転倒作業の機械化、熟成工程における品質維持に重要なチロ
シン防止のための専用冷蔵庫、包装工程における密封作業の機械化を行うことで生産性
および品質向上による高付加価値商品化が可能となり、新たな販路拡大の体制が整っ
た。 味噌カップ用ハンドシール機

有限会社大成畜産
■所在地　曽於市大隅町大谷5066-6 ■代表者　代表取締役　大成英雄

■事業テーマ
　有限会社大成畜産

■取り組み内容と成果
桜島灰干しによる長期保存可能な豚肉加工品を開発するため、ブラストチラー、スチー
ムコンベクションなどの設備を導入した。今回開発した内臓のドライエージング商品は競
合他社に類を見ない商品であり、当社がこれまで取引をしていなかった新たな企業との
取引を目指す。

灰干しステーキ

株式会社ブンカ工芸社
■所在地　鹿児島市石谷町3655 ■代表者　代表取締役　峯元信明

■事業テーマ
　看板の製作管理の IT 環境構築と製品品質・効率の向上

■取り組み内容と成果
品質向上のためには、耐久性の高い材料の使用と加工精度の向上が必要であるが、プレ
ス加工機の精度が低く、そのたび補正作業を行っていた。3D-CAD システムを導入し、
データ連携可能な高性能プレスブレーキ機を導入した結果、生産効率が向上し、安定し
た品質を提供できるようになった。

高精度な試作品
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株式会社川内建装
■所在地　薩摩川内市上川内町2934 ■代表者　代表取締役　稲留孝男

■事業テーマ
高性能防音パネルによる、組合せ自在な汎用性の高いサイレンサー（防音パネルシステム）の開発及び製作

■取り組み内容と成果
防音パネルの基本形状をベースに、汎用性が高く、必要な場所に必要なサイズを容易に
組み立てられる2種類の防音パネルシステムの開発を行った。遮音性能は目標値にやや及
ばなかったものの、防音ドア、LED 照明、換気口等を備えた、様々な使用環境に対応で
きるパネルを開発できた。

防音パネルシステム

株式会社ナルオ
■所在地　鹿屋市笠之原町1141 ■代表者　代表取締役　鳴尾健次郎

■事業テーマ
　最新モデル自転車部品の複雑かつ高精度化及びコスト削減の実現

■取り組み内容と成果
より複雑かつ高精度な加工に対応し、コストも削減することが課題である。そこで当社
の生産プロセス改善を行い、取引先からの要求に応え、安定供給を実現する生産体制の
構築を図った。導入したマシニングセンタと CAD/CAM システムの連動により、高精度
加工を実現できた。併せて、生産リードタイムの短縮によるコスト削減が可能となった。

三次元加工

日本ハードウェアー株式会社
■所在地　曽於郡大崎町永吉5875 ■代表者　代表取締役　小川益治

■事業テーマ
　顧客ニーズに合った金属変形把握用モデル材料の生産技術開発

■取り組み内容と成果
弊社が取り扱うモデル材料（Floss）の拡大生産を可能にする混錬装置等を購入した。
これに当社の技術・ノウハウを合わせ、生産工程プロセスが改善され、生産能力は約10
倍に向上した。また、振動脱気装置を導入したことで新たな生産手法を確立できた。

モデル材料 Floss

有限会社内山製作所
■所在地　薩摩郡さつま町永野4658-1 ■代表者　代表取締役　内山一徳

■事業テーマ
　荷重変換機ロードセルの品質及び生産効率向上事業

■取り組み内容と成果
トラックの積載重量などを計量するための測定器に組み込まれる「ロードセル」と呼ばれ
るコア部品の加工精度及び加工効率の向上を図るため、最新の5軸マシニングセンタを導
入した。これにより、加工精度が±15μｍ以内となり、大幅に向上した。また、段取り時
間を含めた加工時間は、約40％短縮することができた。

加工中のロードセル
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協業組合ドゥ・アート
■所在地　鹿児島市城南町2-25 ■代表者　代表理事　竹下とみお

■事業テーマ
　白インクを使った事業・デザイン展開

■取り組み内容と成果
白インクを使用できるデジタルプリンタを導入し、用紙の材質を活かしたブライダル招待
状をデザインした。金・銀系の紙はもちろんのこと蛍光色の紙やナチュラル系のクラフト
紙、暗めのコットン紙に印刷して、他社との差別化を図った。他のオリジナル商品のイメー
ジアップにも繋がり、受注が増えることが期待される。

ブライダル製品

カクイ株式会社
■所在地　鹿児島市唐湊4-16-1 ■代表者　代表取締役　岩元正孝

■事業テーマ
　画期的な「綿包製品」を製造するための自動綿包製造装置の導入

■取り組み内容と成果
自動綿包四辺折り装置の導入により、作業時間が短縮され、コストが削減できた。これ
により従来採算が合わず外注していた綿包製品製造を内製化できた。また品質が向上
し、医療現場のニーズに対応できるようになった。

綿包四辺折機

有限会社海潟ドライ
■所在地　垂水市海潟１ ■代表者　代表取締役　和田輝明

■事業テーマ
　企業への販路開拓に向けた自動化設備導入による「即日配達」の展開

■取り組み内容と成果
ドライ機、人体フォーマー、全自動平面包装機の導入により、生産ラインが自動化され、
生産性の向上と業務効率化が実現できた。これにより「即日配達」の展開が可能となり、
他社との差別化及び新規顧客層へ向けての販路開拓が可能となった。

平面自動包装作業風景

メイワ医科工業株式会社
■所在地　鹿児島市七ツ島1-4-8 ■代表者　代表取締役　時村友一郎

■事業テーマ
　医療・福祉施設の投資額削減と入浴介助作業の軽減を目的とした自立型リフターの開発

■取り組み内容と成果
従来からの壁面固定型リフターではなく床面独立固定型リフターを開発することで、壁面
に隣接していなくとも入浴介護リフターを設置できるようになった。施設にとっては簡易
な改装で入浴設備面の魅力を大きくアピールできるようになった。患者・介助者にとって
は機器設置上の制約を受けずに、十分な広さの浴槽での安全な介助及び入浴が期待で
きる。 自律型リフター


