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産業振興財団は
企業とともに考え行動します

公益財団法人 長 崎 県 産 業 振 興 財 団

公益財団法人

長崎県産業振興財団

長崎県産業振興財団は、長崎県内における中小企業を対象とした中核的支援機関として平成 13 年 4 月
1 日に設立されて以来、長崎県の「地域経済の活性化」と「雇用の拡大」のために、現場第一主義で多く
の企業を訪問し、様々な取り組みを行っております。
平成２５年４月１日には公益財団法人へ移行し、「公益財団法人長崎県産業振興財団」として、新たな
スタートを切りました。これまで以上に「企業とともに考え、行動する産業振興財団」として、県内企業
の皆様を総合的に支援して参りたいと考えております。

財団が行う４つの事業
１．地場中小企業への取引拡大支援
２．起業、新事業展開への支援
３．研究開発、事業化への支援
４．企業誘致の推進

現場第一主義の徹底
企業の皆様との
対 話

沿

企業の皆様への
情報提供

企業の皆様への
フォロー

革

昭和４１年９月

㈶長崎県中小企業設備近代化協会設立

昭和４６年７月

㈶長崎県下請企業振興協会設立
㈶ナガサキ・産業技術開発センター設立

昭和５９年７月
昭和６０年４月

設備近代化協会と下請企業振興協会を統合し
㈶長崎県中小企業振興公社へ名称変更

昭和６３年 12 月

㈶ナガサキ・テクノポリス財団に名称変更

平成

㈶長崎県産業技術振興財団に名称変更

９年４月

平成１３年４月
平成２５年４月

㈶長崎県産業振興財団（設立） 愛称

サンテックス（SUNTECS）

公益財団法人の認定を受け、
公益財団法人長崎県産業振興財団として業務開始

愛称の「サンテックス（SUNTECS）
」は、本県の産業が最新のテクノロジーをベースに、太陽［SUN］のように光り輝くことを願って名付けました。
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組織図及び各部門の担当業務
理

事

長

専務理事
業務執行理事
事務局長

（業務執行理事兼務）

（長崎）
総務・情報企画グループ
●企画調整、評議員会等の運営、人事、予算、広報
●企業支援情報等の提供

TEL 095-820-3838
TEL 095-820-8870

FAX 095-823-0009
FAX 095-823-0009

TEL 095-820-8860
TEL 095-820-8836

FAX 095-823-0009
FAX 095-823-0009

TEL 0956-25-2149

FAX 0956-25-9317

TEL 095-820-3091

FAX 095-827-5243

TEL 095-820-8890

FAX 095-827-5243

東京企業誘致センター

TEL 03-5212-9182

FAX 03-5215-5131

名古屋企業誘致センター

TEL 052-744-1880

FAX 052-731-7600

TEL 0957-52-1138

FAX 0957-52-1140

取引拡大支援グループ
●中小企業の取引拡大、販路開拓の支援
●中小企業の設備資金債権管理事務

佐

世

保

事

業

所

●県北地区の企業支援
●海洋関連技術開発の支援

新事業創出支援グループ
●創業・起業、新事業展開への支援
●相談窓口、専門家等の派遣

企 業 誘 致 推 進 本 部
●県外企業の誘致

（大村）
研究開発推進グループ
技術相談・事業化推進室
●研究開発、事業化への支援

受託プロジェクト推進チーム
●新成長ものづくり産業支援事業の推進
●新エネルギー産業等プロジェクトの推進
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地場企業の支援
中小企業の取引拡大と販路開拓を支援します。
《取引拡大支援グループ》

取引の紹介・マッチング
県外企業訪問や個別商談会、発注ニーズ調査の実施により発注案件を掘り起こし、県内登録企業に対
する情報の提供・紹介による取引マッチングで販路開拓を支援します。
また、全国の中小企業支援機関との連携により、広域的かつ迅速な取引マッチング支援や企業情報の
提供を行います。

県内外の発注企業訪問
受発注情報収集や発注分野開拓のため職員が県内外の企業を随時訪問し、必要な情報を提供します。

登録企業名簿 （長崎県企業ガイドブック）
財団に登録している企業の会社概要・機械設備などを掲載した冊子を県外優良企業に配布し、県内企業の
PR に活用します。

発注情報の提供
関東以西の企業約１, ４００社に対し発注ニーズ調査を年２回
実施し、調査結果による発注情報を提供します。

スポット商談会（随時受付）
県内企業（財団登録企業）が県外企業と商談するために招聘す
る県外企業担当者への交通費、宿泊費を助成します。

ビジネスマッチングフェア

ビジネスマッチングフェアの開催 （年２回：2月、7月）
県外の優良企業と県内企業との個別面談会や工場視察を開催し、新規取引拡大を支援します。

県外広域商談会
県外の大手企業内部での商談会や、九州他県の支援機関との合同商談会を実施し、広域的取引拡大を支援
します。

営業力強化のための支援
県内企業のＩＴ化による受注拡大・業務の効率化、ＩＳＯ認証取得支援や展示会出展ブースの提供等
を行い営業力の強化を支援します。

ＩＳＯ認証取得支援事業
ＩＳＯ認証取得企業がシステムを継続するための支援
ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１内部監査員養成研修会を長崎・諫早・佐世保地区で開催します。
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中古機械設備の売買情報の提供
中古機械の購入を希望される企業様向けに、県内中小企業が所有する遊休中古機械や、登録指定業者が保
有する中古機械の情報を提供します。不要な遊休機械をお持ちの企業様のご相談にも応じます。

人材確保支援 （技術者確保）
県内の技能訓練施設において、訓練終了前の訓練生に対し、会社ＰＲの機会を提供します。

後継者育成支援
県内企業の若手経営者や次期経営者に対し、経営学等の講座を開催します。

経営に関する相談受付
下請企業手形割引あっせん事業
下請代金の受取手形を、財団の証明により割引利率 1.55％にて指定金融機関で割り引くことができます。
（ただし、財団の登録企業が対象で、建設業や運送業などは除きます。）

取引適正化・各種経営相談受付
①取引適正化に関する相談に応じます。
②公正取引委員会などが実施する取引適正化講習会の支援。
③経営に関する各種相談に応じます。

中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関
国が認定する公的な支援機関として、事業計画作成および販路開拓に関する相談に対応します。
（例えば、経営力向上計画、経営革新支援制度、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の申請など）

下請かけこみ寺相談窓口
専任の相談員が下請取引に関する苦情相談や無料弁護士への取り次ぎなどを行います。
相談用フリーダイヤル
0120-418-618（通話料無料）

お問い合わせは

取引拡大支援グループ

TEL:095-820-8860 FAX:095-823-0009
E-mail:business@joho-nagasaki.or.jp

4

ナガサキ地域未来投資促進ファンドによる助成事業
《研究開発推進グループ》
地域未来投資促進法に基づき長崎県が策定した基本計画に定める３つの分野と、本県製造業の一
定の割合を占め、本県の特色ある産業のひとつである食料品製造業分野を合わせた４つの分野を支援
重点分野※として、県内の中小企業者等が、長崎県の強みを活かして経営の革新や創業を行う取り組
みについて、助成事業による支援を行います。これにより、本県経済を牽引する産業の創造と集積を
目指します。
※支援重点分野とは
①成長ものづくり分野
関連企業が多く集積している造船・プラント
関連分野及び既存技術の応用と今後の成長が
期待できる航空機関連分野など

③第４次産業革命分野
あらゆる産業分野で必須となることが見込ま
れ、今後の高い成長が期待できる半導体、ロ
ボット、組み込み、IoT分野

②環境･エネルギー関連分野

④食料品製造業分野

助成対象者

⑴
⑵

助成事業名

助成事業の概要

助成率

助成限度額

助成期間

基礎技術を応用して新技術・製品・試作
品開発等のため、初期段階における研究
開発に取り組むことや、自社開発製品等
の事業化や市場化を図るための事業化調
査、市場調査に必要な経費を助成

2/3以内

300万円

1年以内

商品化研究・
開発支援事業

自社の新技術、新製品、試作品の研究
開発や県内にはない技術導入のための研
究開発に必要な経費を助成

2/3以内

500万円

2年以内

見本市出展支援事業

自社開発製品等の販路開拓のために、
見本市等の出展に係る必要な経費を助成

2/3以内

100万円

1年以内

自社開発製品等の品質・生産性向上、
販路拡大のための国際規格等認証取得に
係る必要な経費を助成

2/3以内

200万円

2年以内

技術応用開発・
事業化調査事業

【プレゼン審査】

【プレゼン審査】

【書面審査】

認証取得支援事業

【書面審査】

お問い合わせは
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製造業・情報通信業を営む県内中小企業者等で、同分野での事業拡大に取り組む方
上記以外で、製造業・情報通信業に新たに取り組む以下の方
①県内において創業する方
②県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等
③県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人

研究開発推進グループ

TEL:0957-52-1138 FAX:0957-52-1140
E-mail:oomura@joho-nagasaki.or.jp

企業支援情報の提供
中小企業の経営革新に役立つ経営支援情報をタイムリーに提供します。
《総務・情報企画グループ》

インターネット等を活用した支援情報提供
財団のホームページ「よかネット長崎」では、県内中小企業のワンストップサービスの窓口として、
経営支援情報をタイムリーに提供しています。

主に提供している情報
○支援事業の紹介、支援情報の提供
○国、県、関連機関からの支援情報の提供
○長崎企業ガイドブック（県内企業情報の検索）
○企業支援ガイド（中小企業向けの支援制度の検索）
○長崎県企業立地ガイド
○企業立地に役立つ不動産情報
財団ホームページ▶
「よかネット長崎」
トップページ

「よかネット長崎」メールマガジン 配信サービス登録のご案内

登録は
無料です

「よかネット長崎」メールマガジン配信は、最新の支援施策情報などを皆様にお知らせすることを目的
としたサービスです。
最新の情報をタイムリーに知ることができますので、是非ご登録のうえ、経営にお役立てください。
内

容

配 信 日
登録方法

当財団が実施する事業のほか、長崎県、国、関係支援団体からの公募情報、支援施策情
報、各講演会・講習会など、県内中小企業の方々にお役に立つ情報をお届けしています。
毎週木曜日

メルマガよかねっと

検索

※左記検索で表示される「メールマガジンの配
信サービス」ページからご登録ください。

ＩＴ活用のための支援
ＩＴ活用についてのアドバイス
企業における様々な問題点を、ＩＴ環境を活用して改善するお手伝いをいたします。面談・電話・メー
ルによるアドバイスを実施しています。お困りのことなどがありましたら、ご相談ください。
○生産性向上や業務効率化
○インターネットを活用した情報発信支援
お問い合わせは

総務・情報企画グループ

TEL:095-820-8870 FAX:095-823-0009
E-mail:soudan@joho-nagasaki.or.jp
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起業・新事業展開への支援
創業の初期から事業化、発展と企業の成長段階に応じたご相談にお応えいたします。
《新事業創出支援グループ》

窓口相談
窓口相談として創業や新事業分野進出等の様々なご相談に対応しております。
（1）専門家・企業インストラクター派遣
財団に登録している中小企業診断士・税理士・弁理士などの専門家や、各種の技術・ノウハウを
有する企業インストラクターを、スタートアップ及び中小企業の皆様の経営改善から研究開発、技
術開発などの各種相談に応じて派遣します。
○専門家……………………企業様に費用の１/3 をご負担いただきます
○企業インストラクター…企業様のご負担なし
（2）新事業展開集中支援事業
県内企業が温めている新事業の展開を集中的に支援します。戦略立案支援・実行への側面支援を
行います。
○新事業とは
・既存事業とは異なる事業分野への進出 ・新商品の提供 ・新市場への開拓

起業を志す方への情報提供、交流の場（スタートアップラウンジ）
起業に関心がある方、検討を始めた方、起業に着手され
た方へスタートアップに関する情報と交流の場を提供しま
す。（起業経験者の体験談、参加者との交流 等）

N ＡＧＡＳＡＫＩ起業家大学
起業をお考えの方、県外市場や新規事業分野への進出をお考えの方、会社の経営戦略を見直したい
方などを対象に、新たな事業を始める前に検討すべき事項や必要な準備から、事業計画書／収支予算
書の考え方やポイントなどを学べる実践的なセミナーを開催します。
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スタートアップ交流拠点「CO-DEJIMA」の運営
「CO-DEJIMA」はスタートアップ企業や起業を希望する人、企業、大学、金融機関など、様々な
人材が交流し、アイデアや技術を高め合うことで、新たなサービスを形にする拠点です。
「CO-DEJIMA」では、交流が促進するようにセミナーやワークショップ、ミーティングができる
スペースをご用意しています。
■アイデアをかたちにする場
新しいアイデアをかたちに出来る場として様々な視点からサポートします。また、サービスを
実証するための分析や検証・改良の環境として、長崎県が提供するクラウド環境を活用すること
ができます。
■協働を生むコミュニケーションの場
トークセッションやワークショップ、セミナーを通じて様々な人が交流し、課題やアイデアを
共に発見・解決できる長崎での新しい仲間づくりを応援します。
■創造的協業をつなげる場
ビジネス・サービス・創業に関するご相談の窓口として、ビジネスに不可欠なパートナー（県
内大学・企業・市町など）とのマッチングの機会を提供し、事業化をサポートします。
■スタートアップビジネスの場
起業したい・成長したいという方へ、CO-DEJIMA 内の固定ブース ( 約 4㎡／有料 ･ 席数限定 )
の提供やイベント・ワークショップ開催の場、チームでの共同作業の場として、事業化のヒント
を得ながら無料でご利用いただけます。（一部有料のサービスがあります）

CO-DEJIMA 概要
場
所：出島交流会館 2 階（長崎市出島町 2-11)
開館時間：12:00 ～ 20:00（火～土曜日）
※固定ブース入居者は 24 時間利用可能
閉 館 日：日・月・祝・年末年始
お問合せ：CO-DEJIMA 事務局
TEL：095-800-1390
www.co-dejima.jp

お問い合わせは

新事業創出支援グループ

TEL:095-820-3091 FAX:095-827-5243
E-mail:venture@joho-nagasaki.or.jp
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研究開発・事業化への支援
県内産業の様々なニーズに基づいた研究開発、事業化研究等を支援するとともに、
新産業創出につながる産学官のプロジェクト研究を推進します。
《研究開発推進グループ》《佐世保事業所》

主な活動内容
●技術相談・事業化推進室
・相 談 対 応

県内企業の開発案件、事業化案件を
対象にコーディネーターが対応
・研究会の設置 必要に応じて、研究者や専門家を交え、
課題解決のための勉強会を実施し、
計画策定を支援

●新技術及び新商品開発マッチング

・県内企業等のニーズ・シーズの調査
・新技術や商品の種を探索
・県内外の産業界、大学、公設試他最適のパートナーと
のマッチング

●公募研究開発資金獲得、事業化支援

・新技術・新商品の開発に向け、国等の研究開発資金
の獲得を支援
・事業化支援要請への外部機関との連携

産学官イノベーション創出プロジェクト事業
大学等や県研究機関など産学官の連携による実用化技術の研究開発や技術の活用を支援すること
により、地域イノベーションの創出を促進し、県内企業の新事業の創出や新分野への参入を支援しま
す。
⑴産学官金連携サロンの開催
産学官による共同研究組成を推進するため、マッチングの場としての産学官金連携サロンを開催
します。
⑵戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）における管理等支援
県内企業と大学・県研究機関等が共同研究により、製品開発を行う取組を支援するため、事業管
理機関の引受け等を致します。
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プロジェクト事業
●新成長ものづくり産業支援事業
県内ものづくり企業の事業拡大の取組について、県外に向けた技術営業展開を支援することによ
り、県外需要の獲得を目指します。特に、産業機械・ロボット関連分野、半導体産業分野、航空機
産業分野について企業間連携の支援に重点的に取り組みます。
●新エネルギー産業等プロジェクト促進事業
新エネルギー・環境関連産業分野への県内企業の進出を促進し、新たな産業集積を形成するため、
平成 19 年度に設立した「長崎環境・エネルギー産業ネットワーク」を通じて、地場企業を支援します。

・環境・新エネルギー分野に参入する県内企業の製品開発や事業化を支援
中小企業者が、共同で取組む案件について、連携体のマッチングや事業化計画の策定支援

研究開発支援施設（貸研究室）
研究開発推進グループ（大村）に、新技術・新製品の研究開
発を支援するための貸研究室を設置しており、創業支援をはじ
めとして、長崎県工業技術センターと連携しながら産学官の共
同研究を支援します。

・5室（1室42.12㎡） 58,000円（消費税込み）
電気、水道、清掃及び警備等の一般事務にかかる維持管理
費については、原則として上記使用料に含みます。
お問い合わせは

研究開発推進グループ

TEL:0957-52-1138 FAX:0957-52-1140
E-mail:oomura@joho-nagasaki.or.jp

海洋技術振興事業
地域企業の海洋関連の産業振興を図るため、海洋の環境保全・船舶関
連等の技術開発を進める中小企業を支援します。

●支援内容
地域産業の高度化及び地域に求められる海洋技術の開発・調査研
究に関するもので、産学官の共同研究を行うテーマを募集し、テー
マ１件につき350万円を限度として委託を行います。
※金額については、変更になる可能性があります。
【平成30年度採択テーマ】
・「AIとCFDを用いた革新的な船型設計法の開発」
・「水中自動給餌機原理モデルの開発」

お問い合わせは

佐世保事業所

粕谷製網株式会社
フィールド試験中の「水中自動給
餌機モデル」

TEL:0956-25-2149 FAX:0956-25-9317
E-mail:sasebo@joho-nagasaki.or.jp
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企業誘致の推進
雇用の創出と県民所得の向上を目的に、県外企業の誘致を積極的に推進します。
《企業誘致推進本部》

2020年度までの目標
県外企業を誘致することにより、2,700 人の雇用を創出します。
（「ながさき産業振興プラン」の目標数値）

企業の”WANTS”に応える立地支援
企業が進出しやすい、魅力的な立地支援策をご用意しております。

■オフィスビル「クレインハーバー長崎ビル」の概要
企業誘致の受け皿として整備したオフィスビルです。
●名

称 : クレインハーバー長崎ビル

※長崎港の古称「鶴の港」から命名
●フロア構成：［1 階］

エントランス、駐車場

［2 〜 6 階］ オフィスフロア
●面

積：1 フロア

約 340 坪（柱レス構造）

●非常用発電機（専用部、共用部）を完備
●建物の耐震性能（保有水平耐力）は建築基準法の 1.6 倍
●竣

工：2017 年 12 月 15 日

【賃 貸 料】賃

料：11,000 円 / 坪・月（税抜）

共益費：2,000 円 / 坪・月（税抜）
【入居条件】長崎県・長崎市と立地協定を締結する企業等

《ビル内イメージ》
エントランスホール（左）
ハイサイドライトと地窓による自然採光で明るく清潔
感があります。

執務スペース（下）
340坪の室内に独立柱を設けない「ロングスパン構造
フレーム」を採用し、OAフロア面（H＝100㎜）から2.8m
の天井高でゆとりのあるスペースです。
また、コーナー部には柱を設けていないので、長崎港が
一望できます。
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長崎県内の主な工業団地ＭＡP

工業団地名

所

在

地

分譲面積

分譲価格

分譲時期

①松浦市堂山工業団地

松浦市志佐町

1.00ha

6,000円/㎡

②平戸市工業団地

平戸市田平町

2.04ha

5,000円/㎡

③佐世保相浦工業団地

佐世保市相浦町

6.00ha

15,000円/㎡

④第２大村ハイテクパーク

大村市雄ヶ原町

12.40ha

⑤パールテクノ西海

西海市西彼町

2.30ha

5,000円/㎡

⑥南諫早産業団地

諫早市小栗地区

約20ha

13,600円/㎡（予定）

2020年一部分譲開始予定

⑦田中町企業立地用地（仮称）

長崎市田中町

2.40ha

12,000円/㎡（予定）

2021年4月予定

⑧神ノ島工業団地

長崎市神ノ島

14.40ha

2019年10月

10,000円/㎡（予定）

13,900円～23,700円/㎡

長崎県の企業誘致に関するお問い合わせは
企業誘致推進本部

〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6F
ＴＥＬ
：095-820-8890 FAX:095-827-5243 ［E-mail］ritti@joho-nagasaki.or.jp

東京企業誘致センター

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館14F
TEL:03-5212-9182 FAX:03-5215-5131

名古屋企業誘致センター

〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-10-17
TEL：052-744-1880 FAX:052-731-7600

長崎県東京事務所内

今池セントラル3階C-1
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公益財団法人

長崎県産業振興財団

I N F O R M A T I O N
当財団事業の趣旨にご賛同いただ
ける賛助会員を募集しています。

クレインハーバー長崎ビル
一般有料駐車場のご案内

クレインハーバー長崎ビル１階にある有料駐車場の管理・
運営を行っております。

【年会費】
一口１万円として、 二口以上のご加入をお
願いいたします。
ご加入いただいた法人、個人、団体の皆様
へ対し、 以下のようなサービスを提供して
います。

【駐車場の概要】
●所 在 地 クレインハーバー長崎ビル１階
（長崎市出島町１番 41 号）
●駐車台数 48 台、車いす用１台、荷捌き用 2 台
●駐車料金 30 分 （8 時～ 20 時）
120 円
（20 時～ 8 時）
60 円
24 時間駐車時の上限額
2,880 円
●営業時間 24 時間

賛助会員の特典
1．広報誌の無料配布
2．広報誌への広告掲載料の割引
3．財団主催の講演会、研修セミナーへのご優待
4．ＩＴ関連図書、統計資料、研修用ＤＶＤ等の
無料貸出・閲覧
詳細のお問合せは、
総務・情報企画グループ

長崎

※長崎県美術館など近隣の
提携施設をご利用の場合
は、割引を受けられます。

TEL：095-820-3838
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Nagasaki
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【企業誘致推進本部】
TEL 095-820-8890
【新事業創出支援グループ】
TEL 095-820-3091
FAX 095-827-5243（6F共用）

F

【総務・情報企画グループ】
（総務担当）
TEL 095-820-3838
（情報化支援担当）
TEL 095-820-8870
【取引拡大支援グループ】
（取引拡大支援担当）
TEL 095-820-8860
（金融担当）
TEL 095-820-8836
FAX 095-823-0009
（7F共用）

〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6・7F
〔E-mail〕nagasaki@joho-nagasaki.or.jp

大村

佐世保

Oomura

Sasebo

〒856-0026 大村市池田2丁目1303-8
【研究開発推進グループ】
TEL 0957-52-1138 FAX 0957-52-1140
［E-mail］
oomura@joho-nagasaki.or.jp

よかネット長崎
2019.4

URL

〒857-0043 佐世保市天満町1-27
長崎県県北振興局天満庁舎６F
【佐世保事業所】
TEL 0956-25-2149 FAX 0956-25-9317
［E-mail］
sasebo@joho-nagasaki.or.jp

https://www.joho-nagasaki.or.jp

