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３．採択事業者一覧 No.1

No.
コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者 事業名 採択年度

1 福岡県 シスメット株式会社 株式会社小松製作所
観測・予測・報知による低価格かつ高精度局地的気象

サービス「ZEROSAI」の事業化
H27・H28

2 福岡県 株式会社Windy 株式会社ISM
薬剤師の持参薬確認業務を効率化する画像処理システ

ムの提供事業
H28・Ｈ29

3 福岡県 株式会社大建
笠原工業株式会社

株式会社HFI

震災に強い新型基礎工法を用いたコミュニティ住宅の

提案
H28・Ｈ29

4 福岡県
株式会社ウエルクリエイト

※採択時は、「楽しい株式会社」

株式会社メンテックス

NPO法人循環生活研究所

民設民営(ＰＦＩ)方式地方自治体向け食品廃棄物地域

循環圏形成サービス事業
H28・H29

5 福岡県 芙蓉ディベロップメント株式会社
株式会社未来ケアデザイン

医療法人芙蓉会

高齢者医療の質を向上するテレケアシステムの開発と

販売
H28・Ｈ29

6 福岡県 株式会社AliveCast 株式会社三松
デジタルサイネージを活用したバーチャルショップ

サービス開発
H29・H30

7 福岡県
株式会社ネットワーク応用技術研

究所

株式会社ロジカルプロダクト

株式会社フィットプランナーズ

福岡県中小企業団体中央会

健康増進を目的としたリアルタイムな筋力トレーニン

グ状況の見える化サービスの提供
H29・H30

8 福岡県 株式会社ヴィンテージ
株式会社キシヤ

福岡県中小企業団体中央会

診療報酬加算計算・管理システム「iMedy(アイメ

ディ）」の運用サービスの開発・事業化
H30・H31

9 福岡県 株式会社ジウン ケイズヘルスケア株式会社
医療画像管理システムPACSのシェアードサービスの

開発及び事業化
H30・H31

10 福岡県 株式会社diffeasy
株式会社グレートビーンズ

福岡県中小企業団体中央会

スマートフォンと人工知能を活用したスポーツ大会運

営サポートサービスの開発・事業化
H30・H31



No.
コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者 事業名 採択年度

11 福岡県 株式会社三葉 株式会社ピクチャレスク
AIを活用した発達障がい児用検査・療育サービスの開

発と事業化
H30・H31

12 福岡県 株式会社ロジカルプロダクト
富士平工業株式会社

福岡県中小企業団体中央会

和牛の霜降り等級を、肥育中に超音波画像から推定で

きるサービス開発・提供
H30・H31

13 福岡県 スマートエナジー株式会社
株式会社KERBEROS

ENTERTAINMENT

音波通信によるチケット発券システム（オトチケ）の

開発とサービスの事業化
H30

14 福岡県 オングリット株式会社 株式会社Techno.send
高所点検ロボットとAI診断による、道路付属物点検業

務支援サービスの事業化
Ｈ31・Ｒ2

15 福岡県
株式会社コンピュータサイエンス

研究所

エクスペリサス株式会社

株式会社ゼンリンデータコム

外国人富裕層旅行客を対象とした「ＡＩスマートガイ

ド」の開発・事業化
Ｈ31・Ｒ2

16 福岡県 株式会社スポーツセンシング
株式会社ルミカ

株式会社しくみデザイン

スポーツ分野でIoTセンサーフュージョンとコミュニ

ケーションを統合した競技力向上支援サービス
Ｈ31・Ｒ2

17 福岡県 株式会社TCK

エルピクセル株式会社

BLUE TAG株式会社

株式会社ワイズ・コンピュータ・

クリエイツ

ナノレベルでの微細構造物の三次元画像データ生成

サービスの開発と提供
Ｈ31・Ｒ2

18 福岡県 株式会社HOA 株式会社chaintope
ＡＩとブロックチェーンを活用したフリー人材のマッ

チング／信用補完システムの開発・提供
Ｈ31・Ｒ2

19 福岡県 芙蓉開発株式会社
株式会社ソフト開発

医療法人芙蓉会

バイタルスコアで健康リスクを知らせるサービスをＡ

ＰＩで提供
Ｈ31・Ｒ2

20 福岡県 安心計画株式会社 株式会社Lib Work
アフターコロナ・ AI で 住宅営業マンの働き方改革を

推進 します！ ！（テレワークのその先へ）
Ｒ2
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３．採択事業者一覧 No.2



No.
コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者 事業名 採択年度

21 福岡県 Oasis株式会社

株式会社久留米原種育成会

久育種苗株式会社

イジゲン株式会社

株式会社サンカクキカク

農業×地域　全国種苗販売店ネットワークによる地域

のプロ農業者向け情報活用プラットフォームの開発・

事業化

Ｒ2

22 佐賀県 株式会社九州コーユー 株式会社佐賀IDC
AR技術を活用した教えやすいワクワクするプログラミ

ング教材の開発と提供
Ｒ2

23 長崎県 株式会社古川電機製作所

チムニー株式会社

株式会社長崎・マリンシステム研

究所

海水電解システムを用いた活イカ流通サービスの創出 H28・Ｈ29

24 長崎県 協和機電工業株式会社 株式会社菱光社
独自に開発したサブミクロンファイバーとIoTを活用

した排水処理サービスの提供
H30・H31

25 長崎県 PIEM株式会社
TNAソリューションデザイン株式

会社

ライフイベントサポートサービス「ラフィット」の事

業化
H30・H31

26 長崎県
オーシャンソリューションテクノ

ロジー株式会社

株式会社佐世保航海測器社

株式会社タカスイ

漁労長の分身としてＡＩが漁場選定等を行う、漁業者

支援システムの開発と提供
Ｈ31・Ｒ2

27 熊本県 株式会社くまもと健康支援研究所 株式会社ワイズ・リーディング
特定保健指導実施率向上を目的とした支援サービスの

開発
H27・H28

28 熊本県 シタテル株式会社 有限会社モード・レディース
小ロット・短納期で生産可能な、アパレル産業におけ

る新しい流通サービスの開発と提供
H27・H28

29 熊本県 株式会社エコファクトリー
有限会社丸井工業

株式会社イワサキ

ハイブリッド型輻射式冷暖房システムエコウィンハイ

ブリッド（ecowinHYBRID）の事業化
H28・Ｈ29

30 熊本県 Kuru-Lab株式会社

株式会社サンワハイテック

株式会社HTSライズ

株式会社ルネサンス

IoT・AIを活用した低酸素トレーニングパッケージ

サービス
Ｒ2
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３．採択事業者一覧 No.3



No.
コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者 事業名 採択年度

31 大分県 株式会社零SPACE 株式会社アドコンセプト

公共工事に不可欠な工損調査に係るITを活用した業界

初トータルサポートサービス（調査員ぷらす）アプリ

の開発・事業化

H30・H31

32 宮崎県 株式会社教育情報サービス ゼッタリンクス株式会社
質の高い教育効果と円滑な運営を提供する初めての教

育システムの事業化
H27・H28

33 宮崎県 株式会社オファサポート
シスココンサルティング株式会社

株式会社Qosmo

高齢者ドライバーの加齢と共に衰える身体機能を維

持・改善し、運転寿命を延伸する新サービスの実現
Ｈ31・Ｒ2

34 鹿児島県 株式会社南九州デジタル
リソースアクティベーション株式

会社

地元のお店でためしてから買える、人の絆とＩＣＴを

融合した安心通販サービスの開発
H27・H28

35 鹿児島県 株式会社エスポワール 株式会社栄電社
給食事業における検品作業を効率化する検品端末と受

発注システムの開発と販売
H30・H31

36 鹿児島県 株式会社福重電工
株式会社Bosai TUBE Japan

日米電子株式会社
低消費電力広域通信を用いた防災IoTの事業化 Ｒ2
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３．採択事業者一覧 No.4

※平成27年度から令和2年度までの採択事業者を掲載。

本事業は、単独では申請できず、中小企業者を中心とした連携体を構成する必要があります。

連携参加者とは・・・

連
携
体
の
要
件

１）「コア企業」を含め、２以上の中小企業者が参加すること

２以上の中小企業者の他、大企業や大学、研究機関、ＮＰＯ、組合等を加えることも可能。
ただし、半数以上が中小企業者であること。

２）役割分担、責任体制等が明確化していること

単に共同購買を行うのみ等の新たな事業活動の創出につながらない連携や、親事業者と下請事業者の取引関係、
通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある企業同士については、連携体とはみなしません。




