
3

２．活用事例

CASE 2 P5 株式会社ウエルクリエイト
福岡県北九州市／環境

CASE 9 P12 株式会社くまもと健康支援研究所
熊本県熊本市／医療・ヘルスケア

CASE 3 P6 株式会社ネットワーク応用技術研究所
福岡県福岡市／医療・ヘルスケア

CASE 1 P4 株式会社Windy
福岡県福岡市／医療・ヘルスケア

CASE 4 P7 株式会社ヴィンテージ
福岡県北九州市／医療・ヘルスケア

CASE 5 P8 株式会社diffeasy
福岡県福岡市／スポーツ

CASE 6 P9 株式会社三葉
福岡県北九州市／医療・ヘルスケア

CASE 7 P10 株式会社ロジカルプロダクト
福岡県福岡市／農林水産業

CASE 8 P11 協和機電工業株式会社
長崎県長崎市／環境

CASE 10 P13 株式会社零SPACE
大分県別府市／建設・建築・土木

CASE 11 P14 株式会社教育情報サービス
宮崎県宮崎市／教育

CASE 12 P15 株式会社南九州デジタル
鹿児島県鹿児島市／小売



●後発医薬品の促進等により医師、看護師も薬品名がすぐにわか
らない場合が多くなり、薬剤師による持参薬チェックの重要性が増
しているが、一方で薬剤師の業務負荷が増大し、結果として医薬
品の数量、種別違い等の問題が発生している。
●持参薬の利用が多くなるなか、薬品名違い、規格違い、用法用
違い等を未然に防止し、スピーディーに患者や医師へ情報提供を
行うことができる仕組み作りが課題となっている。

●施設・病院に持ち込まれた持参薬の画像を薬局に送れば、薬剤
を認識して薬品名、効能効果などの情報が施設、病院に報告さ
れる画像処理システムを開発。
●当システムは、処方箋を基にピッキングした薬剤や、薬局に持参し
た薬剤、患者宅に残っている薬剤等の画像撮影・監査を可能とす
る。
●市販のスキャナを活用することで安価なシステムの構築を実現。

※シート監査 ※錠剤監査

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

事業者名 地域 分野

平成２８～２９年度

株式会社Windy 福岡県福岡市 医療・ヘルスケア

プロジェクトの内容

事業の背景・課題

【商品評価・事業統括】

(株)Windy

・商品企画 ・ソフト開発技術

・設計ノウハウ ・ソフトのバージョンアップ

コア
企業

（福岡県福岡市）

【運用・マーケティング】

(株)ISM

・商品の実用性評価 ・マーケティング
・販売ネットワーク構築 ・マスタ登録・更新
・マニュアル作成 ・運用ソフト作成

連携
参加者

（福岡県福岡市）

企業
情報

株式会社Windy

代表者・担当者：中村 行延
住所：福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-9 ソフィアビル304
☎：092-474-1007／✉：HPのお問い合わせから

●中小機構のサポートも併せて受けることで、事業に対する客観
的意見などが受けられた。
●補助事業終了後も見越した計画を立て、事業化の見込みのあ
るプロジェクトを申請するべき。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【販売支援体制】 (株)薬進、(株)テクノネットワーク
(株)テクノシステム、(株)ケーエスエル
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●多くの自治体は、食品廃棄物処理において、減量が進まない、焼却炉
の老朽化、処理費用が高い等の課題を抱えている。

●食品リサイクルループを形成することで、有機農業推進・価値創出を図る
ことにより、道の駅の活性化等につなげ、地方創生施策を検討する自治
体もあり、食品リサイクルのループ形成が課題となっている。

プロジェクトの内容・成果

地域循環圏リサイクルセンター 堆肥場と農場試作装置

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

事業者名 地域 分野

平成２８～２９年度

株式会社ウエルクリエイト ※採択時は、「楽しい株式会社」 福岡県北九州市 環境

【堆肥化技術・システム開発】

(株)ウエルクリエイト

・食品廃棄物の堆肥化事業運営ノウハウ

・食品廃棄物堆肥化技術

コア
企業

（福岡県北九州市）

【排水処理技術の提供】

(株)メンテックス

・排水処理の企画・設営・運営ノウハウ
・複合酵素製剤による易分解化と微生物
による生物分解ノウハウ

連携
参加者

（埼玉県さいたま市）

【市民啓発活動】

NPO法人循環生活研究所

・食品廃棄物リサイクル市民啓発活動
ノウハウ

連携
参加者

（福岡県福岡市）

企業
情報

株式会社ウエルクリエイト

代表者：中原 信子／担当者：松永 弥久
住所：福岡県北九州市若松区向洋町10番1
☎：093-752-5300／✉：info@well-c.co.jp

●行政支援・技術支援・金融支援を含めた連携がうまく働いたことに加
え、中小機構からのアドバイスを受けたことで、この事業を成功させること
ができた。
●補助事業で行ったアンケート調査により次の事業展開にスムーズに繋
げることができた。

事業の背景・課題
連携体

【行政支援】 北九州市環境局
【金融支援】 オリックス(株)

(株)NTTフィールドテクノ

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【技術支援】 北九州市立大学

●一般食品廃棄物を収集し、小規模リサイクルセンターにて完熟堆肥化を
行い、近郊の農家でその堆肥を利用した農作物の生産を行うリサイクル
ループを形成する、PFI方式による自治体向け一括サービス事業を実施。

●自治体をはじめ、自治体が管轄する卸売市場や市場外の工場100件
以上の成約に結びつき、サブスクリプションによるサービス事業を完成させた。
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●近年の健康ブームにより筋力トレーニングが注目されているが、ト
レーニングにおいて、トレーナー（指導者）・トレーニー（利用者）
ともに、筋肉の動きを正確に把握することは難しく、経験や勘に頼っ
ていることがトレーニング普及のハードルとなっている。
●従来の筋電センサシステムは、高価、専門的、有線接続のものが
多く、誰もが使いやすいシステムが存在しない。

●筋電情報の分析、筋肉の動きや運動内容の良否判定、運動メ
ニューの作成等ができる「トレーニング見える化サービス」システムを
開発。データをクラウド上のサーバーに保存することで遠隔地からの
指導も可能にした。
●誰でも効率的なトレーニングができるよう視認性の高い運動情報
を提供するタブレット端末用トレーニング支援アプリを開発した。
●運動を妨げずに情報収集が可能な小型筋電無線センサを開発。
さらに、ゲルパットを使い装着性を向上させるなどセンサを改良した。

動画撮影による
トレーニングへの利用例Muscle Monitor

(見える化アプリ )

無線筋電センサと
装着用ゲルパッド

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

事業者名 地域 分野

平成２９～３０年度

株式会社ネットワーク応用技術研究所 福岡県福岡市 医療・ヘルスケア

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題
【企画開発・運用・事業統括】

(株)ネットワーク応用技術研究所

・運動装置の開発

・サービス事業の運用

コア
企業

（福岡県福岡市）

【筋電センサ部・設計開発】

(株)ロジカルプロダクト

・小型無線筋電センサ部の設計開発
・実証実験のサポート

連携
参加者

（福岡県福岡市）

【開発支援】

(株)フィットプランナーズ

・運動装置タブレット運動パッケージ開発支援
・実証実験のサポート

連携
参加者

（福岡県三瀬郡大木町）

企業
情報

株式会社ネットワーク応用技術研究所

代表者：富永／研究代表：上野／担当者：渡邊
住所：福岡市博多区博多駅前1-4-4 JPR博多ビル6F
☎：092-473-4020／✉：mmon@nalab.jp

●中小機構のサポートによりスムーズに事業を実施できた。
●補助事業の連携体内での費用の分配については事前調
整が必要。

連携体

【技術支援】 日本経済大学
スポーツ経済学科教授 木村公喜

【製造支援】 (株)テクノデザイン

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【販売支援】
(株)Thinkフィットネス 他

【経営支援】

福岡県中小企業団体中央会

・経営支援 ・施策活用の支援
・事業化ノウハウの提供

連携
参加者

（福岡県福岡市）
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●医療機関が診療報酬加算を得るには、「施設基準」の要件を満た
す必要がある。施設基準管理は非常に重要だが、煩雑な事務作
業を要し、運用管理は担当者の知識や経験に頼ることが多く、また、
要件管理に不備があった場合は、多額の返還金を請求されるケー
スもある。

●施設基準管理については、医療現場からの効率化・システム化の
ニーズがある。

●診療報酬加算の管理を行うシステム「iMedy（アイメディ）」
の運用サービスを開発。医療機関、医療商社と連携をとることで、
専門性が高く、ニッチな領域である施設基準管理システムの開発
環境が早期に整った。

●平成30年に発売を開始し、早いペースで製品機能をアップデート。
販路も拡大し、約2年で累計20病院に導入。

【施設基準管理システム iMedy(アイメディー）】

平成３０～３１年度
【一般型】

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

事業者名 地域 分野株式会社ヴィンテージ 福岡県北九州市 医療・ヘルスケア

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題 【企画開発・運用・事業統括】

(株)ヴィンテージ

・商品企画 ・開発技術

・設計ノウハウ ・製造ノウハウ

コア
企業

（福岡県北九州市）

【マーケティング・営業】

(株)キシヤ

・商品の実用性評価
・マーケティング ・営業

連携
参加者

（福岡県福岡市）

【経営支援】

福岡県中小企業団体中央会

・経営支援
・事業化ノウハウ提供

連携
参加者

（福岡県福岡市）

企業
情報

株式会社ヴィンテージ

代表者：郷田 和正／担当者：秋山 南（広報）
住所：福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル7F
☎：093-513-7255／✉：imedy@vintage.ne.jp

●本事業で開発経費の補助を受けたことで、停滞していた開
発を推進し、早期に事業化することができた。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【商品評価】 社会医療法人 製鐵記念八幡病院
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●エントリーをスマートフォンやパソコンで行うこと等で、システム上での
情報管理が可能となるWebサービスを開発・提供。

●これにより、ヒューマンエラーの防止や、 AIを駆使したトーナメント
表の瞬時作成、スマートフォンでの試合状況確認等が可能となる。

スマホで対戦相手を確認

●スポーツ大会のエントリーやトーナメントは、未だ紙などを使ったアナ
ログでの運営がほとんどであり、大会主催者や保護者がボランティア
で膨大な時間をかけて対応している。

●抜け・漏れ・重複などのヒューマンエラーが発生しやすく、大会進行
の妨げ、クレームになることもしばしばである。

トーナメントをQRで読込勝ち上がり入力の様子

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

事業者名 地域 分野

平成３０～３１年度
【IoT、AI等先端技術活用型】

株式会社diffeasy 福岡県福岡市 スポーツ

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題 【企画開発、運営、事業統括】

(株) diffeasy

・商品企画 ・ソフトアプリ開発技術

・システム運用 ・マーケティング

コア
企業

（福岡県福岡市）

【WEB画像設計・デザイン】

(株)グレートビーンズ

・画像設計 ・デザイン
・WEB上での販売戦略の立案・実行

連携
参加者

（福岡県福岡市）

【経営支援】

福岡県中小企業団体中央会

・経営支援 ・施策活用を支援
・事業化ノウハウ提供

連携
参加者

（福岡県福岡市）

企業
情報

株式会社diffeasy

代表者：白石 憲正／担当者：松田晃典
住所：福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目25-18日之出ビル博多202
☎：092-555-9224／✉：info@kojo-shin.com

●本事業を活用したことで、弊社の信用が増し、サービス展開の追い風
となった。
●経費の補助を受けたことで、コストが高く購入のハードルが高かった開
発に必要な機材をそろえることができた。

連携体

【技術支援】 熊本大学、京都産業大学
【販売支援】 空手道：新武館

剣道：百道剣道、スポーツ少年団

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【市場先】
各種武道大会等

主催先
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●子どもの言動や行動に違和感を覚えても、専門士の検査を受け
るまでに時間を要する。そのため、発達状態の把握が遅れ、集団
生活の中で問題が生じる頃には、療育効果の出やすい大切な時
期を逃している。

●早期の発達状態の把握と療育への取り組みが課題となっている。

現状の療育事例 アプリの画面事例

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

事業者名 地域 分野

平成３０～３１年度
【IoT、AI等先端技術活用型】

株式会社三葉 福岡県北九州市 医療・ヘルスケア

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【事業統括】

(株)三葉

・療育支援ノウハウ

・自社開発の療育教材、言語検査の提供
・療育現場の提供、療育実施

コア
企業

（福岡県北九州市）

【システム開発】

(株)ピクチャレスク

・アプリ開発技術
・システム運営ノウハウ
・療育支援知識

連携
参加者

（京都府京都市）

●連携各社と適宜情報共有を行いながら、各自の技術力と意欲
を引き出し、成果を高め合う仕組みの維持が重要。
●2年度補助金を受けられたことは大変助かったが、用途により活
用出来ない項目もあり余裕を持った資金計画が必要。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【技術支援】 京都工芸繊維大学、米子工業高等専門学校
【法務支援】 ＩＫ法律事務所
【金融支援】 福岡ひびき信用金庫、北九州銀行、福岡銀行

企業
情報

株式会社三葉

代表者：北田 健二／担当者：染矢 和美
住所：福岡県北九州市小倉南区葛原1‐2‐35
☎：093-475-4192／✉：info@e-mitsuba.co.jp

●大量の音声データ（発語データ）を収集し、機械学習により、発
語の音声認識の精度を向上させると共に、音声の波形化を行い、
発達障がい児の客観的で均一な発語検査を短時間で行う検査ア
プリを開発。

●当社が長年開発してきた療育教材をベースに、個々の子どもの発
達状況に合わせた効果的な療育支援を行うアプリを開発。
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●和牛のB.M.S.を超音波画像として育成中に推定し、これをクラ
ウド上に集積されるシステムを開発。また、画像をビッグデータとして
AI技術によって解析し、 B.M.S.の推定精度の向上と使い勝手の
良さを実現したクラウド上の会員制 IoTサービスを開発・提供。

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題 【企画開発、運営、事業統括】

(株)ロジカルプロダクト

・商品企画 ・ソフト開発技術

・設計ノウハウ ・システムノウハウ

コア
企業

（福岡県福岡市）

【運用・マーケティング】

富士平工業(株)

・商品の実用性評価 ・マーケティング
・販売ネットワーク構築 ・一次メンテナンス

連携
参加者

（東京都文京区）

【経営支援】

福岡県中小企業団体中央会

・経営支援
・事業化ノウハウ提供

連携
参加者

（福岡県福岡市）

企業
情報

株式会社ロジカルプロダクト

代表者・担当者：辻 卓則
住所：福岡県福岡市南区的場2-25-5
☎：092-405-7603／✉：info@lp-d.co.jp

●本事業を活用することで、大学の最新の知見や連携企業のニーズを
効果的に取り込むことができ、畜産農家の経営に貢献できるサービス
を構築できた。

連携体

【工業技術支援】 佐賀大学 理工学部
【農学技術支援】 宮崎大学 農学部 福岡県農林業総合試験場

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

●牛肉の価格は、牛脂肪交雑基準（B.M.S.（いわゆる「霜降り
等級））によって１頭あたりに大きな価格差が出るため、B.M.S.
の高い肉牛を育成することが、畜産農家での課題。

●他方で、 B.M.S.は、屠殺後の枝肉を目視で判定するため、畜
産農家にとっては将来の収入予定が見込みづらい経営を行っている。
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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

事業者名 地域 分野

平成３０～３１年度
【IoT、AI等先端技術活用型】

株式会社ロジカルプロダクト 福岡県福岡市 農林水産業

採
択
年
度



●自動車関連工場等の金属加工等の際に発生する含油排水の
処理では、多大なコストをかけて産業廃棄物として処理されており、
産廃処分費用の削減、イニシャルコスト削減、省スペース化、
メンテナンス工数削減、リスクの最小化が求められていた。

●サブミクロンファイバーを活用することで、コスト削減と省スペース化を
実現する当社独自の含油排水処理装置「G-ace」の小型化、
油水分離機能の強化を図り、また、サブミクロンファイバーカートリッジ
の油吸着性能の向上と遠隔監視技術を開発。 各種含油排水で
の実証試験を実施。

●含油排水処理装置を、IoT遠隔監視装置を活用したメンテナンス
及びイニシャルコスト不要の長期レンタルサービスとして提供するため
の技術開発を実施。

船舶エンジンの
洗浄排水での実施例

排水 処理水

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

事業者名 地域 分野

平成３０～３１年度
【IoT、AI等先端技術活用型】

協和機電工業株式会社 長崎県長崎市 環境

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【企画、開発、製造、販売、メンテナンス】

協和機電工業(株)

・企画・開発 ・海外技術の活用

・販売、メンテナンス
・特許技術やノウハウを活用した開発・製造

コア
企業

（長崎県長崎市）

【企画、販売、メンテナンス】

(株)菱光社

・マーケット情報提供
・販売

連携
参加者

（東京都江東区）

企業
情報

協和機電工業株式会社

代表者：坂井 崇俊／担当者：上山 哲郎
住所：長崎県西彼杵郡時津町久留里郷376-5
☎：095-881-2589／✉：ueyama@kyowa-kk.co.jp

●本事業により含油排水処理装置の性能向上を行い、新たな
受注に繋がった。
●実証試験機を活用した実ユーザー向けのデモンストレーションを
実施し、新たな市場開拓を進めることができた。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【技術支援】 長崎大学
【事業化支援】 (公財)長崎県産業振興財団

【販売支援】 西華産業(株)
協和環保科技術
シンセン菱光社貿易
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●特定保健指導の初回面接を効率的に行うシステム、継続支援
及び最終評価の業務受託サービス、医療機関と業務受託者の連
携・情報共有システムをパッケージで提供する「ヘルスアップコーチ®」
を開発。

●生活習慣タイプの自動判定、AIによる効果的な目標立案など、
初回面接が短時間で実施可能。

管理システム画面 タブレットでの面談イメージ

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

事業者名 地域 分野

平成２７～２８年度

株式会社くまもと健康支援研究所 熊本県熊本市 医療・ヘルスケア

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【企画・販売・サービス提供】

(株)くまもと健康支援研究所

・保健師等による特定保健指導の

実務補助

コア
企業

（熊本県熊本市）

【システム開発・保守】

(株)ワイズ・リーディング

・システム開発
・システム保守管理

連携
参加者

（熊本県熊本市）

●人工知能を得意とする他社とアライアンスを組むことで事業化
できた。
●新規事業による売上向上だけでなく、補助事業を通してプロジェ
クトメンバーの成長にも繋がった。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

企業
情報

株式会社くまもと健康支援研究所

代表者：松尾 洋／担当者：山本 亮
住所：熊本県熊本市東区神園2-1-1
☎：096-349-7712／✉：info@kwsi.co.jp

【技術支援】 熊本大学(医学部付属病院)

●平成20年度より特定健康診査・特定保健指導の実施が医療保
険者に義務づけられたが、特定保健指導を実施する「特定保健指
導実施機関」は少なく、その要因としてノウハウの不足や手間がかか
ることなどがあげられる。
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●工損調査（工事により工事周辺の建物の所有者とトラブルが発
生しないように行っている調査）は近年調査案件が増加している
一方、調査員の高齢化と人手不足で工事の納期にも支障を及ぼ
している現状がある。また、民家等での立会者からは「調査に時間
がかかりすぎており、早く終わらせて欲しい」との声もある。
●また、調査後の調書の作成も1～1.5日かかり数十年効率的な
方法がないままである。

●本事業で開発したアプリとクラックスケール「Hurry」を使えばこれまで
2～3人で行っていた撮影が1人で可能となる。また、アプリで撮影した
画像をサーバーへアップロードすれば自動で調書が作成され、大幅な
時間短縮、人手不足解消や費用削減に繋がる。
●更に、着工後の撮影では着工前のデータがアプリで確認できるので
重い書類を持ち歩く必要もなくなり、調査員の身体的負担軽減も
実現。

これまでの撮影の様子 アプリを使えば1人でも撮影可能

着工前の画像 着工後の画像

タブレット１台で調査ができる

afterbefore

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

事業者名 地域 分野

平成３０～３１年度
【IoT、AI等先端技術活用型】

株式会社零SPACE 大分県別府市 建設・建築・土木

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【企画開発、運用、事業統括】

(株)零SPACE

・アプリの開発、ヴァージョンアップ

・サービス運用

コア
企業

（大分県別府市）

【マーケティング・サービスの普及】

(株)アドコンセプト

・事業企画 ・マーケティング、販路開拓
・パンフレット等販促資料の作成
・プレスリリースなど広報活動
・チーム亀裂調査レディスの構築

連携
参加者

（大分県大分市）

●補助金を受けたことで精度が高い内容での取り組みができ、
当初の予定より開発が早く進んだ。
●申請書の記載等については税理面の処理をしっかり行う必要が
あり時間もかかったので、申請前の準備やその後の経理処理を適
切に行うことが必要。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

企業
情報

株式会社零SPACE

代表者：大野 博明／担当者：前田 信子
住所：大分県別府市石垣東１０丁目６-１２ブルームビルⅡ３Ｆ-Ｗ号室
☎：0977-25-8671／✉：info@zero-space.co.jp

【技術支援】 大分大学
【販売支援】 (株)エスエイピー 他
【金融支援】 日本政策金融公庫、大分みらい信用金庫
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●教育現場ではアクティブ・ラーニング、遠隔教育、反転授業といった
改革が起きつつある。

●当社の製品である「ThinkBoard」（動画作成ソフト）と、連携企
業の製品「リモコン倶楽部Z」（ファイル共有ソフト）のノウハウを集約
し、授業支援ソフト「ThinkBoardクラスルーム」を開発・提供。こ
の「ThinkBoardクラスルーム」を広域で利用可能なものに開発。

学習状況ログをもとにした視聴グラフ（サンプル）

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

事業者名 地域 分野

平成２７～２８年度

株式会社教育情報サービス 宮崎県宮崎市 教育

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【開発・研究】

(株)教育情報サービス

・ThinkBoardの開発及び、教育効果向

上のノウハウの開発、研究、蓄積

コア
企業

（宮崎県宮崎市）

【開発・販路開拓】

ゼッタリンクス(株)

・リモコン倶楽部Zの開発、及び、教育支
援円滑化の研究と販路提供・開拓

連携
参加者

（東京都荒川区）

●中小企業にとって重要となる「他企業とのコラボレーション」を実現
することができた。本事業を活用することで、世の中の新たな
課題に対する解決方法を提供できると思う。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

企業
情報

株式会社教育情報サービス

代表者・担当者：荻野次信
住所：宮崎県宮崎市橘通西三丁目10番36号 ニシムラビル6F
☎：0985-35-7851／✉：info@e-kjs.jp

【文教分野検証】 熊本県立教育センター
【民需分野検証】 プリンストンテクノロジー(株)
【技術支援】 (株)ウィズダム、(株)サイバーテック

【販売支援】
リコージャパン(株)
その他の販社

●アクティブ・ラーニング（能動的学習）で使用される当社のソフト
「ThinkBoard」をクラウドサービス化し、遠隔教育での活用を実
現する。さらに産学連携による研究チームを編成し、教育ビッグデー
タに基づくサービスを強化する。

児童の動画制作シーン

宮崎県
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●大型小売店の増加や通信販売の普及により、地域に根ざした小
規模な小売店が減少している。
●一方で、シニア層消費者にとっては、商品の説明等を丁寧に行うこ
のような小売店は需要があるため、馴染みの店がなくなり安心した買
い物をしづらくなっている。

●地域の電器屋をサポートし、それらを通じて地域住民へ様々な商
品を届けられるビジネスモデルを構築。
●シニア層市場向けの販路を求めるメーカーと、顧客の高齢化に対
応した商品を求める地域小売店をITでつなぐシステムを開発。その
顧客であるシニア層消費者のニーズに応じて商品の提供を可能にす
る。
●必要であってもよく知らない商品を大型小売店や通信販売では買
わないシニア層消費者も、地域の馴染みの店がコンシェルジュ的な
役割を担うことで安心して消費行動を起こし、新たな需要が生まれる。

システム画面 スマホ操作画面 小売店向けセミナ―

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

事業者名 地域 分野

平成２７～２８年度

株式会社南九州デジタル 鹿児島県鹿児島市 小売

プロジェクトの内容・成果

事業の背景・課題

【プラットフォーム運営管理】

(株)南九州デジタル

・プラットフォームの管理・運営

・販売・マーケティング
・小売店及びメーカー向けサポート 等

コア
企業

（鹿児島県鹿児島市）

【システム開発】

リソースアクティベーション(株)

・システム調査・設計・システム開発
・アジャイル型開発におけるプロジェクト管理

ノウハウ 等

連携
参加者

（東京都新宿区）

●新連携事業計画認定により覚悟が生まれ、様々なサポートを
受けることができ、補助事業も力強く進めることができた。
●計画策定から事業実施までにおいて、「強い想い」を持つことが
最も重要である。

連携体

◆ 申請を検討されている事業者へのメッセージ ◆

【商品提供】 シニア層向け製品メーカー
【コンサルティング】 僖績経営理舎(株)
【調整】 鹿児島県よろず支援拠点

企業
情報

株式会社南九州デジタル

代表者：櫻木 伸一／担当者：櫻木 隆志
住所：鹿児島県鹿児島市中山町6-2
☎：099-284-5880／✉：info@mk-dig.com

【システム利用商品仕入れ】
地域密着型の
小規模小売店
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