
㈱くまもと健康支援研究所（熊本市）ほか1社
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
（認定日：平成27年7月10日）

㈱オファサポート（宮崎市）ほか2社
高齢者の自動車運転の正当評価を目指した
「自動車運転評価サービス」の事業化
（認定日 ：平成29年2月3日）

㈱ソクト（佐賀市）ほか1社

畜産業界における「人を介しての
病原菌の伝搬・拡散」の防止に
関する事業化
（認定日：平成25年10月16日）

㈱南九州デジタル（鹿児島市）ほか1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
（認定日：平成27年8月28日）

粕谷製網㈱（諫早市）ほか4社

ポリエステルモノフィラメント製
亀甲網の用途拡大事業
（認定日：平成20年3月31日）

㈱diffeasy（福岡市）ほか2社
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
（認定日：平成29年6月9日）

九州ナノテック光学㈱（日出町）ほか2社

多用途に使用できる｢新型機能性液晶フィルム｣
の事業化
（認定日：平成23年2月2日）

74件

12件

15件

21件

14件

15件

9件

消毒設備付き更衣室（イメージ）

■新連携事業 ～ 法認定の状況 ～

これまで九州160件（全国1,191件）の「新連携事業計画」を認定。（平成3１年２月8日）

9

リバースモード液晶フィルム(イメージ）



■認定事業計画一覧 ① （県別、認定日順）

10

コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

1 福岡県 (株)サコダバイオ研究所 (株)ゴール (株)フネン　他2者 ＳＢ菌バイオを吸着した家畜飼育用敷材の製造・販売 H17.7.15 H22.7.14

2 福岡県 (株)なうデータ研究所 (有)アステック
(株)キューデンインフォコム　他

2者

人工知能を活用した臨床研究・治験ナビゲーションシステムによる新市場

開拓
H17.7.15 H22.7.14

3 福岡県 ムライケミカルパック(株) 高口塗装
迫田板金工業(株)

他1者
従来にない強化・断熱複合塗料の製造・販売 H17.7.15 H22.7.14

4 福岡県 井上製氷冷蔵(株) アサヒゴム加工(株)
協同組合ビーエフ

他２者
パレット用荷崩れ防止ベルトの開発及び販売 H17.9.16 H20.9.15

5 福岡県 (株)翠コーポレーション (株)メディアシステム
(有)経営情報センター

他2者
生活便利サービス申込み一元化による働く女性サポート事業の実現 H17.9.16 H22.9.15

6 福岡県 (株)タカギ (株)マサキ・エンヴェック
サン電子工業(株)

他２者
屋上緑化のための省エネ・低コスト型管理システムの事業化 H17.9.16 H22.9.15

7 福岡県 ビジョンバイオ(株) 日本ジェノミクス(株) 食品・医薬品検査に対する最先端ＤＮＡ鑑定サービスの事業化 H17.9.16 H22.9.15

8 福岡県 第一施設工業(株) (株)プレシード 三倉物産(株) 従来にない空気膜による新しい非接触搬送装置の開発・販売 H18.2.21 H23.2.20

9 福岡県 (株)Bee (株)朋栄
(株)福岡ソフトウェアセンター

他1者
パーソナルなライフシーンに対応した総合映像プロデュースサービス事業 H19.11.15 H24.11.14

10 福岡県 (株)中央産業 (株)サイム
(株)真穂呂馬資源

他1者

コンクリートのひび割れ誘発を抑制する鉄筋用最適プラスチックスペーサの

開発・販売
H19.11.15 H24.11.14

11 福岡県 (株)九州山光社 (株)ヤシマ 山佳化成工業所
独自の膜構造技術による結露予防・湿度調整機能を持つ器具の事業

展開
H20.3.31 H25.3.30

12 福岡県 (株)プラスワンテクノ 井口食品(株) 高精度で調整容易な一体型計量包装機の事業化 H20.8.19 H25.8.18

13 福岡県 (株)アルファシビルエンジニアリング
九州中川ヒューム管工

業(株)
(有)藤田油機サービス 新しい地下空間構築のための、ボックス推進工法の事業化 H20.8.19 H25.8.18

14 福岡県 (株)オンガエンジニアリング (株)坪井種鶏孵化場
鹿児島大学農学部生物資源

科学科
全自動鶏卵雌雄鑑定システムの事業化 H20.11.10 H25.11.9

15 福岡県 計測検査(株) (有)ジーテック
作業効率を飛躍的に向上させる診断技法「マルチ・アイ・システム」による

維持管理業務の事業化
H20.12.1 H25.11.30

16 福岡県 田川産業(株) (株)ミヤキ (株)エービーシー商会
不焼成漆喰セラミック（ライミックス）を活用した快適しっくい空間の販売

事業
H21.5.28 H26.5.27

17 福岡県 (株)ファーストソリューション (有)エコシステム
日豊製袋工業(株)

他1者
安価・高性能・コンパクトな汚泥処理システム　ＭＣ工法の事業化 H21.8.6 H26.8.5

18 福岡県 (株)アグリス ヤクハン製薬(株) ニッポー(株)
薬液カップ及び、高機能塗布具を一体化した使い捨てタイプ消毒キットの

事業化
H21.8.6 H26.8.5

19 福岡県 (株)ケーワン 冷凍工業(株) 福岡県中小企業団体中央会 長時間保冷効果のある汎用型保冷剤の事業化 H21.12.4 H26.12.3

20 福岡県 (株)早川不動産 (株)KESAKAシステム
(株)アイブリッジ

他1者
賃貸住宅の自由内覧システム「MILOKA」の事業化 H22.3.15 H27.3.14



■認定事業計画一覧 ② （県別、認定日順）

11

コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

21 福岡県 矢部川電気工業(株)
(有)メビウスアドバンストテク

ノロジー
西川計測(株) 抗体を高品質に固定化する「抗体チップ製造装置」の事業化 H22.3.15 H27.3.14

22 福岡県 (株)アイル 和新工業(株)
ユアサ商事株式会社

他1者
安心・安全・低コストの足場作業用リフト「猿鳶太助」の事業化 H22.3.15 H27.3.14

23 福岡県 ＡＵＲＡＬ　ＳＯＮＩＣ(株) (株)レヂテックス 調音・遮音・制振の積層パネルを利用したSound Solution事業 H22.10.5 H27.10.4

24 福岡県 (株)フジコー (株)長門 (株)豊光社
トイレ等生活空間の環境・衛生改善提案による「高機能抗菌・消臭製

品」の事業化
H23.2.2 H28.2.1

25 福岡県 (株)三松 (有)西尾システム (株)ケイエム
ロボット搬送ライン最適化を実現させる可視検証システム（SMASH）

の事業化
H24.2.3 H29.2.2

26 福岡県 グリーンリバー(株) 三栄建設工業（株） (株)高成産業
NETISに登録された、安全性向上、工期短縮型の新しい型枠支保工ビ

ジネス
H24.2.3 H29.2.2

27 福岡県 (株)大建 笠原工業(株) (株)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 H24.10.1 H29.9.30

28 福岡県 立山自動車工業(有) コックス(株) 自動車燃費改善慣性力走行装置ニュートランの事業化 H24.10.1 H29.9.30

29 福岡県 (株)システム・ジェイディー (株)ティ・アイ・エス 福岡県中小企業団体中央会
スピーディー・簡単に太陽光発電パネルの障害位置を検出するシステム

の事業化
H25.2.4 H30.2.3

30 福岡県 (株)上成テクノ (有)上成工業 岡三機工(株) 機械化による画期的な床コンクリート表面仕上げJPS工法の事業化 H25.2.4 H30.2.3

31 福岡県 平城商事(株) 北原ウェルテック(株) 畑の除草作業を効率化する草刈機用アタッチメントの事業化 H25.2.4 H30.2.3

32 福岡県 (株)エスコム (有)サワダ鉄工所 福岡県中小企業団体中央会 プレス機械の余剰圧力を利用した「PPG発電システム」の事業化 H25.7.8 H30.7.7

33 福岡県 (株)ニシイ　
(株)ピアレックス・テクノロ

ジーズ

高い抗菌性・抗カビ性を有する自然放射線触媒塗料「モルドブロック」の

事業化
H25.10.16 H30.10.15

34 福岡県 ジェムテクノ(株) 永興物産(株)
微粉末廃タイヤと合成樹脂との複合材料製造と同複合材料製パレット

等の商品化
H26.2.3 H31.2.2

35 福岡県 (株)キットヒット 東木工(株)
木材を無指向平面波音源とした重低音高音質の家具調スピーカー販売

事業
H26.2.3 H31.2.2

36 福岡県 日本プライスマネジメント(株) (株)戸畑ターレット工作所 (有)熊本ニシカン ハイブリット冷却システムによる紫外(UV)-LED水浄化装置の事業化 H26.2.3 H31.2.2

37 福岡県 (株)春田建設 Manycolors(株)
デジタル画像を活用して、建築工事の見積業務等を簡易化するシステム

の事業化
H26.2.3 H31.2.2

38 福岡県 (株)朝日化成 バイオシナジー(株) 多品種小ロット対応が可能なバイオマスプラスチックトレー等の製造販売 H26.2.3 H31.2.2

39 福岡県 (株)オークマ ケイ・プロダクツ(株) 自立歩行を支援する「可動手摺付き引戸」の事業化 H26.2.3 H31.2.2

40 福岡県 セブンシップ(株) (株)エム・アイ・シー 福岡県中小企業団体中央会 ウイルス・細菌に起因する接触感染拡大を防ぐコーティング材の事業化 H26.2.3 H31.2.2



■認定事業計画一覧 ③ （県別、認定日順）

12

コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

41 福岡県 九州高圧コンクリート工業(株) 上田産業(株) コンクリートスラッジのリサイクル品「床カラッと」等の製造・販売 H26.7.7 H31.7.6

42 福岡県 環境電子(株) 三光電子(株) 福岡県中小企業団体中央会 水質自動監視装置「バイオアッセイミニ」の事業化 H26.10.15 H31.10.14

43 福岡県 A-WING(株) AAI(株) アクアデザインシステム(株)
開発途上国・無電化地帯での自然エネルギー活用型小型淡水化装置

の普及事業
H26.10.15 H31.10.14

44 福岡県 日章工業(株) (株)サンユー
ストールドアのモジュール化によってビル建築の建具・内装工事の効率化

を目指す事業
H26.10.15 H31.10.14

45 福岡県 (株)ハタテック セキュラ(株) 防犯性と利便性を高めたテレビドアホン付き電子錠の事業化 H27.2.2 H32.2.1

46 福岡県 AUTHENTIC JAPAN(株) Ａ＆Ｉ開発 デミーズソフト 迷子や徘徊者、災害被害者等を探し出す装置「ヒトココ」の事業化 H27.2.2 H32.2.1

47 福岡県 ウインズテック(株) 太洋プラント(株) 第一高周波工業(株)
過熱気体によるダイカスト鋳造中子の短時間除去システム「コア・バー

ン：CORE BURN」の事業化
H27.2.2 H32.2.1

48 福岡県 エアペックスエンジニアリング(株) 津福工業(株) (株)ＨＲ　他1者 省エネ型「冷風除湿システム」の事業化 H27.2.2 H32.2.1

49 福岡県 シスメット(株) (株)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
H27.7.10 H32.7.9

50 福岡県 (株)マリンテック 豊洋エンジニアリング(株) 福岡県中小企業団体中央会 アクリル柱頭方式を利用した省エネタイプLED法定船灯の事業化 H27.7.10 H32.7.9

51 福岡県 ナチュラルブレスト(株) (株)レリエンスメディカル ナチュラル(株) 粘着剤ゲルコアで装着する人工乳房の開発と事業化 H27.7.10 H32.7.9

52 福岡県 (株)栄宝 (有)林農機商会 福岡県中小企業団体中央会 イノシシの撃退用忌避材（嗅覚的防除）の事業化 H27.7.10 H32.7.9

53 福岡県 (株)スカイディスク (株)ソラコム (株)インターエナジー 農業ＩＴを通信から支えるための３Ｇモジュールの開発事業 H27.8.28 H32.8.27

54 福岡県 楽しい(株) (株)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
H28.2.3 H33.2.3

55 福岡県 (株)ジャパンメディカル (株)メディカルコンシェルジュ お口のケアクリニック
中国を中心とした外国人富裕層向けデンタルツーリズムの開発及び事業

化
H28.2.3 H33.2.3

56 福岡県 芙蓉ディベロップメント(株) (株)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 H28.2.3 H33.2.3

57 福岡県 (株)エスパース建設 アルファーデザイン(株)
(株)早川不動産

他1者
情報サービスを可能とするタブレットインターホンの事業化 H28.2.3 H33.2.3

58 福岡県 (株)フカノ楽器店 大昌産業(株) (有)健康ネットワーク
「ミュージックフープ」を活用した新たな高齢者介護予防事業の展開　“認

知症予防から健康促進へ”
H28.2.3 H33.2.3

59 福岡県 (株)Windy (株)ISM 福岡県中小企業団体中央会 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 H28.6.10 H33.6.9

60 福岡県 (株)ネットワーク応用技術研究所 (株)フィットプランナーズ
(株)ロジカルプロダクト

他1者

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
H28.6.10 H33.6.9



■認定事業計画一覧 ④ （県別、認定日順）

13

コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

61 福岡県 (株)AliveCast (株)三松 福岡県中小企業団体中央会 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 H29.2.3 H34.2.2

62 福岡県 (株)ロジカルプロダクト 富士平工業(株) 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
H29.2.3 H34.2.2

63 福岡県 (株)ヴィンテージ (株)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
H29.6.9 H34.6.8

64 福岡県 (株)diffeasy (株)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
H29.6.9 H34.6.8

65 福岡県 (株)ジウン ケイズヘルスケア(株)
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

H29.6.9 H34.6.8

66 福岡県 (株)三葉 (株)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

H30.6.8 H35.6.7

67 福岡県 スマートエナジー(株) (株)KERBEROSENTERTAINMENT
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

H30.6.8 H35.6.7

68 福岡県 (株)サウスポイント (株)システムトランジスタ
AIアルゴリズムによる、結婚式BGM提案サービスの開発と提供

H30.6.8 H35.6.7

69 福岡県 (株)CarConcentCost UNEARTH(株)
個人間で国内外の高級車を売買できるアプリケーション『オートレ』の開発と提供

H30.6.8 H35.6.7

70 福岡県 (株)HOA (株)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 H31.2.8 H36.2.7

71 福岡県 (株)コンピュータサイエンス研究所 エクスペリサス(株) (株)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

H31.2.8 H36.2.7

72 福岡県 (株)TCK エルピクセル(株)
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

H31.2.8 H36.2.7

73 佐賀県 (株)山忠 (有)渕野陶土 (有)李荘窯業所　他8者 画期的な陶土による軽量強化磁器の製造・販売 H17.7.15 H22.7.14

74 佐賀県 イイダ靴下(株) マエダ繊維工業(株) (株)竹嶋繊維　他5者
部位別最適快適圧（ヘクトパスカル（Ｈｐ）表示）を応用したイン

ナー商品の事業化
H18.2.21 H23.2.20

75 佐賀県 (有)福泉窯 (有)川本治兵衛商店 (株)田島商店　他４者
卓越した技術で消費者ニーズを充足するプロのノウハウを陶磁器伝統技

術で商品化
H18.2.21 H23.2.20

76 佐賀県 (株)サガシキ (株)環境アネトス (株)富士建　他2者
消石灰と硫黄を原料とした重金属不溶化溶剤及び処理システムの事業

化
H18.7.7 H23.7.6

77 佐賀県 (株)塚本製作所 (有)アサヒ突板工業 (株)羽野製作所 リモコン連動型、オートドア付きテレビキャビネットの市場化 H19.11.15 H24.11.14

78 佐賀県 熊本電気工業(株) (有)オフィス・タカハシ 佐賀県中小企業団体中央会
コスト削減を実現する「Ｓｈｉｎｅ Ｂｒｉｇｈｔ」集魚灯システムの

製造・販売
H20.3.31 H25.3.30

79 佐賀県 (株)創新 (株)サニカ 駐車場経営支援システムの事業化 H20.8.19 H25.8.18

80 佐賀県 ミタニマイクロニクス九州(株) ファインコーティング(株)
スパッタ法併用イオン注入技術を応用した高精度・高精細スクリーンマス

クの事業化
H20.12.1 H25.11.30



■認定事業計画一覧 ⑤ （県別、認定日順）
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コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

81 佐賀県 福岡建設(株) (株)協和製作所 立坑不要のマンホール構築システム（Ｖホール工法）の事業化 H20.12.24 H25.12.23

82 佐賀県 (株)グリーンテクノ２１ チクシ電気(株) (株)エヌ・アイ・ティ 卵の殻を有効利用したリサイクル製品の製造・販売事業 H21.3.31 H26.1.7

83 佐賀県 (株)ソクト スーパー工業(株)
畜産業界における「人を介しての病原菌の伝播・拡散」の防止に関する

事業化
H25.10.16 H30.10.15

84 長崎県 (株)マサキ・エンヴェック 扇精光(株) (有)宇宙模型　他5者
太陽エネルギーを利用した浮体式水質改善装置によるアオコ除去・監視

システムの事業化
H18.7.7 H23.7.6

85 長崎県 吸着技術工業(株) 聖栄陶器(有)
有害物質ガス等を処理するゼオライトを基材とした吸着反応ハニカムの製

造・販売
H19.2.27 H24.2.26

86 長崎県 (株)イネックス (株)サンチュウ
長崎総合科学大学

他2者
少中量規模・カスタム生産に対応したＬＥＤ照明器具の商品化 H19.11.15 H24.11.14

87 長崎県 粕谷製網(株) (株)サンワ
東洋コントロール社

他2者
ポリエステルモノフィラメント製亀甲網の用途拡大事業 H20.3.31 H25.3.30

88 長崎県 (株)勝山ロープ 九州鉄線工業(株) 長崎県中小企業団体中央会 トゲ無し玉掛けワイヤの製造・販売事業 H21.5.28 H26.5.27

89 長崎県 メックシステム(株) 中興化成工業(株) 長崎県中小企業団体中央会 太陽熱温水器一体型高効率太陽光発電システム H21.12.4 H26.12.3

90 長崎県 ケー・エム・テクノロジ(株) (株)アドバンテック 長崎県中小企業団体中央会 燃料電池評価装置に関するワンストップサービスの事業化 H21.12.4 H26.12.3

91 長崎県 (株)三基 (有)里脇製作所
高含水率の間伐材チップを燃料とする小型バイオマス温風ボイラの事業

化
H26.7.7 H31.7.6

92 長崎県 宮本電機(株) (株)STEQ 水冷式の高輝度LED集魚灯の事業化 H27.2.2 H32.2.1

93 長崎県 (株)エコ・プラン (株)R&D (株)日本冷熱 閉鎖性水域の水質改善装置（子水神：ネレード）の事業化 H28.6.10 H33.6.9

94 長崎県 (株)古川電機製作所 チムニー(株)
(株)長崎・マリンシステム研究

所　他1者
海水電解浄化システムを用いた活イカ流通サービスの創出 H28.6.10 H33.6.9

95 長崎県 (株)クラスタス (有)白洋社 (株)コクリエシステムズ
個人間で衣類等のシェアリングが可能なファッションＳＮＳ「フロムミー」の

開発と提供
H30.2.9 H35.2.8

96 長崎県 協和機電工業(株) (株)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 H30.6.8 H35.6.7

97 長崎県 ＰＩＥＭ(株)
TNAソリューションデザイン

(株)

ライフイベントサポートサービス「ラフィット」の事業化
H30.6.8 H35.6.7

98 長崎県 (有)ポラリス SFKメディカル(株)
介護施設等向け見守り等支援システム「Ｐｏｒａネット」の開発と提供

H30.6.8 H35.6.7

99 熊本県 (株)エイムテック 熊本テクノ(株)
(株)ロンド・アプリウェアサービス

他８者
温度補正による大容量ガス供給管機密・漏洩検査装置の開発・販売 H17.7.15 H22.7.14

100 熊本県 ＧＴスパイラル(有) 天草池田電機(株) 崇城大学　他4者 平鋼をスパイラル状に加工したねじり平鋼の製造・販売 H17.7.15 H22.7.14



■認定事業計画一覧 ⑥ （県別、認定日順）
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コア企業

所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

101 熊本県 (株)オジックテクノロジーズ (株)ミヤムラ
(株)丸山ステンレス工業

他３者
金属スラッジリサイクル装置の製造及び販売 H17.9.16 H22.9.15

102 熊本県 (株)フォスター (株)ルミカ (株)秀巧社　他３者 釣用品として、海洋環境に優しい撒き餌カプセルの開発・販売 H17.9.16 H22.9.15

103 熊本県 原田木材(株) 銘建工業(株) (株)カナイ　他3者
躯体工法、トレーサビリティシステム等の構築による木造住宅流通ビジネ

スモデルの事業化
H18.7.7 H23.7.6

104 熊本県 (株)パワーバンクシステム (株)マック
(株)ジェイネットコーティング　

他1者

アルミとＦＲＰを一体構造化した複合断熱板を応用する省エネルギー商

品の事業化
H19.2.27 H24.2.26

105 熊本県 (株)ビッグバイオ コヨウ(株)
納豆菌群の増殖・放出機能を活用した、管理が簡易な水質浄化ブロッ

クの事業化
H19.2.27 H24.2.26

106 熊本県 櫻井精技(株) 有園義肢(株)
(株)アドバンヘルス研究所　他

1者

産業ロボット用力制御技術を利用した医療器械「上肢用CPM」の製造

及び販売事業
H19.7.20 H22.7.19

107 熊本県 つちやゴム(株) アイティーアイ(株) 阪和電子工業(株)
特定な波形を持つ微弱電流と加温による「熱ショック蛋白質」発現装置

の事業化
H20.3.31 H25.3.30

108 熊本県 (株)インショックジャパン 重光産業(株) (株)スリーアイプロモーションズ 日本食文化の海外向けリ・ブランディング プロデュース事業 H21.1.8 H26.1.7

109 熊本県 (株)九建 開盛機械工業(株) フロンティアビジョン(株)
移動式アスファルト再生プラントを用いたＡＳＲＲ工法による道路維持

補修工事の事業化
H21.8.6 H26.8.5

110 熊本県 (株)日本リモナイト (有)オリエント商会 サンク食品加工(株) 「阿蘇リモナイト」を配合して新しい機能を持たせたペットフードの事業化 H22.3.15 H27.3.14

111 熊本県 (株)グラシア
グリーンサイエンス・マテリアル

(株)

頭皮と髪をケアしながら髪を染めることのできる新しいタイプの養毛染毛料

の事業化
H25.2.4 H30.2.3

112 熊本県 (有)坂本石灰工業所 薬仙石灰(株)
火傷しない安全な石灰乾燥剤の金属除去による「乾燥剤I・C-Ⅱ」の量

産化事業
H25.2.4 H30.2.3

113 熊本県 (株)サンワハイテック (株)堀甲製作所 次世代型高齢者用パーソナルモビリティF-CITE STAViの事業化 H25.2.4 H30.2.3

114 熊本県 (株)エコファクトリー (有)丸井工業 (株)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

（ecowinHTBRID）の事業化
H27.2.2 H32.2.1

115 熊本県 (株)テラシステム (株)太平環境科学センター 自動細菌検査装置及び関連装置の開発・事業化 H27.2.2 H32.2.1

116 熊本県 富士マイクロ(株) (株)キューイシステム
行政サービスの効率化が低コストでできるマルチファイリングサービスの提

供
H27.7.10 H32.7.9

117 熊本県 (株)くまもと健康支援研究所 (株)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 H27.7.10 H32.7.9

118 熊本県 シタテル(株) (有)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
H27.8.28 H32.8.27

119 熊本県 (株)システムクレオ (株)ワイズ・リーディング
病院経営ベンチマークサイト「ここベンチマーク」の開発・事業化

H30.6.8 H35.6.7

120 大分県 (株)トライ・ウッド (有)紅屋
日田市木材協同組合

他4者
未利用木質系資源の粒子化による新規建材の開発・販売 H17.7.15 H22.7.14
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所在地
コア企業名 連携参加者① 連携参加者② 事業名 認定日 終了日

121 大分県 (有)ビューティフルライフ (株)ダリヤ (株)ダリアート　他2者 移動車・訪問・店舗による、安心・安全・快適な理美容サービスの提供 H18.2.21 H23.2.20

122 大分県 (有)アキ工作社 (有)ジェイ・パック (有)ターボブレード
複雑自由に加工できる三次元造形システムによる新たな立体造形商品

の事業化
H18.7.7 H23.7.6

123 大分県 シールドテック(株) (有)ターボブレード 国分電機(株)
気流解析に基づく２４時間空気殺菌システム「エアロシールド」の事業

化
H20.2.8 H25.2.7

124 大分県 (株)シンカコーポレーション (株)アイ・エス・アイ 大分県中小企業団体中央会 完全燃焼促進化装置を活用した新たな燃料管理システムの事業化 H20.3.31 H25.3.30

125 大分県 (株)ナカシマ技研 (株)日野技研 大分県中小企業団体中央会 面倒なベアリンググリース交換が簡単にできるビージーポンプの市場化 H21.5.28 H26.5.27

126 大分県 ヘルメット潜水(株) (株)一カク工業 大分県中小企業団体中央会 ウェットスーツ生地を使用した「やわらか湯たんぽ」の製造販売 H21.8.6 H26.8.5

127 大分県 九州ナノテック光学(株) (株)アイ・エス・アイ 大分県中小企業団体中央会 多用途に使用できる「新型機能性液晶フィルム」の事業化 H23.2.2 H28.2.1

128 大分県 瀬戸製材(株) (株)三次元メディア 大分県中小企業団体中央会
山林伐採現場等で原木流通コストを大幅に削減できるポータブル原木

材積測定器の事業化
H23.6.17 H28.6.16

129 大分県 (株)ゼロテクノ 蔵田工業（株）
石炭灰再資源化技術を用いたコンクリート構造物等を高耐久化する微

粒子粉末の製造事業
H24.2.3 H29.2.2

130 大分県 (株)ターボブレード 地熱ワールド工業(株)
(株)戸髙製作所

他1者
高効率小規模地熱発電システム「湯けむり発電」の事業化 H25.2.4 H30.2.3

131 大分県 大分デバイステクノロジー(株) アイ・エフ・ピー(株) 井上喜(株)
太陽光発電システム用パワーコンディショナーの遠隔検査システムの事業

化
H25.7.8 H30.7.7

132 大分県 (株)サークル・ワン (株)中央防犯 防災用小型IP通信機「ハンディー・コスモトーク」の事業化 H26.10.15 H31.10.14

133 大分県 (株)零SPACE (株)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 H30.2.9 H35.2.8

134 宮崎県 エス・ピー・ジーテクノ(株) 吉玉精鍍(株)
宮崎大学　工学部

他1者

シラス多孔質ガラス（ＳＰＧ）膜の透過による改質機能性水ビジネス

の展開
H17.7.15 H22.7.14

135 宮崎県 (株)内山建設 (有)入郷植物園 (株)宮崎芝園　他2者 スギ樹皮のリサイクル製品の活用による緑化事業の創出 H17.9.16 H22.9.15

136 宮崎県 ピー・アイ(株) イー・アンド・エム(株) ＰＩＥＭ(株) 結婚式場の業務処理効率化サービス（one-Wシステム）の事業化 H19.2.27 H24.2.26

137 宮崎県 (株)アシストユウ (株)共立電機製作所 移動式ネットワークカメラ「モニタリングミックス」の事業化 H20.8.19 H25.8.18

138 宮崎県 (株)三洋環境社プランナー (株)山鹿セメント工業 リン酸化チタニアを利用した抗菌砂（ドミノサンド）の事業化 H20.12.24 H25.12.23

139 宮崎県 ＢＩＯ ＧＲＡＦＴ合同会社 (株)ブレーンベース 歯科医師ネットワークによるインプラント治療資材販売の事業化 H21.5.28 H26.5.27

140 宮崎県 (株)関谷 (株)アリテック オールバッテリー３R事業 H21.12.4 H26.12.3
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コア企業

所在地
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141 宮崎県 (株)ラクテル スパークジャパン(株) (株)プリコム 高度なレーザ特殊加工による偽造困難なセキュリティラベルの事業化 H22.10.5 H27.10.4

142 宮崎県 (株)昭和 オオクマ電子(株)
重度障害者のQOL改善のための顔表面筋電位・眼電位を用いたイン

ターフェイス機器の事業化
H23.6.17 H28.6.16

143 宮崎県 (株)教育情報サービス ゼッタリンクス(株)
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
H24.10.1 H29.9.30

144 宮崎県 (株)大塚組 (株)泰東 (株)テクノマート 防鳥ネットパック販売の事業化 H27.7.10 H32.7.9

145 宮崎県 (株)のなか (株)ウィズダム (株)テクノマート 微小液体粒子発生装置（ミスト噴霧装置）の事業化 H27.8.28 H32.8.27

146 宮崎県 (株)FREEPOWER (有)松尾ボーリング工場 サンプロジェクトジャパン(株) 新型ギア（エコギア）を搭載した自転車の開発・製造・販売事業 H28.2.3 H33.2.3

147 宮崎県 (株)オファサポート シスココンサルティング(株) (株)Qosmo
高齢者の自動車運転の正当評価を目指した「自動車運転評価サービ

ス」の事業化
H29.2.3 H34.2.2

148 鹿児島県 八光工業(株) (株)オパール
鹿児島共和コンクリート工業

(株)　他1者
固化剤「ＹＨＲ液」を使用した焼酎かす等有機残渣物の製品化事業 H20.2.8 H25.2.7

149 鹿児島県 (株)栄電社 (株)谷口鐵工所 「中空糸型バイオリアクターによる窒素除去システム」の事業化 H20.12.1 H25.11.30

150 鹿児島県 (株)日本計器鹿児島製作所 共立金属工業(株)
農作物を霜害や害虫から守る全自動散水・止水制御装置の製造・販

売事業
H21.8.6 H26.8.5

151 鹿児島県 (株)アクセレートデバイス 薩摩総研(株)
イワタニエレクトロニクス(株)

他1者
深絞り反尃板構造LED素子の事業化 H22.3.15 H27.3.14

152 鹿児島県 (株)エリアトーク ニシム電子工業(株)
次世代デジタル式地域情報伝達無線システム「エリアトーク」の製造・販

売事業
H22.3.15 H27.3.14

153 鹿児島県 (株)福元技研 サンライズ産業（株）
(同)グリーン環境マテリアル

他1者

家畜伝染病予防に最適な「塗って固まり長持ちする消石灰の防疫・遮

熱塗布材」の事業化
H23.9.30 H28.9.29

154 鹿児島県 (有)藤井ピアノサービス (株)アサヒピアノ
グランドピアノの機能を持つアップライトピアノ型「グランフィールピアノ｣の製

造販売
H25.7.8 H30.7.7

155 鹿児島県 (株)南九州デジタル
リソースアクティベーション

(株)

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
H27.8.28 H32.8.27

156 鹿児島県 (株）エスポワール (株)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
H29.2.3 H34.2.2
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