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経済産業省では、地域経済の活性化を図るため、「中小企業等経営強
化法」に基づき、複数の異分野の事業者が、それぞれの「強み」を持ち寄り、
新しいビジネス（新商品、新サービス）で新市場を開拓していく新連携事業
を認定しております。認定後は、補助金を含む各種支援策を活用することが
できます。今回、認定事業計画の事例を取りまとめましたので、事業計画立
案にご活用いただければ幸いです。
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■新連携 とは

異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源（設備、技術、個人の有する知識

及び技能その他の事業活動に活用される資源）を有効に組み合わせて、新事業活動

を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。

～ 「新連携」とは ～
① 異分野の事業者
② 有機的な連携
（コア企業、規約等の存在）
③ 経営資源の有効な組合せ
④ 新事業活動
⑤ それによる新事業分野開拓
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■新連携事業計画における認定要件①

異分野 ・ 日本標準産業分類における細分類（４桁）が異なる
※ 同分類でも持ち寄るノウハウや技術等の中身が異なる場合は、経営資源の実質的

内容により判断

新事業活動

・ 新商品の開発又は提供
・ 新役務の開発又は提供
・ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
・ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

※ 新事業分野開拓が可能となるような、地域や業種を勘案して新しい事業活動であること。
既に相当程度普及している技術・方式の導入等及び研究開発段階にとどまる事業は対象外。

新事業分野
開拓

・ 新事業活動によって、市場において事業を成立させること。
・ 需要が相当程度開拓されることが必要であり、具体的な販売活動が
計画されているなど、事業として成り立つ蓋然性が高く、継続的に事業
として成立すること。
※ 事業計画は３年間～５年間
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新事業活動
財務面

・ 新事業活動により持続的なキャッシュフローを確保し、１０年以内に融資返
済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげ
ること。

連携体

・中核となる中小企業（コア企業）が存在し、２以上の中小企業が参加する
こと。

・大企業や大学、研究機関、ＮＰＯ、組合などをメンバーに加えることも可能。
（ただし、半数以上が中小企業）
・ 参加事業者間での規約等により役割分担、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、支援対象外。
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■支援対象者（中小企業者の定義）
（１）中小企業者として対象となる会社と個人

（２）中小企業者として対象となる組合及び連合会

資本金基準 従業員基準

　製造業、建設業、運輸業など

ゴム製品製造業の一部

ソフトウェア業・情報処理サービス業

旅館業

３億円以下　又は　３００人以下

　５千万円以下　又は　２００人以下

　サービス業（下記以外）

　卸売業

　小売業

会社、個人（主たる事業として営んでいる業種）

３億円以下　又は　３００人以下

３億円以下　又は　9００人以下

１億円以下　又は　１００人以下

　５千万円以下　又は　５０人以下

　５千万円以下　又は　１００人以下

対象となる要件

農商工連携 地域資源活用 新連携

消費生活協同組合、

消費生活協同組合連合会

内航海運組合、

内航海運組合連合会

組合及び連合会

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、

水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、

漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、

酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

鉱工業技術研究組合

  直接または間接

  構成員の2/3

  以上が(1)に示す   

  中小企業者で

  あること

特になし
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相談（事業者 ⇒ 九州経済産業局、中小機構、商工団体等）
※随時受付

・事業プランの相談
・事業計画の主旨・体制、事業者・計画の申請要件等を確認

➡ 中小機構の受付後は、事業性・市場性等を検討した後、認定に向けた有望
な案件は、中小機構のアドバイザーが事業計画のブラッシュアップを支援

■プレヒアリング（申請者プレゼン ⇒ 九州経済産業局）
・申請事業者によるプレゼン

■評価委員会(申請者プレゼン⇒外部有識者)
・申請事業者によるプレゼン
・外部有識者の評価委員による事業計画の評価

■認定 (九州経済産業局、共管省庁) ➡ 認定書交付・公表
・認定後、事業者は支援制度等を活用し事業計画を実施

事務局 第1回 第2回 第3回

各
機関
で
対応

～２月 ～６月 ～10月

中小
機構
九州
本部

３月 ７月 11月

九
州
経
済
産
業
局

4月 ８月 12月

5月 9月 1月

6月 10月 2月

認定スケジュール（参考）

■申請（申請者 ⇒ (申請先)九州経済産業局)

計
画
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

■事業計画認定までの流れ

事業計画の発案・企画、連絡調整（事業者等）
・中小企業者等による発案・企画
・必要に応じて、有機的な連携に向けた連絡調整
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■認定事業計画への具体的支援措置
補助金 ■商業・サービス競争力強化連携支援事業

中小企業・小規模事業者等が他の事業者及び大学・公設試等と連携して行う新しいサービスモデルの開発について、 研究員費、 知的財産権関連経費、 展示会等へ
の出展経費など、その費用の一部を補助します。
補助金限度額：3,000万円
補助率（一般型）1/2 以内、（IoT、AI 等 先端技術活用型）2/3 以内

補助事業期間 2年度（2年度目は初年度の補助金交付決定額が上限） 問い合わせ先：九州経済産業局

融資 ■政府系金融機関による融資制度
認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。
■高度化融資制度
４者以上が連携して行う事業に必要な生産・加工施設等の設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います（無利子）。

問い合せ先：独立行政法人中小企業基盤整備機構

信用保証 ■信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会が債務保証をする制度で、 中小企業者は次の措置を受けることができます。
※普通保証等の別枠設定
普通保証2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、 流動資産担保融資保証２億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることが
できます。
※新事業開拓保証の限度枠拡大
新事業開拓保証の限度額が2 億円から4 億円（組合4 億円から6 億円）に拡大されます。 問い合わせ先：各県信用保証協会
■食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造等の事業を行う中小企業者が金融機関から融資を受ける際、食品流通構造改善促進機構が債務保証等をする制度で、食品の製造等の事業を行
う中小企業者は、当該認定事業に必要な資金の借り入れに係る債務の保証等を受けることができます。問い合せ先: 財団法人食品流通構造改善促進機構構造改善部

海外展開
に伴う資金
調達支援

（海外現地子会社等の資金調達円滑化）■株式会社日本政策金融公庫法の特例
中小企業者が、海外現地子会社等と共同して海外展開に取り組む場合、日本政策金融公庫が海外現地金融機関の長期融資に対して債務保証を行うことに

より、海外子会社等は現地通貨等外貨建てでの資金調達支援を受けられます。 ※保証限度額は一保証先につき４．5億円以下
問い合わせ先：株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）

（海外展開のための国内における資金調達支援）■中小企業信用保険法の特例
中小企業者が、海外直接投資事業に要する資金について国内金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行う制度である海外投資関係保
険の保証限度額が2億円から4億円（組合は4億円から6億円）に拡大されます。 問い合わせ先：各県信用保証協会

その他の
支援措置

■中小企業投資育成株式会社の特例
事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。

問い合せ先：東京・名古屋・大阪中小企業投資育成株式会社

■特許料の減免措置
技術に関する研究開発事業による成果について、中小企業者が特許出願を行った場合、審査請求料・特許料（第１～10 年）を半額に軽減できます。

問い合わせ先：九州経済産業局知的財産室
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商業・サービス競争力強化連携支援事業

事業概要・目的

本事業は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連

携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力

強化に資すると認められる取組について支援します。

補助対象者
中小企業等経営強化法第１０条第１項に基づく異分野連携新事業分野開拓計画（新連携
事業計画）の認定を受けた者であること。

支援内容

○補助限度額：３，０００万円

○補助率：補助対象経費の１／２以内 ※IoT、AI等の先端技術活用の場合は2/3

○補助事業期間：２年度

補助対象となる経費 研究員費、展示会等への出展経費、機械装置費、知的財産権関連費など

公募スケジュール 通常２月中旬～４月中旬頃

お問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 中小企業経営支援室
TEL ０９２－４８２－５４９１

■補助金 補助対象者、補助率、補助金上限額等
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経費区分 経費内容

労務費 ①研究員費

事業費

②謝金
③旅費・交通費
④会議費
⑤借損料
⑥知的財産権関連経費
⑦雑役務費
⑧マーケティング調査費
イ．展示会等事業費
ロ．市場等調査費
ハ．広報費

⑨備品・消耗品費
⑩機械装置等費
イ．機械装置費
ロ．保守・改造修理費

⑪外注費

委託費 ⑫委託費

■補助金 補助対象経費
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㈱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）
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■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）
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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

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
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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



■認定事業計画一覧 ⑦ （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

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



■認定事業計画一覧 ⑧ （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

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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粘着剤ゲルコアで装着する人工乳房の
開発と事業化

認
定
日

平成２７年７月１０日

事業分類 小売 テーマ分類 美容 地域 福岡県福岡市

事業概要

連携体の構成

代表者：本田 幸恵 住 所：福岡市博多区住吉3-1-18-507
電 話：092-292-3883
URL ：https://www.naturalbreast.co.jp/

ナチュラルブレスト株式会社

・本事業は、乳がん治療の乳房切除手術等で、乳房を失った患者に対し、オー
ダーメイド感覚の高品質な人工乳房をレディメイドで、低価格で、素早く・安易に
提供する事業である。
・肌との接触面に、新素材の粘着剤（ゲルコア）を使用することで、日常では、
接着剤を必要とせず、しっかり密着し、簡単に外せて、容易に位置決めできること
を特徴とする人工乳房である。
・３タイプの形、４色のバリエーション、左右２パターンの２４種類のレディメイド販
売により、全商品１５８，０００円の低価格で購入できる。3Dデータから型を
成形するオーダーメイドも開発予定である。
・全国のフィッティングサロンの個室で、女性スタッフにより、気兼ねなく、実際に見て
触って試着して、購入できる。
・年間６万人の乳がん発症者数の内、乳房全摘出手術を受け、乳房再建手術
を受けない患者は、16,800人で、その内約１万人が販売対象と推定。

事業の成果および今後の展開

●３D技術による３Dプリンターにて人工乳房の型づくりを日本で初め
て完成させた。

●テレビなどに取り上げられ認知度も高まり、平成30年度6月決算期
には年間300個ほどの販売を達成した。

●売上高のアップに伴い、新たに５名（製造4名、営業事務１名）
を雇用した。

●日本にしかない商品なので海外からの引き合いが強く、中国成都
市の企業と代理店契約を締結した。現在は、上海の医療系企業と
代理店契約の交渉中である。

●JTBと医療ツーリズムの契約を平成30年3月に締結。中国と韓国
を中心に海外からのユーザーに対して、旅行と合わせたサービスを実
施している。

【補助金活用】ものづくり補助金（平成2６年度補正）

コア企業：ナチュラルブレスト㈱
（福岡県福岡市）
・国内総販売元
・人工乳房の特許権
・がん患者へのアプローチノウハウ

ナチュラル㈱
（福岡県福岡市）

・販売チャネルの提供
・ネット販売ノウハウの提供

技術支援

販売支援

販売

連携体の構成

事業推進体制

九州大学

技術支援

久留米リサーチ・
パーク

【３D設計】 【人工乳房】
㈱レリエンスメディカル
（新潟県新潟市）

・人工乳房の開発・製造技術

開発・製造
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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

認
定
日

平成２８年２月３日

事業分類
サービス

（廃棄物処理業）
テーマ分類 リサイクル 地域 福岡県北九州市

事業概要

連携体の構成

代表者：松尾 康志 住 所：福岡県北九州市若松区向洋町10番1
電 話：093-752-5300 URL ：www.fun-c.jp

2013年 第３回北九州オンリーワン企業（特別賞）選定
2015年 北九州エコプレミアムいち押しエコプレミアム選定

楽しい株式会社

・本事業は、食品廃棄物のリサイクルループ形成に必要なノウハウとサービ
スを包括的に提供する、民設民営（ＰＦＩ）方式による自治体向け一
括サービス事業である。具体的には、一般食品廃棄物をパッカー車で収集
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
堆肥を利用して農作物の生産を行うリサイクルループを形成する。
・導入する自治体は、従来の焼却処理に比べて、初期投資を必要とせず
に大幅なコストダウンとCO2を削減することができる。また、焼却施設と連携
した横展開を行うことにより、多面的に有効な施策を構築することができる。
・「北九州市と近郊地域における食品廃棄物地域循環圏事業化計画策
定事業」の採択を受け、北九州エコタウン内において、平成２７年７月よ
りモデル事業を実施中。

事業の成果および今後の展開

●自社にて開発した技術を基に、食品廃棄物（及び食品廃棄物脱離
液）の分解（還元）装置の試作装置を完成させた。従来の処理に比
べて処理工程の効率化、また微生物の投入実証検査により、含水率を
含め１次発酵物の質の向上をはかることが出来た。
●連携体と協力し、自治体等への市場調査、民設民営方式の契約や
サービス内容の整備、付帯サービス（市民啓発・食育環境教育・土壌
分析・野菜機能性分析等）の整備を行い「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」を完成させ、自
治体が取組むモデルケースとして確立することができた。
●ターゲットの反応調査を実施し、回答のあった自治体に対し積極的に
販路開拓を行った。自治体をはじめ自治体が管轄する卸売市場や市場
外の工場などへ営業活動を展開した結果、２１件の成約に結びつき、
現在、売上高1億3千万円程計上することができた。
【補助金活用】新連携補助金（平成２８～２９年度）

コア企業：楽しい㈱
（福岡県北九州市）
・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

㈱メンテックス
（埼玉県さいたま市）
・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

技術支援

排水処理技術の提供

堆肥化技術・システム設計

連携体の構成

事業推進体制

オリックス㈱
西京銀行

金融支援

北九州市環境局

行政支援

北九州市立大学

【地域循環圏リサイクルセンター】 【試作装置】
ＮＰＯ法人循環生活研究所

（福岡県福岡市）

・食品廃棄物リサイクル市民啓
発活動ノウハウ

市民啓発活動
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「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”

認
定
日

平成２８年２月３日

事業分類 サービス
（その他の教育、学習支援業）

テーマ分類 健康・福祉 地域 福岡県福岡市

事業概要

連携体の構成

代表者：藤田 和博 住 所：福岡市南区井尻4丁目2-51
電 話：092-501-4056 URL ：http://www.fukanogakki.com
2016年6月 第３回「ヘルスケア産業づくり貢献大賞」 九州経済産業局長賞受賞
2017年6月 平成２９年度 「九州ニュービジネス大賞」 優秀賞受賞

株式会社フカノ楽器店

・高齢者の介護・認知症予防を目的とした2007年からの介護予防ト
ライアル初期から、当社は音楽介護予防プログラムを市町村へ提供
しており、介護認定率の低下や介護給付費の低減に貢献してきた。

・今回、新たに運動補助具と楽器を兼ねた「ミュージックフープ」を取り
入れ、その運動効果を九州大学と解明することで、高齢者の脳の活
性化と共に健康促進を図る新たな介護予防プログラムを開発した。

・介護・認知症予防に加え健康促進を図るプログラムを地方行政や介
護施設へ提供すると共に、健康機器としてミュージックフープの販売
促進を図り、5年後に1.46億円、累計で4.5億円の販売を目指す。

事業の成果および今後の展開

写真・図

●高齢者、音楽介護予防プログラムを基に、運動補助具と楽器を兼
ねた当社オリジナル商品「ミュージックフープ」を取入れ、音楽・運動介
護予防プログラムを新たに開発し、行政の介護予防事業を展開。
●音楽・運動介護予防事業を市町村等へ展開した結果、29市町
村から業務受託し、年間売上高5,000万円程計上することができた。
●音楽・運動介護予防事業を積極的に販路開拓を行った結果、受
注増加となり指導講師を新たに20名採用した。
●当社の音楽・運動介護予防事業は、行政主催の介護予防教室
の普及に寄与し、平成30年度は4万人の高齢者が当社プログラムを
受講していただき「健康寿命の延伸」に貢献することができた。
●平成30年度までは、福岡県・佐賀県の市町村にて予防事業を展
開してきたが、平成31年度からは熊本県にてフランチャイズ展開が決
定、更なる事業拡大が見込まれる。
【補助金活用】 ものづくり補助金（平成２８年度）

コア企業：㈱フカノ楽器店
（福岡県福岡市）
・予防介護開発
・予防介護教室運営
・予防介護ツール販売

大昌産業㈱
（愛知県名古屋市）
・ミュージックフープ製造
・機器メンテナンス

ミュージックフープ製造

企画・開発・販売

連携体の構成
事業推進体制

福岡銀行・福岡信金
政策金融公庫

九州大学病院リハ
ビリテーション部

技術支援

写真・図

【公民館での音楽・運動介護予防教室の様子】

福岡県中小企業
団体中央会

市町村の厚生課

事業支援

経営支援

教室事業委託先
認定インストラクター

普及指導員

販売支援

㈲健康ネットワーク
（福岡県福岡市）
・講座プログラム開発
・テキスト作成

・インストラクター育成

教育プログラム開発
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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

認
定
日

平成２８年２月３日

事業分類
製造

（電気・情報機器）
テーマ分類 健康・福祉 地域 福岡県福岡市

事業概要

連携体の構成

代表者：前田 俊輔 住所：福岡県福岡市博多区山王1－10－2９
電 話：092-452-0588 URL：http://www.anshinnet.net/
平成29年度厚生労働科学研究「ICT基盤構築AI実装研究事業」採択

芙蓉ディベロップメント株式会社

・２０１４年に医療介護総合確保推進法が成立し、医療の大改革が行われ
た。その結果、介護施設に入居する重症患者が増加しているが、それを支える
在宅医療体制は十分ではない。そこで、コア企業は体温、血圧等のバイタル
データを自動で取り込み、高齢者の健康状態の変化をいち早く検知し、医師が
診断しやすい表にグラフ化するテレケア（在宅医療）システムを開発。
・本事業では、当該システムを組み込んだ情報機器（商品名「安診ネット」）を
販売する。また、診断情報などアフターフォローも実施する。
・診断記録に基づき医療機関が利用者別に設定を行うことで、医師不在の介
護施設でも、入院と同レベルの健康管理と病理判断支援が可能となり、在宅
医療の質を均一的かつ飛躍的に向上することができる。
・①健康診断等の基礎データや問診・観察データと組み合わせて解析する点、
②バイタルの平均値の出し方を工夫し検知精度を高めた点、③３年以上の実
証試験による実績を有する点④医学統計学を用い検証し評価する点などが特
徴である。

事業の成果および今後の展開

●開発したＡＩバイタル異常値検知技術を基に、試作開発を３年行った結
果、紙記録に勝る簡便さと速さを持つＵＩ開発に課題がでたが、改良を重
ねて、「安診ネット カイゴ」という商品を完成させた。
●モニター販売として医療・介護業界などへ直販した結果、５件の成約に結
びつき、現在、売上2,300万円程計上することができている。
●フクダ電子が11月より全国で販売代理を行う。また、コア技術のＡＰＩは
電子カルテ・介護ソフト・住宅・医療情報端末・医療ベッドとの連携の引き合
いの話があっており新たな取引先の獲得が期待できる。
●「肺炎の医療介入へのカットオフ」は、陽性的中率75％、特異度93％と
良好な結果を出し、心不全の入院期間短縮も示唆された。
●ＡＩバイタル異常値検知技術がＮＨＫ・日経新聞・日経ヘルスケア等に
取り上げられ、重症化予防のエビデンスを学会発表している。
【補助金活用】 新連携補助金（平成２８～２９年度）

コア企業：芙蓉ディベロップメント㈱
（福岡県福岡市）
・事業全体の企画・推進
・知的財産権の保有 ・販売促進

・アフターサービスの提供

（医）芙蓉会

（福岡県大野城市）
・システム企画及び開発

・実証試験の実施

設計・開発・臨床

企画・開発・販売・保守

連携体の構成
事業推進体制

長崎大学本田教授

技術支援

【入居者の健康情報
を入力し、整理・分析
して状態悪化を早期
発見するＩＣＴ健康管
理システム】

【ＡＩ異常値検知による早期発見の仕組み】

（医）和陽会
（特非）医療福祉クラウド

協会
㈱さくらコミュニティ

サービス等

開発支援

㈱未来ケアデザイン

（福岡県直方市）
・システム開発

・製造

・販売

開発・製造
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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

認
定
日

平成２９年６月９日

事業分類 サービス テーマ分類 IT 地域 福岡県北九州市

事業概要

連携体の構成

代表者：郷田 和正
住 所：福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル７F
電 話：093-513-7255 URL ： https://vintage.ne.jp/

株式会社ヴィンテージ

・本事業は、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・事業化を目指すものである。
・医療機関に強いネットワークを持つ株式会社キシヤと連携し、サー
ビス開始当初は、地場福岡県中心に普及を図る。
・既に社会医療法人製鐵記念八幡病院と監修協力契約締結の
上、2016年12月に実証機を導入済、実際にテスト稼動している。
・診療報酬の「加算部分」の試算に特化し、実現したソフトウェアは
他になく、新規性がある。
・５年目で累計導入病院数80件、売上高 100,800千円を目
指す。

事業の成果および今後の展開

●平成30年10月発売以降、九州を中心に約50件の個別訪問デモ
ンストレーションを実施し、商談へ展開中。スムーズに営業活動やマーケ
ティングが進んでいる。
●プレスリリース、HPの充実、WEB広告、大都市での展示会、商談会
開催など自社主体の営業活動も積極的に展開。全国の医療機関より
お問い合わせを多数頂いており、顧客の本サービスへの関心の高さが伺
え、今後、導入実績の拡大が期待できる。
●大規模病院、グループ病院からの問い合わせが多く、発売後１か月
で見積りを約20件の病院に提出し、１件成約に至っている。
●現在、商談会開催エリアの拡大やグループ病院へのアプローチ方法、
関連システムとの連携などを検討中。来春には新機能およびオプション
機能公開を予定。
【補助金活用】新連携補助金（平成30年度）

コア企業：㈱ヴィンテージ
（福岡県北九州市）
・商品企画・開発技術
・設計ノウハウ
・製造ノウハウ

㈱キシヤ
（福岡県福岡市）
・マーケティング

・営業

商品評価

マーケティング・営業

企画開発・運用・事業統括

連携体の構成
事業推進体制

大手病院

市場

産業医科大学

技術支援

社会医療法人
製鐵記念八幡病院

【展示会出展ブース】 【第13回アジアメディカルショー2018】福岡県中小企業

団体中央会

（福岡県福岡市）
・経営支援
・事業化ノウハウの提供

経営支援
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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

認
定
日

平成２９年６月９日

事業分類 サービス テーマ分類 IT 地域 福岡県福岡市

事業概要

連携体の構成

代表者：神田 文隆
住 所：福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル9F
電 話：092-626-7002              URL：https://www.jiun.co.jp

株式会社ジウン

・本事業では、中小病院・クリニックに対し、パブリッククラウド環境で医療画像管
理システムＰＡＣSのシェアードサービスを安価に提供し病診・病病連携の実
現を可能とするものである。
・本事業で提供するサービスは、従前のクラウドサービスとは異なる、オンラインで
のＰＡＣＳ機能の提供である。提供されるサービスの費用も月額15,000円を
予定しており、設備投資に躊躇する医療機関にとっては大きなメリットがある。
・本事業のターゲットとする市場規模は、350億円～450億円以上とされ、特
に中小病院・クリニックでの拡販を企画し、平成33年度において総クリニック数
100,000施設の２％である2,000施設へのサービス提供と297百万円の売り
上げ獲得を目指す。
・営業力に劣る（株）ジウンにとって、業界経験が豊富で販売企画力の高いケ
イズヘルスケア（株）との連携は事業化への大きな推進力となる。

事業の成果および今後の展開

●本事業で開発した技術を基に、クラウド型医療画像管理システム
『SonicDICOM PACS Cloud』のβ版を完成させ、現在、実証実
験を行なっている。
●平成30年12月より世界６ヵ国(7リージョン)を拠点として全世界
向けに第一段階のサービスの提供を開始する。サービス開始に先駆
け、10月よりプレスリリースやWeb広告を配信した。
●新連携の認定を受けて、会社や製品の認知度が向上、既存製
品への問い合わせ数も30％程増加した。また、今後の積極的な展
開や開発スピードを上げるため、社員を新たに2名雇用した。
●今後の展開として、画像共有機能やAIによる画像診断機能を研
究開発し、リリースしていく。またSDGsの目標達成に向けた取り組み
として、クラウド上に世界的規模のメディカルネットワークを形成し、国
境を越えた医療連携を促進、医療格差の是正に貢献していく。

【補助金活用】新連携補助金（平成30年度）

コア企業：㈱ジウン
（福岡県福岡市）
・システム開発
・プログラム設計
・商品サービスの開発
・サービスの運用

ケイズヘルスケア㈱
（福岡県福岡市）
・マーケティング、営業
・市場情報の収集

販売支援

商品評価・マーケティング

企画開発・運用・事業統括

連携体の構成

事業推進体制

筑邦銀行
日本政策金融公庫

金融支援

九州大学

技術：評価支援

コニカミノルタグループ
他

【クラウド構成図】 【ビューア画面】
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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

事業分類 サービス テーマ分類 IT 地域 福岡県福岡市

事業概要

連携体の構成

・本事業では、空手道・剣道・柔道等の大会運営者向けに、パソコ
ン・スマートフォンを活用した運営サポートするWebサービスを提供。

・空手道などスポーツ大会運営における作業は、殆どが手作業で行わ
れており、大会運営者は1つの大会運営に平均200時間超の時間
を費やしている。

・今回の事業で、スマートフォンと人工知能を活用したWebサービスを
開発・事業化し、本サービスを利用することで、200時間超の作業
時間を約100時間に短縮することが可能となる。

事業の成果および今後の展開

●TV・新聞等に取り上げられ、本サービス「大会運営 向上心」を利用
し、大会を開催したいとの問い合わせが全国から来るようになった。
●FAXや紙での申込を行っていた団体に「Web申込」と「トーナメント自
動作成」機能が評価され、導入も進み、現在約30,000名を超える選
手データが蓄積されている。また、スポーツ大会関連のサービスを取り扱う
企業との提携も検討している。
●平成31年から、毎年夏に開催されている玉竜旗、金鷲旗の大会エ
ントリー受付、速報サービスなどを一挙に受け入れることが決定し、更な
るバージョンアップも行っている。
●大会に出場した団体や選手に「リアルタイムトーナメント」が高評価。さ
らに、選手がそのURLをSNSなどで拡散する事例が増えており、今後、
“スポーツ大会の応援＝「大会運営 向上心」“が浸透することで、スポー
ツ業界のさらなる活性化が期待できる。
【補助金活用】新連携補助金（平成30年度）

コア企業：(株)diffeasy
(福岡県福岡市)
・商品企画 ･ソフト開発技術
・システム運用 ・マーケティング

(株)グレートビーンズ
(福岡県福岡市)

・Webアプリの開発

・画像設計･デザイン

・アプリのバージョンアップ
・Web上での販売戦略

WEB画像設計・デザイン

連携体の構成事業推進体制

京都産業大学
熊本大学

技術支援

【導入風景①】 【導入風景②】

代表者：白石 憲正 住 所：福岡県福岡市博多区祇園町8-13
第一プリンスビル1F The Company 

電 話：092-710-7216 URL ： https://diffeasy.com/
2017年11月 福岡市ステップアップ助成事業 最優秀賞受賞

株式会社diffeasy
空手道：新武館
剣道：百道剣道ス
ポーツ少年団、
西日本新聞社
その他

販売支援

各種武道大会主催先

市場先

企画開発・運用・事業統括

福岡県中小企業団体
中央会
(福岡県福岡市)
・経営支援
・事業化ノウハウの提供

経営支援
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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

事業分類
製造

（繊維・同製品）
テーマ分類 その他 地域 長崎県諫早市

事業概要

連携体の構成

代表者：粕谷 正昭 住 所：長崎県諫早市川内町458番地
電 話：0957-22-0373 URL ： kikkoneto@kasutani.com
2017年12月 地域未来牽引企業認定

粕谷製網株式会社

・本事業は、コア企業粕谷製網㈱が製造する養殖生簀用のポリエステルモノ
フィラメント製亀甲網を陸上用建設資材として用途拡大を図る事業である。
・陸上への転用は、国交省宮崎河川国道事務所からの「錆びない網を」との
要望をきっかけに落石防護網として陸上用網を開発したのが最初であり、現
在、その事業化を進めている。
・また、落石防護網のほかフトン籠や小動物侵入防止網としての用途も出て
きており、網の強度を増し、網幅を広くすることで作業効率を高め、更なる用
途拡大が可能となる。
・当社亀甲網は、①耐腐食性、②耐破網性、③耐候性、④耐薬品性、⑤
軽量、⑥有害物質の非排出といった特性があり、火山ガス、塩害にも強く公
共工事を中心に市場性は高い。

事業の成果および今後の展開

●落石試験を行ったことで、そのデーターを元に安全な設計ができるよう
になり、網(KIKKONET)の信頼性が高くなった。
●KIKKONETの編網機の改良を進め、品質を高めたことで平成23年
に海外総代理店であるマカフェリへ新たな編網機を輸出した。(売上高
1億1千万円)
●平成22～23年にかけては、有明海赤潮対策として当社が開発した
「浮沈式KIKKONET生簀」の需要が30万㎡程となったが、改良した編
網機によって生産性が向上した為、納期短縮に成功、売上高７億円
を計上することができた。（海上用は例年の4倍)
●積極的な展示会への参加やパンプレットの配布、自社ホームページ
での広報活動強化により認知度が上がり、鉄道・建築関連の注文も増
えてきている。また、東北震災と熊本地震の復興にもKIKKONET製品
が使用された。
【補助金活用】新連携補助金（H20～21年度）

ものづくり補助金（H24～25年度）
コア企業：粕谷製網㈱
（長崎県諫早市）
・亀甲ネット、防護ネットの製造
販売
・養殖施設の施工、改良工事
・競技用コースの設計施工

㈱マツオエンジニアリング
（長崎県諫早市）
・各種ダンパ設計開発

網機（ぼびん）開発企画・組立・製造・販売

連携体の構成

事業推進体制

【熊本城石垣保護】 【福岡地震志賀島復旧工事】

・長崎県工業技術セン
ター
・長崎大学
・㈶長崎県建設技術セン
ター

技術支援

東レ・モノフィラメント㈱

原料納入

STKネット工法研究会

販売支援・施行

サンワ㈱
（大阪府大阪市）
・金網自動機及び各種産業
機械設計製造、販売

・NCフェンス製造

機械製造

東洋コントロール社

（長崎県長崎市）
・メカトロ機器、設計、製作
・配電盤、分電盤、設計、製作
・製缶加工

基盤開発

長崎県中小企業団体中央会
（長崎県長崎市）
・事業執行管理、事業化支援

支援機関
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閉鎖性水域の水質改善装置
（子水神：ネレード）の事業化

認
定
日

平成２８年６月１０日

事業分類 建設 テーマ分類 環境 地域 長崎県長崎市

事業概要

連携体の構成

代表者：原 純貴 住 所：長崎県長崎市松原町2648－2
電 話：095-814-9330 URL ：http://www.ecoplan-water.co.jp/

株式会社エコ・プラン

・水道水源の50％近くを占めるダムや湖沼では、水の澱みによる底層
域の酸素不足が要因となる藻や汚泥が生じ、これが原因で水道臭が
発生する。この対策で閉鎖水域を循環させる装置を開発した。
・当社の水質改善装置（ネレード）は、正多角形配置の気泡上昇
流により中央部に下降流を創出させ湖底に達した表層水は放射方
向に拡散するので、1台で50万トン規模の循環を実現できる。
・従来品に対し初期導入コストを60％に、ランニングコストは40％ま
で低減でき、メンテナンスフリーを実現しており、潜在需要3,000台が
想定される当該市場に対して、5年後に年40台4.8億円、累計で
87台10億円以上を目指す。

事業の成果および今後の展開

●本装置は、平成25年度に開発し、これまでに水道水源に利用し
ているダムに2個所、ゴルフ場に1個所納入している。
●平成28年度の新連携認定後、本装置の認知度向上の為、
（一社）日本水道工業団体連合会が毎年各地で開催する 「水道
展」に出展するとともに、DMの送付等を行い、営業展開を本格化し
ている。
●本装置の価格が高価なことから、リース会社にリース物件として取り
扱っていただくなどユーザーが導入しやすい環境整備も行ってきた。
●リース環境の整備や本装置の改良等行った結果、見積り依頼が
増加しており、本年度中に1箇所納入を予定している。
●今後も、水道分野だけでなく養殖場や公園などの修景池、ゴルフ
場などに積極的な営業展開を実施していく。

コア企業：㈱エコ・プラン
（長崎県長崎市）
・ネレードの企画開発
・ネレード特許の独占実施権
・納入サービス

㈱日本冷熱
（長崎県長崎市）
・ネレード製造
・ネレード品質管理

事業支援

製造支援

企画・開発・販売

連携体の構成

事業推進体制

㈱日本冷熱
篠田㈱

販売支援

長崎大学：工学部
（社会デザイン

工学科）

技術支援

長崎県産業振興財団
長崎県中小企業団体

中央会
長崎県・長崎市

【構造イメージ】 【福岡水道展】
㈱R&D
（長崎県長崎市）
・ネレードの開発支援
・ネレード特許

開発支援
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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

認
定
日

平成２５年２月４日

事業分類 製造（窯業・土石）テーマ分類 その他 地域 熊本県玉名市

事業概要

連携体の構成

代表者：坂本 達宣 住 所：熊本県玉名市下273-1
電 話：0968-76-6165 URL ：http://sakamoto-lime.com
2016年12月 優良１００年企業表彰
2017年12月 地域未来牽引企業選定

有限会社坂本石灰工業所

・石灰乾燥剤は理想的な乾燥剤として、広く利用されているが、水
分を急に吸収すると急激に発熱（1分で300度に！）する危険性
がある。また飲み込んだり、目に入ったりして、老人や子供の事故が
発生していた。そこで2008年に発熱しない乾燥剤I・Cを開発した
が、コスト高と金属含有量の課題が残っていた。
・本事業は、乾燥剤I・Cの新たな生産方式の導入により、製造工
程を大幅に見直すとともに、原料段階と加工工程で金属異物を除
去し、金属・非鉄金属の反応を少なくし、かつ、コストダウンを可能と
した「乾燥剤I・C-Ⅱ」の量産化事業である。

事業の成果および今後の展開

●開発した技術を基に、金属異物の除去に関して、原料加工の改良
などの試作開発を3年間行った結果、金属・非鉄金属の反応を少なく
した火傷しない「乾燥剤I・C-Ⅱ」を完成させた。
●「乾燥剤I・C-Ⅱ」をこれまで取引が無かった近畿エリアなどへ展開、
継続的に受注を確保することができており、現在、年間総売上高2億
円程計上している。
●海外市場へも積極的に販路開拓を行った結果、台湾企業向けの
受注を獲得、社員を新たに2名雇用した。また、インドやアメリカなどの
企業からも引き合いがあっており、新たな取引先の獲得が期待できる。
●石灰の温度コントロール技術がメディア、SNS等に取り上げられ、大
学等と新たな商品に関しての研究開発を進めていくことになった。
【補助金活用】新連携補助金（平成25～27年度）

コア企業：(有)坂本石灰工業所
（熊本県玉名市）
・発熱しない石灰乾燥剤の製造技術
・発熱しない石灰乾燥剤の特許
・表面加工技術

薬仙石灰㈱
（山口県美祢市）

・石灰原料の製造,焼成技術、生産設備
・石灰の活性度の制御技術

原料の製造

企画・製造・販売

連携体の構成事業推進体制

日本マグネティックス

技術支援

熊本大学
産業美術センター

技術支援

【乾燥剤Ⅰ・Ｃ-Ⅱ】 【乾燥剤の比較】
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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

事業分類
サービス

（保健衛生）
テーマ分類 健康・福祉 地域 熊本県熊本市

事業概要

連携体の構成

代表者：松尾 洋 住 所：熊本市東区神園2-1-1
電 話：096-349-7712 URL ： http://www.kwsi.co.jp/
2017年12月 地域未来牽引企業選定、2017年はばたく中小企業・小規模
事業者300社、第1回健康寿命をのばそう！アワード優良賞等を受賞

株式会社くまもと健康支援研究所

・本事業では、健診機関（診療所等）が特定保健指導を効率よく実施で
きるよう、システムの提供と業務補助を組み合わせた支援サービスを開発し
提供する。
・コア企業が有する特定保健指導に関するノウハウと、保健師・管理栄養士
等の専門職職員を活用することで実現する。特定保健指導を支援するシス
テムはすでに市販されているものの、業務補助を組み合わせたサービスは見
当たらない。
・㈱ワイズ・リーディングが有する販売網を活用し、当面、熊本県内を中心に、
病院、診療所、健診センターなど（1,691カ所）へのサービス提供を図る。
・厚生労働省は、保険者努力支援制度などのインセンティブの取り組みによ
り、特定保健指導実施率の向上を強化することを目標としており、市場は広
がりつつある。

事業の成果および今後の展開

●本事業で開発した人工知能を活用した特定保健指導面接支援システ
ムを活用することで特定保健指導における各専門職の質の均一化や生産
性が向上した。
●過去10年間蓄積した支援内容を人工知能（学習機能）に反映させ
ことで、より成果を導き出す健康目標立案等を本システムにてサポートする
ことが可能になり、より効率的で効果的な支援を実現した。
●第３期特定健診・保健指導における制度改正により、継続支援などを
一部外部委託することが可能になったことで、医療機関以外においても本
システムの活用が見込まれ、市場の拡大が期待できる。
●平成30年度における本システム関連の売上高は年間2,000万円程を
見込んでいる。
【補助金活用】 新連携補助金（平成27～28年度）

コア企業：㈱くまもと健康支援研究所
（熊本県熊本市）

・医療保険者との契約実績
・保健師・管理栄養士等の専門職多数在籍

㈱ワイズ・リーディング
（熊本県熊本市）

・医療分野向けシステム開発の実績

・複数施設をネットワークで接続したシステムの

運用実績

技術支援

システム開発・保守

企画・販売・サービス提供

連携体の構成

事業推進体制

熊本大学
（医学部附属病院）

【チラシ】【システム画面】
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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

事業分類 製造（その他製造業） テーマ分類 その他 地域 大分県日出町

事業概要

連携体の構成

代表者：馬場 潤一 住 所：大分県速見郡日出町大字藤原2393
電 話：0977-72-3315 URL ：http://www.kyunano.jp

九州ナノテック光学株式会社

・本事業では、電気（電圧）で透明な状態と白濁の状態を容易に
コントロールすることができる世界最薄（120ﾐｸﾛﾝ）の新型機能性
液晶フィルムの製造・販売を行う。
・九州ナノテック光学㈱が開発した新型機能性液晶フィルムは、全く
新しい製造方法であるため、従来の合せガラスに加工しなければ長
期間使用できなかった液晶フィルムを、シート単体で長期間使用し、
後貼り施工をおこなうことが可能になった。
・また、市場からの要望が大きい大型化、カラー化、低電圧化へも対
応でき、用途が格段に広がったことから、従来使用されてなかった新た
な業界・分野・用途での市場創出を目指す。

事業の成果および今後の展開

●開発した液晶フィルムは、規模の大きな既存施設への後貼り施工
が可能となった事で東京や福岡等での大型案件の受注につながった。
●薄型・低電圧により、車両のウインドウへの活用が可能となった。
（中国向け車両や国内の限定車両への製品提供実績あり）
●開発したフィルム製造技術を基に市場より要望が強かったON/OFF
の作動が逆転した｢リバースモード液晶フィルム｣の開発に成功し、事業
化を推進中である。
●凸版印刷㈱とのフィルム事業の協業契約の締結を期に本社及び工
場を移転、平成30年6月期において従業員14名を新たに雇用し、
従業員数は25名となった。
【補助金活用】新連携補助金（平成23年度～26年度）

ものづくり補助金（平成24年度）

コア企業：九州ナノテック光学㈱
（大分県日出町）
・液晶フィルムの開発・製造
・液晶フィルムの総販売元大分県産業科学技術

センター

㈱アイエスアイ
（大分県日出町）

・製造装置の開発、製造
・液晶フィルムの付帯設備の
製造

技術支援

装置開発

開発・製造・販売

連携体の構成事業推進体制

大分県信用組合

金融支援

大分大学

技術支援

【OFF 透明】 【ＯN 白濁】

販売支援

販売代理店

大分県中小企業団体中央会

（大分県大分市）

・経営支援
・販路開拓

経営支援

■リバースモード液晶フィルム(イメージ）
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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

事業分類 サービス テーマ分類 その他 地域 宮崎県宮崎市

事業概要

連携体の構成

代表者：服部 幸雄 住 所：宮崎県宮崎市大字島之内3535番地2
電 話：0985-71-0006 URL ： http://ofa-krsc.com/head/
2017年12月 地域未来牽引企業選定
2018年 3月 はばたく中小企業３００社選定

株式会社オファサポート

・AI型自動車運転評価システムS.D.A.P（Smart Driving 
Assessments Program）を活用して、高齢者、特に認知症の疑い
がある者及び、高次脳機能障害者等の実車時の自動車運転評価を行
い、本人や関係医師等へ、その運転評価を提供するサービスの事業化で
ある。
・①コア企業自身が実施する自動車運転評価サービスと②AI型自動車
運転評価システムS.D.A.Pとメンテナンスサービスを提供し、他事業者が
自動車運転評価サービスを行う２種類の事業からなる。
・道路交通法改正や高齢社会の進行により、評価サービスを必要とする
人数を毎年約65,000人と推定している。又、システムの提供先としては
自動車学校、教習所の1,420校がターゲットとなる。

事業の成果および今後の展開

●開発したS.D.A.P.プロトタイプ版を自社運用しながら、中小機構の地
域活性化支援アドバイザー派遣を受け、センサー等の機器構成の見直
し、データ管理プログラムの改良を行い、システムの簡略化、コストカット、
利便性の向上を図った。
●当初構想では運転技能評価結果の提示が主なサービス内容であっ
たが、机上検査、身体測定等を組み合わせ複合的に分析することで、
脳機能、身体機能、運転技能それぞれの課題個所を明確にし、個別に
適切な運転トレーニングを行う内容に改良した。
●上記サービス内容で体験会(3ヶ月間)を実施、県内の自動車学校へ
S.D.A.P.ベータ版を導入し運用検証中。(6校中3校済み)
●国立長寿医療研究センター、㈱エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所等
とも協力しながら、新たな課題に対して、システム、サービス内容の改良
を行っている。
【補助金活用】健康寿命延伸産業創出推進事業(平成29年度)

コア企業：㈱オファサポート
（宮崎県宮崎市）
・自動車教習技術、ノウハウ
・自動車教習所設備
・リハビリテーション技術

シスココンサルティング㈱
（東京都千代田区）
・ERPコンサルティングノウハウ
・各種システム開発
・最適なエンジニアの提供

・新規販路開拓支援

医学アドバイス

総合ソフト開発

企画・実証実験・販売

連携体の構成

事業推進体制

全国届出自動車
教習所協会

販売支援

宮崎大学

技術支援

潤和会記念病院

【サービス提供の様子】 【評価結果画面】
㈱Qosmo（コズモ）
（東京都渋谷区）

・データ解析技術、ノウハウ

・ウェアラブルコンピューティン
グ技術

運転評価システム開発

一般顧客・医師
自動車教習所

市場ターゲット
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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

事業分類 小売 テーマ分類 IT 地域 鹿児島県鹿児島市

事業概要

連携体の構成

代表者：櫻木 伸一 住 所：鹿児島県鹿児島市中山町６－２
電 話：099－284-5880 URL ：https://www.mk-dig.com/

株式会社南九州デジタル

・本事業では、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
に伴って新商品を求める地域小売店、その顧客であるシニア層消費者をIT
でつなぐ、新たな流通の仕組みを構築する。ニーズがあってもよく知らない商
品を量販店や通販では買わないシニア層消費者も、地域のなじみの店がコ
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。
・そのようなシニア層の潜在市場を顕在化するために、メーカーと地域小売店
が、SNSやTV電話でつながり、WEBや動画で情報を共有し、地域の店が
保有するシニア層顧客1人1人の詳細な情報をもとに、ニーズにあった最適な
商品を提案できるシステムを構築し、地域店向けのワンストップ支援サービス
を提供することで、地域店の繁盛と地域活性化にもつながる。また、サービス
の一つ「おためし商品レンタルサービス」により、消費者は購入前にためすこと
で、安心して購入を検討することができる。

事業の成果および今後の展開

●当事業の研究成果を地域電器店業界の中で高く評価され、地域電
器店経営者が集まる会議や、メーカー、関連会社との連携も進んでいる。
●開発した「笑倍繁盛システム」の提供を含めた地域店支援サービスを
開始し、現在、全国で50店舗を超える地域電器店が加入している。
●本システムを実践している会員店舗では、様々な経営指標が向上し
ている事例が多数生まれており、共有することでノウハウが蓄積されている。
●実践している会員店舗が各地のテレビや新聞に次々と取り上げられ、
話題となり知名度も上がってきている。
●地域店の力で地域を活性化するという点でも注目され、様々な企業
や組織とのコラボレーションが進展中である。
【補助金活用】新連携補助金（平成27～28年度）

コア企業：㈱南九州デジタル
（鹿児島県鹿児島市）
・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
・卸売/小売/通販業の運営実績・ノウハウ
・メーカー、地域小売店とのパイプ、信用・関係性

リソースアクティベーション㈱

（東京都新宿区）
・システム調査・設計
・システム開発プロジェクト管理
・アジャイル型開発におけるプロジェクト管理ノウハウ
・開発会社とのパイプ、SEとのコミュニケーションノウハウ

システム開発

プラットフォーム運営管理

連携体の構成

事業推進体制

シニア層向け
製品メーカー

商品提供

テレビの密着取材を受ける会員店 開発した笑倍繁盛システム

地域密着型の
小規模小売店

システム利用商品仕入れ

僖績経営理舎㈱

コンサルティング

鹿児島県よろず支援拠点

調整
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■地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画（概要）
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※申請時の審査において地域経済牽引事業計画の認定事業者が参画する場合は加点



■地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画（支援措置等）

34



九州経済産業局 http://www.kyushu.meti.go.jp/

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/

特許庁 https://www.jpo.go.jp/indexj.htm

J-Net21
（中小企業ビジネス支援サイト）

http://j-net21.smrj.go.jp/

ミラサポ https://www.mirasapo.jp/

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

http://www.smrj.go.jp/

JETRO https://www.jetro.go.jp/

■関連情報
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