
2021年度 第7１回　令和3年１０月１２日開催

株式会社サンワハイテック

【自動装置・治工具の設計製作】

株式会社　談

【オンラインイベントとライブコマース】

株式会社日本リモナイト

【阿蘇黄土（リモナイト）を利用した事業展開】

天草池田電機株式会社

【自社オリジナル商品の開発・販売への取組み】

2020年度 第70回　令和3年2月9日開催

株式会社アマーサ

【モリンガ栽培と産学官連携で機能性表示食品開発】

ふるさと熱電株式会社

【地熱を活用した地熱発電や地域活性化事業】

株式会社SUSTAINABLE JAPAN

【用排水路浮遊ゴミ・マイクロプラスチックの海への流出を防ぐ

　新機器製造と運営】

バトン合同会社

【踏み間違い防止装置　バトンペダル】

株式会社優和

【親孝行代行でネット時代でも安心な老後！】

Kuru-Lab株式会社

【産学連携による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】

第69回　令和2年10月13日開催

株式会社クリエーションWEB PLANNING

【異業種連携冷凍総菜BIZ】

株式会社ペコIPMパイロット

【地元の生態系の力を活用した「天敵カップ」】

株式会社ＣＡＳＴ

【あらゆる場所にセンサーを～工場をデータ化するモニタリングセンサー】

Ｐ＆Ａ〈崇城大学〉

【光合成細菌由来の藻類活力剤の製造販売】

2019年度 第68回　令和2年2月10日開催

株式会社エージェントこころ

　災害に強いレジリエンスな町づくり～わいたモデルについて～



【人を育てるテレマーケティング事業　～人材不足解消の切り口～】

ユニバーサリー電工株式会社

【SDGs・地球温暖化防止対策の具体的な活動となる自家消費型再生可能

　エネルギーの提案と計測事業】

株式会社ＳＴＥＬＬＡ

【国産商材《WAX匠道》で眠れるワックス脱毛ビジネスを展開】

第67回　令和元年10月8日開催

有限会社坂本石灰工業所

【お灸文化に革命をもたらす『OQUA』　～火を使わないお灸デザイン開発～】

株式会社ウッドランドパス

【脳卒中後遺症の改善を諦めない　～脳卒中後遺症に特化した「保険外」の

　リハビリ施設のご案内～】

九州電力株式会社

【「毎日の健康生活に無添加自然食品で貢献する事業」】

通潤酒造株式会社

【「世界最先端の観光酒蔵を造り日本酒に新たな価値を創造する」】

第66回　令和元年6月11日開催

株式会社ＨeartＢest

【赤ちゃんスヤスヤ、大人の安眠にも」心と身体を調律する心音スピーカー

「安心音」の紹介】

株式会社アグリライト研究所

【未来農業への進化に農業気象学で対応】

株式会社シェアタス

【都市型屋外グランピングによるアウトドア体験を提供】

palette（パレット）〈崇城大学〉

【画像認識ＡＩを用いたメイクサポートアプリの開発】

2018年度 第65回　平成31年2月12日開催

ＩＮＳＣＡＰＥ　藤原　加容子

【サイズが調整できて、どこでも使える「スケープ」カーテンの製造・販売】

株式会社西嶋海苔

【環境共生型の高付加価値商品開発事業】

合同会社サンスマイル

【福祉・介護事業から６次産業化へ】

株式会社パストラル



【食・農・観（観光）連携（6次産業化）による地域価値の創造】

第64回　平成30年10月9日開催

有限会社坂本石灰工業所

【土壌中の重金属汚染を簡易・迅速に判定できる重金属検出キット】

株式会社Ｍ－Ｃass

【ビジネスゲームによるアクティブラーニングを使った人材育成支援および

　およびコンサルタント事業】

株式会社サイディン

【シクロデキストリンを活用した医療品・機能性食品の開発】

合同会社フットパス研究所

第63回　平成30年6月12日開催

〖特別講演〗

　講　師　スターティアホールディングス株式会社　

　　　　　代表取締役社長兼最高経営責任者　本郷　秀之氏

　演　題　『起業家』という選択肢

　

株式会社システムフォレスト

歯っぴー株式会社

【人生100年時代に必要な口腔ケアシステムの提供】

mowaソリューションズ株式会社

ゆーず（崇城大学起業部）

【エコーロケーションを応用した補聴器型デバイス開発】

第62回　平成30年2月13日開催

ナチュラルフードKOTA

株式会社PTC

【産業用機械の設計・組立、「フォレスト洗浄装置」等の製造シスメット】

シスメット株式会社

【「歩く人を歓迎する」地域プラットフォームの構築による日本における歩く
　　文化の定着と、それらを活かした新しいツーリズムの提案】

【モノのデジタル化（IOT）とマーケティングオートメーションが
　生み出す加速化経営】

【半導体試験装置（テスター）のリユースを実現するソリューション事業
　⇒IOT機器開発につなげ！】

【素材や製法にこだわった付加価値の高いプレミアムペットフードの
　製造・販売】



【自然災害防災システム「ZEROSAI」（ゼロサイ）】

くまもと☆農家ハンター

【農作物被害から地域を守るイノシシ対策事業】

2017年度 第61回　平成29年10月10日開催

株式会社プレシード

【「あかねグラノーラ」事業ネクストステージへの展開】

株式会社システムクレオ

【病院経営マネジメントシステム「ここりんく」の開発と販売】

阿蘇さとう農園

【「阿蘇タカナード」の製造・販売】

バンブーマテリアル株式会社

第60回　平成29年6月13日開催

KIT－CC株式会社

【インクジェット技術を活用した産業用印刷機の展開】

ムーンムーン株式会社

株式会社Zero－MozJapan

Ciamo（崇城大学）

★熊本県オープンビジネスコンペンティション　優勝者

【球磨焼酎粕で培養可能な光合成細菌を活用したソーシャルビジネス】

第59回　平成29年2月13日開催

株式会社はぐくみ

【子育てが一段落したあなたへ♪スモールビジネスだからできる！】

肥後製油株式会社

【高機能性食用油「プラスオイル」の製造・販売】

株式会社CLOUD－IA

【資源作物「エリアンサス」を活用した新たなソーシャルビジネス】

株式会社グリーンキューブ

【竹の特性を活かした新建材『ナンカンボード』及び『Bam　Wood』の
　需要開拓】

【光目覚まし時計及び快眠グッズの企画・販売による快適な睡眠を提供
　する事業】

【自然界の素材を使った抗ウィルス材・抗バクテリア材・抗ダニ材・
　抗カビ材・消臭材の有効活用方法】

【竹資源を利用した、水産用乳酸菌サプリメントの製造販売及び、ブランド魚
「かぐや鯛」の販売】



2016年度 第58回　平成28年10月12日開催

株式会社クリエーションWEB PLANNING

【豊かな島の恵み天草産品を全国へ世界へ】

さくら株式会社

【着物リメイクサービスB to Bモデル】

株式会社スカイディスク

【IOTサービスをより簡単に実現する「SkyLogger」と「SkyAnalyser」】

第57回　平成28年6月14日開催

株式会社日本医療機器技研

【心疾患治療の未来を変える生体吸収マグネシウム合金製ステントの開発】

エクセレント教育株式会社

【意思決定「断捨離ビジネスメソッド」で加速させる】

Bloom　technology株式会社

【生活習慣病対策のためのTAGE簡易測定キット】

株式会社A.C.E

【「地域包括ケアシステム」構築に向けて拠点化を目指して】

2015年度 第56回　平成28年2月9日開催

ユニバーサリー電工株式会社

【「HOUSE－e」地産地消・営農型ビニールハウス太陽光発電システムの販売】

あきまろ舎

【老犬訪問介護及び中型・大型老犬専用介護用品の製造・販売・レンタル事業】

有限会社歩産業

【継続できる農業システム「A－UNIT」】

株式会社soraプロジェクト

第55回　平成27年10月14日開催

有限会社宮川洋蘭

【洋ランの生花を活用した永久保存花「ボトルフラワー」の製造販売】

株式会社アドアストラ

【海外進出の最初の一歩をサポートする事業】

フロンティアビジョン株式会社

【会社の見える化支援サービス「ＭＩＥＲＵ］】

【営業の最適化を実現する小人数テレマ営業部隊「マーケティングラボ」
　構築の支援事業】



株式会社緒方エッグファーム

【オメガ３脂肪酸を強化した鶏卵及び加工品の開発販売】

株式会社福田農園ワイナリー

【飲食店向け割り材「九州ご当地フルーツシロップ」の事業拡大】

第54回　平成27年6月9日開催

トイメディカル株式会社

【ディスポーザブル医療機器の販売展開】

株式会社フュージョンテク

【立ち座り補助椅子「楽立楽座　たて～る」の開発】

株式会社オーケープランニング

【卓上組合せ計量機「テーブルコンビ」の開発と製造販売】

2014年度 第53回　平成27年2月10日開催

人吉アサノ電機株式会社

【ピーク電力制御システム「エレワイズ」販路拡大】

株式会社Ｐ・マインド

【線維筋痛症治療用小型器「エンジェル・タッチ」の開発】

株式会社ペコＩＰＭパイロット

【農業法人のためのデータ分析サービス「博士の分析」のご提案】

熊本防錆工業株式会社

【熊本県八代のトマトを使った洗顔せっけん「トマーテリコ」の販売】

第52回　平成26年10月15日開催

株式会社ボーイ

【高齢者及び来店困難者向けの高付加価値出張美容システムの提案】

リボンガス株式会社

【土足空間用温水床暖房ＥＣＯ‐ＨＲの展開】

リーディングエッジ株式会社

【ビジュアルコンテンツ及びビジネス支援サービスのご提案】

株式会社アスリートクラブ熊本

第51回　平成26年6月10日開催

株式会社談

【フリーペーパーやECサイト等による女性シニア向け商品の販売支援】

【日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）加盟「ロアッソ熊本」及び
　「一般社団法人ロアッソ熊本スポーツクラブ（仮称）」の運営】



株式会社健光

【UVカット商品の研究開発・製造・販売・施工】

株式会社熊本アイディーエム

株式会社TOP

2013年度 第50回　平成25年12月10日開催

earth and one株式会社

Take Energy Corporation株式会社

【エネルギー事業がもたらす利益還元による地域振興ビジネス】

株式会社ワイズ・リーディング

【遠隔画像診断事業】

第49回　平成25年9月10日開催

株式会社蜂の郷にしおか

【短期花粉交配用ミツバチパッケージの製造販売】

有限会社シオン

株式会社グロースンドリーム

【電動バイクの開発・製造】

株式会社日本コンピュータ・アソシエーツ

第48回　平成25年6月11日開催

株式会社エヌエーエスコーポレーション

株式会社ソフトビル

株式会社エイムテック

【最新スマホアプリがビジネスを変える！音声検索アプリ「どうしたの？」
　の公開と応用】

【完全人工光型植物工場「健康野菜村」によるレタスの生産販売と
　付加価値野菜へのチャレンジ】

【「現場からのデータが農業未来を変える」農業生産管理システム
　フロンティアの販売】

【低ランニングコスト・高精度の炭素強化プラスチック・
　　　　　　　　　　　　　　　ガラス切断用ウォータージェットの開発】

【パワーデバイス検査装置と自動車用電子部品・モジュール及びセンサ用検査
　装置を軸とした総合検査装置のリーディングカンパニーへ】

【U+シタテル：インターネットを通して優れた技術を持つ国内縫製事業の
　剰余資源を活用し、「お直し」や「お仕立て（国内工場OEM）」を身近に
　利用できるサービス】

【特許権を活用した連続式異物除去洗浄機「川」及び「スパイラル」
　の製造・販売】



【次世代圧力計測器の開発】

株式会社栄電社

【高濃度窒素排水の高速除去装置≪中空糸バイオリアクター≫の販路拡大】

第47回　平成25年3月12日開催

株式会社蒲公英

【八代産完熟トマトと植物性乳酸菌を活用した商品の開発・販路開拓】

株式会社アーダン

【国内最高水準のシルク高配合エイジングケア化粧品の奄美発グローバル展開】

株式会社村田産業

【ＬＥＤ照明MurataLEDs「Luzy]の製造・販売】

株式会社トワード

【安全運転エコドライブ推進システム「ECO-SAM」の製造販売】

2012年度 第46回　平成24年12月11日開催

ジェイウォーター株式会社

【食品、飲料水、清涼飲料水の開発・製造及び販売】

株式会社ＫＩＳ

【「スマートＴＶ」を活用した新しいビジネスの種】

美録こふれ株式会社

【南阿蘇から提案する20年後のさらなる健康と輝く素肌を提供する事業】

株式会社朝日化成

【木型による真空形成品の量産】

第45回　平成24年9月11日開催

株式会社CHAOS・SYSTEMS

【エコ・アクア節水システムの販売】

株式会社ベルクミート

【ベルクミートやまさと農場ミネラル豚、希少種豚の飼育、熟成肉の加工食品】

株式会社田中商店

【九州圏の酒パックリサイクル事業】

株式会社フジコー

【殺菌・消臭効果に優れたＭaＳＳＣ（マスク）ブランド商品の販売】

第44回　平成24年6月12日開催

株式会社阿蘇バイオテック



槌本産業株式会社

【スリットパッキング法により創られる高品質の芯持柱「テクノV」の製造販売】

株式会社ヘアー＆ブライダルローズ

株式会社イーコンセプト

【筒状炎ろうそくの販路拡大によるエコライフ推進事業】

第43回　平成24年3月13日開催

熊本ネクストソサエティ株式会社

【「クマモトなう!」情報インフラ構築事業】

テーラーズ熊本株式会社

【「ハウスロボ」の活用で、高収益と低コスト型の次世代型農業を実現します】

株式会社アリテック

【ダイナミックパワー蓄電コントローラの製造、販売】

株式会社ＴＭエンタープライズ

【「QBC九州ビジネスチャンネル」へのタイアップ広告企業の開拓】

2011年度 第42回　平成23年12月13日開催

天草池田電機株式会社

【省電力・長寿命のランプ「ELI Lamp」の製造と販売】

株式会社ＴＯＰ

【急拡大するパワー半導体検査業務への新技術による参入と貢献】

株式会社サック

第41回　平成23年9月13日開催

有限会社アドプラス

【トイカメラの販売　ギズモショップ】

中球磨林産開発有限会社

【地域資源焼酎粕を活用した特殊肥料の製造及び販売】

株式会社テクノアート

【クラウトブローカー事業】

クイックウォッシュ株式会社

【防護ネット柵を活用した落下防止対策事業と外装カバー工法による
　ビルリフォーム事業】

【九州の地域資源・農林水産物を活用した「強い商品作り」をサポートする
　サイエンスマーケティング事業】

【サクランを配合した人と自然に優しいヘアーカラートリートメント剤の
　企画・開発・販売】



【2リットル以内の水と天然成分100%溶剤で環境に優しいエコ洗車】

第40回　平成23年6月13日開催

株式会社エコファクトリー

株式会社サンワハイテック

【来型パーソナルモビリティ(一人乗り移動機器)『STAVi』の開発】

山下機工株式会社

【特殊素材加工、金属複合加工の付加価値向上及びナノの機能部品の製作販売】

第39回　平成23年3月9日開催

株式会社クラッセ

【熊本県産農産物を活用した健康食品の企画、開発、販売】

株式会社ラクティブジャパン

【低分子有機酸(SRP)を用いた除菌・消臭剤等の開発,製造,販売】

株式会社芳田商店

【無添加ペットボトル投入型TB(ティーバッグ)開発販売事業】

株式会社福元技研

【遮熱・防疫塗布材“塗って固まる消石灰”の事業化】

2010年度 第38回　平成22年12月14日開催

株式会社ビオテック九州

【食品廃棄物を利活用した飼料の製造及び販売】

株式会社ＺＥＲＯ　ＭＯＺ　ＪＡＰＡＮ

【「蚊」の発生を元から絶つZERO MOZの開発・販売】

株式会社ハウス１１９

【調音･遮音･制振の積層パネルを利用したSound Solution事業】

第37回　平成22年9月14日開催

株式会社ラジカル

【光通信のコア部品「Ｖ溝アレイ」の製造・販売】

ゼロシステム株式会社

【医療分野に於けるニッチ市場を狙ったコンピュータシステムの開発と販売】

株式会社一次産業サービス

【荒廃した竹林の整備・活用事業】

【ハイブリッドサーモシステム(輻射式冷暖房)「エコウィン」の国内市場開拓
　及び東アジア 進出の展望&スマートハウスに関するキラーアプリケーション
　の開発】



株式会社ターボブレ-ド

第36回　平成22年6月8日開催

株式会社ネローラ花香房

地域情報バンク株式会社

【ホームページ放送編成システム「ネットタウンＴＶ」の開発・販売】

アーク・リソース株式会社

【コイヘルペスウイルス（KHV）抗体検査キットの開発・販売】

株式会社ゼノクロス

【自立無人航空機（UAV）を活用した市場の創出】

第35回　平成22年3月9日開催

株式会社くまもと健康支援研究所

フラットベース株式会社

【木造住宅用プレキャストベタ基礎「フラットベース」の製造・販売】

株式会社王樹製薬

【「イグサと乳酸菌のコラボレーション商品」の開発・販売】

株式会社ウィズダム

2009年度 第34回　平成21年12月8日開催

オーシャンエナジーテクニカ株式会社

株式会社くまもと創建

【キクラゲ還元レトルト加工食品の開発・販売】

株式会社ウィズ

第33回　平成21年9月15日開催

【サブミクロンレベルのミストを発生し空気中に噴霧する「Aroma.scene moa」
　の製造・販売】

【低消費電力と超長寿命を兼ね備えた「集魚灯向けＬＶＤ照明」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開発・製造・販売】

【仕訳伝票入力のみで工事台帳を自動生成できる
　　　　　　　　　　「会計連動型工事台帳作成システム」の開発・販売】

【水力・地熱・風力などの未利用エネルギーを利用した再生可能エネルギー
　発電設備の普及】

【オーガニック甘夏みかんの花を主原料とした化粧水－ネロリ花水はなすい
　等の開発・販売】

【医療機関・人間ドック機関と連携した地域密着型健康支援サービス
　の開発・販売】



アトリア株式会社

株式会社ライズ

株式会社ネクストライン

【安価で便利なＰＯＳシステム「ｎｅｔ－ＰＯＳレジ」の開発・販売】

シールドテック株式会社

【空気感染対策商品「エアロシールド」の販売促進事業】

第32回　平成21年6月16日開催

株式会社ワイズ・リーディング

【熊本大学放射線医学教室連携 遠隔画像診断事業】

村上産業株式会社

【自社製品「光畳」の開発、販路拡大事業】

有限会社エコ・アース

【これからのエコビジネスモデル「グリーンエポック」】

株式会社鹿児島イーデン電気

【銀系光触媒『イーデンフラッシュ』の販路拡大】

第31回　平成21年3月10日開催

株式会社フォレストブルー

【改質木材（不燃材・防腐材）の製品化・販売】

株式会社マミードルチェ

【卵類、牛乳類一切使っていないパン・ケーキ･菓子類の製造、販売】

株式会社インショックジャパン

【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】

株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ鹿児島事業所

【土壌水分センサーの開発・製造・販売と応用システムの共同開発】

2008年度 第30回　平成20年11月18日開催

グリーンサイエンス・マテリアル株式会社

【特許物質サクラン（スイゼンジノリ抽出物質）の化粧品原料事業】

通潤酒造株式会社

【通潤酒造を核とした地産地消システムの確立】

通宝海苔株式会社

【燃費削減による経営効率化と環境負荷低減のための新燃料（ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ燃料）
　生成装置の開発・製造・販売】

【自動車鈑金塗装業向け見積りソフト「キズなび」「キズなびミニ」の
　開発・販売】



【未利用水産資源を利用した機能性食品及び老人・病院食開発】

第29回　平成20年9月9日開催

浜田醤油株式会社

株式会社 憲翔技研工業

【アスベスト溶融炉のプランニング・設計、製作、販売】

株式会社 マック

【遮熱塗料による人に優しい「遮熱ヘルメット」「遮熱シート」の販売 】

田川産業株式会社

【不焼成漆喰セラミック「ライミックス」の製造・販売 】

第28回　平成20年6月18日開催

NSS九州株式会社

【電源装置の開発・作製・販売 】

株式会社クネット・ジャパン

【波型手すり｢クネット｣の製造・販売】

株式会社 キューイシステム

【ポータルサイト構築事業と熊本県介護支援専門員協会事務局運営 】

キーワード広告社

2007年度 第27回　平成20年3月11日開催

オーシャンエナジーテクニカ株式会社

【電動バイクの開発製造及び販売】

株式会社アイエムエス・ドット・ジェーピー

【インターネットMAGMA　レンタルサーバサービス】

天草池田電機株式会社

薩摩総研

【熱伝導接着剤】

第26回　平成19年12月11日開催

株式会社九州自然環境研究所

【水にこだわったオーダーメイド・ブレンド醤油「マイしょうゆ」の
　製造、販売 】

【パソコンサポート付き「オーダーメイド！ホームページ作成ソフト」の
　制作と販売 】

【世の中の安全・安心・快適な生活を守るため、防災・防犯・福祉（介護）に
　役立つ無線式多機能アラーム「AIDAlert」】



【イノシシ罠「シシトレール」の販売】

株式会社ティ・ライン

有限会社エコ・アース

【ニュータイプの環境ビジネス「エコアース・プロジェクト」】

株式会社パワーバンクシステム

【『フジパワーレスキュー』ＦＲＰ一体型太陽光パネル】

第25回　平成19年9月11日開催

ＫＴワールド 株式会社

【ユニバーサルデザイン・バリアフリーインフォーメーション】

株式会社 Ｍ２ウィン

【「ヤーコン・アヤムラサキ発酵エキス」パウダーの販売展開】

株式会社 リュックス

【新ジャンルの浮子の事業化（からくり全誘導浮子）】

株式会社 システック

【移動体管理ASPｻｰﾋﾞｽ「POSITIONSEEKER.NET」（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｼｰｶｰ・ﾄﾞｯﾄﾈｯﾄ）】

第24回　平成19年5月18日開催

株式会社 パストラル

【地域資源を活用した「業務用創作アイス」で外食業界のニッチ市場を攻める】

株式会社 談

【WEBカタログ「ギフト・コンシェルジュ」】

株式会社 ピオテック

【貼紙・落書予防コーティング塗料の製造及び販売】

有限会社 ロクス

第23回　平成19年3月1日開催

アミノジャパン 株式会社

【『安心・安全』なアミノ酸系(動物性)酵素分解調味料の製造、販売】

有限会社 エストライ

【光触媒関連商品の企画、製造販売】

株式会社 ジョー・スマイル

【飲食店の経営、コンサルティング及びFC事業・ライセンス販売事業】

【非接触型スキミング犯罪防止ガードならびにデジタル新時代の販促ツール
　「スキミングバスターズ」】

【ハイブリッドサ－モシステム「エコウィン」製造・販売と
　　ハイブリッドハウス「エコウィン」のデ－タソフトパッケ－ジの販売】



有限会社 ジェイ・シー・ケミカル

【透水性平板ブロック及び透水性ゴムチップ平板ブロックの製造･施工】

2006年度 第22回　平成18年12月12日開催

テイラーズ熊本 株式会社

【ジェットシステム(全自動５段風量切替式空気循環装置)の販路開拓】

株式会社 キューイシステム

【WEBサイト構築を通じた販売促進支援事業】

富士エネルギー 株式会社

【廃油清浄･燃料化装置『Fuji Oilｴｺﾁｪﾝｼﾞｬｰ』】

株式会社 上村エンタープライズ

【高周波対応IC検査治具用精密樹脂部品の製造販売】

第21回　平成18年9月12日開催

株式会社 オフセット

【スペースマイム・プロジェクト(ｲﾍﾞﾝﾄ向けｾﾚﾓﾆｰ商品)】

こしき海洋深層水 株式会社

【海洋深層水の取水販売と利活用事業】

株式会社 パワーバンクシステム

【高断熱性FRP事業の紹介】

千代の園酒造 株式会社

【いもを原料とした醸造酒「ぱーぷる」の販路拡大】

第20回　平成18年6月13日開催

株式会社 エム イー エス

【カスタマイズロボットシステムの開発と販売促進】

株式会社 健康予防医学研究所

【焼酎蒸留残液を配合した清涼飲料水の製造販売】

株式会社 プレシード

【UD携帯電話使用支援装置の開発】

第19回　平成18年3月4日開催

株式会社 九建

南九州タイヤリサイクル株式会社

【使用済みタイヤを原料とするリサイクルゴム製品の製造販売】

【廃アスファルト再生ユニット「アスルユニット」販売と「アスル工法」
　技術普及事業】



楽しい株式会社

【食品廃棄物の地域内循環を実現する環境サービスプロバイダー事業】

株式会社 エコルド

【バイオマスと生分解性樹脂の複合材料を有効利用した製品の製造販売】

2005年度 第18回　平成17年12月13日開催

有限会社パステス

【バックヤード、本部を含むポスレジソフトの開発・販売】

有限会社坂本石灰工業所

【熱の出ない安全、安心な石灰乾燥剤の開発及び製造・販売】

株式会社ファインド・ニューズ

【「手作りハーブコスメの会」】

リプラ・テック株式会社

【再生樹脂を原料とするボードの製造・販売】

第17回　平成17年6月13日開催

日本環境整備 株式会社

【バイオを応用した農業・畜産業用「元気水」の生産体制確立と販路拡大】

株式会社 河内スティール 

【生分解性土嚢「ドノウレンジャー」の製造・販売】

有限会社 ジェイ・シー・ケミカル

【透水性コンクリート舗装材「ＪＣトースイ」の製造・施工・販売】

有限会社 中道環境開発

【ＮＥＴＩＳ登録新技術「ＥＣＯ－ＢＯＸシステム」を使った事業拡大】

第16回　平成17年5月20日開催

株式会社 ツカサ創研 

【オクタノルム材による喫煙ブースの開発、販売】

有限会社 日本貝研 

【アサリ人工稚貝を活用した一貫生産ビジネス】

有限会社 ガイアコミュニケーション 

【竹材を使ったモダンキッチン及びモダンファニチャーのブランド開発】

第15回　平成17年3月8日開催

株式会社 ニーズ

【ＩＴ分野における第３の利用技術ユースウェア(useware)サービス事業】

株式会社 未来補償コンサルタント 



【熊本発 建物の性能評価で消費者に安心を提供します！】

株式会社 リラコーポレーション

【情報コンビニ｢生活実感工房｣のＦＣ展開】

有限会社 シリウス 

【「生薬の里五木村」産機能性食品『鹿角霊芝』の拡販事業】

2004年度 第14回　平成16年12月14日開催

有限会社 プラネットタウン

イングリッシュハウス 株式会社 

【魔法の英語教材「Magical English」の事業展開】

有限会社 グリーンテクノ２１

【卵殻を生かした研究開発事業】

株式会社 多自然テクノワークス

【農業用 微細気泡発生器「ナノバブルＤＢＯＮ」の開発・製造・販売】

第13回　平成16年9月14日開催

株式会社 テクノミックス

【囲い込み型携帯メール配信サービス「One23」の事業展開】

株式会社 フネン 

【不燃剤を利用した不燃製品の開発・製造・販売】

株式会社 セルテック

【顧客商談情報活用システム｢セールスリーダーＭ(モバイル)の販売】

株式会社 SAKURA INC.

【新規バイオマーカー｢ＡＧＥ｣を用いたトクホ開発システムの事業化】

第12回　平成16年5月21日開催

天草池田電機 株式会社 

【ロック機能付サッシ用防犯ブザー『るすばん君』の開発〜販売】

株式会社 テラシステム

【商品名「水の楽器」の企画、開発、販売】

マテリアルオキナワ 有限会社

【廃棄プラスチック再生技術を沖縄発全国へ】

日本ＦＲＰ 株式会社 

【フローティング防水扉“寝ずの番”の開発・販売】

【「空気感染症防御装置の開発と販売」
　　　　（ＳＡＲＳ、インフルエンザ、結核ほかシックハウス等の対策）】



第11回　平成16年2月6日開催

株式会社 田中商店

【９００ｍｌ茶びんのリユース事業】

株式会社 地の塩社

有限会社 キノシタ

【受電設備の力率調整システム】

株式会社 エヌ・アイ・ケイ

2003年度 第10回　平成15年12月9日開催

株式会社 ガジェットプラス

株式会社 土壌圏工學社

【屋上緑化・農地等の潅水用「トライパイプ」製造販売と地下水涵養施工技術】

株式会社 エイムテック

第9回　平成15年9月9日開催

有限会社 尚英企業

【“全自動”洗濯機分解クリーニングを柱にしたハウスクリーニング】

生産技術開発協同組合

【生産技術の未来を創造します。】

スカイネットアジア航空 株式会社

【アジアをネットワークする九州発のエアライン〜スカイネットアジア航空〜】

デリテック 株式会社

【地場農産物を主原料とした調理食品の製造・販売】

第8回　平成15年5月16日開催

株式会社日本リモナイト

【阿蘇黄土（リモナイト）を利用した環境関連商品の開発】

ランドウォーカー株式会社

【全独立懸架式三輪自転車の製造・販売】

有限会社イーテック

【ニッチ分野における製品開発「ガス漏えい検査装置セーバープロの
　事業展開」】

【せっけんをベースに、自然の原料を生かした人にも自然にもやさしい商品の
　開発〜せっけん・化粧品・トイレタリー商品】

【学校を核とした地域コミュニティ構築支援システム及び地域における子育て
　サポート事業のＩＴ化システム】

【ＡＢＣ（活動基準原価計算）支援パッケージソフト開発販売／導入支援
　コンサル】



つちやゴム株式会社

【熱伝導ゴム素材の拡販】

第7回　平成15年3月11日開催

★『平成１４年 大学発ベンチャー･ビジネスプランコンテスト』 優秀賞

熊本大学 大学院 自然科学研究科 

【あなたの心のストレス測定します！ 〜 予防医療へのアプローチ 〜 】

トレジャー オブ テクノロジー株式会社 

【ユーザーに合わせたWebサービスの展開】

フジクリーンサービス／開発事業部 

有限会社 遊天窯 

【シックハウス対策用壁材“シックキャッチ”と可視光酸化ﾁﾀﾝの販売】

株式会社 ブレス 

【SiteManager(サイトマネージャー)〜Webサイト製作・管理ツール】

2002年度 第6回　平成14年12月10日開催

タイヘイコンピュータ 株式会社 

【ASP型ポイントカード顧客囲い込みシステム】

有限会社 ビッグ・バイオ 

【微生物群を封入した水質浄化用コンクリートブロックの開発】

株式会社 マザー　

【ブロードバンドテレビ電話を使った新コミュニケーションツールの開発】

株式会社 マサキ・エンヴェック 

【泥炭利用の“土”を超えた、“夢のような土”の開発】

第5回　平成14年9月10日開催

株式会社 エス・エフ・シー

【エス・エフ・シー海草青汁の配達事業】

株式会社 交永

【クローズド・ブラストシステムの海外展開】

有限会社 穐本鉄工

【生ゴミ減容・堆肥化装置の製造・販売】

有限会社 オフィス未来

【強旋回流水性ガス化小型焼却炉、高温完全燃焼・ダイオキシン無公害型の
　炉の製造・販売】

【水回りの単なる掃除ではない、リフォームでもない、素材の艶を引き出す
　復元クリーニング】



【早期診断及び鑑別診断の為の、医療診断支援システムの開発・販売】

第4回　平成14年5月17日開催

株式会社 ネクストライン

【インターネットを使った情報システムのアウトソーシングサービス】

有限会社 イーキューブ

【畜産汚水、事業者排水浄化処理事業】

日本ゼオライト株式会社

【天然ゼオライトを用いた化粧品の販売】

有限会社 エス・ピー・エー

【インターネットアドレスブック地域版出版事業】

第3回　平成14年3月12日開催

株式会社 プロジェクトアイ 

【スマートカードを用いたマルチビジョンシステムの開発】

有限会社 オ・ディ・エス 

【コンスターチ・複合セラミックを使用した環境商品】

ベルズシステム株式会社 

【情報セキュリティー構築の為のコンサルティングサービス】

株式会社 南星 

【介護福祉機器「チェアリーバ」の開発】

株式会社 マック 

【特殊型「コアロイ」による新事業展開】

2001年度 第2回　平成13年12月11日開催

株式会社 アンサー・インターナショナル 

【マイクロバーコード・リングシステム普及事業 】

株式会社 サンレイメディカル 

【食品廃棄物完全循環型一環サービスの提供 】

株式会社 環境保全管理センター 

【PAMS（財産分析管理システム） 】

株式会社 アクアシステム 

【フライトシュミレーターソフトの開発 】

株式会社 敬和 

【MCエコ添加剤の開発・製造・販売 】

第1回　平成13年10月10日開催



株式会社 プレシード 

【FA・メカトロ機器の研究開発、設計、製作 】

株式会社 談 

【E-CRM・販促用メール事業他 】

株式会社 九州基盤情報管理センター 

【行政・企業が管理する生活基盤情報のデジタル化 】

マイルド＆ソフト 

【光触媒技術を使った各種塗布材料の開発・販売 】

株式会社 テクノアート 

【情報管理システム開発 】


