
くまもと大学連携インキュベータは、独立行政法人 中小企業
基盤整備機構（中小機構）が設置・運営している公的インキュ
ベーション施設です。

くまもと大学連携インキュベータは・・・ Facebookはじめました

セミナー等の施設情報のほか、
入居企業の情報等を発信して
いきます。「いいね！」して、
フォローお願いします。
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熊本から世界へ！植物肉ベンチャー

を開催しました（８月３日）の挑戦

8月3日（火曜）に「熊本から世界へ！植物肉ベンチャーDAIZの挑戦」（ニチレイ、味の素、丸紅も認めた！「DAIZ」の
開発技術力の裏側に迫る）のオンラインセミナーを開催しました。

当施設の入居企業でもあり、植物肉スタートアップとして注目を集めるDAIZ(株)。
その飛躍を支える研究開発秘話、今後の挑戦内容等について、研究開発責任者の落合孝次氏を
講師にお迎えし、動画とライブ配信で講演いただきました。

全国各地から230名を超えるお申込みをいただき、質問も多く寄せられ、本セミナーに対す
る関心の高さが感じられました。時間の都合上、全ての質問にお答えすることはできませんで
したが、「ベンチャー魂を感じた」「大変興味深かった」等のお声をたくさんいただきました。

ご講演くださいました落合様、そしてご視聴いただきました皆様、誠にありがとうございま
した。

動画撮影風景

秋分を過ぎ、朝夕は涼しさが感じられる季節となりましたが、日中はまだ暑く、体調管理が難
しい日々が続いております。皆様お元気でお過ごしでしょうか。

さて、年に2回発行しておりますくま大インキュの季刊誌、通称「KDRI通信」が出来上がりま
した。セミナー開催報告や入居企業情報など盛りだくさんです。ぜひご覧ください。

熊本地域にある大学等との連携ビジネスを目指す起業家育成施設

くまもと大学連携インキュベータ通信

『くま大インキュセミナー』『入居企業交流会』『講習会』の開催報告
DAIZの挑戦 オンラインセミナー・事業プレゼン会・ J-GoodTech活用講習会

１

新規入居企業のご紹介
2021年度上期 1社・・・株式会社TOP

２

Topics 第6回 熊本テックプラングランプリ参加報告 / 入居企業 新商品のご紹介など４

Contents

入居企業活動報告
株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ / KIT-CC株式会社

DAIZ株式会社 / 一般社団法人 熊本県中小企業診断士協会 / 展示会出展のお知らせ

３



速 報 株式会社 Germination Software が入居しました (入居日：9月29日/居室：211号室)
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入居企業様同士の親交を深め、ビジネスマッチ
ングの機会創出を目的とした事業プレゼン会を開
催しました。

自社の事業内容の説明（現状及び将来）や、 特
に強調したいPRポイントについてプレゼンをして
いただきました。また、必要としている又は望ん
でいる技術・販路などについてもお聞かせいただ
きました。

コロナ対策も踏まえ、各企業1名様のご参加とな
りましたが、質問も飛び交い、有意義なプレゼン
会となりました。

事業プレゼン会 を開催しました（６月３０日）

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

入居企業様のビジネスマッチングの機会創出、利
用促進、効果増大のサポートを目的とし、中小機構
九州本部 井上主任による「J-GoodTech（ジェグテ
ック）」活用講習会を開催しました。

新型コロナ感染拡大で、展示会などでの商談がし
にくい状況の中、今後の新たなビジネスの検討にご
活用いただければと思います。

J-GoodTech活用講習会 を開催しました（７月９日）

〈 J-GoodTechサイト〉https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/

国内最大級のマッチングサイトJ-GoodTechを極める！

設 立： 2011年5月

代 表 者：重村慎二 代表取締役

従 業 員：20人

入 居 日：2021年5月28日～

居 室：104号(研究室タイプ 48㎡)

106号(オフィスタイプ 48㎡)

代表取締役 重村慎二 氏

次世代サーボコントローラ装置の開発 力覚センサ・聴覚センサ制御システムの開発
これまで培ったパワー半導体検査装置での経験活かし、精密な制御システムに適用して、工作機械の次世代化を実現します。

入居
目的

新規入居企業のご紹介

電動サーボシリンダ

サーボコントローラ装置とは、

自動車部品の加工や製造の際

に電動サーボシリンダを介し

て、圧入やカシメの動作を精

密に制御する装置の事です。

サーボコントローラ装置とは❓

◆ IM室からヒトコト◆ … (株) TOPは過去に入居実績があり、今回は新事業立ち上げに伴い再入居となりました !

パワー半導体用検査装置開発、パワーデバイス検査コンサルティング、自動車用電子部品・センサー検査装置開発、半導体
検査環境開発（テストプログラム、BOST等）、次世代サーボコントローラ装置の開発、力覚センサー、聴覚センサー防御
システムの開発

事業
内容

2021年度上期 1社

株式会社 TOP http://www.top-jpn.com

井上主任 松浦主任

～事業内容は次号で！～



2021年度下期には、以下の入居企業が展示会への出展を予定しておりますのでお知らせします。

企 業 名 展 示 会 開催期間 開催場所

㈱血栓トランスレーショナルリサーチラボ Bio Japan 2020 10/14～16 パシフィコ横浜

㈱熊防メタル

モノづくりフェア2021 10/13～15 マリンメッセ福岡

表面改質展2021
11/24～12/10 オンライン開催

12/1～13 東京ビッグサイト

新価値創造展 2021 12/1～24 オンライン開催

フラッグス㈱ 新価値創造展 2021 12/8～10 東京ビッグサイト

KIT-CC㈱ コンバーティングテクノロジー総合展2022 1/26～28 東京ビッグサイト

入居企業活動報告 activity report

KIT-CC㈱が、「願い（wish）」をテーマに熊本県在住の
クリエイターがデザインしたマスクの展示会を蔦屋書店熊本
三年坂地下で開催しました。

多くの来場者にご好評をいただき、同社は第2回目の展示
会開催を検討中です。乞うご期待下さい！

くまもとクリエイターズマスク展
を開催しました（５月１日～１０日開催）

ミラクルミート が 食品大手スーパーライフ にて採用

ボストンに子会社『DAIZ USA』を設立

食品スーパーマーケット大手の㈱ライフコーポレーション（本社：東京都台東区）が4月
7日より首都圏の店舗にて発売開始する「発芽豆からつくったおにく」シリーズの6アイテ
ムに、DAIZ㈱の植物肉「ミラクルミート」が採用されました。

５月1日には、北米の戦略的拠点として、米国・ボストンに子会社DAIZ USA Inc.を設立し
ました。また、植物肉原料「ミラクルミート」工場の 拡張投資が完了し、年間4,000トン
規模の原料生産が可能になりました。

販売価格：税込55,000円 （20テスト）

『 SMAT®-TFキット 』は、４月に販売を開始した第1号
の製品です。組織因子(Tissue Factor, TF)凝固経路を介して
形成する初期のプロトロンビナーゼ複合体を検査するトロン
ビン産生試験で、これまでにない高い感度と特性を有します。

心疾患、COVID-19や癌に関連する血栓研究に有効です。
また、新たな血液凝固原理に基づいて高感度かつ迅速に血液
凝固検査が可能で、血栓を専門とする医師や研究者の皆さま
の新たな研究ツールとして活用いただける製品です。

㈱血栓トランスレーショナル
リサーチラボ が

『 SMAT®-TFキット 』を上市しました

マスクにご関心の
ある方はこちら👉

－展示会出展のお知らせ（予告）－

「SMAT」
キットに
ご関心の
ある方は
こちら👉

(一社)熊本県中小企業診断士協会 が事業再構築補助金説明会を開催

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡
大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する「事業再構築補
助金」について、4月14日に(一社)中小企業診断士協会が説明会を開催しました。

同協会所属の西原 耕司氏より、補助金の内容や応募のための要件、申請書作成における注
意点などについて説明を行いました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合がございます

※DAIZ㈱HPより
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独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部
くまもと大学連携インキュベータ

〒860-0812
熊本市中央区南熊本3丁目14-3
TEL 096-364-5115
FAX 096-364-5116
E-mail kdri-info@smrj.go.jp

1年延期されたTOKYO2020オリンピック・パラリンピックが開催され、地元開
催、日本選手の活躍もあり、日本中が熱中しました。今回は時差がないので、寝不
足にもなることなく過ごすことができました。

ワクチン接種が進み、国内経済や海外渡航などの正常化が期待されるところです
が、家庭内感染やワクチン接種後のブレークスルー感染もあり、まだまだ影響が続
く可能性があります。国産ワクチンや特効薬の実用化を期待するところです。

T o p i c s

編編 集 後 記

くまもと大学連携インキュベータでは

随時入居企業を募集しております

入居企業募集のご案内

https://www.smrj.go.jp/incubation/kdri/room/index.html

居室は、

❶研究室タイプ(48、56㎡)と

❷オフィスタイプ(18.8、24、48㎡)

がございます。

現在募集中の居室や賃料等の詳細は、
下記URLをご確認ください。

・大学等との連携により、起業や新事業展開を
図ろうとする方（希望者含む）

・起業や第二創業・新分野進出を考えている方
など、チャレンジ精神に溢れる方

・その他、入居者の事業を支援、又は入居者に
利便を供する企業等

対 象 者

山崎製パン株式会社（本社：東京都千代田区、

代表取締役社長：飯島 延浩）が運営するコンビ

ニエンスストアのデイリーヤマザキ全国の

店舗にて、８月24日より新発売の「大豆ミ

ートハンバーグサンド」に、「ミラクルミ

ート」が採用されました。

全国のデイリーヤマザキにて新発売❕

大豆ミートハンバーグサンド

モバイルぺったん 販売開始

㈱まつしんは、日本初のスマートフォンやタブ
レット専用の抗菌ウイルスシート｢モバイルぺっ
たん｣の販売を開始しました。

アドタッチシリーズ

モバイルぺったんに
ご関心のある方はこちら👉

6月10日より、ラーメン店チェーンの味千拉麺

（重光産業株式会社 代表取締役社長：重光 克昭）直営

店舗にて、「ミラクルミートの餃子」が、先行

販売が開始されました。

味千ラーメン直営10店舗で先行発売

ミラクルミートの餃子

4商品を業務用として発売

ミラクルミートブランド商品

「ミラクルミートブランド」として、

餃子・ハンバーグ・唐揚げ・ツナの

4品をレシピ開発・商品化しました。

業務用商品として販売開始し、一般

消費の皆様へは9月以降順次、スー

パーマーケットのお惣菜や、飲食店

などでお召し上がりいただける見込

みです。

かわいいくまモンのデザイン(６種類）

第６回熊本テックプラングラ

ンプリに当施設から㈱血栓トラ

ンスレーショナルリサーチラボ

が参加し、血液を用いた血栓検

査のためのPOCT(Point of Care 

Testing)試薬と機器開発のテーマ

で特別賞を受賞しました。

神窪社長と事業開発部の神窪恭一氏

第6回

熊本テックプラングランプリ

日時：2021年7月17日
場所：肥後銀行本店


