
新規入居者紹介

1981（昭和56）年に、日本で初のドライクリーニング溶剤を
配合した家庭用のおしゃれ着洗剤「ハイ・ベック」を開発した
㈱サンワード。入居企業（フラッグス㈱：松江社長）からの紹介も
あり、今後、大学・研究施設等との共同研究による更なる新商
品開発の促進等を主な目的とし、 5月より入居しています。

【入居の経緯】

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

Intervieｗ

陽ざしにはまだ夏の名残もありますが、日の長さも随分と短くなり、季節の移り変わりを感じる頃となりま
した。新型コロナウイルスの影響により、先の見通しがつき辛い今日ですが、この状況が一日も早く解消さ
れ、平穏な日々が戻りますようお祈り申し上げます。

さて、年に2回発行しておりますくま大インキュ通信、通称「KDRI通信」が出来上がりました。
新規入居者紹介に卒業企業訪問レポート、最新の入居者情報を盛り込みました。
ぜひご覧ください。

□ 家庭用、業務用洗剤の製造及び販売
□ 家庭用日用雑貨品の卸売など

【事業・業務内容】
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株式会社サンワード

：2007年4月
：代表取締役 山家宏輝
：8人
：2022年5月～
：209号(オフィスタイプ 24.0㎡)
：https://www.sunward.co.jp

社名はSun（太陽）とForward（〜に向かって前進）を併せて、サンワードといい

ます。常に新しいことに挑戦し続けてゆくという変わらない理念のもとに、「商品

だけでなく、洗濯に関する知識を届けたい」という信念のもと、正しい洗濯方法を

提供し続けていきます。

「お洗濯文化」をつくり続けたい。
やんべ こうき

同社は、“おしゃれ着用の洗濯洗剤”ブランド「ハイ・ベック」シリーズを中
心に、家庭用・業務用洗剤用品の製造及び販売事業等を行っています。

ドライマーク衣類・おしゃれ着が自分で洗える“お家クリーニング”商品と
して人気を博しており、クリーニング店には負けない仕上がりは感動もの
です。ぜひ一度お試しください。

IM室からヒトコト

毎日身につけている衣類だからこそ、

「お洗濯」で変えられる毎日があると信じて。

CHECK❕
会社HPはコチラ＞＞【 】



増室情報 >> フラッグス株式会社（107号室）が109号室を、株式会社TOP （104・106号室）が103号室を増室しました ❕

開発～ものづくりまで

One Stop Solution を実現します。

新規入居者紹介 Intervieｗ

半導体検査装置の開発・製造やLSI設計、画像のAI処理に必要なIP
コア開発などを手掛ける㈱シキノハイテック（本社富山県魚津市）。
熊本県内の大学・高専等の学術研究機関との連携や共同研究を進め
るにあたり、営業所・開発拠点を主な目的とし、 7月より入居して
います。

【入居の経緯】

□ 電子システム事業
□ マイクロエレクトロニクス事業
□ 製品開発事業（カメラ事業・システム開発）

【事業・業務内容】
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株式会社シキノハイテック

：1975年1月
：代表取締役社長 宮本昭仁
：369人
：2022年7月～
：212号(オフィスタイプ 18.8㎡)
：https://www.shikino.co.jp

「社業を通じ社会に奉仕、企業の永続と繁栄、社員の幸福と人格の向上」の社

訓のもと、長年の「技術力」と「ものづくり力」を活かし、当社ならではの「新しい

価値」を創造し、提供しています。

今を見つめなおし 人と会社を一歩先へ。
みやもと あきと

電子システム事業を拡大すべく、現在の 5 拠点（本社・大阪市・東京都港区・北九州市・福岡市）に加え、
第 6 の拠点として、弊施設で事業を開始されました。

半導体産業が加速する中、熊本事業所として飛躍できるよう支援していく所存です。

IM室からヒトコト

卒業企業訪問
Sｐecial Report

卒業企業KIT-CC㈱（2022年6月卒業）の和水ラボを訪問してきました。同社は、
熊本市西区の事務所に本社を移し、研究開発用ラボとして、玉名郡和水町の
旧菊水西小学校を活用した施設に入居しています。

小学校跡の施設は、ドローンを中心としたスマート農業推進事業を行う(有)ミ
ドリが取得・運営するもので、旧運動場・体育館を利用したドローンのテスト飛
行場のほか、小型ラジコンカーやミニ四駆の各レース場（ONE‘S HOBBYが運営）

も開設されています。

従来のインクジェット関連事業に加え、新事業としてEV用充電設備設置事業に
も積極的に取り組まれており、近況についてイキイキと話をされる冨田社長の
姿が印象的でした。また、従業員の皆様も変わらずお元気そうで温かく迎えて
いただきました。

今後とも、当社の益々のご発展・ご活躍を祈念しております。左から 野林氏・松下CIM・冨田社長

【業務内容】創薬開発事業・ Toxic-AGEsに関する医薬品開発等

【入居期間】2015年8月～2022年4月

【移転先】熊本市中央区下通1丁目3番8号下通ＮＳビル６Ｆ

Bloom Technology株式会社（302・304号室）

【業務内容】インクジェット関連装置の企画・開発・販売等

【入居期間】2016年3月～2022年6月

【移転先】熊本市西区春日2丁目1-9

KIT-CC株式会社（305・306号室）

卒業者紹介 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
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JA全農と業務提携・ミヨシ油脂、日清製粉グループ本社と資本業務提携

DAIZの植物肉ツナ 「焼肉きんぐ」でおにぎりの具材に

第9回“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞を受賞

『熊本屋台村』がオープン

商品特徴

DAIZの「ミラクルミートのツナ」に、物語コーポレーションが新たに開発した「特製マヨネーズ」を
合わせ、「ツナマヨネーズ」の味を再現。食べ方にもユニークさを持たせるために、ご自身で手袋を
着け、一口サイズに握ってお召し上がりいただく商品です。

㈱血栓トランスレーショナルリサーチラボは6月に、九州ヘルスケア産業推進
協議会(HAMIQ)主催の「第9回“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞」で九州
経済産業局長賞を受賞し、弊施設で表彰式が執り行われました。

同賞は地域・産業・社会とのかかわりにより、『健康寿命が延伸する社会の
構築』に貢献した取り組みを表彰するもので、「健康寿命延伸に貢献する血
栓症発症リスク検査の開発」をテーマとした同社製品「SMAT®キット」の開
発技術が高く評価されました。

「SMAT®キット」は来年までに臨床試験を進め、今後は人間ドックや健康診
断のオプション検査として導入を検討しています。

入居者情報Topics

写真中央（左）神窪代表・（右）後藤元局長
血栓トランスレーショナルリサーチラボの皆様】【 CHECK❕

SMAT®キットの詳細はコチラ＞＞

SMAT®-TFキット

6月に㈱オーリックが手掛ける熊本の新名所、『熊本屋台村』がオープンしま
した。熊本を代表する飲食店やアンテナショップが全18店と、多目的イベン
トスペース≒SDGs広場とが融合した、これまでに無かった新たな“食と遊び
のランドマーク”となっております。

フラッグス㈱は、｢明るく楽しく年金酒場｣の出店と、SDGs広場の管理・運営
を担当しています。日々、新型コロナウイルス感染対策をしながら、皆さま
のお越しをお待ちしております。

熊本を食べる！呑む！
食と遊びのランドマーク

新・お母さん食堂「明るく楽しく年金酒場」

DAIZ㈱が製造する「ミラクルミートのツナ」を使用した商品が、物語コーポ
レーション（愛知県）が運営する「焼肉きんぐ」で、秋の期間限定メニュー
として新発売されました。

商品名 ：韓国式ツナマヨおにぎり〜チュモッパ〜
販売店 ：『焼肉きんぐ』全店舗
食べ放題：「きんぐコース」「プレミアムコース」で注文可能
単品価格：390円（税込429円）
発売日 ：2022年8月24日（水）〜11月中旬予定

DAIZ㈱は、5月にJA全農と業務提携を結び、国産大豆の安定的な仕入れと食肉と
のハーフ＆ハーフ商品などの開発で協業することを発表しました。

また、6月にはミヨシ油脂と資本業務提携を結び、動物性由来のコクや風味を再現
した植物性油脂による商品開発で協業することを発表、9月には日清製粉グループ
本社と資本業務提携を結び、2024年夏の稼働を目指す新工場の建設や研究開発等
で協業することを発表しました。

【 】CHECK❕
『熊本屋台村』の詳細はコチラ＞＞
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「今、AIはどうなっている？～事例から学ぶ現在地と未来～」を開催

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

何かと半導体関連の話題が多い熊本ですが、医療・介護・健康・フードテック
・スマート農畜産業のライフサイエンス分野で、「起業家・企業・研究者等の
集積等による賑わいの創出」を実現するＵＸプロジェクトが始まっています。

スタートアップやベンチャー企業が増えて、イノベーションが生まれることを
期待しています。

編編 集 後 記

線虫研究フロントランナーとして知られる、熊本大学の澤先生、浪平先生、首藤先生をお迎えし、
知られざる線虫の世界について講演いただきました。後半は、理学・工学・薬学の異なる分野で
研究をされているお三方に、線虫および線虫研究について、ざっくばらんに語り合っていただき
ました。

農作物へ被害を与えたり、鮮魚に寄生する、有害な存在として扱われる一方、健康寿命を見え
る化に導き、有能な存在としても日々研究が続けられている線虫。講演を通して、線虫のもつ可
能性を大きく感じることができました。 【6月28日（火曜）開催】

「敵か味方か！？実は知らない線虫の世界」を開催

今、私たちの生活やビジネスシーンに浸透しつつあるAI（人工知能）技術。次々と進化を遂げ
るAIは、今後どのように発展し、進化を遂げるのか。熊本のみならず、全国の医療機関や老舗
の製造業まで、実践的なＡＩのサービスを展開する(株)ワイズ・リーディングの菅原氏をお迎え
し、“ＡＩの現在地と未来”について講演いただきました。

AIのトレンドから導入実績、今後の課題や将来について、幅広くお話いただきました。多くの質
問もお寄せいただき、AI導入への関心の高さが伺えるセミナーとなりました。

【7月26日（火曜）開催】

くま大インキュでは引き続き入居者を随時募集中です！
空室情報など最新のお知らせはホームページにてご確
認ください。施設見学やお問合せも歓迎！お気軽にお問
い合わせください！

入居者や地域企業を紹介する
「ちょっと覗き見シリーズ！」も好
評です！
施設の話題やセミナー情報な
どアップしています。「いいね！」
や「フォロー」お願いします。

入居者募集中 Facebook 好評投稿中！

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、ホームページで
ご確認ください。

Topics 行事関連・お知らせ

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

くま大インキュセミナー

時 期 イ ベ ン ト 会 場 出 展 者

10/12（水）～14（金） パシフィコ横浜 ㈱血栓トランスレーショナルリサーチラボ

10/26（水）～28（金） 東京ビッグサイト フラッグス㈱

日本最大級のバイオテクノロジー展示会

～水まわり空間・設備をより快適に～

※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

CHECK❕
facebookはコチラ＞＞【 】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 展示会出展予定情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


