
 
 

 

 

 

 

 

 

        

「新連携計画」認定 
 ～島根･岡山･広島･山口における取組みを支援～ 

 

  当局は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、中小企業者か

ら申請のあった以下の異分野連携新事業分野開拓計画（以下、「新連携計画」という）

について、本日付で認定を行いました。 

  これにより、中国地域における認定件数は、８５件となりました。 

（鳥取県１２件、島根県６件、岡山県３４件、広島県２４件、山口県９件） 

 

 

今回認定した新連携計画 

企業名(下線：コア企業) 事業名 

株式会社バイタルリード（島根県出雲市） 

法人番号 3280001003731 

どらいぶケア（島根県浜田市） 

ROOTS JAPAN 株式会社（鳥取県岩美郡） 

法人番号 8270001005781 

第一タクシー株式会社（広島県広島市） 

法人番号 2240001005781 

企業の交通事故削減に向けた運転能力診断と安全

運転支援サービスの事業化 

株式会社おもちゃ王国（岡山県玉野市） 

 法人番号 7260001022275 

株式会社ビザビコミュニケーションズ（岡山県岡山

市） 

法人番号 8260001011475 

株式会社ヴィットハート（岡山県岡山市） 

 法人番号 4260001008244 

科学・技術が学べる玩具と学習プログラムのパッケ

ージ開発と事業化 

株式会社英田エンジニアリング（岡山県美作

市） 

 法人番号 8260001020708 

株式会社匠電舎（長野県長野市） 

 法人番号 6100001001493 

パークン・パーク株式会社（岡山県美作市） 

 法人番号 8260001020880 

駐車場管理者と利用者に優しいコインパーキング遠

隔管理サービスの提供 
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株式会社システムフレンド（広島県広島市） 

 法人番号 4240001015845 

産業機電株式会社（広島県広島市） 

 法人番号 5240002006487 

ミヨシ電子株式会社（兵庫県川西市） 

 法人番号 9240001024544 

着ぐるみとスマートフォンを活用した高齢者のコミュ

ニケーション支援サービスの事業化 

株式会社ブンシジャパン（山口県周南市） 

 法人番号 1250001010088 

株式会社 Lafla（福岡県福岡市） 

 法人番号 8290001032758 

株式会社サンヨーフーズ（広島県廿日市市） 

 法人番号 3240001028204 

食品製造業の作業標準化と生産性向上支援クラウ

ドサービス「マイスタ イローハ」の事業化 

 

【参考】 

○今後、認定を受けた中小企業者は、以下の支援措置を受けることができます。 

    ・サービスモデルの開発等に対する補助金（補助率３分の２）への応募 

    ・政府系金融機関による低利融資 

    ・信用保証枠の拡大   

・特許料の減免措置  等 

 

 

 【問い合わせ先】 

中国経済産業局産業部経営支援課 

担当：長尾、腰本、山本、多久田 

TEL：（０８２）２２４－５６５８（直通） 

 

 



○事業概要（新規性、市場性等） 
・国の運輸安全マネジメントが義務付けられているタクシー等の運輸事業者はもちろんのこと、食品デ
リバリー等の車輌運転頻度が高い企業においても、運転講習等の交通事故防止のための取組み
が行われているが、実際の運転現場では、運転者本人の意識や能力に依存するところが大きい。 

・高齢ドライバーの増加は、認知力・判断力の低下に伴う交通事故リスクの増加を招くことも懸念され、
企業においては、今後こういったリスクへの対応が社会的責任として重要となってくると考えられる。 

・そこで本事業は、①ドライバーの運転能力の診断システム、②ヒヤリハット情報収集によるハザード
マップ自動作成システム、③安全運転注意喚起システム、④より高い精度の注意喚起を可能とする
事故要因の機械学習システム、以上４つのシステムによる企業向け安全運転支援サービスの事業
化を目指すものである。 

(株)バイタルリード 
      （島根県出雲市） 

・事業全体統括 

・企画、設計 

・ソフトウェア開発 

・広報・販売 

・保守サポート 

・広島大学 
・島根大学 
・京都大学  
・しまねｿﾌﾄ研究開発ｾﾝﾀｰ 
・21世紀出雲産業支援ｾﾝﾀｰ 

ROOTS JAPAN(株)  
          （鳥取県岩美郡） 

・検査用カメラの開発、製造、保守 
・センサー機器の開発、製造、保守 

第一タクシー(株)  
     （広島県広島市） 

・サービスの検証 

・運輸事業者向け販路開拓 

技術支援 

サービス検証・販路開拓 

全体統括・設計・開発・販売 

事業名：企業の交通事故削減に向けた運転能力診断と安全運転支援サービスの事業化  

①補助金 
②低利融資 

機器開発・製造・保守 

地域 島根県出雲市 認定日 平成２８年２月３日 ６－２７－８１ 

事業分類  サービス（専門サービス業） テーマ分類 その他 

連携体の構成 事業推進体制 

支援予定メニュー 

  ・自動車教習所 
  ・運輸事業者、協会や組合 
  ・車輌運転頻度の高い企業 

市場・ターゲット 

■注意喚起イメージ ■運転能力診断（カメラ画面） 

・島根県 
・しまね産業振興財団  

経営支援 

どらいぶケア 
    （島根県浜田市） 

・運転能力診断サービスの提供 
・自動車教習所向け販路開拓 

運転能力診断・販路開拓 

■ハザードマップイメージ 



○事業概要（新規性、市場性等） 
・世界最先端IT国家創造宣言（平成27年6月30日閣議決定）など国内ではSTEM教育*への関心が
高まっている。 
 *Science, Technology, Engineering & Mathematics(科学、技術、エンジニアリング、数学を関連付けて学習する教育方法) 

・株式会社おもちゃ王国の持つ、玩具での遊びやエンターテイメントノウハウと、株式会社ヴィット
ハートの玩具開発ノウハウに東京学芸大学の持つ教育資源を加え、遊びと学びが融合した新しい
STEM学習パッケージ「テック未来メソッド」を開発する。株式会社ビザビコミュニケーションの持つ

媒体制作ノウハウ・ブランド構築ノウハウ・イベント展開ノウハウを活用して教育イベントサービスと
して事業化し、全国主要都市にキャラバン展開する。 

・さらに「テック未来メソッド」を学校教育、地域教育、家庭教育の市場に、商品、イベント、教室等、多
面的なチャネルで事業化する。                                    

事業名： 科学・技術が学べる玩具と学習プログラムのパッケージ開発と事業化 
 

①補助金 
②低利融資 
③その他 

地域 岡山県玉野市 認定日 平成２８年２月３日 ６－２７－８２ 

事業分類 
サービス【他に分類されない

教育，学習支援業】  
テーマ分類 その他  

支援予定メニュー 

学習風景 
製作例 

コア企業：㈱おもちゃ王国 
（岡山県玉野市） 
・ＮＰＯ法人東京学芸大こども未来 
 研究所（東京学芸大学）との連携 
 による開発 
• 遊び場の開発と運営  
• プログラムのエンターテイメント性
の向上 

事業統括・玩具・学習プログラム 
パッケージ開発・イベント運営 

連携体の構成 

ＮＰＯ法人 

東京学芸大こども未来研究所 

玩具監修・学習コンテンツの開発 

㈱ビザビコミュニケーションズ（岡
山県岡山市） 

・ユーザー向け媒体制作  
・イベント運営 
・ブランド構築・販促・WEB構築 

媒体制作・ブランド構築・ 
イベント運営 

㈱ヴィットハート（岡山県岡山市） 
・玩具の開発 
・玩具の輸入 
・営業、販売 

玩具開発・輸入・営業・販売 一般社団法人 

教育支援人材認証協会 

指導者育成・大学連携 

公益財団法人 

岡山県産業振興財団 

事業化支援 

事業推進体制 

国立大学法人 

東京学芸大学 

学習コンテンツの開発支援 



○事業概要（新規性、市場性等） 
・国内のコインパーキング市場は2650億円、駐車場管理システム機器市場は595億円（共に2013年実績）で
あり、今後も市場が拡大すると予測されている。 
・これらの駐車場管理者は、駐車設備の故障をはじめ様々なトラブルに24時間対応する必要があり、精神的
にも負担が大きい。 
・本事業は、駐車場で起きる機器の故障や防犯システムを遠隔管理し、自動的にメンテナンス会社や警備会
社に通報することで駐車場管理者の負担を軽減するとともに、売上げ集計・売上未達時などのアラート機能
を付加することで、経営改善に寄与するシステムとして市場展開するものである。 
 ・フラップ式駐車場の突起をゼロにするゼロフラップパーキングシステムは、高齢者や運転に慣れない利用
者が楽に駐車できるようにし、駐車場でのトラブルを低減する。 
・また画像解析技術を活用した防犯システムや駐車場売上を最大化するシミュレーション手法を開発し、事
業化する。 

コア企業： 
㈱英田エンジニアリング 
（岡山県美作市） 

・コインパーキングシステム用遠隔

管理システムの開発。 

・コインパーキングシステム用車止

め装置「ゼロフラップ」開発。特許

出願済 

 

 

岡山大学 

企業名：㈱匠電舎 
（長野県長野市） 

・コインパーキングシステム用集中
管理精算機の開発・製造 

共同研究 市場評価・サービスの提供 新事業の企画設計生産販売 

事業名： 駐車場管理者と利用者に優しいコインパーキング遠隔管理サービスの提供  

集中管理精算機の開発 

地域 岡山県美作市 認定日 平成２８年２月３日 ６－２７－８３ 

事業分類 サービス（駐車場管理）  テーマ分類 その他（防災・防犯）  

連携体の構成 事業推進体制 

企業名：パークン・パーク㈱ 
（岡山県美作市） 
・市場評価（顧客要望の収集） 
・コインパーキング管理サービスの
提供 

・コインパーキングシステムの販
売・施工 

大阪大学 

共同研究 

駐車場運営会社 

駐車場サービス 

遠隔管理ｿﾌﾄ開発 

① 補助金 
② 信用保証 
③ 特許料減免  等 

支援予定メニュー 

岡山県産業振興財団 

事業化支援 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ岡山㈱  

遠隔管理システム例 ゼロフラップ駐車機器設置例 ゼロフラップ駐車機器 



○事業概要（新規性、市場性等） 
・一人暮らしの高齢者（独居高齢者）の数は年々増加の傾向にあり、2010年時点で480万人の独居高
齢者が2035年には762万人（推計値）に達すると予想されている。 

・独居高齢者の増加に伴い、週に２～３度しか会話の機会がない高齢者の増加が見込まれる。 
・独居高齢者を気遣う家族は、高齢者にスマートフォンを渡しコミュニケーションを図ろうとの試みを行
うが、電子機器への拒否反応や、操作が難しいことなどから、高齢者がスマートフォンを使いこなす
ことには大きな障壁があり、新たなコミュニケーション手段が求められている。 

・そこで本事業は、独居高齢者と家族の会話機会の増加を促進するために、①高齢者に優しいワン
タッチ操作、②機器に人のぬくもりを加味する擬人的媒体（着ぐるみとスマートフォン）、という２つの
特徴を有する高齢者のコミュニケーション支援サービス（サービス名称「スマクロ」）の開発および事
業化を目指すものである。 

(株)システムフレンド（広島県広島市） 
・事業全体統括 

・アプリ開発 

・スマートフォン・通信回線契約代行 

・販売・契約 

・保守サポート 

・広島工業大学 
・西広島ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 
・NPO法人 FIVE 
・広島市佐伯区 街づくり百
人員会 高齢者部会 

産業機電(株) （広島県広島市） 
・着ぐるみデザイン 
・着ぐるみ生産委託・品質管理 

ミヨシ電子(株) （兵庫県川西市） 
・専用タブレットの開発・製造・保守 

・ウェアラブル発信機の開発・製造 

効果検証 

機器生産 

全体統括・アプリ開発・販売 

事業名：着ぐるみとスマートフォンを活用した高齢者のコミュニケーション支援サービスの事業化  

①補助金 
②低利融資 

着ぐるみ生産 

地域 広島県広島市 認定日 平成２８年２月３日 ６－２７－８４ 

事業分類  情報通信 テーマ分類 健康・福祉  

連携体の構成 事業推進体制 

支援予定メニュー 

  ・独居高齢者の家族 
  ・入所介護事業所 
  ・居宅介護利用者 

市場・ターゲット 

■着ぐるみとスマートフォン ■「スマクロ」 サービス概要 

・日本光電中四国(株) 

販売支援 



○事業概要（新規性、市場性等） 
・食品製造業の一人あたり付加価値額は、約800万円（平成25年工業統計調査）と、全製造業平均の
約60％にとどまっており、労働生産性向上が課題となっている。 

・こうした食品加工をはじめとする製造業の課題解決のため、包装資材や衛生管理事業を通じて食品
製造業に精通する(株)ブンシジャパンは、作業工程ソフトウェア開発ノウハウを有する(株)Laflaと、大
手コンビニエンスストアの中国地区主力工場を担っている(株)サンヨーフーズとの３社連携によって、
生産性向上を効果的に支援するクラウドサービス『マイスタ イローハ』の事業化を目指す。 

・『マイスタ イローハ』は、各製造工程におけるアイテムごとの作業手順を、画像や文字、音声等でマ
ニュアル化し、作業現場のタブレット端末にて再生表示する「作業標準化支援サービス」と、生産予
定数から各製造工程における目標作業時間を自動計算し、実績作業時間の集計および差異表示を
行う「生産性向上支援サービス」を同時に提供する。 

(株)ブンシジャパン（山口県周南市） 
・事業全体統括 

・企画および基本設計、検証 

・顧客ニーズの把握等販路開拓 

・販売・契約 

・ヘルプデスク対応 

・(株)商工組合中央金庫 
・(株)日本政策金融公庫 

・近畿大学工学部 

(株)Lafla（福岡県福岡市） 
・ソフトウエア開発 
・ソフトウエアメンテナンス 
・クラウドサーバー運用管理 

(株)サンヨーフーズ（広島県廿日市
市） 

・現場テスト環境の提供 

・モニタリング結果および 

  サービス改善点等のフィードバック 

資金支援 

基本設計支援 

開発支援 

全体統括・基本設計・販売 

事業名：食品製造業の作業標準化と生産性向上支援クラウドサービス「マイスタ イローハ」の事業化  

①補助金 
②低利融資 
③特許料減免 

ソフトウエア開発 

地域 山口県周南市 認定日 平成２８年２月３日 ６－２７－８５ 

事業分類  情報通信 テーマ分類 IT  

連携体の構成 事業推進体制 

支援予定メニュー 

・大手CVSベンダー、食
肉・水産加工、製パン工
場 
・自動車機械部品メーカー
等 

市場・ターゲット 

■作業マニュアル再生画面例 ■アウトプット画面例（作業分析グラフ） ■作業マニュアル登録画面例 



異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業）の概要 

  
 複数の中小企業者が異なる事業分野で蓄積したノウハウ・技術等の経営資源を持ち寄り、これらを有効に組み合わせて、新商品

の開発や生産、新サービスの開発や提供等の新たな事業活動を行うための取り組みを支援する。（平成１７年４月施行） 
 

新連携事業イメージ図解 

 

中小企業者が「異分野連携新事業分野開拓計画」を作成。 
（国の地方支分部局が認定：管内では８５件の認定）  

 

○中小企業信用保険法の特例 

○投資育成株式会社法に係る特例 

○特許料減免措置 

○中小企業者に対する低利融資制度（日本政策金融公庫） など 
●補助金：サービスモデルの開発等に対する補助金（２／３） など 
                          （○は法律事項 ●は予算事項）                             
                                      

事業計画の作成・認定 

支援措置 

支援スキーム 

中小企業（コア企業）

中小企業（異分野）中小企業（異分野）

大学・研究機関等
ＮＰＯ・組合等

新事業活動

経営資源
経
営
資
源

経
営
資
源

経
営
資
源

経
営
資
源

(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務（サービス）の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務（サービス）の新たな提供の方式の
導入

   

新事業分野開拓
〔新たな需要が相当程度開拓されるもの〕

信頼関係

規約等の存在
（法人格の有無は問わない）

支援措置 

（独）中小企業基盤整備機構中国本部等の管内支援機関 

連携体の 
構築 

事業計画の 
作成 

経済産業局の 
申請・認定 

事業計画の 
実施 

新事業の 
事業化 

ブラッシュアップ支援 フォローアップ支援 
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