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鹿児島市新産業創出研究会「ヘルスケア産業部会」・「新事業展開部会」　会員事業一覧表

ヘルスケア産業部会 新事業展開部会

株式会社True Balance ○ 1999 鹿児島市 教育、学習支援業 http://www.tsumi

nory.jp/

連携クリニックで老化度を検査し、それを遅らせる方法を学び、実践できるよう

にサポートする体験型健康医学教室を行っている。

団塊サポート株式会社 ○ 2007 鹿児島市 情報通信業 http://www.dankai

-support.com/

情報発信のための各種紙媒体やｗｅｂ媒体の企画・編集・更新・プロデュー

スを事業としています。培った出版力・デジタル力に加えて、新規事業として、

高齢者を支える法務力の開発に注力し、法務事務所の情報発信サポート業

務の開拓、市民目線の成年後見活動の手法や高齢者が抱える法務問題の

前向きな解決法及び公明正大な財産管理の手法の開拓に挑んでいます。

有限会社ファームランド櫻島 ○ 2008 鹿児島市 農業、林業 鹿児島の伝統野菜の桜島大根や桜島小みかんをはじめ様々な農産物を有

機農法で栽培しています。

特定非営利活動法人桜島

ミュージアム

○ 2005 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.sakur

ajima.gr.jp/

桜島における観光まちづくり事業。桜島ビジターセンターの運営、体験型観光

の総合コーディネート、椿油の販売、ジオパーク事業、地域活性化事業など。

八光工業株式会社 ○ 1973 鹿児島市 建設業 http://www.hakko

-ind.co.jp

石油備蓄タンク及びプラント工事や焼却場設備及び地熱発電所の新設工

事、メンテナンス工事。弊社が開発した固化剤YHR液を使用し、石炭灰・焼

却灰・軽石・汚泥等を素材として2次製品及びアミノ酸を混入したアミノ酸コン

クリート等の製造・販売・施工を行っている。

環境バイオエンジニアリング株式

会社

○ 2012 姶良市 製造業 http://www.ebec8

10.com/index.html

主に、産学官連携補助事業等の指導や必要とされる手法・機器開発などを

実施している。また、植物活性剤等の製造販売も手掛けている。

１　微生物活用に関する実証的な調査、研究、開発

２　微生物資材の製造販売

３　水処理や悪臭改善装置、その他各種産業プラントの企画、設計、製作、

施工、販売、修理等

４　生産現場の労働生産性向上に関するコンサルティング

５　微生物活用に関する国内外企業等交流及び協力

６　地域再生可能資源利活用コンサルティング

７　環境保全の負荷低減に関する事業

株式会社創企堂 ○ ○ 2011 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://sokido.jp/in

dex.html

クライアントと共に考え、企てを創り上げ、実行し成果を出すことをモットーに、商

品開発など各種コーディネートやプロデュース事業を行っています。

得意分野は、マーケティング全般、ＩＣＴ関連、環境関連、ソーシャルビジネ

ス関連、人材育成関連となっております。

事業概要自社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ事業者名
所属する部会 創業
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有限会社ノガミ産業 ○ 1988 鹿児島市 農業、林業 http://nogamifarm

.jp

黒豚の皮を革へなめし加工し、黒豚革製品を製作、販売を計画中。

現在は家具インテリアの一部として利用してもらうため原材料として販売してい

る。

株式会社テクノマックス南日本 ○ 2009 鹿児島市 卸売業、小売業 https://www.tytm

m.jp

高濃度の腐植酸を含有する肥料の生産と販売及びプラントの企画設計。次

亜塩素酸水（ハセッパー水）の生成装置及び生成水の卸販売。

株式会社櫻岳 ○ 2001 鹿児島市

（工場：

垂水市）

製造業 http://www.ougak

u.net.jp/

世界一の軟水地帯として知られる鹿児島で一番の軟水を、ミネラルウォーター

として製造・販売している

株式会社ラドバリュー ○ ○ 2009 福岡市 学術研究、専門・技術

サービス業

https://www.radv

alu.com/

ICT分野における各種サービス及び技術のワンストップ提供支援、それに纏わ

るコーディネート（コンサル～保守/教育）

有限会社テイクワイズ・コーポレー

ション

○ 1963 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.fastin

gstudio-silky.com

女性の美に携わり『結果の見える』商品・技術サービスの実現を追及してきまし

た。美ファスティングの考えの基、全てのお客様が健康で美しく年を重ねる喜び

の提供を目指した商品開発とサービス提供を行っています。

農業生産法人そのやま農園株

式会社

○ ○ 2014 鹿児島市 宿泊業、飲食サービス業 http://www.sonoy

ama-farm.com

有機栽培により質が高く美味しい農産物の生産に力を入れており、自社生産

の人参を使った無添加人参ジュースの販売、また直営レストランを経営し、有

機野菜をたっぷりと食べられるメニューを提供している。

株式会社ドリームワン カゴシマ ○ 2015 鹿児島市 情報通信業 http://k-atom.biz/ 施設栽培の環境データ(温度、湿度、照度、CO2、地温、土壌水分、電気

伝導度、Webカメラ画像)を多センサー連続計測機『アグリセンサー Dr.

KAKASHI』で見える化し、地域品目別のデータベースを構築後、生産技術

分析やアラートメール配信等を農畜産遠隔監視システム『KAKASHIネット』で

24時間モニタリングできる情報サービスを提供致します。

特定非営利活動法人エコサポー

トTGAL

○ 2003 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

http://www.tgal.or

g/

主に中小事業所向け環境マネジメントシステムの普及・審査・コンサルタント

（KES/EA21/鹿児島市環境管理事業所/ISO14001)、省エネ診断、環

境教育等

りらっくすヨーガ ○ 2014 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://www.hom

ecare-yoga.com/

病気の方もできる『ヨーガ療法』を用いて、高齢者から若者まですべての人の健

康増進・機能回復を図り　健康寿命を延ばす事業を展開しています。医療と

のコラボレーション、公共事業での高齢者支援(介護と認知症の予防)、社員

研修など。
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株式会社システムメディア ○ 1996 鹿児島市 情報通信業 http://www.sys-

media.co.jp/

システム・Webインフラ・ネットワークの3部門で、IT関連の工事、サービスの提

供、システムの開発、保守を実施している。

株式会社Table of Smile ○ 2014 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://table-of-

smile.com/

レストランや商品開発のプロデュース

株式会社ビッグファイブ ○ 1993 鹿児島市 製造業 http://www.bigfive

.co.jp/

黒豚餃子の製造販売。

小ロットPBオリジナル餃子の製造

一般社団法人音楽活用サポー

ト協会　どるちぇMUSIC

○ 2011 鹿児島市 教育、学習支援業 http://dolcemusic-

kagoshima.com/

音やリズム、動きを用いたリトミック教授法を、乳幼児から高齢者まで幅広い年

齢層、あらゆる目的に応じて提供し、心と体の健康をサポートしている。

株式会社ワッゼド ○ 2013 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

http://wazzedo.hip

py.jp/

農産物の加工食品で、細胞壁溶解酵素或は細胞間物質分解酵素を微量

添加し、加水分解で粘度をコントロールしたピューレの開発・卸を立上げ展開

中。将来は、六次産業の切り札として各地方の特産物の規格外品をナチュラ

ルピューレとして食卓に提供する。嚥下と乳幼児の補助食可能。

社会医療法人緑泉会　米盛病

院

○ 1969 鹿児島市 医療、福祉 http://www.yone

morihp.jp

鹿児島観光地の訪問および医療機関受診を目的に渡航した外国人に対して

医療サービスの提供を実施している

健口株式会社

ライフサポートサービスおたふく

○ 2010 鹿児島市 複合サービス業 HP：

http://ohtadc-

gp.jp/otafuku/

FB：

https://goo.gl/y0H

5kh

FB(メモリーサポートツ

アー）：

https://goo.gl/921

IIp

法人基幹事業：高齢者デイサービス事業

その他：介護旅行、高齢者向けイベント開催（懇親会、タブレット教室）、

介護保険外自費事業

株式会社セイカスポーツセンター ○ 1966 鹿児島市 生活関連サービス業、娯

楽業

https://www.seika

-spc.co.jp

鹿児島県内に4つの総合型スポーツクラブ、県内外で約20の指定管理施設

を受託。
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株式会社エムオーエー商事　九

州販売　鹿児島店

○ ○ 1920 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.inter.

moanet.co.jp/

環境と調和した持続可能なフードシステムの実現とアンチエイジング効果が期

待できる国産オーガニック食品を提供！

自然農法や有機栽培された農産物と伝統製法による無添加加工食品を販

売する店とご自宅までお届け。

レストランでは100％自然素材のランチを600円で提供しています。

社会医療法人博愛会　相良病

院

○ 1946 鹿児島市 医療、福祉 http://www.sagar

a.or.jp/index.html

乳腺科と中心とした女性医療の提供から、人間ドック、メディカルフィットネス、

緩和ケアまで女性のためのトータルケアを提供

アグリPlus ○ 2014 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

農業経営のコンサルタント及び農産物の販売斡旋

医療法人仁愛会 ○ 1953 鹿児島市 医療、福祉 http://www.jinaika

i.com/

内科診療全般、脳血管障害を中心としたリハビリテーション、精神医療、在宅

医療など、多岐にわたる医療サービスを提供している。

また、介護事業や障害福祉サービス、相談支援事業、健康増進事業等を展

開し、地域に根差した医療・福祉事業を実施している。

悠久産業株式会社 ○ ○ 2016 鹿児島市 不動産業、物品賃貸業 不動産の賃貸借・管理事業、遊休不動産の有効活用として自然エネルギー

の発電売電事業を行い、自然環境の保全管理を行う。

株式会社ニチガスクリエート ○ 1988 鹿児島市 生活関連サービス業、娯

楽業

https://erg-

sports.co.jp/

フィットネスクラブの運営及び公共施設の管理運営（指定管理者）

株式会社文化社 ○ 1959 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://bunka-

inc.jp

一般家庭の排水管理（浄化槽維持管理業、一般廃棄物収集運搬業）に

関するサービスを提供する。

鹿児島市・日置市にて約6500件のお客さまのお宅を、定期的に巡回させて

いただいている。

宝来メデック株式会社 ○ ○ 1963 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://hm-inc.jp/ 主に、血液や尿などの検査試薬や分析装置を販売。

特定非営利活動法人かごしま地

域健康支援工房

○ ○ 2018 鹿児島市 医療、福祉 https://kagoticke1

0.wixsite.com/kao

shima

介護予防事業として、総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業） に

おける緩和型サービスや委託事業を実施している。

http://www.inter.moanet.co.jp/
http://www.inter.moanet.co.jp/
http://www.sagara.or.jp/index.html
http://www.sagara.or.jp/index.html
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http://hm-inc.jp/
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坂元醸造株式会社 ○ 1977 鹿児島市 製造業 http://www.kuroz

u.co.jp

霧島市福山町にて江戸時代後期に始まった伝統製法で鹿児島の壺造り黒

酢「坂元のくろず」を製造しています。

株式会社オアシスＪ

住宅型有料老人ホーム・デイ

サービスセンター「オアシス吉野」

○ 2010 鹿児島市 医療、福祉 http://oasis-

yoshino.com/

主に住宅型有料老人ホーム及びデイサービスセンターでの介護

社会福祉法人恩賜財団　済生

会鹿児島地域福祉センター

○ 1997 鹿児島市 医療、福祉 http://www.saiseik

ai-kg.jp/

当センターでは、地域福祉の向上に資するため各種居宅系サービス事業所や

入所系の施設を開設し、介護全般にわたるサービスを提供することにより地域

に開放された施設としての運営に努めています。

株式会社マールユナイテッド ○ 2009 東京都

／

鹿児島市

サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://marunited.

com/

撮影ヘアメイクやデザイン業を主に、鹿児島県産の無農薬原料を使用したスキ

ンケアブランド「MARapelarマールアペラル」を展開し、メイクアップなどストレスフ

リーの美しさを提案する鹿児島美人計画や、東京で女性目線の鹿児島を発

信するイベント「東京さつまつり」などを実施しています。

株式会社キュアケア ○ ○ 2013 鹿児島市 情報通信業 http://www.cureca

renet.jp

主に、医療機関や介護施設のICT管理と情報共有ツールの提供をしている。

株式会社イーデザイン ○ ○ 1999 鹿児島市 情報通信業 https://glance-

vision.com/

医療機関に特化して「病院広報」支援を行っています。医療DX運用支援・コ

ンサルティングを実施しています。

有限会社ウェルフェア ○ 2004 鹿児島市 医療、福祉 http://welfare-

kaigo.com/

利用者の生活環境を総合的にコーディネート、未来を支える介護人財を養成

し現場へと繋いでいく「人と人を繋ぐ」会社です。

（実施事業）

福祉用具貸与・販売等

離職者向けの就労支援

介護職員初任者・実務者研修

介護事業コンサルティング

有料職業紹介事業

介護施設紹介マッチング事業

有限会社栄電エンジニアリング ○ 1988 鹿児島市 建設業 http://eidensha-

kk.co.jp

・焼酎粕を活用した畜産・養殖魚向け「乳酸発酵飼料」の提供

・畜糞による小型バイオマス発電システムの建設

株式会社南日本薬剤センター ○ ○ 1983 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.373pc

.co.jp

保険調剤薬局の運営

http://www.kurozu.co.jp/
http://www.kurozu.co.jp/
http://oasis-yoshino.com/
http://oasis-yoshino.com/
http://www.saiseikai-kg.jp/
http://www.saiseikai-kg.jp/
https://marunited.com/
https://marunited.com/
http://www.curecarenet.jp/
http://www.curecarenet.jp/
https://glance-vision.com/
https://glance-vision.com/
http://welfare-kaigo.com/
http://welfare-kaigo.com/
http://eidensha-kk.co.jp/
http://eidensha-kk.co.jp/
http://www.373pc.co.jp/
http://www.373pc.co.jp/
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株式会社カクイックス ○ ○ 1963 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.kakuix

.com

医療･福祉施設向けの寝具、マットレス、カーテン、テレビ、コインランドリー、家

具、機器類のリース・レンタル事業、入院セットレンタル、タオルレンタル、ユニ

フォームリース、デイサービス事業

ファルマコム株式会社 ○ ○ 1993 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.pharm

acom.jp/

調剤薬局、デイサービス、居宅介護支援事業所、サービス付き高齢者向け住

宅を通した地域の皆様の健康パートナー

株式会社カクイックス ウィング ○ ○ 2002 鹿児島市 医療、福祉 http://www.kakuix

-wing.com

介護保険制度下における福祉用具レンタル・販売・住宅改修・居宅介護支

援事業、介護保険外（一般客）への福祉用具レンタル・販売・リフォーム工

事などを行っている。

株式会社KAGO食スポーツ ○ ○ 2016 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

http://kg-

sport.com

スポーツをする人・支える人・周囲の人それぞれに対して、「スポーツ×食」を切り

口に、

①アスリートサポート

②食環境整備

③教育普及（セミナー・講演）

の3つの柱でサービスを展開している

らしさサポート株式会社 ○ 2017 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

医療福祉介護分野の経営戦略・人材育成コンサルタント、

認知症予防「脳若トレーニング」教室のトレーナー育成、

外国人技能実習生就労支援

全国健康保険協会　鹿児島支

部

○ － 鹿児島市 － http://www.kyouk

aikenpo.or.jp

被保険者健康保険の保険者

南国殖産株式会社 ○ 1945 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.nango

ku.co.jp/

スマートフォン・PCを活用した『健康経営』ソリューション

・PC、スマートフォンによる健康データと健康診断結果の一括管理

・PC、スマートフォンを利用したストレスチェック

・医師・カウンセラーによる24時間365日　WEB相談

株式会社はらさきや ○ ○ 2016 鹿児島市 医療、福祉 主に保険薬局を運営し、処方箋による調剤や医薬品の供給を実施している

大空間照明コンサル_コタニ ○ 2016 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

アリーナ等の高天井照明設計・照度シミュレーション、スタジアムグラウンド照明

設計・照度シミュレーション。

http://www.kakuix.com/
http://www.kakuix.com/
http://www.pharmacom.jp/
http://www.pharmacom.jp/
http://www.kakuix-wing.com/
http://www.kakuix-wing.com/
http://kg-sport.com/
http://kg-sport.com/
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
http://www.nangoku.co.jp/
http://www.nangoku.co.jp/
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屋久乃庵　梅吉 ○ 2006 鹿児島市 宿泊業、飲食サービス業 http://www.umeki

chi127.com

鹿児島県内屋久島産の魚を扱った魚料理や郷土料理を中心としたお店で

す。

特定非営利活動法人ライフプ

ラットフォームかごしま

○ ○ 2015 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

生活・生きがい支援事業、子育て支援事業、各種セミナー開催事業

株式会社夢ネット鹿児島 ○ 2007 鹿児島市 不動産業、物品賃貸業 http://ee-

yume.net/

鹿児島市内を中心にした不動産仲介業

公益社団法人鹿児島共済会

南風病院

○ ○ 1954 鹿児島市 医療、福祉 http://www.nanpu

h.or.jp/

がん医療や整形疾患、透析患者の受入れ等の地域のニーズに応じた医療

サービスを提供しています。

人間ドック、がん検診等、健診事業にも力を入れています

株式会社メルヘンスポーツ ○ 1982 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.meru.

co.jp

・スポーツクラブ、スイミングスクール経営

・公共施設の指定管理者

・運動指導、水泳指導、監視等の業務委託及び講師派遣

・温泉施設の管理運営業務委託

株式会社南日本情報処理セン

ター 医療福祉本部

○ ○ 医療機関様や介護事業所様向けに、電子カルテや医事システム、介護請求

システムなどのソリューションをご提供しております

株式会社南日本情報処理セン

ター 公共システム本部

○ 地方自治体様および各種公的団体様向けの業務システム、ネットワークインテ

グレーション、セキュリティソリューションをご提供しております

株式会社南日本情報処理セン

ター ソリューション本部

○ 農畜産向けの市場、セリのトータルシステム、関連団体向け業務システムの作

成、保守。また、民間企業向けのシステムの製造、導入もおこなっています

大成ビルサービス株式会社 ○ 1962 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.taisei-

bs.com

オフィスビルはもとより官公庁関連施設・医療関連施設そして一般集合住宅に

至るまで、トータルなビル総合管理事業を展開しています

介護の森株式会社 ○ 2007 鹿児島市 医療、福祉 http://www.kaigon

omori.jp/

高齢者の方が安心して生活できるための在宅サービスや施設サービスを中心

に、多様な介護事業所や高齢者向けの施設があります。

また、新規参入事業者に介護事業のノウハウを指導するコンサルティング事業

や、介護従事者の育成のための介護福祉養成校があります。

医療法人明輝会 ○ 1975 鹿児島市 医療、福祉 http://meikikai.co

m

地域に展開する医療と介護のミニ複合体をコンセプトに、吉野地区に有床診

療所、老人保健施設を中心に、介護関連施設を多数運営している。

1969 鹿児島市 情報通信業 https://www.kk-

mic.jp/index.html

http://www.umekichi127.com/
http://www.umekichi127.com/
http://ee-yume.net/
http://ee-yume.net/
http://www.nanpuh.or.jp/
http://www.nanpuh.or.jp/
http://www.meru.co.jp/
http://www.meru.co.jp/
http://www.taisei-bs.com/
http://www.taisei-bs.com/
http://www.kaigonomori.jp/
http://www.kaigonomori.jp/
http://meikikai.com/
http://meikikai.com/
https://www.kk-mic.jp/index.html
https://www.kk-mic.jp/index.html
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有限会社吉野メディカル ○ ○ 1979 鹿児島市 医療、福祉 http://yoshino-

medical.com/

主に病院管理事務及び診療報酬請求事務と、高齢者住宅・適合高齢者専

用賃貸住宅運営を行っております。

株式会社山口水産 ○ ○ 1951 鹿児島市 卸売業、小売業 http://yamaguchis

uisan.co.jp

水産物を中心としたスマイルケア食青認定商品の製造・販売に取り組んでいま

す。

KANO FOOD & HEALTH株

式会社

○ ○ 2017 鹿児島市 学術研究、専門・技術

サービス業

http://www.geociti

es.jp/kanofoodheal

th/KanoFoodHealt

h/Home.html

栄養学に関わる講演、研修会や、健康につながる食品の開発を行っている。

介護旅行ナビ

（鹿児島県旅行業協同組合ソ

リスター）

○ ○ 2015 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://kaigo-

ryokou-navi.com/

主にシニア、ご高齢の方、障がいのある方、一人では外出や旅行が不安なかた

に、介護・介助を行いながらお付添するサービスです。

転院・転施設、少人数のバスツアー、冠婚葬祭へのお付添、旅行の同行な

ど、行っております。

鹿児島県旅行業協同組合に所属し、ユニバーサルツアーも造成。アドバイザー

としても活動。

高齢者の引きこもり防止、認知症予防、健康寿命をのばしたい、という想い

で、介護つき旅行の実例を交えた講演会「おでかけは脳トレ・筋トレ」や、「車い

すのかたのおもてなし」講座なども開催しています。

株式会社ひばりラボ ○ ○ 2016 鹿児島市 情報通信業 http://hibari-

labo.co.jp/

・高齢化対策IOT支援

・各種カウンセリング支援プロダクツ

・見守りロボット開発

・画像・映像リアルタイム共有システム

・各種プラットフォーム開発

医療法人慈風会 ○ 鹿児島市 医療、福祉 http://jifukai.jp/rel

ation/?p=708

メディカルフィットネス施設として、生活習慣病やその他の疾病にかかっている

方、高齢者および疾病予防の必要性が高い方に対して、適切な運動指導を

行う施設です。

有限会社タスク ○ ○ 1995 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.tascgr

oup.co.jp

全国の社会福祉法人・医療法人向けにファシリティマネジメントアイテム（カウ

ンター0円コピー機・空調経費削減工事等）を提供している。

ビジネスデザイン事務所

BizKago

○ ○ 2013 日置市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.biz-

kago.main.jp/

新規事業開発・六次産業化サポート（商品アイデア、商品開発、マーケティン

グ、販売促進などの事業化サポート）、グラフィックデザイン（ロゴマーク、ポス

ター、パンフレットなど）・ウェブデザイン、公共イベント企画運営などを実施して

いる。

http://yoshino-medical.com/
http://yoshino-medical.com/
http://yamaguchisuisan.co.jp/
http://yamaguchisuisan.co.jp/
http://www.geocities.jp/kanofoodhealth/KanoFoodHealth/Home.html
http://www.geocities.jp/kanofoodhealth/KanoFoodHealth/Home.html
http://www.geocities.jp/kanofoodhealth/KanoFoodHealth/Home.html
http://www.geocities.jp/kanofoodhealth/KanoFoodHealth/Home.html
https://kaigo-ryokou-navi.com/
https://kaigo-ryokou-navi.com/
http://hibari-labo.co.jp/
http://hibari-labo.co.jp/
http://jifukai.jp/relation/?p=708
http://jifukai.jp/relation/?p=708
http://www.tascgroup.co.jp/
http://www.tascgroup.co.jp/
http://www.biz-kago.main.jp/
http://www.biz-kago.main.jp/
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株式会社さくらホスメディカル ○ ○ 1996 鹿児島市 卸売業、小売業 https://sakurahos.

co.jp

医療・介護施設からの医薬品調剤業務と健康食品、ＯＴＣ、食品販売。

クルーシャル・クーリング・パフォーマ

ンス株式会社

（略称ＣＣＰ）

○ 2011 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.crucial

coolingperformanc

e.co.jp/

鹿児島大学発ベンチャー企業であり、研究開発で生み出された知的財産を

シーズ技術として、外部企業との連携を図りながら製品化を実現することによっ

て、新規技術の社会実装を促進することを目的として事業を行っている。

医療法人参天会 ○ ○ 1995 鹿児島市 医療、福祉 http://kiire.jp/ 医療・福祉分野を総合的に事業展開している。特に福祉領域の専門性を有

し、三次予防から日常的・継続的な医学管理までシームレスケアを構築してい

る。現在、一次・二次予防を中心に据えた在宅支援構築を計画している。あ

わせて、生涯活躍のまち事業として、都市部にお住まいの中高齢者の移住推

進を図っている。

社会福祉法人寿康会 ○ 1973 鹿児島市 医療、福祉 jukoukai@jukouen

.jp

介護保険事業や障害福祉事業を展開しており在宅サービス（短期入所、通

所介護、訪問介護、訪問看護）や施設サービス（特養、ケアハウス、グルー

プホーム）を提供しており、昔から地域活動にも積極的に取り組む地域に根ざ

した法人です。

株式会社タナカサトル技術支援 ○ 2017 霧島市 学術研究、専門・技術

サービス業

http://ts-

techsup.co.jp/

ものづくりの生産性改善の支援。例えば、人手不足・働き方改革に対しては作

業の削減、採算改善に対しては歩留り改善や様々なコストダウンが有効であ

り、それらを改善していく一連の手法を実際にやりながら指導していく。

有限会社かごしま有機生産組合 ○ ○ 1984 鹿児島市 農業、林業 https://kofa.jp/ 有機農家の生産者団体。組合生産者の農産物を全国への卸売、県内での

小売並びに飲食サービスとして提供する他、有機JAS認証加工場での製造

業、直営農場、海外事業、新規就農者への技術支援事業など幅広く展開。

株式会社誠晃 ○ ○ 2012 鹿児島市 複合サービス業 http://www.seikou

-kk.com/

障害者就労施設（Ａ・Ｂ型）、生活困窮者準備就労、農業や作業受託

（鹿児島市清掃工場分別作業など）、caféさんくすの運営

トータル・ソフトウェア株式会社 ○ ○ 1979 鹿児島市 情報通信業 https://www.tsc-

inc.co.jp/

全国の医療機関・介護施設・保育施設向けに、栄養管理関連のパッケージソ

フトウェアを開発・販売している。

株式会社グリーンアイテック ○ 2018 鹿児島市 建設業 主に、土木解体、宅地造成、とび土工等を行っている。また一般貨物自動車

運送事業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物収集運搬業の許可有

https://sakurahos.co.jp/
https://sakurahos.co.jp/
http://www.crucialcoolingperformance.co.jp/
http://www.crucialcoolingperformance.co.jp/
http://www.crucialcoolingperformance.co.jp/
http://kiire.jp/
mailto:jukoukai@jukouen.jp
mailto:jukoukai@jukouen.jp
http://ts-techsup.co.jp/
http://ts-techsup.co.jp/
http://kofa.jp/
http://www.seikou-kk.com/
http://www.seikou-kk.com/
https://www.tsc-inc.co.jp/
https://www.tsc-inc.co.jp/
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BHPラボ ○ ○ 2019 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

美容・健康・パフォーマンス3分野を総合プロデュース。カラダに関する問題の解

決、願望の実現を、健康器具の開発販売、整体、トレーニング、教室などを通

してお手伝いしている。

株式会社丸松 ○ ○ 1955 鹿児島市 製造業 http://www.k-

marumatsu.co.jp/

主に、枕、クッション、寝装品、インテリア製品の企画、開発、製造、卸、小売、

通販を行っている。自社製造で、オリジナル商品の製造販売及び、OEM商

品、共同開発商品の企画製造販売が主業となっている。

株式会社クエイル ○ 2013 鹿児島市 情報通信業 http://quail.co.jp スマートフォンアプリ、WEBアプリケーション、WEBサイト、イベント向けのデジタル

コンテンツ等の企画・開発・デザイン等の業務

いちぞの整骨院 ○ ○ 2013 鹿児島市 医療、福祉 www.ichizono-

seikotsuin.com/

頭蓋骨を調整し、体の様々な機能を向上させる施術をしている。

株式会社アップスタート ○ ○ 2010 鹿児島市 卸売業、小売業 https://upstart-

health.com/

生きたABM植物由来乳酸菌の培養・粉末加工した「生きた植物由来の乳酸

菌」を、農業・畜産・水産業や、食品加工業、飲食店へ卸・販売をしておりま

す。

鹿児島健康経営アドバイザー協

会

○ 2017 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://k-

kenkokeiei.com/

健康経営の推進浸透コンサルティング、健康経営優良法人認定支援

株式会社スポーツリンクアンドシェ

ア

○ 2007 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://class-

match.net/about/o

fficematch_model/

職場の活性化、健康増進に向けたスポーツイベント・運動プログラムの企画・提

案・運営を行っています。

有限会社SUISM ○ ○ 1991 鹿児島市 卸売業、小売業 https://suism.co.jp 安心安全、美と健康をテーマとした食品や除菌消臭剤の開発や卸小売り

株式会社ユーエスケイ企画 ○ 1985 鹿児島市 卸売業、小売業 http://usk-

kikaku.com/

病院設備全般、診療診断機器、理化学機器、放射線機器、治療機器の卸

売業、賃貸業、修理業。損保代理店、人材派遣業

株式会社スクラップデザイン ○ 2014 鹿児島市 情報通信業 https://scrap-

design.co.jp/

主に、ネット販売に関わるホームページ制作・写真撮影などを行う。他、企業や

サービスの紹介ページも制作できます。楽天、ヤフーなどのネットショップモールへ

の出店サポートも行います。

http://www.k-marumatsu.co.jp/
http://www.k-marumatsu.co.jp/
http://quail.co.jp/
http://www.ichizono-seikotsuin.com/
http://www.ichizono-seikotsuin.com/
https://k-kenkokeiei.com/
https://k-kenkokeiei.com/
https://class-match.net/about/officematch_model/
https://class-match.net/about/officematch_model/
https://class-match.net/about/officematch_model/
https://suism.co.jp/
http://usk-kikaku.com/
http://usk-kikaku.com/
https://scrap-design.co.jp/
https://scrap-design.co.jp/
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ＮＰＯ法人鹿児島県ノルディッ

クウォーク連盟

○ ○ 2013年 鹿児島市 https//www.faceb

ook.com/nordicwal

kkagoshima

健康寿命を延ばすためには、正しい歩き方が重要である。ポールを使用するノ

ルディックウォーク、正しい歩き方を身に付けるのに最適と推奨されている。

株式会社くまもと健康支援研究

所

○ ○ 2006年 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.kwsi.c

o.jp/

個人および企業・自治体における健康づくりや介護予防支援として、専門職に

よる保健指導サービス、介護予防サービス、コンサルティングサービス、施設管

理サービスを実施している。

特定非営利活動法人

マンガプロジェクト鹿児島

○ ○ 2010年

2015年

法人化

鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://kagoshima

-manga.com/

「目立つ！わかりやすい！面白い！」の三拍子揃ったマンガを活用し、企業や

団体の販促に関する企画やツール制作（パンフレット、チラシ、広報誌、HPな

ど）を行っております。また、マスメディアへの情報提供の支援も行います。

快笑 ○ 2019 鹿児島市 製造業 https://sites.googl

e.com/view/freshn

oodle/

生中華麺・生パスタの製造販売

オゾンによる自動販売機の衛生管理に関する特許出願済

株式会社大橋製茶 ○ 1973年 鹿児島市 卸売業、小売業 https://ohashiseic

ha.com/

日本茶製造卸売業。煎茶・番茶・抹茶・玄米茶・ほうじ茶などお茶にまつわる

製品は全て取り扱う。

株式会社　ＳＧＷ ○ ○ 2013年 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

https://www.south

erngateway.co.jp/

医療インバウンド事業

医療アウトバウンド事業

AI事業

株式会社マトリックス

シルキー薬局

○ 2009年 鹿児島市 卸売業、小売業 https://silky-

pha.com/

調剤薬局事業や居宅療養管理指導事業、医薬品や健康食品、化粧品販

売、企業への薬剤師派遣による健康管理や環境管理指導を実施していま

す。

株式会社ソフト流通センター ○ 1984年 鹿児島市 情報通信業 https://srckagoshi

ma.co.jp/

自社製品(卵御殿シリーズなど)のソフトウェア開発・販売・保守および県内外

大手企業様とのソフトウェア開発を実施している。

株式会社風月堂 ○ 1919年 鹿児島市 製造業 http://fugetsudo.bi

z

鹿児島県の素材を使用して、体に優しいお菓子の製造・販売を行っておりま

す。

料理集団HYTTNK ○ ○ 2020年 鹿児島市 宿泊業、飲食サービス業 https://note.com/c

ooking_lovepapa/n

/nc5cbf7d3fd06

主に営業支援・新規出展・レシピ開発・コンサルティング・マーケティング・料理

制作・コラボ・オンライン料理教室・ライブ配信・講演・研修・連載・監修・レシピ

企画・アンバサダー、審査員等のサービスを実施。

http://www.kwsi.co.jp/
http://www.kwsi.co.jp/
https://kagoshima-manga.com/
https://kagoshima-manga.com/
https://sites.google.com/view/freshnoodle/
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株式会社エルム ○ ○ 1980年 南さつま

市

製造業 https://www.elm.j

p/

特注産業装置、創エネルギー装置、特殊照明器具、宇宙関連装置、アグリ

テック装置など幅広い分野にて製品開発を行なっています。

(株)豊島メック ○ 1996年 鹿児島市 サービス業（他に分類さ

れないもの）

http://www.synap

se.ne.jp/mec/

エネルギーの利用・導入に関するコンサルタント及び再生可能エネルギーに関す

るメンテナンス業務を行っている。（太陽光発電、風力発電）

株式会社GiFFT ○ ○ 2020年 鹿児島市 情報通信業 https://gifft.co.jp ・企業ネットワークやセキュリティ、サーバー・クラウド・ストレージ等のITコンサル、

ヘルプデスクの提供

・アプリ・システム開発支援

・お客様の新規事業・新サービスの実現をITでご支援

AMI株式会社 ○ ○ 2015年 鹿児島市 製造業 https://ami.inc 心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器「超聴診器」の研究開発、

遠隔聴診対応ビデオチャットシステムの開発、また、遠隔聴診とAMI指先採血

キットを組合わせた「クラウド健進®」を展開している。

株式会社ＷＩＳＨシステムコンサル

ティング

○ 2005年 鹿児島市 情報通信業 https://wish-sc.co.jp 事業系を中心にコンピュータソフトウェアに関するコンサルティング、受託開発、ソフトウェ

アの販売、保守・管理等を行っています。

株式会社オービジョン ○ ○ 2019年 鹿児島市 卸売業、小売業 https://gururi-

japan.com/

インターネットショッピングサイト『かごしまぐるり』を通じて、鹿児島県産のこだわりの農産

物・畜産物・海産物・加工品の販売を行います。

（一社）日本健康医学士協会 ○ ○ 2018年 鹿児島市 教育、学習支援業 http://www.yobouig

aku.ac/

りんご教室を開催し、個別の健康づくり（食事・運動・ストレス緩和）をマルチでサ

ポートできる健康医学士を養成し、人生100年時代の健康づくりを提供している。

株式会社Next stage ○ 2021 鹿児島市 教育、学習支援業 https://hoikuen-

connect.com/

企業主導型保育園のポータルサイト及び保育園事業者のコミュニティサイトの運営。

ABEKIコンサルティング事務所 ○ ○ 2016 神奈川県

茅ヶ崎市

学術研究、専門・技術サー

ビス業

https://www.abeki-

office.com

新製品開発・新規事業構築コンサルティング、経営戦略・事業計画策定の支援、Ｉ

Ｔ／ＩｏＴ／ＡＩによる業務効率化・競争力向上の支援、補助金、産官学連携

など公的支援の利活用の支援、情報セキュリティ対策の支援のサービスを提供してい

ます。代表は中小企業診断士、ITストラテジスト、ISO-9001審査員ほかの資格を

保有。

「薩摩なた豆本舗」ヨシトメ産業株

式会社

○ 1997年 鹿児島市 卸売業、小売業 http://www.yoshito

me.co.jp/

鹿児島県産のなた豆「薩摩なた豆」を使用した健康食品・化粧品・医薬部外品の開

発と販売

https://ami.inc/
https://ami.inc/

