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1348 (株)九州電化  楽器めっきへの参入による提案型めっき加工の導入 福岡市東区
1349 （有）エス・エフ・マーケット ＩＴ技術を活用した個別対応型創作ケーキの販売方式導入による生産性向上 福岡市早良区
1350 （有）しまだ福祉用具研 高齢、障碍者の自立支援用具の開発と新たな販売方式の導入 北九州市八幡西区
1351 （有）ムジカクリニカ ひと息の村を建設し、終末期を迎える方や退院し在宅へ戻られる方へのサービスの提供 行橋市
1352 クリエイトシステム(株) CoolgramASPサービス事業新規展開 北九州市戸畑区
1353 ソンバーユ(株) 新生産方式等による下請企業からの脱却 筑紫野市
1354 楠家 筑後の歴史・文化・四季を伝える銘菓の販路開拓 久留米市
1355 （有）ブーランジュリー寿 パンの利便性・保存性と米の食感を有する米パンの開発 久留米市
1356 （有）トミヤ 下請御用聞き型営業から問題解決提案型営業へ 北九州市門司区
1357 ジュウコウ(株) 地域密着型のアウトレット住宅建材ショップの展開 筑紫郡那珂川町
1358 (株)飯塚セントラル サービス強化の為の顧客管理システムの導入 飯塚市
1359 (株)グラノ２４Ｋ ｢Slow Resort  ぶどうの樹｣ 遠賀郡岡垣町
1360 (株)プロサポート 専門集団構築に向けての教育事業の展開 直方市
1361 (有)ベック九州 活水器とオゾン水併用のドライフォグ噴霧による消臭殺菌システムの開発と販売 北九州市小倉南区
1362 重松(株) 久留米絣「伝統の伝承と脱皮」の両立を図る新商品開発と顧客層の拡大 久留米市
1363 （有）原野製茶本舗 安全・安心、清潔なお茶の製造 八女郡広川町
1364 後藤仏壇店 癒しのペット仏壇・ペット葬祭場の開設 豊前市
1365 大石英治製茶 消費者ニーズの多様化に対応したオーダーメイド型の製茶、販売 八女市
1367 (株)共栄製作所 600Ｔプレス導入による業務改善 直方市
1368 (株)フラッグコミュニケーションズ 付加価値を提供した光ファイバー加入促進営業活動の展開 大野城市
1369 (株)石橋製作所 大型増速機の量産体制整備と販売展開 直方市
1370 (株)ヤマコウ 健康増進サービスの提供 福岡市南区
1371 (株)高山組 有効微生物活用事業 福岡市南区
1372 マルヒ食品(株) 新商品「冷凍麺」　「蒸し生麺」の生産及び販売 太宰府市
1373 (株)カシワ 新製品(液晶製造装置）の生産による増収と生産能力の拡大 久留米市
1374 (株)イケヒコ・コーポレーション コタツ布団の拡販戦略 三潴郡大木町
1375 （有）小倉クリエーション 伝統工芸品で手織りの「小倉織」を機械織とすることによる量産化、及び、販路の拡大を計る 北九州市小倉北区
1376 (株)久我タイヤセンター ウォーターセイバー(節水コマ)販売体制構築 福岡市東区
1377 （有）味の兵四郎 受注、物流機能の向上と情報一元化による事務処理の効率化 筑紫野市
1378 （有）判田鉄工所 パーツセンター化による生産性向上 久留米市
1379 (株)竹田商会 鉄スクラップの輸送方式の変更(陸上輸送から海上輸送へ) 福岡市博多区
1380 (株)ビー・エス・エス 人材派遣会社業務をサポートする業務支援システムの開発、販売 中間市
1381 (株)ティー・エム・ジェイ 内装建具工事関連業務の一括請負事業の推進 福岡市南区
1382 (株)ジェイエムシー 新ソフトの開発及び販売 福岡市南区
1383 (株)サン 「新タンベル体操」による健康づくり事業 福岡市中央区
1384 東紅(株) 中国火力発電所向けメンテナンス事業展開 福岡市中央区
1385 (株)積文館
(株)エスエフコミュニュケーションズ 書店が自動車アフターマーケットに進出することで、消費者向け新業態開発を行う 福岡市南区
1386 (株)智建ホーム 音響空間を拡張する効果のある壁財を用いて、音響環境に配慮した、家造りの提案 太宰府市
1387 安部機動工業(株) ロードサービス24Ｈ事業に参入 築上郡上毛町
1388 （有）イリベッカム企画 画一化された介護から優しい介護への充実 八女市
1389 （有）辛嶋商事 新商品「エコロ枕」の開発と生産及び販売
1390 (株)アーヴァン 新連携による持続可能な消臭・抗菌・カビ防止レインウエア等の新商品と関連商品の開発 福岡市南区
1391 （有）カノオ醤油味噌醸造元 米こうじを使った醤油とせっけんの生産及び販売の展開 前原市
1392 西日本カレンダー(株) 金属を使用しない日捲りカレンダー 久留米市
1393 (株)ダイナリィ 就業支援と企業コンサルの融合サービス 北九州市小倉北区
1394 (株)牛尾商店 ネットワーク刷新による顧客対応の向上 福岡市博多区
1395 マツノデザイン店舗建築(株) 構造物の非接触３次元画像計測装置の開発・事業化 福岡市東区
1396 高取食品(株) 百貨店 岩田屋出店に伴い、豆腐のイメージを一新する新商品の開発 福岡市早良区
1397 (株)フードプロ総合アカデミー 子供専門料理教室の開講 福岡市中央区
1398 (株)小山千緑園 駐車場の上方空間を活用した庭園装置の開発と販売 福岡市東区
1399 コックス(株) 自社オリジナル新商品開発による高利潤体質への転換 久留米市
1400 山下運送（有） 建設資材の運送に加え、新規に安全性に配慮した産廃アスベスト運搬への進出 朝倉郡筑前町
1402 サウンド楽器(株) コンサートホールを併設しその集客から新規顧客を獲得する 福岡市南区
1403 こがね荘　田中　洋右 筑後特産品を使った地元創作メニュー　ブランド名「筑後口福物語」の提供 筑後市
1404 (株)ドライパックシステムズ 現装置の完全自動化と新顧客サービス提供 筑紫野市
1405 （有）コウエイ厨機 天然アパタイト技術を活かした機械装置の独占的製作・販売事業の推進 福岡市博多区
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1406 （有）エコ・フラワー 新商品、低温お花の開発 福岡市中央区
1407 (株)アーバンオフィス 空気清浄装置の業種別
現場環境の検証分析データによる企画提案事業 福岡市博多区
1408 正栄工業(株) 単一部品から複合製品への転換 直方市
1409 (株)福岡ソノリク 拠点変更に伴う設備強化及び業務プロセス変革による生産性向上 鳥栖市
1410 (株)重富印刷 印刷とインターネットによる相乗効果を活用した事業の展開 前原市
1411 (株)ケセラセラ ブライダルインターネットライブ中継 久留米市
1412 （有）ケイ・エス・ピー 「みやざき地頭鶏」の一気通貫ビジネス展開　～生産・卸・小売・飲食事業～ 久留米市
1413 （有）東部産業 高温乾燥材生産による販路拡大と生産性向上 うきは市
1414 （有）ＨＡＪＩＭＥＸ １．リアルタイムで状況がわかる勤怠システムの開発と販売
２．情報開示による輸入加工食品のイメージ向上
久留米市
1415 (株)成田美装センター 廃棄物再利用等のマッチングセンターの運営と再利用事業 久留米市
1416 （有）ラ・ヴィ・吉田安政ライフ研究所 レストラン併設ブライダルへ
挑戦 福岡市中央区
1417 （有）古賀工務店 新住宅リフォーム業態の創出 福岡市早良区
1418 平戸金属工業(株) 銑鉄鋳物製品を製造時、型に金属を流し込む為に使用する　「湯道」　を裁断する全自動機械を開発し、製造販売を行う。 春日市
1419 (株)戸畑ターレット工作所 車の軽量化（特殊アルミニゥム加工）技術開発に基づく自動車産業への参入 北九州市小倉南区
1420 (株)しんわ食品 特許を活用したカフェコラーゲンの製造と販売拡大 筑紫郡那珂川町
1421 （有）ジャパンコーティング 木製品に柔らかい触感を持たせた新塗装商品の提供 福岡市東区
1422 日農工業(株) 熊本大学工学部との連携による、マイクロバブル発生器を応用した、多目的細霧システムの開発及び商品化 筑紫野市
1423 (株)カウン・システム・サービス 国際ネットワーク分業型
ソフトウｴア受託開発 福岡市博多区
1424 (株)西工務店 安全・安心な住居を
ライフサイクルに合わせて間取りを自由に変えやすい家の提供 前原市
1425 ナリス化粧品柴田販売所 顧客が低価格で自由に利用できるセルフエステサロンの開設 糟屋郡志免町
1426 (株)西酪運輸 九州初導入となるレール式　仕分け装置と、温度管理（５℃と１８℃の二段階）の出来る物流倉庫の取得。 北九州市門司区
1427 (株)アリオ建設工業 これまでにない革新性高い葬祭事業へ進出 鞍手郡小竹町
1428 流通整備(株) 設備の強化・改善と整備士のスキルアップから受注能力強化とサービスの高品質化を目指す 福岡市東区
1429 (株)星野民藝 工場の集約化による生産性及び品質並びに顧客満足度の向上を目指して 八女郡星野村
1431 (株)マツザキ 当社の独自技術を生かした製品管理用貼替防止ラベルの新市場開発 福岡市東区
1432 ゆうらいふ保険センター 「安心の輪を広げる」ワンタッチフリーウェイ通信システムサービスの提供 福岡市博多区
1435 (株)ワイエスピー 豆腐用新包装システムの開発 飯塚市
1436 (株)中央産業 鉄筋用プラスチックスペーサ“プラ・スター”の製造及び販売展開 飯塚市
1437 (株)西日本インシュランスビジネス 企業向け保険コンサルタントに進出 福岡市南区
1438 (株)サクセスワン 個別対応型の省電力照明器具の新たな販売方法の導入 福岡市東区
1440 九州製氷(株) 総合物流会社への事業転換 福岡市中央区
1441 柴田運送（有） ステンレス材料から製品
までの一貫した流通シス
テムの構築 福岡市東区
1442 (株)ウィンエンタープライズ テレビ電話による中古車販売 大野城市
1443 筒井スリット加工 下請け依存から独自経営体制へ変革 福岡市東区
1444 （有）丸憲製作所 新工場に最新のシステム及び、機械設備を導入し、付加価値のある製品として一括受注を行う。 田川郡福智町
1445 福岡帆布(株) デザイン力までも持った大型テント布地看板の一括提案 福岡市博多区
1446 （有）長生庵 往診型の鍼灸接骨院を新しい取り組みとして運営していく。 田川市
1447 (株)フクネツ アルミニウム製自動車部品の熱処理で油冷熱処理への進出 糟屋郡篠栗町
1448 (株)ワイズプランニング 不動産仲介業務のフランチャイズ化と教育訓練システムの構築 福岡市南区
1449 (株)エスパース 自社のエステノウハウを活かした最新式エステ機器の販売
 福岡市中央区
1450 鈴木基礎工業（有） 施工方法の合理化及び環境性能の向上 大野城市
1451 （有）万玉 主力商品製造過程の廃棄原料（梅皮）を活用した新商品開発とその販路拡大策の実施 北九州市小倉北区
1452 (株)守恒造園建設 造園作業で廃棄される生木を利用した付加価値の高い堆肥製品の新規開発、製造、販売するリサイクル事業 北九州市小倉南区
1453 (株)ピーシーシー スタディポイントサービスのマーケットの拡大と新しいサービス事業の取組み 北九州市小倉南区
1454 (株)ケィ・ビー・エス 平尾台癒しの里（日常の中で心身ともに健康を取り戻す）の建設と運営 北九州市小倉北区
1455 (資)菊屋商店 女性への癒しの場の提供をテーマとした新事業への取組み 北九州市小倉北区
1456 (株)キャパ ペットと一緒に生活するために必要となる情報やサービスの提供 福岡市博多区
1457 (株)ユニティクス 「ユビキタス・リアルタイム監視制御システム」の事業化 筑紫野市
1458 (株)シビルウェブ 建設業向け新ソフトウェアの開発及び販売 久留米市
1459 (株)俵工業所 設計から組立まで対応する総合金属加工業への転換 遠賀郡遠賀町
1460 （有）スターハイテック 自動車用シートカバーの縫製事業に参入し、新工法によるシート貼り付け事業に取り組む。 遠賀郡遠賀町
1461 （有）貸衣装のエグチ 邸宅をイメージした外観を持つ建物を造り、顧客ニーズにマッチしたウエディング事業の展開 大牟田市
1462 メカトロ九州(株) 新製品「移動式簡易足場装置（ビルクライマー）」の製造・販売 福岡市西区
1463 (株)西日本メタル 新型生産設備の導入に伴い生産プロセスの改善及び生産性の向上 北九州市若松区
1464 カタハラ住宅工事(株) コンクリート製土留め擁壁（Ｌ－１０５型）の生産と顧客創造事業 糟屋郡志免町
1465 (株)安河内事務所 自立した保険代理店を目指した顧客ニーズに沿ったマーケティングチームの立上げ 福岡市南区
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1466 (株)三笠 加工対象物の大型化と高精密度化への挑戦 筑紫野市
1467 （有）アルソア絵玖来 サービスの複合化による「自分磨き、輝く人生、複合的な健康作り」のお手伝い 飯塚市
1468 ぐるまん亭（西木哲朗） 地域の女性たちへ食とコミュニケーションの場を提供 福岡市中央区
1469 （有）Ｓhonai観光 ＣＴＩ自動配車システムの導入による事業拡大 飯塚市
1470 (株)ミニッツエクスプレス ドライブスルー方式の導入による弁当・惣菜の販売拡大と多店舗展開 福岡市東区
1471 (株)アートレーザー福岡 新規設備投資を実施し、独自の加工技術で大幅な単価低減による「超硬ピン・超音波専用刃物の生産」の実施 柳川市
1472 (株)スカラベサクレ 採石場跡地の共同提供による処分場の新設 北九州市門司区
1473 (株)ケーブルネットワーク桂川 住みよい町づくりのインフラ（ケーブルテレビ）整備 嘉穂郡桂川町
1474 東洋合金(株) 新鋭設備の導入と整備を機に新生産管理体制構築から生産活動の自立化を目指す 北九州市小倉南区
1475 (株)米一 米屋が取組む「食の提案機能」を持つレストランの展開 福岡市東区
1476 (株)クライミング 新薬開発のための高精度分注機器および高精度ガラス器具の開発・生産・販売 みやま市
1477 古谷畜産（有） リキッドフィ-ディングによる安全・確実な生産体制を確立する。 田川市
1478 （有）インターエコ 新製品ＡＴＰ肥料の生産設備及びＡＴＰ肥料の販売を全国展開 福岡市博多区
1479 (株)キューディファクトリ 企業実務を支える高品質・高性能パソコン＆サーバーの開発・製造・販売 茨城県つくば市

1480 鳥越農園ネットワーク　鳥越和廣 食の安全、トレーサビリティを確保・実現した加工分野への進出と全国規模へ向けた販路拡大 田川郡赤村
1481 ロックウッズ　岩屋勝広 地域特産品のブランド育成事業 大牟田市
1482 光進工業(株) 産業廃棄物の１００％リサイクルを目指し、木質系ブリケットの生産と畳のバイオマス燃料化の開発、販売 北九州市小倉北区
1483 合同会社リビフカンパニー 中高年対象「回帰型リバイバル」飲食事業 久留米市
1484 （有）ＳＩＣ 女性をターゲットにした新たな販売方式の導入 久留米市
1485 (株)エム・さかい 新商品「やすらぎ」の開発・生産・販売展開 久留米市
1486 すみきーる株式会社 空間消臭装置の開発及びリース展開 筑紫郡那珂川町
1487 司建装　赤司　満男 大型ＬＥＤ表示を利用した広告事業の展開 太宰府市
1488 創　にしやま 西山順子 女性視点での企画力強化とオープンシステムの導入による顧客関係性の向上 大牟田市
1490 (株)アイキューブドシステムズ 新商品「ｉＳhareＯne(ｱｲｼｪｱﾜﾝ)」の作製、販売展開 大野城市
1491 (株)れもん シェービングエステと化粧品販売の代理店育成事業 北九州市小倉南区
1492 (株)いそのさわ 生産体制の一元化と酒蔵のある風景での酒類販売、飲食、及び、地域特産品の販売 うきは市
1493 ティエヌ企画(株) 統一コンセプトを持った商業ビルの運営及び「まちづくり」 春日市
1494 東洋ゴム織布(株) ストレッチ糸を利用した機能性新素材の開発及び販売展開 久留米市
1495 (株)クロスポイント コンパクト型元付浄水システムの開発による次世代マンション業界への導入・拡大・標準化 北九州市小倉北区
1496 シタマ石灰（有） 環境に優しい造粒型消石灰の開発及び生産 宮若市
1497 (株)アビリティ・キュー フリーペーパー設置用ラックの共同管理事業 福岡市中央区
1498 (株)脳力アルファ 新学習法の普及および塾経営の効率化 北九州市八幡西区
1499 （有）太陽商事 顧客ニーズに対応した豊富な品揃えの実現とカスタム車（個別ニーズ対応自動二輪車）提案による販売力強化及び企業イメージの向上 遠賀郡岡垣町
1500 TOP WIN (株) 損害保険代理業における来店セルフ型店舗の展開 福岡市博多区
1501 (株)日装 システム・機械導入による販売拡大 福岡市博多区
1502 （有）グランデビュ 感動の披露宴をトータルプロデュース 直方市
1503 (有)幸良 介護、スポーツトレーナー事業を立ち上げ、既存事業（整骨）との相乗効果で経常利益向上を図る 福岡市西区
1504 （有）吉田住宅事業部 家賃保証システムを利用したリフォーム事業 糟屋郡志免町
1505 (有)　シーベ 販促サービスの企画・開発および顧客への直接販売システムの構築 福岡市博多区
1506 かすみ草（乗富洋子） 「食育」「地産地消」をテーマに企画提案型（料理教室等）のカフェレストラン事業展開 久留米市
1507 JS株式会社 非公開 北九州市若松区
1508 (株)東判光屋 ワインスクールを中心とした顧客の「ロイヤル・ファン」作りのシステム化 久留米市
1509 河野工業（河野健一） エコ洗剤を使用したハウスクリーニング 遠賀郡遠賀町
1512 ニシヨリパック工業(株) 高付加価値製品への進出 久留米市
1513 (株)六峰館 客室改修による付加価値増 朝倉市
1514 (株)アルファービジョン 鋼製フレーム（受圧板）を開発し、市場を拡大する。 福岡市博多区
1516 (株)プラスワンテクノ 多品種生産対応低価格計量包装機の開発 北九州市八幡西区
1517 (株)やずや 非公開 福岡市南区
1519 （有）糸島みるくぷらんと 量産設備強化による生産性向上と実験店舗出店による販売力・商品開発力強化 福岡市西区
1520 (株)トラヤミートセンター トラヤミート・センター商標登録商品「伊都国地鶏」で糸島・福岡地区の食肉新市場開拓 前原市
1521 (株)瑞豊 非公開 春日市
1522 （有）ラグズ 「通販ソリューションワンストップサービス」の開発と販売展開 福岡市中央区
1523 （有）アルファ企画 新店舗出店及びエステ・ネイルケアサービスの提供 福岡市中央区
1525 （資）ロォーリング 加工（下請け縫製）業から、自社ブランド品の開発と直販体制の確立 三井郡大刀洗町
1526 (株)高武 非公開 福岡市西区
1527 (株)環境システム Ｎ－Ｓ．Ｐ．Ｃ工法構造用緊張ロッド及び膨張ロックボルトの開発・販売 北九州市小倉北区
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1528 システムアップロード(株) 新規事業（大型制御盤、動力盤等）の立ち上げと販路開拓 飯塚市
1529 (株)大川組 業務請負業などの新事業の展開及び販路拡大 北九州市戸畑区
1530 茜屋（大山真理子） 環境・資源の保全に配慮した商品の開発とお客様が楽しくなるような店作り 嘉穂郡桂川町
1531 エムクラフト(株) 暑さ・省エネ対策商品の生産・販売 福岡市博多区
1533 (株)山十貿易 新商品のサンプルを活用した新たな卸営業体制の確立と小売体制の見直し 北九州市小倉南区
1534 中村屋（中村為男） 音楽データーベースサイト
の作成 福岡市早良区
1535 上野精機(株) 非公開 遠賀郡水巻町
1536 芝浦特機(株)
(株)ニューガイア 新」エネルギーを取り入れた省エネ対策マンションの普及と環境経営ビジネス 北九州市小倉南区
1537 西邦機工(株) 新商品「RPF設備」の生産販売展開 大野城市
1538 （有）Ｍ・ＣＵＢＥ 韓国語教室を併設した」本場ムードの地域オンリーワン韓国料理店を目指す。 太宰府市
1539 (株)ニシノコーポレーション インターネット専門店の経営等、新分野進出 福岡市南区
1540 (株)紙資源 機密書類等の新商材の取扱い及び破砕処理業務への進出 福岡市東区
1541 (株)ジ-・イー・エヌ 非公開 北九州市八幡西区
1543 (株)九州自然館 顧客の再購買を促進する手法の開発と活用 福岡市南区
1545 フジ創芸(株) 人及びペット用棺の開発・販売 八女郡立花町
1546 川崎製茶（川崎秀文） 「福岡星野村紅茶」の製造、販売 八女郡星野村
1547 (株)アフェットプラスワン 「微生物活性材」を活用した「生ゴミ処理装置」の生産・販売及び管理 北九州市八幡西区
1548 （有）ホーリー 撥水、軽量化に優れた「ナノテクバッグとナノテク生地」の生産及び販売展開 久留米市
1549 三ｯ和金属(株) 自動タッピング装置の開発と高度加工技術の構築 飯塚市
1551 (株)明治屋食品 対面セルフ販売型食品スーパーを核とした新ショッピングセンター業態の開発・運営 太宰府市
1552 （有）西村物産 新商品（甘藷若葉茶）の生産及び販売 八女市
1553 （有）エイチアールディーマネジメント 韓国人日本語学習者をターゲットとした旅行商品の開発 北九州市小倉北区
1554 ジェイプラテック（奥田　重一） 樹脂加工事業の標準化、マニュアル化による生産性向上 鞍手郡鞍手町
1556 (株)メタルテック 光触媒処理技術を応用した金属製品の開発、製造・販売及びリフレッシュ工事事業の展開 福岡市中央区
1557 （有）草垣工業 鉄筋の連結組立工法で安全性、品質、効率アップと同方法の普及 小郡市
1558 (株)キューズ環境システム 微生物を使って「汚染された土と水」の浄化 飯塚市
1559 三器（越智 直人） 非公開 久留米市
1560 （有）ＭＥＩ 精密加工技術を用いた機械部品の製造 飯塚市
1561 （有）エヴァアソシエーション 健康増進サービス事業を中核とした新事業展開 大牟田市
1562 （有）エムエフクリエイション 美容、ブライダルと福祉の融合による新たなサービスの提供 福岡市中央区
1563 (株)武久 新商品「椎茸焙煎微粉末商品」の販売 筑後市
1564 （有）ソートライ ドクターおよび医療関係者向けビデオ制作販売 福岡市博多区
1565 （有）前川防蝕 現場溶射による20年超防蝕（橋梁・プラント設備）の実現 春日市
1566 (株)未来館 食品事業トレーサビリティシステムの構築 福岡市南区
1567 行政書士小野事務所小野健策 ホーム・法務アドバイザーサービスの提供 福岡市南区
1568 (株)かねすえ 新工場集約による生産効率向上と品質向上 北九州市小倉北区
1569 (株)ワキノアートファクトリー 新点火器の開発・生産と販売展開 北九州市小倉南区
1570 カトルセゾングループ(株) プロ育成のためのフラワー教室開設 福岡市博多区
1571 ＭｅｃｈａＴｒａｃｋｓ(株) 新商品｢ロボキャッチャー｣の生産及び販売 福岡市早良区
1572 （株）鶴商店 安全、安心なオーダーメイド和・洋菓子材料（オリジナルレシピ付）のセット販売 久留米市
1573 (資）広屋センター 地域密着型のライブハウス建設と出張して低価格小ロットCDの企画・生産・販売 福岡市中央区
1575 (株)ワイ・エム・シー 自動車用部品の3次元設計技術の確立と生産 直方市
1576 (株)レックス 機器等取り扱いマニュアルの作成による、お客様のトラブル・事故等の低減 三井郡大刀洗町
1577 ＳＲＤコンサルティング・ファーム（中原由多可） ＡＳＰ方式による車両販売原価管理システムの開発と販売 福岡市中央区
1578 （有）ライフサービス おむつに特化した地域密着型の在宅サービス宅配便事業の展開 福岡市東区
1579 （有）松本食品 産直殻付き卵使用による「安全」「安心」「新鮮」な、だし巻玉子の生産と販路の拡大（博多発ブランド化） 福岡市中央区
1580 （有）トマト 自動車産業への挑戦に向けたファンシーロールの技術開発及び最新鋭設備の導入 大川市
1581 (株)オリジン 新事業として制御盤・配電盤製造部門の立上げ 直方市
1582 （有）青木果実店 旬の果実をふんだんに使った新スイーツ商品の開発と販売拠点及び新規顧客の開拓 久留米市
1584 （有）ＧＭＧコーポレーション 「シーフコイダン」の新たな販売展開 久留米市
1585 テクノス(西本七名代) 自動車樹脂部品補修及び塗装業務参入 鞍手郡鞍手町
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