
平成21年度 経営革新計画承認企業

承認
番号

会社名等 計　　画　　内　　容 所　　在　　地

2278 西日本ディックライト(株) 腐植土壌菌を活用した新たな下水処理方法の販路拡大 福岡市東区
2279 (株)グローバルクルー 遊休農地を活用した農業ビジネスへの進出 福岡市博多区
2280 染織　長尾（長尾　浩介） インテリア商品の企画・製造・販売 福岡市西区
2281 宗像庵　(山田　祐三) 製麺業からうどん店への事業展開 宗像市
2282 (有)マキイ ケータリング事業の本格的展開 福岡市中央区
2283 (株)創心 福岡三窯の新進気鋭作家と顧客をつなぐテレビ会議システムを利用した展示会の取り組み 太宰府市
2284 ひろみ屋（内堀 正幸） 創作めんたい専門店による新市場の創出 福岡市博多区
2285 (有)久留米映像 結婚式におけるカスタマイズ型エンドロール事業の展開 久留米市
2286 (株)ナチュラルステップ ｢クラウン温度制御システム｣並びに土を使わない｢特殊栽培シート｣の開発・販売 福岡市中央区
2287 (株)事業承継支援センター 事業承継支援のためのマッチングウェブサイトの運営 福岡市中央区
2288 よりん菜（七浦　一典） 客数増に向けた地域色豊かなアレンジ料理の提供とニュースレター発行 大牟田市
2289 高矢製麺(株) 新設備の導入により生産ロス削減並びに不良品の低減を図る 行橋市
2290 はるだ自動車販売（畑山  郁夫） 自社の多目的ホールで地域に役立つセミナーを開催し顧客獲得 筑紫野市
2291 フラワーデザイン アドニス（正木　美樹） 抗菌・消臭を付加したデザインフラワーの制作・販売 筑紫郡那珂川町
2292 (株)栄住産業 従来断熱の４４倍の真空断熱材の製造・販売 福岡市東区
2293 (有)イーシーオー 《非公開》 福岡市博多区
2294 マツノブ工房（松延　康宏） 次世代看板”モーションサイン”の開発と販売 筑後市
2295 (株)エフタイムズ 潜在顧客の顔を見て購買行動を促す階層別マーケティング手法の構築 福岡市中央区
2296 ヤマダ建装（山田　正雄） 防水シートのラバーを利用した安全防護マット敷設工事への取り組み うきは市
2297 内田インテリア家具(内田　泰雅) インターネットを活用した提案型のインテリアコーディネート販売 久留米市
2299 福吉水産　(釘本　伊勢光) 雑魚を使った天ぷらの加工販売 糸島郡二丈町
2300 りくだい(株) バイオマス発電装置「エコジェネ」の販売による環境配慮型企業への転換 八女郡広川町
2301 (有)いきさん牧場 自家牧場で飼育した『一貴山豚』を使用した「ぎょうざ・惣菜」テイクアウト店の展開 糸島郡二丈町
2302 大和興業(株) 請負業脱却のための自社企画住宅商品の開発及び提案型住宅販売 飯塚市
2303 (株)グラニテック 環境資材「ガビオン」の生産と販路拡大 福岡市博多区
2304 アイビー化粧品中村営業所（中村　季代子） 母と娘のビューティーレッスン企画・開催による娘世代の愛用者の拡大 小郡市
2305 下田商店　(下田　博夫) 帯鋸自動目立機の刃先に特殊加工を施して目立てする帯鋸目立サービスの製材所への提供 うきは市
2306 インターウェブ(株) 美容室・エステサロン向け予約システムの販売 久留米市
2307 田鍋佛具店(黒木　定) 仏壇・佛具に関する相談所の設置 糟屋郡篠栗町
2308 (有)スプレッドアンドアソシエイツ 老朽化したマンションにコンセプトを与えるマンション再生プロジェクト事業 福岡市中央区
2309 (株)三松 《非公開》 筑紫野市
2310 森山工業(株) 可撓性能のあるコンクリート製品の開発 久留米市
2311 三栄機工（石松　光浩） 土壌改良技術及び微酸性電解水（殺菌、消毒）装置の中国輸出販売 福岡市早良区
2312 割烹　金馬（猪股　雅弘） 会席料理用デザートとしてのチーズケーキプリンの一般販売 筑紫野市
2313 ベストデザイン(株) 食の楽しさ・安全・安心・健康にこだわった農産物販売事業への取組み 大牟田市
2314 九州防水(株) 天然酵母石釜パンの製造・販売 久留米市
2315 (株)ジャム・コミュニケーションズ 在宅主婦をネットワークで結んだDTP(パソコンを使った版下作成)事業の展開 福岡市中央区
2316 (株)シンテック 《非公開》 北九州市八幡東区
2317 (有)うえだ 認知症対応型通所介護事業への取組み 大牟田市
2318 高木運送(株) 自社物流センター設置による新たな事業展開並びにITを活用した経営管理・運営管理の導入 北九州市八幡西区
2319 杉山家具工芸　(杉山　敏之) 家庭用手作りオーダー家具の製造・販売 福岡市東区
2320 (株)チトセ エコ・環境管理システムの開発 古賀市
2321 日美（橋本　陽介） 食品サンプル製作技術を生かした体験型お土産店への取り組み 福岡市
2322 ピクシー・テン（村上　由加里） リーズナブルな社交ダンスドレス提供の為のセミオーダーシステム構築 福岡市中央区
2323 くまや蒲鉾店　(上田　和信） 直売所の開設と夏場商品の開発 古賀市
2324 ALISAスクール(株) 欧米人インターンシップによる海外販路開拓を目指す企業への支援事業 福岡市中央区
2325 (株)エヌ・エス・エックス 独自のポータルサイトを活用した｢Jｕらいふタウン｣（高齢者タウン）の構築 福岡市西区
2326 (株)ムトウ 防水工事技術を生かした太陽光発電装置の施工と関連工事受注拡大の取り組み 福岡市早良区
2327 (有)味平 Ｗｅｂを活用した地域の情報サービス｢北九ネット｣の展開 北九州市八幡西区
2328 (株)エーエスエー・システムズ 「ナビロボ・システム」による自動車業界への新用途の展開 北九州市戸畑区
2329 (株)アイズ 印刷・デザイン事業における｢通信販売方式｣の導入 北九州市小倉北区
2330 九昭電設工業(株) 運営委託型多店舗展開方式よるエコライフ工房事業 北九州市小倉北区
2331 (株)Uｌｔｉｍａｔｅ イヤホンアダプターの商品化及び販売 北九州市戸畑区
2332 (有)ダイワマリン 専用船の増強による利益率の向上と営業拡大 北九州市戸畑区
2333 (株)エレガントウッドコーポレーション アート壁面材の開発 大川市
2334 (株)吉田住建 《非公開》 大牟田市
2335 Ｓｉｇｎｓキューブ（福田　学） 立体造形看板による新市場開拓 久留米市
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2336 (株)コスモハウス コールセンターを利用したテレアポマーケティングによるLED照明器具販売の取り組み 朝倉市
2337 (株)メディアソートジャパン 《非公開》 福岡市中央区
2338 (株)ひとすみ 多機能型小規模通所介護施設をコアとする地域ケアシステムの構築 北九州市八幡西区

2339 (株)九州開発企画
(株)Mizの樹 安心・安全・便利・体に良い天然水・環境への商品創り 福岡市早良区

2340 (株)アースコーポレーション フルオーダーによるエコ・マンションの提供 北九州市小倉北区
2341 (株)かにの日本海 かに産地のこだわり食材の仕入ルートを開拓し、地域にない食材を提供することにより夏場の集客増を図る 北九州市小倉北区
2342 (有)オートテクノ高橋 非公開 北九州市八幡西区
2343 小松酒類販売(株) 非公開 宮若市
2344 津福冷機工業(株) エネルギー管理および省エネルギー支援の取組み 久留米市
2345 (有)志岐インテリア工業 非公開 大川市
2346 cotton  time（野下　あつ子） ココミカードの導入による読者、広告主の満足度向上と発行部数および広告収入の拡大 久留米市
2347 (有)中村ツキ板 木材改質強化技術による国産材の活用促進 大川市
2348 (有)タイヤサプライ九州 再生バッテリー（リユース）事業 久留米市
2349 ヘアーアトリエ・パレット（森田　秀行） 新たなサービスと時間・空間の魅力を提供することにより顧客満足度の向上 非公開
2350 穂々恵み (中島　里美) 安心・安全な地元材料を使用し健康を考えたマクロビオティック商品の開発による売上拡大 久留米市
2351 (有)マザーチキンホワイトミート “ホールチキンミール”の新たな加工・流通システムの構築 糟屋郡粕屋町
2352 (株)ヤスカワ 次世代リフロー炉の開発と販路拡大 福岡市早良区
2353 (有)筑前菓匠一ひら 非公開 福岡市博多区
2354 (株)ワールド・リンク 水質浄化管理システム開発とホルムアルデヒド逓減システムの販売・役務提供 福岡市東区
2355 (株)西原組 自社独自の珊瑚ろ過器（ウォーターサーバー）の開発・販売 福岡市西区
2356 (有)オイルプラントサービス 船舶エンジン性能向上・排気ガス削減装置「ｅｃｏＢＯＸ 」 の製造・販売 福岡市東区
2357 豊栄建築（中嶋　文男） 高齢者向け農産物直売所とリフォーム相談コーナーの立ち上げ 筑紫郡那珂川町
2358 (有)宣サイン ＬＥＤを基本素材とする省エネ型、多機能型、環境重視の照明装置の開発、製造、販売 宗像市
2359 クリーンアドバイザーナカオ（中尾　清） 整理収納アドバイザーの資格を活かしたハウスクリーニング業務への本格参入 筑紫郡那珂川町
2360 (株)悠楽 新規事業「住宅型」有料老人ホーム・通所介護・訪問介護の設立・運営 筑紫郡那珂川町
2361 (株)ゼロ・インフィニティ 手袋状ウエットタオル「天使の楓」の生産及び販売展開 福岡市城南区
2363 らいおん果実園(飯野　雄一) イモ堀サービスの新たな取り組み 朝倉郡筑前町
2364 ジェネシスシステム総研(株) 携帯電話向け高機能リスニング・プレーヤ・アプリケーションの開発 福岡市博多区
2365 (株)システム・ジェイディー 太陽光発電システムの保守・点検システムの開発と事業化 福岡市早良区
2366 ナガノ電気(株) 地元工務店を組織化した「省ＣＯ２ハウス推進チーム」の構築 太宰府市
2367 (株)大和ハウジング 非公開 うきは市
2368 (株)セウテック 電気探査（Ｄ・Ｉ法）で地下を可視化し、漏水調査、地下水源開発への進出 福岡市博多区
2369 (株)早信国際 携帯電話用中国語メールシステム開発と販売 福岡市博多区
2370 (株)浅川家具 カフェ併設ショールームによるやすらぎの生活の提案 大川市
2371 (株)セントティアラ 結婚式場・披露宴ポータルサイトの構築 久留米市
2372 (株)親和プロセス  「アルバム制作キット」の販売 福岡市南区
2373 山田金属防蝕(株) 非公開 福岡市東区
2374 ラ・スフマート（大屋　桂子） 動脈マッサージの導入による心の癒しを目指したエステサロンへの脱皮 久留米市
2375 (有)明浩 プロ野球OBによる個人指導野球教室の開設 福岡市南区
2376 (株)伸和 製造ライン・営業体制見直しによる全社的ＢＰＲの実施 福岡市東区
2377 横田加工所（横田　和生） 雑貨･衣料小売店における喫茶コーナーの併設 みやま市
2378 (株)Three-Halves 飲食店の空き時間を活用したウェブ連動ワークショップの実施 久留米市
2379 (株)昭和テックス 非公開 古賀市
2380 (株)Ｍ－ｃｏn 「HOTサンド」テイクアウト店の開業及びネット販売 朝倉郡筑前町
2381 東洋突板工芸(株) ツキ板と西陣織を融合させた新織物の開発 大川市
2382 (有)熊谷工業 人と環境にやさしいメッキサ－ビス 久留米市
2383 セイハネットワーク(株) 新学習指導要綱に準じた｢更なる学力向上｣を目指す新たな学習塾の展開 福岡市中央区
2384 (有)みつば印刷 印刷技術とカウンセリング技術を活かした「自分史」「短歌集・詩集」づくりの提供 大野城市
2385 鳥の家（福重　美和子） 食器類中心からインテリア・エクステリア部材等の生産と営業革新 春日市
2386 馬場線香原料製造所（馬場　猛） 100％天然の杉粉を使ったお香の製造・販売 八女市
2387 (株)種商 非公開 久留米市
2388 山帰来（瓜生　しを里）  「ワッフル＆紅茶」専門店の店舗展開 久留米市
2389 原嶋製茶（原嶋　貞夫） べにふうき緑茶粉末を原料とした菓子の開発 八女郡矢部村
2390 (株)大川デザインミュージアム オーダーメイド一枚板スピード受注体制構築 大川市
2391 (株)関家具 非公開 大川市
2392 若波酒造合名会社 新商品「リキュール　あまおう・炭酸入」の製造 及び 販売展開 大川市
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2393 阿久根（阿久根　啓次郎） 非公開 柳川市
2394 (有)明治館 赤ちゃんからお年寄りまで『命のスープ』で笑顔に変えたい～～移動カフェの出張サービス 筑後市
2395 (有)サンショウ 「手作りとうふキット」の新たな販売方式の導入 三井郡大刀洗町
2396 バラ家　フローリスト・タナカ（田中 宏人） 自宅で簡単！花レシピ付花材セットの販売 筑後市
2397 (株)すばる 非公開 田川市
2398 興栄建設(株) 新しい施工技術｢防草工｣の開発・販売 直方市
2399 テクニカル・アート（福田　知史） 太陽光パネルのリユース商品の生産・販売 田川市
2400 (株)大　豊 携帯クーポンを活用してネット予約システムを導入する天ぷら屋の新規展開 福岡市博多区
2401 三幸エステート（株） Ｗｅｂ上による入居テナント内の物件検索の新サービス提供と、それに伴う自動広告掲載システムの導入 福岡市博多区
2402 (株)ティエムワイシステム 海苔洗浄水処理装置の開発・製造・販売 春日市
2403 (有)野菜王国 自然薯ドレッシングの開発と販売による食品加工事業分野への進出 福岡市南区
2404 ワンツースリー総研(株) 住宅ローン返済困窮者、救済・支援ビジネスへの取り組み 筑紫野市
2405 クイックウォッシュ(株) お客様が買物している間にバケツ２杯で洗車するサービスの提供 糟屋郡志免町
2406 (株)アリーバ 非公開 前原市
2407 (有)タカハシミート 女性・子供向けサイドメニューを備えたオープンキッチン焼肉店の開設 福岡市西区
2408 アフェクション (荒巻　公樹) 託児コーナーを併設した美容サロンの事業展開 福岡市中央区
2409 (有)誠和機電工業 ハイブリッド船舶用無効電力抑制装置の開発 福岡市博多区
2410 (株)西　宣 セキュリティ事業分野への新たな進出 福岡市西区
2411 (株)ベルテックスジャパン 不動産ポータルサイト事業による事業拡大 糟屋郡須恵町
2412 レベルアップ(株) 新携帯メール「モバタイム」の開発・販売 福岡市博多区
2413 (株)インターナショナルエアアカデミー 総合人財育成機関｢プログレスサロン｣の運営 福岡市中央区
2414 (株)アドアルファ 知的生産性向上オフィスデザイン事業の立ち上げによるオンリーワンオフィスの提供 福岡市博多区
2415 (株)テクノ・エンジニアリング ＬＥＤ蛍光灯専用照明器具の開発・製造ならびにＬＥＤ蛍光灯の輸入販売 糟屋郡新宮町
2416 (株)ブラテック  Flash対応携帯ＥＣサイト構築ＡＳＰサービスの販売強化 北九州市若松区
2417 (有)金子植物苑 非公開 久留米市
2418 丸正（川津 憲一） オリジナル手作り包丁の企画販売 田川郡添田町
2420 百笑バイキングみやわか（小河内 一広） バイキング方式の農家レストランの出店 宮若市
2421 (有)いきいきリハビリケア リハビリ特化型通所介護の事業展開 久留米市
2422 (株)ケイズグループ 携帯電話を利用した予約システムの開発及び販売 嘉穂郡桂川町
2423 ＷＩＳＨ青果（久保山 善一） 潮野菜ブランドの確立と販路拡大 小郡市
2424 大井物産(株) 畳無料診断サービスの開発 田川市
2425 山栄産業(株) 非公開 大川市
2426 野中酒店（野中 浩司） 宅配サービスの強みを活かした「置き菓子」事業への参入 八女郡黒木町
2427 オートワン（田中　剛） インターネットを活用した新しい集客方法と新価格体系による中古車販売方式の構築 三潴郡大木町
2428 (有)オニツカ事務用品店 OS Linuxを利用したオリジナルファイルサーバーとデータ復元サービスの提供 筑後市
2429 (株)バウビオジャパン 非公開 柳川市
2430 (株)博愛社 非公開 筑後市
2431 (有)エガミ 漬物キットの商品化及びインターネット販売体制の確立 久留米市
2432 (株)やっぱぁー岡垣 主婦のアイデアによる特産物加工食品開発と農産物情報開示システムの導入 遠賀郡岡垣町
2433 (有)海勢 有明海の魚を使った商品の新たな生産、廃棄部分の商品化 柳川市
2434 (株)筌口シャツ 新商品｢ブライダルシャツ｣、「着楽なシャツ」の生産・販売 福岡市東区
2435 (有)坂本工務店 自然素材を用いた健康住宅の開発・「見える化」及び販売 遠賀郡遠賀町
2436 イタリアンダイニングａｍｐ（大薮 剛士） 薪窯で焼く真のナポリピッツァの提供による販売の拡大 筑後市
2437 (株)出水・コンピュータ・コンサルティング 経営戦略支援システムの開発と販売 筑紫野市
2438 ピッコロ(小川　泰典) “イタリアンホスピタリティ”をストアコンセプトとした業態変革とモバイルポイントサービスの導入 糟屋郡新宮町
2439 堤和裁所（堤　城作） 非公開 久留米市
2440 日章工業(株) 鋼製建具工事における新技術・新構法の開発と販売促進 糟屋郡粕屋町
2441 松尾写真館（松尾 隆幸） 中高年層をメインターゲットにしたデジタルデータの整理・保存サービスの提供 八女郡黒木町
2442 (有)Ｙ・Ｓ・Ｙエンタープライズ 独自の動画システムを組み込んだ新たなサービスの開発・販売体制の確立 久留米市
2443 (株)雅工房 無農薬野菜の会員制宅配サービスの展開 三潴郡大木町
2444 (有)ウィズ 出張スタッフを活用したかつらの新たなサービス提供方法による販路拡大 福岡市南区
2445 福岡中央運輸(株) 冷蔵冷凍物流センターの新設 糟屋郡新宮町
2446 (株)シェイクハンズ タピオカドリンクカフェ、豚しゃぶ専門店の新規出店による飲食事業の強化 福岡市早良区
2447 高速情報(協) インターネットを活用した営業手法並びに独自の顧客管理システムの導入による新規事業展開 北九州市小倉北区
2448 (株)和田木型製作所 高速小型設備の導入による品質,生産性の向上及びバイオマスプラスチックフィラーの開発 嘉麻市
2449 (株)プラテクノマテリアル ペットボトルキャップを利用した新商品の生産及び販売展開 田川郡福智町
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2450 (株)天使の鈴  旅館で学んだホスピタリティをベースにしたブライダルコンシェルジュ事業の展開 春日市
2451 (株)ミラノコーポレーション  お客様のお洋服に合わせた化粧品販売とフェイシャルエステサービスの開始 福岡市博多区
2452 (株)夢と希望 パソコン教室を活用したペットのオリジナルＤＶＤの作成 福津市
2453 (有)TAKA建築デザイン事務所 縦型ログハウスキットの開発及び販売展開 福岡市中央区
2454 (株)セレモール 家族葬専用会館のオープンに伴う故人の「思い出コーナー」の設置 春日市
2455 (有)エコシステム MC工法による水質浄化システムの確立と展開 福津市
2456 エイプインターナショナル(株) 鉛バッテリー復元技術『Ｄｒ．バッテリー』によるフォークリフトバッテリーのリデュース事業の展開 筑紫野市
2457 (株)ＣＣＩ 非公開 福岡市博多区
2458 上海气功院春日（瀨田　博子） オーラビジョンシステムの導入による気功施術効果の”見える化” 春日市
2460 西田造園（西田　文博） インテリア盆栽の販売・リース事業への取り組み 柳川市
2461 塩や（石橋　健） 新たな販路開拓による『茜塩』ブランドの確立 久留米市
2462 九州住宅工業(株) 新商品「菌床椎茸栽培用の回転可能な組立式棚」の生産・販売 朝倉市
2463 (有)荒巻物産 自社生産・直接販売方式の導入及び自社商品のブランド化 三潴郡大木町
2464 (有)一の瀬印刷 生花店等と連携した花びら印刷サービスの展開 筑後市
2465 (株)永徳 「木酢マン」の開発および販売展開 朝倉郡筑前町
2466 ノエビア立花南販社（松尾　敏彦） 美と癒しの空間を備えた気軽に足を運べる店舗による来店型営業の強化　　 八女郡広川町
2467 (有)吉武建設工業 「地下水位制御システム」の導入による営農土木工事の開発 三潴郡大木町

2468 (株)ハートリフォーム
(株)エクサーブ ライフプラン支援型不動産コンサルティング会社への脱皮 久留米市

2469 立花ワイン(株) 各地の特産品を使ったワイン受託加工の本格展開 八女郡立花町
2470 エービーシー総合企画(株) 老夫婦のための安心な住み替えサービスの提供 久留米市
2471 コン・フォート（楢原　三伸） ボート免許教室運営を通じたフィッシング・レジャープランの提供 久留米市
2472 大和環境サービス（諸藤　恵美子） 非公開 柳川市
2473 (株)田舎家 特産品を使った菓子の開発および製造販売 八女郡星野村
2474 さいわい屋商店（柏原　一恵） 水引を使った商品の開発と販売 久留米市
2475 (有)ジェイ・ブイ・シー 非公開 北九州市小倉北区
2476 大忠貿易(有) 環境商品輸出事業への取組み 北九州市小倉北区
2477 (株)轟企画 新たな低価格食事付きミニ葬祭場の展開 豊前市
2478 (株)エトウ 海外調達網の整備・物流の効率化及びインターネット販売も含めた販路拡大 大川市
2479 居酒屋　そこそこ（坂本　潤）  少人数客を意識した新店舗の出店による新しいサービス・商品の提供 田川郡福智町
2480 三協ダクト工業(有) 「輻射式冷暖房装置」の取扱によるBtoC事業シフトの取組み 福岡市博多区
2481 (株)ブイ．エム．ピイ 金型製作・成形品試作量産からプラスチック製品商品化までの一括受注の実施 三井郡大刀洗町
2482 三九軒（岩熊　義則） 一般食堂から女性・若者をターゲットにした個室基本のゆったり居酒屋への転換 久留米市
2483 (有)アイデジタル 有利な販売を実現する中国産ノベルティの企画・生産・販売 北九州市八幡西区
2484 梅薫酢醸造元（嶋　晴一） 乳化剤、増粘剤を一切使わない野菜ドレッシングの製造・販売 筑紫野市
2485 (株)ヨシノコーポレーション 個人オーナー制度他新たな販売チャネルの構築による潜在顧客開拓とブランド強化 北九州市小倉北区
2486 (株)遠賀タクシー ＺＯＣシステム（独自のメータによる会員予約制ハイヤーサービス）普及への取組み 遠賀郡遠賀町
2487 (株)Ｆ・Ｂクリエイト 非公開 北九州市八幡西区
2488 (株)ユニオンシステム 「酵素活性化処理法」による家畜排泄物処理システムの開発・販売 北九州市小倉北区
2489 アオキ衣料（宮原　憲子） メール配信付ケータイホームページの導入による受注販売システムの確立 久留米市
2490 マイクロメディアジャパン(株) 非公開 福岡市博多区
2491 栗原製茶（栗原　吉平） 紅茶の粉を活用したスイーツの開発 八女郡矢部村
2492 (有)松栄土肥産業 循環型社会への対応と家庭用残土の再利用による収益性の向上 筑紫郡那珂川町
2493 山本産業(株) シックハウス対策として効果的な遠赤外線電解洗浄工法（ＦＴＳ工法）の普及 北九州市小倉南区
2494 (有)デジポート 葬儀情報映像表示システム作成販売 朝倉郡筑前町
2495 仁和石材（池田　正二） 「骨壷写真彫刻パネル」と「ペットの墓石、記念碑」の開発・販売 遠賀郡芦屋町
2496 みつおかパソコン教室（光岡　眞理） シニア向けPC教室のFC展開本格化と生涯型シニアビジネス展開 大野城市
2497 電’ｓながお（永尾　和彦） 顧客データベースシステムの構築による本業の強化 小郡市
2498 (株)シー･エム・シー コールセンターノウハウの相乗効果を活かした新たな通販事業への進出 福岡市博多区
2499 コガ食販（古賀　茂樹） アロエ素材を活用した商品開発提案を通じた取引先の拡大 久留米市
2500 (株)インターフォース 地域コミュニティの形成を図る “倶楽部ネット”の全国普及 直方市
2501 (有)ティーズ・インダストリー 人を危険と疲労から解放する“ノン・ハンマー・ポンチ”の開発 中間市
2502 田原食品（株） 漬物技術を活かした新ジャンルの商品開発と新販売チャネルの構築 遠賀郡岡垣町
2503 (株)筑紫工業  着せ替えドア枠の開発による販路の拡大 筑紫郡那珂川町
2504 (株)京屋 FRP廃棄物のリサイクル実用化技術を活用した回収処理及び環境配慮型製品の開発・販売 福岡市中央区
2505 海鮮家魚せん（平山　絵美）  高濃度酸素カプセルの移動サービス 鞍手郡鞍手町
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2506 （株）つる平 産学連携による地域おこし支援の「新地元銘菓」の開発 北九州市小倉南区
2507 今村馨事務所（今村 馨） 青少年スポーツフォトグラフィックＷｅｂサイト運営による写真関連商品の企画販売 大野城市
2508 (株)ティムス 製造工場に対する定期点検契約及びデータベース（技術ノウハウ・顧客）提供事業の展開 遠賀郡水巻町
2509 (株)カクマル 非公開 福岡市城南区
2510 （株）博水 博多産練り製品の輸出販売事業及び冷凍技術を使った新商品開発 福岡市南区
2511 タツミ(株) 地元の飲食店限定お食事チケットの販売及びFC展開による事業の拡大 福岡市南区
2512 モア情報システム（株） オンラインゲームの運営会社公認攻略サイトの制作および運営 福岡市博多区
2513 ソウケン工業(株) 新品の光沢をよみがえらせる「ユニット・バスリフレッシュサービス」の開発 北九州市八幡東区
2514 グローアップ (坂本　信也) ユニフォームの販売からレンタル事業への本格参入 小郡市
2515 柴田商事（柴田 良則） 地域特性に合致した住宅リフォーム営業 朝倉市
2516 リカー＆ライスショップ　トミモリ（富森　睦夫） 精肉・鮮魚（青果）店とのコラボレーションによる宅配サービス 遠賀郡水巻町
2517 （株）峰光住宅 四季の野菜作り教室を通した菜園付戸建住宅の販売 久留米市
2518 宮原製菓(宮原　俊秋) 町おこし銘菓及び100円スウィーツの開発、販売 遠賀郡水巻町
2519 中央製袋(株) 非公開 久留米市
2520 (有)佐々木水道設備 浴室バリアフリー工事に伴う給湯管を利用した簡易浴室床暖房の開発・施工 小郡市
2521 矢部のふくろう（原島　政浩） セミオーダー受注による木工品販売の本格展開 八女郡矢部村
2522 古賀自動車鈑金塗装（古賀　憲光） 自動車鈑金塗装におけるメッキ塗装技術の導入による新規顧客の獲得 筑後市
2523 タナカ自動車整備工場（田中　幸次）  個人向けメンテナンス付マイカーリース販売事業への取り組み 八女郡広川町
2524 (有)酒ハウス七福神 非公開 糟屋郡志免町
2525 福岡オーシャン（有） 非公開 糸島郡二丈町
2526 洋菓子ルクプル(菅　祐一) 当社オリジナル「しあわせ商品」のシリーズ化 太宰府市
2527 清水商会・小竹モータース（清水　政広） 軽食部門の併設による新規顧客の獲得 鞍手郡小竹町
2528 無双窯元（長末　修次） 自作陶器を使った 「手打ちそば店」の開業 田川郡糸田町
2529 トライテック(株) 非公開 中間市
2530 (株)ハセガワ食綜 医療食現場の困ったを解消する焼魚・煮魚デリバリーサービスの展開 遠賀郡遠賀町
2531 アプリコット・インスツルメンツ(有) 新商品「昇降式緩衝シュート」の開発及び販売展開 築上郡上毛町
2532 (有)ひまわり オーガニック素材を使った焼き菓子販売 行橋市
2533 大石建設(株) テナントリテンション対応型新タイプ賃貸住宅の開発 北九州市小倉北区
2534 (株)フイルドサイエンス 天然物由来の植物育成補助剤（補助肥料）の製造販売 北九州市門司区
2536 ココム(株) 分譲マンション管理に関する新サービス提供 北九州市八幡西区
2537 三苫洋蘭園（三苫　雄一） 洋ランの一輪挿しリース事業の展開 前原市
2538 (株)博多玄海 低温スチーミング電気鍋製造販売体制の確立 福岡市南区
2539 (株)ユーテック 省力化・省スペース化・低価格化に対応した充填機の開発による収益拡大 福岡市西区
2540 (有)オクト 新品家具の長期レンタルサービスの提供 春日市
2541 (株)イー・クリエーション サイト主が書き込める携帯電話向けポータルサイトシステムの開発及び販売展開 福岡市南区
2542 みゅう（内海　均） 家庭料理の宅配と惣菜販売の本格展開 糟屋郡篠栗町
2543 (有)フクマル ソーラーLEDバス停標識の製作・販売 糟屋郡宇美町
2544 (有)石橋屋 「こんにゃく健康パウダー（コンジャック・パウダー）」の開発・生産及び販売展開 大牟田市
2545 (有)大福生花店 お客様のライフスタイルに合わせて選べるフラワー教室の展開 朝倉市
2546 オートショップST（深町　忠輝） 車のドレスアップ・カスタム化志向に対応したエアブラシ事業の取組み 筑後市
2547 鳥巣製菓(有) 非公開 みやま市
2548 農事組合法人ホワイトベリー 非公開 三潴郡大木町
2549 イエローハウス’（松﨑　利弘） コンピュータ診断とメンテナンス機器導入による愛車の長寿命化 柳川市
2550 熊川食料工業(株) 契約農家のエコファーマー認定と明確なトレーサビリティ確立によるブランドロイヤリティの醸成 みやま市
2551 (株)泉商会  「安全」を提供するアウトドア用品の販売 うきは市
2552 合同会社ユーアイ 非公開 筑後市
2553 松﨑食品(株) 福岡県産野菜を中心にした乾燥野菜・野菜パウダー生産による新市場開拓 八女郡立花町
2554 (株)木屋芳友園 日本茶トータルアドバイザリーサービスの提供 八女郡星野村
2555 (有)フレッシュフルーツメイト 健康家族を支援する次世代八百屋さん 久留米市
2556 (株)大川鉄工 木チップを主燃料とした小型貫流ボイラーの熱による乾燥機の開発 大川市
2557 (有)いりえ茶園 無農薬茶葉を使用した石鹸の販売 八女郡黒木町
2558 らーめん中 アパレルコーナー併設・ 欧米風新感覚ラーメン店の新規出店 三潴郡大木町
2559 千代海苔(株) 非公開 久留米市
2560 (有)マルサン工芸 独自技術を用いた薄型テレビボード等の生産及び販売展開 大川市
2561 晃秀機工(株) 廃食油の回収、ＢＤＦの精製・販売、軽油、廃グリセリン及びグリセリンストーブの販売 大牟田市
2562 (株)セイコー・トータル・ホーム ペット共存住宅の設計・施工 鞍手郡鞍手町
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2563 (株)やまそう 地元農産物を使った新たな市場創出 鞍手郡小竹町
2564 Ｉ工房　 高付加価値の原木栽培椎茸の生産及び供給体制づくり 北九州市八幡東区
2565 (有)スリーエムプラスチック 洗浄便座付ポータブルバイオトイレの開発と販売 京都郡みやこ町
2566 (株)ＯＭＮＩＭＯ 高額商品・サービスに特化した信頼関係構築に効果的なWEBマーケティングシステムの提供 北九州市八幡西区
2567 永久工業(株) リペアをテーマとした住宅リフォーム営業受注方式の構築 北九州市八幡東区
2568 豊津美容室 安全、安心、健康に配慮した高齢者向け美容サービスの展開 京都郡みやこ町
2569 ポーラ　ニュームラサキ営業所 来店型エステサービスによる新規顧客の獲得 筑紫野市
2570 安心計画(株) 仮想住空間情報を高速共有する３ＤＣＧソフトの開発・販売 福岡市博多区
2571 (有)まむし温泉 女性を対象に、弱アルカリ性水で「安全・安心・健康・キレイ」を提供する入浴施設への転換 糸島市
2572 (株)パーソン 脱下請けを目指し介護・オモチャ分野を対象とした組み込み（自動）ソフトの開発と展開 福岡市中央区
2573 (株)オープンウェア 店舗間のつながりで互いに活性化していくサイトの構築 福岡市中央区
2574 ツツイ・ゲート(株) 鋼構造物作製の内製化及び新工法（トラッククレーンベント工法）導入による生産性向上及び販路拡大 福岡市西区
2575 (株)かわたに事務所 企画力・表現力を強化する社員教育サービスの開発と地域に根ざした文化サロンの開設 福岡市南区
2576 (株)イアラ 非公開 福岡市博多区
2577 小林印刷(株) 印刷ノベリティの新製品開発と新規直販ルート強化の取組み 糟屋郡志免町
2578 (株)ブリッジ 高機能ハチミツ美容液と中国産高級ハチミツの独自ブランド化 福岡市東区
2579 ＡＺＡＰ 通年利用可能なスノーボードジャンプ練習場施設の建設によるトータルサポートの提供 福岡市東区
2580 (株)富士広 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ(電子看板)･大型ｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰの導入による、収益力の向上 福岡市博多区
2581 (株)ＣＩＣ 地域魅力発信と地域特産品の販売サポート事業の推進 太宰府市
2582 (有)春暉国際学院 文化交流を通してのアジア都市圏の留学生の誘致事業 大野城市
2583 (株)エスアールエス 自社独自の雷サージ対策製品の販売とレンタルによる収益力強化及び販路拡大 福岡市中央区
2584 アルバクリエイト(株) 高齢化社会の中で利用度の低下した住宅の再生と、有効活用 福岡市博多区
2585 (株)ニシヤマ 有田焼装飾を施した医用工学デザインステッキによる新分野への進出 福岡市博多区
2586 (有)オネスト チューブ入り豆乳プリンの発売と新規販路開拓 飯塚市
2587 アール工芸（有） 高度な技術を生かした寺社向けプレカット材製造への進出 飯塚市
2588 (有)田尻電機製作所 非公開 鞍手郡鞍手町
2589 ワキタ総合印刷㈱ 携帯による迅速・簡単・効率的チラシ作成サービスの提供 遠賀郡芦屋町
2590 アットホームステージサンパティック（木村雅光） 総合的なエステ部門を新設したトータルビューティーサロン 京都郡みやこ町
2591 (株)ノーブルトラスト ＷＥＢサーバー型効率的顧客管理システムの商品化 北九州市若松区
2592 (株)シエスタ 新店舗「セルフでネイル」の展開 非公開
2593 (有)吉造 セミオーダーメイドガラス製品の販売 北九州市小倉北区
2595 (株)プロデュース 自己成長体感型介護人材の教育・育成事業の開発 北九州市八幡西区
2596 伸建築
（長野　善伸） モデルルーム及び産地見学会での体験・感動で「おび杉の家」の普及 筑紫野市
2597 藤野チップ工業(有) 古材販売の事業化による新たな活路の開拓 筑紫郡那珂川町
2598 (株)フォックスクラフト 非公開 福岡市博多区
2599 鶴製茶工場（鶴　博司） コラーゲン入り茶の販路開拓 八女市立花町
2600 (株)総桐箪笥和光 非公開 三潴郡大木町
2601 （有）このみ園 日本茶・紅茶の魅力・歴史の発信によるブランディングと高品質緑茶・紅茶の開発 八女市
2602 (有)オムニス
コーポレーション モバイル端末向けメイク検定教材の開発 福岡市中央区
2603 ツーエム金属
（三砂　清一） 遊具診断を入口とした遊具の修理・改修工事の本格展開 大野城市
2604 髙尾製麺（株） 県産米を配合した新しい食感の“米粉入り麺”の開発・販売 久留米市
2605 春日ドッグスクール
（山本　千絵） 犬の躾・訓練の普及を目指したペット関連業界との連携及びトレーナー養成の取り組み 大野城市
2606 （株）ＴＦＡ アロマオイル・酸素カプセルを活用した健康づくりサポートとアロマ商品の販売 大牟田市
2607 アーティファクトヘアースタジオ（吉松　輝昭） 障害者・高齢者の為の個室タイプ美容ヘアサロンの開設 大野城市
2608 千年乃松酒造（株） 産学連携を活用したコスモスリキュールの開発及び販路の拡大 久留米市
2609 (有)エスピーアール企画 本格韓国家庭料理の冷蔵・販売事業 糟屋郡粕屋町
2610 拙者の投げ釣り（山内　俊彦） 高額投げ釣り用品のお試しレンタルサービス事業 筑紫野市
2611 （有）寿家具大川製作所 非公開 大川市
2612 （株）三和屋 金物専門店から特定福祉用具販売への進出 みやま市
2613 フカエ工芸（深江直樹） 盆提灯土台の加工技術を活かした玩具等の製造・販売 朝倉郡筑前町
2614 (株)ララナチュル 「酵素石鹸」「酵素シャンプー」の開発・生産及び中国市場への販売展開 春日市
2615 たつた水産（株） 生産者直販魚市場の創設 糸島市
2616 西日本サービス（株） 親子で参加するお寿司作り体験教室を通して、新しい客層の開拓並びに関連商品の開発及び販売 福岡市南区
2617 かごんま
（長谷　真奈美） 店主こだわりの「さつま地鶏串七輪炭火焼き」の提供 筑紫野市
2618 田中飼料
(田中　勇)  手作り惣菜の製造販売と店内におけるイートインコーナーの併設 みやま市
2619 フィールドロック(株) アンティークの目利きができる顧客へリーズナブルな価格で提供する倉庫型店舗の開設 福岡市東区
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2620 池田設計・企画
(池田　孝治） 生活者支援商品の企画開発企業への転換 小郡市
2621 さとう獣医科医院
（佐藤　智治） オーナーと病院の距離を短くするためのペット健康診断システムの導入 筑後市
2622 フコイダンジャパン(福元　忍) オーダーメイド博多人形や詰め合わせ商品の企画販売 福岡市東区
2623 （株）ワールドグローブ コラーゲン保湿手袋の開発・販売 久留米市
2624 （有）かたらんね 非公開 福岡市早良区
2625 （株）システム機器 短納期・ローコストを実現するカードビジネス事業への参入 筑後市
2626 千代田興産(株) 高周波ノイズ対策のコンサルティング販売方式の導入 福岡市中央区
2627 (有)中華菜館龍天楼 雰囲気も届ける本格中華料理宅配の事業化 筑紫野市
2628 （株）中村プレス 非公開 柳川市
2629 (有)熊谷建設 高気密・高断熱・耐震住宅に木炭の力を活用した健康増進住宅を提案できる家造り 朝倉市
2630 宮原タオル(株) 非公開 久留米市
2631 （株）博多名水本舗 天然水活用による夏野菜漬物の通年生産 筑紫野市
2632 （株）オークス建設 非公開 福岡市南区
2633 筒井時正玩具花火製造所
（筒井正穂） 国産線香花火を使ったオリジナル商品の開発と販路開拓 みやま市
2635 Rune（古賀 哲雄） 型紙自動生成ソフトウェアの導入によるオーダーメード婦人服の販売 筑紫野市
2636 （株）勝山商店  「ふぐの手軽で美味しい食べ方提案」をテーマとした新商品の開発 福岡市東区
2637 柿原畳内装工事(株) 畳製造で生じる廃材を再利用した和風雑貨の製造販売 朝倉郡筑前町
2638 吉永商店㈱ 資源回収海外展開 八女郡広川町
2639 酒見建設（株） 非公開 久留米市
2640 （株）辛島組 環境対応型建設資材の韓国向け改良・販売 福岡市城南区
2641 毛利製作所(毛利　剛) ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ(外熱機関)の商品化 宗像市
2642 (株)チェンジバリュ 企業のエネルギー管理の効率化を実現する実行管理ソフトの開発 福津市
2643 メガネの正美堂（宮原一郎） 非公開 非公開
2644 (有)ビクトレージ 地域特産品の「木酢」「黒大豆」を活かした新商品開発と販路拡大 太宰府市
2645 (有)ティ・アール・ジィ 汎用型棺台レールの開発・販売 大野城市
2646 スポーツ・ワン・インターナショナル(株) バッティングセンターのデータ自動収集システム開発によるオーナーサポート体制の確立 福岡市東区
2647 菓子処 天本家（天本 義昭） 「本米こうじ仕込み甘酒まんじゅう」の冷凍宅配 筑紫野市
2649 アサプラントエンジニアリング(株) 非公開 朝倉郡筑前町
2650 (株)酒井組 こんにゃく芋及びこんにゃく作成キットの販売と作業体験サービス事業化への取組み 八女市
2651 （有）くるめチマキヤ 独自に品質設定した青果販売による多店舗展開 久留米市
2652 （有）やまめ山荘 朝倉牛の小石原焼陶板焼と地元産野菜の小石原焼蒸し器を使った蒸し料理の提供 朝倉郡東峰村
2653 ぽじゃぎ（權　賢） 自家製韓国家庭料理および食材のテイクアウト販売の開始 太宰府市
2654 (株)アダージョコーポレーション 糸島の食材を販売できるスペースを備えたレストランの出店 糸島市
2655 (株)ジェイクス総合建設 フロンガス回収事業への進出 糟屋郡新宮町
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