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3920 株式会社ライコー 「高性能多面体・多段折鏡面反射板」を用いた省エネ型電気照明器具の開発及び販売 福岡市博多区
3921 福田食品 安全・安心な堆肥「きのこの みのり くん」の開発 小郡市
3922 グランドウェア株式会社 非公開 福岡市中央区
3923 有限会社九州光洋 微生物を活用した消臭・清掃商品「クリアくん」と、清掃に関する一連のサービス販売 大野城市
3924 フジアート株式会社 再剥離が可能な強粘着シートの開発および商品化 糟屋郡新宮町
3925 有限会社黒川 「溶かして飲む緑茶タブレット」の開発、製造、販売 田川郡福智町
3926 筒井時正玩具花火製造所 新商品開発と体験型ギャラリーの開設 みやま市
3927 変身スタジオ 特殊効果を利用した記念変身動画の制作事業の展開 久留米市
3928 有限会社英興建設 地域農業を維持・発展させる農業支援事業への本格参入 柳川市
3929 株式会社コーワ 汎用性明太子製品の開発による販路拡大 福岡市東区
3930 Signsキューブ 内照式及び可動型立体造形看板の提案 久留米市
3931 有限会社荒巻物産 「大木町特産しめじの赤唐辛子漬け」の開発 三潴郡大木町
3932 八女茶業本舗株式会社 緑茶ベースのフレーバーティーの商品開発による新たな緑茶の楽しみ方の提案 みやま市
3933 インフォニア株式会社 ゴルフコース管理支援システムの開発とクラウド化による事業展開 福岡市早良区
3934 有限会社ハートケア２１ 看取りまでの一貫したワンストップサ－ビスの介護事業所を目指す 久留米市
3935 井上総合印刷株式会社 地域産に拘ったコンセプト商品プロデュース業への進出 朝倉郡筑前町
3936 株式会社柳川合同 家電製品共同配送サービスへの取り組み 柳川市
3937 恒成石材店 石材店の強みを活かしたお墓清掃サービスの実施 築上郡吉富町
3938 有限会社和賀心 地域食材を活かした創作料理店の人気メニュー「和とうふ」などの外販 鞍手郡鞍手町
3939 株式会社ミルテックジャパン 大学が開発した「光触媒」を活かした新内装用コーティング剤の共同開発 春日市
3940 満帆荘 志賀島の混ぜ込みごはんの商品化 福岡市東区
3941 株式会社プレシャススタイル 口腔美容関連セミナーでの集客による販売方式の導入 北九州市八幡西区
3942 西吉田酒造株式会社 国産バニラエッセンスの開発と直販ルートの構築 筑後市
3943 松岡健治一級建築士事務所 自宅でキャンプができるスケルトン（セミオーダー）住宅の販売 嘉麻市
3944 株式会社池田商店 農産物販売代行サービスの提供 八女市
3945 株式会社ダックス　　 ソーラー事業部門の本格的な展開 福岡市中央区
3946 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 女性の美と健康に特化した物販事業への進出 福岡市中央区
3947 株式会社アスク エアコン取り付け型加湿器の開発・販売 福岡市南区
3948 街道カフェ　やまぼうし 日本ミツバチの養蜂による新商品開発 朝倉郡筑前町
3949 装い館豊崎 着付け教室・リメイク・ネット通販による新規顧客開拓の強化 鞍手郡小竹町
3950 有限会社エッカ 非公開 飯塚市
3951 株式会社木村屋 ＩＴシステム導入による生産性向上化並びに新商品開発 久留米市
3952 龍爲製菓株式会社 従来の黒棒のイメージを刷新した黒棒リニューアル品の開発 大川市
3953 大石英治製茶 未経験者でも熟練者と同等の品質のお茶の加工が出来る体制つくり 八女市
3954 フラワークリエーション ミラクルデザインブーケの企画提案による新コラボ商品開発機会の拡大 福岡市博多区
3955 井上紙工印刷株式会社 A倍判4色印刷機等の導入による高付加価値化及び生産能力向上 朝倉市
3956 Ｓｐａｒｋｓ 洋服店内でバーを営業することによる洋服の販売促進 太宰府市
3957 株式会社奥平 当社独自需要予測システムの開発とシステム統合による商品在庫の適正化 大川市
3958 有限会社テクノパーツ 設計段階での提案による商品購入への誘導 福岡市中央区
3959 カオイ 糸島周遊サイクリングの提案と親子で学ぶ自転車教室開催によるレンタサイクル事業 福岡市西区
3960 田中鏡台店 ネットを活用した小売業への進出とIT活用による業務改善への取組 大川市
3961 青柳酒店 日本酒の旨さを引き立てる無添加自然調味料を使った料理の提案による積極営業展開 飯塚市
3962 株式会社大豊実業 非公開 柳川市
3963 ピュアイズム 障害のある子どもと親が一緒に参加するカラーワーク講座の開講 春日市
3964 興栄建設株式会社 介護の専門家や医療機関と連携した介護リフォーム事業への参入 直方市
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3965 ラックライド株式会社 水銀灯に代わる高品質低価格な無電極ランプ｢プロライト｣の製造販売 京都郡苅田町
3966 EARTH ECOLOGY PROJECT JAPAN
 自動販売機関連廃棄物収集運搬事業への新分野進出 田川郡川崎町
3967 有限会社アミューズプラネット 住宅向け清掃・メンテ業務進出とクラウド型業務管理システムの活用での売上拡大 福岡市早良区
3968 梶原畳店 着せ替え畳フロアとリース畳による顧客ニーズの変化への対応 田川郡添田町
3969 北九州花壇 専門農家による花壇苗・野菜苗の農園隣接型直売サービスの充実 築上郡上毛町
3970 エイトビジョン株式会社 エンターテインメント性を高め、各ターゲット層に合わせた飲食店舗の展開 北九州市戸畑区
3971 日之出産業株式会社 遊休地から収益物件（太陽光発電事業）への提案による下請体質からの脱却 久留米市
3972 株式会社ネオコミュニケーションズ 女性スタッフによる高齢者向け家電利用サポートサービスと家電販売事業の開始 北九州市小倉北区
3973 駅前イーグルハウス株式会社 甘木地区の空家や空き店舗、空地のリノベーション&リフォームを行い、活性化しての移住の促進 朝倉市
3974 株式会社ソルブ 非公開 春日市
3975 ジェイピーエス電工株式会社 薄膜太陽光発電装置設置に関わる電気工事への進出 福岡市早良区
3976 株式会社ワイズ 「お肉カード」の作成と海外ブランド肉の部位別小分け納品 北九州市小倉南区
3977 日本オムニグロー株式会社 電子商取引サイト「アリババ」を使った中小企業、小規模事業者の海外展開支援 遠賀郡岡垣町
3978 株式会社丸仙工業 バスルーム付き壁面収納家具の製品開発と販路開拓 柳川市
3979 牛原工業 カスタマイズ提案を付加した事業用中古車販売事業の立ち上げ 宗像市
3980 第一電建株式会社 独居老人が安心・安全・快適に暮らせる「機器を使った見守りサービス」への進出 福岡市博多区
3981 プラスチック総業株式会社 非公開 筑紫野市
3982 企業組合奥田鳩運 二重床システム輸出の事業化及び新倉庫建設による収益性向上、業務・物流効率化 福岡市東区
3983 株式会社折尾鉄工所 コンピュータ数値制御設備導入及びＩＴを活用した技術伝承による生産性向上 北九州市八幡西区
3984 Ｉ・Ｋ株式会社 「循環型環境舗装工法」の開発及び事業化 直方市
3985 メディア総研株式会社 新卒採用中小企業にグローバル人材を育成供給する仕組みを構築 福岡市中央区
3986 筑豊ホルモンしらいし 具材にホルモン（和牛小腸）を使った「ホルモン餃子」の開発及び販路開拓 飯塚市
3987 合同会社アーテック福岡 非公開 春日市
3988 ちゃりんこ屋 ロードバイクに関する店舗とネットによるトータルサービスによる顧客化と販促活動 朝倉郡筑前町
3989 株式会社ビケイプ 家庭用ペットフード製造機及びミックス粉・レシピ本の企画開発・販売展開 大野城市
3990 株式会社パーソン 太陽光発電分野でのトータル障害感知システムの開発と営業展開 福岡市中央区
3991 株式会社ジェー・フィルズ 微生物を活性化させる酵素と担体を併用した高性能・省スペースの排水処理設備（ＣＭＳシステム）の事業化 北九州市小倉北区
3992 じゃんじゃん焼蔵 朝摘み「えのきのタルタルソース」の商品化 三潴郡大木町
3993 株式会社ショクコーポレーション 冷凍マグロの新たな流通方法の確立 福岡市東区
3994 桑野新研産業株式会社 非公開 久留米市
3995 油機エンジニアリング株式会社 建機アタッチメントの直販サイト「建機のプラットフォーム」開設による新市場の開拓 太宰府市
3996 イナバ写真館 ブライダルフォトへの参入によるかかりつけ写真館としての地位の確立 福津市
3997 事故なき社会株式会社 新商品「管理者向け安全運転研修」の開発及び販売展開 大野城市
3998 株式会社Ｂ．Ｈ．Ｃ 非公開 大野城市
3999 株式会社創陽 独自製法による熟成無臭にんにくエキスの共同開発と商品化および販売 春日市
4000 東豊産業株式会社 通電で透明⇔非透明に変わる液晶フィルム「Ｄｏ！フィルム」の販売 福岡市中央区
4001 有限会社健製作所 非公開 朝倉郡筑前町
4002 有限会社ラ・プール 既存顧客をメインターゲットとした新メニュー「よもぎ蒸し」の提供 福岡市南区
4003 有限会社田慶屋 若い女性を顧客ターゲットにしたえんどう味噌ピューレの開発 春日市
4004 株式会社塚崎運送
四山資源リサイクル株式会社 非公開 大牟田市
4005 有限会社恵 「在宅終末期介護」への進出 福岡市城南区
4006 不動産のナギノホーム 少子化対策支援としての新婚さんへの新たな住居サービスの提供 春日市
4007 有限会社岩崎精肉店 高齢者向けのお肉と野菜の調理セット商品の開発及び宅配サービスの展開 福岡市東区
4008 有限会社エヌオー出版 台湾におけるフリーマガジン配布事業を通じた業績改善 福岡市中央区
4009 K's style トレーニングとボディケアのコラボレーション事業展開 筑紫郡那珂川町
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4010 アジア商事有限会社 水回り工事から周辺リフォーム工事への転換による下請けからの脱却 柳川市
4011 旬美食彩たなごころ 既存の飲食事業との相乗効果が期待できる中食業態（惣菜）への進出 福岡市中央区
4012 大成産業株式会社 自社所有地を利用したメガソーラー賃貸業 大川市
4013 西田商運株式会社 ラーメンの残汁から軽油代替物を作る油水分離器の製造・販売 糟屋郡新宮町
4014 大賀酒造株式会社 フルオーダーメイド酒の受注・製造展開 筑紫野市
4015 株式会社フクデン 非公開 飯塚市
4016 株式会社プリンシプル 非公開 福岡市中央区
4017 セイケンハウス株式会社 コミュニティカフェを活用したあらたなタイプのモデルハウス営業システム 福岡市中央区
4018 株式会社エーシーシー 画期的なマイクロ波技術を活用した小型常温乾燥装置の開発及び食材乾燥受託サービスの展開 八女郡広川町
4019 有限会社東亜商事 マクロビオティックの思想で健康と美を実現するマクロビ黒うどんの開発・販売 北九州市八幡西区
4020 風のあしあと株式会社 エンディングノートアプリ連動型顧客管理システム「エンディングBOX」の企画・販売 春日市
4021 合同会社四恩システム 地元技術会社の営業支援を目的（技術の地産地消）とする、「技術カタログ」の作成配布 久留米市
4022 株式会社サベージ 非公開 福岡市中央区
4023 株式会社クレール 非公開 筑紫郡那珂川町
4024 株式会社サポート 包装資材販売業で培った企画・提案力を活かしたペットフード業への本格参入 糟屋郡新宮町
4025 株式会社フクモト工業 セミナー型営業および職人感動プロジェクトの推進による受注拡大 鞍手郡鞍手町
4026 グリーンストリート株式会社 非公開 福岡市西区
4027 株式会社梅崎工業 快適な住環境と顧客満足向上を目指す営業強化 柳川市
4028 手づくりこんにゃく英彦山 オリジナルこんにゃく商品の製造・販売 田川郡添田町
4029 サニーガーデンプラン 顧客のライフサイクルを見通した庭の生涯コスト最適化提案による受注拡大 太宰府市
4030 ザグ・インスティチュート有限会社 家族で共有できる書き込み式万年カレンダーの開発 糸島市
4031 キッチンＴＡＫＡＳＥ フレンチレストランのＳＨＯＰ化による新需要創造 田川郡川崎町
4032 有限会社リンク 食育・環境教育プログラムを活用した生ゴミ処理機の販売 糟屋郡宇美町
4033 糸島くらし×ここのき 糸島材の企画商品化・流通事業の展開 糸島市
4034 株式会社カワノ 非公開 三潴郡大木町
4035 株式会社乗富鉄工所 水利施設管理メンテナンスのしくみ作りと緊急トラブル対応への取組強化 柳川市三橋町
4036 非公開 非公開 非公開
4037 株式会社ＩＳＭ 診療所向け健康診断システム｢KEN-SIN｣システムの開発及び販売展開　 福岡市城南区
4038 三福観光有限会社 有明海産「くつぞこの天日干し」の生産と販売 柳川市三橋町
4039 有限会社やすらぎ 複合型サービスとセントラルキッチンの創設による新たな介護事業への進出 久留米市
4040 フクハン株式会社 印刷から溶着、加工まで一貫した生産体制の高度化による経営規模のさらなる拡大 福岡市博多区
4041 非公開 非公開 非公開
4042 有限会社岡インテリア工業 非公開 大川市
4043 ベスト技建株式会社 非公開 大牟田市
4044 なかがわ市場うしじま 那珂川町特産ヤーコン茶入りキューブ山芋鉄板の開発と製造販売 筑紫郡那珂川町
4045 株式会社ピースフル・ハート 空室物件を利用した民家型ホスピスサービスの展開 福岡市博多区
4046 有限会社今里 伝統繊維素材を使用したアクセサリータッセル製品の開発と製造 八女市
4047 ベルデ有限会社 自社ブランド開発と店舗展開による生活提案型企業への革新 福岡市東区
4048 九州太平商事株式会社 地元九州産の食材開発・仕入拡充による「地産地消型」販売及び国内外の営業ルート開拓 福岡市博多区
4049 Karuna トータルビューティーサロンを軸とした託児室、語学・料理教室等の展開 宗像市
4050 株式会社井上企画 木の知識と経験を生かした木工家具・調度品の開発・製造・販売への進出 大川市
4051 パティスリーブロンジェリーハル 「アレルギー対応」「カロリーオフ」「地元産の良質な原材料」をキーワードにした洋菓子の開発及び販売 朝倉郡筑前町
4052 藤原建装 購入者に価格メリットのある土地探しから造成工事までの一括提供 飯塚市
4053 信映電設 生活提案型店舗による家電販売とリフォーム事業の立ち上げ 嘉穂郡桂川町
4054 株式会社エスエルエスクリエーション 博多織等の伝統的工芸品を取り入れた新商品の開発・販売 福岡市東区
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4055 津上洋ラン “カスタマイズ用パンフレット”を活用した「胡蝶蘭の寄せ植え」の販売強化 京都郡みやこ町
4056 荒木内装 可動式パーティションを有効活用した内装工事のリユース提案と施工 筑紫郡那珂川町
4057 株式会社トーコー 高齢者向け買物代行サービスの開始 古賀市
4058 福猫の羽 ブックインストラクターによる絵本カフェの事業化 福岡市東区
4059 株式会社Three-Halves 久留米・筑後100年企業アンテナショップの開設と100年中華料理の惣菜・タレの生産と販売 久留米市
4060 有限会社ウィンズテック 過熱水蒸気を用いた新たな中子造型・崩壊プロセスの確立 久留米市
4061 株式会社田名部製作所 非公開 非公開
4062 那珂川デンソー シニアカーの買取・修理・中古販売の開始 筑紫郡那珂川町
4063 深町タイヤ販売株式会社 訪問型タイヤ交換サービスの提供 糟屋郡粕屋町
4064 オーム乳業株式会社 非公開 大牟田市
4065 有限会社花立山農業研究所 大豆を丸ごと使用した新飲料「ミラクル大豆」の開発 朝倉郡筑前町
4066 株式会社リアムウィンド アウターローター形式発電機採用のレンズ風車発電機の開発・販売 福岡市早良区
4067 株式会社ＡＣＬＡ 折り畳み電動バイクを使った一人運転代行事業の実施と広告事業の拡大 福岡市城南区
4068 福祉タクシーひので 民間救急サービス事業への進出 春日市
4069 みのりや 健康食・治療食宅配事業の新たな販売網構築 柳川市
4070 株式会社Ｔ．スクエアー エコリサイクルバッテリー販売 遠賀郡水巻町
4071 株式会社筑紫製作所 ユニット（イージーベース）を組み合わせた中規模施設の基礎鉄筋事業進出 筑紫野市
4072 非公開 非公開 非公開
4073 株式会社富士エコ研究開発 新式バイオディーゼル燃料製造プラント開発によるプラントメーカーへの転換 福岡市中央区
4074 ＶＩＤＡ MOTORCYCLE ハーレーのカスタム用オリジナル部品の開発 遠賀郡芦屋町
4075 炭火焼山之口 野菜ソムリエが監修する焼き肉店の野菜たっぷりコース料理の開発・提供 遠賀郡水巻町
4076 柄本運送有限会社 ソーラーパネルの点検サービス提供による収益力アップ 福岡市早良区
4077 株式会社プリミティブ・ドライブ ビル・病院などの屋上空間の活用事業 福岡市中央区
4078 ラヴィレ　コヤナギ 女性のためのエクササイズスタジオ（ラヴィレスタジオ）の店舗展開 柳川市
4079 有限会社エガミ 季節の酒粕レシピ提案と高級銘柄酒粕の充実による販売促進 久留米市
4080 細川土木株式会社 都心部の建設作業を迅速・効率的に運用できる最新式クレーン機器の導入 福岡市西区
4081 有限会社中村ツキ板 真空加圧含浸装置による不燃木材の製造 大川市
4082 大石青果 販売先のメニューや献立に合わせ、地元農産品を使ったカット野菜の商品開発と販売 筑後市
4083 西日本高速運輸株式会社 地域食品生産者の輸送コスト削減を実現する混載運送の実施 筑紫郡那珂川町
4084 九州モータース 地域に唯一の「くるまに関するワンストップ相談窓口」の開設 田川郡福智町
4085 有限会社ＥLplanning 無機ＥＬディスプレイ看板を備えた広告自動販売機の事業展開 筑紫郡那珂川町
4086 食事処くもりのちはれ 屋外特設コーナーでオリジナル食材によるバーベキューと創作タコス提供事業の展開 筑紫郡那珂川町
4087 佐野畳店 畳空間のモデルや畳の製作風景を見たり体感できる「畳カフェ」の立ち上げによる畳販売事業のビジネス拡大 田川市
4088 株式会社ブレンダ 九州の観光資源を活かしたウェディングプロデュースの開始 福岡市中央区
4089 株式会社ジャパン・シーフーズ 対馬産ブランド魚活用商品と北米市場向け商品の開発と販売 福岡市南区
4090 株式会社ナースリーフ 非公開 春日市春日
4091 株式会社翔栄舎 生茶葉から作る「自宅でｍｙ生紅茶作り体験キット」の販売 筑紫郡那珂川町
4092 株式会社しんこう 直売店を通じたニーズを直接生産へ反映できる製造小売業への進出 北九州市小倉南区
4093 総合企画オカザキ 「泡だて器・撹拌器具まぜ～る」の企画開発・販売展開 福岡市中央区
4094 有限会社丸商 大宰府の梅にちなんだ香料・香皿の開発・販売 太宰府市
4095 株式会社ヒグチ工芸 店舗向け華飾建材の開発、販売事業の開始 福岡市早良区
4096 株式会社SP＆S 職人と塗料の効率的活用を実現する管理システムの構築 糟屋郡志免町
4097 非公開 非公開 非公開
4098 ＲＡＳＴＡ九州株式会社 「ＲＡＳＴＡ工法」による看板の点検・外壁点検業務への進出 春日市
4099 フラワーデザイン・アドニス 顧客の持つ花器や好みを活かせる生花セットの配達事業の開始 筑紫郡那珂川町
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4100 有限会社Step技建 事務所倉庫を改装したサロンでのイベントを通じたリフォームの提案 春日市
4101 居酒屋ガキん家 オリジナル餃子の開発とその主力メニュー化、及び持ち帰り品の販売 小郡市
4102 株式会社東洋建設 「光冷暖システム」を活用した健康住宅の事業展開 北九州市八幡西区
4103 株式会社トライアゲイン 中小企業向けの安価で操作性の良い「遠隔監視ツール」の開発・販売 福岡市博多区
4104 非公開 非公開 非公開
4105 旭コンクリート工業有限会社 地域初の高強度コンクリート製造への取組み 糸島市
4106 ｒａｍｃａ　ｈａｉｒ 非公開 福岡市中央区
4107 有限会社クルメスタイル 久留米の食文化・伝統、そして元気の源を探るORY座プロジェクト事業による販路拡大 久留米市
4108 株式会社松島機械研究所 マイクロ波レベル計の拡販及びコストダウン 北九州市八幡西区
4109 久留米印刷株式会社 非公開 八女郡広川町
4110 山一産業株式会社 海外現地法人との協業体制による営業活動促進、販路開拓 久留米市
4111 出萌株式会社 生産ラインの自動化によるピーナッツスプラウトの大量生産及び加工食品の開発 福岡市東区
4112 有限会社長瀬商事 個別対応型インドアゴルフスクール開設 嘉穂郡桂川町
4113 小次郎の里 地元産食材を利用したレストラン出店 嘉麻市
4114 株式会社リラックmama パパとママの“困った”に応える託児所の実施及び心と体にやさしいカフェの展開 筑紫野市
4115 清角縫靴店 靴マイスターがデザイン、製作、メンテを一貫して行う工房併設型店舗の展開 福岡市中央区
4116 一級染色補正　翔 一級染色補正技能士によるレクチャー講演会・技術指導実践教室の事業展開 古賀市
4117 株式会社タカムラ店装 自然エネルギー（太陽光発電・地熱発電）事業の展開 糟屋郡志免町
4118 株式会社アドツーリスト 航空券の自動予約及び決済システムの導入と販路拡大 福岡市中央区
4119 有限会社江藤製作所 鉄骨廃材を利用したアンティーク風雑貨の製造・販売 八女市
4120 Working Brothers株式会社 非公開 福岡市博多区
4121 ファルーカモデルズ イベント開催からモデルを確保する体制の確立 福岡市中央区
4122 サロンド・ヴィーナス 店舗２階を活用したセルフエステのサービス提供 大野城市
4123 株式会社エンターフーズカンパニー 鯛茶漬けの土産物販売による自社ブランド力の向上 福津市
4124 スパーク・カット ミスタードン 非公開 飯塚市
4125 坪井畳工房株式会社 子どもの成長に合わせた国産畳の使用場面の提案による販売 太宰府市
4126 スポーツ工房VELOSTYLE サイクルサッカー競技車とハンドサイクルの販売と関連サービスの提供 筑紫郡那珂川町
4127 エステin微笑 美と食と健康を地域にお届けする出張エステサービスの展開 飯塚市
4128 元気堂 平日のサラリーマンを顧客ターゲットにした産地直送「たら名水豚」新鮮豚塩ホルモンの提供 春日市
4129 株式会社山口油屋福太郎 地域特産品入りご当地めんべいの開発と販路開拓 福岡市博多区
4130 株式会社グリーンペプタイド 非公開 久留米市
4131 株式会社モーブル 新素材マットレスベッドの製造とベッド業界への進出 福岡県大川市
4132 株式会社ＴＫＳ ダブルヘッドツールの生産及び販売展開 八女市
4133 株式会社アルティ スマートフォン向けゲームの世界展開とマルチプラットフォーム展開による収益拡大 福岡市早良区
4134 株式会社八洲セメント工業所 非公開 久留米市
4135 株式会社グッドALLサービス 訪問看護・居宅介護に当社独自サービスを加えた高齢者向け生活支援事業への進出 福岡市博多区
4136 株式会社アジアケータリングサービス 非公開 非公開
4137 末安商店　こめこめ倶楽部 非公開 久留米市
4138 Ｈａｖｅ　ｓｏｍｅ　ｆｕｎ！ 親子の絆をカタチにした商品・価値の提供 春日市
4139 株式会社河口家具製作所 光触媒を活用し抗菌消臭機能を付加した家具の開発と販路開拓 柳川市
4140 株式会社庄分酢 果実酢サイダーの開発と販路開拓 大川市
4141 株式会社中山吉祥園 ハラール認証取得によるイスラム文化圏へのお茶の輸出 八女市
4142 株式会社シンクロファーマネット１４ 「ドライブスルー方式受け取り」と「宅配・服薬管理サービス」による地域密着型薬局の展開 福岡市博多区
4143 株式会社ベストオフィスクリエイション 自社オフィスを活用したオフィス改善提案サービスの開始 福岡市博多区
4144 酒のメイトーク 法事供物の盛かごと遺品整理・終活の新サービスの販売 八女郡広川町
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4145 有限会社ビアン 水溶性ナノキトサン利用によるアトピー改善化粧品の開発・販売 福岡市東区
4146 有限会社旭 マサコートRを活用した二次製品の開発による新規顧客の獲得 春日市
4147 タイムリース株式会社 健康づくりを支援するためのコンディショニング住宅の開発 北九州市小倉北区
4148 有限会社貞苅椅子製作所 非公開 大川市
4149 山添塗装 造形アート塗装等を活用した「お客様の希望に沿った塗装プランの提案事業」の展開 糟屋郡宇美町
4150 株式会社平和楼 お酒と中華のマリアージュ店舗の開店（仮店舗名：ちゃいな平和楼ﾚｽﾄﾗﾝ＆ﾊﾞｰ） 福岡市中央区
4151 瑞穂錦酒造株式会社 新商品瓶入り（180ml,720ml）はと麦入り甘酒による新市場の開拓 久留米市大
4152 味鮮笑まる 「こだわりのチキン南蛮テイクアウト専門店」の事業展開 筑紫郡那珂川町
4153 有限会社五龍酒店 世界のワイン・食材が楽しめる「立ち飲みワインバー」の開設によるワインの魅力提案 飯塚市
4154 有限会社多め勢 自家製柚子こしょうの風味を効かせた「そば煎餅」の開発・販売 福岡市早良区
4155 株式会社かな川 天然の実生柚子の特徴を活かした新商品開発及びダイレクトマーケティング機能の強化 福岡市南区
4156 非公開 非公開 非公開
4157 えびすや 地域資源（筍、八女茶等）を使ったランチメニュー、関連商品の提供による新規顧客の獲得 八女市
4158 マピエス 高齢者を元気にする衣料品を中心にしたシニア施設向け巡回移動販売の展開 久留米市
4159 有限会社喜八荘 「和婚プランサービス」による宿泊客の固定客化 糸島市
4160 手づくり工房 アーダニン 森林と石釜とウッドテラスのある非日常的な「つくる」「食べる」の食空間の提供 宮若市
4161 フナツふとん店 地域若手事業者等との連携による高齢者世帯を中心とする便利屋サービスの実施 八女市
4162 有限会社デジタルフォト 太宰府名物「梅」の和風ランチの提供 福岡市早良区
4163 美和珈琲道 地域に根ざした完全予約制花卉販売事業の展開 春日市
4164 株式会社ビジネスインフォ 経営分析セミナーとレポートの無償提供サービスによる新規顧客の獲得 筑紫郡那珂川町
4165 アイエムティー株式会社 ファインバブルを用いた精密洗浄装置の開発及び販売 小郡市
4166 プロスパー産業株式会社 アパレル関連物流業界におけるＸ線検査装置導入による検品の精度とスピードの両立による差別化 福岡市博多区
4167 有限会社職彩工房たくみ 非公開 大野城市
4168 ドライアイス筑豊有限会社 ドライアイス洗浄サービスの展開 飯塚市
4169 有限会社ウイングス 愛犬預かりや飼育代行など高齢者が安心してペットを飼えるサービスの展開 糸島市
4170 サムライ・アンド・カンパニー株式会社 非公開 田川郡福智町
4171 SMC． 車のカーラッピング技術普及事業 糟屋郡志免町
4172 有限会社ケン・フィールド マルチコプターを活用した空撮の事業化 太宰府市
4173 樋口食品工業株式会社 飲食店を対象とした小ロットオリジナル調味料の受注体制の構築 三井郡大刀洗町
4174 株式会社岩井鉄筋工業 工期短縮を実現する環境配慮型ラス型枠工法とガス圧接工法の組合せ施工の提案受注
 福岡市南区
4175 非公開 非公開 非公開
4176 株式会社ビハラ あなたが働く高齢者住宅「びはらホーム」の事業展開 古賀市
4177 株式会社プリマベーラ 爬虫類皮革製品のメンテナンスサービスの展開 福岡市中央区
4178 株式会社システムＫテック 独自技術の調理法によるステーキハウスの展開 古賀市
4179 株式会社ＳＩＮＧ シリコーンゴム専門工場であることを活かした、製品のスピーディな試作、開発体制の構築 久留米市
4180 株式会社トイップエシマ 建具業のスキルを活かした内装工事分野への事業拡大 大川市
4181 株式会社マリンネット ダイビング器材のメンテナンスサービスとダイバー同士のコミュニティの場の提供 福岡市中央区
4182 有限会社エムエスハウゼ 新規格の合板を利用した人と自然環境に優しい家づくり 田川郡添田町
4183 株式会社ジェイエムシー音楽研究所 音楽教育（楽譜）用電子書籍の市場化および音楽アーティストマネジメント事業への取組み 大野城市
4184 ｈａｉｒ ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ＨＥＡＲＴＹ 顧客アンケートによるアンチエイジング美容サービスの提供 春日市
4185 株式会社水城自動車 技術難易度が高いハイブリッド車に特化した点検・整備事業の展開 太宰府市
4186 有限会社原建設建材 太陽光発電設備防犯フェンスの開発とバリューチェーンの構築 久留米市
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4187 有限会社響生 シェーブル（山羊）チーズの開発と販売 宮若市
4188 魚茂鮮魚店 お伺いサービスとインターネットによる鮮魚の地域密着販売並びに自慢の魚調理品の全国販売展開 飯塚市
4189 焼鳥・居酒屋　飛魚 色々な調理レシピの提案による「万能ドレッシング」商品の販売展開 嘉麻市
4190 有限会社ＢＯＮＤ キャラクターを使った動画ソフトウェアのクラウドサーバーへの展開 北九州市小倉北区
4191 株式会社イーディシー 非公開 福岡市中央区
4192 アサヒ醸造株式会社 非公開 柳川市
4193 小倉印株式会社 酵素活性の高い麹を用いた三大栄養素のバランスがとれた甘酒の開発と販売 北九州市八幡東区
4194 青柳醤油 原料にこだわった独自製法の新商品「梅ポン酢」の製造販売展開 古賀市
4195 クランツ 花屋が作るケーキそっくり「花スイーツ」の販路開拓 北九州市小倉北区
4196 創作アートガラス工房ブラストメッセージ フュージングとサンドブラスト技法の教室開催によるアートガラスの販路拡大 春日市
4197 江の浦海苔本舗 有明海産「焼きたて海苔」の直送・直売事業の導入 みやま市
4198 Ｒ・ｄｏｔ・Ｓ株式会社 強靭化木材の加工、販売及び廃材のペレット化による社内熱利用　 飯塚市
4199 居酒屋ダイニング愁月 従業員ごとの自己チェックリストによるお客様の心に響く接客サービスの提供 柳川市
4200 株式会社フローリスト・リバティ 花の法人需要を開拓する、ITと営業を組み合わせた販促活動の実施 福岡市博多区
4201 株式会社オークラ 太宰府の隠れた魅力、歴史と史跡の都府楼地区観光エリアの情報発信と観光拠点の構築 太宰府市
4202 有限会社三鈴 おしゃれに特化した男性リサイクル着物のレンタル事業の開始と『和』のファッションスタイルの提案 福岡市博多区
4203 株式会社ボルテック 効率的な産業用太陽光発電を実現するシステムの提供による事業拡大 筑紫野市
4204 野口食品株式会社 天然醸造アミノ酸を使った安全・安心・健康・美容ニーズに応える三池高菜漬け商品の開発 大牟田市
4205 前田建具製作所 「立体組子」を活用した当社独自の製品開発と販路開拓 大川市
4206 株式会社エスピーアイ・エコロジー マサコート®と多機能樹脂レジンテックの併用施工による新規顧客の獲得 福岡市南区
4207 ＺＮＱコミュニケーションズ 障がい者・支援者に有用な情報提供サイト開設とiPad活用講座の展開 筑紫郡那珂川町
4208 株式会社寿由建設 「LINE-X」工法導入によるコンクリート補修工事部門の事業革新 福岡市東区

4209

株式会社森山鉄工
有限会社TMテクノ
有限会社TMエンジニアリング 大型新製品「自社製ハンドリフター」と「産業用モーター」の生産・販売

直方市
直方市
直方市

4210 株式会社Ｅ-ＳＹＳＴＥＭ 河川の状況をリアルタイムで確認できる防災用動画提供装置の開発とシステムの販売 福岡市博多区
4211 株式会社シオキ 介護のプロの目線に立った自宅のオーダーリフォーム事業の展開 福岡市西区
4212 旅館清風荘 「大牟田の歴史遺産と文学的情緒」を味わう純和風旅館の「おもてなし文泊」プランの導入 大牟田市
4213 有限会社ｋａｎコーポレーション 非公開 福岡市中央区
4214 株式会社裕生堂 非公開 福岡市中央区
4215 炭火焼えん 石窯を搭載した移動販売車を使用したピザの製造・移動販売の展開 小郡市
4216 がんこ屋さかい 高齢者に憩いの場を提供する喫茶を併設した健康食品・ギフトショップの展開 久留米市
4217 洋食グリル　ふらんす屋 地場で獲れた魚を使った洋食ギフトの商品開発 宗像市
4218 美容薬理株式会社 低温蒸留法による完全無農薬・高水準の自然化粧品の開発 遠賀郡芦屋町
4219 ＩＲＣ株式会社 介護事業への進出による現場リスクを把握した保険提案、自動車業務の展開 みやま市
4220 有限会社ビーアーツ 提案・助言が出来る木材特殊加工センター事業の展開 糟屋郡粕屋町
4221 内田インテリア家具 お客様から下取りしたユーズド家具再販売事業の導入 久留米市
4222 さくらんぼ株式会社 非公開 糟屋郡須惠町
4223 蔵渕公認会計士事務所 中小企業を対象としたTOKYO PRO Market(TPM)等上場支援業務の提供 福岡市中央区
4224 有限会社中山食品 価格の安定化を図るための原材料野菜の自社生産の取り組み 柳川市
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4225 大一食品工業株式会社 真空フライヤーと減圧水蒸気蒸留装置の特性を活かした地場産規格外梨の加工品の開発・販売 八女市
4226 株式会社大川しいたけ菌床栽培センター しいたけ菌床の自社製造と新ブランド「木の香しいたけ」の生産・販売 大川市
4227 ＢＲＩＤＡＬ　ＫＡＮＡＩ 恋活セミナー参加者にターゲットを絞ったイベント開催による新規顧客の開拓 福岡市博多区

4228

原野食品工業有限会社
有限会社北原食品
株式会社東京食品 油揚げ製造の業務提携による競争力強化

朝倉郡筑前町
朝倉郡筑前町
嘉穂郡桂川町

4229 パルセイユ株式会社 地元の完全無農薬赤紫蘇を原材料とした完全トレーサビリティ化粧品の企画開発 遠賀郡芦屋町
4230 時代屋福間店 宮地嶽神社参道立地を生かしたイベント企画による着物ファッションの新たな販売方式展開 福津市
4231 ジーケーグループよか市場 地産地消率目標を異業種連携で達成させる学校給食野菜供給サービスの展開 飯塚市
4232 酒のフヨー 女性が一人でも入りやすい、オシャレ感覚の角打ち店の導入による事業拡大 春日市
4233 ＲＡＫＵＰＡ 非公開 福岡市中央区
4234 有限会社坂田織物 久留米絣の伝統技術を活かした新たな生地の取り組みと「TUGU.」ブランド化 八女郡広川町
4235 株式会社ＳＴＵＤＩＯ-蓮 高精度成型技術を活かした自社フィギュア製品の製造販売展開 大野城市
4236 株式会社大成物産 柿の種を活用した煎餅の開発・販売 朝倉市
4237 株式会社グレース 安全で効果的な耳ツボ療法施術用シート「微弱電流・圧迫型耳ツボシート」の開発・製造・販売 北九州市門司区
4238 合同会社からくりえいと ニートと身体障がい者を対象にした新しいクラウドソーシングサービスの展開 福岡市城南区
4239 佐藤荘 ペットの温泉治療を目的とした温泉サービスの展開 朝倉市
4240 ジャムマスターモータービルド ハーレーダビットソンのカスタムカウル（外装部品）の開発とコンプリート車輌販売事業拡大 久留米市
4241 有限会社ジェイキャスティング 接遇力、企画提案力および人脈を活かした葬祭アシスト事業及び終活イベント事業の展開 久留米市
4242 リフレッシュサービス筑紫野 ふとん診断会・カルテ作成導入による顧客ニーズに合わせたサービス提案の充実 筑紫野市
4243 株式会社髙砂 非公開 大牟田市
4244 株式会社クリハラ コンパクトな豆乳製造装置及び豆乳カフェ新業態の開発 久留米市
4245 有限会社ビッグワン 非公開 久留米市
4246 株式会社バレコ 日田産杉を利用した国産家具の海外輸出展開 柳川市
4247 株式会社３Ｓ 不動産管理会社向け映像管理システムの提供 非公開
4248 株式会社ウォータームーン ネイル・まつげエクステサロンのブランディング及び経営体制の強化 久留米市
4249 株式会社綾部農園 航空写真を利用した田畑管理システムの導入による業務の効率化及び栽培面積の拡大 朝倉市
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