
平成２６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
4250 ＬＥシステム株式会社 非公開 久留米市
4251 木下木芸 空間を変える組子ランプシェード「華キューブ」の開発 大川市
4252 株式会社レセプター 非公開 北九州市小倉北区
4253 株式会社アールズエバーラスティング ゼネコン・ハウスメーカーへの工事現場駐車場斡旋に特化したサービスの提供 福岡市中央区
4254 西日本設計工業株式会社 『環境汚染を防ぎ、人命も守る革新的な「新バルブ」の試作開発』 北九州市小倉北区
4255 株式会社ロビンズ ファッション性の高い綿・麻バックの企画、製造販売の一貫体制の構築 北九州市小倉北区
4256 城後仏壇店 ３６０度ナチュラル・クリアーサウンド空間を創る小型スピーカーシステムの開発 八女市
4257 Ｉｎｔｅｒ Ｈｕｍａｎ株式会社 非公開 福岡市博多区
4258 もぐ株式会社 ドレス試着シミュレーションシステム「Virtual Princess」の開発、販売 福岡市博多区
4259 株式会社メグシ 非公開 遠賀郡遠賀町
4260 株式会社アスファクト 衣類・靴のクリーニングおよび手直しサービスのワンストップサービス展開 福岡市南区
4261 九銘ハウジング株式会社 フルボ酸を含む温泉水を活用した発芽にんにくの栽培及び販路開拓事業 大川市
4262 有限会社ゼスト 非公開 春日市
4263 フードショップやの 志賀島弘産わかめの有効成分を使用した無香料ノンシリコンシャンプーの販売 福岡市東区
4264 有限会社あぷろ 「あ！プロチヂミ」（チヂミミックス粉）と「あ！プロスンドゥブ」（スンドゥブチゲスープ）の開発 福岡市博多区
4265 タビノキセキ ステンレスに直接貴金属メッキをかけたニッケルフリーのアレルギー対応チェーンの開発・販売 糸島市
4266 有限会社アグリサーチ 街中の空き施設を利用したハーブの小規模植物工場の開発と販売 福岡市中央区
4267 株式会社若山食品 非公開 築上郡吉富町
4268 株式会社ゼックフィールド 独自のナノバブル技術による「溶残酸素低減装置」・「船舶用鮮度保持設備」の開発と販売拡大 福岡市東区
4269 株式会社アールコレクション モロッコ産自然由来素材を用いた化粧品の開発・販売 福岡市中央区
4270 株式会社芦屋ボデー 買い物難民対策に有効な移動販売車の製造 遠賀郡遠賀町
4271 株式会社ラ・レベル 美容サロン併設による若い女性が気軽に通える整骨院事業の展開 福岡市博多区
4272 ＧＲＡＮＲＩＤＧＥ 地域精神医療情報サイト「まちのDOCTOR'S」の提供 福岡市中央区
4273 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ スイゼンジノリを活用した高品質無添加化粧品の開発 豊前市
4274 有限会社イーデザインショップ 「訪問型お客様係育成」による地域密着ＷＥＢマーケティングサポート 糸島市
4275 合同会社煙家工房 福岡産鮎を使った燻製商品の開発 福岡市博多区
4276 有限会社フジノ香花園 こだわりの有精卵「金太郎卵」を生かした加工食品の開発と農業用肥料の販路開拓 筑紫郡那珂川町
4277 非公開 非公開 非公開
4278 ミネルヴァ山荘 珈琲の味覚を自覚させる焙煎塾開催による顧客のファン化 糟屋郡宇美町
4279 株式会社魚義 オーダーメイドの和式結婚式のプロデュース開発 久留米市
4280 Studio Somcha Club プロダンサーが教える託児機能を備えたダンススタジオの事業展開 筑紫野市
4281 ＷＩＳＨ青果 契約農家を支援するための規格外農産品を活用した加工食品開発 小郡市
4282 株式会社ゼロプラス 地元野菜を使った芦屋ブランド商品の開発 遠賀郡芦屋町
4283 Public house LINK カレー専門店へのオリジナル「ジャークカレー」の卸売り 福岡市南区
4284 アトリエＳhin がん治療後の髪の毛を元に戻すためのトータル・サポート事業の展開及び　オリジナル・ケアウイッグの販売 宗像市
4285 株式会社ＫＭＪ 複数系統のサーバーと専用WEBサイトによる、EC事業者向け簡単バックアップサービスの提供 福岡市博多区
4286 エムズプロジェクト 持ち帰り飲食店のメニューコラボと老舗の技術を取り入れた新商品開発 福岡市博多区
4287 博多曲物　玉樹 伝統の博多曲物を現代の記念品ニーズに活かす「新しい器商品」の開発 糟屋郡志免町
4288 田舎屋 那珂川町の特産品ヤーコンを使用した「そばかりんとう」の開発・販売 福岡市南区
4289 有限会社ミルク館と生活向上委員会 牛乳の宅配ルートを活用した棚田農家と消費者をつなぐ「産消連携事業」の展開 遠賀郡遠賀町
4290 若波酒造合名会社 しぼりたての風味を活かしたフレッシュな日本酒の生産体制構築 大川市
4291 株式会社ｃｈａｎｇｅ 台湾向け日本人理・美容技術・商材の輸出事業 福岡市中央区
4292 クワトロデザイン株式会社 結婚式に特化したライブエンドモザイクアート事業の展開 太宰府市
4293 株式会社串ざんまい 自動販売機による本格焼き鳥の販売展開 糟屋郡志免町
4294 有限会社南水産 乾燥海産物にこだわった炊込みご飯の素の開発 築上郡吉富町
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4295 株式会社サンピット 地域貢献と収益化を図る移動販売事業の取り組み うきは市
4296 有限会社イマヤマ マグネットが付けられる木目柄不燃壁材の開発生産 大川市
4297 株式会社グローバルネットプランニング 「香り」を用いた法人向け空間演出のトータルサポートサービス 久留米市
4298 税理士法人アップパートナーズ 多様な経営者ニーズにワンストップで応える適材適所「製造」・「サービス」機能分離方式の導入 福岡市博多区
4299 株式会社ダイキ・ジャパン 食肉等の細胞破壊抑制技術を用いた長期鮮度保持能力を有する急速凍結機の製造と販売 福岡市博多区
4300 英一郎製磁 強化磁器アクサセリーの量産化及び販路開拓 春日市
4301 雀倶楽部 コミュニケーションの向上に役立つ老人ホーム・デイサービス施設への麻雀卓レンタル事業の展開 筑紫郡那珂川町
4302 メイト自動車 自動車整備業の強みを活かしたロードサービスの展開 うきは市
4303 絆 ネイルサービス未経験層をターゲットとした新メニュー「ネイルサービス」の提供 春日市
4304 有限会社田中屋 出張バーベキューの雨天・猛暑対応型サービスの展開 糟屋郡志免町
4305 有限会社クリエイティブ・ゼン 連携体形成による不動産・建築・管理等のワンストップ受注 福岡市早良区
4306 ヘアアンドメイクヤマグチトゥシェル カフェバー併設型理容店の提供と従業員の育成 福岡市南区
4307 有限会社シーガルイン 非公開 福津市
4308 株式会社快適空間FC 南斜面を活用した太陽光メガソーラ事業による事業展開 福岡市博多区
4309 ポップオフィスイハラ 「ＰＲチケット名刺」制作・販売の事業展開 筑紫郡那珂川町
4310 ＹＹ企画 「知識と実務を関連づけた資格試験予備校」の開校による地域建設業ネットワーク体制の強化 筑紫野市
4311 株式会社ゆり庵 食堂ジョブラボ・グループホーム新設・生活支援事業による障がい者向け福祉サービスの展開 宗像市
4312 山歩 飲食店を併設した製造販売一体型豚足店の展開 うきは市
4313 伊昇建設 地元住民が安心して相談できる住まいの相談窓口の開設によるワンストップサービス提供 遠賀郡水巻町
4314 菓子工房ル・ボヌール 人生設計支援型　婚活・恋活事業の展開 大野城市
4315 株式会社オークマ 高齢者とその家族のコミュニケーションを密にする「会話が聞きやすくなる高齢者向け音パネル」の開発 朝倉市
4316 西部建設工業株式会社 水圧切削ガンによる低コスト・高精度・短工期の修繕維持工事の実施 北九州市門司区
4317 株式会社アミスト 加速度計を用いた3次元簡易フィードバックシステムの開発 糟屋郡新宮町
4318 シキソンパワー株式会社 非公開 福岡市早良区
4319 シスメット株式会社 携帯電話回線を活用した気象予測システムの開発及び新気象サービスの拡販 北九州市小倉南区
4320 株式会社脳力アルファ 脳活性を促す「直脳式」トレーニングシステムの販売展開 北九州市八幡西区
4321 株式会社立山自動車工業 車検と観光をセットにした『トラベル車検』（仮）による新規顧客の獲得と地域活性化の推進 久留米市
4322 立石蒲鉾店 “揚げたて”のおいしさを提供するための新たな製造（冷凍技術）方法の導入 福岡市博多区
4323 株式会社岡崎製作所 高速加工機、5軸加工機を導入したダイカスト金型・部品の生産体制強化の確立 北九州市戸畑区
4324 プラスワン 独自の焼き台をセットした焼き鳥移動販売車の販売展開 糟屋郡新宮町
4325 ラインナップ 「購入の検討から納車までの流れが見えるシステム」の構築による遠方顧客への販売拡大 筑紫郡那珂川町
4326 久和原製作所 最新マシン導入での生産性向上による特異の油溝加工の販路拡大 糟屋郡新宮町
4327 有限会社矢ヶ部石材 非公開 筑紫野市
4328 株式会社まあるいテーブル ファスト・フードスタイル（安い、速い、うまい）のパスタレストランの展開 福岡市早良区
4329 株式会社オフィスワングループ お客様のライフプランに合わせた住宅購入支援事業展開による高付加価値サービスの提供 大野城市
4330 株式会社ソリューション 創業時に必要なインフラ整備と営業力強化をサポートする創業支援事業の展開 福岡市博多区
4331 株式会社タウンズポスト 「データクリーニングシステム」の導入によるお客様の発送コストの削減と当社の事業拡大 福岡市中央区
4332 株式会社メグム 非公開 糸島市
4333 ワイルドウインド 九州初の本格的マウンテンバイク専用コースを核とした顧客層の拡大 嘉麻市
4334 有限会社K, dental 摩耗しないジルコニア人工歯の開発及び患者の自然歯を活かす「ペリオデンチャー」技術の普及推進 北九州市小倉南区
4335 デジ・アド株式会社 サイバー大学Cloud Campusを使ったミドル・シニア世代向けソーシャルe-Schoolの提供 福岡市博多区
4336 サクラみそ食品株式会社 いつでもどこでも使える簡単・便利な個食用味噌、および麹製品の開発・販売 久留米市
4337 株式会社平戸屋 非公開 久留米市
4338 株式会社みかげ ＪＲ駅弁参入による仕出部門の業務効率化と弁当商品力の向上 福岡市東区
4339 株式会社温 「鉄なべ餃子」の新規販売展開と工場新設 北九州市八幡西区
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4340 株式会社博多三氣 県産品活用と博多をイメージした店舗づくりによるラーメン店FCの県外・多店舗展開 福岡市南区
4341 有限会社ティ・アール・ジィ 近未来型棺台レール「ブリリアンス」の量産化に向けた開発・販売 大野城市
4342 アイ・ティ・オ・エコ 独自のバイオ菌を使用した、信頼性のあるグリーストラップ洗浄装置の開発 筑紫野市
4343 西日本ポリマー産業株式会社 コンクリート構造物の長寿命化に貢献する新たな補修材等の開発 福岡市南区
4344 三島商店 福岡県産食材を使用したコロッケの開発とイートイン設置での新たな需要の開拓 飯塚市
4345 有限会社古賀商会 製販分離体制の構築による住宅資材の安定供給体制確保と営業強化 大川市
4346 クリエイトバリュー 非公開 福岡市東区
4347 松本興産株式会社 緊急事態における安全を確保する人工呼吸器ユニットの普及展開 福岡市東区
4348 環境開発興業株式会社 GFRP製下水道補修管穿孔用工具の試作開発 北九州市八幡西区
4349 株式会社栄住産業 壁面診断システムと新ゴムアスファルト防水でRC建物管理改修事業への進出 福岡市東区原田
4350 株式会社昭和テックス 鉄道のシステム信頼性向上のための新幹線向け高耐久性レールボンドおよび打音検査機の開発 古賀市
4351 タカハタプレシジョン九州株式会社 新規事業としての医療機器分野への進出に伴う新生産体制の確立 鞍手郡小竹町
4352 株式会社筑水キャニコム 部品点数を画期的に減らす生産効率化による海外展開の強化 非公開
4353 株式会社Ｅ＆Ｉ 新商品「タブレットを活用した見守り端末」の開発と「地域ぐるみの見守りサービス」の提供 福岡市博多区

4354

株式会社カスタムグラビア
株式会社西日本ジーシーセンター
株式会社ニチダイ 非公開 福岡市博多区

4355 有限会社 トマト 3次元の凹凸を持ったツキ板及びシート貼り不燃ボード商材の商品開発 大川市
4356 株式会社燦樹 にんにく臭を抑え機能性を高める、レスベラトロール入りにんにく卵黄の商品開発・事業化 久留米市
4357 ティーケーピーネットワーク株式会社 海上養殖場への船舶侵入検知通報システムの製作・販売 太宰府市
4358 有限会社ケーキハウス・アン 出来立ての生ケーキをお届けする洋菓子の宅配事業の本格展開 福岡市東区
4359 糸島学習塾ＹＥＳ コーチングの手法を活用した学習塾の展開 非公開
4360 株式会社エンジョイプラン 相続物件を持つ家族のニーズに応える空き家管理サービスの事業化 北九州市小倉北区
4361 株式会社 Giga-Net Communications Kinectを利用したスポーツサポートシステムの開発および製品化による経営基盤強化 福岡市東区
4362 株式会社明治屋食品 非公開 太宰府市
4363 株式会社杉工場 高性能機械導入による生産ライン効率化と「製造・デザイン・営業」三位一体体制の構築 うきは市
4364 株式会社益正グループ 非公開 福岡市中央区
4365 有限会社セモルシージャパン 目に負担が少なく自然に見える高付加価値つけまつげの新技術開発による経営安定化と拡大 非公開
4366 株式会社エスジー・ワーム生命科学研究所 食べても安心安全なペット用スキンケア商品の開発と事業化 福岡市東区
4367 梅崎フラッシュ 非公開 非公開
4368 富士食品株式会社 糸島産卵と糸島産食材による「糸島ぶっかけ飯（仮称）」の開発・製造及び展開 糸島市
4369 桃井設備 空調配管のユニット化による空調設備工事現場作業のシステム化と合理化の推進 筑紫郡那珂川町
4370 美・ＳＴＡＴＩＯＮ 介護施設向け「美のファッションアドバイザー事業」の展開 京都郡みやこ町
4371 にしだ写真館 新店舗での「三世代家族写真展」の企画・開催による地域高齢者顧客の受注拡大 柳川市
4372 株式会社いこいルーム 新規顧客獲得を目的とした介護保険外のプチデイの実施 春日市
4373 株式会社アイリンク・アソシエイツ 「サプリ確認コール」及び「顧客データベース」を軸にした自社通販事業の開始 福岡市博多区
4374 協栄塗装 観賞用シュリンプ（えび）の循環型飼育と新品種作出・販売 太宰府市
4375 グリンプ 非公開 糟屋郡志免町
4376 有限会社ナカタ 学習塾との相乗効果を高める、バイリンガル育成の英語学童クラブの事業展開 北九州市小倉南区
4377 LE　COEUR 美容室によるワンストップトータルビューティーの提案事業展開 太宰府市
4378 インテリアＮＡＧＡＴＡ 内装と一体化したオーダー家具製造による新規顧客の獲得 福岡市博多区
4379 株式会社エイシマ ガラス食器・陶磁器へのサンドブラスト加工による客先別ｵﾘｼﾞﾅﾙ食器の企画・提案 久留米市
4380 三幸工業株式会社 民間電気工事監督業者への現場資料及び営業資料一括提供サービスの展開 北九州市小倉北区
4381 花いちもんめ 小笠原家由来のぬか床と四季毎の地域食材を使ったぬかみそ炊きの商品化 京都郡みやこ町
4382 ラ・セーヌ 手作り・専門志向のデザートメニュー拡充による、宅配軽食店からフルサービス喫茶店への業態変更 うきは市
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4383 まつみ株式会社 廃材（草）を活用した木質・針・広葉樹ペレットの開発製造及びインターネット販売の実施 福津市
4384 株式会社グローバルエンジニアリング デマンドサイドニーズに合わせたデマンドレスポンス事業と新電力事業の展開 古賀市
4385 株式会社ダイショク 給食センターや高齢者施設のニーズに応える冷凍キノコ事業の展開 糟屋郡志免町
4386 スポーツ・ワン・インターナショナル株式会社 非公開 福岡市東区
4387 有限会社ないとう 額縁製造・販売に裏打ち加工・プレート刻印サービスを加えたサービスの提供 久留米市
4388 惣菜畑がんこ 糸島の厳選素材を使用した「びん詰め納豆」の生産体制の構築によるギフト市場進出 糸島市
4389 くまや蒲鉾株式会社 鰯つみれのレトルト商品の製造・販売展開 古賀市
4390 有限会社くまタクシー 車椅子のまま乗車できる福祉タクシーの導入および地域の高齢者等への利用促進 久留米市
4391 有限会社ＨＡＮＡＫＯ 幼稚園・保育園に的を絞った除菌、消臭対策事業への進出 福岡市南区
4392 スピードモーターガレージ ミニモーターショー＆試乗会の開催による新3輪バイク「スパイダー」の販売拡大 福岡市西区
4393 株式会社重富印刷 お客様企業の販促活動代行サービス「重富アシストサービス」の展開 糸島市
4394 有限会社東肥産業 廃油精製のハブ拠点化とグリストラップ清掃・汚泥回収の取り組み 三井郡大刀洗町
4395 ホルツ 吉富町商工会キャラクター「かみんくん」をかたどった『かみんくんパン』の開発および商工会との連携販売 築上郡吉富町
4396 株式会社シー・アール・イー 非公開 福岡市博多区
4397 フジヤ 体験型シガーカフェの事業展開 古賀市
4398 株式会社お掃除でつくるやさしい未来 えがお巡回清掃事業の全国展開 春日市
4399 ＥＩＰコーポレーション 提案型の建物内外環境改善サービスの事業拡大 久留米市
4400 シンエイ塗装 塗装工事におけるカラーシミュレーションの活用での受注率と顧客満足度の向上 春日市

4401 はちみつジャム工房ＢｅｅＢｅｅ 「はちみつティー・はちみつ青汁」の製造、販売 大野城市
4402 ハウス工房アサノ 珪藻土を用いたデザイン性の高い壁面塗装工事の本格展開によるリフォーム工事の受注強化 久留米市
4403 株式会社オフィスマロウブルー アロマテラピープロ養成講座の開設と香りのデザインプロデュースによる新商品の開発・販売展開 小郡市
4404 株式会社ごとう醤油 『黒田藩伝承　鶏の味噌漬け』の開発による土産品市場への本格参入 北九州市八幡東区
4405 株式会社トゥブルーム 訪日外国人観光客向けタブレット端末観光ガイドサービスの開発 春日市
4406 hair resort Boum Boum kasuga マッサージメニューの強化による付加価値向上と新規顧客の獲得 春日市
4407 株式会社AZ建築コンサルタント 未利用狭小地を活用した都市型コンクリート住宅の建築コンサルティング事業の展開 福岡市東区
4408 有限会社三貴プラン 空撮データを活用した「赤外線解析・耐震診断・太陽光メガソーラー法定点検」等の事業サービス展開 久留米市
4409 ＢＥＮＥＳＵ春日原宇野 「足元から健康になる」がコンセプトの健康づくりセミナー等による機能性健康靴の販売 大野城市
4410 ヘアーシエスタ　DUE 脱毛や薄毛に困っているお客様のための「育毛促進コース」の事業展開 福津市
4411 株式会社一心 非公開 筑紫野市
4412 有限会社共栄建設 「多仕様簡易型・エプロン搭載ガットバージ船」による港湾工事分野への進出 柳川市
4413 株式会社日栄紙工社 非公開 北九州市小倉北区
4414 株式会社エコスター 交流駆動LED+樹脂製器具筐体+調光装置による究極の省エネ型照明器具の開発及び販売 福岡市博多区
4415 有限会社志岐インテリア工業 従来の箱物家具の角に丸みを加えた柔らか味・癒し感のある新製品の開発 大川市
4416 株式会社アピカル 非公開 福岡市中央区
4417 株式会社丸屋 低料金寝具レンタルシステムによる客数アップと生産性向上の実現 春日市

4418 熊川食料工業株式会社 非公開 みやま市
4419 松山櫨復活委員会 櫨蝋を使った安心安全・高品質な化粧石鹸と保湿クリームの開発・販売 久留米市
4420 エーケン工業有限会社 手軽に栄養分を取れる「セロリふりかけ」と「セロリかりんとう」の開発とギフトセットの提供 柳川市
4421 株式会社C.F.C.company 非公開 福岡市中央区
4422 株式会社コーセイジャパン 低コスト高効率ＬＥＤ照明の開発 京都郡苅田町
4423 広松木工株式会社 ビーンズを施したプランターボックスカバーなど木材の端材を利用した商品開発 大川市
4424 ルート２８ 修理中も安全・安心・快適な代車でカーライフが送れるレンタカー及びレンタバイク事業の展開 福岡市早良区
4425 大和環境サービス 破砕機の導入による廃棄物の再資源化 柳川市
4426 M・Tトータルカーショップ ＨＶ車を中心としたエコカーのカスタマイズサービスの取り組み 久留米市
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4427 井上仮設工業株式会社 企業・団体主催のイベントや祭り向けに特化した出張バーベキュー事業の展開 糟屋郡久山町
4428 ＭＪＴジャパン 子請・孫請企業との連携強化によるコンクリート施設調査の新規顧客獲得 春日市
4429 ムッシュウＨｉｒｏ オリジナル洋菓子【開運の鈴】の商品刷新、及び販路拡大 久留米市
4430 Ｒｉｎ整体院 高齢者向けソフト整体コースの新設と健康体操教室事業の実施 古賀市
4431 菓子工房　あづまや 五感で焼きたてが楽しめる菓子店舗への改装開店と地域性の高いオリジナル商品の開発販売 みやま市
4432 ジョルトコーヒー 非公開 福岡市西区
4433 アイレックス プロデザイナーによる応援グッズの企画・販売事業展開 糟屋郡宇美町
4434 やすだ発電 スローライフ体感ツール「ぬくみちゃん」の開発 福津市
4435 株式会社アイネット 太陽光発電の監視及びアフターサービス事業の展開 久留米市
4436 株式会社ビートレーディング 「洋風家具付けマンション」をショウルームとして活用する家具販売の拡大 大川市

4437
株式会社アクルス
小松酒類販売株式会社 非公開 宮若市

4438 有限会社ダイホウ西日本 「車両底部劣化防止用のガラスコーディング機能付き下部洗車機」の製造販売事業 古賀市
4439 株式会社つじ 非公開 非公開
4440 有限会社美建工業 住宅の水回りトラブルを事前に防ぐ「水回り健康診断サービス」の展開 太宰府市
4441 ダン工業有限会社 超軽量輪木代替品「リンギー君」の開発、販売 大野城市
4442 有限会社ほのぼの 顧客オリジナルの袋に２合の米を詰めたノベルティ「お米deギフト」の販売による販路拡大 朝倉郡筑前町
4443 Ｉ－ＳＴＯＮＥ 様々なニーズに応える自然葬用永代供養墓の販売 宗像市
4444 スモールハピネス 洋裁教室を取り入れたウエルカムドールの安定生産体制の確立 糟屋郡篠栗町
4445 株式会社日本ノベルティ タブレットを用いた安価で導入しやすい無人受付システムの開発 福岡市博多区
4446 株式会社POWER　EAST　CONNECTION 高級和食店におけるテーブルオーナー制の導入による売上拡大 久留米市
4447 メディライフ株式会社 発熱剤を利用した防災食としての炊飯セットの開発・販売 太宰府市
4448 平田バッテリー機器株式会社 “かわいい車専門店”と女性限定の個人売買仲介事業展開 筑紫郡那珂川町
4449 リュウズ ブティックとの共催による、地域シニア女性向けウイッグ等（健康及び美容商品）催事販売事業の展開 糟屋郡粕屋町
4450 重冨自動車整備工場 家族客を取り込むためのファミリー・カーライフサポートサービスによる販売拡大 朝倉市
4451 有限会社安永精工 切削工具の高精度化による自動車部品関連企業への提案力強化 柳川市
4452 株式会社NEP　JAPAN　 太陽電池モジュールと一体型の超薄型マイクロインバータの開発と販路拡大 福岡市博多区
4453 新廣瀬商事株式会社 食品包装容器の中国市場への参入 三井郡大刀洗町
4454 TLC株式会社 着付師が開発した、誰でも一瞬にして美しい着姿になれるオーダーメイド着物の開発販売 福岡市博多区
4455 株式会社リーフライト リチウム電池を一体化した高性能ソーラーライト及びソーラーライトシステムの開発と販売 大野城市
4456 株式会社スミヨシ 大豆100%パンの開発及び販路拡大 八女市
4457 株式会社マルミツテクノ 高精度加工用CAMの導入による自社独自の高精度羽根車加工技術の確立 太宰府市
4458 株式会社永善塗料産業 地域初のUV漆塗装の家具・建具製品の開発と販路開拓 柳川市
4459 株式会社ＢＩＫＯＵ－ＬＥＤ ＬＥＤメーカーへの転身による直販体制の確立及び海外ＬＥＤ事業への進出 福岡市東区
4460 株式会社クロワッサン 無塩・低塩パン専用製造ラインの確立による生産効率化と増産体制の実現 大野城市

4461
株式会社中村製紙所
株式会社中村園 トレーサビリティを重視したハイクオリティフーズの開発･販売 八女市

4462 株式会社男前ケータイ 非公開 福岡市博多区
4463 小山自動車 山間部農家への農機具整備・販売業務の展開 八女市
4464 新歯サービス CAD/CAMシステムを活用した歯科技工物の高度化実現による収益力アップ 遠賀郡岡垣町
4465 株式会社福岡生物産業開発研究所 非公開 久留米市
4466 有限会社ブルージェイ 調湿素材モイスを使った日用家庭用品の開発と販路拡大 春日市
4467 有限会社エヌ・ティー・ケイ 地元産野菜を使ったオリジナル手作り感覚レトルトカレーの開発 太宰府市
4468 株式会社ワールドインフォメーション グリーンの速さを設定したパター練習用マットの開発・販売 春日市
4469 梅薫酢醸造元 地元農家を支援するオリジナル商品のＯＥＭ製造販売事業の展開 筑紫野市
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4470 福盛醤油醸造元 「希少糖」を使用した健康志向の醤油の開発 朝倉市
4471 株式会社ジェイマックス おひとり様のニーズに応える女性専用居酒屋の展開 福岡市博多区
4472 株式会社八双建設 オリジナル木製タイルの施工サービスの開発 筑紫野市
4473 有限会社進藤商店 生産設備導入によるコスト削減型の鯖燻製の新商品開発と販路拡大 糟屋郡新宮町
4474 株式会社協栄エレクトロニクス 「組込軽量Ｒｕｂｙ」言語搭載  『スマートアプリ（ＨＥＭＳ等）対応一貫学習キット』開発 福岡市中央区
4475 有限会社天龍堂製菓 食べきりサイズ・カップ入りかりんとうの開発 福岡市博多区
4476 有限会社シルバー セルフ式クリーニング取次ポスト「ポストキット」の導入による新規顧客の獲得 春日市
4477 ドックヘアーエピ 犬の皮膚トラブル改善へ新たなケアトリミングのサービス提供 田川郡香春町
4478 木村屋 筑後初！バームクーヘン専門店「SAKURANOKI」の展開 八女市
4479 非公開 非公開 非公開
4480 癒悠館カイロプラクティック 移動販売車を活用した出張サービスによるカイロプラクティック事業の拡大 遠賀郡芦屋町
4481 相撲料理 若杉山 名代若杉山の本格的相撲料理の商品化と販路拡大 糟屋郡志免町
4482 有限会社芥屋倶楽部 糸島の海に面した旅館での企業・団体向けセミナールーム活用プランの展開 糸島市
4483 学童保育　ひで坊ん家 コーチングを用い個々の家庭力を上げ、国際人の育成を保護者との両輪で行う学童保育所の展開 福岡市中央区
4484 肉の神戸屋 黒毛和牛の店頭オークション販売とデリカ＆イートインの取り組みによる集客力強化 飯塚市
4485 ルクソースター・ココ有限会社 こだわりの素材【黒豚くろさだ】を使った料理の新たな提供方法による販路拡大 春日市
4486 アシスト 遊漁船オーナー向けの高品質・短納期船底塗装事業の展開 福岡市中央区
4487 有限会社写真館タダシ 顧客管理強化と「飾るアルバム」「フォト&メッセージ」展開による売上向上 北九州市小倉北区
4488 アルク農業サービス合同会社 後継者不在の農家と就農希望者を結び自立した新農家を育てる農業承継サポート事業の展開 築上郡築上町
4489 有限会社まんぷくカンパニ バーベキュー場ナビサイトと独自の提供方式による出張バーベキューの全国展開 北九州市戸畑区
4490 スタジオフィール株式会社 訪日外国人への和装ブライダル撮影の提供 福岡市博多区
4491 川北機械 品質・工程管理プロセスの見える化による航空機分野事業拡大 直方市
4492 株式会社ウィンドファーム 生産段階から関わった安心・安全な有機栽培カフェインレスコーヒーによる顧客層の拡大 遠賀郡水巻町
4493 有限会社和田自動車 LINE＠アプリのコミュニティを入口とした受注システムの確立と新規顧客 宮若市
4494 カーショップスリーセブン リチウムイオンバッテリーを搭載した新型キャンピングカーの開発及びレンタカーサービスの展開 柳川市
4495 ネイルトリート・ルクソー株式会社 美容室をターゲットとしたネイルの教育コンサル事業の本格展開 春日市
4496 福吉水産 糸島産真鯛を使った、骨ごと食べられるオリーブオイル漬けの販売 糸島市
4497 ＹＡＫＩＴＯＲＩ善 幹事サポートサービスとファミリー層をターゲットにしたセルフ焼き鳥の展開 糟屋郡宇美町
4498 オフィスブルーミングスマイルズ ノンバーバルコミュニケーションの個別指導サービスの提供 直方市
4499 株式会社merihari オゾン除染システムを用いた脱臭・除菌バスター事業の展開 春日市
4500 Lovely　Grace 発表会及び写真館等でのレンタルサービスと親子ペア衣装の販売 小郡市
4501 株式会社ドリームホールディングス Unity及びOculus Riftを使ったバーチャルリアリティ(VR)ソフト開発事業 福岡市博多区
4502 株式会社ワンズコーポレーション 高齢者在宅介護用家具シリーズの開発 柳川市
4503 陶芸工房プラス 生活提案による需要創造型陶芸教室の展開 糟屋郡宇美町
4504 有限会社みのりの郷 介護保険非対象者と地域高齢者を元気にする地域交流スペースを設けたデイサービスセンターの開設 直方市
4505 株式会社昭和企画 非公開 福岡市城南区
4506 心暖堂整骨院てあて 親子で出来る体幹トレーニング指導事業の本格展開 大野城市
4507 有限会社快建築舎 資金計画、構造見学会、施工状況伝達により顧客関係性を強化する注文住宅販売 田川市
4508 有限会社サンジュエリー ジュエリー商品の生産プロセスの革新と地域性を持たせた新たなブランドの展開 久留米市
4509 アプロディーテ&Co．株式会社 非公開 福岡市東区
4510 株式会社立石フーズ 通販ギフト商品の開発および顧客の意見を吸収する仕組みの導入による直売比率の大幅向上 三井郡大刀洗町
4511 合資会社ロォーリング デッドストック生地を活用したオリジナル商品の開発と販路の開拓 三井郡大刀洗町
4512 有限会社小郡ホンダモーター 下取り中古車の直販を核とする販売サイクル構築による新規顧客開拓と競争力強化 小郡市
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4513 株式会社サン友創作工房 木のぬくもりと匠の技を生かした家具製作事業の展開 北九州市小倉南区
4514 ギャロップオーディオサービス 販売からメンテナンスまで一貫したサービスとリーズナブルな価格での電動カート・電動バイクの普及展開 糟屋郡粕屋町
4515 工房　美輝 錫を貝の形に加工した、花瓶や水槽、水筒に入れる小物の製造・販売 大野城市
4516 Pakira　Art　Design 障がい者施設と連携した「女性起業家販売促進応援パック」の提供 非公開
4517 RESPIRE 駅前立地中古車販売店の在庫車を活用したレンタカー事業の展開 春日市
4518 MEN'S ONLY SALON NO-DO HAIR メンズオンリーサロンならではのリラクゼーションメニューの強化による新規顧客の獲得 春日市
4519 近本畳工業所 有機減農薬イグサを使用した「天然イグサの癒し畳グッズ」の開発・販売 筑後市
4520 天ぷら七八 おとぎの国をイメージし、とことん「癒し」にこだわったリラクゼーション「らくや」の新設 朝倉市
4521 有限会社サンケイ装業 単身高齢世帯向けの廃品回収・回復工事及び家具再生サービスのワンストップ展開 糟屋郡須恵町
4522 有限会社老木園 アジア・欧州市場に向けた日本製花き（植木・盆栽等）の輸出事業の本格展開 久留米市
4523 株式会社九州ＢＴＳ 新製品「BMCS装置」の生産及び販売展開 北九州市若松区
4524 株式会社ＣＲＥＡ ＤＩＹリノベーション手法を活用した賃貸物件の有効利用による地域活性化への積極的貢献 大牟田市
4525 株式会社コラボプラネット 全国の過疎地域におけるお寺とインターネット教材を活用した学習塾のフランチャイズ展開 糸島市
4526 有限会社田尻電機製作所 非公開 鞍手郡鞍手町
4527 有限会社メイク 『シンクロムーブ』（開閉同時両開きドア）の開発 糟屋郡篠栗町
4528 A-WING株式会社 再生可能エネルギー発電と淡水化装置を組合せたシステムの製造と開発途上国への販売展開 久留米市
4529 株式会社個別指導塾スタンダード ジャパンクオリティで提供する地域密着型個別指導塾の海外展開 福岡市博多区
4530 マリンバイオテクノロジー株式会社 活魚の麻酔コンテナ開発と活魚販売 宗像市
4531 有限会社鬼丸雪山窯元 高取焼の技術を生かした洋平皿の量産体制の構築 朝倉郡東峰村
4532 有限会社鶴得介商店

「歩行改善」のコンセプトショップ「あるくと＋」を中心とした「障がい児」と「高齢者」の自立支援・社会復帰支援事
業 八女市

4533 酒のメイトーク 地域密着・ローテク型の高齢者および空き家・空き地の見守りサービスの展開 八女郡広川町
4534 日本エコシステム株式会社 エミューの飼育から、産学での共同研究、地域での加工を実施するエミュー事業の展開 筑紫野市

4535
株式会社ネイチャー
株式会社ティエムワイシステム 光触媒の作用・効果を十分発揮できる水質浄化装置の開発と製品化 春日市

4536 株式会社ジョブ･ネット ライブハウス事業への参入 福岡市中央区
4537 合同会社ライフサポート桜並木 障がい者の雇用及び自立支援を促進できる認知症高齢者福祉サービスの展開 久留米市
4538 旭菊酒造株式会社 純米酒でつくる梅酒の開発と玉ねぎの丸ごと粕漬けの真空パック販売の提供 久留米市

4539 株式会社カウテレビジョン 企業PR用映像レンタル事業の展開 福岡市中央区
4540 瑞穂菊酒造株式会社 地域初の夏季における搾りたて生酒づくり 飯塚市
4541 合名会社山口酒造場 非公開 非公開
4542 ダイワインクス株式会社 新製版方式によるリードタイム短縮とクロスメディアによる販売促進 久留米市
4543 有限会社いりえ茶園 お茶の粉末を使用した歯の健康を保つ歯磨き粉の開発 八女市
4544 フコイダンジャパン ざくろの種子を使った健康食品の開発 福岡市東区
4545 ぴーぷるサロンこのみ

「レディースシェービング」を取り入れて女性と家族客を増やしていく理容・美容の垣根を越えたサロンづくりへ
の転換 鞍手郡鞍手町

4546 ピザカフェげんき畑 遠方顧客開拓のためのご当地ピザの開発と認知度向上のための販売方法の導入 田川郡福智町
4547 ailes ＪＲ駅弁参入による仕出部門の業務効率化と弁当商品力の向上 非公開
4548 株式会社１８９ 公道用ミニカー（X-Kart）の販売強化および幌などオプション部品の開発・販売 太宰府市
4549 ヘアメイクアビリティ 地域初！訪問エステティックサービスの提供 久留米市
4550 洋菓子工房ラ・ペ オリジナルプリントギフト菓子の製造・販売 久留米市
4551 ドッグサロン＆カフェ　ARALE 愛犬モチーフのオリジナル商品の提案・販売による顧客獲得 遠賀郡芦屋町
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4552 株式会社かね萬 三方良し次世代保育所モデルの構築 直方市
4553 株式会社エフスタイルドットコム 非公開 太宰府市
4554 株式会社ＨＡＳ 非公開 福岡市東区
4555 ハゼモト建設株式会社 <家事楽隊＞の営業強化による小口工事の受注及び空き家再生事業の展開 北九州市小倉北区
4556 非公開 非公開 非公開
4557 ファッションクリーニングかごしま 衣類のリユース事業による集客の取組み 太宰府市

4558 株式会社オノケン 非公開 福岡市博多区
4559 株式会社アート福岡 アマチュア野球情報専門誌「FB Scout」と野球ノートの制作・販売展開 福岡市南区
4560 有限会社九州精密 外注工程の内製化とLAPの技術承継による放電加工工程の生産性向上と短納期化推進 北九州市八幡西区
4561 安心計画株式会社 最適な収納スペースの設計・提案を可能にする収納プランニングシステムの開発・販売 福岡市博多区
4562 むなかた整体療院 東洋医学に基づく女性向け経絡美容整体の提供 太宰府市
4563 有限会社江﨑産業 独自技術に基づく木工工作機械用刃物の開発及び販路開拓 大川市
4564 有限会社キュウエイ 溶接国家資格を活用した大型装置製造体制の構築 北九州市若松区
4565 板井築炉株式会社 セラミックス複合材の検査システムの開発 北九州市小倉北区
4566 九大前不動産株式会社 非公開 福岡市西区
4567 株式会社社寺賛助協会 「回転式墓石」の開発及び販売の本格展開 久留米市
4568 株式会社はねや 非公開 福岡市博多区
4569 井上商店 エンドユーザーを対象としたサッシメンテナンス事業の本格展開 田川郡香春町
4570 有限会社マスブチカメラ 町の写真館・写真店向けクラウド型写真プリント・写真集作成システムの開発・販売 築上郡築上町
4571 門司印刷株式会社 非公開 北九州市門司区
4572 株式会社ネクスト レンタル車椅子にない、利用者本意の高機能で、体への負担が少ない車椅子の開発、販売 北九州市八幡西区
4573 ＭＯＮＯトレーダーズ株式会社 非公開 非公開
4574 とふろう動物病院 医療部門とトリミング部門の相乗効果による皮膚病予防を入口とするトリミング事業の強化 太宰府市
4575 株式会社ジーノ 臨床検査用プラスチック製品の自社による開発･販売体制の構築 久留米市
4576 ニューライフプランニング 地域密着型特典の提供による顧客獲得・維持の強化 福岡市博多区
4577 合同会社ワーク 非公開 嘉穂郡桂川町
4578 高鍋タオル株式会社 企画・開発から製造まで一貫体制の強みを活かした市販用デザインタオルの製造・販売 八女郡広川町
4579 近藤文具店 毒劇物薬品、高度医療機器の専門商材を取り扱う文具店へビジネス構造の変革 直方市
4580 株式会社田中不動産 非公開 八女郡広川町
4581 株式会社グローバルライン 不動産会社向け入居者管理サポートセンターの開設 北九州市八幡西区
4582 グローアップ 裏地に特徴をもたせたイージーオーダースーツの販売 小郡市
4583 hair room Cattleya 髪質や頭皮の状態を改善するためのヘアー・エステティックサービス事業の展開 春日市
4584 有限会社田代造園 コンセプトベースのモデルガーデン展示による個人顧客の受注拡大 北九州市八幡西区
4585 九州特種電線株式会社 非公開 飯塚市
4586 三栄商会 工事がいらないLEDの販売と無料診断サービスの開始 筑紫野市
4587 有限会社小野商店 非公開 大牟田市
4588 株式会社川端組 除草業務を軸としたトータルサービス展開による新規顧客の獲得 飯塚市
4589 町家カフェ太郎茶屋鎌倉飯塚店 地域ならではの自家製「飯塚ハンバーグ」「黒唐揚げ」のテイクアウトによる集客力強化 飯塚市
4590 からだサポート福岡　岡本治療院 独自の測定表による施術結果の見える化及び訪問リハビリマッサージ事業の展開 福津市
4591 株式会社TRADＥ MALL 一般家庭用ホルミシス温熱マットの開発と販売 筑紫野市
4592 宏光食品西福岡店 「寿し酢」熱烈ファンへの一升瓶６本セット販売及び一升瓶の１００％リユース 福岡市西区
4593 ALLWAYS 移動販売車にコンテナを組み合わせた地域住民のための飲食スペースの展開 北九州市若松区
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4594 株式会社Ｒe・Ｂorn 一般住宅向け太陽光パネルクリーニングサービスの展開 福岡市南区
4595 株式会社富士不動産 非公開 糟屋郡志免町
4596 有限会社野口食品 自社新ブランド商品の直販強化及び契約農家と連携した地元農産物の通信販売の展開 大牟田市
4597 株式会社タケマン 非公開 福岡市西区
4598 株式会社輪人 移動型パソコンスクール「学～Move～」サービスの提供 福岡市中央区
4599 株式会社タイセイ 「リトルママ学校」と提携した抗アレルギーに拘ったオリジナルセット商品の企画販売 福岡市中央区
4600 ゆず商店株式会社 非公開 久留米市
4601 有限会社華 地域住民のコミュニティスペースを兼ねる飲食店舗事業の展開 八女郡広川町
4602 フラワーショップ花urara 「urara通信」を活用した若い女性客への「花のある生活提案」による売上の拡大 筑紫郡那珂川町
4603 株式会社Ｂ・Ａ・Ｍ 非公開 福岡市中央区
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