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4604 株式会社イナバ 低圧電流作業における安全性と作業性を兼ね備えた耐電手袋の開発 久留米市
4605 株式会社Ｅ－パートナーズ 自家発電型ＥＬ水位指示標及びＥＬ量水計の開発・販売 福岡市早良区
4606 株式会社レプロード 非公開 福岡市博多区
4607 株式会社スミリオン 双方向Webサービス「スマイルトレーニング」による新規顧客開拓と受託開発の展開 福岡市博多区
4608 株式会社エイムズ 非公開 福岡市博多区
4609 株式会社丸八ガラス店 ガラス・鏡研磨部門の新たな生産体制の構築による受注拡大と収益改善 大川市
4610 フランス酒場ルプー 非公開 久留米市
4611 株式会社Ｈｅａｔ　Ｗａｖｅ 軽自動車改良タイプ飲食移動販売車の製作開発・販売 遠賀郡遠賀町
4612 株式会社エヌアイティ 小規模浴槽に特化した廉価な自動濾過循環システムの開発、販売 飯塚市
4613 株式会社ジュエル 多様なセットを備え特殊撮影も可能な大型コスプレ撮影スタジオの展開 福岡市中央区
4614 ナガモトコーヒー店 非公開 糟屋郡粕屋町
4615 エコバイ株式会社 生活者視点で欲しい無添加常温ギフト商品の開発、販売 福岡市中央区
4616 若波酒造合名会社 非公開 大川市
4617 株式会社ＢＯＯＫＳあんとく 書店におけるワークショップ型カフェ及び地元の食材を使った商品の提供 久留米市
4618 株式会社フルサポート 人材育成システムカリキュラム構築による「親の家を片付隊R」ブランドの確立 春日市
4619 有限会社うめ屋 HACCP導入による辛子明太子の海外販路拡大 宗像市
4620 となりのグリル 地域食材を用いた乾燥食品の開発・販売 福津市花見が浜
4621 株式会社ＡＭＫインターナショナル ガムボーンの販売と購入者会員限定の愛犬健康管理ネットシステム事業の展開 大野城市
4622 邦華INT'L　TRADING株式会社 カンボジア産急速ろ過用砂の安価な輸入・加工販売事業 福岡市中央区
4623 株式会社尾家興産 即時脱型加工によるﾌｴﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸの製造技術確立と民間工事需要への本格参入 豊前市
4624 久野印刷株式会社 Ａ輪転印刷機導入による生産体制の充実 福岡市博多区
4625 株式会社エイワイアシスト 非公開 糸島市
4626 グリーンハウスＦ・Ｋ 屋外栽培を可能にした「メキシカンガーデン」事業の展開 春日市
4627 有限会社クィクリー博多 冷凍保存できるタピオカの開発と移動販売による収益の拡大 福岡市博多区
4628 株式会社咲ら化粧品 非公開 福岡市博多区
4629 有限会社スギヤマ自動車 占いと癒しの空間を活用した自動車販売修理サービスの受注拡大 遠賀郡遠賀町
4630 株式会社元気屋 顧客参加で地域を育む「鉄板コミュ二ケーションレストラン（居酒屋）」の展開 福岡市中央区
4631 非公開 非公開 非公開
4632 株式会社湖月 調理済餃子等の新商品開発と販路拡大 久留米市
4633 谷印刷有限会社 起業者および小規模事業者をターゲットとした対話型印刷パックの展開 久留米市
4634 株式会社藤井養蜂場 新商品｢はちみつバター」を糸口とした通信販売体制の構築 朝倉市
4635 シャンソン化粧品CEサロン’elua 図書館等の公共施設でのエステ・メーク講座による新規顧客の獲得 飯塚市
4636 エステサロン２１ クイックエステサービス導入による新規顧客の獲得 飯塚市
4637 有限会社シンコーライフ 地域住民のお困りごとを解決する「よろず相談窓口」の開設による新規顧客開拓 嘉麻市
4638 株式会社ジオメディ 歯科医と歯科技工所向け医療機器のトライアル販売 福岡市博多区
4639 株式会社ピー・ビー・シー 「健康志向と楽しさを併せ持った野菜工場でサラダバー」で顧客の獲得 久留米市
4640 株式会社スマイルブリッジ 介護事業者向け事務作業サポートシステムの開発 福岡市中央区
4641 チェリッシュ 「骨格・筋肉バランスコントロール」を中心としたエステ施術による新規顧客の獲得 福岡市中央区
4642 株式会社リンク・フーズ 調理が簡単で子供が好んで食べてくれる、青魚を丸ごと使った新商品の開発と販売 大野城市
4643 株式会社ジンプライズ 総務部門担当者の業務スキル向上を目的とした企業人材育成プログラムの提供 福岡市博多区
4644 アスカコーポレーション株式会社 非公開 直方市
4645 株式会社クリーン・エコバランス 豚骨粉に含まれる有効成分の臨床試験用溶液の生産と業務用の試験販売 福岡市博多区
4646 株式会社花田設備 一般住宅 における火災予防｢自動消火システム｣の開発と販売 福岡市中央区
4647 KsPowerPosition 結婚式から始まる家族写真の撮影を目的とした会員システムの導入 春日市下白水
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4648 ショクシン株式会社 一般施設（ホテル等）で提供可能なハラール加工食品の製造、及びキット販売の展開 福岡市東区
4649 岡垣興業株式会社 鋼管のブラスト処理の自動ライン化による受注体制の構築 宮若市
4650 株式会社サワダ 非公開 糟屋郡須恵町
4651 株式会社春和会 治療院向け総合ポータルサイト構築による物販サービス及び運営ノウハウの提供 福岡市南区
4652 With Life 分譲マンション向けベランダガーデニング施工事業の本格展開 遠賀郡水巻町
4653 株式会社富士機材 非公開 福岡市中央区
4654 株式会社久衛組 新しい建築工法及び工期短縮の工夫による適正価格での本格的茶室の施工・販売 嘉麻市
4655 株式会社ＴＥＡＭ・Ｇ 障がい者にやりがいと自立を促すからあげ店の展開 福岡市博多区
4656 株式会社えがみ塗装 コンクリート打放し仕上工法の採用による新規受託開拓 久留米市
4657 有限会社ナンバ 綺麗に、早くて、安く染まる、ヘアカラー調合システムを使ったヘアカラービジネスの展開 飯塚市
4658 ウェブニクス株式会社 店舗向けスマートフォンアプリシステムの開発・販売 福岡市南区
4659 佳穂造園 国産減農薬栽培による鳥のエサ（粟穂）等の一貫生産販売の展開 飯塚市
4660 有限会社たちばな 黒糖梅シロップの開発と嗜好に応じた多様な利用方法を提案する販売方法の導入 田川郡福智町
4661 第一施設工業株式会社 垂直連続搬送機「スパイラルリフター」の商品化による物流搬送業界への販路開拓 糟屋郡新宮町
4662 株式会社てら岡 店舗統合による運営合理化と海外旅行客等の集客力向上による収益力の改善 福岡市中央区
4663 隆勝堂フーズ株式会社 非公開 八女市
4664 株式会社蔵屋 焼酎好きの個人客を対象とした頒布会販売ならびに店舗販売強化 糸島市
4665 東福岡米穀協同組合 福岡県産米を使ったパフ玄米の開発・販売 福岡市東区
4666 株式会社NaturalGreen37 非公開 非公開
4667 有限会社江口かまぼこ 飾り蒲鉾のギフト商品展開による販売拡大 みやま市
4668 WiseFairy 「再婚」に特化した結婚相談所の開設 福岡市南区
4669 株式会社ヴィンテージ 病院の収益改善を実現する「診療報酬加算計算・管理ソフトウェア」の開発・販売 北九州市小倉北区
4670 有限会社松本プランニング 「脳若トレーニング」を活用した“認知症予防”に取り組むデイサービス事業の展開 柳川市
4671 株式会社アグリマイスター九州 米専用のトレーサビリティーを徹底管理した倉庫業の立ち上げ 久留米市
4672 株式会社アールワイ 自宅でも簡単に取り組めるオリジナルリハビリメニューの提供による新規顧客の獲得・維持 太宰府市
4673 山下商店 自社製造工程の改良によるオリジナル商品「明太子ひじき」の開発・販売 糸島市
4674 株式会社龍園 氷点下エイジング技術を用いた肉を始めとする食品の加工販売と、技術販売 北九州市小倉北区
4675 博多ラーメン屋一十 福岡初！「激辛とんこつ坦々麺」開発による昔ながらの博多ラーメンの認知度向上と新規顧客開拓 太宰府市
4676 福岡県醤油醸造協同組合 新規膜濾過システムの設計と多目的液体調味料の開発 筑紫野市
4677 株式会社ＤＡＮ 非公開 福岡市博多区
4678 株式会社山鐵 平行減速機など新製品の部品の製造による新分野への参入と多品種少量生産・短納期対応の強化 みやま市
4679 糸島ラーメンゆうゆう 糸島産ラー麦１００％を使用した袋入り半生冷麺の開発・製造及び販売 糸島市
4680 イエノコト株式会社 お母さんとつくるリノベーション事業の展開 太宰府市
4681 近藤生花店 生花店が行うガーデニング、生け花の教室事業の展開 久留米市
4682 モノコトデザインオフィス 住宅コンサルティング業務「モノコト診断」の事業展開 古賀市
4683 株式会社浄美堂 受注プロセスの革新による受注拡大と社寺/家庭内工芸品等の修復・洗浄サービスの実施 太宰府市
4684 株式会社ＡＳＩＮＡ・アシナ 非接触充電方式による熱中症対策ヘルメットの生産および販売 小郡市
4685 ネオシステム株式会社 生活環境改善、健康管理にも役立つ高齢者見守りシステムの開発および販売展開 太宰府市
4686 株式会社昭和管工 コスト削減提案による水回り修理・改修事業の展開 飯塚市
4687 株式会社プラスワン Webシステムによる動画配信を活用した高齢犬の介護預かりサービスの展開 朝倉市
4688 有限会社日航観光社 外国人旅行者と九州の農山漁村をつなぐ体験型旅行商品の開発・販売 福岡市博多区
4689 高取食品株式会社 独自製法による業務用の酵母発酵豆乳の新商品開発と新販路の開拓 糸島市
4690 居酒屋からす 1時間前受注でも50食分の対応が可能なこだわり弁当サービスの提供 久留米市
4691 株式会社アイエーシーアカデミー 非公開 福岡市中央区
4692 有限会社成南自動車 アルミ溶接設備と水性塗装設備の導入による新サービス開発と事業拡大 糟屋郡須恵町
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4693 有限会社トヨトミ運輸 非公開 北九州市若松区
4694 株式会社玄天 国内外に向けた水産物加工新商品の開発・販売展開 福岡市東区
4695 株式会社東洋モータース 大型自動車専門整備工場新設による安全・作業環境改善と生産性向上の取り組み 柳川市
4696 有限会社緑の農園 糸島市志摩エリア回遊拠点としての魅力度向上に向けたくつろぎのオアシス化（新業態）への革新 糸島市
4697 プロ・ヘア・テック 理・美容室が提供するトータルビューティ提案型総合サロンの展開 福岡市早良区
4698 ae The Sounds Company 使用状況に応じてカスタマイズできる安全担保、利便性を重視した耳栓の開発・販売 古賀市
4699 株式会社博愛 ログハウス（ポスト＆ビーム工法）を専門にした「丸太の家」の販売展開 福岡市博多区
4700 曽根金属工業株式会社 クロムスクラップの生産拡大のための新型プレス機の開発及び海外への販売展開 北九州市小倉南区
4701 有限会社オービィー ロールアイロナーの導入による作業の内製化と受注の拡大 北九州市八幡西区
4702 有限会社九州ユアール工業 リフォーム時に施主の希望を叶えるバリエーション豊富な窓枠等建材の開発と販路開拓 大川市
4703 株式会社ライフ・インフォメーション・プロジェクト 非公開 福岡市博多区
4704 有限会社キリン屋クリーニング ベビーカー、チャイルドシートのクリーニングによる新規顧客開拓 久留米市
4705 株式会社エスカルゴ 当社の強みであるロールケーキを柱とした新たな価値の提案 八女市
4706 東建工業株式会社 デンマーク製遊具･家具を活用した保育施設の設営コーディネート事業展開 久留米市
4707 デリズ春日店 居酒屋向け「金賞から揚げ対決イベント企画」の事業化 春日市
4708 株式会社フクマチ 半径1キロ圏内の情報を届ける地域密着サービスの提供 福岡市南区
4709 レスクテック株式会社 会計が苦手な小規模法人にターゲットを絞った付加サービスのついた記帳代行サービスの実施 福岡市早良区
4710 株式会社Ｊ－ｎａｐｓ 各専門家が協同で作る「住まいの生涯設計」による古家空き家対策事業 福岡市博多区
4711 株式会社リョーワ 中堅･中小企業のための外観検査システム「Ｒ－ＶＩＳＩＯＮ」の開発と販売展開 北九州市戸畑区
4712 株式会社ビジネスリファイン 非公開 福岡市中央区
4713 惠和マネジメント株式会社 非公開 福岡市中央区
4714 第一電設工業株式会社 特殊資産のデータベース化及び遊休資産の効率的な運用提案による受注拡大 北九州市八幡東区
4715 株式会社石橋ステンレス タンク製造業者から点検・メンテナンス事業への拡大 筑紫野市
4716 ネクスト事業部 遊休の携帯・ＰＣに放置した画像回収による“思い出リカバリ―”サービスの提供 春日市
4717 有限会社キューブリック 本と人の接点を創る「複合型書店開業コンサル＆図書コーナー設置」事業の展開 福岡市中央区

4718
株式会社コミュニティサービス
有限会社　トライ・ワン マンション管理会社の管理技術を生かした太陽光発電事業の展開

福岡市中央区
福岡市中央区

4719 有限会社直方メディカルサービス 病院･介護施設等への介護ロボットの普及事業の本格展開 直方市
4720 マサジアートギャラリー 鉄を使用した装飾看板の製作と提案型の販売方式の導入 飯塚市
4721 株式会社処方屋 非公開 福岡市中央区
4722 福岡金網工業株式会社 非公開 福岡市博多区
4723 藤吉盛樹園 店舗のグリーンテーマパーク化及びガーデニングの楽しみ方の情報発信による新たな顧客獲得機会の創出 久留米市
4724 きゅうあん鍼灸治療院 「小児はり」の本格実施による新規顧客の獲得 太宰府市
4725 トポスデザイン株式会社 オリジナル玩具によるキッズスペースのトータルプロデュース事業 筑紫野市
4726 株式会社ＢＪＣ 紹介代理店（リアルアフィリエイト）システムと協会サポートシステム事業の展開 筑紫野市
4727 有限会社ベック九州 多機能性を持ったスーパーレジンテックの販売と、安全施工技術を安定させる仕組み作り 田川郡添田町
4728 ヘアークリエーションA-ha 生え癖の悩みを解消する特殊カット技術「ヘアリセッター」の提供体制の整備 太宰府市
4729 スタービーアマチュアボクシングスクール 小学生を対象としたコアトレジュニアアスリートクラスの本格展開 糟屋郡新宮町
4730 紫畳店 国産畳表を使用した靴の中敷の販売と顧客管理システムによる顧客基盤の拡大 筑紫野市
4731 株式会社ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 一人ひとりの理解度に合わせた「オリジナルカリキュラム」を使った学習塾の展開 糟屋郡宇美町
4732 おやさいや菜 店主が厳選した規格外野菜のおいしさを伝える店舗の展開 福岡市博多区
4733 有限会社九州蜂の子本舗 国産巣みつソフトクリームの販売を入口にした購買顧客層の拡大 八女市
4734 ベーシックリビング 海外向け自社ショッピングサイト兼買い物代行サービスの立ち上げによる新規顧客の開拓 非公開
4735 もつ鍋じゅんちゃん 「歌えるもつ鍋専門店」の高齢者向け新サービスの開始 福岡市早良区
4736 西峰物産株式会社 重質油を船舶燃料に改質する改質装置の開発 福岡市南区
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4737 株式会社太陽工機 自社独自技術を活用する、ワンオフパーツの一貫生産体制の構築 糟屋郡宇美町
4738 有限会社三善精機 異型・大物部品加工部門の新たな生産体制の構築による受注拡大と収益改善 久留米市
4739 福岡日東防疫株式会社 小規模畜産事業者向け「防鼠対策支援パッケージ」の事業化 春日市
4740 源匠ピーアール有限会社 海外マスコミの九州取材企画アテンド事業 福岡市西区
4741 株式会社キャッチアップ BaserCMSを活用したプラグインソフトの提供 福岡市中央区
4742 株式会社ネクサス 温泉ポンプの遠隔監視システムの開発 福岡市南区
4743 HIGASHIYA 創業予定者を対象としたオシャレリサイクル品の提案型コーディネート納品の開始 福岡市早良区
4744 ハーブの専門店ファルム 健康を美味しく作るハーブの料理教室及びオリジナルブレンドハーブの提供事業の展開 古賀市
4745 有限会社プティール倶楽部 伊都国 200種栽培の強みを生かした「収穫から料理まで学べるハーブ教室」でファン獲得 糸島市
4746 和人さわらび これまで困難とされていた100％大豆餡を使った和菓子の新商品開発による販路拡大 春日市
4747 カレーショップＬ－Ａ 大型病院のニーズに応えるＡ許可移動販売車を活用した「選べるカレー」の提供 糟屋郡須恵町
4748 株式会社ドリームズカンパニー フラワーソープの生産と販売事業を手掛ける就労継続支援A型事業所の開設 久留米市
4749 エルカミーノアフロ 「髪のお悩み相談室」を併設する髪質改善に特化したヘアエステサロンの開設 遠賀郡遠賀町
4750 株式会社門吉 専門店のプロがライブ感にあふれた調理・料理提案をする「魚屋の新業態」の展開 行橋市
4751 松岡健治一級建築士事務所 空き家問題を解消するスケルトン工法によるリノベーション住宅の販売 嘉麻市
4752 渡窯 三本足蛙をモチーフにした上野焼のインテリア・エクステリア商品開発販売 田川郡福智町
4753 有限会社KaM.Balance 素材にこだわったオールインワンタイプのオーガニック化粧品の生産と販売 みやま市
4754 ながの屋食堂 「梅酒で煮込んだ牛すじカレー」のご当地グルメ化による販路拡大 太宰府市
4755 株式会社ＹＭコーポレーション 家庭用ヘルスケアルームのワンストップ提供 福岡市東区
4756 ＱＥＬ株式会社 多品種にも対応可能な、高効率かつ品質の安定が図れる半導体製造装置の開発 北九州市八幡西区
4757 有限会社ＩＣＳ　ＳＡＫＡＢＥ ３Dシミュレーター構築による自動倉庫向け制御盤の試運転作業の効率化 北九州市小倉北区
4758 有限会社徳風堂 非公開 福岡市南区
4759 株式会社インターメディアコンサルティング 高単価商材向け顧客成長分析システム「RFM-Plus」の開発と提供 北九州市小倉北区
4760 株式会社東陽総建 「段取り鉄筋ユニット工法」の全国普及展開及び適用範囲拡大の為の溶接用機器の開発 古賀市
4761 株式会社木屋芳友園 難消化性デキストリン（水溶性食物繊維）と八女茶を配合したオリジナル健康茶の販売 八女市
4762 株式会社エディット 地熱発電を利用した地域活性化支援コンサルタントへの転換と自社発電事業の開始 福岡市南区
4763 白川総合建設株式会社 産業用ドローン検定試験の開発及びドローンスクール運営による総合建設事業の活性化 鞍手郡鞍手町
4764 ブラウンファクトリー ソーシャルネットワークフォトアプリの開発、及び普及事業 非公開
4765 有限会社弁天 ローカル鉄道路線主要地域の名物を同時に楽しめる「ボタ飯ちくまる駅弁」の開発 田川郡福智町
4766 学び舎 独自のデジタル教材と電子黒板を活用して学習効果を高める学習塾の運営 糸島市
4767 春らんまん 看板メニュー「馬すじ煮込み」のレトルト商品の開発・販売展開 筑紫野市
4768 有限会社イーグル 輸入中古車の売上拡大と顧客満足度向上のための携帯アプリの開発 太宰府市
4769 めがねカントリー 独自カウンセリング制度を導入した補聴器の無料貸出しサービスによる新規顧客の獲得 春日市
4770 Ｇｒａｐｐｅ 旬な輸入食材を使用したカジュアルなフランス料理提供イベントによる新規顧客獲得 春日市
4771 松本木型製作所 カルチャー教室作品を飾る「オリジナル立体額縁」の開発および販売の開始 糟屋郡須恵町
4772 PinaPina 海外親子お揃いブランド開拓とジュニア服個別買付による顧客関係強化 春日市
4773 坂口電設 レーザー彫刻機の導入による生産力向上と消費者向け新商品の開発･販売 みやま市
4774 株式会社オンガエンジニアリング 磁歪による非破壊検査装置の開発及び販売 直方市
4775 シーエススチール株式会社 形鋼加工センター建設によるカットT形鋼の加工能率向上と販路拡大 糟屋郡粕屋町
4776 菊池畳製作所 博多織を畳へりに使った新商品開発ならびに販路開拓 大野城市
4777 manaweb塾 生徒の未来を見据えた「コミュニケーション力向上」のための独自スタイル学習塾の展開 福岡市南区
4778 株式会社ＳＯＲＡ 無電力半自動ドア機構とドア本体をセットしたユニットの開発及び製品化 大野城市
4779 有限会社カムカンパニー 九州の原材料にこだわった究極の大人女子スイーツ「Tiamo」（ティアモ）の開発 北九州市若松区
4780 株式会社ゴク・デン リバースエンジニアリングと構造計算プログラミングによる立体構造物復元業務の受注拡大 福岡市博多区
4781 株式会社星野製茶園 八女の最高級抹茶の生チョコレートの開発と抹茶の需要拡大 八女市
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4782 株式会社ＣＲＥＡＴＥ 建築事業の立上げによる「床暖房シート」の直接販売の拡大 福岡市中央区
4783 花祭窯 やきものを取り巻く和文化情報発信・体験サービスの構築と、海外展開の推進 福津市津屋崎
4784 有限会社オールバーグ 中小企業のための動画制作ワンパッケージ研修の提供による売上拡大 福岡市南区
4785 株式会社アチェンド 非公開 福岡市博多区
4786 おそうじ本舗大濠店 自分で掃除・収納困難な家庭向け提案型「ハウスキーピング及び問題解決」事業への進出 福岡市中央区
4787 有限会社吉岡緑化 苔玉の作成指導者育成と外注先確保による販売拡大 遠賀郡芦屋町
4788 麺酒房たもん 健康志向客を集客する為のサラダバー設置及びオリジナルドレッシングの販売強化 久留米市北野町
4789 株式会社アルファス 置き型・ファンレスの除菌消臭機の新たな販売方法実施・販売ルートの開拓 福岡市博多区
4790 有限会社北山建設 非公開 京都郡みやこ町
4791 株式会社Ｃ＆Ｍ 食と文化を中心とした韓国の疑似体験が味わえる店舗展開 筑紫野市
4792 株式会社セイホーテック 電気設備と水回り設備を同時施工できる強みを生かしたリフォーム直接受注の展開 春日市
4793 有限会社マーサ カーテンの提案型インターネット販売及び店舗営業支援システムの導入による提案力強化 北九州市
4794 有限会社メディアコミュニケーション エステマシンのモデルサロン展開と販路開拓 春日市
4795 GREAP hair 非公開 筑紫野市
4796 株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ 超長距離無線通信モジュールを活用した見守りシステムの開発、販売 福岡市西区
4797 有限会社七條プラスチックス 難易度の高い樹脂加工分野への技術開発と市場拡大の取組 糟屋郡志免町
4798 研醸株式会社 全量焙煎麦麹仕込みによるニュータイプ麦焼酎の開発 三井郡大刀洗町
4799 株式会社エノモト 非公開 福岡市東区
4800 大鵬繊維工業株式会社 消臭生地や静電気防止布などの高付加価値生地の生産体制の構築による事業分野拡大 八女郡広川町
4801 ＹouSelect 中古エアロパーツの買取・修復・販売事業展開 筑紫郡那珂川町
4802 MAHALO 酵素風呂コーナー開設によるトータルビューティーサロンの展開 柳川市
4803 みらい創進株式会社 英語特化型学童保育「放課後留学【ＥＩＧＯＳ】」の展開 春日市
4804 有限会社入江木工 マグネットの装着で用途を拡張できる新たな医療家具の開発と販路開拓 大川市
4805 有限会社クルーズ ハイブリッドエアサスペンションの新商品開発・販売展開 太宰府市
4806 めもり堂 美しくデザインされた自分史新聞「Ｍｙ  Life」の作成サービスの展開 筑紫郡那珂川町
4807 ディヴァライズ 和のティストと企業ブランディングを融合させたビジネスユース着物の開発 北九州市小倉北区
4808 株式会社ＲＡＩＤ QRコードとYouTubeを使った企業PR用動画提供サービスの展開 北九州市小倉北区
4809 トラスト 高純度の純水を利用した洗車サービス、カーコーティングの高付加価値化による集客増加 筑後市
4810 トモクワ食品クラブ 夢・憧れ実現を支援する「ハーレーダビッドソン専門」バイクレンタル事業への進出 福岡市南区
4811 ブループラネット英会話スクール 料理をしながら、リラックスした雰囲気の中、英会話を楽しむ体験型レッスンの提供 福津市
4812 稲永正則 高級車を安心・安全に保管できるスペースを提案するガレージコンシェルジュの展開 春日市
4813 有限会社ジーブレーン 個人向けレジャー用携帯LED投光機セットの開発 北九州市若松区
4814 石橋武道具店 福岡の武道文化のネット発信によるオーダーメイド剣道具の県外海外顧客への来店販売強化 福岡市南区
4815 津留﨑建設 若者の定住化を促すお試し入居・アフターフォローサービス付空き家改修事業の展開 久留米市
4816 北九トラスティング 水廻りの定期清掃～保守点検をパックにしたワンストップサービスの展開 北九州市小倉北区
4817 世宗 イベントでの集客活動と本場韓国料理の提供による新規顧客の獲得と固定客化 八女郡広川町
4818 BODY　PAINT　MASU 「愛車無料点検」の付いた「軽トラレンタカーサービス」の展開による整備工場の認知度向上 小郡市
4819 行政書士アフィニティ法務事務所 建設業の実務経験を活かした建設業者向け法的サービスプランの実施 福岡市博多区
4820 Live　Happy　Life 女性に特化した「終活トータルコーディネイト」サービスの展開 筑紫野市
4821 さぬきうどん誠屋 釜玉うどんの卵白活用シフォンケーキとキッズスペース提供による子連れ主婦層の獲得 福岡市南区
4822 野中酒店 「手ぶらでＯＫ！ドリンク準備お手伝いサービス」の展開 八女市
4823 株式会社丸徳 職域需要に応じた食品の企画商品の開発とＦＡＸを媒体とした提案型通信販売 福岡市東区
4824 アトム株式会社 食肉・ハム加工場を併設した肉メインの生鮮三品直売所の展開 福岡市東区
4825 アイクォーク株式会社 揺動ベッドの新製品開発と多角展開によるブランドの確立 糟屋郡志免町
4826 ITeens　Lab. 子供向けプログラミング教室の事業展開 春日市
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4827 アイテレス株式会社 現役プログラマーが教える子供向けプログラミング塾 福岡市南区
4828 株式会社高崎組 型枠廃材処分費と余剰人員の無駄を省き付加価値を創出する廃材チップ商品化事業の展開 福岡市城南区
4829 有限会社メイン 脱気機械の導入による馬油の劣化防止と生産性の向上 筑紫野市
4830 昭進産業株式会社 コンクリート工事用小型スペーサーの開発による自社製品の受注拡大と収益性の改善 小郡市
4831 スキャロップ 電気自動車レンタカー導入とコンバートＥＶ車の改造と販売 糟屋郡粕屋町
4832 株式会社三笠木工 木製建具の現場施工簡略化に向けた工場加工体制の強化と生産性の向上 大野城市
4833 有限会社クリーンハート 馬油石鹸クリームの開発と簡略式実演販売方法の導入による売上拡大 三井郡大刀洗町
4834 株式会社朝日工芸社 薄膜太陽光電池・蓄電装置・LEDを一体化したライティング新商品の開発と販売 北九州市小倉北区
4835 株式会社ウシジマ BAクラッド（爆発圧着鋼板）テストピース生産方式合理化による業績向上計画 朝倉郡筑前町
4836 天使のはねグループ 独自開発したリンパケアの術式と相性の良い機器で女性の健康から美容までをサポート 田川郡大任町
4837 矢頭自動車 タイヤ保管サービス及び診断カルテを活用した顧客関係性の強化 築上郡吉富町
4838 bridesmama お客様のご都合により車内での打合せが可能な移動式店舗型婚礼業の展開 春日市
4839 宝寿司 地元篠栗のお寺、旅館と連携した寿司懐石昼食サービスの開始による集客力の向上 糟屋郡篠栗町
4840 有限会社フィンテック 建築基準を満たすコンテナを活用した移動可能な商業施設の建設事業展開 福岡市東区
4841 株式会社玉広食品 糸島産の食材にこだわった惣菜品の商品化と販路拡大 糸島市
4842 立野木材工芸株式会社 伝統工芸品の持つ魅力を盛り込んだインテリア家具の開発 大川市
4843 渡辺製材所 地元の国産材を活用したインテリア調の商材提供と新たな販売方法 八女郡広川町
4844 Factory Sun Rise アーチガレージで拘りのカーライフの提案により新たな販路拡大 筑後市
4845 有限会社ヒサモリフーズ こだわりの「グラタン」「ドリア」専門の持ち帰り店の展開 糟屋郡宇美町
4846 アトラス化成株式会社 業務用・家庭用マイクロファインバブル水生成器の開発と商品化による収益性の向上 古賀市
4847 有限会社水野工務店 非公開 大牟田市
4848 株式会社三松 非公開 筑紫野市
4849 株式会社ＳＫＴ 未来志向の幼児教育「One Stopで学べる」アフタースクール 福岡市城南区
4850 有限会社ヒサエダコンサルティング グローバルリーダーカードの開発・販売 福岡市中央区
4851 有限会社メディカル・Ｒｅ-コンディショニング・宗廣 Re-コンディショニングシステム開発による企業向け健康管理サービスの提供 直方市
4852 株式会社ハッピーホーム 飲食店の廃油処理を楽にする電動ポンプの開発・販売による廃油回収の販路拡大 糟屋郡志免町
4853 有限会社専塗工業 塗装前処理設備の導入による品質、生産性の向上と安全管理体制の強化 北九州市小倉南区
4854 株式会社ロケーションズ オーダーメイド型アットホームなマンスリー・マンション事業への進出 福岡市博多区
4855 株式会社ＳＴＳ RAYS 冷凍加工の技術指導による商品企画支援のコンサルティングサービスの提供 福岡市早良区
4856 デントリペアスピリット ハイブリットリペア技術による高度車体修理サービスの提供 遠賀郡水巻町
4857 株式会社二葉園 「ＭｏＸＡ（大塚式電子植栽針灸術）の施術サービス」の提供 北九州市若松区
4858 有限会社ファインリョーコク 自社独自商品「米ダイヤモンド」のブランド化による新規販路の開拓 北九州市小倉北区
4859 九州日本高圧電気株式会社 製造業者のノウハウを活かした運送事業の展開 三井郡大刀洗町
4860 株式会社タマヤサンローズ IT(クラウド)を活用したワン・ツゥ・ワンマネジメントによる「売れる仕組み」作りの展開 北九州市小倉北区
4861 株式会社わらしべ 中国市場向け越境ECプラットフォーム提供による中国での販路拡大支援事業の展開 福岡市中央区
4862 合同会社パティスリー・エール 地元米粉を使ったご当地スウィーツの開発・販売 遠賀郡遠賀町
4863 有限会社大坪研磨商会 従来からの木工加工用刃物技術を活かし新建材加工用刃物への進出 大川市
4864 株式会社アガペファーム 自然循環型農法で自社生産した生姜を使用したジンジャーシロップの開発及び販路開拓 朝倉郡筑前町
4865 有限会社ワールドピースイージィー エステ・育毛等サービス充実と美容師が１年目から売上を上げ長く働ける仕組みづくり 北九州市小倉北区
4866 すりーる 焼菓子専門店のパン（サレ）の発売によるＯＬのランチ需要の取り込み及び売上アップ 福岡市博多区
4867 和光有限会社 あごふりだしの東南アジア向け商品化による海外販路拡大 糟屋郡新宮町
4868 NSC日本ストレスコンディションケア協会 企業向けストレスケアサービス提供による販路開拓と知名度向上 福岡市中央区
4869 株式会社デザインネットワークアソシエイツ 住まいの「健康診断及び取扱説明書」サービスの展開 古賀市
4870 九州物産株式会社 国産い草の魅力を引き出す「ＧＯＺＡ．」ブランドのインテリア商品開発と新市場開拓 柳川市
4871 株式会社エム・アイ・エス 非公開 福岡市西区
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4872 アースウェル株式会社 クラウド衛生管理システムとオリジナル器具を使用した新衛生管理サービスのFC展開 福岡市南区
4873 行政書士かおる法務事務所 ライフプランに合わせた飼育支援ができる保護猫カフェ運営からペット信託業務までの一貫体制の確立 福岡市東区
4874 株式会社やきやま 耕作放棄地を利用した農業支援と篠栗産原料の増産による蒟蒻関連商品の売上拡大 糟屋郡篠栗町
4875 大力工事有限会社 古民家再生のトータルコーディネートおよびワンストップ窓口事業の展開 うきは市
4876 有限会社阿津坂商事 壁面用建材「モイス」の機能を活用しかつデザイン性に優れたインテリア商品の企画開発 大川市
4877 株式会社テクノ・エンジニアリング カキ殻焼成粉末を原料とした安心安全の日本産の食品洗剤の開発と輸出 糟屋郡新宮町
4878 株式会社アクティ 非公開 非公開
4879 株式会社ブレーン・コーポレーション 供給と需要を自社で生み出す「和服の仕立て」事業 うきは市
4880 有限会社原野製茶本舗 海外展開向けの抹茶原材料の生産販売 八女郡広川町
4881 株式会社グッドラックスリー ドラマ仕立て企業プロモーション映像の制作 福岡市中央区
4882 202decoration 福祉ネイリストの育成および資格取得者の営業活動支援の展開 福岡市中央区
4883 有限会社牛島時計店 北九州市若松区及び近隣区の買物困難地域への販売、御用聞きサービス 北九州市若松区
4884 師岡青果株式会社 市場併設型物流センターの建設による鮮度維持向上と販路拡大 朝倉郡筑前町
4885 株式会社牛島製茶 自社の経営資源を活かしたお茶の新体験型サービスの提供による新規顧客の獲得 八女市
4886 有限会社丸富 農家向けの植物活性剤の新商品開発 久留米市
4887 中央印刷株式会社 多様な媒体への特殊加工印刷を活用したトータルプリントサービスと事業領域の拡大 久留米市
4888 オオキタ建設株式会社 安全・高品質な農産物生産のための完全有機植物活性材の生産 八女市
4889 株式会社ワンビジョン 高齢者の健康をベッドから管理するSleepMonitorの開発 福岡市西区
4890 有限会社牟田商会 「オリジナル洗剤」販売と「洗剤バー」サービスの事業展開によるクリーニング店への販売支援 大野城市
4891 株式会社ヒストリー 非公開 非公開
4892 株式会社ＮＡＯ 「ＣＡＮＳＹＯＫＵ」の製造販売展開 遠賀郡芦屋町
4893 株式会社ＫＭ２コーポレーション オリーブの葉を有効活用したオリーブ葉エキス入りお味噌の製造・販売開始 うきは市
4894 株式会社あんみん ペット用マットレスの販売と利用拡大を通した人用マットレスの認知度向上 福岡市博多区
4895 株式会社カント 非公開 北九州市八幡西区
4896 hair　garden　HARVEST 髪のエイジングケアに関するコースメニューの設定による売上拡大 春日市
4897 株式会社瀬川 機械の導入による量産体制の確立と製造省力化を活用した販売促進の計画 宮若市
4898 合同会社寿老人 訪日外国人向け簡易宿泊施設の運営及び独自の予約システム開発による売上拡大 筑紫野市
4899 株式会社ヤナギモータース ＬＥＤ照明を音楽やナレーションに合わせて動かす看板の開発・製作・販売 北九州市門司区
4900 梅野製茶園 自社栽培のほうじ茶を使ったスイーツ商品の開発による新たな客層の獲得 八女郡立花町
4901 株式会社たぬき 「虚弱予防プログラム」、「認知症予防プログラム」の企業提供及びセミナー開催 福岡市南区
4902 ともえカイロプラクティック 頑張る育児中の母親を支援する心と体のケア事業 大野城市
4903 株式会社山の神工房 非公開 八女市
4904 アドポップ 企業理念やイメージを視覚化する「顔POP」サービスの展開 春日市
4905 有限会社くーた ブランド豚１頭買いと豚肉の移動式展示台が目玉の新店舗の展開 福岡市中央区
4906 porepore春日原店 東洋・西洋医学が融合した「アロマ経絡リンパマッサージ」の導入による新規顧客の獲得 春日市
4907 株式会社Youfit 旅行の現在過去未来をトータルで支援する「旅ログ」サービスの開発および販売 福岡市西区
4908 有限会社モリナガ 顧客育成型レッスン式カウンセリングの導入による化粧品の新規顧客獲得 うきは市
4909 古賀工務店 「夢を叶えるオンリーワンの小屋」の提案による建築事業の認知度向上 大野城市
4910 サンユー株式会社 クロスに塗れる塗料、剥がせる壁紙の体験教室実施による個人向け販売 久留米市
4911 Tree of one 年間協賛企業のブランディング支援による収益力強化 福岡市博多区
4912 株式会社丸徳家具 デザイナ－ズ椅子専門店とネットの相乗効果による集客と、体感・選択販売方式の導入 大川市
4913 萩原オリーブ 自社オリーブ園体験と地域密着イベントによる久留米オリーブ商品の販売 久留米市
4914 ペニーレーン 「子連れ個室」「エステ・シェービング個室」のある理・美容店の展開 春日市
4915 トニーズクラフト 地域公共施設と自社工房での「個別指導」レザークラフト教室による人材育成事業の展開 筑紫郡那珂川町
4916 株式会社九州高齢者住宅情報センター 高齢者及び介護事業者へのサービス拡大に向けた、温浴施設経営への多角化展開 福岡市中央区
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4917 有限会社リースキン・サトー 納品ルートを活用したアートフラワーレンタルビジネスの事業化 嘉穂郡桂川町
4918 向日葵商事株式会社 建物管理・清掃技術を活かした高齢者向け生前整理事業の展開 遠賀郡水巻町
4919 えん処ゆず 完全貸切が可能な平日限定サービスの提供による2階個室の有効活用 春日市
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