平成２９年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号
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代表者氏名

所在地

電話番号

計画のテーマ

5295

H29.4.28 ひかり整骨院

平尾光司

春日市光町3-3-8-1F

092-588-6457

トレーニングコーチを活かした整体院併設による自由診療獲得強化

5296

H29.4.28 有限会社パラダイムチェンジ

梅嵜剛

春日市紅葉ヶ丘東3-90

092-558-8858

視機能トレーニング機導入による視力回復メニューの強化および認知度向上による新規顧客の獲得

5297

H29.4.28 工藤冷熱工業株式会社

工藤 悟

春日市玖珠北3-36-101

092-558-5418

業種の特性に応じたワンストップな空調機洗浄サービスの提案

5298

H29.4.28 株式会社Upper Field

榎田隆一

福岡市博多区中洲4丁目1番17号

092-262-0101

九州料理とエンターテインメントを融合させた居酒屋with劇場 The居酒屋劇場

5299

H29.4.28 DOUDOU BEAUTY SALON

森 敬司

福岡市中央区大名1丁目10番15号WATTビル3F

092-731-5500

訪問美容事業によるリラクゼーションサービスの提供

5300

H29.4.28 合同会社江戸川コナン

大嶋康夫

福岡市博多区博多駅前4-8-15博多鳳城ビル402

092-471-0033

中高年層をターゲットとした「ヘアカラー（白髪隠し染め）専門店」事業の店舗展開

5301

H29.4.28 RINK LIFE DESIGN

濱崎定彦

福岡市博多区浦田1-5-39-13

090-6429-3782

非公開

5302

H29.4.28 有限会社来夢

糸島市高田4-1-6

092-324-0313

理容店に脱毛および発毛のサービスを付加した、「毛」に関する総合サポートサービスの提供

5303

H29.4.28 猫カフェＮＹＡＯＮ

中馬武志

太宰府市宰都1-6-1-1Ｆ

092-555-7876

「気軽に子猫と触れ合える猫カフェ」としてのポジション確立による新規顧客の開拓

5304

H29.4.28 株式会社テイキング・ワン

田篭武彦

太宰府市大佐野3-11-5

092-919-5885

中古住宅などの耐震診断、建物状況調査等による総合アドバイザリーサービスの提供

5305

H29.4.28 コーヒーハウスタイム

髙野夏枝

糟屋郡新宮町美咲2-6-3

092-963-0896

古き良きサイフォンコーヒーの新たな魅力を打ち出し、世代を繋げる新規顧客の獲得

5306

H29.4.28 株式会社Linovation World

河野 宣央

久留米市西町1132-1

0942-31-5810

非公開

5307

H29.4.28 リノベーション・ラボ株式会社

中山拓也

久留米市国分町33番地3

0942-45-3961

短納期・移設も可能なブロック建物の展開

5308

H29.4.28 非公開

非公開

非公開

5309

H29.4.28 八木鋳金

八木孝弘

遠賀郡芦屋町山鹿852-31-105

5310

H29.4.28 非公開

非公開

非公開

5311

H29.4.28 Lapia

成田惠子

北九州市小倉北区弁天町5番2号南小倉駅前ビル1104

093-967-3004

アンチエイジング専門サイト構築により売上の拡大

5312

H29.4.28 有限会社アシスト

渡部博文

遠賀郡水巻町樋口６番１号

093-201-0290

空き家所有者向けのトータル空き家相談サービスの運用

5313

H29.4.28 (株)あなたのまちの保健室

奥廣則

直方市殿町4-34

094-928-7781

訪問看護師の業務改善とマネジメントにより、重症患者と認知症予防ニーズに対応

5314

H29.5.31 英一郎製磁

森永英一郎

春日市大谷5-54

092-986-4611

生前愛用の用途を付加した磁器彫刻お骨壷の提案による販売強化および販路開拓

5315

H29.5.31 BOKA SPA

古野奈津恵

福岡市中央区大名1-3-7サウスステージ1-2F

092-715-5578

100%原液酵素ドリンク・国産ボカシオイルのオリジナル商品による物販強化、ブランド育成

5316

H29.5.31 株式会社熊本精研工業

池内 壽孝

糸島市末永485-1

092-322-7531

非公開

5317

H29.5.31 株式会社大坪鉄工

大坪とも子

柳川市大和町徳益711-2

0944-73-9216

非公開

5318

H29.5.31 株式会社イマムラ・スマイル・コーポレーション

今村須美香

久留米市荒木町白口1967-5

0942-22-0075

5319

H29.5.31 株式会社中島ターレット

中嶋英二郎

遠賀郡岡垣町大字戸切379-1

093-283-3030

輪郭形状測定器導入により、保証体制を整備した航空機部品の生産と競争力強化

5320

H29.5.31 有限会社ファッションステージフクナガ

福永良昭

鞍手郡小竹町大字勝野3768

09496-2-0051

祭りの開催と宣伝広告による新規顧客の獲得

5321

H29.5.31 株式会社エフテクノ

中島 康博

飯塚市鶴三緒1165番地

0948-55-2127

建築・土木現場向け小型水処理装置の開発

5322

H29.6.30 株式会社アビリティ・キュー

貞池龍彦

福岡市中央区警固2-13-21パインヒル警固3F

(092)721-1911

ストレスチェック結果を活かした人材定着事業の拡大と収益性の向上

5323

H29.6.30 カットハウスヤマト

大和功良

092-611-2801

理容店の技術を活かした都度料金で利用しやすい脱毛メニューの導入

5324

H29.6.30 ACTLINE株式会社

古村和也

春日市昇町3-96

080-1769-1069

地元地域に特化したマッチングサイトによる"建築・設備工事関連の暮らしの困りごと"の解決

5325

H29.6.30 Public house link

萩原延忠

福岡市博多区板付7丁目2-37-102

092-593-3728

次世代セラミック素材を使用した新たな商材の企画・販売

5326

H29.6.30 株式会社45STYLE

岸川慎吾

福岡市博多区比恵町1-18トーカン福岡第2ビル4階

092-473-6808

5327

H29.6.30 株式会社横浜アートニクス

久家雅英

福岡市早良区百道浜2-1-22福岡SRPセンタービル6階

092-846-0611

坂本信行

非公開
080-5275-8291
非公開

福岡市博多区吉塚1-16-3

1

非公開
復興させた「芦屋釜」の新たな生産方法（レディメイド）の確立と販売
非公開

新特許技術を用いた（Ｒ曲面又は円形曲げを持つ木製積層厚板）弁当箱の製造・販売

企業が提供する商品、サービスに対して、差別化を図るためのオリジナル保証(保障)の提案
産業用カメラを搭載した外観検査用スマートカメラの開発
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5328

H29.6.30 株式会社スマイルブリッジ

濵澤慎吾

福岡市中央区舞鶴1-8-26

092-518-5889

トルコ産ポルチーニ茸の日本への新規輸入販売とアンテナショップ店を活用した認知と販路の拡大

5329

H29.6.30 経営者の学校 一般社団法人

山内 修

福岡市中央区天神4-8-2天神ビルプラス８階

092-718-9500

非公開

5330

H29.6.30 大濠鍼灸整骨院

内山 忠幸

福岡市西区福重4-24-30

092-724-8168

福岡発の同一講師による運動機能向上・怪我予防のための「体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」と「脳ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」教室開催
清掃事業と管理サービスに特化した簡易宿泊所（民泊）代行サービス業へ業種転換

5331

H29.6.30 株式会社ＴＨＣ

平野哲也

福岡市博多区博多駅前2-11-16第２大西ビル９階

092-483-6600

5332

H29.6.30 株式会社ジパング・ジャパン

吉野 晋吾

福岡市中央区荒戸1丁目15番11号202号室

080-5029-9615

メディア・イベント展開により九州企業の銘品を中国インバウンドに紹介。また、訪日中国人を呼び込むスマホ決裁
の導入推進による販売拡大

5333

H29.6.30 株式会社サードカフェエンタープライズ

桐谷 繁

福岡市西区室見が丘2-17-7

092-983-3093

お客様好みのリフォーム・新築住宅を提案する美容室の運営

5334

H29.6.30 株式会社イー・シー

藤本親幸

福岡市中央区舞鶴3丁目2－4福岡舞鶴ビル４階

5335

H29.6.30 非公開

非公開

非公開

5336

H29.6.30 ジェイ・コスモ株式会社

大島 修治

福岡市博多区住吉２丁目１２－３キャセイビル３Ｆ
福岡市南区井尻2-40-29

092－737－6833

非公開

非公開

非公開

092-271-0111

非公開

5337

H29.6.30 株式会社ポンパドゥール

松山 かをり

092-584-6332

下請バレエ・ダンス講師を活用したバレエ・ダンス教室の一部運営受託業務への進出

5338

H29.6.30 株式会社正信

御舩隆裕

福岡市博多区半道橋2丁目16-12

092-411-2466

非公開

5339

H29.6.30 エイムアテイン株式会社

喜納弘子

福岡市博多区博多駅前3丁目25-24八百治ビル5F

092-477-8050

貸会議室専用「スマート予約管理システム」の導入を通じた経費削減による貸会議室の付加価値向上

5340

H29.6.30 株式会社プロジェクトクリック

八木 隆

福岡市中央区大名2-10-31ネオハイツ天神506

092-406-9876

「育成」をテーマにした、学生と企業が接点を生むコミュニティ形成のための企画、実施

5341

H29.6.30 株式会社九州電化

山田 登三雄

福岡市東区社領３丁目４番８号

092-611-3461

医療従事者の負担を軽減する非接触式のネブライザーの開発と商品化

5342

H29.6.30 童夢の国株式会社

永田 紀美江

糸島市浦志3-3-3

092-330-7130

売れ筋カレーパンの品揃え充実化による集客での売上拡大

5343

H29.6.30 笑顔R202

江藤暢平

糸島市二丈深江514-10

092-325-1125

二丈赤米と糸島産フルーツを使用した焼き菓子の開発及び販売

5344

H29.6.30 プリンヘアルーム

石黒哲人

筑紫野市二日市中央5-11-7

092-517-7095

ヘアスタイルの記念撮影を通して想い出が作れる美容室

5345

H29.6.30 株式会社エコスプリング

小川伸太郎

筑紫野市紫5-14-31

092-555-4741

カーテンの仕切りスペースを広げたい時だけカーテン軌道を切り替えるユニットの設計開発及び試作

5346

H29.6.30 ＮＳマテリアルズ株式会社

金海榮一

筑紫野市立明寺511-1

5347

H29.6.30 アスキム株式会社

山内ひとみ

筑紫野市筑紫609-2

092-408-9977

ドローンを活用した複合事業（太陽光発電のメンテナンス事業、測量・空撮事業、パイロット養成スクール事業）の実
施

5348

H29.6.30 やすまつ整骨院

安松和哉

大野城市川久保２丁目４－５

092-504-5225

体質改善・予防を目的としたトータルボディケアの事業展開

5349

H29.6.30 株式会社リーフライト

瀬川豊

大野城市栄町3丁目1-13

092-584-0150

ソ－ラ－サイン照明の板面照度（輝度）向上とコストダウン

5350

H29.6.30 株式会社ちくし号農機製作所

牛尾威美

糟屋郡宇美町大字井野29番地の3

092-932-1662

大手農機メーカーと連携した商品開発体制の構築

5351

H29.6.30 サロン葦・福岡

江﨑則子

糟屋郡宇美町明神坂1丁目6-15

092-934-0693

母親のための家庭教育力向上プログラム事業の展開

5352

H29.6.30 株式会社MAYスリー

上村安彦

糟屋郡粕屋町長者原西二丁目10番23号MRE伊賀響館E号

0940-62-5303

ウエアラブル端末を活用した業務効率化、高齢者家族への安心感の提供

5353

H29.6.30 株式会社川島製作所

川島一美

柳川市三橋町棚町９５３

0944-63-2044

非公開

5354

H29.6.30 有限会社村尾

村尾秀樹

大川市大字小保３０番地

0944-86-2523

会員制住宅設備ショールームのオープンによる信頼関係を大切にした顧客開拓

5355

H29.6.30 立花運輸倉庫株式会社

大塚髙典

八女市龍ヶ原114-3

0943-22-3502

非公開

5356

H29.6.30 ダン産業株式会社

立石善久

柳川市三橋町磯鳥238

0944-73-5159

非公開

5357

H29.6.30 株式会社いそのさわ

髙木 泰三郎

うきは市浮羽町西隈上1-2

0943-77-3103

酒粕の機能性に着目したヘルスケア食品の開発

5358

H29.6.30 株式会社産

高山 憲行

久留米市田主丸町八幡1338-1

0943-72-1991

体験型薬草園の開設と薬用作物加工品の開発

5359

H29.6.30 株式会社山口電気

山口 正成

八女市星野村13092-7

0943-52-3218

使い方教室を活用した高齢者の暮らしを守るキッチン家電の提案事業

5360

H29.6.30 株式会社ブランドツール

末次 美和

筑後市大字上北島833番地2F

0942-53-7839

添加物を一切使用しない福岡県産のブランド果実を原料とした液体スムージーの開発及び販路拡大

非公開

2

非公開
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5361

H29.6.30 有限会社S. Gラボラトリー

非公開

小郡市三沢2964-7

0942-75-0777

新規微生物を用いた排水処理施設の余剰汚泥減容化製剤の開発

5362

H29.6.30 ATHENA株式会社

中西 政文

京都郡苅田町京町一丁目11番地１

093-435-0037

ツバメの巣を使用した健康食品の開発及び販路開拓

5363

H29.6.30 門司の駅前café喫茶BONGO

篠崎友寿

北九州市門司区柳町2-2-6

093-342-7205

失敗しないための飲食創業コンサルティングサービスの展開

5364

H29.6.30 ダイキ工業株式会社

池田幹友

北九州市小倉北区赤坂5丁目6番64号

093-541-6081

鉄筋コンクリート構造物に対し、はつり工程削減可能な特殊防錆剤入り厚付け塗料の開発

5365

H29.6.30 有限会社ライジングハリウッド

高西正人

築上郡上毛町大字吉岡61

0979-72-4575

今までなかった「揚げたてからあげ真空パック（冷蔵）」通販事業

5366

H29.6.30 丸栄化工株式会社

松岡春喜

北九州市小倉南区大字新道寺910

093-451-0538

風力発電ブレードの開発

5367

H29.6.30 野崎機器工業株式会社

野﨑倖嗣

北九州市小倉南区田原新町３丁目６－１９

093-471-4324

異種樹脂材間の接着剤を使用しない接着方法による三次元培養ﾌﾟﾚｰﾄの量産技術開発

5368

H29.6.30 藤井精工株式会社

藤井 福吉

鞍手郡鞍手町大字室木1057-1

0949-42-5651

非公開

5369

H29.6.30 株式会社佐野疊屋

佐野 典久

田川市大字伊加利1697-1

0947-42-8097

い草のドライフラワーを入り口とする無染土表を使用した置き畳の製造・販売

5370

H29.6.30 みそやのラボラトリィ

安藤久代

飯塚市口原７４６

09496-2-1134

ワークショップ参加者との関係強化による味噌の加工品・スイーツの直販の強化

5371

H29.6.30 白金材木店

白金 運

嘉麻市下山田216-1

0948-52-0380

地元の気候風土に適した地元の木を当店自ら製材して地元消費者に販売する地産地消の取組み

5372

H29.7.31 カーケアテクノ340

三塩 裕幸

筑紫郡那珂川町片縄1丁目173-1

092-953-2340

おまかせボディコーティングメンテナンスパックサービスの事業展開

5373

H29.7.31 C.I.T.Y.株式会社

野村 祥悟

福岡市中央区荒戸1-4-1河内ビル202PARKSRECORDS内

090-8406-5923

小規模に特化したイベントサポートサービスの展開

5374

H29.7.31 農業生産法人合同会社九州オリーブファーム

山本 康弘

筑紫郡那珂川町大字安徳734番地

092-952-5742

オリーブオイルの搾りカスを再利用したオリーブ酢の開発及び販売

5375

H29.7.31 オートヴィークル

永田 信雄

春日市昇町3-180

092-591-5522

新規顧客獲得のための洗車サービス導入

5376

H29.7.31 デザインオフィスイッテン

大原 司朗

春日市大谷7-8-307

092-585-8737

印象に残るストーリーづくりからはじめる観光パンフレットの提案・制作

5377

H29.7.31 株式会社ロプト

冨田 直良

福岡市博多区博多駅南5丁目21－14

092-477-7778

非公開

5378

H29.7.31 株式会社マナビノ

長谷 徳昭

福岡市城南区友泉亭5-5ガーデンプレイス友泉1階

092-737-3003

5379

H29.7.31 blink phpto

田川新二郎

福岡市博多区吉塚3-3-24メゾンプランドール202

092-215-3369

RAW画像による高精度写真画像の加工・補正等の作業の有償メニュー化

5380

H29.7.31 株式会社メモリートレーディングセンター

北原修士

福岡市城南区七隈7-38-15レジデンス和光311

092-210-8487

写真売買サイト「メモトレ」での価格交渉機能追加及び家族向け配信サービスの開始

5381

H29.7.31 株式会社ピーアイテイー

牛島和彦

福岡市博多区博多駅中央街7-2博多SSビル5階

092-432-6868

バーチャルとリアルの情報発信拠点「ピットサロン」の開設による売り上げ拡大

5382

H29.7.31 株式会社NPC

中原一彦

福岡市博多区住吉五丁目1番15-809号

092-292-8530

楽しく続けられる夢達成応援カレンダーの商品化・販売

5383

H29.7.31 株式会社博多よかろうもん本舗

原 恒彦

福岡市博多区博多駅南６丁目１３－２－２０１

5384

H29.7.31 研機株式会社

森山秀行

福岡市博多区上牟田３丁目９－７

092-411-1203

「乾燥機」と「熱分解装置」とのシステム化で有機廃棄物の100％再資源化市場を創出

5385

H29.7.31 Chi-ho's studio

鎌田千穂

非公開

092-776-9552

新人及び復職希望「保育士」向け、就業前トレーニングセンター事業展開

5386

H29.7.31 株式会社ハコブネ

森 淳

福岡市博多区博多駅前4-36-29 IBセンタービル401

092-409-8062

AI活用による成功報酬型IT人材マッチングビジネスの展開

5387

H29.7.31 天然パン工房 楽楽

石原 貴

糸島市浦志1-12-14

092-323-4499

天然酵母パンと、パンと同じ素材の中から選べる食材とのセットのセレクト商品販売によるＲＡＫＵＲＡＫＵブランドの
確立

5388

H29.7.31 らーめん笑喜屋

河野友正

糸島市高田5-24-8

092-322-9700

糸島の食材を活用した「ラー麦まん」の製造と店内メニュー化およびネットやテイクアウトによる販売

5389

H29.7.31 有限会社大友ゴム工業

世利英司

太宰府市大字内山956-1

092-921-8028

少量からでも出来る顧客ニーズに適したゴム・シリコン製品の提案・企画・製造事業の展開

5390

H29.7.31 建築デザインＯＦＦＩＣＥ本田敦子

本田敦子

太宰府市通古賀5-11-9ピュアザ北ノ橋502号

092-555-2607

建築関連企業や理美容・スイーツショップ等向けビジネス色彩コーディネート・セミナー事業の展開

5391

H29.7.31 株式会社アズアイム

山内紀江

太宰府市国分1-18-50-501

092-582-3673

九州産原料とヴィーガンマフィン生地を有効活用したヴィーガンラスキーの開発及び販路拡大

5392

H29.7.31 株式会社Gatou

白石由美

太宰府市都府楼南4-27-13

092-986-9750

布地に描く伝統工芸の世界（アートファブリック事業）の展開

5393

H29.7.31 合同会社陽サンズケアサービス

佐藤達雄

太宰府市向佐野2-9-16

092-929-1340

自社で次亜塩素酸水を安価につくることができる除菌水の販売展開

非公開

3

生涯学習を交えた「地域の学びの拠点」としての学習塾の展開

直営飲食店「イチ×サン食堂」運営による商品開発を通じた自社ブランド化の確立
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5394

H29.7.31 株式会社ＡＮＵＰＲＡＢＡ

ニルマラ ガヤ
太宰府市御笠５－５－３
ン

092-408-6954

車両海外輸出及びＬ／Ｃ取引代行サービスの展開

5395

H29.7.31 ＬＳＣサービス株式会社

光安修一

粕屋郡志免町志免４－２－９－７

092-937-2787

安全・安心・清潔なトイレを提供する盗撮カメラ発見調査付トイレクリーニングの展開

5396

H29.7.31 OKUMURA-TEI

奥村公記

久留米市田主丸町常盤１１３０−１

0943-72-3785

身も心も癒せる草木染め専門のニットカフェサービスの提供による収益拡大

5397

H29.7.31 久保敬昭織物工場

久保竜二

筑後市大字西牟田3498-2

0942-52-4629

非公開

5398

H29.7.31 元気クリエイト

中村忠和

八女市蒲原５０番地２市営蒲原住宅北棟506号

090-1161-8363

薬膳の知恵の継承と伝達を目的とした飲食店の運営

5399

H29.7.31 もりた住機設備株式会社

森田哲二

大川市酒見284

0944-83-3333

イベントスペース設置による集客向上、ＶＲ導入による成約率向上を目指した取組

5400

H29.7.31 株式会社中山吉祥園

中山 浩史

八女市黒木町黒木24-1

0943-42-0156

八女茶を使用したハラール認証パウダーグリーンティーの商品開発、海外展開

5401

H29.7.31 非公開

非公開

非公開

5402

H29.7.31 創作料理ののか

原 隆司

八女市本町1-222

0943-24-1712

レストラン商品の魅力強化とオリジナル物販品の開発及びカフェとの連携による販路拡大

5403

H29.7.31 サカタ環境管財

坂田宗一郎

遠賀郡水巻町古賀3-8-19

093-202-0208

産廃収集運搬ができる強みを活かしたグリストラップ洗浄サービスの提供

5404

H29.7.31 株式会社西部警備保障

﨑山禮子

遠賀郡遠賀町遠賀川２－４－１０

093-291-1102

日中や短期工事現場に対応した軽量型信号機の開発

5405

H29.7.31 きぬや呉服店

高野 俊昭

飯塚市枝国513-9

5406

H29.7.31 ＢＲＥＡＫ ＴＩＭＥ

待野 誠治

飯塚市吉原町8-48セントラルビル２階

0948-43-8502

様々な音楽ジャンルを楽しめる複合型音楽施設の運営

5407

H29.7.31 有限会社西田ﾓｰﾀｰｽ

西田 茂

嘉麻市鴨生226-1

0948-42-0285

大手保険会社とのパートナー関係構築、及び、マスコットキャラクターでブランド化

5408

H29.7.31 松尾製菓株式会社

非公開

非公開

5409

H29.8.31 株式会社三田村商事

三田村秀治

5410

H29.8.31 有限会社エヌ・ティー・ケイ

5411

H29.8.31 有限会社プラス化建・工法研究所

5412
5413

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

福岡市南区警弥郷1丁目21-27

092-584-0367

非公開

沼田紘子

太宰府市水城6-16-7

092-954-1120

福岡県産の食材にこだわったオリジナルパスタ(万能)ソースシリーズの開発・販売事業

副島孝子

筑紫郡那珂川町片縄東1-26-5

092-952-2827

農作物の高密度植栽器Biox及び同技術を活かしたバイオプラズマ複合発電機の開発・販売事業展開

H29.8.31 産地直送ダイニング陽芽

大塚一史

春日市大土居1-34-1FSビル大土居101

092-584-0545

主婦層をターゲットとした女子会メニューのレシピ化及び提供による来店の増加

H29.8.31 スポーツジム春日

鶴忠信

春日市原町1-95

092-573-5843

非公開

5414

H29.8.31 有限会社ドリームファクトリー

飛田新治

福岡市南区弥永5丁目18-18

092-574-5591

レース用車両の製作、整備で培った技術に基づいた自社独自の再生部品の加工販売

5415

H29.8.31 テキスタイル長尾

長尾浩介

福岡市西区生の松原3-37-22

092-882-1417

タブレットを使った織物製作の体験型販売による売り上げ強化

5416

H29.8.31 kedomo

西村公宏

非公開

5417

H29.8.31 株式会社ベビーフレンド

野中史明

糸島市二丈武175-3

5418

H29.8.31 株式会社リトモ・アルベーロ

土屋匡史

非公開

5419

H29.8.31 株式会社マルコー

幸田 敏治

糸島市波多江駅北１丁目4-8

092-322-2409

地域買物ニーズに細やかに対応する移動ミニスーパーの展開

5420

H29.8.31 株式会社コラボプラネット

西原申敏

糸島市篠原西2-3-23

092-332-7775

eラーニングの授業計画システムの開発による多店舗展開
非公開

非公開
092-325-8123
非公開

企業の求める海外実習生を育成する新たなサービスの提供
高衛生品質カーテンの商品化と迅速仕上げの出張クリーニングの病院向けリネンサプライの事業化
非公開

5421

H29.8.31 株式会社トライウェア

中原常信

太宰府市吉松3-10-30-302

092-260-3566

5422

H29.8.31 株式会社うーの家

靏久あゆみ

太宰府市国分2-1-9

092-408-8082

マンションのアンティークリノベーションによる居住環境の改善とアンティーク空間の構築

5423

H29.8.31 自立学習練成道場てっぺん

原田浩秋

福岡市南区井尻5-2-17第一上野ビル2階

092-586-6905

小規模企業の社員向け人材教育事業の展開

5424

H29.8.31 古川謙太郎土地家屋調査士事務所

古川謙太郎

筑紫野市二日市中央5-3-16

092-922-3323

GNSS測量機の導入による土地家屋調査の精度向上と測量サービスの展開

5425

H29.8.31 株式会社エスピープラン

佐藤 一弘

宗像市陵厳寺2-28-6

0940-35-5452

非公開

5426

H29.8.31 トゥークルール

野口みゆき

非公開

非公開

4

パーソナルカラーを活用した個人・法人対応の多角的レッスン・セミナー展開
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5427

H29.8.31 有限会社ケーキハウス・アン

松永健一

福岡市東区香椎1丁目22-5-106号

092-672-0308

地元・福津宗像地域の名所・旧跡を立体的に模した菓子の開発・販売

5428

H29.8.31 株式会社ハッピーホーム

林育生

糟屋郡志免町南里2-148-1

092-935-4649

廃食用油の回収プロセスを効率化するバッグインボックスとスマホアプリの開発および提供

5429

H29.8.31 ｉｔ’ｓフォーマル株式会社

吉永豊

福岡市博多区博多駅東1丁目17-21-5Ｆ

092-473-2909

ネットによる着物選択シミュレーションシステムの構築・運営による着物着用機会の拡大

5430

H29.8.31 SKシステム株式会社

幸松 了

糟屋郡宇美町若草2丁目3番3号

092-692-4660

防災用自家発電装置の超々低騒音型カバーの開発及び販売

5431

H29.8.31 coralqualia

原 暢平

非公開

080-5205-2622

非公開

5432

H29.8.31 株式会社酒見椅子店

酒見宣克

大川市大字坂井740-6

0944-86-4385

非公開

5433

H29.8.31 株式会社Ｈ＆Ａ

半田竜也

朝倉市宮野1992-1

0946-52-1535

筑後地区初の整骨院が行うセルフホワイト二ングサービス

5434

H29.8.31 有限会社龍クリーニング

非公開

大牟田市大字唐船367-1

0944-54-3612

非公開

5435

H29.8.31 耳納山フレッシュポーク

仲 喜美子

久留米市安武町武島５１２

0942-26-3808

こだわりの豚肉と養豚の堆肥で育てた有機野菜を使用した自家製惣菜の開発・販売

5436

H29.8.31 伊藤産業株式会社

伊藤 晴輝

久留米市梅満町74-1

0942-32-4595

非公開

5437

H29.8.31 株式会社ジルクエスト

林 克則

福岡市中央区天神4-6-30知財ビル3F

092-752-5017

インプラント用アバットメント（チタン金属支台）の精密加工技術の確立と「インプラント義歯」の生産および販路拡大

5438

H29.8.31 株式会社三和綜合土木

非公開

非公開

非公開

非公開

5439

H29.8.31 アーマライニングス株式会社

非公開

非公開

非公開

非公開

5440

H29.8.31 株式会社門司洋瓦

門司憲和

遠賀郡水巻町下二東二丁目３－７

093-201-6331

非公開

5441

H29.8.31 未来堂

永光 健剛

嘉麻市岩崎1308-1

0948-43-1166

オーダーメイド型スマホ・タブレット教室での地域交流の創造

5442

H29.8.31 有田電器情報システム株式会社

有田 栄公

嘉麻市山野875-2

0948-42-1570

非公開

5443

H29.8.31 食べもの屋 いっけん芽

和田 一敏

嘉麻市口春512－29

0948-42-1105

体感型、演出効果で子どもから大人まで楽しめる、鉄板メニューでの革新

5444

H29.8.31 あらい有限会社

荒井 俊勝

鞍手郡鞍手町大字新延1504番地

0949-42-0323

非公開

5445

H29.9.29 ピュアイズム

池田 清美

春日市紅葉ヶ丘東10-33

090-9582-1763

ストール、スカーフ講座の実施からアドバイザリー業務への新展開

5446

H29.9.29 株式会社華鳳

青木 ちはる

筑紫郡那珂川町西隈1丁目20-28

092-287-2781

剣道防具専用消臭剤のバリエーション展開による新規顧客開拓

5447

H29.9.29 よしむら工務店

吉村 拓

春日市春日原南町3-4-2

092-581-0706

診断結果を基にお客様自身でお選びいただく耐震リフォーム事業の開始

092-558-1384

非公開
光触媒溶液と消臭液、自動噴霧器をセットにした消臭・除菌商品の展開

5448

H29.9.29 株式会社水の杜

島崎隆雄

春日市大土居
1丁目123番地

5449

H29.9.29 有限会社旭

松田 松太郎

春日市紅葉ヶ丘東8丁目160-1

092-588-2522

5450

H29.9.29 花工房hanadoki

平沼 宗訓

筑紫郡那珂川町別所1150-2

092-952-8954

5451

H29.9.29 KYUSHU CEYLON INTERNATIONAL株式会社

エディリシン
ハ・スサンタ･
サンパス

福岡市博多区博多駅南4-14-40-105

092-260-1341

リアルスリランカカレーのレトルト商品化とスパイスの販売

5452

H29.9.29 株式会社三倖悠

池田 倖愛

春日市泉4丁目57番地

092-589-6756

一般顧客からの直接受注獲得のためのミストサウナ製品モニターサービス展開

5453

H29.9.29 DOG＠MerryHouse

植波 愛

春日市昇町6丁目57

092-582-5522

新サービス｢プレミアムペットケアプラン｣とＷＥＢカメラの設置によるペットホテル顧客の獲得

092-871-8805

住まい・浴室の抱える課題の勉強会等の開催による地域密着型浴室リフォームの展開

生花業の知識や経験を活かした季節感あるハーバリウムの販売

5454

H29.9.29 グランドシャンズ

中島 幸則

福岡市城南区片江
2-14-10-407

5455

H29.9.29 Salon de Hariarge

福地 真理

福岡市博多区博多駅南1丁目5-13ラフィネス博多駅南1402

092-272-4660

結婚式当日でも対応可能なブライダル向け美容鍼灸の施術提供

5456

H29.9.29 株式会社ワーコンプロジェクト

青木 比登美

福岡市博多区博多駅南1-4-10

092-409-0461

最先端IoTを利用して家に居ながらにして医療機関と同等の医療・介護が受けられるケアシステム

5457

H29.9.29 株式会社後藤事務機

後藤真也

福岡市東区原田１丁目２９番３号

092-621-6353

これまでの技術を活用し、次世代の需要に答えるロボットの運用開発と講座教室の開設
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5458

H29.9.29 株式会社ARUK. Design

小田 政元

福岡市南区大楠一丁目35番21号サンピア福岡ビル1F

092-753-9076

誘導機能を持たせたシート・カーペットのデザイン及び施工

5459

H29.9.29 Add value株式会社

福富 康馬

福岡市中央区春吉二丁目１７番２号

090-9577-0572

非公開

5460

H29.9.29 kedomo

西村公宏

非公開

非公開

非公開

5461

H29.9.29 株式会社Youfit

生座本 真

福岡市西区壱岐団地111-5

092-292-1942

アマチュアスポーツ応援サービスの構築による地域活性化ビジネスの展開

5462

H29.9.29 i style estate

吉田恵美子

糸島市前原駅南３丁目11-40

092-332-8347

空き家でのＤＩＹイベント開催と物件を活かしたリフォーム提案による空き家の流通促進

5463

H29.9.29 あゆき農園 加工

冨永 武

糸島市二丈松国273

092-325-1303

自家製採れたて鮮度の食材を使ったピザ・スムージーの農園一体型店舗の開設

5464

H29.9.29 ティーケーピーネットワーク株式会社

岸 隆年

太宰府市御笠5-11-7

092-923-4483

工場ライン無電力搬送システムの開発及び販売展開

5465

H29.9.29 とふろうグリル

熊谷貴史

太宰府市通古賀3-9-7北橋ビル1階

092-923-6063

梅コンセプトをベースにした梅ハンバーグのの開発及び販売展開

5466

H29.9.29 有限会社吉田自動車

吉田光一

大野城市御笠川1-12-8

092-503-4100

フルオーダーメイドによる中型レッカー車の製造・販売事業の展開

5467

H29.9.29 オフィスパル

吉川直子

糸島市神在1048-6-308

092-324-6932

糸島市の地域活性化のための情報発信事業の展開

5468

H29.9.29 森下米穀店

森下澄江

糟屋郡志免町御手洗2-5-16

092-621-0558

富裕層向け、顧客の嗜好を考えたブレンド米の販売による売上拡大

5469

H29.9.29 串屋せん

相島敏博

みやま市瀬高町下庄２１４４−４

0944-63-6969

非公開

5470

H29.9.29 株式会社ＪＯＹ・プラス

立山由味枝

久留米市田主丸町秋成874-3

0943-76-9120

日本山人参を使った新製品の開発

5471

H29.9.29 有限会社江口かまぼこ

江口和彦

みやま市高田町徳島253-2

0944-22-5021

フィッシュパテの商品開発

5472

H29.9.29 株式会社うなぎの寝床

白水高広

八女市本町267

0943-22-3699

筑後地域のものづくりにオープンイノベーションをもたらす拠点作り

5473

H29.9.29 山口勇製茶工場

山口 豪吉

八女市星野村5221-1

0943-52-2291

水出し玉露ティーバッグの販売と八女玉露の新品種の栽培及び販売による事業活性化

5474

H29.9.29 有限会社福山機工

福山 貴志

大川市大字大橋263-1

0944-87-6347

ドライアイス洗浄サービス事業の開発

5475

H29.9.29 有限会社江口へら絞り製作所

江口聖二

久留米市田主丸町豊城482-1

0943-72-3539

業務用IH対応 調理器具の開発

5476

H29.9.29 末金製材所

末金伸幸

朝倉市烏集院440-1

0946-52-0484

四季（木）に合わせた４種の重ね器の製造・販売

5477

H29.9.29 奥村醤油醸造元

奥村洋明

京都郡みやこ町徳永1981-1

0930-33-3636

非公開

5478

H29.9.29 有限会社豊中自動車

古荘博基

遠賀郡水巻町吉田西３丁目７番３６号

093-201-6268

小型トラックの短時間車検サービス実現による新規顧客獲得・売上強化

5479

H29.9.29 株式会社オフィス亜細亜

非公開

京都郡みやこ町勝山黒田904

5480

H29.9.29 有限会社大島鉄工

大嶋政男

京都郡みやこ町豊津字甲塚680番地の1

0930-33-2130

塗装冶具製作の精度向上による高付加価値化の取組み

5481

H29.9.29 遠賀屋

金田淳二

遠賀郡遠賀町上別府1401

093-293-9678

個包装スープ付きノングルテン冷凍 米粉麺の商品開発および販売

5482

H29.9.29 株式会社ロビンズ

池浦博文

北九州市小倉北区船場町5-16 リヴェール三井ビル

093-521-1781

オリジナル什器を使ったＢtoＣ向けバッグの新たな販路開拓

5483

H29.9.29 株式会社サン友創作工房

武谷昌典

北九州市小倉南区徳吉南4丁目6-4

093-967-8395

木のぬくもりを生かした性能向上住宅のモデルハウス展開による販路拡大

5484

H29.9.29 無量無辺

吉住由美

0947-45-9019

ギャラリーの空きスペースを活用した中高年層向けの本格エステ事業の展開

5485

H29.9.29 有限会社ｸﾞﾘｰﾝｱｰｽ

大鳥広尊

嘉麻市中益497-1

0948-57-4567

ハウスクリーニングとの一括請負による小回りの利いた遺品整理サービスの展開

5486

H29.9.29 ﾃﾞﾐｰｽﾞｿﾌﾄ

出水貴之

嘉麻市漆生869-1

0948-42-1488

「Ruby」言語のプログラミング教室運営、ものづくり地域の創造

5487

H29.9.29 株式会社studio.FELIZ

後藤貴美

嘉穂郡桂川町土師28-655

0948-62-3566

髪・肌の補修再生パッケージ事業の展開

5488

H29.9.29 有限会社戸田歯研

戸田幸児

非公開

非公開

田川市本町２−１１

非公開
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承認番号
5489

承認日

会社名等

H29.9.29 株式会社エコライフ福岡

代表者氏名

所在地

入口道夫

飯塚市片島3丁目１６番２６号

電話番号

計画のテーマ

0948-28-7151

簡単に作れる粉末タイプの本格「ぬか漬けの素」の販路拡大

5490

H29.10.31 あつひろ農園

平 光加

春日市下白水南7-110-501

092-776-4362

ブランド苺「みつのか」の冷凍加工品の販売、レシピの提供

5491

H29.10.31 ル・マニョリア

三小田弘美

春日市大谷7丁目2-302

080-4658-6824

30代女性に癒しと美を提供する花とエステの融合店の展開

5492

H29.10.31 合同会社Q.O.Lサポート

千葉 高見

春日市大谷5-3

092-558-7531

身体を動かす活動を取り入れた障がい児通所支援事業所の開設

5493

H29.10.31 HEARTY

幸山 尚平

春日市須玖北1-9

092-516-6551

男性客が自らの判断で選択し利用できるメンズコースメニューの提供

5494

H29.10.31 ジーク・デザイン

江田 千恵

大野城市白木原1-7-26-201

070-5532-4927

地域の祭り等のイベントでのドローン空撮の提案

5495

H29.10.31 株式会社オリオサント

山口 義徳

福岡市中央区薬院4-2-15

092-524-5002

スマートフォンで管理可能なオリーブ栽培設備によるオリーブ国産化と農家への展開

5496

H29.10.31 夢どら

馬場 直子

福岡市城南区堤1-3-8

092-407-3342

新商品「空どら（そらどら）」開発及び生どら焼きの冷凍化による売上の拡大

5497

H29.10.31 一級建築士事務所ののデザイン

渡邊 美恵

福岡市南区高宮3-12-24-763

092-791-7733

小規模医療福祉施設向けの付加価値を高める『木の癒し空間』トータルサービスの展開

5498

H29.10.31 K'sパートナー株式会社

加藤寛之

福岡市博多区博多駅東2-2-11 オフィスパーク博多5F

092-409-2496

専門家への見込み客紹介からクロージングまで指導する養成スクール開講と顧客をシェアするアプリ配信サービス
の展開

5499

H29.10.31 有限会社楽天地

水谷 壽

福岡市中央区天神1-10-14

092-781-2511

老舗もつ鍋専門店が作るお土産もつ鍋セットの商品化

5500

H29.10.31 株式会社ガレージ真

池田真一郎

糸島市二丈武586-1

092-332-3333

糸島初のサバイバルゲーム場及びミリタリー塗装事業の展開

5501

H29.10.31 株式会社ＵｓａｇｉＧｒｏｕｐ

大戸沙織

福岡市博多区博多駅前２丁目５－８ ベルコモンズ博多７Ｆ

092-409-3801

普段の生活にプラスするだけで健康を美味しく習慣にできるエクラス茶の開発販売などによる美習慣事業の推進

5502

H29.10.31 合同会社マエストロ

清水和人

糸島市高上221番地1

092-555-3870

就労・独立支援を推進する革製品の技術力を活かしたスマートフォン関連事業の展開

5503

H29.10.31 Ｃａｒ Ｄｒ．太宰府

林田博幸

太宰府市坂本2-9-6

092-983-5973

5504

太宰府市大佐野2-10-20

818-0134

いすゞクーペに特化した旧車の整備、販売

H29.10.31 有限会社おいしいもの研究所

島田靖之

5505

H29.10.31 ギャラリー蛇の目うさぎ

斎藤房子

太宰府市宰府3-4-31

092-923-7893

5506

H29.10.31 大神設計株式会社

大神誉央

福岡市南区柏原1-4-11

092-564-3877

5507

H29.10.31 株式会社ハーフィーズ

旗生利成

糟屋郡新宮町大字立花口117番地13

092-962-5450

女性を中心にファッションイメージでヴィンテージワーゲンを販売する方式の導入

5508

H29.10.31 アペックス

大庭俊幸

糟屋郡須恵町大字佐谷562-1

092-776-1459

アジリティ第一人者による犬の幼稚園「わんこようちえん」でトータルサービスを提供

5509

H29.10.31 囲炉裏カフェ里楽

林礼子

うきは市浮羽町新川3918

0943-77-2275

新規民泊事業を通じた複合型体験サービスの展開

5510

H29.10.31 合資会社若竹屋酒造場

林田浩暢

久留米市田主丸町田主丸706

0943-72-2175

地場産富有柿を原料とした「柿甘酒」の開発および生産ラインの強化

5511

H29.10.31 有限会社クラビアート

武内 喜美郎

久留米市善導寺町飯田550-2

0942-47-555

ミュージックサロン事業の新レッスンプログラム導入による経営力強化

5512

H29.10.31 株式会社丸仙工業

田中 智範

柳川市間690-2

0944-72-2201

オンラインでオーダー家具のデザインができ自動的に設計図の出力が可能な家具製作支援システムの導入

5513

H29.10.31 有限会社鶴建具本店

鶴 剛志

大川市大字九網310-1

0944-86-2838

継ぎ目がなく反りもない背の高いドアの開発

5514

H29.10.31 マフレン株式会社

大徳一美

北九州市若松区高須南一丁目１１番５６号

093-741-2829

新型ベルトクリーナー製造体制の構築による競争力強化と事業拡大

5515

H29.10.31 新日本給食株式会社

山﨑晋吾

北九州市八幡東区勝山一丁目2-19

093-651-5252

非公開

5516

H29.10.31 カネヨシ醤油醸造元

奥田 芳博

飯塚市口原７６５－７

09496-2-0012

無農薬大豆・小麦を使用した天然素材醤油の開発と新販売方式の導入

5517

H29.10.31 坂本写真館

坂本昭広

嘉麻市上山田1190-14

0948-57-2528

卒業アルバム非採用の写真の個別販売

5518

H29.10.31 合同会社ジーシステム

於保信一郎

直方市植木１４０７－２

0949-22-8188

研削工程の全自動化による生産性の向上

5519

H29.10.31 有限会社 ＢＭエンジニアリング

村中 弘之

鞍手郡鞍手町大字八尋字幸ノ浦1501-3

0949-42-7173

小規模漁業者向けの省力化のための機械・道具の開発・販売
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5520

H29.10.31 凛華社

竹原 裕美

田川郡香春町大字高野７９－１

5521

H29.11.30 非公開

非公開

非公開

5522

H29.11.30 雀倶楽部

緒方 正義

筑紫郡那珂川町今光1丁目106-2F

092-954-1900

女性向け麻雀体験教室（無料）の開催を通した雀卓レンタル事業の強化

5523

H29.11.30 total beauty salon BRILLER

菊池由香

春日市白水池3-178-1

092-582-0170

「内面からの〝きれい″を提供する」リンパマッサージの導入によるメイクとの相乗効果の創出

5524

H29.11.30 非公開

非公開

非公開

5525

H29.11.30 ソニー・ハウジング

西村剛

春日市天神山6-12-606

5526

H29.11.30 非公開

非公開

非公開

5527

H29.11.30 合同会社 INFINITY DREAM

本村敏弘

春日市岡本1-5ブレークスルー福岡春日305

090-8835-8397

通信工事の技術を活かした修理・メンテナンスにも強いドローンパイロット養成スクールの運営

5528

H29.11.30 ビームスライン

上野昭

春日市下白水北1-56クリーンヒット春日B201

092-558-6426

アクリル加工技術を活用したオリジナル「営業媒介」ツールの開発・製造・販売

5529

H29.11.30 セブンアート

和氣崇光

太宰府市都府楼南5-2-22

092-918-0036

地域ローカル店舗の広告を待合室に掲示するタブレット型広告配信サービスの展開

5530

H29.11.30 よろずデザイン

村上浩治

非公開

5531

H29.11.30 株式会社イノベーション

広庭孝次

福岡市中央区天神4-4-30天神西江ビル2F

092-724-6688

シニア向けメディカルマジック教室「魔法道場」の展開による生き甲斐の創出

5532

H29.11.30 C・Lover

内藤寛之

福岡市中央区薬院2－5－36 1F

092-733-4511

美髪・美肌機能性を重視した無添加野菜パウダーの開発・販売

5533

H29.11.30 株式会社堀内電気

堀内 重夫

福岡市博多区浦田一丁目５番４６号

092-513-3377

船舶用プラグインハイブリッド型ソーラー充電システム実装技術の開発による太陽光発電多用途化の展開

5534

H29.11.30 オフィスしおん

紫園 来未

福岡市中央区平尾1丁目6-11-605

092-402-5341

ハッピーウエディングプロジェクトの展開

5535

H29.11.30 株式会社ユーテック

桃田友明

福岡市西区横浜1-44-15

092-401-0842

現場の「生産性」を向上させる「２つの機能」を搭載した粉末オーガ計量充填機の開発及び自社生産化

5536

H29.11.30 カフェ とねりこ

非公開

福岡市中央区薬院２－５－３３サントーア薬院 ５０２

092-771-2347

和の伝統的料理道具を料理人の感性でモダン化し、和食文化と共に欧州向けに販売する

5537

H29.11.30 花のマキゾノ

牧園 宗光

糸島市前原西1丁目12-3

092-322-3144

5538

H29.11.30 富士食品株式会社

井上明

糸島市多久819-12

(092)324-5577

非公開

5539

H29.11.30 株式会社ＴＩＭＥ

非公開

糸島市志摩桜井4423-7

092-332-8607

「時間を閉じ込める」絶景飲食店でプライベートビデオの撮影サービス事業の展開

5540

H29.11.30 Ristorante MATSUSHIMA

宗 勇人

福岡市博多区南本町1-4-12

092-573-8858

玄界灘の離島の松島産食材を活かしたビストロ店舗の運営展開

5541

H29.11.30 カレーとケーキの店さら

石橋玲子

太宰府市内山376-10

092-921-2774

縁結びパワースポットの店舗立地を活かしたご縁を結ぶ「縁結びカレー」等の商品開発・販売展開

5542

H29.11.30 美容室シャンゼ

岩本厚子

太宰府市坂本1-2-10リバーサイド都府楼2F

092-924-4400

ヘア・メイクで自分の美しさに自信が持てる技術、情報を提供する50代以上女性に特化したアンチエイジングサロン
の展開

5543

H29.11.30 ジュンエンタープライズ

地内 淳

太宰府市青葉台3-27-5

092-408-6018

アメリカテイストのオリジナルブランド開発事業展開

5544

H29.11.30 カフェ観音

大部純子

太宰府市観世音寺１－８－１

092-921-0305

北欧×和の静かな個室を活用してコミュニティ広場としたレンタルスペースビジネスの展開

5545

H29.11.30 株式会社宮原福樹園

宮原博幸

太宰府市大佐野2-14-18

092-918-6736

空き家の定期庭園管理事業の展開

5546

H29.11.30 有限会社ビッグランドグループ配送センター

本山昭男

古賀市今の庄1-26-37

092-944-4554

非公開

5547

H29.11.30 国産豚料理専門店 とんま

中村和馬

宗像市赤間駅前1-9-1

0940-32-8832

実際に使って食せる自慢の特産品「むなこれ」アンテナショップの運営展開

5548

H29.11.30 Ｍ・Ｔトータルカーショップ

田中真剛

久留米市城島町内野422-4

0942-62-6268

新車販売の仕掛けづくりと自社認証工場との組合せによる循環型ビジネスモデルの構築

5549

H29.11.30 前田建具製作所

前田英治

大川市大字向島2014-6

0944-87-5231

装飾インテリアとしても使える大川組子ギフトケースの開発

5550

H29.11.30 美容室ゆい

高村清子

久留米市善導寺町飯田380-1

0942-47-6262

美容室ゆいプロデュース「たまご教室」を主催することによる、埋もれた人財の活用と出張美容の拡大。

非公開

非公開
092-929-0005
非公開

非公開

8

教わる側から教える側へ、講師養成を通じ「地域の女性を輝かせるカルチャールーム」の構築
非公開

非公開
バイクやヘルメットの塗装をきっかけとする個人顧客の取り込み
非公開

地域振興ゲームアプリ「まちａｐｐ」の開発事業展開

事業所インテリア及び贈答用ハーバリウムの商品の開発と販売
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5551

H29.11.30 有限会社 大庭

大庭民雄

中間市中尾1-11-13

093-245-0814

量り売りサービス導入及びイベント強化による高級酒・専門酒の売上拡大

5552

H29.11.30 美食空間 和fu

伊東大輔

中間市中間３－１６－１

093-245-6870

足湯を備えた非日常的空間を演出したバーベキューサービスの提供

5553

H29.11.30 太喜

太義恵

北九州市小倉北区足立二丁目3番30号

093-923-7557

旬の地域特産品を素材とするキムチの開発及び頒布会販売方式による経営の安定化

5554

H29.11.30 マーク折尾

吉田寛之

非公開

5555

H29.11.30 あおい整骨院

佐藤吉徳

遠賀郡岡垣町中央台5-2-1

093-981-6929

ＩＡＳＴＭテクニック導入によるスポーツ愛好者向け新サービスの提供

5556

H29.11.30 株式会社セルフケア

福田健志

遠賀郡遠賀町大字虫生津３０２番地

093-291-2200

「脱介護」をコンセプトとした健康総合施設の展開

5557

H29.11.30 株式会社ワイエスピー

新開節夫

飯塚市有井320-19

0948-82-5050

中国で濃厚でなめらかな豆腐の価値を伝えることで豆乳プラントの販売を実現

5558

H29.11.30 有限会社JEWELRY ATELIER

稻田 真治

飯塚市伊川３０５番地

0948-43-3924

非公開

5559

H29.11.30 からあげ＆カレー焼き次元

大神龍也

直方市古町3-2

0949-24-9558

鯛焼きの新しい専用生地を活用したキッチンカーのビジネス展開

5560

H29.11.30 寒北斗酒造 株式会社

杉田祐二

嘉麻市大隈町１０３６－１

0948-57-0009

酒粕を用いた酵母菌活性粉末調味料開発による健康志向新商品・新サービス展開

5561

H29.12.28 有限会社ニッチエンジニアリング

高原 慶太

福岡市博多区竹下1-15-40-305

092-211-0201

中小、個人事業者向け、webチラシ作成システムの代理店展開

090-6805-5297

企業向け研修・カウンセリングを受講した従業員向け個別メニューによる顧客の獲得

非公開

春日市昇町5-139-403

非公開

5562

H29.12.28 ダイヤモンドセルフ博多

稲岡 淳之

5563

H29.12.28 真こころ整体

大平 幾子

春日市春日原南町4-37-8

092-572-3440

自己治癒力アップのための短期集中整体コースの設定

5564

H29.12.28 ラポール

山口 翔一

春日市小倉東2-19春日サンハイツ8-507

090-6470-4889

カメラ講座によるコミュニティづくりを通じた人材確保と写真撮影売上の増加

中村正昭

福岡市早良区有田7-24-6

092-852-7328

非公開

5565

H29.12.28

株式会社中村タイル商会

5566

H29.12.28 株式会社セカンドハウス

髙木 満弘

太宰府市国分1-8-2

092-928-0855

居住空間を確保したワンサイズ小型なキャンピングカーの開発・販売展開

5567

H29.12.28 株式会社にくづきゆたかさ

非公開

太宰府市五条４丁目１１番８号

092-918-3867

身体の強みを知る筋まく占いの事業展開

5568

H29.12.28 西部頭髪

山田健治

福岡市早良区干隈3-21-20

092-836-6730

美容室向けの整髪料「64ポマード」の開発と販売

5569

H29.12.28 溶岩石焼き食堂波平

林秀俊

久留米市田主丸町秋成860-3

0943-72-4333

田主丸特産品を使った名物の開発及びコンテナ販売

5570

H29.12.28 株式会社松尾農園グループ

松尾高生

八女市立花町白木７３９－１

0943-35-1038

一貫した生産加工の体験学習プログラムの構築とWeb展開による直販事業の拡大

5571

H29.12.28 有限会社チタンエンジニアリング

村上政利

久留米市田主丸町田主丸９２３−４

0943-74-4050

後世に残したい印影を使っても劣化がないチタン素材の大判印鑑の制作及び販売

5572

H29.12.28 トータルナーシングサービス

下川達也

久留米市城島町城島287-1

0942-62-3332

民間救急搬送事業における長距離搬送、ならびに特殊搬送対応事例の展開

5573

H29.12.28 ミスミデンキ

井上 隆義

八女市上陽町北川内639-7

0943-54-2143

店舗を古民家風の展示レイアウトに改装することによる古民家再生電気工事の需要喚起

5574

H29.12.28 革ノ花宗

益田美樹

久留米市津福本町1649-4

0942-55-9363

非公開

5575

H29.12.28 五感ものづくり工房

深町哲哉

久留米市合川町２－９

090-8047-9525

障害者のための実践的教育訓練とワークショップ事業の立ち上げ

5576

H29.12.28 中華バル 武遊

田中武士

遠賀郡遠賀町遠賀川2丁目1-1

093-293-2323

遠賀町特産品菜種油を使用した中華調味料の開発にともなう販路拡大

5577

H29.12.28 有限会社今橋書店

今橋和基

遠賀郡遠賀町遠賀川１丁目６－１９

093-293-0083

書籍ビニールコーティングサービスの事業化

5578

H29.12.28 株式会社 里山商会

吹上紘子

行橋市中央三丁目2番22号

0930-28-8866

非公開

5579

H29.12.28 ノウハン

繁永大輔

築上郡築上町安武1206

0930-52-3922

米の検品及び異物除去作業の自動化による生産性向上で販路拡大を促進

5580

H29.12.28 ふるや整骨院

古谷恭平

築上郡築上町高塚139-1

0930-31-7221

非公開

5581

H29.12.28 アルク農業サービス合同会社

永井洋介

築上郡築上町大字寒田282-3

0930-31-7807

食品加工場ユニットのレンタル事業化

9
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麻生 会欣子

直方市頓野1003-1

0949-26-9858

ハンドメイド雑貨販売によるセカンドカー購入顧客層の拡大

H29.12.28 九州造園建設

安田 浩之介

直方市頓野556－2

0949-26-5094

外構工事業のカフェ併設による新業態店開発

H29.12.28 興栄建設株式会社

中村髙章

直方市大字山部７３１番地１

0949-24-5033

施工実績のデータベース化による介護リフォーム事業のさらなる発展と人材育成

H29.12.28 中村硝子

中村 信文

田川市大字川宮1056

0947-42-4084

「構造見学会」によるリフォーム事業の強化と「住まいの困りごとサービス」の提供

5586

H30.1.31 ビーズグロス

非公開

非公開

非公開

5587

H30.1.31 菊池畳製作所

菊池 智徳

大野城市御笠川6-3-5

092-984-1431

畳にやさしい学習机・椅子の企画・開発及び販売

5588

H30.1.31 プッシュロッド

大倉 貞俊

筑紫郡那珂川町片縄8-26

092-953-5615

研磨作業を知り尽くしたバイクの販売修理業者が開発した研磨光沢に優れた研磨剤の商品化

5589

H30.1.31 ケイアール合同会社

大串 啓

非公開

非公開

購入前に全ての成分が学習できる天然素材100％の安心安全なリップクリーム開発展開

非公開

5590

H30.1.31 結デザイン有限会社

平野良子

福岡市南区平和一丁目29番35号

092-522-8533

農家に向けた「ふるさと納税返礼品」フルフィルメントサービスの展開

5591

H30.1.31 株式会社ファインテ

渡部 潔恵

福岡市博多区博多駅南１－１１－２７

092-953-7407

非公開

5592

H30.1.31 大原不動産

大原尚通

福岡市中央区清川1-11-15ラロシュ102

090-7982-0357

独占パテント技術を活用したプロセス改善技術の許与事業の展開

5593

H30.1.31 有限会社ライフサービス

津川 宏司

福岡市東区塩浜1丁目15-5

092-605-6677

非公開

5594

H30.1.31 創作IZAKAYA 四季彩

吉田 一信

糸島市高田5-24-18

092-321-1525

創作居酒屋が作るハバネロ醤油、ハバネロソース、ハバネロポン酢の3種激辛調味料の開発と販売

5595

H30.1.31 みゆき美容室

山本 勉

筑紫野市二日市中央3-11-3

092-923-1493

人工の髪を結び付ける新たな増毛技術の講座化及び他地域への展開

5596

H30.1.31 エストレード

船津 順

筑紫野市下見187-29

092-926-8955

キャンピングカー購入者の車両をレンタカーとして管理・運用するシステムの構築

5597

H30.1.31 株式会社アースクッキン

高田橋 寛

大野城市仲畑１－７－３０

092-589-3900

非公開

5598

株式会社ワイ・エイチ・ティ・トレーディングカンパ
H30.1.31
大原 陽平
ニー

太宰府市観世音寺1-7-45-1F

092-928-2272

欧州地区へのJapanDesignShoeLaceの販路開拓

5599

H30.1.31 ドライジーネ

辻 義広

太宰府市五条1-18-2エサキビル１Ｆ

092-923-0334

お客様の好みに合わせたクラッシックオーダーメイド自転車の提案事業

5600

H30.1.31 en-musubi Zakka en

山下理恵

太宰府市内山653-2

070-5699-1514

猫×縁結びをテーマにした雑貨の開発・販売

5601

H30.1.31 Teahouse miya

中宮好恵

糟屋郡粕屋町戸原東1-2-1-403

092-692-8260

販路拡大を目的とする 「ハーブSio」 の商品展開

5602

H30.1.31 常岡塗装

常岡修二

古賀市小竹779

092-942-0928

非公開

5603

H30.1.31 非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

5604

H30.1.31 有限会社ビ・バップ

田山 宏史

糟屋郡新宮町上府北2丁目9番60号

5605

H30.1.31 サマトワ

西 和枝

糟屋郡粕屋町若宮1-3-1-402

090-4486-3018

お客様の体調・悩みに合わせた目に見える施術事業の展開

5606

H30.1.31 有限会社松野工作所

非公開

粕屋郡粕屋町甲仲原４丁目７番１号

092-938-8781

非公開

5607

H30.1.31 吉水塗装店

吉水 昇

福津市中央１丁目１６−１

0940-43-2812

お客様の選択しやすさを最優先に考えた外壁塗装の新たな提案方法の導入

092-963-0895

ドラム体験教室による新規顧客の開拓

5608

H30.1.31 有限会社山水社

岩永 賢治

春日市惣利6-127

092-595-6000

子どもに迷惑を掛けたくない『子孝行』のお葬式を目指すワンストップサービスの提供

5609

H30.1.31 FLAME

林田 大輔

福岡市城南区樋井川4-17-2

090-9794-1241

フォトグラファーから提案する地域をPRする動画やイベント等の企画・プロデュース

5610

H30.1.31 株式会社グリーンピース

柴口 由喜子

福岡市南区野間2-2-2

092-554-2166

認知症予防、改善を目的とした総合トレーニング教材の開発

5611

H30.1.31 松栄クリーニング大橋工房

松尾 聰

福岡市南区南大橋1-19-21

092-541-5813

非公開

5612

H30.1.31 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ

田上 恭由

福岡市博多区博多駅前３丁目６－１２

092-415-1515

自社内でのＷｅｂ自主更新を促す為の「模範ＨＰ制作とＷｅｂ更新研修」及び「Ｗｅｂ販促体制」構築支援
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※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
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承認日
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5613

H30.1.31 非公開

非公開

非公開

電話番号
非公開

計画のテーマ
非公開

5614

H30.1.31 株式会社SCAi

渡邉 由規

北九州市若松区青葉台東２丁目４－９

092-791-1752

法改正に伴う外国人介護実習生のコミュニケーション能力の向上と職場定着への教育支援実施

5615

H30.1.31 有限会社福ふくの里

釘本 伊勢光

糸島市二丈福井6333

092-326-6886

「お試しコース」で納得いただく、糸島産生鮮品のカタログ通販事業の展開

5616

H30.1.31 BlueRoof

桑田 秀一郎

糸島市志摩桜井5457

092-332-7742

糸島初のガラスハウスレストラン事業の展開

5617

H30.1.31 有限会社メイン

田中 寛容

筑紫野市隈191番地

092-926-0108

馬油を使用した「たべる馬油ドレッシング」の開発と販売

5618

H30.1.31 株式会社アクシュワン

高田橋 寛

大野城市仲畑１－７－３０

092-589-3900

非公開

5619

H30.1.31 フリースタイル工房

西田 貴祐

太宰府市御笠1-13-11

092-888-3478

体験工房を入口とする直請けリフォーム工事の受注増加

5620

H30.1.31 井上製氷冷蔵株式会社

井上 裕文

柳川市三橋町蒲船津112

0943-22-5656

非公開

5621

H30.1.31 株式会社峰光住宅

荻野 嶺代

久留米市田主丸町田主丸460-11

0943-73-1606

空き家利活用提案及び管理サービス事業の展開

5622

H30.1.31 桑野新研産業株式会社

桑野弘共

久留米市三潴町西牟田1128-1

0942-54-6011

非公開

5623

H30.1.31 高野木工株式会社

高野 太輔

筑後市大字富久911

0942-53-7813

総合家具SPAへの業態転換

5624

H30.1.31 esthe&make RUBY

北川洋子

久留米市西町１２２５－１サーパス六ツ門２０３号

080-8389-4173

体質別のオイル・ハンドマッサージ、情報提供によるトータルビューティーサロンの展開

5625

H30.1.31 池田絣工房

池田光政

筑後市大字久富１８４０

0942-53-2416

久留米絣の生産力向上と観光名所としての総合施設運営事業の取り組み

5626

H30.1.31 株式会社毎日介護タクシー

西口 広貴

久留米市東町25番地30

0492-36-3150

身体的・精神的リハビリ効果を生み出す「パン工房」を活用した介護施設の展開

5627

H30.1.31 株式会社星野民藝

竹内 主直

八女市星野村11662－11

0943-52-2720

工場見学会やワークショップ開催による集客活動と製材から組み立ての工場統合による効率化の実現

0943-32-5511

非公開

5628

H30.1.31 久留米印刷株式会社

熊丸 正憲

八女郡広川町日吉548-25

5629

H30.1.31 有限会社角田製茶

角田 龍也

八女市上陽町北川内187-3

0943-54-3751

朝茶、昼茶、お茶漬け茶の商品開発及び販売による事業活性化計画

5630

H30.1.31 エスエムシーコンサルティング

篠原 毅

北九州市小倉北区京町2丁目2-19-3F（秘密基地内）

090-3320-9377

出張形式による職長教育・安全衛生責任者教育の展開

5631

H30.1.31 泰平印刷株式会社

森實悦史

北九州市小倉北区鋳物師町1番1号

093-581-5121

可変編集システム導入による必要に応じた印刷物の提供

5632

H30.1.31 ＴＳＵＮＡＰＲＯ

宮西 孝綱

行橋市西宮市２－１６－８

090-8656-7662

ドローン空撮を利用した水田管理事業の実施

5633

H30.1.31 株式会社エーエヌサービス

安藤 春吉

北九州市小倉北区中井一丁目31番15

093-592-3338

民間木造住宅向けの「液体ガラス」を使用した木材コーティングサービスの提供

5634

H30.1.31 ＷａｎＬｉｆｅ

金川 英樹

北九州市小倉北区重住3丁目7-1

093-923-5500

犬の幼稚園サービスの開発と確立

5635

H30.1.31 株式会社エヌファクトリー

中島 洋平

北九州市八幡西区上上津役2-21-9

093-616-7714

高精度修理と塗装サービスによる顧客拡大

5636

H30.1.31 株式会社石橋製作所

石橋 和彦

直方市大字上頓野4636-15

0949-26-3712

非公開

5637

H30.1.31 株式会社かね萬

赤松勝治

直方市知古柳原798-1

0949-23-2811

非公開

5638

H30.1.31 有限会社九州精密

緒方宗道

北九州市八幡西区則松五丁目１９番３－３０２号

0949-24-1827

ＩｏＴを活用した自動車製造装置金型部品加工ライン自動化により、成長分野へ人的資源を投入する取り組み

5639

H30.1.31 株式会社ウエスト・マネージメント

堤田 継雄

非公開

5640

H30.2.28 株式会社トゥブルーム

中村 義幸

福岡市南区塩原3丁目17-7サンシャインシティビル大橋5F-B

092-555-7673

訪日外国人向けサービス事業者を対象とした翻訳コンシェルジュサービスの開発

5641

H30.2.28 焼とり 八起

後藤 美智子

福岡市南区中尾1-29-10

080-3989-8677

角打ちを入口とした焼とりテイクアウトの新規顧客開拓

5642

H30.2.28 Crescendo

上原 一八

春日市白水ヶ丘2-206

092-586-8002

初回来店のお客様の不安を払拭する事前問診票の作成・提供

5643

H30.2.28 有限会社美しま薬局

浦口 眞哉

太宰府市五条2-22-7-1F

092-922-7754

地元の薬局による地域の総合ヘルスケアステーションのサービス展開

非公開
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5644

H30.2.28 有限会社ケン・フィールド

草野 謙司

太宰府市梅香苑4-16-28

092-919-6757

お客様の多種多様な要望に応える人工芝の販売・施工展開

5645

H30.2.28 創伸テクニカルサービス株式会社

黒岩 幸子

太宰府市水城3-9-11

092-929-1834

女性スタッフによる、暮らし・家計簿目線での「でんきのＮｅｃお助けたい」事業の展開

5646

H30.2.28 薬膳ハウス金木犀

甲木 里枝

非公開

5647

H30.2.28 株式会社ライフソリューション

橋本 正則

福岡市博多区博多駅南5丁目6-11

5648

H30.2.28 貼りアップ株式会社

濱田宏満

福岡市博多区堅粕4－26－17

5649

H30.2.28 株式会社ナチュラリンク

非公開

非公開

5650

H30.2.28 一力寿司

西原 良史

糸島市高田5-20-8

092-323-2015

活魚を活かす寿司割烹の料理人がつくる鯛ラーメンの開発とメニュー化

5651

H30.2.28 ペットサロンモモ

吉村たか子

太宰府市高雄５丁目４－１８

092-921-0432

子ネコへのプチトリミングサービスによる生涯顧客化事業の展開

5652

H30.2.28 西村建築設計

西村正親

太宰府市五条2-20-32-605

092-408-1165

保育事業における可変性をもった計画の提案及び30年間の長期修繕計画

5653

H30.2.28 COZA -par ici-

和田律子

太宰府市宰府3丁目3-7中村ビル１F

092-924-0648

雑貨屋が手掛けるおしゃれな太宰府土産の商品開発・販売展開

5654

H30.2.28 株式会社益正グループ

草野 益次

福岡市中央区赤坂一丁目4番27号

092-718-0883

非公開

5655

H30.2.28 合資会社ホットソウル

森田はるか

三井郡大刀洗町大字甲条２０２３－１

0942-77-3373

一流のビジネスマンは見た目も大切。大事な場面に向けてのボディケアを提供

5656

H30.2.28 テック株式会社

大塚剛

八女市立花町谷川１２４５－１１

0943-37-0846

非公開

5657

H30.2.28 山口車体工業株式会社

山口亮

うきは市浮羽町朝田２５５－１

0943-77-2131

短時間から使用できる福祉車両のレンタカー事業

5658

H30.2.28 有限会社渕上熔接

渕上哲

久留米市東合川4-9-7

0942-43-5064

非公開

5659

H30.2.28 株式会社大川家具ドットコム

堤太陽

大川市郷原621

0944-88-3889

上質な家具のレンタル事業

5660

H30.2.28 株式会社大橋建設

大橋敏則

柳川市三橋町白鳥470-1

0944-74-4137

ドローンを活用した営業・広報活動

5661

H30.2.28 非公開

非公開

非公開

5662

H30.2.28 株式会社西日本新聞エリアセンター小郡三国

山本紘嵩

小郡市三沢4211番地の2

0942-75-0995

新聞販売店業務に特化した管理アプリの開発による、自社業務改善及び販路開拓

5663

H30.2.28 ふんばり．

川原 稔久

久留米市三潴町玉満2263-6

0942-65-1011

自社製造の辛みそ等の販売による売上増加と店舗への新規顧客の増加

5664

H30.2.28 株式会社エレガントウッドコーポレーション

非公開

大川市一木48-10

5665

H30.2.28 株式会社熊谷ゴム工業

熊谷 浩昭

久留米市田主丸町田主丸989-1

0943-72-0391

水素向けパッキンの製品化と超耐寒性を活かした他分野への展開

5666

H30.2.28 古賀茶業株式会社

古賀 さと子

みやま市瀬高町下庄493-1

0944-63-2333

海外展開を見据えた新たな事業の構築及びお茶の価値を変える取組み

5667

H30.2.28 合同会社 三本松

松丸裕紀

遠賀郡岡垣町野間南3番23号

093-282-5810

医療的ケア児を対象とした複合型看護サービスの提供

5668

H30.2.28 北屋

北﨑ことみ

中間市中央1-1-19

5669

H30.2.28 クリーン・エコ

平川通貢

中間市岩瀬４丁目２－３

093-981-7252

終活アドバイザーと連携した個人向け葬具の事前販売と粉骨サービスの事業展開

5670

H30.2.28 Dog House なぎさ

増田和美

遠賀郡水巻町二西３丁目19-19

090-6423-7252

野生鹿肉を使ったペットフード用ジャーキーの販売

5671

H30.2.28 株式会社日新インターナショナル

非公開

非公開

非公開

非公開

5672

H30.2.28 株式会社アジアケータリングサービス

非公開

北九州市小倉南区城野4丁目3番1号

非公開

非公開

5673

H30.2.28 ライトウォーク・ラボ

中島香澄

北九州市八幡西区黒崎4丁目4-9-704

093-622-0158

ライトウォークによる健康経営サービスの開発及び確立

5674

H30.2.28 有限会社大長

長部康成

築上郡築上町臼田６５３番地の１

0930-56-0638

「いわしのじんだ煮（ぬか炊き）茶漬け」の製造・販売をメインとした事業多角化

非公開
092-477-7040
092－411－3755
非公開

非公開

非公開

非公開
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5675

H30.2.28 明和運輸有限会社

小早川敬義

遠賀郡岡垣町大字黒山927-2

093-282-4735

シニア人材の有効活用による業務効率化と受注増加

5676

H30.2.28 莉建特殊

楠木慎也

築上郡吉富町小祝546-1

080-1718-4388

太陽光発電所の防草対策の提案と設置による新たな収益事業の確立

5677

H30.2.28 堀江蒲鉾店

堀江勝生

遠賀郡芦屋町山鹿14-9

093-223-0008

海の町「芦屋」の地域資源を使った商品開発及び生産者の顔が見える販売強化

5678

H30.2.28 株式会社グリーン有機資材

杉本晃

遠賀郡芦屋町白浜町７－６

093-223-0047

竹資材を活用した水中微生物担体資材による水域環境改善

5679

H30.2.28 株式会社トリムデザインウエストジャパン

五郎丸昌平

北九州市戸畑区天神2-4-2

093-881-0010

ラッピング技術を生かしたトラック車両への装飾の一元化の提案

5680

H30.2.28 有限会社エンゼル

吉村 徹

直方市大字頓野505番9

0949-26-3323

多品目の低糖質パンの開発とオンライン販売導入による販路拡大

5681

H30.2.28 株式会社ｉＺＭＡ

筒井 康友

福岡市中央区天神５丁目９－２

050-1090-7103

ドローンによるレーザー測量事業の展開

5682

H30.2.28 グリーンサービス産業

藤井 邦利

飯塚市内野1396

0948-72-4051

非公開

5683

H30.2.28 阪本農園

阪本 勇気

田川郡香春町採銅所1439-7

0947-32-3736

自家栽培のかぼちゃ、さつまいもを使用したギフト用プリンの製造販売

5684

H30.3.30 株式会社ワールドインフォメーション

渡邊 巌都

春日市下白水北7-14

092-582-2859

在庫共有システムを活用した通信販売方式の販売

5685

H30.3.30 株式会社ブルーグライダー

三笠 理沙

春日市岡本１丁目５番ブレイクスルー福岡春日４０２号

092-982-1388

高速シリコンウエハ方位判別器の開発と生産及び方位検査サービスの展開

5686

H30.3.30 さぬきうどん誠屋

上馬場 誠

福岡市南区曰佐4-39-30

092-582-0255

健康長寿をイメージできる釜玉うどんを使った新たな『誕生日うどん』の提案

5687

H30.3.30 リラクゼーション～Hikari～

髙田 晶子

春日市光町2-62

090-3322-7897

美容室のスタッフ等を対象とする女性専用出張整体の実施

5688

H30.3.30 株式会社 ソルブ

秋枝 幸房

春日市須玖南4-11

092-575-0556

注射調剤・監査支援システム「iPZS」の提案によるインシデント減少と病院経営改善

5689

H30.3.30 株式会社 ソナーソフトウェア

有田 邦寛

春日市須玖南8-1

092-586-6677

こどもクリニック向け電話受付支援システムの提供

5690

H30.3.30 Belle International

久松 和子

大野城市白木原5丁目4-36-1-B号

092-586-3811

国際料理教室及びカラー診断講座の開催による国際交流・多文化共生の促進

5691

H30.3.30 有限会社ミュージックギャラリー福岡

古村 俊明

春日市昇町３－９６

092-591-6440

講師が登録できるＷＥＢサイトを活用したお稽古・習い事教室の運営

5692

H30.3.30 有限会社シルヴァン

関山 登

福岡市南区野間２丁目１０番２９号

092-589-2656

天然木を使用した国内生産のオーダー食器棚の展開

5693

H30.3.30 美工房メロウ

木原 さおり

春日市昇町１－６７

092-581-2354

介護施設スタッフ向けのメイク指導事業の展開

5694

H30.3.30 カーオーディオ専門店トーン

松浦 翔一

福岡市南区柳瀬2-11-28

092-558-4022

高級外車を対象としたオーディオ試聴サービスの実施

5695

H30.3.30 株式会社みなみ工建

上東 豊

筑紫野市永岡901-1-602

092-923-4945

シニア世代に特化した出会いの場や学びの機会の提供によるリフォーム事業との相乗効果

5696

H30.3.30 晋の整骨院

石田 晋

太宰府市坂本2−1−1−100号

092-555-5871

スポーツイベントを通じた子どものスポーツ障害を未然に防ぐための柔道整復治療の取り組み

5697

H30.3.30 セルモ太宰府五条教室

戸川 淳

太宰府市五条1丁目10-1

092-408-3424

イチから学べる生徒間コミュニケーションによるアウトプット型学習塾の展開

5698

H30.3.30 合同会社穀菜ワーカーズ

池 俊宏

太宰府市青山1-22-18

080-3783-3910

カテキンを利用した、匂いが早く消えやすいにんにく製品の開発・販路拡大

5699

H30.3.30 ホンダキャラックス株式会社

本多直人

092-720-8787

非公開

5700

H30.3.30 株式会社UNARI

大久保茂雄

福岡市博多区中洲三丁目6-23-1F

092-281-8278

博多明太ラーメン、博多明太まぜそばの開発と拡販事業

5701

H30.3.30 メディカルケア合同会社

川原 史郎

福岡市城南区荒江1-1-1-301

092-753-6275

認知症予防に特化したデイサービスの開設

5702

H30.3.30 株式会社ノア

末秋 聡

福岡市東区香椎照葉二丁目5番3-806

092-201-2168

新電力導入サポート事業のスクール提供と代理店方式による全国展開の実施

5703

H30.3.30 株式会社エブリバイト

川畑 祐子

福岡市博多区博多駅前4-24-2-602

092-202-6666

越境EC業者向け格安国際宅配事業の展開

5704

H30.3.30 株式会社ハートフルサポート

石橋和也

福岡市中央区舞鶴１－２－８セントラルビル５F

092-406-8204

非公開

5705

H30.3.30 株式会社エネット

立尾 広幸

福岡市東区奈多3-22-1

092-608-3076

ドローンと小型ボーリング装置を使った精度の高い地質調査事業の展開

福岡市中央区笹丘1-11-22
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5706

H30.3.30 民宿・食事処なぎさ

吉村 なほ子

糸島市志摩芥屋865

5707

H30.3.30 株式会社 黄河

川波 宇澄

5708

H30.3.30 株式会社オーティーエス

大村康人

5709

H30.3.30 FRANCEYA

5710

電話番号

計画のテーマ

092-328-2047

事業閑散期における宿泊客への地産地消体験サービス展開による集客事業

糸島市神在159-3

092-332-1088

ロケットストーブを応用したアロマ新型蒸留装置の開発・販売

宗像市広陵台3-1-41

0940-811-4165

ＧＰＳを利用した事業所外作業管理システムの開発

舩越勝利

宗像市江口800

0940-62-3959

地元宗像食材・お客様のニーズに合わせたレストランウェディングの展開

H30.3.30 株式会社みつも塗装

清瀬 竜一

大野城市仲畑4-23-10

092-588-4200

非公開

5711

H30.3.30 リボーテ

廣永 広子

大野城市下大利１丁目15-2

092-558-7237

非公開

5712

H30.3.30 エムケー厨設株式会社

木谷義秀

大野城市乙金東3丁目4番20号

092-504-2270

業務用厨房に特化したレンタルを通じたセカンドコレクション販売による顧客開拓

5713

H30.3.30 ＢＥＷＩＴＨ

野平 信一

太宰府市長浦台2-11-5

092-929-5518

「より手にとってもらえる食品パッケージデザイン」の提供による販路開拓

5714

H30.3.30 太宰府草の家

菊池 夏枝

太宰府市国分3丁目21-29

092-516-3650

カフェと小さな音楽ホールの貸切を融合させた気軽にクラシック音楽を楽しめる飲食事業の展開

5715

H30.3.30 有限会社太宰府電工

西 秀行

筑紫野市大字山口３７７５番地８

092-928-5440

IoT技術を活用した防犯システムの開発による販路拡大への取り組み

5716

H30.3.30 株式会社 木村ファーム

木村 スガ子

福岡市早良区東入部3-16-13

092-803-0312

ワンコイン乗馬体験を通じた顧客開拓

5717

H30.3.30 合同会社さくら

田中幸治

福岡市東区西戸崎２－１１－８

080-8388-1490

非公開

5718

H30.3.30 非公開

鳥居高成

福岡市東区西戸崎３－４－７５

非公開

非公開

5719

H30.3.30 ステンドギャラリーツツイ

筒井 政直

古賀市小竹593-3

092-943-3498

ＢｔｏＢの売上増加を目的とするパターンオーダーのアンティークステンドグラスの提案

5720

H30.3.30 有限会社フジモト営建工業

藤本 芳博

古賀市新原字中坪731-4

092-943-1227

地域のニーズに応える ”大工の出前” サービスの提供

5721

H30.3.30 山中木型製作所

山中 将行

糟屋郡宇美町大字井野字梅木原309

092-933-0572

ＮＣルーター導入から新分野への挑戦、新規取引先の開拓

5722

H30.3.30 有限会社 岩商

岩坂 洋

糟屋郡篠栗町津波黒394-63

092-931-4112

看板加工の革新で即日納品・低コスト・品揃えによるオールインワン事業の展開

5723

H30.3.30 株式会社アステックペイントジャパン

菅原 徹

糟屋郡志免町別府北4-2-8

092-626-7776

非公開

5724

H30.3.30 クロスブリッジ

石橋 英雄

糟屋郡新宮町夜臼 6-7-7

092-962-3148

衣類持ち込みコーディネートサービス事業

5725

H30.3.30 非公開

非公開

非公開

5726

H30.3.30 有限会社トコム

志和池洋

糟屋郡新宮町新宮東5－6－17

092-962-6650

ICTを活用した高品質の耐震診断・インスペクション事業の展開

5727

H30.3.30 女神のテーブル

城石 岳洋

宗像市久原400宗像ユリックス内1階

0940-37-0161

ニーズに合わせた空間提供によるディナータイムの新たな取組み

5728

H30.3.30 有限会社釜﨑ファインツール

釜﨑峯博

宗像市日の里6丁目23番地10

0940-34-6001

マグネシウム用射出成形金型の製造への本格参入による売上拡大

5729

H30.3.30 株式会社エコ企画

山首 正志

糟屋郡粕屋町内橋279-1

092-410-3456

金属屋根工場に特化した労働環境の改善事業展開

5730

H30.3.30 有限会社馬場鉄工

馬場 明

久留米市白山町408

0942-33-4087

非公開

5731

H30.3.30 古賀酒店

古賀 千恵子

小郡市祇園2丁目3-8

0942-72-2214

コミュニティスペースの提供で、女性客を獲得し相乗効果によるギフト商品の販売拡大

5732

H30.3.30 木工房＆ぎゃらりー ふじやん

藤村 剛美

朝倉市中原119-1

0946-24-2456

非公開

5733

H30.3.30 たけ屋

加藤正明

久留米市津福本町1309‐1

0942-33-3408

非公開

5734

H30.3.30 平食品株式会社

平 秀一

みやま市山川町北関550-1

0944-67-2435

加熱殺菌・異物検品の技術を生かした医療食用冷凍食品の開発。

5735

H30.3.30 有限会社内藤額縁店

内藤 肇蔵

大川市大字酒見1-7

0944-88-3223

非公開

5736

H30.3.30 筑後染織協同組合

光延 俊郎

筑後市大字久富70

0942-53-5136

「久留米縞織」の復活による新商品開発と販路開拓

非公開
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5737

H30.3.30 野口イ草染色

野口 健吾

柳川市矢加部55-1

0944-72-5447

非公開

5738

H30.3.30 株式会社アルファタカバ

高場 保信

大川市大字鐘ケ江63-1

0944-86-2411

キャラクターを用いた木製ハンガー掛けを代表とした木製品雑貨の製造・販売

5739

H30.3.30 内田インテリア家具

内田泰雅

久留米市三潴町福光３０１

0942-64-3205

お困りごとを解決する「街のファニシング屋さん」ホームコンビニ事業を展開

5740

H30.3.30 有限会社 鬼丸雪山窯元

鬼丸 祐輔

朝倉郡東峰村大字小石原９６２番地の１

0946-74-2810

高取焼の伝統的製造技術における海外生産とマイスター制度の導入

5741

H30.3.30 さいわい屋

柏原 一恵

非公開

5742

H30.3.30 Morrow珈琲

三宅 淳司

小郡市横隈1664-10

0942-65-7238

5743

H30.3.30 ビデオトゥワン

坂梨修作

みやま市山川町尾野1170-2

0944-67-2009

5744

H30.3.30 末廣寿し

甲木 正廣

柳川市三橋町蒲船津73-29

0944-73-7076

牡蠣・鮪等新鮮な和の食材をベースにした洋食デリバリー用商品開発及び、ファミリー層への販路拡大事業

5745

H30.3.30 株式会社山の神工房

巻柄 春菜

八女市立花町下辺春1312-1

0943-37-0955

非公開

5746

H30.3.30 古賀清木工株式会社

古賀聖剛

大川市大字上白垣168-1

0944-87-4624

国産材の利用並びに婚礼家具の製造で培った技術でつくる付加価値の高い家具の開発

5747

H30.3.30 合資会社鳥志商店

鳥越 邦夫

うきは市吉井町220-3

0943-75-2214

100%植物性原材料を活用した無添加麺製品の開発

5748

H30.3.30 種義商店

梅野 政幸

朝倉郡筑前町二197-3

092-926-4019

最中の新たな可能性を追求する商品開発及び販路開拓

5749

H30.3.30 プラスワン

麻生 淳一郎

久留米市善導寺町飯田410-1

0942-47-4439

ペットの遺骨ジュエリー製造販売による新市場の開拓

5750

H30.3.30 株式会社ワンズコーポレーション

江口 堅太郎

柳川市田脇173

0944-85-6008

高い耐候性と豊かなデザイン性を兼ね備える屋外用家具の開発と販路開拓

5751

H30.3.30 アリスビューティカンパニー

田畑 順一郎

筑後市大字羽犬塚544 2F

5752

H30.3.30 行武木毛

行武 悟

朝倉郡筑前町久光276

0946-22-2192

木毛業を次世代に継承するためのネット通販進出計画

5753

H30.3.30 株式会社モーブル

坂田道亮

大川市中古賀956-1

0944-88-1955

快適な睡眠をサポートする新素材クッションを活用した枕の開発

5754

H30.3.30 株式会社カネガエ

鐘ヶ江 貴光

八女郡広川町大字日吉1227

0943-32-1415

味を数値化し好みに合うブレンド米の開発及び味の均一化技術の確立

5755

H30.3.30 有限会社ゴダイユー

松永光博

みやま市瀬高町下庄444-1

0944-63-3554

土壌改善サービス・たい肥製造販売事業の構築、地域の農業を支える取組み

5756

H30.3.30 丸筑魚苑

小西 健治

久留米市田主丸町野田256-4

0943-73-2852

錦鯉の新たな飼い方として一般向け預かりサービス実施による顧客のすそ野の拡大

5757

H30.3.30 カーショップスリーセブン

古賀 広明

柳川市三橋町白鳥281-1

0944-74-3777

九州初の滞在型キャンピングカーリゾートによる新たなキャンピングスタイルの提案

5758

H30.3.30 石川会館有限会社

石川 貴浩

三潴郡大木町大角1558-3

0944-33-2032

地産地消と生麺パスタを活用した営業展開

5759

H30.3.30 クリーニングの白鳥

大坪 秀作

久留米市三潴町福光460-2

0942-65-1741

新業態「テキスタイルケア業」としての衣料メンテナンス専門店の展開

5760

H30.3.30 サクラみそ食品株式会社

野田豊國

久留米市梅満町髙海1638-4

0942-35-3818

米麹とハトムギを組み合わせた健康・美容向け「ハトムギ入り甘酒ゼリー」の商品開発

5761

H30.3.30 栗原製茶

栗原吉平

八女市矢部村北矢部4236

0943-47-2073

アウトドア時代に対応した「キャンプ・登山用茶葉」および「携帯用茶道具」の開発

5762

H30.3.30 ラヴィレ コヤナギ

小柳 浩子

柳川市大和町栄799-1

0944-76-4415

全国各地の地域資源等を活用したご当地商品を包み込むオリジナルパッケージ商品の開発・販売

5763

H30.3.30 非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

5764

H30.3.30 サンコーアルミ株式会社

野口 明光

朝倉市千手38-3

0946-25-0758

非公開

5765

H30.3.30 有限会社渡辺鉄工

阿比留 恭之

中間市大字上底井野４２２番地の１

093-246-2220

5766

H30.3.30 ヨガスタジオ ロンド

呉本 敦子

北九州市八幡西区則松7丁目21-20

080-8588-7021

個別ヨガとバッチフラワーレメディの融合による効果的な美容健康作りの提供

5767

H30.3.30 株式会社ごとう醤油

五嶋 隆二

北九州市八幡東区日の出1-3-18

093-671-1171

非公開

非公開

非公開
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珈琲豆焙煎のデーター分析を生かしたナッツ類焙煎の商品開発及び、相乗効果による売上拡大
付加価値の高い映像制作、YouTube等インターネットを活用した映像発信の支援事業

美容サロン従業員育成プログラムによるスタッフ流出防止とサロン経営支援事業の展開

仕上げ工程の機械化による作業性改善及び生産付加価値の向上

平成２９年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

承認日

会社名等

代表者氏名

所在地

電話番号

計画のテーマ

5768

H30.3.30 光洋金属工業株式会社

永島 陽一

北九州市八幡西区夕原町５－４

093-641-5600

材料～金型～ﾌﾟﾚｽ加工の一貫生産と変圧器用ｺｱ生産設備増強による生産性向上

5769

H30.3.30 大漁釣具店

中西 智昭

遠賀郡芦屋町西浜町16-14

093-223-0084

“海の町あしや”の鰆を活用した特産品開発事業

5770

H30.3.30 株式会社若山食品

若山広利

築上郡吉富町広津280-7

0979-22-1274

高菜漬け文化の海外展開に向けた取組

5771

H30.3.30 椎木モータース

椎木 保夫

築上郡上毛町大字土佐井877-4

0979-72-3925

町の車屋さんによる、来店頻度向上事業

5772

H30.3.30 Ｂｌｕｅ Ｄｒｏｐ

土屋 悦子

行橋市上津熊58-1

0930-23-7077

切り花が長持ちすると評判の生花店がカフェ併設による製作時間確保と顧客満足度向上

5773

H30.3.30 豊前中央鍼灸整骨院

中川 晋吾

豊前市大字八屋1548

0979-83-3357

最新の美容鍼灸による高付加鍼灸サービスの展開

5774

H30.3.30 有限会社グリーンハウスベル

鐘ヶ江 奉一

行橋市上津熊２２１番地

0930-24-1848

食と植のコラボによる新業態の提案

5775

H30.3.30 みむら精肉店

三村 憲明

京都郡苅田町京町１丁目18-18

093-436-0357

365日、昨日と違うバラエティー豊富な惣菜事業の展開

5776

H30.3.30 岸川商事 株式会社

岸川 吉隆

北九州市戸畑区銀座1-5-6

093-871-2037

一般廃棄物収集運搬免許を生かした遺品整理および生前整理事業の展開

5777

H30.3.30 株式会社ネクストクリエイション

清藤 貴博

北九州市門司区葛葉1-5-15

093-332-3302

伝統・企画力・デザイン技術を活用した、商品企画から販売促進までのトータルソリューション事業

5778

H30.3.30 サウンドピュア株式会社

坂井 英之

北九州市若松区畑谷町20-22

非公開

5779

H30.3.30 シスメット株式会社

福田 敏

北九州市小倉南区徳力新町2-8-11

093-965-1033

独自観測網を活用した「新ZEROSAI」サービスの開発と事業化

5780

H30.3.30 ワイルド化成株式会社

宮崎 義一

北九州市小倉南区朽網西1-6-3

093-474-1211

外注先と連携し複数部品、複数工程を合わせた複合部品サプライチェーンの開発と確立

5781

H30.3.30 泉屋商店

泉 拓児

福岡県飯塚市網分８１４－１

0948-82-0014

5782

H30.3.30 株式会社ワイ．エム．シー．

吉田 祐司

非公開

5783

H30.3.30 浦中組有限会社

浦中 潤

飯塚市小正735番地2

5784

H30.3.30 株式会社サンユーフーズ

清原 憲祐

5785

H30.3.30 勇商店

渡壁 良二

ジャイロセンサー・加速度センサー搭載、次世代型業務用マイクの生産販売

新ブランド「ダシダシ団」の立ち上げによる新しい調味料の開発と新たな販路開拓

非公開

非公開

0948-29-0019

非公開

飯塚市堀池52

092-25-1892

直売比率向上のための魚介類加工の品質向上

田川郡添田町落合770

0947-85-0764

自家農園で獲れた柚子を使った「こだわりの柚子加工品」の全国販売
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