平成２８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。
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計画のテーマ

4920

H28.4.28 株式会社ソアーズ

麻生 修司

春日市小倉４丁目２０２番地

4921

H28.4.28 合同会社ＧＫコンサルティング

非公開

非公開

4922

H28.4.28 合同会社メディカルソフト

渡辺 寛史

福岡市中央区天神４－８－２５

092-986-4381

非公開

4923

H28.4.28 株式会社エム・エス・ピー

縄田 泰之

福岡市博多区博多駅南４－２－１０

090-483-3366

非公開

4924

H28.4.28 株式会社片山金型工作所

片山 靖孝

大野城市仲畑１－１９－７

092-591-2161

非公開

4925

H28.4.28 株式会社イックス

矢幡 卓美

福岡市中央区高砂１－９－３

092-531-7700

コア部材となる成型フィルム自体の複合化を実現する高機能性複合シートの開発・販売

4926

H28.4.28 ＫＮＥ株式会社

非公開

非公開

4927

H28.4.28 美容室パウダー

福田 ひとみ

福岡市南区野間1-9-29

092-551-0901

中高年女性のヘアーとネイルのケア＆カラーリングによるトータルビューティを叶える美容サロンの展開

4928

H28.4.28 スリーノックス株式会社

早原 康之

北九州市八幡西区藤田４丁目４番１４号

050-3357-7552

３次元デジタルツールを用いた自動車用品の企画・デザイン・製造・販売事業

4929

H28.4.28 有限会社ゼムケンサービス

籠田 淳子

北九州市小倉北区片野３丁目７－４

093-931-0301

工務店の営業・女性活躍支援のためのブランディングぬいぐるみの開発販売

4930

H28.4.28 非公開

非公開

非公開

4931

H28.4.28 榎屋相談薬舗株式会社

中尾 典義

行橋市大橋3丁目10番8号

0930-26-1234

ペット用に特化した漢方サプリの事業化

4932

H28.4.28 有限会社臼田産業

臼田 利彰

福岡県北九州市門司区旧門司2-5-20

093-321-2113

梱包品質の向上による新規案件の獲得

4933

H28.4.28 大久保設備工業株式会社

大久保 康男

福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸7番7号

093-541-2388

直管ダクト自動カッティングマシン導入による、エアダクト施工方法の革新

4934

H28.4.28 豊前・宇部コンクリート工業株式会社

尾家 清孝

福岡県豊前市大字久路土1590

0979-83-2348

生産設備革新による高品質・低コストな生コンクリート生産の実現

4935

H28.4.28 株式会社アダチ

足立 寛

福岡県北九州市戸畑区中原新町1番3号

093-871-7536

非公開

4936

H28.4.28 有限会社ケアサービス九州

萩田 哲司

飯塚市菰田西3-9-10

0948-22-5330

障がい者雇用による自立支援促進と精神疾患認知症高齢者介護事業の促進

4937

H28.4.28 居食屋たーぶる

早川 康博

飯塚市西町7-12

0948-23-8380

非公開

4938

H28.4.28 釣具のなかむら

塚本 謙太郎

嘉麻市鴨生72-16

0948-42-0132

新型ルアーの製品開発及び量産化

4939

H28.4.28 株式会社ケイズグループ

西村 誠二

嘉穂郡桂川町大字吉隈256-1

0948-52-8880

国内初となる乾燥機能を持つ車用「マット洗浄乾燥機」の販路拡大

4940

H28.4.28 黒田清隆

黒田 清隆

久留米市津福本町1702-39

0942-32-6949

地域の観光資源と牡丹を結びつけて潜在顧客を顕在顧客化する新たな販売手法の確立

4941

H28.4.28 独楽工房 隈本木工所

隈本 知伸

八女市吉田1507-3

0943-22-2955

伝統的な手繰りと３Ｄターニングマシンの融合による知的おもちゃの開発と生産

4942

H28.4.28 古賀金属工業株式会社

古賀 幸司

八女市鵜池字上柳418-1

0943-23-7112

マシニングセンタのIoT化によるプレス金型製造のリードタイム1/3短縮計画

4943

H28.4.28 株式会社柳川合同

荒巻 哲也

柳川市西浜武475-2

0944-74-1111

ストックアンドスルー型物流センターの構築

4944

H28.4.28 久賀造園

久賀 税

福岡県みやま市山川町立山314

0944-67-1523

オリーブ果実生産者向け土壌改良～植栽工事までの提案及び販路開拓事業

4945

H28.4.28 松尾米穀店

松尾 秀輝

福岡県みやま市山川町原町408

0944-67-0467

非公開

4946

H28.4.28 有限会社宝

伊藤 務

福岡県朝倉郡東峰村大字福井２８０９番地１

0946-72-2907

高付加価値加工の内製化による産業機械等向け短納期対応の実現及び売上拡大

4947

H28.5.31 株式会社渡辺農産

渡邉 正一

福岡県筑紫野市大字古賀425番地の１

092-922-2289

非公開

非公開

非公開

非公開

1

インターネットを使った自社製造オリジナル再生トナーカートリッジ販売の全国展開
実現可能向上用解説書による経営改善計画作成支援の展開

非公開

非公開
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4948

H28.5.31 株式会社Hanako塾

猪口 和代

福岡県福岡市西区愛宕浜2-1-14-603

非公開

4949

H28.5.31 有限会社アマート

蔀 恵子

福岡県福岡市城南区片江１丁目13-12

092-473-6675

世界にひとつのギフトボックスの製造・販売

4950

H28.5.31 株式会社シーエス研究所

是永 伸一郎

福岡市博多区博多駅南三丁目１４番８号

092-432-3303

非公開

4951

H28.5.31 上杉孝幸行政書士事務所

上杉 孝幸

福岡市南区向野１－４－２９シック玉川303号

092-408-2998

医療法人に特化した事業承継および経営サポート体制の構築

4952

H28.5.31 株式会社喜多屋

木下 宏太郎 八女市本町374

0943-23-2154

発泡性酒類の開発による新たな市場の開拓

4953

H28.5.31 株式会社杜の蔵

森永 一弘

久留米市三潴町玉満2773

0942-64-3001

非公開

4954

H28.5.31 株式会社関家具工房木馬

関 文彦

大川市大字幡保170-5

0944-88-3511

原木丸太で発生する不良材に異素材を組合せた新商品開発による新市場の開拓

4955

H28.5.31 株式会社農業都市デザインシステム研究所

井上 正隆

久留米市本山1丁目15番地15号

0942-21-7770

非公開

4956

H28.5.31 酒常木工

酒見 明人

大川市鐘ヶ江267-2

0944-86-4296

厚みのある木口テープを活用して面取りした利用者に優しい家具の製造・販売

4957

H28.5.31 株式会社七尾製菓

原田 緑

北九州市小倉南区葛原１－９－７

093-472-8770

非公開

4958

H28.5.31 株式会社機能性食研

冨永 堅志

北九州市小倉南区上吉田４－３１－４

093-474-1158

非公開

4959

H28.5.31 非公開

非公開

非公開

4960

H28.5.31 クラウン製パン株式会社

松岡 隆弘

北九州小倉北区泉台4-4-41

4961

H28.5.31 非公開

非公開

非公開

4962

H28.5.31 コアシステム合同会社

中村 宏之

4963

H28.5.31 株式会社野上養鶏場

4964

非公開

複数企業の内定者を対象とした内定後から入社までの期間に特化した教育研修の実施

溶接による歪みや焼けが排除できる新溶接工法・生産方式の導入

093-651-5559

非公開

非公開

非公開

直方市植木561-3

050-3825-5601

非公開

野上 勉

鞍手郡鞍手町大字中山1034-2

0949-42-6985

自社で育てた親鳥と味宝卵を使った本当の親子丼などの鶏料理の販売展開

H28.5.31 株式会社ｃｏｃｏｔａｍａ

佐々木 寿生

福岡市中央区天神２丁目3-36 ｉｂｂ fukuokaﾋﾞﾙ３階３０６号

092-791-8270

チャット機能を活用した革新的なメンタルサポートサービスの提供

4965

H28.6.30 株式会社ファースト工房

小野 浩司

福岡県大野城市御笠川2-7-2

092-583-3033

独自の内装修復技術を活用した「一流ホテル向け営繕サービス」の開発

4966

H28.6.30 株式会社トリエス

本田正弘

福岡市中央区那の津三丁目1番16号

092-717-7316

熊本県産原料を使用した「和のカヌレ」の開発・製造及び販売

4967

H28.6.30 有限会社北伊醤油

山上 むつ子

福岡県糸島市島船越84

092-328-2204

新調味料「粉末醤油」の開発と販売、及びそれを使った調味料作り体験サービスの提供

4968

H28.6.30 有限会社羅漢

徳久 武洋

糸島市二丈松末１１８４番地１

092-331-6666

お墓掃除と遠方親族者に映像で提供するお墓参りのサービスの事業化

4969

H28.6.30 ベルズシステム株式会社

小野寺 隆

福岡市博多区博多駅南4-1-17 岩保ビル駅南６F

092-433-0353

非公開

4970

H28.6.30 株式会社メルビル

非公開

非公開

非公開

非公開

4971

H28.6.30 株式会社うまみ

小山 純

福岡市博多区博多駅前2-10-12-707

092-473-7072

4972

H28.6.30 株式会社ますやま

金子 剛

福岡市博多区東平尾2丁目11番2号

092-626-1188

非公開

4973

H28.6.30 株式会社博多魚嘉

藤田 雅史

福岡市東区蒲田四丁目１１番５０号

092-663-6363

真空包装商品の量産化による生産効率の向上および販路拡大

4974

H28.6.30 株式会社アンソネット

非公開

福岡県福岡市中央区今泉1-10-12 IONﾋﾞﾙ 4F

092-725-5600

市場ニーズの高いケータイ電話対応型コールセンターシステム開発による新市場の開拓

4975

H28.6.30 有限会社野菜王国

崎田 正司

福岡市城南区荒江一丁目5番11-102号

092-775-8014

自然薯の未利用部分の活用による「自然薯皮付きかりんとう」の開発

2

品質保持の独特の漁法で獲る対馬西あなごの鮮度を守る安定流通体制の構築
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4976

H28.6.30 pas a pas Marie

中野麻里絵

福岡県福岡市南区大橋1丁目4-29センターコート大橋1F

092-562-3206

よもぎ蒸しエステ初「月額法人会員システム」導入による固定客増加

4977

H28.6.30 株式会社A-cross

箕野 雅之

福岡県大野城市川久保2-15-12

092-558-6944

高温乾燥機導入により短納期を実現する車のクリーニング専門店の展開

4978

H28.6.30 アサヒ・エンジニアリング株式会社

石井 正明

久留米市東合川5丁目7番8号

0942-41-1511

非公開

4979

H28.6.30 株式会社MMO

守田 塩地

大牟田市橘917番地1号

0944-31-3171

未利用海産資源を原料にした養鶏場の新鶏舎環境改善資材の開発及び製造

4980

H28.6.30 すし竹

森 章次郎

福岡県久留米市高良内町4388-5

0942-44-3438

生揚げ醤油を使った「豚バラの蒲焼き」の販売並びに豚バラの「握り」「せいろ蒸し」の開発

4981

H28.6.30 ミズマカッター株式会社

田中 清信

非公開

非公開

非公開

4982

H28.6.30 マチダカッター工事

飯田 浩一

非公開

非公開

非公開

4983

H28.6.30 弥助鮨

矢野 國臣

福岡県久留米市北野町今山614-12

0942-78-4883

鮨屋が作る国産和牛もつ鍋の商品開発とキュレーションコマースを取り入れた通販事業

4984

H28.6.30 株式会社 エスコム

小田 定明

福岡県三井郡大刀洗町大字鵜木１４２４番地２０

0942-65-5514

往復運動を利用する発電装置の制作及び販売

4985

H28.6.30 竹下産業株式会社

竹下 政敏

福岡県柳川市本町６８－４

0944-73-7111

省エネ化のための燃焼効率を向上させた燃焼炉の開発

4986

H28.6.30 株式会社リュウキ

田中 隆一

北九州市八幡西区永犬丸西町四丁目２０番２８号

093-601-6777

小規模な舗装道路修繕工事に対応する切削工法の確立

4987

H28.6.30 株式会社友口

塘口 小代子 北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番7号

093-965-8600

非公開

4988

H28.6.30 有限会社アクアシティ

花田 佳治

福岡県遠賀郡水巻町中央6-18

093-202-2637

セラミックを使用したコケ抑制装置「テラフィルター」の開発・販売

4989

H28.6.30 株式会社 南風堂

和多 政博

飯塚市伊川664-3

0948-22-0829

品質向上で食品廃棄・商品ロス・クレームゼロを目指す革新的豆菓子製造機の開発 ・導入

4990

H28.6.30 有限会社 恵比須屋

大前 光信

飯塚市本町10番18号

0948-28-5353

非公開

4991

H28.6.30 株式会社 ドーケン

多胡 建伺

飯塚市筑穂元吉686-1

0948-20-0600

プレキャストコンクリート型枠の自動寸法調整可能な装置（可動式型枠装置）の開発･導入

4992

H28.6.30 株式会社 朝日化成

大野 繁治

嘉麻市上山田211番51

0948-53-0097

4993

H28.7.29 有限会社めぐみ鶏卵

内田 啓一

福岡市中央区平和5-13-38

092-963-0413

顧客ニーズ対応、鮮度にこだわった配送での鶏卵卸専門業態の革新的サービス展開

4994

H28.7.29 金氣順也建築工房一級建築士事務所

金氣 順也

福岡県福津市宮司浜２－３６－２

0940-52-7822

空家を活用したリフォーム店舗開設支援プロデュース事業の展開

4995

H28.7.29 有限会社クラトミ

倉富 英史

福岡市中央区荒戸１－５－２０シールズ１０１号

092-791-8542

移動巡回車と医療連携による新規顧客（筑後地区）獲得による販路拡大

4996

H28.7.29 アルク九州販売有限会社

安永 隆範

大野城市瓦田4丁目6番1号

092-588-6530

非公開

4997

H28.7.29 株式会社セレーノ

山本 隆史

福岡県筑紫野市二日市中央４－１０－１０

092-401-3750

人口動態・環境の変化に対応した新たなロードサイド飲食店の新業態開発及び運営

4998

H28.7.29 株式会社インビクタス

坂本 功一郎 福岡市西区福重3-2-10-505

092-836-9847

非公開

4999

H28.7.29 ｓｈｒｉｍ

笠 春子

福岡市中央区赤坂1-7-27-405

092-781-2688

「アロマヘッドヒーリング」と「ヘッドヒーリング・スクール」修了者活用による出張施術の事業化

5000

H28.7.29 有限会社インテリア寝具ほんとく

本徳 輝樹

福岡市中央区唐人町１丁目２－１６

5001

H28.7.29 株式会社ウエキ産業

植木 正明

大川市大字九網357-1

0944-88-3388

非公開

5002

H28.7.29 有限会社小川紙工

田代 宏

朝倉市中原299-4

0946-23-0331

植木生産農家に対する小ロット、短納期に応える生産体制構築による新規顧客の拡大

5003

H28.7.29 タカタフーヅ有限会社

山下 松司

みやま市高田町田尻1425

0944-22-5952

地場野菜の買い取りサービスを取り入れた移動スーパーと宅配サービスの展開

5004

H28.7.29 カントリーハウス株式会社

中村 一男

福岡県久留米市国分町227-11

0942-65-9408

非公開

非公開

3

木型真空成型を利用した新たな緩衝材の開発と生産体制の構築

イベント開催型集客チャネルを活用した新店舗「よくねる寝具店」のブランディング
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5005

H28.7.29 株式会社飯山工作所

飯山 謙二

北九州市八幡西区則松5丁目12-7

093-691-5727

３DCAD/CAMの活用による試作開発段階からの設計提案体制の構築

5006

H28.7.29 オーエーカンパニータケ

武吉 竜盟

築上郡吉富町土屋２５９－６

0979-22-5875

そうじの家庭教師サービスの提供と環境に優しい強力汚れはがし剤の販売体制の構築

5007

H28.8.31 大商印刷株式会社

早川 和清

福岡市博多区博多駅南4-10-33

092-414-3855

PUR製本機導入による、無線綴じ製本工程の改善による高品質冊子の生産体制の強化及び納期の短縮

5008

H28.8.31 ミラクルグリーン株式会社

三宅 恵子

福岡県大野城市つつじヶ丘3-2-20

092-595-3534

非公開

5009

H28.8.31 トゥール・モンド

佐野 道枝

福岡県筑紫野市湯町１丁目８番７号

092-924-5728

綿素材と化粧用コットンを使ったオリジナルアロマペンダントの生産と販売

5010

H28.8.31 N'sアロマオフィス

北尾菜保子

福岡県筑紫野市紫1-2-7 704

092-928-8582

女性のストレスと更年期ケアのための香水と、芸術的で安全なアロマ・アクセサリーの開発・販売

5011

H28.8.31 ブリッジ・カンパニー

高橋雅和

福岡県春日市須玖南5-19

0120-984-987

ハウスメンテナンスに開運風水の視点を取り入れた継続的サポート型リフォーム事業

5012

H28.8.31 Aya木造建築設計

山﨑 将之

福岡県春日市春日9-35-2

092-595-6570

木のぬくもりと省エネを合わせた高付加価値リフォームによる地域密着提案型大工の実現

5013

H28.8.31 株式会社博多の味本舗

中村 謙一

福岡県筑紫郡那珂川町中原６丁目１−２２

092-408-1780

非公開

5014

H28.8.31 熊谷電器株式会社

熊谷 尚

福岡県筑紫郡那珂川町下梶原2-3-27

092-954-0627

安全・簡単に炎を楽しめるペレットストーブを中心とした総合的「暮らしのコーディネーター」

5015

H28.8.31 株式会社健将

箕浦 将昭

福岡県福岡市東区松香台1丁目2番1号

092-661-1188

医療機関における栄養補助食品販売の総合的サポート事業

5016

H28.8.31 株式会社エフェクト

光安 淳

福岡市博多区博多駅南2-1-5博多サンシティビル5階

092-409-1723

5017

H28.8.31 エイキュウリンクス株式会社

永井 雅久

福岡市中央区天神1丁目9-17

092-717-3661

非公開

5018

H28.8.31 有限会社マエダ企画

前田 豊河

古賀市花見南1丁目13番12号

092-942-4760

有料職業紹介事業及び人材マッチングシステムの構築

5019

H28.8.31 Re：［アールイー］

中尾しのぶ

福岡市中央区今泉1-7-13 トーカンマンション今泉611号

092-791-8329

ファスティングサービスの提供とサービス支援店舗の開設及び法人向けファスティング出張サービスの実施

5020

H28.8.31 有限会社ライフ・エース

烏谷 征男

福岡市南区和田2-17-3

092-561-0160

日本古来の癒しの原点回帰である、い草の総合演出

5021

H28.8.31 ネクスト株式会社

恒松 太郎

久留米市三潴町高三潴1337-5

050-1146-1943

加工精度と加工速度を向上させる窯業系サイディング加工機械の開発

5022

H28.8.31 万榮堂

梅﨑 万榮

柳川市稲荷町13-5

0944-72-5010

お酒に合ううなぎ料理の開発とうなぎの新たな食文化の創造

5023

H28.8.31 デザイン工房Sakurage

津隈 真美

久留米市宮ノ陣町若松2372−2

5024

H28.8.31 まる昌醤油醸造元

堤 秀司

八女市黒木町黒木40

5025

H28.8.31 株式会社BOOKSあんとく

安徳 紀美

非公開

5026

H28.8.31 佐野恵樹園株式会社

佐野 幹法

久留米市荒木町今１７４

0942-26-4861

植木のリースによる売上の増加・販路拡大

5027

H28.8.31 株式会社DAIKO TOOL

木場 信行

北九州市門司区松原一丁目７－７

093-381-8876

航空宇宙分野の難削材新加工方法に特化した高速･長寿命エンドミルの開発

5028

H28.8.31 ＆ＧＲＡＣＥ

矢野 幸子

北九州市若松区小敷ひびきの３－３－８－Ｄ

093-741-3235

美・健康・予防・競技力向上をワンストップで提供する本格派トータルボディスタジオの展開

5029

H28.8.31 株式会社トーン

江藤 裕仁

飯塚市忠隈71-4

0948-26-4777

地域を盛りあげる共通ポイントサービスの事業のビジネス展開

5030

H28.8.31 株式会社博有

波多野 正道 直方市大字植木849-1

0949-28-7428

硫化水素に係る設備等の劣化防止技術の開発

5031

H28.8.31 ボディファクトリ-

花田 洋徳

0949-52-2937

美容室等と連携した、自動車のカラーリング（部分塗装）サービスの提供。

5032

H28.9.30 ベネシュ大野城

藤原 久美子 大野城市下大利1-16-3

092-586-5992

アスリートを足から支えるテーピングソックスの開発・販売展開

5033

H28.9.30 有限会社春暉国際学院

合原 明子

大野城市御笠川3丁目2番10号

092-504-705

日本の介護技術と日本語習得を目標とする留学生の受入れ事業

5034

H28.9.30 株式会社アール・ツーエス

森 慎吾

福岡市博多区元町1-6-16高倉ビル２F

092-589-5680

介護保険認定訪問調査における調査票入力支援システムの運用および提供

非公開
0943-42-0312
非公開

宮若市山口919-2

4

車内設置型アルコール検査器の開発

非公開
八女特産農産物の規格外品を使用した甘酒ベースの人工甘味料不使用ドレッシングの製造
非公開
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5035

H28.9.30 株式会社キューテック

有國義廣

5036

H28.9.30 株式会社ベストエフォート

中嶋 浩一朗 福岡市博多区博多駅東2-2-11オフィスパーク博多3Ｆ

5037

H28.9.30 エステート・ワン株式会社

新原 健造

福岡市中央区白金1-2-15スーペリアニューハイム薬院2階

092-534-7270

LINE＠利用による若年層をターゲットとした集客及び営業活動

5038

H28.9.30 からだ環境総研株式会社

柴田 英俊

福津市中央3-8-12-2Ｆ

0940-38-4044

実店舗改装による「足測定診断」サービス充実・高付加価値化、販売強化仕組み作り

5039

H28.9.30 有限会社佐藤木材店

佐藤 靖雄

宗像市稲元2-5-16

3940-32-3416

集客できる施設提案を行う古材活用コンサルティングと古材の販促強化

5040

H28.9.30 木村鉄工所

木村 勇

糟屋郡志免町南里4-4-18

092-936-6710

CNC普通旋盤導入による一品物・長尺物の大径加工・短納期・生産性の向上

5041

H28.9.30 有限会社ひさや

久継 良一

糟屋郡志免町別府１丁目21－6

092-935-4988

非公開

5042

H28.9.30 ミートDELICAクローバー

谷口 晋介

糸島市前原東3-8-23友池ビル

092-321-0116

当店調理技術と糸島産食材を活用した新商品「とんバーグ」による販路拡大、知名度向上

5043

H28.9.30 伊都ホットサンド笑顔

江藤 秀暢

糸島市二丈深江514-4

092-325-0170

糸島産の地域資源を使ったジビエミックスメンチカツ（糸島笑顔のメンチカツ）の商品化

5044

H28.9.30 株式会社engroo

小坂 忍

福岡市中央区薬院 四丁目１－４－１

092-406-5497

5045

H28.9.30 株式会社シマブン

島 信英

久留米市中央町28-7

0942-89-5235

高級木材の木質感と木肌感を活かした高級グレーチングの開発及び事業展開

5046

H28.9.30 有限会社ヒサシ通商

豊田 久子

久留米市荒木町白口1971-3

0942-51-3068

精米歩合10％以下の超高白度精米の製品化と量産体制の構築

5047

H28.9.30 有限会社和廣建設

田中 和廣

久留米市藤光町９８６－９

0942-27-0164

非公開

5048

H28.9.30 有限会社堀内石材店

堀内 一男

遠賀郡遠賀町大字上別府13-54

093-293-1114

既存のお寺、墓地を対象とした小規模対応の公園型ガーデニング霊園へのリノベーション提案と提供

5049

H28.9.30 株式会社ワークス

三重野計滋

遠賀郡遠賀町虫生津1445-1

093-291-1778

磨き加工の機械化による超硬合金製高精度ノズル事業の拡大

5050

H28.9.30 有限会社皆川釣具店

皆川 公一

遠賀郡芦屋町祇園町3-1

093-223-1715

泳がせ釣り用活き餌の販売事業への取組み

5051

H28.9.30 JACコーポレーション株式会社

定野 富典

北九州市小倉南区下貫二丁目1番30号

093-471-4551

保護者の学習指導まで教育する学習塾事業

5052

H28.9.30 有限会社ピュアリティー

矢次 由美子 嘉穂郡桂川町大字土居1036-8

0948-65-5588

エコドームを活用し地域の方の環境意識を高め、ごみ削減や資源ごみ化で地域への貢献を行う。

5053

H28.9.30 松岡自動車

松岡 功

嘉麻市牛隈2510-9

0948-57-0555

特殊車両リノベーション販売による高付加価値化の実現

非公開

海底資源開発における、深海の資源を水圧差により回収する技術と実証実験装置の導入
非公開

海外向け三次元顔認証ATMの開発と販売

5054

H28.10.28 株式会社アビティック九州

長尾淳

春日市上白水5丁目11番糸山ビル1F

092-558-1398

導入コストを抑えた小規模事業者向けデジタルサイネージ販売及び運用支援事業

5055

H28.10.28 株式会社SEED

山﨑浩司

福岡市南区井尻3-11-26-1Ｆ

092-588-8805

LINE＠を使用した「病院と患者を繋ぐコミュニケーションシステム」のサービス提供

5056

H28.10.28 flower's心花

田辺恵美子

春日市昇町4-79

092-574-5123

ペット供養に関する花商品の提案による新規販路開拓

5057

H28.10.28 革研究所福岡店

中村竜三

大野城市平野台2-11-16

092-586-5082

革修理で培った知識・ノウハウを活かした革製品特殊洗浄クリーニングの実施

5058

H28.10.28 株式会社レザーメンテ

長野誠司

春日市須玖南1丁目149

070-5817-1579

「革製品の修理・リフォーム」メンテナンスパックサービスの事業展開

5059

H28.10.28 株式会社ニッシン

池田健次

春日市大和町3-11-4

092-581-5467

百貨店向け「自社ブランドによる技術職人直接対応型婦人用衣料セミオーダー店舗」の事業展開

5060

H28.10.28 株式会社まきもと

牧本 貴宏

福岡市東区箱崎6-11-9

092-409-3213

非公開

5061

H28.10.28 株式会社Industgraphy

奈須田友也

福岡市中央区大名2丁目11-24 ループ大名402号

080-3816-2667

伝統工芸品×デザインによる機能性と感性価値を持ち、現代生活に合う商品の開発と販売

5062

H28.10.28 デザインオフィス ゼフィア

寒竹美佐子

福岡市博多区博多駅南１丁目9―8

092-441-1051

従来の「業務依頼待ち」の形態から「発信型のインテリアコーディネート業務・商品企画」へ展開していく

5063

H28.10.28 株式会社黒上電気

黒上勝史

大野城市平野台１－２０－４

092-596-9696

電気工事技術の基礎を活用した防犯サービスの提供による販路拡大

5064

H28.10.28 花田司法書士事務所

花田亨

筑紫野市大字原166番地168

092-408-4412

従業員の福利厚生サービス面まで含む新しい司法書士顧問契約の提案と顧客開拓

5
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5065

H28.10.28 株式会社soraプロジェクト

樋口清美

筑紫野市上古賀三丁目2番16号

092-929-6060

5066

H28.10.28 株式会社宮原土木建設

宮原清太

太宰府市大佐野3-11-18

092-923-3467

5067

H28.10.28 市川ショップ

市川惠美子

太宰府市宰府２－７－１３

092-922-6182

太宰府の地域色を活かした新商品の開発・販売展開

5068

H28.10.28 株式会社フォトンダイナミクス

谷山和彦

福岡市博多区神屋町9-20-101

092-282-3608

非公開

5069

H28.10.28 もみ処ひまわり

小西信弘

糟屋郡宇美町宇美４－４－１－Ａ１０３

092-922-1108

整体効果が測定できる「妊婦（マタニティー）整体」整体院への業態転換

5070

H28.10.28 霊気功エナジーワークス

下假岳人

福岡市中央区渡辺通5-25-15 地産ビル409

050-3395-3609

国産ハーブ（ホワイトセージ）の商品化・量産・販売拡大化

5071

H28.10.28 有限会社リソール

篠原一仁

福岡市南区皿山4-14-66

092-561-1745

過電流を事前察知し､停電発生前に､電力使用量を自動調整できる電子ブレーカーの開発

5072

H28.10.28 有限会社杏里ファーム

椛島 一晴

柳川市七ツ家3番地

0944-74-5333

倉庫のリノベーションによるアイスキャンデーを核としたアミューズメントサービスの提供

5073

H28.10.28 株式会社橋爪土木

橋爪 達典

久留米市国分町828番地4

0942-21-1530

高校中退人材に対する、土木業務を通じた人材育成研修の実施による民間工事受注の拡大

5074

H28.10.28 杉プラスチック工業株式会社

本村 和也

三潴郡大木町上牟田口748-1

0944-33-1238

非公開

5075

H28.10.28 有限会社サカキ

榊秀夫

小郡市三沢3603-2

0942-75-0619

NRC触媒を利用した室内防菌・消臭塗装

5076

H28.10.28 株式会社アヤボセンタン研

藤井 勝志

大牟田市四箇新町１丁目２番地５大牟田第3スタートアップセ
ンターA-2棟

5077

H28.10.28 東木工株式会社

東 稔雄

大川市大字津605-1

0944-88-1238

「 曲げ加工」を施すことにより荘厳性とインテリア性を兼ね備えたコンパクト仏壇の開発

5078

H28.10.28 有限会社リュウテック

龍崎敦志

北九州市門司区松原一丁目1-9

093-381-8243

放電加工機導入による消耗部品内製化の推進及び品質、コスト、納期の抜本的な改善

5079

H28.10.28 佐藤食品株式会社

佐藤政治

行橋市東大橋4丁目1570-1

0930-23-0865

食品の３温度帯一括物流体制の構築による物流センター事業の強化

5080

H28.10.28 株式会社クィーンボアーズ

鈴木里美

遠賀郡遠賀町広渡1189-1

093-293-4633

オリジナルのフロランタン製造による自社商品の外販強化

5081

H28.10.28 タートル株式会社

小林 健一

飯塚市大日寺1416-1

0948-29-2560

インバウンドを対象とした和太鼓体験事業

5082

H28.10.28 非公開

非公開

非公開

5083

H28.10.28

中嶋 政司

5084

H28.11.30 イー・エイチ・グリーン株式会社

5085

非公開

情報収集と追跡の仕組みでテレアポの限界を超えた法人開拓新サービス
独自開発の可搬型混合機による、トース工法を用いた短納期で高性能な施工方法の開発

非公開

非公開

非公開

福岡県飯塚市忠隈４７２－１
同上

0948-28-3178

非公開

土内日文

筑紫郡那珂川町大字別所379番地の122

092-927-0511

幼児向けゲーム感覚英単語教材「ことばメモリー」の開発と販売

H28.11.30 ガレージニシヤマ

西山靖弘

春日市惣利1-55

092-586-6573

自社オリジナル「簡単スピーディーなヘッドライトリペアキット」の販売による販路拡大

5086

H28.11.30 マンション管理士事務所オフィスＭ２

飯田美紀

春日市須玖南5-83-205

092-575-0527

賃貸オーナーのニーズに応えるマンションの維持管理コンサル事業の展開

5087

H28.11.30 株式会社アーテック福岡

肝付栄一

春日市ちくし台２丁目１番地

092-586-0001

非公開

5088

H28.11.30 ヘアメイクアラーム

橘 宏己

春日市白水ケ丘2丁目13番

092-405-9199

美容業界最先端の動画マーケティングによる新規顧客の獲得

5089

H28.11.30 平戸金属工業株式会社

下向章弘

福岡市博多区月隈6丁目22-37

092-503-3421

鋳物製造向け湯道折機の開発・販売展開

5090

H28.11.30 日本特殊塗装株式会社

小畠啓造

福岡市南区桶井川3-5-18

092-408-6368

クラック補修の効果維持を目的とするコーティング剤使用方法の提案

5091

H28.11.30 株式会社ＴＣＫ

小坂光二

福岡市東区香椎照葉三丁目２番１号 シーマークビル２１２号

092-410-2070

レーザーアブレーション技術を用いて生体組織の構造解析を高速かつ低価格で実現するナノレベル３次元構造解
析システムの開発

5092

H28.11.30 ニーズジャパン株式会社

新飼逸洋

福岡市博多区博多駅前三丁目10番2-507

092-474-7353

超高濃度水素水・酸素水の開発と生産体制の整備

5093

H28.11.30 非公開

非公開

非公開

5094

H28.11.30 ハトヤ

上野秀紀

福岡市早良区飯倉２丁目１７番１４号

株式会社ハイウエイプロモーション
リューオー

非公開
092-821-1133

6

非公開
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5095

H28.11.30 行政書士陽光事務所

高松 朋功

福岡市中央区大手門１－７－１８－７０２

092-8915-8959

行政書士による主に建設業事業者に対する環境マネジメントシステム支援サービス

5096

H28.11.30 株式会社リフィード

波風 実

福岡市中央区渡辺通２丁目３－３

092-717-7007

業務用「顧客の面前で直ぐにリフォーム見積りが出きる」システムを「リフォーム市場に異業種からの参入大手企
業」向けにカスタマイズし販売

5097

H28.11.30 インフォニア株式会社

中村 太郎

福岡市中央区天神二丁目3番36号

092-986-9013

クラウド化した「ゴルフコース芝管理システム」の長所を最大限発揮できる『ゴルフコース管理受託会社』向け販路
開拓事業

5098

H28.11.30 有限会社キャビック

久保正彦

福岡市中央区大手門３丁目１０－９

092-753-4521

非公開

5099

H28.11.30 ヒューマンエコシステム株式会社

濱本繁行

糸島市二丈深江1456-1

092-325-8001

糸島地産のこだわりフルーツを使ったピクルスの商品化と市場開拓

5100

H28.11.30 合同会社エニクック

山田福士

筑紫野市大字阿志岐133－1

092-917-8299

添加物、着色料、保存料不使用、無農薬の体に害のないレトルトの和食煮物シリーズの開発と展開

5101

H28.11.30 有限会社筑紫環境サービス

下田幸子

筑紫野市岡田1丁目13番3号

092-985-2254

残骨灰収集運搬及び管理による利益の地域福祉還元型サービスの充実と販路開拓

5102

H28.11.30 SAMBO Café

下津浦宏

太宰府市宰府1-4-30

092-555-2710

太宰府へ観光に来るライダー向けサポート事業の展開

5103

H28.11.30 株式会社ウエイブ

松本真理子

大野城市山田2-9-16

092-571-0906

若年層をターゲットとした、牛革と爬虫類革のコンビ・ワンポイント製品の企画・販売

5104

H28.11.30 株式会社二光

枇杷光二

宗像市稲元3-1-23

0940-33-5000

ガーデンルーム活用「カフェ事業」等オープンと女性デザイナーによる「庭のある空間」提案

5105

H28.11.30 有限会社小林商事

小林邦明

糟屋郡宇美町平和1-15-24

092-932-2619

非公開

5106

H28.11.30 有限会社セントラル不動産

中原昇

福岡市博多区下呉服町2-3

092-291-8388

体験入居を可能にする「サービス付高齢者住宅」と「ホテル」の融合施設の建設と運営

5107

H28.11.30 株式会社みらい

牛草 敏夫

福岡市早良区重留2-2-19

092-872-8888

販売管理システムの構築によるリサイクルトナー事業を軸としたＯＡ機器の販路拡大

5108

H28.11.30 高木茶園

高木 暁史

八女市星野村5218

0943-52-3134

非公開

5109

H28.11.30 有限会社ティーズ・デザイン

田中たか子

久留米市東和町2番地4

0942-37-3527

顧客の意見を引き出す解説書の仕組みを構築し収益の向上を図る

5110

H28.11.30 深町商店

深町晃一

柳川市上宮永町東大前367-9

0944-72-4350

柳川市の買い物ポイントカードを活用した市民からの資源ごみ回収強化

5111

H28.11.30 株式会社リユースネットワーク

倉富大輔

久留米市野伏間1-7-20

0942-40-8008

非公開

5112

H28.11.30 大牟田丸善運輸株式会社

武冨義治

大牟田市四山町80-59

0944-57-1500

「輸送・保管・パレット洗浄」の一貫サービス提供による物流工程の食の安心・安全の向上

5113

H28.11.30 株式会社COROLAB

赤司英之

久留米市東町31-23-304

0942-46-7888

アクセサリー業のノウハウをいかした、総合整理サポート事業への進出

5114

H28.11.30 株式会社ハセガワ食綜

長谷川治

遠賀郡遠賀町大字別府３４８８番地の２

093-293-4447

法人向け置き弁当・置き惣菜事業の展開

5115

H28.11.30 株式会社西日本電機器製作所

青木久義

北九州市門司区中町４番１号

093-381-3531

提案型営業の展開と最新型パンチング・レーザー複合機の導入による競争力の強化

5116

H28.11.30 非公開

非公開

非公開

5117

H28.11.30 五とく

川口 宏

嘉麻市飯田320-1

0948-62-3209

店舗の人気メニューを自宅で簡単に食べられる商品開発と新規顧客の獲得

5118

H28.11.30 株式会社中川プレタ

中川辰二

嘉麻市平山７８１番地４

0948-83-4063

カスタムバッグの製造及び販売による収益の確保

5119

H28.11.30 株式会社光一工業

宇都宮 司

飯塚市勢田236番-11

09496-2-2896

大型ｵｰﾌﾞﾝ導入による大型製品の焼付塗装

5120

H28.11.30 株式会社 九研

宮崎 到

飯塚市勢田2593番地21

09496-2-7107

革新的医療機器の開発・販売

5121

H28.11.30 株式会社 元野木書店

元野木 治比古飯塚市飯塚１８－３

0948-22-0048

書籍の移動販売による学校・教師との信頼関係の構築と売上確保

5122

H28.12.28 株式会社筑紫工業

新内一秋

筑紫郡那珂川町片縄東1丁目26-19

092-952-5468

非公開

5123

H28.12.28 ビストロkai

北村正秀

春日市昇町3-83

092-593-6266

様々な行事に合わせた手軽で便利なピンチョスオードブル販売による新規顧客獲得

非公開

7
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5124

H28.12.28 合同会社マートル

市原栄作

春日市天神山2-15

092-558-1847

生活シーンに合わせてオーダーブランケットとオリジナルアロマを組み合せたカスタムメイド商品の販売

5125

H28.12.28 オートパーツエフ

福島久美子

筑紫郡那珂川町片縄8-81-5

092-555-3485

部品検索システム（日本語表記・円換算価格）を活用した輸入車純正パーツ製品販売

5126

H28.12.28 かぺると

佐藤惣一

春日市白水南2-144

092-573-5656

お客様の快適な暮らしを支える抗酸化水供給装置付きハウスの提案

5127

H28.12.28 非公開

非公開

非公開

5128

H28.12.28 ＴＨＥモンド整骨院

松尾拓真

福岡市南区井尻4-34-20-102

092-573-7707

エステにも治療にも効果を発揮する「ラジオ波」高周波美容器具の導入による新規顧客の獲得

5129

H28.12.28 森林住宅有限会社

梶原亮司

福岡市城南区七隈7-5-33

092-801-5700

安全で自分好みの自分だけのお部屋をワンストップで提供できる賃貸サービス

5130

H28.12.28 スタイルクリエイト株式会社

吉岡 有花

福岡市中央区大手門２丁目２－８

092-753-8900

非公開

5131

H28.12.28 株式会社ＡＳＣ

富田 洋

福岡市中央区天神３－１０－２０

（092）401-0868

ＪＥＴ承認無電極ランプに国内初の蓄光材を追加した誘導補助灯開発による販路拡大

5132

H28.12.28 リスイシステム株式会社

中村 伸一

福岡市西区内浜二丁目9番3－105号

092-836-7488

上水処理用フッ素除去セラミックの開発・販売

5133

H28.12.28 株式会社スタジオパッション

山﨑信一

福岡市南区大橋３丁目７－７

092-561-7255

１コマ・１コマに注力した「スチール（静止画）撮影の連続としての動画」製作部門新設

5134

H28.12.28 ＡＮＤＩＯＲ

中川原しおり

太宰府市梅香苑２－３－２９

092-405-9971

「花に付加価値を付けたギフト商品」開発及び卸・小売への事業展開

5135

H28.12.28 有限会社ウィングヤマグチ

安田諭司

福岡市中央区笹丘一丁目13番24号

092-524-5376

ドットマンの改良による食品業界への販路拡大

5136

H28.12.28 株式会社サン電工社

土井美弥子

福岡市中央区鳥飼二丁目6番51号

092-771-7641

非公開

5137

H28.12.28 有限会社ナカムラ

中村 利行

糸島市前原中央２丁目3-6

092-322-2376

靴専用オリジナル高速乾燥機の開発による、除菌・防臭、短納期即日仕上げ、低価格の靴クリーニング事業の展
開

5138

H28.12.28 石窯PIZZA Grazie

主税勝幸

非公開

非公開

非公開

5139

H28.12.28 ミリディア

山下真二

非公開

非公開

地域の魅力を発信できる潜在力のある店舗をメインターゲットにした外国人観光客販売促進サポートサービスの
事業展開

5140

H28.12.28 成田建設

成田聖子

福岡県福岡市中央区谷１－１２－３６

092-712-1228

海外のＷＥＢ集客システムで、九州一周の拠点としての農家民宿プラットフォームの構築

5141

H28.12.28 福岡医療関連協業組合

江頭啓介

福岡県糟屋郡久山町大字山田1217-17

092-976-0500

非公開

5142

H28.12.28 庭師進藤

進藤明範

福岡県宗像市河東１３２２

0940-33-9272

5143

H28.12.28 株式会社和光舎

木山宙明

福岡県粕屋郡志免町片峰中央３丁目１１番３号

092-935-8456

5144

H28.12.28 非公開

非公開

非公開

5145

H28.12.28 株式会社ビハラ

堤 啓

福岡県古賀市薦野中ノ坪1892-1

092-404-1311

健康寿命向上サービスの開発事業展開

5146

H28.12.28 mothertreeGARDEN

竹岡大輔

福岡県粕屋郡粕屋町原町4-6-2

092-938-6635

オリジナル園材を使用した看板代わりのアド・ミニガーデンの提供

5147

H28.12.28 和洸エンジニア

宮島 和幸

大川市大字下牟田口945-6

0944-85-0083

非公開

5148

H28.12.28 有限会社ないとう

内藤 昌人

久留米市城島町江上本1209-2

0942-62-3148

額縁製造・販売に額縁デザインと大判プリントを加えたサービスの提供

5149

H28.12.28 非公開

非公開

非公開

5150

H28.12.28 新川桂株式会社

新川 栄一

筑後市大字長浜1799-2

0942-53-2288

睡眠環境診断士が案内する「眠り」のショールーム開設

5151

H28.12.28 辛川醤油醸造 合資会社

辛川 嘉久馬

福岡県朝倉市大庭１７５３

0946-52-0123

自社醸造醤油を使用した唐揚げなどの商品を提供し醤油の需要を高める取り組み

5152

H28.12.28 株式会社バウビオジャパン

山川 秀徳

福岡県柳川市三橋町下百町37-2

0944-85-3501

技術教育から企業経営までをサポートする左官育成プログラムの開発と販売

5153

H28.12.28 お茶の千代乃園

原島政司

福岡県八女市矢部村北矢部１７４３

0943-47-2078

雪降る山の和紅茶とワークショップの解説

非公開

非公開

非公開

8

非公開

大径木伐採事業および御神木・御霊木を活用した商品製作販売
洗濯代行サービスと講習会開催による洗濯全般に関するワンストップサービスの提供
非公開

非公開
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5154

H28.12.28 有限会社奈良漬さろん安部

安部勝憲

築上郡築上町大字湊１９６

0930-56-5018

「奈良漬×クリームチーズ」の新たなチャネルによる本格的な販路拡大

5155

H28.12.28 セントラル自動車工業株式会社

古野章

北九州市八幡西区則松４丁目１１番１４号

093-701-2331

特殊車両のレンタカー事業への進出

5156

H28.12.28 ワタリ印刷

渡辺一也

遠賀郡水巻町吉田西3丁目14-1

093-201-5165

オンデマンド印刷機・自動無線綴機導入による生産効率改善及び小ロット需要の開拓

5157

H28.12.28 炭焼工房 暖

荒竹信之

遠賀郡水巻町二東1-8-10

093-202-0373

移動販売車を活用し、企業・団体向けセレクトオーダー出張バーベキューの事業化

5158

H28.12.28 hair make GARDEN・patio hair

川﨑秀人

遠賀郡水巻町古賀2-2-5

093-201-9555

薄毛・円形脱毛症に悩む方々が気軽に始められる「髪育」プログラムの運用

5159

H28.12.28 合同会社アルディ

平岡 亜希子 田川市日の出町9-17

0947-46-2616

葬儀前から葬儀後まで葬儀関連のしきたりをトータルサポート

5160

H28.12.28 有限会社ラック

久保和也

飯塚市秋松947

0948-21-2188

非公開

5161

H28.12.28 飯塚銃砲火薬店

筒井 康友

飯塚市宮町2番11号

0948-22-0354

非公開

5162

H28.12.28 森ネーム刺繍店

森 伸一

飯塚市本町１５－１８

0948-22-2525

紙刺繍技術を活かした新たなグリーティングカードの開発

5163

H28.12.28 株式会社スキル

黒石 巌

非公開

5164

H28.12.28 株式会社コスモツール

池上英俊

直方市植木1245-15

0949-29-5670

高精度金型修復技術の導入による、ワンストップ型金型修復事業の展開による、新規顧客の獲得

5165

H28.12.28 田川産業株式会社

行平 信義

田川市大字弓削田１９２４番地

0947-44-2240

非公開

5166

H28.12.28 株式会社ＧＡＫＥ

我毛 正時

田川郡糸田町3667-5

0947-26-2211

一口サイズの羊羹の商品開発

非公開

非公開

非公開

5167

H29.1.31 東商事

木梨 雅俊

非公開

5168

H29.1.31 綾部社会保険労務士事務所

綾部 博文

春日市ちくし台2-51

092-582-9410

社会保険労務士の知識と経験及び適性診断ＳＲを組み合わせた新サービスの提案

5169

H29.1.31 株式会社クリエル

下地 浩希

福岡市博多区博多駅東3-11-28博多サンシティビルⅡ

092-292-7427

人工知能を用いたホームページのアクセス解析及び改善提案システムの開発と提供

5170

H29.1.31 FUF

安成 駿人

春日市大和町4-18-1-101

090-6569-4842

スマホ用アプリを活用した小規模企業の販促支援による安定収入の確保

5171

H29.1.31 絆

吉田 龍一

春日市紅葉ヶ丘西1-26

092-581-3828

ＲＯ純水の使用により、髪のケアや飲料水の快適性を提供するサービス

5172

H29.1.31 巧工務店

古賀 博

春日市千歳町1-48

092-573-8412

購入前・購入後・売却後の３つの安心を提供する新築一戸建て事業の展開

5173

H29.1.31 エムスタイルジャパン株式会社

稲冨 幹也

福岡市中央区大名二丁目９番３４号

5174

H29.1.31 ナガノ電気株式会社

長野 正治

福岡市博多区光丘町2-2-18

092-928-0858

低コスト・低リスク・高効率な新たな農業システムの開発と提供

5175

H29.1.31 有限会社クリーン・アップ

横浦 省寛

福岡市西区小戸3丁目53-12-505

092-203-1234

カビ・汚れ・サビ等の分解除去クリーニングシステム「BANSYSTEM」を使った事業展開

5176

H29.1.31 株式会社エッチ・ピー・エス

北口 眞

糟屋郡新宮町上府北3-9-23

092-692-9241

若い働く女性向けのハイブリットパンパスとインソール改良版の開発で販路拡大

5177

H29.1.31 持田総研株式会社

持田浩光

非公開

092-895-3772

手作りプリントカフェの設置による印刷事業の販売促進

5178

H29.1.31 日本ビルケア株式会社

山田 秀樹

福岡市博多区紙屋町４－５

092-263-0060

非公開

5179

H29.1.31 株式会社システムトランジスタ

高橋 周矢

福岡市中央区渡辺通２－７－１４パグーロ薬院７Ｆ

092-791-9097

ロボットによる学習支援サービス展開

5180

H29.1.31 ふく丸

宮原 宏志

糸島市高田5-1-11-1

092-329-7024

店舗拡張と船を象徴にした海の空間演出による海鮮団体客の取り込み

5181

H29.1.31 株式会社西田

大澤 夏木

太宰府市長浦台1149-1

092-931-8009

仏事返礼品の包装作業を効率化する製品の開発

5182

H29.1.31 都府楼焼

山本 温子

太宰府市御笠５－７－５

092-922-5762

機能性と独自デザインを兼ね備えた花器及び太宰府にちなんだオリジナル陶器の制作販売事業展開

5183

H29.1.31 帆足ステンドグラス工房

帆足力

太宰府市五条1丁目14-14

092-924-3469

フルオーダー立体ステンドグラスの製造・販売及び立体オブジェを制作できるステンドグラス教室の事業展開

非公開
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非公開
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5184

H29.1.31 セルフファクトリー

山川 浩一

太宰府市北谷８６４－２

092-921-9367

交流が生む人と人のコミュニケーション型レンタルガレージ

5185

H29.1.31 株式会社ＳＯＦＴ

平尾 壮志

福岡市早良区重留5丁目12-8

092-803-2100

介護分野における人間型ロボット［ペッパー」ーの活用

5186

H29.1.31 はんこ屋土井店

田中 祐治

福岡市東区土井１丁目15-7

092-663-6007

顧客の思い描く落款印影を作りあげていく制作プロセスの考案による満足度向上と販路拡大

5187

H29.1.31 AM科学株式会社

水上 章彦

糟屋郡志免町別府1-16-10-101

092-410-4197

ストレスの客観的評価システム開発による新分野開拓

5188

H29.1.31 まる歩靴工房

副田 健太郎 宗像市徳重1-11-6

0940-32-3861

ハイヒールが自分で作れる靴作り教室の事業展開

5189

H29.1.31 日章工業株式会社

藤新 成信

糟屋郡粕屋町大字仲原２８１３－１番地

092-611-0131

日章構法建具のバリエーションの拡大と販売促進及びボウセイドの商品強化

5190

H29.1.31 明神丸水産

権田 猛雄

宗像市鐘崎230-66

0940-62-1286

イカのみりん干しの温燻製商品及びＱＲパッケージ開発・販売展開

5191

H29.1.31 株式会社古賀歯車製作所

非公開

非公開

5192

H29.1.31 株式会社オガタストーン

緒方 康幸

八女市室岡1297-3

0943-23-4205

5193

H29.1.31 株式会社創莚

下坂 美佳

久留米市城島町六町原506-1-2

0942-62-3416

5194

H29.1.31 竹田鈑金塗装工場

小川 英樹

柳川市三橋町柳河556

0944-73-1128

剥せる新特殊塗装の導入による販路拡大・売上増加

5195

H29.1.31 有限会社シラキ工芸

入江 朋臣

八女市緒玉１９８－１

0943-24-3054

自社ブランド商品の開発・販売による下請け脱却

5196

H29.1.31 株式会社ボーテックス

堀江 圭二

久留米市津福本町１７２０－９

0942-38-4688

デコ寿司の商品開発による新たな顧客層の獲得

5197

H29.1.31 からあげみやこ屋

非公開

非公開

5198

H29.1.31 株式会社 大東

能美 博明

北九州市八幡西区小嶺2丁目16-45

5199

H29.1.31 有限会社 日高印刷

5200

非公開

非公開

非公開
神社石造物の修復業務へのトータルコディネート事業
い草１００％の壁材の商品化による販路開拓・販売拡大

非公開

093-613-3311

生産管理・加工機設備診断システム付自動機導入による生産効率の向上

日高 慶太郎 中間市中間１丁目４番１６号

093-245-0214

オンデマンド印刷機を活用したサービス業、飲食業の販売促進支援

H29.1.31 九州環境プラン株式会社

岡本 寛大

北九州市小倉北区赤坂五丁目1番9号

093-953-8268

女性や高齢者の起業を後押しする、小商圏特化型カレー専門店ＦＣ事業

5201

H29.1.31 株式会社エー・アール・シー

大塚 幸樹

飯塚市勢田1279-9

09496-2-2023

植物発生材炭化処理事業計画

5202

H29.1.31 株式会社川崎鉄工所

川崎 正信

飯塚市大字潤野341

0948-22-0860

粉砕機用カッター加工における新型工作機械導入による工程削減とIoT活用

5203

H29.1.31 川北機械株式会社

後藤 順一

直方市大字上頓野4772

0949-26-2050

船舶・航空のリピート品分野へ対応できる生産体制･人材の強化

5204

H29.1.31 株式会社ニッパ

藤川 加代

飯塚市平塚631-1

0948-72-2864

非公開

5205

H29.1.31 株式会社カマンズ

小林 胤夫

飯塚市幸袋720-39

0948-26-0601

5206

H29.1.31 ドアーズ

下村 洋史

田川郡福智町赤池183-14

050-3703-4147

起業を促進する中国委託製造販売代行及びコンサルティング事業

5207

H29.2.28 有限会社宮崎木材店

北村和江

春日市小倉2丁目149番地

092-581-0798

残材・端材を活用した無電源アイホン用木製スピーカースタンドの製作・販売

5208

H29.2.28 春日動物病院

溜渕眞之

春日市伯玄町2-45-4

092-573-1660

ペット向け鍼灸・漢方治療の導入による新規顧客の獲得

5209

H29.2.28 インテリア床道

木村浩之

春日市大谷9-40シティパル春日セントレ1419

092-585-7029

床材にリノリウム、バスナフローレを使用した水回りリフォームの提案による売上利益の向上

5210

H29.2.28 株式会社中島美装

中島功

春日市下白水南5-124

092-571-0545

低価格セルフハウスクリーニングサービスの導入と利用者の中からの清掃スタッフ要員の確保

5211

H29.2.28 株式会社ジュントス

朝稲啓太

福岡市博多区博多駅中央街7-2 4Ｆ

5212

H29.2.28 ヒットマン

山下弘樹

福岡市中央区薬院3丁目12-22 美山ビル301

092-531-1369

福岡のバリカワイイ女の子が発信する地域情報のＷＥＢメディアの開設とそれを通じたイベント受注の獲得

5213

H29.2.28 株式会社保利建設社

保利重勝

糸島市東1437-2

092-322-4779

健康的なオーダーメイド作りつけ家具及びリフォーム需要が多い健康キッチンの販売による売上増加

非公開
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5214

H29.2.28 株式会社カンファレンスサービス

次郎丸沢

福岡市早良区昭代2丁目5-24

092-986-4867

学術会議で使用するための高品質かつ低コストなWebアプリ開発

5215

H29.2.28 株式会社新生

田篭将勝

糟屋郡宇美町大字井野432番地74

092-931-1230

非公開

5216

H29.2.28 ＦＬＡＴ

小関修平

福岡市中央区平尾2丁目12-8-301

092-692-6407

高性能ＣＮＣルーターの導入による店舗家具の生産体制の強化

5217

H29.2.28 株式会社匠家

山口剛史

古賀市駅東1-1-11

092-941-9774

新工場建設及び新機械導入による製造工程の標準化によって可能になる生産性の向上

5218

H29.2.28 クルメキッコー株式会社

深町 吉秀

久留米市宮ノ陣5-15-10

0942-34-4147

無添加杉木桶仕込み丸大豆しょうゆを原料とした総菜市場向け加工調味料の開発

5219

H29.2.28 株式会社ヴァンテック

倉重 満寿也 久留米市城島町内野422-28

0942-62-3178

プリント基板実装生産性と品質改善への取組

5220

H29.2.28 株式会社ワールドリサイクル

上村 哲也

柳川市大和町鷹ノ尾583-2

0944-76-4763

非公開

5221

H29.2.28 有限会社田中材木店

田中 恵

柳川市大和町中島1021

0944-22-5506

老舗建築資材店の新たな営業方法導入とブランド力強化事業

5222

H29.2.28 株式会社大成物産

井福 勝義

朝倉市山田2186-1

0946-52-0066

独自技術を活かした和菓子の受託開発と海外輸出

5223

H29.2.28 ヤマシタ物流加工有限会社

山下哲史

久留米市日吉町１７番地１２

0942-34-2243

就労施設と地場企業を結ぶ地域型スモールネットワークの構築

5224

H29.2.28 有限会社荒巻商店

荒巻政広

久留米市善導寺町島1043番地2

0942-47-5281

個人客の資源ゴミ回収サービス開始

5225

H29.2.28 ヴェルデマネジメント株式会社

川原賢二

八女郡広川町新代1110-302号

0943-32-1780

掛かり付けセラピストによるES、CS向上

5226

H29.2.28 河野食品株式会社

河野安男

みやま市瀬高町長田８２８

0944-63-2368

高菜ソースの開発による新規分野への販路拡大

5227

H29.2.28 株式会社 マル五

辻壽也

中間市浄花町６－２

093-244-0007

鰆を使った芦屋町名産品「あしやみりん」の開発・販売

5228

H29.2.28 有限会社 アポロ燃機工業

和田剛志

遠賀郡岡垣町海老津駅前１１－７

093-282-0711

３DCADを活用したデザイン重視のリフォーム提案

5229

H29.2.28 藤スチール株式会社

非公開

非公開

5230

H29.2.28 吹きガラス工房 琥珀

斉藤達也

嘉麻市牛隈1852-2

5231

H29.2.28 坂木商店

坂木健二

非公開

5232

H29.2.28 ピザカフェげんき畑

大西直樹

田川郡福智町伊方4385-1

0947-22-4845

豆乳を主原料とする低カロリーチーズケーキ開発とネット販売

5233

H29.2.28 四葉ケアサービス

是松きくゑ

嘉麻市下臼井574-1

0948-62-3063

医療依存度が高い要介護者でも安心して在宅生活が送れる介護保険複合事業

5234

H29.2.28 修和保険サービス

清水修二

宮若市福丸337-1

0949-52-2685

顧客階層別・カーライフステージ別サービスによる営業活動の効率化。

5235

H29.3.31 デイリーサポート株式会社

西島敏雄

筑紫郡那珂川町大字山田242-1

5236

H29.3.31 有限会社吉弘工務店

吉弘幸三

春日市松ヶ丘3-195-3

5237

H29.3.31 一般社団法人古家空家調査連絡会

5238

非公開
090-3417-2322
非公開

非公開

非公開
ＬＥＤコードレスランプによる売上向上
旬の食材を“季節外に高付加価値提供する”冷凍・冷蔵システムの構築

賃貸不動産オーナー向けペット専門リフォーム業の展開

092-589-2412

耐震シェルターの提案を入口とするトータルリフォーム、耐震補強工事受注の強化

長谷川美枝子 福岡市博多区博多駅前2-19-29

092-419-1110

ひと・いえ・まち リエゾンプロジェクト ～地域福祉における空き家の活用事業～

H29.3.31 株式会社九州メディカルコンサルタンツ

姫野忍

春日市春日原北町4-7-302

092-586-9744

医療機関が医師に直接求人情報を発信できる 医師求人情報サイトの運営強化

5239

H29.3.31 有限会社インテリア二十一

有馬宏

春日市岡本7-70

092-591-1844

日本文化を守る「和モダン住宅」の展開による新規顧客の獲得

5240

H29.3.31 WiseFairy

玉井洋子

福岡市南区高宮5-4-21ソフィア高宮Ｂ館1302号

092-521-4123

企業研修・セミナーを入口とするパーソナルライフカウンセリングの提案

5241

H29.3.31 信栄塗装

稲澤信介

春日市須玖北5-6-102

092-985-7375

スマートリノベーションの提案による新規顧客の獲得

5242

H29.3.31 坂口塗装

坂口洋介

春日市天神山2-150-211

092-571-6894

エイジング加工による景観の調和を提案・施工するサービスの提供

5243

H29.3.31 一骨入魂

児島豪

春日市若葉台西1-7-2

092-586-5074

新メニューの追加・提案によるワンストップサービスの『ラーメン居酒屋』への転換
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春日市岡本7-27-401
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5244

H29.3.31 Comdesign

小副川貴博

5245

H29.3.31 株式会社リーモ・トロージェン

森重喜

5246

H29.3.31 株式会社ミレ・クリエーション

星山 雅彦

福岡市博多区博多駅東二丁目5-28博多偕成ビル8F

5247

H29.3.31 幸和電機株式会社

徳安 剛

非公開

5248

H29.3.31 株式会社ワイ・ティ・ワイ

松本結花

福岡市東区名子三丁目1番26-102号

092-663-2200

ポータブル式トイレ用排泄物処理袋の開発

5249

H29.3.31 株式会社n.Planning

縄田 理子

福岡市中央区赤坂１丁目２－１

092-406-2808

非公開

5250

H29.3.31 平和フーズ工業有限会社

土屋 英之

福岡市博多区竹下1丁目9番12号

092-431-1428

非公開

5251

H29.3.31 株式会社蔵屋

清澤 満之

糸島市浦志１－７－５

092-322-2881

糸島産甘夏を使用した商品の開発及び販売

5252

H29.3.31 有限会社プランニングマエダ

前田 康史

糸島市前原中央1-2-12

092-323-6325

自然循環型農法の自社農園での「農」の体験と自社農園産「食」の提供サービス事業の展開

5253

H29.3.31 株式会社ウィンドレンズ

髙田 佐太一 筑紫野市上古賀3-2-16

092-555-2500

FIT認証取得による販路拡大のための風力発電機量産化体制構築とIoT活用風車制御技術の確立

5254

H29.3.31 Hono

原口京子

福岡市中央区唐人町１－３－４ シャンテアサカ１階

092-791-1862

福岡県産黒豆【筑前クロダマル】入り無添加レトルトカレーなどの商品開発及び販売

5255

H29.3.31 株式会社日向

西本克子

田川郡川崎町大字田原2306-1

0947-72-3080

コミュニケーションマジックによる介護・訪問看護での顧客満足・従業員満足の実現

5256

H29.3.31 海風

小林慎二

宗像市牟田尻1852-1

0940-62-3594

非公開

5257

H29.3.31 一宮工業株式会社

一宮正彦

福津市本木1521番地1

0940-43-4850

塗装プラントの量産化体制構築による農機具メーカー向け市場の新規開拓

5258

H29.3.31 Ｍセラミック工房

桝本和昭

糟屋郡志免町石橋台５−９

092-936-6325

デジタル加工のオープンシステム導入による生産性の向上と新サービスの提案

5259

H29.3.31 有限会社ティ・アンド・エム

吉田実

糟屋郡志免町別府1丁目２１－８

092-936-5746

新聞小売業による特殊車両に特化したレンタカーサービス展開

5260

H29.3.31 オーエーサプライズ株式会社

内海仁輝

糟屋郡志免町大字吉原109番地の１ﾚ･ｼﾞｭﾄﾝ空港南603号

092-403-2000

飲酒運転ゼロを形にする交通安全のお守り祈願と合わせたアルコールチェッカーの開発販売

5261

H29.3.31 さくらんぼ株式会社

百田秀信

粕屋郡須恵町佐谷355-2

092-931-0135

非公開

5262

H29.3.31 福山木工

福山 孝行

大川市大橋210-3

0944-88-0880

関連会社「自然工房」との連携による畳・国産栗材を使用した海外向け家具の開発

5263

H29.3.31 セラモ・アート

野田 泰啓

八女郡広川町大字新代1450-8

0943-32-6326

歯科用CAD/CAMシステム導入による新素材加工とネットワーク構築による受注拡大

5264

H29.3.31 ウィンズテック株式会社

案納 邦博

久留米市梅満町1650-9

0942-46-3020

非公開

5265

H29.3.31 株式会社巨峰ワイン

林田 浩暢

久留米市田主丸町益生田246-1

0943-72-2382

非公開

5266

H29.3.31 松本義肢製作所

松本 靖

朝倉郡筑前町依井513-5

0946-21-1677

装具縫製技術を活かしたベビーシューズの開発

5267

H29.3.31 有限会社総合緑化コガキュー

古賀 隆博

うきは市吉井町335-1

0943-75-5170

樹木の根上がり現象を防ぐ「陶器製樹木根障害抑制設置板」の商品化と販路の開拓

5268

H29.3.31 株式会社万代園

中野 武俊

久留米市田主丸町恵利474-1

0943-72-0303

和の自然木を配した和モダンのお庭の提案

5269

H29.3.31 Healing room Livere

古賀 智の

筑後市大字水田1013-1

080-8565-3000

身内の心身ケアからホームサロン開設までニーズに応えた女性向け訪問型セラピスト講座の運営

5270

H29.3.31 やました洋品店

山下茂

八女郡広川町新代1875-1

0943-32-0334

非公開

5271

H29.3.31 有限会社ＳＮＣ

小田寿

福岡市中央区天神４丁目８番２号

0943-72-2102

福岡発の軽キャンピングカ－専門店の展開

5272

H29.3.31 たこやき大王

梶原大輔

久留米市田主丸町田主丸14-6

090-6898-6585

非日常的なダイニングカフェバーへの転換による新規顧客の獲得

5273

H29.3.31 小石原焼 秀山窯

里見重信

朝倉郡東峰村大字小石原鼓1769-5

0946-74-2422

dodo point導入によるリピータ増加と生産力増加による売上アップ事業

福岡市博多区下川端9-15 溝口ビル303号

050-3716-5550

創業者の成長に合わせたホームページ・デザイン関連サービスの提供

092-281-2000

スマートフォンで操作可能な純国産アロマディフューザーの開発・販売

092-292-7218

法人向け介護資格取得通信講座のパチンコ店への展開

非公開
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5274

H29.3.31 かねひろ

鐘ヶ江博文

久留米市城島町西青木602

0942-62-2523

急速凍結庫導入による希少種「エツ」の全国展開

5275

H29.3.31 大和環境サービス

諸藤恵美子

柳川市大和町明野1570

0944-76-2168

一般及び産業廃棄物のワンストップ処理事業

5276

H29.3.31 株式会社美和技研

土山哲司

大牟田市大字岬２８７７－２

0944-56-1516

工場農業設備機器の製作・販売による農業分野への進出

5277

H29.3.31 カミハル

草野恭明

久留米市田主丸町上原２８０

0943-72-1646

非公開

5278

H29.3.31 ミリオンソフト株式会社

鳥越眞稔

うきは市浮羽町浮羽431番地１

0943-77-5111

提案型営業が可能となるジャストインタイム加工と新商品開発

5279

H29.3.31 ミエル

中野恭輔

うきは市吉井町１３４０

0943-75-3802

急速冷却冷凍に対応可能な引菓子専用箱の製作による商圏拡大

5280

H29.3.31 有限会社アリタサービス

有田康宏

北九州市八幡西区下畑町4番21号

093-641-0368

破砕・高圧縮設備導入による軟質廃プラスチック燃料の生産性向上

5281

H29.3.31 株式会社雪文

池田興平

北九州市八幡東区清田２－４－１２

093-652-2284

5282

H29.3.31 リズム食品株式会社

岡本慶大

北九州市小倉北区紺屋町13番1号

093-531-1120

製麺工程自動化＆蒸気式チャーシュー釜導入及びHACCP準拠の生産方式採用による品質・生産力の向上

5283

H29.3.31 株式会社環境フォトニクス

木原敏彦

北九州市若松区ひびきの北1-103

093-695-3663

製造原価低減が可能なLEDレンズ成形手法導入による植物用LED照明装置の商品化

5284

H29.3.31 株式会社丸ふじ

後藤祐平

北九州市小倉北区下富野5丁目10-12
北九州市若松区有毛1788

093-541-1948

九州各地の名産品と観光名所、文化などをコラボさせるコンサルティングサービスの提供

5285

H29.3.31 ワタリセ自然農場

藤田久

093-741-1949

北九州ワイン特区における専用品種の栽培から醸造までの一貫生産体制の構築

5286

H29.3.31 株式会社和才建設

和才美智雄

築上郡吉富町別府82-7

0979-83-0194

「もみの木の家＋ZEH」販売開始のＰＲにより新築戸建てとリフォーム受注の営業体制強化

5287

H29.3.31 洋菓子工房トリオレ

寺尾拓

京都郡苅田町富久町2-23-18

093-436-4306

京築地域の特産物をたっぷり包み込んだオリジナル飴の開発・販売

5288

H29.3.31 有限会社高須商事

尾形嘉彦

北九州市八幡西区千代ヶ崎一丁目１５番２５号

093-293-2220

小規模事業者への超低温冷凍庫のレンタル事業による新市場開拓

5289

H29.3.31 株式会社ゼロプラス

須河内美紀

遠賀郡芦屋町山鹿104-2

093-701-8614

中小企業を対象としたインターネット通販支援事業の展開

5290

H29.3.31 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

日本のからあげ専門店のタレを使用した海外での販路開拓

5291

H29.3.31 守窯

熊谷 守

田川郡福智町上野1991

0947-28-2757

上野焼の伝統技術を用いた若年層女性向けアクセサリー・小物の開発と販売展開

5292

H29.3.31 豆米

栗原美香

宮若市福丸181-5

0949-28-9499

米粉の洋菓子・焼菓子の新商品づくりと、ギフトコーナー新設による増販計画

5293

H29.3.31 株式会社ＯＭＯＴＯ

沖本雄紀

田川郡川崎町大字川崎362

0947-72-3370

非公開

5294

H29.3.31 有限会社みのりの郷

川口奈緒子

直方市津田町5-25

0949-29-7671

リハビリ・住環境・雇用に特徴のある障害者福祉の事業展開
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小規模アイスクリーム専門店における製造工程革新による品質と生産性向上

