
平成19年度 経営革新計画承認企業

承認
番号

会社名等 計　　画　　内　　容 所　　在　　地

1586 (株)富士製作所 大型タイヤ製造装置の開発、製造 久留米市
1587 (株)阿部興産 新たなビジネスホテルの運営 朝倉市

1588
渡辺グループ（(株)渡辺商会・
渡辺プロパン(株)・(有)ヘルスケア２４）

健康で環境にやさしい商品の開発・発掘 久留米市

1589 （有）ペイ・フォワード 非公開 福岡市博多区
1590 (株)ヒロショク 当社の加工技術を活かした特産品を中心とした直売所の運営 筑紫郡那珂川町
1591 ファインフーヅサービス(株) 無農薬無化学肥料の食材を自社で生産・加工・消費すると共に直販する新規事業 久留米市
1592 (株)イシモク・コーポレーション 非公開 大川市
1593 日本鮮食(株) 新たな医療・介護食の開発及び販売展開 糸島郡二丈町
1594 (有)効成 小型ゴム成形機械の開発と新たな生産方式の確立 久留米市
1595 (株)檀野商店 子育てを応援する製菓製パン材料の量り売り・小売販売への進出 久留米市
1596 (株)アーキテクチャーシステムズ 狭小変形敷地情報ネットワークを構築し、敷地の有効活用を促進するスモールハウスプロジェクトの運営 福岡市東区
1597 （有）井上木型製作所 木型製造工程の機械化・自動化及び開発 北九州市小倉南区
1599 しまばら具雑煮せき亭（関靖夫） 独自の製造技術による冷凍雑煮の全国展開 福岡市博多区
1600 モリタ建築設計事務所（森田善己） 新型看板「プラキューブ」の
拡販 みやま市
1601 ハゼモト建設(株) 初めて家造りをする子育て世代をターゲットにした「自分スタイルの家」の開発とそれを売る仕組みの確立 北九州市小倉北区
1603 （有）ミートクラブ 東京の「すき焼き専門店」へ
厳選、独自仕入れした」特選
牛肉の直結販売 久留米市
1604 (株)伊東建設 建設業の下請け依存体質からの脱却及び新規事業への参画 福岡市早良区
1605 (株)エーブリッジ ＥＱ（ＥＩ）理論を活用したグローバル人材の活用モデル構築 福岡市博多区
1606 環境電子(株) 新商品「魚類（メダカ）による
水質自動監視装置」の開発
および生産 福岡市早良区
1607 ＬＰＬ（有） 非公開 糟屋郡須恵町
1610 有明技研(株) 納期短縮及び新たなハメ込み加工への取り組み 柳川市
1612 (株)富東宮 新製品「ＦＳ型耐熱材」の製造販売及び生ゴミ処理機の販売 北九州市小倉南区
1613 （有）えいふく 農・畜・水産物に天然添加物を加え、柔らかく、おいしく加工した安心食材を販売する。 北九州市小倉南区
1614 (株)西部クリーン 廃棄（焼却）・遺棄（河川等へ）されている食用廃油の再生・販売事業への本格進出 久留米市
1615 (株)九州博多屋 うどん（そば）と新鮮野菜を使った惣菜等の食べ放題を組み合わせたファームレストランの展開 福岡市博多区
1616 （有）アドバンテック 色の持つ効果をふまえた資材開発とその検証 福岡市中央区
1617 （有）渋谷機工商事 ＩＴ活用による新商品管理、顧客管理方式の構築 直方市
1618 (株)ランド・クリエイティブ 機械開発と資源備蓄センターの建設・運営 大牟田市
1619 （有）エクティ工業 愛犬の糞処理装置「ワンポイ」の生産及び販売展開 大野城市
1620 （有）東洋メイテック 3次元ＣＡＤ導入による高精度金型部品加工の取り組み 直方市
1621 (株)井上材木店 壁面パネル製造による集合住宅建築分野への参入 大川市
1622 南福岡乳業(株) タンクローリーを利用した生活圏内での水汲み場の設置 筑紫野市
1623 （有）八興製作所 3次元ＣＡＤを活用した生産の効率化及び　「見える化」社内改善体制の構築 宮若市
1624 （有）レアルコ レストラン併設型ウィークリーマンションへの展開と新規サービスの提供 福岡市博多区
1625 ニッポー紙器(株) プラスチック製品の自社生産と販売強化 築上郡築上町
1626 （有）福井製缶 自動車産業参入を目指した設備化と体質改善 宮若市
1627 ヘアーピンナップ（花田久人） ストレスを緩和し美と癒しを提供する美容室 福岡市中央区
1628 (株)ＲＥ・ＡＬＬ 「住まいのトラブル２４時間対応」コンビニエンスサポートサービス業への展開 福岡市西区
1629 (株)プランツ 「次世代型ブルーベリー栽培システム」のワンパッケージ化による販売促進 久留米市
1630 （有）プロスペリティ 新規事業として、建設工事用大型作業車の販売と飲食業への参入 福岡市中央区
1631 デイシイテイ（宮崎　清） 動画版フリーペーパーによる新映像広告配信システム 福岡市博多区
1632 (株)丸八ガラス店 新商品｢アルミ製扉・窓枠」の生産及び販売 大川市
1633 (株)古賀歯車製作所 非公開 非公開
1634 (株)佐藤工作所 高品質製品への新たな取組による生産性拡大 朝倉市
1635 (株)九州柴田フォージング ハンマー導入による生産性の向上 朝倉市
1636 今宿産業(株) 非公開 福岡市西区
1638 （有）エステートソフト 非公開 福岡市城南区
1639 （有）ハーバートレーディング レトルトパウチの技術を活かした食品（野菜、果物）の商品開発と販売 前原市
1640 トライテック(株) 当社独自製品の開発と製造を推進することによるＯＥＭ比率の引き下げ 中間市
1641 菓子処　ふじい庵　（藤井嘉之） 店舗移転に伴う新たな販売方法の導入 糟屋郡宇美町
1642 （有）夢花
ＤＦテクノシステムズ合同会社 無線ＩＣタグを利用した位置認識システムの開発・販売 福岡市博多区
1643 (株)Bａｎ建築工房 抗酸化工法による健康住宅に陶板浴施設を併設したショールームの建設による、新たな販売促進体制の確立 北九州市小倉南区
1645 スマイルホーム(株) 賃貸仲介・管理の本格化と建売分譲販売の展開 大牟田市
1646 (株)ＹＭＣ観光 新規事業として墓石清掃業への展開 福岡市博多区
1647 野見山建設工業（有） 高強度コンクリートの製造、安定供給体制の確立及び設備増強 福岡市東区
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1648 (株)ネオコンクリート 新製品「ジャンボブロックマット」の生産及び販売 福岡市早良区
1649 （有）小川製作所 高付加価値パーツ生産方式の確立 福岡市西区
1650 (株)創世エンジニアリング 新たな精密金型の生産(極ピッチコネクタ等) 久留米市
1653 生野産業（生野幸雄） 乾燥機導入等による製造期間短縮 非公開
1655 しあわせな空間(株) 家庭内事故を防ぐ子育て支援及び熟年者に優しい住宅の企画開発及び販売展開 福岡市南区
1656 ミル・フルール(平井美和) 非公開 非公開
1657 (株)サダイシ アトピー対策を徹底的に追求した健康住宅開発提供 行橋市
1658 インテリアはやしだ(林田吉郎） Ｗｅｂを活用した当店独自の「カーテンレンタル(試着)システム」の導入 小郡市
1659 玄菱エレクトロニクス(株) 非公開 福岡市西区
1660 緑神（岩本貴志） ホームリメイク事業への参入 太宰府市
1661 津田産業(株) 学生からの提案デザインを取り入れる弊社独自のアパレル事業部の創設 福岡市博多区
1662 野方菱光(株) 非公開 福岡市西区
1663 （有）イーデザインショップ 非公開 糸島郡二丈町
1664 ＣＲＯＳＳＥＥＤ(株) 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染中和型高機能「ダチョウ卵黄抗体マスク」の生産及び販売 飯塚市
1665 （有）四季彩 ＪＡの料理店から独立催事場への展開 行橋市
1666 (株)イーグルネットワーク 保全・管理システムの
開発・販売 福岡市中央区
1667 (有)ばさらか  新商品”めんバーガー”の本格取組み開始 行橋市
1668 優雅堂（中村龍之助） 新規クリーニング事業への
展開 福岡市中央区
1669 (株)モーブル 非公開 大川市
1670 (株)下津浦商店 コンクリート塊リサイクル事業への進出 久留米市
1671 日本サーモテック(株) 簡易型連続測温プローブの製造、販売 北九州市八幡西区
1672 宗像物産（村山柾樹) 当社独自の”無水製法”と、真空パックによる弁当・惣菜の具材の製造・販売 宗像市
1673 (株)材料屋 資材業から新規建築型枠業への参入 糟屋郡新宮町
1674 （有）慶寿園 自家製の有機肥料を使用した園芸品、農産物の「生産から小売」までの一貫体制の構築 久留米市
1675 (株)ＯＫＡＺＡＫＩ 資材供給から工事施工まで自主経営への転換 太宰府市
1676 （有）オリーブ レトルトのトマトソースを始めとするオリジナル商品のインターネット販売 福岡市西区
1677 (株)川島製作所 環境産業分野への参入 柳川市
1678 スポーツワンインターナショナル(株) 自社バッティングセンターを活用した企画提案販売 福岡市東区
1679 (株)北九州シティＦＭ 地域密着のミックスメディアステーションと地域の企業・店舗の販促を支援する磁気ポイントカード展開 北九州市小倉北区
1681 （有）トータル・プロダクト 新たな表現力をもった看板の提案と新回収方法導入による売上増大とコストダウンの実現。 柳川市
1683 (株)大成 鉄鋼用ゴムロールのゴム接着加工技術の開発 北九州市八幡西区
1684 (株)ＲＥＸ'Ｓ ドライブスルー方式の導入によるパスタ等軽食の販売と多店舗展開 福岡市中央区
1685 エンドットネット（石丸真教） 非公開 北九州市小倉北区
1686 千嘉良（渡邊　開） 健康に気を使う中高年者向け薬膳会席の提供 筑紫野市
1687 （有）山和 高齢者を対象とした緊急通報システムの確立 春日市
1688 西村織物(株) 小売業への進出による経営安定化の取組 筑紫野市
1689 (株)古賀組 自社新事業実績の経験を踏まえたミラクル構法の実践 福岡市中央区
1690 末金製材所（末金　伸幸） 一般消費者向けの商品販売部門「ギャラリー樹の店」の展開 朝倉市
1691 （有）川鍋運送店 倉庫業への進出による総合物流事業への展開
～保管庫利用からスタートし構内作業を経て3PLへ～ 大牟田市
1692 (株)タクトワン 非公開 北九州市八幡西区
1693 （有）ジャスミンワンダーランド 非公開 福岡市南区
1694 (株)メディアサポート 車の貸与業から介護・報道の輸送事業に参入 福岡市博多区
1695 サワテック(株) 廃水の新処理方法の確立と販売網の模索 福岡市東区
1696 （有）石橋製菓 元気な高齢者の美容と健康に配慮した新スイーツ甘納豆の新商品開発と新しい販路の開拓 久留米市
1697 （有）島内技研 「空気自浄触媒」による新たな環境関連分野への事業展開 福岡市中央区
1698 (株)エヌテック 社内一環生産体制増強による自動車業界への販路拡大 北九州市若松区
1700 (株)ＥＣＯプランニング 特殊純銀線を使用した静電気除去装置の開発と販売 宗像市
1702 九州木材工業(株) 準不燃、寸法安定性及び高耐久性（防腐、防蟻)を兼ね備えたｴｺｱｺｰﾙｳｯﾄﾞの開発 筑後市
1703 日本コラーゲン(株) 非公開 筑紫郡那珂川町
1704 (株)アドウィン デンマーク王室パテシエのスイーツ輸入販売とＦＣ事業展開 福岡市中央区
1706 ヤマト縫製（有） 自社縫製加工技術を活用した自動車シートの加工及び寝具の製品化 柳川市
1707 昌運工業(株) 非公開 福岡市博多区
1708 （有）ジョイフルラーニング ウェブエクササイズのASPサービス(レンタルサービス)の新たな事業化 非公開
1709 藤屋（市川孝子） 真空パック技術を用いた「えつ」の安定供給と新規事業の展開 久留米市
1710 三井タオル(株) タオルの染色技術を使ったＴシャツの製造販売 久留米市
1711 (株)リフォル ネットを取り入れた新たなマンションのインテリアコンサル事業の展開 北九州市八幡西区
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1712 （有）ナカムラテック 「ワイヤ放電加工技術」の導入による高付加価値生産体制の構築 三潴郡大木町
1713 (株)草寿園 肌にやさしい商品の企画販売、障害・高齢で困った方へのこだわり商品の提供 福岡市西区
1714 (株)ネクサス 新商品「慶弔メール」のパッケージ開発 筑紫野市
1715 （資）岡﨑製作所 トヨタ生産方式を導入したダイキャスト金型・部品の生産体制の確立 北九州市戸畑区
1716 (株)Ｍ．スタイル 中古車整備の技術を活かした電動車イスのレンタル事業の展開 福岡市東区
1717 二日市合同プロパン(株) 太陽光発電とガスの調和快適住宅の提案 筑紫野市
1718 （有）中村製畳店 畳との調和を追求した内装工事の提案 久留米市
1719 （有）ホームファニシングナカムラ インテリア・セミオーダー家具の開発とネット販売による独自経営への変革 大川市
1720 (株)永光 「BｔｏB」Webサイトの運営による新規顧客の開拓 福岡市博多区
1721 田中製麺(田中義眞) 独自の製麺技術を駆使し“お客様の声”を反映した麺製品の開発・製造及び販売 久留米市
1723 （有）日本活性研究所 早期離職防止手法の開発と事業展開 北九州市戸畑区
1724 Office TANAKA（田中美智子） 「女性の会」をベースにしたマーケティング支援事業展開 久留米市
1725 古野文具店（古野通照） シルクスクリーンを使った｢手染めオリジナルＴシャツ」の制作・販売 筑紫野市
1726 （有）水田印刷加工 新たな設備導入による顧客満足度及び生産性の向上 福岡市博多区
1727 山口合名会社 女性のための日本酒づくりとプルマーケティング販売システムの構築 久留米市
1728 ヴティック雪屋（永松弘美） 障害者及び高齢者施設との連携によるニット襟の製作・販売 久留米市
1731 (株)山喜食品 独自の衛生梱包袋を活用した鶏卵加工食品の開発及び製造・販売体制の構築 北九州市小倉北区
1732 （有）サンローズ 新たな顧客管理手法を導入し、顧客固定化へのシステム販売体制の構築 北九州市小倉北区
1733 （有）エイチ・ファクトリー 交通事故現場状況報告書作成代行業務を付加したレッカー業務の新たな取り組み 北九州市八幡西区
1734 (株)パナミューズ 顧客満足を追及した総合的なリサイクルショップの運営と多店舗化を推進 北九州市戸畑区
1735 九州商運(株) 非公開 福岡市東区
1736 （有）飯野鉄工所 機械部品の高精度化・短納期を目指した社内体制の確立 直方市
1737 （有）日ノ出 「すいとるクリーン」の生産性の向上とコストダウン 福岡市博多区
1738 高山製作所（高山　宗一） 新規設備導入による自動車部品の生産性向上 久留米市
1739 花のぎょうとく（行徳　邦正） 楽しさを追求した新しいフラワーギフトの事業展開 筑紫野市
1740 (株)前田家 業界初「3ステップFC」展開及び書籍販売による事業拡大 北九州市八幡西区
1741 子ども環境総研（有） 「子どもの安心・安全な外遊び」のための新商品の開発 福津市
1742 春口青果（春口　喜治） 立花町辺春地区の特産青果物生産・流通一貫システムの確立 八女郡立花町
1743 大誠産業（株） 既存事業の設備増強、新規事業の新商品「エコウエルメッシュ」の受注拡大による経営革新 北九州市若松区
1744 （有）マルイ 高級鮮魚の直接仕入れを基本とした総卸売り業への転換と飲食店出店 北九州市八幡西区
1745 大協工機（株） 純Ｃｒ鋼一貫仕上げ加工体制の確立 北九州市八幡東区
1746 （株）竹茂 屋久島食材をふんだんに使ったオリジナルメニューの新販売方式（ネット通販・テイクアウトショップ）事業の展開 福岡市博多区
1747 啄技術開発（株） 土木工事CO2排出量演算ソフトウエアの販売 福津市
1748 ハラスポーツ（原　叔子） スポーツ用品小売業の強みを活かした「ユニフォームのマーク加工業」への進出 久留米市
1749 （株）ＦＡサポート 総合的なFA化(工場の自動化)提案事業の推進 北九州市小倉北区
1750 （株）ナカジマ建設 テクノストラクチャー工法(耐震住宅工法)の導入による住宅販売の展開 飯塚市
1751 （有）ｐｒｏｃｅｃｏ(ﾌﾟﾛｾｺｰ) 聖地巡礼ツアー・文化・歴史等に特化した旅行専門会社の確立 福岡市東区
1752 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1753 MARINGO（西村　順子） お客様とのコミュニケーションを主軸にしたネットショップ＆実店舗展開 福岡市南区
1754 （株）旬屋 バイオディーゼル燃料の精製・販売 田川市
1755 （有）モリタフーズ 食育商品としての「ぬか漬け、ぬか床」の改善、販売 糟屋郡宇美町
1756 ハンドツゥハートネットワーク（有） 障がい児支援サービス事業の取り組み及び新しい介護支援プログラムの導入と介護支援環境の改善 北九州市八幡西区
1757 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1758 （有）緑の農園 「安全・安心・高品質の原材料にこだわった洋菓子製造・販売」への進出 糸島郡志摩町
1759 （有）プライマリー 新商品｢Pソープ｣の開発・生産・販売 福岡市中央区
1760 （株）写真のトクダ 行事写真ネット閲覧サービスの提供 筑紫野市
1761 （株）サイム 超高速識別による廃プラスチック資源化システム技術の開発と事業化 飯塚市
1762 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1763 （株）大新製作所 厚物抜き加工、木製看板彫刻の3D加工並びにステンドグラス加工の新たな取り組み 北九州市八幡東区
1764 （有）ウィンズテック ２層式シェル中子の自動量産化体制の確立による売上拡大 久留米市
1765 （有）ブロードビーンズ 出会いから葬儀までのライフセレモニートータルプロデュース 福岡市東区
1766 ＧＦフィールド（萩尾　康次） 《非公開》 春日市
1767 （有）あをぎり 「建物」を生かした田川の「歴史文化遺産」の演出による料亭としての活性化 田川市
1768 （有）さくら不動産 「六本松不動産街角情報発信基地」として地域の不動産活性化への貢献 福岡市中央区
1769 （有）トータルプランニングにし島 独自技術を駆使した住宅建築により下請けからの脱却 福岡市西区
1770 （株）ラジカルアクシス 自社独自の安価なソフトウェア開発と多店舗展開によるエンドユーザー直結型の販売促進 福岡市東区
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1771 土の上の花（曽我部　智和） 「どら焼き」と「ぽっちり鍋」の複合店展開 うきは市
1772 （株）千年市場 《非公開》 福岡市中央区
1773 お仏壇のよーかどう(花田　幸雄) 仏壇・仏具セミオーダーメイド販売体制の確立 筑紫野市
1774 石窯パン工房　童夢の森(永田　紀美江) スペイン製石窯を導入した新しい形態のベーカリーショップの運営 前原市
1775 ニュー多美屋（三浦　静子） 足の健康に特化した品揃えと相談販売およびネット販売体制の確立 筑紫野市
1776 肉の上嶋（上嶋　厚美） 生産者と直結した精肉・野菜で「安心・安全・美味しい」情報開示の精肉・惣菜販売 久留米市
1777 エトワール（帆足　政彦） 健康に配慮した手作り菓子・パンとやすらぎ商品を組み合わせた販売 筑紫野市

1778
キタジマ食品（株）
八女堆肥センター（株）

竹を活用した循環型農業事業への挑戦 八女郡立花町

1779 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1780 大喜工業（株） 新商品「スーパーシールガスケット」の生産・販売 北九州市門司区
1781 （株）ピュール 安心・安全を提供する自然派・無添加化粧品の自社販売及びＯＥＭによる小ロット受注の普及 前原市
1782 （株）ニシケン 地下海水を利用した陸上養殖の確立 福岡市中央区
1783 TOKｉエンジニアリング（株） 非接液圧計測機能を有する配管システム開発・販売 福岡市博多区
1784 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1785 （株）ムネ 廉価な小規模フューネラル（葬祭）事業の進出 田川市
1786 （有）カイバラ工芸 自社ブランド確立と特許による新商品開発並びに新たな販売活動の展開 飯塚市
1787 （株）コニープラス 三次元レーザー精密金型加工機導入と内製化の推進 大野城市
1788 （有）カネクラ加工 自動車内装部品（バックシート）の完成品加工受注による経営力強化 大川市
1789 （株）エディタス 新商品「ブランド保証タグシステム」の開発 福岡市博多区
1790 アニュー二日市店（井村　達也） 新しい食への提案と食への招待を行なうシステムつくり 筑紫野市
1791 （有）サン・デザイングループ 新しいエンディングスタイルのお墓のデザイン開発による販売展開 北九州市八幡西区
1792 （有）福馬運送 《非公開》 大牟田市
1793 （株）ウキシロケアセンター 認知症対応フロア付住宅型有料老人ホームの開設 北九州市戸畑区
1794 （有）エー・オー・エス ソフトウエアのセキュリティ管理業務請負 福岡市南区
1795 （有）ビクトレージ 《非公開》 大宰府市
1796 （株）亀山 《非公開》 柳川市
1797 ながたや（永田　孝良） 編物・手芸サロンでできた作品を展示・販売し商品化する業務革新 筑紫野市
1798 金丸印刷（株） 新商品、福岡県のアピールチラシ「やるばい福岡」の企画生産及び提案販売展開による脱下請け 福岡市東区
1799 （株）ｆｅｌｉｃｅ 健康増進を考えた踵の薄いビジネスシューズの開発及び販売 福岡市東区
1800 とだか整骨院（戸髙　慎治） 中高齢女性のための健康と美容
の悩み解消サービスの提供 筑紫野市
1801 （株）ブルームワークス 顧客の広告宣伝用商業用写真・動画コンテンツ・音源データの自社独自販売 福岡市博多区
1802 Preston English School（西田　直美） 結婚したい人のための環境提供とスキルアップを兼ね備えた結婚サポート事業の展開 久留米市
1803 グレートパイレーツ（株） 化粧品卸売業から化粧品企画輸入卸売業への変革 福津市
1804 美山塗装（株） 省エネおよび環境に優しい新規塗料商品の導入と提案営業による脱下請化 小郡市
1805 （有）リョーエンネット 有機ＪＡＳ認証コーヒーのＯＥＭ
商品開発化と販売量の拡大 福津市
1806 （有）マークス 《非公開》 大野城市
1807 ヤマコ水産（株） 鮮魚小売業から対面販売型食品スーパー事業運営への転換 大牟田市
1808 三和エクステリア小倉販売（株） 外構工事のエンドユーザー向け提案型販売方式の導入 北九州市小倉南区
1809 （有）beＣＯＮＮＥＣＴ 新商品「石の湯たんぽ」等の開発生産及び販路拡大 嘉麻市
1810 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1811 （株）アプレス 日本初、植物性炭素繊維「オルガヘキサ」使用商品の開発・販売 福岡市中央区
1812 野口鉄工所（野口　顕治郎） 介護ベッド用新型介助バー（木製・金属複合補助金具）の開発と販売促進 久留米市
1813 （株）ゴダイ 《非公開》 《非公開》
1814 （株）エム・エム 裸眼立体映像コンテンツの商品化 福岡市博多区
1815 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1816 直方コンクリート工業（株） 空き工場を利用した完全制御方式による植物水耕栽培生産事業への進出 鞍手郡小竹町
1817 カースル産業（株） 不織布による屋上・窓際・ベランダ緑化商品の開発及び販売 北九州市小倉北区
1818 （株）三宅建築工房 会員組織「ＭＯＲＩ・ねっと」の展開及びクールチューブの研究開発 飯塚市
1819 （株）須崎ふとん店 アレルギー対策寝具の開発とプライバシーに配慮したサイトでの通信販売の展開 みやま市
1820 （株）騰昌 新役務「加圧トレーニング」を活用した新事業の立上げ 北九州市小倉北区
1821 （有）久保工業 特殊技能保有技術者養成型派遣業への進出 北九州市小倉北区
1822 （株）ワイズ・ヒューマン 簡易入力支援システムの構築 福岡市南区
1823 （株）エスティ住建 浴室のリニューアル事業の下請けからの脱却 福岡市博多区
1824 ハトマメ屋仲山製菓合資会社 お米を使った洋菓子の開発による販路拡大 朝倉市
1825 コダマ健康食品（株） 《非公開》 北九州市小倉南区
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1826 （株）ウェルビー アルカリイオン水生成器と温・冷水サーバーの月額定額制セット販売 北九州市八幡西区
1827 （株）古賀新 呉服店舗内に写真スタジオを併設することによる新規顧客の獲得 柳川市
1828 （株）メーカーズ 女性客来店頻度向上のための、カフェ融合販売方式とライブ方式車検の提供 筑紫野市
1829 大賀酒造（株） 工場内アンテナショップの開設とWeb立ち上げによる販売強化 筑紫野市
1830 （株）アイル 下請建設業からレンタル業への転換 朝倉郡筑前町
1831 楢崎米穀店（楢崎　勝宣） 五つ星マイスターの知識・技術・ノウハウを活かしたオープンキッチンでの実演販売 前原市
1832 （株）カインド・ハート 《非公開》 福岡市南区
1833 みどりショッピングセンター事業協同組合 地域住民の健康、明るく楽しいイキイキ生活支援及び地域共生型ショッピングセンターへの転換 久留米市
1834 （有）朝岡商事 お客様との関係を生涯維持するシステム作り 大牟田市
1835 （有）堀内運送 個人向け介護用レンタカー事業の立ち上げ 三井郡大刀洗町
1836 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1837 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1838 平田産業（有） 衛生面に配慮した生産工場の確立、安定した原材料の確保 朝倉市
1839 (株)ピオテック 貼紙落書き予防コーティング剤｢Pｉｏシリーズ｣の用途開発及び販路開拓 福岡市早良区
1840 (株)江藤建設 下水道管渠更生工事業への進出 久留米市
1841 交通器材（株） 超高圧水を活用したハツリ不要道路区画線消去工法の導入による新事業展開 福岡市博多区
1842 (株)ナベシマ ポリウレタン樹脂・レジンコンクリートを活用した新製品の開発・製造および新規販売展開 北九州市八幡西区
1843 (有)ビ・ムーブ 60歳以上の女性のための化粧品の開発・販売 久留米市
1844 みんとべる（筬島　稔） 完全無添加手造り石鹸及び化粧水の新受注方式による販売先の拡大 大川市
1845 (株)大光研磨 廃材工具を活用した再生産工具とオリジナル工具の製造・販売 北九州市門司区
1846 (有)福龍 新しい温泉旅館サービスの開発 朝倉市
1847 (有)ナカムラ 環境配慮型クリーニング工場の新設及びＥＭ菌を活用した新洗浄方法の導入 前原市
1848 (名)山口酒造場 CO2削減への取組によるコスト削減と企業イメージの向上 久留米市
1849 コルハート(有) オリジナルブランド「ディーライヴ」による自動車整備工場のネットワーク化と販売強化 福岡市博多区
1850 (有)たちばな 都心型新店舗の立ち上げ及び新たな物品販売 田川郡福智町
1851 (株)アイエスリンク 新電設機器（新型トランス、LED立体表示装置、モーター制御装置）の開発、生産及び販路開拓 福岡市博多区
1852 長松インダストリアルデザインサービス（長松　康男） 特殊効果用紙飛行機（TONBY)ビジネスの創造と販売拡大 小郡市
1853 青木塗料産業（株） 情報提供型塗料販売店への業態変革 福岡市早良区
1854 川波ぶどう園(川波　輝嘉) 巨峰レーズンの生産並びにインターネット等を活用した販路拡大 鞍手郡鞍手町
1855 (株)アイホウ 新商品<断熱ＵＶコーティング剤>の販売促進 筑紫野市
1856 Aqua 703（山下　いづみ） 女性の為のワンタッチ防鳥ネットの販売 小郡市
1857 (有)ごえん屋 イベントスペースを併設した居酒屋の展開 大野城市
1858 (株)Bｅｅ ブライダル支援サービスの開発並びに提供 北九州市八幡西区
1859 伊藤建築設計事務所（伊藤　裕一） 《非公開》 福岡市博多区
1860 (有)グリーンパレット 一般家庭への植物のレンタルによる固定客(リピーター)の確保 久留米市
1861 ビッググリーン（有） 農家の多産・増収のための植物活性生育促進剤の新商品開発 久留米市
1862 手づくりの店くろき(黒木　伊津子) 生活の場に活きる新たな帽子と腕固定ポケット付ベストの開発販売 筑紫野市
1863 (株)國武建築設計事務所 “エコ”ビルディング診断導入による環境貢献型設計・監理業への転換 久留米市
1864 (株)Ｃｒｏｗｎ　Ｊｅｗｅｌ 二世代向け小規模美容サロンの店舗展開 福岡市中央区
1865 (株)トータルカーサービス ポータルサイト構築による車のワンストップサービスの提供 大野城市
1866 (有)エム・エス・ケイ 介護事業における新たなサービス（デイサービス事業）の提供 朝倉郡筑前町
1867 (株)アルファタカバ 顧客のニーズに対応したセミオーダー、オーダー家具の展開 大川市
1868 (株)くじらシステム開発 SaaS型のＷｅｂサービスによる「BTO見積もりシステム」の開発 福岡市博多区
1869 谷印刷（有） チラシ・パンフ等の受注のための当社独自のプログラムの導入 久留米市
1870 新和産業（株） 消費者ニーズを新製品開発とする仕組みの構築とネット販売の開始による小売業進出 柳川市
1871 (株)ケンコントロールズ 《非公開》 久留米市
1872 (株)アグリス 《非公開》 八女市
1873 (株)森鐵工所 海外展開強化を図るための高付加価値設備導入とプレゼンルームの整備 久留米市
1874 (株)カネタニ 情報共有化システムによる販売方式の導入 久留米市
1875 (株)フチガミ バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の事業化 久留米市
1876 (株)足達木材 「癒しと感動そして体験」
星野村石楠花公園事業 八女郡星野村
1877 テスコ・エコライティング（株） 「高性能多面体鏡面反射板」を用いた電気照明器具の製造及び販売 福岡市博多区
1878 計測検査（株） 《非公開》 北九州市八幡西区
1879 黒豚コラーゲンプルーナ（三浦　織江） 《非公開》 福岡市南区
1880 (有)江上工業 筑後川観光遊覧船及び屋形船事業への進出 久留米市
1881 (有)丸富 オリジナル肥料の開発と体験セミナー型農業コンサルタント事業の展開 久留米市
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1882 朝倉物産（株） 新商品｢ねぎドレッシング｣の開発・販売 朝倉市
1883 (株)太田組 燃えるごみとして処分されている食用油からのＢＤＦの製造事業 糟屋郡粕屋町
1884 (有)つつじ家 新製品（おかゆ弁当等）の夕食宅配サービスによる販売拡大 久留米市
1885 (有)リンク 生ゴミ再生リサイクルシステムの構築 糟屋郡宇美町
1886 (株)聖和電工 碍子引き配線を施した照明器具の販売 筑紫郡那珂川町
1887 (有)時計宝石メガネヒラヤマ 賑わいを創出するギャラリー開設と地元色豊かなオリジナル商品の開発 筑紫野市
1888 (有) Wishwell 商店街の空き店舗を活用したアートギャラリーカフェの運営 福岡市博多区
1889 クリエイト美輝（入江　美仁） アメリカンスタイルカフェの本格的展開 糟屋郡宇美町
1890 プロシード(岡部　繁) 小規模写真館へのアルバムのデジタル編集・デザイン・製本の提供 久留米市
1891 (有)ユアサプロセス オンデマンド印刷機を活用した「思い出記録」ビジネスへの展開 久留米市
1892 (有)小郡立石米穀 残留農薬ゼロの自社ブランド米の販路拡大及びおにぎり店への進出 小郡市
1893 豊津まちづくり（有） 物産直売所における食品加工所の併設 京都郡みやこ町
1894 (有)ロード＆スカイ 有料会員からの商品提案に基づく新商品開発の仕組みづくり 遠賀郡遠賀町
1895 (有)エンタ建材社 建具工事の強みを活かした環境・福祉関連事業への進出 築上郡築上町
1896 (有)おそうじジョーズ 働く女性・働きたい女性を助ける、お掃除支援事業の展開 久留米市
1897 山川建設（株） 土木工事の強みを活かした林業分野への進出 小郡市
1898 （株）Nｉｓｉ翔 エコリフォームの発想から生まれた屋根改修工事｢かぶせ工法｣の展開 大野城市
1899 ゑびす醤油（株） 福岡県産大豆と小麦使用の安全安心醤油の開発販売 筑紫野市
1900 （株）別府梢風園 来店型店舗展開と屋上緑化基盤材の生産及び販売展開 福岡市東区
1901 (有)マリンテック 環境対応型舶用照明システムの開発 北九州市若松区
1902 (有)ピアネット ヘルパーを活用した暮らしの緊急対策・生活不安解消サービスの提供 久留米市
1903 (有)メデューサ ビーワンシステムを活用した新店舗展開と卸売り業への進出 筑紫野市
1904 (有)ヤマヤ販売 《非公開》 北九州市戸畑区
1905 (有)石装臣 Ｗebサイト活用した石材の加工・販売及び施工展開 遠賀郡遠賀町
1906 (株)一心 古民家を活用した日常生活力支援デイサービス 筑紫野市
1907 (株)和光舎 ニューサービスとオリジナル商品の販売並びに新店舗展開 粕屋郡志免町
1908 (有)ウッドペッカー ＩＴを活用した生活不満を解決するオーダーメード家具の製造販売 粕屋郡須恵町
1909 (有)今里 伝統家屋を活用したクリック＆モルタル戦略 八女市
1910 (有)インクリメント 新製品｢特殊セラミック複合材｣の開発並びに用途開発と販路開拓 北九州市若松区
1911 フォルネスペース（西澤　経生） 癒し・ストレスケア・カルチャーの連携による心と体のスキルアップサービスの提供 筑紫野市
1912 (株)アールツーエス 《非公開》 福岡市博多区
1913 《非公開》 《非公開》 《非公開》
1914 田崎自動車（株） 低燃料・低公害の提案（エコプロジェクト）による自動車整備・販売の強化 太宰府市
1915 (有)ちくしネット 地元密着ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄとﾊﾟｿｺﾝｻﾛﾝの展開 筑紫野市
1916 (株)矢ｹ部開発 木くずの現場リサイクルシステムの構築 筑紫野市
1917 (株)ニットー ライフコールセンターで安心した生活環境を提供する新規サービスの開始 北九州市小倉南区
1918 ビデオリンク(加治　幸博) インターネットＴＶ開設で地域情報と店舗情報を動画で発信するシステムの構築 筑紫野市
1919 (株)ジャパンアメニティメンテナンス 生活空間・時間ニーズまるごと代行サービスの提供　 福岡市西区
1920 末次金物店（末次　スミ子） 「住まいと暮らしのコーナー設置」と「ＰＢ商品開発」で快適な暮らしを提案する業務革新 筑紫野市
1921 かねひろ（鐘ヶ江　博一） 個の空間を第一に考えた鰻・えつ料理店の展開 久留米市
1922 ＡＴＥ　ＷＩＴＣＨ（照島　孝望） ネット通販と対面販売を融合した新販売促進 久留米市
1923 (株)エヌ・エス・ピー お子様の教育のことでお悩みの保護者・教育関係者に向けた本の出版と販売 筑紫野市
1924 オート片野(下久保　邦弘) 輸入自動車(中古)インターネット販売事業の取り組み及びWebサイトの活用 北九州市小倉北区
1925 薩摩地どり焼鳥屋（三宅　シズ子） 新規事業として焼肉店の出店 福岡市博多区
1926 筑紫輝育塾（川上　弘昭） ”地域子育て支援者の組織化”と連携による安心・安全な子育て支援サービスの提供 筑紫野市
1927 (有)相間自動車 都市部渓流水利用による淡水魚の肥育・販売 北九州市小倉南区
1928 健康整体院（野田　義孝） 顧客一人ひとりに最適な施術メニューと栄養バランス食品を提供するシステムの構築 筑紫野市

6 / 6 ページ


