
平成20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

1930 (株)芦屋葬祭 「葬儀見積もりシミュレーションシステム」の構築 遠賀郡芦屋町
1931 タカハ機工(株) 新製品ヘラクレスソレノイドの開発・生産及び販売展開 飯塚市
1932 (株)たま井 「木製漆器の名刺入」の開発生産と開拓した販路の確立 福岡市西区
1933 (有)モード美輪 博多織ウェディングドレスのセミオーダー販売 福岡市中央区
1934 (株)まきもと 障がい者スタッフを加えた短期入所施設の開設 福岡市東区
1935 和光(有) 新聞販売網を活かした食品、酒類の販売展開 糟屋郡新宮町
1936 (有)AliveCast 非公開 福岡市博多区
1937 Ｓcene(井上　初恵） シャイニングフラワーブーケホルダー・ブートニアＬＥＤの開発と販売 筑紫野市
1938 (有)九州光洋 「壁クロス復元クリーニング」の営業展開 大野城市
1939 古賀精密彫刻(古賀　正生) 印刷業務の内製化による業容の拡大 久留米市
1940 武屋（吉武　利恵） 非公開 三潴郡大木町
1941 (株)舟崎薬品 多様な情報提供を可能とする漢方ショールームの開設 北九州市小倉北区
1942 (株)サイバーロジック 新規アプリケーションソフト提供方式の開発とＷｅｂ化 福岡市中央区
1943 (有)アムズ・コウノ 独自の会員制による修理保証制度の導入 福岡市東区
1944 (株)大新 ＵＶ水性エコ塗装合板の生産及び販路拡大 大川市
1945 かわはら整骨院（川原　俊雄） 足底板療法によるインソールの製作 遠賀郡岡垣町
1946 山おいちゃん(山野　博行) 地元の新鮮な食材を活用した「健康弁当」及び宅配「元気長生き弁当」の事業展開 宮若市
1947 細川土木(株) 新機種の導入による新市場への参入 福岡市西区
1948 (有)ひびき 非公開 嘉麻市
1949 アジアンセラピー　サララ（張　陽子） アロマトリートメント教室の開催と産婦人科への出張施術の実施 福岡市中央区
1950 (有)ナラティブ 家族湯＆足湯・海鮮焼き事業の新設 遠賀郡芦屋町
1951 的場農園（的場　毅） JGAP（農業生産工程管理）の認証取得による安全・安心な野菜の生産販売の開始 三潴郡大木町
1952 中尾歯科商店（中尾　一則） 非公開 みやま市
1953 水巻まちづくり(有) 地元の逸品を集めた食品小売業の展開 遠賀郡水巻町
1954 北九州トーヨー(株) エクステリアショップ開設による新たな販売展開 北九州市八幡西区
1955 (有)三起 切断設備導入とコンピュータ管理による生産システムと在庫管理システムの構築 筑紫野市
1956 (株)深田運送 非公開 糟屋郡新宮町
1957 いけだ屋（池田　博明） 福岡県産季節野菜を使っためんたいこ和えの開発と販売 筑紫野市
1958 (有)石橋工務店 新築・リフォームのカタログ提案・チラシ配布とムダに着目した新たな施工管理による収益力の強化 柳川市
1959 風来坊（白川　広治） 地域における鶏料理専門店としての地位の確立 久留米市
1960 有明興産（株） 非公開 大牟田市
1961 上海酒家（原　海陽） 万能オリジナルドレッシングの辛さバリエーション開発とＩＴを活用した新規顧客の獲得 久留米市
1962 ポルタータ(原　来太) ｢懐石イタリアン｣をコンセプトとした新メニューの開発 筑紫野市
1963 (有)ディシィーカンパニー 排水処理が手軽に行えるバイオ洗剤の開発販売 前原市
1964 (有)清流 新製品｢湯で干し芋がら｣の開発と販売及び唐辛子の販売方法の改善による販売の拡大 北九州市小倉南区
1965 久我土木建設(株) 透水性保水型土系舗装事業への展開 太宰府市
1966 ふぢ・けいたろうの店(鍋田 慶太郎) 理容業における新経営者育成システムの構築 八女市
1967 (有)フードショップミトメ 本業との相乗効果を狙ったクリーニング取次所の併設 糟屋郡久山町
1968 (株)武石百貨店 小売専業からお客様が楽しめるサービス・飲食を備えた小売業への転換 筑紫野市
1969 (有)堀本産業運輸 車輌の新鋭化・大型化推進並びにITを活用した新たな経営管理方式の導入 行橋市
1970 木村屋（中村　剛史） 八女茶を使用したお菓子の新商品開発と新店舗展開 八女市
1971 家具のむらかみ（村上　康弘） 通所介護事業導入による既存家具小売業活性化 北九州市八幡西区
1972 (株)トーケン メンテナンス事業への進出による顧客獲得及び収益性の向上 福岡市博多区
1973 (株)柳川合同 家具を専門とした３ＰＬ（サードパーティ・ロジスティクス）サービスの強化 柳川市
1974 (株)ケイ・イー・エス カスタムポンプ整備工場の確立及び販売の展開 北九州市八幡西区
1975 (株)ヤスナガ 事業基盤強化を図るための中国進出 柳川市
1976 (株)マルショウ 商社機能強化とサプライチェーン確立 福岡市博多区
1977 (株)山川食糧 非公開 久留米市
1978 (株)庄分酢 発酵蔵とレストランを融合した複合施設の建設 大川市
1979 熊手紙器（株） 非公開 三井郡大刀洗町
1980 (株)システムエンジニアリング 新型熱風炉を活用した高速乾燥装置の開発・生産及び販売展開 久留米市
1981 田中石材（田中 秀徳） 墓石施工の強みを活かしたお墓のトータルメンテナンス業の展開 八女郡広川町
1982 ＰＣマツオ（松尾　高嘉） 自社製品のブランド化による小売業への進出 八女郡立花町
1983 (株)ヴァンテック 電子機器製造の内製化による企画から生産までの一貫体制の確立 久留米市
1984 藤原建装（藤原　みどり） スポット土留め工法(特許取得)の普及並びに代理店制度の確立 飯塚市
1985 荒木建装(株) 新事業として金属部品加工業の立ち上げ 大牟田市
1986 (有)K,dental 非公開 北九州市小倉南区
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1987 かねさだ商事(有) 非公開 福岡市中央区
1988 岩本行政書士事務所（岩本　明子） 相続手続きサポートセンターの立ち上げ 築上郡築上町
1989 ナカソネ住設(株) アフターメンテナンス事業から地域密着型のサービス拠点を中心に受注・小売事業を新展開 築上郡吉富町
1990 非公開 建設関連業種との連携による新サービス(総合メンテナンス事業)の提供 非公開
1991 グッド・ビレッジ(株) 自動車修理・板金塗装業の強みを活かしたトラック運送業への進出 遠賀郡遠賀町
1992 居酒屋小城（渡邉　定子） 一日楽しめる日帰り主体の温泉経営 福岡市博多区
1993 (株)エフ・ティ・シー通信 車両の位置管理、正確な情報をより早く伝えるソフト開発と製造・販売 福岡市東区
1994 (株)ナレッジワーク 地図情報技術を活用した経営支援システムの開発 福岡市博多区
1995 八女茶業本舗(株) 火入れ焙煎機を設置し、焙煎したてのお茶を提供する新しいタイプの「お茶専門店」の出店 みやま市
1996 (有)若楠コーポレーション 訪問販売ノウハウをフルに活かしたネット販売への移行 太宰府市
1997 (有)北山建設 自社所有の山から採取される赤真土の育苗用としての販売 京都郡みやこ町
1998 モバイルエフ（志賀　英則） 新事業バナー広告への取組による経営の安定化 大野城市
1999 筒井河川工業(株) 鋼構造物作製の内製化及び新工法（トラッククレーンベント工法）導入による生産性の向上と販路拡大 福岡市西区
2000 (株)上津役製作所 生産ラインの新設による生産効率の改善 北九州市八幡西区
2001 (株)イワナガ 食品製造販売の強みを活かしたレストラン事業への進出 みやま市
2002 アジア技研(株) マグネシウム合金スタッドの社内一貫生産体制確立による量産化と海外市場の販路拡大 北九州市小倉北区
2003 (株)ウィッシュ ＬＥＤ蛍光灯の開発、販売 福岡市東区
2004 (株)アヴァンティ フリーペーパー事業から書籍出版事業への進出 福岡市中央区
2005 電気工房　ツツミテクノス（堤　正弘） 地元高齢者のための会員制住宅電気設備のメンテナンスサービス事業展開 久留米市
2006 出萌(株) 非公開 福岡市西区
2007 (株)アカル 新製品：ベチバーの根の多機能性（消臭、防虫、抗菌性等保有）消臭剤の開発・製造 久留米市
2008 (株)ダスキンふくはく
(株)明灯 お仏壇泡洗浄の特殊車両（移動工房）及び多チャンネル販売ルートによる販路開拓 太宰府市
2009 (株)ヴィンテージ・プロダクションズ＆コンサルティング 成年後見支援システム｢みると｣の開発 北九州市小倉北区
2010 創造企画合同会社 非公開 遠賀郡遠賀町
2011 味処　美はら（原　誠一郎） 「具材を選べる鍋セット」のインターネット通販 筑紫郡那珂川町
2012 (株)ＢＯＯＫＳあんとく 地元密着型の複合店リニュアルと会員サービスの更なる高度化 久留米市
2013 ハローサービス（波呂　憲一郎） 既存技術を活用した新市場(住宅・オフィス)の開拓 福岡市城南区
2014 高倉鉄工(株) 新設備導入による生産性向上・環境改善及び販路拡大 直方市
2015 スズキオート平和（桑原　健士朗） 二輪オーナーの夢と希望を叶えるオートバイ・テーラー・メイド事業展開 遠賀郡水巻町
2016 (株)隆建設 『自立循環型外張断熱２００年住宅』の販売展開 春日市
2017 クラフト（赤司　希） 理容業から業容拡大として美容業への参入 田川郡香春町
2018 (有)博南開発 廃棄物燃料(RPF)の本格生産並びに販路開拓 福岡市博多区
2019 (有)未来 アートフラワー材料のネット販売と鯛焼き併設直売店の開設 福岡市中央区
2020 モモテクネット（有） パソコンのトータルサポート学習センター運営並びに｢さくらんぼ村」の構築 糟屋郡須恵町
2021 ユーズプラン（河崎  和博） 環境配慮型内装工事の元請け比率の向上 糟屋郡粕屋町
2022 (株)萩尾タタミ・フスマ店 健康機能維持・向上施設を併設し、畳製造機能をアップしたリフォーム業の運営 太宰府市
2024 (株)SICマネジメント 建設業の人材育成事業の開始並びに環境に優しい羊毛断熱材の販売 福岡市東区
2026 (株)松本商店 ＴＳＣＭとＭＳによる顧客満足度の向上 久留米市
2027 (株)エルアンドエー 環境配慮型クリーニング法及びセールスネットワークシステムの導入による顧客満足度の向上 田川市
2028 東栄商興㈱ 空積み擁壁の滑動防止構造の実証・実用化と同滑動防止構造を用いた擁壁ブロックの開発 前原市
2029 プロペラハウス（工藤　成樹） 「木製テーブルウェア」のデザイン、生産、販売展開 久留米市
2030 共和技研(株) 独自のエアー式ピッチングマシンの開発･生産･販売体制の確立 大野城市
2031 (株)原田技研工業 ロボット技術を使った作業アシスト装置の開発と製造販売 柳川市
2032 (株)ゼックフィールド 廃石膏ボードのトータルリサイクルシステムの構築による新たな販売方式 福岡市南区
2033 わん仔ショップ　パディア（野田　直樹） 仔犬のレンタルサービス開始による新規顧客の獲得 北九州市小倉北区
2034 (株)アイパックス ファッションバッグを主体としたネット通販事業への進出 福岡市早良区
2035 (有)ふくし葬祭 「家族葬」（少人数のお葬式）を目指したフューネラルハウスの設置 田川郡川崎町
2036 (有)キックアンドスピン ファッションと音楽に特化した地域誘導型メディア「Mirror Fukuoka」のサービス提供 福岡市中央区
2037 (有)トライ食品 安心・安全こだわり商品「銘柄豚味噌漬け」の開発と販路開拓及び合びきミンチの販売 粕屋郡宇美町
2038 九州電波工業(株) テレビ共同受信施設のデジタル化事業への新規取組み 北九州市門司区
2039 (有)羅漢 生前契約を前提とする会員組織の立ち上げ 糸島郡二丈町
2040 エコプランニング(株) 異業種間ネットワーク構築とデモンストレーションによる大型業務用生ゴミ処理機の新たな販売展開 福岡市博多区
2041 (有)キュービ 一般個人住宅向け新たな事業損失調査業務の展開 嘉穂郡桂川町
2042 (株)創美 独自シールラベルの新チャネル開発と組合せ提案による商品の高付加価値化 大野城市
2043 桑原貸衣裳専門店(桑原　良毅) 美容室の併設並びに衣裳合わせシミュレーションシステムの導入 築上郡築上町
2044 (有)誠文社 自社ネットショップ立上と印鑑彫刻、印刷の新機械導入によるサービス力向上 糟屋郡新宮町
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2045 (株)かたやま ユニバーサル食材製造販売システムの確立と販売 北九州市若松区
2046 柴田産業(株) 高品位リサイクルシステムの構築と業容拡大 久留米市
2047 非公開 ＩＰネットワーク対応可能な鉄道関係機器の製造販売 非公開
2048 橋本事務機（株） オフィスリニューアル事業の推進 久留米市
2049 （有）仁徳海運 非公開 北九州市門司区
2050 三友商事㈱ 独自の製法による皮付き雑穀の販路拡大 久留米市
2051 パーラーエイト（井上　善八） こだわり食材で作るケーキ製造販売コーナーの新たなる設置 筑紫野市
2052 美容室おおまち(崎野  睦恵) トータルサービスと個性・可能性を秘めた「美」、「癒し」のサロンヘの脱皮 筑紫野市
2053 坂井製瓦合資会社 廃瓦を主原料とする床下調湿材の生産・販売 久留米市
2054 日栄工業（株） 廃タイヤボイラによるＥＳＣＯ事業の展開 粕屋郡須恵町
2055 ㈱ナカテックコーポレーション福岡 インターネットを活用した革新的な省エネ機器レンタル事業 福岡市博多区
2056 松庵（在津　和行） 季節感豊かな12品目麩饅頭開発と新販売ルートの開拓 筑紫野市
2057 新創工務店（深野  俊一） 九州の特産品に特化したネットショップの開設 福岡市早良区
2058 オフィスコンフォート(林  樹久雄) リフォーム事業から解体事業への参入及び飲食店営業を活かした生ゴミ処理機の新たな販売展開 春日市
2059 横浜醤油　孫の手（金森　義功） 夜間営業方式から昼夜営業方式への転換及び移動店舗による新販売方式の導入 大牟田市
2060 横田電器（横田　治） 食料品販売拡充のためのアンテナショップ開設 京都郡みやこ町
2061 ㈱フジショウ/㈱ＥＸシステムズ 新商品「ハイブリッド型エマルジョン燃料製造装置」の生産及び販売展開 糟屋郡新宮町
2062 大島住設（大橋　正夫) 設備導入と新分野への参入による本業の強化 朝倉市
2063 ユニゾン（有） 内装工事業から宅地造成及び健康住宅販売への展開 春日市
2064 （株）シーソフト 複数企業間で実施されるプロジェクトの情報管理と相互確認の『見える化』を実現するＷＥＢサービスの開発と販売 福岡市中央区
2065 Premier Café（橋本　奈視） 季節豊かな拘りのハーブ料理創作と小冊子による新規顧客獲得による売上増加 筑紫野市
2066 (株)若楠電設工業 ＬＥＤ投光器放熱板の開発並びに取付金物の開発及び製造・販売・施工の取り組み 福岡市早良区
2067 トキワサイエンス(有) ホルムアルデヒド中和装置の開発及び販売展開 筑紫野市
2068 東洋造船鉄工(株) 非公開 北九州市若松区
2069 ハトヤ 落花生を使った新商品開発・販売 福岡市早良区
2070 (株)スラクトリー 非公開 宮若市
2071 (株)らそうむ 機能訓練（リハビリテーション）の充実による事業展開 飯塚市
2072 (有)甲南エンジニアリング 委託修理業務からWEBを活用した自前営業による修理の拡大と商品の販売による販売拡大 筑紫野市
2073 (有)アースウェル 厨房管理を中核とする衛生改善コンサルティング業務の確立 春日市
2074 (有)同和化工 環境商品「アットシールド・クリア」の事業展開 福岡市早良区
2075 集客専門　魔法の看板屋 新商品「魔法の集客システム」の開発・販売 福岡市博多区
2076 (有)矢ヶ部石材 レーザー彫刻とブラスト彫刻を融合した石加工製品の開発と販売 筑紫野市
2077 神東工業(株) 自社製作ソフト組込制御盤製作による受注領域の拡大 大野城市
2078 (有)下河物流 薄型梱包用ラップの海外調達確立と販売促進 みやま市
2079 (株)リフォーム三光サービス／
マルシェ(株) 技術教室の設置を伴う衣服リフォーム店のＦＣ展開 福岡市早良区
2080 浄美堂 「寺院まるごとメンテナンス」を主軸にした本業の強化 太宰府市
2081 (有)アサヒ建築事務所 靴クリーニング店の全国展開に向けた標準店舗パッケージ企画と生産設備開発 太宰府市
2082 (有)福信工装  ビニールアセテートを主剤とする新材料ポリマーセメント及び施工技術の開発 福岡市早良区
2083 (株)ネオ倶楽部 ふるさとネットワークづくりによる学生就職支援の展開 福岡市博多区
2084 重松設備設計所 正確、即時対応に着眼した現場事務所での施工図作成の取り組み 福岡市南区
2085 洋菓子工房　ラ・ペ 城島および筑後川流域をイメージした新商品の開発及び販売 久留米市
2086 インフィールドコーポレーション(株) 「頭皮の真空含浸ケア法」を柱とするトータルエステ・ケアの展開と顧客カルテの電子化の推進 久留米市
2087 菓子工房　菓楽 地域観光資源とのコラボレーション（共演）による特産品開発 糟屋郡篠栗町
2088 ブリス 海外の車部品・アクセサリーの仕入体制確立による国内販売進出と既存事業の収益力強化 福岡市南区
2089 (有)ソシオワールド 非公開 非公開
2090 (有)パン・ド・ミー スタンピングミキサーを使用した”きねつきパン”の提供 大牟田市
2091 (株)太創 ゴルフ場のグリーン管理のためのバチルス活性水の販売拡大 前原市
2092 (有)一・二・三　設計 土木設計、測量業務から地球環境対策製品販売業への進出 太宰府市
2093 (株)伍代産業 未来型住宅展示場と建築廃材リサイクルによる受注拡大の取り組み 筑紫野市
2094 (株)キョーワ 新倉庫開設による流通業務の効率化並びに環境負荷低減の実現 柳川市
2095 三栄印刷(株) 非公開 福岡市博多区
2096 アイティーユー(株) 非公開 非公開
2097 (株)エコタス・コーポレーション 焼成貝殻カルシュウムを使用した、凝集剤及び洗浄剤の開発と販売促進 久留米市
2098 (有)アメネット 外国語指導助手（ＡＬＴ）業務への進出 久留米市
2099 (株)山鐵 新規研削機械導入による付加価値増大と新規取引の増進 みやま市
2100 マルミツテクノ(有) 難削材の同時5軸加工の取り組み 太宰府市
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2101 (有)スズキ中央販売 ガソリンスタンドの併設によるワンストップサービス・顧客満足の向上 鞍手郡小竹町
2102 あだち珈琲（安達　和宏） 原産地とのネットワークを構築し地域一番の自家焙煎珈琲店を目指す 大川市
2103 (有)ミライズ フルーツ、アイスクリーム等を自分で好きなだけ盛付できるオリジナルのスイーツ店展開 春日市
2104 おもと(有) 飲食業から惣菜業への進出 飯塚市
2105 海鮮寿し処　たか山(高山 良徳)  「焼きさばずし」の移動販売 久留米市
2106 ブティック　ハシモト（橋本　正子） リメイク事業立上げによる本業の強化 福岡市中央区
2107 粋工房(株) 新規設備導入により高級商品開発と共に環境調和・生産性向上を図る 宗像市
2108 不二屋事務用品（井上　峰春） 非公開 福岡市早良区
2109 サカイ工業(株) 瓦廃材を主原料とする舗装材「Ｋエコロード」の開発 久留米市
2110 平林建設(株) 空気環境の改善提案の導入による受注力の強化 久留米市
2111 (株)アドライズ 「Webチラシ」事業強化のためのソフト開発と提案営業の仕組み作り 福岡市中央区
2112 聖徳物流(有) ジャスト・イン・タイム物流を実現する新規事業の実施並びにＩＴを活用した経営管理方式の導入 北九州市八幡西区
2113 坂井正記瓦工場（坂井 幸弘） 潟粘土を使った断熱材の製造・販売 久留米市
2114 ＳＯＭＥＹＡ　Ｒ＆Ｄ(染谷　弘志) フォルクスワーゲン（ゴルフ）に絞った自動車部品を海外より調達し販売拡大 筑紫野市
2115 (株)シゲマツ 珪藻土の特性を生かした、｢健康と環境に優しい店舗・住宅｣の施工及び省エネ機器据付事業への進出　　 久留米市
2117 (有)ツリィワンコーポレーション ＲＯ浄水・軟水器の「見える化」ツールによる販促と新たなチャネルによる販売体制の確立 久留米市
2118 小川清春税理士事務所（小川　清春） 地域企業に対するﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽによる事業承継支援 大牟田市
2119 エル美容室（築地原　恭子） レストランブライダル等との提携による総合的美容サービスの提供 大牟田市
2120 堀川登録小型船舶教習所(堀川　正志) 小型船舶教習所の依存型から自立型経営への展開 福岡市城南区
2121 (株)ＮＩＫＫＥＮ 産学連携による大学ブランドの健康商品開発 福岡市中央区
2122 新星電機(株) エコ＆セーフティサポートサービスの開発・提供 北九州市小倉北区
2123 (株)アステックペイントジャパン 非公開 糟屋郡志免町
2124 ジェイ・コスモ(株) トラック仮眠用暖房マットの開発、製造及び販売 福岡市博多区
2125 池上農園（池上　祥子） 完熟苺の青果市場供給と新商品「完熟冷凍苺」および「コンフィチュール」の開発 三瀦郡大木町
2126 (有)ハイデルベルグ 地元の新鮮な果物、野菜を使用したジェラートの本格的製造販売 遠賀郡岡垣町
2127 名田植物園（名田　英輔） 花卉生産者から花卉企画・生産・販売業への転換 非公開
2128 (株)新日化マテリアル 「ブロックヒート」を使用した屋上緑化事業への進出 宗像市
2129 (株)ビッグコマース 名簿管理システムWeb版の開発と販売 福岡市早良区
2130 (有)城野レーシング ｢低コスト型電気自動車｣へのリニューアル事業展開 北九州市八幡西区
2131 (株)アベニュー 非公開 非公開
2132 (株)メディック・メディアエコロジープロジェクト マコモタケを原料とした健康志向新商品開発 久留米市
2133 モードサロン友美(中村　ミヤ子) 軽く身に付けるだけで女性の美しさを感じられるフレアーケープ(調整着・重ね着)の開発と販売 久留米市
2134 (株)ホームドライ スモールショップの高回転率を目指した工場内アッセンブル方式導入 柳川市
2135 野村地所開発（野村　精司） マンション風「建売住宅」販売事業への進出 久留米市
2136 柳川化学(株) 廃プラスティックの再生処理法の改善による生産性の向上及び省力化の促進 久留米市
2137 (株)ハウジング西日本 オール電化及び太陽光発電の体感型販売方式の導入 久留米市
2138 (株)キョーヤ 地域のコミュニティーを支援するカラオケ併設型居酒屋割烹の展開 北九州市小倉南区
2139 IDE(井手　宣光） レンタルスペースの併設による美容室顧客の固定化 福岡市中央区
2140 天然パン工房　楽楽（石原　貴） ネット通販及び直売強化による新規顧客の開拓 前原市
2141 立山自動車工業(有) 慣性力を駆使したニュートラン走法（ＡＴ車レバー切換走行装置）の商品化と普及 久留米市
2142 (有)天野防専商会 家族の健康を守るリフォーム(歓喜)プランの開発 北九州市八幡東区
2143 (株)エコサービス 非公開 春日市
2144 (株)采建築社 非公開 福岡市早良区
2145 ステーキハウスブラス（高嶋　修） ハンバーガー移動販売のフランチャイズ展開 田川郡香春町
2146 (有)アド・フクシマ 幻想的で高級感を高める｢ＬＥＤ表札〈ひかる表札〉｣の開発 北九州市八幡西区
2147 (有)長田石材 お墓の洗浄等トータルメンテナンスサービス事業の展開及び個人顧客の開拓 北九州市小倉北区
2148 日本ガイショウ(株) 訪問歯科支援事業とＩＴ事業との融合 福岡市中央区
2149 (有)三戸不動産/堀川観光バス(株) 非公開 福岡市中央区
2150 (有)プラス化建・工法研究所 家庭菜園を楽しめる植栽機器装置「BioX」の製造・販売 筑紫郡那珂川町
2151 (株)あかり 会員制コミュニティサービスを中心にした海外美術品の販売 筑紫野市
2152 マルヱ醬油(株) 非公開 非公開
2154 勝和産業(株) 非公開 非公開
2155 (株)八洲セメント工業所 新商品「ＮＫ側溝」の開発、生産及び販売展開 久留米市
2157 (有)アジアケータリングサービス 地元の農水産物を使用したビュッフェレストラン事業の展開 非公開
2158 (有)西日本住設 「住民説明会」の開催による下水道工事受注の拡大・効率化 筑紫野市
2159 (株)菊竹金文堂 非公開 久留米市
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2160 くるま屋けんけん(高橋　健)　　 非公開 非公開
2161 村本モータース(株) 非公開 粕屋郡久山町
2162 写真工房　写真のシライ（白井　伸治） 顧客固定化のためのフォトスクール開催 遠賀郡遠賀町
2163 (資)斉藤建材店 有料雨漏り診断の実施による瓦工事の脱下請け 北九州市門司区
2164 中央製袋(株) 非公開 久留米市
2165 (有)瓜生設備工業 自動車部品製造に関わる金属表面処理工程への進出 飯塚市
2166 (株)カイト 高齢者支援のための宅老所開設 嘉穂郡桂川町
2167 (株)安全標識 トルマリンを活用した健康志向型安全保護具の開発 北九州市八幡東区
2168 (株)中村建材工業 新商品・トロピカル･フルーツ(完熟マンゴー、ライチ)の生産･販売 久留米市
2169 (株)アメニティーシスコ  省エネランプ導入による提案型営業の確立 うきは市
2170 (有)岡本米穀店 オリジナルの贈答用米セットの企画・販売及びインターネットでの販売 春日市
2171 (有)やながわ 非公開 北九州市若松区
2172 丸美屋産業（有） 新製品：安全・快適性「たたみ床」の開発 大川市
2173 (株)マリンホテル 依存型（受身）体質から自立型企業へ、新しい集客体制と販売体制の確立 福岡市博多区
2174 (有)カネヒロ商店 相談窓口を設けた高齢者の生活をサポートするバリアフリーリフォーム分野への進出 大野城市
2175 (株)フクイン社 広告企画で広告料金を得ることによる｢すいとるクリーン｣設置の拡大 福岡市博多区
2176 (有)吉開製作所  設計技術の導入による一括受注体制の構築 筑紫野市
2177 (有)弘大 顧客の住宅支出を大幅に削減する中古住宅の新たな販売方式 福岡市中央区
2178 (株)ベガコーポレーション 動画を用いたインターネット上での販売・自社製造工場建設・自社倉庫運営の取組み 北九州市戸畑区
2179 Ｍａｄａｍきし川（岸川　明美） リフォーム顧客をリメイクからオーダーへ誘導する新販売方式の構築 福岡市早良区
2180 (有)翔栄 お仏壇の伝統技法の表示視覚化と新たな店舗展開 飯塚市
2181 (株)タイムズ ウェブカメラによる対面対話方式のポータルサイトの構築とサービス展開 福岡市中央区
2182 (株)住宅オペレーションセンター 安心で安全な低価格の住宅を建築するシステムの販売 福岡市博多区
2183 (株)林田産業 間伐竹を利用した竹パウダーの製造・販売並びに関連商品の開発・販売 福津市
2184 はるやま食品（岩本　國雄） 地産地消にこだわったゆず風味さわやかキムチの新たな生産・販売 飯塚市
2185 (有) Key Point Plan ペットとの豊かな暮らしをサポートするペットサービス事業への進出 福岡市中央区
2186 (株)ファーストソリューション 新製品・小型高速汚泥反応装置の開発・生産及び販売 福岡市早良区
2187 (株)黄河 新商品｢甕蒸留機｣の開発・生産および販売展開 福岡市中央区
2188 高山設計（高山　信雄）  探査磁石によるコンクリート構造物の鉄筋かぶり厚簡易検査方法の提供 大野城市
2189 シードル九州(株) 過疎地への人工炭酸泉の普及による新市場の開拓 久留米市
2190 デイリーショップ河野（河野　強起） 新商品構成企画（1円惣菜や週変り特別料理等）による新規顧客層の開拓 久留米市
2191 (株)アダストサービス マット･モップ･ロールタオルのレンタル業からトータル環境衛生プロデュース事業への展開 北九州市小倉北区
2192 ナギノグループ(株) 共同運営型飲食店経営（独立支援）の展開 大野城市
2193 (株)ディ－エ－ケ－ プラズワイヤー工法を軸にした金属溶射事業への進出 久留米市
2194 (有)大智會 デイサービスの自己選択によるリハビリテーションプログラムの提供と実行 小郡市
2195 せき保険事務所(有) ｢まさつち｣の採取並びに販売への新たな取組み 北九州市小倉北区
2196 (株)エポックス 派遣事業を活用した正社員化の促進と技術力向上による受注拡大の取り組み 北九州市八幡西区
2197 (株)スエザキサイクル商会 70年代、80年代旧車バイクの動画によるインターネット販売 筑後市
2198 (株)中牟田商店 非公開 飯塚市
2199 レリーフ合同会社 WEBカメラシステムの導入及び習い事教室の拡充による本業の強化並びにメール配信システムの販売 北九州市門司区
2200 (株)クィーンボアーズ オリジナル焼き菓子の受託開発事業 遠賀郡遠賀町
2201 日本ＰＬＡＮＥＴ　ＩＮＴ(株) 低速ＰＬＣによる危険通報システムの開発 筑紫野市
2202 (有)塩川精米所 若宮ブランド米の精米加工業から小売業への進出 宮若市
2203 シスメット(株) ”ゲリラ豪雨予測システム”の開発並びにサービスの提供 北九州市小倉南区
2204 (株)寿ダイニング 新たな結婚式申し込み方式を備えたブライダル事業への進出 久留米市
2205 (株)ファースト工房 提案型マンションリノベーション事業の開発 大野城市
2206 (株)三星 非公開 福岡市西区
2207 (株)ＫＩＭ ｢磁気探傷センサー｣の開発及び販売展開 北九州市八幡西区
2208 (株)ファンクス 「介護用離床センサー及び携帯受信機」の開発、生産及び販売 福岡市西区
2209 (株)天下鯛焼本舗 非公開 福岡市博多区
2210 (株)しんこう 地元素材を活かし安全・安心なパンとスイーツの出来立てを提供する直販工場の立上げ 北九州市小倉南区
2211 (株)インターネット会計システム九州 当社開発の財務マネジメントソフト｢融次郎｣の新たなサービス提供と販売方式の導入 福岡市中央区
2212 松尾米穀(有) 米の直販から、ごはんとおむすび製造・販売への展開 筑紫野市
2213 (株)三笠木工 スタイリストとのコラボレーションによる寝室リフォーム事業の展開 大野城市
2214 (株)谷呉服店 外部趣味の会と連携し店舗資産活用による新規顧客確保と固定化の確立 筑紫野市
2215 (株)トランスメディアGP 来店アフィリエイトによる店舗来店サポート事業の展開 福岡市中央区
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2216 (株)メルビー酵素 天然素材を用いた「植物活性剤」の開発・生産・販売 太宰府市
2217 (株)住研 コインランドリーを併設した体感型モデルハウス展示場の開設による新規顧客の開拓 遠賀郡岡垣町
2218 ＬＩＥＮ(株) ｢フィットネスインストラクター紹介・派遣｣検索ポータルサイトの開発及び運営 福岡市東区
2219 アサヒエンジニアリング(株) 半導体封止装置の開発及び生産 久留米市
2220 (株)ファーマーズコーポレーション 野菜化粧品のブランド化と浸透、販路拡大 福岡市中央区
2221 (株)キットヒット 非公開 北九州市若松区
2222 黒田造園（黒田　勘治） 花宅配事業と「庭の健康診断」による総合的ガーデニング事業への転換 みやま市
2223 彩巧社（橋爪　克典） ケアハウス、老人ホーム等のトイレ、洗面ボールの清掃・コーティング事業への展開 八女市
2224 福岡県醤油醸造協同組合 非公開 筑紫野市
2225 (株)ＳＵＭＩＤＡ 車載型移動式炭化炉の製作・販売及び炭化処理業務 福岡市南区
2226 (株)未来インジェクションプロコム ３社協調による新規営業部門の立ち上げで脱下請け、受注拡大を図る 飯塚市
2227 (株)パッケージングコア 工場統合化によるコスト低減とソーラーパネル市場への進出 飯塚市
2228 (株)ツルク 業務効率化を企図したプラットホーム付物流センターの構築 久留米市
2229 (株)地黄卵 牛乳特約店との提携による卵の宅配を通じた新たな販売ルートの開拓 宮若市
2230 永松浩樹税理士事務所(永松　浩樹） オリジナル会計日記帳を使った顧問先の自計化推進 筑後市
2231 トータルボディクリニックB-LAB(光澤　昌治) ｢予防｣と｢治療｣の出張サービスの新規展開 福津市
2232 (有)石橋ファームランド 自社低温殺菌牛乳を使ったアイスクリームの新たな製造・販売事業展開 筑紫野市
2233 (株)やきやま ＳＱＦ２０００の認証取得による安全で高品質な食品の製造・販売 粕屋郡篠栗町
2234 (株)空間 新型ウォーターサーバーの事業化 福岡市中央区
2235 (株)シマブン 非公開 久留米市
2236 サロン葦・福岡（江﨑　則子） フェイスマッサージの導入による新規顧客の開拓 粕屋郡宇美町
2237 絹屋(山腰　成雄) 子供の教育、親子交流を推進する駄菓子、花火・玩具提供事業 遠賀郡水巻町
2238 (株)立石弟硝子店 提案営業の強化及び暮らしの悩み解決型営業方式による収益力の強化 久留米市
2239 白石一商店（白石 一） 水巻町と交流の深いオランダ物産販売 遠賀郡水巻町
2240 ふじた(藤田　浩三) ｢豊後水道真蛸のまこ｣、｢城井健康鶏の肝｣のぬかみそ炊きの開発・製造・販売 北九州市門司区
2241 伯翆庵（有） 「都会の隣の秘境」という立地と宿泊施設を利用したセカンド挙式（ブライダル）への進出 北九州市門司区
2242 (有)こおたけ電気設備 オール電化の提案による新規顧客獲得のための営業部門の立ち上げ 福岡市西区
2243 (有)BOND キャラクタコミュニケーションクリエイター(リアルタイム映像生成ソフト)の開発と販売 北九州市小倉北区
2244 (株)エヌ・ケイ・ティー・システムズ 建築資材板硝子に光触媒（酸化チタニア）を工場屋内設備で塗付する生産及び販売 福岡市博多区
2245 ジョイウォール（田嶋一平） 初心者男性・女性・子供も楽しめるようにハードルを下げたスポーツクライミングサービスの提供 久留米市
2246 (有)アイアイティーセンター 楠アロマオイル製品｢リラッ樟｣(登録商標)の生産・販売 久留米市
2247 篠原自動車（篠原　義政） レンタルガレージシステムの導入 小郡市
2248 ドラッグ愛敬（内野  健次） 高齢者のヒザ・腰を元気にするオリジナルストレッチDVD付養生食品の販売 久留米市
2249 近藤呉服店(近藤　廣光) 需要創造型レディズファッション・コアへの変身 福岡市東区
2250 (有)米寿苑 車いす用　自動ブレーキ装置の開発・販売 筑紫郡那珂川町
2251 筑後通信建設(株) 非公開 八女市
2252 (株)ナカノテツ ファッションビル等における、ハンドメイドセレクトショップの展開 北九州市小倉北区
2253 (株)ロン・エンタープライズ 非公開 福岡市中央区
2254 (株)中嶋建設 土木作業員の多能工化による得意先のコスト削減貢献と自社の収益力向上 大牟田市
2255 あかおきかく(赤尾　宣幸) 高齢者向け賃貸アパート｢あんしんそう｣と｢生活支援事業｣ 非公開
2256 (株)ライングラフィコ 下請広告制作会社から地域密着型総合広告プロデュース企業への脱却 久留米市
2257 (株)サンクチュアリ 非公開 福岡市西区
2258 (有)エース電器大善寺店 省エネ家電診断プログラム導入による地域生活者の快適省エネ生活支援！ 久留米市
2259 (株)ジェイ-ネットシステム 中小企業がIT機器を快適・安心・安全に使用できるオンサイト(訪問)サポート業務の開始 福岡市早良区
2260 奥村建設(奥村　保夫) 手洗鉢と銘木の洗面台の製作・販売 京都郡みやこ町
2261 四季の味(山田鶴子) 国産材料を使った安全・安心のコロッケ専門店の開業とインターネット販売 久留米市
2262 (有)平四郎 郊外型ファミリーパークとしての釜揚げパン屋の展開 北九州市小倉北区
2263 (株)めでぃあ 御用聞き自動電話SaaS(サース)システム開発と販売展開 福岡市中央区
2264 (有)サンハート １商品１ホームページの販売展開 北九州市小倉北区
2265 (株)ファインテック 極薄刃の刃先角度制御加工技術の開発及び商品化 柳川市
2266 (株)ギャザーコム メールアドレス収集・配信ソフトの自社製作による業務の効率化と販売展開 久留米市
2267 マーベルランチマーケット（平原　通雄）  ”低カロリー焼肉専門店”の新規出店 筑紫郡那珂川町
2268 (株)soraプロジェクト 企業対話から依頼企業へのニーズ・アポイントを即伝達出来るシステム開発とASP事業の展開 筑紫野市
2269 立野木材工芸(株) 家具の安全・安心・健康・機能美を盛り込んだDVD制作による新たな販売促進の展開 大川市
2270 ビジョン　クリエイト（城本　毅彦） 集客・売上げUPサポートによる本業の強化 福岡市南区
2271 新妻不動産(株) 他士業と連携した不動産相談コーナー新設による固定客作り 久留米市
2272 合名会社中屋食料品店 減農薬生産者との契約仕入と宅配販売開始 久留米市
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2273 企業組合　石貫米穀店 農家に対する精米・選別の請負による新たなサービスの展開 糟屋郡宇美町
2274 柳瀬印刷（柳瀬　慎一） カッティングマシンの導入による受注力強化 久留米市
2275 研造社（恒吉　研二） 最新鋭機械の導入による売上強化 飯塚市
2276 パソコンタイム合資会社 パソコン教室卒業生の採用によるホームページ制作事業の本格展開 朝倉市
2277 グリーンフラッグ（花田　茂樹） 当店独自の認定試験制度導入による固定客づくり、売上拡大 筑紫野市
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