
平成22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
2656 大野コンクリート（株） 新工場体制による生産性・品質の向上と新製品の開発 福岡市西区
2657 （株）アクティス 高強度鉄筋専用継手３ＣＷの開発及びメーカー化 大野城市
2659 （株）エー・アール・シー 非公開 飯塚市
2660 （有）花六 会員制導入に伴う新たな葬儀プランの提案 鞍手郡鞍手町
2661 （株）栄宝 非公開 遠賀郡岡垣町
2662 昌榮商事
 (岡田  昌士） 小ロット対応可能な包装資材供給体制の整備 北九州市小倉南区
2663 ㈱テルテック 天井裏配線作業ロボットの開発製造販売 糟屋郡粕屋町
2664 （株）フォーキャスト ビジネスホテル宿泊客をターゲットとした新たな広告事業の展開 筑紫郡那珂川町
2665 スリー・アールシステム（株） 複合機能付書画カメラの開発及び販売 福岡市博多区
2666 (有)宮崎材木店 「セダン草」の抽出液を使用した石鹸・化粧水の製造販売 春日市
2667 （株）さとう建設 非公開 筑紫野市
2668 オーエーサプライズ㈱ LED照明による広告看板機器等の開発販売 糟屋郡志免町
2669 どこでもテレビ博多（株） 非公開 非公開
2670 蔵屋（清澤　満之） 従来型酒販店から「楽しい食卓提案店」への業態転換 糸島市
2671 （株）博多ゴルフ商会 ロストボール選別ライン化による生産効率向上 福岡市南区
2672 （有）喜八荘 宿泊客増加のための顧客管理の強化 糸島市
2673 （株）アクシス 燃料費削減装置「エコパワー」の生産及び販売計画 福岡市博多区
2674 （株）実国 非公開 福岡市南区
2675 (有)サインボード・トピカ 非公開 糟屋郡粕屋町
2676 福岡金網工業（株） プラスチック製造用金型を改良し12ｍの長さの新製品開発による新市場開拓 福岡市博多区
2677 NEXTシステムズ（株） 非公開 福岡市博多区
2678 （株）オークマ 次世代住宅のための屏風式「明かり戸」の開発・市場化による下請け体質からの脱皮 朝倉市
2679 独楽工房　隈本木工所　
（隈本知伸） 木製知育積み木の新製品開発 八女市
2680 六禄園
（國武　義則）  「火山れき」を使用した自然軽量土壌による第三世代屋上造園技術の提供 久留米市
2681 井上建築
（井上静夫） 古材を活用した建築・リフォーム事業の展開 八女市
2682 山口製材所（山口和大） 古民家鑑定士の資格を活かした製材および古材の販売 八女市
2683 （株）ルービックＪＰ 百人百様の眠りに合わせた当社独自の生産販売システムでの中国進出 大川市
2684 蕎麦　ＤＩＮＩＮＧ　禅　
（中村慎之） 県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を活用した「新食感蕎麦」の開発とメニューへの取り込み 筑後市
2685 （有）ゴダイユー JGAP指導員との連携による完熟竹堆肥の開発と生産・販売 みやま市
2686 (有）カキウチ家具工業 「畳キャビネット」「堀座卓」の生産販売 大川市
2687 （株）ちえぞう 足に優しい素材を使ったおしゃれな健康げたミュールの開発、販売 久留米市
2688 イー・カーズ
（冨田耕一） 非公開 久留米市
2689 (株)成清システム 非公開 大川市
2690 （株）須山鉄工 アルミ製アジリティ器具の製造・販売 うきは市
2691 ㈱エスコム 無線基地局工事の一括受注 小郡市
2692 アイコン
（西田数広） 訪問歯科サポート業務の展開 みやま市
2693 渋田瓦工場
（渋田　良一） 瓦の製造技術を応用した花器の製造・販売 久留米市
2694 にぎやか
（樺島  健太） 名物商品を使ったテイクアウト及びネット販売への取組み 筑後市
2695 （有）メモリーハウス 撮影から印刷までのワンストップサービスの提供 うきは市
2696 サワテック(株) 非公開 福岡市東区
2697 (株)バリュープロダクト 既存設備と新たな省エネ設備を組み合わせた"低コスト省エネ型店舗"の開発支援事業 福岡市東区
2698 いなとみデンタルラボラトリー（稲富　治） 非公開 筑後市
2699 (株)お茶村 テレマーケティングセンターの構築 八女市
2700 ケイワン(株) 種なし果実用不活化花粉「ＳＷＴパウダー」の 製造と販売 久留米市
2701 (株)クオリティサービス きくらげの生産・販売による障害者自立支援ビジネスの展開 筑紫野市
2702 政工業（宮ヶ崎清正） 非公開 遠賀郡遠賀町
2703 (株)シーマネージ 情報連結型地産品販売サイトの構築 福岡市南区
2704 (株)ホットプラン 太陽光発電専用蓄電装置の開発販売 八女郡広川町
2705 (株)デリズ コールセンター設置による受注力の向上及び仕込みセンター確立による供給力の向上 福岡市博多区
2706 宮原ピットイン（宮原義和） 非公開 久留米市
2707 (株)四ヶ所 印刷機導入による高品質の印刷製品作りと営業・生産体制の革新による収益力の向上 朝倉市
2708 (株)エスティティ 構造物の長寿命化計画に対応できる新規業務体制の構築 福岡市博多区
2709 ビューティサロン　ミエ（原三栄子） 若い方からご年配の方まですべての方に対するアンチエイジングメニューの取り入れ 筑後市
2710 サンタの夢(萩尾　晴雄） アレルギー対応商品の開発による洋菓子店の業態革新 糟屋郡篠栗町
2711 (株)ハート・コーヨー 生活空間を立体的に視覚イメージできるインテリアコーディネートの提案営業 北九州市小倉北区
2712 (株)パナミューズ 販売チャンネル・仕入買取チャンネルの新規開拓 北九州市戸畑区
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2713 ビジネスホテルおがわ（小川整体治療院）
（小川嘉富） 新たな治療プランの導入とその効果を促進するための宿泊設備の提供 うきは市
2714 農事組合法人　白木牧場 自社牛乳加工品の製造・販売によるロス削減 嘉麻市
2715 日の丸興産
（大田黒 精二） 水道管洗浄サービスの提供と顧客タイプ別提案 筑紫野市

2716 (有)成南自動車 三次元フレーム修正機と水性塗装設備の導入による修理品質向上及び一般ユーザーの獲得 非公開
2717 (株)平川燃料 客室に個性を持たせた別荘感覚の宿泊施設の提供 大牟田市
2718 (有)ハーバルサンケイ 「博多豪商」ブランドによる農産加工品の開発、販売 福岡市南区

2719 (株)ラプロス 「建替円滑化コンシェルジュ方式」導入によるマンション建替事業の展開 福岡市中央区

2720 (株)ピュアヘルス 原料の特性（水溶性）を活かした、ゼリー状の商品開発とＯＥＭによる販路開拓 福岡市博多区

2721 キャメロットハウス
（石丸伊重） お手伝いさん付ワンルームマンションの事業化 福岡市南区
2722 アウラ（五郎丸由美）  しあわせ護り隊お守り販売システムの構築 北九州市小倉北区

2723 玄菱エレクトロニクス(株) 新たな竹パウダープロジェクトの事業化 福岡市西区

2724 (株)バリュー・クリエイション 格安中古車レンタカー及び販売システムの構築 北九州市小倉北区

2725 茜屋（大山真理子） オリジナルカード同封サービスによるギフト需要対応力の強化 嘉穂郡桂川町
2726 ㈱天晴 飯塚産杜仲茶を使った手打ちうどんの開発 飯塚市
2727 一の瀬焼　丸田窯　
（丸田　巧） 自作陶器レンタルの新規事業展開 うきは市
2728 ㈱ハマダ 
食肉卸業の強みを活かした新商品の開発販売と在庫情報共有による業務効率化 北九州市小倉北区
2729 プラスワン
（麻生淳一郎） 亡くなられた大切な人の金・銀歯でつくるアクセサリーの受注製作 久留米市
2730 (有）中村塗装工業 新規工法(「タスペーサー工法」・「遮熱塗料施工」）及び付帯サービス導入による本業の強化 八女郡広川町
2731 宮下作業所
（宮下和美） 地元商工業者との連携による生活支援サービス事業の実施 飯塚市
2732 (有)フローラ美工 乾燥ベチバー（イネ科の植物）の抽出液を利用した安全・安心な消臭剤の開発と生産 八女市
2733 (株)ベストフーズ 焼肉店と居酒屋・ファミリーレストランを融合した飲食店の展開 北九州市小倉南区
2734 (株)もんどＦ.Ｄカンパニー 街中で漁港気分を味わえる「新鮮」「旨い」「安い」を徹底追及した新居酒屋業態の創出 大牟田市
2735 　リサイくリング屋/たこ亭
(原田一郎) 町の自転車屋さんの販売支援による卸事業への進出 福岡市早良区
2736 ㈱安永ギヤーテック 韓国での子会社設立による韓国への営業強化と生産コストの削減 福津市
2737 (有）タカラ企画社 　「棺室内ＬＥＤ照明」による洋型霊柩車と特別寝台車の生産 大野城市
2738 活魚村 海彦
（小林 栄二） 地元漁師の対面販売や生簀による玄界灘体験型店舗の開設 宗像市
2739 ㈱　神田 携帯電話を活用したセカンドキッチンサービスの展開 福岡市西区
2740 プレミアムサポート
( ライト磨きま専家 )
（ 西田　誠宏 ） 車両ヘッドライトの輝きを蘇らせる器具・消耗品の開発 福岡市博多区
2741 やまと寿司（大和 弘） 合成保存料を使わずにノンオイルドレッシングの保存期間を延ばす画期的な技術による新商品開発 宗像市
2742 クリス動物病院 トリミングから医療に繋げるための口腔ケアサービスの導入 糟屋郡宇美町
2743 船津工務店
（フナツ商店）
（船津 章） 事業所向け衛生用品に特化した課題解決型商社への転換 宗像市
2744 (株)美工社 オンデマンド印刷機導入による新需要対応 福岡市中央区
2745 日米ゴム㈱ 下水道補修ロボットシステム用ゴム部材の開発 久留米市
2746 (有)森製袋  最新鋭の製袋機導入による多品種袋への対応と「提案型営業｣による販路拡大 糟屋郡新宮町
2747 (株)オーラテック マイクロナノバブル技術を応用したＳＦＮＥ技術による無添加化粧品の製造販売 久留米市
2748 （株）春口農園 規格外品の葱を利用したカット葱の製造販売 八女市
2749 （株）コスモ・コーポレーション 酵素洗剤と高圧高温水によるオフィス備品の洗浄サービス 福岡市中央区
2750 写真の松屋
(松尾　好幸） 写真教室等のイベントによる交流を通して子育てを応援する写真館への転換 うきは市
2751 ㈱萬平浪漫 健康指向の新タイプ焼き菓子「焼きドーナツ」の製造と販売方法の多様化及びケーキに合う酒類の販売 田川市
2752 渡辺商事（渡辺心治） 軽量化を図る太陽光パネルのアルミ押出架台の開発・販売 粕屋郡新宮町
2753 　サンネット九州
（黒川 豊満） 医療用かつらのリサイクルレンタルシステムの構築 春日市
2754 （有）上野造園土木 「植物と触れ合う新業態カフェ」の開店による造園事業の受注機会創出 飯塚市
2755 ㈱アルティ 新興コンテンツプラットフォーム向けゲームアプリの販売による収益拡大 福岡市早良区
2756 原正商会（原田正巳） 帽子用消臭抗菌吸湿具の代理店方式と製造販売委託方式による販路開拓 田川郡福智町
2757 河口酒店
 (河口義則) 女性向けイベントの開催によるギフト需要の開拓 福岡市南区

2758 ニシモト食品㈱ 九州産本わさび製品の開発による販路の拡大 大野城市
2759 和fu　
（伊東大輔） お母さんの味方　こどもが喜ぶアミューズメント保育園の取り組み 中間市
2760 ㈱てんま  移動屋台導入による「社員の独立支援」 太宰府市
2761 (有)タカキオート 高性能装置を活用した修理技術の「見える化」で顧客の囲い込みによる販売拡大 久留米市
2763 大任食品製造センター企業組合  飲食業・小売業への進出に伴う餃子新商品の開発・販売 田川郡大任町
2764 志摩スモークハウス
(江川弘之) 「はかた地どりソーセージ」のギフト用商品の開発と直販の本格展開 糸島市志摩町
2765 ㈱ネオス マイクロソフト社のＩＴベンチャー支援プログラムに選定された独自開発ツールを活用したパッケージ商品の開発 福岡市中央区
2766 ㈱ネクスト ｢見せるコンビニエンス車検｣の事業化 北九州市八幡西区
2767 ㈱ハートフル 住宅型有料老人ホーム及び通所介護事業の取り組みによる事業拡大 福岡市東区
2768 きゅーぴっと
（石川 美佳子） 多様で豊富な情報をDVDで伝える手作りスパイスの販売方式 宗像市
2769 ㈱シティーライン メディカル業界の物流改革 糟屋郡志免町
2770 創作めん料理「照」
（井上照子） Webと連動した新たな受注方式と顧客データベースの開発・導入 久留米市
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2771 剣ソフトウエア㈱ 屋根瓦積算システムのクラウド化による市場の開拓 久留米市
2772 （株）イシモク・コーポレーション 非公開 大川市
2773 髙橋電業(株) 事業所に対する省エネ設備導入事業 福岡市博多区
2774 (有)ウィングヤマグチ 新商品｢撃退ﾄﾞｯﾄﾏﾝ｣の開発による環境ｻｰﾋﾞｽ業への移行  福岡市中央区
2775 ソーゴー機工(株) 微細気泡発生装置の開発・市場化 福岡市中央区
2776 (有)福富産業 新商品（花炭）の開発による売上のアップと経営の安定化 田川郡香春町
2777 狩塚商会（狩塚宏史） 座席シート用高性能アイロン機械のメンテナンスおよび販売 宗像市
2778 (株)エム・アイ・エス バイオマスバーナーの開発と熱供給システムの販売 福岡市西区
2779 ビューフォト（大崎利三郎） プロの写真家と共同で創る自分史アルバムの開発 久留米市
2780 (有)ＴＲＩＡＲＴ 非公開 飯塚市
2781 (株)中村商会メディカル事業部 安心と癒しの空間の提供のための最適医療家具等の生産及び販売展開 久留米市
2782 (株)イトハン 発達障がい児向け学習支援ツール・教材の販売 春日市
2783 楽しくエコする(株) 筑後川流域の水質浄化に役立つ排水溝の簡単清掃提案 筑後市
2784 (株)メイトガーデン 対面販売と顧客組織化によるバラに特化した園芸店の展開 福岡市南区
2785 エコシステム(株) ブルーベリーパウダーの商品化 小郡市
2786 (株)ミュウシステムテクノロジー 中小製造業向けＷＥＢ型工程管理ｼｽﾃﾑの市場化 福岡市中央区
2788 小川楽器店（小川　健二）  音楽を通じたコミュニケーションの場を提供する飲食業への進出 小郡市
2789 (有)池上鉄工一級建築事務所 デザイン力と現場力を生かした金属工事の提案による「生活アイテム創造企業」への転換 久留米市
2790 (有)アムリタ 地域小規模事業者のためのＩＴサポートセンター構築の取り組み 朝倉市
2791 (株)アートハウス 家具との調和を図った英国流リノベーションの強化 筑紫野市
2792 (株)野田コーポレーション 女性や子供をターゲットにした、超ヘルシーメニューの開発、展開 筑後市
2793 (有)ケアンドリハ久留米 若年要介護者が安心して利用できる通所介護事業への進出、及び地域ケア人材育成事業への貢献 久留米市
2794 アベニュー(安部　慶子） トリマーとして即戦力となる人材を育成するドッググルーミングスクールの運営開始 宮若市
2795 瀬高パティ（三浦隆） 予約方式を取り入れたフレッシュベーカリー新業態の創出 大牟田市
2796 (株)ゼックフィールド シベリア産の「モミ精油」（アビエス）を活かした新商品開発と販路拡大 福岡市南区
2797 (有)ケー・エム・テクノロジー パソコンの資格・検定取得のためのe-ラーニングサービスの提供 北九州市小倉北区
2798 西北の杜 (井口恭一) 糸島豚を使った調理済炭焼豚丼の通信販売 春日市
2799 クリエイトバリュー（中村　宏） 企業の実践的機密管理を促進するコンサルティングサービスの開発及びサービス受注提案方法の革新 福岡市東区
2800 看板のいとう（伊藤桂司） 広告看板候補地登録によるクライアントと地主を結ぶ広告看板の新たな販売方式 八女市
2801 (有)ＴＯ－ＫＳ ブライダルサービスのスペシャリスト育成事業 北九州市八幡東区
2802 伯玄ガーデン（松尾守正） セミオーダー方式によるプリザーブドフラワーの加工・販売 春日市
2803 美容薬理(株) 体験型施設「美容のマルシェ」建設による顧客の創造と収益性アップ 遠賀郡水巻町
2804 (株)平和建装 特殊遮熱塗料を使用した車両全面塗装事業の開始 筑紫郡那珂川町
2805 グリコビバレッジ小郡・太刀洗ミルクセンター（原田泰三） 特殊溶剤を使用した“看板のクリーニング＆コーティング加工” 小郡市
2806 (株)やまひら 新発想の有明海産物土産品開発による売上向上と雇用拡大 柳川市
2807 carstudio Network（名嶋伸幸） 日本初のハーレー部品OEM開発による販路開拓 久留米市
2808 (株)アクアリサーチ 農蓄水産物生産者の所得安定を実現するバイオ深層水を活用した新ビジネスの展開 北九州市小倉南区
2810 ミートショップ棚町（棚町直樹） 畜舎の集約・拡張に伴う馬の飼育・管理及び厩舎賃貸事業の開始 三井郡大刀洗町
2811 (株)ティティエス 大型再生バッテリー・リユース事業に進出 糟屋郡篠栗町
2812 小林製作所（小林正勝） 新製品おが屑ボイラーの製造販売を通じた脱下請 八女市
2813 想家工房＋（上田辰也） 強化ガラス製洗面化粧台の販売によるリフォーム工事の受注増進 春日市
2814 ㈱了山 女子会メール会員制度の新規導入 久留米市
2815 梶原博多人形工房（梶原正二） ポーズや持ち物をカスタマイズ可能な博多人形の直接販売 福岡市早良区
2816 江藤竹工所（辻　義弘） 地元農産物を利用した、健康・グルメ志向の惣菜店の新規開業 朝倉市
2817 ビデオファクトリーハル（春木光義） 中小企業向け映像制作システムの展開 福岡市西区
2818 緑豊開発（南　貴博） 博多新ごぼうの生産・販売を第２の経営の柱として確立する 築上郡上毛町
2819 三井整体療術院 施術学校の運営と分院の開設 小郡市
2820 田中實商店（田中實）・(株)佐々田 高齢者・障害者対応型住宅と介護サービス事業展開 久留米市
2821 (有)ライズ 自社製品（半自動キャッピングマシン）の開発 春日市
2822 (株)東洋鋳銅銘板 両面発光LEDを核とした独立式看板リフォーム及びトータルメンテナンスの提供 久留米市
2823 (有)グリーンハウスグループ 飲食スペースの設置と当社で育てたハーブを使ったメニューの提供 みやま市
2824 アスタックス㈲ 新商品「酸化防止栓」の製造・販売 北九州市小倉南区
2825 (有)ヤマセン カルチャー教室・展示販売・保管のワンストップサービスの提供 久留米市
2826 あけぼの（角釈敏行） 「聞こえ改善」の啓発活動による補聴器の潜在需要開拓 宗像市
2827 (株)リョーワ 油圧メンテナンス技術を生かした中国市場への進出と機械メンテナンス技術力強化 京都郡苅田町
2828 (株)富貴 博多カステラ開発によるお土産市場への参入 春日市
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2829 長島商事(株) 自然素材食品の提供および自然食材スィーツの販売を融合した事業への進出 北九州市八幡西区
2830 アフラック募集代理店（日野隆幸） 「ライフプランコンサルティング」による保険販売 糟屋郡篠栗町
2831 （有）オートクリエーター 自動車メンテナンススクールの提供、及び一般向けヘッドライトレンズリフォーマーの開発・販売 北九州市小倉南区
2832 スパサロン花曜日（東みつ子） 『自分でつくれる保水ファンデーション』の販売展開 糟屋郡篠栗町
2833 非公開 乾燥減容・炭化システムの生産及び販売展開 非公開
2834 （有）坂田織物  「筑後もめん」の残糸を活用したニット製品の開発 八女郡広川町
2835 (株)ハマースタイル 福岡発メンズカジュアルウエアの開発及びインターネットでの動画情報の提供 遠賀郡遠賀町
2836 サイン堂（小林幸男） ＬＥＤを使用した看板「ＬＥＤネオン」の製造販売 飯塚市
2837 (有)翔栄 寺院の立華作業を効率化するキットの開発と全国展開 飯塚市
2838 (株)サンユーフーズ 下請け依存型から自主開拓商品提供型への転換 飯塚市
2839 ケーキハウス　ボヌール（我毛　正時） 新商品（アレルギー対応商品）の開発による売上げの向上と収益性アップ 田川郡糸田町
2840 (株)はとや 様々な顧客の声を反映する新婦人服店舗業態の創出 飯塚市
2841 筑豊製菓(株) 非公開 飯塚市
2842 新鮮宣言　ぬくもり畑（中村康治） 「地産地消・名物商品」を使った飲食新業態の創出 朝倉市
2843 吉野酒店（吉野　十知男） 高齢化所帯向けオーダーフードによる販売促進 宮若市
2844 梅野瓦工事店（梅野政典） 廃瓦リサイクル品の製造・販売 八女市
2845 コラボ倶楽部（福田  文博　） 乗降客のニーズにあったサービスの提供と周辺の高齢所帯に惣菜をお届けできるコンビニ 嘉穂郡桂川町
2846 お茶の千代の園（原島政司） “矢部村の食卓”をイメージした季節限定セット商品の販売 八女市
2847 (株)元源堂 非公開 久留米市

2848 (有)デンシン・ソフトウエア 製造業における製品試験装置の制御プログラムのオートメーション化 福岡市博多区
2849 (株)Wish 医療施設へのシンクライアントシステム販売支援の事業化 福岡市博多区
2850 (株)小林食品 新たな形態の小売店舗展開および牛肉・鶏肉を使った生ハムの小売販売 糟屋郡宇美町
2851 (株)ヤマダ 非公開 久留米市
2852 (有)馬庵このみ 馬肉100％のソーセージ・薫製品の製造・販売 うきは市
2853 (有)アイアイささぐり 地元特産品を使った精進料理の開発およびお弁当の訪問販売 糟屋郡篠栗町
2854 シーホース(株) スマートフォン向けＡＲ（拡張現実）技術を使用した情報発信システムの開発・販売 久留米市
2855 玉水酒造（資） 地元の果実を使用した果実リキュールの本格販売の開始 みやま市
2856 YoKoO （横尾幸典） 省エネ体験を核にした「住宅全体のエコプランニング」による工事受注の拡大 福岡市東区
2857 (有)八起産業 改良版「やじろべー」による大型屋根工事の受注拡大 糸島市
2858 (株)西日本冷食 非公開 福岡市東区
2859 (株)ソフトウエーブプロ 新ＥＭＳ（環境マネージメントシステム）管理ツールの開発及び販売・運用 福岡市博多区

2860 (有)けい花 プリザーブドフラワーを活用した癒し空間の創出 福岡市西区
2861 リフォームセンター和光（高野　哲二） 長年の衣類リフォームで培った裁断技術を活かした着物リメイク事業の本格展開 筑紫野市
2862 (株)ソルブ 非公開 春日市
2863 山下蒟蒻店（伊東初男） 蒟蒻直売店での試食販売等を通じた売上拡大 宗像市
2864 (有)構造保全技術 建築物の外壁調査における赤外線解析ソフトの開発 飯塚市
2865 ヤハタ自販(株) 福祉車両リース販売の展開 北九州市八幡西区
2866 お菓子のキタハラ（北原信義） 地域資源を活用した新商品「くろころみかん」の本格的市場化 大牟田市
2867 アルファウェーブシータ（長谷川知加子） 美容アドバイザー、美容施術者の育成 春日市
2868 コオサカ（阪田了司） 営業力・技術力を強化して新たな工事分野への進出 嘉麻市
2869 （株）Ｔ．Ａ．Ｐ ドライバーのプライドと所得を高めるＴＡＰサービスの開発 北九州市戸畑区
2870 (株)馬場市助商店 ポイントシステムによる新しい古紙回収方式への取組 八女市
2871 青木モータース（青木　大学） 非公開 宗像市
2872 (合)ヒサヤ和洋装 着物預かり管理サービスと自宅出張管理サービスによる販売促進の取り組み 飯塚市
2873 サテンドール美容室（木村和正） 黒川温泉の「エステつき宿泊施設」の新規開店による顧客の創造と売上高及び収益性のアップ 北九州市八幡西区
2874 (有)田主丸化成 高耐久ゴム製のトラック用緩衝材とカーストッパーの製造販売 久留米市
2875 中川印刷（中川高徳）  カラーオンデマンド機の導入に伴う新規顧客獲得のための提案営業の強化 福津市
2876 ㈲マイティーチャー 電子黒板を利用した映像コンテンツ授業とネット授業参観システムの展開 北九州市門司区
2877 (株)プリンティングアート 新規事業（チラシポスティング及びフリーペーパー発行等）による顧客の創造と売上高及び収益性のアップ 福津市
2878 （株）ハーモニー 婚活パーティーをメインとしたイベント開催の本格展開 春日市
2879 かせ屋（加勢浩一） クリーニング取次店併設により獲得した新規顧客層向け販売の充実 京都郡苅田町
2880 ㈱ビーズ 「錠剤製造で使用する打錠成形用杵のリサイクル事業のリサイクル事業」への参画 宗像市
2881 藤田左官工業　(藤田　富大） 「こて絵体験教室」の提供による地域住民への販売強化 筑紫野市
2882 東洋建工(株) 『マンション管理業』への参入 福岡市南区
2883 学習塾ＣＡＮ（林俊介） 体験教室を取り入れた近未来型学習塾の取り組み 福津市
2884 アベ・アートワーク（阿部和史） 既存事業の技術を活かした新規事業（水耕栽培設備）を行うことによる売上げの向上と収益性アップ 京都郡苅田町
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2885 にしだ写真館（西田善吾） 新商品：「ありがとう」「おめでとう」の想いを結ぶメモリーギフトの開発・販売 柳川市三橋町
2886 (有)トータルエンジニア 半水石膏製造プラントの製造販売 筑紫野市
2887 (株)ＨＩＲＯ 非公開 福岡市中央区
2889 寿司割烹ふく仙（飛永　浩司） 見た目も楽しい創作寿司を使った広告宣伝による収益向上 宗像市
2890 ティ・アンド・エム（吉田実）  ジェラートショップの立ち上げによる新たなサービスの展開 粕屋郡志免町
2891 (有)味嘉 「焼セイロ」の拡販を通じた通信販売全体の強化 遠賀郡岡垣町
2892 エヌワイデンタル（矢野伸年） 非公開 福岡市南区
2893 (有)ウィンズテック 非公開 久留米市
2894 (株)ネイチャー 閉鎖性水域の水質改善装置の研究・開発 非公開
2895 pien・de・papanザビエール
（鴨井　正） 福岡県産大麦を使用した冷凍パン・お菓子の開発および新しい生産・販売方式の確立 田川市
2896 (株)井上企画 世界初1.5mm厚ＭＤＦを使った環境エコに配慮した新素材の用途開発と販売 大川市
2897 ㈲スポーツ館 ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｰｸ加工の新技術導入による販売展開 古賀市
2898 (有)田中紙工印刷 非公開 みやま市
2899 (株)博多建築積算事務所 特徴的・魅力的な飲食店の密集型出店による売上拡大 福岡市南区
2900 串工房　無我（江口孝征） 持ち帰り専門店による本業の強化 朝倉郡筑前町
2901 ㈱豊和 自社開発の土壌代替樹脂を活用した観葉植物販売 宗像市
2902 江口製菓(株) 餡の内製化と卸売から自社小売店舗新設による収益力の向上 筑後市
2903 (株)凌駕 プロのカラーアナリストによるパーソナルカラー診断の導入と顧客管理システムの開発 八女市
2904 南里商店(株) おきうとの賞味期限延長による販路拡大 福岡市中央区
2905 (有)ジュウテン 猪・鹿を使った郷土名物商品「朝倉ブランド」の開発と販売 朝倉市
2906 溝田製紙所（溝田義秋） 原点回帰！完全天日乾燥の超高級和紙作りによる国宝級作品修復への貢献 八女市
2907 (株)牛島製茶 新商品「八女伝統本玉露高級スイーツ」の開発と販売 八女市
2908 PICCOLA VITA CAFE（多園健一） 「自分で描くラテアート」による集客力向上 春日市室
2909 (有)マツナガ 独自の成長促進栄養素によるブナシメジの新生産方式の導入 三潴郡大木町
2910 大石青果（大石イチミ） 特殊パッケージ「カットフルーツギフト」「葬祭用果物セット」の販売と「漬け物体験教室」の実施による販売強化 筑後市
2911 アステップ経営パートナーズ(株) 女性の自立支援事業『子育てママ起業家サポート計画』の実施 久留米市
2912 潤明堂（緒方直秀） 夜間往診による地域への貢献と売上の拡大 宗像市
2913 アンゼロ（江渕憲司） プラントニック水と不織布による次世代植物生産方式の確立 筑後市
2914 瑞穂錦酒造(株)  紅白の飲みきりサイズ（100ml）甘酒のレストランでの試飲から物販への展開 久留米市
2915 プッシュロッド（大倉　貞俊）  錆取り液 ”Eats rust”の開発・販売 筑紫郡那珂川町
2916 (株)ＡtoＺ 時間制料金で作業も手伝うトラックサービスの展開 福岡市南区
2917 協和木材(株) 非公開 八女市
2918 (有)豊解体工業 個人住宅所有者の「お困りごとよろず解決相談」事業展開による下請からの脱却 柳川市
2920 プティパティスリーマロン（伊藤峰子）  パティシエ独立（チャレンジ）支援型店舗運営 非公開
2921 (株)三和木品工業 高齢者向け多機能椅子の開発 筑後市
2922 葉菜葉菜（古賀賢治） 商品別に特化したネット直売所の立上げによる販売 朝倉市
2923 蒲池金物店（蒲池智幸） ６０歳以上の高齢者をターゲットにした生活支援型金物店事業の展開　　 久留米市
2924 なかよしこよし
（森永秀朋） 老人・障がい者に配慮した食事のバリアフリーの提供 うきは市
2925 株式会社JAPAN.CARGOサービス 景気に変動されない郵政事業への参入 久留米市
2926 （株）Campanula 新人材教育サービス「Jobstudy.jp」の開発による下請的業務の脱却 福岡市博多区

2927 毎日新聞春日北部
販売店
（福元辰二） 卵や防腐剤、添加物等を一切使わないオリジナルパンの製造 春日市
2928 (有)ウッド・ドアー ブーツを履く女性をメインターゲットとした靴専用の柿しぶ消臭スプレーの販売強化 糸島市
2929 株式会社ディジテック 施設等調査業務の効率化支援システム「楽々調助」の開発・販売 福岡市博多区
2930 （株）渡辺農産 国産紫根を利用した原材料・加工品販売 筑紫野市
2931 （株）江藤木材 パワーヒートパイプを使った木材乾燥機の導入による収益力強化 うきは市
2932 ジャパンフーズ㈱ 「太宰府献上願塩」を使用したスナック菓子新商品の開発 福岡市東区
2933 株式会社サラ 非公開 福岡市博多区
2934 （有）割烹旅館みはる荘 ランチバイキングの提供とレシピ公募イベントの開催 福岡市早良区
2935 宝燃料工業（株） 非公開 福岡市南区
2936 大一食品工業
（松﨑　昭夫） 福岡の特産品である筍を使用した新商品の開発・販売 八女市
2937 有限会社貞苅産業  高齢者等の介護予防家具の開発及び販売 大川市
2938 春日印刷（有） 転写機を活用したオリジナル品づくり 春日市
2939 （株）アリーナ 非公開 福岡市東区
2940 スタジオ・エム
（牟田口　宏樹） 商品の価値と利用シーンを伝える新たな写真と動画撮影サービスの提供 大川市
2941 （有）マキイ トライアングル事業の展開による販売拡大 福岡市中央区
2942 （株）佐楢見設計 コンサルティングや提案営業の強化による人材育成と売上拡大 宗像市
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2943 （株）中川ベーカリー オリジナル0.5斤用パンミックス粉の商品開発 筑後市
2944 株式会社ライラックジャパン 非公開 非公開
2945 表具処　熱海
（熱海　文俊） 非公開 筑紫野市
2946 （株）田島正陽
建築事務所 福祉医療施設の空間デザインに関する提案型営業及び設計・工事・不動産等を連携した複合型サービス提供企業への脱皮 福岡市博多Ｆ
2947 味処　あらき家
（荒木繁治） 非公開 宗像市
2948 ㈲マルヤマ建装 非公開 田川郡川崎町
2949 （株）髙山不動産 非公開 宗像市
2950 （株）野中企画 ポイント制度導入による少額取引顧客に対する売上の向上 久留米市
2951 童夢の国㈱ 契約農家の糸島産米を使用した米粉パン及び冷凍生地の開発 糸島市
2952 r-hair
（荒木　栄二） 非公開 久留米市
2953 東工業（株） 非公開 糟屋郡篠栗町

2954 麺楽
（中島茂男） 麺楽こだわりうどんの持ち帰り商品の開発 筑後市
2955 ㈱イマムラ・スマイル・コーポレーション 天然木を利用した食品用木製積層板で作ったオリジナルエコ容器＆蓋の製造・販売 久留米市
2956 株式会社merihari  安全で安心な飲料水を確保する災害用浄水装置の開発と販売 福岡県春日市
2957 （株）MEISHOsystem 住宅ローンの見直しによる太陽光発電システムの販売促進 春日市

2958 （株）橋本工務店 アグリロード事業部立ち上げによる新しい農業ビジネスの創出 大牟田市
2959 龍成(有) 北方民族の力の源「ヘルシー薬膳火鍋」と「手延麺」の提案 北九州市八幡西区
2960 ＴＡＮＡＫＡ（田中秀明）  「隠れ家サロン」をコンセプトとした男性用エステサロンの開業 糸島市
2961 酒のメイトーク　
サラダ館 広川店
　（馬場保則） 地域の特産品を選択してセット化できるギフト商品の提供 八女郡広川町
2962 （株）湖月 非公開 久留米市
2963 東建工業（株） 非公開 久留米市
2964 総合情報企画 萌
（仲尾　等） ネット経由の提案強化によるオンデマンド印刷の売上拡大 宗像市
2965 アトリエShin
(早田　智佳) 価格よりも時間に価値を持つ顧客を対象にした新サービスの提供 宗像市
2966 （株）大洋 直系水産加工工場からの魚種加工品直販体制の構築 福岡市博多区東
2967 （有）緑の農園 新冷凍技術の導入による、新たな販売方法（通信販売／OEM供給他）及び新販路の開拓 糸島市
2968 櫻井造園（櫻井　長保） 縁起もの提案型販売による本業の活性化 糸島市
2969 ひかり整骨院（同） 独自治療ノウハウを入れた美容・健康商材の開発・販売 鞍手郡鞍手町
2970 ㈱ステーショングループ 高齢者向けの日常生活のお手伝いサービスおよび安否確認 春日市
2971 （株）坂本建築設計
事務所 中古マンション・オフィスビルオーナー及び中古戸建・中古マンション購入者向け新サービス等の開発・提供 春日市
2972 玄海　若潮丸
（安部　孝通） 鐘崎ならではの珍しい食材を使った創作漁師料理の提供 宗像市
2973 サン・フカヤ㈲ ゼリー状の蜂蜜製品の開発 福岡市中央区

2974 宝物産㈱ 生産工程の省力化と焼酎用焙煎麦のオーダー生産による収益改善 柳川市
2975 （有）ナカムラ ＩＴ活用による広域保管業務サービスの展開 糸島市
2976 シンクロニシティ・ジャパン（廣瀨 義紀） 50種類のお茶（ハーブティーなど）のブランド化販売および「Chottoお試しパック」の販売 春日市
2977 ㈱ユーバー オーダー方式を用いた惣菜店出店による売上拡大 大野城市
2978 (有)イーテック ブリッジ形状コイルを利用した新たな磁気治療器の開発 福岡市博多区
2979 （有）東洋テクニカル
フーヅ 花形の小型装飾餅菓子等の連続自動製造方法の確立による生産コスト削減と売上拡大 みやま市
2980 株式会社ジーエム 操作性・メンテナンス性に優れた高機能低価格型無人車の開発 柳川市
2981 宰府・花能舎
（飯冨章博） 古典芸能の装いによる「和」なりきり写真撮影サービスの提供
 太宰府市
2982 ㈱シーライズ 非公開 福岡市博多区博
2983 末次家具工芸（株） 新製品「扉の前面に鋼板を使用した木製家具」の開発と販売 大川市
2984 有限会社　パラダイムチェンジ 「視力回復を提案できるめがね店」の代理店募集による事業の拡大 大野城市
2985 ペチカスタイル㈱ 子供も楽しめる、色いっぱい、オリジナル布小物の開発 小郡市
2986 　㈱石兆 地元産の柿豚と食材を使用した「柿豚の笹おこわ」の製造・販売の開始 久留米市
2987 （株）デイサービス
よってかんね 通所介護、宅老所の併設による利用者及び御家族の支持の獲得及び地域貢献 大牟田市
2988 有限会社　ハナダ建装 住宅に関するお客様のお困りごとに応える新サービスの積極的展開 宗像市
2989 幸せのタネたんぽぽ
（内田 登代紀） ガールズトーク動画による不安解消で布ナプキンの普及促進・売上拡大 宗像市
2990 株式会社　大賀薬局 業務プロセスの革新とサービス品質の向上による収益性改善 福岡市中央区
2991 （株）ハウジング西日本 企業と福祉が手を結ぶ新たな社会的役割を担う新業態の創出 久留米市
2992 大神産業株式会社 DIY顧客への店頭小売強化を通じた住宅塗装リフォームの受注拡大 宗像市
2993 山本建築（山本 孝重） ホームセンター向け
大工工事サービスの提供 鞍手郡鞍手町

2994 絆（吉田　龍一） 「男性向けアンチエイジングメニュー」の提供 春日市紅葉ヶ丘東5-4

2995 ゑびす酒造（株） 選り取り見取りミニボトル入り焼酎セットの生産による女性客等向けの販売強化 朝倉市
2996 角田板金工業所
(角田　吉昭） 雨水タンク及び雨樋用落葉防止装具の商品開発・販売 朝倉市
2997 ㈱二光 「庭を楽しむ暮らし」の公開による庭園設計の受注拡大 宗像市
2998 (有)メイクハウス 長期優良住宅仕様とＳ＆Ｉ構造をセールスポイントとしての建売住宅市場への進出 大川市
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2999 Dms広告
(出口　雅宏） 洗浄と色彩復元による看板メンテナンス事業への進出 田川郡添田町
3000 高木建設建材（株） 中小企業向けＢＣＰ導入サービス開発及び導入サポートによる売上拡大 久留米市
3001 てんてんラーメン
（石橋祥宏） 顧客の要望に合わせたオリジナルアイシングクッキーの製造・販売 福岡市南区
3002 (有)クマケン 遺品整理処理サービスによる新規顧客獲得 北九州市門司区
3003 （株）エルス ノンプレス素材ユニフォーム推奨と自動分配機および立体納品による生産能率の向上 福岡市博多区
3004 ㈱アビオス 産廃物を活用した有機肥料の開発及び有機ＪＡＳ認定農場の取り組み 福岡市東区
3005 ㈱安河内綜合食品 非公開 北九州市八幡東区
3006 (有)野田物産 特殊畳（置き畳・変形畳）の製造による新市場開拓 柳川市
3007 柴田産業建設株式会社 森林伐採直後のヒノキチップ販売事業の展開 筑紫郡那珂川町
3008 ㈲共立ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製作所 加水燃料用「添加剤」の開発・生産・販売 糟屋郡志免町

3009 ㈱伸宅 予防を主目的とした介護サービス事業への展開 柳川市
3010 （有）オオヤブ 自社開発の消臭布を使用した新製品の開発・販売 八女郡広川町
3011 ハロー
（松永　幸子） 女性起業家（手作り作家）へのパッケージ印刷等の新たなビジネスの展開 春日市
3012 ㈱のぐち 睡眠環境診断士の資格を活かした寝具工場直販店の展開 三潴郡大木町
3013 (有)サンポー 運送業・倉庫業の強みを活かした倉庫型店舗販売の実施 糟屋郡粕屋町
3014 （株）武久 名物商品「焙煎椎茸ラーメン麺」の開発と販売 筑後市
3015 ㈱インコムジャパン ｽﾏｰﾄﾌｫﾝなど、新端末に対応したｺﾝﾃﾝﾂ（ﾏﾆｭｱﾙ、教育用ｺﾝﾃﾝﾂ、ﾄﾞﾘﾙ、ﾃｷｽﾄ）の開発 北九州市小倉南区
3016 立石蒲鉾店 非加熱製法による新商品「極鯖」の生産及び新たな販売方式の導入 三井郡大刀洗町
3017 江頭材木店 非公開 久留米市
3018 株式会社エスプラン クレーンゲーム機への「遠隔通信コントロールシステム」導入によるオペレーション効率の向上 春日市
3019 薫風 「味噌作り体験教室」を入口とした新メニューの導入と物販の開始 糟屋郡粕屋町
3020 あさひ調剤薬局 子育て相談を入口とした漢方コンサルティングの展開 三潴郡大木町
3021 有光園 究極の壁面緑化 - 立体壁庭の新規販売 福岡市西区
3022 石橋工機株式会社 非公開 非公開
3023 有限会社杏里ファーム 自家製マンゴー等のアイスキャンディー製造販売とＯＥＭ受注 柳川市
3024 平田バッテリー機器株式会社 非公開 筑紫郡那珂川町
3025 ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ ﾀｰﾄﾙ 「住宅の問題掘り起しチェックリスト」による「住宅かかりつけ医」への取り組み 春日市
3026 株式会社木原ハイテック 非公開 久留米市
3027 株式会社ノムラ 日本ブランドの太陽光発電システムで海外進出 福岡市中央区
3028 有限会社アカリ  必要な材料をすべて取り揃えた「たこ焼きづくりセット」の販売 福岡市東区
3029 株式会社包研 低コストアクリル系両面テープの開発によるマット交換専門業者向けの販路拡大 福岡市東区
3030 ディスカバリージャパン 体験ギフト事業から、総合型体験提供会社への変革 久留米市
3031 ヒラタデンタル ジルコニアコーピング加工機による新たな技法の導入及び販路拡大 三井郡大刀洗町
3032 　白谷印刷所
 記念写真や趣味の絵画・書等の作品を披露できるマイカレンダーの発売 柳川市
3033 精巧歯科技工所アラマキ 医師への情報発信強化による義歯の悩み解決 春日市
3034 有限会社丸源油脂 非公開 春日市
3035 さかた屋 くすのきの木粉を利用した商品開発と販売の開始 みやま市
3036 株式会社サンクス 顧客の使い方に合わせて保証の期間や料金を細分化したLED照明導入プランの提供 宗像市
3037 有限会社川崎製茶園 日本茶の様々な美味しさを伝える少量セット商品の開発と販売 宗像市
3038 田中整骨院 柔道整復師の技術を活かした「アロママッサージ」の提供 春日市
3039 株式会社ロンエロース・バイフー サロン向け専用『予約システム』の導入による顧客及び運営管理の効率化 福岡市中央区
3040 株式会社ペガサスプランニング 塾の法人化独立支援及びメンタルトレーニングプログラムの導入による事業拡大 福岡市博多区
3041 株式会社アイケンホーム 非公開 福岡市中央区
3042 有限会社宮﨑蒲鉾 福岡県地域産業資源の指定原料を使った天ぷらの新たなカテゴリー商品の開発と販売 大牟田市
3043 株式会社やまやアグリネット 『竹堆肥・竹液肥』の生産及び『竹野菜』ブランド化・販売展開 八女市
3044 　ジモコムかすや 「文章作成からメール送信まで」を代行する携帯による販促メール配信サービスの提案 糟屋郡志免町
3045 株式会社エイト 感染性廃棄物を起点とした医療機関向け設備コンサルティング提案 福岡市博多区
3046 たこやき・やきとり富士 唐揚げ串焼きセット商品の宅配と新商品たこ焼きセットの開発 遠賀郡水巻町
3047 宅配クック１２３筑後店 非公開 筑後市
3048 水巻まちづくり有限会社 モバイルＳａａＳを使った売上管理システムにより新鮮野菜の品切れ防止を図る 遠賀郡水巻町
3049 株式会社キョクレイ商事 オリジナルアイスクリームの多品種・小ロット生産による多様なニーズへの対応 遠賀郡芦屋町
3050 有限会社一味 『替玉得々券』で替玉顧客の満足度を高める新サービスの提供 久留米市
3051 有限会社大光社 産業廃棄物（木屑）のチップ化による再資源材の生産・販売 飯塚市
3052 鯉の巣本店 「こいのつみれ」の商品開発による収益改善 久留米市
3053 まつい電気 地域の小規模イベントに特化した音響サービスの提供 宗像市
3054 杉山板金  お客様の快適な暮らしをお手伝いする鋼板工事の高付加価値の提案 久留米市
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3055 有限会社西日本体器製作所 幼稚園・保育園等の遊具に係わるハード面とソフト面を一体化した新サービスの提供 春日市
3057 株式会社須崎ふとん店 脱臭糸を使った寝具及びインテリア用品の製造・販売 みやま市
3058 石の癒株式会社 次世代冷暖房「光冷暖システム」の普及に向けたさらなる省エネ化と導入費コストダウン 福岡市博多区
3059 株式会社はかた舎 リキッドとタブレットの相乗効果『発毛促進剤』の生産及び販売展開 福岡市中央区
3060 株式会社菊匠 経営資源の有効活用による花屋の業務代行サービスの導入 朝倉郡筑前町
3061 食事処いけだ 新商品『あ☆さくらプリン』による本業の強化 朝倉郡筑前町
3062 株式会社毛利 着物のプロによる「着物保管サービス」の導入 福岡市南区
3063 株式会社かん企画 高齢者向け緊急入院セット＜四つ葉＞の開発 福岡市南区
3064 株式会社廣瀬産業海事工業所 非公開 北九州市門司区
3065 有限会社サケミベッド あらゆる寝姿勢に対応可能なセミオーダーマットレスの開発及び販売展開 大川市
3067 アマツ ジュエリー工房 ジュエリーリフォーム業を強化するためのオリジナルジュエリー教室の開校 春日市
3068 株式会社Ｋ２ｓｅｒｖｉｃｅ 本格スイーツの製造販売設備を備えた焼肉店出店による売上拡大 福津市
3069 室園フラワー工芸 ドライフラワーとペットの写真を組み込んだメモリアル「ペットボトルフラワー」の商品開発 八女市
3070 ウィルインテリア株式会社 「横スライド式ロールブラインド」の開発・販売 春日市
3071 株式会社えんむすびドットコム 次世代求人・求職サイト「えんむすび.com」の新サービス提供と全国展開 宗像市
3072 梅﨑フラッシュ 家具製造業から食品分野進出への基盤作り 柳川市
3073 有限会社岩下鉄工 特殊バンド・エプロン板等の標準化による販路拡大 朝倉市
3074 田中茶舗 茶道教室の提供によるお茶販売の拡大 直方市
3075 ナビ・エコ株式会社 結露しにくいバイクボックスの開発及び販売・レンタルサービスの展開 春日市
3076 国光産業株式会社 生産体制の効率化及び生活用途別キャンドル商品の開発による収益拡大 八女市
3077 株式会社重松印刷 自社ショッピングモール立ち上げによる販売促進の総合支援 福岡市南区
3078 農事組合法人日本山人参生産者組合 自社農場で生産している「日本山人参」の特性を活かした健康商材の開発 久留米市
3079 有限会社創光リサイクル 地域小売店の販売を促進する資源ゴミ回収サービスの提供 筑紫野市
3080 有限会社椿原住宅設備 宅配ボトルウォーターの販売を入口とする水廻り、リフォーム工事の受注拡大 八女市
3081 株式会社ベルポ化粧品 加齢臭やかゆみを防止する高齢者男性向け化粧品の開発 八女郡広川町
3082 ＣＵＢＩＣ-1 ハンドメイド雑貨の販売機会の提供による、トータルファッションコーディネートの提案 筑紫野市
3083 ジーサイトプランニング オリジナル企画商品ネット販売への取組みと本業の強化 八女市
3084 コラボレート エリア アフェクト 犬のトリミングサービスの新たな提供による増収・増益の実現  直方市
3085 有限会社オゴウ・コントラクト 化粧品製造販売支援業務（包装、表示、保管）の新たな取り組み 古賀市
3086 九銘ハウジング株式会社 モール温泉水質の特性を生かした温泉水利用の料理水・健康補助飲料等の新商品開発 大川市
3087 理容ながおさ ヘッドスパ＆エステ及び増毛サービスの導入・ＰＲ方法等の改善 福岡市西区
3088 菊 水　 秘伝のタレを使った「ご飯のお友」の開発 柳川市
3089 ウエディング・ヴィレッジ 「なし婚」層から海外「フォト婚」層を生み出す新顧客層の開拓 福岡市博多区
3090 ナカヤマ木工 座り心地を徹底追求した木製「Sライン」椅子の開発 大川市
3091 有限会社山水社 ６畳１間のスペースで行う家族中心のオリジナル葬儀の提供 春日市
3092 柳城観光株式会社 女性が企画する女性のための「癒しの姫バスツアー」の提供 柳川市
3093 コウダ 非公開 久留米市
3094 仁田原建具製作所 組子を使った海外向け商品の開発 大川市
3095 ハルの空  新商品「黒米の食パン」を牽引役とする食パンの商品力強化 筑紫野市
3096 一夢庵 有田焼窯元との連携による法人向け有田焼製オリジナル記念品の開発・販売 筑紫郡那珂川町
3097 株式会社イナバ 導電糸によるスマートフォン対応手袋の開発と販売 久留米市
3098 有限会社ピーアンドエム 楽しさとコミュニケーションの場の提供による新規顧客の開拓と集客力強化 大川市
3099 福岡ロジテム株式会社 温度管理物流市場への進出と車輌の稼働率向上 糟屋郡宇美町
3100 ラーサミーゴ 新商品「トラベルストーン」の生産及び販売展開から地域ブランドの確立 糟屋郡須恵町
3101 有限会社街道グループ魚しん こだわり自家製調味料の製造販売 筑紫野市
3102 有限会社モク・コーポレーション 在宅での療養と看取りができるサービスの提供 久留米市
3103 オートフィールドハマダ カーメンテナンススクールの開設による顧客の囲い込みと収益性向上 遠賀郡水巻町
3104 行弘畳・襖店 「縁なし置き畳」と「ペット用置き畳」の提案型販売推進 糸島市
3105 スィーツデリバリーネットワーク パン、ケーキ店との協力による製造及び販売能力の拡充による収益性のアップ 京都郡苅田町
3106 ネオクリエイト デザイナーによるオリジナルテキスタイル（模様・パターン）を使った雑貨の企画・販売の開始 非公開
3107 村上豆腐店 素人でも簡単にできる手作り豆腐セットの販売 築上郡築上町
3108 株式会社大川デザインミュージアム 高機能椅子の新商品開発と高収益型小売店舗への転換 大川市
3109 Dream Seeds 須恵町コンパクトショップの開設 糟屋郡須恵町
3110 福柳　 遊休資産の有効活用による地域特産品「うなむす」の販路拡大 柳川市
3111 カーファクトリー長久 レンタカー事業を顧客開拓の窓口にした自動車整備業と中古車・新車販売の拡大 築上郡築上町
3112 日月華光華楼 101年の歴史を包むオーダーメイド点心の開発と販売 久留米市
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3113 いづみや酒店 「昭和復刻お好み焼き」を核にした船小屋温泉の特産品販売と憩いの場の提供 筑後市
3114 林平作酒造場 安心・安全のこだわりの日本酒大吟醸の酒粕を利用した新商品開発 京都郡みやこ町
3115 株式会社チャイム・スポット 非公開 田川市
3116 柚子玉屋 お一人様用柚子胡椒及びチューブ入り柚子胡椒の提供 朝倉郡東峰村
3117 喜鶏家 独立開業支援「やきとりスクール」の開設 北九州市小倉北区
3118 有限会社沖本縫製奥谷工場 非公開 田川郡川崎町
3119 山昭製材所  展示場オープンによる個人向け販路の開拓 八女市
3120 株式会社黒木建設 他社との差別化を図るための付加的サービスとしての光触媒コーティングの提案 八女市
3121 株式会社サン・セール 無農薬「玄米」「酒粕」「地域食材」を使った、「現代人の健康玄米ピザ」の生産及び販路拡大事業 行橋市
3122 有限会社大塚 車いす送迎等地域高齢者に密着したサービス展開による葬儀場の売上向上  嘉麻市
3123 宝印薄板工場 経木による新商品開発と個人向け販路の開拓 八女市
3124 ハート・ブレイク．カフェ． 昼間の空き時間を活用した「貸切会場提供サービス」の展開 八女市
3125 ベストフーズ株式会社 加熱機能を持った弁当容器の開発・販売 北九州市小倉北区
3126 ＳＨＯＰヒロ 地域住民の買い物便宜性の向上と観光客の誘致 福岡市東区
3127 カネハ窯 農商工連携を活用した体験型観光による売上拡大 朝倉郡東峰村
3128 星野川産業 一般貨物運送業から木材搬出運送業への進出 八女市上陽町
3129 株式会社笑和 新商品「サンシャルオーニング」の開発と日陰レンタルサービスの提供 みやま市
3130 遊膳たかくら 地元鮮魚を使った加工品の開発販売 遠賀郡岡垣町
3131 江渕設備株式会社 「イーエス・ソイル」の生産及び販売展開 久留米市
3132 訓工業株式会社 廃食油でバイオディーゼル燃料を製造する循環システムの提供 筑後市
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