
平成23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
3133 カフェバー　アルゼント “身体がキレイになる”「クロダマブラック」の製造・販売 朝倉郡筑前町
3134 (株)ジャリア 非公開 福岡市博多区
3135 (株)コネクト 顔認識変身システムと携帯システムの開発技術を融合したデジタル顔出し看板サービスの開始 大野城市
3136 酒井鍼灸院 「逆子の鍼灸治療」の科学的メカニズム解明による普及・促進 大野城市
3137 マルヨシ醤油(株) 非公開 宗像市
3138 喫茶デミ 超ビッグサイズの洋服の制作と販売 春日市
3139 (有)エコアクリエイト 車両の洗浄・清掃・補修技術を活かした、家具・革製品等の補修・補強サービス実施 古賀市
3140 (有)アートジェム 眠っている金製品下取りシステムを活用した地域小売店販促支援サービスの提供 筑紫野市
3141 小川謙二畳店 「車イス対応衝撃吸収畳」の開発及び製造・販売の開始 朝倉市
3142 (有)博多夢工房(オーディオ夢工房） 快音スピーカーの開発・製造・販売 福岡市博多区
3143 (有)ITS 中小企業・小規模事業者を対象とする、IT活用による経営力向上の総合的支援 宗像市
3144 (有)広松養魚場 鯉のウロコから抽出したコラーゲンを使用した保湿クリームの開発・販売 筑紫野市
3145 (株)熊本精研工業 非公開 糸島市
3146 (株)インター・セクション インターネットを活用した家具販売サポート業務の展開 大川市
3147 (株)モバテック 非公開 福岡市南区
3148 aroma.cafeみやび 受講終了者（資格取得者）の活躍の場を提供することによるアロマスクールの販促活動 春日市
3149 ブルーゲイト(株) 非公開 福岡市東区
3150 オフィス今林 教育事業からエコ商品販売業への転換 福岡市東区
3151 (株)益正グループ 非公開 福岡市中央区
3152 フラワーショップユキ 花のある空間をベースにした店舗・イベントプロデュースへの進出 福岡市中央区
3153 (株)三幸 非公開 非公開
3154 (有)福間商会 次世代環境対策型燃料販売 北九州市八幡西区
3155 黒豚コラーゲンプルーナ 代表者の人材育成ノウハウを活かした社会人教育事業への展開 福岡市南区
3156 (株)アンソネット 新事業「アウトバウンドコールセンターシステムのクラウド化商品」の開発及び新方式の販売展開 福岡市中央区
3157 (株)グッド・パーソンズ・プレイス 非公開 非公開
3158 肉の大橋 コミュニティスペース設置による来店機会の促進 八女郡広川町
3159 楽子 小倉織を生かしたオリジナル・オーダースリング（抱っこひも）の生産及び販売展開 北九州市小倉南区
3160 (株)アンジュ 福岡県特産品を使った栄養バランスのよいエコふりかけの開発 福岡市中央区
3161 甘木飴三松堂 「クロダマル（黒大豆）」を使った“きなこ飴”の製造・販売の開始 朝倉郡筑前町
3162 からあげの感謝 超高齢社会に対応する高齢者のための移動･出張販売の事業化 久留米市
3163 (有)北伊醤油 味噌を使った新感覚調味料の開発・製造・販売 糸島市
3164 (株)れもん 無公害エコ洗浄剤のブランド化と販路開拓 北九州市小倉南区
3165 盛弘鍛冶工場 新素材を生かしたさびにくく切れ味が長寿命の包丁の製造販売による新市場進出 八女市
3166 (株)かな川 長門俵山において製造した自然素材加工品の首都圏への販売 福岡市南区
3167 テクニカルステージ ネットを利用した「共同購入」方式の導入による顧客層の拡大 北九州市八幡東区
3168 (株)ユニコン 独自塗料「ドクタークロス」の開発及び販売網構築 久留米市
3169 (有)フォーシーズンズ ＯＥＭ生産方式により、地域特産品の生産者や街づくり団体とタイアップした、新しいスイーツづくりへの挑戦 豊前市
3170 (株)クレセント貿易 非公開 福岡市東区
3171 ヘアースタジオＲ・Ｋ(高橋　尚子） 子育てママが安心して通える“貸切美容室”という新たなサービスの展開 田川市
3172 マサジアートギャラリー(其田　寿枝） 「アイアンインテリア工房」の新設による新規顧客の掘り起こし 飯塚市
3173 ＣＴＣーＬＡＮＫＡ（株） 新商品「セサミカプセル」の開発による健康食品市場への参入 久留米市
3174 (有)ファームハウス 糸島グリーンツーリズムのコーディネートサービスの提供 糸島市
3175 (有)大島鉄工 レーザー加工技術を活かした部品製作による売り上げの増大と経営の安定化 京都郡みやこ町
3176 (株)ノードキャスト 家具メーカーとの家具販売サイト受託運営による事業拡大 北九州市八幡西区
3177 (株)芦屋ボデー ユーザー志向の大型貨物車一括架装システムの構築 遠賀郡遠賀町
3178 倭の蔵米穀合同会社 高齢化社会に対応する米穀移動販売事業化への取組み 非公開
3179 ジョイサービス(株) ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ及び家賃保証ｻｰﾋﾞｽを付加した新しいﾘﾌｫｰﾑの受注形態 太宰府市
3180 （株）アポロ計画  帆布を使った鞄・雑貨等の商品開発 福岡市中央区
3181 Rプロ（坂口龍司） 糖尿病患者向けフランス料理（コース）の提供 遠賀郡遠賀町
3182 (有)間建築工房 住まいの相談窓口24時間対応新設及び付加サービスの実施による受注力強化 嘉麻市
3183 (株)エム・ケー・コンサルタント 地域の安全･安心に貢献する提案型企業への転換 福岡市博多区
3184 興亜本舗(株) MSM配合クリーム（宝樹湧）の開発・販売 福岡市中央区
3185 エコマムキッズ （黒河麻美） 「チャイルドシート、ベビーカー」のクリーニングサービス開始 飯塚市
3186 (有)来夢 子育て中の理・美容師が活躍できる、昼間限定理・美容室の運営 糸島市
3187 迅速一番（株） コピー機(複合機)保守サービス導入による収益拡大 福岡市中央区
3188 (株)AURA 非公開 福岡市中央区
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3189 高松産業(株) 非公開 北九州市八幡西区
3190 (有)エコ・フラワー 枯れない加工技術を用いて医療現場にお花で癒しを運ぶ 福岡市中央区
3191 (有)ショーワプランニング ＬＥＤ、防虫・防鳥対策商品の提案型営業の導入による下請け体質からの脱却 福岡市博多区
3192 (株)コスモウエーブ 節電支援ソフト[ＥＣＯレポ君]の販売展開 福岡市博多区
3193 (有)美容室ザボ 地域に根差した家族みんなから必要とされる「美と健康を応援する」場所づくり 太宰府市
3194 ダイビングセンター九潜（清沢義隆） 専用ビーチを活用した家族で楽しめるパドルボードスクールの開設 遠賀郡芦屋町
3195 (株)ロジ＆フーズ 飲食店オーナー秘伝の商品を小ロット生産する食品製造業への転換 古賀市
3196 からだ環境総研(株) 非公開 福津市
3197 (株)日元倶楽部 ポンプ機能インソールの効率的生産方法と販売展開 福岡市西区
3198 (株)清風会・グランドホテル清風荘（大坪高彦） 地域生活者の健康を支援する”癒しと学びの場”提供 大牟田市
3199 (有）アペックス 美容室内で安価に出来るネイルサロンの展開 福岡市南区
3200 (株)筑前もろおか アルギットニラの普及および選果場設置による収益の拡大 福岡市博多区
3201 九州溶研工業（吉村　秀樹） レーザー溶接機導入による超微細溶接への取組み 直方市
3202 サンビット(株) 人の指の感覚を持ち、食品・農産物をやさしく包み込むロボットシステムの開発 福岡市博多区
3204 後藤商店（後藤康昌） 新サービスの開始及び情報提供による本業の強化 久留米市
3205 (株)九州クラフトマンシップ 中小建築関係業者の集積（長屋方式）化による業務品質向上と受注拡大 遠賀郡水巻町
3206 (株)カナエキモノハーツ 消費者間で着物をレンタル・売買できるWebサイトの構築 福岡市博多区
3207 建築プランナー(株) 内断熱と外断熱の組み合わせによるオリジナル健幸住宅の販売 福岡市南区
3208 ヘアーモードサニー（中山博晳） 理美容師の再就職を支援する実践型スクールの運営 うきは市
3209 西日本電協(株) 電気主任管理技術者養成学校の新設 福岡市博多区
3210 ドレススタイル(石川　咲子） 自社ブランド商品によるゲストドレスレンタルショップの展開 福岡市東区
3211 (有)みつ葉企画  家族間の絆づくりの場「メモリアルデー」の企画･提案 福岡市中央区
3212 ナカソネ住設（株） 吉富町の特産和菓子開発による和菓子事業への進出 築上郡吉富町
3213 (株)たなか 高品質・高作業効率を実現する深耕振動掘取機の開発 久留米市
3214 (有)アクアシティ ペットとしての「コウイカ」の販売 遠賀郡水巻町
3215 （株）チェッカー 左ハンドル化中古車輸出事業の開始 福岡市中央区
3216 グリーンヒル(株) 地元産品にこだわった「ギフト」のプロデュース事業 久留米市
3217 伴屋(熊本　伴） 遺灰を使ったメモリアルオブジェ「ＳＯＶＡＮＩ」の開発、製造、販売 嘉麻市
3218 五嶋醤油醸造元(五嶋　俊吉)　 北九州が誇れる職人の技を活かした醤油シリーズの開発 北九州市八幡東区
3219 百済　筑紫野店（孫　溶起） 焼肉店が実施する本場韓国料理の講習会とテイクアウト販売の開始 筑紫野市
3220 エムズアシスト（山口　尚之） 独自の超鮮度過冷却冷凍冷蔵庫の開発 柳川市
3221 (有）谷工業 「低コスト」「省労力」「少臭気」の生ごみ処理機および資材の開発・製造・販売 遠賀郡遠賀町
3222 (株)栄住産業 屋根に穴を開けない磁石による太陽光パネル設置工法の開発でソーラー事業への進出 福岡市東区
3223 （株）アースインターナショナル 人の心に訴えかける「色」の効果を活用したエステティックの展開と小零細業者の代理店化 久留米市
3224 スタジオフィール(株) デジタル校正付デザインアルバム制作に伴う生産工程開発 福岡市東区
3225 (株)篠崎 甘酒の商品バリエーションの拡大並びに麹製品の新たな展開 朝倉市
3226 　ロケット石鹸(株) 塩素系漂白剤の増産及び効率的生産体制の構築 飯塚市
3227 哲研精工（橋本哲郎） 非公開 八女市
3228 喫茶・ギャラリー香房フルーレ（松浪　道子） 冷凍スコーン生地の開発によるカフェへの卸売販売 糸島市
3229 (有）ケーズファミリーコーポレーション 創作意欲実現を応援する「ものづくりカフェ」を併設したおしゃれな生活雑貨店 行橋市
3230 (株)フカノ楽器店 非公開 福岡市南区
3231 Ｇ．Ａ．Ｓ．（林　宏志） 非公開 北九州市小倉南区
3232 ごごのひだまり（細岡　伸介） 睡眠障害・ストレス軽減を目的としたメンタルヘルスケアに特化したサロンの展開 久留米市
3233 (株)SeaMans Japan 中国市場でのメディア広告事業の展開 福岡市博多区
3234 斉藤造園(斉藤　壮史） 「モデル庭園の展示による植木販売・造園工事受注」と「季節に合わせた植木のリース事業」の実施 嘉麻市
3235 原田織物(株) 博多織で包む潤いのある生活関連商品の開発 朝倉郡筑前町
3236 大谷技建（大谷精司） 非公開 久留米市
3237 内藤鮮魚店（内藤真一） オーダーメイドの魚介類加工品の製造・販売 春日市
3238 リアンホールディングス(株) 非公開 福岡市博多区
3239 竹藤開発工業(株) クレーンの能力向上による大型製缶業への参入 北九州市若松区
3240 洋菓子工房　ラ・ペ　（下坂和登） 「地元の農産物を使用した手軽に食べられる健康副食菓子」の製造・販売の開始 久留米市
3241 (株)ユトリロとバロモモ 闘病中の女性患者の好みのスタイルに合わせたウィッグ販売ならびにアフターケアの実施 春日市
3242 (株)ネットパス 顧客共有型プラットフォームの構築による会員企業の活性化 福岡市博多区
3243 九州ウォール建材（株） 内装工事の女性施工班の確立 糟屋郡篠栗町
3244 ㈲住まいるリフォーム 表装リノベーション技術を活かした中古住宅販売事業への進出 春日市
3245 (株)ハセケングループ 建築資材の運搬工程の取り込みによる売上拡大と関係性強化 嘉麻市
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3246 山ちゃんラーメン　和食処あじ彩（山田勝彦） 魚市場から直接仕入れる有明産魚介類の情報発信と低価格・鮮度重視の料理店の運営 柳川市
3247 （株）アイライフ・ハッスルパパ（加賀田博貴） リラクゼーションやマッサージのサービスも利用できるデイサービスの開始 筑紫野市
3248 SOUL FOOD(青柳和敏) 当社通販サイトの参加店に対するお客様管理機能の提供による売上げの拡大 久留米市
3249 森政食品（串間　徳男） 濃厚な味にこだわった「野菜豆腐」の製造・販売 嘉麻市
3250 (株)　吉勝 ソーシャルビジネスとしての移動式市場：買物難民解消事業 北九州市小倉北区
3251 （有）安永精工 調達・製造・販売を変革し新たなバリューチェーンの構築 柳川市
3252 (株)桑原敬事務所 非公開 太宰府市
3253 (株)筑豊有門亭 「筑豊味噌とんちゃん」の開発 飯塚市
3254 レイメイ（小谷 義憲） 社交ダンスに特化した貸衣装事業の実施 大野城市
3255 藤屋（市川孝子） オリジナルカップ寿司「ライスパフェ」の製造・販売の開始 久留米市
3256 (株)桜コーポレーション 竹林伐採と竹チップ加工販売 鞍手郡鞍手町
3257 ソエル自動車販売（濱　秀樹） 移動販売等の事業者に対する業務用車両の改造提案・販売 福津市
3258 （株）キャスティングナイン 非公開 福岡市南区
3260 菓子工房　Le　Ｂｏｎｈｅｕｒ　（古賀　美里） 美容室の来客向けに、お菓子に広告を付けて無料配布できる新たなビジネスの展開 大野城市
3261 ㈱本村製作所 新商品「アロマ減圧蒸留抽出機」の生産販売 福岡県大川市
3262 ㈲ロード＆スカイ 帽子専門店の立ち上げによる、携帯メールを活用したお客様との関係強化 遠賀郡遠賀町
3263 ｈａｉｒmake　Ｃｏｅｕｒ　（上杉亜紀子） 学生（中高生）向けの年間フリーパスの導入による長期的な顧客関係の構築 大野城市
3264 (有)柳川商事 一般廃棄物系廃プラの油化の事業化 柳川市
3265 ㈱筑綜 新仕入手法の導入と単独店の支援強化による拡販 直方市
3266 Karuna（長内 弘之） サロン滞在時間を楽しみに変える会員制個室の展開 宗像市
3267 （有）清柳食産 地域資源を使った柳川名産品の開発と柳川観光客誘致の取り組み 柳川市
3268 (有)ディシィーカンパニー グレープフルーツ種子抽出液とトルマリン水を使用した商品「魔法の消臭」の開発・販売開始 糸島市
3269 久岐通商㈱ 海上物流に適したクレーン付き倉庫の建設による生産性向上と物流サービスの提供 北九州市若松区
3270 ㈲ハシケン商事 非公開 太宰府市
3271 城後佛壇店（城後京子） 八女福島仏壇の伝統的石目漆塗技法と木工技法による１体型スピーカーシステムの開発 八女市
3272 ㈱ Ｅ-パートナーズ 『無機ＥＬを活用したオリジナル防災製品』の生産、本格的市場化 福岡市早良区
3273 ㈱シード ダンスの職業的自立を目指すhip-hopダンス教室の開催 福岡市早良区
3274 PDS企画事務所（戸嶋 謙治） 都市部単身者の食生活改善と食費節約を支援する野菜とお米の頒布会事業 春日市
3275 相良商店（相良泰志） 家庭エネルギーの安全、安心、節約志向に対応する新たな顧客接点力強化 久留米市
3276 ㈱ 創大 非公開 福岡市博多区
3277 ㈱ホスピタブル 集客成功報酬契約型広告「PassPassシステム開発および運用 福岡市博多区
3278 美由庵(美和幸二) 「ネギソース」の商品化による売上拡大 福岡市博多区
3279 （資）むつや呉服店 着物地やゆかた地でのインテリア用品の開発・販売 久留米市
3280 シタマ石灰(有) 非公開 宮若市
3281 古賀浩司法書士行政書士事務所（古賀浩） 老人会サポーター就任による司法書士業務の受注機会の拡大 筑紫野市
3282 ベビーブルーインターナショナルスクール（梅木千絵美） 託児付講座・英語レッスンの実施による育児中の母親支援 大野城市
3283 （有）Ｂｒａｎｃｈｅｓ イマージョン教育による新保育サービスの提供 福岡市博多区
3284 小野興業（小野　京介） 産業廃棄物中間処理業進出による解体工事業の総合化 久留米市
3285 ㈱井口 鳥類忌避商品及びその取り付け工事を提供するフランチャイズ事業の展開 春日市
3286 ㈱総研 「地域活性化ファンド」を活用したプロジェクトの推進 福岡市中央区
3287 高口仏壇店（高口直利） 独自商品「ミニ金仏壇」の企画開発および異業種連携による新規需要開拓 大川市
3288 グレードサービス(株) 中空ウッドデッキ床材用点字鋲の開発・販売 春日市
3289 （有）イディアパーク 見込客情報開示による中古住宅流通の活性化 みやま市
3290 マンフルはすお（蓮尾 哲也）  フェルトを生かした手づくり文字入れTシャツの製作販売 大牟田市
3291 (株)ミツノブ 久留米織の伝統と風合をもちつつ、新たな生地・デザインで、値ごろ感の婦人カジュアルを開拓・拡販 筑後市
3292 (株)大建  資産価値を向上するサステイナブルコミュニティ（持続可能な住宅地）事業 福岡市早良区
3293 (株)宗野 お客様の財産維持投資から”人生価値増殖投資”への事業の脱皮＜ブライダルに焦点をロック＞ 久留米市
3294 富士テクノエンジニアリング(株) 日本市場を独占している外国製プラグバルブの国産化 福岡市博多区
3295 トーラ(株) 熟練技術者の活用による競争力のある多能工的作業の仕組みの導入 遠賀郡遠賀町
3296 創作膳すえＧＡＲＤＥＮ（久永浩一） 手軽にプロの味が楽しめるＰＢ商品の開発 粕屋郡須恵町
3297 手づくりケーキＣａｓｉ　Ｃａｓｉ　カシカシ（柳原昌弘） ネットに特化したケーキ等の販売への転換 福岡市東区
3298 (株)　シナジー・プランズ 徘徊防止システムのレンタル及び販売展開 大野城市
3299 麺屋福芳亭（新田　幸雄） ２９０円ラーメン店のＦＣシステム導入による収益拡大 福岡市東区
3300 (有)クリーン・アップ カビや臭い対策を講じたハイレベルな清掃サービスの提供 福岡市西区
3301 モモテクネット（株） 高度なＰＣ教室開校並びに収益構造の改革 糟屋郡須恵町
3302 (株)シビルサイト 発注者の立場から工事の受注から施工管理までを支援するソフト開発 福岡市博多区
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3303 (株)ＲＪコーポレーション  インターネットを活用したブランド力強化と販売促進 福岡市中央区
3304 ＡＣＲＯＳＳ（箕野　雅之） お客様の要望・主張に近づく交通事故対応アドバイスサービスによる顧客獲得 太宰府市
3305 （有）デジタルフォト 非公開 福岡市早良区
3306 （有）吾市 地元の宗像牛を使った風船ハンバーグの提供 宗像市
3307 (株)サコダバイオ研究所 ＳＢ菌を利用した事業所用・家庭用消臭剤の開発 朝倉郡筑前町
3308 エイエス九州(有) えがお巡回清掃サービスによる売上拡大 大野城市
3309 ツカサテック（株） ＬＥＤを使った住宅・家具・仏具等向け照明器具の開発 福岡市博多区
3310  (株)富士エコ研究開発 非公開 福岡市中央区
3311 ＨＥＡＲＴＹ（幸山　尚平） 若い女性が手軽に参加できる「美」に関するミニセミナーによる新規顧客の開拓 春日市
3312 ロジカルベイト（鈴木 志典） オリジナルルアーの製造販売 太宰府市
3313 (株)竹茂 商圏及び立地特性を活かした新たな居酒屋業態の創出 福岡市博多区
3314 (有)白糸酒造 男性の多皮脂肌もケアできる良質な「酒粕パック」の開発･販売 糸島市
3315 (有)アンダーバランス  ヘアーエクステンション「ＺＵＲＵ ＧＩＲＬ」の開発 福岡市中央区
3316 スナオラボ（長尾朋貴） 体験型商品「組立て式子ども椅子『ハザイス』」の開発とそれに伴う販路及び収益の拡大 朝倉郡筑前町
3317 野口商店（野口信夫） 受験生向け新お菓子商品の開発による売上の拡大 筑紫野市
3318 古賀儀八商店（古賀賢） 柳川特産食材と創業時から引き継がれた秘伝のタレによる儀八ブランド商品の開発と販路開拓 柳川市
3319 トータルビューティープランナーヨシタケ（吉武純二） 理美容器具の中古再生事業の展開 春日市
3320 ＭＴ　works（大川達彦） 非公開 筑紫野市
3321 ㈲原田表具店 新光触媒（暗所対応型）施工による高齢者住宅の快適空間創造事業の取り組み 那珂川町
3322 ヘアースタジオくりき（栗木 重夫） 地域住民が気軽に利用できるエステサービスの提供 鞍手郡鞍手町
3323 (株)マコトプラスチック フィルムタイプのリサイクル容器の導入 嘉麻市
3324 (株)廣洋 社寺仏閣工事用全天候型足場施工コンサルティングの開発・提供 粕屋郡粕屋町
3325 高野食品（高野金作） 新たな製法による風味が豊かでソフトな食感を持つ豆腐の開発 糟屋郡須惠町
3326 (株)セゲル 　「ニューミラクル」エンジンオイル中国販売の本格展開 福岡市博多区
3327 (株)上海夢商事 福岡初！焼小龍包専門のテークアウト店の出店及び実演販売 久留米市
3328 ㈱井口タタミフスマ店 消費者のライフスタイル変化に対応した畳表替えサービスおよびチェック柄畳表製品の提供 春日市
3329 直方精機(株) 「ＳＣユニファイシステム」の自社生産現場への導入、並びに同業他社への販売 直方市
3330 かねひろ（鐘ヶ江博文） えつの加工技術を活かしたテイクアウト商品の開発 久留米市城島町
3331 (株)quattro テレアポ営業と定期ルートサービスによる売上の拡大 大野城市
3332 ＰｒｏＮａｖｉ×二又塾（二又義之） 非公開 宗像市
3333 ビューティスポット祥（時川　祥子） 化粧品販売からトータル・ビューティスポットへの事業拡大 朝倉市
3335 独楽（白川 福守） 地域の高齢者や三世代の家族連れが楽しめる和食サービスの提供 鞍手郡鞍手町
3336 (株)グリーンペダル ビジネスホテル向けの局地的フリーペーパーの配布 春日市
3337 (株)ライフ・プロデュース 非公開 福岡市博多区
3338 てらこ屋（山内誠） 麹を利用した発酵食品・サプリの新商品開発による売上拡大 大野城市
3339 筑紫野いちご農園(石橋　徳昭） 採れたて新鮮な食材を利用した体験型店舗販売による売上拡大 筑紫野市
3340 ㈾吉富理容館 頭皮エステ（ヘッドスパ）と足湯による癒しの提供 糸島市
3341 ㈱エフィックラボ 新販売生産管理システム（Simpflex V2）によるソリューションビジネスの展開 筑紫野市
3342 小島建設（小島直年） サザエなど対馬の素材をふんだんに味わえる飲食店の開業 久留米市
3343 (有)朝岡商事 ハウスクリーニングを切り口とした水廻りリフォームの需要開拓 大牟田市
3344 ㈲嶋津工作所 一般家庭を対象にした建具・家具調整・修理事業（ＮＯストレス空間創造業） 田川郡香春町
3345 かっぱ萬寿（藤田琢春） 　久留米の特産品を使用したお菓子セット商品の開発・販売の開始 久留米市
3346 ㈲案浦製作所 農作業用椅子（アグリチェアー）の開発 糟屋郡須恵町
3347 ㈱新日本環境コンサルタント 消費者の水や空気に対する不安を見える化し、対策まで含めワンストップで安心安全を提供 福岡市南区
3348 やきとり鳥花（田中公介） 独立支援「生業塾」による人材育成とＦＣ展開による経営安定化 中間市
3349 ㈱上成テクノ コンクリートの耐摩耗性に優れた表面仕上げ工法の開発と販売体制の確立 太宰府市
3350 ①(株)吉勝、②(株)とみくら、③ガレージインク（上田浩二） ソーシャルビジネスとしての移動式市場：買物難民解消事業 北九州市小倉北区
3351 ミツヤマ食品㈴ 完全無添加ダシ醤油「カツオエキソ」の開発 飯塚市
3352 ㈱ワーキングハセガワ オリジナルキャディ服のＷｅｂオーダーシステム導入 嘉穂郡桂川町
3353 Wing foot（山下友子） 足のトラブル改善になる下駄にオリジナルペイントしたオーダー華ミュールの事業化 久留米市
3354 ㈱ジャパン・トレード 住吉の韓流ストリート（福岡の新大久保）化に向けたK-POPカフェ「明洞１番地」の開業 糟屋郡篠栗町
3355 九和工業㈱ 非公開 田川郡福智町
3357 ㈱アトムエンジニアリング 牛糞とキノコ廃菌床の肥料化及び販売の開始 筑紫野市
3358 ㈱口輪野デザインオフィス ＰＴＣ式床暖房の「お試し付き」販売方法の確立 北九州市小倉北区
3359 （同）フクトレード 非公開 非公開
3360 ㈱レディースモード マタニティウェアの自社商品開発とママから娘へ思いを繋ぐリメイクサービスの提供 糟屋郡篠栗町
3361 トポスデザイン工房（東　徹太郎） 建築デザイナーによる木製玩具の企画から販売までおこなう新事業「モチャ」の構築 筑紫野市
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3362 伸太郎建築設計（小川伸太郎） 一級建築士による住宅の身近な困りごと相談サービスの提供 筑紫野市
3363 ㈱万代園 石を主役とした「自然を取り入れたプチ庭園」の提案 久留米市
3364 次郎長寿司（勝野　宜明） 冷凍寿司の商品企画・販売よる売上の拡大 筑紫野市
3365 ㈲中村商店 地元の蔵元に残る「かくし酒」のＰＢ商品化による筑後の日本酒の販売拡大 大川市
3366 ㈱稲永ガラス店 エコで快適な生活を提供する提案型企業への取り組み 朝倉市
3367 ㈱丸和技研 非公開 直方市
3368 田川産業㈱ 立体デザインの漆喰セラミックの開発と海外展開 田川市
3369 ＵＡＩ（山下晃歓） 大木産あまおうを使った製品の開発 福岡市中央区
3370 スイーツマリア(小出芳裕） 「手作り」にこだわったオーダーメイドケーキの開発およびお客様とパティシエを結びつける販売促進策 福岡市南区
3371 美容室　紗蘭（窪田こずえ） 顧客タイプに合わせた「オリジナルウィッグ」「増毛」の低価格での提供 大野城市
3372 風と野の紀行（四ヶ所　登實江） 地元産フルーツを使用したアイスクリームの商品化 久留米市
3373 ㈱三葉 特別支援教材の開発・販売事業 北九州市小倉南区
3374 ケイ・プロダクツ㈱ 高齢者・障害者の自立歩行を支援する「半自動式引き戸装置」の開発と商品化 北九州市八幡西区
3375 居酒屋いつものところ（眞鍋和好） ネットを使ったノミニケーション企画による集客 春日市
3376 ㈱牛原公善社 独居老人等の生きがい探しをサポートするための地域密着型座談会及びイベントの開催～エンディングノートに思いを託す～ 糸島市
3377 スタジオ桑野(桑野　雄大） 合格祈願グッズ「うかりマス」の開発・販売 みやま市
3378 ㈱ファーストクリエイト 不動産賃貸業から高齢者向け賃貸住宅と介護施設との複合施設の運営への転換 北九州市小倉北区
3379 川口金水園(川口　堅志） お茶の製造小売業者ならではの、お茶の楽しみ方を伝える教室の開催 八女市
3380 ㈱トータスインダストリー 健診に基づいた自主健康管理指導とサプリメントの提供事業 北九州市八幡西区
3381 ㈱イー・エル・テクノ 非公開 福岡市早良区
3382 相良矢工房(相良　弘） 矢竹の伝統技術で弓矢職人がつくる本物志向の破魔弓の製作販売 八女市
3383 ㈲クルーザーガレージ 福祉車両改造用自動車座席キットの装着によるバリアフリードライブの支援事業 北九州市八幡西区
3384 ㈱福岡茶話サービス 非公開 福岡市南区
3385 ㈲安曇 安心安全にこだわった『あずみブランド』構築による、農産物直売所の開業及び本業の強化 三井郡大刀洗町
3386 中山乳業(中山　英雄） 配達ルートを活用した手配りによる専用箱へのポスティングサービスの導入 柳川市
3387 ㈱シマブン 非公開 久留米市
3388 栄信工業(株) 鉄道設備の検査・工事における映像管理の導入 北九州市八幡西区
3389 白石製材所（白石順子） 製材業者ならではの知識を活かした個人向け商品の提案 京都郡みやこ町
3390 坂本写真館（坂本昭広） 非公開 嘉麻市
3391 蛭子屋(名) 現代の食文化に合った味噌ベースの調味料「味噌屋のキッチン“みそDip”」の開発 飯塚市
3392 (株) 中牟田商店 乳酸菌を使ったヨーグルト味の「ヨーグルとうふ」の開発 飯塚市
3393 川口自動車板金塗装（川口猶喜） 自前問診票による「サービスと価格の見える化システム」の開発・活用 飯塚市
3394 (株)アイ・インテリア 新規技法（英国技法）ﾌｫｰﾌｨﾆｯｼｭ技法の展開 飯塚市
3395 ジェラートみるく畑（大場強） 冬場対策としてのテイクアウト弁当の開発とジェラートの配達事業  飯塚市
3396 山本自動車（山本知子） 地域の社会福祉に貢献する福祉車両レンタル事業の導入 宮若市
3397 (株)九州パイリング 設計手法の高度化と杭材の品質向上による松杭地盤補強工法の全国展開 柳川市
3398  (有)江口へら絞り製作所 溶接組立行程の内製化による受注製品領域の拡大 久留米市
3400 (株)横ｍｉｘ ３Ｄモデリングによる庭園のプランニング提案 久留米市
3401 (株)ピソコモド 堀座卓のある畳収納ボックスの開発 三潴郡大木町
3402  研醸(株) 朝鮮人参エキス入りの焼酎と濃厚な樽熟成焼酎の開発・販売 三井郡大刀洗町
3403 (株)ＡＳＩＮＡ・アシナ 夏の暑さ対策を施し熱と湿度を軽減する作業用ヘルメットの開発 小郡市
3404 パソコン寺子屋（内田 祐二） ターゲットを絞った講座（シニア限定のパソコン講座、ビジネス資格講座）の提供 筑紫野市
3405 夜明の里カメミツ(株) 　亀蜜原液を使用した新商品『カメミツスッポンエキス＆酵母ファイバー』の開発および販売 朝倉市
3406 たこ焼き大王（梶原大輔） 持ち帰り店から若者の集まれる「たこやきバー」への業態転換 久留米市
3407 福田屋染物店（福田博）　 非公開 久留米市
3408 (株)白香苑 虚礼を廃した自由な葬送の導入 久留米市
3409 (有)吉田木型製作所 様々な型や形の創作支援を可能にする提案型営業の展開 八女郡広川町
3410 暖膳（古賀雅清） 中華料理・中華デザートのテイクアウト用冷凍商品の開発および販売 久留米市
3411 池亀酒造(株) ゼリーリキュール酒充填工程の改善による量産化と商品種類拡大 久留米市
3412 (有)ﾌｨｰﾙﾄﾞｳｲﾝｸﾞｼｽﾃﾑ システム開発技術を生かした太陽電池によるバックアップ電源装置の開発 朝倉市
3413 かたやま写真館（片山博行） メモリアルイメージポートレート（生前遺影撮影）の事業展開 八女市黒木町
3414 (有)ＳＮＣ 車の故障診断及び健康診断サービスの提供 福岡市中央区
3415 藍染絣工房（山村健） 技術のレベルアップを組み込んだ久留米絣のはた織り体験型サービスの提供 八女郡広川町
3416 (有)荒木泉商店 安全安心な旬の果物の食べ方を提供するパーラーの開設 大牟田市
3417 メガネの健光FUKUOKA（大武 啓介） 非公開 大野城市
3418 (株)トラヤミートセンター 新メニュー「伊都國地鶏ラーメン」の　開発と提供 糸島市
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3419 やきとり仁屋（山村仁） 焼きたての本格焼き鳥を届ける宅配サービスによる中食需要の開拓 大野城市
3420 (株)マルコー 地域の小売店を復活させる　『出前ショップ事業　』 糸島市
3421 (株)アール・ガトー 新スタイルマフィンによる売上の拡大 糟屋郡志免町
3422 (株)ＴＡＳプロジェクト 生物毒性の簡易測定キットの開発及び販売展開 福岡市早良区
3423 名田植物園（名田英輔） 誰でも簡単・手軽に栽培できるインスタント猫草の開発販売 筑紫野市
3424 中華はっちゃん（橋本憲吾） プロの味を家庭で簡単に手作りできるパック詰中華商品の製造販売 福岡市中央区
3425 ピットスタッフ（柴田正博） 内装まで含めた車診断表作成によるリペア部門の受注拡大 糸島市
3426 橋本商店（橋本芳典） 福津名産の真鯛を使用したちゃんぽん専門店の出店 福津市
3427 （同)Ｈ＆Ｓ 非公開 筑紫郡那珂川町
3428 (有)田中凸版 デジタル産業印刷機の導入による小ロットシール・ラベル印刷分野への進出 福岡市博多区
3429 (株)ピタゴラス 進学塾から就業・開業を支援するフードビジネススクールへの業種転換 福岡市早良区
3430 ＭＡＨＡＬＯぷあぷあウクレレ族（須崎恵輔） 有料老人ホームのウクレレ同好会立ち上げ支援とウクレレ工作教室によるウクレレの拡販 福岡市中央区
3431 雷山地豆腐（野田政志） 雷山地豆腐を材料とした豆腐ワッフルの開発・製造および販売 福岡市西区
3432 (有)フレイム  安価・短工期の耐震補強器具「耐震ロック」（仮称）の開発・販売 大野城市
3433 ＳＨＩＮＳＥＩ（井口紘壮） 非公開 糟屋郡粕屋町
3434 ミコー薬局（安川文俊） ほっこり温灸体験導入による漢方予防医学の普及 糟屋郡志免町
3435 武末建設（武末賢次）  茶室風の技術を取り入れた和の空間の提案 筑紫郡那珂川町
3436 (有)スタジオジャック ターゲットを絞り込んだ自社物件中古マンションのリノベーション事業の展開 春日市
3437 割烹旅館 静遊館（折居和典） 旅館で提供しているオリジナル調味料の商品化 福岡市東区
3438 サライ（北村豪司） 　新メニュー「奴国ロール・奴国餅」の開発と提供・販売の開始 春日市
3439 ＨＡＮＡＢＵＳＡ　ＲＥＡＬ　ＥＳＴＡＴＥ（副島　英宏） 「地域ニーズにあった整体院及び経営重視型整体師養成学院の設立」　 筑紫野市
3440 (株)響コーポレーション 「健康・癒し・美」を叶えるリラクゼーションサロンと整骨院の連携 大野城市
3441 (株)なかの設計 　住宅性能評価を取り入れたハウスコンサルティングサービスの開始 春日市
3442 （同）士 中国企業を利用した小ロット・低予算でのプライベートブランド商品の開発支援サービス 福岡市南区
3443 (株)デジタルネッツ 低価格・双方向・ネットワーク対応型デジタルサイネージ及び専用CMSの販売展開。 福岡市中央区
3444 三和陸運(株) 花き輸送専用ターミナルの建設による物流システムの再構築 福岡市西区
3445 (有)秋重建設 低レベル放射性廃棄物を梱包・輸送・保管するソフトコンテナの製造委託、販売 朝倉市
3446 (有)住まいる・プラン 地域に安心を提供する高齢者日常生活応援事業の展開 北九州市小倉南区
3447 添田木材(有) 間伐材を使った3×4将棋の製造・販売 田川郡添田町
3448 八祥産業(株) 板金加工業から総合ものづくり企業へ転換 北九州市小倉北区
3449 (株)イノセンス 低価格及び下取りクーポン券付きオリジナルファッションウィッグセットの開発販売 飯塚市
3450 (有)宮野建装 重曹ブラスト洗浄による環境美化サービスの提供 北九州市八幡西区
3451 (株)夢工房くらて 鞍手町の地域資源を活用した新しいカテゴリーの商品開発 鞍手郡鞍手町
3452 (有)工房よしかわ 栽培・収穫の最適化による高品質のブルーベリー提供と廃棄ロス削減 築上郡築上町
3454 (株)美容集団ｍａｒｕｍａｓａ 非公開 北九州市小倉北区
3455 サイクルショップそのだ（薗田 裕之） 自転車（ハード）とフィッティングプログラムサービス（ソフト）の提供による顧客の囲い込み事業 直方市
3456 (株)柿原工務店 木工教室で地域住民との接点を増やすことによる企業文化の改革 鞍手郡鞍手町
3457 (資)永田屋 来店が困難なお客様宅へ出向く衣料品のコーディネートの提案 久留米市
3458 (株)天年堂 筑後地区で生産されたバニラを使用した癒しグッズの商品開発と販路拡大 久留米市
3459 (有)鍵右衛門 顧客ターゲットに合わせた防犯カメラのセット販売 福岡市東区
3460  ジモコムかすや(中山　裕雄） チベット体操教室の開始と広告業への販促ノウハウ活用 糟屋郡志免町
3461 福山塗装工業（福山雅哉） インテリア塗装や特殊塗装によるデザイン性や機能性を持たせた個性ある空間の提供 みやま市
3462 メルポックル（秦 佳代） 子育てママと共同開発した育児ｸﾞｯｽﾞの販売及び子育て支援サービスの提供 久留米市
3463 (有)古賀グリーン フリーペーパー活用による安心感の訴求による個人客開拓と女性プランナーの活用 久留米市
3464 (株)エイディ・ワタナベ インターネットを利用した効率的なユーザまでの販売システムの構築 八女市
3465 堀川登録小型船舶教習所(堀川　正志） 小型船舶免許取得者を対象とした実践型船舶教習の開始 福岡市早良区
3466 (有)ユー自動車 ドアトゥドアの格安レンタカーの利用で最適な移動手段の提案 大牟田市
3467 宮崎建具（宮崎楠雄） 大川の建具技術を活かした食を演出する器（大川家具膳）の開発および販路開拓 大川市
3468 久留米建設(株)　 通常の屋根と同等の価格による木造住宅の屋上緑化の提案 久留米市
3469 (株)アメイジングポケット 「デジタルサイネージの店舗利用促進のための、レンタル事業展開」 福岡市中央区
3470 パーシモンズ（柿元 一徳） 非公開 久留米市
3471 ＢＺアドバンス(株) 新商品「大学病院・病棟業務支援システム」の開発販売 福岡市博多区
3472 (株)佐藤自動車 お客様の車の適切な安全管理に向けた情報発信システムの構築 朝倉市
3473 環日中ビジネスサポート(株) 外国人留学生進路支援・福岡プラザの開設 福岡市南区
3474 (有)ヒラヤマ 東日本への業務用需要開拓とアンテナショップによるオリジナル商品強化 春日市
3475 (名)十字屋 パーソナルスタイリスト・サービスの導入による顧客生涯価値の最大化 久留米市
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3476 (株)インプルーブ 会員制レンタルガレージ・レンタルピットネットワーク事業の立ち上げ 太宰府市
3477 松尾樫工場 樫を使用した飯台の商品開発と販路開拓 大川市
3478 (株)石川 独自塗装技術で中密度繊維板に木炭塗料を塗布した室内環境改善木炭多層合板の開発 大川市
3480 (資)味由 100%筑前町産小麦によるうどんの商品開発 朝倉郡筑前町
3481 里沙の店（田中あや子） 美と健康を意識した飲食サービス事業の展開 みやま市
3482 立山自動車工業(有) クレーン付積載車導入での早期現場復旧と収益構造改善による経営基盤安定化 久留米市
3483 (株)古賀歯車製作所 非公開 非公開
3484 (有)エルダリースタッフ 認知症者の長時間通所介護による自立支援 久留米市
3485 (株)ネクステップ 一括支払い方式による定期借地権付き戸建て住宅の販売 筑紫郡那珂川町
3486 (有)小野商店 非公開 大牟田市
3487 (株)エースフィールド 大規模展示場の設立による輸入中古車の卸売り 糟屋郡新宮町
3488 (有)ジーアールシー 顧客が納得して車を購入できるようにする為の外車のレンタル事業の推進 福岡市博多区
3489 (株)ナカムラ 新商品「漆ジュエリー」の開発及び販売展開 福岡市中央区
3490 電力総合システムズ マンションにおける高圧受電と太陽光発電による電力コストの削減 福岡市中央区
3491 (有)タナカホームサービス 物件買い取りシステムとリニューアル工事による高付加価値型住宅の提供 春日市
3492 (株)和光舎 法人向け営業の導入及び一般消費者向けの新サービス導入などによる収益拡大 粕屋郡志免町
3494 エス・エス・エル(有)  新ソフト『悟空』、『確認君』の開発及び販売展開 福岡市中央区
3495 マルック(同） 年間契約による販売促進コンサルパックの導入 筑紫郡那珂川町
3496 (有)ミワコーポレーション 安心・安全にこだわった「びわ液温灸器」と「オリーブスクワラン石鹸の開発 福岡市早良区
3497 ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｭｰｼｮｯﾌﾟｸﾎﾞﾀ（久保田　廣） 「デザイン先行からＰＴ志向へ」を採り入れたメーカーとの健康靴開発事業 糟屋郡宇美町
3498 江藤石油店（江藤　秀暢）  糸島産食材だけを使ったテイクアウト商品の開発 糸島市
3499 (有)松栄土肥産業 初心者でも植物を育てやすく、使い終わった後も処分しやすい土の製造販売 筑紫郡那珂川町
3500 すしの梅弓　筑紫野店(山崎俊輔） アイドリング時間帯を活用した、会員サービスとしての地域宅配総合サービスの展開 筑紫野市
3501 鈴木商店（鈴木一三）  高齢者福祉施設や保育園に対する安全・安心な業務用鮮魚の提供 福岡市博多区
3502 旭匠(株) 非公開 大野城市
3503 (有）亀井味楽 「大切な人を心からもてなす時に使っていただく食器の逸品」の製作と販売 福岡市早良区
3504 (有)ミュージックギャラリー福岡 調音・室内音響拡張材を活用した音場環境向上の提案 筑紫郡那珂川町
3505 はっぱねっこベーカリー（阿部輝之） 地域特性を活かした、新商品開発による店舗外販売の新規展開 筑紫野市
3506 キダキカク（喜田雅孝） デジタルサイネージを活用した美容室向け総合マーケティングサービスの提供 春日市
3507 味処まさ 野菜を使用したスイーツの開発・販売 糸島市
3508 久我土木建設(株) 非公開 太宰府市
3509 バイクショップダッシュ(宮田　朋彦） 外国産スーパーバイクに特化した、中古車再生・販売事業の新規展開 筑紫野市
3510 ブライズママ（宮崎千枝） 婚礼プロデューサーを育成する通学講座の開講 春日市
3511 アニュー二日市店(井村達也） 自然食品と「びわ温熱療法」で目指すメディカルショップ 大野城市
3512 アットクリック(株) 主婦が自宅の一室で開業できるＰＣ・スマートフォン生涯学習教室支援事業の展開 福岡市南区
3513 (株)シーノ・オフィス   タイを含むアジアへの広告を通した海外事業と弊社オリジナルの新商品開発 福岡市中央区
3514 金馬（猪股雅弘） 　新メニュー「博多水炊きラーメン」の開発と提供 筑紫野市
3515 モトショップパーティ(勝盛　義隆） ITを活用した新レスキューサービス導入と会員システム連動による顧客基盤の拡大 筑紫野市
3516 サンドラブティック（マキネス伴子） 大人の女性をターゲットにしたオリジナルバッグ・布小物の企画・製作・販売 福岡市早良区
3517 天然パン工房楽楽(石黒　貴） 全品目について卵、乳製品を使わないアレルギー対応パンへの転換 糸島市
3518 地酒の川原（川原貞子） 「酒を贈る文化」をキーワードにしたネット通販ホームページの構築による販路拡大 筑紫野市
3519 (有)旭 親子カフェのオープンによる子育てを介した地域の情報共有の場の提供 春日市
3520 (株)ＫＣｊａｐａｎ 販売目線の農業経営コンサルティングの実施 筑紫野市
3521 (株)本田電気 簡単･安価な省エネサービス｢エコネット｣でコスト削減に即効性 福津市
3522 (有)ワイルドフォト 老人介護施設等に対するホームページ掲載用動画の制作提案 福岡市中央区
3523 集客専門　魔法の看板屋（谷山和彦） マーケティングコンサルティングを通して医療機関に集患できる看板の提案 福岡市博多区
3524 アースウエル(株) 非公開 福岡市南区
3526 (株)永徳 中華まん業界に新風を吹き込む「とまとまん」の商品開発 朝倉郡筑前町
3527 ダイユウライン(株) 物流業界の工程短縮に依る低価格輸送の実現 久留米市
3528 アイレカフェレストラン（アイギュル弥由貴） トルコ王宮菓子の商品開発と直売所への出品によるトルコスイーツの拡販 築上郡吉富町
3529 みづまや商店（松永 澄江） イモビライザーキーの作成事業開始 久留米市
3530 (有）プラス観光 高齢者・要介護者の生きがいを創出する福祉観光バス運送サービスの提供 田川郡福智町
3531 カーメイク本園（本園巌） 軽自動車に特化した事故対応型レンタカー事業 柳川市
3532 (株)吉武木工  「誕生記念テーブル」の製造及び販売展開 久留米市
3533 (有)微創研 きのこ自宅栽培キットの定期便システムの事業化 築上郡上毛町
3534 荻原農園(荻原　史朗） 緑肥栽培の農産物を使った加工品の製造・販売強化 飯塚市
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3535 (同)スカイハイSKYHAY 高齢者向け「賃貸住宅供給」と「生活支援」 非公開
3537 (有)案納商店 新型製造装置による省スペース、省力化の実現 久留米市
3538 Ｊ-Ｓtyle　JIMMY　BOY(迫田　准） 髪を切って増やして帰る“ボリュームアップエクステ”の提供 遠賀郡芦屋町
3539 (株)松尾農園グループ 非公開 八女市
3540 (株)三協増改築センター 家庭菜園アドバイスを取り入れた新リフォーム営業の展開 飯塚市
3541 道路安全施設(株) 新商材ウルトラＵＶコーティングによる防滑工事・塗装工事の開拓 北九州市門司区
3542 （同）　恩愛 認知予防・改善に効果のある回想法的手法を応用したスクール形式のデイサービス みやま市
3543 (有）黒木商会 出張型トータルコーディネイトサービスと、カフリンクス「NOC」の拡販・ブランディング みやま市
3544 (有)AtoZ 納豆樹脂を活用した化粧品の開発・販売 飯塚市
3545 (株)田中技建 福祉用具体験会とリフォームセミナーの開催による介護リフォーム需要の拡大 鞍手郡鞍手町
3546 ふとんの武藤（武藤政男） 「蝶の舞枕」の開発・販売 みやま市
3547 古美術　永観堂(品川芳彦） 中国観光客の誘致と日本に眠っている「中国のお宝」発見の旅を通じて、古美術業界の活性化。 小郡市
3548 行徳謙吾商店（行徳征剛） そぼろこんにゃくの開発・販売 久留米市
3549 赤坂飴本舗（野口紘一） 恋愛成就の「恋木もち（こいのきもち）」による販路拡大 筑後市
3550 サカイ工業(株)サカイリサイクルプラザ(株) 　廃瓦を再利用したルーフチップの製造・販売 久留米市
3551 (株)巨峰ワイン ウコンワインとトマトワインの開発・販売 久留米市
3552 (有)森山文具事務機 幼児向け英会話カフェの新設 久留米市
3553 訪問理美容Offer club（中村隆志） 在宅理美容サービスの提供 久留米市
3554 TCB（富永　好正） 高齢者世帯、共働き世帯のハウスクリーニングの受注開発 久留米市
3555 ママのこだわりパンえん（山下ｻﾄﾐ） 地元特産品を使用した食パンシリーズの開発・販売 みやま市
3556 (有）ＹＯＵ 地域の高齢者への有料老人ホーム（住宅型）の提供 嘉穂郡桂川町
3557 (株)蕎麦麺工房髙尾 そば粉を使ったショートパスタの開発・製造 久留米市
3558 みつばや酒店（三葉省吾） 若松みかんを使ったリキュールの開発・販売 北九州市若松区
3559 東亜養蜂場 国産のオリジナル完熟蜂蜜と単花蜂蜜のブランドの構築 八女郡広川町
3560 (株)馬場木工 自立支援家具（テーブル等）の開発と販路開拓 大川市
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