
平成24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
3561 筑豊天国社（高本主税） 低所得者層でも安心して依頼できる略式葬の提供 田川郡福智町
3562 ㈾土師物産 お米を「日常食」から「贈り物」に変えて販売する 飯塚市
3563 ㈱パワーミート 非公開 非公開
3564 ㈱三ツ屋不動産 高齢者向け賃貸介護事業開発 北九州市八幡東区
3565 (株)エレガントウッドコーポレーション 自社オリジナル製品を活かす空間シミュレーション提案 大川市
3566 (有)ソーシャルワークサプライ 介護経験者対象の、より質の高い介護職員育成事業への進出 小郡市
3567 オートガーデン神田（藤浦誠） 女性のライフスタイルにこだわった商品提案と車販売への取り組み 朝倉市
3568 フェスタヤノデンキ（矢野　宗道） 和雑貨ギャラリー・コミュニティスペースの設置による「お年寄りにやさしい電器屋さん」の展開 朝倉市
3569 ㈲やきとり二番 看板商品【焼豚足おふくろ】の催事及びインターネット通信販売の取り組み 大牟田市
3570 ideetouch（松尾　敏実） 中小居宅介護支援事業所向けケアマネ業務支援タブレットシステムの開発 大牟田市
3571 柏原幸栄堂（柏原健二） 水引を使った生活用品・装飾品の開発 久留米市
3572 ㈱モノリス 家具用強化紙を使用した低価格「不燃化粧板」の開発 柳川市
3573 コン・フォート（楢原　三伸） 小型船外機のインターネット修理サービスの提供 久留米市
3574 と井家本舗（倉住宏） 星野村の産品の通販事業およびギフト購買代理人事業の展開 八女市
3575 ㈲丸富 焼酎廃液を原料とした植物活性剤の開発・製造・販売 久留米市
3576 (株)フクアツ 環境に優しい新しい鉄筋ガス圧接工法の取組 福岡市博多区
3577 筑洋電機㈱ 小型カスタム制御盤モデルの開発と提案営業による下請体質脱却と新規顧客獲得 筑紫野市
3578 山下インテグレート㈱ 中古車の内外装カスタマイズ対応の強化によるオリジナル車両の開発販売 宗像市
3579 川原孝行税理士事務所（川原孝行） 後継者事業承継支援事業への進出 筑紫野市
3580 ㈱トミネットワーク 熊本県産生鮮野菜と特産品等の産直市場への進出 糟屋郡志免町
3581 せき亭（関健太郎） 　特許技術を使った冷凍真空パック仕様の「はかた地どり水炊き」の開発と販売 福岡市博多区
3582 (有)プティール倶楽部伊都国 オリジナル・ハーブ調味料シリーズの開発 糸島市
3583 パティスリー・ラ・フェー(満園　伸一） 九州産食材にこだわったマカロン・ブッセのスイーツ開発 筑紫郡那珂川町
3584 Ｏｆｆｉｃｅ Ｂｒｉｏ（松本博士） 高級オリジナル鞄（爬虫類皮革）のネット直販および独立職人の組織化 福岡市早良区
3585 ㈱フジ・ツーリスト・プラザ ”自動白だし作成マシン”を活用した沖縄そば店のＦＣ展開 福岡市博多区
3586 ㈱未来技研 埋設工事を省略する車両検知器用「シート式コイル」の開発 太宰府市
3587 アルファ警備㈱ 警備依頼企業の顧客満足を実現する「ホスピタリティ警備」の展開 春日市
3588 ㈲老木園 　トース土工法と独自の灌水システムを組み合わせた屋上緑化工事の開始 久留米市
3589 ㈱TWO・GROVＥ バイオマス資材を活用した「生物的消臭方法」による殺菌もできる新消臭液の開発と販売 福岡市博多区
3590 高矢製麺㈱ ヒートポンプ並びに地下水活用システムの導入による収益力強化 行橋市
3591 ㈱ファーストソリューション MC工法を組み込んだ汚泥処理装置の開発及び事業化 福岡市早良区
3592 ㈲丸昌 焼肉の大昌園
ちっごお菓子工房ピミル・オルペミ㈱ 自家製アイスクリームの開発による顧客満足の向上 久留米市
3593 レディース鍼灸ことう（古藤　佳子） 女性鍼灸師による「女性のためのお灸教室」の開設 福岡市南区
3594 アリスビューティーカンパニー　(田畑　順一郎) 共通な施術提供から、顧客の個別症状に応じたトータル美提供のセレクトエステサロンへ 筑後市
3595 居酒屋　暖家（阿比留勝彦）  めんたいチーズ入りハンバーグの開発・製造および販売 福津市
3596 ㈱タクマ 体感型ショウルームの展開及びアフターサービスの充実による販売促進と売り上げ拡大 福岡市博多区
3597 ㈱VOIT 食育をコンセプトにしたカフェレストランならびに、オーガニックストアの開設 糸島市
3598 ㈱ＣＯＳＭＩＣ ＢＥＥ 非公開 非公開
3599 ＡＬＩＳＡスクール㈱ ＩＥＬＴＳを基軸にした英会話スクールの開講による収益の拡大 福岡市中央区
3600 ＴＯＫｉエンジニアリング株式会社 人口透析における更なる安全性確保を踏まえた医療機器の開発と改良 福岡市博多区
3601 ログ＆ソー 非公開 大川市
3602 ベークショップイワハシ 非公開 福岡市中央区
3603 株式会社水防協 一般住宅用スプリンクラーシステムの開発・事業化 福岡市南区
3604 オアシス珈琲有限会社 お湯（水）さえあれば、いつでもどこでも専門店以上の味が出せるコーヒーバッグの開発 飯塚市
3605 株式会社宮原土木建設 顧客の悩みを解決する機能性地面「スレム」「クリアストップ」「エコ舗装」「トース土工法」の販売 太宰府市
3606 有限会社アカシ イキイキシニアを応援する出張ライフフォトサービスによる収益拡大 福岡市城南区
3607 株式会社ネオコンクリート 自然調和の護岸ブロックの生産及び販売 福岡市早良区
3608 有限会社アルファー 竹ちまきの商品化及び、生産体制の確立 宮若市
3609 九州ぺッカー 手摺加工の職人技で利用者の体型や家の形状に合ったカスタマイズされた手摺の製造販売 糟屋郡粕屋町
3610 となりのグリル 「FUKUTSUラスク」の商品開発・販売 福津市
3611 加圧スタジオロイズ 高齢者を対象とした加圧トレーニングによる「介護予防」の推進 福岡市博多区
3612 株式会社エム・ケイ食品 国際衛生規格取得の衛生環境での食肉加工による顧客信頼と食肉ブランド価値向上 鞍手郡鞍手町
3613 ノニファミリー株式会社 ノニジュースをベースとした「マインドガードＤＸ」の開発 福岡市東区
3614 株式会社中国通商 観光旅行業から華僑ネットワークによるビジネスマッチング旅行業への脱皮 福岡市博多区
3615 有限会社中川フォトアトリエ フォトジェニック・アンチエイジングメイクレッスンの導入による顧客との関係強化 筑紫郡那珂川町
3616 日本がん研究所株式会社 「お酢」を活用した料理を提供するレストランの創設 福岡市中央区
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3617 料亭旅館三川屋 地元大川の食材を活かした四季折々の郷土料理の提供による観光客の集客 大川市
3618 有限会社おそうじジョーズ 住みやすい家庭環境をお手伝いするハウスクリーニング事業とネット販売への拡大 久留米市
3619 オムヘアーサロン パパとママに感動を与える赤ちゃん筆初カットができるヘヤーサロン化 福岡市南区
3620 株式会社大光研磨 航空機産業等の新規顧客向けオリジナル工具、ヘッド交換式工具の開発と販売 北九州市門司
3621 株式会社鍋島 非公開 福岡市博多区
3622 有限会社岩部 放置農業ハウスの資源有効活用によるリサイクル事業への進出 八女市
3623 大川精工株式会社 海苔の品質、及び歩留まり向上の海苔裁断用刃物の開発 大川市
3624 株式会社ハマサキ・ホールディング 1店舗２業態の複合店による相乗効果でデリバリービジネスに新しい波を！ 北九州市八幡西区
3625 株式会社ハットリアンドアソシエイツ 介護事業所向け 気づき能力開発プログラム『RIMIT』のサービス展開 北九州市小倉北区
3626 アークラプロ株式会社 非公開 筑紫野市
3627 株式会社イーストロング 地産地消を促進する地元食材の直売所の開設 福津市
3628 有限会社松川タクシー 介護旅行（外出支援）サービス事業「らく旅」の提供 宮若市
3629 サンキュウ株式会社 「飲食店の万能洗剤」をコンセプトにした「洗剤職人」の新たな販売方式の開発 福岡市博多区
3630 染織長尾 染めと織りの工房ギャラリーとしての販売転換 福岡市西区
3631 株式会社テイクスマイル 地域の高齢者に買物の楽しみと生活の潤いを提供する出向くスーパー移動販売の開発 北九州市小倉南区
3632 木村製麺所 さいふ（宰府）うどんのセット商品開発・販売と釜揚げさいふうどんの提供 太宰府市
3633 山下商店 糸島産ひじきを使った商品開発 糸島市
3634 株式会社和孝 消臭・防臭施工業務等への進出 糟屋郡篠栗町
3635 株式会社三雄 鉱物油・インク汚れを落とす低コスト・環境配慮型産業用洗剤の開発 古賀市
3638 リサイクルショップBee リサイクルネットワーク及びフリマ支援システムの構築 春日市
3639 大工家 「飫肥杉を使用した安心・安全な昔ながらの顔の見える家づくり」の提案 三井郡大刀洗町
3640 サロン葦・福岡 看護士やケアマネ等の専門家に特化した「血流療法技能」の資格取得教室の開設 糟屋郡宇美町
3641 洋菓子ルクプル ご当地キャラクター“千梅ちゃん”とタイアップしたシリーズ商品の製造・販売 太宰府市
3642 城島瓦協同組合 コスト・納期を削減しオリジナルデザインを可能にする敷瓦の製造方法の導入 久留米市
3643 柳瀬造園 冬場における庭木開発・管理のアピールと新サービスの提供 久留米市
3644 NOBU・クリーンサポート 法人向け清掃業で培った原状回復リペア技術を応用した個人向けハウスクリーニングの提供 春日市
3645 株式会社ケイ・エム・エー ＰＯＰを兼ねたフレキシブル什器の開発 福岡市博多区
3646 株式会社ピー・ビーシステムズ 超3Dシアター「4D王」の全世界展開 福岡市博多区
3647 エヌケイフーズ株式会社 鹿児島産「紅はるか」を活用した干し芋の生産・販売 八女市
3648 株式会社モーベリーホーム 空き家等の再生による世代間の中古住宅流通活性化 北九州市小倉南区
3649 オフィススプリング 西日本唯一の道の駅専門情報誌発行と道の駅周辺地域の活性化事業を展開 福岡市中央区
3650 株式会社Ｋａｎ－Ｚ 診療所や在宅療養の患者様への栄養指導サービスの提案 福岡市城南区
3651 有限会社メディカル・ファクトリー 健康をテーマにした保険外薬局事業の展開 北九州市八幡西区
3652 双和アルミ工業株式会社 部品図面作成からの一貫受注による販売拡大 太宰府市
3653 日商技研 健康・美容に効果が期待される水素ガス吸引ボトルの開発 春日市
3654 カットスタジオブレス 髪と頭皮の健康維持と回復を主体とする新たな理容サービス・サロンの提案 宗像市
3655 御菓子処やかべ 「珈琲まんじゅう」の開発 小郡市
3656 有限会社八車荘 全館まるごと貸切プランの提供 朝倉市
3657 みやざき仏壇店 大川家具とのコラボによる超薄型国産仏壇の開発と新販路開拓 大川市
3659 有限会社ヤマト 地元の休閑地を有効活用する太陽光発電導入支援サービス 八女市上陽町
3661 西日本産業株式会社 安心で便利な高齢者向け賃貸住居サービスの提供 久留米市
3662 亀田物産株式会社 塩麹たらこの開発及び飲食事業への進出 福岡市博多区
3663 株式会社たのもねっと ノックダウン生産方式による新聞販売店専用電動バイクの組立・販売 福岡市西区
3664 みどりの設景室 セミナーや草取りサービスの提供等を通じた庭園設計・施工の直接受注拡大 宗像市
3665 合資会社古蓮 国産バニラビーンズを使った高級アイスの開発 久留米市
3666 森ネーム刺繍店 コンピュータミシンと横振りミシンを融合させたオーダーメイド刺繍商品の提案 飯塚市
3667 株式会社ワールドエアコーポレーション 森林バイオマスの燃料化事業への垂直展開 福岡市博多区
3668 株式会社鳳凰国際 旧来型写真館の改造事業と高品質アルバム製作事業の展開 福岡市中央区
3669 有限会社エス・ジー・エス プライベートブランド提案による販売の組織化 筑後市
3670 一力寿司 「世界でひとつの誕生日屋」サービスの展開 糸島市
3671 株式会社アルバート コンパクトな植物工場ユニットの製造・販売事業への進出 宗像市
3672 A-team株式会社 安心安全な新鮮野菜の地産地消新流通システムの構築 久留米市
3674 フィールズ ホームページコンテンツを簡単に低コストで作成可能な新商品「Fiilse」の開発及び販売 福岡市博多区
3675 築上鶏卵株式会社 上毛町産にこだわった「卵かけご飯セット」および「放し飼い地鶏肉」の販売 築上郡上毛町
3676 有限会社クラビアート ハイクラスシニアのためのラグジュアリーミュージックサロン事業の取り組み 久留米市
3677 アクティブ総合教育センター 高齢者向け健康サポートサービスの提供 古賀市
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3678 株式会社身揺気 ＳＡＴ理論による『心のケア』と当社オリジナル運動法による『体のケア』をトータルで実施する研修プログラムの開始 古賀市
3679 平川ネットサービス 地域密着型の低価格、短納期、高品質のデータ復旧サービス 田川郡糸田町
3680 ゆい洋装店 想い出の着物をリメイクサービス 古賀市
3681 有限会社まつよし 町屋再生による高齢者シェアハウスと子育て世代支援ハウスの提案 飯塚市
3682 株式会社エスピーアイ 電気設備工事業から防犯カメラの小売業への業態転換 福岡市城南区
3683 兼定興産株式会社 消火薬剤の効率的な肥料化 久留米市
3684 株式会社カイト 自宅生活を取り戻すための「リハビリ宅老所」の新設 嘉穂郡桂川町
3685 株式会社ビジョンマルチメディアテクノロジ 非公開 筑紫野市
3686 井上本店 雛人形の飾り台（ひな壇）になる専用収納箱の開発と雛人形のセレクトショップ販売 八女市
3687 株式会社伸宅 サービス付高齢者向け住宅事業への進出による待機待ち要介護者の解消による収益拡大 柳川市
3688 アイデア・アソシエ株式会社 食油を捨てずに使いきる食油清ろ過機の開発と生産 春日市
3689 有限会社サンショウ 豆腐料理塾サービスの提供 三井郡大刀洗町
3690 有限会社トゥービック マサコートを利用した施工管理付リフォームの展開 糟屋郡宇美町
3691 有限会社クリーンハート オリジナル製法による植物性石鹸の開発 三井郡大刀洗町
3692 株式会社BOOKSあんとく 非公開 久留米市
3693 株式会社マイホームナビえんや 住宅ローン参入による「保険・金融商品」の新しい販売手法の展開 福岡市東区
3694 株式会社春和会 交通事故関連のサービスに特化した整骨院の多店舗展開 福岡市南区
3695 有限会社エイワン 「お狩場ラーメン」の商品開発・販売展開 小郡市
3696 株式会社ナカシマ水道 風呂残り湯の再利用システムの提案・販売 田川郡川崎町
3697 荒牧商店 独自のリテールサポートによる取引先（小規模菓子店など）の新規開拓 飯塚市
3698 有限会社タバル 自動車部品商を介した自動車補修用塗料の新規販売先開拓 春日市
3699 株式会社まきもと 福祉事業所と障がい者の自立を支援する物流センターの開設 福岡市東区
3700 株式会社Ｓプライム B1グランプリ公認商品（田川ホルモン鍋）と最高級ホルモン料理の商品開発と販路拡大 田川郡糸田町
3701 合同会社ワーク 鳥と魚に特化した特徴的な商品（希少種のオウム・アロアナ、手乗りに仕上げた鳥、生態系を利用した魚の育成キットなど）を取り扱うペットショップの開店 嘉穂郡桂川町
3702 百田興産株式会社 塩田跡地を活用した太陽光発電設備導入によるエネルギーの供給 福岡市中央区
3703 花祭窯 芸術性を付与した陶磁器の常設展示販売の開始及びネット販売の強化 福津市
3704 指圧・鍼灸治療院　エンジェルの里 リハビリ・機能回復・メンタルケアを強みとした、医療保険適用の訪問リハビリ指圧治療の開始 春日市
3705 株式会社ラックシステム １時間５００円レンタカー事業の導入と中古車販売強化 古賀市
3706 佐藤　健司 自社物件をデザイナーズアパート化することによる収益向上 福岡市南区
3707 イチマルデザイン 主婦の声を活かしたデザイン提案による企業リブランディングの取組 久留米市
3708 株式会社ウイルサポート 非公開 北九州市八幡西区
3709 有限会社アットコム 非公開 春日市
3710 田中製麺 新製品「米粉揚げ麺」の製品開発と販路開拓 久留米市
3711 株式会社クリア 再生路盤材を活用した
新改良土の開発・販売 八女市立花町
3712 有限会社ＭＴｅｃｈ 天然素材マーモリウム床材を使用した美術品の制作・販売及び内装工事の受注強化 遠賀郡水巻町
3713 株式会社長剣通商 非公開 春日市
3714 有限会社石垣農産物加工場 廃棄資源を有効利用した乾燥おからの生産の仕組みの構築 久留米市
3715 株式会社ＳＥＥＤ 歩行者、自転車利用者をターゲットにした屋外マンガ広告の開発と提供 福岡市南区
3716 株式会社スマート・エージェント ネットショップ用革新的3Dインタフェースの開発及びネットショップ事業支援 福岡市博多区
3717 株式会社ＳＫＹ 効果的な身体機能の回復を図るリハビリ特化型デイサービスセンターの展開 田川市
3718 有限会社ラピュタファーム レストランの集客力を活用したキッチンスタジオと加工場整備による外販強化 田川郡川崎町
3719 有限会社ヨコタウツドワーク インテリア性を持った機能性収納型デスク 大川市
3720 株式会社東誠トレーディング 大手住宅メーカーとの取引開始から邦人企業向け中国現地での木材の調達事業への展開 福岡市東区
3721 城戸酒店 オリジナルのし紙・見せる包装による贈答シーン別贈答商品セットの提案 春日市
3722 平林建設株式会社 省エネ冷暖房システム「快適めぐるんの家」の開発 久留米市
3723 株式会社富士情報デザイン 非公開 福岡市中央区
3724 有限会社広宣 広告業としてのデザイン力を生かした、ネイルサロン事業への新たな事業展開 北九州市
3725 奥竹造花店 残された高齢単身者の近況情報サービス提供による売上げ向上 京都郡みやこ町
3726 株式会社成田美装センター 非公開 久留米市
3727 ジャブアップ 文化テーマパーク的！情報コンテンツ提供と情報発信基地・マルチスペース展開 福岡市中央区
3728 有限会社みらい介護サービス 介護施設及び当社ショールーム見学と体験イベントの実施による介護用品利用者の新規開拓 柳川市
3729 有限会社フラワーリネンサービス 非公開 筑紫野市
3730 永松工業株式会社 生産漁家の高級バラ干し海苔の製造を支援するための電気バーナー乾燥機の開発 久留米市
3731 有限会社種一商店 遊び心のある最中種「メッセージ最中」の開発 春日市
3732 株式会社ああすでい 新商品「LED照明器具つき水電池（電源のいらない照明器具）」の企画・販売 春日市
3733 有限会社吉岡緑化 観賞用苔玉の製造販売を通じた地域との接点拡大による個人からの造園受注強化 遠賀郡芦屋町
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3734 株式会社大橋建設 アフターサービスを充実させるため主婦目線をとり入れた提案型の巡回営業活動の取り組み 柳川市
3735 有限会社原野製茶本舗 茶園会員制による八女茶販売の強化ならびに地域活性化の取り組み 八女郡広川町
3736 うまかつ二日市店 馬のスジ肉を乗せた「馬味噌ラーメン」の開発によるランチ営業展開 筑紫野市
3737 フク美容室 非公開 柳川市
3738 Ｄａｒｔｓ＆Ｐｕｂ　ＫＩＳＳ 地域密着型街コンを通じた販売促進と新イベント企画による売上げ拡大 糟屋郡粕屋町
3739 株式会社保利建設社 人体に無害な「真の健康住宅」の販売 糸島市
3740 吉田労務オフィス 労使間の目線に立った労務管理サービスの提供 太宰府市
3741 有限会社永髙建設 建築業から消防設備の設置・点検事業への進出 田川郡大任町
3742 Cafeりとるプリンセス 温かいもてなしパーティーを盛り上げるための無水鍋調理出張サービス 筑紫郡那珂川町
3743 株式会社遊香 当社自慢の漬けダレ再利用による明太子の新商品開発 福岡市博多区
3744 はぎお園芸 こだわりの野菜の販売拠点および通信販売の取組み 糟屋郡篠栗町
3745 株式会社ミトモ 50歳代～60歳代の女性をターゲットにしたフリーペーパーの企画及び発行物などの制作 福岡市中央区
3746 アスカコーポレーション株式会社 非公開 直方市
3747 株式会社樋口金十郎商店 容易に貼着できる、旗、幕用補強材「カドペタ」の製品開発および販路開拓 福岡市博多区
3748 株式会社ワールド・リンク 重金属汚染土の不溶化技術パッケージの販売 筑紫野市
3749 有限会社HARMONY 新役務「障がい者向けダイビングサービス」の開発および提供の展開 北九州市小倉南区
3750 株式会社かねやす 非公開 福岡市西区
3751 有限会社後藤組 一般家庭向けオリジナル土系舗装の開発・施工による雑草手入れ省略化 遠賀郡芦屋町
3752 安部味噌製造所 非公開 築上郡築上町
3753 中央製袋株式会社 非公開 久留米市
3754 株式会社九州柴田フォージング 中国子会社への設備投資による生産性向上と新規受注開拓 朝倉市
3755 株式会社ハートウェイ 整骨ノウハウを活用したデイサービス展開 北九州市小倉北区
3756 ドライジーネ 小径自転車のレンタルとサイクリングマップの提供による新規需要の開拓 太宰府市
3757 サイクルショップきくち スポーツ車のギヤセット買い替え需要への対応力強化 春日市
3758 株式会社増田桐箱店 商品マッチング及び桐箱の特殊加工による付加価値を高めた商品の企画・小売展開 古賀市
3759 株式会社太宰府園 イベントショー開催等の無料ゾーンの新設並びに「あそばなスクール」の充実 太宰府市
3760 ドッグハウスすえなが 一般家庭で飼育される犬向けのしつけ教室の開講 糸島市
3761 井手組 農家との協業体制による生キクラゲの量産化の取り組み 朝倉市
3762 野村織物有限会社 客先別製品を企画・開発する製販体制作り 八女郡広川町
3763 株式会社イデア 次世代省エネ蛍光灯の販売 福岡市博多区
3764 有限会社弥太楼 馬車による遺跡巡りサービスを付加した平日限定宿泊プランの提供 福津市
3765 すし竹 持ち帰り商品「うなぎチャーハン」の開発・販売 久留米市
3766 合資会社矢野建具製作所 高齢者向け住宅に最適なユニバーサルデザインドアの市場化 久留米市
3767 株式会社ナダヨシ 「ステンレス切り絵・似顔絵」の商品開発・販売展開 古賀市
3768 有限会社ニューげんかい 健康と美を追求したハンバーガーショップの開発展開 北九州市若松区
3769 合同会社Ｗｉｔｈ ｙｏｕ イベント企画提案によるレストラン集客支援 福岡市中央区
3770 ティーケーピーネットワーク株式会社 栄養価の高いひじきを練り込んだ新食感の麺の開発及び販売 太宰府市
3771 オーエーカンパニータケ 地域のニーズに幅広く対応する「学校・オフィス用品の“便利屋さん”」 築上郡吉富町
3772 和新工業株式会社 津波災害避難用階段「のぼーる」の開発 朝倉郡筑前町
3773 有限会社ＴＲＩＡＲＴ 非公開 飯塚市
3774 美容室オールージュ 女性向け酵素発毛法の開発＆販売 久留米市
3775 大國段ボール工業株式会社 新商品「猫の爪とぎ」の生産及び販売展開 行橋市
3776 研機株式会社

株式会社森山工作所 廃棄物乾燥機の改良開発と国内及び海外展開 福岡市博多区

3777 サンネット九州 かつら使用者の快活な生き方をサポートする“オンリーワン・マイサロン”の提案 春日市
3778 横江社会保険労務士事務所 社員の安心とモチベーションＵＰを実現する「マイ退職金シミュレーション」退職金制度の提案 春日市
3779 中原塗装 「生活費、事業経費の削減効果」を顧客毎に数値化した遮熱塗装の販売方法 田川郡福智町
3780 大漁釣具店 電子レンジでチンしてすぐに食べれるイワシのみりん干し 遠賀郡芦屋町
3781 新門司砕石工業株式会社

株式会社ヤナイ 非公開 北九州市門司区
3782 株式会社ニッショウテクノス 標準時間管理に基づいた生産工程の合理化および新工場の建設による生産性の向上 鞍手郡鞍手町
3783 株式会社エヴァブリッヂ 新型浄水器の開発・生産及びカートリッジの安定供給 筑紫郡那珂川町
3784 鬼丸豊喜窯元 商品データベースの構築と有効活用による陶器販売の拡大 朝倉郡東峰村
3785 和膳　はんなり 嘉麻市ご当地グルメ「釜めし」の真空パック販売による売上向上 嘉麻市
3786 有限会社小幡電機 非公開 春日市
3787 株式会社ファイブステージ タイにおけるレンタルカート事業 福岡市博多区
3788 有限会社マザーチキンホワイトミート 防暑対策と換気対策が同時にできる低騒音・省エネ型冷却システム「クールセルシステム」の開発 糟屋郡粕屋町
3789 ワールドメイト合同会社 県人会及び行政とのコラボによる「故郷訪問・交流ツアー」の提案 福岡市中央区

4 / 7 ページ



平成24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
3790 株式会社ラインズマン 地域スポーツ振興を核とした屋外LEDビジョン広告ビジネスモデル 福岡市博多区
3791 株式会社みつも塗装 「ＩＴを活用した塗装診断表の視覚化」による受注拡大 大野城市
3792 有限会社シンク・タンク 高齢者施設への
不動産および税金の出張相談サービス 春日市
3793 株式会社プロテクノエンジ 自社開発のエネルギー監視システムを活用した省エネ・コンサル提案による新規顧客の開拓 北九州市八幡東区
3794 両筑タクシー ジャンボタクシー時間制料金を活用したサービスの提供 朝倉郡東峰村
3795 くつろぎの里 ふる里 うら耶馬溪天然温泉の宅配サービス 非公開
3796 株式会社大津屋 ご当地ラベル商品企画とボトルラベルオーダー事業による収益性向上 嘉穂郡桂川町
3797 首藤モータース 「エンジン修理の専門店」として、バイク・農耕機械の整備からの顧客獲得 久留米市
3798 有限会社佐藤木材店 国産の木材を適材適所に活用した住宅販売事業への進出 宗像市
3799 有限会社大協産業 二重窯構造炭窯と竹炭の製造・販売 筑紫郡那珂川町
3800 有限会社みいユニホーム企画 企業・サークル等へのオリジナルロゴのデザイン及び刺繍部門強化による販路拡大 三井郡大刀洗町
3801 株式会社クラフト工芸 既存の木工製作技術を生かした、「エンディングボックス」の製造販売 大野城市
3802 きっちん西嶋 展示販売と厨房設備（中古・新品）等のトータルサポートサービスの提供 福岡市西区
3803 合同会社三宅牧場まきば 自家生産もち米を使った餅の使い方を提案する販売法導入 筑紫野市
3804 アルファウェーブシータ エステサロン開業支援ならびにスタッフ教育サービスの導入 春日市
3805 株式会社マリンテック 小型船舶用LED法定船灯の開発・生産・販売の新規展開 北九州市八幡西区
3806 九州アコン株式会社 新型吸音用壁材による収益拡大 朝倉郡筑前町
3807 株式会社GHS 新たなガラスリサイクル商品の開発による付加価値の向上と環境負荷の低減 北九州市小倉北区
3808 独楽工房 隈本木工所 ３Ｄターニングマシーンを利用した国産木材の一体成型独楽の開発と生産 八女市
3809 ニチハツ工業株式会社
ロードサイン株式会社 非公開 福岡市南区
福岡市南区

3810 フジキ印刷株式会社 高齢者の生涯学習を支援する自費出版ビジネスの展開 飯塚市
3811 有限会社モロトミ園芸 お客様に感謝の想いを届ける榊宅配サービス事業の展開 久留米市
3812 奥田土地家屋調査測量事務所 市街化区域の開発許可申請業務の受注から本業の実測および登記業務への展開 春日市
3813 株式会社ホームケアふくおか 賃貸集合住宅退去時のクロス張り替えの洗浄化による顧客収益増訴求による販売促進 春日市
3814 とり真 ヘアサロンとダイニングバーの融合による美容と飲食の新たな楽しみ方の提供 遠賀郡遠賀町
3815 福洋自動車整備工場 解体業への事業領域拡大による自動車の中古部品生産と販売の開始 筑紫郡那珂川町
3816 クリエートワン 非公開 糟屋郡志免町
3817 しふぉんはうす　あていん カラー診断を活用したシフォンケーキの顧客開拓 糟屋郡宇美町
3819 新女苑 美容・健康のトータルケアサロンの運営 うきは市
3820 合同会社ＫＫコーポレーション 新特殊法面掘削機の開発及び施工業者パートナーとの全国ネットワーク構築による販路拡大 久留米市
3821 サン・セントラル株式会社 高齢者の安否確認と買い物代行を含めた宅配事業 久留米市
3822 野呂高原園芸場 自家栽培野菜類を客自身が採取できる飲食店事業への進出 糸島市
3823 便利屋 樺島 「農家の担い手バンク」構築による、地域農業の活性化への貢献 みやま市
3824 株式会社福岡茶話サービス 非公開 福岡市南区
3825 株式会社季のせ 量産型菓子メーカー等とのコラボレーションによる菓子のＯＥＭと販売チャネルの拡大 福岡市南区
3826 セイハネットワーク株式会社 アプリ開発とデバイス導入による子どもの集中力を高めた効果的なレッスン開発 福岡市博多区
3827 株式会社堤木材 国産材の普及を促進するための強度を明確化した高品質安心木材の提供 うきは市
3828 有限会社モリナガ 近隣主婦層をメインターゲットに据えた身近で利用しやすいネイルサービスの提供 うきは市
3829 ピアチェーレ 服飾向けパーソナルカラー診断の実践的な講座開講 福岡市東区
3830 株式会社ＴＭエンタープライズ ＱＢＣ動画ニュースを使った新しい販促サービス 福岡市博多区
3831 居酒屋・たかつ 地元企業向けの交流イベント企画による、来店数向上の取り組み 古賀市
3832 有限会社スターカメラ 心の支えのペットや家族を、お客様自身が撮影できる写真スタジオの設立・運営 糸島市
3833 株式会社ぷらんにんぐＨＥＲＯ 非公開 福岡市東区
3834 もとまつデザイン事務所 データベース活用による印刷・ＷＥＢ業務の販路拡大 直方市
3835 ブラームスイシイブレッド ハトムギ入り石けんの販路拡大 久留米市
3836 株式会社ＫＭ２コーポレーション 地元銘柄「耳納いっーとん米」のレストラン店内における販売開始 うきは市
3837 麺屋一忠 女性や子供向けしょう油ラーメンの開発及び、サービスの拡充による売上の拡大 糟屋郡宇美町
3838 わたなべ電器 高齢者世帯向け「水＆電気、暮らしヘルパーサービス事業」の展開 飯塚市
3839 花ののぐち 移動販売車による花の出張販売の開始 糟屋郡志免町
3840 ツーエム金属 金属加工技術と無料診断を活用した遊具の点検・修理サービスの開始 大野城市
3841 木村内装 低価格で行うワンポイントクロス貼り替えに特化した、リフォームサービスの開始 春日市
3842 有限会社なかい印刷 ＤＭのデザイン・製作に加え、送付先Ｄ．Ｂ．作成・効果測定までのワンストップサービスの提供 北九州市小倉北区
3843 有限会社小宮鉄工所 従来課題を解決した小型船舶用照明灯の自社開発・商品化 柳川市
3844 森山工業株式会社 コンクリート製品の生産を楽にする型枠の開発及び３ＤＣＡＤ導入による生産性の向上 久留米市
3845 株式会社エスネットレンタカー IT活用による修理代車用レンタカーの稼働率向上 筑紫郡那珂川町
3846 株式会社ホスピタブル 地方特産品の韓国市場開拓に対するサポート事業の展開 福岡市博多区
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3847 新三郎商店株式会社 自然塩を使った新しいにがりの開発と販路開拓 福岡市早良区
3848 株式会社庭園空間ラボ サキュレント（多肉植物）の壁掛けの制作、販売 糟屋郡宇美町
3849 株式会社アクティバル 非公開 大野城市
3850 株式会社テレバイス 地域密着型中小企業と若者を結ぶ求人情報サービスの提供 福岡市博多区
3851 株式会社アッセン 自動化ラインで純メイドインジャパンの電動バイクのフレームの生産 久留米市
3852 有限会社作物総研 ＩＴ活用によるみかん農家への指導力向上と販路拡大支援 八女市
3853 株式会社たかお 着物の丸洗い・保管サービスによる顧客との長期的・継続的な関係の構築 うきは市
3854 有限会社アイシーアイデンタルオフィス ＣＡＤとスカイプの活用により、安心安全な補綴物を提供し、販路拡大を図る 朝倉市
3855 株式会社ヘルスコンフォート 子どもの身体能力と教養を高めるプログラムの提供 春日市
3856 あだち珈琲株式会社 非公開 大川市
3857 株式会社ニシヒロ 非公開 福岡市東区
3858 フラップリーズ ＱＲコードを活用した新サービス「ハッピーマリッジＱＲ」の販売開始 春日市
3859 株式会社福瑛舎 手軽な畑「どこでもグリーン」の商品開発・販売展開 糟屋郡粕屋町
3860 有限会社タケシゲ 提案型ショールーム開設による業務用醤油の一般消費者向け販売 福岡市南区
3861 遠賀屋 冷凍米麺の開発で、製造・卸売業への脱皮 遠賀郡遠賀町
3862 橋本食品株式会社 製造業のノウハウを活用し精肉・惣菜小売事業における生産性を向上させる取り組み 北九州市門司区
3863 株式会社ジャンプス 月額固定の低価格で利用できるエステサロン・美容室向けITサービスの提供 福岡市博多区
3864 三笠商事株式会社 非公開 福岡市博多区
3865 小野建設有限会社 自社農園の芋を利用したスイーツの新商品開発・製造 筑紫野市
3866 タコスレッド エスニック料理の宅配サービスの導入 春日市春日５－１７
3867 有限会社大豊工業
Better days有限会社 認知症対応充実のデイサービス事業の開始 筑紫郡那珂川町
春日市

3868 阿久根 古民家を活用した旅館での節句・催事、及び川下りとの連携による収益改善 柳川市
3869 株式会社マルサン醤油醸造元 本造り醤油ノウハウを利用した主婦力アップドレッシングの商品開発 筑紫郡那珂川町
3870 有限会社ファミィユ 移動販売業者との連携による高齢者への買物支援サービスの充実 糟屋郡宇美町
3871 株式会社鹿田産業 需要の創造を図るアッパースルー簾と通年仕様の籐製パーソナルチェアの開発 八女郡広川町
3872 日米ゴム株式会社 ソリッドタイヤの開発及びリサイクルシステムの構築 久留米市
3873 株式会社ワールドグローブ 「保湿性」と「吸湿性」を同時に備えた「靴下」の開発 久留米市
3874 龍宮株式会社 独自の先染め糸と精練行程による「カラフルパシーマ」の開発および直販体制の確立 うきは市
3875 株式会社エム・シークリニック 非公開 福岡市博多区
3876 有限会社内藤額縁店 裏側にもある価値を観せることができる「両面立体額縁」の開発 大川市
3877 合資会社アールウェディング 引出物宅配サービスの本格的事業展開 北九州市戸畑区
3878 山の壽酒造株式会社 非公開 久留米市
3879 ＰＬＵＳ　Ｘ１ 一杯用デザインコーヒー「MY DRIP」の開発・製造・販売 非公開
3880 有限会社高倉食品 「冷凍こんにゃくを使った味浸み佃煮」の開発・製造・販売 嘉穂郡桂川町
3881 有限会社阿津坂商事 健康に良い「杉小口スリット」の部材・商品としての販売と販路開拓 大川市
3882 九州ダンボール株式会社 新たな外装・内装箱の製造による販路拡大 筑後市
3883 株式会社小野興業 圧縮機導入によるリサイクル率の向上並びにコスト削減による業務拡大 久留米市
3884 株式会社フォトリックス 非公開 福岡市博多区
3885 ＴＳＵＲＵＭＯ オリジナルのデザイン家具「レルゴ」の制作・販売 福岡市南区
3886 株式会社ニュートリションフーズ 管理栄養士の技能を活かした壮年代・高齢者向けの健康促進事業 飯塚市
3887 麻生芳雄商事株式会社 高齢者に優しく便利な「マイホームストア」の展開 飯塚市
3888 株式会社ヴァンテック 携帯電話モジュールを活用した遠隔操作・監視装置システムの開発 久留米市
3889 コンシダレット株式会社 レンタルビデオ店の顧客特性を活かしたネイルサービスの展開 福岡市東区
3890 株式会社ちくしの郷・匠 地元地域ブランドを活かした博多和牛ハンバーグ・選べるソースの商品開発・販売 筑紫郡那珂川町
3891 有限会社このみ園 歴史資産を活用したホイロ焙煎体験と喫茶室設置による新たな販売方式の開発 八女市
3892 株式会社吉兆 複合型サービスと有料老人ホーム事業への進出による地域包括ケア事業の展開 久留米市
3893 三清株式会社 建設会社向け顧問整骨院の事業化 北九州市八幡西区
3894 株式会社ワイ･エイチ･ティ･トレーデイングカンパニー ホームビデオ編集サービス「エディットV」の開発・提供 太宰府市
3895 田中羊羹本舗 手作り羊羹の強みを生かした「型抜き羊羹」の商品開発・販路拡大 みやま市
3896 今福商店 地元企業との連携及び地元の風習を取り入れた贈答米の販売 柳川市
3897 山岡公認会計士・税理士事務所 カスタマイズした業績管理ツールの提供による顧問先の拡大 非公開
3898 Ａ・Ｃ・Ｒ麻生 商店街活性化にも寄与する毛筆筆耕とフラッシュ暗算を取り入れた教室の開業 直方市
3899 株式会社西見石材工業 文字彫り、サインに特化した商品加工・販売 久留米市
3900 株式会社こおたけ電気設備 太陽光発電システムの常設展示場の開設 福岡市西区
3901 ビューティーハウスあさひ 診断スキルを生かした育毛サービスの展開 嘉麻市
3902 ありさわバレエ 美と健康に関するイベント開催を通じた新規生徒獲得 宗像市
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3903 ジーシステム 北部九州地域の精密加工技術の部品メーカーへの提案による受注拡大 直方市
3904 有限会社アンアン ちゃんぽんのテイクアウト新商品開発・販売展開 糟屋郡宇美町
3905 有限会社トーヨー技建 他業種間ネットワークを活かした見込客の発掘とファン作り 田川郡川崎町
3906 デリカ食品株式会社 花酢のバリエーション商品開発・販売 糟屋郡須恵町
3907 有限会社永松商店 「美味しい干物を手軽にレンジでチン」の生産及び販売展開 飯塚市
3908 株式会社山川 ホルモン料理とフランス料理を融合させた創作料理の提供 糟屋郡久山町
3909 株式会社デンクウシステム 女性スタッフによるハウスクリーニングとよろずサービスの展開 久留米市
3910 活魚村 海彦 女性用海鮮メニューの開発による女性客獲得 宗像市
3911 古賀塗装店 お客様参加型の新しい塗装プランの提供 久留米市
3912 アクション・ロード 自動車関連技術を活かした遺品整理業への進出 筑紫郡那珂川町
3913 株式会社星野民藝 国産ヒノキを使った防災テーブルの製造・販売及び工場の集約による製造能力の向上 八女市
3914 有限会社ホームファニシングナカムラ 特注品・一品生産対応のCADシステム導入による生産効率改善と提案営業 大川市
3915 アトリエフラワーキッチン お花ギフト年間記念日お届けサービスの提供 糟屋郡志免町
3916 株式会社彩月 足と体の専門家（足反射区療法士）によるセミナー開催での集客と機能靴の売上向上 筑紫野市
3917 パラエストラなかがわ セミナーと連携した体験会の開催による柔術道場会員の拡大 筑紫郡那珂川町
3918 株式会社ＰＡＮＥＴ 添加物を使用しないホームベーカリー用粉セットの製造・販売 田川郡添田町
3919 二日市中央通り商店街協同組合 街中に「二日市の杜」を再現し地域文化の拠点とする 筑紫野市
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