平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

5786

承認日

H30.4.27 ネイルトリート・ルクソー株式会社

会社名等

本村 小巻

春日市惣利1-52-1

092-596-0287

電話番号

毛乳頭を破壊しない脱毛機の導入による新規顧客層の開拓

5787

H30.4.27 大志建設株式会社

志岐浩二

春日市春日原北町二丁目20番地11

092-586-7547

屋根付き足場の開発・提供

5788

H30.4.27 株式会社マルサン醤油醸造元

小串 裕昭

筑紫郡那珂川町別所１０９８番地１

092-952-2481

非公開

5789

H30.4.27 パティスリーノア

木下裕之

筑紫郡那珂川町道善5-59

092-953-5080

ノベルティや記念品等により細やかに対応可能なキャラクタークッキー、ケーキの新商品開発による収益拡大

5790

H30.4.27 エスエス産業株式会社

西藤 興治

福岡市東区松田1丁目10番16号

092-621-6531

営業支援システム構築による営業生産性の向上と多様な顧客ニーズへの対応

5791

H30.4.27 株式会社快適空間FC

鵜飼 尚弘

福岡市博多区大字下月隈58-5

092-400-7006

GNSS補正データをNetを使い配信、簡単に短時間にRover1台で計測できるシステム

5792

H30.4.27 株式会社ホゼナル

菊池欣也

福岡市博多区博多駅前3-13-18PondMumHAKATA3F

092-483-1777

入居者間や管理会社とのコミュニケーションサービスをクラウド上で一元化として提供し、安心・快適の住環境を実現。

5793

H30.4.27 株式会社FREE

高橋 友二

福岡市博多区冷泉町5番15号1F

092-262-4084

ホームページによるLEDの共同発注による低価格販売・低価格レンタル・低価格施工のサービスの提供

5794

H30.4.27 株式会社九州電化

山田 登三雄

福岡市東区社領3丁目4番8号

092-611-3461

非公開

5795

H30.4.27 キングスフィールド株式会社

浜 哲弥

福岡市西区横浜1丁目18番27号

092-984-1000

ゴルフコンディショニングとゴルフレッスンを同時に受けられる施設の開設。

5796

H30.4.27 Castle Door

城戸 千賀

非公開

090-2510-0851

非公開

5797

H30.4.27 株式会社メディアクラフト

鶴崎 洋二

福岡市南区向野２丁目３－４アンビエンテ大橋・福岡201号室

092-552-5511

製茶業の製造から販売、ＳＮＳ販促までカバーするトータルパッケージの展開

5798

H30.4.27 株式会社EPM

和田耕一

福岡市博多区博多駅東3丁目9番21号 Ｋビル603

092-409-7565

5799

H30.4.27 ホームリメイク株式会社

青木 和雄

筑紫野市上古賀4丁目17-8

092-918-6628

当社独自の塗装技術・フィルム貼り技術を活かしたマルチボックスの販売・施工の展開

5800

H30.4.27 有限会社オートリサイクルナカシマ福岡

中島 邦晃

筑紫野市大字山家4073-32

092-926-6008

非公開

5801

H30.4.27 東洋ステンレス研磨工業株式会社

門谷 豊

太宰府市水城6丁目31番1号

092-928-3733

多種多様な人材活用と高精度履歴管理を実現する機能性意匠金属材料の開発

5802

H30.4.27 有限会社吉田自動車

吉田 光一

大野城市御笠川1-12-8

092-503-4100

フルオーダーメイドによる中型レッカー車の製造・販売及びロードサービスの拡充

5803

H30.4.27 おやつ屋 風樹

吉武麻子

宗像市泉ヶ丘2-28-20

090-1972-0822

女性起業家支援ソーシャルビジネス「Grand Jour(グランジュール)」事業の展開

5804

H30.4.27 アトラス化成株式会社

穂坂 昌之

古賀市青柳184

092-942-4637

高齢者の嚥下機能を促進させる介護事業者向け食器の研究開発

5805

H30.4.27 セカンドコネクション

飯塚 貴士

古賀市青柳1290-5

092-940-4044

アメ車専門修理及び出張買取事業の展開

5806

H30.4.27 若波酒造合名会社

今村壽男

大川市鐘ヶ江752

0944-88-1225

非公開

5807

H30.4.27 株式会社高橋商店

中川 拓也

八女市本町2-22-1

0943-23-5101

清酒醸造技術を活かした高濃度プレミアム粕取り焼酎の新商品開発

5808

H30.4.27 有限会社プラネット

高杉 義隆

朝倉郡筑前町東小田3470番地5

0946-42-1150

ワンストップで健康増進を促進する施設の展開

5809

H30.4.27 株式会社ハイテック

安丸 真一

久留米市小頭町3-13さくらビル５Ｆ

0942-48-0683

非公開

5810

H30.4.27 株式会社庄分酢

高橋 一精

大川市大字榎津548番地の1

0944-88-1535

プレミアムブランド商品の開発と全国、海外への食酢類の販路拡大

5811

H30.4.27 有限会社杏里ファーム

椛島一晴

柳川市七ツ家3番地

0944-74-5333

アイスキャンデー・ジェラートの生産体制の再構築とODM及びOEM事業の展開

5812

H30.4.27 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス

中島 博之

朝倉市堤６５８－１

0946-21-0636

デジタルワークフロー技術による歯科技工サービスの向上と収益の拡大

5813

H30.4.27 平城商事株式会社

平城 賢三

久留米市上津1-10-35

0942-21-6388

医薬品医療機器等法認証の超音波害虫忌避器及び携帯型の商品展開

5814

H30.4.27 株式会社ボーテックス

堀江 圭ニ

久留米市津福本町1720-9

0942-38-4688

冷凍技術を活用したデコ寿司の改良による新たな顧客・商圏の獲得
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計画のテーマ

一般家庭の冷凍庫で過冷却状態の飲料を製造する装置の開発、販売
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承認番号

代表者氏名

所在地

5815

承認日

H30.4.27 有限会社岩部

会社名等

岩部茂隆

八女市今福１１５２－２

5816

H30.4.27 べ☆リペア

手柴 建三

非公開

5817

H30.4.27 フードアトリエ湖舟

渡辺 貴子

5818

H30.4.27 株式会社ズッペン

5819

電話番号
0943-22-3087

計画のテーマ
「中古農業ハウスバンク」の開設によるマッチング事業及び関連部材の自社生産

非公開

非公開

久留米市長門石2-3-14

0942-65-5024

非公開

森 弘子

みやま市瀬高町下庄1517-1

0944-63-2020

みやま市特産セロリを活用した製品の一貫生産ラインの構築と新規顧客等販売拡大

H30.4.27 ラックデザイン株式会社

竹下 哲司

みやま市瀬高町上庄759-1

0944-85-9536

様々な電気・機械製品に使用されるファインセラミックス素材の製造・販売への進出

5820

H30.4.27 有限会社豊中自動車

古荘 博基

遠賀郡水巻町吉田西３丁目７番３６号

093-201-6268

小型トラックの短時間車検サービスの実現とSNSの活用による新規顧客獲得・売上強化

5821

H30.4.27 株式会社 和洋食品

山本泰通

遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-18

093-201-2240

非公開

5822

H30.4.27 株式会社 山吹

凪 晋孝

北九州市小倉北区赤坂海岸8-9

093-521-2051

練り製品と北九州食材を活かした、通年販売可能なレトルトおでんの開発

5823

H30.4.27 株式会社 米七

米原 将平

北九州市小倉北区片野2－9－40第2木山ビル2Ｆ

093-383-8614

地元“北九州”に密着した「手ぬぐい」のデザインによるシリーズ化

5824

H30.4.27 株式会社カンノ製作所

賀來 康人

北九州市小倉北区上富野1-5-25

093-521-9531

5825

H30.4.27 株式会社iNUKO

那須祐助

北九州市小倉北区浅野 2-9-8小倉興産KMM南館4F

093-600-2664

非公開

5826

H30.4.27 有限会社カムカンパニー

遠山 ひとみ

北九州市若松区花野路1-1-9

093-741-3838

製造設備の導入による生産体制の強化と、地元農家等と連携した地域資源の活用による特産品開発

5827

H30.4.27 株式会社ふじた

藤田浩三

北九州市門司区柳町１丁目４－１０

093-382-0307

ぬかみそだきの新高品質レトルト化、生産ラインの整備増産による販売機会ロスの防止

5828

H30.4.27 株式会社九州発条

安心院 武彦

北九州市小倉北区重住3丁目4番25号

093-931-0484

ニッケル被膜不使用ばね製品の新生産ライン開発と確立

5829

H30.4.27 千石屋

平尾 孝市

宮若市沼口66-1

5830

H30.4.27 嘉穂食品有限会社

濱 吉徳

飯塚市大字菰田655-12

0948-22-0397

直販比率向上を目的とした高付加価値商品の開発・販売

5831

H30.4.27 和膳はんなり

古閑 大一郎

嘉麻市大隈町743

0948-57-3253

人を笑顔にする食・健康・美容のサロン運営

5832

H30.4.27 西野行政書士事務所

西野 宇志

嘉麻市漆生2611

0948-42-0445

HACCPの導入支援とセミナー実施による事業拡大

5833

H30.4.27 有限会社小野食品

小野 隆広

嘉麻市下山田230-16

0948-53-1156

同業他社との協業、及び、包装工程の自動化による、「レンジアップ総菜こんにゃく」の生産性向上

5834

H30.4.27 株式会社和田木型製作所

和田耕一

嘉麻市山野1386-5

0948-42-4044

自動化ラインに対応するための高強度、且つ重ならない真空成型トレーの開発・製造

5835

H30.4.27 辻養蜂場

辻 諒太

嘉麻市山野2055-66

0948-43-1756

世界品質GGAP認証取得で優位に立ち「嘉麻産蜂蜜」ブランドの展開を図る

5836

H30.4.27 スポーツモードオガキ

尾垣 節子

田川市伊田町10-1

0947-42-1458

店舗に専用コーナーを設けサンプル提示、実演デモ等を行う名入れ・刺繍サービスの実施

5837

H30.4.27 株式会社亀草庵

藤江敬子

田川郡川崎町大字安眞木6385-1

0947-72-7777

自然発酵食品生産体制の機械化で短納期・大量生産の実現

5838

H30.4.27 藤川椎茸園

藤川 剛

田川郡添田町桝田432

0947-82-1270

新商品「しいたけ茶漬け」等の開発・販売展開

5839

H30.4.27 株式会社ユニコン

大西 哲也

飯塚市堀池300番地

0948-52-6385

エアトラストクロスの開発 及び 販売の確立

5840

H30.5.31 アースウェル株式会社

大久保正幸

福岡市南区筑紫丘1-23-9

092-555-3315

クラウド業務管理システムと一般社団法人を活用した新業務の開発と業務評価・業務保証

5841

H30.5.31 ワールド・ホールディングス株式会社

渡邊好美

春日市大土居2丁目72番地

092-586-6673

非公開

5842

H30.5.31 株式会社エンジェルシェア

松井 智優

春日市若葉台東5-51

092-558-8554

最新フレーム修正機をつかった品質ＵＰとその可視化をユーザーに提供するサービスの展開

5843

H30.5.31 株式会社Ｈ・Ｉ

阪本 浩生

筑紫郡那珂川町上梶原876-6

092-952-6233

非公開

非公開
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同時翻訳と超指向性スピーカによる多言語同時放送の開発

非公開

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
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※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

会社名等

代表者氏名

所在地

5844

承認日

H30.5.31 株式会社阪神ミート

阪本 浩一

福岡市東区東浜2-85-20

5845

H30.5.31 非公開

非公開

5846

H30.5.31 株式会社 愛しとーと

5847

電話番号

計画のテーマ

092-645-1139

非公開

非公開

非公開

非公開

岩本 初恵

筑紫郡那珂川町今光6-23

非公開

非公開

H30.5.31 株式会社アドウェルズ

中居誠也

筑紫郡那珂川町片縄8丁目140番地

092-555-6000

非公開

5848

H30.5.31 株式会社 山水製作所

千葉 伸一

福岡市東区松島1丁目13番8号

092-611-4080

道路標識、看板における新たな生産方式の導入による新製品の開発と生産性の向上

5849

H30.5.31 株式会社博多魚嘉

藤田雅史

福岡市東区蒲田4-11-50

092-663-6363

製造設備導入による生産効率の向上と海外輸出分野への事業拡大

5850

H30.5.31 有限会社ＨＡＭＡＹＡ

濵田一郎

福岡市東区松崎３－１４－１

092-629-3232

スイーツの新商品開発を容易にし、雇用定着率向上に貢献する仕組みの導入

5851

H30.5.31 株式会社 采建築社

野村 直樹

福岡市早良区野芥4丁目45-51

092-874-7385

非公開

5852

H30.5.31 株式会社ナムザックモバイル

岡田 崇正

福岡市早良区祖原1番1号13F

092-210-2041

独自IP技術を駆使したスマホ内線化システムの開発・販売

5853

H30.5.31 非公開

非公開

非公開

5854

H30.5.31 有限会社弥永商店

弥永 照男

福岡市南区大池1-30-24

092-511-7821

5855

H30.5.31 エイムアテイン株式会社

喜納 弘子

福岡市博多区博多駅前3丁目25-24八百治ビル5F

092-477-8050

顧客のニーズを叶え業務効率化を実現するIoTスマート貸会議室の開発

5856

H30.5.31 弁護士法人菰田法律事務所

菰田 泰隆

福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル8F

092-433-8711

クラウドシステムを活用した弁護士向け業務管理支援システムの開発と運営

5857

H30.5.31 ファブスコ株式会社

江藤 邦彦

福岡市博多区博多駅前二丁目12番15号

092-432-2323

太陽光発電設備の新しい普及方法・避難所の防災用自立電源の無償設置の展開

5858

H30.5.31 株式会社 グリーンケア

柴口 由喜子

福岡市南区野間２－２－２

092-554-2177

非公開

5859

H30.5.31 株式会社ＴＴＤｅｓｉｇｎ

非公開

非公開

非公開

非公開

5860

H30.5.31 株式会社 クリアステージ

赤坂 智弘

福岡市南区大橋1-8-21大橋西口ビル4F

092-557-2666

中小零細の建設業向けシンプル積算見積販売管理システムのサービス提供

5861

H30.5.31 株式会社リノリビング

末竹 泰典

福岡市南区向野1-3-16R-BLDG 3階

092-554-2332

「フリリノ」事業のシステム導入による、リノベーション市場における顧客ニーズ最大化の達成

5862

H30.5.31 非公開

非公開

非公開

5863

H30.5.31 株式会社 ＯＫＫ ＦＯＯＤＳ

片 玉技

糸島市前原東3-16-3

092-332-8411

糸島の食材と韓国産高麗人参を用いた美容と健康にこだわった薬膳キムチの開発・販売

5864

H30.5.31 三和浄水 株式会社

牛嶋 政雄

福岡市南区清水2丁目6番14号

092-511-7171

非公開

5865

H30.5.31 株式会社グローバルギア

非公開

福岡市中央区今泉1丁目１２－８

092-737-3741

認知症予防を目的とするアプリ開発による新分野開拓

5866

H30.5.31 ＦＦＭ

非公開

大野城市南ヶ丘5丁目13－11

092-516-6600

先端的体験型オリジナルＴシャツと雑貨制作ラボラトリー機能付き店舗創設と地域特色を活かした地域密着型Tシャツ製造ファク
トリーの新設

5867

H30.5.31 株式会社 キョーワ

陽田義雄

福岡市西区今宿二丁目11番16-1号

092-806-0561

コンクリート製造における計量システムの高度化

5868

H30.5.31 有限会社ウインドデコール

秋本 静代

福岡市南区長丘2丁目3-18

092-553-7988

メーカー縫製実績を土台に、自動縫製機の増強によるさらなる高品質・短納期の実現

5869

H30.5.31 株式会社ベビーフレンド

野中史明

糸島市二丈武175-3

092-325-8123

非公開

5870

H30.5.31 株式会社ゼックフィールド

漆間 直

福岡市東区多の津１－１４－１

092-624-4335

加湿器向けモミの木フレグランスの開発とＯＥＭ生産供給体制の構築

5871

H30.5.31 株式会社SBS

渡邉 智成

福岡市中央区天神1丁目1番1号アクロス福岡１１階

092-725-7111

商品力・販売促進力の強化を目的とした、機能性食品サフランの臨床試験実施によるエビデンスの強化

5872

H30.5.31 Ｊクリエイト株式会社

中西 辰也

大野城市仲畑2丁目11-33

092-502-0332

非公開

非公開

非公開
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非公開
煮干し自動計量システムの導入による製造環境及び生産プロセスの改善

非公開

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

5873

承認日

H30.5.31 株式会社片山金型工作所

会社名等

片山 靖孝

大野城市仲畑1-19-7

092-591-2161

電話番号

非公開

5874

H30.5.31 株式会社クロワッサン

山崎 貞水

大野城市下大利1-6-29

092-584-0755

団体給食が抱える問題の解決を目的とする特殊製法パンの開発

5875

H30.5.31 クワトロデザイン株式会社

山下 陵

太宰府市水城1丁目21-10

092-555-5394

結婚式に特化した立体モザイクアート事業の展開

5876

H30.5.31 株式会社スタープラス

野屋敷 英治

非公開

5877

H30.5.31 福岡県醤油醸造協同組合

中村菊人

筑紫野市大字牛島６５番地

092-922-3831

醤油醸造における革新的集中発酵制御システムの導入

5878

H30.5.31 株式会社三松

田名部 徹朗

筑紫野市岡田３丁目１０番地９

092-926-4711

非公開

5879

H30.5.31 株式会社やきやま

合屋 輝一

糟屋郡篠栗町大字篠栗1655

(092)947-1946

新食感のこんにゃく麺の開発と、国内外への販路拡大

5880

H30.5.31 ＦＬＡＴ

小関 修平

福岡市中央区平尾2丁目12-8-301

092-692-6407

高性能CNCルーター導入による店舗家具ワンストップ生産体制強化

5881

H30.5.31 株式会社ナダヨシ

植木剛彦

古賀市青柳194

092-944-4755

5882

H30.5.31 株式会社 吉福運送

吉福 由美代

古賀市青柳２８６６－１

092-942-5875

非公開

5883

H30.5.31 有限会社 坂本産業

坂本 武志

糟屋郡新宮町湊坂３丁目１番１１号

092-962-4390

フッ素を配合した汚れの付かない塗壁材の製造・販売

5884

H30.5.31 フロンテックＰＲＯ株式会社

武田 宜臣

宗像市池田1625番地1

0940-62-5161

事業規模拡大を見据えた本社工場での製造工程改善による生産性向上と短納期出荷の実現

5885

H30.5.31 非公開

非公開

非公開

5886

H30.5.31 株式会社桜庵

谷 明世

糟屋郡新宮町原上1359-4

092-963-2147

増加するお一人様や福祉葬のニーズに対する火葬/供養/納骨までの提供

5887

H30.5.31 株式会社きさく工房

空閑 進

糟屋郡宇美町障子岳南五丁目10番地11号

092-932-6320

高機能なセミオーダー福祉機器の生産コスト削減による競争力向上

5888

H30.5.31 みつとも鍼灸整骨院

岩崎 充倫

糟屋郡新宮町三代782-11

092-963-2266

鍼灸整骨院に発毛サロンを加える事によるワンストップサービスの強化

5889

H30.5.31 有限会社福岡ティーパック加工センター

池田 宏司

糟屋郡新宮町大字三代７２７番地の１

092-963-2777

ペットボトル専用ティーパックの製品化と提案営業の実施

5890

H30.5.31 グローバルアーク株式会社

山口 純平

糟屋郡新宮町杜の宮２丁目６番７号

092-982-0240

ファミリー層を対象とした動画・空撮サービスを提供し、大手写真館との差別化を図る事業

5891

H30.5.31 有限会社 森製袋

野中 義彦

非公開

5892

H30.5.31 Ｍセラミック工房

桝本和昭

糟屋郡志免町石橋台5-9

092-936-6325

セラミック治療色合せ精度向上による生産性改善と歯科材料色調の”見える化”

5893

H30.5.31 株式会社村井工機

村井啓二

糟屋郡粕屋町江辻437

092-931-7210

川下多分野へオンデマンドな部品供給をするための生産管理システムの構築

5894

H30.5.31 濱地酒造株式会社

浜地英人

福岡市西区大字元岡１４４２

5895

H30.5.31 株式会社佑和プロテック

原 勝信

5896

H30.5.31 鯉の巣本店

上村政秀

5897

H30.5.31 田中羊羹本舗

5898

非公開

非公開

非公開

計画のテーマ

非公開

データの3次元化、及び生産管理の簡略化

非公開

梱包袋を網羅する！多種多様な製袋で販路拡大。

非公開

非公開

大野城市御笠川1-8-13

092-513-9305

非公開

久留米市田主丸町田主丸641-1

0943-72-2451

春吉店のプラチナ会員制の仕組み化による高付加価値サービスの提供

田中 美稔

みやま市瀬高町長田2624-2

0942-52-3224

みやま周遊の情報発信を行う羊羹カフェ開設

H30.5.31 株式会社タカオ

平田 輝

朝倉郡筑前町新町230-9

0946-23-1388

「あさくら豚米」のバリューチェーン構築によるブランド力向上と販路拡大の取組

5899

H30.5.31 株式会社松田家具

松田 洋一

大川市大字三丸839-3

0944-87-2292

非公開

5900

H30.5.31 株式会社髙取焼宗家

髙取栄作

朝倉郡東峰村小石原鼓２５１１

0946-74-2045

『NEO髙取焼』～器と雑貨・草木染を通して東峰村の四季を感じる新規商品の提供

5901

H30.5.31 株式会社佐藤鉄工所

佐藤克典

朝倉市杷木古賀1872-2

0946-62-0020

特定受注元依存からの脱出を目指し、既存技術を転用したゴム製品加工への新展開

4

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

5902

承認日

H30.5.31 アイスマン株式会社

会社名等

秋山 知昭

久留米市宮ノ陣3丁目6番20号

0942-27-6600

電話番号

業界に類を見ない新型製氷機（ガス含有氷製氷機及びIoT機能を標準搭載する製氷機)の開発

5903

H30.5.31 大鵬繊維工業株式会社

野田成幸

八女郡広川町一條901-1

0942-53-5155

機能性繊維の商品開発と事業化

5904

H30.5.31 有限会社原野製茶本舗

原野 弘典

八女郡広川町水原2022-1

0943-32-1776

茶の葉堂 HerbTEAの開発と販路開拓

5905

H30.5.31 株式会社宝パック

髙井良 倫生

八女市立花町谷川１２８番地の３

0943-37-1170

粉末茶加工関連設備の導入による包装加工ニーズ多様化への対応

5906

H30.5.31 有限会社 岩下鉄工

岩下繁隆

朝倉市多々連７９１

0946-52-0109

丸棒曲げ専用機械と溶接ロボット導入による、丸棒小物溶接品の優位性を向上

5907

H30.5.31 大川精工株式会社

森田 政勝

大川市三丸1115-1

0944-87-5510

海苔加工用刃物の新たな開発

5908

H30.5.31 株式会社ウエキ産業

植木正明

大川市大字九網357-1

0944-88-3388

非公開

5909

H30.5.31 日米ゴム株式会社

石丸 茂夫

久留米市京町５－１９６

0942-33-3195

微粉末廃タイヤと合成樹脂との複合材料製多目的敷物等の商品化

5910

H30.5.31 有限会社 古蓮

川口 治彦

柳川市三橋町下百町31-6

0944-72-0026

冷凍技術を使った国産うなぎの安定した提供の取組

5911

H30.5.31 旬菜弁当

宮崎 由紀

うきは市浮羽町東隈上451-9

0943-76-9221

乾燥機の導入による野菜せんべいの製造・販売

5912

H30.5.31 株式会社 サイテックス

才田 善之

朝倉市持丸806-1

0946-21-8780

非公開

5913

H30.5.31 株式会社田島織物

田島 徳昭

筑後市大字西牟田３８２６番地の１

0942-53-3673

地域資源を活かした「ちっごタオル」 ブランド確立の取り組み

5914

H30.5.31 株式会社 大川鉄工

三砂 豊博

大川市大字酒見535番地

0944-88-0033

小規模畜産農家向けバイオマス燃料を使用した燃焼装置と乾燥装置の開発

5915

H30.5.31 株式会社オートプロニーズちくご

國武 広行

筑後市熊野146-2

0942-52-4815

非公開

5916

H30.5.31 久保一織物株式会社

久保 成生

筑後市大字西牟田3771

0942-52-3092

名入れタオルから高級タオルへの事業展開の取り組み

5917

H30.5.31 株式会社コヤナギ

小柳 揚治

みやま市高田町徳島188-3

0944-22-5251

非公開

5918

H30.5.31 DOG SALON＆CAFÉ ARALE

中西 美穂

遠賀郡芦屋町高浜町9－3

093-223-4936

愛犬の皮膚トラブルを解決できるスキンケア専門店としての地位確立

5919

H30.5.31 株式会社ワークス

三重野 計滋

遠賀郡遠賀町大字虫生津1445-1

093-291-1778

CNC研削盤導入による超硬合金製球面ロッドピンの増産体制の確立

5920

H30.5.31 勝山自動車株式会社

廣石 敏文

北九州市小倉北区米町１丁目５－１５

093-521-0558

非公開

5921

H30.5.31 株式会社上津役製作所

小林 正広

北九州市八幡西区本城東四丁目13番5号

093-603-5289

高出力曲げ加工機導入による競争力強化と精密化・効率化の実現

5922

H30.5.31 タクミク・ATR合同会社

久岡道代

北九州市八幡西区上の原二丁目9番6号

093-701-6011

標準化が難しい中小企業向けクラウド型業務管理システムの提供

5923

H30.5.31 有限会社ファイン

市丸 浩

北九州市八幡西区本城東一丁目11番27号

093-692-2671

物件統括管理システムサービスの提供

5924

H30.5.31 株式会社 大東

酒井 英孝

北九州市八幡西区小嶺2丁目16-45

093-613-3311

盤用銘板作成の自動化と自動着色・修正装置の製作による省力化の実現と装置販売

5925

H30.5.31 株式会社モーベリーホーム

田代豪

北九州市小倉南区志井1-8-7

093-964-8333

南海トラフ地震に備える「お風呂貯水型耐震シェルター」等を体感できる移動式セーフルームの開発

5926

H30.5.31 株式会社 江藤電機

江藤 裕

北九州市八幡東区前田２－２－７

093-681-5338

グローバル販売品新規ベアリングヒータの開発

5927

H30.5.31 株式会社 共和工業所

古田 尚平

北九州市八幡西区陣山2丁目6番26号

093-661-1616

高速精密小型NC旋盤導入による小径製品の生産性向上

5928

H30.5.31 ダイキ工業株式会社

池田幹友

北九州市小倉北区赤坂5丁目6番64号

093-541-6081

船舶用に特化した高炉セメント系防食塗料の吹付塗装可能な防食材料と工法の開発

5929

H30.5.31 陣山技研工業株式会社

非公開

非公開

5930

H30.5.31 日建エンジニアリング株式会社

籾井 英勝

北九州市八幡西区若葉3-8-5

非公開
0949-26-9000

5
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円筒形超硬小径部品加工におけるＣＮＣ高精密研削盤導入による生産性向上
非公開
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※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

会社名等

代表者氏名

所在地

5931

承認日

H30.5.31 株式会社シスコム

岩永 満宏

北九州市門司区太刀浦海岸19番太刀浦コンテナターミナル
管理棟4階

093-332-8620

電話番号

ＥＴＣ装置を利用したトランステナーのコンテナ積み降ろし管理をするシステム開発

5932

H30.5.31 株式会社ムクノ

向野 秀定

豊前市八屋２５３３－２

0979-22-0440

地域特産品のくだものを使用した自社開発スイーツ加工の生産性の革新と六次化の推進

5933

H30.5.31 有限会社 日高印刷所

日高 慶太郎

中間市中間１丁目４番１６号

093-245-0214

オリジナルマーケティング伝票を活用した飲食店、サービス業の販売促進支援

5934

H30.5.31 松本工業株式会社

松本茂樹

北九州市小倉北区三萩野1-2-5

093-923-0388

生産設備・金型の問題点の発見、分析、対策支援の自動化ツールの開発

5935

H30.5.31 いち和株式会社

本田一郎

北九州市若松区大字有毛2464番地

093-741-1131

小型魚加工工程の機械化による「あしやみりん」の生産力拡大

5936

H30.5.31 こたに歯科クリニック

小谷 武司

北九州市小倉北区白銀1-10-14

093-923-1182

スキャナ連動型３Dプリンター導入によるインプラント手術支援装置の内製化の実現

5937

H30.5.31 冨田鉄工株式会社

冨田 伸一郎

北九州市門司区松原一丁目12番9号

093-371-1201

ディンプル加工プロセスの全自動化による生産性向上

5938

H30.5.31 株式会社国際海洋開発

丹悦夫

北九州市八幡西区御開３丁目８－１２

093-692-0171

非公開

5939

H30.5.31 三和金属株式会社

大和 啓介

北九州市若松区南二島2-13-3

093-701-3155

非公開

5940

H30.5.31 三協技建株式会社

近藤 俊介

飯塚市目尾字小坂６５７番地の３

0948-22-1900

片脚橋形クレーン設置等による鋼構造物の大型製品・特殊形状製品の生産性向上

5941

H30.5.31 株式会社南風堂

和多政博

飯塚市伊川664-3

0948-22-0829

旨み増加・高品質化・歩留まり向上・大量短納期を実現する生産体制

5942

H30.5.31 R・dot・S株式会社

棚田 義貞

飯塚市有安958-20

0948-43-4418

熟練度に頼らない高品質・高精度な木工加工を可能にする加工システムの構築

5943

H30.5.31 株式会社イーファイブ・ソリューションズ

高山幸嗣

飯塚市川津616

0948-22-5555

従来品に比べて１.２倍の保温性を有する省電力セラミック粒子ヒーターを利用した発熱システムの販売

5944

H30.5.31 有限会社日興産業

三浦 修己

飯塚市忠隈375-1

0948-22-3091

車の破損部分を高品質・高強度で修復・生成する新サービスの展開

5945

H30.5.31 株式会社森山鉄工

森山 虎一

非公開

5946

H30.5.31 株式会社萬平浪漫

犬丸 龍介

田川市伊田３４８３－６

0947-42-8859

ブリオッシュ・コン・ジェラートの開発

5947

H30.5.31 大井物産株式会社

井上 宗悦

田川市大字糒2099番地の1

0947-42-6105

クロス対応大型プリンターによる世界に一つだけのオーダーメイド壁紙制作事業

5948

H30.6.29 Be-9

富田 浩二

春日市若葉台西4丁目90-1

092-513-0721

既存顧客基盤及びSNSを活用した情報発信による中古車販の促進と紹介顧客の獲得

5949

H30.6.29 パティスリーニシムラ

西村 秀隆

春日市須玖南1-175

092-591-2114

春日の歴史を絡めた焼き菓子の商品展開

5950

H30.6.29 株式会社オーダー木材.eco

下田 浩二

春日市大土居1-123オフィスパレア春日Ⅲ3号室

092-581-1177

新規リフォーム事業による顧客開拓と九州産木材の普及活動

5951

H30.6.29 株式会社漢方サロン凛道

因幡美子

福岡市中央区黒門3-19-202

092-718-2880

非公開

5952

H30.6.29 おもちゃ屋パレット

井上慎悟

福岡市南区井尻4丁目2-37

092-575-4088

非公開

5953

H30.6.29 株式会社クリエル

下地 浩希

福岡市博多区博多駅南1-2-3博多駅前第一ビル7階

092-292-7427

人工知能を用いた、ヒートマップ機能を加えたＨＰのアクセス解析及び改善提案システム

5954

H30.6.29 株式会社Seqdio

土屋 恭平

福岡市博多区下呉服町4-31ハンドレッドビル2階

5955

H30.6.29 ひびきの電子株式会社

堀之内 英

北九州市若松区ひびきの北1-103-303

092-852-7560

低価格乳幼児見守りセンサーの試作開発：全保育園・家庭でのセンサー普及を目指して

5956

H30.6.29 タビノキセキ

長井 裕司

糸島市志摩小金丸1870-11

080-4368-5243

タンニンなめし加工の革を使用したアクセサリーの開発・販売

5957

H30.6.29 株式会社グローバルギア

非公開

福岡市中央区今泉１丁目１２－８

092-737-3741

組織型の見守り・看取り業務を改善することを目的とするアプリ開発による新分野開拓

5958

H30.6.29 有限会社 緑の農園

早瀬 憲太郎

糸島市志摩桜井４７６７

092-327-2540

ケーキの工場内直売方式から店舗機能を分離し、販売力の強化

5959

H30.6.29 株式会社タクト

岩下 斉昭

福岡市博多区竹下１丁目-１１-１２

092-432-1700

非公開

5960

H30.6.29 イメージフィールド福岡株式会社

佐々原 葉子

福岡市中央区薬院３－１３－１１－２５０

092-981-6775

地方でコンテンツ（ドラマ・アニメ）を継続制作していく環境構築の取り組みによる事業収益の確立

非公開

非公開

6

計画のテーマ

非公開

非公開
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5961

H30.6.29 株式会社全医療器

日浦 清晴

福岡市南区鶴田３丁目１６－７

092-565-1903

非公開

5962

H30.6.29 株式会社エム・アイ・エス

中村康行

福岡市西区大字今津字津本5413番地10

092-834-5131

多種バイオマス燃料を計量して定量化利用できる燃料供給機の開発

5963

H30.6.29 ヨクト株式会社

河野 敬文

福岡市西区石丸3丁目6-28-403

092-882-8757

センサーデバイスを入れたヨガマットの商品開発

5964

H30.6.29 原畳店

原 修

福津市若木台1丁目21-5

0940-43-4362

フチなし畳の高品質なスピード対応サービス事業の展開

5965

H30.6.29 有限会社クルーズ

組坂 彰一

太宰府市水城2-21-8

092-928-6731

素材を傷つけず、人、環境にやさしいEZ－Blustの商品開発・販売展開

5966

H30.6.29 ＳＡ工房

阿部 恒

太宰府市国分３丁目１９－１セジュール国分Ｂ１０５

092-929-3774

PC作図を効率化するソフト『Jw支援システム（基本図・損傷図）』の開発と提供

5967

H30.6.29 ジオマリンサイエンスリサーチ

塩屋 藤彦

太宰府市青葉台4-9-5

092-928-7457

オリジナルクレイクラフトのレンタル及び販売事業展開

5968

H30.6.29 クォーレインターナショナル株式会社

鎌田 浩嗣

福岡市博多区三筑1-1-25

092-923-0327

生オリーブオイルを組合わせた太宰府ご当地学食カレーの企画・販売展開

5969

H30.6.29 株式会社SING

中野 英司

久留米市梅満町６２番地１

092-555-2338

シリコーンメーカーだからできるオリジナルプリンの開発・販売展開

5970

H30.6.29 株式会社 芳香園

井上芳信

太宰府市宰府6-2-12

092-921-1996

「茶器の目利きにおいて高い信頼を得ている」強みを生かした、販売代行業務による利益改善

5971

H30.6.29 株式会社田名部製作所

田名部 淳

筑後市大字野町３２７－１

0942-51-7277

非公開

5972

H30.6.29 クラルテ株式会社

須﨑 利章

三井郡大刀洗町大字高樋2043-14

0942-77-4307

企業向け高品質インテリア造花の取り組みによる販路拡大

5973

H30.6.29 hair make Lutella

田中 雅美

八女市立花町山崎2021-2

0943-23-3818

「脱毛メニュー」提供によるトータルビューティサービスの強化

5974

H30.6.29 有限会社ふく太郎本部

古川 幸弘

北九州市門司区白野江１丁目２１番２４号

093-341-2950

5975

H30.6.29 非公開

非公開

非公開

5976

H30.6.29 有限会社 小倉クリエーション

渡部 英子

北九州市小倉北区大手町13-1-107

093-561-0700

「小倉織デニム生地」の開発

5977

H30.6.29 株式会社 創朋

吉田 勝彦

遠賀郡岡垣町東高倉2-21-11

093-281-5500

運行業務教育制度導入による従業員育成強化と精密部品輸送及び遺品整理事業の開始

5978

H30.6.29 有限会社 箕面開発

中原 成仁

京都郡みやこ町犀川大坂1194-1

0930-42-0808

採石事業における「情報化施工（ICT）」建機の導入による革新的生産システムの構築

5979

H30.6.29 一般社団法人九州障害者福祉サービス協会

大中 末子

北九州市小倉北区昭和町14番12-202号

093-922-9930

障害者就労支援事業と連携した高齢者向け就労支援サービスの提供

5980

H30.6.29 株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ

木場 信行

北九州市門司区松原一丁目７－７

093-381-8876

切削工具+治具+加工方法のトータル最適化による航空･宇宙向け部品製造事業の展開

5981

H30.7.31 長谷尾建設

長谷尾 積

筑紫野市大字山家658－1

092－926-1413

ペット共生住宅への特化と販路拡大

5982

H30.7.31 ナガノ電気株式会社

長野 正治

福岡市博多区光丘町2-2-18

092-928-0858

ペットの高齢化へのトータルサポートケア事業の展開

5983

H30.7.31 EPIC CRAFT

陣内 大介

非公開

092-408-8499

海外にコネクションを持つ強みを活かした「海外製高級日本車」の逆輸入販売

5984

H30.7.31 株式会社博多製麺処

岩本 志郎

太宰府市通古賀三丁目11-11サンシティ第2ビル2階C

092-928-7977

全国のラーメン飲食店に対し、福岡県特産品「ラー麦」使用麺の供給体制構築と販路拡大

5985

H30.7.31 緑水茶房

田中文男

太宰府市通古賀3-16-11

092−928−0666

非公開

5986

H30.7.31 株式会社 なみ満

永石 義隆

筑紫野市美しが丘南２－９－７

092-929-6733

そば屋の「だし」と梅を組み合わせた「太宰府梅醤油」の開発・販売

5987

H30.7.31 株式会社Carna

弥冨 明子

糸島市前原西１丁目１２-１-１０１

092-321-2356

非公開

5988

H30.7.31 株式会社スマイル・ライフ

浦川 雅代

福岡市南区清水４丁目２２番２０号１階

5989

H30.7.31 有限会社 羅漢

徳久 武洋

糸島市二丈松末1184番地1

092-331-6666

民間救急とバリアフリー宿泊施設の連携による旅行サポートと要介護者搬送サービスの開始

5990

H30.7.31 hanatolife

石川 智之

糸島市二丈浜窪390-2

092-325-1915

非公開

鹿野 美樹

福岡市西区内浜１-７-２ウエストコート姪浜西部スポーツガー
デン２F

092(407)2530

シニア世代のチアダンススクールの展開

5991

承認日

会社名等

H30.7.31 株式会社MIKI・ファニット

電話番号

非公開

非公開
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ハーブやスパイスを使った世界の薬膳料理「弁当と惣菜」の開発及び販売

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

5992

承認日

H30.7.31 Ｋｒｅｉｓ

会社名等

北古賀 昭郎

糸島市南風台7-8-3

092-334-5552

電話番号

計画のテーマ
非公開

5993

H30.7.31 有限会社マキイ

牧井 忠

福岡市中央区平尾5丁目１９-1

092-522-7000

マキイ基準によるブランド力向上及びエクスプレスレジ導入による便宜性の推進。

5994

H30.7.31 初潮旅館

非公開

糸島市二丈鹿家1735−18

092-326-5331

夜間研修・ミーティング時は専用合宿エリアを提供するビジネス合宿プランの提供

5995

H30.7.31 田園茶屋いとわ

江熊 隆之

糸島市志摩吉田1640-2

092-327-1722

お酒好きな方にも効果がある「食育」をテーマにした食の体験講座の開設

045-409-8401

自社開発の見えないコード「スクリーンコード」を使ったスマートフォンのアプリ開発

5996

H30.7.31 株式会社アポロジャパン

岸上郁子

福岡市博多区吉塚本町９−１５福岡県中小企業振興センター
10階108号

5997

H30.7.31 有限会社歌幸

非公開

糟屋郡新宮町下府１丁目７番３号

092-962-1050

鯛のあら炊きの真空パックによる冷凍レトルトの通販事業

5998

H30.7.31 オーガ自動車

南部 育央

糟屋郡新宮町下府３－３－１

092-980-5355

町工場でも次世代自動車を整備する『無料点検サービス』の展開

5999

H30.7.31 漁師・割烹 安徳丸

橋本 芳典

福津市中央2丁目5-1

0940-42-2335

地域特産品の「鯛茶漬け」を使った新商品開発と商談会出展による販路開拓

6000

H30.7.31 福津居酒屋 凛屋

中山 勇志

福津市中央4-22-30

0940-43-4500

「地鶏を使ったすき焼き・水炊き」の製品化による販路開拓

6001

H30.7.31 株式会社オネスト

甲斐 豊輝

春日市桜ケ丘2-59-201

092-558-7426

結婚相談・仲人サービスを窓口とした、保険における生涯顧客の獲得

6002

H30.7.31 ダイヤモンドセルフ博多

稲岡 淳之

春日市昇町5-139-403

090-6805-5297

中小企業向け「心の変調の数値化」によるメンタルヘルス対策メニューの提案

6003

H30.7.31 屋台屋 ぴょんきち

太田 哲英

福岡市東区馬出3丁目8-1市営浜松住宅205

090-9074-4390

従来の屋台の概念を覆す女性をメインターゲットとした健康メニューの開発

6004

H30.7.31 株式会社Total Care Laboratory

鳥飼 祥秋

春日市松ヶ丘1丁目38番地

080-5251-0638

運動と栄養の面から介護施設スタッフを育成するWEBシステム「いきいきシニアプロジェクト」の開発

6005

H30.7.31 ヤマヨシ産業株式会社

吉永 直樹

福岡市博多区博多駅南3丁目22-2第五大西ビル306-2

092-481-8186

非公開

6006

H30.7.31 株式会社エフディコミュニケーション

岩田 邦裕

福岡市博多区下川端町10番10号

非公開

非公開

6007

H30.7.31 株式会社あんしんサポート

古賀 功一

福岡市城南区飯倉1-6-25

092-843-1881

非公開

6008

H30.7.31 株式会社花畠自動車整備工場

花畠 博

久留米市藤光町108-1

0942-21-8202

非公開

6009

H30.7.31 龍爲製菓株式会社

龍 烝治

大川市新田499-500-1

0944-86-2874

小ロット対応の黒棒様菓子の開発と提案

6010

H30.7.31 株式会社磯家食品

磯野 竜哉

三潴郡大木町横溝82－3

0944-32-1138

非公開

6011

H30.7.31 合同会社いなかず商店

稲員信幸

八女郡広川町大字太田1229-1

0943-32-0054

接着剤不使用小樽の商品開発と販路拡大

6012

H30.7.31 株式会社サニタリーワン

髙瀬 好彦

行橋市南泉６丁目５番１号

0930-24-6775

非公開

6013

H30.7.31 株式会社ウィンドファーム

中村隆市

遠賀郡水巻町下二西三丁目7番16号

093-202-0081

多様な産地・多品種の有機カカオを使ったオーガニック・チョコ―レート事業展開

6014

H30.7.31 関門海峡たこ料理 千春

中内 裕子

北九州市小倉北区大田町14－50

093-541-1362

常温保存可能な、たこ本来の食感が味わえる関門海峡たこ料理のテイクアウト商品開発

6015

H30.7.31 有限会社増田水産

増田 淳三

中間市大字垣生1297-3

093-246-5530

内陸部にある魚市場内の食事処「海鮮丼市場」の観光名所としての展開

6016

H30.7.31 有限会社東宝電機産業

並川 進

飯塚市有安９５８番地２３

0948-82-5518

新型設備導入による溶接不要の新型ケーブルトレイの開発

6017

H30.7.31 株式会社スリーピースフード

藤春 優二

宮若市芹田542－2

6018

H30.7.31 楽心堂本舗株式会社

大井忠賢

田川郡福智町金田９４６

0947-22-7288

非公開

6019

H30.7.31 リフォームのかわむら

川村文明

田川市大字夏吉1849番地2

0947-50-7770

無料建物診断を入り口とした顧客満足度・信頼度の高いリフォーム事業の展開

6020

H30.7.31 マツオ印刷株式会社

松尾 亮

嘉麻市上山田407番地

0948-52-0144

A2サイズの300線高精細印刷の営業とネット通販受注の拡大

6021

H30.7.31 筑豊天国社

高本主税

田川郡福智町赤池1106

0947-28-6699

「質感の高い家族葬」に特化した新ブランドの立上げ

6022

H30.8.31 株式会社西田

大澤 夏木

太宰府市長浦台1149-1

092-931-8009

自動賞味期限シール貼付装置開発及び就労支援事業の展開

0949-32-8584

8

移動式「焼鳥」販売のノウハウをいかして、夜間営業の焼鳥宅配サービスの開発による売り上げ拡大

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

6023

承認日

H30.8.31 SAMBO Café

会社名等

下津浦 宏

太宰府市宰府1-4-30

092-555-2710

電話番号

計画のテーマ
太宰府ジビエドッグの商品開発・販売展開

6024

H30.8.31 こうじや整骨院

萩尾 寿彦

太宰府市坂本2-6-1-102

092-555-8585

東洋医学に基づいた当院オリジナルの手技療法にカッピングを組合わせる「整体カッピング療法」の導入

6025

H30.8.31 イマムラ企画

今村 左衛子

太宰府市通古賀1-4-1

092-920-7507

太宰府の魅力を伝承し発信する地域コミュニティカフェ事業の展開

6026

H30.8.31 トレモロ

加来 俊明

太宰府市観世音寺1-19-25

092-924-2888

家庭にねむるアンティーク品を回収・修理し、付加価値をつけ再利用する個人向けサービス事業の展開

6027

H30.8.31 ウミノビヨウシツ

吉村 雅仁

糸島市二丈福井6063-7

092-332-9165

海の見える美容室としてのブランド強化戦略による集客拡大

6028

H30.8.31 ＢＥＬＶＩＳＯ

吉田 倫子

福岡市博多区住吉３－５－１５

非公開

6029

H30.8.31 有限会社ニッコー・ネット

古川 淳一

福岡市博多区麦野６丁目５―２

092-402-2093

起業家を応援する「販売促進に特化したスターターパック」事業の展開

6030

H30.8.31 株式会社KLD

伊東健太

糸島市篠原東1-7-2

092-332-9788

完全予約制の来店査定による当社査定力の認知、地域顧客の拡大

6031

H30.8.31 合資会社小林文機

小林 由美

糸島市浦志２－１－３０

092-322-1135

受取手の要望を事前に聞いた「御用聞きギフトサービス」による糸島産ギフトの販売展開

6032

H30.8.31 有限会社 小川製作所

小川 秀一郎

福岡市西区今宿青木408

092-806-0303

スーパーエンプラによる高品質製品の確立

6033

H30.8.31 ヤマト機販株式会社

田代 和宏

糟屋郡粕屋町大字上大隈179番地7

092-938-9500

6034

H30.8.31 株式会社 アステック

江村 孝之

粕屋郡志免町南里4丁目6番15号

092-935-5525

非公開

6035

H30.8.31 ヒカリ瓦店

出光 達也

宗像市緑町129

0940-32-8195

住宅の屋内外のクリーニングをワンストップで提供するクリーニングサービスの展開

6036

H30.8.31 有限会社リーブス

畠中 慶三

古賀市今の庄2丁目20番48号

092-942-6515

非公開

6037

H30.8.31 ハートボックス株式会社

箱嶋 光久

糟屋郡粕屋町長者原東1丁目5-25

092-410-2821

オリジナルイラストを用いた年間販促パック事業の展開

6038

H30.8.31 有限会社松栄土肥産業

土内 力輝

筑紫郡那珂川町別所379-122

092-952-5674

国産キクラゲの生産から食品加工販売の事業展開

6039

H30.8.31 那珂川保育園どんぐりクラブ

原口 千世美

非公開

非公開

0歳から2歳児専門保育園事業の展開

6040

H30.8.31 株式会社ZERO PLUS

彌富 圭一郎

福岡市博多区博多駅南1丁目2番2号

非公開

KOLプラットフォームを構築し、それを活用した日本製品の海外通販戦略

092-432-1547

AIを組み込んだ人財の採用専用サイトチャットボット

非公開

粉体機器の製造・販売からテスト・分析までをトータルで提案可能な粉体機器商社の展開

6041

H30.8.31 株式会社 エス・エス・エル

大野 信幸

福岡市博多区博多駅東1丁目17－1 福岡東総合庁舎4階オ
フィス1(福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター)

6042

H30.8.31 有限会社自然薯王国

崎田 正司

福岡市城南区荒江1-5-11-102

092-775-8014

粉末化した自然薯未利用部分を利用した「自然薯麦とろろおかき」の開発と販路拡大

6043

H30.8.31 株式会社できる

山本克則

福岡市中央区警固2丁目13-17サムティ警固タワー1F

092-731-0055

復興支援を目的とした新電力による収益性の向上

6044

H30.8.31 株式会社池田商店

斉藤 浩

八女市立花町白木446

0943-35-0050

地域特性を生かした体験型イベントや新たな商材の差別化による積極的な販売展開

6045

H30.8.31 山本建具

山本 武

大川市大字向島735

0944-87-2990

ワンポイント組子建具の開発

6046

H30.8.31 有限会社髙田製材所

高田豊彦

大川市大字小保802番地

0944−87−6568

木材取り扱い樹種世界一のノウハウを活用した「低水分率広葉樹木材」の開発

6047

H30.8.31 カフェ・ド・バルビゾン

非公開

中間市朝霧４－８－１

093-246-3097

カフェレストランで運営するパワーストーンカウンセラー育成講座の開設

6048

H30.8.31 有限会社 北九州写眞製版社

中村 賢

北九州市八幡東区昭和2丁目1-29

093-651-0964

活版技術を生かした婚礼用ペーパーアイテムの印刷

6049

H30.8.31 親和スチール株式会社

守田 貞愛

北九州市若松区花野路二丁目１１番１０号

093-742-0512

非鉄原料業システムの品質・在庫管理のレベルアップによる「顧客提供価値」の向上

6050

H30.8.31 株式会社プレジール

川上 秀明

鞍手郡鞍手町大字中山２９３３番地２

0949-43-1515

移動事務所カーの製作と全国への販売展開

6051

H30.9.28 有限会社 鳥飼豆腐

藤 敏充

福岡市早良区石釜810-3

092-804-2639

老舗豆腐屋が作る大豆イソフラボンゼリーの開発と販路拡大

6052

H30.9.28 内野ストアー

曽田 定行

福岡市早良区内野2−4−1

092-804-6502

地域の高齢化問題を解決する「高齢者特化型宅配サービス」の事業展開

6053

H30.9.28 株式会社IKD企画

池田 祐一郎

太宰府市水城3丁目17−38

092-408-2157

カフェのショールーム化によるインテリア製品の販売施工PR事業の展開
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平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

6054

承認日

H30.9.28 株式会社189

会社名等

宮原 浩二

太宰府市水城1丁目23-38

092-405-1895

電話番号

電動エコミニカーの販売、レンタルによる、エコ・高齢化等時代ニーズに合った事業展開

6055

H30.9.28 有限会社エフツーアート

福山眞二

太宰府市内山423-1

092-555-7288

商業看板レベルの加工技術を応用した一般住宅用の表札等掲示物の製造と販売

6056

H30.9.28 株式会社太宰府工芸

矢野 和也

太宰府市内山982-1

092-924-0127

屋久杉製品の端材を有効活用した新商品開発・販売の展開

6057

H30.9.28 ノエルの樹

田中 規裕

太宰府市石坂1-2-24

092-929-0183

太宰府四季折々の「太宰府パーフェクトパフェ」の新商品開発・販売展開

6058

H30.9.28 アール・シー・アイ株式会社

行實 文子

福岡市中央区警固2-16-6フィットけやき６０５

092-711-6196

「肌に優しい」商品をベースに、アクティブ女性向け新ブランドによるＥＣ等直販の拡大

6059

H30.9.28 株式会社ユニティクス

池田 朗

福岡市中央区春吉三丁目21-18第１０ダイヨシビル１００２号

092-707-0267

弊社特許技術を使った遠隔監視システムのスマート工場、他市場への展開

6060

H30.9.28 ミカドコーポレーション株式会社

小西 竹丸

福岡市博多区金の隈2丁目1番５号

092-513-9850

最新式の静音型支柱打込機械の導入で公共工事における周辺住民の不安を解消

6061

H30.9.28 美容室 優

曽根田 きよ
み

糸島市波多江駅南１丁目１９-１３

非公開

非公開

6062

H30.9.28 非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

6063

H30.9.28 株式会社いとしのいとしま

馬淵 崇

糸島市志摩津和崎33-1

非公開

非公開

6064

H30.9.28 アロマの工房 香の宮

非公開

非公開

非公開

非公開

6065

H30.9.28 まんまる食堂

森 裕美

糸島市前原中央3丁目16-18

092-329-0077

地元食材を生かしたミネラル豊富な“ひじきカレー”の開発

6066

H30.9.28 有限会社 KidsOnly

藤 香織

古賀市筵内274-1

092-940-1605

ゴルフ場・量販店向けゴルフジュエリー製造提案事業の展開

6067

H30.9.28 有限会社粕屋じゅうたんクリーニング工場

鶴﨑 和子

糟屋郡粕屋町花ヶ浦４－１６－２

092-939-0493

業務用クリーニングのノウハウを活かし、介護施設の私物クリーニング事業の本格拡大

6068

H30.9.28 合同会社おもむき屋

高石 純子

福津市渡1548-2

0940-72-6223

福津をイメージしたお洒落な洋風ようかんの開発・販売展開

6069

H30.9.28 あじあんカフェ＆バル ビンタン

南之園 和巳

福津市渡1892-46

0940-62-6322

非公開

6070

H30.9.28 有限会社スポーツ館

小田 学

古賀市千鳥2-21-14

092-942-6630

小ロット・短納期を可能とするマーク加工業務の拡張

6071

H30.9.28 居食屋 和虎

榎下 武志

福岡市博多区博多駅南1-14-3-1F

092-473-1512

出張で来福されるビジネスマンに博多の文化を発信できる居酒屋とバーの展開

6072

H30.9.28 株式会社 漢方サロン凛道

因幡美子

福岡市中央区黒門3-19-202

092-718-2880

非公開

6073

H30.9.28 信和工業株式会社

河村秀隆

福岡市博多区東那珂1丁目13番58号

092-411-4184

ロボットによる無人加工からの生産性向上及び新たな多品種少量生産への対応

6074

H30.9.28 株式会社トーマスリビング

長谷 裕光

福岡市博多区博多駅東1-9-1PAビル1F

092-432-0768

新賃貸物件管理システム導入による、生産性向上及び業務効率化の実現

6075

H30.9.28 ナカミ・ジャパン株式会社

中島 栄治

福岡市西区福重5-4-11岩坪ビル1-A

092-891-0942

各種探査技術を基にした小規模施設向け 更生ライニング・洗管事業の展開

6076

H30.9.28 レイナ株式会社

末永 千晶

福岡市中央区渡辺通1-1-1

092-781-7015

非公開

6077

H30.9.28 株式会社ワーコンプロジェクト

青木 比登美

福岡市博多区博多駅南1-4-10

092-409-0461

最先端IoTを利用して家に居ながらにして医療機関と同等の医療・介護が受けられるケアシステム

6078

H30.9.28 有限会社志岐インテリア工業

志岐直樹

大川市大字榎津８１３

0944-74-5361

低価格で多機能のインテグレート家具の開発

6079

H30.9.28 有限会社 アサノ自動車

浅野 佑志

久留米市国分町1620-1

0942-21-3220

最新設備と多能工化で生産性の高いワンストップ自動車修理工場の実現

6080

H30.9.28 株式会社GARAGE.MIRACLE

松崎 美樹

八女市酒井田865-1

0943-23-9001

6081

H30.9.28 株式会社湖月

宮崎 嘉人

久留米市小頭町6-1

0942-34-2598

極く薄皮（0.35ｍｍ）の餃子製造機導入による生産性の向上で販路拡大

6082

H30.9.28 ベーカリーさくらい

櫻井 茂

北九州市若松区二島5丁目1-2

093-791-0540

自家製パンを使用したオーダーサンドイッチの開発・販売・周知

6083

H30.9.28 みのり

鸖田 稔

遠賀郡水巻町吉田南1-2-2

非公開

非公開

6084

H30.9.28 非公開

非公開

非公開

非公開

非公開
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車両運搬車導入による高齢者向けの自動車整備・点検・処分サービスと保険事業の業務展開
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承認番号

代表者氏名

所在地

6085

承認日

H30.9.28 有限会社北山建設

会社名等

非公開

京都郡みやこ町勝山黒田380-1

電話番号

6086

H30.9.28 エクシード

戸村 賢次郎

遠賀郡岡垣町戸切301

093-281-3885

最新平面研削盤導入によるオリジナル多用途治具の新規販売

6087

H30.9.28 ぴりかのんの

小川 祐合香

行橋市北泉4丁目14-52-2F

050-1174-5839

行橋の名産でつくる口に入れても安心な入浴剤の開発及び製造販売

6088

H30.9.28 福琉工業株式会社

堤 浩之

北九州市小倉北区高浜１丁目1-1

093-967-9620

圧力容器を含む特注設備の設計、製作、据付工事までの一貫体制の確立

6089

H30.9.28 増成動力興業株式会社

渡 壽男

北九州市小倉南区長野一丁目５番７号

093-475-7900

レーザークリーニング装置導入による新しい設備メンテナンス工事の確立

6090

H30.9.28 株式会社 鹿島技研

原中 律子

嘉麻市鴨生１番地９

0948-42-7071

鉄骨造の建物用鉄骨・基礎部品・接合金物を一貫供給する体制の構築による競争力強化

6091

H30.9.28 株式会社トーン

江藤 裕仁

飯塚市忠隈71番地4

0948-26-4777

地方のフリーペーパー業者に対する、当社ポータルサイトのクラウド版、及び、運営ノウハウの提供

6092

H30.9.28 有限会社 エフテック

冨田 治彦

田川郡川崎町大字田原1158-1

0947-47-4030

最新車検設備・システムの導入による生産性並びに顧客満足度の向上

非公開

計画のテーマ
非公開

6093

H30.10.31 株式会社 岳将

岳 将士

春日市須玖南6丁目149番地2

092-501-7434

非接触給電方式による超音波加工ユニットの製造販売

6094

H30.10.31 AT LOB

榎田 一与

春日市須玖北6-50

090-4581-4111

日本料理屋の味と家庭の味を両立し、多様な食形態を提供できる給食宅配サービス

6095

H30.10.31 株式会社ユアーズ

早川 修

春日市春日1-101

092-592-2758

中古車販売の増加につながる、子育て世帯向けを中心とするレンタカー事業の展開

6096

H30.10.31 株式会社カームフル

佐藤 圭

福岡市南区平和1-1-1インレット平和102号

092-525-1423

短期集中スタイリスト育成プログラム

6097

H30.10.31 株式会社 グリーンケア

柴口 由喜子

福岡市南区野間2-2-2

092-554-2177

非公開

6098

H30.10.31 株式会社マヌカンピス

柊崎 庄二

福岡市南区大楠3-26-27

092-522-8915

ジャストインタイムを実現する洋菓子店の生産・物流体制の改革

6099

H30.10.31 株式会社 アダマス

小森田 一夫

太宰府市宰府三丁目2-7

092-923-9032

ラフストーン(原石）ジュエリーの販売による販路拡大

6100

H30.10.31 プラスワン

仁田原 晃

太宰府市水城6丁目33-21

090-7124-8937

50℃洗浄コーヒー豆の商品化と販路拡大

6101

H30.10.31 サルーテ

檀 和明

太宰府市内山663-11

092−929−4633

竈門神社と同じ水源を利用した「赤い糸イタリアンシリーズ」による女性参拝客の取込み

6102

H30.10.31 トップリライアンス福岡

田中 秀明

福岡市博多区竹下1丁目11番11号

092-409-3753

日本国内において死亡した外国人の葬儀・海外遺体搬送等のサポートサービス展開

6103

H30.10.31 ブレンド野草茶-suu-

加藤 美帆

非公開

6104

H30.10.31 パティスリー・グリュック

安永 紀也

糸島市前原西5-9-33

092-323-1660

糸島産の特産品を使ったバターサンドとマカロンサンドによる販路開拓

6105

H30.10.31 有限会社 喜八荘

宮﨑 美佐子

糸島市二丈吉井3504番地の1

092-326-5011

故人を偲ぶ新たな法事サービスの導入による新規宿泊客の取り込み

6106

H30.10.31 有限会社 川久保酒店

川久保 豊紀

糸島市南風台8-3-3

092-330-8001

自ら厳選した日本各地の銘酒の試飲による販売促進と、お酒に合ったご当地のおつまみの提供による新規顧客の開拓

6107

H30.10.31 山下商店

山下則義

糸島市志摩師吉728-11

092-327-3470

海藻類原料にこだわった加工商品の展開と当製品の自社ブランド化

6108

H30.10.31 セールスアドベンチャー合同会社

渡邉 宏明

福岡市中央区大名２ｰ６ｰ１１FUKUOKA Growth Next

092-600-1271

九州の就職希望高校生3万人に地元九州の企業を紹介する情報サイトを展開

6109

H30.10.31 BMS古賀

熊添 伸哉

古賀市天神5-11-1

070-4491-7323

非公開

6110

H30.10.31 有限会社三輝ツキ板工業

田中 明

大川市大字酒見字フケ1161－2

0944‐88‐3566

非公開

6111

H30.10.31 株式会社佐藤木材

佐藤元昭

大川市大字幡保323番地3

0952-47-3855

6112

H30.10.31 クマノス

田中 臣仁朗

八女市蒲原1994-2-Ｂ203

090-1960-3324

お客様の要望を形に変えるクマノススタイル（フリースペース）の展開と定着

6113

H30.10.31 西日本運送有限会社

髙尾 勇二

久留米市東合川一丁目2番3号

0942-44-3377

運送業からの脱却、環境変化に対応できるビジネスモデルの構築

6114

H30.10.31 朝倉物産 株式会社

花田 信一

朝倉市大庭5167

0946-52-3335

ネギの形状を残したつぶつぶドレッシングの開発による販売力の強化

6115

H30.10.31 株式会社こまつコーポレーション

小松 良明

北九州市小倉北区黄金一丁目１番３号

093-922-3372

リアルタイムでの統合的在庫管理システムの導入に伴う収益性の拡大

非公開
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6116

H30.10.31 株式会社 小田謄印社

承認日

会社名等

小田龍一

北九州市八幡西区森下町26-21

093-621-3381

新技術・即乾UV硬化インクを活用した多層プリントによるデザイン戦略事業

6117

H30.10.31 株式会社トータルカーサービスジャパン

杉原毅

北九州市小倉北区大手町２－２３

093-571-0881

最新の塗装乾燥ブース及び水性塗料用温風機導入による、自動車塗装作業の生産性向上

6118

H30.10.31 合同会社 cloud.9 DENTAL LABORATORY

中川 隆志

北九州市小倉北区東篠崎3-5-42

093-967-1195

非公開

6119

H30.10.31 株式会社フロム工業

尾畑 宇喜雄

中間市上底井野422番地の5

093-244-2061

アース接続不要でシステムキッチンに対応したディスポーザの開発

6120

H30.10.31 クリーンテクノス株式会社

深川勇蔵

北九州市小倉北区大手町16-1-505

093-592-2122

油の状態を常時監視することで予知保全につながる静電式浄油装置の開発

6121

H30.10.31 有限会社やまもと

山本 國男

北九州市八幡東区春の町3丁目1-9

093-681-6360

金属シャッター中柱の操作性、防犯性、強度を高めた新商品「ザ・ガードマン」の開発・販売

6122

H30.11.30 株式会社オンリーワン

大社 伸一

福岡市中央区大名２丁目６番11号FUKUOKA GROWTH
NEXT

6123

H30.11.30 合同会社エニクック

山田 福士

筑紫野市大字阿志岐133－1

6124

H30.11.30 むなかた整体療院

松藤 泰三

太宰府市通古賀1-10-3

6125

H30.11.30 株式会社アルマデ

6126

H30.11.30 西研グラフィックス株式会社

6127

本田 幸一郎

電話番号

非公開
092－917-8299
非公開

計画のテーマ

「稼げるワーキングホリデー塾」の開発と事業展開
小ロット生産の強みを活かしたクロダマル商品の開発・販売展開
台湾で培った気功を応用開発したバックボーン・バランス・テクニックによる収益力向上

福岡市博多区博多駅前2丁目5-10TKビル2F

092-433-6767

非公開

並田 正一

福岡市博多区博多駅南２丁目１０番６号

0952-52-8515

既存の新聞輪転機等機器製造開発で培った技術と知見を基に行う新規多分野進出事業

H30.11.30 アトリエKomachi

山下美奈子

福岡市中央区清川１丁目１０-１３

080-4278-3753

グアバの実と葉を活用した健康と美容商品の総合展開

6128

H30.11.30 ＢＬＥＳＳ

井手 英史

糸島市二丈福井5450

092-338-8043

鳥獣被害対策で駆除された地元糸島産猪皮の特性を生かした革製品の新ブランドの商品開発と展開

6129

H30.11.30 株式会社ＯＮＥｓ

森田 大士

糸島市前原中央二丁目4-15Qプラザ2 1階 A.B号室

080-3943-1575

非公開

6130

H30.11.30 フリーダム福岡合同会社

山﨑 秀司

福岡市西区福重5-22-64

092-883-4260

味噌・醤油醸造元へのミネラルを多く含んだ岩塩の営業展開

6131

H30.11.30 pas a pas Marie

中野 麻里絵

福岡市南区大橋1丁目4-29センターコート大橋１F

092-562-3206

エステスクール運営と登録スタッフ制度の導入による起業者向け育成プログラムの提供

6132

H30.11.30 有限会社ウエスタンフーズ

福山 恒星

春日市春日原北町2-1-2

092-585-6939

のれん分け・FC展開に備えるためのコインパーキング事業の展開

6133

H30.11.30 英一郎製磁

森永 英一郎

春日市大谷5-54

092-986-4611

格調高いインテリアグッズにもなりうるペット専用お骨壺の製品化

6134

H30.11.30 QULOKAN

黒尾 勉

大野城市月の浦3-18-7

080-3950-7333

通信販売を活用した、テスト販売サイトを通じてのWebコンサル事業の拡大

6135

H30.11.30 トリフォリ

高澤 信也

春日市岡本1-79ベネッセ春日402

050-3799-4966

「解決志向」カウンセリングとオンラインスクールでの子育て支援

6136

H30.11.30 有限会社シルバー

松﨑 竜正

春日市ちくし台1-4

092-582-4527

ホームクリーニング業からリネン事業への参入による売上・利益の拡大

6137

H30.11.30 有限会社ワンガーデン

石川 和秀

春日市松ヶ丘1-49

092-558-8830

ペットの自然な姿を撮影したフォトブック作成サービスの開始

6138

H30.11.30 株式会社オールデザイン

坂本 一之

春日市春日原北町4-8-1-2F

092-776-0639

フットスキャナーの導入による高機能インソール、ソックスの同時提案

6139

H30.11.30 有限会社盛八

谷 昌彦

春日市白水ヶ丘4-33

092-582-7553

カタログ形式で選べる不動産業向けノベルティ用商品の物販事業展開

6140

H30.11.30 株式会社Cinnon

久保 陸

福岡市中央区大名2丁目6‐11Fukuoka Growth Next

092-741-2888

非公開

6141

H30.11.30 株式会社ロケーションズ

溝上 明

福岡市博多区住吉五丁目２番１３号 ロケーションズビル５Ｆ

092-433-6662

ドローン赤外線診断士による建物診断インスペクション事業への進出

6142

H30.11.30 癒しの森のcafé あんじゅ

平島 聖啓

うきは市浮羽町新川3025-1

0943-77-6464

豆腐のトリュフにフルーツ王国うきはの新鮮フルーツを加えた新商品の開発・販売

6143

H30.11.30 漆工房 岩弥

近松 敏夫

八女市高塚２５３－１

0943-22-5800

現代生活に生かせる漆塗りの商品・サービスの開発と販売方式の革新

6144

H30.11.30 若竹醤油有限会社

林田 武

久留米市田主丸町田主丸709

0943-72-2818

しょうゆもろみを原料とした「発酵調味料」の商品開発および販路開拓

6145

H30.11.30 株式会社サンカクキカク

宇佐川 桂吾

久留米市荒木町今169-1

0942-65-7337

地元企業採用活動応援パッケージ事業の展開

6146

H30.11.30 有限会社原田木材

原田 隆利

八女市星野村14531-1

0943-52-2385

杉の一部と雑木を加工して「薪」事業開始による、雨天時作業の生産性向上と従業員満足度向上。
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6147

H30.11.30 有限会社アリラン峠

承認日

新井 永成

遠賀郡岡垣町吉木東1-18-12

電話番号

6148

H30.11.30 株式会社福祉人

須藤司

遠賀郡遠賀町田園三丁目１３番１０号

6149

H30.11.30 栄信工業株式会社

田中 洋介

北九州市戸畑区初音町9番10号

093-616-0884

ドローンによる新幹線ルート外壁の赤外線調査事業の実施

6150

H30.11.30 株式会社 永和

宮原純彦

中間市大字垣生８９３－１

093-244-6611

非公開

6151

H30.11.30 和田商事株式会社

和田 嘉行

遠賀郡遠賀町鬼津丁口1662

093-293-5577

切削技術の高度化により空間演出効果を高めた高透過性人工大理石の提案型営業の展開

6152

H30.11.30 中島製作

中島 康司

北九州市戸畑区牧山海岸3-120

080-3950-1523

古民家一棟貸しで日本の生活を体験できる民泊「ひがしやまの小別荘」の運営

6153

H30.11.30 株式会社ドッグエンタープライズ

吉浦 健太郎

北九州市八幡西区相生町１番１号エイトビル２F

093-645-7019

非公開

6154

H30.11.30 株式会社GGG Forall

岸本 千寿子

豊前市大字八屋408-2

0979-82-5660

豊前特産の棚田米と棚田ゆずを使った美活甘酒の開発

6155

H30.11.30 石山技建

石山 哲成

嘉麻市牛隈2130-18

0948-57-3876

IOTを活用した土木工事の新商品サービス展開

6156

H30.11.30 渡辺製材所

渡辺 義二

嘉麻市上臼井1093-3

0948-62-4179

木材・竹材の専門知識を生かし、国産材にこだわったリフォーム業への展開

6157

H30.11.30 焙煎工房まめや総本店

福本一浩

嘉麻市上臼井366-1

0948-43-3573

6158

H30.11.30 有限会社 ソエダ

添田 勝好

嘉麻市鴨生227-6

6159

H30.12.28 マルゼンラボラトリー株式会社

中島 勝也

糟屋郡久山町久原175-2

092-957-5157

２人で出来る直営店づくりとそのノウハウを活かしたＦＣ（フランチャイズ）事業による多店舗展開

6160

H30.12.28 株式会社 avitz

平川 剛

太宰府市梅香苑2丁目9-8

092-555-9941

一般個人に向けた付加価値提供（「パーソナルカラー」×「特殊リメイク施工」）による販路拡大

6161

H30.12.28 株式会社 友進

許斐 亜紀和

太宰府市水城5丁目15-5

092-986-3394

オリジナル商品開発アドバイザーによる事業展開

6162

H30.12.28 ＴＡＮＮＡＬ

磯本 浩英

非公開

6163

H30.12.28 ルラシオンビューティ株式会社

池田 和子

福岡市博多区千代4-4-11-1F

092-260-6507

美容業界における経営サポ―ト事業・商材販売事業の展開

6164

H30.12.28 春日印刷有限会社

松井 末人

春日市若葉台東4丁目24

092-501-1068

企画から編集、完成までワンストップでサポートする少部数発行印刷物の提案

6165

H30.12.28 BOKA SPA

古野 奈津恵

福岡市中央区大名1-3-7 サウスステージ1-2F

092-715-5578

酵素パウダーを有機肥料として再利用した野菜から作るホットスムージーの開発・販売

6166

H30.12.28 Empowermentプロジェクト

西川 文代

春日市須玖南４－８３

092-584-0383

地域の居場所・学び・交流の場を提供しエンパワーメントするサービス事業の展開

6167

H30.12.28 株式会社Nexin

佐藤 真一

春日市下白水南7-110-203

092-584-1655

パソコンに詳しくない方にも価値が伝わるSSD搭載中古パソコンとデータ保管サービスの展開

6168

H30.12.28 チェローズ

永渕陽子

福岡市南区大橋1-12-18-802

080-3405-7011

新しいターゲット層に向けた健康ケアメニュー「流れるボディケア」の提供

6169

H30.12.28 株式会社筑紫庭園

神代 憲暁

春日市下白水北１丁目９２

092-591-2215

熟練した職人による定期的なお庭掃除・点検管理の事業展開

6170

H30.12.28 MIYUKI HOUSE

井口 謙氏

春日市若葉台東2-123

092-592-1672

単身者及び家族等の隙間需要への宿泊者のターゲット拡大による稼働率の向上

6171

H30.12.28 株式会社 竹尾不動産

竹尾 文哉

福岡市博多区春町1-2-24

092-501-0867

非公開

6172

H30.12.28 株式会社e-delight

松尾龍太郎

春日市須玖南1-182

092-558-8727

見せる売場作りと製法と食材にこだわった季節限定新メニューでの女性客取り込み

6173

H30.12.28 株式会社 日高合金

日高 義昭

福岡市博多区比恵町20番1号

092-431-2261

低空孔率の高品位アルミ鋳物 の安定的製法の確立による生産性向上と業容の拡大

6174

H30.12.28 株式会社Ｐ・Ａ・Ｃ

橋本 修

糟屋郡粕屋町原町1-8-10

092-939-0789

車種毎に最適な設定を行ったカーオーディオ製品のネット販売

6175

H30.12.28 宅配の宗像屋

泉川 尚進

宗像市徳重2-2-2

0940-38-8213

カルシウムサプリメントの開発・販売による事業拡大

6176

H30.12.28 株式会社中村建材工業

中村 哲郎

久留米市城島町楢津473

0942-62-6774

自社開発した最適土壌によるマンゴー、ライチの生産・加工品開発及び有機肥料の提案

6177

H30.12.28 パピーシュシュ

田中 福徳

八女郡広川町大字新代1797－1

0943-32-2277

愛犬と飼主の喜ぶ「ペットホテルパックメニュー」構築による付加価値提供、人材に依存しない売上向上計画

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開
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計画のテーマ

非公開

珈琲の美味しい飲み方基礎知識ゼミとプロを目指す人向けゼミの開講
3つの視点で変革する小規模運送業態の労働環境改善計画

非公開

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

6178

H30.12.28 有限会社 シラキ工芸

承認日

会社名等

入江朋臣

八女市緒玉198-1

0943-24-4458

電話番号

6179

H30.12.28 坂井製瓦合資会社

坂井順二

久留米市城島町大依101

0942-62-3473

屋根剥ぎに付随する工事から解体業への事業展開

6180

H30.12.28 ベスト技建株式会社

古賀秀彦

大牟田市有明町一丁目４番地の8

0944-52-0300

非公開

6181

H30.12.28 株式会社 ティリィア

塩田 知恵子

北九州市八幡東区高見3-1-1-412

093-654-8001

健康経営を促進する耳健康ストレッチの開発とティリィアグループの確立

6182

H30.12.28 紀文

椎野 倫子

築上郡築上町東築城116-1

0930-52-0050

少人数の外国人観光客をターゲットとした宿泊事業の強化

6183

H30.12.28 欧風創作料理 リアン

吉田 光志

北九州市八幡西区熊手1-1-28

090-1193-7972

最新製造設備の導入による酒ショコラの製造能力向上と商圏拡大

6184

H31.1.31 ハニー珈琲・糸島店

吉井 俊二

那珂川市片縄北1-7-8

092-327-2567

レンタサイクルによる、顧客層別糸島ツーリズム及びそのサポート・サービスの提供

6185

H31.1.31 クラウド

小林 信治

糟屋郡志免町志免東２－３－１８リバースコープK A-204

092-935-1112

オシャレを知らないファストファッション世代へ、卸業の品揃えとファッション感覚を生かした直営店の開発運営

6186

H31.1.31 ヘアートリム

宮原 稔

春日市若葉台西6丁目130-103

092-591-6825

介護に関わるお客様の心身リフレッシュサービスの提供

6187

H31.1.31 Have some fun!

筒井 貴志

春日市平田台4-21-28

092-596-8860

「SlowP」レンタル業務の強化による『親子の絆事業』の周知・拡大

6188

H31.1.31 合同会社木下内装

木下直輝

福岡市南区高木2-22-1 1F

092-231-0711

個々の状況に合わせたきめ細かな提案による老人ホーム等のリフォーム受注の提案

6189

H31.1.31 ピュアイズム

池田 清美

春日市紅葉ヶ丘東10-33

090-9582-1763

個々人に似合うスタイルを提供していくアドバイザリー事業の展開

6190

H31.1.31 志波まんじゅう

志波 敬二

小郡市小郡1255-11

0942-73-3013

家族の記念日を３世代で楽しめる「和×洋菓子」新商品の開発・販売展開

6191

H31.1.31 ＢＭＥ株式会社

松尾 茂

春日市岡本2-11レジデンス春日1F

092-588-0135

時間を気にせず想い出を楽しめるカフェテリア事業の展開

6192

H31.1.31 株式会社 Ｔ＆Ｔ

吉岡 統三

春日市白水ヶ丘3-109-4

092-502-1036

独自の宅配事業による顧客満足度の向上とシルバー人材の活用による地域の活性化

6193

H31.1.31 有限会社フォーライフ

吉本 昌安

福岡市博多区寿町2-4-38

092-588-8877

非公開

6194

H31.1.31 坂口塗装

坂口 洋介

非公開

6195

H31.1.31 株式会社シセイ商会

坂本 匠平

春日市紅葉ヶ丘西６－１４

092-558-2335

高性能防災器具を用いた提案型販路開拓事業の展開

6196

H31.1.31 ポジティブハート株式会社

兼峯 大輔

福岡市城南区鳥飼5丁目2-57

092-651-3552

子ども向け配食サービスの展開による事業の付加価値向上と経営基盤・競争力強化

6197

H31.1.31 有限会社 牟田商会

牟田 勝則

大野城市瓦田4-8-1

092-581-6957

高級婦人服店等へのリテールサポート及びオリジナル洗濯洗剤の販売

6198

H31.1.31 株式会社マッスルウェポン

小野寺京介

大野城市南ケ丘4-3-21

092-558-4866

パーソナルトレーナー向け経営塾の事業化による収益向上

6199

H31.1.31 ぽんぽこ

黒岩 輝久

大野城市大池1-5-23

092-504-1425

「鶏ぼっかけ」のレトルト食品の大野城市内の飲食店向け販売による売上拡大

6200

H31.1.31 株式会社イナバ写真館

吉田弦矢

福津市宮司浜２－３０－１０

0940-52-2785

衣装レンタル管理システムを軸にした振袖レンタル事業の拡大

6201

H31.1.31 うちわたまえビューティー

打和 裕子

福岡市中央区薬院４－６－７－１２０３

090-8628-6520

美容液成分による洗顔シャンプーの開発及び新たな販路拡大

6202

H31.1.31 カーショップ ヒーロー

鹿子島 寛

古賀市青柳町321-1

092-400-3033

趣味に特化した中古車のカスタマイズおよび販売事業の展開

6203

H31.1.31 企業組合 石貫米穀店

石貫 徹也

糟屋郡宇美町貴船1-28-27

092-932-3378

宇美町の地域ブランドを活かしたオリジナル商品の開発・販売事業の展開

6204

H31.1.31 くまや蒲鉾株式会社

上田 和信

古賀市糸ケ浦81

092-942-3889

夏場に強いスティック状てんぷらの開発・販売による売上増加と労働時間の平準化

6205

H31.1.31 Soara

堤 裕

糟屋郡志免町南里4丁目12-18

092-936-0004

白髪染めで抜毛が気になる女性向け育毛メニューの提案

6206

H31.1.31 株式会社change

伊藤孝司

福岡市中央区警固1丁目６－５６ サウスガーデン504号

092-292-2224

最適な理美容施術を実現する男性客用理美容鋏の開発・製造・販売と使用法の講習会での展開

6207

H31.1.31 WASOMI和奏美株式会社

井上 智子

福岡市博多区竹下2-4-38メゾン博多駅南202

092-517-1039

世界初！福岡発！国際特許取得/5分で着られる本格着物及び日本文化体験会の開催

6208

H31.1.31 有限会社阿津坂商事

阿津坂 芳徳

大川市大字小保１１９

0944-87-5525

非公開
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計画のテーマ
ニューヨークデザインによるインテリア提灯の開発・販売による海外展開

ドローン空撮による家屋調査兼カラーシュミレーションでのデザイン塗装の提案事業

立っても座っても使えるテーブルの開発

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

6209

承認日

H31.1.31 酒のメイトーク

会社名等

馬場 保則

八女郡広川町大字久泉101-3

0943-32-1602

電話番号

6210

H31.1.31 アトリエRyoko

塚園 涼子

久留米市荒木町荒木874-2

0942-26-2323

ボトルフラワーの新商品開発と販路開拓、及び受講生のモチベーション向上

6211

H31.1.31 九州車輌販売有限会社

山本 勝美

大牟田市常盤町1-8

0944-56-1122

リアル体験型販売による販路開拓

6212

H31.1.31 株式会社 たなか

田中久敬

久留米市田主丸町秋成580-1

0943-72-2148

ホウレン草の高畝栽培に対応した掘取機の開発

6213

H31.1.31 舞ひめ

谷口 由紀

八女市黒木町大淵3979-1

0943-45-0040

地域団体客への有機野菜を使ったメニュー開発とセレモニー空間の提供による販路開拓

6214

H31.1.31 株式会社吉岡国光園

深田稔

久留米市田主丸町上原332-3

0943-72-1578

6215

H31.1.31 桐里工房

稗田 正弘

大川市榎津74-3

0944-86-3938

台湾向け新製品「囲炉裏テーブルセット」の開発と販路開拓

6216

H31.1.31 原田うなぎ屋

原田佳子

柳川市大和町中島芝原451-1

0944-76-4229

季節のせいろ蒸しおこわによる四季折々のお食事提供

6217

H31.1.31 有限会社 クラビアート

武内 喜美郎

久留米市善導寺町飯田５５０－２

0942-47-5555

米国製高級ピアノ椅子修理等リユース事業の展開

6218

H31.1.31 株式会社ＭＡＣＲＯ ＪＡＰＡＮ

名嶋 伸幸

八女郡広川町藤田1515-1

0943-24-8741

6219

H31.1.31 ダレスサンドロジャパン株式会社

鵜池 俊幸

久留米市東合川４丁目１－３９

0942-65-8200

6220

H31.1.31 リンパケアサロンMUKU

大石 ちあき

非公開

6221

H31.1.31 エースいちご株式会社

上森 勇三

築上郡築上町有安97-1

090-7012-0450

非公開

6222

H31.1.31 富久屋

中川 信一郎

京都郡みやこ町犀川本庄２７３－１

0930-42-1185

コンテナを活用し四季折々のイベント性を創出するオープンテラスでの料理提供

6223

H31.1.31 株式会社 UMC

内山 淳

京都郡みやこ町豊津１３１９－４

0930-33-4236

ライフスタイルに応じた軽トラキャンピングカーの活用提案

6224

H31.1.31 行政書士藤井事務所

藤井清二

北九州市戸畑区中原東3-11-8

093-881-8556

自動車保有関係手続ワンストップサービス推進による効率化と売上拡大

6225

H31.1.31 SUPPLE hair design

土屋 博美

豊前市荒堀91-9

0979-64-8153

自然派素材の洗い流さないヘアトリートメントの開発と販路開拓

6226

H31.1.31 ガレージインク

上田 浩二

北九州市小倉北区浅野2-17-42原田ビル302

093-513-6931

独自のリサーチ手法を活用したピンポイントマーケティングの展開

6227

H31.1.31 エアーテック株式会社

清藤貴博

北九州市門司区葛葉1-5-15

093-332-3302

シニアを活用し、製造力・営業力・開発力強化に取組む「MicroFactory」事業

6228

H31.1.31 株式会社マル五

辻 壽也

中間市浄花町6-2

093-244-0007

非公開

6229

H31.1.31 柚乃香本舗

林 久秀

田川郡添田町落合1287-3

0947-85-0870

地元産青梅を利用した『ウメノエキス(仮)』の開発・販売による閑散期の工場の有効活用

6230

H31.1.31 株式会社裕建コーポレーション

木村 裕治

田川郡香春町大字香春2030-1

0947-32-5910

顧客ニーズに応える快適な居住空間のスピーディかつリアルタイムな提案の実現による顧客満足度の向上

6231

H31.2.28 筒井農産

筒井 護

福岡市早良区大字曲渕521

092-804-3686

竹林整備による地域活性化と雇用創出、たけのこ販売増加による売上拡大

6232

H31.2.28 鍼灸roomきゅうあん

四元 智己

大野城市御笠川４丁目１１−１４エテルノ御笠川102

092-503-1320

「つながりとやすらぎ」を提供する親子ラーニングサービス事業による新規顧客の獲得

6233

H31.2.28 ＴＳＵＲＵＭＯ

鶴元 泰隆

非公開

092-555-4617

非公開

6234

H31.2.28 有限会社 双葉自動車

原 一郎

大野城市仲畑2-13-34

092-571-2932

個人顧客の獲得と囲い込みのためのＳＮＳを活用した相談窓口の開設による販路拡大

6235

H31.2.28 有限会社シャロム

武内 成吉

糸島市南風台8-7-8

092-324-2700

非公開

6236

H31.2.28 エイジングケアグリーンリーフ博多

井手 隆子

福岡市南区大橋2丁目3-5大橋吉浦ビル306サロン

080-1545-3183

学べるリラクゼーションコースの事業展開

6237

H31.2.28 T&N食品株式会社

土屋 博明

春日市春日9丁目15番地

092-596-7772

等級を全面に出したＥＣサイトの構築による和牛のネット販売の開始

6238

H31.2.28 hair salon a-to

福田 智重子

大野城市栄町2-5-24デイズマンション708

092-573-8844

縮毛矯正後のスタイルチェンジを可能にする髪質改善メニューの取り組み

6239

H31.2.28 株式会社 山浦

山浦 利康

春日市春日原東町3-34

092-573-8220

レンタルスペースの稼働率向上を目的とする婚活パーティーおよび自分磨き講座の開催

非公開
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計画のテーマ
「高齢者向け生活代行サービス」の提供による地域企業連携の確立

業界初自動稼働式苗木タグによる生産性向上

ハーレーカスタムパーツの商品開発強化と海外市場への挑戦
オリーブの剪定枝葉用乾燥機およびエキス抽出機の開発販売とオリーブエキスの販売
サロン通いを卒業できる体質改善サービスの提供

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号

代表者氏名

所在地

6240

承認日

H31.2.28 アウトモビリズモ

会社名等

俵口 博人

福岡市博多区金の隈2-11-7

050-1045-0795

電話番号

迅速な見積り提出による個人向け車検・整備・板金・塗装サービスの増加

6241

H31.2.28 合同会社アルト

伊藤 恵

春日市原北町4-20-2-2F

050-3557-7058

外反母趾、うき指改善対策を目的とする指トレソックスの企画・開発

6242

H31.2.28 株式会社いのうえ

井上 晃一

非公開

092-283-1133

非公開

6243

H31.2.28 株式会社キュービ

中尾誠一郎

福岡市中央区大手門1-3-19

092-723-0173

新ブランド開発、販売チャネルの複数化による新市場の創造

6244

H31.2.28 株式会社京屋本店

西原 京介

福津市上西郷670-6

0940-35-8736

非公開

6245

H31.2.28 hair salon tomonaga

朝長 修平

糟屋郡須恵町須恵525-7

092-932-2999

女性理容師による女性向けのカット・エステ・お顔そりをワンストップで提供する理容室

6246

H31.2.28 篠原製本株式会社

篠原 寛道

糟屋郡須恵町大字旅石60−22

092-692-8738

九州唯一の上製本や和製本の技術を活かした御朱印帳を始めとする社寺印刷物の製造

6247

H31.2.28 株式会社エムエム西日本

北城戸 勇次

宗像市野坂2727-1

0940-32-2246

当社の乳製品宅配事業の個人宅に「次世代換気システム」の提供を通じて、セールスエンジアリング体制の構築

6248

H31.2.28 深町タイヤ販売株式会社

深町 勝之

糟屋郡粕屋町大字仲原2544-3

092-611-1392

超大型特殊車両等に向けた訪問型タイヤ交換サービスへの新規展開

6249

H31.2.28 株式会社ＦｉｖｅＦ

森下 文雄

福岡市中央区鳥飼１丁目４－５８－５０５

092-791-7688

非公開

6250

H31.2.28 森博多織株式会社

森 議夫

糟屋郡宇美町桜原3丁目4-7

092-932-0577

博多織の技術を活かしたコスメ及び雑貨商品の開発・販売事業の展開

6251

H31.2.28 有限会社ないとう

内藤 昌人

久留米市城島町江上本1209-2

0942-62-3148

当社の額縁を台座とするアクリルＢＯＸの製造・販売

6252

H31.2.28 株式会社とらや眼鏡店

豊福 祥人

久留米市西町200-1

0942-21-9220

非公開

6253

H31.2.28 自立サポートみい合同会社

重枝 葉子

久留米市御井町205-1

0942-27-7953

新たな運営オペレ-ションで付加価値を創出する就労継続支援につなげる宅配弁当事業へ進出

6254

H31.2.28 行徳謙吾商店

行徳 征剛

久留米市田主丸町田主丸296-1

0943-72-3037

ヘルシーなおからイナリ寿司の商品開発

6255

H31.2.28 有限会社大牟田エコクリーン

森田 博史

大牟田市大字手鎌1853番地2

0944-43-1105

高品質の紙分を製造する装置の導入による、廃石膏ボードの完全リサイクルの促進

6256

H31.2.28 洋菓子工房ラ・ペ

下坂 和登

久留米市城島町城島28-2

0942-62-1321

6257

H31.2.28 有限会社ヨコタウッドワーク

横田 圭蔵

大川市小保９６８

0944-86-3822

更なる薄さを追求した壁に設置できるデスクの開発「畳むんデス mini」

6258

H31.2.28 有限会社ホームファニシングナカムラ

中村 聡

大川市大字下林466-5

0944-86-4267

フラッシュ接着工程の短縮による生産性向上

6259

H31.2.28 株式会社カネヤス

梅﨑 康博

大牟田市北磯町69番地1

0944-58-1700

非公開

6260

H31.2.28 ハニーベル株式会社

横山竜二

小郡市平方28番地

0942-72-8837

地元農産物やれんげ米を活用した新たなはちみつ加工品の開発および販路開拓

6261

H31.2.28 ゆげ製茶

弓削健二

八女郡広川町太田梅ノ木522

0943-32-1534

八女茶を活用した広川町の特産品開発

6262

H31.2.28 株式会社シーズアース

中野 真也

久留米市宮ノ陣四丁目29-11

090-1516-1528

下請けからの脱却を目指す見守りシステムの開発(GPSと人物センサのＷガード)

6263

H31.2.28 癒し空間Butterfly

関 恵利子

久留米市東合川町5-1-58 2F

080-8850-8951

高齢者に受け入れやすいロールオンアロマの開発による販路開拓

6264

H31.2.28 サザン整骨院

和田 孝一

久留米市大善寺南1-1-13 デゾンカタブチ303

0942-27-1600

柔道整復師による久留米市初のEMSによるトレーニングジムの展開

6265

H31.2.28 有限会社東肥産業

北野謙一

三井郡大刀洗町鵜木1404-2

0942-77-3788

非公開

6266

H31.2.28 有限会社昭成工業

星野 好浩

うきは市浮羽町西隅上662

0943-77-3927

５軸マシニングセンタの導入による加工技術の高度化および業容の拡大

6267

H31.2.28 株式会社 白石商業

白石 良一

遠賀郡水巻町吉田東二丁目22番12号

093-201-5550

外国人観光客をターゲットとしたペットボトル日本米の商品化

6268

H31.2.28 洋菓子工房トリオレ

寺尾拓

京都郡苅田町富久町2-23-18

093-436-4306

「京築産ショウガ」を使ったジンジャーシロップ開発と特産品づくり

6269

H31.2.28 ラケットショップなかま

櫻本 公紀

中間市中央三丁目7-7

093-244-3935

ショップ名を冠したバドミントン大会の開催による顧客維持拡大の取り組み

6270

H31.2.28 株式会社ヤマノ

山本九州男

北九州市小倉北区金鶏町13-24

093-652-5271

地元（福岡県産）野菜を使った栄養価の高い粉末原料の開発及び商品企画開発
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承認番号

会社名等

代表者氏名

所在地

6271

H31.2.28 美容薬理株式会社

金井 誠一

遠賀郡芦屋町大字山鹿814番地1

6272

H31.2.28 株式会社ゼロプラス

須河内美紀

遠賀郡芦屋町山鹿104-2

093-701-8614

九州産の農産物を活用した自社商品の製造販売

6273

H31.2.28 カーサポートエイト

八岩 正浩

遠賀郡遠賀町大字鬼津3471-4

093-293-6364

海外向け中古車輸出ポータルサイトを活用した中古車販売の自社輸出の開始

6274

H31.2.28 株式会社薬心堂

坂井 優夫

田川市桜町12-45

093-512-4455

非公開

6275

H31.2.28 Ｒｅｔｒｅａｔ

川﨑 洋子

北九州市小倉北区香春口２丁目２－１６－８０３

093-967-1166

非公開

6276

H31.2.28 株式会社常友自動車

常友 良紀

北九州市若松区大字安瀬59-2

093‐751-3373

非公開

6277

H31.2.28 株式会社やまぐち建設

山口 昇

鞍手郡鞍手町大字中山2379番地4

0949-42-8600

50年先を見据えた「新民家」建築への取り組み

6278

H31.2.28 株式会社ララリアン

福山 憲三

飯塚市下三緒115-1

0948-29-0022

ブライダル業界における食事関連商品のサブスクリプション方式（期間限定利用権）の展開

H31.3.29 カラダケア日の里

寺山英助

福岡県福津市中央2-20-10-602

H31.3.29 有限会社シャワー

非公開

福岡県福岡市東区大岳３丁目１７－２

092-603-0003

昼「毎日行けるめし屋さん」と夜「ちゃんぽん居酒屋」とした新業態店の展開

H31.3.29 有限会社宮原塗装

宮原孝一郎

福岡県粕屋郡粕屋町甲仲原4-5-1

092-938-0595

非公開

H31.3.29 株式会社勝山商店

勝山龍子

福岡市東区大字志賀島字勝山８７０

092-603-6667

製造直売所として新鮮な干物と地元農産物を使った「テラスキッチンかつやま」の展開

H31.3.29 有限会社 七條プラスチックス

七條啓二

福岡県糟屋郡志免町南里2-22-12

092-936-2413

新たな2つの領域（設計・開発機能と加工範囲・能力拡大）の取組みによる生産プロセスの増強

H31.3.29 株式会社 アート・コーポレーション

井元 美穂

092-414-0008

独立開業を目指すエステティシャンの育成と開業支援

H31.3.29 株式会社アーテック福岡

肝付栄一

092-586-0001

中小企業の生産性向上に繋がる書類管理のIT化サポートサービスの開始

H31.3.29 カンマ商事株式会社

小金丸 寛之

092-292-3619

ネイルトロンによるデジタルコスメを活用した販売サポート事業の展開

H31.3.29 とよふく建装

豊福 雄大

080-3952-8410

DIY教室を通じた戸建て住宅の外壁塗装の受注増加

H31.3.29 株式会社アーキテックス

栗山 浩

福岡県春日市一の谷1-126

092-589-3377

モデル物件の民泊利用による満足度の高い家造りと移住の提案

H31.3.29 株式会社お掃除でつくるやさしい未来

前田 雅史

福岡県春日市一の谷1-135

092-915-0160

クラウドを活用した遠隔地域の集合住宅取得及び清掃業務の展開

092-584-0545

店舗の集客力アップのための季節メニューを使用したオードブルの開発

092-518-0952

全国ドームオールナイト音楽フェス事業の展開

092-593-5017

生活サポートサービスの提供を入口とするハウスクリーニングの新規顧客獲得

6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301

承認日

電話番号
非公開

非公開

福岡市博多区博多駅南
1-7-28-5F
福岡県春日市ちくし台
2丁目1番地
福岡市博多区博多駅前
2丁目19-17トーカン博多第五ビル4F
福岡県春日市須玖南
1-172-101

福岡県春日市大土居
1-34-1FSビル大土居101
福岡市中央区天神
2丁目3-10 天神パインクレスト716
福岡県春日市春日
4-98-B201

計画のテーマ
非公開

非公開

H31.3.29 産地直送ダイニング陽芽

大塚 一史

H31.3.29 ストア＆パートナーズ株式会社

荒木 敦

H31.3.29 クリーンテック福岡

大谷 晃生

H31.3.29 コスモドクター九州有限会社

加藤 一郎

非公開

H31.3.29 常勝進学塾

八坂 充彦

福岡県春日市一の谷1丁目140

092-584-6185

地域の学生のための集団と個別を融合させた次世代型学習塾の展開

H31.3.29 有限会社 洗光舎

室井 吉國

福岡県春日市惣利2-14

092-596-3248

スマートランドリーシステムを活用したコインランドリー利用顧客のニーズへの対応

H31.3.29 有限会社 ミレピイ

俵屋 安博

福岡市東区多の津4丁目23-1

092-627-5017

年間常設売場でのパーティ用照明器具の企画・製造・販売

H31.3.29 トータルプリントヨシカワ

吉川 幸伸

福岡県糸島市前原東2丁目5-5-405

非公開

非公開

竹田 和弘

福岡県糸島市志摩初47-1

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

H31.3.29 非公開

石山 久美子

福岡県糸島市前原東２－３－２０

092-324-0559

非公開

H31.3.29 有限会社小野東風軒

小野 直満

福岡県太宰府市宰府2丁目７番３１号

092-922-4074

非公開

H31.3.29
H31.3.29

Petani coffee
アートグリーン

非公開
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承認番号
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332

承認日

代表者氏名

所在地

H31.3.29 ガレージリンク

会社名等

長岡 直樹

福岡県太宰府市水城1-21-1

092-408-8788

電話番号

インターネット購買タイヤでも通常工賃で行うタイヤ交換サービスによる収益向上

H31.3.29 株式会社 Gatou

白石 由美

福岡県太宰府市都府楼南4-27-13

092-986-9750

「美術工芸品が住空間に溶け込む」コンセプトの自社店舗オープンによる収益改善

H31.3.29 松武キッズアカデミー五条駅前保育園

非公開

福岡県太宰府市五条4丁目3-3

092-710-3433

「大家族」的空間で,人間力を身に着ける育児スタイル導入による収益向上

H31.3.29 アイ・フィックス株式会社

村上 勝信

福岡市早良区東入部6-19-35

092-803-0530

一戸建て所有者への「長期修繕計画策定」の提案営業による収益改善

H31.3.29 うらら整骨院

松本 篤士

福岡県筑紫野市筑紫駅前通1丁目10-101

092-926-0246

体液循環・中枢神経にアプロ―チする矯正技術を併用した当院ならではの育毛施術導入による収益拡大

H31.3.29 古賀工務店

古賀 征宏

福岡県大野城市瓦田5-9-20

092-581-4614

小さな移動式店舗『ワゴック』を糸口とした、顔が見える新規顧客の開拓

H31.3.29 hair make Coeur

上杉 亜紀子

福岡県大野城市南ヶ丘1-2-1ウィングビル藤武1Ｆ

092-595-8082

介護資格を活かした心のリフレッシュを目指す美容室の展開による新規顧客獲得

H31.3.29 株式会社プロデュース

中原 亜希子

北九州市八幡西区本城東一丁目11番27号

093-695-3850

介護事業の現場力向上研修のパッケージ化と同業者向け研修事業の展開

H31.3.29 有限会社 ベック九州

奥 信昂

田川郡添田町添田1006番地

0947-41-7001

空調・冷凍冷蔵庫を使用する企業のコスト削減と環境対策が可能な自然冷媒ガスの販売

H31.3.29 office kumi

川越公美

北九州市小倉北区片野新町3-5-11D-room城野駅A203

080-3378-2228

企業内コーチングリーダーの育成・活用によるペアレンツコーチング事業の普及

H31.3.29 株式会社ふじた

藤田浩三

北九州市門司区柳町１丁目４－１０

093-382-0307

レトルト殺菌処理と無添加商品の導入による土産用・進物用商品の販売拡大

H31.3.29 有限会社マイ・ティーチャー

林 寛之

北九州市門司区大里戸ノ上3－5－9

093－381－2788

H31.3.29 レリーフ合同会社

中谷 淳

北九州市門司区東新町1丁目6番-23-201号

093-981-1060

地域密着型小規模学童クラブ運営コンサルタント業務への進出

H31.3.29 ＭＨＣＦ株式会社

尾山 一志

北九州市門司区柳町1-1-23

093-381-7882

調剤薬局に特化した事業承継・Ｍ＆Ａサポート

H31.3.29 有限会社ジドウシャ工房

豊田 浩

北九州市門司区大字畑1263-4

093-481-5453

ボウリングに特化したスポーツ車椅子の開発・販売

H31.3.29 東九州テント工房

齋藤 眞吾

築上郡吉富町直江218-1

0979-64-9902

非公開

H31.3.29 有限会社 宮本旗店

兼光一輔

福岡県北九州市八幡東区春の町3-2-34

093-661-3451

老舗手染専門店が開発した「背中DE Tシャツ」と「飲食店開業セットコース」の提案販売

H31.3.29 酒屋あづま

屏 清次

福岡県行橋市中央3-6-8

0930-22-0334

行橋の酒小売店が企画するオリジナルブランド日本酒開発と販路開拓

H31.3.29 有限会社こうのとり

河野忠男

福岡県北九州市小倉南区沼緑町5-1-50

093-471-4788

先端設備導入による、地元素材を活用した彩り焼き菓子の開発及び量産化

H31.3.29 アルファー西日本 株式会社

松浦 隆司

福岡県北九州市小倉南区若園4-15-15

093-965-0661

北九州の老舗とんかつ専門店のカツサンドの冷凍商品化による販路拡大

H31.3.29 株式会社フロム工業

尾畑 宇喜雄

福岡県中間市上床井野422番地の5

093-244-2061

紙オムツ処理システムの開発

H31.3.29 株式会社 平尾水産

灰原宣明

福岡県北九州市小倉北区中井１丁目３０?３

093-592-1573

ICT活用による24時間受注体制の構築および、包装の効率化

H31.3.29 有限会社セルバ

谷口美保子

北九州市小倉北区真鶴1丁目9-2

093-581-8870

ファン顧客とともに考える健康づくり勉強会の開催と飛び込み営業の強化による顧客獲得

H31.3.29 RS photo

寒水伸一郎

北九州市小倉北区井堀1丁目26-7

093-230-5855

ふたりの記念写真プランとフォトバンクの開発、確立

H31.3.29 染織工房シルクトーン

大野浩邦

北九州市小倉南区大字道原74-1

093-451-5624

博多織大相撲化粧回し職人が開発したランダム布製品の海外展開

H31.3.29 Dear H

阪本真由美

北九州市小倉北区平松町9-5

H31.3.29 ポップステップ

盛陽一

福岡県北九州市八幡西区八枝5-6-12-A-102

080-3376-2436

大型商業施設、コミュニティ施設、病院等でのウィッグの移動販売

H31.3.29 有限会社中川原畳工場

中川原 征二

福岡県久留米市三潴町高三潴88番地4

0942-65-0500

顧客ニーズにきめ細かに対応できる置き畳の製造販売と和の空間の提案

H31.3.29 株式会社久保山石油

久保山伸一郎 福岡県小郡市山隈223-10

0942－72-3953

完全オーダー制を導入した中古車販売による新規顧客の獲得

H31.3.29 仁田原建具製作所

仁田原 進一

福岡県大川市向島924ｰ6

0944-86-4302

組子の価値を体感してもらう工房の新設

H31.3.29 末次家具工芸株式会社

川原 宗一郎

福岡県大川市向島1805-1

0944-87-2004

非公開

非公開
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学力アップの解説動画とテキストの融合化とその展開

健康経営に寄与する「福利厚生向け出張リラクゼーションサービス」と「整体師の働き方改革」事業

平成３０年度 経営革新計画承認企業一覧
※承認企業が公表を希望していない項目については「非公開」と表示しています。
※掲載している情報は計画承認時点の内容です。
承認番号
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360

承認日

代表者氏名

所在地

H31.3.29 株式会社熊谷ゴム工業

会社名等

熊谷 浩昭

福岡県久留米市田主丸町田主丸989番地1

0943-72-0391

電話番号

3枚構造の特殊金型に対応した真空プレスの導入による超高精細製品の製造技術の確立

H31.3.29 有限会社アキラ

水上 惠一朗

福岡県朝倉郡筑前町上高場1833番地１

0946-23-9245

個人ユーザー事業進出から総合トラックサービス事業への展開

H31.3.29 アイム

吉開 学

柳川市保加町５９－４

0944-74-3280

高齢化社会に対応するお客様の10年後の髪や頭皮を守る新メニューの提案

H31.3.29 モリタインテリア工業 株式会社

森田愼一郎

福岡県三潴郡大木町横溝500

0944-33-0123

非公開

H31.3.29 株式会社 吉泉園

吉泉 泰

福岡県八女市黒木町本分904番地

0943-42-4188

非公開

H31.3.29 株式会社KUMATOMI

長瀬 阿来子

福岡県久留米市大善寺宮本456

0942-26-8108

呉服の知識と婦人向け服飾の提案力を活かした着物ドレスの販売、レンタル事業の開始

H31.3.29 整骨院なかきど

中木戸 拓也

福岡県八女郡広川町大字新代

0943-24-9003

非公開

H31.3.29 炭火ダイニングばん鶏

小川 健二

福岡県小郡市祇園１－１０－１２第３成田ビル 1F

0942-73-0180

「仕込みサービス」商品化による売上拡大

H31.3.29 合同会社KoKo'o LAB

原 征治

福岡県大川市酒見96-1セントラル陽光ビル１F

0944-86-5055

障がい者のスキルアップを伴う独自のジビエペットフード開発

H31.3.29 有限会社安永精工

安永勉

福岡県柳川市三橋町棚町５１０

0944-74-5777

丸もの切削工具（ドリル等）の再研磨事業への展開

H31.3.29 喫茶ラ・セーヌ

江口恵子

福岡県うきは市浮羽町浮羽289-16

0943-77-3655

食を通して楽しみ（美・食・驚・健）を提供する「ラ・セーヌブランド」の構築

H31.3.29 株式会社栗木商店

栗木 良祐

福岡県うきは市吉井町191-1

0943-75-2151

訪日観光客が満足できる賞味期限を設定可能とした土産用生麺の開発

H31.3.29 グローアップ

坂本 信也

福岡県小郡市松崎411-1

0942-41-2792

夏のレジャー向け空調服のカスタマイズ提供による新規顧客の獲得

H31.3.29 株式会社 巨峰ワイン

林田 浩暢

福岡県久留米市田主丸町益生田246-1

0943-72-2382

地元の果実を原料としたフルーツワイン販売による新たなターゲット層の獲得

H31.3.29 株式会社奥平

奥平 雅章

大川市鐘ヶ江374-1

0944-86-4055

流通加工を内製化し、付加価値を高めた商品加工と販路拡大

H31.3.29 C TEA WORLD

田村 千賀

飯塚市下三初緒171-170

0948-29-0585

モリンガを原材料とした新商品開発ならびに直営店舗の出店による販路開拓

H31.3.29 株式会社コンドー・マシナリー

近藤 正和

三瀦郡大木町上牟田口307

0944-33-1555

防爆部品製造における多品種小ロット体制の構築

H31.3.29 きりかぶ工房

豊福 沙織

非公開

H31.3.29 株式会社 サンバラ

原武 幹浩

久留米市三瀦町田川787-1

0942-64-3061

玉子豆腐の製造ラインを活用した新商品の開発・製造および販売

H31.3.29 塩川農園

塩川秋一郎

福岡県宮若市山口3084

0949-52-2705

非公開

H31.3.29 株式会社 ナカシマ水道

中島 安政

福岡県田川郡川崎町大字田原1699番地の1

非公開

非公開

H31.3.29 有限会社 吉野自動車

吉野 安

福岡県田川郡香春町1013-1

0947-32-6200

自動車の検査（車検）ラインのIT化による生産性向上と収益性のアップ

H31.3.29 ドライアイス筑豊有限会社

井上 新

福岡県飯塚市片島一丁目五番二十二号

0948-24-1683

非公開

H31.3.29 株式会社イージーランド

長谷川 幹

福岡県飯塚市片島3丁目10-1

080-3997-5683

スパイス＆ハーブ入りコーヒーの開発と販売

H31.3.29 有限会社 第一自動車

鎌田祐輔

非公開

H31.3.29 株式会社カー・テクノ

中野 浩一

福岡県田川市大字弓削田3642番地

H31.3.29 有限会社総合

村上 忠輔

非公開

H31.3.29 中原塗装

中原純二

田川郡福智町伊方3761-2

非公開

非公開

非公開

非公開

0947-46-5600

非公開

非公開

非公開

0947-22-0913
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異業種間連携による営業力強化とＩＴを活用した見積方式の導入

