平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 採択案件一覧
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2640110003 福岡県

株式会社有薗製作所

ＮＣ旋盤等導入による福祉機器等のＱＣＤ（品質・コスト・納期） 公益財団法人北九州産業学術推進機
の大幅向上
構

2640110004 福岡県

タカハ機工株式会社

回転角度を自由に変えられるロータリーソレノイドの開発

2640110005 福岡県

筑後プラスチック工業

再資源化が難しい特殊な廃プラスチックの再生処理技術の確
株式会社エフアンドエム
立のための試作開発

2640110006 福岡県

株式会社Ｌａｆｌａ

極小コンピュータｅｄｉｓｏｎとｉＢｅａｃｏｎによる行動情報収集ソフト
福岡信用金庫
ウェアの開発

2640110008 福岡県

東洋ステンレス研磨工業株式会社

機能性意匠研磨とナノ薄膜堆積を複合化した高機能意匠金属
商工組合中央金庫
素材の開発

2640110010 福岡県

有限会社ＢＯＮＤ

キャラクター動画が簡単にできるソフトウェアのクラウドサー
バーへの展開

北九州商工会議所

2640110011 福岡県

株式会社中島ターレット

高精度高能率のＮＣ旋盤導入による、トップランナーモーター
フレームの加工工程削減と競争力強化

北九州銀行

2640110015 福岡県

矢部川電気工業株式会社

水素燃料の不純物測定用インライン温度・湿度測定センサー
福岡銀行
（温湿センサー）の温湿校正装置の開発

2640110019 福岡県

株式会社花田設備

一般住宅に於ける火災予防「自動消火システム」の開発

福岡銀行

2640110026 福岡県

美容薬理株式会社

地元芦屋町の特産品を活用した高度自然派化粧品シリーズ
の展開

芦屋町商工会

2640110028 福岡県

株式会社岡部マイカ工業所

省エネ節水型マイカ原鉱粉砕装置の試作開発とそれを用いた
中間商工会議所
高性能マイカテープの生産体制の構築

2640110029 福岡県

八祥産業株式会社

鉄道車両部品の安全性を確保する自動バリ取りシステムの確
西日本シティ銀行
立

2640110031 福岡県

晃大商事株式会社

自動車部品で重要なガスケット成形用精密金型加工に有効な
福岡銀行
高効率研削加工の実現

2640110032 福岡県

株式会社リーフライト

リチウム電池仕様ソーラー照明灯の器具開発とコストダウン

大野城市商工会

2640110034 福岡県

山崎マシンテック株式会社

ものづくり中小企業を支援する工作機械のタブレット利用「見
える化」による迅速修理サービス

福岡ひびき信用金庫

2640110035 福岡県

松野プレス工業株式会社

ロボットによるサーボガンを用いた板金部品のスポット溶接ラ
インの構築

西日本シティ銀行

2640110038 福岡県

ソフトフィールド株式会社

歯科医院向け、脳波測定器を含めた「健康増進評価システ
ム」の試作開発

福岡銀行

2640110040 福岡県

有限会社英ルーテック

新型マシニングセンター導入による高精度、短納期品対応へ
水巻町商工会
の取組

2640110041 福岡県

株式会社九州柴田フォージング

切断工程から鍛造工程の一貫ライン化による生産性向上

西日本シティ銀行

2640110042 福岡県

株式会社陽和

医療用分析装置に使用される微細配管接続部品の製造プロ
セス確立

公益財団法人北九州産業学術推進機
構

2640110043 福岡県

有限会社バランス

焼きたて・出来立ての洋菓子を提供する「てつおじさんの店」
の博多土産スイーツ店の実施

西岡隆

2640110045 福岡県

株式会社松本電子工業

プロファイル測定器を用いた３次元測定装置の開発

水巻町商工会

2640110047 福岡県

株式会社九州昭芝

高性能デジタルマイクロスコープ導入による自動車用燃料フィ 株式会社マイルストーン・コンサルティ
ルター部品の品質向上
ング・グループ

2640110048 福岡県

日本ヒューレックス株式会社

条巻線機導入による、電源変圧器の低発熱化、小型化の実現 北九州銀行

2640110049 福岡県

株式会社中村プレス

高付加価値の医療用器具製造に向けた高度な自動溶接設備
米倉博彦
の開発

商工組合中央金庫

2640110050 福岡県

株式会社メイホー

レーザーマーカー加工による超短納期・超微細彫込加工シス
商工組合中央金庫
テムの構築

2640110051 福岡県

株式会社豊光社

超短納期対応を実現する為のＩＴを活用した革新的生産プロセ
誠斗会計事務所
スの構築

2640110052 福岡県

有限会社共栄建設

「エプロン搭載ガットバージ船」による港湾工事分野への進出

2640110053 福岡県

大國段ボール工業株式会社

エコな段ボール素材による立体造形技術を活かした猫の爪と
西日本シティ銀行
ぎ、幼児用玩具等の量産化

2640110054 福岡県

株式会社飯山工作所

工場ＮＣ機械設備加工プログラム作成のＣＡＤ／ＣＡＭ化集中
北九州商工会議所
運営による生産稼働率の向上

2640110056 福岡県

西日本エムシー株式会社

医用画像遠隔参照支援システムサービスの開発事業

2640110057 福岡県

ソ．ラ．コンサルティング

３次元ハンディスキャニング計測及び３次元写真計測による付
福岡商工会議所
加価値の向上

2640110058 福岡県

株式会社重松精工

高精度画像寸法測定器導入による医療分野精密部品の高品 株式会社マイルストーン・コンサルティ
質化、短納期化の実現
ング・グループ

2640110059 福岡県

株式会社ぽちっとかんぱにー

企業向けスマホ情報発信（相互連携）サービス【ぽちっと】

西日本シティ銀行

2640110060 福岡県

株式会社横浜アートニクス

低コスト・ハイスピード・省スペースを実現する画像処理機器
の開発事業

筑邦銀行

2640110061 福岡県

株式会社ダイショク

自社の水素水洗浄技術と真空冷却機導入による、キノコ加工
志免町商工会
の品質改善及び生産性の向上

2640110062 福岡県

新歯サービス

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した生産プロセス革新による歯
科医療技術承継サポート事業

芦屋町商工会

2640110063 福岡県

テストリー ブランド ラボ

福岡発ＥＣＯブランド「Ｍｉｌｋｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の展開

廣門和久

2640110064 福岡県

株式会社黒木織物

博多織製造の新デザインシステム導入

篠原・植田税理士法人

2640110065 福岡県

千代海苔株式会社

最新設備導入による「有明海産・業務用焼き海苔」製造・販売
久留米南部商工会
事業の本格展開

2640110066 福岡県

有限会社ヒサシ通商

日本最高レベルの酒米加工技術とノウハウをＩＴ化して承継す
筑後信用金庫
る事業

2640110067 福岡県

株式会社シンコウ製作所

高精度３次元測定機の導入による、高精度製品製造能力の強
商工組合中央金庫
化及び航空機分野への展開

2640110068 福岡県

熱産ヒート株式会社

レーザー粉末積層造形を用いた高強度炭化ケイ素焼結体の
製造プロセスの開発

2640110069 福岡県

直方精機株式会社

サーボプレス加工による小径丸パイプへの精密ピアス加工の
福岡銀行
試作開発

2640110070 福岡県

アールテック

研磨工程の内製化・自動化・事業拡大に資する精密研削盤の
米倉博彦
導入

2640110071 福岡県

株式会社杜の蔵

溶存酸素濃度制御法による新規熟成日本酒の開発

2640110072 福岡県

有限会社スティル

立形マシニングセンター導入による難削金属素材加工技術の
宮田隆治
構築

2640110073 福岡県

株式会社サベージ

企業と消費者間を結び、双方向の交流を実現する「健康・美容
福岡商工会議所
プラットフォーム」の提供

2640110074 福岡県

有限会社三宅特殊製袋

有明海沿岸で使用される海苔包装用特殊袋の製造に対応す
佐賀銀行
る設備

2640110075 福岡県

株式会社樋口金十郎商店

新商品「カドペタ」の補完材であるロープやベルトの内製化と
品質向上

福岡商工会議所

2640110076 福岡県

エクセル有限会社

薄板難削材の機械加工の精度向上と工数削減

福岡ひびき信用金庫

2640110077 福岡県

ナサ工業株式会社

省エネルギー空調機筐体フレームの高効率加工システムの
構築

豊和銀行

2640110078 福岡県

信和工業株式会社

プレミアムモータシャフト生産の効率化による精度向上と生産
髙栁和浩
コスト削減

末宗和秋

西日本シティ銀行

公益財団法人北九州産業学術推進機
構

福岡銀行

2640110079 福岡県

株式会社アイム

ＮＣルーター３次元造形ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによるオーダー
福岡ひびき信用金庫
家具・建具の開発

2640110081 福岡県

株式会社丸信

小ロット受注・テスト販売が可能になる製造ライン構築による
販路拡大

2640110082 福岡県

株式会社イシバシ

社会基盤を支える橋梁・耐震補強分野の革新的生産システム
商工組合中央金庫
の構築

2640110083 福岡県

株式会社旭技建

アルミサッシ製造業におけるオーダー型製品対応の為の生産
筑邦銀行
工程改善事業

2640110084 福岡県

株式会社総合カッター

事業構造改革による業務工程の改善による経営体質の強化

2640110085 福岡県

溝上酒造株式会社

新型薮田式自動圧搾機を活用した『無ろ過・生・原酒』の日本
福岡ひびき信用金庫
酒製造事業の展開

2640110086 福岡県

株式会社エレガントウッドコーポレー
ション

オリジナルアートワークの開発

2640110087 福岡県

福岡製袋工業株式会社

小ロット・短納期での納品に対応をした高付加価値ＤＭ用封筒
株式会社エフアンドエム
の開発計画

2640110091 福岡県

株式会社中島田鉄工所

製品開発・改善における観察・計測プロセスの精度と性能の
向上

筑邦銀行

2640110092 福岡県

共栄精機株式会社

全方向移動可能な車輪駆動によるＩＣタグ誘導制御方式介護
用無人台車システムの開発

福岡ひびき信用金庫

2640110093 福岡県

有限会社ふく太郎本部

日本初のフグミガキ（除毒場）ＨＡＣＣＰ加工場を設置し、より安
福岡銀行
全性の高いフグ加工品（サービス）を提供する。

2640110094 福岡県

有限会社飯野鉄工所

複合加工機導入によるリードタイムの短縮と高精度化への取
福岡ひびき信用金庫
り組み

2640110095 福岡県

株式会社鞍手スチール

ハイパープラズマ導入における生産性向上売上倍増計画

2640110096 福岡県

電機樹脂株式会社

プラスチックの切削・曲げ・接着加工による少量多品種生産技
福岡銀行
術高度化の為の最新 ＮＣルーターの導入

2640110098 福岡県

合名会社早田材木店

最新の画像処理システムにより木工用ダボの不良品率低下を
筑邦銀行
計る取り組み

2640110099 福岡県

三福観光有限会社

有明海の魚介類と鰻を使った独自商品の生産と販売体制の
強化

2640110102 福岡県

株式会社ハイスピリット

デザイン着せ替え可能商材について、無在庫販売可能な受発
税理士法人武内総合会計
注システムの実店舗小売店への提供

2640110106 福岡県

有限会社イマヤマ

マグネット吸着性能を持った装飾性不燃内装材の商品開発

2640110108 福岡県

林宗土木株式会社

乾式吹付耐震補強工法による老朽化した橋梁の長寿命化修
商工組合中央金庫
繕事業

2640110113 福岡県

株式会社小林酒造本店

発酵タンク毎の温度管理による清酒製造最重要工程である醪
福岡銀行
仕込みの高度化事業

2640110116 福岡県

森崎工芸株式会社

家具用パネル接合部加工の高度化による多品種少ロット別注
高木秀樹税理士事務所
家具の生産体制の構築

2640110119 福岡県

株式会社石橋製作所

一般産業用減速機用（歯車箱・溶接歯車）熱管理・熱処理工程 公益財団法人福岡県中小企業振興セ
の改善
ンター

2640110121 福岡県

株式会社ＡＭＫインターナショナル

ガムボーンの販売と購入者会員限定の愛犬健康管理ネットシ
大野城市商工会
ステム事業の展開

2640110125 福岡県

有限会社貞苅産業

家具製造過程で発生する端材を使った「木製小物雑貨」の開
発・製造・販売

2640110129 福岡県

ムカイ工房

イベント祭事時のジェット風船用フットポンプ付発射ホルダーの
筑紫野市商工会
開発

2640110131 福岡県

株式会社リュウキ

汚泥含有冷却水の脱水処理工程の改善を行いコスト低減と商
福岡ひびき信用金庫
圏拡大を図る

2640110137 福岡県

光酒造株式会社

炭酸充填機等の導入によるスパークリング果実酒の製造

粕屋町商工会

2640110141 福岡県

電子技法豆腐本舗小宮商店

国産大豆と電子技法による水を使用した豆腐生産設備の改
善・増強と拡販

大牟田商工会議所

久留米商工会議所

能丸政孝税理士事務所

大川信用金庫

伊予銀行

末宗経営コンサルタント

髙木秀輝税理士事務所

大川信用金庫

2640110142 福岡県

株式会社西部技研

「機能性ハニカム成形品」の自動積層技術開発によるものづく
商工組合中央金庫
り改革

2640110143 福岡県

株式会社フクネツ

熱処理製品の表面状態改善による工程削減及び高品質製品
福岡銀行
化計画

2640110144 福岡県

厚木プラスチック株式会社

食品用プラスチック容器の異物混入防止を目的とした多品種
商工組合中央金庫
対応箱詰めロボットの開発

2640110146 福岡県

株式会社オークラパッケージ

販促にも活用できるシート組み立て式段ボール遊具の開発・
提供

福岡ひびき信用金庫

2640110147 福岡県

株式会社フリント

ＨＥＶ自動車等大径モータコア新試作製作短納期化事業

遠賀信用金庫

2640110150 福岡県

株式会社テクノネットワーク

マーケティング機能を強化した直売所ソリューションシステム
の開発

西日本シティ銀行

2640110153 福岡県

戸畑鉄工株式会社

高機能射出成型機によるロストワックス精密鋳造品の高精度
商工組合中央金庫
化とリードタイム短縮

2640110154 福岡県

スペロ機械工業株式会社

水素ステーション用継手部品の開発・製造

2640110155 福岡県

株式会社大潮

全自動高速産業廃棄物圧縮梱包機の導入による再生資源生
福岡銀行
産力の強化と拡販

2640110156 福岡県

株式会社イング

３Ｄでイメージ通りに仕上げるオリジナルユニフォームサービス
株式会社エフアンドエム
の提供

2640110157 福岡県

株式会社フクト

成績処理業務の改善による標準学力分析検査を主とする拡
販

田中哲

2640110161 福岡県

株式会社イナバ

低圧電流作業における作業性と安全性を兼ね備えた耐電手
袋の開発

久留米商工会議所

2640110165 福岡県

株式会社正信

マグネシウム合金向け高意匠性クリアー塗装の品質向上と生
商工組合中央金庫
産性強化

2640110172 福岡県

株式会社大光研磨

航空機産業向けエンドミルの品質保証と納期厳守を実現する
北九州商工会議所
高精度測定機の導入

2640110174 福岡県

安心計画株式会社

地場工務店が最適な収納スペース・ボリュームの設計・提案を 公益財団法人福岡県中小企業振興セ
可能にするプレゼンシステムの開発
ンター

2640110176 福岡県

株式会社タカムラ店装

ＮＣルーター導入による曲線加工製品の生産性向上

2640110186 福岡県

株式会社国際海洋開発

ロボット技術を用いた高精度環境計測の可能な無人調査艇の
福岡ひびき信用金庫
開発

2640110191 福岡県

株式会社矢田部研摩

自転車ブレーキ部品の研磨における新たな研磨方法の創出

福岡ひびき信用金庫

2640110192 福岡県

有限会社白川精機

ソリッドモデル型ＣＡＤ導入による鋳造用金型の開発

福岡中央銀行

2640110194 福岡県

株式会社ミドリ印刷

オンデマンドプリンターによる４色封筒印刷と新型高付加価値
福岡銀行
多機能封筒作成機の導入による企画封筒での差別化事業

2640110196 福岡県

株式会社樋口工作所

ガンドリル用インナーロッドの試作開発と量産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2640110197 福岡県

株式会社エーイーシー

防汚機能を有した表面処理加工技術

税理士法人アースシンシア

2640110198 福岡県

株式会社イデア

オーダー家具製作新工程ラインの構築による新市場への挑戦 福岡ひびき信用金庫

2640110200 福岡県

有限会社がんこ本舗

界面活性剤投入量を１－５％に抑える低炭素・低環境負荷型
武石誠司
洗濯用洗剤の開発

2640110201 福岡県

株式会社苅野

三次元測定機導入による耐久特殊材質消耗部品製造方法の
宮田隆治
革新と差別化

2640110203 福岡県

いなとみデンタルラボラトリー

自社ポーセレン技術とＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる「非アレル
ザグ・インスティチュート有限会社
ギー義歯」の開発

2640110205 福岡県

株式会社メタルテック

高い抗菌活性等を持つチタニア系触媒塗料で塗装した内装建
筑邦銀行
材の開発

2640110207 福岡県

ニビシ醤油株式会社

自動包装設備導入による「液体調味料」の試作開発と販路拡
松田和則税理士事務所
大

福岡銀行

伊予銀行

2640110210 福岡県

株式会社松尾農園グループ

利便性・機能性・安全性を追求した顧客生涯価値を高める農
産加工品開発

2640110211 福岡県

株式会社Ｓｋｙｗａｒｄ

近代的生産体制による、食の安全・高齢者の雇用を伴った海
西日本シティ銀行
外展開への布石

2640110214 福岡県

若波酒造合名会社

仕込蔵の冷蔵化による生酒製造と通年販売計画

2640110218 福岡県

有限会社エコアシスト

糖分を含む飲料のリサイクルを促進する廃棄物処理システム
ザグ・インスティチュート有限会社
の開発

2640110219 福岡県

有限会社フーズ・ワン

自社ニンニク加工技術を活用した「ジビエ肉ギョウザ」の開発

2640110220 福岡県

株式会社ファニチャー・ミエ

現場での加工を不要にする建築造作商品向け小ロット多品種
米倉博彦
家具の開発

2640110221 福岡県

株式会社Ｅ－パートナーズ

大雨による、夜間の水位監視体制を飛躍的に改善するソー
ラー発電式可動型水位指示標の試作機開発

福岡商工会議所

2640110223 福岡県

日本奉製株式会社

八女盆提灯の伝統工芸技術とＵＶプリンターを活用した「オリ
ジナル盆提灯」の開発

ザグ・インスティチュート有限会社

2640110224 福岡県

図南鉄工

超大型タイヤ生産用金型部品の生産プロセス強化及び技術
継承への取り組み

西日本シティ銀行

2640110225 福岡県

渕上鉄工所

ＮＣ正面旋盤導入でステンレス切削加工技術向上を図り、新
市場進出を行う事業

飯塚信用金庫

2640110226 福岡県

株式会社アドウェルズ

高品質カットを実現するロータリー超音波カッターの開発推進
三井住友銀行
設備導入

2640110227 福岡県

有限会社川島鉄工所

省エネ法対応のトップランナーモーター用ギア製造工程の加
工精度及び生産性向上

2640110228 福岡県

株式会社大建測量エンジニア

３Ｄレーザー測量と空撮高精度画像による高層建造物向け外
西日本シティ銀行
壁検査システムの開発

2640110230 福岡県

東洋プレシジョン株式会社

貫通孔の立体的な位置や形状精度を測定可能な三次元測定
税理士法人ＳＫＧ
機の導入

2640110233 福岡県

ＡＫＡＭＩＹＡ ＣＯＷＳＩ

乳廃牛のドライエージング（熟成化）により、熟成国産牛として
福岡ひびき信用金庫
高付加価値化を目指す事業

2640110234 福岡県

株式会社タムラ

独自技術を用いた自動包装ラインの新規導入による、コストダ
伊予銀行
ウンと安心・安全の実現

2640110235 福岡県

株式会社高山プレス製作所

治具研削加工レスによる精密プレス用順送金型の製造プロセ
福岡銀行
ス短縮

2640110236 福岡県

太陽セランドホールディングス株式会 リネンサプライ業者向け特殊再生おむつを用いた工業用洗濯
西日本シティ銀行
社
機の改良と新洗浄技法の開発

2640110237 福岡県

さとう獣医科医院

オペ技術と炭酸ガスレーザーによる、高齢ペットに対する緩和
ザグ・イスティチュート有限会社
的治療サービスの開始

2640110239 福岡県

信号電材株式会社

防災型交通信号灯器の開発

福岡銀行

2640110241 福岡県

アイクォーク株式会社

介護・病院現場向けに特化した高性能小型空気浄化装置の
試作開発

新郷道明

2640110245 福岡県

福岡テープ株式会社

熱硬化性樹脂加工の一貫生産体制構築により新規市場開拓
福岡銀行
を目指す事業

2640110246 福岡県

株式会社ワイエスピー

大豆をすべて使用した栄養価の高い新しい豆腐の開発

2640110249 福岡県

株式会社エム・アイ・エス

燃焼廃熱を利用したプレ乾燥機能付きバイオマス燃料供給機
西日本シティ銀行
の試作・開発

2640110253 福岡県

株式会社九州メディカル

養豚舎で発生する悪臭を低減する微生物資材の量産化体制
松本健司
の構築

2640110254 福岡県

有限会社田尻電機製作所

高性能モータ製造における短納期・高品質化製造技術の確立 鞍手町商工会

2640110261 福岡県

有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ

自動倉庫向け制御盤設置における試運転作業の効率化

2640110270 福岡県

株式会社日栄紙工社

段ボールの複数張り合わせにより強度を増進した重量物用梱
株式会社富士経営
包材の開発

八女商工会議所

大川信用金庫

ザグ・インスティチュート有限会社

佐賀銀行

商工組合中央金庫

福岡ひびき信用金庫

2640110271 福岡県

株式会社ウー・ルー

中高年女性の「今欲しい」を叶えるアンチエイジングサロンへ
進化

2640110272 福岡県

有限会社サンジュエリー

地域性を持たせた新たなブランドの展開とジュエリー商品の生
久留米商工会議所
産プロセスの革新

2640110274 福岡県

株式会社レプロード

新たな橋梁点検調査サービス（ブリッジドクター）の開発

公益財団法人福岡県中小企業振興セ
ンター

2640110275 福岡県

もり歯科医院

口腔内補綴物の安定供給の為の歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステ
ム導入事業

北九州銀行

2640110277 福岡県

有限会社セラモテックシステム

これからの高齢化社会に対応した歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置と
３Ⅾプリンターを用いて製作する入れ歯を中心とした歯冠補綴 西日本シティ銀行
物の提供

2640110280 福岡県

和新工業株式会社

軽量、低コストで組立容易な常設組立式階段の開発

福岡銀行

2640110282 福岡県

株式会社池田冷熱工業

平成２７年度～平成３１年度経営計画をふまえた製造工程の
革新事業

税理士法人総合会計

2640110283 福岡県

Ｒ・ｄｏｔ・Ｓ株式会社

新製品「強靭化木材」の生産開始に伴う生産性の向上と廃材
西元知基
のリユース化

2640110285 福岡県

株式会社ネクストシステム

ｉＢｅａｃｏｎを用いた屋内動線把握システムの開発

2640110286 福岡県

マルマツ産業株式会社

牛、豚内臓関連商品の洗浄殺菌技術の研究開発並びにコスト
柴田務
ダウンの設備改良事業

2640110288 福岡県

高鍋タオル株式会社

顧客ブランド開発支援を強化しタオル業界における独自のポ
ジションを築く

2640110290 福岡県

株式会社ユニティクス

弊社特許技術を使ったスマート工場対応エンジニアリングサー
筑紫野市商工会
ビス

2640110293 福岡県

ヒロナリ焼付塗装

乾燥炉内の自動換気制御による焼付塗装における黄変の撲
株式会社富士経営
滅

2640110296 福岡県

アイ・シー・エル株式会社

ＩＳＯ審査における顧客、審査会社、審査員の双方向情報伝達
福岡商工会議所
を可能とするクラウドシステムの開発

2640110297 福岡県

株式会社中嶋建設

業務拡大のためのボックスカルバート（地中埋設暗渠）鉄筋型
大牟田柳川信用金庫
枠製造用設備の導入

2640110300 福岡県

有限会社ＳＯＬＩＣ

５軸マシニングセンタに代わる、鋳造用木型、試作モデル等の
大牟田柳川信用金庫
製作用６軸ロボットの導入

2640110302 福岡県

ナガノインテリア工業株式会社

国産材を利用した座板内製化による多品種極小ロット生産体
米倉博彦
制の強化とコスト削減

2640110303 福岡県

東洋ゴム織布株式会社

伸縮織物用インクジェットプリント技術の確立と本格生産

2640110305 福岡県

阪本印刷株式会社

中小家電販売店の「モノ売りからコト売り」への営業スタイル転
商工組合中央金庫
換サポート事業

2640110306 福岡県

西邦機工株式会社

揉摺りした竹等バイオマス微粉末の用途別適正粒度と生産性
福岡銀行
を評価する試作機の開発

2640110312 福岡県

合名会社山口酒造場

日本酒加熱殺菌装置「プレートヒータークーラー」導入による品
久留米商工会議所
質向上と低コスト化を図る生産体制の再構築

2640110313 福岡県

プロスパー産業株式会社

短納期と高品質を実現するアパレル流通加工ワンストップ体
制の構築

株式会社富士経営

2640110314 福岡県

株式会社ニッパ

集成材製造工程の加工精度向上による原価低減

飯塚市商工会連合会

2640110319 福岡県

有限会社スタッフ

サムライの兜・鎧をモチーフに審美性の高い外国人向け日本
末吉幹久税理士事務所
のお土産開発

2640110321 福岡県

株式会社フジエンジニアリング

防錆環境型溶射普通ボルト（１２㎜、１６㎜）の大量生産装置の
りそな銀行
導入

2640110328 福岡県

株式会社富士金型

自動車用プレス金型製作における生産性・効率化の向上と人
飯塚信用金庫
材育成・ノウハウ伝承

2640110329 福岡県

ナナイロヤ合同会社

多品種少量生産向きファブリック（布製）アイテム開発サービス 筑邦銀行

2640110330 福岡県

近畿電機株式会社

自動車用プラスチック射出成形品の短納期化のための最新生
福岡銀行
産システムの導入

久留米商工会議所

山口徹也公認会計士・税理士事務所

広川町商工会

福岡銀行

2640110331 福岡県

株式会社ＴＣＫ

再生医療分野の３次元微細構造観察を可能とするレーザ切削
商工組合中央金庫
装置の開発

2640110333 福岡県

東販産業株式会社

５軸加工機とパレットチェンジャーによる高精度加工と低コスト
川淵税務会計事務所
化生産の確立

2640110334 福岡県

株式会社イマムラ・スマイル・コーポ
レーション

独自積層板で製造したオリジナル薄板成形容器「木匠」の生
産性向上と商圏の拡大

2640110335 福岡県

株式会社ｃｏｋｉ

スマートグラスを活用した各種施設・イベント向けコンテンツ事
福岡ひびき信用金庫
業

2640110340 福岡県

久留米印刷株式会社

規格サイズの異なる複合冊子の折り工程を一新する装置の導
広川町商工会
入、並びに生産性と品質の向上

2640110347 福岡県

株式会社コンドー・マシナリー

セシウム吸着機能を有する除染用竹炭粉粒体の作製方法の
大川信用金庫
開発と供給

2640110348 福岡県

有限会社進藤商店

地場水産物と自社特許技術を活用した「燻製（くんせい）商品」
ザグ・インスティチュート有限会社
の量産化

2640110352 福岡県

マトリックス電子株式会社

かけ放題携帯による通話費定額電話式インターホンの開発

2640110354 福岡県

株式会社鐘川製作所

ＹＡＧレーザ溶接機導入による高効率化と新規分野への開拓 商工組合中央金庫

2640110356 福岡県

株式会社オリオサント

オリーブオイルおよびオリーブ石鹸の製造環境改善

2640110358 福岡県

株式会社ジーンネット

歯周病認識抗体及び歯周病検査スティック商品化へ向けた抗
筑邦銀行
体製造プロセスの革新

2640110359 福岡県

株式会社エム・エス・ピー

ガソリンスタンドの見積業務を大幅に短縮する「クラウド型統合
筑邦銀行
見積システム」の展開

2640110362 福岡県

柴田プラスチック

ワンストップ化による革新的生産プロセスの構築

筑邦銀行

2640110363 福岡県

株式会社アルス・リサーチ・システム

燃料電池スタック用非接触式検査装置の開発

税理士法人コスモス

2640110365 福岡県

株式会社坂本電機製作所

生産増に対応する為の新規設備導入計画

税理士法人エム・エイ・シー

2640110366 福岡県

フランス酒場ルプー

内部に特別な“メッセージ”や“装飾”を閉じ込めた革新的サプ
久留米商工会議所
ライズケーキの商品開発

2640110367 福岡県

株式会社キューピクル

太陽光発電、蓄電池利用の直流給電システムの試作・開発・
宮川公認会計士事務所
実証評価

2640110369 福岡県

株式会社中央産業

廃プラスチック粉砕材を射出成形機へ安定供給するための装
飯塚商工会議所
置類の導入

2640110374 福岡県

株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ

井戸の水位管理を自動化する投げ込み式水位計の小型化お
米倉博彦
よび遠隔監視

2640110376 福岡県

新日本バネ工業株式会社

冷間成形コイルバネ製造工程における研磨工程の内製化・高
米倉博彦
品質化

2640110377 福岡県

株式会社ヴァンテック

製造品質・安全確保のための生産履歴（トレ－サビリティ）シス
大川信用金庫
テム開発

2640110382 福岡県

株式会社西日本スプリング

製造工程を大幅に短縮・簡略化できるスプリング自動加工機
の導入

米倉博彦

2640110384 福岡県

株式会社低温技術研究所

超高速比熱測定装置の開発

福岡銀行

2640110385 福岡県

赤司電機株式会社

特別高圧に対応可能な絶縁構造を有する発電機負荷試験装
北九州銀行
置の開発

2640110388 福岡県

タカハタプレシジョン九州株式会社

医療機器用のプラスチック部品の生産に伴う付属部品の適正
商工組合中央金庫
な処理方法

2640110389 福岡県

株式会社新興精機

医療分野での新たな使用が期待される安価の小型多元ス
パッタ装置の開発

2640110390 福岡県

株式会社星野製茶園

茶道家元が大絶賛の八女の最高級抹茶の生チョコレートの量
八女市商工会
産化体制を図る

2640110391 福岡県

株式会社マリンテック

ＡＣ／ＤＣ兼用回路を搭載したＬＥＤ船舶用照明の開発

西岡隆

粕屋町商工会

筑邦銀行

福岡銀行

公益財団法人北九州産業学術推進機
構

2640110399 福岡県

クルメキッコー株式会社

膜ろ過、熱充填による「天然醸造木桶醤油」の無添加・無菌商
筑邦銀行
品開発

2640110408 福岡県

株式会社ウエスト・マネージメント

発電機の能力測定による検査効率アップと、付加価値アップ

2640110411 福岡県

ａｅ Ｔｈｅ Ｓｏｕｎｄｓ Ｃｏｍｐａｎｙ

使用状況に応じてカスタマイズできる安全担保、利便性を重視
古賀市商工会
した耳栓の試作、開発

2640110414 福岡県

有限会社キュウエイ

門型加工機導入による電力関連装置（スーツブロワ）の短納
期化

北九州銀行

2640110415 福岡県

株式会社ピーエムティー

短納期、低コストを可能とする革新的半導体受託製造サービ
スの実証

公益財団法人福岡県中小企業振興セ
ンター

2640110416 福岡県

株式会社スクリムテックジャパン

中層大規模木造建築物に使用する接合金物の開発及び製品
福岡銀行
化

2640110417 福岡県

協和商工株式会社

最新の画像処理技術を応用した照合・検査装置の試作開発

2640110421 福岡県

有限会社有明乳業

顧客ニーズに応じた革新的移動健診とＩＴサービスによる販売
大牟田柳川信用金庫
促進

2640110429 福岡県

有限会社居原

軽くて強い改良型プラスチック製臼の開発

福岡ひびき信用金庫

2640110432 福岡県

株式会社クライミング

スマートフォン用超薄板カバーガラスの試作開発

商工組合中央金庫

2640110434 福岡県

有田電器情報システム株式会社

クラウド型企業業務支援アプリシェアウエア月額課金プラット
フォームの開発

飯塚信用金庫

2640110435 福岡県

株式会社ハウスボトラーズ

製造環境整備による一つの生産ラインでの多品種少量生産の
豊和銀行
実現

2640110437 福岡県

ＧＲＡＮＲＩＤＧＥ

インディーズ映画専門の動画有料視聴サイト構築と運営

公益財団法人福岡県中小企業振興セ
ンター

2640110438 福岡県

グランリッジ株式会社

医療・介護・福祉、地域主体の医療情報ポータルサイトの開発

公益財団法人福岡県中小企業振興セ
ンター

2640110444 福岡県

西日本オートリサイクル株式会社

環境にやさしい使用済車（ＥＬＶ）の精緻解体競争力強化プロ
セスの実機化

北九州銀行

2640110447 福岡県

古賀金属工業株式会社

工程管理ソフト導入による現場の革新と生産性の向上

筑邦銀行

2640110452 福岡県

株式会社田名部製作所

可動式バルブを装着した「足洗器」の量産試作開発

松原竹田税理士法人

2640110459 福岡県

株式会社グッドラックスリー

視線追跡データ分析によるスマホゲーム体験の改善並びに提
株式会社富士経営
案事業

2640110461 福岡県

クラウン製パン株式会社

生産工程改善による定番商品生産性改善とパン食品の高付
加価値転換配転の推進

福岡銀行

2640110464 福岡県

有限会社プラス化建・工法研究所

高い光合成栽培器 ＢｉｏＸ を射出成形で量産し、 温暖化を阻
止する

那珂川町商工会

2640110465 福岡県

エオリア株式会社

ノズル非接触式充填機導入による高品質な洗口液（マウス
ウォッシュ）製造技術の確立

商工組合中央金庫

2640110472 福岡県

株式会社モノリス

管理された高度な貼り技術、高性能シート、環境に配慮したＰ
柳川商工会議所
ＵＲを融合させた金属板の開発と販売

2640110477 福岡県

株式会社ヒグチ工芸

立体造形における多軸・複合工作機械の高度化、ソフトウェア
早良商工会
の高度化

2640110482 福岡県

福岡県醤油醸造協同組合

無塩醤油風調味料の用途拡大にともなう量産のための設備
改善

商工組合中央金庫

2640110485 福岡県

株式会社ＳＡＳＡＫＩ

木材熱処理機導入による効率的な作業性とコストダウンによ
る競争力強化

筑邦銀行

2640110487 福岡県

日本メディア有限会社

九州に特化した中小観光事業者、訪日個人旅行者支援サー
ビスの創出

商工組合中央金庫

2640110492 福岡県

株式会社アステック

細胞医薬品などに用いる間葉系幹細胞の小型自動培養装置
河上信二
の開発

2640110495 福岡県

研醸株式会社

全量焙煎麦麹仕込みによるニュウータイプ麦焼酎の品質バラ
大刀洗町商工会
ツキの改善

田川商工会議所

佐賀銀行

2640110498 福岡県

歯科なりかわ重敏クリニック

矯正治療への理解度、満足度が飛躍的に向上する最新３Ｄ設
合田淳華
備の導入

2640110502 福岡県

株式会社ＮＹデンタル

インプラントの安心・安全・高品質な治療を支援するサージカ
ルガイドと上部構造の提供

経営デザインコンサルティング

2640110516 福岡県

有限会社馬場鉄工

最新ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセスの強化と受注増への
取り組み

久留米商工会議所

2640110518 福岡県

鷹取鋳造株式会社

真空・不活性ガス雰囲気を用いた不良率ゼロの銅合金鋳造技
田中哲
術の開発

2640110522 福岡県

株式会社九州電化

立体造形装置を用いた非接触式医療用吸入器の開発

2640110540 福岡県

まるは油脂化学株式会社

衿袖洗い石けんと携帯用化粧石けんの製品化に向けた設備
筑邦銀行
投資および試作開発

2640110541 福岡県

株式会社三葉

ロボットを活用した言語取得支援、および療育アプリ「エフェク
福岡ひびき信用金庫
ター」の開発

公益財団法人福岡県中小企業振興セ
ンター

