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2640210543 福岡県 株式会社黄河
コミュニティーサイトを通して顧客と共に行う、家庭用アロ
マ抽出装置の開発

西日本シティ銀行

2640210544 福岡県 有限会社ライジング
木材の曲線加工機能を有する機械導入による新製品の
開発と市場開拓・業容拡大

小林紀

2640210545 福岡県 株式会社十全理化工業所
海外発電プラント向け大型回転軸の精密加工の内製化と
技術継承の取り組み

筑紫野市商工会

2640210547 福岡県 有限会社トリオ製麺
製麺設備の導入による生産性向上と麺に対する細かな顧
客ニーズへの対応

西岡隆

2640210551 福岡県 ホンダキャラックス株式会社
高精密電子回路印刷用の基盤彫刻技術開発に向けた測
定機器等の導入

米倉博彦

2640210554 福岡県 坪井畳工房株式会社
国産い草に刺繍を施したオリジナル畳表・畳縁を使ったメ
モリアルグッズの提案

太宰府市商工会

2640210563 福岡県 株式会社尾家興産
即時脱型加工による低コスト・短納期なフェンス用基礎ブ
ロックの開発

米倉博彦

2640210564 福岡県 峰勝鋼機株式会社
大型自動圧縮ばね試験機導入による、ばね製品の高精
度検査体制確立

米倉博彦

2640210565 福岡県 大坪ＧＳＩ株式会社
焼成炉におけるバーナー燃焼能力改善システム装置の
設置事業

西日本シティ銀行

2640210566 福岡県 株式会社アシスト 高精度・短納期な人工乳房型の製造技術開発 親和銀行

2640210572 福岡県 有限会社軍場製作所
ＮＣルーター２．５次元造形ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる
オーダー家具・建具の開発

西日本シティ銀行

2640210573 福岡県 富士食品株式会社
ＨＡＣＣＰ認証規格に適合した 高衛生卵焼き製造ラインの
構築

商工組合中央金庫

2640210574 福岡県 株式会社しんこう
包装機部品の自動洗浄による衛生管理及び生産性の向
上

商工組合中央金庫

2640210575 福岡県 株式会社ネクスト
ユーザー目線に立った、体への負担の少ない「当社独自
仕様の車椅子」の開発

東京中央経営株式会社

2640210580 福岡県 株式会社井上ブラシ
海外向け農業機械用大型ブラシ加工能力増強と精密加
工技術力向上の取り組み

福岡銀行

2640210581 福岡県 株式会社福岡工務店
高気密・高断熱住宅用の統合型空気清浄システム開発に
よる新市場開拓

福岡銀行

2640210582 福岡県 南里歯科技工所
歯冠補綴物（かぶせ物）の多品種・少量生産に対応した生
産システムの開発

北九州商工会議所

2640210583 福岡県 朝日工業株式会社
宇宙航空用燃料隔膜ゴム製造技術の射出成型機導入に
よる高精度化

商工組合中央金庫

2640210586 福岡県 サクラみそ食品株式会社
発酵制御によるみその高品質化と効率化のための基盤
整備に関する事業

久留米商工会議所

2640210588 福岡県 株式会社ＮＫＥ
作業性と緩み止め効果を両立した高付加価値ナットの開
発

筑邦銀行

2640210589 福岡県 株式会社久留米鉄工
穴あけ加工機導入と自動化移行による、加工能力向上・
短納期化の実施

筑邦銀行

2640210591 福岡県 シバタ精機株式会社
設備用精密カスタムプレートおよび２次加工生産工程の
生産管理ソフト導入による生産性向上

西日本シティ銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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2640210592 福岡県 有限会社ＴＭエンジニアリング 在宅介護補助器具「手動式入浴リフター」の開発 北九州銀行

2640210593 福岡県 株式会社ダイコー
段ボール印刷不良を事前に防ぐ印刷機設定情報提供
サービスの構築

西日本シティ銀行

2640210595 福岡県 トリオ食品株式会社
独自考案した装置導入による郷土菓子「黒棒」の新商品
製造及び量産化体制の整備

西岡隆

2640210596 福岡県 有限会社木下染色工場
酵素を用いた絹精練技術の導入と高効率精練装置によ
る差別化された絹糸の開発

福岡商工会議所

2640210599 福岡県 西部ビル管理株式会社
設備投資不要！空調冷媒を入替えるだけの省エネ・環境
保護サービス事業

福岡銀行

2640210601 福岡県 株式会社東洋硬化
新型イオンプレーティング装置を導入することによる新技
術創造と生産能力の拡大

りそな銀行

2640210603 福岡県 高木鉄工株式会社 自動車産業へ販路拡大プロジェクト計画 久留米商工会議所

2640210604 福岡県 ショクシン株式会社
一般施設（ホテル等）で提供可能なハラール加工食品の
製造及びキット販売の展開

西岡隆

2640210606 福岡県 株式会社ニシキ金属
ハンドリングロボット／スポット溶接機複合ライン導入によ
る生産工程の革新

西日本シティ銀行

2640210607 福岡県 株式会社ゼックフィールド
ナノバブル発生装置を組み込んだ高効率重油エマルジョ
ン製造装置の開発

西日本シティ銀行

2640210609 福岡県 株式会社浅川家具 百年企業の蓄積したデータを活用した新たな販売管理 大川信用金庫

2640210610 福岡県 株式会社辻製作所
効率的な多品種少量生産体制の構築及び高付加価値製
品の創出

福岡銀行

2640210612 福岡県 なごみ歯科医院
インプラントの患者負担軽減と優れた生体親和性実現に
向けた計測を高精度で実施

西日本シティ銀行

2640210616 福岡県 株式会社やきやま
アルミフィルムパッケージを使用した長期保存食のおでん
の製造

福岡ひびき信用金庫

2640210618 福岡県 株式会社カクマル ３Ｄ測定器を使用した高速度高出力レーザー加工 北九州銀行

2640210619 福岡県 株式会社ソフトサービス
小形風力発電制御の安全性および性能確認用治具（小
形風車シミュレータ）開発

福岡銀行

2640210620 福岡県 有限会社チョコレートショップ
チョコレートマシン導入による「博多発のチョコレート」ブラ
ンド強化計画

伊予銀行

2640210622 福岡県 株式会社三松
航空機向け内装部材等の組立・検査ロボットシステムの
試作

福岡銀行

2640210623 福岡県 新日本金属株式会社
３Ｄ－ＣＡＤソフトウェア導入によるユニット製品の取り扱
い

商工組合中央金庫

2640210625 福岡県 株式会社木原ハイテック 自動車タイヤ製造金型の高度設計技術開発事業 筑後信用金庫

2640210626 福岡県 ＡＩＭ有限会社
インクジェットプリンタ－・プロッタ－・ルーター機 導入によ
る生産性向上

樋口陽子

2640210630 福岡県 有限会社九州電機精機 自動車製造ライン用精密治具の高精度化及び短納期化 福岡ひびき信用金庫

2640210631 福岡県 株式会社廣重工作所
多機能ＮＣルーターの導入による別注家具の高品質化・
量産化対応

久留米南部商工会

2640210632 福岡県 株式会社井上企画
広葉樹を用いたカウンター等の精密加工、短納期化実現
のための木工機械導入事業

大川商工会議所
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2640210634 福岡県 川北機械株式会社
新型マシニングセンタ導入による高精度・短納期対応へ
の取組み

福岡ひびき信用金庫

2640210635 福岡県 株式会社エイワ
溶接Ｈ形鋼製造における生産性・品質向上を実現する「Ｈ
形鋼大型ローラー矯正機」導入による受注拡大

北九州商工会議所

2640210636 福岡県 有限会社九州精密
高精度放電加工機の導入による精密金型・部品製造工
程の短納期化

直方商工会議所

2640210638 福岡県 有限会社ＳＧラボラトリー
食品産業等の廃油脂分解浄化処理におけるテーラーメイ
ド型革新的サービスの提供

出海俊賢

2640210639 福岡県 株式会社ジャパンシーフーズ
ソーセージ製造ライン導入による、サバハラスを使用した
新規魚肉ソーセージ市場の開拓

伊予銀行

2640210640 福岡県 株式会社磐井製茶
マイクロ乾燥技術と専用充填機導入による 地元八女産
「高級芳香ティーバッグ」の開発

永松浩樹

2640210641 福岡県 株式会社アピカル
保育事務の効率化を推進するシステムの開発による保育
施設経営支援の強化

株式会社富士経営

2640210642 福岡県 株式会社松岡
高性能アルミサッシ加工機の導入による高度加工商品生
産設備の構築

米倉博彦

2640210643 福岡県 アイエステック株式会社
新規工場から既存工場の設備更新にむけた設備制御の
標準商品の開発販売

糸島市商工会

2640210644 福岡県 株式会社光一工業 新型ＹＡＧレ ーザ溶接機導入による省力化と販路拡大 西日本シティ銀行

2640210646 福岡県 有限会社プラネット印刷
最新製本システムを導入により、潮時表新パッケージ商
品の展開を図る。

福岡銀行

2640210647 福岡県 有限会社中野工業所
高精度なコンクリート製品用型枠の短納期製造体制の構
築

福岡ひびき信用金庫

2640210648 福岡県 有限会社三貴プラン
「ドローンで行う送電鉄塔点検」を実現するための試作品
制作と実証実験計画

久留米商工会議所

2640210649 福岡県 株式会社福岡丸福水産
安全で安心な食品づくりを目的とした最新鋭の金属検出
機の導入

伊予銀行

2640210651 福岡県 成和機工株式会社
焼却炉設置工事の需要増加に対応するための配管工事
用設備の導入

大牟田柳川信用金庫

2640210653 福岡県 むねしげ歯科医院 高齢患者への負担を軽減する歯科治療サービスの提供 福岡銀行

2640210654 福岡県 古賀清木工株式会社
自動ボーリング・ダボ打ち機の導入による作業の効率化と
新製品の開発

小林紀

2640210656 福岡県 日本エコシステム株式会社
飼育を基盤としたエミューオイルの抽出精製と化粧品分
野への展開

細川誠哉

2640210658 福岡県 西日本住機株式会社
ＩＴ技術を活用した、自動化、見える化による革新的な建材
用金具物流センターの構築

大川信用金庫

2640210659 福岡県 株式会社イング ３階建て住宅の保全を維持する高所点検カメラの開発 大野城市商工会

2640210660 福岡県 株式会社博多印刷
ＰＵＲ製本機と三方断裁機の統合導入による生産工程の
改善と新規需要開拓

福岡信用金庫

2640210661 福岡県 筑陽精機工業株式会社
研磨工程の革新による大型クレーン用油圧ユニットの大
型化と納期短縮

株式会社エフアンドエム

2640210662 福岡県 株式会社筑紫工業
高周波接着機導入による生産能力強化と新たな販路の
開拓

那珂川町商工会

2640210663 福岡県 岡部機械工業株式会社
コンベア用キャリア溶接のロボット化による生産性の大幅
向上

市川智子
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2640210665 福岡県 株式会社ウシジマ
ＢＡクラッド（爆発圧着鋼板）のテストピース製造における
納期短縮と生産力及び品質向上を具現化する計画

筑前町商工会

2640210667 福岡県 株式会社創友精工
大形ＣＮＣ円筒研削盤導入によるダイカッター一貫製造ラ
インの構築

西日本シティ銀行

2640210670 福岡県 日下部鉄工所
地質調査用ボーリングマシンの性能向上、高精度加工、
生産性向上への取り組み

福岡中央銀行

2640210672 福岡県 株式会社太陽工機
新型設備導入による自社一貫加工能力強化と生産性向
上及び人材育成

宇美町商工会

2640210673 福岡県 合同会社ＪＥＸＰＯ
海外販路開拓プロセス確立のための食品業者向けプラッ
トフォーム構築事業

福岡銀行

2640210674 福岡県 株式会社東洋モータース
安全・作業環境・生産性向上を目指す新整備工場の取り
組み

末宗和秋

2640210675 福岡県 株式会社朝日化成 真空成型を利用した新たな緩衝材の製造 福岡銀行

2640210676 福岡県 アイム電機工業株式会社
４軸ＮＣ機械で鋳物部品の効率加工と段取り作業削減に
取組み加工時間短縮を実現する

西日本シティ銀行

2640210677 福岡県 株式会社俵工業所
中厚板、板金製品の酸化被膜／ドロス／スパッタ除去工
程の改善

福岡銀行

2640210678 福岡県 株式会社ソーケン彩装
独自の速乾柔軟樹脂塗装方法による高耐久高圧鉄塔部
品の開発

みやき町商工会

2640210679 福岡県 株式会社ＫｅｙＷｏｒｄＬａｂ
授業支援Ｗｅｂシステムのタブレット端末対応と多言語対
応による新規顧客の獲得

福岡ひびき信用金庫

2640210680 福岡県 ナチュラルブレスト株式会社
３Ｄプリンターを応用したオーダーメイド人工乳房の開発と
事業化

筑邦銀行

2640210681 福岡県 大久保設備工業株式会社
空調用ダクトの性能向上を実現するゴムパッキン自動取
付装置の開発

西日本シティ銀行

2640210682 福岡県 有限会社判田鉄工所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ／測定器及び生産管理導入による他
社競争力の強化

久留米南部商工会

2640210683 福岡県 株式会社社寺賛助協会 横型（洋型）回転式墓石の試作開発及び販売の本格展開 小郡市商工会

2640210684 福岡県 モリタインテリア工業株式会社
積層曲げ合板の内製化とその技術を利用した椅子の新
商品開発・販売

大川信用金庫

2640210708 福岡県 はたえ歯科医院
歯科技工のデジタル化、病院内での内製化による治療期
間の短縮による受注増加事業

西日本シティ銀行

2640210709 福岡県 エンザイ緑販有限会社
未利用樹木の枝葉を活用した精油（アロマオイル）の製造
販売

筑邦銀行

2640210710 福岡県 株式会社巨峰ワイン
近郊農家の熱望に答えて、多品種の果実から美味しいワ
インに生産加工する事業

筑後信用金庫

2640210713 福岡県 株式会社メグシ セラミック材を使用した人工関節等の医療機器の製作 遠賀町商工会

2640210715 福岡県 株式会社岡部製作所
高精度タービンブレードの低コスト生産による競争優位性
の確立

株式会社エフアンドエム

2640210717 福岡県 日本電子工業株式会社 超音波加工技術高度化のための高度測定設備の導入
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2640210721 福岡県 有限会社白糸酒造
プレートヒータークーラー及びタックラベラーの導入による
品質改善と生産力強化

福岡銀行

2640210724 福岡県 株式会社瀬川
四代続く老舗菓子店の技術継承と未来につなぐための機
械化への挑戦

若宮商工会
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2640210726 福岡県 ＱＣデンタルラボラトリィー
３Ｄ技術に歯科技工士の技を取り入れ歯冠の高精度化と
スピード化の両立を図る。

ザグ・インスティチュート有限会
社

2640210727 福岡県 株式会社ＡｌｉｖｅＣａｓｔ
距離の壁を無くす、バーチャルショップ（仮想店舗）の試作
開発

米倉博彦

2640210728 福岡県 株式会社内藤鍛造所
大型鍛造車輪生産の為の治具試作開発に要する移動型
自動回転式ターンテーブルの導入

山口慎輔

2640210729 福岡県 株式会社石田鉄工所
複合型ＣＮＣ旋盤導入による工数削減と加工精度向上及
び短納期対応による受注拡大。

大川信用金庫

2640210734 福岡県 シャボン玉石けん株式会社
石けん製造における品質性向上化を目指した自動検査
装置体制の構築、および自動検査装置の導入

福岡ひびき信用金庫

2640210735 福岡県 曽根金属工業株式会社 新型プレス機の開発によるクロムの生産・販路拡大事業 福岡銀行

2640210736 福岡県 有限会社ヨコタウッドワーク
大川の技術を活かしたコンパクトで機能性のある折り畳み
収納デスクの開発

大川信用金庫

2640210739 福岡県 有限会社歌幸 鯛のあらだきの真空パックによる冷凍レトルト化 遠賀信用金庫

2640210743 福岡県 合同会社東海ブルーソーク
ベチバー根を使用した消臭済農業用鶏糞土壌改良材の
開発

福岡ひびき信用金庫

2640210746 福岡県 株式会社クックチャムプラスシー
０～３歳児向けの新調味料の開発「三つ子の味を１００ま
でも」

福岡商工会議所

2640210747 福岡県 高取食品株式会社
独自工夫による「調味料」としての「酵母発酵豆乳」の開発
と設備導入

松崎一海

2640210748 福岡県 ゲン歯科クリニック
インプラント上部構造製作工程の高度化と技工受注事業
の展開

有限会社薗田経営リスク研究
所

2640210749 福岡県 株式会社ＤＡＮ
オープンデータを用いた災害発生時に実動可能なスマホ
アプリの開発

花井裕

2640210751 福岡県 株式会社Ｗｉｎｄｙ
モーションセンサを用いたヒューマンエラー検出システム
の開発

公益財団法人北九州産業学術
推進機構

2640210753 福岡県 北九食品加工有限会社
最新型の全自動蒸練機（生地製造装置）を 導入し生産量
及び売上高を増加させる

西日本シティ銀行

2640210755 福岡県 クボタ鉄工株式会社
次世代ロボット産業向けコア部品の高効率生産体制構築
事業

河内洋子

2640210756 福岡県 株式会社スキル
高速・高精度マシニングセンター導入での金型加工の工
数削減による生産性向上への取組

飯塚信用金庫

2640210757 福岡県 八幡電機精工株式会社
高性能なＣＮＣ旋盤導入による加工精度向上とリードタイ
ム短縮

福岡銀行

2640210760 福岡県 江の浦海苔本舗
初摘み海苔の顧客増加に対応する為の、最新式海苔加
工機の導入

大牟田柳川信用金庫

2640210761 福岡県 株式会社ミヨマル
「対話式ＮＣ」導入による造作家具的トイレブース開発と生
産性向上

福岡銀行

2640210762 福岡県 平戸金属工業株式会社
鋳造工場用生産設備の生産プロセス改善による生産能
力強化と生産性向上の取り組み

西日本シティ銀行

2640210765 福岡県 有限会社濱田表具店
ＮＣ加工機導入による木製建具の生産性向上と商業店舗
向け建具の試作

公益財団法人北九州産業学術
推進機構

2640210766 福岡県 株式会社談
九州の中小企業向け「アジア人観光客の爆買い」対応販
促支援システム提供事業

福岡商工会議所

2640210767 福岡県 プラスチック総業株式会社
最新式電動成形機導入による精密制御した自動車部品
製造技術の高度化

筑邦銀行
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2640210768 福岡県 あつさか歯科クリニック ３ＤＣＴ装置を用いた歯周病の革新的な再生治療 大牟田柳川信用金庫

2640210771 福岡県 株式会社パラマ・テック
新しいセンシング技術を組み込み、健康管理から安否確
認まで一貫して出来るシステムの開発

福岡銀行

2640210772 福岡県 有限会社柴田熔接工作所
環境に優しいＣＯ２二段圧縮機による省エネタイプの大型
冷蔵用冷却システムの開発

西岡隆

2640210778 福岡県 二瀬窯業株式会社
練り混ぜ作業なしで保水性舗装が可能な革新的速硬性
モルタルの開発

商工組合中央金庫

2640210781 福岡県 アサヒ醸造株式会社 メタボローム解析を利用したアミノ酸増強甘酒の試作開発 柳川商工会議所

2640210786 福岡県 株式会社共和製作所 生産増に対応するための新規設備導入計画 西日本シティ銀行

2640210787 福岡県 有限会社シズキ製作所
溶融鉄量を制御する装置部品加工プロセスを強化し加工
リードタイム短縮に取組む

北九州銀行

2640210789 福岡県 株式会社スミリオン
手軽で低コストなインターネットでの スポーツトレーニング
の提供

西元知基

2640210791 福岡県 株式会社ヘッズ
ロボット搭載を実現する高精度位置決め可能な無人搬送
車の開発

福岡銀行

2640210792 福岡県 木下木芸
従来の「組子」にはない色彩を表現する「和モダン組子建
具」開発

大川信用金庫

2640210797 福岡県 株式会社西日本冷食 シャコ残渣由来の抗菌スプレーの開発
公益財団法人福岡県中小企業
振興センター

2640210800 福岡県 アンダス株式会社
リスティング広告の労働生産性を劇的に改善するプラット
フォームの開発

古賀光雄

2640210801 福岡県 有限会社ホームファニシングナカムラ
別注家具の高品質化・短納期化を図るための木工機械導
入事業

大川商工会議所

2640210806 福岡県 株式会社富士精工
同時５軸ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による 難切削樹脂部
品市場の開拓と高付加価値加工技術の確立

西日本シティ銀行

2640210807 福岡県 株式会社佐藤工作所
「短納期化・品質保証受注１００％達成」へ　　生産ライン
の総改革

筑邦銀行

2640210809 福岡県 名島鉄工所 難切削材　長尺加工の内製化による生産プロセスの強化 西日本シティ銀行

2640210810 福岡県
株式会社アドバンスド・デジタル・テク
ノロジー

胃ろう造設術時間を短縮する為の内視鏡フード検知器の
開発

西日本シティ銀行

2640210813 福岡県 株式会社ロジカルプロダクト
クラウド連携型肥育牛脂肪交雑（しもふり）推定装置の開
発

商工組合中央金庫

2640210815 福岡県 有限会社九州電化工業所
塗装に代わるアルミダイカスト用次世代アルマイト処理技
術の実現

公益財団法人福岡県中小企業
振興センター

2640210818 福岡県 環境テクノス株式会社
ＰＣＢ測定能力強化によるブランド力強化と顧客満足度の
向上

富山壽

2640210819 福岡県 株式会社ハタテック
集合住宅エントランスへの適用をめざしたロビーホン電子
錠システムの試作開発

遠賀信用金庫

2640210820 福岡県 有限会社コンクリートサポートセンター
九州初、測量・３次元計測技術を活用した安全かつ高精
度な構造物の調査・診断事業

商工組合中央金庫

2640210822 福岡県 株式会社トリアンフーズ 新商品『鶏の削り節』の開発と安定供給化事業 筑邦銀行

2640210825 福岡県 株式会社松田家具
戸車、丸蝶番ビス締機を使った地震対応型家具の開発と
応用事業

大川商工会議所
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2640210827 福岡県 株式会社クレール
海外のニーズに合わせたカラフルな日本伝統陶磁器の試
作品開発事業展開

那珂川町商工会

2640210828 福岡県 三和金属株式会社
メガソーラー用回転圧入鋼管杭生産体制確立と既存製品
加工効率化

商工組合中央金庫

2640210829 福岡県 有限会社チャイナインポート
釘を使わない木組み伝統技術を応用した「家族葬向け省
エネ型祭壇」の開発

永松浩樹

2640210831 福岡県 株式会社やまひら 有明海ブランドの確立と活むつごろう販売プロジェクト 柳川商工会議所

2640210835 福岡県 有限会社ケーキハウス・アン 地産素材を活用しての彩り焼菓子の商品開発・販売 福津市商工会

2640210836 福岡県 株式会社明菱 研削屑形状を有効利用した電磁波遮蔽樹脂材料の開発
公益財団法人北九州産業学術
推進機構

2640210837 福岡県 くまや蒲鉾株式会社
新型変圧器及び濾過膜の導入による生産性の向上と販
路拡大

古賀市商工会

2640210842 福岡県 株式会社日研稲吉
自動車産業向け電子部品製造装置の増産対応に向けた
高効率生産への取り組み

福岡ひびき信用金庫

2640210843 福岡県 岸川商事株式会社
成分分析計導入による、家電・電装品等の資源効率・利
益率アップの実現

西京銀行

2640210844 福岡県 株式会社日祥
製造時の温度バラツキの解消によるレトルト食品の品質
向上

古賀市商工会

2640210845 福岡県 株式会社方尺精工
自動車部品製造用超硬合金製プレス金型部品の一貫生
産体制構築事業

福岡ひびき信用金庫

2640210846 福岡県 株式会社九州工具製作所
ＮＣ円筒研削盤導入による納期短縮・原価低減・生産力
向上

直方商工会議所

2640210847 福岡県 株式会社クロワッサン
受注・製造管理システム確立によるパン製造の安全性と
個別ニーズへの対応力強化

大野城市商工会

2640210849 福岡県 有限会社エムシームラカミ
難削材切削加工における納期短縮及びコストダウンの実
現

福岡ひびき信用金庫

2640210850 福岡県 株式会社ユーツー 革新的高精細映像制作トータルサポートシステム の構築 上野税理士法人

2640210853 福岡県 白川総合建設株式会社 建設空撮技術を活かしたドローンスクールの運営 福岡ひびき信用金庫

2640210854 福岡県 株式会社鷹取製作所
スマートＩＣＴ活用による船舶用高性能バルブの生産プロ
セス革新

田中哲

2640210855 福岡県 インテリアなわて
画期的な当社オリジナル・プレーンシェードの商品化とそ
の短納期化・高品質化技術の確立

福岡ひびき信用金庫

2640210858 福岡県 株式会社ファボリ 最新型の設備を導入し生産量及び売上高を増加させる 商工組合中央金庫

2640210859 福岡県 オギハラ食品株式会社
地方特産「高菜漬」製造設備増強による作業負担軽減、
生産効率及び品質の向上

西日本シティ銀行

2640210860 福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元
海外向けプレート皿を高取の陶土で作るための圧力鋳込
み設備導入事業

東峰村商工会

2640210862 福岡県 株式会社大豊実業
デイドロック（泥土固化）工法によるクリーク機能保全泥土
改良工事の事業化

柳川商工会議所

2640210865 福岡県 株式会社ラエン
迷子猫捜索システム実現の為の超小型Ｂｅａｃｏｎ通信機
器の試作開発

福岡商工会議所

2640210866 福岡県 株式会社ファイブテック 超高精度プレス金型の加工時間短縮とコストダウン 遠賀信用金庫
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2640210867 福岡県 株式会社龍園
短時間で熟成する氷点下エイジング肉の通販用生産ライ
ンの構築

米倉博彦

2640210868 福岡県 浦野醤油醸造元
地域特産農産物を利用した「虹色甘酒」の試作開発と販
路拡大

福岡ひびき信用金庫

2640210872 福岡県 高田食品工業株式会社
ラーメン用“かえし”の商品開発およびラーメン店に特化し
た業務用途販路の拡大化

有限会社薗田経営リスク研究
所

2640210873 福岡県 株式会社平山プレス工業所
プレス成形品一貫生産体制構築のための精密金型加工
技術開発事業

肥後銀行

2640210876 福岡県 大福商事株式会社
顧客ニーズに応える安全安心の最新型パン包装機の導
入による業容拡大

大牟田商工会議所

2640210879 福岡県 有田歯科医院
３Ｄデータシステム導入による歯冠治療の時間短縮と情
報開示治療の実現

ザグ・インスティチュート有限会
社

2640210882 福岡県 有限会社総合スチロール
発泡スチロールの高精度複雑形状加工を行う「熱線式２
次元加工機」の導入

佐賀共栄銀行

2640210885 福岡県 有限会社吉川木工 多品種小ロット生産体制の構築による販路拡大 大川信用金庫

2640210886 福岡県 株式会社ファインテック
超硬製超高精度刃物（刃先先端Ｒ１μ以下）量産技術確
立

猿渡潔

2640210887 福岡県 株式会社サイテックス
ピーク時の電力使用量を抑え、省エネを実現する冷却散
水システムの構築

福岡銀行

2640210889 福岡県 株式会社矢野特殊自動車
貨物車輌（冷凍車）製造部品の生産性向上と修理部品の
短納期化

商工組合中央金庫

2640210890 福岡県 日新産工株式会社
高機能大開口樹脂サッシ用ステンレスフレーム加工技術
開発事業

福岡銀行

2640210891 福岡県 松﨑食品株式会社
高度殺菌技術と急速冷凍機導入による 「医療食向け無
添加ペースト」事業への挑戦

八女市商工会

2640210894 福岡県 有限会社やきとり二番
消費増加対応の為の焼豚足製造装置増強による業容拡
大

大牟田商工会議所

2640210895 福岡県 有限会社ヤマダスピード製版
ボトルネック解消による、ｗｅｂ通販冊子印刷サービスの更
なる短納期化計画

株式会社エフアンドエム

2640210896 福岡県 株式会社七尾製菓
自動包装設備導入による生産体制の強化および「機能性
ゼリー」の開発

税理士法人北九州総合会計

2640210897 福岡県 有限会社藤本製作所
高速マシニングセンター導入による樹脂，アルミ部品加工
の生産性向上への取組

福岡銀行

2640210899 福岡県 株式会社イシモク・コーポレーション
ラインカメラおよび画像解析のＩＴ技術活用によるインテリ
ア用枠材の革新的異物検知システムの開発

大川信用金庫

2640210900 福岡県 有限会社堤建具工業 凹凸模様など市場ニーズに対応した木製建具の開発 大川信用金庫

2640210901 福岡県 株式会社オグチ
自然エネルギーを駆使した静音・省エネ冷凍システムの
開発

福岡信用金庫

2640210909 福岡県 株式会社技術開発コンサルタント
小型再生可能エネルギー発電装置専用の小型負荷制
御・充放電制御装置の開発

商工組合中央金庫

2640210911 福岡県 株式会社ボナック
機能の異なる分子を同一核酸内に含有する、斬新な核酸
ジ・コンジュゲート体の創製

新日本有限責任監査法人

2640210912 福岡県
株式会社ソフトエナジーコントロール
ズ

リチウムイオン２次電池製造ラインにおける充放電検査設
備高効率化

吉水公認会計士事務所

2640210917 福岡県 サカエテクノ株式会社 ジオメット処理能力および品質向上のための設備計画 常陽銀行
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2640210920 福岡県 株式会社楓工房
木造住宅に最高耐震基準「耐震等級３」を確保する「三次
元立体解析による構造計算サービス」を提供するための
ソフトウェア開発

粕屋町商工会

2640210922 福岡県 株式会社ｄｅｓｓｉｎｓ　ｄｅ　ｄｅｓｓｅｒｔ
生産量・市場規模拡大のための、ロボクーボ機導入によ
る製造工程の効率化、６次産業の確立を目指す事業

税理士荒巻政文事務所

2640210923 福岡県 伊萬里牛専門店門司笑
訪日外国人に対する店舗並びに商品のブランド力強化と
店舗への集客を促進するＩＴ利活用による仕組みの構築

福岡ひびき信用金庫

2640210925 福岡県 ホナミ機工株式会社
自動化ラインに組込み可能な「精密ロール曲げ加工機ユ
ニット」の開発

林田税理士事務所

2640210937 福岡県 株式会社武井工作所
３次元測量機導入による設計工程の飛躍的な効率化と保
全事業の拡大

福岡銀行

2640210938 福岡県 株式会社ツツミプランニング
高機能（抗老化・抗酸化・抗糖化）化粧品・健康食品の開
発及び販売

橋脇税理士事務所

2640210941 福岡県 株式会社ウエキ産業
国産杉材を用いた安価で、反らないドアの開発と家具用Ｎ
Ｃを用いた生産工程改善によるコスト低減

大川商工会議所

2640210943 福岡県 株式会社不二食
超多加水麺の連続量産工程の構築によるブランド力・ 競
争力の強化

商工組合中央金庫

2640210945 福岡県 株式会社藤商店
サンドブラスト加工をした機械設備導入による生産性向上
と労働環境改善

商工組合中央金庫

2640210950 福岡県 株式会社宮原土木建設
独自開発の可搬型混合機による、トース工法を用いた短
納期で高性能な施工方法の開発

太宰府市商工会

2640210951 福岡県 株式会社ＮＩＫＫＥＮ
業界初最大磁束密度１８０ｍＴの家庭用電気磁気治療器
の試作・開発

福岡商工会議所

2640210957 福岡県 株式会社レイドリクス ＴＶ同軸ケーブル対応無線ＬＡＮシステムの構築 福岡銀行

2640210965 福岡県 株式会社正栄
自動包装機導入による生産量拡大と新生産プロセスによ
る品質安定化

有限会社エムケイブレーン

2640210968 福岡県 株式会社博多ふくいち
国内外で高い評価を受けている自社の明太子製造技術
を活用した無塩明太子の開発

永松浩樹

2640210970 福岡県 ネオシステム株式会社 ＨＥＭＳ連携アクティブインバータシステムの開発 福岡商工会議所

2640210971 福岡県 株式会社オークマ
海外向け音響用建材（調音パネル）のオーダーメイド生産
体制の確立

あさくら税理士法人

2640210973 福岡県 株式会社旭精機
高品質フッ素コート剤製造のための精製及び評価装置の
導入

西日本シティ銀行

2640210977 福岡県 株式会社アルノ
みかんを１００％活用するための真空乾燥装置導入およ
び機能性商品開発

有限会社エムケイブレーン

2640210979 福岡県 株式会社オノインダストリィ
ゆりかご型回転テーブル利用した多面加工の高効率、高
品質、低価格化の取組

大川信用金庫

2640210980 福岡県 株式会社富士製作所
多関節型三次元測定機を用いた高効率・高精度測定によ
る組立精度の高度化

酒井晃

2640210982 福岡県 有限会社山口製作所 溶接工程の省人化によるコア技術の強化とＱＣＤの改善 古賀市商工会

2640210983 福岡県 株式会社シノハラ製作所
ＮＣ横ボーリングマシン導入による木製ハイダーベッド製
造工程改善

福岡ひびき信用金庫

2640210984 福岡県 株式会社九州カツラ
鋼板搬送用ゴムライニングローラの特殊表面加工試作品
開発と生産工程の確立

北九州商工会議所

2640210988 福岡県 株式会社天年堂
高級線香及びアロマ系線香製造のための新型線香玉締
め機購入の件

商工組合中央金庫



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

2640210989 福岡県 シンコー株式会社
バイオマス粉体燃焼熱利用炉の自動燃料供給システム
の試作開発

福岡銀行

2640210990 福岡県 瑞穂菊酒造株式会社 夏季における生酒製造の研究開発事業 飯塚市商工会

2640210991 福岡県 株式会社ウィンドレンズ
小型風力発電機の普及に向けたＦＩＴ認証取得及び量産
化開発への取り組み

筑紫野市商工会

2640210992 福岡県 アトラス化成株式会社
自由に結合できる簡易型樹脂製ボールローラー（ベアリン
グ）の開発

ザグ・インスティチュート有限会
社

2640210993 福岡県 有限会社柴田木工
伝統工芸の曲物を現代に生かした新発想・新感覚の和食
器類の開発

福岡商工会議所

2640211000 福岡県 株式会社マシンテック
省スペース、低コスト、高い生産性を実現する革新的な高
周波接着機の開発

大川信用金庫

2640211001 福岡県 有限会社吉田木型製作所
鋳造用木型のリードタイム短縮、製作精度向上の為の設
備導入

親和銀行

2640211003 福岡県 創研プロテック株式会社
高精度ＭＣ導入によるプラスチック精密金型の加工プロセ
ス短縮と生産能力増強

中村弘満

2640211032 福岡県 フジアート株式会社
ＵＶプリンター導入による業務革新 並びに　ＤＩＹ資材出力
サービス事業の確立

福岡銀行


