平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
１次公募二次締切 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

2540120236

福岡県

オアシス珈琲有限会社

「雑味が出ず、旨みが際立ち、こぼれにくい」
円錐型ドリップコーヒー

飯塚市商工会

2540120237

福岡県

株式会社イシバシ

生産能力の向上により短納期対応等を実現
する鉄骨加工システムの構築

貞光節生

2540120238

福岡県

美容薬理株式会社

完全無農薬赤しそを原材料とした低温蒸留法
による完全無農薬・高水準自然化粧品の開 芦屋町商工会
発・販売

2540120239

福岡県

株式会社新和製作所

建物向けサッシ用金属製外枠、金属製ドアの
西日本シティ銀行
製造リードタイム短縮

2540120240

福岡県

株式会社フクネツ

熱処理による変寸予測値設定と内外径一貫
商工組合中央金庫
研削技術とを駆使した生産性・精度向上計画

2540120241

福岡県

合資会社共和工業所

リバースエンジニアリング技術と５軸加工によ
北九州銀行
る高効率部品加工実現

2540120244

福岡県

ＮＳマテリアルズ株式会社

モバイルディスプレー向け高機能導光板の開
橋本千代次税理士事務所
発

2540120253

福岡県

松藤木型製作所

マシニングセンターの導入による製品品質の
柳川市商工会
向上及び製作分野の拡大

2540120255

福岡県

丸栄化工株式会社

微細スリットが形成可能な３次元ＦＷ成形機に 公益財団法人北九州産業学術推進
よる砂濾過フィルタの開発
機構

2540120256

福岡県

株式会社インフォメックス

介護サービス提供責任者向け“バーチャルア
深野朋一
シスタント”システムの開発

2540120262

福岡県

株式会社松正

最新鋭の電子ジャガード式織込花筵織機の
導入による花茣蓙製造における品質、生産プ 大牟田柳川信用金庫
ロセスの強化。

2540120263

福岡県

荒木製蝋合資会社

高純度Ｊａｐａｎ Ｗａｘの製造法および長期安
定化技術に関する研究

2540120264

福岡県

有限会社ニー・ビー・オー

看板広告における顧客即応型デザインショー
福岡中央銀行
ルーム事業の展開

2540120267

福岡県

株式会社ＩＴＳ

忘れ物防止装置の開発

2540120268

福岡県

光洋金属工業株式会社

多品種・小ロット・短納期対応のための生産工
西日本シティ銀行
程改善

2540120269

福岡県

株式会社ピラミッド

エアバッグ精練工程の設備及び生産プロセス
福岡銀行
改善による競争力強化

2540120277

福岡県

栄和装工

セミオーダー方式による据え付け家具の製造
柳川商工会議所
とネット販売の開始

2540120281

福岡県

株式会社トーシン

顧客ニーズにマッチした新デザインの無染土
緑茶染ユニット畳の開発と事業化による収益 大川信用金庫
改善

2540120282

福岡県

三栄機工株式会社

中小物流拠点向け自動仕分けラインの受注
獲得を目指すための試作ライン開発。

福岡ひびき信用金庫

2540120284

福岡県

株式会社是永商会

大型形鋼加工の自動化システム導入による
技術の高精度化及び低コスト高生産性の実
現

小倉中央税理士法人

2540120286

福岡県

株式会社コスモツール

鏡視下手術用腹腔内臓器スライサーの構成
部品の精密加工

西日本シティ銀行

2540120287

福岡県

木下木芸

空間を変える組子ランプシェード「華キューブ」
大川信用金庫
等の開発
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みやま市商工会

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

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

2540120288

福岡県

株式会社正信

車載マグネシウム製品への化成処理における
商工組合中央金庫
不良率低減と品質管理技術の高度化

2540120291

福岡県

株式会社中島ターレット

高精度、高能率マシニングセンター導入によ
るロボット部品加工の競争力強化

2540120292

福岡県

エクシード

コレットホルダー機構を採用したオリジナル多
福岡ひびき信用金庫
用途治具の開発・販売

2540120294

福岡県

株式会社モリサキ

精密抜型提供のための高性能油圧プレス機
導入

2540120301

福岡県

株式会社レセプター

既存ＩＣカードを活用したクラウド型低価格ポイ
株式会社富士経営
ントカードシステムの提供

2540120312

福岡県

株式会社高秀エンジニアリング

ＣＮＣ複合旋盤により製作工程を集約して高
速化・高精度化を実現する

2540120315

福岡県

末次家具工芸株式会社

ＰＮＣボーリングマシンの導入による生産性の
大川信用金庫
向上と新製品の量産体制の確立

2540120318

福岡県

株式会社ウエストウッド

プリザーブドフラワーの新生産技術開発とご
当地産品とのコラボ計画

福岡銀行

2540120320

福岡県

株式会社九州紙工

紙おしぼりの整列包装による省スペース・省
資源化及び輸送コスト削減

久留米商工会議所

2540120321

福岡県

久和原製作所

最新マシン導入での生産性向上による特異の
新宮町商工会
油溝加工技術の販路拡大

2540120323

福岡県

株式会社フェリックス

新素材を使用した（ハード）ダーツボードの開
発

2540120324

福岡県

株式会社サイエンス・ラスター

医療イノベーションを担う生理活性ペプチドの
松井美恵
実用化販売に向けた研究開発

2540120325

福岡県

英一郎製磁

強化磁器アクサセリーの量産化

春日市商工会

2540120327

福岡県

エスエス産業株式会社

メタロセン触媒によるポリエチレンを使用した
ゴミ袋の生産と普及

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

2540120328

福岡県

ソンバーユ株式会社

油脂劣化低減型高効率充填装置の開発

税理士法人井村アンドパートナーズ

2540120330

福岡県

株式会社中島田鉄工所

人工衛星関連事業における研究開発の推進 税理士法人ＴＩＣ

2540120331

福岡県

株式会社大石物産

産業廃棄物・製紙スラッジを原料とした水稲培
八女商工会議所
土製造

2540120332

福岡県

株式会社ライコー

ＬＥＤ対応ダウンライト照明器具・鉄塔投光器
に対する新反射板活用省エネプロジェクト

2540120333

福岡県

株式会社ワークス

微細精密加工技術を利用した細胞培養マイク
福岡ひびき信用金庫
ロウエル金型の製造

2540120334

福岡県

有限会社ユー・ピー・アート

高性能ＮＣルーター導入による高機能プラス
チック加工製品・機器装置事業の強化、拡大

2540120335

福岡県

株式会社永善塗料産業

ＵＶ漆塗装による高付加価値製品の試作開発
大川信用金庫
及び新規需要の早期開拓

2540120336

福岡県

株式会社富士エコ研究開発

熱分解法による高品質バイオディーゼル燃料
松尾勇二
の量産技術の確立

2540120337

福岡県

有限会社九州酢造

独自の発酵技術の構築による地元農産品を
用いた特産加工品の開発と商品化

2540120338

福岡県

シンコー株式会社

木材タンニンを原料とした医療・介護施設向け
福岡銀行
排泄物臭脱臭機材の試作開発

2540120339

福岡県

株式会社パラマ・テック
マイクロ波生体センサーを活用した在宅療養
福岡銀行
株式会社モバイル社会戦略研究所 支援システム
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北九州銀行

西日本シティ銀行

福岡ひびき信用金庫

西日本シティ銀行

樋口陽子

大牟田柳川信用金庫

粕屋町商工会

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

2540120340

福岡県

株式会社宣巧社

『印刷用刷版出力機導入 生産工程の内製化
立野謙介
によるワンストップサービスの事業化』

2540120342

福岡県

株式会社レイドリクス

高速周期通信が可能な産業ロボット用無線Ｌ
林田俊一
ＡＮシステムの開発

2540120343

福岡県

ティーケーピーネットワーク株式会社

海上の特定エリアを地上から監視するレー
ダーシステムの試作開発

2540120345

福岡県

株式会社天野商店

米麹を利用した野菜・果物の糖化及び乳酸菌
あさくら税理士法人
添加の健康食品の開発

2540120346

福岡県

株式会社魚義

オーダーメイドの和式結婚式のプロデュース
開発

久留米商工会議所

2540120348

福岡県

株式会社岡崎製作所

軽自動車の低燃費エンジン生産用金型の品
質の向上及び短納期化の実現

北九州銀行

2540120349

福岡県

有限会社福岡木型工作所

５軸加工機導入による精度向上、高効率化へ
佐賀銀行
の取組み

2540120350

福岡県

株式会社エム・アイ・エス

小型・軽量構造のバイオマス燃焼チップボイ
ラーの試作開発

2540120351

福岡県

株式会社光亜商事

光学部品の製造及び供給における超高精度 有限会社アダチマネジメントコンサ
な品質管理プロセスの構築
ルティング

2540120355

福岡県

ＡＵＲＡＬ ＳＯＮＩＣ株式会社

スタイリッシュで汎用性の高いアタッチメント式
古賀光雄
調音パネルの試作開発

2540120356

福岡県

株式会社アレックスエンジニアリング ３次元ＣＡＤ用歯車モデル作成ツールの開発

2540120358

福岡県

福岡県醤油醸造協同組合

火入れオリの発生の少ない、醤油諸味適温速
商工組合中央金庫
醸技術の開発・実用化

2540120367

福岡県

有限会社荒木機械

木工用機械の製造期間短縮、加工部品品種
税理士法人エム・エイ・シー
の拡大及び部品加工の効率化。

2540120369

福岡県

西日本オートメーション株式会社

ストックマネジメント事業 機・電・制一括調査
商工組合中央金庫
診断対策事業

2540120371

福岡県

株式会社アッセン

中小製造事業者向けユニット型自動生産設備
福岡銀行
の実用化

2540120373

福岡県

原田織物株式会社

伝統的な織り技術を導入した飾り紋様ウェビ
ングの製造開発

西日本シティ銀行

2540120378

福岡県

株式会社石井鉄工所

ＣＮＣ円筒研削盤導入による品質レベル向
上、生産効率向上、競争力強化計画

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

2540120382

福岡県

東洋ラミテック株式会社

低コスト、高意匠、高硬度 鏡面仕上げ板材
の開発

大川信用金庫

2540120383

福岡県

小倉合成工業株式会社

特殊エステル生産の効率化

北九州商工会議所

2540120384

福岡県

株式会社アステックインタナショナル

品質マネジメントシステムのアプローチを用い
北九州商工会議所
た基幹システムの研究開発

2540120386

福岡県

橋本食品株式会社

精肉・惣菜小売テナント業における情報化投
資による商品鮮度と生産性の向上

2540120388

福岡県

有限会社三宅特殊製袋

プラスチック袋製造において小ロット、多品
佐賀銀行
種、短納期、品質向上に対応する設備の確立

2540120389

福岡県

株式会社ランテックソフトウェア

タブレット／スマートフォン対応の呼出しチャイ
北九州商工会議所
ム受信表示機の試作開発

2540120401

福岡県

株式会社メグシ

金属加工技術を活用したインプラント等の医
療機器分野への参入

遠賀町商工会

2540120402

福岡県

クラウン・フーヅ株式会社

多用途・多品種・短納期に対応する、パン粉
の増産技術の開発

福岡銀行
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太宰府市商工会

西日本シティ銀行

福岡銀行

北九州商工会議所

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

2540120404

福岡県

有限会社丸憲製作所

新型マシニングセンタの導入による加工品目
福智町商工会
の多角化

2540120405

福岡県

古賀金属工業株式会社

「シミュレーションソフト導入による高張力鋼板
筑邦銀行
の高精度三次元設計技術の開発」

2540120408

福岡県

トータルケア・システム株式会社

処理コストの削減を目的とした紙おむつリサイ
西日本シティ銀行
クル副産物の乾燥設備導入

2540120410

福岡県

有限会社酒井製作所

銅管等熱交換機部品曲げ・端末加工の新規
受注に向けた試作・生産設備導入事業

飯塚信用金庫

2540120411

福岡県

有限会社恒成工作所

ノッチングプレス加工の自動化による生産効
率化と海外メーカーへの競争力強化。

北九州銀行

2540120413

福岡県

株式会社ギコウ

情報格納体を内蔵する有床義歯の試作開発 福岡銀行

2540120418

福岡県

有限会社カミックス

パッケージ印刷分野へ新規参入する為の製
版技術の試作・開発

2540120419

福岡県

血圧及び関節の予防・改善作用を有する活性
株式会社バイタルリソース応用研究
ペプチドを用いた新規機能性食品素材の試作 福岡銀行
所
品開発

2540120421

福岡県

株式会社八ちゃん堂

冷凍果物・野菜の鮮度維持の向上と視認性を
武石誠司
一新する包装技術の確立

2540120423

福岡県

新興産業株式会社

『再生プラスチック原料の生産における品質お
よび生産効率向上の為の水資源の循環再利 福岡銀行
用』

2540120425

福岡県

株式会社スクラムソフトウェア

ｉＢｅａｃｏｎ（近距離無線通信機能）による商店
街等向けの安価で集客等に効果の高いシス 嬉野豊
テム開発

2540120426

福岡県

井上紙工印刷株式会社

画像検査装置及び管理システムの導入によ
る検査コストの改善の取り組み

2540120428

福岡県

株式会社レンテック

土壌の環境改善を目的とした微生物（光合成
福岡商工会議所
細菌）製剤の試作開発

2540120430

福岡県

株式会社ワンズコーポレーション

高齢者在宅介護用家具開発事業

2540120431

福岡県

アサヒ醸造株式会社

「無塩味噌」と「無塩味噌を利用した栄養機能
柳川商工会議所
食品」の開発

2540120432

福岡県

今心株式会社

「オフセット輪転印刷機」による小ロット印刷の
山内英樹
短納期・価格競争力強化計画

2540120436

福岡県

株式会社モーブル

新素材マットレスベッドの製造とベッド業界へ
の進出

大川信用金庫

2540120437

福岡県

株式会社フロム工業

二重絶縁構造によるアースが不要な家庭用
ディスポーザの開発

北九州銀行

2540120438

福岡県

株式会社イシモク・コーポレーション

最新鋭枠材加工機導入による省施工対応枠
大川信用金庫
材の革新的生産ラインの開発

2540120441

福岡県

日建エンジニアリング株式会社

ボイラーパネル溶接の自動化と極小Ｒ曲げ加
北九州商工会議所
工の設備増強による他社との差別化

2540120442

福岡県

有限会社エムエスハウゼ

地域材を使用した新規格の木材による人と環
添田町商工会
境に優しい家づくり

2540120443

福岡県

双和アルミ工業株式会社

在宅リハビリ機器製造事業への参入

2540120444

福岡県

日本レドックス株式会社

新しい検査装置としての卓上型永久磁石式Ｎ
福岡銀行
ＭＲ計測装置の試作開発

2540120445

福岡県

二瀬窯業株式会社

高炉スラグ加工砂を利用したローコスト施工
可能な高耐久性速硬断面修復材の開発
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親和銀行

福岡銀行

大川信用金庫

商工組合中央金庫

西日本シティ銀行

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

2540120446

福岡県

株式会社マルミツテクノ

３Ｄプリンターおよびソフトウェアの活用による 公益財団法人福岡県中小企業振興
加工精度の向上
センター

2540120449

福岡県

九州チューエツ株式会社

高付加価値の印刷版出力機と新自現機導入
末永英男
による競争力強化と環境への配慮

2540120450

福岡県

シーエススチール株式会社

耐震補強工事用鉄骨フレーム加工における加
粕屋町商工会
工精度向上＆コスト削減

2540120451

福岡県

有限会社アルファー

生産能力の増強と平準化のための急速冷凍
技術等を導入し、受注高５割増しを目指す計 若宮商工会
画

2540120453

福岡県

前田建具製作所

当社独自の「立体組子」を活用した製品開発
と販路開拓

2540120454

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をもって日本
筑後信用金庫
酒のＪＡＰＡＮブランド化に貢献する事業

2540120456

福岡県

篠原製本株式会社

上製本製造技術の向上と環境配慮事業の新
田中哲
展開および雇用拡大

2540120457

福岡県

大西化成株式会社

保管時の省スペース化を実現する積み重ね
可能な発泡スチロールケースの開発

米倉博彦

2540120458

福岡県

マルナカゴム工業

大きな複雑形状のゴム立体造形技術の高度
化及び生産プロセス向上

大川信用金庫

2540120462

福岡県

株式会社朝日工芸社

有機太陽光発電システムを利用した屋外型サ 公益財団法人北九州産業学術推進
インの試作
機構

2540120464

福岡県

株式会社ナノクス

新型水燃料混合装置の開発・試作による環境
北九州商工会議所
汚染物質排出削減と省エネルギーの実現

2540120465

福岡県

清和肥料工業株式会社

肥料製造工程における加湿混合方法の変更 一般社団法人九州地域中小企業等
による製造コスト改善と製品品質向上。
支援専門家連絡協議会

2540120466

福岡県

株式会社ＳＫＴ

幼稚園・保育園向け業務支援サービス＝「Ｅｙ
佐藤修一公認会計士事務所
ｅ－Ｓｙｓｔｅｍ」

2540120467

福岡県

株式会社ケンコントロールズ

グローバル市場で戦える工場効率化を図るた
久留米商工会議所
めのハイブリッド無人搬送車の開発

2540120471

福岡県

株式会社エスパース建設

既存集合住宅のオートロック開発・設置事業

2540120472

福岡県

日本ファインテック株式会社

半導体装置部品の生産性向上と短納期化を
実現するための高速・高精度マシニングセン 西日本シティ銀行
タの導入

2540120473

福岡県

大久保設備工業株式会社

プレハブ対応高精度スパイラル直管ダクト製
造技術の開発

西日本シティ銀行

2540120474

福岡県

龍宮株式会社

健康寝具「パシーマ」のトレーサビリティ安心
サービス

筑後信用金庫

2540120475

福岡県

白石鉄工株式会社

溶接型円筒パイプ製造における高真円度を達 公益財団法人北九州産業学術推進
成する曲げ加工技術の確立
機構

2540120478

福岡県

有限会社飯野鉄工所

高精度部品の工程削減による低コストの実現
福岡ひびき信用金庫
と短納期化への取組

2540120479

福岡県

株式会社ＲＡＩＤ

人生を振り返り、家族との絆を深めるための
映像（自分史ビデオ）の商品化

2540120483

福岡県

株式会社ボナック

機能性核酸構築に必須となる新規アミノ酸ア
新日本有限責任監査法人
ミダイトの創出

2540120484

福岡県

三喜工業株式会社

環境対応型の無溶剤塗装に対応した大型鋼
福岡ひびき信用金庫
管等へのブラスト・塗装技術の開発

2540120485

福岡県

株式会社てら岡

惣菜・お節料理 急速冷凍化による品質保
持・安全性向上、製造高効率化計画
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大川信用金庫

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

一般社団法人九州地域中小企業等
支援専門家連絡協議会

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

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

2540120486

福岡県

株式会社陽和

「医療用薬液供給配管用フッ素樹脂製溶着分 公益財団法人北九州産業学術推進
岐継手」の製造プロセスの確立
機構

2540120487

福岡県

九州製紙株式会社

トイレットペーパー製品の梱包材料の変更に
よる軽量化・低コスト化

公益財団法人北九州産業学術推進
機構

2540120489

福岡県

ナガノインテリア工業株式会社

皮革張り製品の多品種極小ロット・短納期生
産による海外製品との差別化

米倉博彦

2540120490

福岡県

株式会社重富印刷

お客様企業の販促活動の代行サービス＝重
糸島市商工会
富アシストサービスの導入

2540120491

福岡県

株式会社ウメダ

五面加工機（大型工作機械）導入による生産
ザグ・インスティチュート有限会社
プロセスの強化と販路開拓

2540120492

福岡県

株式会社平山プレス工業所

ＹＡＧレーザー溶接事業の新規立ち上げによ
る当社金属加工事業領域拡大事業

2540120493

福岡県

計測検査株式会社

Ｘ線応力測定装置による溶接部の劣化・損傷
田口正章
評価技術の開発

2540120495

福岡県

株式会社メック

施設園芸（ハウス栽培）用無線通信可能セン
西日本シティ銀行
サーユニットの試作開発

2540120504

福岡県

株式会社西田

煮くずれしにくい真空加熱釜の開発と最適な
利用方法の研究

黒岩延峰

2540120508

福岡県

吉永ハイメタル株式会社

高精度フライス加工機導入によるロータリー
研磨工程の削減

北九州銀行

2540120510

福岡県

株式会社進電

ワイヤー張架式多連装風力発電装置の開発 福岡銀行

2540120512

福岡県

株式会社松本電子工業

光電子増倍管を用いた省エネ、低価格、性能 公益財団法人福岡県中小企業振興
向上を実現する微小孔検出装置の開発
センター

2540120515

福岡県

津福工業株式会社

空気熱を利用した年間冷房事業所向け省エ
ネハイブリッド冷房ユニットの開発

久留米商工会議所

2540120517

福岡県

有限会社港工作所

大口径特注品等の納期短縮・生産強化の為
の大型数値制御旋盤導入

商工組合中央金庫

2540120518

福岡県

合同会社煙家工房

福岡産鮎を使った空港売店等土産物屋向け
燻製商品の開発

内田義行

2540120523

福岡県

株式会社カマチ鉄工

最新鋭ガントリーローダー付きＣＮＣ旋盤によ
る機械部品加工の工程集約と夜間無人運転 筑後商工会議所
の確立

2540120524

福岡県

株式会社杉山製作所

高付加価値モーター部品の製造用金型の内
製化率向上による競争力向上事業

三井住友銀行

2540120528

福岡県

エイリツ電子産業株式会社

ＩＣＴを活用した施設園芸の先進的栽培事業

福岡信用金庫

2540120530

福岡県

株式会社串ざんまい

自動販売機による本格焼き鳥の販売展開

志免町商工会

2540120533

福岡県

東洋ステンレス研磨工業株式会社

軽量高耐食薄膜意匠性極薄チタン材の加工
技術の確立と部品開発

商工組合中央金庫

2540120537

福岡県

株式会社ソフトエナジーコントロール 二次電池、充放電評価システムの新機能開
ズ
発

2540120538

福岡県

株式会社ランド・クリエイティブ

環境事業対応型「高耐久性チェーンコンベア
カッタ」の開発・試作

2540120540

福岡県

株式会社戸畑ターレット工作所

アルミ合金の摩擦圧接接合による環境配慮型 公益財団法人北九州産業学術推進
自動車向け部材の試作開発
機構

2540120545

福岡県

アスカコーポレーション株式会社

次世代ＵＢＭめっきのための品質保証技術の
西日本シティ銀行
高度化

2540120550

福岡県

株式会社アール・イー・ソリューショ
ンズ

メディアゲートウェイの量産に向けた設計・開
発事業

6／7

肥後銀行

株式会社エスネットワークス

大牟田柳川信用金庫

福岡商工会議所

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

2540120553

福岡県

信号電材株式会社

多品種信号柱の設計、部品選定、加工指図
が可能な設計・生産計画システムの導入並び
福岡銀行
に設備改善 による信号柱自動化量産ライン
の構築

2540120554

福岡県

新栄工業株式会社

部品寸法測定時間短縮と測定精度の向上の
筑邦銀行
ための三次元測定機の導入

2540120555

福岡県

田中歯科医院

院内技工サービスによる補綴治療の精度向
上及び治療期間の短縮

2540120561

福岡県

株式会社千賀栄

最大５０％節水機能を付加させた浴室用脱塩
商工組合中央金庫
素シャワーヘッドの開発

2540120563

福岡県

ＬＥシステム株式会社

石油コークス火力発電所の電気集塵煤から
のバナジウム回収を目的とした下方流燃焼炉 久留米商工会議所
の開発

2540120565

福岡県

株式会社スマートサービステクノロ
ジーズ

安心安全便利なエネルギーと生活の見守りシ
福岡銀行
ステムＩＤ－ＥＬＭＳ

2540120567

福岡県

株式会社ビジブル

簡易組立・移動方式の３６０度３Ｄ立体映像シ
米倉博彦
アターの試作開発

2540120571

福岡県

ＡＩテクノロジー株式会社

人体の動きを検知できる電波方式を用いた革
商工組合中央金庫
新的な人感センサの試作開発

2540120575

福岡県

日章工業株式会社

『遮煙機能を追加した耐熱強化ガラス入り新
型鋼製ドアの開発』

2540120576

福岡県

松野プレス工業株式会社

生産性向上のためのロボットによる溶接設備
西日本シティ銀行
（ライン）の構築

2540120578

福岡県

株式会社共和製作所

３次元ＣＡＤと鉄骨孔あけ機との連動による工
松原竹田税理士法人
期短縮及び製品精度向上

2540120583

福岡県

株式会社ビハラ

医療特化型有料老人ホームでの、滅菌レベル
古賀市商工会
の向上。

2540120595

福岡県

株式会社サヌイ織物

博多織の新製品開発に伴う裁断加工機設備 公益財団法人福岡県中小企業振興
投資と新市場開拓事業
センター

2540120596

福岡県

株式会社パークウエスト

遠赤窯導入による「無添加焼きたてパン」の配
ザグ・インスティチュート有限会社
送サービスの開始

2540120599

福岡県

有限会社ウィンズテック

短時間中子崩壊の実用化技術並びにデモン
ストレーション機の開発

2540120601

福岡県

パイオニア工業株式会社

３Ｄプリンタを活用したプラスチックボトル試作 公益財団法人北九州産業学術推進
体制構築による競争力強化
機構

2540120602

福岡県

環境テクノス株式会社

三次元造形と伝統工芸の融合技術と環境配
慮型素材を組み合わせた製品試作開発と新
規市場展開

公益財団法人北九州産業学術推進
機構

2540120605

福岡県

株式会社西日本冷食

シャコ殻と酵素を餌に用いた減臭・旨味増の
Ｗ効果スッポンの研究開発

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

2540120607

福岡県

株式会社ワイズ

障害者の雇用を促進させる高品位で低価格
な熟成トンカツの新製造システムの開発

福岡ひびき信用金庫

2540120609

福岡県

シキソンパワー株式会社

世界初の特許技術による安価な液体ピロール 公益財団法人福岡県中小企業振興
肥料製作
センター

2540120613

福岡県

株式会社イハラ製作所

精密で大型の金型を高品質短納期で製造す
西日本シティ銀行
る体制を構築する。

2540120615

福岡県

八幡電機精工株式会社

最新のＣＮＣ複合研削盤導入による加工精度 公益財団法人北九州産業学術推進
向上とリードタイムの短縮
機構

2540120619

福岡県

株式会社春日工作所

イカ釣り漁業におけるＬＥＤ集魚灯システムの 公益財団法人北九州産業学術推進
試作開発及び実証実験
機構
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木原敬吉

粕屋町商工会

久留米商工会議所

