
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110003 福岡県 大商印刷株式会社 7290001014311 ＰＵＲ製本機導入による高品質冊子の生産体制の強化

税理士法人織田会計経理セン

ター

2740110004 福岡県 龍宮株式会社 2290001055228 快適寝具パシーマ内需増と国内外ニーズに対応できる織機等の導入 筑後信用金庫

2740110005 福岡県 北九食品加工有限会社 1290802017063 地元特産の果物を和菓子で包む取組 西日本シティ銀行

2740110006 福岡県 株式会社アステックペイントジャパン 3290001038792 今後の住宅塗り替え市場で中心となる万能型水性下塗り材の開発と製造 朝日福岡税理士法人

2740110007 福岡県 株式会社伸栄金属製作所 4290001001361 リピート品受注拡大の為のタレットパンチプレス等の導入 髙栁和浩

2740110008 福岡県 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047 車載用ウエハめっき工程の自動搬送化 直方商工会議所

2740110009 福岡県 株式会社鹿島技研 8290001046188 増産及び短納期対応のための新設備導入計画 福岡銀行

2740110010 福岡県 株式会社ノガミ木工 5290001026242 自動多軸かんな盤（モルダ）の導入による加工工程の効率化と競争力の確保 小林紀

2740110012 福岡県 稲積合金株式会社 9290001048398 銅合金鋳物等の製造から精密部品の加工まで一貫した生産体制の確立 髙栁和浩

2740110013 福岡県 株式会社大光研磨 8290801007042

高精度測定装置を組み込んだ研削盤の導入による航空機産業向けエンドミルの生産性

向上

鷹取正義

2740110014 福岡県 株式会社森鐵工所 7290001049695 同時５軸加工・高精度多面加工マシニングセンタの導入による国際競争力強化 髙栁和浩

2740110016 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151 半導体露光装置用レンズ保持台の高精度加工の実現と競争力強化 北九州銀行

2740110017 福岡県 有限会社田島鉄工建設 4290002053591

短納期、高品質等多様なニーズに応える為の溶接ロボット導入と、コア溶接技術の確立

による業績向上

大牟田柳川信用金庫

2740110020 福岡県 株式會社岡部鐵工所 7290001036272 大型ＣＮＣ旋盤導入によるコンベヤ用プーリ製作における生産性向上 市川智子

2740110022 福岡県 中央モータース有限会社 1290002045740 スタッドレスタイヤ預かりサービスの拡大及び効率化による収益力強化 飯塚信用金庫

2740110023 福岡県 有限会社大牟田鉄骨 5290002056338 最新モデルの柱大組立２アーク溶接ロボット導入による大型鉄骨生産性向上 大牟田柳川信用金庫

2740110024 福岡県 つるた歯科医院              

ＣＡＤ／ＣＡＭとＣＴシステム導入による歯科治療の時間短縮と高度治療サービスの実

現

永松浩樹

2740110026 福岡県 エクシード              複合旋盤導入による部品製造工程集約・効率化・短納期化・部品高精度化 商工組合中央金庫

2740110027 福岡県 株式会社久留米鉄工 8290001048738 多関節溶接ロボット導入による、溶接加工プロセスの改善 筑邦銀行

2740110028 福岡県 有限会社水上製作所 3290002040252 Ｃ軸付マシニング導入によるクレーン用部品溝加工の工数削減取組 西日本シティ銀行

2740110029 福岡県 有限会社桑野研磨工業所 4290002043510 立形複合研削盤の導入による風力発電市場向け部品の加工体制の確立 髙栁和浩

2740110032 福岡県 ナサ工業株式会社 1290001038431 ３次元ＣＡＤデータを活用した全自動板金曲げ加工システムの構築 商工組合中央金庫

2740110034 福岡県 有限会社宝 5290002044227 高性能レーザー加工システム導入による産業機械製造等への対応力強化 濱野雅秀

2740110035 福岡県 有限会社小川紙工 4290002043436 スピード社会に対応可能な短納期段ボール箱の製造 朝倉商工会議所

2740110036 福岡県 ケインズ              多様化するバイクのカスタムパーツの継続的な試作および一貫生産体制の構築 福岡銀行

2740110037 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803 高速高精度マシニングセンタ導入によるＡＬ材の差別化加工技術の確立と事業拡大 福岡銀行

2740110039 福岡県 株式会社タック技研工業 2290801010258 直交３軸多機能型卓上マシン開発のための制御ソフトウェア導入

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110042 福岡県 ＡＭ科学株式会社 4290001071925 加速度計を用いた画期的な動作分析フィードバックシステムの開発 志免町商工会

2740110043 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932 腐食損傷評価技術向上と多角化のための腐食促進試験装置の導入 田口正章

2740110044 福岡県 株式会社友口 6290801002508 抜本的な生産性向上を実現するＩｏＴを活用した食品包装ラインの導入 北九州商工会議所

2740110046 福岡県 株式会社博多三氣 3290001040195 福岡県特産品である「ラー麦」を１００％使用した製麺ラインの再構築 東京中央経営株式会社

2740110047 福岡県 株式会社豊光社 2290801003385 試作回数半減を実現する為の、最新のＩＴを活用した革新的生産プロセスの構築 商工組合中央金庫

2740110049 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564

新鋭ワイヤー放電加工設備導入によるプレス部品打抜順送り金型製造技術向上から

の受注増への取組み

筑邦銀行

2740110050 福岡県 有限会社鞍手鉄工所 9290802018946 立形複合ＮＣ旋盤導入によるリードタイム短縮と加工技術の差別化による受注拡大 福岡ひびき信用金庫

2740110052 福岡県 有限会社たかのフーズ 8290002030315 上流専科シリーズ・上流ご当地シリーズコロッケの商品化・開発の為の設備導入 福岡商工会議所

2740110053 福岡県 有限会社入江木工 9290002052993 無機質な病床空間に彩と楽しみを生み出すマグネット吸着家具の開発 大川信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110054 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282 ジャストインタイムに対応するＩｏＴ型自動金型交換ベンディングシステムの構築 筑邦銀行

2740110055 福岡県 ドリーム工房              町を明るく！和紙でつくる耐水印刷エコ提灯 筑後信用金庫

2740110056 福岡県 株式会社ブイ・エム・ピイ 4290001050540 放電加工機導入による医療機器関連市場向け高付加価値金型の受注拡大 髙栁和宏

2740110058 福岡県 エクセル有限会社 8290802020127 キー溝加工の精度向上とコスト削減 直方商工会議所

2740110059 福岡県 株式会社フリント 2290801011231 次世代サーボモータ用シャフト製作事業計画 遠賀信用金庫

2740110060 福岡県 大川精工株式会社 6290001052741 海苔の品質を向上させる「海苔加工用刃物」の「切刃」の性能アップ 大川信用金庫

2740110061 福岡県 有限会社山田屋茶舗 8290002055907 顧客ニーズに応じた茶葉提供方法を実施する為の設備導入による業績向上 大牟田商工会議所

2740110062 福岡県 高野木工株式会社 3290001047323 曲げ木による椅子の製造とダイニングセット市場への参入 大川信用金庫

2740110063 福岡県 有限会社大坪研磨商会 7290002053102 ３次元加工用ワイヤーカット導入による新建材加工用刃物への進出 大川信用金庫

2740110064 福岡県 株式会社ニシキ金属 5260001005083 最新型レベラフィーダ導入による順送プレス工程の生産プロセス革新 西日本シティ銀行

2740110065 福岡県 株式会社ＩＮＧ鉄工所 7290001062186 タイヤ加硫機用周辺機器の部品加工の工程集約による高精度・短納期化 福岡銀行

2740110066 福岡県 有限会社光島精研 1290002035139 高性能研削機と精密測定器導入による生産効率向上と加工精度向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110068 福岡県 株式会社久保鉄工 2290001047209 ユーザーの高品位・短納期化等に対応した最新モデルの設備の導入 髙栁和浩

2740110069 福岡県 株式会社天盃 5290001044112 独自技術と新設備による新商品開発・安定生産でシェア拡大計画 筑前町商工会

2740110071 福岡県 東洋ラミテック株式会社 6290001061370 無人運転可能な穴あけ加工機による革新的な建材加工生産プロセスの構築 大川信用金庫

2740110072 福岡県 西日本住機株式会社 9290001053035 最先端のＮＣ加工機による革新的高速生産体制の確立 大川信用金庫

2740110073 福岡県 株式会社フォーバンド 8290801012892 最新高機能研削加工機導入による工程改善・高精度化による生産性の向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110074 福岡県 有限会社大牟田技工センター 2290002055045 ３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ冠作製機導入による歯科技工所の近代化と業容拡大 大牟田柳川信用金庫

2740110075 福岡県 大谷鉄工株式会社 7290801014072 大型装置工業機械部品の高精密切削加工における生産性の向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110076 福岡県 松野プレス工業株式会社 4290801014331 高精度サーボプレス機及び搬送用ロボット導入による自動車部品の生産性向上 西日本シティ銀行

2740110077 福岡県 株式会社イシバシ 4290801014059 大型ロボット溶接機導入による高付加価値製品の革新的生産体制の確立 商工組合中央金庫

2740110079 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727 最新型の新規設備導入による製造ロスの削減 商工組合中央金庫

2740110082 福岡県 有限会社ティース・ワールド 5290002027520 歯科技工技術と専用ソフト導入による歯科治療説明用デジタルコンテンツの開発 永松浩樹

2740110083 福岡県 株式会社ナベタ精工 4290001047660 ５軸マシニングセンタの導入による生産性向上と新製品開発 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110084 福岡県 マルマツ産業株式会社 9290001045296 野菜加工の高品質並びに効率化のためのカット洗浄装置の開発 柴田務

2740110085 福岡県 有限会社ライジング 7290002050586 新システムの構築に合わせた機械導入による生産性の向上と業容拡大 小林紀

2740110087 福岡県 株式会社才田組 4290001025724 最新の乾式吹付工法の設備導入によるコンクリート構造物補修・補強事業への進出 福岡銀行

2740110088 福岡県 日本高速削孔株式会社 8020001074125 新型複合加工機導入での専用工具の高度化による高精度加工の実現

公益財団法人川崎市産業振興財

団

2740110089 福岡県 有限会社八重尾工芸 8290002054074 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生産性の向上 小林紀

2740110090 福岡県 有限会社ユージック 4290802019544 高品質・高硬度な肉盛溶接への取組み 福岡ひびき信用金庫

2740110091 福岡県 東洋産業株式会社 2290801010332 地盤改良材の革新的低減技術を用いた高効率地盤改良工法の開発 福岡ひびき信用金庫

2740110092 福岡県 八祥産業株式会社 1290801003031 窒素ガス発生装置導入による高品質加工技術の確立とコスト低減 西日本シティ銀行

2740110093 福岡県 あかま歯科クリニック              

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による金属アレルギー性に対応した歯科治療サービスの実

現

永松浩樹

2740110094 福岡県 株式会社尾家興産 1290801015076 即時脱型加工用型枠増設による、フェンス基礎ブロックのラインアップ拡大 西日本シティ銀行

2740110095 福岡県 株式会社スキル 6290001046132 大型平面研削盤導入によるペットボトル成形金型一貫製造体制の構築 飯塚信用金庫

2740110096 福岡県 株式会社川口定鉄工所 9290001048555 マシニングセンタの導入によるアルミ鋳造から精密加工までの一貫生産の実現 筑邦銀行

2740110097 福岡県 株式会社新和製作所 1290001040759 マンション、公共施設等の建物向け金属製ドアの製造プロセス強化に取組む 平川強

2740110098 福岡県 株式会社ヨシズカシステムプロダクト 6290001056552 安全重視で軽量且つ低価格でデザイン的にも優れた車椅子の開発 末吉幹久
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110099 福岡県 株式会社平山プレス工業所 8290001038516 次世代高速鉄道制御機器向け部品の精密マシニング加工技術開発事業 肥後銀行

2740110100 福岡県 株式会社久留米原種育成会 6290001048707 ココバッグを利用したキュウリの養液栽培システム構築 西日本シティ銀行

2740110101 福岡県 豊前・宇部コンクリート工業株式会社 6290801015121 生産設備革新による高品質・低コストな生コンクリート生産の実現 西日本シティ銀行

2740110102 福岡県 有限会社宮城鉄工 9290802007593 最新モデルの複合加工機の導入による生産合理化及び高付加価値部品受注対応 髙栁和浩

2740110103 福岡県 有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ 2170002007479 電気専用作図ソフト導入により電気回路作図の品質向上・時間短縮し事業を拡大する。 福岡ひびき信用金庫

2740110104 福岡県 有限会社平岡モータース 2290802025437 門型洗車機導入によるプロセス改善と新サービス提供による顧客価値創造 田川信用金庫

2740110105 福岡県 株式会社九州工具製作所 7290801014114 最新型レーザーマーカ装置導入による、工程負荷低減と商品価値の向上 直方商工会議所

2740110107 福岡県 スペロ機械工業株式会社 6290801015245 超高圧プラント設備用特殊部品の製造分野への新規取組 福岡銀行

2740110108 福岡県 株式会社アイエイシーアカデミー 7290001044606 革新的グローバル教育「Ｂｏｔｈバウンドサービス」の試作開発 福岡商工会議所

2740110111 福岡県 加茂歯科医院              ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による短期集中型インプラント治療サービスの実現 永松浩樹

2740110113 福岡県 株式会社福岡養鰻 3290801003319 既存商品の量産化と新商品販売に向けた設備機械の導入 商工組合中央金庫

2740110114 福岡県 クレアプランニング株式会社 6290001040894 最新加工機導入による別注家具の生産性向上とリードタイム短縮 筑邦銀行

2740110116 福岡県 株式会社田名部製作所 9290001053027 最新サーボプレス機導入によるプレス難加工品試作開発 松原竹田税理士法人

2740110119 福岡県 株式会社モリサキ 9290001049693 最新型レーザー加工機導入による生産性の向上と新たな需要創出。 筑邦銀行

2740110120 福岡県 高村工業株式会社 9080101004149 部品溶接部のスラグ除去による電着塗装の更なる耐食性の向上 静岡銀行

2740110123 福岡県 和田合金株式会社 9290801004030 産業用機械向け大型摺動ライナーの短納期化と生産性の向上による受注拡大 商工組合中央金庫

2740110124 福岡県 白水歯科医院              歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による革新的な地域歯科治療サービスの展開 永松浩樹

2740110127 福岡県 株式会社サカイ 7290001003132 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した生産プロセス革新によるオリジナルパネル製作 福岡銀行

2740110128 福岡県 株式会社直方歯車製作所 6290801014271 かさ歯車製造工程集約化によるリードタイム短縮と高精密加工の実現 福岡ひびき信用金庫

2740110130 福岡県 有限会社シンサリティー・サービス 4290002028305 手づくり調味料の上市と海外販売による業績向上 福岡銀行

2740110133 福岡県 株式会社エターナルプレイス 5120002058037 癒しと美を提供するホテルインショップ型サロンの開発

株式会社コンサルティング・ネット

ワーク

2740110134 福岡県 株式会社ゴク・デン 8290001013130 画像寸法測定器導入による精密部品の品質向上および生産性向上 廣門和久

2740110137 福岡県 サンヨー工機株式会社 3290801016345 最新型複合加工機導入による金属部品切削加工における生産性向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110138 福岡県 有限会社田中蒲鉾店 9290002053604

農林水産大臣賞受賞の味と食感を再現する職人技術を活用した、安全でヘルシーな水

産練物製品の開発

大牟田柳川信用金庫

2740110139 福岡県 株式会社ミツノブ 1290001047523 変化織りで作る和モダンインテリアへの試作開発 福岡銀行

2740110141 福岡県 テック精密株式会社 3290801011668 半導体向け高精密金型加工における最新放電加工機導入による生産性の向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110143 福岡県 井上精機              車載用コネクタ金型の新規受注獲得について 福岡ひびき信用金庫

2740110145 福岡県 クロダルマクロージング株式会社 1290001045106 日本製ワーキングウェアの小ロット・別注品・短納期対応の実現 株式会社エイチ・エーエル

2740110146 福岡県 福岡県醤油醸造協同組合 5290005006629 オーダーメイド・ソルト減塩醤油の製造システムの構築 商工組合中央金庫

2740110148 福岡県 共栄精機株式会社 4290801012129 旋削とミーリングの融合した複合加工機の導入による生産性の向上 福岡ひびき信用金庫

2740110151 福岡県 株式会社富士エコ研究開発 9290001021891 牡蠣養殖イカダの耐久性と組立作業性向上による養殖業者の負担軽減の実現 松尾勇二

2740110152 福岡県 株式会社ニッパ 5250001004763 加工精度の向上による住宅内装用部材の内製化の促進 飯塚市商工会

2740110153 福岡県 くまや蒲鉾株式会社 5290001057312 生魚の風味にこだわった水産練り製品（揚げ物）の開発 古賀市商工会

2740110156 福岡県 株式会社ブラテック 1290801011653 スポーツ選手向けコンディションチェックアプリサービスの構築

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110157 福岡県 株式会社タケシタ 7290001053342

スマート化したＣＮＣシステム搭載の最新マシニングセンタ導入による生産プロセス改善

事業

福岡銀行

2740110158 福岡県 株式会社加工センター 4290001045425 鉄筋自動曲装置の導入による超高層建築物、耐震・免震需要、ＰＣ工法等への新展開 若杉拓弥

2740110159 福岡県 株式会社野田市松 4290001053122 ＩｏＴを用いたネットワーク構築による生産性の向上と競争力の確保 小林紀

2740110161 福岡県 株式会社ブルーリング 8290801020747 医療用Ｗｉ－Ｆｉバイタルユニットの開発及び脈拍・呼吸分析システムの構築 福岡ひびき信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110163 福岡県 株式会社ニシテイ 2290801010415 高調波抑制フィルタ技術の成熟及び、顧客対応の即時性向上・売上拡大を目指す。 福岡銀行

2740110167 福岡県 三洋金属有限会社 8290802014145 曲げ加工用プレスブレーキの導入による作業の高付加価値化及び省力化 髙栁和浩

2740110169 福岡県 株式会社国際海洋開発 6290801012903 小型高精度測深機導入による小規模水底面測量サービス事業の創出

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110172 福岡県 有限会社七條プラスチックス 7290002036478 樹脂専用レーザー加工機導入による生産性向上と受注機会拡大の計画 志免町商工会

2740110174 福岡県 古賀清木工株式会社 5290001052841 木質パネルの縁貼り工程の生産性向上による品質維持とコスト削減 佐賀銀行

2740110177 福岡県 有限会社川島鉄工所 7290002054612 歯車自動加工ライン導入による２４時間生産体制構築と新市場への挑戦 佐賀銀行

2740110182 福岡県 三和金属株式会社 1290801012214 パイプベンダー導入による溶接レス駐輪ラック量産化 商工組合中央金庫

2740110183 福岡県 佐藤精機              切削加工における品質向上、短納期化の実現 福岡ひびき信用金庫

2740110185 福岡県 株式会社岡崎製作所 8290801018329

低燃費エンジン金型製作等に向けた「放電加工レス工法（オリジナル工法）」の生産性

向上

北九州銀行

2740110186 福岡県 九星飲料工業株式会社 7290001033229 簡易型におい判別システム導入による官能評価の定量化 橋本千代次

2740110190 福岡県 株式会社大川単板産業 6290001054465 最近の住宅壁面規格に適した長さやデザイン性を持つ不燃ボードの開発 大川信用金庫

2740110193 福岡県 株式会社勝山工作所 4290801012104 高機能住宅部品の高精度・高能率生産プロセスの構築 商工組合中央金庫

2740110194 福岡県 有限会社フィールドテック 9290002049899 新製造プロセスの構築による精密加工技術の高度化と生産性の向上 筑後信用金庫

2740110198 福岡県 谷口精工              タイヤ製造装置向け精密バルブ部品の工程改善による生産性向上 福岡銀行

2740110199 福岡県 株式会社日研稲吉 3290801014935 海外向け紙おむつ製造装置の部品製造における高度生産性向上への取り組み 福岡ひびき信用金庫

2740110200 福岡県 有限会社大石工業 3290002055011 最新型シャーリングマシン導入による外注製造の内製化と顧客ニーズへの対応 大牟田商工会議所

2740110201 福岡県 株式会社グリーン・リボーン 7290001061493

国産スギ磨丸太使用の木造建築軸組剛接架構と専用接合金物の研究開発及び事業

化

福岡銀行

2740110203 福岡県 若波酒造合名会社 7290003003171 原料処理工程の改善による海外向けオーダーメイド日本酒の開発事業 大川信用金庫

2740110205 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024 高機能ＣＮＣ旋盤導入による精密小型樹脂部品の量産体制の確立 商工組合中央金庫

2740110206 福岡県 大福商事株式会社 7290001053937

和菓子の生産拡大・海外展開に向けた新型包餡機、ミキサー、および器具洗浄機の導

入

大牟田商工会議所

2740110208 福岡県 九州エンジニアリング株式会社 3290001044378 ワイヤーカット工程導入による加工精度の向上と短納期対応力の強化 株式会社富士経営

2740110210 福岡県 株式会社岡田鋼材 2290801012089 最新プラズマ加工機導入による受注生産体制の合理化 福岡ひびき信用金庫

2740110212 福岡県 よしみ工産株式会社 5290801003903 全自動無線綴機導入による新サービスの展開と商圏の拡大 福岡ひびき信用金庫

2740110215 福岡県 有限会社白川精機 6290002046247 精密加工技術が求められる金型、医療機器部品の生産プロセス改善 福岡中央銀行

2740110216 福岡県 株式会社サンテック 9290801007000 即脱式セメント用型枠の増産対応に向けた生産性向上への取組み 西日本シティ銀行

2740110217 福岡県 日米ゴム株式会社 2290001049353 ブリスタ破壊を生じない高圧水素シールゴム製造のための真空プレス機導入 筑邦銀行

2740110220 福岡県 株式会社喜多屋 7290001047179 世界が認めた醸造・バイオ技術を活用した発泡性酒類の開発 商工組合中央金庫

2740110225 福岡県 株式会社堤鉄構 8290001047368 鉄骨柱の大組立溶接ロボットシステム導入による生産性の向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110226 福岡県 協和内燃機工業株式会社 5290801005214 肥料用ブリケットマシン成形ロールの加工法の試作・開発 福岡ひびき信用金庫

2740110227 福岡県 マチダカッター工事              汚泥処理場の整備により差別化を図るビジネスモデルの改革 あさくら税理士法人

2740110228 福岡県 株式会社イリュージョン 7290001025762 漬物調味液新プラント導入による高付加価値化、及び生産性向上による利益向上事業 福岡商工会議所

2740110230 福岡県 株式会社アビオス 9290001002859 生産から販売まで一気通貫の有機農業全国展開サポートシステムの構築 福岡銀行

2740110231 福岡県 アンネル株式会社 6290801016763 多様化する顧客ニーズに対応するふとん製造工程の変革 西日本シティ銀行

2740110232 福岡県 有限会社九州精密 8290802019953 ＨＶ車用モーター製造装置の金型部品製造における超精密加工と検査プロセス改善 福岡ひびき信用金庫

2740110233 福岡県 株式会社フクネツ 6290001038567 高周波焼入の専用熱処理設備による国産高品質搬送部品の供給計画 福岡銀行

2740110234 福岡県

アサプラントエンジニアリング株式会

社

3290001043933 品質向上と短納期を実現する焼付塗装工程導入による大型物件対応力の強化 株式会社富士経営

2740110235 福岡県 小林印刷株式会社 9290001038234 オンデマンド印刷を活用した外国人観光客向けの日本文化発信事業 福岡銀行

2740110237 福岡県 九建印刷株式会社 1290001012717 印刷工程の短縮と環境配慮の要求をともに満たす生産プロセス構築の実現 西日本シティ銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110238 福岡県 株式会社若山食品 9290801015151 オリジナル製品「おかず漬物」の製造ライン効率化による生産量拡大 米倉博彦

2740110239 福岡県 川北機械株式会社 1290801021693 新型ＮＣ旋盤導入による航空機部品等の新製品・新技術対応への展開 福岡ひびき信用金庫

2740110240 福岡県 株式会社リュウキ 6290801011681 小規模舗装道路の修繕工事を低予算で行える革新的サービスの開発 福岡ひびき信用金庫

2740110241 福岡県 株式会社乗富鉄工所 6290001053129 最新モデル５面加工マシニングセンタ導入による高生産性プロセスの確立 大牟田柳川信用金庫

2740110244 福岡県 ダイワインクス株式会社 2290001049097 最新印刷機導入による高品質印刷物の販路拡大事業 久留米商工会議所

2740110248 福岡県 マルソー産業株式会社 3290801005711

プラスチック製ハンガーの生産効率向上と物流コスト削減の為のハンガー受取・箱詰め

装置の開発導入

税理士法人かさい会計

2740110250 福岡県 株式会社アクタ 1290001011289 最新自動搬送車導入による顧客ニーズへの対応（多品種小ロット） 商工組合中央金庫

2740110252 福岡県 有限会社北九州カーボン印刷 2290802001751 短納期・多品種小ロット生産向き印刷物アイテム生産体制の構築 西日本シティ銀行

2740110254 福岡県 ミフチ印刷紙器有限会社 3290002050128 農業市場開拓の為の高速自動製袋機導入 筑邦銀行

2740110255 福岡県 有限会社岡田工業所 2290002036136 ＮＣ加工機導入による鋳造用木型製造の精度及び作業効率の向上 飯塚信用金庫

2740110258 福岡県 株式会社メディカルフーズみのりや 7290001069909

健康食・治療食宅配弁当製造用厨房設備の増強と商圏拡大に向けた自社ブランドの確

立

大牟田柳川信用金庫

2740110259 福岡県 株式会社Ｈ．Ｉ．クラフト 1290801021660

建築鉄骨専用設計３Ｄ－ＣＡＤソフト導入による図面精度向上及び製図作業効率化事

業

福岡銀行

2740110260 福岡県 九州鉄道機器製造株式会社 2290801005258 鉄道レール用分岐器部品の多品種・小ロット対応加工技術の開発

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110263 福岡県 戸畑鉄工株式会社 8290801002654 鋳造方案シミュレーションを活用した自動車部品製造の品質向上と納期短縮化 商工組合中央金庫

2740110267 福岡県 エジソン熱処理株式会社 7130001034093 環境に優しい量産型エアーブラスト装置の自動化 福岡銀行

2740110270 福岡県 アトラス化成株式会社 5290001036299 ヘルスケア市場向けナノ・クラスター・バブル発生装置の開発 ザグ・インスティチュート有限会社

2740110272 福岡県 有限会社栄和製作所 5290002000015 溶接工程の削減に伴う薄板歪レス筐体の確立 西日本シティ銀行

2740110277 福岡県 株式会社田中信鉄工所 6290801014197 設備導入にあたり製品成形の技術力強化と生産性プロセスの改善 福岡ひびき信用金庫

2740110278 福岡県 株式会社レプロード 5290001059572 ３Ｄプリンターを活用した補修等の新規提案方法の開発 熊本第一信用金庫

2740110280 福岡県 フクハン株式会社 1290001014218 工場環境を一新する事により生産性向上やコスト削減と品質向上を目的とした計画 商工組合中央金庫

2740110281 福岡県 古賀家具工業株式会社 6290001052840 災害対策機能を標準仕様としたモダンデザイン別注家具の製造と販売 髙木秀輝

2740110282 福岡県 株式会社正信 4290001016797 産業用電気機械向けブスバーへの電気錫めっき加工の生産力強化 商工組合中央金庫

2740110284 福岡県 新興産業株式会社 1290001003253 ＩｏＴ押出機導入によるプラスチックリサイクルの生産性向上および省コスト化の実現 福岡銀行

2740110286 福岡県 株式会社プロセス井口 7290002054604 独自基幹技術によるステージの開発 大川信用金庫

2740110287 福岡県 株式会社ＳＡＳシュガー動物病院 8290001052112 デジタルレントゲン撮影システム導入によるペット診療サービスの高度化 ザグ・インスティチュート有限会社

2740110288 福岡県 株式会社エフティミズマ 5290001053501 高精度を可能にするＮＣ研削盤導入による生産体制の構築 大川信用金庫

2740110289 福岡県 株式会社天野商店 8290001043920 地元銘柄鶏提供のための最新液体凍結装置を含む量産生産性向上システム 商工組合中央金庫

2740110290 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247 異物検査装置の導入による品質向上、納期短縮および商品多様化に伴う生産性向上 水巻町商工会

2740110291 福岡県 株式会社タナカ鋼建工業 7290001047344 自動溶接ロボット導入による加工能力と品質の向上、短納期化の実現 筑邦銀行

2740110292 福岡県 株式会社低温技術研究所 5290001031473 超低温磁気冷凍機の開発 福岡銀行

2740110295 福岡県 有限会社ひさや 4290002036893 多段階温度管理による生酒の品質管理と熟成方法の構築 志免町商工会

2740110297 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069 大型プラスチック金型対応マシニング導入による内製化及び生産性向上 髙栁和浩

2740110299 福岡県 松谷海苔株式会社 1140001014182 競争力強化を目的とした焼のり製造で効率的な併用機械の開発 商工組合中央金庫

2740110300 福岡県 八女紙工有限会社 4290002047701 最新モデル「自動平盤打抜機」導入による高度生産性向上と小ロット対応力の強化 永松浩樹

2740110303 福岡県 ミズマカッター株式会社 4290001061364 他社との差別化の強化に向けた事業工程の改善による競争力の向上 福岡銀行

2740110304 福岡県 株式会社八ちゃん堂 2290001053140 商品の利便性を一新する包装技術の確立と生産性向上 西日本シティ銀行

2740110305 福岡県 エムファイン有限会社 7290802017909 超硬合金・硬脆材製品を切削加工に置き換え、大幅な加工時間短縮を目指す。 福岡ひびき信用金庫

2740110307 福岡県 長谷川化成有限会社 5290802021350 電子デバイス向け精密樹脂成形技術の高度化及び生産性の向上 福岡銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110309 福岡県 大浦工業株式会社 7290801011350 新たな塗装乾燥炉導入による塗装生産性の改善 西日本シティ銀行

2740110313 福岡県 株式会社杜の蔵 1290001049825 パストライザー導入による日本酒の「品質改善」と「小ロット化」への対応 久留米南部商工会

2740110314 福岡県 株式会社矢野特殊自動車 7290001036685 航空産業向け車輌の需要増加に対応するための生産力の強化 商工組合中央金庫

2740110316 福岡県 株式会社海千 1290001036955 自動計量・充填システム導入による独自開発「乾熟明太」の安定供給の実現 永松浩樹

2740110317 福岡県 株式会社松永製作所 1290001019506

新型・立型マシニングセンタの導入による自動省力化機械製造の短納期化・競争力強

化事業

佐賀銀行

2740110318 福岡県 有限会社平田鉄工所 7290802020549

最新３軸＋２軸の高速加工機を導入し複雑形状金型の高精度化・生産性向上で受注拡

大を図る。

福岡銀行

2740110319 福岡県 株式会社熊谷ゴム工業 1290002044008

最新真空プレス機導入による「家畜体温監視システム」用ゴム製品の製造技術の高度

化

田主丸町商工会

2740110320 福岡県 九州ナカミチ株式会社 2290001050765 チップシュレッダー導入による孟宗竹粉末を使った高有機種菌の開発 永松浩樹

2740110321 福岡県 株式会社イハラ製作所 4290001036267 最新横形マシニングセンタ導入による自動車関連産業分野への新規参入 古賀市商工会

2740110322 福岡県 有限会社マルヨ 2290802021353 地熱発電掘削用の孔明管のスリット加工における短納期化と品質向上 福岡ひびき信用金庫

2740110323 福岡県 株式会社暁プラント 9290001044298 新規脱水機導入による、一般廃棄物処理施設の低コスト化 商工組合中央金庫

2740110324 福岡県 クラテ樹脂工業有限会社 5290802020765 硬質樹脂素材への対応と高精度加工により新展開する義肢義足製造事業 福岡ひびき信用金庫

2740110326 福岡県 株式会社御井ゴム 8290002050098 女性・高齢者の活躍！労働環境改善で生産性アップ事業 筑後信用金庫

2740110330 福岡県 株式会社筑紫野物産研究所 6290001040936 動物油脂の溶解及び分離工程高効率化技術の開発 商工組合中央金庫

2740110331 福岡県 田代パン有限会社 6290802020384 製パン機器の導入による製造プロセスの刷新と米粉パン製造・販売事業 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110335 福岡県 有限会社花田工作所 3290802016699 みえる化で新製造プロセス構築と最新モデルを用いリードタイム短縮する。 遠賀信用金庫

2740110336 福岡県 株式会社富士建 7290001016357 高精度・短納期が求められる杭打機パーツの生産体制確立 株式会社エフアンドエム

2740110337 福岡県 株式会社シノハラ製作所 1290801005382 ３Ｄターニングマシン導入による曲線加工工程の高度化 商工組合中央金庫

2740110340 福岡県 板井築炉株式会社 6290801000239 ＩｏＴ社会の到来に貢献する窒化アルミニウムの超精密表面仕上げ加工技術開発事業

税理士法人統合経営システム

パートナー

2740110341 福岡県 株式会社ワンズコーポレーション 1290001054627 屋外用家具開発・販売事業 大川信用金庫

2740110342 福岡県 株式会社しんわ食品 7290001025060 生産工程改革による“生もの”食品の迅速な提供 東京中央経営株式会社

2740110343 福岡県 有限会社隈木工所 2290002053239 最新式のＣＮＣプロセシングセンター導入による床頭台の量産体制の確立 大川信用金庫

2740110344 福岡県 株式会社オーレック 9290001047152 海外での競争力拡充に向けた高度な切削・検査・増産システムの構築 武石誠司

2740110345 福岡県 ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社 5290001003456 金融市場における独自の印刷物インターネット受注の仕組みの構築 西日本シティ銀行

2740110347 福岡県 株式会社ピラミッド 1290001049486 織機更新とＩｏＴ活用による見える化で、グローバル価格を実現 福岡銀行

2740110348 福岡県 前田建具製作所              切削機械導入による当社独自の「立体組子」の品質向上と低価格化 大川信用金庫

2740110356 福岡県 有限会社柳川商事 8290002054082 新型廃プラ油化装置の開発と非常用発電機との防災ネットワーク連携事業 西日本シティ銀行

2740110357 福岡県 株式会社華鳳 8290001039893

ナノサイズ気泡発生とナノレベルの人工ブラウン振動の複合により、畜産環境を改善す

る活水装置の開発

西日本シティ銀行

2740110358 福岡県 むらやま歯科医院              目視の２０倍の解像度で歯の治療を行うマイクロスコープの導入 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110359 福岡県 オーエーセンター株式会社 5290801000504 チョコレート製造設備導入による地域の魅力に特化したお土産品作り事業

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110360 福岡県 ａｅ Ｔｈｅ Ｓｏｕｎｄｓ Ｃｏｍｐａｎｙ              ＣＡＥ、ＣＴ技術を活用した遮音・つけ心地が良い安眠用耳栓の試作・開発 古賀市商工会

2740110361 福岡県 有限会社後藤精機 9290802022857

３次元複雑形状を持つネットシェイプ加工用金型並びに検査治具の切削加工技術高度

化事業

松本健司

2740110362 福岡県 林龍平酒造場              小瓶対応洗瓶機の導入による工程刷新と採算性改善で競争力強化 みやこ町商工会

2740110363 福岡県 有限会社アート化成工業 9290002038539 ＣＮＣ工作機械導入により、プラスチック精密加工の生産性向上を図る事業 熊本銀行

2740110368 福岡県 リョーユウ工業株式会社 5290001038683 装飾金物向けＶカット金型付複合加工機導入による生産性・コスト競争力の強化 福岡銀行

2740110369 福岡県 株式会社フクト 7290001010153 公開実力テスト会顧客サービスＷＥＢシステムの導入 田中哲

2740110371 福岡県 株式会社日正化工 4290001003705 切削加工の高度化で挑戦する、需要高まる養殖事業向け水槽装置の新展開 商工組合中央金庫

2740110372 福岡県 吉塚精機株式会社 2290001020231

パレットチエンジャ付横形マシニングセンター導入による段取りレスでの生産性向上へ

の取組み

末吉幹久
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110373 福岡県 株式会社是永商会 2290801001380 新型切断システムの導入による新規分野開拓 小倉中央税理士法人

2740110376 福岡県 株式会社ケアリング 2290001020974 「すたすた歩く」ための改善プログラムとその見える化システム 佐賀銀行

2740110377 福岡県 有限会社ウエキモールド 9290802020737

最新高精度横型マシニングセンターを導入し新型製作と育成業務の分離による生産性

向上

福岡銀行

2740110378 福岡県 株式会社ＳＰＡＣＥ２０２０ 1010401010026 電源・制御通信ケーブルを不要にする電動式移動棚の試作品開発 梅元昭宏

2740110379 福岡県 石丸機械工業株式会社 4290001002632 海外向け鋳物堰折油圧機械の羽根部品製造の生産プロセス改善の取り組み 福岡銀行

2740110380 福岡県 木村鉄工所              アジア向け紙オムツ製造装置の大型シャフト加工内製化による量産体制の構築 志免町商工会

2740110381 福岡県 株式会社キャスティングナイン 6290001019286 ３Ｄプリンター等（直轄化）による効率生産及び付加価値向上と新商品開発 西日本シティ銀行

2740110384 福岡県 幸和電機株式会社 7290001013098 全自動両端圧着機導入による生産力の増強と競争力の強化 福岡商工会議所

2740110386 福岡県 村田木型製作所              デジタルツールによる木型製造の低コスト・品質向上、サービスの多様化 遠賀信用金庫

2740110389 福岡県 ふるいち歯科クリニック              ＣＴとＣＡＤＣＡＭ連動による安心安全迅速な歯科インプラント治療の実現 福岡ひびき信用金庫

2740110390 福岡県 株式会社重松印刷 6290001001384 ＰＯＤによる製作のクラウド化と店舗来店の促進及び女性活躍社会の推進 福岡銀行

2740110392 福岡県 渡辺製材所              製材の製造工程を複合化し生産性の向上と商材の付加価値強化を図る 広川町商工会

2740110393 福岡県 河野食品株式会社 5290001052833 最新機器の導入による高菜漬製品の生産性向上と新商品の開発による販路拡大。 みやま市商工会

2740110394 福岡県 有限会社飯野鉄工所 4290802020106 新設備の導入による加工効率向上と作業員の労働負荷を減少する取組み 直方商工会議所

2740110398 福岡県 株式会社天田 4290001049797 自動溶接機導入によるステンレス管溶接の納期短縮と品質向上の実現 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110400 福岡県 有限会社メイク 6290002037551 利用者ニーズに沿った幼児向けトイレブース（扉）の試作開発 西日本シティ銀行

2740110404 福岡県 株式会社レーザマックス九州 1290801018673 革新的な生産性、納期、品質を実現する精密板金加工品の生産体制の構築 北九州商工会議所

2740110405 福岡県 協文社印刷株式会社 3290001000174 農産物個人生産者を対象にした販促物作成支援事業 筑邦銀行

2740110407 福岡県 株式会社花畠自動車整備工場 2290001051689 テレマティクスを活用した車両メンテナンス管理システムの開発 久留米商工会議所

2740110410 福岡県 株式会社ミキヤ 8290001004856 次世代型キッチンスタジオ装置投入による和食題材ＣＭ制作・販売の高付加価値化 福岡信用金庫

2740110411 福岡県 一宮工業株式会社 7290001037163 高効率・高精度バンドソーの導入による生産体制の強化 商工組合中央金庫

2740110417 福岡県 有限会社江島木工 3290002053048 ダボ打機械導入生産性向上化プロジェクト 大川信用金庫

2740110419 福岡県 有限会社大浦社寺建築社 1290002038843 社寺建築技術を活用した木造日本家屋の耐震改修工事への新展開 福岡中央銀行

2740110421 福岡県 株式会社丸和技研 8290801014344 使用済み切削工具の破砕粒を用いた粒子分散複合材料の開発 税理士法人セントラル会計事務所

2740110433 福岡県 有限会社小野サイディング 8290802017809 最新設備の導入による、外壁コーナー部材の生産性向上 北九州商工会議所

2740110437 福岡県 オーエステクノス株式会社 4290801019280 真空包装機部品のステンレス切削における加工精度＆生産性向上 福岡中央銀行

2740110440 福岡県 ワタリ印刷              小ロット冊子印刷に対応する設備の導入による新規顧客の獲得と短納期化 西岡隆

2740110444 福岡県 松尾産業株式会社 8290001054067 防犯ゲートを必要としないタグの開発 西日本シティ銀行

2740110446 福岡県 アップフィールド              地元産品を活用したスイーツによる地域特産品開発事業 鞍手町商工会

2740110447 福岡県 株式会社酒見糧穀 4290001050532 無洗米生産プロセスの改善と新バイオマス燃料供給サービスの展開 筑後信用金庫

2740110462 福岡県 株式会社ワンダーイヤーズ 1290001033944 最新技術を活用した最適な水泳指導を可能とするサービスの構築 福岡商工会議所

2740110466 福岡県 三好工産株式会社 5290001041605 自動送りバンドソーシステムの導入による生産体制の効率化 北九州銀行

2740110472 福岡県 大川歯科医院              歯科診療動画配信システムを用いた革新的歯科訪問診療 大牟田柳川信用金庫

2740110485 福岡県 九州アコン株式会社 1290001044438 地場産木材を利用した吸音用壁材の製造と、不燃用吸音壁材の開発 福岡銀行

2740110489 福岡県 株式会社ウイン・トレーディング 7120101034606 需要が高まる国産カット野菜の量産化へ向けた高度生産性向上の取り組み 永松浩樹

2740110490 福岡県 九州日本高圧電気株式会社 3290001050566

最新式射出成形機及び高精度測定器導入による樹脂部品の高品質化、低コスト化の

実現

大刀洗町商工会

2740110495 福岡県 株式会社小堀製作所 9290001069881 コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）パイプ切断機導入による業務自動化と業務継承の軽減 西岡隆

2740110499 福岡県 有限会社福岡木型工作所 9290002036971 鉄鋼用マシニング導入による同業者との差別化、高品質化への取組み 佐賀銀行
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2740110501 福岡県 株式会社丸信 5290001049615

最新オンデマンド印刷機及び自動組版ソフト導入でのオリジナルＤＭ作成による小規模

事業者の販促支援

久留米商工会議所

2740110502 福岡県 株式会社名島鉄工所 1290801022428 成型機スクリューのネジ加工内製化の取組 永松浩樹

2740110504 福岡県 有限会社エコアシスト 5290002052469 リサイクル化におけるＲＰＦ（固形燃料材）製造ラインの高度生産性向上の実現 永松浩樹

2740110511 福岡県 シキファニチア株式会社 7290001044069 デザイン設備導入による「シルバーエイジのためのオシャレ椅子」の開発 西日本シティ銀行

2740110518 福岡県 渕上鉄工所              海外向け水処理プラント用部品加工における生産性向上への取り組み 飯塚信用金庫

2740110519 福岡県 株式会社博多の味本舗 4290001065308 子供向け「安心・安全な野菜出汁」の開発と販路開拓 福岡銀行

2740110529 福岡県 株式会社アヤボセンタン研 3180301017251

高精密ＣＮＣ工具研削盤を用いた次世代自動車エンジン燃料噴射部品の高精度化・加

工コスト削減を実現するフォーミング工具の試作開発

村瀬悟

2740110530 福岡県 株式会社荒木鉄工所 7290001052600 金属コイル巻取り装置加工における、製造プロセス改善による生産性向上 筑邦銀行

2740110534 福岡県 株式会社帝国カンパニー 2290001039890 カウンセリング型、小ロット対応のブランド麺づくりサービス Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

2740110537 福岡県 有限会社左衛門 8290002010853 「和生菓子」の高効率生産と新規顧客ニーズ対応に向けた設備導入 篠原・植田税理士法人

2740110538 福岡県 ナレッジライフ株式会社 8290001051436 食品残さのリサイクル化おける「アンモニアガス」を活用した堆肥生産ラインの構築 永松浩樹

2740110549 福岡県 株式会社九州電化 3290001017788 新排水リサイクルシステムによる排水量の低減と生産量の改善

公益財団法人福岡県中小企業振

興センター

2740110551 福岡県 有限会社松尾鉄工所 8290802024994 最新ＮＣ旋盤導入によるボールねじナット加工の短納期・生産効率向上 福智町商工会

2740110555 福岡県 有限会社甲木鉄工所 1290002053149 ”段取り”を減らし生産性向上小ロット仕上げ加工・農業機械分野で受注拡大 福岡銀行

2740110561 福岡県 株式会社筑水キャニコム 1290001055179 高性能機械加工設備の導入による自社製トランスミッションシステムの開発

公益財団法人福岡県中小企業振

興センター

2740110564 福岡県 有限会社田尻電機製作所 7290802020805 最新設備導入によるモータ巻線加工の革新的生産性向上技術の確立 鞍手町商工会

2740110567 福岡県 光陽無線株式会社 2290001013078 遠隔監視装置の開発期間短縮化と低コスト化による競争力の強化 福岡商工会議所

2740110590 福岡県 株式会社翔栄舎 4290001043825 農業収穫支援による生産性向上のための設備開発 那珂川町商工会

2740110592 福岡県 大賀酒造株式会社 7290001040902 新酵母を利用した新商品開発と品質向上による海外展開強化と国内市場の拡大 筑紫野市商工会

2740110604 福岡県 株式会社松田機械工作所 1290801014342 新型中ぐりフライス盤導入による、加工の高精度化および生産性の向上 飯塚信用金庫

2740110606 福岡県 有限会社エスワイ精工 5290002037528 海外発電プラント向けポンプ部品の生産性改善による生産能力強化 西日本シティ銀行

2740110609 福岡県 株式会社環境施設 7290001031158 老朽化した上水道管を管更生する長可使時間・高強度ライニング材の開発 筑邦銀行

2740110612 福岡県 有限会社山本製作所 9290802019531 海外発電所向けタービンシャフト量産化に向けた難削材精密加工への取り組み 北九州銀行

2740110614 福岡県 株式会社テッツコーポレーション 6290801010312 砒素含有地下水を環境基準（０．０１ｐｐｍ）以下に浄化するシステムの試作 西日本シティ銀行

2740110622 福岡県 タケノファーム株式会社 2290001059856 自社農場の「つまんでご卵」による健康志向の機能性マヨネーズの新規製造と販売 西日本シティ銀行

2740110630 福岡県 株式会社しんとう工芸 4290001037224 端材を活用した多様なデザイン性のある凹凸型ウッドモザイクパネルの商品化 新宮町商工会

2740110635 福岡県 有限会社豊島蒲鉾 1290002016527 最新型包あん機導入による「魚肉練り製品」多品種試作開発及び生産量増加計画 商工組合中央金庫

2740110636 福岡県 丸喜鋼業株式会社 7290801010641 鋼管切断加工における最新型３Ｄパイプ自動切断機導入による生産性向上 株式会社ＶＩコンサルティング

2740110643 福岡県 空研工業株式会社 1290001007221 ＩｏＴ真空プレス成形機導入による高強度ＰＶＣ成形品の量産化技術の確立 福岡銀行

2740110664 福岡県 株式会社幸和 6290001038716

有機ＥＬパネル製造ライン主装置開発における真空対応ヒータープレート検査装置の導

入

商工組合中央金庫

2740110665 福岡県 株式会社丸栄紙管 7290001049869 紙管製容器の作業効率及び品質向上のための関連設備導入計画 大川信用金庫

2740110668 福岡県 株式会社西原商事 9290801009822 廃棄物飲料容器分別ラインにおける新方式風力選別機の開発および商品化事業 西日本シティ銀行

2740110674 福岡県 有限会社待鳥工業 5290002053954 ３次元測定機導入による不良削減を目指す効率的生産体制構築事業。 大木町商工会

2740110681 福岡県 正栄工業株式会社 9290801014153 『ＩｏＴでモノづくり、競争力維持と複雑化する顧客ニーズにスピード対応』 福岡銀行

2740110687 福岡県 株式会社アクアグローバルフーズ 3290001058923 糸島産ミルク牡蠣の輸出事業の展開 永松浩樹

2740110688 福岡県 有限会社三宅特殊製袋 4290002003761

製造時の歩留り・生産性向上かつ作業員（高齢者・女性・障害者等）の労働環境が向上

する設備

佐賀銀行

2740110692 福岡県 大鵬繊維工業株式会社 4290001047314

多品種・小ロット生産に対応可能な新型エアージェット織機による国内用靴素材への展

開

広川町商工会

2740110693 福岡県 株式会社大阪精密 4122001018039 大型型彫放電加工機導入による金型メンテナンスのワン・ストップ化事業 八尾商工会議所
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2740110694 福岡県

株式会社ビジネスプロセスソリュー

ションズ

2290001042944 ３Ｄ可視化設計による高付加価値製品の開発とリードタイム短縮 西日本シティ銀行

2740110695 福岡県 さいとう動物病院              内視鏡導入による小動物の消化管腫瘍症例に対する診断・治療精度の向上 福岡ひびき信用金庫

2740110697 福岡県 松影堂印刷株式会社 7290001013833

最新型印刷機導入、生産体制強化による『福博よかよかマーチング』事業の更なる発展

化計画

黒岩延峰

2740110701 福岡県 久留米印刷株式会社 5290001047222

超精密極細印刷を可能とする最新型印刷装置の導入による対需要増産と品質保証の

確立

広川町商工会

2740110703 福岡県 まる昌醤油醸造元              八女特産農産物を使用した人工甘味料不使用ドレッシングの開発 八女市商工会

2740110705 福岡県 株式会社田中三次郎商店 1290001050452 製粉用ふるい振動の見える化による効率化と異常データ収集 福岡銀行

2740110706 福岡県 ダイヤ糊工業株式会社 2290001047316 新開発高機能糊付き壁紙の量産体制の確立 福岡銀行

2740110708 福岡県 株式会社タムラ 3290001038363 新開発のフリーズドライ設備導入による高付加価値製品の創出 伊予銀行

2740110712 福岡県 大安産業株式会社 1290801002289 カット工程の自動化によるガスケット生産合理化と顧客価値の拡大 福岡銀行

2740110714 福岡県 有限会社津留﨑製作所 1290002051202 ＣＮＣウォームギア加工機導入による増速ウォームギア加工の取り組み 筑邦銀行

2740110716 福岡県 株式会社デンテック 3290001022664 スピード・高品質重視の歯科医院と歯科技工所の最新ＩＴ連携構築 税理士法人アップパートナーズ

2740110717 福岡県 株式会社磐井製茶 4290001047108 海外ギフト需要向け八女産「きれいな緑茶」の量産化体制の構築 永松浩樹

2740110718 福岡県 株式会社エヴァブリッヂ 4290001042538

浄水器製造ラインの設備導入による製造工程の効率化と新製品の開発による市場拡

大

公益財団法人福岡県中小企業振

興センター

2740110727 福岡県 株式会社大坪鉄工 9290001052697 ３次元ＣＡＤ技術を用いた開発業務の高効率化及び納期の短縮化 福岡銀行

2740110728 福岡県 まねき猫              資源循環型発酵肥料（ぼかし肥料）プラントの導入 宗像市商工会

2740110729 福岡県 株式会社アート福岡 3290001000694 ＩＴと新機械設備導入によるアマチュア野球専門誌の制作事業展開 那珂川町商工会

2740110731 福岡県 株式会社システム・ジェイディー 7290001022025 バイパスダイオード故障が検出可能な容易で安価な太陽光パネル検査装置

公益財団法人福岡県中小企業振

興センター

2740110736 福岡県 モリタインテリア工業株式会社 6290001053269 脚物家具の５軸ＮＣ切削加工機導入による生産性向上と売上及び利益確保 大川信用金庫

2740110738 福岡県 ナガノインテリア工業株式会社 8290001044126 複雑な３次元加工を実現する５軸制御型ＮＣルーターの導入と新製品開発 米倉博彦

2740110741 福岡県 シャボン玉石けん株式会社 3290801012245 蛍光増白剤にごまかされない汚れ成分の可視・定量化による新規洗浄力評価法の開発 福岡ひびき信用金庫

2740110745 福岡県 株式会社米玄 9290001005176 お米の持ち運び、保管が楽な新商品「取っ手付き精米ジッパーパック」の開発 百十四銀行

2740110746 福岡県 株式会社坂田精密 5290001058426 生産性向上による短納期化計画 筑邦銀行

2740110747 福岡県 株式会社ブルーグライダー 7290001072788

国内外顧客向けの高精度検査技術による高品質なシリコンウエハ及びフォトマスクの提

供サービス

春日市商工会

2740110749 福岡県 株式会社ハルズアミ 9290001015877 ＣＡＤ導入による小ロット．高品質を低コストに実現する生産プロセスの革新 福岡商工会議所

2740110750 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232 顧客ニーズに対応するデザイン性の高い商品の開発・生産による収益性向上 筑後信用金庫

2740110752 福岡県 株式会社レビュー物流 5290801013737 小規模縫製ライン導入による廃棄衣料の再利用及びサービス向上 遠賀信用金庫

2740110753 福岡県 株式会社古賀歯車製作所 8290001048820 高品質・量産技術の確立及び、顧客満足を高めるシステムによる生産性向上 佐賀銀行

2740110754 福岡県 株式会社中村製紙所 9290001047409 省エネルギーかつ風味を損なわない植物乾燥技術の開発と量産化プロセスの確立 福岡銀行

2740110755 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498 広範囲の反応速度に制御可能な難燃性マグネシウム合金のビレット製造方法の開発 商工組合中央金庫

2740110758 福岡県 株式会社Ｓｋｙｗａｒｄ 1290001039495

新規顧客層に独自製法のスープで差別化した商品を店舗と工場の機能分化により提供

するための製造ラインを工場側に構築する。

西日本シティ銀行

2740110761 福岡県 シスメット株式会社 6290801000651

加速度計を活用したブイ式波高計とインターネットを活用したリアルタイム波高データ

サービスの開発

北九州商工会議所

2740110763 福岡県 アイクォーク株式会社 4290001027976 身長方向水平に揺動するマッサージ揺動ベッドの試作開発 新郷道明

2740110764 福岡県 有限会社五十番食品 4290002039120 地域資源を活用した小ロットぎょうざ生産における低コスト、高品質、短納期化の実現 永松浩樹

2740110766 福岡県 株式会社九州メディカル 5290801000966 開発途上国向け水産養殖用微生物資材の少量包装生産ラインの構築 松本健司

2740110768 福岡県 有限会社門司加工所 2290802011957 最新モデルＣＮＣ複合旋盤導入による生産性向上と新規顧客開拓を推進する。 福岡中央銀行

2740110771 福岡県 ミリオンソフト株式会社 7290001055231 精緻な加工を実現できる新システム導入による品質・安全性向上と製造効率化 うきは市商工会

2740110779 福岡県 株式会社フカノ楽器店 2290001002171 新たな音楽介護予防事業“認知症予防から健康促進”による新サービスの開発 福岡商工会議所

2740110780 福岡県 株式会社中尾精機 2290801007270 生産プロセス改善による内製化比率の向上 北九州銀行
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2740110782 福岡県 株式会社村上精機工作所 1290801010688

最新モデル「横形マシニングセンター」導入によりコストダウンと生産性向上を達成す

る。

福岡銀行

2740110786 福岡県 古賀金属工業株式会社 1290001047820 ＩｏＴを活用した無人機械加工体制及び精密加工技術の構築 筑邦銀行

2740110787 福岡県 第一施設工業株式会社 2290001037151 新機構（オフセットチェーン機構）の垂直連続搬送機の開発及び商品化 商工組合中央金庫

2740110792 福岡県 富士食品株式会社 4290001002186 異物混入リスクを軽減する改良型錦糸卵焼成ライン導入 商工組合中央金庫

2740110793 福岡県 株式会社フクテック 7290001002084 横行・垂直分離制御型トレイ式垂直搬送機の開発及び商品化 ザグ・インスティチュート有限会社

2740110799 福岡県 ダイキ工業株式会社 5290801002260 鋼材表面錆を骨格とする今までにない水硝子系被膜と工法の開発

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110805 福岡県 株式会社ワイズ 8290801007091

チキンカツ・トンカツの製造ラインに最新鋭の急速冷凍設備を導入して、生産能力・生産

効率と商品品質を向上させる計画

アスモア税理士法人

2740110806 福岡県 株式会社明和製作所 4290001033330 ＩｏＴ巻線機導入による整流子モータ巻線工程の生産性・品質向上 中原晃

2740110807 福岡県 本多綜合印刷株式会社 6290001002259 箱の貼り作業の生産性向上のためのサックマシン導入 飯塚信用金庫

2740110808 福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652 複数の生産形態に対応した生産管理システムの導入による生産性の向上

公益財団法人北九州産業学術推

進機構

2740110821 福岡県 株式会社アール 7290001039903 安定型・管理型処分場の環境改善のための新規ビジネスの構築 宮川壽

2740110833 福岡県 株式会社新東京エナック 7010401052418 窒素ガス置換包装機導入による、焼き魚製品のチルド出荷販売事業 仰星税理士法人

2740110840 福岡県 ＴａＫ              国産原材料使用のペット用おやつの開発及び生産プロセスの改善 西日本シティ銀行
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