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2840110001 福岡県 株式会社西日本電機器製作所 2290801005613
ＩｏＴ活用パンチング・レーザー複合機の導

入による競争力の強化
鷹取正義

2840110002 福岡県 株式会社ＤＡＩＫＯ　ＴＯＯＬ 8290801007042
ＩｏＴ活用マシニングセンター導入による難

削材新加工方法の開発
鷹取正義

2840110005 福岡県 有限会社松本鉄工所 2290802010050
機械加工の内製化による短納期・低コスト化

の実現
髙栁和浩

2840110007 福岡県 江頭鉄建株式会社 8290001053721
物流施設用鉄骨の溶接工程自動化による増産

体制の構築と溶接精度の向上
株式会社エフアンドエム

2840110008 福岡県 東洋ステンレス研磨工業株式会社 4290001040970
複合研磨技術による意匠性と機能性をデザイ

ンした金属板素材の生産性向上
商工組合中央金庫

2840110009 福岡県 坂本工作所              
デジタル機械を取り入れた別注家具製作の新

しい生産方式の構築
須恵町商工会

2840110010 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564
次世代自動車向けプレス金型製造への最新Ｉ

Ｔ技術を取り入れた革新的設計技術開発事業
今津勉

2840110011 福岡県 株式会社高陽産機 3290801014852
自動車製造サブライン設備向け超短納期生産

プロセスの構築
北九州銀行

2840110012 福岡県 有限会社ウエキモールド 9290802020737
精密金型の自社内トライ成形能力強化に取組

み金型育成作業の効率化を実現する
福岡銀行

2840110013 福岡県 株式会社西日本工作所 7290801012349
電動機部品製造において材料切断にかかる材

料原価削減、生産向上及び賃金アップ計画
遠賀信用金庫

2840110014 福岡県 株式会社木原ハイテック 6290001048582

ＩｏＴ及びＡＩ技術を活用した建設機械向け

大型加工物の加工技術及び労働生産性向上事

業

筑後信用金庫

2840110015 福岡県 株式会社鹿島技研 8290001046188
新規設備を導入して、リードタイムの短縮と

コストダウンを目指す
飯塚信用金庫

2840110017 福岡県 株式会社東洋電機工業所 7290801010336
環境・インフラ設備用水中機械の長寿命化事

業計画
福岡銀行

2840110019 福岡県 株式会社四ヶ所 6290001044400
印刷物の不良品撲滅と短納期化並びに新事業

の立ち上げ
株式会社エフアンドエム

2840110021 福岡県 有限会社ビーアーツ 3290002036911
高精度切削加工機導入で取り組む表現性豊か

な立体造形分野の新展開
粕屋町商工会

2840110025 福岡県 プレットサンフーズ株式会社 7290001049539
高デザイン性ラベル付き容器による飲料生産

販売事業の規模拡大
筑邦銀行

2840110026 福岡県 岡家具工業株式会社 3290001052703
『美しい収納機能を兼備え天然木の温もりを

活かした壁面収納家具』の開発
大川信用金庫

2840110028 福岡県 有限会社白石製作所 4290802011922
高付加価値対応及び一括受注強化のためのＮ

Ｃ旋盤の導入
髙栁和浩

2840110032 福岡県 丸久鋼材株式会社 3290001049617
自動３軸穴あけ切断機導入による製造ライン

の自動化の取組み
筑邦銀行

2840110033 福岡県 株式会社陽和 8290801003859
顧客要求を満足する燃料電池車用の超高圧水

素充填機用部品の量産体制確立
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110034 福岡県 株式会社イガワテック 6240001036765
広範囲加工のマシニングセンタ導入によるよ

り大きな金型製造の実現
商工組合中央金庫

2840110035 福岡県 有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ 2170002007479

中小企業向けのロボット導入を可能にするＩ

ｏｔ技術を活用した機能確認用デモロボット

の開発

福岡ひびき信用金庫

2840110038 福岡県 有限会社田島鉄工建設 4290002053591
三次元ＣＡＤデータを活用した、けがき作業

ロボット化の構築と生産性の向上
福岡銀行

平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」採択案件一覧
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2840110039 福岡県 株式会社平山プレス工業所 8290001038516
次世代自動車向け高性能車載用電装系部品の

一貫性体制構築事業
肥後銀行

2840110041 福岡県 株式会社ユキテツ 2290801020331
精密３次元測定技術と精密加工技術の連携に

よる当社精密部品の品質保証強化事業
河内洋子

2840110042 福岡県 株式会社大光電機製作所 5290801002293

ネットワーク対応型エコベンディングマシン

導入による精密深曲げ加工のプロセス改善と

生産性向上

佐賀銀行

2840110047 福岡県 喜多家具工芸              ユニバーサルデザイン収納棚の開発 大川信用金庫

2840110048 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製造に関わる消費

電力削減と生産能力拡大を目的とした電動

サーボ式射出成形機の導入

商工組合中央金庫

2840110050 福岡県 京築印刷株式会社 1290801015209
高機能断裁機・中綴じ機導入における格安オ

フセット印刷の短納期の実現
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110052 福岡県 トリゼンフーズ株式会社 8290001015052
ＡＩ採用のライン生産方式による量産化と垂

直統合経営を活かした新商品の開発販売
西日本シティ銀行

2840110056 福岡県 水谷鉄工株式会社 8290001054075
熱交換器の管板の加工のスピード化及び高精

度化等による生産性向上
髙栁和浩

2840110061 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803
５軸マシニングセンタ導入による精度・生産

性向上と航空・宇宙事業への展開
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110062 福岡県 有限会社堤建具工業 8290002053638
高齢・障がい者施設向けの規格外サイズ「ゆ

とりあるドア」の開発
大川信用金庫

2840110063 福岡県 織田商事株式会社 2290801015554
複雑加工機と販売管理システム導入による生

産性向上と木材加工品の品質向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110070 福岡県 株式会社タケシタ 7290001053342
ＩｏＴとＡＩを活用した最新横中ぐりフライ

ス盤の導入による生産プロセス改善事業
福岡銀行

2840110073 福岡県 有限会社竹下建具工芸 6290002053581
建築現場で微調整を必要としない精度の高い

建具提供に関する取組
大川商工会議所

2840110078 福岡県 有限会社川本技研 4290802013753
フライス盤の最新加工機能への更新による製

鉄部品加工の精度と生産性の向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110083 福岡県 株式会社托生 3290801013648
高性能レーザースキャナー導入による設備修

理の測定精度と生産性の向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110086 福岡県 株式会社日報 8290801004056
小ロット冊子物を高品質・低価格・短納期で

提供するサービスによる販路拡大
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110090 福岡県 九州特殊メタル工業株式会社 9290001041667
複雑形状パイプフレームの３次元自動加工技

術開発事業
伊予銀行

2840110091 福岡県 ウイルテック株式会社 6290801015914
ステレオカメラを用いた３次元測定システム

搭載溶接ロボット
廣門和久

2840110092 福岡県 エムスタイルジャパン株式会社 1290001039826
事業全体における最重要工程の内製化による

売上拡大と利益率改善
西日本シティ銀行

2840110101 福岡県 建秀ブロック株式会社 4290001033289
コンクリートブロック製造プラントの高性能

化、自動化による生産性の向上、新製品開発
米倉博彦

2840110103 福岡県 有限会社飯野鉄工所 4290802020106
外径研削加工における高精度化及び高能率化

への取組み
直方商工会議所

2840110104 福岡県 株式会社中川プレタ 5290001046240
「積層式自動裁断機」導入による生産性向上

と競争力強化事業
嘉麻市商工会

2840110108 福岡県 株式会社フリント 2290801011231 金型用小径丸ピン・丸パンチ製作事業計画 遠賀信用金庫

2840110109 福岡県 株式会社はたなか 8290001002001
統合が進む教育施設のニーズに沿った革新的

学校給食システムの構築
武石誠司
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2840110111 福岡県 株式会社イックス 9290001011562
高機能性複合シートの開発及び量産化技術の

確立・販売
商工組合中央金庫

2840110113 福岡県 諸藤鉄工所              高付加価値加工の本格事業化 大川信用金庫

2840110115 福岡県 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047
車載用ウェハめっき工程における加工点管理

システム開発
直方商工会議所

2840110118 福岡県 株式会社三笠木工 2290001043018
曲りのない特注サイズ・特注デザインの建具

を受注製作する計画
大野城市商工会

2840110121 福岡県 西日本鍛工株式会社 6290001000031
エアドロップハンマー更新による生産能力の

向上及び鍛圧材受注増への対応
西日本シティ銀行

2840110123 福岡県 トキワスチ－ル株式会社 9290001038416
大スパン高層建築を実現する建築構造用高性

能鋼板の高精度高効率加工技術開発事業
商工組合中央金庫

2840110124 福岡県 かねひろ              
急速凍結庫導入による希少種「エツ」料理の

全国展開
久留米南部商工会

2840110125 福岡県 株式会社エフティミズマ 5290001053501
ＣＮＣ細穴加工機導入による生産体制のオー

トメーション化
大川信用金庫

2840110127 福岡県 マチダカッター工事              
切断工事において九州初となる工法の確立を

目指す設備の導入
あさくら税理士法人

2840110129 福岡県 株式会社クイックス 4290001038222
業務用加工食品における小容量包装の実現に

よる利便性の向上と販路拡大
株式会社富士経営

2840110130 福岡県 株式会社新生 9290001038325
シュレッダープラント建設工事におけるメタ

ルソーター設置事業
宇美町商工会

2840110132 福岡県 株式会社モーターサービス久留米 6290001049688
貨物車や特殊車の短納期・高品質・ワンス

トップ点検修理サービスの構築
筑後信用金庫

2840110133 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932
ドローンによる撮影精度向上及び画像処理技

術の確立
田口正章

2840110134 福岡県 井崎珈琲有限会社 1290002032078

焙煎したての高鮮度コーヒーが家庭でも味わ

える革新的「高香度・高味覚コーヒー豆」の

開発

新飼賢郎

2840110135 福岡県 株式会社河口家具製作所 9290001052763
４軸サイザーと自動縁貼機の導入による「環

境配慮型売れる家具」の生産体制の構築
西日本シティ銀行

2840110137 福岡県 株式会社アート 9290001053670

顧客の納期短縮、画質向上の要請に応える為

の最新型インクジェットプリンター導入によ

る業容拡大

大牟田柳川信用金庫

2840110139 福岡県 川北機械株式会社 1290801021693
三次元測定機導入による航空機等部品加工の

信頼性強化、高精度化と生産性向上
福岡ひびき信用金庫

2840110142 福岡県 飯塚銃砲火薬店              農業用ドローンの開発 飯塚商工会議所

2840110143 福岡県 株式会社サンテック 9290801007000
トップランナー変圧器２０１４対応の電磁鋼

板用治具の生産体制強化
西日本シティ銀行

2840110144 福岡県 有限会社ＢＭハイドリック 6290802018172
精密板金における自動バリ取り機導入による

加工の精度と生産性の向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110145 福岡県 株式会社西本町鉄工所 8290801012125
高機能旋盤加工機導入による製鉄向け部品加

工の精度及び生産性の向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110146 福岡県 株式会社丸仙工業 2290001053231
手軽にオーダー家具のデザインができ自動的

に設計図の出力が可能
西日本シティ銀行

2840110149 福岡県 株式会社ＴＡＳプロジェクト 4290001024593
非侵襲的酸化ストレスマーカー簡易測定キッ

トの試作開発
福岡中央銀行

2840110152 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
ウエハー搬送ロボットのアルミ部品の低コス

トの実現と稼働率向上による競争力強化
北九州銀行
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2840110153 福岡県 有限会社南水産 6290802021993 袋詰めアサリの鮮度維持による賞味期限延長 福岡ひびき信用金庫

2840110158 福岡県 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518
ミカン缶詰製造における原料ミカン実割工程

の生産性向上
福岡銀行

2840110160 福岡県 株式会社ヤマサキテクノス 9290801014723
精密加工技術の確立による自動車用金型部品

等の高度化事業
商工組合中央金庫

2840110163 福岡県 レセ・スタッフ株式会社 6290001051462
医療レセプト点検の効率化支援システムの構

築
久留米商工会議所

2840110165 福岡県 渡辺自動車鈑金              
本格品質での自動車鈑金塗装２４時間以内納

品サービスの実施
大津留孝明

2840110166 福岡県 株式会社Ｏｔｈｅｌｌｏ 5290001058244

高齢者でも消化しやすい酵素分解鶏肉を開発

し、博多水炊きセットとして介護施設へ提供

する

池田清勇

2840110167 福岡県 有限会社ミズカミ工作所 4290802023216
新型マシニングセンタ導入による電力開閉装

置部品の品質・生産性向上と新事業展開
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110168 福岡県 未来航路株式会社 4290001033181
ハンドリングロボットを用いた自動化による

『技』の継承と品質・生産性の強化
商工組合中央金庫

2840110170 福岡県 有限会社待鳥工業 5290002053954
効率的な部品加工体制を構築する為に５面加

工機を導入しさらにＩＯＴで進捗を管理する
大木町商工会

2840110171 福岡県 有限会社宮﨑蒲鉾 6290002055834
顧客から好評の「揚げたてホカホカ天ぷら」

の機械化による増販と業容拡大
大牟田商工会議所

2840110174 福岡県 スペロ機械工業株式会社 6290801015245
各種プラント設備における長尺部品の製造・

加工分野への新規取組
福岡銀行

2840110175 福岡県 株式会社ファイブテック 3290801011081
最新の自動運転プロファイル機導入による品

質・生産効率の向上
遠賀信用金庫

2840110176 福岡県 株式会社オーレック 9290001047152
新方式切削ラインの導入による海外需要変化

への対応と強力なコスト競争力の実現
武石誠司

2840110177 福岡県 久留米印刷株式会社 5290001047222

分業化された情報印刷現場に、ＩｏＴ技術を

活用して販売先情報を反映した印刷技術の高

度化と販売競争力向上

広川町商工会

2840110178 福岡県 独楽工房隈本木工所              
ＮＣルーター導入による商品開発力の強化と

新商品の開発
八女商工会議所

2840110179 福岡県 青柳醤油              
醤油・ぽん酢製造ライン強化による生産性向

上と新製品開発
米倉博彦

2840110181 福岡県 株式会社野上養鶏場 5290801015031 鶏卵の製造における生産性と測定精度の向上 商工組合中央金庫

2840110183 福岡県 株式会社コンドー・マシナリー 1290001052861
空気、水質、土壌浄化機能を有する竹炭粉粒

体を含むコンクリートブロックの開発
大木町商工会

2840110187 福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482

柳川ブランド認定レトルトカレー「柳川黄金

博多和牛カレー」製造の機械化による増産と

業容拡大

大牟田柳川信用金庫

2840110190 福岡県 侍フードサービス株式会社 2290801022765
梅テーマの和風ドレッシングの海外展開に向

けた製造ラインの生産性向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110198 福岡県 株式会社ＳＫＴ 4290001026301
英語専門講師を必要としない幼児施設向け英

語教育システム
佐藤修一

2840110200 福岡県 株式会社フジコー 4290801003292
快適な住環境をつくるシンプルで低コストの

浄化槽用脱臭装置の開発
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110203 福岡県 プレテック福岡株式会社 7290001060280
自動火打ち加工機導入による省力化と品質向

上
南崎信哉

2840110204 福岡県 株式会社ジルクエスト 9290001067968
インプラント用アパットメント（チタン金属

支台）の精密加工技術の確立
永松浩樹



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

2840110211 福岡県 上村紙業株式会社 2290801000366
グルアー糊貼り機導入による生産効率向上と

多能工化推進
商工組合中央金庫

2840110212 福岡県 有限会社ないとう 1290002050501
額縁製造・販売に額縁デザインと大判プリン

トを加えたサービスの提供
大川信用金庫

2840110213 福岡県 株式会社カマンズ 2290001046391
高機能・省エネを備えた射出成形機と付帯装

置との融合による生産性向上と経営強化
林田俊一

2840110215 福岡県 株式会社いなだ豆 8290001053696
顧客の増産要請に応えるための新たに開発し

た豆菓子乾燥・選別装置の導入
商工組合中央金庫

2840110216 福岡県 田底鉄工所              
キーシーター加工機導入による産業機械部品

の加工精度と生産性の向上
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110220 福岡県 株式会社アクタ 1290001011289
最新射出成形機導入による作業効率改善と環

境にやさしい容器開発
商工組合中央金庫

2840110221 福岡県 平塚金型              
新型ＳＵＶ用プレス金型製作工程の生産力強

化による納期短縮
福岡県中央信用組合

2840110225 福岡県 株式会社磐井製茶 4290001047108
茶成分分析機導入による品質評価を用いたブ

レンド茶の味の均一化事業
永松浩樹

2840110227 福岡県 株式会社大成 8290801010186
ゴムライニング密着作業のロボット化による

労働環境の改善と工数削減による効率化
福岡銀行

2840110228 福岡県 共栄試錐工業株式会社 6290001038187
新鋭鋸盤導入による切断工程生産能力の大幅

向上取組み
福岡銀行

2840110229 福岡県 硝子工房生              
電気釜による「雪花ガラス」のデザインの向

上、量産体制の構築
福岡ひびき信用金庫

2840110230 福岡県 有限会社ウッディ 8290002053010
『ビルトイン型家具』に使用する高品質かつ

高付加価値の「部材」の開発
大川信用金庫

2840110233 福岡県 山口重工業株式会社 4290802024759
国交省Ｈグレード認定による新市場開拓と生

産性向上に向けた設備増強計画
豊前川崎商工会議所

2840110237 福岡県 田川産業株式会社 4290801016402
多色展開のＤＩＹ専用漆喰を開発・商品化し

ＤＩＹ市場へ新規参入
田川商工会議所

2840110239 福岡県 立石紙工株式会社 4290801010256
ＮＣ４軸紙管切断機導入及び新工場移転によ

る生産性、品質向上
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110240 福岡県 株式会社ＪＴＳ 2290801014721
高性能ベンディングマシン導入による高精度

かつ高速金属精密加工
栢達彦

2840110241 福岡県 有限会社三ヶ森製畳 5290802014131
仕上がりの美しい薄畳の生産性向上及び若い

世代への普及拡大
北九州商工会議所

2840110243 福岡県 株式会社ネクサス 5290001028899
多品種、少ロットに対応する革新的な生産プ

ロセスの改善
福岡銀行

2840110245 福岡県 株式会社尾家興産 1290801015076
最新型コンクリート成型機導入による、畜産

用コンクリート製品の事業化
西日本シティ銀行

2840110250 福岡県 あおき歯科              

ライブ画像による「見える化」を実現し、患

者と治療情報を共有する画期的根管治療の実

現

池田清勇

2840110254 福岡県 株式会社直方歯車製作所 6290801014271
水処理施設用スプロケット製造工程改革によ

る国内外での競争力強化
福岡ひびき信用金庫

2840110255 福岡県 丸栄化工株式会社 6290801003555
高品質、低コスト、短納期対応可能なＦＲＰ

タンクの自動成形機の開発
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110257 福岡県 有限会社ミグ 5290802020641
医療用ロボット製造装置部品・治具における

高度生産性向上への取り組み
福岡ひびき信用金庫

2840110260 福岡県 平野製作所              
海外化学プラント用の特殊ポンプ部品加工に

おける生産性向上への取り組み
飯塚信用金庫



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

2840110261 福岡県 株式会社小野末吉商店 8290001052723
職場環境改善による布団打ち直し事業拡大と

地域雇用創出の取組み
大川信用金庫

2840110266 福岡県 クローバー歯科              
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による

金属を全く使わない歯科治療サービスの提供
福岡商工会議所

2840110267 福岡県 株式会社サンコウ 3290001053404
自動直線縁貼機導入による木口に丸みを付け

た家具の量産体制の確立
大川信用金庫

2840110269 福岡県 株式会社エヌエフティ 2290001040485
圧縮成形型パーツ向け精密加工機増設による

革新的効率改善
鬼塚活人

2840110273 福岡県 有限会社仲原製作所 2290002036755
ＮＣルーターの導入による生産の高付加価値

化・効率化と地域連携による販売強化
福岡銀行

2840110274 福岡県 せと歯科医院              
ＣＴスキャンとＹＡＧレーザー導入による革

新的な地域歯科医療の展開
福岡銀行

2840110275 福岡県 有限会社シモジョウ 4290002023578
カリウム浸漬技術を活用した減塩明太子の安

定供給体制の確立
ザグ・インスティチュート有限会社

2840110277 福岡県 山下機工合同会社 7290003006678
土木機械用減速機の生産性向上による歯車量

産体制の構築
大牟田柳川信用金庫

2840110296 福岡県 熊川食料工業株式会社 1290001052812
高菜漬け製造設備導入による製造工程改善と

増産体制確立
みやま市商工会

2840110297 福岡県 株式会社華三楽 8290001045685
真空調理技術と急速冷凍機導入による災害時

の弁当供給システムの構築
ザグ・インスティチュート有限会社

2840110299 福岡県 有限会社ティース・ワールド 5290002027520
カラーパレット撮影方式と自動調整プログラ

ムによる自然歯色の再現技術の開発
大松隆

2840110303 福岡県 合同会社ＮＥＸＴ　ＦＬＩＧＨＴ 3290003005287
健康はウォーキングから！ＩＴ活用による歩

行指導で医療費軽減事業
志免町商工会

2840110307 福岡県 株式会社丸昇製作所 2290801018689 大型クレーン導入による品質と生産性の向上 商工組合中央金庫

2840110309 福岡県 ワタリセ自然農場              
ワイン特区を活かした専用品種によるワイナ

リーの醸造設備導入
北九州商工会議所

2840110315 福岡県 有限会社田中凸版 6290002016233
高精細印刷と生産性向上を図る生産プロセス

構築の事業化
福岡商工会議所

2840110316 福岡県 株式会社オーニシ 1290001036294
担体流動水処理システム導入によるＨＡＣＣ

Ｐ対応型生産体制の強化
中尾俊彦

2840110323 福岡県 三好食品工業株式会社 3290801016485
急速冷蔵装置導入による厚揚げの賞味期限延

長と大量安定生産体制の構築
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110329 福岡県 株式会社ユニゾンシステムズ 3290001010900
ＡＩ搭載ドローンとデータ高速伝送技術によ

る災害現場等の低コスト空撮サービスの提供
税理士法人ＹＣＡ

2840110330 福岡県 株式会社あらい 9290001036287
最新トンネルフリーザー導入による「はかた

一番どり」の高品質化と短納期化の実現
大松隆

2840110337 福岡県 前田商会株式会社 5290001046777
生産プロセスの改善により、特殊折加工の対

応力向上と生産性向上を実現する事業化
福岡県中央信用組合

2840110338 福岡県 株式会社モリサキ 9290001049693
特殊刃曲げ機導入による熟練工からの依存脱

却での生産性の向上と新分野への市場拡大
一般社団法人ヒューリットＭＦ

2840110339 福岡県 株式会社ジーンネット 9290001025703
ＩＬ－９検査キットの開発とＩＬ－９測定に

基づくがん診断法の検証
筑邦銀行

2840110341 福岡県 株式会社もんどＦ．Ｄカンパニー 4290001054839

高齢者施設、介護事業所向けの宅配・デリバ

リー事業の開始に要する新調理システム導入

と業容拡大

大牟田柳川信用金庫

2840110343 福岡県 株式会社マンジャ 1290001022749
女性や高齢者でも働きやすく生産性の高い、

安心安全な弁当製造工程の構築
福岡商工会議所



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

2840110351 福岡県 広松木工株式会社 2290001053173
木材加工の内製化による品質向上、歩留まり

アップ、付加価値向上計画
大川信用金庫

2840110354 福岡県 ミエル              
地場産規格外農産物を使用したスイーツの生

産体制の強化
うきは市商工会

2840110355 福岡県 中島物産株式会社 6290001053970
基幹業務システムの導入による業務の効率化

と顧客満足度向上による業容の拡大
大牟田商工会議所

2840110356 福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元 5290002043435
高取焼による世界最高水準の高音質陶器製ス

ピーカーの開発
東峰村商工会

2840110358 福岡県 株式会社オークマ 9290001043993
指挟み事故を防止する新しいドア、ドア枠の

量産に向けた設備導入による生産性の向上
あさくら税理士法人

2840110359 福岡県 豊洋エンジニアリング株式会社 7290801011235
変性ＰＰＥ複合樹脂製品に携わる金型加工技

術実証事業
福岡ひびき信用金庫

2840110361 福岡県 濱地酒造株式会社 4290001000487
ＩＯＴとＡＩシステムを活用した酒造り技術

の伝承と嗜好トレンド酒開発への挑戦
税理士法人コスモス

2840110363 福岡県 株式会社福永製作所 6290801003340
多様化する建築金物加工ニーズへの対応と技

能承継の実施
福岡中央銀行

2840110366 福岡県 株式会社大石茶園 3290001047133
不良茶葉の完全除去による茶葉の高付加価値

化の実現
株式会社富士経営

2840110367 福岡県 佐野畳屋              無染土表を使用した国産畳の量産化 西日本シティ銀行

2840110369 福岡県 株式会社九州電化 3290001017788
環境対応型高機能黒色めっきの導入と品質安

定化による新規製品の受注獲得
公益財団法人福岡県中小企業振興センター

2840110372 福岡県 有限会社中村製作所 1290802004648
高気密・高強度ダクト製品の開発・普及によ

る、省エネルギー及び耐震性向上の実現
税理士法人総合会計

2840110373 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232
ＩｏＴ対応型生産設備の導入による遠隔操作

で品種切替と省人化の実現
筑後信用金庫

2840110374 福岡県 有限会社まる屋 2290002022920
ミネラル豊富な深層水を用いた医療食向け無

添加明太子の量産化事業
ザグ・インスティチュート有限会社

2840110376 福岡県 株式会社ＮＲＳ 1290801013369
高性能破砕機導入による産業廃棄物処理能力

向上とリサイクル率の改善
商工組合中央金庫

2840110378 福岡県 株式会社ｅ－セレス 7290001037898
ひとり暮らし高齢者などＩＣＴ利活用安否確

認システムの試作
公益財団法人福岡県中小企業振興センター

2840110379 福岡県 株式会社サヌイ織物 7290001003181
博多織の高付加価値商品の投入と市場販路拡

大事業
福岡銀行

2840110380 福岡県 ナガタエンジニアリング株式会社 1290001036633

小規模清酒業向け、一品一様な麹造りに必要

な微調整操作が可能な「ベルト移動式コンパ

クト型原料処理機」の実証事業

西日本シティ銀行

2840110381 福岡県 太平印刷株式会社 9290801009277
製版工程更新による製造業向け「安全カレン

ダー」提案の実現
福岡ひびき信用金庫

2840110382 福岡県 株式会社円 1290001067876
ＮＣ加工機械の導入による特殊形状の別注家

具の製品力強化及び加工事業確立
大木町商工会

2840110385 福岡県 株式会社アスク 5290001000726
低融点メタルモールドによる新チャッキン

グ・高精度加工法の開発
内田義行

2840110387 福岡県 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307
データ分析からの高精度『賃貸経営シミュ

レーションソフト』開発
北九州銀行

2840110388 福岡県 株式会社雪文 1290801013071
小規模アイスクリーム専門店における製造工

程革新による品質と生産性向上
北九州商工会議所

2840110389 福岡県 しげずみ歯科医院              
３Ｄ画像と口臭および歯科東洋医学との革新

的ハイブリッド型口腔治療の開発
税理士法人野田税務会計事務所
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2840110390 福岡県 株式会社ＢＪＣ 4290001066603
サロン物販売上を加速する「ビロードシステ

ム」の開発と事業展開
米倉博彦

2840110391 福岡県 株式会社ＫＩＭ 8290801012728
送電線架け替え時の延線工事用ワイヤロープ

再生事業の展開に向けた体制構築
株式会社ＶＩコンサルティング

2840110392 福岡県 株式会社筑水キャニコム 1290001055179
設計図面データ化による製造支援システムの

構築
久留米商工会議所

2840110393 福岡県 株式会社ＳＯＦＴ 7290001030589
リハビリと認知症予防の組み合わせによる効

率化事業においてのペッパーの活用
早良商工会

2840110398 福岡県 株式会社Ｉｎｄｕｓｔｇｒａｐｈｙ 1290001075193
機能性と感性価値を持つ、現代に合う伝統工

芸品の商品開発と販売
大串明子

2840110399 福岡県 有限会社津野精工 1290802023103
自動車用プラスチック部品向け大物金型分野

への受注拡大
西日本シティ銀行

2840110401 福岡県 株式会社ロクリア 6010801020842
超薄型ＬＥＤ表示器を利用した動線経路シス

テムの開発
福岡ひびき信用金庫

2840110403 福岡県 株式会社馬場木工 9290001053142
ＮＣ片面ダボ打ち機の導入による作業の効率

化と別注家具分野への本格参入
大川商工会議所

2840110404 福岡県 株式会社石原パッキング工業 3260001008039
ＩｏＴ対応ルータによる、自動車部品台車受

け材加工の高度効率化
株式会社アルマ経営研究所

2840110406 福岡県 株式会社ホスピタブル 1290001030149
動画履歴書を用いた韓国人多言語人材と日本

企業との採用マッチング促進システムの構築
佐藤修一

2840110408 福岡県 株式会社岡部マイカ工業所 6290801011351

次世代型蓄電池の安全性確保と低価格化を実

現した延焼防止用高断熱マイカの生産体制の

確立

中間商工会議所

2840110409 福岡県 株式会社庄分酢 9290001053654 容器形態の多様化に伴う生産性の向上 商工組合中央金庫

2840110411 福岡県 株式会社可川精工 7290001032305
生産再配分とプロセス改善による競争力強化

事業
福岡銀行

2840110412 福岡県 溝上酒造株式会社 8290801009443
日本酒の品質をさらに向上させるための瓶詰

めラインの強化事業
公益財団法人北九州産業学術推進機構

2840110413 福岡県 オンリーワンテック              
海外自動車工場向け装置部品増産対応に向け

た大型平面研削の短納期化
粕屋町商工会

2840110416 福岡県 有限会社コトブキ精密工業 1290802020769
電気自動車用モーターの金型製作における技

術力・生産性向上
福岡銀行

2840110419 福岡県 池尻畳店              
「住宅用畳」市場縮小に伴う、「柔道用畳」

の自店製造と当市場への参入
永松浩樹

2840110420 福岡県 株式会社杉工場 7290001055165
多樹種に対応可能な無垢材学習デスク生産プ

ロセスの改善
福岡銀行

2840110421 福岡県 株式会社丸信 5290001049615
多様な要望のノベルティシールを作成し、お

客様の売上向上支援を行う
久留米商工会議所

2840110422 福岡県 株式会社ネオバンジー 3290001058691

日本特有の素材である『寿司酢』と『米油』

を使用したドレッシングキッドの市販化に向

けた試作品の開発

佐賀共栄銀行

2840110424 福岡県 まるは油脂化学株式会社 4290001049632
シャボン玉液の開発および小ロット製造に対

するコスト削減
久留米商工会議所

2840110426 福岡県 株式会社ミドリ印刷 3290001016906

高速デジタル印刷機と自動検査装置導入によ

る高付加価値印刷小ロット対応力強化と品質

保証向上の取り組み

福岡銀行

2840110428 福岡県 有限会社建装舎 9290002015174
高級宝飾品を引き立たせる和製インテリア家

具の内製化体制の確立
西日本シティ銀行

2840110429 福岡県 株式会社筑紫工業 7290001008726
特殊オレフィンシートを用いた敷居と上がり

框の開発とその販売
那珂川町商工会
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2840110431 福岡県 有限会社九州精密 8290802019953
ＥＶ車搭載蓄電池用超精密金型の多段差円筒

研削加工高度化による競争力強化
商工組合中央金庫

2840110433 福岡県 有限会社ショウエイ環境 2290002047769
一軸細破砕機導入による生産性向上と循環型

社会形成に向けた挑戦
大牟田柳川信用金庫

2840110435 福岡県 株式会社アドウェルズ 7290001042948
超音波炭素繊維強化樹脂シート製造装置の開

発
商工組合中央金庫

2840110439 福岡県 株式会社Ｍ＆Ｃ 5290002043039
間欠式凸版輪転印刷機導入による特大・特殊

印刷対応で販路拡大と雇用創出
岡本健一

2840110440 福岡県 有限会社翔希 7290802018171
大径ＮＣ正面旋盤導入による部品加工の短納

期化、低コスト化の実現
福岡ひびき信用金庫

2840110442 福岡県 ステンレスサービス株式会社 8290801008874
ＩоＴを活用したステンレス切断工程の高度

化と高付加価値製品の販路拡大
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会

2840110447 福岡県 株式会社ＡＩプロジェクト 6120001133608

スマートフォンとＢｅａｃｏｎ（無線標識）

を利用した有床病院向け看護師動線分析シス

テム・動作分析システムの開発

弁護士法人ＢｒｉｄｇｅＲｏｏｔｓ

2840110449 福岡県 合名会社早田材木店 3290003002730
木取り工程の受注率向上を可能にする生産性

向上の取組み
筑邦銀行

2840110451 福岡県 たけだ歯科クリニック              
マイクロスコープと歯科用ＣＴを活用するこ

とによる治療サービスの画期的改革
福地昌能

2840110455 福岡県 東木工株式会社 8290001053151
幻想的な光照射による荘厳でコンパクトな仏

壇の開発
大川信用金庫

2840110457 福岡県 大鵬繊維工業株式会社 4290001047314 久留米織用の整経・サイジング工程の確立 広川町商工会

2840110458 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
海外ニーズに対応した食品用抹茶の生産体制

を構築し海外展開を図る
広川町商工会

2840110466 福岡県 株式会社オンガエンジニアリング 4290801014075
ビニールハウス制御用機器の防水性の強化に

よる商品性の向上
福智町商工会

2840110470 福岡県 株式会社ワールドプリンティング 4290001045805 バイヤーお奨め告知ＤＭによる開発 福岡銀行

2840110472 福岡県 株式会社オオサカネーム 7290001002745
最新加工機導入による箱文字の生産性向上と

リードタイム短縮
西日本シティ銀行

2840110474 福岡県 株式会社早手製作所 7290001036396
鉄骨溶接ロボットの導入による品質及び生産

性の向上
遠賀信用金庫

2840110478 福岡県 テック・スリー              
高精度立型マシニングセンタ導入によるアル

ミ製治具の品質改善と生産体制の構築
広川町商工会

2840110497 福岡県 有限会社谷川鉄工 9290802009986
溶接工程の生産性向上と品質改善のための溶

接ロボットシステムの導入
福岡中央銀行

2840110498 福岡県 株式会社苅野 1290801014086
生産システム導入による機械加工ラインの効

率化
奥山慎二

2840110504 福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652
アルミ鍛造ライン加熱炉工程へのロボット導

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

2840110508 福岡県 富士食品株式会社 4290001002186
生産性と安全性が大幅に向上する錦糸卵の自

動計量包装ライン開発
商工組合中央金庫

2840110511 福岡県 株式会社ワークス 9290801011638
細穴放電加工機導入による超硬合金製精密ノ

ズルの生産拡大
福岡銀行

2840110512 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498 マグネシウム合金粉末の品質評価技術の開発 商工組合中央金庫

2840110514 福岡県 有限会社酒井製作所 1290802021024
銅管等熱交換機部品のろう付及びハンダ付の

品質アップ・コストダウン
商工組合中央金庫



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

2840110515 福岡県 Ｇｍｅｐ株式会社 4290001074812
ヒト細胞用無血清培地の品質・競争力強化に

必要な機械装置導入事業
筑邦銀行

2840110519 福岡県 株式会社川崎鉄工所 4290001045417
粉砕機用カッターの両面加工用ジグ開発と生

産プロセス改善
飯塚信用金庫

2840110521 福岡県 株式会社ショウワ 4020001007492
ハイブリッド用マフラー対応、一体成型によ

る製造工程の削減
林田俊一

2840110529 福岡県 株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ 5290001057394
会員制シェアオフィスのＩＴ活用による価値

向上と収益性向上
正木慎也

2840110536 福岡県 株式会社ビハラ 3290001037266 重度要介護者向け栄養強化食の開発 古賀市商工会

2840110539 福岡県 有限会社ジョイックスシステム 7300002004193
最新射出成形機の導入による、製造から物流

までの一貫体制の構築
神埼市商工会

2840110541 福岡県 株式会社安永ギヤ―テック 6290001036538
高精度ＮＣ旋盤の導入とＩоＴの活用による

多品種少量生産体制の構築
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会

2840110547 福岡県 いながき歯科              
手探りから、見える化対策した難治性根管治

療で問題の根絶化
西日本シティ銀行

2840110552 福岡県 なごみ歯科医院              
微細な組織配置の立体構造へ正確な操作を可

能にする治療の革新
西日本シティ銀行

2840110553 福岡県 栄進工業株式会社 9290001040512
現場の働き方改革に向けた、鉄筋加工の高精

度化と自動化のための鉄筋自動曲機の導入
若杉拓弥

2840110555 福岡県 株式会社中央工作所 6290001003505
「夢・情熱・感動」をもたらす子供の思い出

に残る大型遊具等の製造
若杉拓弥

2840110564 福岡県 株式会社髙山プレス製作所 5290001036365
同時多軸加工による自動車用部品プレス順送

金型の製造プロセス改善及び品質向上
福岡銀行

2840110570 福岡県 株式会社幸和 6290001038716
半導体製造装置向けワイヤーハーネス製造ラ

インの革新的生産性向上への取り組み
商工組合中央金庫

2840110577 福岡県 有限会社セラモアート佐脇 9290802022915
これからの歯科補綴物材料や工法に対応する

生産プロセスの改善
西日本シティ銀行

2840110578 福岡県 クルメキッコー株式会社 5290001048708
野菜等の固形物入り高付加価値調味料の量産

化体制構築
筑邦銀行

2840110584 福岡県 日新工業株式会社 2290801015100
新型自動開先加工機の導入による生産性向上

とプラント市場の販路開拓
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会

2840110590 福岡県 株式会社友添鉄工所 1290001053505
油圧バルブ部品自動加工ライン導入による２

４時間生産体制構築
西日本シティ銀行


