平成２９年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
福岡県採択案件一覧（297件/299事業者）
公募回 １次公募 ：
受付番号

（受付番号順）
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

３Ｄプリンターを使用した工程の簡略化による生産性向
上

福岡県商工会連合会

蜂蜜の生産量の拡大と品質の向上を図る生産・衛生管理
の改善事業

福岡県商工会連合会

9290002032665

伝統の醤油醸造技法を活かした新商品の開発と量産のた
めの設備投資

福岡県商工会連合会

株式会社カネヤス

7290001057748

ソルトアイシング凍結機による有明海産物の加工食品の
拡販と事業の拡大

大牟田柳川信用金庫

福岡県

株式会社マツオ

1290801015803

高精度な医療機器部品製造における、高精度測定器導入
による量産体制の整備

株式会社ＶＩコンサルティング

6 2940110008

福岡県

株式会社石橋鉄工所

4290001068211

レーザーマーカー導入による自社の金属製品の高付加価
値化及び新分野への進出

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

7 2940110013

福岡県

株式会社エスケイエンジニアリング

3290001040484

ドローンを活用した３次元解析システムの導入で測量・
設計業務の生産性向上

株式会社西日本シティ銀行

8 2940110015

福岡県

有限会社桑野研磨工業所

4290002043510

最新のマシニングセンタ導入による生産性向上と全体最
適な人員配置の実現

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

9 2940110019

福岡県

高田食品工業株式会社

6290001005393

海外受注、顧客ニーズの多様化に対応した容器・包装の
自動製造化による生産性向上と新市場展開

福岡県商工会連合会

10 2940110026

福岡県

株式会社石村スプリング製作所

3290001011535

検査機器導入による試作品開発と検査工程の生産性向上
の取組

株式会社ＶＩコンサルティング

11 2940110027

福岡県

欧風創作料理リアン

最新製造設備の導入による酒ショコラの製造能力向上と
商圏拡大

公益財団法人北九州産業学術推進機構

12 2940110028

福岡県

酒常木工

切削・縁貼り技術の高度化で挑戦する子ども向け“木育
製品＂の新展開

大川信用金庫

13 2940110029

福岡県

株式会社イシモク・コーポレーション

8290001052624

最新鋭ＮＣラミネーターマシンの導入による変種変量短
サイクルの生産を可能にする体制の構築

大川信用金庫

14 2940110033

福岡県

株式会社飯山工作所

8290801009600

産業ロボット部品製造における、高性能測定機および生
産管理ソフト導入による加工精度および生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

15 2940110035

福岡県

株式会社鯨岡

8011801014361

包装資材の梱包ラインへのロボット導入による生産性向
上と短納期化の実現

株式会社商工組合中央金庫

16 2940110036

福岡県

ダイワインクス株式会社

2290001049097

印刷インキ速乾設備導入による高品質印刷物の販路拡大
事業

株式会社筑邦銀行

17 2940110041

福岡県

株式会社日高合金

3290001015957

高品位アルミ鋳物製造のための鋳造および工程管理設備
の導入

株式会社福岡銀行

18 2940110042

福岡県

株式会社モリサキ

9290001049693

あなたの想いをかたちに！「ＣＵＴ ＆ ＤＥＳＩＧＮ」
サービスによる新たな需要創出

一般社団法人ヒューリットＭＦ

19 2940110045

福岡県

株式会社イースト

3290001052612

美しい空間を演出し彩を与えられる『フラッシュ材』の
開発

大川信用金庫

20 2940110048

福岡県

株式会社スキル

6290001046132

大型マシニングセンター導入による大形化するペットボ
トル成形金型製造効率化への取組

飯塚信用金庫

21 2940110050

福岡県

株式会社サカイ

7290001003132

４面トリミングマシン導入によるリブ材生産効率化計画

株式会社福岡銀行

22 2940110051

福岡県

旭測量設計株式会社

8290801009575

３次元スキャニングトータルステーションの導入による
測量技術のＩＣＴ化と生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

23 2940110052

福岡県

中華バル武遊

遠賀町産物を使用した特産品の開発にともなう販路拡大

福岡県商工会連合会

24 2940110055

福岡県

株式会社創友精工

7290001014245

最新マシニングセンタの導入による加工プロセス改善に
伴う高精度化、短納期化の実現

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

25 2940110059

福岡県

有限会社松原産業

4290002047610

半導体製造装置等の大型部品加工の社内一貫生産体制に
よる競争力強化

シェアビジョン株式会社

26 2940110061

福岡県

株式会社陽和

8290801003859

自動化ＮＣ旋盤導入及びＩｏＴ活用による流量制御弁の
大幅生産性向上

公益財団法人北九州産業学術推進機構

27 2940110062

福岡県

三和機工株式会社

1290001052903

最新マシニングセンタ導入による部品素材の変化に対応
した高精度化短納期化

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

28 2940110063

福岡県

古賀清木工株式会社

5290001052841

国産の多様な樹種を用いた家具試作開発及び作業効率化
への取組

大川商工会議所

29 2940110064

福岡県

株式会社エヌファクトリー

6290801024188

「修理の品質保証」実現のための設備投資

福岡県商工会連合会

30 2940110065

福岡県

有限会社ワイズ

8290802007099

顧客要求を満足するレーザー加工機用窒素ガスシール部
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

31 2940110066

福岡県

株式会社西日本工作所

7290801012349

製品原価削減及び社員の多能工化及び多台持ちの推進計
画

福岡ひびき信用金庫

32 2940110067

福岡県

株式会社湊工業

3290001056316

可視＋赤外線＋水中ドローンを用いたビオトープの運営
管理サービス

福岡県商工会連合会

33 2940110068

福岡県

有限会社コトブキ精密工業

1290802020769

火力発電所向け特殊バルブ部品量産化に向けた難削材精
密加工への取組み

株式会社福岡銀行

34 2940110071

福岡県

有限会社中野工業所

3290802019264

多品種なコンクリート用埋込金具を高品質にて量産でき
る体制の構築

福岡ひびき信用金庫

35 2940110073

福岡県

有限会社ダイセキ

7290002047293

ベンディングマシン導入による高付加価値商品開発と販
路拡大

八女商工会議所

36 2940110074

福岡県

株式会社アジアケータリングサービス

7290802011548

特殊冷凍技術を用いた海外向け純国産懐石料理の生産・
販売プロセス構築

福岡県商工会連合会

37 2940110077

福岡県

株式会社博多屋

3290001036656

追熟製法を生かした減塩めんたい生産における食の安全
性の向上

ザグ・インスティチュート有限会社

38 2940110078

福岡県

株式会社高橋商店

2290001047324

仕込み工程の改善による国際線ファーストクラス採用の
最高級酒の量産体制の構築

株式会社福岡銀行

39 2940110079

福岡県

有限会社ウエキモールド

9290802020737

社内研削加工能力の強化に取組み金型製作リードタイム
を短縮する

株式会社福岡銀行

40 2940110080

福岡県

株式会社アクシュワン

7290001042411

未開拓市場に向けた当社ブランド調理済み加工食品の急
速冷凍・解凍技術の確立

長生信夫

41 2940110084

福岡県

株式会社上原製作所

7290001024186

最新ＣＮＣ旋盤の導入による無人運転とトレーサビリ
ティ対応力強化による経営力向上

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

42 2940110086

福岡県

あじやエンタープライズ株式会社

6290001030994

冷凍健康づくり弁当・総菜向けの設備投資による稼働率
向上と新規需要の創出

小島健一

43 2940110087

福岡県

シスメット株式会社

6290801000651

無線技術とスマートホンによる気象観測システムの開発
とビッグデータ販売の事業化

北九州商工会議所

44 2940110089

福岡県

株式会社九州電化

3290001017788

繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）量産化に向けためっき
ライン開発

財団法人福岡県中小企業振興センター

45 2940110093

福岡県

麻生田川コンクリート工業株式会社

3290801016262

全自動耐圧試験機導入による建築用高強度コンクリート
の製造

田川商工会議所

1 2940110001

福岡県

有限会社戸田歯研

2 2940110004

福岡県

辻養蜂場

3 2940110005

福岡県

有限会社カノオ醤油味噌醸造元

4 2940110006

福岡県

5 2940110007

4290002044921

46 2940110096

福岡県

有限会社庄屋

6290002018584

調味液漬熟成技術を活用した高芳香な明太子ソースの量
産体制の構築

ザグ・インスティチュート有限会社

47 2940110097

福岡県

日本産業株式会社

5290801002871

作業の効率化・人員配置の適切化及び多様化する板金加
工への対応

株式会社北九州銀行

48 2940110098

福岡県

株式会社九州発条

9290801000913

ニッケル被膜不使用ステンレスばね製品用新生産ライン
の開発

北九州商工会議所

49 2940110101

福岡県

有限会社日高印刷所

9290802017576

オンデマンド印刷機を活用した飲食業、サービス業の販
売促進支援

中間商工会議所

50 2940110102

福岡県

株式会社川口定鉄工所

9290001048555

地盤改良機械用部品の高精度・短納期加工対応力強化に
よる収益力向上

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

51 2940110107

福岡県

株式会社ハイダイ工業

4290801015148

新規開発製品に関わる精密金型製作の為の高精度加工機
械の導入

株式会社北九州銀行

52 2940110108

福岡県

福岡ＩＬＢ株式会社

2290801019217

セメント製品の表面美粧性を向上させ、新たな製品価値
創出を可能とする研磨機械の導入

株式会社北九州銀行

53 2940110109

福岡県

株式会社九秀製本ドットコム

8290002029992

高機能紙工機導入による生産性向上と小ロット受注や新
規顧客獲得による収益増

黒岩延時

54 2940110112

福岡県

有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ

2170002007479

３Ｄ現場計測と汎用ロボットシミュレータを用いた効果
的なロボット導入環境構築

福岡ひびき信用金庫

55 2940110115

福岡県

原田繊維株式会社

4140001060819

自動裁断機と延反機導入による高効率なプリーツ一貫生
産体制の構築

姫路信用金庫

56 2940110117

福岡県

有限会社隈木工所

2290002053239

ダボ打ち機導入による木製家具の品質と採算性の向上及
び事業拡大

株式会社西日本シティ銀行

57 2940110119

福岡県

株式会社熊本精研工業

2290001033217

検査工程における非接触全自動測定システム導入による
生産性向上の取組

株式会社ＶＩコンサルティング

58 2940110121

福岡県

株式会社豊前工業所

4290801015123

新型ＮＣベンダー導入による、加工精度及び生産性の向
上

奥村勝美

59 2940110123

福岡県

磯貝工作所

金型の旋盤加工を極める、ＣＮＣ／普通旋盤による生産
性向上

米倉博彦

60 2940110129

福岡県

奥村醤油醸造場

当社オリジナル醤油加工品の製造における生産性と品質
の向上

福岡県商工会連合会

61 2940110130

福岡県

株式会社ユーカス

9290001049875

最新ＩＣＴ加工機器導入による、オーダーソファーの品
質確保と生産性の向上

大川信用金庫

62 2940110135

福岡県

株式会社寺田工作所

6290801011780

世界最高ランクの小型高精密測定機導入による検査工程
の生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

63 2940110143

福岡県

ラックデザイン株式会社

7290001072821

最新機器によるファインセラミックス製造への事業進出

福岡県商工会連合会

64 2940110145

福岡県

株式会社オリエンタルフーズ

3290001047637

電解水供給装置の導入による殺菌効果の向上及び殺菌処
理工程の効率化

株式会社ＶＩコンサルティング

65 2940110150

福岡県

株式会社南風堂

9290001045635

輸出参入のため旨み増加・高品質化・大量短納期を実現
する生産体制

株式会社西日本シティ銀行

66 2940110151

福岡県

すべ歯科クリニック

ＩＴ化による見える化と高度な治療のワンストップ提供
による生産性の向上

福岡商工会議所

67 2940110162

福岡県

株式会社富士製作所

7290001049514

最新マシニングセンタの導入による加工品質向上とコス
ト削減・納期短縮

米倉博彦

68 2940110163

福岡県

株式会社三幸

1180301011025

発注データを有効活用した物流仕分け業務の改善

株式会社商工組合中央金庫

69 2940110164

福岡県

末金製材所

純国産広葉樹を活用した木製食器具類の高効率製造

福岡県商工会連合会

70 2940110165

福岡県

株式会社磯家食品

5290001052627

新型クランチ成形機導入による新製品受注と新市場への
展開

福岡県商工会連合会

71 2940110166

福岡県

上嘉穂食糧販売株式会社

6290001046306

色彩選別機導入による異物混入防止の精度向上と品質向
上による販路拡大

嘉麻商工会議所

72 2940110167

福岡県

株式会社長

3290001053049

特注家具の受注を増やし、かつ生産性向上の為の機械導
入計画

大川信用金庫

73 2940110168

福岡県

株式会社エンジェルシェア

8290001044992

福岡県初導入のフレーム修正機をつかった生産性向上計
画

小西慎太郎

74 2940110169

福岡県

クワトロデザイン株式会社

3290001064161

結婚式の想い出をカタチにする、立体モザイクアート事
業の展開

福岡県商工会連合会

75 2940110174

福岡県

株式会社ズッペン

9290001063959

みやま市特産品のセロリを活用した製品の生産性向上と
販路拡大

福岡県商工会連合会

76 2940110175

福岡県

ＴＴＣフーズ株式会社

7010401020507

圧搾脱水工程の全自動化による生餡の生産能力と製造環
境の向上実現

安部欽也

77 2940110176

福岡県

株式会社ドーケン

9290001046609

プレキャストコンクリート製品製造用の可動式型枠の開
発

福岡県商工会連合会

78 2940110177

福岡県

株式会社新栄精工

8290001040769

バーフィーダ装置付ＣＮＣ旋盤導入での加工工数削減と
無人運転による大幅生産性向上への取組み

篠原・植田税理士法人

79 2940110179

福岡県

株式会社ブルーグライダー

7290001072788

シリコンウェハーのＸ線高速結晶方位測定器の開発

福岡県商工会連合会

80 2940110181

福岡県

有限会社サンサイン

8290002004905

高度化プロッタシステムを活用した造形技術の開発事業

福岡商工会議所

81 2940110187

福岡県

小平鉄工所

自動化と手作業、双方可能なＣＮＣ／普通旋盤による生
産性向上

米倉博彦

82 2940110188

福岡県

Ｍセラミック工房

高品質セラミック冠歯科技工物マッチングシステムの開
発

福岡県商工会連合会

83 2940110189

福岡県

株式会社リバースプラ

9290801019739

大型高速粉砕機導入による、再生可能材料の利用促進、
廃プラスチック等の再生事業拡大

福岡県商工会連合会

84 2940110192

福岡県

冨田鉄工株式会社

6290801005543

連続鋳造用モールド管のディンプル加工のプロセスの革
新的加工法の開発

株式会社福岡中央銀行

85 2940110195

福岡県

株式会社キョーワ

1290001000176

最適計量体制と効率的な業務体制の構築を可能にする最
新設備の導入

東京中央経営株式会社

86 2940110196

福岡県

株式会社平野屋物産

4290001041077

ドライラミネート用５液混合装置導入

株式会社商工組合中央金庫

87 2940110197

福岡県

株式会社フジコー

4290801003292

高性能ＳｉＣセラミックスの製造原価低減のための精密
加工方法の改善

公益財団法人北九州産業学術推進機構

88 2940110198

福岡県

有限会社三江工業所

1290802016197

産業用ロボット部品製造における生産工程改善及び加工
技術高度化

株式会社北九州銀行

89 2940110199

福岡県

株式会社筑邦製作所

5290001049169

溶接工程の自動化による生産能力向上と内製化実現の取
組み

株式会社筑邦銀行

90 2940110201

福岡県

有限会社九州精密

8290802019953

半導体製造装置向け１μｍ級超精密平面研削加工工程の
生産性向上の取り組み

直方商工会議所

91 2940110204

福岡県

福さ屋株式会社

7290001016241

学校給食用として開発したチューブ入り明太子の量産化
への挑戦

ザグ・インスティチュート有限会社

92 2940110205

福岡県

有限会社岩下鉄工

2290002043355

丸棒曲げ小物溶接品の生産性向上と専門性を高めた高付
加価値化

福岡県商工会連合会

93 2940110211

福岡県

株式会社双一開發

5290801014495

ＩＣＴ活用工事対応・３次元スキャナー導入による測量
精度と生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

94 2940110216

福岡県

株式会社しろみず

5290801011889

最新型ＮＣ立フライス盤によるタンク部品加工体制構築
と生産効率向上

株式会社商工組合中央金庫

95 2940110217

福岡県

博多装工株式会社

3290001002311

和紙等の天然素材を用いた上質で意匠性の高いデジタル
プリント壁紙の商品化

株式会社西日本シティ銀行

96 2940110222

福岡県

伊藤産業株式会社

6290001048376

業務用ガスレンジのステンレス鋳造製バーナーヘッド等
の開発

株式会社佐賀銀行

97 2940110223

福岡県

クラウチ木型

高速自動刃曲機導入による段ボール製造木型製作加工作
業効率化事業

株式会社福岡銀行

98 2940110224

福岡県

日進興機

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフトの導入による加工工程の高
度化と短納期対応

米倉博彦

99 2940110226

福岡県

株式会社イマムラ・スマイル・コーポレー
ション

4290001052033

幅広いサイズと複雑な形状の木製容器の生産性向上と新
製品開発を可能とする設備導入

福岡県商工会連合会

100 2940110229

福岡県

若波酒造合名会社

7290003003171

設備導入による作業合理化及び高品質日本酒「若波」の
発展と流通拡大

大川商工会議所

101 2940110231

福岡県

有限会社竹内精工

1290802014606

職人の技術とＮＣによる自動化を最適配分した製造体制
の確立

米倉博彦

102 2940110233

福岡県

株式会社幸龍

1290001053579

測量工程にてＩＣＴ技術を導入した革新的な生産性向上
の取組

株式会社ＶＩコンサルティング

103 2940110236

福岡県

株式会社国際海洋開発

6290801012903

全天候型無人航空機の導入による水域インフラ施設維持
管理事業の創出

福岡ひびき信用金庫

104 2940110238

福岡県

株式会社秀建

9290001003295

ブルドーザー自動制御装置導入による整地作業の精度と
生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

105 2940110240

福岡県

有限会社浦鉄工所

8290002053019

最新のＣＮＣ旋盤導入による新分野参入と高精度・短納
期による生産体制の確立

福岡県商工会連合会

106 2940110244

福岡県

福岡電気工事株式会社

6290001038559

看板製作におけるレーザ加工機導入による切断時間の大
幅削減からの生産性向上への取組

株式会社西日本シティ銀行

107 2940110247

福岡県

フロンテックＰＲＯ株式会社

7030001019006

金属製特注建具の製造工程内作業効率化による生産性向
上と短納期出荷の実現

福岡県商工会連合会

108 2940110248

福岡県

アイスマン株式会社

3290001050525

予防保全、安定稼働を可能とする「ＩｏＴ機能を標準搭
載する製氷機」の開発

株式会社筑邦銀行

109 2940110249

福岡県

株式会社希精機

1290801020035

放電加工機部品の製造プロセス改善による生産性向上へ
の取組み

株式会社福岡中央銀行

110 2940110253

福岡県

株式会社中村鉄工

8290001038433

セパレータの両端ねじ同時転造加工技術の開発による生
産能力の向上

山下三德

111 2940110255

福岡県

有限会社丸憲製作所

3290802025221

新型マシニングセンタ導入による得意分野の明確化によ
る競争力強化と生産性の向上

福岡県商工会連合会

112 2940110256

福岡県

福岡製袋工業株式会社

5290001002094

当社成長戦略に基づいた、既存封筒への付加価値加工に
関する生産体制強化

株式会社エフアンドエム

113 2940110262

福岡県

ヨシダ工芸株式会社

1290801023491

ＮＣルータ等の導入による複雑加工技術の高度化と生産
性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

114 2940110267

福岡県

株式会社横浜アートニクス

7290001000633

製造メーカーの検査環境に最適化した外観検査システム
の開発事業

株式会社筑邦銀行

115 2940110272

福岡県

有限会社ル・サントーレ

4290002041621

原料高騰に対応したお客様要望に応える低価格商品生産
革新計画

株式会社エフアンドエム

116 2940110274

福岡県

株式会社吉田園

1290001047556

抹茶生産の機械化による大量製造ラインの構築と新製品
開発強化及び納期の短縮

株式会社ＶＩコンサルティング

117 2940110275

福岡県

株式会社オーレック

9290001047152

生産性の大幅な改善を図る、製品別「一貫生産方式」の
実現と確立

武石誠司

118 2940110276

福岡県

株式会社エドバン

4290001048469

裁断工程改善により生産体制強化と海外と協力した生産
体制の構築

株式会社筑邦銀行

119 2940110279

福岡県

有限会社福岡ティーパック加工センター

1290002034388

特殊シュートを備えた最新充填包装機導入による革新的
なティーパック加工技術の確立及び生産性の向上

福岡県商工会連合会

120 2940110280

福岡県

ティケイディ株式会社

9020001037469

電気機器製造における、高性能三次元レーザー加工機導
入による加工精度及び生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

121 2940110284

福岡県

カネヨシ醤油醸造元

伝統的な醤油製造工程における最新設備導入による品質
向上及び安定化

飯塚信用金庫

122 2940110289

福岡県

株式会社桑野鉄工所

最新鋭の電動成形機導入による生産性向上と“自動車製
品の販路拡大＂

公益財団法人北九州産業学術推進機構

123 2940110293

福岡県

中西製材工場

独自の乾燥技術を最大限に活かし競争力のある製材を実
現する

福岡県商工会連合会

124 2940110296

福岡県

合資会社鳥志商店

6290003003346

地域資源の小麦を活用した他にはない美味と健康を追求
した麺の開発

福岡県商工会連合会

125 2940110297

福岡県

株式会社エムティエス

1290001078163

最新平面研削盤導入による食品製造ライン向け加工品の
増産体制構築

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

126 2940110300

福岡県

有限会社亀屋

2290002055061

丸坊露絞り機（パサン機）新規導入による製造工程改善
と生産力向上

株式会社福岡銀行

127 2940110301

福岡県

株式会社ダイコー

5290001050457

樹脂凸版で薄膜フィルムへの高品質印刷を保証するサー
ビスの構築

株式会社福岡銀行

128 2940110303

福岡県

九州池上金型株式会社

9290001033193

自動車用量産金型メンテナンス高度化のためのリバース
エンジニアリング技術の構築

井上明彦

129 2940110304

福岡県

有限会社ＢＭハイドリック

6290802018172

最新型ベンディングマシン導入による食品工場向け精密
部品の量産体制確立

株式会社ＶＩコンサルティング

130 2940110307

福岡県

有限会社ＨＥＲＥＮＣＩＡ

3290002031862

縫製ＣＡＤシステム導入による競争力強化事業

株式会社福岡銀行

131 2940110309

福岡県

株式会社アークライズジャパン

2290001076934

低価格かつ多様化サンプルに対応するモノアミン類専用
電気化学システムの開発

株式会社筑邦銀行

132 2940110313

福岡県

大谷鉄工株式会社

7290801014072

発電所における大型機械装置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

133 2940110314

福岡県

株式会社シオガイ精機

7130001033459

他社が製造した自動車部品等に関する検査・品質保証
サービスの展開

株式会社京都銀行

134 2940110315

福岡県

古賀茶業株式会社

9290001052846

ティーバッグ製造工程を自動化する設備の導入と海外展
開の強化拡大

米倉博彦

135 2940110316

福岡県

株式会社タキ商事

1290001040874

多品種特注紙ファイルの短納期・高品質な機械化製造体
制の構築

株式会社福岡銀行

136 2940110317

福岡県

株式会社益正グループ

5290001020492

海外展開を見据えたレトルトカレーの新商品開発と製造
体制の再構築

株式会社福岡銀行

137 2940110321

福岡県

株式会社アクア

3290001048296

介護施設へ向けた高付加価値おしぼりの販売体制構築
と、ボトルネック工程の改善

株式会社エフアンドエム

138 2940110322

福岡県

株式会社高秀エンジニアリング

9290801001325

マシニングセンタ導入により可能となる高能率加工での
短納期の実現。

福岡ひびき信用金庫

139 2940110323

福岡県

東福岡米穀協同組合

6290005002362

精米の袋詰め印字工程監視とパレット積付作業の自動化
による生産性の向上

福岡商工会議所

140 2940110324

福岡県

北九潜水株式会社

9290001021347

４Ｋカメラ搭載水中ロボットカメラによる測定編集工程
の生産性向上の取組

株式会社ＶＩコンサルティング

141 2940110326

福岡県

株式会社四郎園製作所

3290801023135

ＣＮＣフライス盤導入による高付加価値品の一括受注体
制の確立

栢達彦

5290801009925

細溝加工製品の高度量産、納期短縮化による生産力向
上・競争力強化

株式会社ＶＩコンサルティング

移動式製材機の導入による地元山林の木材を使った地産
地消の取り組み

嘉麻商工会議所

技術伝承・工員育成を目的とした受注拡大に耐えうる設
備導入及び体制強化

株式会社ＶＩコンサルティング

デジタルＣＴスキャン装置による睡眠時無呼吸症候群の
治療サービス

株式会社ＶＩコンサルティング

9290002049899

大型アルミ部品等の高精度・短納期加工の実現による生
産性向上計画

筑後信用金庫

株式会社亀草庵

4290801021906

３００年引き継がれた蜂蜜スッポン自然発酵食品の一般
客向け新製品開発

豊前川崎商工会議所

福岡県

企業組合高峰自動車用電線加工所

2290805007671

製品検査までのワイヤーハーネス生産フルオートメー
ション化

福岡県商工会連合会

149 2940110341

福岡県

動物病理診断サポート合同会社

9290803002998

ＶＳスキャナーを活用した世界初の動物病理診断サービ
スの提供

福岡ひびき信用金庫

150 2940110342

福岡県

株式会社ｉＺＭＡ

5290001073466

ドローンによるレーザー測量事業の展開

飯塚商工会議所

151 2940110344

福岡県

千早並木通りひろ歯科クリニック

歯科矯正治療の抜本工程改善による治療期間短縮、患者
負担軽減の取り組み

株式会社福岡銀行

152 2940110345

福岡県

株式会社野口機工

2290001050708

新エンジン開発用部品の試作加工における生産性向上

株式会社筑邦銀行

153 2940110350

福岡県

有限会社山本製作所

9290802019531

次期型超硬圧延ロール生産における技術力強化とＩｏＴ
を活用した生産性向上の取り組み

株式会社北九州銀行

154 2940110353

福岡県

株式会社日本エイム

9290001056228

焙煎機（窯）等の生産設備の導入による竹炭の生産性向
上と新規顧客開拓

有限会社いちご会計事務所

155 2940110355

福岡県

マチダカッター工事株式会社

8290001077753

県内初となる新工法の確立に向けた設備投資による生産
性の向上

あさくら税理士法人

156 2940110358

福岡県

株式会社平川木材工業

5290001055200

非住宅重量構造物等の新規需要及び作業効果に対応する
ための木材推進事業

株式会社筑邦銀行

157 2940110360

福岡県

株式会社玄海技研工業

4290001005148

ファイバーレーザーマシン導入による厚板部品の高精
度・低コストの実現

株式会社商工組合中央金庫

158 2940110363

福岡県

有限会社ヒサシ通商

8290002050775

業界で初めて搗精米を自社ブランド化し、品質を可視化
する取り組み

筑後信用金庫

159 2940110364

福岡県

中島テック株式会社

9290001049289

最新型ＮＣ旋盤導入による生産性向上及び高品質化への
取組み

株式会社筑邦銀行

160 2940110365

福岡県

株式会社創世エンジニアリング

7290001049043

自動車向け駆動用ＥＶ／ＨＥＶモータコア金型精密部品
製作の事業計画

筑後信用金庫

161 2940110370

福岡県

サンロード・スチール株式会社

8290801001697

独自特許に基づく最太径鉄筋加工の高度化

若杉拓弥

162 2940110374

福岡県

土俵うどん

冷凍うどん麺製造・外販のための真空包装及び急速冷凍
設備等の導入

大牟田柳川信用金庫

163 2940110375

福岡県

吉川精密株式会社

1290801011463

大型高精度ワイヤ放電加工機によるＥＶ等大型金型製造
の高精度化と生産性向上の実現

公益財団法人北九州産業学術推進機構

164 2940110376

福岡県

ベルテクネ株式会社

7290001038161

高精度小物サーボベンディングマシン導入による生産プ
ロセスの向上

株式会社西日本シティ銀行

165 2940110377

福岡県

株式会社サンユーフーズ

8290001045850

直売比率向上につながる魚介類加工プロセスの改善と品
質向上

福岡県商工会連合会

166 2940110379

福岡県

株式会社ワイ．エム．シー．

2290801014374

次世代型リチウムイオン電池検査装置への対応と品質向
上への取り組み

直方商工会議所

167 2940110380

福岡県

立野木材工芸株式会社

4290001053015

魅せながら使う「女性の化粧」のためのドレッサーの試
作・開発事業

大川商工会議所

168 2940110382

福岡県

株式会社方尺精工

1290801021264

自動運転に貢献する車載用精密部品製造用金型の高精度
加工技術開発

福岡ひびき信用金庫

169 2940110383

福岡県

こたに歯科クリニック

３Ｄプリンタ等導入によるインプラント手術の高度安全
化、迅速化の確立

北九州商工会議所

170 2940110384

福岡県

有限会社ゼロテック

5290802020369

モーター、半導体用パンチ部品製造のさらなる高度化・
生産力向上体制の構築

株式会社北九州銀行

171 2940110385

福岡県

有限会社古賀商会

2290002053296

神社・仏閣等でお土産品として使われる木札の試作開発
及び販売活動

大川商工会議所

172 2940110386

福岡県

株式会社萬代

8290001049422

レーザー加工工程の内製化による生産性向上と販路拡大

株式会社佐賀銀行

173 2940110387

福岡県

ネクスト株式会社

2290001073782

加工精度と加工速度を向上させる窯業系サイディング加
工機械の開発

大川信用金庫

174 2940110388

福岡県

株式会社鹿島技研

8290001046188

新規設備を導入して、品質、コスト及び納期の改善など
生産性の向上を目指す

株式会社福岡銀行

175 2940110389

福岡県

平食品株式会社

9290001052994

リキッドフリーザーの導入による医療食用冷凍食品事業
の新規展開

米倉博彦

176 2940110393

福岡県

三和金属株式会社

1290801012214

高耐食性鋼板を使用した水上バイク牽引車フレームの生
産性向上と量産化

北九州商工会議所

177 2940110395

福岡県

株式会社トムラス

7290801011219

海外向けハイブリッド自動車搭載エアコン用極薄アルミ
配管プレスの超精密金型生産性改善の取り組み

株式会社西日本シティ銀行

178 2940110396

福岡県

むとべデンタルオフィス

根管治療におけるマイクロスコープとＣＴを活用した見
える化の実現

ザグ・インスティチュート有限会社

179 2940110397

福岡県

光洋金属工業株式会社

2290801009960

ＮＣ剪断装置導入による変圧器用短冊コアの生産性向上

株式会社西日本シティ銀行

180 2940110398

福岡県

株式会社カマチ鉄工

5290001049805

農業機械等搭載のシャフト製造工程の革新による高品質
化計画

株式会社筑邦銀行

181 2940110401

福岡県

株式会社竹嶋繊維

2290001053413

最新型自動延反機導入による、高機能繊維対応技術と生
産効率の向上

大牟田柳川信用金庫

182 2940110405

福岡県

株式会社エレガントウッドコーポレーショ
ン

6290001052683

３Ｄレリーフの開発

大川信用金庫

183 2940110406

福岡県

株式会社日報

8290801004056

ＬＥＤ－ＵＶ装置導入による「印刷」「加工」の生産性
向上で「短納期」と「特殊紙」を使用した製品の提供

公益財団法人北九州産業学術推進機構

184 2940110409

福岡県

株式会社福栄

2290801014465

超音波金属接合装置部品の製造工程改善による生産性向
上

福岡ひびき信用金庫

185 2940110417

福岡県

株式会社松田家具

1290001053216

収納機能付き特殊加工テーブルの開発

田中桂二

186 2940110423

福岡県

グランド印刷株式会社

1290801005317

オリジナルブランドＡｒｍｓ（アームス）デジタルプリ
ント壁紙プロジェクトの需要拡大に応える為の、生産性
向上計画事業

渡邉滋朗

187 2940110424

福岡県

有限会社カムカンパニー

4290802018892

地元農家等との連携による芦屋町特産品開発と高効率生
産体制の確立

福岡県商工会連合会

188 2940110427

福岡県

有限会社よし田

2290002013597

鯛の加工品に特化した商品の生産性向上のための設備の
導入とそれに伴う販路拡大

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

189 2940110432

福岡県

株式会社Ｋ．Ｙ．コンテナ

3290001030849

九州地域初の最新ＵＶインクジェットプリンター導入に
よる高品質印刷事業の確立と競争力強化

税理士法人さくら優和パートナーズ

142 2940110327

福岡県

株式会社ピュアテック

143 2940110328

福岡県

白金材木店

144 2940110329

福岡県

サクシード株式会社

145 2940110330

福岡県

むらやま歯科医院

146 2940110331

福岡県

有限会社フィールドテック

147 2940110332

福岡県

148 2940110335

2290801021610

2290801022798

190 2940110433

福岡県

松尾製菓株式会社

1290801016479

チロルプレミアムのポケットサイズを販売し成人層市場
の獲得を目指す

田川商工会議所

191 2940110436

福岡県

有限会社森製袋

8290002034431

梱包袋を網羅する！多種多様な製袋で販路拡大。

綾香博明

192 2940110437

福岡県

有限会社津留﨑製作所

1290002051202

立形ＣＮＣ旋盤導入による大型歯車の一貫加工ならびに
薄物部品加工への取り組み

株式会社筑邦銀行

193 2940110439

福岡県

有限会社日興産業

8290002045098

車の破損部分を高品質・高強度で修復・生成する新サー
ビスの展開

飯塚信用金庫

194 2940110440

福岡県

永松工業株式会社

5290001049862

特許取得の金属加工技術を活用した、カスタムメイド型
海苔生産機械の開発

大川信用金庫

195 2940110442

福岡県

株式会社乗富鉄工所

6290001053129

最新溶接ロボット及びプレス機の導入による高品質化及
び低コスト化等の実現

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

196 2940110447

福岡県

株式会社ゼックフィールド

4290001025047

特許を活かした精油乳化とそれを得る為の減圧水蒸気蒸
留装置開発

福岡ひびき信用金庫

197 2940110450

福岡県

株式会社コスモツール

1290802021362

超高精度金属加工技術を応用した金型修理・改良事業の
新展開

株式会社西日本シティ銀行

198 2940110454

福岡県

上野精機製作所株式会社

9290801018030

無人加工の拡大による内製率を向上させ短納期に対応で
きる生産体制を確立する

福岡ひびき信用金庫

199 2940110455

福岡県

有限会社山口製作所

3290002047801

溶接ロボット導入による製造能力向上と労働環境改善の
取組み

株式会社筑邦銀行

200 2940110457

福岡県

株式会社ヘイワテック

9290801013790

一次加工の効率化と市場開拓のためのユニットワーカー
導入

大串智之

201 2940110459

福岡県

ＲＵＤＩＥ’Ｓ株式会社

9290001073289

釣人ニーズと魚の習性を徹底的に追求した高品質・多機
能ルアーの開発

小野孝義

202 2940110463

福岡県

神楽フィースト株式会社

1290801008006

レーザーエッチングによる商品価値の審美性の向上

公益財団法人北九州産業学術推進機構

203 2940110466

福岡県

株式会社ＪＣＥ

4290801022945

特殊車両メンテナンスの効率化による顧客満足度の向上

福岡県商工会連合会

204 2940110472

福岡県

株式会社はたなか

8290001002001

弁当製造体制の改革による多品種少量ニーズ対応プロセ
スの創出

有限会社エムケイブレーン

205 2940110474

福岡県

株式会社ヤマサキテクノス

9290801014723

マルチセンサ測定器導入による自動車用金型部品等の高
品質化と検査工程の省力化

株式会社商工組合中央金庫

206 2940110475

福岡県

有限会社箕面開発

9290802023401

採石事業における情報化施工（ＩＣＴ）用建機の自動化
システムの導入

太田範雄

207 2940110476

福岡県

株式会社ワイ・ケイ工業

9290002043126

ボーリングマシン部品加工の夜間自動運転化による生産
性向上

株式会社商工組合中央金庫

208 2940110477

福岡県

宝山九州株式会社

6290001042825

テトラ包装を内装・外装に採用した新規性の高い食料品
の開発・製造

株式会社福岡中央銀行

209 2940110479

福岡県

クロス・ワード株式会社

9290001075681

クライアント専用通販ＥＣサイトの構築と専用販促商品
の企画販売

株式会社西日本シティ銀行

210 2940110481

福岡県

株式会社エムエムエフ

1290001011966

マシニングセンタ導入による極小部品の製造能力増強と
生産性向上

米倉博彦

211 2940110485

福岡県

有限会社川島鉄工所

7290002054612

大型ホイストクレーン用減速機の専用ライン新設による
販路拡大

株式会社佐賀銀行

212 2940110495

福岡県

株式会社天田

4290001049797

配管接続に自動フレアマシンを取り入れることによる配
管加工の精度向上と生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

213 2940110496

福岡県

株式会社山方屋

2290001017104

最新食肉包装機と受注出荷システムの連動による高品
位・短時間作業の実現

嬉野豊

214 2940110503

福岡県

ロケット石鹸株式会社

4290001045796

サーボモーター搭載充填機導入による多品種液体洗剤の
生産性向上

株式会社商工組合中央金庫

215 2940110504

福岡県

スエオカ精密株式会社

5290801014883

短納期かつ加工精度の高い部品製造体制構築に向けた加
工機器の導入

株式会社ＶＩコンサルティング

216 2940110505

福岡県

片山歯科クリニック

歯科用ＣＴとデジタルＸ線システム導入による患者満足
度獲得の取組み

株式会社筑邦銀行

217 2940110508

福岡県

有限会社東宝電機産業

4290002045093

作業工程の削減で高機能ケーブルトレイの製作及び商品
付加価値の向上

福岡県商工会連合会

218 2940110510

福岡県

祥文社印刷株式会社

2290001013879

受験者数増加のために印刷物の、効果測定の「見える
化」と印刷工程の「見える化」を行う事業

株式会社福岡銀行

219 2940110511

福岡県

株式会社南部

3290001036508

食品用製袋生産工程自動化による加工品質、加工スピー
ド向上の取り組み

福岡県商工会連合会

220 2940110517

福岡県

株式会社古賀製茶本舗

3290001047232

多様なお茶のニーズに応える開発と生産体制の構築

筑後信用金庫

221 2940110518

福岡県

ＴＩＳ株式会社

3290001072585

審美性と機能性を兼ね備えた「造形床材」事業の自社主
導型新展開

株式会社福岡中央銀行

222 2940110520

福岡県

株式会社坂田精密

5290001058426

マシニングセンタと三次元測定機導入による高精度部品
の製造力強化

株式会社ＶＩコンサルティング

223 2940110522

福岡県

日章工業株式会社

6290001038451

３Ｄ－ＣＡＤとパラメトリック設計を利用した鋼製建具
の生産

株式会社西日本シティ銀行

224 2940110523

福岡県

有限会社マルコー

7290002053977

羽毛布団事業拡大に向けた生産性向上と地域雇用創出へ
の取組み

大牟田柳川信用金庫

225 2940110526

福岡県

勝山自動車株式会社

1290801000755

配車業務を迅速化し、新旅客輸送サービスの提供を支え
る、効率的配車システムの導入

株式会社福岡銀行

226 2940110529

福岡県

筑豊食品工業株式会社

3290001045517

醤油の生産管理システム開発による大手基準のデータ管
理と生産プロセスの改善

飯塚信用金庫

227 2940110532

福岡県

株式会社メック

7290001050513

薬用作物「カラスビシャク」の低コスト多収栽培システ
ムの試作開発

株式会社西日本シティ銀行

228 2940110538

福岡県

林製作所

耐火性・耐震性に優れるＣＬＴ材を活用し主導的に独自
展開する店舗内装事業

株式会社シャイン総研

229 2940110540

福岡県

株式会社オークマ

9290001043993

自社ブランド量産に向けた新規設備導入による生産性向
上

あさくら税理士法人

230 2940110542

福岡県

株式会社エヌテック

6290801011987

油加工液仕様ワイヤー放電加工機による超硬合金の加工
精度向上と短納期化

米倉博彦

231 2940110543

福岡県

株式会社リッツウェル

4290001017449

国産高級家具海外シェア拡大を目的とする品質・生産性
向上の取り組み

株式会社福岡銀行

232 2940110544

福岡県

アサヒシューズ株式会社

9290001048324

真空圧力を利用して、靴底材の軽量化や、耐滑性など機
能を重視した新底材の開発と製品化、生産性向上及びコ
スト低減を実現する計画。

古賀啓介

233 2940110549

福岡県

濱地酒造株式会社

4290001000487

出来立ての生酒が海外でも味わえる長期間鮮度を保つ品
質保持技術の構築

長生信夫

234 2940110552

福岡県

有限会社チヨコレート・シヨツプ

1290002016295

ウォータージェットカッター導入による生産性・高品質
化・短納期化の実現事業

株式会社佐賀銀行

235 2940110555

福岡県

有限会社大友ゴム工業

3290002040640

安価かつ施工が容易になるよう構造を改良したカース
トッパーの開発

福岡県商工会連合会

236 2940110556

福岡県

株式会社川島製作所

7290001052765

乾燥海苔の全自動異物除去装置の開発

株式会社筑邦銀行

237 2940110559

福岡県

株式会社九州鉄筋加工センター

3290801000902

工程の自動化、集約化による平均年齢３０歳の若さを活
かした効率的な主筋提供

株式会社伊予銀行

クロス対応大型プリンターによる世界に一つだけのオー
ダーメイド壁紙制作事業

田川商工会議所

切削加工の高度化による「電装看板」と「チャンネル文
字」の開発・製造

筑後信用金庫

4290002043436

食品業界からのニーズが急増するＮ式箱型段ボールの製
造体制構築

小島健一

福岡県

幹事企業：クラウン製パン株式会社
連携体１：株式会社ライオンズベーカリー

幹事企業：
1290801001217
連携体１：
8290801003909

クラウド技術を活用した、学校給食パン業務システム合
理化による事業拡大

幹事企業：株式会社福岡銀行
連携体１：株式会社伊予銀行

242 2940110572

福岡県

ＹＯＵＰＬＵＳ株式会社

9290001059560

取引企業の販路拡大に伴う大量発注に対する対応力の向
上

税理士法人プロネット

243 2940110573

福岡県

株式会社ファインテック

9290001053175

リチウムイオン電池に使われる電池箔等の高精度な切断
面を実現する超精密抜型の開発と製作

猿渡潔

244 2940110574

福岡県

海産物問屋カネゲン

高機能検査機器の導入による海産物製品の品質向上と生
産性向上

萩尾和孝

245 2940110575

福岡県

株式会社筑水キャニコム

1290001055179

ＣＮＣ加工機械の導入による次世代型生産方式へのアプ
ローチ

久留米商工会議所

246 2940110577

福岡県

株式会社中央産業

3290001045871

橋梁工事向け鉄筋用プラスチックスペーサブロックの試
作・開発

飯塚商工会議所

247 2940110579

福岡県

株式会社十全理化工業所

7290001040794

宇宙産業向けヘッダー装置部品の超精密加工生産性向上
の取り組み

福岡県商工会連合会

248 2940110581

福岡県

株式会社堤木材

9290001055312

短納期、低コスト化実現のための自社一貫生産体制の確
立

福岡県商工会連合会

249 2940110582

福岡県

株式会社ベビーフレンド

4290001028009

ＩｏＴによる洗濯品の入出荷の効率化と生産設備増によ
る工場の生産性アップ

株式会社福岡中央銀行

250 2940110587

福岡県

松尾産業株式会社

8290001054067

試作を終えた宿泊施設向け備品盗難監視装置、及び管理
システムの構築／サービスの提供

大牟田商工会議所

251 2940110588

福岡県

桑野新研産業株式会社

5290001051232

新設備導入による多品種少量新サイズ展開の生産対応で
海外市場の拡販を図る

筑後信用金庫

252 2940110589

福岡県

株式会社モーターサービス久留米

6290001049688

リース車向けの短納期・高品質・ワンストップ点検修理
サービス体制の構築

筑後信用金庫

253 2940110590

福岡県

株式会社プレシジョンサービス

1290002034693

最新型アライメント設備新設による自動車総合メンテナ
ンス事業の開発

遠賀信用金庫

254 2940110591

福岡県

有限会社コーヨー鉄工所

2290802014051

ＣＮＣ旋盤の導入による難作材による試験片製造事業の
強化拡大

米倉博彦

255 2940110592

福岡県

株式会社フォーバンド

8290801012892

ＮＣ高精度成形研削盤導入による工程改善・自動化によ
る生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

256 2940110593

福岡県

株式会社ニシキ金属

5260001005083

三次元ビジョンセンサ適用ワークピッキングシステム導
入による既存製造ラインの無人化

株式会社西日本シティ銀行

257 2940110595

福岡県

株式会社稲心

1290001048397

在庫管理等システム構築による生産性向上、適正在庫の
実現、新規顧客開拓

株式会社熊本銀行

258 2940110597

福岡県

有限会社ＫＥＩ工業

5290802018388

電気自動車製造ライン向け設備部品の生産性及び測定検
査精度の向上

株式会社福岡銀行

259 2940110599

福岡県

株式会社プリンシプル

9290001031379

日本中の女性や子供たちを守るための防犯機能強化アプ
リの開発

岩永悠

260 2940110601

福岡県

日新工業株式会社

2290801015100

柱大組溶接システムの増強による溶接工程の内製化と収
益改善

大串智之

261 2940110607

福岡県

株式会社九州エフエムファスナー

4290801014793

旋盤ねじから転造ねじへ切り替え生産効率を上げる

福岡ひびき信用金庫

262 2940110608

福岡県

竹下産業株式会社

4290001053007

全自動乾海苔製造装置の製造プロセス改善による生産性
向上

株式会社福岡銀行

263 2940110610

福岡県

和田商事株式会社

8290801010830

切削技術の高度化で取り組む高透過性人工大理石を用い
た空間演出事業

株式会社福岡銀行

264 2940110611

福岡県

幹事企業：株式会社エノモト
連携体１：株式会社邑

幹事企業：
3290001002716
連携体１：
4290001023158

リバースエンジニアリング特殊鋼鋳造品の短納期、高品
質、高粗利の連携製造体制構築

幹事企業：株式会社十八銀行
連携体１：株式会社十八銀行

265 2940110613

福岡県

株式会社瀬戸内クラフト

3260001021982

新規レーザー溶接機の導入による、高品質、短納期化の
実現により事業拡大を目指す。

岡山県商工会連合会

266 2940110614

福岡県

株式会社山吹

4290801003763

加熱機械導入によるレトルト食品内製化により利益率向
上とリードタイム短縮

北九州商工会議所

267 2940110622

福岡県

株式会社ＴＴＤｅｓｉｇｎ

8290001072738

小型集積モジュール型電子部品の生産性を向上させる革
新的ハンドラーシステムの製造

株式会社ＤＡＮ

268 2940110623

福岡県

株式会社久留米鉄工

8290001048738

工程管理ソフト導入による工程進捗可視化と生産性向上
の取組み

株式会社筑邦銀行

269 2940110624

福岡県

株式会社古賀歯車製作所

8290001048820

複合加工の最新鋭機導入で、高精度ラック増産・安定供
給を確立し事業を拡大

株式会社佐賀銀行

270 2940110625

福岡県

京都技研株式会社

4290801024371

圧延ロールの長軸メンテナンス部品加工の内製化に伴う
生産性向上

福岡ひびき信用金庫

271 2940110628

福岡県

株式会社酒見椅子店

4290001053130

３Ｄシミュレーションサービス及び製造ラインの新設に
よる新たな生産体制の構築

株式会社筑邦銀行

272 2940110629

福岡県

山口重工業株式会社

4290802024759

新型ショットブラスト機の導入による品質及び生産性の
向上と販路拡大

大串智之

273 2940110630

福岡県

株式会社日研稲吉

3290801014935

新型車向け部品加工ライン新設による精密加工部品の量
産化

福岡ひびき信用金庫

274 2940110634

福岡県

株式会社カイショー

2290001056449

カスタムカー等を対象にした短納期・高品質なメンテナ
ンスシステムの構築

株式会社西日本シティ銀行

275 2940110638

福岡県

福岡シール株式会社

7290001003909

コールド箔高精細多層印刷アテンションシール製造の生
産体制強化の取り組み

福岡商工会議所

276 2940110640

福岡県

株式会社大建測量エンジニア

6290801006995

太陽光パネル向け低コストの保守点検サービスの開発

株式会社西日本シティ銀行

277 2940110641

福岡県

株式会社西本町鉄工所

8290801012125

ＮＣ旋盤の簡易工具交換システム導入による段取り時間
の削減、工程納期短縮を実現する

株式会社北九州銀行

278 2940110642

福岡県

有限会社大和商店

8290002054140

布団縫製用ミシン導入による、法面緑化用シート製造の
革新的生産性向上

大牟田柳川信用金庫

279 2940110644

福岡県

小石原焼陶器協同組合

8290005007228

東峰村地場産業の復興のための陶土供給拡大および生産
性向上の取り組み

福岡県商工会連合会

280 2940110646

福岡県

株式会社白石工作所

5290801009215

建設資材部品の増産対応に向けた曲げ加工工程の生産性
向上の取組

福岡ひびき信用金庫

281 2940110649

福岡県

株式会社西津製作所

5290001036638

同時５軸制御マシニングセンタ導入による生産性向上及
び増産体制の確立

株式会社福岡中央銀行

282 2940110650

福岡県

ナガノインテリア工業株式会社

8290001044126

サンプルカッターによる、ダンボールケース内製化によ
る生産性向上と経費削減

米倉博彦

283 2940110652

福岡県

太洋スクリーン工業株式会社

8290001036874

新型シートレベラー導入による生産性向上と競争力強化

大串智之

238 2940110563

福岡県

大井物産株式会社

239 2940110565

福岡県

Ｍ・Ｈ

240 2940110566

福岡県

有限会社小川紙工

241 2940110568

ＩＮＴＥＲＩＯＲ

7290801016291
ＤＥＳＩＧＮ

284 2940110655

福岡県

有限会社專塗工業

8290802011084

塗装前処理システムの導入による粉体塗装製品の高品質
化と生産性の向上

福岡ひびき信用金庫

285 2940110657

福岡県

合同会社ジーシステム

2290803002690

小規模企業者のＮＣ研削盤を用いた研削加工の自動化技
術の開発事業

直方商工会議所

286 2940110658

福岡県

株式会社九研

1290001045147

高精度な六面加工という強みを活かした金型用パンチの
受注拡大

福岡県商工会連合会

287 2940110668

福岡県

株式会社タケシタ

7290001053342

全自動丸鋸切断機を導入し、形鋼材の高精度・高速切断
を実現させる生産プロセス改善事業

株式会社福岡銀行

288 2940110671

福岡県

株式会社高山プレス製作所

5290001036365

精密放電加工機導入による金型技術の高度化実現と事業
領域の垂直展開

株式会社福岡銀行

289 2940110672

福岡県

末松印刷株式会社

9290001013971

ＡＲ技術と印刷物を融合させた季節に左右されない飲食
店向け集客促進パッケージの制作販売事業。

福岡信用金庫

290 2940110673

福岡県

株式会社松正

4290001054855

291 2940110674

福岡県

株式会社Ｓｋｙｗａｒｄ

1290001039495

292 2940110675

福岡県

有限会社まるごう商店

1290002021568

293 2940110676

福岡県

株式会社川崎鉄工所

4290001045417

「マイクロナノバブル発生ポンプ部品」の高精度加工プ
ロセスの改善

飯塚信用金庫

294 2940110686

福岡県

メカトラックス株式会社

5290001025723

ラズベリーパイを活用したＩｏＴ機器ラピッドプロトタ
イピング事業

福岡信用金庫

295 2940110688

福岡県

株式会社エネット

1290001044669

ドローンと小型ボーリング装置を使った精度の高い地質
調査業の展開

福岡商工会議所

296 2940110690

福岡県

ダイキ工業株式会社

5290801002260

船舶用に特化した高炉セメント系防食塗料の吹付塗装材
料と工法の開発

北九州商工会議所

297 2940110691

福岡県

株式会社サザキＭテクノロジー

3290001054559

記念品フィギュア特注品の短納期・高品質・高粗利製造
体制の構築

株式会社西日本シティ銀行

花ござ敷物一貫生産に伴う内製加工設備導入による生産
プロセスの改善。
ＩＣチップとＲＰＡツールを連携しシステム構築、物流
拠点の賞味期限・在庫管理、労働環境改善、省力化を行
う。
サバピンボーン抜き機導入による販路拡大と従業員の負
担軽減及び効率化

大牟田柳川信用金庫
福岡商工会議所
福岡県商工会連合会

