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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

1 2940210715 福岡県 株式会社サリア 2290801022897
３Ｄプリンターと切削技術の融合によるハイブリッドイ
ンプラント施術商品の事業展開

株式会社北九州銀行

2 2940210724 福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642
針葉樹の直行積層合板に、更に九州産広葉樹を積層した
什器用素材ＰＬＴの製造方法確立

大川商工会議所

3 2940210727 福岡県 有限会社杏里ファーム 2290002054708
自社栽培農産物のアイス開発ノウハウを活用したアイス
キャンデー等ＯＤＭ事業

吉田和之

4 2940210731 福岡県 株式会社快適空間ＦＣ 8290001024615
モーターパラグライダーにレーザー計測器を搭載して計
測するシステム

福岡商工会議所

5 2940210735 福岡県 株式会社喜多屋 7290001047179 日本酒を変える！純米大吟醸酒専用酵母の育種・開発 株式会社商工組合中央金庫

6 2940210737 福岡県 三泉化成株式会社 8290001019103
センシング技術の活用による生産性を向上させた押出成
形生産プロセスの確立

株式会社西日本シティ銀行

7 2940210740 福岡県 株式会社リノリビング 5290001074167
業務効率化システムを最大限活用した空室対策へのソ
リューション提供

田村惟人

8 2940210741 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
航空宇宙部品の加工信頼性向上と低コスト化実現のため
の複合加工機の導入

株式会社北九州銀行

9 2940210742 福岡県 信和工業株式会社 5290001033627
多品種少量生産対応ロボットによるワークハンドリング
装置導入からの生産性の大幅向上取組

税理士法人野田税務会計事務所

10 2940210743 福岡県 株式会社カンノ製作所 9290801000814 革新的技術による電子回路基板検査プロセスの自動化 北九州商工会議所

11 2940210749 福岡県 株式会社アポロジャパン 4020001084400
インバウンド対策スクリーンコードマルチ言語対応アプ
リ開発

財団法人福岡県中小企業振興センター

12 2940210751 福岡県 有限会社粕屋じゅうたんクリーニング工場 7290002038301
業務用クリーニングのノウハウを活かし、介護施設の私
物クリーニング事業の本格拡大

坂本淳

13 2940210752 福岡県 水谷鉄工株式会社 8290001054075
三次元測定機の導入によるタンク部品の高精度化対応及
びコスト競争力強化

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

14 2940210753 福岡県 株式会社坂本電機製作所 1290001013343
水準器用センサの技術導入と新計測システム開発と量産
立上げ

税理士法人エム・エイ・シー

15 2940210756 福岡県 株式会社タカイシ 1290001053926
真空タンブラーとＩｏＴ対応自動充填包装システムの導
入による「百年麹からあげ」の生産性向上と事業の新展
開

大牟田商工会議所

16 2940210757 福岡県 有限会社小川製作所 2290002000273 スーパーエンプラによる高品質製品の確立 株式会社福岡銀行

17 2940210758 福岡県 株式会社ナッツ 2290801011223
業界初、生産プロセスの革新によるキャンピングカー供
給不足の解消

公益財団法人北九州産業学術推進機構

18 2940210761 福岡県 からあげ本舗
半解凍で食べる“日本一＂美味しい「フローズンフライ
ドチキン」の生産体制構築

久留米商工会議所

19 2940210766 福岡県 株式会社昭和管工 9290001046666
３Ｄレーザースキャナー及びドローンを活用した工事進
捗管理サービスの提供

西元知基

20 2940210768 福岡県 久留米工具研磨
精密測定機導入で新品並み加工精度、工具寿命の再研磨
工具提供による売上向上

久留米商工会議所

21 2940210769 福岡県 森崎工芸株式会社 8290001053267
高精度加工機械導入による高機能・小ロット床頭台の生
産プロセスの構築

髙木秀輝

22 2940210770 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727
新規設備を導入し味付けの違う製品を効率よく生産する
方法の確立

株式会社商工組合中央金庫

23 2940210772 福岡県 株式会社ボーテックス 5290001067567
海外展開も視野に入れた急速冷凍機導入による新商品供
給体制の整備

福岡県商工会連合会

24 2940210774 福岡県 株式会社ナダヨシ 9290001036782
３次元ＣＡＤと自動プログラムソフトを利用した生産方
式の改善計画

株式会社西日本シティ銀行

25 2940210777 福岡県 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518 ミカン缶詰加工における良品実・選別工程の自動化 福岡県商工会連合会

26 2940210778 福岡県 株式会社見昇 6290001012992
鳥害対策商品「撃退ドットマン」の需要増、大ロット対
応、新素材商品への対応を図る為の、生産プロセス構築
の事業化

樋口陽子

27 2940210779 福岡県 有限会社執行製作所 1290002015628
新型水道用メタル入りフランジの製造・販売に向けた生
産性向上の取り組み

古閑宏

28 2940210780 福岡県 桑野紡織有限会社 3290002047149
ＣＡＤ及び自動裁断機導入による伝統的な久留米織衣料
の生産効率化

株式会社筑邦銀行

29 2940210781 福岡県 株式会社クロワッサン 4290001040649 ７２時間長期熟成パンの製法の確立と生産性の向上 福岡県商工会連合会

30 2940210782 福岡県 新栄工業株式会社 2290001052927
溶接ロボット導入による省力化及び新製品の受注獲得に
よる収益力の向上

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

31 2940210783 福岡県 平和フーズ工業有限会社 5290002017505
「福岡県産『ラー麦』小麦粉」を使用した中華皮（餃子
皮等）の開発及び生産拡大

福岡商工会議所

32 2940210784 福岡県 ワイルド化成株式会社 8290801004048
高精度測定機導入・製造プロセス改革による品質及び生
産性の向上

北九州商工会議所

33 2940210786 福岡県 ギフトハンズきのした
“業界初”終活ノートシステムの独自開発による生産性
の飛躍的向上

大川信用金庫

34 2940210787 福岡県 有限会社ウインドデコール 1290002001470
自動縫製機増強とＣＡＤ導入でカーテンメーカー縫製Ｎ
ｏ．１を不動に！

福岡商工会議所

35 2940210788 福岡県 山本建具
今までにない色あいの買い求め易い「ワンポイント組子
建具」の開発

大川信用金庫

36 2940210789 福岡県 株式会社佑和プロテック 7290001042493 加工精度向上による半導体封止用金型の部品の受注拡大 福岡県商工会連合会

37 2940210790 福岡県 丸栄化工株式会社 6290801003555
新規金型、移送手段、検査方法を用いた大型タンク製造
方法の開発

公益財団法人北九州産業学術推進機構

38 2940210791 福岡県 株式会社マツザキ 2290001019843
プレス両面打ち抜き加工機によるセキュリティラベル加
工精度と生産性の向上

株式会社佐賀銀行

39 2940210792 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024
高機能マシニングセンターとＣＡＤ／ＣＡＭシステム導
入による精密樹脂部品の生産性向上

株式会社商工組合中央金庫

40 2940210793 福岡県 有限会社エフツーアート 2290002043256
レーザー加工機による製造工程の内製化と独自商品の製
造、Ｂ２Ｃ市場への進出

福岡県商工会連合会

41 2940210795 福岡県 有限会社白糸酒造 3290002033330
ネオサーマルタンク導入による品質向上及び作業効率Ｕ
Ｐによる生産性向上

株式会社福岡銀行

42 2940210796 福岡県 水野運送株式会社 5240001032261
割付図作成ソフトと連動した最新設備による断熱材ユ
ニット化製品の新展開

株式会社広島銀行

43 2940210797 福岡県 株式会社カネガエ 2290001047605
外食産業向け福岡県産混合米の精米加工における小ロッ
ト対応の実現

福岡県商工会連合会

44 2940210799 福岡県 プラントメイクＲＩＳＥ株式会社 8290801018725
プラント製作における３Ｄ技術を用いた革新的サービス
の創出

公益財団法人北九州産業学術推進機構

45 2940210802 福岡県 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス 2290002043339
歯科技工士業界の働き方改革！業務の最適化と高品質化
を実現するデジタルワークフローの構築

朝倉商工会議所

46 2940210809 福岡県 有限会社光島精研 1290002035139
新型プロファイル研削盤導入による次世代自動車分野に
おける事業拡大

米倉博彦

47 2940210820 福岡県 フードアトリエ湖舟
栄養そのままに健康と美を盛り込んだ、野菜と花入りグ
ラノーラの商品化

永松浩樹

48 2940210822 福岡県 有限会社高田製材所 5290002053566
木材取り扱い種類世界一のノウハウを活用した「低水分
率木材」の開発

大川信用金庫

49 2940210850 福岡県 有限会社エコアシスト 5290002052469
加熱研磨方式による住宅用ソーラーパネルのリサイクル
技術の確立

株式会社筑邦銀行

50 2940210852 福岡県 ケーキのメルシィ
和テイスト洋菓子の高品質大量生産体制の確立と販路拡
大事業

福岡県商工会連合会

51 2940210854 福岡県 有限会社英ルーテック 3290802017160
金属加工部品製造における、生産管理システム導入によ
る生産性向上と製品品質向上

米倉博彦

52 2940210855 福岡県 やまぐちデンタルクリニック
歯列矯正治療プロセスを改善し患者のＱｏＬを高める口
腔内スキャナーの導入

米倉博彦

53 2940210859 福岡県 株式会社郷原組 2290001050674
測量と施工の３次元ＩＣＴ化による工事品質および生産
性の向上

米倉博彦

54 2940210861 福岡県 株式会社コトブキ産業 8290001001242
現場管理の「見える化」と複雑化する報告業務の合理
化・効率化事業

株式会社筑邦銀行

55 2940210863 福岡県 ヤマト機販株式会社 3290001039353
レーザー回折式粒度測定装置の導入による試験工程の効
率化と見える化

福岡県商工会連合会
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56 2940210865 福岡県 株式会社上津役製作所 9290801009954
ＡＩ搭載曲げ加工機導入による技術力強化と精密化・効
率化の実現

北九州商工会議所

57 2940210867 福岡県 福岡県醬油醸造協同組合 5290005006629
醤油醸造における屋外大型発酵タンクの全自動発酵制御
システムの導入

株式会社商工組合中央金庫

58 2940210868 福岡県 有限会社スポーツ館 6290002033749
最新刺繍機及びプリント加工機の導入によるマーク加工
の高度化

福岡県商工会連合会

59 2940210872 福岡県 株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ 3290001024256
新セルラー規格（ＬＴＥ－Ｍ）に対応した、低価格・小
型ＧＰＳ端末の開発と量産化

株式会社福岡銀行

60 2940210875 福岡県 アトラス化成株式会社 5290001036299
高齢者の嚥下機能を促進させる介護事業者向け食器の研
究開発

中野税理士法人

61 2940210877 福岡県 株式会社カクマル 1290001004474
測量用材の色と品質に拘り、日本初のカラー印字製品を
産み出す為の、生産プロセス構築計画事業

株式会社北九州銀行

62 2940210880 福岡県 オアシス珈琲有限会社 4290002044995
生豆洗浄技術設備導入による品質・生産効率向上を図っ
た高品質な新製品販売

福岡県商工会連合会

63 2940210881 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069
マグネシウムの成形用金型の製造への本格参入による売
上拡大

福岡県商工会連合会

64 2940210883 福岡県 株式会社福彫 6290001041570
アクリル製看板・表札の受注増に向けた彫刻工程（及び
前工程）の生産性向上

株式会社佐賀銀行

65 2940210884 福岡県
株式会社ゴルディアス・コンサルティング
＆パートナーズ

7290003005192
テキストマイニングを使用した意識調査ツール導入によ
る経営指導品質の向上と展開

藤井尊則

66 2940210885 福岡県 有限会社坂本産業 7290002034333
フッ素を配合した汚れの付かない革新的な塗壁材の開発
及び生産性の向上

坂本淳

67 2940210887 福岡県 有限会社田舎庵 7290802012265
通販用高級鰻蒲焼製造の内製化による生産能力増強とコ
スト削減の取り組み

佐藤修一

68 2940210890 福岡県 Ｙ＆Ｙ歯科クリニック
妊産婦に対する負担の少ない歯科治療「マタニティ歯科
外来」サービスの提供

株式会社福岡銀行

69 2940210894 福岡県 株式会社水摩製作所 5290001081320
複合旋盤導入による軸物加工における生産性及び品質向
上の取り組み

金子浩一

70 2940210896 福岡県 株式会社ホームドライ 8290001053390
クニーニング品の２４時間受付・引取りを可能とするシ
ステムの実現

大牟田柳川信用金庫

71 2940210901 福岡県 プロスパー産業株式会社 8290001017809
流通ＢＭＳシステム導入によるアパレル物流の生産性向
上を図る取り組み

福岡商工会議所

72 2940210902 福岡県 五龍工業株式会社 1290801001381 鋼線溶接工程の製造プロセス改善による生産効率化 福岡ひびき信用金庫

73 2940210911 福岡県 筑豊製菓株式会社 5290001045523
伝統製法を守りながら、顧客ニーズに対応した餅の提供
と製造環境改善

福岡県商工会連合会

74 2940210912 福岡県 株式会社オートプロニーズちくご 9290001047540
先端設備（リフト）導入による、整備の安全性を図り生
産性向上

筑後商工会議所

75 2940210922 福岡県 株式会社日東工業所 3290001039485
新型プレスブレーキ導入による金属プレス加工技術の高
度化と販路拡大

株式会社西日本シティ銀行

76 2940210931 福岡県 旬菜弁当
食材乾燥機を導入し、旬を味わえる地場産加工品の開
発・販売

福岡県商工会連合会

77 2940210935 福岡県 株式会社クリハラ 4290001048683
最新鋭ハイブリッドドライブベンダー導入による板金加
工精度の向上及び短納期、コスト削減の実現

久留米商工会議所

78 2940210937 福岡県 曽根金属工業株式会社 5290801002120
可動式カッターの導入による高剛性鉄スクラップ処理の
生産性向上

株式会社福岡銀行

79 2940210939 福岡県 シーエススチール株式会社 8290001039233
形鋼加工の製造プロセス改善による生産性向上への取り
組み

金子浩一

80 2940210940 福岡県 ミリオンソフト株式会社 7290001055231
軟質ポリウレタンにおける複雑かつ立体的加工への挑
戦・販路開拓

福岡県商工会連合会

81 2940210944 福岡県 二瀬窯業株式会社 2290001045708
リサイクル原料を利用した高速施工可能な新規アスファ
ルト道路修繕用表層材の開発

株式会社福岡銀行

82 2940210950 福岡県 東洋ラミテック株式会社 6290001061370
最新鋭ＮＣランニングソー機の導入による生産効率の向
上

大川信用金庫

83 2940210952 福岡県 株式会社佐藤鉄工所 7290001044060
最新ＣＮＣ旋盤導入による生産性の向上とゴム製品加工
への新展開

福岡県商工会連合会

84 2940210954 福岡県 菊美人酒造株式会社 4290001052776
伝統技術と計数管理の融合した酒造りと革新的な市場で
の革新的な酒販売

福岡県商工会連合会

85 2940210955 福岡県 有限会社古蓮 4290002053757 冷凍技術を使った国産うなぎの安定した提供の取組 福岡県商工会連合会

86 2940210956 福岡県 有限会社カワヅオート 2290002048676
小さな整備工場でもできる、スピーディー大型タイヤ交
換

筑後信用金庫

87 2940210957 福岡県 株式会社宝パック 3290001047661
最先端の粉末茶加工関連設備の導入による包装加工ニー
ズ多様化への対応

福岡県商工会連合会

88 2940210958 福岡県 株式会社トリムデザインウエストジャパン 5290801002574
ＵＶプリンター導入による環境型塗装代替技術サービス
の確立

北九州商工会議所

89 2940210959 福岡県 合名会社ｌａｐａｉｘ 7290003000978
独自スキームを昇華させる、個室定点施術で高付加価値
の実現

福岡商工会議所

90 2940210961 福岡県 信和ミート
多様化する中・外食業界ニーズに対応する生産体制構築
事業

株式会社筑邦銀行

91 2940210964 福岡県 Ｒｏｕｔｅ２８
調色システムと塗装ガン洗浄機導入による生産性向上と
従業員の負担軽減

福岡県商工会連合会

92 2940210965 福岡県 有限会社大牟田エコクリーン 7290002056170 高品質の紙分を製造する剥離紙選別装置の導入 大牟田商工会議所

93 2940210966 福岡県 株式会社ワークス 9290801011638
ロボット導入による超硬合金製球面ロッドピンの増産体
制の確立

福岡ひびき信用金庫

94 2940210971 福岡県 西日本住機株式会社 9290001053035
高性能全自動エッジ貼り機導入による、変種変量小ロッ
ト生産を可能とするラインの構築

大川信用金庫

95 2940210974 福岡県 株式会社湖月 4290001051885 先端設備導入による餃子の生産性向上及び販路拡大 久留米商工会議所

96 2940210986 福岡県 日建エンジニアリング株式会社 6290801010436
減肉・扁平・シワを抑制した大径鋼管の極小Ｒ曲げ加工
技術の開発

株式会社北九州銀行

97 2940210987 福岡県 引津丸仲西藤正
糸島牡蠣ブランドの拡大を目指す！牡蠣養殖の収穫プロ
セス改善事業

北野孝志


