平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
福岡県採択案件一覧（230者）
（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
小ロット・短納期を強みとした刺しゅうの内製化による競争力
強化
企業コンプライアンス対応の特殊伝票開発と生産性向上化
ライン構築
回転する球体磁石を内蔵した木製積み木の開発と生産体制
の確立
３Ｄレーザースキャナー及びＵＡＶの導入による測量技術の
生産性向上
複数の温度帯管理による「麹造り」工程の改善と生産性向
上計画
最新平面研削盤導入による検査ゲージの研削精度と生産
性の向上
自動車用アルミダイキャスト部品のロボット導入によるバリ
取り作業の生産性向上
塗装の生産性及び品質の向上による輸入車の鈑金塗装の
受注拡大
最新横型マシニングセンタ導入による受注ロス・納期遅延の
解消
クリーニングの新業態となるテキスタイルケア業への拡大展
開
業界初の側面を含めた製品の高品質、高精度立体６方向画
像検査技術の確立

認定支援機関名

1 3040110004

福岡県

スポーツモードオガキ

2 3040110006

福岡県

久留米印刷株式会社

5290001047222

3 3040110008

福岡県

有限会社松野工作所

3290002037067

4 3040110013

福岡県

日本航測株式会社

5290001045663

5 3040110022

福岡県

若波酒造合名会社

7290003003171

6 3040110023

福岡県

株式会社エクシード

8290801024987

8 3040110037

福岡県

株式会社戸畑ターレット工作所

1290801002652

9 3040110003

福岡県

坂本自動車株式会社

7290801012662

10 3040110009

福岡県

三和機工株式会社

1290001052903

11 3040110015

福岡県

クリーニングの白鳥

12 3040110024

福岡県

鹿島エレクトロニクス株式会社

6070001017568

13 3040110027

福岡県

株式会社飯山工作所

8290801009600

４面パレット５軸マシニングセンタ導入による生産性向上

14 3040120039

福岡県

有限会社柳川鉄工

3290002054343

主要取引先のエンジニアリング化に伴う高品質化等への対
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
応力強化

15 3040120042

福岡県

有限会社千代産業機械

9290002055484

最新ＮＣ旋盤導入による高付加価値部品の受注力強化

16 3040120044

福岡県

水谷鉄工株式会社

8290001054075

17 3040120045

福岡県

未来航路株式会社

4290001033181

18 3040120046

福岡県

日本奉製株式会社

9290001047904

19 3040120047

福岡県

株式会社山一製作所

2290801005786

20 3040120050

福岡県

カネックス刃物工業株式会社

8290001052756

21 3040120051

福岡県

有限会社内田ツキ板

2290002053008

22 3040120052

福岡県

株式会社Ｉ－Ｋ工業

4290001037521

23 3040120053

福岡県

九州日本電子工業株式会社

7290001048648

24 3040120058

福岡県

大塚精工株式会社

7290001038715

25 3040120059

福岡県

有限会社三浦海産

6290802000015

26 3040120062

福岡県

有限会社軍場製作所

7290802016308

27 3040120064

福岡県

株式会社岩下工業

8290001048283

28 3040120065

福岡県

株式会社ビーアート石橋

5290801000264

29 3040120066

福岡県

株式会社おおすみ制服

7290001036925

30 3040120069

福岡県

株式会社志岐蒲鉾本店

2290001052910

31 3040120071

福岡県

有限会社ジェイエムプレシジョン

1290002039313

32 3040120072

福岡県

美容薬理株式会社

8290801011696

33 3040120073

福岡県

株式会社平川木材工業

5290001055200

34 3040120077

福岡県

森政食品

35 3040120079

福岡県

株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ

36 3040120089

福岡県

時安建具店

37 3040120092

福岡県

株式会社ニシキ金属

5260001005083

38 3040120095

福岡県

株式会社上原製作所

7290001024186

39 3040120096

福岡県

永田仁歯科クリニック

40 3040120099

福岡県

河上船舶機器株式会社

4290001012292

41 3040120100

福岡県

株式会社全医療器

6290001001525

42 3040120101

福岡県

株式会社タケマン

2290001064030

43 3040120104

福岡県

有限会社吉川木工

1290002054634

44 3040120105

福岡県

株式会社松田家具

1290001053216

45 3040120106

福岡県

よしみ工産株式会社

5290801003903

46 3040120107

福岡県

株式会社イサヤマ

1290001039818

47 3040120108

福岡県

クボタ鉄工株式会社

9290801014120

48 3040120110

福岡県

株式会社日本総建

8290801016836

8290801007042

田川商工会議所
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
飯塚信用金庫
大川商工会議所
福岡県商工会連合会
公益財団法人北九州産業学術推進機構
加藤圭示
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
福岡県商工会連合会
株式会社群馬銀行
米倉博彦

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

タンク部品の大型化等に伴う大型ＮＣ旋盤導入による生産
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
の効率化
最新式ウォールソー導入による車止め撤去工法での工事事
株式会社商工組合中央金庫
業拡大
伝統工芸技術と最新レーザー加工機を融合させた「オンリー
株式会社福岡銀行
ワン製品」の生産体制の最適化
端曲げ加工の自動化による高精度化・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
航空機産業向け新商品の高品位化・短納期化による受注体
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
制の強化
ツキ板製作で培った高い技術と最新サンダーを融合させた
大川信用金庫
「ガラス化粧板」の製作
鉄骨製造における胴縁加工の自動化による生産性向上と短
坂本淳
納期の実現
大型電気炉導入による熱処理加工の生産能力向上事業
国内トップクラスの超微細・超精密加工実現による高付加価
値化
ちりめん高速選別機の導入で品質向上と作業効率アップに
よる生産性向上
縁貼り機導入によるデザイン家具加工技術の高度化と生産
性向上
ブレス加工工程へのＣＡＤ連携マシン導入よるボトルネック
の改善
い草の湿度調整効果・有害物質吸着効果を活かした安心安
全な壁・天井用薄畳の開発
高精度自動裁断機導入によるオリジナル園児服の生産能
力拡大事業
高級冷凍食品における冷凍工程の改善で生産効率アップへ
の体制構築
検査装置用金型の増産体制構築に向けたフライス加工工程
の生産性向上
地元農家との連携による地方創生と高効率生産体制の確
立
コンクリートパネル材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
国産大豆豆腐製造の加熱工程の改善による生産性向上と
低燃費化の実現
ドリル刃先のネガランド加工可能なＮＣ工具研削盤の導入に
よる事業拡大
組子技術を取り入れた新商品開発と生産平準化による労働
生産性の向上
サーボガンロボット採用自動スポット溶接ライン構築によるコ
スト削減・省力化と受注拡大
航空機産業向け試作開発の推進のための新型マシニング
センターの導入
不正咬合がもたらす身体への影響とその改善治療法のガイ
ドライン化の試み
船尾装置の手作業工程の自動化による高品位化、即納期
対応力強化
金型と成型の内製化で、治療器を改善し続ける生産体制の
構築事業
日本初となる国産孟宗竹を使用したメンマスナックの開発と
生産方式の確立
家具製作で培った強みとボーリングマシンを活用したデザイ
ン性、機能性の高い「ネコ家具」の製作
パターン３０万種超！オーダーメイド食器棚の本格事業化
学習塾向け小ロット・短納期・適正価格による顧客満足度向
上事業
三次元測定機の導入による検査工程の高度化と、品質保証
による販路拡大
高精度高効率３次元測定技術の習得による品質保証体制
の強化
３次元レーザースキャナー導入による法面工事の高品質化
と生産性向上

株式会社筑邦銀行
米倉博彦
株式会社伊予銀行
株式会社西日本シティ銀行
鈴木秀信
北九州商工会議所
福岡県商工会連合会
株式会社エフアンドエム
越川智幸
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
鷹取正義
福岡県商工会連合会
株式会社西日本シティ銀行
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
株式会社西日本シティ銀行
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
福岡商工会議所
福岡県商工会連合会
大川信用金庫
宮川譲
北野孝志
米倉博彦
中尾俊彦
株式会社西日本シティ銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

49 3040120112

福岡県

株式会社坂田精密

5290001058426

50 3040120114

福岡県

クラウン製パン株式会社

1290801001217

51 3040120115

福岡県

株式会社エヌファクトリー

6290801024188

52 3040120117

福岡県

佐々木鉄工所

53 3040120120

福岡県

有限会社ＣＯＲＥ

54 3040120121

福岡県

炭焼工房暖

55 3040120122

福岡県

株式会社萬代

8290001049422

56 3040120123

福岡県

株式会社ダイタク金属

9290801016810

57 3040120124

福岡県

株式会社奥平

4290001052719

58 3040120131

福岡県

広和メタル株式会社

5290001066635

59 3040120134

福岡県

有限会社井上製作所

4290002046991

60 3040120137

福岡県

株式会社ベルディオ・ファクトリー

5290001062064

61 3040120138

福岡県

大谷鉄工株式会社

7290801014072

62 3040120139

福岡県

エオリア株式会社

3290001045104

63 3040120140

福岡県

有限会社北山建設

1290802023086

64 3040120152

福岡県

株式会社セイブ

4290001049021

65 3040120166

福岡県

株式会社シーズアース

4290001082278

66 3040120167

福岡県

龍精密工業株式会社

5290001049879

67 3040120168

福岡県

川北機械株式会社

1290801021693

68 3040120171

福岡県

株式会社トクマン

8290001039332

69 3040120172

福岡県

株式会社方尺精工

1290801021264

70 3040120174

福岡県

株式会社水郷柳川やまだ農園

6290001054928

71 3040120176

福岡県

株式会社水摩組

4290802020849

72 3040120179

福岡県

オーエーセンター株式会社

5290801000504

73 3040120180

福岡県

冨士コンベヤー株式会社

4290801014298

74 3040120183

福岡県

株式会社セイコー

3290001049014

75 3040120184

福岡県

株式会社吉泉園

3290001047554

76 3040120188

福岡県

株式会社中水

4290001053048

77 3040120190

福岡県

柳川化学株式会社

8290001049827

78 3040120193

福岡県

株式会社久保かすり織物

2290001082016

79 3040120194

福岡県

株式会社ユニテクノ

6122001007881

80 3040120196

福岡県

株式会社文田建設

5290001054045

81 3040120198

福岡県

株式会社ヘッズ

9290801015457

82 3040120200

福岡県

千歳畳本店

83 3040120201

福岡県

株式会社九州パッキング製作所

7290001053788

84 3040120209

福岡県

隆勝堂フーズ株式会社

5290001047577

85 3040120211

福岡県

株式会社中島ターレット

8290801011151

86 3040120212

福岡県

株式会社西田

6290001049325

87 3040120213

福岡県

有限会社ゼロテック

5290802020369

88 3040120216

福岡県

龍宮株式会社

2290001055228

89 3040120223

福岡県

株式会社乗富鉄工所

6290001053129

90 3040120225

福岡県

株式会社創友精工

7290001014245

91 3040120226

福岡県

トキワスチール株式会社

9290001038416

92 3040120231

福岡県

株式会社オカジマ商事

9290001048506

93 3040120236

福岡県

有限会社江口通商

1290002053033

94 3040120241

福岡県

コスモパッケージ株式会社

1290001036328

95 3040120248

福岡県

筑豊製菓株式会社

5290001045523

96 3040120251

福岡県

株式会社樋口自動車

6290001055199

97 3040120252

福岡県

梅林工業

6290802012142

事業計画名
ＮＣプログラム作成の効率化及びデータ通信の確立による
生産性の向上
製品包装工程の改善による生産性向上と、多品種小ロット
生産対応による事業拡大
先進安全自動車を含めた事故車両の高精度・ワンストップ・
短納期修理
マシニングセンタ導入による難削材（ステライト材）の加工プ
ロセス構築
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による設計品質の向上と内製化
率の強化

認定支援機関名
越川智幸
株式会社福岡銀行
福岡県商工会連合会
越川智幸
公益財団法人北九州産業学術推進機構

自社ブランド製品開発による食料品製造業への事業拡大

福岡県商工会連合会

溶接工程の刷新による生産性向上と競争優位の確立

大串智之

最新ベンダーマシンと加工ソフト導入による生産性・精度向
上と雇用の促進
カスタマイズ商品の内製化により高品質で短納期対応を実
現する
高性能ＮＣ加工機を活用した大きな需要が見込まれる新製
品分野への進出
「究極の一貫生産体制」による国産杉アルファベット椅子の
開発
ミルクレープ製造におけるナッぺ作業完全自動化による生
産性向上
宇宙航空機向け金属加工品の加工工程改善による高精度
化と生産性向上
多軸型撹拌装置搭載フルジャケット式配合タンク導入による
生産性向上
スラグ改質剤製造工程の機械化で目指す製造能力向上と
品質の安定
封入作業の自動化による生産性・信頼性の向上と新たな販
路の開拓
革新的徘徊老人検知サービス事業化に向けたＡＩ人物検出
実証データ収集設備投資
千年以上の歴史を持つ伝統工法の復活！「組手」加工の事
業化
量産品対応による２ライン化で生産性プロセスの改善、生産
性向上
新設備導入を契機とした経営資源再配置による溶接作業効
率化の実現
精密３次元測定技術導入による金属加工事業の付加価値
向上
ＩＴ農業による耕作放棄地対策と大規模農業への挑戦
バックホウマシンガイダンスシステムの導入による土木工事
の品質向上と生産性向上
「ものづくりの街・北九州」の特徴を活かした魅力ある観光特
産品「ネジチョコ」の品質、生産性の向上計画
ベルトコンベヤーの重要部品であるプーリの生産性向上事
業
高性能な三軸圧縮試験機とソフトウエアー導入による土壌
検査の高度化
お茶の新たな価値の創出、新商品開発のための原料処理
装置の導入
急速冷凍技術活用で、骨抜き加工後の魚の再凍結による品
質劣化を防止
高性能プラスチック再生機導入による処理能力向上と循環
型社会への貢献
久留米絣のオリジナルブランド「筑紫つむぎ」の開発
プレス作業での素材ランダムピッキングとロボットハンドリン
グ装置導入による生産性向上取組み
リサイクル刃金土の工業生産による天然資源の代替、社会
問題の解決
ＣＡＮ通信システムを導入した省配線化で、多機能ＡＧＶの
品質と生産性向上
新設備の導入による多様な畳製品対応と短納期生産体制
の構築
難切削材料であるゴムの３次元精密切削加工分野への進
出
海外展開を見据えた卸売事業向け和菓子の新商品開発と
製造体制の再構築
ＮＣ旋盤と工具のクイックチェンジの導入により多種少量生
産の競争力強化を図る
食品・化学機械製造での工程改革と加工精度の高度化
摩耗した砥石でも超高精度加工を可能にするＣＡＭシステム
の導入
高速緯糸飛走制御による消費者ニーズに対応したパシーマ
応用製品の生産
海苔養殖海上作業省力化装置の開発・量産用機械加工設
備導入による新事業の展開
ハンドル機構を備えたＣＮＣ旋盤の導入によるシャフトひず
み除去加工効率化からの生産性向上
ガス溶断工程の刷新による生産性向上と販路拡大
最短納期と品質にこだわる先端設備導入で生産プロセス改
善と販路拡大
最新のダボ打ち機導入による高級家具の収益性向上と量
産体制確立
フードロス低減につながる低反発トレイ生産における自動化
の構築
革新的和菓子包装機の導入による生産性向上と需要の拡
大
新型リフトを導入し地域産業と復興を支える自動車整備の
展開
産業ロボット用シャフト部品製造における生産性向上

福岡県商工会連合会
岩佐修二
米倉博彦
株式会社福岡銀行
株式会社福岡銀行
米倉博彦
株式会社商工組合中央金庫
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
久留米商工会議所
大川信用金庫
直方商工会議所
米倉博彦
株式会社北九州銀行
米倉博彦
福岡ひびき信用金庫
公益財団法人北九州産業学術推進機構
シェアビジョン株式会社
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
景山洋介
福岡県商工会連合会
筑後信用金庫
株式会社福岡銀行
米倉博彦
株式会社福岡銀行
筑後信用金庫
大牟田商工会議所
八女商工会議所
株式会社北九州銀行
株式会社佐賀銀行
米倉博彦
筑後信用金庫
柳川商工会議所
株式会社西日本シティ銀行
株式会社佐賀銀行
株式会社筑邦銀行
大川信用金庫
ザグ・インスティチュート有限会社
福岡県商工会連合会
福岡県商工会連合会
佐藤修一

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
直方のソウルフード「カレー焼き」の拡販のための生産性向
上
多彩な売り場造りで個性を引き出し、お客様の業績向上に
役立てる。
タイヤ空気圧監視装置電池用金型の生産性向上の取り組
み
付加価値が高い大型カウンター、家具の開発に伴う生産性
の向上
超硬合金製の精密金型部品加工の自動化に取組み生産性
向上を実現する
ＭＤＩ熱交換器とヒートポンプを使用した工場排熱回収再利
用

認定支援機関名

98 3040120254

福岡県

からあげ＆カレー焼き次元

99 3040120255

福岡県

株式会社丸信

5290001049615

100 3040120261

福岡県

株式会社トムラス

7290801011219

101 3040120263

福岡県

株式会社イースト

3290001052612

102 3040120264

福岡県

株式会社ワークス

9290801011638

103 3040120266

福岡県

株式会社久保田商工

7290801022067

104 3040120268

福岡県

株式会社オークマ

9290001043993

105 3040120271

福岡県

有限会社鶴建具本店

8290002053646

106 3040120273

福岡県

株式会社アヤボセンタン研

3180301017251

107 3040120276

福岡県

大鵬繊維工業株式会社

4290001047314

108 3040120277

福岡県

有限会社北原製作所

8200002024143

109 3040120279

福岡県

有限会社栄和製作所

5290002000015

110 3040120281

福岡県

株式会社マシンワークス

8290801020342

111 3040120283

福岡県

有限会社コトブキ精密工業

1290802020769

112 3040120286

福岡県

株式会社堤木材

9290001055312

113 3040120287

福岡県

株式会社やまひら

9290001054933

114 3040120290

福岡県

株式会社ガロピーヌ

8290001048564

115 3040120291

福岡県

ナガノインテリア工業株式会社

8290001044126

116 3040120294

福岡県

日新工業株式会社

2290801015100

117 3040120296

福岡県

ｅデザイン株式会社

8290001037014

118 3040120297

福岡県

株式会社ヒグチ工芸

5290001026531

119 3040120298

福岡県

串屋せん

建設発生土のリサイクルによる資源の有効活用、及び、生
福岡県商工会連合会
産性向上
独創的オブジェ製作で培った強みとＮＣルータを融合させた
株式会社佐賀銀行
「３Ｄ基軸工法」の確立
「おからかりんとう」の本格生産による飲食店から食料品製
米倉博彦
造業への脱皮

120 3040120301

福岡県

株式会社クレアス

1290801010151

高速道路向けのスマートゴミ箱サービス提供事業

121 3040120306

福岡県

株式会社サンテック

9290801007000

122 3040120310

福岡県

深野製袋株式会社

8290001036395

123 3040120311

福岡県

福岡製袋工業株式会社

5290001002094

124 3040120316

福岡県

有限会社ミツル醤油釀造元

3290002033157

125 3040120318

福岡県

株式会社フクネツ

6290001038567

126 3040120319

福岡県

有限会社チョコレートショップ

1290002016295

127 3040120322

福岡県

野口イ草染色

128 3040120324

福岡県

株式会社野上養鶏場

5290801015031

129 3040120328

福岡県

正栄工業株式会社

9290801014153

130 3040120330

福岡県

藤井精工株式会社

7290801014428

131 3040120331

福岡県

有限会社丸憲製作所

3290802025221

高性能加工機の導入による医療分野への本格参入

132 3040120335

福岡県

有限会社アルファエンジニアリング

6290002050736

自動車用モーターコア試作品の機械と治具による受注量拡
筑後信用金庫
大と車への寄与

133 3040120337

福岡県

日昭アルミ工業株式会社

9120901001613

専用ＮＣ加工機によるアルミ穴開け工程の生産性向上

134 3040120341

福岡県

株式会社松谷鐵工

1290001038605

135 3040120347

福岡県

有限会社アラモード

3290802018547

136 3040120348

福岡県

株式会社鷹取製作所

1290001055170

137 3040120353

福岡県

株式会社エイディ・ワタナベ

6290001047122

138 3040120355

福岡県

有限会社ヤマモト技研

9290802017675

139 3040120359

福岡県

株式会社ＮＴ－ＶＥＴ

6290001083968

140 3040120361

福岡県

株式会社きくち

8290001042856

新商品「梅香もち」の開発と販路拡大

141 3040120362

福岡県

株式会社レンビス

7290001074215

重機用アタッチメントに特化したメンテナンス設備の開発およ
米倉博彦
び販売

142 3040120363

福岡県

竹下産業株式会社

4290001053007

生産管理業務改善による全社生産性向上への取り組み

143 3040120364

福岡県

有限会社陸地測量事務所

4290002035549

144 3040120365

福岡県

株式会社堀工業

5290801023744

145 3040120367

福岡県

株式会社栗木商店

1290001055154

新仕様ドア量産に向けた設備導入による生産性向上

直方商工会議所
久留米商工会議所
株式会社商工組合中央金庫
大川信用金庫
福岡ひびき信用金庫
田川商工会議所
あさくら税理士法人

大型施設等で最近需要が高まっている「背の高いドア」の開
大川信用金庫
発
ＣＮＣ工具形状測定装置の導入による自動車部品加工向け
先端交換式切削工具の高品質・短納期化を実現する工具研 村瀬悟
削生産プロセスの改善
地域産業の活性化に向けた靴用生地の増産の取組

筑後信用金庫

新工場の工程高度化で主力取引先との絆の強化と働き方
岐阜信用金庫
改革を
多面的生産工程改革による生産性向上計画と売上・利益の
福岡県商工会連合会
拡大
医療機器用部品の難削高精度複雑形状加工の自社一貫生
株式会社北九州銀行
産体制の構築
産業ロボット向け部品の生産性向上による製造能力増強
建築工法の進化と新規需要に対応し顧客満足を高める事
業
最新食品加工設備導入によるオリジナル商品の生産プロセ
ス革新
裁断工程の生産プロセス改善による生産性向上及び高品
質化事業
高周波板はぎ接着機の導入による、特注テーブル製造と生
産性の向上
ＮＣドリルマシンの導入による効率的生産体制の構築

廃棄物処理機械部品の増産対応に向けた生産性向上への
取組み
最新コールドグルー型糊付け機の導入による製袋加工の高
度化
開封率の高い効果的なＤＭを実現する、窓付き封筒の加工
工程の刷新
昔ながらの製法で作る本醸造醤油「生成り、」の製造プロセ
ス改善
複合加工機導入による生産効率改善及び高硬度材料の研
削レスへの挑戦
菓子包装工程における小型横ピロー包装機導入による生産
性向上の取組
オリジナル真空脱水機の導入による国産イ草染色における
高品質化
高付加価値卵の加工品開発及び品質と生産性の向上

株式会社福岡銀行
福岡県商工会連合会
柳川商工会議所
株式会社筑邦銀行
米倉博彦
大串智之

株式会社ＭＭパートナーズ
株式会社西日本シティ銀行
福岡県商工会連合会
株式会社エフアンドエム
福岡県商工会連合会
株式会社福岡銀行
株式会社佐賀銀行
柳川商工会議所
福岡県商工会連合会

複数工場に設置した小型マシニングセンタの統合監視によ
米倉博彦
る生産性向上
最新ＣＮＣ自動旋盤の導入による先進医療機器部品加工短
福岡県商工会連合会
縮化の確立
福岡県商工会連合会

米倉博彦

短納期・コスト削減を図りながら幅広い建物に対応した施工
福岡県商工会連合会
事業の展開
既存人気商品の生産性向上と新食感の焼き菓子開発によ
税理士法人竹内会計
る市場浸透
ＡＩを活用した船舶用スマートバルブ制御システムの高度化

税理士法人Ｔ＆Ａ

３Ｄスキャナー等導入による介護車用シームレスカバーの短
ザグ・インスティチュート有限会社
納期化
ワイヤ放電加工機導入による部品加工の生産性向上への
株式会社北九州銀行
取組
県内随一の検査・治療体制の確立による重度がん治療にお
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
けるフラッグシップ化
福岡県商工会連合会

株式会社福岡銀行

新衛星測位システムと既存高精度測量の融合による測量先
米倉博彦
進化の実現
自動搬送装置用レール難削精密加工の生産性向上と外注
株式会社北九州銀行
内製化の取り組み
国内外の方が満足できるこれまでにない賞味期限を実現し
福岡県商工会連合会
た熟成生麺の開発

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

感圧センサー搭載ヨガマット＋クラウドサービスによるＩｏＴヨ
米倉博彦
ガ事業の展開
３Ｄデータを用いて安心を提供する土地境界問題未然予防
柳川商工会議所
サービス

146 3040120368

福岡県

ヨクト株式会社

147 3040120369

福岡県

土地家屋調査士あらまき事務所

148 3040120370

福岡県

株式会社サンバラ

8290001049810

149 3040120371

福岡県

株式会社平尾水産

1290801003130

150 3040120373

福岡県

精巧印刷株式会社

1290001053892

151 3040120374

福岡県

一級染色補正翔

小規模佃煮専門店における製造工程革新による品質と生産
北九州商工会議所
性向上
ペラ丁合システム機導入による生産性向上と多様化する地
株式会社西日本シティ銀行
方需要の開拓
高付加価値衣類への染色補正加工体制の確立と生産性の
福岡県商工会連合会
向上

152 3040120375

福岡県

西日本住機株式会社

9290001053035

ＩｏＴを活用したクローゼット扉蝶番取り付け工程の革新

大川信用金庫

153 3040120376

福岡県

テクニカル堤株式会社

7290001068167

経験と新技術の融合！蛇腹パネルの独自加工技術開発

大川信用金庫

154 3040120377

福岡県

やすたけ⻭科医院

155 3040120381

福岡県

株式会社クプロ

5290001059705

156 3040120382

福岡県

いちのせ歯科医院

歯科技工の完全デジタル自動化による革新的な生産性向
上の取組
高級寿司店初の調理中央工場化による業務効率向上と宅
配事業への進出
口腔ケアで健康寿命１００歳を目指す歯と歯茎の歯周組織
再生療法

157 3040120384

福岡県

有限会社フーデスト

2290002056935

158 3040120385

福岡県

株式会社瀬川

2290801018128

159 3040120386

福岡県

株式会社筑水キャニコム

1290001055179

160 3040120387

福岡県

株式会社プラズワイヤー

1290001031403

狭隘部溶射技術の開発

有限会社エムケイブレーン

161 3040120389

福岡県

有限会社山本製作所

9290802019531

製鉄所の連続鋳造設備部品加工における生産性向上

株式会社北九州銀行

162 3040120391

福岡県

株式会社鹿田産業

5290001047263

建築内装・交通車両用向けの竹すだれ防火加工技術開発

福岡県商工会連合会

163 3040120392

福岡県

福岡県醬油醸造協同組合

5290005006629

164 3040120393

福岡県

占部大観堂製薬株式会社

7290801014064

165 3040120394

福岡県

アシスト

166 3040120396

福岡県

有限会社野田物産

1290002053776

167 3040120397

福岡県

建武工業株式会社

4290001048782

168 3040120399

福岡県

株式会社西部トレーディング

2290801006974

169 3040120400

福岡県

株式会社Ｙ・Ｓ・Ｐ

8080001019545

170 3040120402

福岡県

株式会社西日本高速印刷

8290001009351

171 3040120403

福岡県

秋月デンタルオフィス

172 3040120404

福岡県

株式会社南風堂

173 3040120406

福岡県

清水製作所

174 3040120409

福岡県

株式会社松尾農園グループ

5290001056256

175 3040120411

福岡県

株式会社髙山プレス製作所

5290001036365

176 3040120415

福岡県

有限会社三和理研

3290002015551

高精密液面計の部品品質・生産性向上による増産体制構築 株式会社西日本シティ銀行

177 3040120417

福岡県

株式会社ショウワ

4020001007492

自動車用大型マフラーパイプの加工プロセス改善

178 3040120423

福岡県

太陽インダストリー株式会社

6290801002359

179 3040120428

福岡県

株式会社和功テクニカ

9020001041132

180 3040120430

福岡県

寒北斗酒造株式会社

2290001045237

181 3040120431

福岡県

株式会社フリーザーシステム

2290001046004

182 3040120433

福岡県

クワトロデザイン株式会社

3290001064161

183 3040120435

福岡県

株式会社共和工業所

8290803000986

184 3040120436

福岡県

株式会社第一工業所

7290801012274

185 3040120437

福岡県

有限会社荒木機械

1290002052919

186 3040120438

福岡県

株式会社ヘイワテック

9290801013790

187 3040120440

福岡県

株式会社宮原土木建設

8290001041206

188 3040120443

福岡県

株式会社名島鉄工所

1290801022428

189 3040120448

福岡県

石丸機械工業株式会社

4290001002632

190 3040120449

福岡県

西村ステンレス工業株式会社

2290005006219

191 3040120452

福岡県

伊豫永プレス工業株式会社

3290001036912

192 3040120453

福岡県

株式会社ワイ・ビー・エム

9290001059032

193 3040120454

福岡県

富士インキ工業株式会社

3120001058089

194 3040120457

福岡県

アスキム株式会社

3290001068889

1290001076794

9290001045635

玉子豆腐の製造ラインを活用した新商品の開発製造販売

無添加で常温保存ができるレトルトラーメンの開発

福岡県商工会連合会

米倉博彦
福岡商工会議所
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
楠本拓也

県内初！生産効率化と地元「とよみつひめ」等の新商品開
税理士法人ちくほう
発で、機会ロスを収益転化する事業
高精度サーボベンディングマシンの導入によるプレス・溶接
久留米商工会議所
工程の改善

醤油麹づくりへの最新鋭監視制御システム導入による生産
性の向上
自動充填包装機導入による包装工程プロセスの改善と多品
種大量生産の実現
測色器の導入により塗装工程の調色時間の短縮と若年従
業員への技術伝承
自動縫付・裁断機による畳製造工程の自動化・置き畳事業
の拡大
地上型三次元レ－ザ－スキャナ空間情報計測システムの導
入
ファインセラミック製耐摩耗タイルの強度アップに伴う生産性
向上事業
ＩｏＴを支える半導体製造装置の高耐薬性樹脂部品の生産技
術確立
三高（高品質、高速、高付加価値）製本サービスの一貫体制
構築事業
手術顕微鏡を用いた口腔内可視化によるマイクロ診断予防
サービス
テトラパック対応包装機の導入による新商品開発力強化及
び事業拡大
新規設備導入による半導体製造装置向け部品の生産性向
上
「熟成黒にんにく」の通年生産に向けた生産性プロセス改善
の取組
ＮＣフォーミングマシン活用による精密曲げ成形の生産性向
上

世界的なオール段ボール化需要に応えるための先端設備
の導入による競争力強化の実現
独自開発のＩＯＴ装置を用いた設備遠隔監視と稼働状況分
析サービスの展開
伝統製法と作業効率化を両立する高品質な日本酒製造工
程の確立
断熱パネル製造メーカーから内外装パネルメーカーへの新
分野進出
ＵＶプリンターによる生産性の向上と高耐久・高付加価値商
品の生産
ＥＶ用モーターの試作部品加工の生産性向上による受注拡
大
生産性向上と販路拡大のための新型プレス機の導入
新型マシニングセンターによる難削金属加工の量産化・高
品質化への対応
自走式ケガキロボ導入による建築重量鉄骨の製作効率向
上化事業
３次元測量機器による施工管理とデータサービス、ＩＣＴの推
進
長尺ローラー脱管加工の受注を目指した生産工程の強化の
取組
輸出用ワイヤーカット放電加工機超精密部品の生産性向上
の取り組み
生産管理システム導入による業務効率化と生産リードタイム
短縮
次世代通信配線用支持金具の表面処理生産性向上と環境
性向上の取り組み
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生産性向上と競争力強化のための新型パイプベンダー導入 大串智之
工場クリーン化によるドライラミネート加工の品質向上と製造
株式会社商工組合中央金庫
コストの削減
ドローンスクールのパイロットが挑む！測量用ドローンの導
合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ
入による土木測量の安全化・効率化

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

195 3040120460

福岡県

松本工業株式会社

6290801003506

196 3040120461

福岡県

株式会社中村測建

1290001009192

197 3040120465

福岡県

大岩ひろあき歯科

198 3040120466

福岡県

有限会社九州精密

8290802019953

199 3040120468

福岡県

福さ屋食品株式会社

7290001004122

200 3040120469

福岡県

株式会社志水ミート

6290001038311

201 3040120470

福岡県

株式会社ムクノ

1290801015134

202 3040120471

福岡県

山口重工業株式会社

4290802024759

203 3040120472

福岡県

マリンバイオテクノロジー株式会社

3310001012051

204 3040120477

福岡県

北九ビット工業

205 3040120478

福岡県

株式会社ジオ機材

7290001046180

206 3040120483

福岡県

市川土木株式会社

1290801000243

207 3040120486

福岡県

シグマコンポーネント株式会社

1290001048942

208 3040120487

福岡県

株式会社ＧＣＡＰ

7290003005192

209 3040120488

福岡県

三洲産業株式会社

8290801001631

210 3040120490

福岡県

前田建具製作所

211 3040120493

福岡県

有限会社ヨコタウツドワーク

8290002054157

212 3040120494

福岡県

株式会社浜田自動車

4290801022375

213 3040120496

福岡県

有限会社菓子のイトー

3290002055085

214 3040120497

福岡県

株式会社カネガエ

2290001047605

215 3040120499

福岡県

有限会社銀のすぷーん

5290002048269

216 3040120500

福岡県

大川精工株式会社

6290001052741

217 3040120501

福岡県

株式会社小林食品

6290001038237

218 3040120503

福岡県

株式会社フコク

3290001053189

219 3040120504

福岡県

株式会社ホームドライ

8290001053390

220 3040120505

福岡県

株式会社オーテック製作所

2290001068262

221 3040120506

福岡県

株式会社アズプランニング

4290801006394

222 3040120519

福岡県

株式会社研工

3290801006461

223 3040120521

福岡県

ダイキ工業株式会社

5290801002260

224 3040120524

福岡県

ＮＳマテリアルズ株式会社

9290001042789

225 3040120529

福岡県

日建エンジニアリング株式会社

6290801010436

226 3040120531

福岡県

株式会社アダチ

7290801000188

227 3040120532

福岡県

有限会社松川蒲鉾店

7290802021910

228 3040120538

福岡県

洋菓子工房トリオレ

229 3040120539

福岡県

株式会社華三楽

8290001045685

230 3040120540

福岡県

和の精密工業株式会社

4290001061892

事業計画名
環境配慮型自動車用軽量化ヘッドレストの開発製造販売に
よる新市場開拓
３次元レーザースキャナとドローンによる測量業務の生産性
向上と新業態への進出
３Ｄ画像診断を用いた高難度歯科治療における革新的な生
産性向上の取組
超高精密円筒加工の高精度化と生産性抜本改善の取り組
み
明太子製造における食品ロス対応のための酸化防止ライン
の構築
ドラッグストア向け精肉パックの安全性向上とライン生産化
による生産性改善の取り組み
福岡県産果実を使用した高級アイスキャンデーの製造工程
高度化
溶接施工工程の刷新による生産性向上と競争優位の強化
従来商品（１．５トン特殊水槽）の大型化（１０トン規模）に対
応する製造設備の導入
建設機材用試錐部品の加工工程における品質及び生産性
の向上
地盤調査用機械部品量産化に向けた生産性向上の取り組
み
定置式全自動排水処理装置の導入による道路工事現場の
迅速施工の促進
合わせマグサ自動釘打ち機導入によるツーバイフォー工法
用木製品の品質及び生産性の向上と拡販
先端ＩＴ技術を使用した経営診断プロセスの標準化による品
質と顧客満足度の向上
円錐曲げ加工方法の革新による、コーンヘッドの生産体制
強化
５軸制御マシニングセンター導入による、特殊建具の製造法
確立と生産性向上
更なる薄さを追求した壁に設置できるデスク「畳むんデスｍｉ
ｎｉ」の開発
作業効率アップと環境対策に配慮した水性塗料サービスの
開始
製造環境整備による生産性向上と地元食材を活用した新食
感商品での市場浸透・拡大
精米工程における食品ロス削減のための窒素充填包装技
術の確立
先端設備ホットミックス導入による生産性向上と外販強化
海苔の品質を向上させる「海苔加工用刃物」の全国展開に
向けた改良
最新冷凍技術の導入による市場ニーズへの対応力強化と
生産性向上
ＩＴ技術導入による一元化された生産管理システムの構築
食の安全に貢献する、高品質かつ短納期なユニフォームク
リーニングと衛生管理体制の構築
三次元レーザー加工用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入を契機とする企業
革新
３Ｄシステム導入によるオーダースーツ業界における画期的
サービス体制の確立
最新型レーザ溶接機導入による高品質化及び後処理の生
産性効率化
自立型埋込型枠と亜硝酸塩グラウト材を用いたコンクリート
構造物補修工法の確立
最新装置導入による量産試作可能製造プロセスの試作・開
発
長寿命・高耐腐食性能を有するバイオマス発電ボイラ設備
の生産革新・販売事業
ディスプレイ業界空間設計における品質と生産性向上のた
めの３ＤスキャナＶＲ装置の導入
製造プロセスにおける揚げ工程の高精度化による生産性向
上の実現
新規設備導入による、ジンジャーシロップに係る生産プロセ
ス改善及び拡大
利用者５０人以下の小規模介護施設に特化した介護給食市
場参入
超精密金型等の短納期かつ多品種少量生産実現する画像
寸法測定器の導入

認定支援機関名
株式会社西京銀行
米倉博彦
米倉博彦
直方商工会議所
ザグ・インスティチュート有限会社
福岡県商工会連合会
福岡ひびき信用金庫
大串智之
能丸政孝
米倉博彦
佐藤修一
株式会社北九州銀行
筑後信用金庫
藤井尊則
株式会社伊予銀行
大川信用金庫
大川信用金庫
福岡県商工会連合会
迎田啓太
福岡県商工会連合会
久留米商工会議所
大川信用金庫
西岡隆
柳川商工会議所
大牟田柳川信用金庫
米倉博彦
中尾俊彦
アスモア税理士法人
北九州商工会議所
橋本千代次
株式会社北九州銀行
北九州商工会議所
株式会社大分銀行
苅田商工会議所
株式会社西日本シティ銀行
アスモア税理士法人

