
（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

1 3040210004 福岡県 株式会社可川精工 7290001032305
複雑形状化する金型設計工程の高度化による短納期対応
強化計画

シェアビジョン株式会社

2 3040210013 福岡県 有限会社境木工 6290002054217
民芸家具の伝統技術とモダンデザインを融合させた「高付加
価値特注家具」の生産体制の確立

大川信用金庫

3 3040210019 福岡県 株式会社幸栄物産 7290002000392
食肉加工におけるフードロス削減のための窒素ガス充填包
装技術の確立

ザグ・インスティチュート
有限会社

4 3040210020 福岡県 ダイヤ糊工業株式会社 2290001047316 液体洗濯糊の充填ボトル検品・函詰め・梱包作業の自動化 福岡県商工会連合会

5 3040210021 福岡県 株式会社ロプト 2290001056151
レーザー彫刻機の導入による短納期・完全内製化・高付加
価値化の実現

株式会社福岡中央銀行

6 3040210023 福岡県 友デンタルクリニック
ＣＡＤ＆ＡＩを活用し予測実現性を最大限に高めた画期的な
短期・効率型矯正治療の提供

ザグ・インスティチュート
有限会社

7 3040210024 福岡県 九州ナカミチ株式会社 2290001050765
バイオマス燃料としての放棄竹林を高速伐採できる新技術
の確立

ザグ・インスティチュート
有限会社

8 3040210027 福岡県 株式会社隆工業 3290001067296
ＩＣＴ化工事による単納期化の実現と安全性・生産性向上事
業

福岡県商工会連合会

9 3040210029 福岡県 有限会社小川製作所 2290002000273 エネルギー削減の為に軽量化部品への取り組み 株式会社福岡銀行

10 3040210033 福岡県 晃大商事株式会社 4290801015222
精密金型モールドベースの測定・加工工程改善による製品
精度向上と競争優位性の確立

株式会社フロウシンク

11 3040210036 福岡県 株式会社伊豆丸商店 3290001036904
九州産和牛肉加工における輸出促進のための管理システ
ムの構築

ザグ・インスティチュート
有限会社

12 3040210037 福岡県 株式会社京屋本店 7290001065890
自社ブランド製品の本格生産による飲食品卸売業からの脱
却

福岡県商工会連合会

13 3040210041 福岡県 株式会社大脇製作所 7290001070775
旋盤およびフライス加工の一貫生産体制構築による顧客
ニーズへの対応強化

奥山　慎次

14 3040210052 福岡県 有限会社伸自動車 7290002008659 ＡＳＶエーミング技術の確立と車体整備工程の生産性向上 長生　信夫

15 3040210055 福岡県 片上製作所
ＣＮＣ複合旋盤導入による産業用ロボット用部品量産体制の
構築

奥山　慎次

16 3040210057 福岡県 境畳商会
住宅和室減少対策としての洋室フローリング床用「置き畳」
事業への参入

大牟田柳川信用金庫

17 3040210062 福岡県 株式会社立義 1290001053018
日本規格外！大サイズ・高耐久性収納棚の開発及び本格
事業化

大川信用金庫

18 3040210066 福岡県 株式会社かねすえ 1290801000813
氷温熟成技術による無添加「いわし明太」の安定供給ライン
の構築

ザグ・インスティチュート
有限会社

19 3040210071 福岡県 立石ステンレス工芸有限会社 7290002048085
業務用厨房機器（架台）の増産化に向けた曲げ加工工程の
生産性向上

奥山　慎次

20 3040210072 福岡県 辻デザイン事務所
ＣＡＤと３Ｄプリンタの運用のＲＰＡ化により個人会社の生産
性が１００％向上

株式会社福岡銀行

21 3040210077 福岡県 株式会社浄美堂 6290001062402 家族の絆を永遠に。小型位牌（仏壇）制作の事業展開。 福岡県商工会連合会

22 3040210079 福岡県 株式会社大丸製作所 2290001008516
一般消費者向けオーダーメイド家具製造の短納期・高品質・
高利益率化事業

羽田　博樹

23 3040210084 福岡県 有限会社三江工業所 1290802016197
大型風力発電増速器・水中ポンプ・ロボット等の大型・高精
度加工品製作による事業拡大

株式会社北九州銀行

24 3040210090 福岡県 クボタマシニング
精密平面研削盤導入によるモーターコア金型部品のワンス
トップ化

福岡県商工会連合会

25 3040210092 福岡県 フロンテックＰＲＯ株式会社 7030001019006
同一ラインにおける長尺製品と通常サイズ製品の製造ライ
ンの整備

福岡県商工会連合会

26 3040210097 福岡県 株式会社柳川ツキ板工芸 3290001053370
自動制御型パネルソー導入による特殊突板加工における短
納期の実現

柳川商工会議所

27 3040210099 福岡県 株式会社三協舎印刷所 5290001007671
６５ｇｒでも書ける４枚複写伝票の開発による付加価値向上と
高齢化社会対応

株式会社福岡銀行

28 3040210102 福岡県 株式会社大豊実業 1290001053389
土木工事の安全性、生産性向上実現のためのＩＣＴ施工機
械導入計画

柳川商工会議所
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29 3040210104 福岡県 株式会社よかネット 9290001006975
画像認識・自然言語処理技術の導入による観光客動態分析
サービスの高度化

福岡商工会議所

30 3040210105 福岡県 ギフトハンズきのした
世界チャンピオンの似顔絵＋２．５Ｄプリンタによるオリジナ
ルボトル開発

大川信用金庫

31 3040210106 福岡県 けやき歯科クリニック
根管治療の安心合意形成サービスと革新的成功率向上へ
の取り組み

株式会社福岡銀行

32 3040210108 福岡県 ＵＳＳクリエイト合同会社 2290803002030
ドローンによる安全・高効率なスマート農業及び点検サービ
スの確立

税理士法人ＳＫＣ

33 3040210117 福岡県 有限会社八幡精機 7290802015581
自動車業界向け金型部品の加工工程改善による高精度化
と生産性向上

株式会社フロウシンク

34 3040210118 福岡県 株式会社アステック 5290001038072
バイオ医薬品用タンパク質生産システムの構築と生産性向
上

河上　信二

35 3040210120 福岡県 株式会社シビルウェブ 6290001050984
ＲＰＡツール導入による工事成績分析業務の自動化・生産性
向上

久留米商工会議所

36 3040210121 福岡県 丸田木工株式会社 8290001053234
リビングルームにも調和するデザイン性の高いコンパクト家
具調仏壇の開発

大川信用金庫

37 3040210123 福岡県 株式会社フジコー 4290801003292
高機能光触媒材料の低コスト量産技術と迅速な性能評価体
制の構築

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

38 3040210125 福岡県 マチダカッター工事株式会社 8290001077753 作業工程の改善による切断工事向け新サービスの開始 あさくら税理士法人

39 3040210126 福岡県 株式会社ウテナ 1290801017238
生産性向上と製造業への回帰による収益力強化のための
切断工程の刷新

大串　智之

40 3040210127 福岡県 東九州テント工房
最新設備導入により手作業から機械化移行による生産性向
上と製造体制の確立

株式会社大分銀行

41 3040210130 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
八女茶ブレンドハーブティーの製造工程の自動化と高品質
体制の構築

福岡県商工会連合会

42 3040210132 福岡県 株式会社日本風洞製作所 9290001075590
風洞試験装置組立作業のライン化・効率化による生産台数
向上

古賀　一之

43 3040210134 福岡県 有限会社デボン神戸屋 8290002002859
中食用食品セントラルキッチンの製造能力の増強と品質向
上の取り組み

株式会社西日本シティ銀行

44 3040210137 福岡県 株式会社江田工務店 4290801025700
デジタルパネルソーの導入による高品質家具の生産性向上
の実現

遠賀信用金庫

45 3040210143 福岡県 高田海苔株式会社 1290001053612
おにぎり用海苔包装におけるプラスチックごみ削減に向けた
取組み

柳川商工会議所

46 3040210146 福岡県 坂本マシン工業株式会社 7290001075056
建設機械メンテナンス部品加工内製化に伴う生産性向上、
品質向上の取り組み

株式会社筑邦銀行

47 3040210148 福岡県 有限会社エ．フォト 9290802019787
測定検査工程の改善による、金属プレス金型の新規分野拡
販

株式会社フロウシンク

48 3040210151 福岡県 小笹製作所
自動車部品増産に向けた難削材加工の短納期化・高品質
化生産体制の確立

福岡県商工会連合会

49 3040210154 福岡県 株式会社マイテック 3290801021782
測定顕微鏡の導入による円筒研削加工の検査ボトルネック
解消と強みの強化

株式会社フロウシンク

50 3040210155 福岡県 株式会社タケノ 2290001022608
自動焼鳥機によるセントラルキッチン方式の鶏皮専門店のＦ
Ｃ展開

株式会社福岡銀行

51 3040210156 福岡県 深町タイヤ販売株式会社 2290001039536
超大型車両向け訪問型タイヤ交換サービスの展開による生
産性向上

福岡県商工会連合会

52 3040210162 福岡県 うちだ歯科医院
マイクロスコープとレーザーを用いた革新的歯牙温存治療
サービスの提供

株式会社福岡銀行

53 3040210167 福岡県 株式会社ＳＩＮＧ 9290001056293
革新的なシリコーン製マグカップとシームレスキーリングの
開発

福岡県商工会連合会

54 3040210173 福岡県 有限会社山田家具資材 9290002054123
組換え自由の北欧システム家具の高付加価値化に挑戦！
「曲線等の特殊加工」生産体制の確立

株式会社筑邦銀行

55 3040210174 福岡県 アクセル
プラスチック金型のサブミクロン精密加工への挑戦と夜間無
人稼働の実現

株式会社フロウシンク

56 3040210177 福岡県 ラブレド
スチームコンベクションオーブン導入によるオーダーメイド受
注と生産性向上

福岡県商工会連合会

57 3040210180 福岡県 拓建工株式会社 6290001074042
土木技能の生産性向上から始める次世代組織の確立と技
術継承による国際貢献

株式会社フロウシンク

58 3040210183 福岡県 有限会社昭成工業 6290002056642 新規取引先、新分野への業容拡大のための設備改善計画 福岡県商工会連合会

59 3040210185 福岡県 青柳醤油
味噌・タレの容器スパウトパック化による生産性向上と販売
チャネルの拡充

株式会社フロウシンク



60 3040210192 福岡県 有限会社京都印刷 3290802022607
高品質印刷の為の最新型ＣＴＰ導入による顧客満足度向上
事業

行橋商工会議所

61 3040210194 福岡県 有限会社ジェイエヌ開発 6290002056634
ワイヤーソーを活用した高安全性かつ低コスト・短工期工法
の開発

福岡県商工会連合会

62 3040210197 福岡県 株式会社日研稲吉 3290801014935
研削盤および革新的なＣＡＭシステムによるモータ用金型部
品の新たな加工法の確立

福岡ひびき信用金庫

63 3040210201 福岡県 有限会社伍大建設 9290002054370
測量作業へのＩＣＴ機器導入による生産性向上と災害復旧へ
の貢献

柳川商工会議所

64 3040210202 福岡県 株式会社テヅカ 3290001037175
電動式油圧ジャッキと油圧式トルクレンチの導入による作業
の自動化

福岡県商工会連合会

65 3040210210 福岡県 うすき歯科クリニック
治療工程のデジタル化促進による生産性向上と患者満足の
追求

株式会社フロウシンク

66 3040210213 福岡県 株式会社Ｈｉｓｈｅｒｉ 2290001083864
「糸島野菜を食べる生ドレッシング」生産ラインの生産性向
上と関東への販路拡大

福岡県商工会連合会

67 3040210214 福岡県 株式会社鈴木木材 7290001040811
建設現場の課題を解決！橋梁用型枠技術を転用した施設
住宅向け壁面用木型事業

株式会社福岡銀行

68 3040210216 福岡県 株式会社アクティヴ 9290001000714
電磁波レーダ探査機器導入によるコンクリート内部調査の
高度化の実現

株式会社フロウシンク

69 3040210232 福岡県 いわたに歯科小児歯科
アナログ技術とデジタル技術を高度化させたデジタル治療の
一貫体制の構築

株式会社西日本シティ銀行

70 3040210236 福岡県 株式会社ガイア 5290001004470
建設現場の鉄骨変位を２４時間リアルタイム監視する革新
的サービスの提供

株式会社フロウシンク

71 3040210240 福岡県 アズテックコンサルタンツ株式会社 3290002051258
ＧＰＳ・ソナー搭載ラジコンボートを活用した深浅測量の生産
性向上

株式会社フロウシンク

72 3040210241 福岡県 株式会社グラン九州 8290001034135
路面性状調査の効率化による滑走路調査の独自強化と道
路調査業務の拡大

株式会社フロウシンク

73 3040210245 福岡県 株式会社ＤｅｎｔａｌＨｙｇｅｉａ 3290001081784 定着率アップ！歯科衛生士就職支援システムの開発 株式会社シャイン総研

74 3040210246 福岡県 有限会社宮原塗装 7290002037121
高密閉式新型ブースによる品質・生産性の向上と新塗装商
品の開発

福岡県商工会連合会

75 3040210248 福岡県 九州バラエティーミート販売株式会社 3290001062586
食の安全に特化した国産和牛ホルモンを高品質・高鮮度で
提供することによる新規市場参入と新商品の開発を行う

沼田　浩一郎


