
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 福岡県 事故なき社会株式会社 ＫＭ理論に基づく安全運転研修事業 福岡銀行下大利支店

2 福岡県 九州モータース 地域に優しい「くるまの窓口」の出店 福智町商工会

3 福岡県 桐里工房 高級飲食店等へ向けた調理用「桐炭」の開発と販路開拓 大川信用金庫

4 福岡県 日本住宅研究所 住宅プランビジネス集“ハウスプラン１００プロ”（販売・提携） 税理士法人エム・エイ・シー

5 福岡県 株式会社サンクス 地域社会保全のための空き家管理事業 宗像市商工会

6 福岡県 株式会社ｓｏｒａプロジェクト 製造業、システム会社に向けた顧客獲得のための営業支援サービス 筑紫野市商工会

7 福岡県 想家工房株式会社 強化ガラス製洗面台の販売による改築・改装・新築工事の受注増進
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

8 福岡県 不二屋事務用品 のぼりもんを一体デザインし、提案する仕組みの構築 黒岩延時公認会計士事務所

9 福岡県 株式会社アルバート コンパクトな植物工場ユニットの製造・販売 宗像市商工会

10 福岡県 株式会社トクヨー
大分大学医学部発、メディカルコスメ「Ｕ－Ｆｉｎｅ」（大学発ベンチャー企
業・（株）ユフリサーチ開発商品）の海外販路開拓計画第一弾

福岡銀行甘木支店

11 福岡県 博多曲物玉樹 博多曲物（ハカタマゲモノ）が作るＰＡＳＳケース・ＣＤケースの開発 志免町商工会

12 福岡県 株式会社アンパサンド 「折り紙」をテーマにしたオリジナルエコレザー・バッグ、財布の開発事業 山下直勝税理士事務所

13 福岡県 マフレン株式会社 ベルトコンベア用クリーナ製造販売 福岡銀行高須支店

14 福岡県 ハロー
若年起業家の営業ツールに必要な販促物を極小ロットで発注できる、ス
マホ対応オーダーシステムの開発

ＳＡ－ＫＵコンサルティング

15 福岡県 株式会社グレート・ビーンズ 小規模店舗に特化したスマートフォン広告サービス
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

16 福岡県 有限会社みらい介護サービス
被介護者とその家族をサポートする介護関連情報を発信する体制の構
築

柳川市商工会

17 福岡県 株式会社ＫＯＮＯＩＴＯ
心と体にいい天然繊維製品の開発とユーザーの声を活かせる事業体制
づくり

うきは市商工会

18 福岡県 エフコネクト株式会社 イベント型男女結婚促進事業
税理士法人井村アンドパート
ナーズ

19 福岡県 株式会社ネイチャー 子ども達に科学体験をさせるサイエンスクラブの運営 春日市商工会

20 福岡県 株式会社ヘルスコンフォート アフタースクール型子供総合教育支援事業 春日市商工会

21 福岡県 ＢＩＳＴＲＯ　ＩＵＫＩ 洋食レストランが作る団子 行時税理士事務所

22 福岡県 Ｈａｖｅ　ｓｏｍｅ　ｆｕｎ！
親子の絆を結ぶ、親子双方にとって、後に、お金では買えない価値の提
供。

福岡銀行南ヶ丘支店

23 福岡県 有限会社イーエスジー
水を主原料とした酸水素ガス（ＨＨＯガス）を燃料に開発した小型発電機
事業

北九州商工会議所

24 福岡県 ＰｌａｎｎｉｎｇＯｆｆｉｃｅトライド サロン経営総研事業（理美容サロン向けコンサルティングＩＴサービス）
税理士法人井村アンドパート
ナーズ

25 福岡県 株式会社不動産福岡
中古不動産流通の活性化を図る新たなダイレクトマッチングシステムの
開発

税理士法人井村アンドパート
ナーズ

26 福岡県 株式会社福岡工務店
福岡県内において木造外張り断熱住宅の新たな基礎外断熱工法の開
発

税理士法人井村アンドパート
ナーズ

27 福岡県 有限会社宮崎木材店 セダン草（セダンデンドロイビン）抽出液入り化粧品の製造・販売 春日市商工会

28 福岡県 有限会社モリナガ
近隣主婦層をメインターゲットに据えた身近で利用しやすいネイルサー
ビスの提供

うきは市商工会

29 福岡県 エーケン工業有限会社 手軽に栄養分を取れる「セロリ茶」と「セロリかりんとう」の試作・開発 柳川市商工会
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30 福岡県 ジモコムかすや 糟屋郡を元気にする地元密着ポータルサイト計画 志免町商工会

31 福岡県 株式会社ｎａｇ 加齢臭対策商品の開発及び新規立ち上げ
税理士法人井村アンドパート
ナーズ

32 福岡県 仁匠テック株式会社 電池材料選別機用マルチ対応型制御盤の開発 川原孝行税理士事務所

33 福岡県 手づくり工房アーダニン 石釜を使ったピザ・パン・燻製体験教室と気軽なガーデンパーティー 若宮商工会

34 福岡県 イエノコト株式会社 幣社モデルルームを活用した「家庭の学校」の開校 髙栁和浩

35 福岡県
株式会社ひびきのシステムラ
ボ

高性能半導体組立技術の海外展開 飯塚信用金庫福岡支店

36 福岡県 松本技術士事務所 壁面緑化・特殊緑化の試作品開発と販売促進による普及事業 福岡銀行小嶺支店

37 福岡県 坂本写真館 短期間で技術習得が可能なＬＥＤ照明を利用した写真スタジオ事業 嘉麻商工会議所

38 福岡県 株式会社プリンシプル ワンコインから始められるホームセキュリティサービスの開発 福岡銀行天神町支店

39 福岡県 アンダンテ 贈る側ももらう側も幸せになるフェアトレードギフト商品の企画・販売 松尾公認会計士事務所

40 福岡県
合同会社マイルドディヴォー
ション

消防用ホースの結束を目的とする「結束ゴム」の販売 福岡ひびき信用金庫

41 福岡県 そば処利七庵 捕獲された野生猪を資源として活用した加工食用開発 太宰府市商工会

42 福岡県 ＯｆｆｉｃｅＢｒｉｏ エキゾチックレザーを使用したビジネス小物＆生活雑貨の製造販売 早良商工会

43 福岡県 ＧＲＡＮＲＩＤＧＥ
小規模な社団・財団法人の運営管理に特化した会員情報管理システム
の提供

松尾公認会計士事務所

44 福岡県 ココカラコミュニケーションズ ウォーキングコミュニティを中心とした主婦・中高年向け健康支援事業 フロウシンク

45 福岡県 ｂｒｉｄｅｓｍａｍａ（ブライズママ） 欧米から日本国内へのハネムーンを含む和婚の誘致 西岡経営管理事務所

46 福岡県 ログアンドソー カビ付着阻害性を付与した桐玉を充填した枕新商品開発販売計画 大川信用金庫

47 福岡県 幸せのタネたんぽぽ これまでにない新用途・新形状の布ナプキンと、性教育材の開発 宗像市商工会

48 福岡県 就職エージェント九州株式会社
福岡の中小企業と地元志向大学生をつなぐ相互理解型雇用創成合同
面接会

税理士法人井村アンドパート
ナーズ

49 福岡県 トライシンク 地方のメーカー・デザイナー・ショップを繋ぐインターフェイス事業 福岡県商工会連合会

50 福岡県 ラヴィレコヤナギ 女性のためのエクササイズスタジオの新メニューの展開 柳川市商工会

51 福岡県 株式会社島津商会 福岡地域における車輛関係のリサイクルバッテリーの製造・販売 税理士法人武内総合会計

52 福岡県 まるは油脂化学株式会社
ママと赤ちゃんのために、安心して洗う！をご提案する「やさしくなりたい
シリーズ」

筑後信用金庫本店営業部

53 福岡県 株式会社ＬＣ・池田事務所 地域野菜生産者ブランド化販売促進事業計画 税理士法人くまで会計事務所

54 福岡県 がんこ屋さか井
高齢者に憩いの場を提供する喫茶を併設した健康食品・ギフトショップの
展開

久留米南部商工会

55 福岡県 有限会社筑紫印刷 福岡県粕屋町地域活性サービス 粕屋町商工会

56 福岡県 クリエートワン オールインワンプロジェクト 志免町商工会

57 福岡県 株式会社ブランドツール 国内産果物を使った国産ドライフルーツの商品開発及び関連商品開発 筑邦銀行

58 福岡県 トポスデザイン工房
素材特性を活かしたモチャ・オリジナルの新商品開発と海外展開を見据
えた販路拡大

筑紫野市商工会
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59 福岡県
福岡県交通事故治療サポート
センター

交通事故被害者向けのワンストップ型総合サービスの全国展開 春日市商工会

60 福岡県 コンゴー株式会社
酸性ミネラル含有水溶液を原料とする「犬猫用栄養補助食品の商品開
発及び販路開拓」

福岡銀行飯塚本町支店

61 福岡県 エコマリンパワー株式会社 船舶用コンピューターシステムの最終開発と販売開始 公認会計士松本英徳事務所

62 福岡県 エンドライン株式会社 『簡単に貸看板が探せる！賃看板福岡．ｃｏｍ』サイトの運営サービス 北九州銀行天神支店

63 福岡県 有限会社フィーノ
『ＨＵＦＦＥＮ（普遍）』：趣味人の男性に向けたライフスタイル提案型インテ
リア商品の開発事業

福岡ひびき信用金庫

64 福岡県 渋田瓦工場
低コスト加工技術の導入によるオーダーメイドの瓦製品の製造および販
売

久留米南部商工会

65 福岡県 シーシーエス株式会社
空きマンションを利用した住居提供型デイケアサービスと「吹き矢」町おこ
し

飯塚信用金庫新飯塚支店

66 福岡県 名田植物園
若手女性デザイナーによるペット用次世代即席型毛玉排除品の開発と
新市場開拓

筑紫野市商工会

67 福岡県 酒のメイトーク ゆめ盛篭（仮称）の販売と遺品整理事業の展開 筑後信用金庫広川支店

68 福岡県
ｐａｓ　ａ　ｐａｓ　Ｍａｒｉｅ～パザパ
マリー～

メンテと予防を目的としたカフェ併設型の定額料金エステサロン フロウシンク

69 福岡県 株式会社ヴァンテック ＬＥＤを使用した表札・表示器の開発 大川信用金庫

70 福岡県
株式会社Ｂｏｏ　ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ｊａ
ｐａｎ

女性による中古車販売を通じた地域中小企業ビジネス支援事業の展開 筑邦銀行

71 福岡県 株式会社ぽてすと ソーシャルゲームの標準的な機能を提供するプラットフォームの開発 ディーエスエス

72 福岡県 株式会社タミコー開発
情報技術活用による福島第一原発事故収束工事、除染工事の業務効
率化事業。

佐賀銀行小倉支店

73 福岡県
有限会社ニッチエンジニアリン
グ

回覧板システムの構築及び管理・運営 行時税理士事務所

74 福岡県 株式会社スマイルブリッジ 介護事業所におけるサービス提供責任者の事務作業ＩＴ化システム
福岡銀行法人ビジネスセン
ター

75 福岡県 株式会社アメイジングポケット どこでも、簡単、すぐにニュース放映ニュースサイネージ 福岡中央銀行本店営業部

76 福岡県 株式会社ハナブサ
お客様の信頼を高める、時計屋さんを対象にしたｉｐａｄ支援システム事業
の取組み

松崎一海

77 福岡県 株式会社Ｆ＆Ｓ 糸島市の農産品を使用したイタリアンジェラートの製造および販売 税理士法人武内総合会計

78 福岡県 有限会社　燻香
食品燻製の技法を応用し、新しい味覚と香りを味わえる「燻製醤油」の製
造・販売

岡　陽三郎

79 福岡県
シープコミュニケーションズ株
式会社

「お客様の笑顔のために！！」　新しい取扱い説明　の代行サービス 西日本シティ銀行赤坂門支店

80 福岡県 龍爲製菓株式会社 福岡県筑後地方の特産品せ原材料として活用した新黒棒の開発。 大川信用金庫

81 福岡県 藤久保　元希 九州・山口の歯科医療法人向け新卒採用ポータルサイトの運営 フロウシンク

82 福岡県
ミマツスペシャルティコーヒー
ロースタ

珈琲鑑定士がカカオ豆から自家焙煎して作るチョコレートショップ 福岡信用金庫香椎支店

83 福岡県 蛭子屋合名会社 新みそスタイル「misoya no kitchen」を使った情報発信基地作り。 飯塚市商工会

84 福岡県 アイディアル株式会社
スーパー・百貨店向け、近距離通信技術NFCを利用した産地情報とレシ
ピの提供アプリ

フロウシンク

85 福岡県
株式会社ビーグッドコーポレー
ション

ランドセルの素材・技術を活用したマザーズバッグの開発・販売 粕屋町商工会

86 福岡県 株式会社Ｋａｎ－Ｚ
デイサービス・グループホーム等への献立作成・栄養指導サービスの提
案

西岡経営管理事務所

87 福岡県
株式会社さくらデンタルサポー
ト

治療中心から予防中心の医院へ、定期管理型歯科医院への転換支援
サービス

筑紫野市商工会
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88 福岡県 洋菓子店サクレクール 地元高校生が作る国産・無農薬のバラを使った洋菓子の開発・販売 粕屋町商工会

89 福岡県 日本タデラクト
日本タデラクト計画モロッコ伝統素材と日本の左官技術のハイブリッド建
材普及事業

福岡銀行法人ビジネスセン
ター

90 福岡県 株式会社ｅｃｏ－ｂｅ
スマートフォン・タブレット端末専用の無料デジタル雑誌の出版及び広告
事業

福岡商工会議所

91 福岡県 株式会社ハグジャパン
女性に人気な寿司ハンドロールｈｕｇの展開及び世界最小寿司ロボット販
売

福岡銀行法人ビジネスセン
ター

92 福岡県 株式会社黄河
ガラス部品とステンレス部品を組み合わせた『ハーブ減圧蒸留装置』の
開発と販路拡大

西日本シティ銀行渡辺通支店

93 福岡県 有限会社モード美輪 新しい博多織を使った「ＨＡＫＡＴＡ灯り」Ｊｊａｃｑｕａｒｄ灯を世界に！ 福岡商工会議所

94 福岡県 株式会社博多うち川 明太子製造の技術を活かした新しいたれの開発 福岡商工会議所

95 福岡県 あんしんホーム
古い家屋の良さを生かした生宅店舗のリホーム専門業合わせて光冷暖
システムによる新たな環境空間の創出工事業

山口慎輔

96 福岡県 株式会社テレバイス
地域密着型中小企業と若者を結ぶ動画付求人情報サービスの提供事
業

福岡銀行法人ビジネスセン
ター

97 福岡県 オフィス今林 取り付け簡単！節水エコキャップ用アダプターの開発及び開発 福岡商工会議所

98 福岡県 株式会社ジオエスティメイト 地域農産物等の加工品の小ロット生産試作開発支援事業 髙栁和浩

99 福岡県 山下インテグレート株式会社
中古車の内外装カスタマイズ対応の強化によるオリジナル車両の開発
販売

宗像市商工会

100 福岡県 株式会社かな川
天然の実生柚子を使った「香り豊かなエッセンシャルオイルとパウダー」
の開発

西日本シティ銀行本店営業部

101 福岡県
株式会社エスエルエスクリエー
ション

博多織での新商品開発、販売事業 西岡経営管理事務所

102 福岡県 株式会社よしなが企画
大切な家族のために、安心の終活（生前整理）を支援するサービス事
業。

西日本シティ銀行小嶺支店

103 福岡県 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 九州産の野菜を利用したペット向け健康食材の商品開発 髙栁和浩

104 福岡県 株式会社ホスピタブル 日本酒購入を希望する韓国人旅行者への事前決済・発注型販売事業
西日本シティ銀行博多駅東支
店

105 福岡県 小倉印株式会社 「六次産業化を確認する為の高機能性バランス栄飲料の開発事業」 福岡ひびき信用金庫

106 福岡県 株式会社ベラーボ
訪日外国人旅行客向けキャリー型コンテンツ配信プラットフォームの提
供

福岡中央銀行博多駅東支店

107 福岡県 有限会社羅漢 地域を見守る「民間救急らかん」サービスの実現
一般社団法人九州地域中小企
業等支援専門家連絡協議会

108 福岡県 有限会社メイン
天然由来の「サクラン」及び「馬油」を成分としたシャンプーの製造・販
売。

岡陽三郎

109 福岡県 株式会社ＤＡＮ 「ＮＰＯ法人ご用達」クラウド型統合業務管理ソフトウェアの開発 フロウシンク

110 福岡県 株式会社サベージ
ＳＮＳ機能を有する健康食品・美容分野専門のウェブサイトを活用した広
告サービス

西岡経営管理事務所

111 福岡県
メディアインターナショナル株式
会社

シーリングライト付け替え用ＬＥＤ光源ユニットの試作開発 安藤眞哉税理士事務所

112 福岡県 株式会社JOY・プラス
自然の恵みの天然原料にこだわった人にも環境にもやさしい自然志向
のよかねシャンプー・リンスの販路開拓

西日本シティ銀行吉井支店

113 福岡県 株式会社アンダーマウンテン オストメイト向け面板プレカット自動装置 福岡銀行曽根支店

114 福岡県 株式会社Ｅ‐パートナーズ 火災、災害時におけるＥＬ避難誘導補助システムの開発 経営コンサルタントアクシス

115 福岡県 スタジオCoCoRo
「創る」「贈る」「飾る」オリジナル段ボールＤＶＤパッケージ商品PeDexの
販売促進

福岡銀行飯塚支店

116 福岡県 グルー株式会社 簡単に動画を編集・配信できるサービス「ギメディア」 小西公認会計士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

117 福岡県 株式会社ネビラボ 介護現場でのペーパーレス化を推進するクラウド型情報連携サービス アドバンテッジ・リンク

118 福岡県 イー・カーズ 車を売りたい人のためのマッチングサポートシステム 筑後信用金庫

119 福岡県 株式会社ロクリア フィルムLEDの交換方式を採用した工事看板の開発 福岡ひびき信用金庫

120 福岡県 株式会社ケンビル 国内生産による低価格３Ｄプリンタの試作品の開発および広報 田辺高敏税理士事務所

121 福岡県 有限会社　フローラ美工 国産ベチバーを活用した消臭剤等、国産アロマ商品の開発及び販売 永松浩樹税理士事務所

122 福岡県
株式会社バイタルリソース応用
研究所

高純度のエラスチン・コラーゲン混合物の新規で簡便な抽出・製造方法
の開発

福岡銀行太宰府支店

123 福岡県
有限会社プラス1・コミュニケー
ションズ

水道直結型の冷温浄水サーバー・水素水サーバーの販売、レンタル 福岡中央銀行本店営業部

124 福岡県 アグリアーツ株式会社 糸島産エコフィード豚のシャルキュトリの開発と広報 北九州銀行 千早支店

125 佐賀県 ビーウィズ株式会社
高級スポーツカー向け小型・軽量・高音質フルデジタル・オーディオシス
テムの開発

佐賀信用金庫鳥栖支店

126 佐賀県 株式会社炭化 竹炭と茶カテキン等を利用した切花の水カビ・微生物の抗菌剤開発事業 佐賀西信用組合

127 佐賀県 有限会社あんじん 外部使用適応型の新鳥防止剤の開発とＥＣＯ容器を用いた商品化！
山浦義行税理士事務所山浦義
行

128 佐賀県 有限会社かねひろ
黒酢みかん等の柑橘類を活用した商品開発及びＷｅｂ等による直売の
仕組み構築事業

佐賀銀行太良支店

129 佐賀県 株式会社アッシュ ハウス栽培植物の光合成を促進させる機能性炭酸水製造装置の開発 古賀直税理士事務所

130 佐賀県 株式会社ジョイックス
現代人に不足している酸素をナノレベルで含有したミネラルウォーターの
製造及び販売

筑後信用金庫本店営業部

131 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 九州素材のフルーツを使用したスイーツの商品開発と販売 親和銀行佐賀中央支店

132 佐賀県 有限会社たなべ屋 佐賀県産素材を使用した熟成肉の商品開発と販路開拓 福岡銀行

133 佐賀県 株式会社アズハート
接遇マナーの指導を行い、地域が元気になる“おもてなし会社”を創り上
げる事業

鳥栖商工会議所

134 長崎県 トラスト 携帯型小型コンピューター用測量計算プログラムの開発 西海市商工会

135 長崎県 サイエンスリサーチ株式会社 マイクロ水力発電用・高効率垂直型ブレードの試作開発および販路開拓 親和銀行旭町支店

136 長崎県 有限会社神宮運輸
業務用冷凍庫を流用したブライン凍結法によるイカ類の高鮮度加工・流
通事業

十八銀行比田勝支店

137 長崎県 株式会社横鹿 東アジア・東南アジアへ陶磁器製品の販路拡大をねらう事業
税理士法人アップパートナーズ
佐賀オフィス

138 長崎県 株式会社アドミン
ＴＶカメラを用いた非接触型インタラクティブデジタルサイネージ（電子看
板）事業

十八銀行

139 長崎県 有限会社情報技術 ３Ｄプリンターの活用によるものづくり革新支援のコンサルティング事業 十八銀行

140 長崎県 株式会社スカルパ 味香り焙煎＆ファッショナブル茂木びわ種茶の開発 永田経営グループ

141 長崎県 池下建設有限会社 移動可能水回り設備付介護用、愛犬家用住宅の商品化事業 長崎銀行千歳支店

142 長崎県 Ｋｅｙ’ｓ＆Ｋｏ 愛玩動物の死に悲しむヒトの心を癒やすペット専用仏具の製造販売 德山中小企業診断士事務所

143 長崎県 有限会社紀文 老舗露仏料理店のノウハウを活用した高級ギフト食品の通販事業展開 德山中小企業診断士事務所

144 長崎県 吸着技術工業株式会社
高濃度にリンを含む事業所排水を対象とした小型リン回収システムの開
発

親和銀行大村支店

145 長崎県 藤田商事 時計貴金属の訪問リストラ、メンテナンスと処方箋薬剤宅配の融合事業 古賀公認会計士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

146 長崎県 株式会社アステイク 地域銘品の発掘とインターネットによる全国市場への販売事業 長崎三菱信用組合

147 長崎県 有限会社長崎まちづくり屋 長崎の歴史的・地域的資源の再発掘による新たな商品開発事業展開 長崎三菱信用組合

148 長崎県 ポラリスカンパニー株式会社 幻の五島うどんにおける新商品開発と知名度・ブランド力向上事業 十八銀行諌早支店

149 長崎県 ストロベリースタイル
“安心・安全”天然着色を用い「食べることが出来る名刺等クッキー」の制
作・販売

佐世保商工会議所

150 熊本県 株式会社フォルクスウェア 小規模店舗向け販促アプリの定額利用サービス 熊本銀行水前寺支店

151 熊本県 株式会社ＧＯＯ
熊本初、理・美容室併設、本格的かつ多様なニーズに対応の保育施設
運営事業

肥後銀行合志支店

152 熊本県 株式会社天草海鮮蔵 野生イルカの声を聴き、生態に迫る「体験型イルカウォッチング」の開発 天草市商工会

153 熊本県 株式会社熊本東タカミホーム
国内産建築材料を活用し、坪４０万円台の価格を実現する１００％天然
素材住宅の企画開発

熊本銀行田迎支店

154 熊本県 有限会社未来樹 高齢者支援のためのサービスシステム化とアプリ開発事業 熊本第一信用金庫植木支店

155 熊本県 有限会社フェザークラフト
顧客の「すぐに欲しい！」を実現するオーダーメイド弓具短納期製造シス
テムの開発

肥後銀行合志支店

156 熊本県
株式会社情報システムサービ
ス

担当医と介護現場連携型、モバイル訪問看護ステーションパッケージ 肥後銀行清水支店

157 熊本県 合資会社髙田商会 香りとハートをプチプレゼント！『“くまモン”のアロマカード』開発・販売 肥後銀行紺屋町支店

158 熊本県 株式会社倉崎
業界初のプレス製法による本物志向の極薄（最薄１５ミリ）置き畳の開発
販売

肥後銀行子飼橋支店

159 熊本県 健人堂株式会社 リハビリ特化型デイサ－ビス開設 熊本銀行人吉支店

160 熊本県 株式会社なごみ石材
免震・耐震のダブル施工を施した墓石の販路拡大のための施工見本の
建立

東京中央経営

161 熊本県 ＧＩＦＴ　ＳＨＯＰ 妊産婦さん向けのスマートフォンプリント事業 肥後銀行新町支店

162 熊本県 株式会社　熊本アイディーエム 電解水のマイクロナノバブルで各長所を活かした高機能な洗面台の開発 肥後銀行堀川支店

163 熊本県 有限会社益田養鶏場 地元素材活用を特色とした健康性、機能性を有する新食感菓子開発。 八代商工会議所

164 熊本県
有限会社クーネルインターナ
ショナル

セレクトショップ型ＳＰＡ（製造小売） 熊本第一信用金庫本店営業部

165 熊本県 株式会社小田商店
熊本県産「規格外蓮根」を使った女性向けヘルシースイーツの開発、販
売

熊本信用金庫宇土支店

166 熊本県 有限会社のだ香季園 芋の葉からはじめる予防医療 大津町商工会

167 熊本県 株式会社皇帝塩本舗 天日塩と有機ＪＡＳ認定農産物による無添加加工食品の開発と販売 熊本信用金庫南熊本支店

168 熊本県 テクノワン株式会社 無電極ランプの電球輸入事業 肥後銀行玉名支店

169 熊本県 株式会社ネローラ花香房 希小芳香成分をもつ植物の新たな「精油」抽出方法の開発と試作 肥後銀行大江支店

170 熊本県 Ｘｉｄｅａ（イクシディア） 地域に特化した不動産情報誌のフリーペーパーの発行 肥後銀行木山支店

171 熊本県 株式会社メイソウ コネクタメーカーの生産性向上に寄与する超精密金型の開発販売 熊本銀行山鹿支店

172 熊本県 薬草園キッチンライフ 薬草を使用した健康改善のための食品開発とブランド化 熊本銀行荒尾支店

173 熊本県 フードアナリスト
世界大会出場の元アスリートが、体づくりを基本とした食育・地域活性化
イベント事業。

熊本銀行本店

174 大分県 首藤モータース
地域限定の農業・事業経営者向け「軽トラック専用安心メンテナンスサー
ビス」

豊後大野市商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

175 大分県
株式会社オーティーネットワー
ク

タブレット端末を使った、灯油配達システムの開発と販路拡大 伊予銀行津久見支店

176 大分県 株式会社ナノプラネット研究所 マイクロバブルの瞬時溶解による超高効率オゾン水製造装置の開発 大分銀行安岐支店

177 大分県 Ｊ　ＰＲＥＳＳ株式会社 鋼製橋梁桁端部のジョイント溶射加工工事業計画 大分みらい信用金庫

178 大分県 株式会社河村農園 国産１００％　炒め玉ねぎ　乾燥粉末　商品化事業 佐伯市番匠商工会

179 大分県 株式会社モアモスト
日本初！パーソナルデータを元にしたペット関連情報マッチングサイト
「ペットリボン」

小西公認会計士事務所

180 大分県 ＧＯＥＮ株式会社
来店型住宅購入相談ショップの開設による住宅購入支援サービスの提
供

公益財団法人大分県産業創造
機構

181 大分県 株式会社新道 身体、知的、精神障害者を雇用して行う新規性のある農園ビジネス事業 大分信用金庫西大分支店

182 大分県 プリントハウス 地域限定の「シニアポートレイト出張撮影サービス」 豊後大野市商工会

183 大分県 丹匠合資会社 【鯛ハム寿司】の国内宅配ル－ト開拓と海外輸出 大分信用金庫佐伯支店

184 大分県 豊信産業株式会社 高齢者向けの手動式・軽量コンパクトな立ち上がり補助椅子の開発。
公益財団法人大分県産業創造
機構

185 大分県 株式会社アキ工作社
「仏像」等、歴史的伝統的な立体像をモチーフにしたダンボールクラフト
の製作販売事業

大分銀行安岐支店

186 大分県 株式会社シュテルトジャパン 軽乗用車用丸洗い可能キャンピングカーキットの新製品開発事業 大分銀行別府支店

187 大分県 株式会社ポンド 日本初低価格高機能フィンスイミング新製品製作事業 大分銀行別府支店

188 大分県 株式会社メメント・モリ 『葬儀カルテと処方箋』会員制度導入事業 イデア総研税理士法人

189 大分県 株式会社ゆめの森農園 『世界農業遺産登録！大分県国東産オリーブ』商品加工販売事業 イデア総研税理士法人

190 大分県 フューズ有限会社 プルプルとろける、初めての感触「温泉玉」入浴剤の開発・販売 梯　茂之税理士事務所

191 大分県 株式会社さぬきや本店 健康管理つき高齢者宅配弁当 豊和銀行南大分支店

192 宮崎県 有限会社大正水流電業
ビニールハウス内の温度と湿度の管理を自動化するシステム“エビスハ
ウス”の開発

えびの市商工会

193 宮崎県 三愛製薬株式会社 低分子キトサンおよびキチンオリゴ糖を主とする機能性介護食品開発 宮崎銀行都城営業部

194 宮崎県 有限会社うえのストアー ブランド鶏であるみやざき地頭鶏を素材にした新商品の開発と販売 えびの市商工会

195 宮崎県 有限会社西田文栄堂 デジタル版三方よし印刷事業【紙媒体とデジタル融合化】 宮崎銀行都城営業部

196 宮崎県 ｚａｋｋａ＆ｈａｎｄｍａｄｅｌｉｌｙ－ｎａ
リメイク・ハンドメイド雑貨教室開設による雑貨リユース及び作家育成事
業

宮崎銀行大淀支店

197 宮崎県 株式会社ズカンドットコム インターネットを使った投稿型図鑑サービスの提供。 宮崎商工会議所

198 宮崎県 株式会社三洋 子供向け陸上釣り堀 宮崎銀行祇園町支店

199 宮崎県 轟有限会社
県産材および杉油を用いた新資材とアグリヘルスケアシステムの普及促
進事業

宮崎太陽銀行南支店

200 宮崎県 株式会社シェリーズ
ヒュウガトウキ（日本山人参）を活用した「ご当地サプリメント」開発販売
による地域活性化事業

宮崎銀行高千穂支店

201 宮崎県 有限会社プロックス
おでん用大根（国内産）の皮を活用した漬物製造会社向け新商品開発
支援事業

宮崎信用金庫大淀支店

202 宮崎県 株式会社TOTEMO
SNS機能付きコンテンツ配信スマートデバイスアプリケーションの開発事
業

宮崎銀行赤江支店

203 鹿児島県 スタジオ・ミスト
最新３Ｄ技術を活用した、アクセサリー、ジュエリー、各造形物のオリジナ
ルデザイン販売制作事業

徳之島町商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

204 鹿児島県 株式会社ユニノト ＳＡＴ療法コミュニケーション力強化プログラム開発 伊予銀行福岡支店

205 鹿児島県 株式会社ＳＥＳＨ 鹿児島不動産ポータルサイト 鹿児島商工会議所

206 鹿児島県 松田ファーム
国産パプリカを活用した万能パプリカソースとミックスピクルスの製造販
売

霧島市商工会

207 鹿児島県 有限会社ＴｒｕｅＢａｌａｎｃｅ
鹿児島食材を活用したアンチエイジング食ならび野菜スイーツの開発と
波及効果の検討

福岡銀行鹿児島支店

208 鹿児島県 五徳株式会社
桜島の降灰対策として太陽光パネル発電量維持防汚コート剤の施工・
販売事業

姶良市商工会

209 鹿児島県 株式会社コレクトプラン
おくやみ情報をインターネットで掲載し閲覧できるＷＥＢシステム開発事
業

鹿児島興業信用組合本店

210 鹿児島県 ダイキチ食品園芸
島みかんの寒天、ようかんの商品開発及び島産馬鈴薯を用いた甘納豆
の商品開発事業

徳之島町商工会

211 鹿児島県 有限会社河野書店
自家焙煎コーヒーを目玉としたベーカリー事業と健康に配慮した弁当販
売の実施

南種子町商工会

212 鹿児島県 日本有機株式会社 「日本有機の薬膳おやつ」の商品開発と販路拡大 曽於市商工会

213 鹿児島県
株式会社ママンヘルスケアアカ
デミー

子育て支援・企業支援・介護支援のためのメンタルヘルスケア事業 山下志津子税理士事務所

214 鹿児島県 有限会社エスランドル
働く女性向けの冷凍カット県産野菜の新商品開発及び介護食士・幼児食
アドバイザーによる新サービスの提供

南九州市商工会

215 鹿児島県
有限会社ファームランドさくらじ
ま

火山の恵みで育まれた桜島産農作物のドライ加工食品安定供給事業 かごしま市商工会

216 鹿児島県 山川造船鉄工株式会社 中小型船舶を高効率船に改船するための省エネ装置試作開発事業 菜の花商工会

217 鹿児島県 リサイクルネット九州
精神障害者の労働市場を開拓する器具の開発及びビジネスモデルの構
築事業

霧島商工会議所

218 鹿児島県 有限会社川野食品
豆乳・おからを利用したスイーツ（ドーナツ・プリン等）の商品化・販路開
拓

錦江町商工会

219 鹿児島県 ○我利多（マルガリータ） 錦江町産ヒラマサと舞桜琢を使った高付加価値加工食品の開発・販売 錦江町商工会

220 鹿児島県 クラシックブドウ浜田農園
クラシック音楽を聴かせながら発酵熟成させる自家製米粉パイ（ピザ）の
開発・販売

錦江町商工会

221 鹿児島県 ヘアーサロンよつもと 若者の感性を活かしたパーマ・ヘアーカラーの出張サービス事業の展開 姶良市商工会

222 鹿児島県 けい水産
「屋久島近海で獲れる地魚を活用した魚の生ハム風燻製商品等の開発
事業」

屋久島町商工会

223 鹿児島県 ＫＩＴＣＨＥＮ＆ＣＡＦＥヒトメクリ
屋久島の特産品タンカンを使った新たな加工品と燻製品の開発、製造と
販売。

屋久島町商工会

224 鹿児島県 ホームショップ丸万
交通や買い物弱者である高齢者の暮らしを守る生活サービス事業の展
開

かのや市商工会吾平支所

225 鹿児島県 大福
女性による安心・安全な自家製原材料を使った名物「手打ちそば」の提
供事業

かのや市商工会吾平支所

226 鹿児島県 テイクワイズ・コーポレーション 食べる日焼け予防ゼリーの商品開発 鹿児島興業信用組合

227 鹿児島県 株式会社オリッジ 塩分を控えた酒盗の開発とこれに伴うフリーズドライ酒盗の商品化 菜の花商工会

228 鹿児島県
ファスティングマイスター学院
南九州校

ファスティングヘアカラーの商品化（頭皮＆頭髪のスカルプ商品） 南日本銀行城南支店

229 鹿児島県 有限会社田畑美軒
与論島の薬草・ハーブを活用したヘアケア・コスメ関連新商品の開発事
業

与輪町商工会

230 鹿児島県
株式会社アマミファッション研
究所

黒糖焼酎もろみエキスを活用した日焼け止め化粧品の事業化 南都銀行田原本支店
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