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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【九州ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00002 株式会社アールワイシー 5290001064837 緊急事態宣言特別枠 初心者向け遊漁船及び人の運送をする内航不定期航路事業による海洋散骨 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00004 株式会社キシヤＵＳ 4290001081032 緊急事態宣言特別枠 新型循環器用ポケットエコー（超音波）一次店代理店計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00006 株式会社イージーランド 3290001045681 緊急事態宣言特別枠 業界最速で新鮮な顧客ブレンドの焙煎豆を提供する新分野展開 飯塚商工会議所

九州 福岡県 大野城市 R2402S00008 未来テラス株式会社 8290001065007 緊急事態宣言特別枠 ＩＯＴ、キャッシュレスを活用した貸し会議室の無人運営 本田　伸樹

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00010 梵　そよぎ 緊急事態宣言特別枠 身辺警護警備（移送業務）の展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00011 株式会社マルヨシ 6290001031316 緊急事態宣言特別枠 消費者向けお取り寄せ海鮮商品のＢｔｏＣ－ＥＣ販売 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00012 自分整理ナビゲーター 緊急事態宣言特別枠 家事代行のプロが行う家事スキル伝授と掃除キットによる販路拡大 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00013 株式会社アール・イー・アール 9290001065641 緊急事態宣言特別枠 福岡都心でこだわりの出来立て焙煎「天神珈琲」 越川　智幸

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00015 すざき町食心旬ぎく 緊急事態宣言特別枠 通信販売を活用した非対面型ビジネスへの進出による業績回復への取組 松代　和也

九州 福岡県 柳川市 R2402S00016 株式会社Ｏｃｔａｇｏｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇｓ 5290001085718 緊急事態宣言特別枠 プチ贅沢需要に対応する新たな惣菜開発とキッチンカーでの販売 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00017 ＳＤＭ株式会社 2290001068485 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルブランド商品拡大による卸売業から小売業への事業転換 税理士法人ゆびすい

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00020 ナナ 緊急事態宣言特別枠 地域のファミリー層をターゲットとした焼肉店への事業再構築 松代　和也

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00024 株式会社呉服のねごろ 2290001053818 緊急事態宣言特別枠 業種転換として呉服商の強みを生かした写真館を開設するもの 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 R2402S00032 エッグ　カンパニー 緊急事態宣言特別枠 「ふくがくる」買物に行けない人達に為に幸福と服を届ける事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 田川市 R2402S00035 原口整骨院 緊急事態宣言特別枠 オンライン治療専用のスタジオを設置し新たに動画配信分野に進出 重松　祐樹

九州 福岡県 古賀市 R2402S00037 サンリブ古賀社員食堂 緊急事態宣言特別枠 免疫を高める発酵食品をコンセプトとした新店舗への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 R2402S00038 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｅｋ株式会社 5290001077327 緊急事態宣言特別枠 医薬業界向けに、「貨物負荷分析ＡＩシステム」を進化させる。 石田　勝也

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402S00039 ＨＡＩＲ－Ｓ　ＯＫＵＺＯＮＯ 緊急事態宣言特別枠 地域でＯＮＬＹＯＮＥのヘアーサロンでの脱毛 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00040 森善虎 緊急事態宣言特別枠 芸能プロダクション分野での新たなアーティストマネジメント事業 一般社団法人経営革新協会

九州 福岡県 宗像市 R2402S00042 株式会社海宴 9290002035073 緊急事態宣言特別枠 通信販売事業の開始による余剰人員の活用および収益性の回復 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大川市 R2402S00044 桐里工房 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍においてのＩｏＴを使ったスマート家具の開発 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00046 株式会社鷹勝カレント 8290001028013 緊急事態宣言特別枠 『鷹勝』の味を自宅で！割烹の技を活かした高品質バーガー事業 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00048 株式会社ＹＧＧ 5290801027456 緊急事態宣言特別枠 「地域の美と健康を支える飲食店から地域の美と健康を支えるパーソナルジムへの転換」事業 吉村　剛史

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00049 シマダ酒店 緊急事態宣言特別枠 地域貢献型　門司港眠らない小さな商店街プロジェクト 山下　文義

九州 福岡県 久留米市 R2402S00051 溶岩石焼き食堂波平 緊急事態宣言特別枠 コンテナカフェの設置で朝食に特化したドライブスルー事業展開 税理士法人ライジング

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402S00052 スナック艶 緊急事態宣言特別枠 おひとり様をターゲットにした安心・安全な飲食店モデル事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00056 株式会社サトル 3290001005207 緊急事態宣言特別枠 大型居酒屋から資源を集約しテイクアウトやデリバリー事業に新規参入する小型焼肉食堂 藤浦　敏明

九州 福岡県 みやま市 R2402S00057 まつしまや 緊急事態宣言特別枠 仕出し弁当製造業から、レストランおよびランチ弁当販売業への業種転換 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00059 株式会社アルバス 7290001058424 緊急事態宣言特別枠 明るい店内でカフェやランチと共に水タバコを楽しめるシーシャカフェの立上げ 遠賀信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402S00061 合同会社アルバフォレスタ 3290003008331 緊急事態宣言特別枠 社会的弱者と呼ばれる方々のＱＯＬ向上を目的としたエステサロンの運営 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00062 有限会社マキオ 2290002028447 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンを大改造！飲食店業界を大改革！ 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00064 株式会社ビーキューブ 4290001031879 緊急事態宣言特別枠 「コンテンツマーケティング」による低糖質・糖質オフ食品の商品企画・販売 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402S00065 郡谷利昇堂 緊急事態宣言特別枠 アクティブシニア向けのウッドターニング教室・表具教室の開講 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00067 Ｂａｓｉｓ 緊急事態宣言特別枠 お客様自身による美容ケア「セルフエステ」導入による新規顧客開拓と顧客満足度向上 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 春日市 R2402S00069 ＣＯＬＥＺＯ 緊急事態宣言特別枠 農家や生産者と共同で商品開発『生産者の顔が見える』テイクアウト事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00076 株式会社大建 1290001005349 緊急事態宣言特別枠 補償業務ＤＸ化パッケージ・コンサルティングと非破壊調査事業の展開 木村　壮太郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00077 焼鳥笑まる 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り専門店『からあげ笑まる』新規事業計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00079 株式会社フィット 8290001028764 緊急事態宣言特別枠 ベビー・子供服の専門商社が沖縄県で直営店及び物流委託業の進出 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00081 株式会社サン・プロカラーサービス 6290001001335 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオなどの下請け（川下）事業から脱却し、新たに川上をめざすスタジオ撮影分野へ進出計画 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00082 株式会社マンジャ 1290001022749 緊急事態宣言特別枠 健康志向の冷凍弁当を製造しフィットネスクラブへ販売する事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00084 株式会社龍園 9290801007644 緊急事態宣言特別枠 コロナからの売上再建！門司からあげテイクアウト事業 岡田　磨左英

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00085 有限会社ケーツープロデュース 5290002021498 緊急事態宣言特別枠 地域同業者と連携！魅力あるテイクアウト商品で地域活性化へ！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00086 安川タクシー株式会社 5290001004223 緊急事態宣言特別枠 女性活躍推進事業「エスコーター」 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00087 有限会社クロスコーポレーシヨン 3290002015097 緊急事態宣言特別枠 熟練フィッターによるオーダースーツの技術コンサルティング事業 西部　一晃

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00089 有限会社ドリームハート 7290002021934 緊急事態宣言特別枠 焼鳥居酒屋から需要の拡大している冷凍総菜製造業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00090 ユタカ開発株式会社 9290801003841 緊急事態宣言特別枠 体に優しい手作り食品の販売とレンタルスペースの運営事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00091 ＷＳＣ 緊急事態宣言特別枠 増毛サービスのマッチングシステムで薄毛に悩む女性と売上に悩む増毛セラピストの問題解決 富永　一也

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00092 株式会社悠優 6290001070165 緊急事態宣言特別枠 脳梗塞後遺症の先端治療器を活用したリハビリ等をメインとした鍼灸按摩治療院 福岡商工会議所

九州 福岡県 宗像市 R2402S00093 有限会社リバティーインターナショナル 4290002034682 緊急事態宣言特別枠 着物や古着を再利用した服飾製品の製造と製造工程の内製化 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00095 有限会社イートレスト 5290002031670 緊急事態宣言特別枠 糸島産の高品質で新鮮食材が食べれる居酒屋から焼肉店への転換事業 髙野　晋一

九州 福岡県 宗像市 R2402S00096 株式会社ＨＳＤ 3290001037753 緊急事態宣言特別枠 イベントのオンライン配信事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00098 チーム　ししま 緊急事態宣言特別枠 ヘルシー食材「エミュー肉」を活かしたエリア密着型キッチンカー事業の展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00101 ｅｃｏｃｏ 緊急事態宣言特別枠 子ども向け実店舗での卒業式スーツや発表会衣装等のレンタル 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00102 株式会社侶丹 2290001004333 緊急事態宣言特別枠 ドレスメーカー直接のレンタル事業にてサステナブルに事業拡大 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00103 株式会社博多の味本舗 4290001065308 緊急事態宣言特別枠 当社オリジナル明太子を活かしたパン・菓子製造販売業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00105 株式会社ＴＨＥ　ＢＡＳＥ　Ｑ 5290001001740 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ上での句会教室運営及びコンテスト開催による川柳文化の啓蒙活動による多角化 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

九州 福岡県 宗像市 R2402S00106 株式会社二光 6290001037362 緊急事態宣言特別枠 庭キャンプ体験サービスを通したキャンプ関連施工の新規獲得による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00107 株式会社フェザーズ 4290801008325 緊急事態宣言特別枠 健康づくりに資する無添加冷凍惣菜のサブスク・ネット販売への挑戦 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00108 トミーズ企画 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使ったキッチンカーによる移動販売の開始 森　博己
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九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00115 なぎの木フードサービス株式会社 9290001034324 緊急事態宣言特別枠 雇用維持と事業存続を目的としたアウトドア事業の開始 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00116 Ｌａ　Ｔｅｒｒａ 緊急事態宣言特別枠 既存の調理スペースを活用したクラウドキッチンの経営 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00117 株式会社デイアンドスパイスカンパニー 4290001055382 緊急事態宣言特別枠 冷凍新商品の開発によるインターネット販売を通じた全国展開の取組 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00118 中国菜隨園 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー・ソーシャルデイスタンスを徹底させた最高級中華料理の実現 福岡商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00120 株式会社華三楽 8290001045685 緊急事態宣言特別枠 自社工場とテナントを活用した惣菜の製造と生産性アップへの挑戦 野竿　健悟

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00122 ＴＴＵ株式会社 1290001075813 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナに向けた世の中に向けた越境Ｄ２Ｃ市場への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00124 株式会社タカイシ 1290001053926 緊急事態宣言特別枠 三重自動包餡設備及び通信販売システムの導入による新製品開発強化と事業再構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00125 ボストン・シューシャイナー株式会社 6290001067979 緊急事態宣言特別枠 ブランドバック（革製品）の再生サービス 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00127 株式会社センス 3290001080992 緊急事態宣言特別枠 生きる力を育む　新・糸島たきびの家・食育スタジオ運営事業“Ｓｅｎｓｅ　ｏｆ　Ｆｏｏｄ” 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 宗像市 R2402S00129 有限会社和賀心 3290802020866 緊急事態宣言特別枠 地元・宗像の新鮮な魚を使った真空・冷凍パック料理の小売形式での販売への業態転換 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00130 株式会社わっはっは 5290001026060 緊急事態宣言特別枠 飲食店のレトルト製造機器導入によるテイクアウト販売への事業転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川郡香春町 R2402S00131 阪本農園 緊急事態宣言特別枠 自社栽培の野菜を使った惣菜の加工から販売まで 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00134 株式会社ＭＯＮＯ　ＳＴＹＬＥ 9290001082364 緊急事態宣言特別枠 コーワーキングスペースと不動産オフィスの開設 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00135 ロードランナー株式会社 5290001075925 緊急事態宣言特別枠 地域連携型ＥＣサイト物販事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 R2402S00138 クライミングガーデン・エコール 緊急事態宣言特別枠 リード市場への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00139 株式会社ワークスエンタテイメント 1290001027541 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍で中止となる百貨店催事事業の未来の形‼クラウドキッチンがもたらす新たな可能性！『おうちで

九州物産展』
株式会社北九州銀行

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00140 株式会社可川精工 7290001032305 緊急事態宣言特別枠 ＥＶ化・ＦＣＶ転換を見据えてのワイヤカット放電加工機導入計画 鬼塚　活人

九州 福岡県 春日市 R2402S00141 ケイステラ 緊急事態宣言特別枠 福岡初！非接触型セルフエステ＆介護脱毛事業による再構築計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00142 リストランテデルマール 緊急事態宣言特別枠 住宅街に隣接したテイクアウトの本格イタリア惣菜屋事業の展開 河津　祐二

九州 福岡県 久留米市 R2402S00143 鮨　よし田 緊急事態宣言特別枠 高級鮨店の料理を急速冷凍・真空包装、ネットで受発注できるテイクアウト販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00144 ねこまんま 緊急事態宣言特別枠 飲食店からテイクアウト・フードデリバリーへの事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00145 株式会社ナガノ 4290001053980 緊急事態宣言特別枠 永野酒店　ＰＢ商品開発　及び　ＥＣサイト展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00146 株式会社木匠 2290001072454 緊急事態宣言特別枠 事業用家具製造業から個人用家具製造業への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00147 米村の漢方薬 緊急事態宣言特別枠 漢方養生関連事業の新たなる構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00148 合同会社ＳＷＩＴＣＨＨ 8290003007601 緊急事態宣言特別枠 若年層向けのセルフ撮影スタジオの運営 塩津　友輝

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00154 チルアウト 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦でも安心して遊べるアウトドア施設運営への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00156 キャンディ 緊急事態宣言特別枠 音楽食堂への転換からデジタル技術活用及びテイクアウト販売実施 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00161 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋａｎｏｎ 緊急事態宣言特別枠 高齢化にフィット！親子３世代で通える低価格バレエカルチャースクールの開校 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00162 家族亭 緊急事態宣言特別枠 配膳ロボットとご飯ロボットによるオペレーション自動化事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00163 炉端焼鳥　じなり 緊急事態宣言特別枠 捌いて卸して家でも店でも楽しむ九州産ブランド肉一気通貫事業 重松　祐樹

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00164 株式会社昧一 9290001066763 緊急事態宣言特別枠 発達支援児童の健やかな成長を目指す、音楽療育を取り入れた発達支援・放課後デイサービスの開設（仮） 齊藤　光介

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00165 株式会社ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 2290001079359 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に負けるな！テイクアウト事業参入で福岡を盛り上げろ！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00168 フレアージュ 緊急事態宣言特別枠 セルフエステでコロナ禍に負けないビジネスモデルの展開 寺崎　兼司

九州 福岡県 朝倉市 R2402S00171 お好み酒蔵 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナ！老舗居酒屋のＴＡＫＥ　ＯＵＴ事業 朝倉商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00172 ヴィ　ヒロンデル 緊急事態宣言特別枠 お洒落なサブスクキッチンであなたの「やりたい！」を応援します 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00173 有限会社Ｄ．Ｃ．Ｔ 2290002030031 緊急事態宣言特別枠 福岡初上陸の唐揚げ店を開店！新規顧客の開拓 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 R2402S00181 整体マッサージなごみ 緊急事態宣言特別枠 接触業務から脱却するための酵素パウダー製造事業への業種転換 日髙　強

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00185 有限会社藤司 8290002021999 緊急事態宣言特別枠 体と心を健康へと導くモデルサロンの開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 筑紫野市 R2402S00187 有限会社アールケイフーズ 1290002041665 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈ　コロナ時代の新たなニーズに対応できる飲食事業への転換 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00188 ギシン株式会社 3290001078005 緊急事態宣言特別枠 ネパール文化発信の小売店の開発事業（飲食店から小売りへの挑戦） アイライフ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00193 株式会社香月設計企画 3290801025791 緊急事態宣言特別枠 アンティーク空間を提供するレンタルスペース事業計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00194 株式会社Ｄ－３ 8290001073595 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍においても観光客がどこよりもゆっくり安心できるカフェ事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402S00195 株式会社トゥルーワン 9290001051583 緊急事態宣言特別枠 からあげ（新商品）・生ギョウザ・ラーメンのテイクアウトを主とした複合業態店舗 みらいコンサルティング株式会社

九州 福岡県 筑紫野市 R2402S00196 株式会社ジェーピーシー 2290001040782 緊急事態宣言特別枠 店舗・家庭向け　サイズセミオーダー可能テーブルの販売 市川　智子

九州 福岡県 うきは市 R2402S00201 竹のしごと　田篭 緊急事態宣言特別枠 竹細工再興を目指すギャラリー併設のガレットカフェ事業計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00203 株式会社九州ハートス 3290001001073 緊急事態宣言特別枠 配信型催物に対応した照明設備導入事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00205 佐野恭聡 緊急事態宣言特別枠 古民家を利用した飲食店開業計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00206 株式会社ＹＯＮＤＥ 2290001087782 緊急事態宣言特別枠 便利なウェブサービスや　ＩＴ　ツールの活用方法を学べる　Ｅ－ラーニング 越川　智幸

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00207 ステム 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト型パンケーキ専門店「ｃａｆｅ　Ｓｔｅｍ」による新市場への進出 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00208 一級建築士事務所やどり木 緊急事態宣言特別枠 建築士による古民家暮らし体験型ショールーム計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00209 株式会社ＲＡＩＤ 3290801012641 緊急事態宣言特別枠 ブランディング→コンテンツ→広告をワンストップで提供する事業 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00210 株式会社立部総合リアルエステートサービス 2290001073254 緊急事態宣言特別枠 幼児教育事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00211 訪問美容カンパニー 緊急事態宣言特別枠 自ら赴く訪問美容から、地域にアピールし人が集まる美容室を展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00214 水越はきもの店 緊急事態宣言特別枠 靴屋の空きスペースを活用してドリンクサービスを行う「新分野展開」計画書 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00217 プライマリーナース 緊急事態宣言特別枠 糖尿病看護師によるオンライン・出張「健康料理教室」 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 R2402S00218 株式会社コウレン 8330001008118 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業界を救う！既存設備を利用した複業展開支援事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00219 株式会社ＯＤＯＮ 4290001086700 緊急事態宣言特別枠 和食調理技術を活かした惣菜専門店への新分野展開 山田祥吾

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00223 四季丸 緊急事態宣言特別枠 存続危機業界への参入－猛禽・爬虫類ペット向け　ウズラの冷凍、真空加工販売 立野　謙介
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九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00224 和酒処　酒峰 緊急事態宣言特別枠 飲食店兼酒屋の視点から日本酒業界を盛り上げ・貢献する事業 井ノ口　浩二

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00226 株式会社サウスポイント 5290001013265 緊急事態宣言特別枠 結婚式を諦めなくていい時代を作る！”セーフ婚”プロジェクト 松田　晃輔

九州 福岡県 糸島市 R2402S00227 株式会社チャレンジアンドスマイル 7290001082044 緊急事態宣言特別枠 シェアリングエコノミー時代、高付加価値「シェアスタジオ」の構築 井上　明彦

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00230 株式会社ＴｒｉｎｉｔｙＳｐｉｃｅ 2290801021040 緊急事態宣言特別枠 ベビー商材に特化したマッチングスペースの提供 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 福津市 R2402S00231 となりのグリル 緊急事態宣言特別枠 ワンオペ型カツサンド専門店のフランチャイズ展開 井下　佳郎

九州 福岡県 田川市 R2402S00234 株式会社ＢＯＯＫ 3290801022467 緊急事態宣言特別枠 廃校となった小学校の給食室を利活用した飲食事業計画 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00235 コンビニエンスＭＪＣ株式会社 6290001033601 緊急事態宣言特別枠 持続可能な高級食パン専門店出店計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00236 株式会社新和旅行 8290001057672 緊急事態宣言特別枠 中国・台湾の流行と地元飲食店の弁当が集う健康ドリンクスタンド 福岡商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00239 株式会社九千部 4290001033792 緊急事態宣言特別枠 自社ブランドを活用した飲食店から食品製造業への事業展開 入江　美貴

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00240 ブランニューデイ 緊急事態宣言特別枠 カフェ営業・テイクアウト・店頭販売・ＥＣサイトを開始して業態転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00241 株式会社小林蒲鉾店 1290001005175 緊急事態宣言特別枠 練り物製品の製造販売ノウハウを活かしたアウトパック商品の企画販売 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福津市 R2402S00242 研友プロ株式会社 6290001037255 緊急事態宣言特別枠 地元常連客中心の肉料理店から観光客向け屋上カフェへの転換 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00246 ワイズデザイン 緊急事態宣言特別枠 カカオときび砂糖だけでつくるＢｅａｎ　ｔｏ　Ｂａｒチョコレートの美味しさを伝える 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00247 株式会社榎グループ 7290001034747 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用したシェアリングサービスによる共存共栄事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 久留米市 R2402S00250 株式会社ウー・ルー 6290001057732 緊急事態宣言特別枠 女性の好みを知り尽くした美容サロンが流行スイーツ専門店を展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402S00251 ナカマ株式会社 3290001072478 緊急事態宣言特別枠 一般企業向けＤＸ動画研修システムを使った社内研修サポートサービス 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00253 特定非営利活動法人ティエンポ・イベロアメリカーノ 2290005003926 緊急事態宣言特別枠 オンライン文化交流システムの開発・新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00255 ＴＡＫＵＸ 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオを用いた動画制作・写真撮影サービス事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福津市 R2402S00257 カフェさくら 緊急事態宣言特別枠 和菓子職人が手掛けるパン屋として福間海岸で事業転換 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00258 株式会社マルショウ 7290001016836 緊急事態宣言特別枠 『アパレル　スタイル提案型　ＷＥＢセレクトショップＥＣサイト新事業構築』事業 若狹　英次

九州 福岡県 久留米市 R2402S00259 美食酒空間ごちそう家 緊急事態宣言特別枠 酒類提供に頼った居酒屋からうどん店への転換と移転 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00260 縁結び　イトキチ 緊急事態宣言特別枠 環境変化に対応したテイクアウト事業等による経営リスクの分散 山田　周作

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00261 リトルスタンド大名店 緊急事態宣言特別枠 カフェスペースが菓子製造所に。コーヒー＆ワッフルスタンドに生まれ変わり地域を楽しく。 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00264 株式会社オルカ総合会計 6290001081724 緊急事態宣言特別枠 次世代型会計事務所としてのオンラインサービス（子供向けお金の学校）の構築 緒方　芳伸

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00265 たまりば 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない、自力で立ち向かえる強い店づくり（キッチンカー） 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00266 株式会社Ｃｒｏｗｎ　Ｊｅｗｅｌ 5290001025426 緊急事態宣言特別枠 寝た状態でもできる高齢者向け筋肉運動・代謝促進機器の開発・販売 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00268 株式会社ＢＩＳＯ 9290001076408 緊急事態宣言特別枠 マンション・住宅等を対象とした清掃・消毒・保守・機器の運転、維持管理 髙藤　公人

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00269 有限会社ウィナー 8290002029811 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き・韓国チキンなどのテイクアウト・デリバリー専門店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00271 Ｋメディカル 緊急事態宣言特別枠 「医療機関向け高度管理医療機器販売の開始にともなう設備等の事務所環　境整備」 福元　俊介

九州 福岡県 久留米市 R2402S00273 株式会社ＴアンドＭサーラ・カリーナ 8290001058019 緊急事態宣言特別枠 地元食材活用の健康・長寿デリ販売併設による老舗イタリアンの移転再スタート 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00274 株式会社ＺＲｏｍａｎ 2290001091636 緊急事態宣言特別枠
おひとり様大歓迎！駅近立地の寿司と小料理のおしゃれなお店　『香椎ハーバー』と『炉端ｓｔａｎｄ　美々』の出

店
税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 糸島市 R2402S00275 三浦昌之 緊急事態宣言特別枠 宿泊業ノウハウを活用したウィズコロナでの清掃サービスを展開 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00276 株式会社アルコ 5290001032265 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ技術を使った非対面方式での新形態の賃貸相談サービス 田中裕二

九州 福岡県 久留米市 R2402S00277 遊食工房　茶花 緊急事態宣言特別枠 主婦の料理悩み事に関連した動画配信と連動した持ち帰り用加工品の販売事業 合同会社わだち

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402S00278 株式会社ビルドイノベーション 7290801026621 緊急事態宣言特別枠 住宅リフォーム会社が計画する、北九州肉うどん店の出店事業 後藤　公平

九州 福岡県 久留米市 R2402S00282 株式会社アース 6290001051603 緊急事態宣言特別枠 イベント企画事業を活かした「レクレーション及び災害時避難車両」の製造販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 小郡市 R2402S00283 ＬＩＧＨＴ　ＧＩＴＡＲ　ＭＵＳＩＣ　ＳＣＨＯＯＬ 緊急事態宣言特別枠 全国でのオンラインライブの企画等まで行う音楽スタジオの経営 大槻　直志

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00285 弁護士法人アジア総合法律事務所 1290005014544 緊急事態宣言特別枠
弁護士と相談者をつなぐオンライン法律サービスシステムの構築と法律業界向けのテックサービス、データ提供サー

ビス事業等
有馬誠治

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00286 株式会社紫京 5290001031003 緊急事態宣言特別枠 換気性良い焼肉店の新設・ブランド鶏販売で生産者を支援！ 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00290 株式会社コメックス 2290001030288 緊急事態宣言特別枠 婦人靴のカスタマイズオーダーメイドをＷＥＢで全国展開する事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 田川市 R2402S00291 株式会社サン・コーポレーション 9290801019961 緊急事態宣言特別枠 家具の使用感が体験できるモデルルーム型飲食店の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00295 株式会社Ｈｉｄｅ＆Ｓｅｅｋ 6290001060728 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション事業者の悩みをワンストップで解決！販売支援特化型シェアオフィス事業 シーロムパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 八女市 R2402S00298 有限会社ひょっとこ 7290002047517 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した無店舗居酒屋全国展開プロジェクト 税理士法人Ｔ＆Ａ

九州 福岡県 大野城市 R2402S00299 音楽教室ｐｏｌｏｎ 緊急事態宣言特別枠 音楽教室による音楽療法の事業化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402S00300 匠建設株式会社 7290001070412 緊急事態宣言特別枠 老人ホーム入居コンサルティング 徳永　幸一

九州 福岡県 春日市 R2402S00301 株式会社ｇｌｏｗ 9290001085227 緊急事態宣言特別枠 非対面型オンライン見積システム構築と換気ダクト設計事業新設 森　健史

九州 福岡県 うきは市 R2402S00302 土の上の花 緊急事態宣言特別枠 「コロナによる影響」にうける博多もつ鍋専門店から焼肉店（囲炉裏焼き）への事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00001 株式会社エクスバーム 5290801000438 通常枠 バリアフリーキッチンスクール等の開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 古賀市 R2402U00005 株式会社ナダヨシ 9290001036782 通常枠 感染症用クリーン排気ユニット製作体制の構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00009 株式会社ヴェルトゥ 1290001078997 通常枠 共働き世帯を応援！コインランドリー事業進出による新分野展開 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00011 協栄塗装 通常枠 非対面型店舗による出来立てに特化した商品戦略で挑むデリバリー型洋菓子販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00016 株式会社鬼が島本舗 5290001005064 通常枠 飲食店をコンビニ化。飲食店の「このあじ」をより便利に、より身近に。 毛利　裕之

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00019 有限会社エフツーアート 2290002043256 通常枠 看板制作技術を活かしたオリジナル商品開発によるＢｔｏＣ市場への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 R2402U00020 うめの地所株式会社 6290001048434 通常枠 タブレットと非対面接客を最大限に活用した不動産賃貸・売買の契約成立スキーム 香月　孝文

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00023 株式会社九州互助センター 3290001045442 通常枠 これからの時代に合う、新しいお葬式の形を提供する為の業態転換 安武　晋司

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00025 株式会社フクデン 6290001046628 通常枠 加水分解設備の導入による有機肥料の製造 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 R2402U00026 株式会社ジーエム 6290001053599 通常枠 先端デジタル技術関連商品（ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ）のレンタル 大川信用金庫
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九州 福岡県 大川市 R2402U00032 有限会社古賀商会 2290002053296 通常枠 障碍者就労施設と共同で廃材リサイクルの新規事業の展開 大川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00039 株式会社天領バス 1320001010568 通常枠 バス会社が行う、バスとトラックの整備事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00040 株式会社ＣＵＢＥ　ＴＲＡＤＥ 4290001069969 通常枠 バイオマス燃料の製造・販売による事業の再構築計画 日髙　強

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00052 株式会社金福 5290801017655 通常枠 九州北部の食材の宝の山から作り出す！ご当地中華まん製造販売事業 楠本　拓也

九州 福岡県 古賀市 R2402U00054 株式会社柴垣製作所 8290001037377 通常枠 非常用発電機製造の内製化体制構築によるＢＣＰに対する需要の取り込み 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 R2402U00058 ミフチ印刷紙器有限会社 3290002050128 通常枠 商業印刷からストーンシートを使った高機能パッケージ印刷への転換 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00063 株式会社ハイキックスタンダード 3290001082436 通常枠 グッズの国内製造におけるエンターテインメント及び地域発展計画 櫻井　裕子

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00064 Ｏｆｆｉｃｅ久我 通常枠 廃嘘と化した手つかずのモーテル跡地で開業する宿泊施設 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00069 株式会社アン・ココット 8290001080831 通常枠 日本初！『フレンチタコス』専門ファストフード店の展開 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 大川市 R2402U00073 株式会社プロセス井口 7290002054604 通常枠 木製トレーラーを通じた新たな社会の創造 大川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402U00078 株式会社郷原組 2290001050674 通常枠 建設発生土のリサイクル事業開始で循環型建設業への転換 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00080 株式会社Ｃ＆Ｇ　Ｖａｌｕｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 5290001056322 通常枠 古湯温泉おんくり鉄板焼レストランおよび個室レストラン新設計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00082 三洋紙工株式会社 4290001003192 通常枠 フィルム、不織布、化成品、合成紙等の紙以外の断裁加工 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402U00086 有限会社一味 2290002052158 通常枠 製麺工場建設による新たな販路の開拓と垂直的多角化の取組 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 R2402U00093 妻夫木設備 通常枠 農業者の課題を解決する、特許技術を活用した温調システム施工への挑戦 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00096 旅の輪九州株式会社 3290001075563 通常枠 島の魅力を伝えるＥＣサイトを構築し観光客を誘致する 福岡商工会議所

九州 福岡県 古賀市 R2402U00100 深野製袋株式会社 8290001036395 通常枠 二次包装品となる高付加価値パッケージ市場への新分野展開事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402U00101 株式会社エムテック 8290001048481 通常枠 金属加工の技術を生かした武器、建設機械向け部品製造に対応する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 那珂川市 R2402U00104 株式会社重松精工 3290001031888 通常枠 既存製品のサプライチェーン毀損に対応する新製品部品製造の取組 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 R2402U00106 株式会社イマクル 1290001059238 通常枠 「建築・土木」の一括施工体制による販路拡大計画 藤岡　廣子

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 R2402U00109 水巻鉄工株式会社 9290801011167 通常枠 ソリューション力と２４時間稼動で医療軽機械部品の製造を実現 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 R2402U00111 株式会社光栄建設 9290001051641 通常枠 コロナ禍による巣ごもり需要で伸長するペット市場へ　ペットグッズ専門店で新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 R2402U00114 株式会社小堀製作所 9290001069881 通常枠 新製品（自走式運搬機）製造による既存製品サプライチェーン毀損からの脱却 遠賀信用金庫

九州 福岡県 直方市 R2402U00115 株式会社メイホー 3290801014943 通常枠 金型と成形品の一貫生産の強みを活かした高付加価値文具業界への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00116 有限会社ターボマニア 7290002023278 通常枠 バーチャルレストランを活用し飲食業界を活性化させるビジネス 中村　宏

九州 福岡県 みやま市 R2402U00117 中島自動車株式会社 4290001054830 通常枠 フォトスタジオを活用した中古車の動画ショッピング事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 糸島市 R2402U00119 株式会社こころ 7290001033360 通常枠 ～「こころ」と体を健康に～コロナ渦で孤立した介護難民支援計画 税理士法人西方会計

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00120 ニチデンワーク株式会社 4290801013052 通常枠 第２基盤事業『騒音環境下会話装置』の事業化 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00124 株式会社ＵＰａｙ 5290001074836 通常枠 脱プラスチックの一手となる米ストローで持続可能な経済社会の実現に寄与する 緒方　俊輔

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00125 岩井屋 通常枠 参拝者激減に対する門前茶屋店の和菓子技術を生かしたスイーツ等通販の取組 松代　和也

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00127 ライフエディット株式会社 5290001060530 通常枠 全国初！ステーキ屋の技術が光る外国産牛肉専門の提案型精肉店 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00130 株式会社アラト 8290001006167 通常枠 最新鋭デジタルプリンターを活用した車体広告プラットフォーム事業 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00133 株式会社都市資源開発 5290001019337 通常枠 優良産廃処理業者である当社が粉砕処理事業に進出し資源リサイクル率向上と商圏拡大を図る 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00140 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307 通常枠 新たな生活様式に対応！民泊からワーケーションサービスへの転換 株式会社匠コンサルティング

九州 福岡県 久留米市 R2402U00141 株式会社佐蔵商店 4290001068574 通常枠 家庭料理をもっと美味しく、もっと手軽に。焼肉屋が造る「お肉のご馳走」 久留米商工会議所

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 R2402U00147 永順産業株式会社 9290801018369 通常枠 最新式１次破砕機導入を契機とした新事業進出と盤石なＳＣＭ体制構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川市 R2402U00152 居酒屋花野の香 通常枠 働くママに心のゆとりを！ドライブスルー型唐揚げ販売事業 林　幸一郎

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00155 株式会社エフスタイルドットコム 5290001042850 通常枠 小規模事業者向けＥＣ運用サービスの提供体制構築による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00156 株式会社ＢＥＥ 9290001064858 通常枠 車販売会社が地域を支える建設業者を支える建機レンタル業を開始 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00159 ファイブエージャパン株式会社 9290801016050 通常枠 企業城下町を活かしたＩｏＴフィットネスジムの運営 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00163 株式会社ヒイズル 5290001074480 通常枠 筑穂牛を世界へ！　ミシュラン飲食店が行なう次世代につなぐ畜産業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 直方市 R2402U00164 株式会社松田機械工作所 1290801014342 通常枠 ５面加工門形マシニングセンタ導入による事業再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 R2402U00166 美容薬理株式会社 8290801011696 通常枠 自然派・オーガニックに特化した体験型研修サービスへの新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402U00167 株式会社ヨシマサ 1290001090515 通常枠 最先端冷凍技術による冷凍鮮魚製造・販売への取り組み 久留米商工会議所

九州 福岡県 宮若市 R2402U00173 株式会社苅野 1290801014086 通常枠 脱炭素社会を見据えた発電所用耐アンモニア・水素部品の開発 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00175 リバンク株式会社 1290003008787 通常枠 住宅ストック活用型ワーキングレジデンス商品展開 大津留　孝明

九州 福岡県 うきは市 R2402U00177 Ｕｋｉｈａ　ＢＥＥ 通常枠 うきは市アーティスト・イン・レジデンス拠点の設立 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00180 ポピー製紙株式会社 3290001054055 通常枠 紙おむつリサイクルパルプ等の利用推進のための故紙原料白色度改善プロセスの開発 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 直方市 R2402U00181 株式会社玄海 1290802011090 通常枠 老舗仕出し屋が展開する高齢者向けソフト食の開発と販売力強化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00188 株式会社ＮＫ　ｗｏｒｋｓ 5290001058269 通常枠 おうちで食べられる博多名物肉肉うどんの冷凍開発とＥＣ販売事業の確立 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00189 ＨＩＫＥＮ株式会社 6290001071312 通常枠 地下埋設物の状況を高度に表現した３Ｄマップの作成 税理士法人リライブ

九州 福岡県 八女市 R2402U00190 株式会社磐井製茶 4290001047108 通常枠 葬祭向け卸事業から「きれいな八女茶の定期便」事業への転換 渡辺　裕之

九州 福岡県 柳川市 R2402U00191 株式会社やまひら 9290001054933 通常枠 地域水産資源を活用した釣り餌事業による新ステージへの挑戦！ 柳川商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡久山町 R2402U00193 福岡パッケージ株式会社 2290001020215 通常枠 運ぶものから、使うものへデジタル印刷機で段ボールの新しい役割を創出する 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00195 株式会社アイズスポーツ 7290001064273 通常枠 屋外コートでの３×３バスケットボール教室の運営事業 みかさ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00197 創生ミネラル株式会社 5290801013761 通常枠 鉱石の知見を活かした農業分野への展開。苦土生石灰の普及による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00198 オードーズ株式会社 3290001059574 通常枠 築古物件を活用した障がい者向けグループホームの開業と築古物件再生事業 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00199 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ 8290001038045 通常枠 デジタル技術を活用し地方創生と人材創出を目指し持続可能な経済効果を地域と共に目指す 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00202 株式会社ウエルクリエイト 5290801010940 通常枠 炭化技術導入による炭化物と発酵堆肥の複合型食品循環システムの新規展開 税理士法人占部会計
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九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00204 株式会社エノモト 3290001002716 通常枠 海外展開も踏まえた大型特殊鋼鋳造品の増量・高品質・低コスト・短納期での製造体制の再構築 株式会社十八親和銀行

九州 福岡県 久留米市 R2402U00206 ファステラ合同会社 6290003006720 通常枠 障害者が作る給食を届ける高齢者施設への配食サービス事業計画 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00210 まるやま歯科 通常枠 超高齢社会に対応したリモート歯科診療サービスの展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00212 株式会社ＭＴＨコーポレーション 3290001062099 通常枠 糸島市の自然共存型宿泊事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 R2402U00214 合同会社ギャランドゥ 4290003007167 通常枠 研修事業から、障害者と共にクラフトビール事業への進出 筑後信用金庫

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 R2402U00220 有限会社梶原設備工業 9290802021421 通常枠 地域活性化を目的とした飲食店を中心とする複合店舗の開始 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00223 株式会社ニシテイ 2290801010415 通常枠 緊急時の事業計画のためのバッテリーによる非常用電源盤の開発 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00224 山口印刷株式会社 1290001002395 通常枠 コロナ時代に新しい視点で構築する　オンライン・ギャラリー２本立てのアーティスト支援事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00229 株式会社Ｊ－ｎａｐｓ 8290001026017 通常枠 うきは市の魅力を発信するアンテナショップとＥＣサイトの展開 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00231 オーエーセンター株式会社 5290801000504 通常枠 主力の通信業から新たな冷凍商品事業を立ちあげる新分野展開 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 直方市 R2402U00239 株式会社九州ハセック 4290801014109 通常枠 革新的な高速鉄道駆動装置用ギヤカップリングのグローバル展開による新規事業 直方商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00240 株式会社ボディコープ 2290001031055 通常枠 世界初・最先端の日本製ＩｏＴヨガマットを活用し、日本とインドネシアの懸け橋をつくる 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00243 株式会社ＩＳＳＩ 3290001072494 通常枠 デリバリー・テイクアウト・ＥＣ設備併設の昼のラーメン定食事業
特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

ター

九州 福岡県 大川市 R2402U00245 株式会社江頭仏壇店 8290001052665 通常枠 対面販売からインターネット販売への転換とそれに伴う事業の再構築 小川　良平

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402U00246 ビルドメンテック株式会社 5290801003176 通常枠 新工法を活用した橋梁のジョイント部における漏水補修事業の全国展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00249 株式会社益正グループ 5290001020492 通常枠 居酒屋業態から非接触次世代カフェ＆中華業態への転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 中間市 R2402U00251 株式会社テクノ光暉 9290801011217 通常枠 脱炭素社会におけるクリーンエネルギー運搬タンクの開発 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 古賀市 R2402U00255 アトラス化成株式会社 5290001036299 通常枠 抗菌効果の高い錫製カトラリー及び食器の製造とＥＣサイトを活用した販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00256 株式会社東和交易 6290001019617 通常枠 	　地場産野菜・果物を使用した自然派ジェラートの開発・販売 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00260 株式会社ｄ．ｔ．ｆ 6290801018561 通常枠 主婦に人気のカフェ店によるコインランドリー事業との連携新事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 R2402U00276 有限会社おんどる 5290802016350 通常枠 国産のブランド牛を活用した精肉の小売販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00277 株式会社エステクノ 7290002004377 通常枠 デジタル及び拡張現実技術を活用した遠隔・時短サービスの新分野展開 東京商工会議所

九州 福岡県 北九州市戸畑区 R2402U00280 有限会社オーオカ 9290802001200 通常枠 空テナントを活用し若手美容従事者に「働き口」と「成長機会」を与えるシェアサロン運営 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 R2402U00283 ワタナベ商事株式会社 9290001064866 通常枠 アルミ手摺と相乗効果の高いエコボードを製造する新分野展開事業 坂本　淳

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00285 株式会社西日本高速印刷 8290001009351 通常枠 封入封緘サービスによる全国展開と総合印刷ショップ開設による地域展開事業 北野　孝志

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00286 株式会社エス・ピー・エス 7290001062723 通常枠 一業界依存型事業から脱却し、新たに障がい者グループホーム運営に挑戦 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00288 株式会社味蔵 7290001011333 通常枠 博多の有名店と協業し、お店の鍋スープをそのまま冷凍・販売 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00291 住吉酒販有限会社 2290002015890 通常枠 「高付加価値限定酒」と「価値ある体験」を提供するオンライン日本酒専門店「天酒堂」開業計画 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00299 有限会社釣具のエース 8290802019210 通常枠 既存事業の事業承継とテイクアウト飲食店への業種転換による収益性向上の取組。 翠税理士法人

九州 福岡県 筑後市 R2402U00300 株式会社舘工業 4290001065968 通常枠 ３ＤＣＡＤを活用し八女市活性化へ！オリンピックで話題のＢＭＸパーク運営 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00305 有限会社ブルーランク 5290002024451 通常枠 ワーケーション宿「ＹｕｋｕｉＳｔａｙ」の運営事業 税理士法人アースシンシア

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00306 株式会社ジャパン・ニュース・アドバンス 8290001061229 通常枠 空港利用者向けポーターサービスと広告サービスの提供 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00307 株式会社ジョブ・ネット 5290001028668 通常枠 コロナ禍によるデジタルシフトに伴い、コンテンツ強化の映像制作スタジオへの設備投資 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 八女郡広川町 R2402U00308 株式会社鹿田産業 5290001047263 通常枠 業務用大空間すだれを新規開発しＥＵ市場に参入する事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00309 株式会社ＮＥＸＸＵＳ 3290001061943 通常枠 長崎の離島　神々の宿る島「壱岐」の大自然に囲まれたコテージ付きグランピング場（簡易宿泊所）の運営 税理士法人天神会計

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00310 ピットアウト株式会社 2290801024695 通常枠 郵便物のクラウド管理サービスの立ち上げ 北九州商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00312 株式会社アヤボセンタン研 3180301017251 通常枠 新製品コーティングエンドミルの製造による次世代自動車部品向け金型市場への新分野展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00313 株式会社植田製作所 8290801011903 通常枠 カーボンニュートラル時代を見据えて需要増加が期待できる新分野への挑戦 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00314 株式会社苅田アカデミー 5290801022457 通常枠 障害者自立支援型の都市型福祉住居サービス事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00315 めんくいや 通常枠 卸・小売事業およびネット通販事業の開始による来店客数減少打開への取り組み 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00316 有限会社ふくおか畜販 7290002017346 通常枠 ＥＣ・ふるさと納税品・ミニスーパー店舗による地域直販への変更 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 R2402U00317 有限会社山水商事 8290002045552 通常枠 強みを活かした満腹回転寿司と魚市場機能としての鮮魚小売りの２事業でＶ字回復 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 糸島市 R2402U00327 株式会社明和製作所 4290001033330 通常枠 遊星ギア付ＤＣＢＬ量産による電動化及び高精度機器分野への参入 毛利　弘

九州 福岡県 直方市 R2402U00333 有限会社ミグ 5290802020641 通常枠 最新５軸加工機等導入によるロボットハンド製造体制構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00334 荒木建装株式会社 8290001054645 通常枠 建設・農業機械の加工技術を活用した建設部材分野への展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 R2402U00335 株式会社アラキテック 7290001052600 通常枠 ５軸加工機導入による食品製造用機械部品等製造と販路開拓の取組み 福岡県信用組合

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 R2402U00338 株式会社イサヤマ 1290001039818 通常枠 産業用ロボット向け部品等加工の生産能力獲得による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 宮若市 R2402U00339 有限会社酒井製作所 1290802021024 通常枠 海外展開を見据えた冷却用配管市場への新分野展開に伴う生産体制の再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00342 ロハス・ライフ株式会社 5290001055679 通常枠 再生可能エネルギーを軸とした糸島の魅力創生プロジェクト 田中　直敏

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00344 ＮＣＹ株式会社 9290001037855 通常枠 ＡＩアプリで健康情報を管理し、最適なサプリメントを提案 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00345 Ａｄｄ　ｖａｌｕｅ株式会社 2290001069970 通常枠 創作肉料理店のライブコマースを活用した厳選精肉販売事業への新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 直方市 R2402U00347 オーエステクノス株式会社 4290801019280 通常枠 横型ＣＮＣフライス盤導入による半導体生産設備部品等の製造能力獲得による新分野展開 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00350 株式会社伸匠工業 5290001087631 通常枠 コロナ禍に活路を開くドローン等活用型建物調査・診断業務実施事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00351 株式会社コミュニティメディアパートナーズ福岡 6290001059811 通常枠 ラジオ×『体感型魅力発見スペース（ファンコミュニティ創造）事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402U00352 株式会社ＮＥＸＴフーズ 1290001061342 通常枠 元ホテル総料理長のレシピによる高級生ドレッシングをＥＣサイトで販売する新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 宮若市 R2402U00353 株式会社オカガキ 9290801014533 通常枠 ショットブラスト加工機導入による製造業への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 R2402U00355 株式会社七洋製作所 4290001038313 通常枠 オーブン機械製造販売から新たなセールス手法で冷凍パイ生地販売 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 宗像市 R2402U00358 株式会社Ｔｏｎｋｏｙａ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8290002035314 通常枠 地元の鮮魚を活かした内食・中食・外食のハイブリッド型食品加工工場構築 リードブレーン株式会社
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00360 有限会社ゼムケンサービス 3290802003607 通常枠 オンライン”リノベーション”サポート事業の新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 朝倉市 R2402U00368 株式会社オークマ 9290001043993 通常枠 ポストコロナに向けたリモートワーク商品への展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00369 株式会社トップサポートカンパニー 4290001032621 通常枠 医療従事者、患者家族の介護者負担を軽減する洗濯代行サービスを提供するランドリー経営 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00372 フジモトサインズ株式会社 2290001072520 通常枠 立体をキーワードとした新たなサインディスプレイ製造と内装事業への展開 北野　孝志

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00376 合同会社生活道具 3290003006888 通常枠 「生活シーンの中で商品の価値を伝える広報用動画」撮影サービス 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00379 株式会社ハローグッバイ 9290001000912 通常枠 糸島産の水と農産物を使ったクラフトビールの醸造・販売 髙村　英子

九州 福岡県 行橋市 R2402U00381 有限会社ベル 3290802022549 通常枠 サイクリング事業・旅行業立ち上げによる事業再構築計画 髙村　英子

九州 福岡県 八女市 R2402U00384 株式会社アオキ 8290001047566 通常枠 自社の長所を活用した唐揚げテイクアウト専門店と鶏焼肉店運営 市竹　敦

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00389 株式会社あひるコンサルティング 3290001029940 通常枠 保険代理店による健康推進事業～地域の健康へ更なる備えを～ 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00390 クラウドビット合同会社 9290003007179 通常枠 営業管理システム＋コールシステムとＡＩ音声解析のクラウドサービス開発・提供 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00392 株式会社岡田鋼材 2290801012089 通常枠 風力発電部品製造を契機としたクリーンエネルギー分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00393 株式会社セブンセンス 8290001056716 通常枠 九州最大の撮影スタジオ構築と体感型コンテンツ配信事業でＶ字回復 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00394 ＹＯＨＡＫＵ 通常枠 テイクアウトカフェ主体のコワーキング兼宿泊施設事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 糸島市 R2402U00395 株式会社ディークオン 5290001071494 通常枠 ドローンを活用した販売・調査業務・講習・カフェによる業態転換 福間　武士

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00398 味処　げん家 通常枠 人通りの良さを生かした自動販売機による２４時間販売での地域帰宅客への美味しさの提供 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00400 株式会社重松印刷 6290001001384 通常枠 ＥＣの悩み解決します！印刷広告会社が行うＥＣ運営代行事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00406 株式会社ホームアセット 2290001073353 通常枠 目標達成度が一目で分かる！グラフィカル賃貸管理ソフトの開発・販売 出海　俊賢

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00421 株式会社しんこう 3290801001727 通常枠 焼菓子のロングライフ化による販路多様化、輸出拡大、地域密着型経営の実現 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00423 株式会社Ｓａｔｉｓｆｉｌｌ 6290001080404 通常枠 ホテルから賃貸マンション事業へ業態転換による新規顧客の獲得 東京東信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402U00424 有限会社銀のすぷーん 5290002048269 通常枠 ＥＣサイトで売上挽回。「食べたいのに食べられない」の解消！ 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402U00426 株式会社ティリィア 4290801011584 通常枠 非対面のｅラーニングによるアロマセラピー養成講座の提供 株式会社ハッピー・メンター

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00427 山崎マシンテック株式会社 7290801016127 通常枠 半導体業界に向けて部品製造機械の改造による大型化、生産性向上を展開する ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00432 株式会社日新インターナショナル 2290801021437 通常枠 カーパーツ小売業からハイブリッドバッテリー修理業への業種転換で全国展開を狙う 志村　俊郎

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00436 藤本商店株式会社 1290001086562 通常枠 福岡魚市場と連携し、最先端冷凍技術を使った魅力ある海産加工品の開発製造 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00441 株式会社グローイング 9290001066821 通常枠 サブスクリプション方式による家庭向けセルフ除菌システムの販売事業 工藤　芳純

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 R2402U00443 株式会社メグシ 9290801011654 通常枠 油仕様の加工機導入による事業再構築、強みを活かし医療業界への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00449 ＩＭＤ　ＬＡＢＯ株式会社 2290001067685 通常枠 地域中小飲食店活性化ＨＡＣＣＰ対応キッチン創設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00451 株式会社大信薬局 3290801002312 通常枠 インバウンド需要の減少を克服するための越境ＥＣによる中国・台湾を足がかりとしたアジア市場の開拓 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00456 株式会社日本テレメッセージ 3290001020577 通常枠 自社Ｗｉ－Ｆｉサービスの開発・提供によるストック収入型ビジネスへの転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川郡添田町 R2402U00461 酒か菜処　千 通常枠 家族で楽しむ食のアミューズメント「海鮮バイキング」の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00462 株式会社リョーワ 9290801015481 通常枠 中小企業向けクラウドＡＩ外観検査システムへの新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 R2402U00467 株式会社アトリエ・ジオ 5290001042215 通常枠 国土交通省が推進するＩＣＴ施工による土木分野への進出 立野　謙介

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00477 株式会社宮原福樹園 5290001069976 通常枠 庭師が行う！庭解体を通じたキッチンガーデンプロデュース事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00478 株式会社エヌピーシー福岡 5290001027117 通常枠 アフターコロナに向けた新しい生活様式に対応したカスタマイズ建築の開発・販売 税理士法人ＴＡパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00480 株式会社ブランニュープランニング 7290001068126 通常枠 自社の持つ内装工事見積技術をオンラインサービスとして提供する事業再構築 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402U00481 株式会社福原材木店 1290801009400 通常枠 コミュニティカフェを起点とした地域活性化・ビジネス事業の場の提供 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00486 福岡マステック株式会社 2290001070160 通常枠 自社工場によるカスタム設備（自動化・省人化設備）製造事業 立野　謙介

九州 福岡県 うきは市 R2402U00490 株式会社マルジョウ 3290001055210 通常枠 新型コロナ・ウッドショックを乗り越えるための木材サプライチェーンの構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00494 有限会社ビッグ・ファミリー 8290802011076 通常枠 放課後等デイサービスとジビエ専門店を同一建物で営業する 植田　隆

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00495 株式会社マッハ 7290801006557 通常枠 複合スポーツジムのサービス提供体制構築による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00497 株式会社河庄 2290001006841 通常枠 回転寿司店舗出店プロジェクト 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00500 有限会社シロヤ 3290802014348 通常枠 冷凍設備による製造と販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 豊前市 R2402U00503 株式会社豊前工業所 4290801015123 通常枠 デジタル解析技術と焼付塗装で、魅力ある鉄製品を生み出す新事業 奥村　勝美

九州 福岡県 久留米市 R2402U00504 有限会社田主丸緑地建設 7290002052319 通常枠 『小さな森のつくり方』販売店舗の構築 田中　憲治

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00511 株式会社コウチヤマテック 9290801015770 通常枠 ＥＶ市場におけるロール研磨機のレトロフィット事業の展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 久留米市 R2402U00512 株式会社橋爪土木 3290001049419 通常枠 地域の土木事業者のＩＣＴ施工用データ作成と施工後検査を請負うＩＣＴ専門事業の開発 菊池　哲

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00519 株式会社タガイト 6290801021251 通常枠 発達障害者向けＩＴ人材育成への新分野展開による事業再構築 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 春日市 R2402U00520 有限会社ウエスタンフーズ 7290002041379 通常枠 コロナ禍での内食ニーズに対応する「食材セット商品」の製造販売 西岡　隆

九州 福岡県 春日市 R2402U00527 ＨＡＴＡＧＯ吉塚合同会社 6290003007388 通常枠 ホテルの再利用、学習センターへ再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00528 株式会社アイリンクインベストメント 8290001030563 通常枠 ＡＩによる資産運用効率化・投資助言サービス 橋本　千代次

九州 福岡県 みやま市 R2402U00530 筒井時正玩具花火製造所株式会社 8290001066392 通常枠 地域の特産品を活かしてこころも体も元気にする和風の癒しリラクゼーションを提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00541 株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 3290001034288 通常枠 規格外農産物の特殊粉末加工で新たな加工食材市場へ新分野展開 坪井　亮

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00543 株式会社ＥＦＭ 7290001028377 通常枠 福岡発の地ビール製造で、飲食店の危機を乗り越える。 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402U00544 永田工業株式会社 9290801020250 通常枠 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム対応のレーザー加工機を導入したプラント機械・機具製造事業への進出 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00563 邸宅ギャラリー　井村家別邸　月の離なれ 通常枠 筑前小京都の簡易宿所の高速通信利用ワーケーション施設への転換 経営創研株式会社

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00570 株式会社ＴＲＹＳＥＥ 7290001031380 通常枠 ＡＩ技術を活用した業界初の統合型駐車場システム開発 木村　壮太郎

九州 福岡県 糸島市 R2402U00571 有限会社川久保酒店 2290002032671 通常枠 糸島のお土産を担う酒に合う菓子製造販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00577 株式会社酔笑 7290801022629 通常枠 新たな観光地として開発　グランピング宿泊施設の開設 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00579 タカハ機工株式会社 9290001046328 通常枠 受注産業からユニット製品メーカーへのビジネスモデルの転換 あさくら税理士法人
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九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00581 株式会社ＳＩＣ 9290001029588 通常枠 美容業界に変革を起こす「本気！」の経営支援プラットフォーム 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 朝倉市 R2402U00582 株式会社篠崎 5290001044070 通常枠 酵母技術を活かした“グレーンウイスキーの製造事業”への挑戦 あさくら税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00584 有限会社Ａ・Ｇ・Ｓ 1290002031732 通常枠 アナログ広告パネルからＩｏｔ搭載ＤＸサイネージへの業態転換事業 髙野　晋一

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00592 マリコ・グラン・クリュ 通常枠 セントラルキッチンの新設工事計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402U00596 丸久鋼材株式会社 3290001049617 通常枠 革新的製造方法の導入よる高付加価値製品へのシフト 大串　智之

九州 福岡県 久留米市 R2402U00599 株式会社コスモファーム野口 1290001083725 通常枠 事業再構築により地域花農家と市場を繋ぐ架け橋となり、低価格で高品質の特質したグラス類を独自加工で商品化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00602 株式会社ｖａｌｏ 6290001079917 通常枠 コロナ禍で集客に苦しむ観光地向けの低コストＰＲ動画制作事業 中村　晃

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00002 ＧＯＧＯ　ＯＹＡＪＩ 緊急事態宣言特別枠 カラオケＢＡＲである飲食業から資格を生かした不動産業への事業転換 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412S00003 艸窯 緊急事態宣言特別枠 陶芸ワークショップのオンライン化への業態転換及び全国への販路拡大 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00007 お届け料理おお江 緊急事態宣言特別枠 家庭の食事をサポートする中食と内食及び特産品の店舗販売・配達事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00014 有限会社ダイユー商事 5300002000847 緊急事態宣言特別枠 衛生のプロのノウハウを生かしたオンラインショップ構築 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00015 旬彩響宴おかぎ 緊急事態宣言特別枠 おでん割烹おかぎの弁当等製造業及びケータリングサービスへの転換 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00016 株式会社Ｋｉｍ’ｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 2300003001442 緊急事態宣言特別枠 九州初上陸！有名韓国料理人がプロデュースする韓国中華料理専門店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

九州 佐賀県 唐津市 R2412S00017 赤い窯のピザ屋さんＬａＬｕｎａＶｅｒｄｅ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を駆ける　国産小麦と自家製ピザ　赤い窯のキッチンカー 西村　治雄

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00018 株式会社樂寛 7300001004112 緊急事態宣言特別枠 家族連れと単身世帯が安心して利用できる定食屋への業態転換事業 杉野　直志

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412S00021 ヘアメイク着付杠（ゆずりは） 緊急事態宣言特別枠 ヘナ染め専門完全プライベートヘアサロン 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412S00022 スローリーキッチン 緊急事態宣言特別枠 最新急速冷却冷凍機と工房新設による地元九州のお野菜パフェのＥＣ販売と市場開拓 久留米商工会議所

九州 佐賀県 嬉野市 R2412S00023 株式会社梶原工建 3300001011269 緊急事態宣言特別枠 型枠施工の知識・経験・技術とネットワークを活用した建設資材運送事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 嬉野市 R2412U00006 やきとり　一竜 通常枠 居酒屋での人気商品の強みを活かし「やきとり一竜秘伝のたれ」の製造販売でコロナ禍を生き残る 小林　佳子

九州 佐賀県 多久市 R2412U00008 有限会社アリギス 1300002004959 通常枠 加工食品の常温長期保存を可能にする新たな殺菌サービスの提供 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00011 玄海肴処　旬風 通常枠 キッチンスタジアムでの地元食材を使った加工品の製造とＥＣサイトでの販売事業 唐津信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00013 共立エレックス株式会社 1300001005826 通常枠 機能性放熱不燃シートの開発 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00019 株式会社イン・ザ・コム 8300001009374 通常枠 シミュレーションゴルフ分野でのＩｏＴ技術を活用した店舗開発 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412U00020 ポアソン洋菓子店 通常枠 調剤薬局にカフェスペースを設けた「薬局カフェ」の新設 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00022 大志 通常枠 唐津Ｑサバ等食品製造（鯖蒲鉾＆〆鯖等）と実店舗・ＥＣ販売事業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 多久市 R2412U00027 山口産業株式会社 8300001003625 通常枠 産業用テント及び一般イベント用テントのレンタル事業分野への進出 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 三養基郡上峰町 R2412U00029 株式会社ケーツーロジスティクス 6300001011761 通常枠 高付加価値精米加工と定温倉庫保管のワンストップサービス 宮川　譲

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00031 旅館杉乃家株式会社 8300001003807 通常枠 県内初！ペットと泊まれる離れ露天風呂付き客室の新設でペット関連の観光ビジネス参入事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 小城市 R2412U00035 天山酒造株式会社 9300001003293 通常枠 世界基準のプレゼン施設に改装しオンラインとリアルで海外取引を拡大 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00036 株式会社ドリームテック 8300001004193 通常枠 「ＫＩＴＡＧＡＴＡ　ＢＡＳＥ　Ｃａｍｐ　Ｆｉｅｌｄ」プロジェクト 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00037 株式会社メリーランド 4300002006003 通常枠 温泉大浴場施設の建設及び直営 佐藤　健一郎

九州 佐賀県 杵島郡白石町 R2412U00039 株式会社チャイルド佐賀 8300001005142 通常枠 社会環境変化（ＳＤＧｓ）に対応した無縫製事業への進出 福永　健二

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00042 唐津バルブ工業株式会社 2300001007301 通常枠 バルブメーカーの生き残りをかけたエネルギー産業分野への挑戦 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412U00043 株式会社稜甚 7300001007098 通常枠 ＣＡＦＥ建設による飲食分野参入　及び少人数挙式分野参入 磯山　大樹

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00044 中山鉄工所 通常枠 佐賀から世界へ！超高品質ボルトで自動車から農業機械へ再構築！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00048 株式会社新大和観光 2300001008051 通常枠 非／低接触で新時代も持続可能な地域市民向け会員制事業の構築 江口克哉

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00049 株式会社マツダモビリティ佐賀 1300001004051 通常枠 古民家（地区１５０年超）を改修した古民家再生ホテル兼レストランの運営 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 R2412U00052 株式会社真島建設 2300001008596 通常枠 循環資源の土木業者を目指して　～産業廃棄物中間処理業への参入～ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00053 有限会社唐津マリン・スポーツクラブ 5300002010672 通常枠 佐賀、福岡、長崎の３地域でサービス展開するスポーツフィッシングの事業再構築補計画 湯上　裕盛

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00054 株式会社鶴松造園建設 1300001007252 通常枠
造園現場および放置竹林より発生する竹をチップ化し資材化することで新たな価値を生み出す循環型ビジネス

構築へのチャレンジ
税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00057 株式会社グリーンテクノ２１ 9300001003863 通常枠 廃棄される卵殻膜を再利用した卵殻膜アミノ酸入り液体肥料事業の展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00058 有限会社久保工業 4300002005913 通常枠 高効率ポンプや風力発電機の製造に必要な精密機械加工分野へ進出 九州ひぜん信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00059 有限会社金善製陶所 5300002008337 通常枠 多品種小ロット生産体制の確立による事業再構築 谷口　茂雅

九州 佐賀県 嬉野市 R2412U00060 株式会社和多屋別荘 7300001004839 通常枠 新しい空間ビジネスを活用したリーシング事業 株式会社北九州銀行

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00071 アリタポーセリンラボ株式会社 5300001005954 通常枠 新陶土を使った新ブランドの開発とコンパクトな工場体制の確立 株式会社わかば経営会計

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00076 株式会社まるぶん 2300001005800 通常枠 ベーカリーカフェによる新たな食体験の提供と発信スタジオの構築 有田商工会議所

九州 佐賀県 杵島郡江北町 R2412U00077 株式会社佐賀プラント工業 4300001008289 通常枠 リチウムイオン二次電池リサイクル・リユース工場向け自動化ライン製作 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 杵島郡白石町 R2412U00078 ドライブイン館 通常枠 パティシエの味を道の駅で！スイーツ委託販売による勝ち残り戦略 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00083 ５２８７ｐｉｚｚａ 通常枠 県内初の低糖質商品の専門店作りと巡回販売で挑む事業再構築 唐津商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00084 株式会社チェリークリーニング 3300001003992 通常枠 ユニフォームメーカーと繋がる産業用洗濯へ展開　大都市圏需要を地域へ 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00087 朝日Ｉ＆Ｒプロパティ株式会社 8300001011116 通常枠 廃体育館を全天候型のスポーツ施設へ改装する 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 藤津郡太良町 R2412U00089 旅館　豊洋荘 通常枠 渡り蟹加工品の通信販売事業の立ち上げ及び製造工場の建設 佐賀県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 R2422S00001 株式会社大和総業 9310001000967 緊急事態宣言特別枠 電解水とファインバブルを活用した次世代型環境衛生づくりへの取組 手塚　智三郎

九州 長崎県 雲仙市 R2422S00003 株式会社和楽 1310001009157 緊急事態宣言特別枠 地産地消の飲食店が地元農業にドローンで貢献する 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 R2422S00004 山本真珠有限会社 9310002018975 緊急事態宣言特別枠 「真珠と生牡蠣」養殖体験観光対応型ゲストハウス新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 R2422S00005 富永建装株式会社 2310001013694 緊急事態宣言特別枠 木造建築工事業から一般土木建築工事業への新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 R2422S00006 波多野弘文堂 緊急事態宣言特別枠 地域ニーズを捉えた印章・ゴム印事業への挑戦 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 R2422S00007 有限会社雲仙福田屋 1310002016887 緊急事態宣言特別枠 国内初の国立公園「雲仙」のモダンな旅館による高級天ぷら料理専門店への進出 長崎県商工会連合会
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九州 長崎県 長崎市 R2422S00008 株式会社花月 9310001000348 緊急事態宣言特別枠 長崎の食と歴史を食卓に届ける「バーチャル料亭」事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00014 有限会社アールテック 3310002010252 緊急事態宣言特別枠 最新測量機器の導入による新規事業開拓計画 佐世保商工会議所

九州 長崎県 大村市 R2422S00018 株式会社亀八 3310001014527 緊急事態宣言特別枠 畜産農家と提携し九州産黒毛和牛をＷＥＢ配信し全国に販売する。 大村商工会議所

九州 長崎県 諫早市 R2422S00019 株式会社ベイトン 8310001011668 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトサラダ専門レストラン“ＦＡＳＴＳＡＬＡＤ” 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00020 クオリム株式会社 1310002014131 緊急事態宣言特別枠 長崎県産食材を使った食品共創開発センターの開設 田口　寛

九州 長崎県 長崎市 R2422S00021 株式会社ＤＡＸ 3310001012118 緊急事態宣言特別枠 塗装ブースの新築で自動車整備販売の一貫体制構築で増収増益 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422S00022 有限会社とり専 1310002003605 緊急事態宣言特別枠 長崎県産の地鶏を使った冷凍食品開発事業を展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00025 合同会社Ｋ－ＲＡＳＨ 4310003002818 緊急事態宣言特別枠 鶏唐揚げ・餃子・焼売のセントラルキッチン事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 長崎県 五島市 R2422S00026 草草社 緊急事態宣言特別枠 地域グロサリーと体験型一棟貸宿泊施設 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 R2422S00027 かきごや　こんねこんね 緊急事態宣言特別枠 「パーマカルチャー」オンライン／リアルワークショップ事業 伊藤　壮平

九州 長崎県 長崎市 R2422S00028 株式会社Ｃａｎｄｙ 8310001016304 緊急事態宣言特別枠 ローラースポーツ文化発展と地域活性化。ＥＣショップ開設によるインラインホッケー用具の販売。
税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

務所

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 R2422S00029 炭火焼肉あおい 緊急事態宣言特別枠 サスティナブルフード商品の開発によるＥＣ販売への新規参入 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西海市 R2422S00030 森の魔女カフェ 緊急事態宣言特別枠 「西海グランピング　魔女の休日」バリ様式の本格グランピング施設 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 長崎市 R2422S00031 アンドメディカルコンサルティング株式会社 2310001013851 緊急事態宣言特別枠 内航船船員向けオンライン診療、健康管理システムの開発
税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

務所

九州 長崎県 島原市 R2422S00032 ＧＹＡＲＩＲＵ 緊急事態宣言特別枠 美容室のエステ技術を応用した、完全個室の頭皮専門サロン事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 R2422S00033 西村電気工事株式会社 5310001008386 緊急事態宣言特別枠 屋外広告事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00034 ジーエフシー 緊急事態宣言特別枠 佐世保初の「日焼けサロン」専門施設事業でコロナに負けない健康づくり 佐世保商工会議所

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00004 株式会社新湯ホテル 3310001011466 通常枠 「パッケージ型団体客向け」宿泊事業から、「カスタマイズ型個人客向け」宿泊事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 長崎県 長崎市 R2422U00010 加藤産業株式会社 7310001000358 通常枠 自然環境に配慮した副産物を用いた循環資源型生コンクリートの販路拡大 株式会社長崎銀行

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00013 有限会社マルヤマ 8310002016476 通常枠 海に面した好立地を活用し、小浜温泉を軸とした「安・近・癒」テーマパーク新事業展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 R2422U00016 株式会社峯陽 4310001008148 通常枠 リバースエンジニアリングを活用した鋳物製作による新分野進出 手塚　智三郎

九州 長崎県 平戸市 R2422U00018 株式会社シービューランチ 7310001017187 通常枠 乗馬クラブのノウハウを活かした乗馬療育付き障がい児福祉サービスへの新規事業参入 平戸商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00027 株式会社早田建設 7310001013327 通常枠 建設塗装から金属製品塗装への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00030 株式会社させぼパレスホテル 5310001010400 通常枠 災害に強いホテル施設での児童発達支援・放課後等デイサービス 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 南島原市 R2422U00031 株式会社ウエディング石川 3310001009733 通常枠 大自然と最新加工技術の融合による島原半島ウェディングスタジオ事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00033 株式会社小佐々渡辺 6310001006455 通常枠 女性下着の製造技術で、日本の国土を補強する！ 株式会社名南経営コンサルティング

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00034 有限会社國崎 1310002016549 通常枠 温泉旅館による、長崎県初！全棟温泉付きグランピング事業への進出 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00035 有限会社吉田米穀 6310002013260 通常枠 地域の農家と共存・共栄する地元農作物の缶詰、冷凍食品化事業の構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00038 多菜房こが 通常枠 コロナ禍における社会貢献事業（見守りサービス付き高齢者向け弁当宅配・調理済長崎和牛オンライン販売） 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00042 株式会社エイコー商事 8310001006362 通常枠 中古車販売業者から少子高齢化社会を支える安全なカーライフを保証する企業へ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 R2422U00045 株式会社中嶋屋本店 4310001000336 通常枠 業務用卸から新たに長崎駅へ出店し新たなビジネスモデルをつくる。 長崎商工会議所

九州 長崎県 島原市 R2422U00047 株式会社プラス１ 3310001012290 通常枠 老舗焼肉店が挑戦するカフェ事業にて売上再拡大を図る 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 諫早市 R2422U00049 株式会社新長崎製作所 5310001007990 通常枠 営業活動自粛期間中に準備する、モノレール台車製作に係る設備投資による新事業への挑戦
税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

務所

九州 長崎県 対馬市 R2422U00051 ＨＯＳＴＥＬ　きらたび 通常枠 新規事業を展開し、島内に今までなかった新施設の確立事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00054 有限会社鳴滝 2310002016572 通常枠 より安全で効率よく、短時間で組み立てられる建築工事用足場リース・レンタル業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00055 株式会社長崎地研 1310001005791 通常枠 新規ボーリング機械導入による新規民間市場の開拓と地域防災での地域貢献 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00058 株式会社日本理工医学研究所 2310001005873 通常枠 人と動物の健康的な暮らしをサポートする自社ブランドの構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 R2422U00059 ファーマコセル株式会社 2310001003539 通常枠 細胞培養・ＢＢＢ機能解析に対応したレンタル実験室及び受託試験の事業化 長崎商工会議所

九州 長崎県 南島原市 R2422U00064 有限会社白洋社 8310002018704 通常枠 クリーニングＡＩ無人受付レジを併設した洗濯ハカセのコインランドリー 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 R2422U00066 福由美自動車株式会社 1310001014900 通常枠 先進技術搭載車に特化した新工場で地域の安心・安全なカーライフに貢献！ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00070 株式会社友建設 2310001006756 通常枠 新たな売上の確保による島の発展及び建設資材再利用に貢献 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00072 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165 通常枠 ウイスキーの製造環境整備と開発による新分野展開と競争力の強化 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422U00074 アイディールコミュニティーケア株式会社 7310001014366 通常枠 逆オークションによる一般消費者の非接触型調達機会の創出 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00076 株式会社おだ建築 6310001013674 通常枠
「工場のシェアリングサービス」で既存事業との相乗効果を狙う新分野展開　地域の同業他社に向けた工場

の時間貸しサービスを提供
西海みずき信用組合

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00077 有限会社マルモ水産 3310002014757 通常枠 冷凍ハーフシェル牡蠣加工製造業への転換と海外市場参入でＶ字回復 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 長崎市 R2422U00082 株式会社マルクス・インターナショナル 9310001003805 通常枠 イベント会社が実施するオンラインイベントシステムの構築とライブ配信事業 長崎県中小企業団体中央会

九州 長崎県 長崎市 R2422U00083 有限会社マック 6310002008657 通常枠 住み慣れた地域で最期の時までの大切な時間を過ごせる施設の開業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 島原市 R2422U00084 島原ソーイング株式会社 9310001009645 通常枠 オンライン接客を活用した販売員によるオンラインコーディネートサービスの構築 吉田　大

九州 長崎県 西海市 R2422U00086 有限会社谷川建築 9310002014181 通常枠 少子高齢化地域の建築会社が行う福祉用具レンタル事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00087 株式会社ケイアイ工業 6310002012782 通常枠 地場の建設企業による米軍基地艦船の含油廃水処理への思い切った新分野展開 株式会社佐賀共栄銀行

九州 長崎県 諫早市 R2422U00096 株式会社オール工業 3310001007902 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、ステンレス加工産業へ進出 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 長崎市 R2422U00100 有限会社まるよし 2310002008561 通常枠 省エネラーメン店のプロデュース事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00103 関戸麹屋 通常枠 老舗麹屋による革新的な店舗建設と新商品によるオンラインビジネス強化 佐世保商工会議所

九州 長崎県 南島原市 R2422U00106 株式会社須崎屋 7310001015661 通常枠 コロナ禍に対応するため、地場産業の手延素麺加工及び販売による新分野展開事業 株式会社長崎銀行

九州 長崎県 大村市 R2422U00108 西日本生活倶楽部有限会社 5310002017502 通常枠 基幹産業自動車サプライチェーンに貢献する九州供給網の構築。 高橋　良和
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九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 R2422U00113 株式会社丸研特殊印刷 3310001006391 通常枠 シール印刷技術を活用した　「環境配慮型（エコ）包装袋」製作 長崎県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00002 株式会社ＣＤプロダクツ 8330001019081 緊急事態宣言特別枠 大学連携インキュベーター等と連携した独自の販路開発 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00005 株式会社Ｃｒａｎｅ 7330001022516 緊急事態宣言特別枠 中古不動産の仲介＋リフォームの提案による購買意欲促進事業 サポート行政書士法人

九州 熊本県 熊本市北区 R2432S00006 紅合同会社 9330003007661 緊急事態宣言特別枠 おしゃれな背景と顧客参加型アミューズメント写真スタジオへ 臼井　清也

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00008 有限会社坂梨実業 4330002004417 緊急事態宣言特別枠 繁華街居酒屋からの撤退、本格手打ちそば・串揚げ専門店への参入 西本　寛

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00009 株式会社アルカ 1330001006061 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応のＳＤＧｓに取り組む新しいライフスタイルの体験施設の開業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00014 株式会社コリレーション・ワン 2330001024112 緊急事態宣言特別枠 双方向のオンライン授業による安心の授業と新たな利用層の獲得 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 水俣市 R2432S00015 有限会社美装社 9330002027958 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮した、水を使わない出張洗車サービスで高齢者雇用の創出 新酒　芳斗

九州 熊本県 阿蘇市 R2432S00016 合名会社志賀食品 1330003002711 緊急事態宣言特別枠 阿蘇で作る人気スイーツ・自家焙煎コーヒーの製造直売、ネット販売新設 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00019 Ｊｏｔａｓ株式会社 3330001020250 緊急事態宣言特別枠 気流可視化による室内換気診断・見守りサービス事業 樋口　信夫

九州 熊本県 玉名市 R2432S00020 ヘアールーム　ラグ 緊急事態宣言特別枠 コンテナサロンでの理美容スクール等の開業 瑛智税理士法人

九州 熊本県 球磨郡錦町 R2432S00021 市房食堂 緊急事態宣言特別枠 地域特産品「黒ホルモン」認知度向上と新たな販売チャネルの構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 R2432S00022 ＺｉＧＺｉＧデザインスタジオ 緊急事態宣言特別枠 野菜加工品への挑戦。加工から販売までをデザインする！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 R2432S00024 夢・ドリーム株式会社 3330001013972 緊急事態宣言特別枠 少人数制フィットネスクラブ 八代商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432S00025 ロマンティック 緊急事態宣言特別枠 アウトドア・キャンプ市場に向けた自社オリジナルブランドの商品の開発・販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00027 株式会社フルーツの里 8330001017390 緊急事態宣言特別枠 老舗フルーツ卸売り店が始める新鮮でおいしい地場産フルーツ専門小売店 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00029 有限会社野口美容室 2330002008106 緊急事態宣言特別枠 マスク生活の悩みを解消する新たなセルフエステ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 R2432S00030 合資会社ユゲキン商店 9330003003396 緊急事態宣言特別枠 遊休倉庫を活用した「まちの拠点」事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432S00031 株式会社マ・シェリ 7330001027151 緊急事態宣言特別枠 サロンから未来を担う若手を育成する美容スクールへ 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00033 レイトムＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ株式会社 4330001009086 緊急事態宣言特別枠 発表機会のない一般・アマチュアの作品を用いたアパレルブランド 株式会社イソシエ

九州 熊本県 熊本市南区 R2432S00034 うな専 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における労働時間減少と売上減少を補うための新事業展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池市 R2432S00041 有限会社渡辺商店 9330002018065 緊急事態宣言特別枠 業態転換による関係性をつくる宿「お宿ＧＯＹＡＤＯ」の新設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00042 株式会社笑庵 6330001008193 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナのブラスト＆ショックフリーザーによる製造計画書　ラーメン店の冷凍らーめん 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00044 株式会社たっちあっぷ 6330001024736 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を利用したタッカンマリ販売事業への新分野展開 黒木　佐由里

九州 熊本県 上天草市 R2432S00045 株式会社甲ら家 7330001015593 緊急事態宣言特別枠 釣った魚をその場で捌いて飲食できる釣り堀レジャー施設の新規開業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00046 株式会社一鴻フードサービス 4330001026214 緊急事態宣言特別枠 雇用を守りながら再構築し、新業態への進出でコロナを乗り越えよう 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00047 サンコー・コミュニケーションズ株式会社 9330001006269 緊急事態宣言特別枠 オンラインセミナーを通じた中小企業向け広告戦略の情報発信 藤本　佳旦

九州 熊本県 天草市 R2432S00049 東浜凜太楼 緊急事態宣言特別枠 「人の移動」に極力依存しない新たな事業 益田　和明

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432S00050 有限会社辰巳観光 5330002023523 緊急事態宣言特別枠 高付加価値グランピングビジネス参入事業による、高収益型ビジネスモデル構造の実現 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00051 株式会社ライズ 6330001023713 緊急事態宣言特別枠 体に優しい無添加から揚げ・カレーのテイクアウト専門店への事業転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00052 有限会社丸和一商店 1330002010095 緊急事態宣言特別枠 素ドリンク教室開講による健康食品市場への参入時事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00053 株式会社スカーフェイス 6330001024018 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における「おうち需要対応」ハイブリッド焼肉店出店計画 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 R2432S00054 有限会社永田冷菓 8330002028825 緊急事態宣言特別枠 プロレス殿堂館の設置に伴う新たな体験観光と飲食サービスの提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00055 ジューシー 緊急事態宣言特別枠 個人輸入代行業 熊本商工会議所

九州 熊本県 玉名市 R2432S00056 株式会社ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＰＥＡＫ 1330001025053 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策を完備した焼肉店事業への新分野展開による売上拡大 荒尾商工会議所

九州 熊本県 下益城郡美里町 R2432S00057 宇土太鼓文化研究所 緊急事態宣言特別枠 オンライン太鼓教室開設（新分野展開事業） 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00059 有限会社鞠智 3330002018467 緊急事態宣言特別枠 日本遺産菊池川流域の合鴨米をオンライン販売で全国へ！ 首藤　俊行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00060 株式会社フレンド 8330001012227 緊急事態宣言特別枠 特殊な無光触媒エコキメラを利用した消毒清掃作業への新分野展開 湯上　裕盛

九州 熊本県 玉名郡和水町 R2432S00062 有限会社ヒラヤマ 5330002021329 緊急事態宣言特別枠 お年寄りも若い人も集えるコミュニティーカフェ新設事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 合志市 R2432S00065 オプターレ株式会社 9330001024857 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応の完全個室型脱毛サロンの構築 本田　勝範

九州 熊本県 熊本市西区 R2432S00066 有限会社ピクチャーズカンパニー 7330002013241 緊急事態宣言特別枠 オンラインウェディングのトータルプランニング事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00069 有限会社ブンゾー 7330002009041 緊急事態宣言特別枠 イタリアンレストランと共創するシェアオフィス「ｔａｇ　ｂ．」の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00072 スミツグハウス 緊急事態宣言特別枠 宿を貸し切って陶芸体験の巡礼旅～３泊４日オリジナル骨壷づくり旅行パックの開発～ 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 R2432S00073 有限会社シリカファームしすい 2330002018138 緊急事態宣言特別枠 自社乳製品を使った、スムージー店出店事業 湯上　裕盛

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00074 サバーイ・サバーイ 緊急事態宣言特別枠 熊本初！電磁界セルフトレーニングの提供及び販売 稲岡　政弘

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00077 前田畳店 緊急事態宣言特別枠 デジタルを活用した新しい畳家具開発・販売事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00079 フィット治療院 緊急事態宣言特別枠 先進の非接触型水素吸入療法で地域の元気を再構築 熊本県信用組合

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00080 リバー 緊急事態宣言特別枠 縫製技術＋刺繍機械導入による子どもオーダースーツの新分野展開 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00081 株式会社優エステート 9330001025087 緊急事態宣言特別枠 健康フードとセルフエステによる美容・健康分野への進出 尾場瀬　輝雄

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00082 レストランアンドバーテル 緊急事態宣言特別枠 最新ゴルフシミュレーター導入で停滞する飲食店に新風を！ 木上　望

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00084 有限会社広東 9330002002176 緊急事態宣言特別枠 地域と連携したワーケーション向け宿泊プラン開発事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 R2432S00087 新田商店 緊急事態宣言特別枠 天草産素材１００％ハンバーグの販売とふるさと納税返礼品の生産 本渡商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00089 田口建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用したオンライン講座の構築とＷＥＢ集客の最適化 坪井　亮

九州 熊本県 熊本市北区 R2432U00005 清正製菓株式会社 3330001024177 通常枠 温泉を活用した個室型・接触レス日帰り入浴施設事業への参入 蓑田　聡

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00008 合資会社ハヤカワ運動具店 2330003000689 通常枠 「通学用カバン事業」への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432U00009 井手上精機有限会社 3330002015976 通常枠 加工新技術導入による発電機部品製造分野への事業展開計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 宇城市 R2432U00016 株式会社吉澤工業 5330001022716 通常枠 農業生産者と消費者をつなぐ生姜貯蔵倉庫事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 人吉市 R2432U00018 有限会社プラスエンゼル 7330002030740 通常枠 街の「かかりつけ薬局」として、オンライン・訪問型での調剤薬局サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00020 株式会社ケイ・エヌ・テック 7330001001676 通常枠 立地条件と人材確保の強みを生かした精密半導体部品市場への参入 合同会社スマイル・サポート・コンサルト
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九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00021 株式会社坂本 3330001005573 通常枠 外食中食共にコロナ禍に対応した、全自動開閉扉付直送型特急レーン・ドライブスルー付き回転寿司店 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 宇城市 R2432U00024 有限会社宇城木材産業 1330002023790 通常枠 新事業により木材の流れ全掌握。エコフレンドリーにこだわりの製品提供。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00025 合同会社オフィス高野 4330003001776 通常枠 自社リソースの有効活用で少数精鋭の家族葬特化型葬儀業へ川上展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00026 フラッグス株式会社 3330001019482 通常枠 商標権を活用した「食のグランプリ」ＥＣサイト事業 中山　達

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00027 株式会社メイソウ 9330001010361 通常枠 ＥＶ車、ＨＶ車向けの車載駆動電池用プラスチック成形品製造への参入 賀口　裕史

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00028 有限会社セイデン 3330002018558 通常枠 コロナ禍におけるヘルスケア促進サービスの提供事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00034 株式会社吉平物産 7330001004860 通常枠 ゆうゆうデリバリー 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00035 株式会社ペイントハウジング 6330001008391 通常枠 外壁リフォームのプロが運営する地域密着型『見積比較サイト』の新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 R2432U00036 株式会社来民屋 6330001017095 通常枠 高機能換気設備を導入、省人化を図り個食化対応のため居酒屋から焼肉業態への転換 後藤　英

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432U00038 株式会社花いちば 7330001009810 通常枠 ドローン農薬散布の代行により農業生産品の付加価値向上と経営安定化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00039 株式会社ヒサノ 5330001003922 通常枠 運送業から一貫物流サービス企業へ転換！倉庫業参入による新分野展開 ＳＱコンサルティング株式会社

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00043 有限会社ＯＣＥＡＮ 9330002015657 通常枠 サブスクリプション制によるエステサロン運営 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00045 株式会社マツシマ 8330001004356 通常枠 半導体製造装置等向け真空関連機器部品の技術開発による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00046 株式会社創輝建設 7330001002625 通常枠 当社独自工法「走行式圃場内石礫破砕・土壌改良事業」の確立 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 R2432U00047 シントワールド株式会社 8330001013605 通常枠 商品開発力を活かしたコラボ商品・ＯＥＭ対応の高付加価値化粧品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00048 株式会社サン・ファーム 8330001013010 通常枠 すべての人に健康と福祉を（ＳＤＧｓ）実現に向けた食品開発と販売 税理士法人碓井会計

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00049 合同会社天草水産研究所 8330003006301 通常枠 天草黒毛和牛の『小売販売』と『焼肉店出店』の２分野展開 西村　信男

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00051 株式会社藤本パイピング 1330001006251 通常枠 次世代半導体装置製造メーカーへ、設計・生産・据付けまでの一貫メーカーへの進化 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00055 有限会社テイク・シー 3330002012445 通常枠 オンラインメディアと顧客ニーズを繋ぐ動画プロダクション事業 西本　寛

九州 熊本県 合志市 R2432U00056 セイブ管工土木株式会社 7330001009422 通常枠 排水管路デジタル健康診断システム開発　～ＡＩ活用による下水道管の成人病検診事業～ 中尾　克代

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 R2432U00058 株式会社丸立 2330001012397 通常枠 遊休地を活用したオートキャンプ事業展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432U00060 有限会社阿蘇グリーン農園 3330002016677 通常枠 コロナ対応の自販機とＳＤＧｓに取り組む厨房施設による販路拡大 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432U00066 株式会社黒川温泉御処月洸樹 9330001021490 通常枠 コンテナハウスの内装加工事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00068 有限会社トラベルアシスト熊本 9330002020418 通常枠 旅行会社が行う地域一体型グランピング宿泊施設で新分野展開し事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00071 株式会社ＢＯＮＤ 8330001024742 通常枠 ＶＲ内見システム等を構築し進める「リノベーション再販事業」 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00081 株式会社ザッパージャパン 1330001008859 通常枠 人生の節目に花を添えて　～会場装花事業への挑戦～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00083 有限会社フーズ・ジョイ 2330002012090 通常枠 規格外豆腐を活用した代替肉商品開発による内食・中食市場への参入 前之園　博一

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00085 綜合企画株式会社 9330001002615 通常枠 ビジネスパーソンが集うフィットネス×コワーキングスペース×ラウンジ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00086 株式会社シナプス 4330001007461 通常枠 シンガポール現地ＥＣサイトへの直接出店による新販路開拓事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00088 株式会社大輝 5330001022757 通常枠 競合他社との差別化に繋げる女性専用サウナ導入による新規顧客獲得 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00099 株式会社まつしん 2330001025705 通常枠 新しい食の提案！トッピングあわせ無限大「まぜうどん」イチニコ®食堂 中山　達

九州 熊本県 阿蘇市 R2432U00109 阿蘇さとう農園 通常枠 阿蘇白ひつじの羊肉ＰＲ販売と精肉加工所建設による再構築計画 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00113 株式会社ＹＵＷＡ 3330001023815 通常枠 放課後等ディサービス 株式会社ライトアップ

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432U00121 株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅ 3330001022874 通常枠 ポストコロナ時代のデジタルを活用した次世代型カフェの開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 R2432U00122 三栄工業株式会社 1330001011623 通常枠 鉄骨本体工事から胴縁まで～一貫生産体制の構築～ 大牟田柳川信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00123 株式会社スプラウツ 3330001022305 通常枠 先端技術を活用した農・商・官・金連携による農業用ドローンＦＣシステム 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00124 有限会社あすなろ印刷 4330002015793 通常枠 パッケージ印刷の提供を通じた地元製造業者に対するＤ２Ｃ展開の支援 若杉　拓弥

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00132 ファミリーハウス 通常枠 天草の海を一望できるオープンテラスカフェで事業再構築 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00133 有限会社清藤歯科技工所 2330002002793 通常枠 歯科技工所が提案するセルフホワイトニングサロンとゲストハウス 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00134 テクノデザイン株式会社 4330001009210 通常枠 半導体装置新製品の研究開発による新分野展開 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 玉名市 R2432U00139 有限会社ケーエム企画 4330002022682 通常枠 体験型キャンプ場施設及びアウトドアレストランの運営 玉名商工会議所

九州 熊本県 上天草市 R2432U00140 株式会社シークルーズ 2330001015433 通常枠 グランピングを核とした自然体験型宿泊施設開発事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00141 株式会社ひまわり 2330001020433 通常枠 コロナ禍で失われた温泉をリゾート化で復活 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡御船町 R2432U00143 株式会社ムラサン 7330001018241 通常枠 アウトドアワークショップ及び自社製品を体験できる店舗の設立 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00146 株式会社出田産業 6330001006940 通常枠 特殊加工配管のオーダーメイドによる製造及びアプリによる販売 吉野　恵子

九州 熊本県 宇土市 R2432U00148 株式会社坂本 3330001013378 通常枠 地元新鮮野菜買い付け販売と他社工場仕分け作業請負事業への新規参入 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00150 有限会社Ｉｎｔｅｇｒａ　Ｓｙｓｔｅｍ 1330002015004 通常枠 アーム型ロボットを利用した自動販売機（無人カフェ）の開発、販売による業種転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 R2432U00154 株式会社協和印刷 4330001016108 通常枠 厚物に対応したＵＶ印刷機導入による、パッケージ製造への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 上天草市 R2432U00169 藍の村観光株式会社 6330001015470 通常枠 上天草ワーケーションリゾート 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 R2432U00170 株式会社ソリューション 8330001016962 通常枠 半導体部品の製造技術を活用した自動車部品製造への展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 玉名市 R2432U00175 八十八夜 通常枠 自然栽培のノウハウを活かした独自ブランドの確立と餅の製造販売 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00176 熊本ネクストソサエティ株式会社 1330001010179 通常枠 郊外テイクアウト・手土産専門店とキッチンカーで直接販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 水俣市 R2432U00177 ＡＭＩ株式会社 1130001056317 通常枠 遠隔聴診ビデオチャットシステムを用いたＤｔｏＤ遠隔医療サービス 株式会社鹿児島銀行

九州 熊本県 熊本市北区 R2432U00179 銀杏薬品株式会社 7330001007665 通常枠 メンタルケアに特化したオーダーメイドアロマ製品の製造業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00180 株式会社菅乃屋ミート 5330001005704 通常枠 即食用馬肉料理の工場生産・全国販売及びデリバリー等による再構築 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00181 株式会社リューズ 9330001004933 通常枠 地元熊本県でのグランピング事業新規参入による地域貢献と事業規模拡大 熊本信用金庫

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 R2432U00189 南阿蘇オーガニック株式会社 3330001019540 通常枠 ＪＡＳ認証オーガニック食品工場 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00193 株式会社同仁堂 2330001003173 通常枠 Ｗｅｂカウンセリングをつかった業態転換 野口　敏史

九州 熊本県 宇城市 R2432U00199 ＧＩＮＧＥＲ　ＬＩＦＥ 通常枠 コロナに打ち勝て！身体ポカポカ「農家秘伝の万能生姜佃煮」ＥＣ活用で農業６次化 山本友晴
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九州 熊本県 上天草市 R2432U00201 有限会社福伸 3330002029547 通常枠 有名老舗和食店が大規模商業施設に初出店し特殊冷凍寿司開発事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00207 株式会社Ｓｈｉｚ－ｅｎ 4330001027253 通常枠 外部環境に左右されない強みを生かした事業創造 山鹿商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432U00209 株式会社よいば 3330001009979 通常枠 食品用自動販売機を強みに業態転換！事業規模拡大へ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名市 R2432U00216 サクセスリンク株式会社 9330001011384 通常枠 「個別指導塾」からＡＩ・ＩＣＴを活用した「自立学習塾」への業態転換 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00221 美・ケイ株式会社 3330001021959 通常枠 家でもできる！ウィルスに負けない体作りサポート事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00223 株式会社丸菱ホールディングス 7330001010925 通常枠
国内初、小規模個人店に向けた製菓製パン食材オンライン卸　「仕入れサービス　ＯＲＤＥＲｉｅ（オーダリー）」

開発・運営
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 大分県 大分市 R2442S00001 株式会社Ｔ．Ｏ．Ｐ．Ｓ 8320001005545 緊急事態宣言特別枠 プロユースのレコーディング＆配信スタジオ運営事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 R2442S00002 株式会社エム・アイ・テソロ 9320002013678 緊急事態宣言特別枠 業務用機械器具の製造業から、情報サービス業への業種転換 岡本　安功

九州 大分県 別府市 R2442S00003 株式会社ＭＩＴテクノロジー 9320001016310 緊急事態宣言特別枠 電気機械器具製造業から、運動用具製造業への新分野展開 岡本　安功

九州 大分県 中津市 R2442S00006 株式会社サンライズ 2320001010781 緊急事態宣言特別枠 インターネットカフェ店からカラオケ専門店への新分野展開 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 R2442S00007 株式会社イグジット 1320001014593 緊急事態宣言特別枠 ハード（設備管理）から、ソフト（防火管理）への転換計画 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 R2442S00011 株式会社アイメックス 7010601040742 緊急事態宣言特別枠 自社遊休１階スペースの改築による地元地域でのワイン小売店開業 大分商工会議所

九州 大分県 由布市 R2442S00012 由布院ときの色 緊急事態宣言特別枠 “食材の色と香りを楽しむ”Ｍａｄｅｉｎ湯布院のお土産づくり 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 日田市 R2442S00013 着物総合加工京匠 緊急事態宣言特別枠 罠猟で捕獲した鹿・猪を食肉処理・販売する新規事業の取組み 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442S00014 有限会社明豊マイカーセンター 1320002006821 緊急事態宣言特別枠 自動車に対する幅広いニーズに応えるためのレンタカー事業への参入 大分商工会議所

九州 大分県 国東市 R2442S00016 萱島酒造有限会社 8320002015147 緊急事態宣言特別枠 「西の関」を利用した梅酒製造によるベトナム市場への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442S00017 志村製材有限会社 4320002003460 緊急事態宣言特別枠 災害復興時におけるパレットホームの建設 篠原・植田税理士法人

九州 大分県 由布市 R2442S00021 株式会社ツーリズム 3430001049131 緊急事態宣言特別枠 ペットサロン、遊べるガーデン、ドックラン施設建設計画 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 R2442S00023 有限会社寿光 9320002011608 緊急事態宣言特別枠 対人機会減少と外食欲求実現を両立させる新しい焼き肉店の展開 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 R2442S00025 Ｓｅａ　Ｒｕｎｓ　Ｊａｐａｎ合同会社 4320003002940 緊急事態宣言特別枠 大分から世界へ！大分県産食材をのみを使用した完全ヴィーガン対応テイクアウト店 税理士法人プロフィット

九州 大分県 中津市 R2442S00028 焼とりと旬彩厨房　かがやけ 緊急事態宣言特別枠 居酒屋メニューを使った新しいサンドイッチ専門店の展開 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 R2442S00033 株式会社エデンメディアワークス 3320001003041 緊急事態宣言特別枠 自費出版冊子製造から販売までをワンストップで行う通販書店事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 R2442S00034 株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ 9320001010239 緊急事態宣言特別枠 卸売り分野での新たな販促事業計画 観野　健太郎

九州 大分県 大分市 R2442S00035 株式会社ＢＩＣ 5320001016743 緊急事態宣言特別枠 大分セントラルキッチンの創設、大分厳選グルメ通販サイト開設および、炉端焼き店の新規開業 大分信用金庫

九州 大分県 別府市 R2442U00002 合資会社野上旅館 2320003000590 通常枠 小規模滞在型アパートホテルの建築による長期滞在型宿泊市場への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00004 フロンティア・プラス株式会社 8320001005181 通常枠 最新の技術を用いて徹底的な感染症対策を施した炭火焼き店の展開 東京中央経営株式会社

九州 大分県 日田市 R2442U00009 株式会社九州エアーテック 2320001010253 通常枠 町工場から発信する日本初の縦型多段式サイクロンの開発と事業再構築 甲斐　幸丈

九州 大分県 中津市 R2442U00011 株式会社ＣＲＥＡＴＥ　Ｋ 3290801022797 通常枠 寝具サブスク・レンタル事業展開による対面事業依存からの脱却 松代　和也

九州 大分県 日田市 R2442U00021 有限会社天龍荘 8320002019536 通常枠 ユニバーサルツーリズムを実現する旅館への再構築事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 由布市 R2442U00022 株式会社鞠智 3320001013783 通常枠 食の健康志向とニューノーマルに対応！天然しょうがスタンド及びＥＣ事業展開 税理士法人野田税務会計事務所

九州 大分県 由布市 R2442U00028 有限会社リッツ 9320002010270 通常枠 高級温泉旅館のおもてなしを日帰り客に提供する高級温浴施設の展開 パートナー経営株式会社

九州 大分県 大分市 R2442U00031 有限会社首藤鉄工 7320002003607 通常枠 製鉄部品の製造技術を活用した異業種への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 R2442U00036 株式会社惣間建設 9320001017531 通常枠 建設業の木材加工技術の強みを生かした木製家具事業への展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442U00037 株式会社トライテック 8320001004027 通常枠 硬性内視鏡洗浄具の事業化 株式会社三井住友銀行

九州 大分県 由布市 R2442U00038 株式会社冨永笑回 2320001013776 通常枠 家族三世代で楽しめる、焼肉店と農家がコラボした体験型グランピング施設の運営事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00039 久大化工機株式会社 9320001003036 通常枠 事業再構築で医療プラント向け機器を製造開始し医薬産業へ参入する 甲斐　幸丈

九州 大分県 宇佐市 R2442U00041 有限会社秀平 8320002014082 通常枠 コロナ禍に対応した、地元で獲れる魚介類を使った回転寿司店の開業 阿部　大輔

九州 大分県 国東市 R2442U00047 からあげ花ちゃん 通常枠 ドライブスルー方式等の感染対策提供方法を取り入れた業態転換事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442U00048 株式会社サンウッド 2320001001178 通常枠 感染症新時代における新生活様式に対応した木材製品の新展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00049 株式会社誠産業 7320001014423 通常枠 チップ（木くず）の高性能中間処理施設の新規導入による新分野展開 みらい社会保険労務士法人

九州 大分県 佐伯市 R2442U00056 株式会社クニナリ 1320001008918 通常枠 新規設備投資により、インフラ設備等の大型部品加工を実現する 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00057 トキワ運輸株式会社 7320001001958 通常枠 コロナ禍で衰退する運輸業からのシフトチェンジ！ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00060 株式会社江藤製作所 9320001000628 通常枠 大型構造物用加工部門新設で宇宙・ＥＶ・建設等新分野へ展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 大分県 別府市 R2442U00069 株式会社Ｕ＆Ｔ 3320001007356 通常枠 別府市内における学生向け２４時間フィットネスジム事業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 大分県 宇佐市 R2442U00070 株式会社岩田材木店 3320001007760 通常枠 国産材を活かした製材、プレカットから造作材加工までのワンストップサービス事業の構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 R2442U00071 大日測量設計株式会社 2320001010047 通常枠 技術力を活かした、測量業から地質調査及び警備業への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 R2442U00079 有限会社ＲＬＰ 9320002017596 通常枠 製材端材を活用した木材チップ製造事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00083 株式会社さかえ写真スタジオ 4320002002891 通常枠 写真館で行う小規模ブライダル事業への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00085 セレモニープランニング株式会社 3320001004262 通常枠 貸切風呂建築及び（食事×温泉×車中泊）の新サービスの提供開始 木津　俊彦

九州 大分県 由布市 R2442U00088 合同会社由布のしいたけ 1320003002571 通常枠 ［しいたけ狩り」もできる小さなキャンプ場兼ＢＢＱ場 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 R2442U00093 株式会社丸大水産 5320001002603 通常枠 消費者ニーズに基づく品揃え・商品開発を行なう店舗の実現 宮崎　誠

九州 大分県 大分市 R2442U00094 株式会社丸源 3320001013271 通常枠 「人手不足問題」の解決及び事業再構築の実現 宮崎　誠

九州 大分県 国東市 R2442U00097 合同会社パッチワークカンパニー 6320003001841 通常枠 建設業界用テレワーカー向けの動画による技術者育成オンラインシステム 大分県信用組合

九州 大分県 由布市 R2442U00100 有限会社赤司菓子舗 3320002010029 通常枠 由布岳を一望できる「温泉付きオートサイト」への業態転換 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 臼杵市 R2442U00101 乳屋本舗 通常枠 野津町初のパン屋開業！地域密着型牛乳配達店が地域の声に応える 有限会社えんがわ

九州 大分県 中津市 R2442U00102 第一印刷株式会社 7320001010827 通常枠 事業計画名：印刷工場の旧設備を全廃！　レンタルオフィス・コワーキングで創業支援 中津商工会議所

九州 大分県 国東市 R2442U00103 豊洋精工株式会社 6320001008319 通常枠 ガラス加工部品製造への挑戦！既存事業と融合し、九州№１ＥＭＳ企業を目指す。 税理士法人プロフィット

九州 大分県 大分市 R2442U00109 有限会社共立精巧 4320002002289 通常枠 独自の精密切削加工技術を活かして、半導体関連部品製造に進出する。 一般社団法人大分県中小企業診断士協会
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九州 大分県 臼杵市 R2442U00110 有限会社東和開発 7320202000362 通常枠 別府市におけるクラフトビール醸造所立ち上げ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 R2442U00116 有限会社元相 7320002011114 通常枠 瞬間冷凍技術と自社技術を融合した食品加工場新設による業態転換 株式会社豊和銀行

九州 大分県 速見郡日出町 R2442U00118 有限会社川嶋モータース 9320002015641 通常枠 車買取専門店の新設とオンライン商談システム導入による新規事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 宇佐市 R2442U00120 株式会社スミテック 3320001007661 通常枠 最新レーザー加工機導入による自社製品のＢｔｏＢ，ＢｔｏＣを新たな事業の柱に 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00124 有限会社まるみや 1320002006524 通常枠 大分県の農産物を使ったヘルシーで健康的なスイーツ製造 大分商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00001 株式会社エーディーピー 1350001010838 緊急事態宣言特別枠 ドライブスルー対応店舗の建設事業計画 川島　秀文

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00005 有限会社文喜 1350002008740 緊急事態宣言特別枠 ①ドライブスルー方式導入②「安いが美味い」魚を活かした惣菜店の展開 デルタ経営コンサルティング合同会社

九州 宮崎県 日向市 R2452S00006 バモス 緊急事態宣言特別枠 鞄小売店が挑む感染リスクを減らすドライブスルー唐揚げテイクアウト店 日向商工会議所

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 R2452S00007 野菜料理　田の花 緊急事態宣言特別枠 宿泊事業への新規参入による収益力向上 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 R2452S00008 株式会社グローバル・クリーン 9350001006465 緊急事態宣言特別枠 立地を生かした地域経済活性化に貢献する屋外ＬＥＤビジョン広告事業 日向商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452S00009 株式会社丸中 4350001008292 緊急事態宣言特別枠 非日常空間の提供～気軽には入れて着物で撮影～ 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 都城市 R2452S00010 株式会社カコイ 6350001013092 緊急事態宣言特別枠 世界に一つだけのオリジナル名入れ加工品の提供による新たなマーケット拡大と蔵元からの彫刻加工受注 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00011 トミマル 緊急事態宣言特別枠 伊勢海老の直売とネット販売 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00013 株式会社よしみカメラ 5350001004423 緊急事態宣言特別枠 液体ラミネート加工による新規顧客確保およびコロナ感染防止 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00014 株式会社Ｓｏｕｌ　Ｆｏｏｄｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4350001013788 緊急事態宣言特別枠 コロナを機に生じたマーケットに参入する為の新しいＦＣ事業の展開計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡川南町 R2452S00017 　いぶさな 緊急事態宣言特別枠 イートイン焼肉屋が行う自宅で体験出来るＥＣとテイクアウト事業
特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

ター

九州 宮崎県 西都市 R2452S00019 三和交通株式会社 6350001005585 緊急事態宣言特別枠 関係会社の組織再編（事業譲渡）及びフードデリバリー事業の新展開 西都商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00021 株式会社八九 1350001013799 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン創設による仕出し・テイクアウト事業への参入 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00022 株式会社岡﨑組 3350001000291 緊急事態宣言特別枠 「ＢＩＭ／ＣＩＭ（建設業界の先端デジタル技術）の導入支援事業」への挑戦 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 日南市 R2452S00023 株式会社熊田原工務店 2350001009433 緊急事態宣言特別枠 みやざき地頭鶏を活用したコロナ禍ニーズに応えるための新商品開発事業 日南商工会議所

九州 宮崎県 日向市 R2452S00024 ＲＹＵＧＥＮ 緊急事態宣言特別枠 野生鳥獣被害を減少させる軽量で簡単な捕獲罠、開発の為の業種転換 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00025 みなとやクリーニング 緊急事態宣言特別枠 アフタコロナに対応した企業・工場向け非対面型デリバリークリーニング事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 西諸県郡高原町 R2452S00026 有限会社旭冷機 1350002018145 通常枠 最新型ドローン農薬散布機の導入による稲作空中防除事業 株式会社東京経営サポーター

九州 宮崎県 日南市 R2452S00028 ｐａａｋ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5350001014777 緊急事態宣言特別枠 古材建材のＥＣ販売と在庫管理システム構築・オンラインショールーム提供 日南商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452S00030 株式会社河宗 4350001007906 緊急事態宣言特別枠 藻類バッグリアクター開発による新規市場開拓 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452S00032 株式会社かかし亭 5350001008853 緊急事態宣言特別枠 冷凍パック総菜の新しい販売システムの構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 R2452S00033 合同会社魚甚閣 1350003002627 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト及びネット販売による販路拡大と事業再構築事業 長友　太

九州 宮崎県 日向市 R2452S00036 有限会社コロンブスかわの 7350002010591 緊急事態宣言特別枠 自社リソースの集約と、国産乾燥野菜の製造と粉末化による健康食品・ベビーフードの開発販売 アイジータックス税理士法人

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00038 有限会社田中屋ドライ 7350002007530 緊急事態宣言特別枠 非対面コンテナ店舗とスポーツバッグクリーニングで事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00039 ＢＬＵＥ　ＯＷＬ 緊急事態宣言特別枠 管理栄養士・専門医師監修の低糖質弁当の企業専門宅配事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00001 有限会社古川製作所 4350002016096 通常枠 最新複合機械導入による高生産性実現と次世代電池製造装置市場新規参入 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00002 ミツワハガネ株式会社 2350001007049 通常枠 航空機産業の低迷により、新たに医療産業への参入、半導体装置重要部品製造 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 小林市 R2452U00004 有限会社ブリヂストン吉薗タイヤセンター 6350002018009 通常枠 自動車のホイールアライメント測定・調整事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00007 株式会社シートメタルヒラカタ 7350001006806 通常枠 近隣大企業・工事案件のみに頼らないコインランドリー出店に伴う加工部品対応による新分野展開進出事業 シェアビジョン株式会社

九州 宮崎県 児湯郡新富町 R2452U00008 株式会社島之内製作所 6350001014784 通常枠 食肉加工機械製造の内製化実現による生産性向上及び新規販路開拓 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00010 株式会社宮崎南印刷 9350001014906 通常枠 即乾ＵＶ印刷機導入でユポ印刷を事業化。全国通販で販路拡大に挑戦。 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 日向市 R2452U00014 ラムサ宮崎 通常枠 密を避ける快適な空間を提供する健康志向ファーストフード店 日向商工会議所

九州 宮崎県 小林市 R2452U00015 株式会社バクティ 7350001009882 通常枠 テイクアウト用木箱の製造及び販売への新展開を目指す。 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 R2452U00016 日向水産株式会社 9350001016019 通常枠 宮崎の魚を全国へ！鮮魚の自社１次加工品の製造体制を構築することによる販路開拓事業 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 R2452U00021 合資会社木浦精米所 2350003000794 通常枠 焼酎用白米の専用設備導入による事業構造の変革 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00022 株式会社川口鉄工 7350001007903 通常枠 鉄骨製造業者が物流用かご型パレット製造に挑戦する事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00023 株式会社エル・エー・ビー 1350001002777 通常枠 リアルタイム背景合成によるバーチャルリアリティ配信事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00025 有限会社キリシマ商事 3350002015966 通常枠 食品自動販売機導入による新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 R2452U00030 有限会社オークラ製作 3350002011528 通常枠 元請依存から脱却！キャンピングカー市場に参入 日向商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00032 下川進学塾 通常枠 高レベルの感染対策を行い、コロナ禍でも継続可能な新事業の実施 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00042 株式会社ＡＯＢＡ 3350001004689 通常枠 整骨院の強みを活かしたリハビリ特化型デイサービスを行う再構築事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00054 森山工業株式会社 7350001007060 通常枠 最新鋭の溶接設備を導入し、システムを構築したリモート溶接による業態転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00057 株式会社リハケア研究所ウィル 1350001009153 通常枠 顧客のニーズを捉えた老人ホームの新設による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00058 株式会社ケイ・アイ・シー企画 5350001005033 通常枠 社会に貢献する次世代型大型室内外自然公園＆オンラインでつなぐフォトスタジオ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00070 株式会社白谷塾 2350001012354 通常枠 オンラインとオフラインのハイブリッドで　地方の教育に新しい型を 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00072 有限会社丸岩石油 3350002004259 通常枠 地域に根差す丸岩ブランドを世界へ！！社員と共に地域に貢献 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00079 株式会社九州築地 1350001001705 通常枠 高い機能性が認められるチョウザメを主原料とした機能性ペットフード事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00084 有限会社ユニバーサルフィールド 5350002008704 通常枠 人生１００年時代を見据えたランニングステーション新設を含む複合的健康増進事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00087 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449 通常枠 半導体金型への取り組み、半導体封止金型の開発・生産 城　寛

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00089 株式会社かみむらスポーツ教室 5350001011080 通常枠 ポストコロナ時代を見据えた「体育館運営」事業による新分野展開への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00094 株式会社今西創建 6350002010659 通常枠 自社制作所兼倉庫建設によるオーダーメイド工作車作製での新分野展開 鹿児島県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00098 有限会社長友ビニールハウス 2350002003328 通常枠 ビニールハウス製造施工技術を応用した新たなハウス製造施工への新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00103 有限会社結城水産 1350002012833 通常枠 養殖魚の付加価値を上げるため加工品製造し産直ＥＣに販売する事業 延岡信用金庫
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九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00109 株式会社凌駕 5350001002179 通常枠 低感染リスク型会場設営サービスおよび非接触型ストレージ貸出サービス事業 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00110 若宮水産株式会社 8350001007126 通常枠 水産加工に展開し仲買との両輪経営で価格変動リスク吸収と雇用増加 延岡信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00001 株式会社ＳＯＰＲＡ 8340001020303 緊急事態宣言特別枠 鹿児島県産チーズのスイーツ開発、自社工房新設と食品製造業への業種転換 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 指宿市 R2462S00002 株式会社カネニニシ 8340001009412 緊急事態宣言特別枠 業者向けの製造販売から新たに一般家庭向けの商品の製造販売開始 今林　重夫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00004 有限会社魚将 2340002001555 緊急事態宣言特別枠 最新の急速冷凍・真空包装技術による新商品のネット販売の事業化 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00007 株式会社ティアンドエムフーズ 1340001006044 緊急事態宣言特別枠 地域に根差したレストラン運営を昇華させた外販事業への多角化展開 田原　大雄

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00008 株式会社ＲＨＹＴＨＭＯＳ＆Ｃｏ． 1340001018659 緊急事態宣言特別枠 革製品のＥＣサイトと会員制オンラインサービスによる新たな市場開拓とコミュニティの確立 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00009 株式会社パルコーポレーション 1340001006622 緊急事態宣言特別枠 「苔玉」を土台とした植物のレンタル事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00010 株式会社バッカナーレ 9340001020789 緊急事態宣言特別枠 食品製造分野への進出と外販による「冷凍焼売」の商圏拡大 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 指宿市 R2462S00011 株式会社ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ 7340001021582 緊急事態宣言特別枠 『待ち』から『行く』営業へ新分野展開を行い販路拡大事業 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462S00012 有限会社グリーンショップマエハラ 3340002025347 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を生き抜くためのコーヒー豆製造販売事業 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00013 株式会社Ｈ．Ｙ．Ｓ． 2340001019417 緊急事態宣言特別枠 個人店のニーズに応じたパンの製造及び卸販売 富永　修

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00014 株式会社トータルギフト横商 5340001005653 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築による販路拡大計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 R2462S00015 株式会社おいしい珈琲 5340001021428 緊急事態宣言特別枠 屋久島の水で研いた珈琲豆とカカオ豆を使った事業再構築計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00017 株式会社グッドフェローズダイニング 5340001013557 緊急事態宣言特別枠 ＨＡＲＥ／ＰＡＮブランドを活用した食パン製造及び販売業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

九州 鹿児島県 枕崎市 R2462S00018 中原水産株式会社 4340001017906 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した、新たな非対面型販売チャネルの作りこみ。 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 鹿児島県 奄美市 R2462S00019 ゲストハウス涼風 緊急事態宣言特別枠 ゲストハウス涼風プロデュース奄美大島を隅々まで楽しむ観光事業 大谷　洋

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00020 英国風バルビッグベン 緊急事態宣言特別枠 世界のボトルビールを低価格で！角打ちができるビッグベン酒店 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 R2462S00024 日栄商事株式会社 8340001020914 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応するためのテイクアウト事業化計画 中筋　一郎

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462S00025 クラッシック 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した業務請負事業の立ち上げによる事業再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00026 株式会社キャリアサポートスムーズ 5340001021865 緊急事態宣言特別枠 働く女性を元気に！仕事＆子育て応援カフェ事業の開発・事業化 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 大島郡与論町 R2462S00028 カスタネット 緊急事態宣言特別枠 与論島経産牛「新ブランド」事業計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00030 株式会社小幡総業 3340001017642 緊急事態宣言特別枠 配信スタジオの整備とインフルエンサー・クリエイターの発掘育成 森田　貞則

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00031 アパスインザミュージック 緊急事態宣言特別枠 空間オーディオ対応レコーディングスタジオ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00032 ユニオン産業株式会社 5340001004498 緊急事態宣言特別枠 自社の強みと地域の特産品を活かした通販事業参入 市竹　敦

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00033 Ｓｔｙｌｅｎｏｔｅｓ 緊急事態宣言特別枠 塗装技術を活かした石材の清掃とコーティングの専門清掃業の立ち上げ 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00001 有限会社マチダ商事 3340002008921 通常枠 中小規模菓子店向け製造受託事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 指宿市 R2462U00002 株式会社指宿堂 7340001017531 通常枠 鹿児島県指宿発！世界に挑戦する実力派ラーメン店の味を自動販売機で販売する事業 坪井　亮

九州 鹿児島県 出水市 R2462U00007 有限会社トライメック 9340002022628 通常枠 精密機械加工技術を活かし、部品加工から組立まで一貫生産した産業ロボットアーム等のユニット受注計画 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00010 薩摩ハム株式会社 7340001001907 通常枠 学校給食や医療食・介護食向けアレルゲンフリー食肉加工事業への転換 新飼　賢郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00011 フタバ株式会社 2340001003775 通常枠 レストランウェディングの先駆けが創るイタリアン融合の手づくりパン 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00012 株式会社島津興業 8340001002128 通常枠 仙巌園観光体験サービス施設リニューアル事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 R2462U00014 株式会社キリングタイム 1340001022603 通常枠 鶏排（ジーパイ）とお粥のテイクアウト専門店事業 税理士法人西税務会計

九州 鹿児島県 いちき串木野市 R2462U00015 ヒロクラシコヘアー 通常枠 対面接触率７２．９％減のカラー専門店が感染を恐れず安心なカラーを提供する 京都信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00018 有限会社鹿児島ピアノ配送センター 7340002002978 通常枠 生活・事業空間を運ぶ運送施工業へ成長 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00020 株式会社グッドホームかごしま 2340001020184 通常枠 自然素材住宅の建築業の強みを生かし、キャンプ事業に進出 明和マネジメント税理士法人

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00022 株式会社美の匠ガラス工房弟子丸 2340001017032 通常枠 薩摩切子伝承館の整備による「炉火純青」の技を引き継ぐスクール事業部門の新設と事業実施体制の再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 姶良市 R2462U00024 株式会社ユーアイ工業 3340001017948 通常枠 鹿児島県内初！１ＤＲパイプ曲げ加工事業への新分野展開計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 R2462U00031 有限会社原田米店 4340002017302 通常枠 米の匠による日本伝統の暮らしと食文化を垣間見ることができる“美味しい”体験事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00036 株式会社江戸屋 3340001019630 通常枠 建設業から障碍者福祉事業への転換でＶ字回復を目指す 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00037 株式会社Ｌｉｆｅ　ｐｌｕｓ　ｈｏｍｅ 2340001018402 通常枠 地域の建築デザイナーと住宅を創るサードプレイス型の販売方法の開発 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00038 株式会社光放電精工 6340001015734 通常枠 ＦＡシステムの部品サプライヤーから完成品メーカーへの転換 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00042 株式会社西川物流 1340001017099 通常枠 大人世代をターゲットとした電動ゴーカート事業 税理士法人照国総合事務所

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00043 霧島エコバイオ株式会社 6340001008069 通常枠 農業業界向けの有機肥料となるペレット堆肥の生産体制の構築計画 株式会社エフアンドエム

九州 鹿児島県 出水市 R2462U00048 有限会社リョウエイ 4340002023135 通常枠 アルミ加工の専門技術を活かしたハニカム素材等の加工分野への進出計画 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00050 鹿児島精機株式会社 3340001007742 通常枠 ３Ｄデータでデジタルトランスフォーメーションを駆使した設計・組立体制の構築 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00054 有限会社寿楽フードサービス 8340002005088 通常枠 ４３市町村から集まってくる食材たちが脚光を浴びるレストランをつくる 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00060 ＨＩＭＥＧＩ株式会社 1340002014038 通常枠 複合加工機による製造工程の改善と内製化及び新製品の外販 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 姶良市 R2462U00062 株式会社ＦＣ技研 7340001012185 通常枠 複合研削技術導入による半導体製造装置関連業界への新規販路開拓 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00064 株式会社ＹＹＨ 6340001020783 通常枠 非日常的空間での炉端焼き事業及び自然環境下でのカフェ兼カフェウエディング事業 木場　広一

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00068 株式会社繁昌鉄工建設 1340001014071 通常枠 製造ラインの規模拡大・システム建築導入による事業再構築 竹之内　徳嗣

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00079 株式会社東郷 5340001000084 通常枠 金型製造ノウハウを活かした自動車部品製造への進出 アネーラ税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00081 株式会社ナインズ 8350001012183 通常枠 多様な暮らし方を実現するインテリアを中心に衣食住全てを提案し、これからの「生き方をデザインする複合施設」 税理士法人コンウェイ

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00082 合同会社Ｒａｍｏｎａ 9340003001192 通常枠 純国産有機大豆と鹿児島産の旬食材で新たに加工食品を製造・販売する 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00085 愛情マネジメント株式会社 5140001073877 通常枠 牛乳宅配店に特化した事務代行業務への新分野展開  田中　寿夫

九州 鹿児島県 指宿市 R2462U00088 山川造船鉄工株式会社 4340001009424 通常枠 船舶修繕事業から港湾土木市場向け設備の製造販売事業への新分野展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 R2462U00089 株式会社ＴＥＦＵＣ 7340003001938 通常枠 離島農業に最適化した低コスト複合ペレット肥料の現地製造事業 奄美信用組合

九州 鹿児島県 曽於市 R2462U00092 有限会社入木田鐵工 5340002028125 通常枠 超大型加工設備の導入による業態転換を通じた隣接領域への進出 大串　智之

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00101 株式会社ＮｅｖｅｒＬａｎｄ 9340001016085 通常枠 冷凍技術導入による食品製造分野参入～長島町産ブランドぶり「茶ぶり」を包丁いらずで全国の食卓へ～													 税理士法人れいめい
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九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00102 株式会社ＩＦＯＯ 1340001022198 通常枠 鹿児島文化を発信する富裕層向け民泊事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00106 株式会社Ｍａｄｒｅｓ 5340001021072 通常枠 飲食店併設型クラフトビール工場で図る発展途上企業の成長と地域活性化 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 奄美市 R2462U00109 奄美ミート有限会社 7340002020567 通常枠 クロレラによる循環処理システムの導入とハム・ソーセージの生産 奄美大島商工会議所

九州 鹿児島県 いちき串木野市 R2462U00121 居酒屋　酔匠の里　花もん 通常枠 鹿児島県産黒豚のとんこつスープにこだわったラーメン専門店の出店 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00122 キューテック整骨院 通常枠 「天才はいない！」～鹿児島から世界へ“プロ育成事業”～ 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00124 霧島観光ホテル株式会社 9340001008314 通常枠 美食とおもてなし重視のオーベルジュを意識したレストランへの改装による新規顧客の獲得 岡田　淳

九州 鹿児島県 大島郡龍郷町 R2462U00128 株式会社まーさん市場 7340001013068 通常枠 奄美大島ならではの食材を主とした配達営業およびＥＣ事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 出水郡長島町 R2462U00135 株式会社天海 3340001021792 通常枠 新規設備の導入によるカタクチイワシの活魚販売事業 前川　崇志


