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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【九州ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

九州 福岡県 北九州市小倉南区 曽根金属工業株式会社 5290801002120 脱炭素に対応　破砕機・粉砕機による銅・アルミリサイクルの高精度化 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルタス 9290001079773 Ｗｉｔｈコロナ対応、非対面型営業ツールによる新規優良顧客の獲得 キークレア税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 オフィスプライマリー コロナ禍時代の集客「ＳＮＳインスタグラム」オンラインスクール 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 ジャンケンポン ～脱コロナ時代に贈る～【全世代向け頭脳スポーツＮＥＷ麻雀応援事業】 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

九州 福岡県 北九州市小倉北区 山﨑　真吾 ミシュラン福岡掲載店が行う本格スープ・テイクアウト専門店 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大野城市 株式会社ライフネクスト 3290001066892 「障害者のための障害者による」障害者の生活支援用品の通信販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 ホームテック株式会社 4290001019239 蓄電池などのＳＤＧｓに貢献できる市場への参入計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉北区 とみ川商店株式会社 4290802004406 高圧殺菌窯を活用した今までに無い高付加価値商品の創生 中川　聡弘

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ランドリープレス 4290801017425 九州初上陸、牛骨ラーメン店の出店による飲食業への業種転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社新々 4290001073797 懐石日本料理店から本格的出汁を使った惣菜店への業種転換 柳川商工会議所

九州 福岡県 田川市 アボンド オリジナル商品の開発力を活かし、調理済み冷凍食品を製造 廣門和久

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｍ＆Ｍフュージョン 4290001060275 新鮮なオーガニック野菜＆九州地鶏の串焼きテイクアウト専門店 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 中華料理旬 ヘルシー美味しい「グルテンフリー肉まん」等の製造・通信販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＥＢＭ 7290001075320 オーナー向けスクール事業展開による新たなビジネスモデル構築と業界連携促進事業 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 春日市 株式会社ニッシン 2290001041533 アパレル３Ｄキャドソフトを活用した婦人服セミオーダー衣料を消費者へ直接販売する事業 西岡　隆

九州 福岡県 久留米市 鯉の巣本店 当店自慢の川魚料理の商品化及びネット通販事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 柳川市 紅茶の店ＲｉｖｅｒＦｌｏｗ 上質紅茶と焼き菓子のサブスクリプションサービスによる販路開拓 柳川商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社プランニングエン 1290001045717 心理士向けオンラインカウンセリングルームのレンタル事業 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社ルート６０７ 4290001072436 居酒屋メニューを活かしたパン屋事業・カフェ事業への進出 齋藤　由宇

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＣＨＡＭＢＥＲＳ 4290001085355 「宿泊施設×シーシャカフェ」によるクロスセルで売上Ｖ字回復事業 平　了輔

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社ラ・メール雅 8290802011332 海鮮レストランの活魚・惣菜・加工品販売及び、釣り向け釣魚惣菜加工サービス事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＴＲＩＡＲＴ 3290002046902 実証型イノベーション施設の構築による産学連携コンサル事業の展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ａｔａｍａｎｉ 8290001092538 マンションオーナーとリフォーム業者のマッチング事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 ゾウタ衣料 買い物難民の高齢者を救うＭＡＩＤＡＳＩコミュニティ 福岡県信用組合

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ディック 9290801010301 ＩｏＴ技術を活用した非接触型オリジナル顔認証システムの開発・提供事業 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ピーアイエス 7290001072755 女性客の肌ケアの需要を「フェイシャルエステ」で開拓 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ヴォーカス 1011101085481 コールセンターを内製した通販事業への再構築 株式会社コンサラート

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 2290001078385 留学カフェ出店計画 松尾　雅人

九州 福岡県 福岡市早良区 手あてびと マッサージ師を、ピンポイントで個人検索できるｗｅｂサービス事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 ビーズパーク 農薬散布ドローンを用いたコントラクター事業で農薬散布請負事業への進出 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ツカサ印刷株式会社 7290801002408 若年層をターゲットとする脱毛サロン開業による印刷会社の再構築 髙村　英子

九州 福岡県 久留米市 有限会社牟田鉄工所 1290002050443 高精度加工製品をＪｕｓｔ　ｉｎ　ｔｉｍｅで提供できる提案型鉄工所へ 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社マリングループ 8290001026413 カラーコンタクトレンズのオンライン販売チャネルの開設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社三ヶ森タクシー 2290802014134 全国初！タクシー会社の御用聞きビジネス 中村　啓一郎

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社Ｃ－ＮＡ企画 9290002037978 福岡県初　無人２４時間営業「男性専用脱毛サロン」の開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エフ・ソルト 2290001035188 地域特化の住宅ポータルサイト運営による販路開拓事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 安全タクシー有限会社 8290002048316 クラウド型タクシー配車システム導入による共同配車サービス事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 しばた整骨院 団塊ジュニア以降を対象とした出張整体事業 西村　治雄

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社千草 1290801009301 特殊急速凍結機によるホテルメイド惣菜＆スイーツ販売事業 前田　俊雄

九州 福岡県 三潴郡大木町 クリーニングの白鳥 宅配クリーニング事業開始によるウィズコロナ・アフターコロナに対応した事業体制の構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 古賀市 株式会社朝日プロモーション古賀 5290001036282 さつまいもの６次産業化によるいもスイーツ専門店への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 行橋市 大池鉄工 行橋市の自然を活かした体に優しい無添加のハチミツ製造、販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社カマタテクナス 6290001019550 これまでの開発経験・当社の強みを生かして３Ｄプリンターなどの設備を準備して行う開発支援事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 春日市 有限会社洗光舎 1290002040873 クリーニング技術を活かした高品質リユース学生服販売事業へ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ 4290001062420 日本・ベトナム全域で自社製造商品をはじめ、電子商取引（ＥＣ）事業による販路拡大と新商品開発 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 佐々木　正利 九州初！入浴施設＆ＩＯＴの体験・販売と宿泊等の複合事業 一ノ宮　康嗣

九州 福岡県 柳川市 株式会社カネヤス 7290001057748 自社開発の特殊冷凍による魚介等地産品を使用した冷凍調理食品の商品化 柳川商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社アンドワン 7290001046511 ユーザーとセラピストを繋ぐリラクゼーションデリバリーサービスの展開 西岡　隆

九州 福岡県 糸島市 風天農園 無農薬・有機栽培野菜を使った新たな糸島の観光資源づくり 山田　周作

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社八百光 9290001086423 八百屋が選んだ、こだわり野菜によるサラダとスープのテイクアウト販売 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サンエー 9290001007577 ヨーロッパ買付先の在庫情報を共有　オンラインショールーム事業 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 糸島市 合同会社イマチュウ 1290003007500 中国顧客に向けた独自性の高い日本旅行サービスアプリの開発事業計画書 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 ごはんや飯すけ 福岡でしか食べられない魚を全国へ。魚を通じた食の豊かさの実現！ 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社夢花 1290002003946 ＳＤＧｓ－フードロスに取り組む鉄板焼きの店 福岡商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 株式会社十八食肉 4290001054698 強みの商品力を活用したＢｔｏＣ市場向け商品開発とＥＣ展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 豊前市 株式会社くぼて鷹勝 5290801021500 鷹勝３０年の味を食卓で！『オリジナル商品の製造販売事業』 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市小倉南区 メンバーズ　朧 自家製焼立カヌレが主力のテイクアウト・デリバリー対応カフェバー事業 室井　孝文

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社みしま 7290001039151 自社製造食品を主体とした食品小売業への展開 株式会社福岡中央銀行

＊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。
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイリス 2290001070557 シングルマザーを応援！アイリスアプリを使った非接触サービスの提供 石井　一行

九州 福岡県 福岡市中央区 エイキュウリンクス株式会社 1290001063925 非接触型電子クーポンを活用し、従業員満足度の高い福利厚生サービスによる地域活性化事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社大石クリーニング店 6290002048573 コロナ環境下需要のあるウイルスや菌の除菌清掃事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ボディボックス 1290001057588 オンラインレッスン・ＥＣサイトによる、お客様の健康増進計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ゲリシゥムマーブル＆カーペット 3290001036243 日本初のトルコのステッキ直輸入ネットショップ販売事業 杉野　泰雄

九州 福岡県 福岡市博多区 モモ焼き百百ちゃん スイーツ作る顔してない！空手家居酒屋店主が作る濃厚プリン！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 中野興産合同会社 4290003008801 カフェバーからテイクアウトメインのたこ焼き店への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡志免町 有限会社幸桜 4290002038287 引越屋がリサイクル業を兼務、引越時の新たなお悩みを解決します 山田　周作

九州 福岡県 福岡市南区 ろじ屋 日本初！厚焼きだし巻きたまごサンドの通販事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ファタ 8012401019759 国内外消費者の美と健康を内から外までサポートする小売業への事業転換 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 福岡市西区 ヨクト株式会社 1290001076794 介護事業者のオンラインリハビリ指導が可能になるアプリ開発への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社西宣 3290001000439 老舗販促製品製造企業が挑む！　一般消費者向けオリジナル商品の販売事業 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 ケーズクルー有限会社 7290002045462 店舗営業が困難なため機材を購入し新メニューを増やし通販の販路を拡大したい 飯塚信用金庫

九州 福岡県 久留米市 居酒屋　はっちゃん コロナ禍を乗り越え各種イベントに食の楽しさをお届けするキッチンカー 中田　眞二

九州 福岡県 福岡市中央区 濱崎　綾子 断熱材施工販売　新規立ち上げによる新たな事業基盤構築（業種転換） 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社オリーブ 9290002030594 地元食材を活用した『おうち時間を楽しむパンと洋菓子』の販売 株式会社フォーバル

九州 福岡県 福岡市中央区 コリアンダイニング　Ｇｏｎｃｈａｎｇ 福岡から全国へと本格的韓国料理をお届けする為のＥＣサイト作成 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 Ｔｉｔｔｌｅ 美容室支援オンラインサロン「Ｔｉｔｔｌｅ」の構築 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アーバンクリエイト 9290001000697 不動産業から大型店内うどんテナントへの新事業展開 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 行橋市 ラプレススクレート 福岡県、県東部エリア初　自律神経改善型「ハンドセラピスサロン」の新規開業 杉田　浩二

九州 福岡県 久留米市 ＣＡＦＥ　ＳＴＹＬＥ フルーツの断面を見せる「断萌えフルーツクレープ」の販売事業 三和税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 優 遊漁船とエンジンクリーニングの両事業での事業再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｉ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ デザインと実用性を兼ねそろえたキャットタワーの製造・販売事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 Ｂｅａｃｈ株式会社 8290001064454 新メニュー「車両ラッピング」で当社印刷事業の再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 大牟田市 ダンススタジオ　サイファー ホワイトニング・脱毛施設＆レンタル美容室の新規事業開始 青石　吉司

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社パライット 3010902020001 地域文化の象徴「ライブハウス」存続・繁栄のためのプラットフォーム構想 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 合同会社ココロス 3290003008034 強みの地域ネットワークを生かし精肉直販店に新分野展開する事業 坂本　淳

九州 福岡県 福岡市中央区 定次郎商店合同会社 4290003007423 福岡県で唯一！中型犬と泊まれる宿＆ペットシェアオフィス 一ノ宮　康嗣

九州 福岡県 福岡市南区 リラクゼーションルームランプ コロナ禍での非接触・非対面化によるセルフエステ新事業展開 西口　信三

九州 福岡県 久留米市 株式会社湖月 4290001051885 店舗中心の営業から、直売所を併設した工場を再構築し売上拡大を図る。 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社然コミュニケーションズ 9290002021973 農業用ドローンによる防除の受託作業を含むスマート農業支援事業計画書 尾家　旬子

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＧｌｏＣａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 1290001051574 英語４技能＋アクティブラーニング型英語学童保育の展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＨＬＤ 8290001073455 経営者や若者、障害を持つ方の出会いを提供する飲食店の開業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アンパサンド 7290001034045 服飾雑貨の卸からＥＣを活用した生活関連雑貨の販売への売上拡大とブランド確立。 山下　直勝

九州 福岡県 大牟田市 有限会社バイクショップ三井 2290002055747 バイク車検指定工場への業態転換による顧客サ－ビス向上と事業安定化 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｂ．Ｃｏｎｔｉｎｕｅ 3290001048263 ビーガン・ベジタリアン・オーガニック食品の自販機販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 鮨処　厨 ネットで注文できる簡単調理キットのテイクアウト販売 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 ４０２１３．Ｆｉｌｍ クリエイティブ事業者や飲食店及び撮影趣味層へ向けたスタジオレンタル事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ｆｏｕｒ　ｓｅａｓｏｎｓ 3290801019736 北九州市初のシウマイ専門店でデリバリー・テイクアウト業への新展開 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社みどり工業 5290001024535 解体工事のノウハウを活かした旗竿地空き家のリフォーム事業進出 新大和税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 スイングリノベーション 完全個室型リラクゼーションマッサージ界へ参入し既存事業との相乗効果を図る 上村　昌毅

九州 福岡県 太宰府市 有限会社斉藤園芸 8290002039208 一般廃棄物を再利用した高品質・低価格の薪の製造販売による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｗｏｒｋｓｐｌｕｓ 6290001079941 店舗を改装し半個室空間でのネイルサロン事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社椿 3290801018696 新型コロナの不安を限りなく取り除く、新しい形態の飲食スペースの提供 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 香港 中華料理レストランでのパンの製造販売への新分野展開 内田　友壱

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社全国災害建物損害リサーチ 3120003015492 商材は培ってきたノウハウ、新電力の営業代行で事業拡大！ 税理士法人細川総合パートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社メディカル・ケアセンター 7290001019822 「除菌・感染予防」衛生用品などを扱う医療に特化したＢ２Ｂプラットフォームへの事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 久留米市 ＡＤＡＹこころの灯り家 イタリア料理店併設　ニードルレスインジェクター「ＡＱＵＡ　ＤＥ　ＡＩＲ」によるエステ 田中　憲治

九州 福岡県 北九州市若松区 和風ダイニング何処！？ 飲食店の空きスペースを活用したレンタルスペース事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 リヤン 美容・衣装レンタル・撮影まで一貫して行える「セルフスタジオ」 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＭ 2290001027301 老舗弁当屋の冷凍「極旨明太サバ棒鮨」にて福岡より世界市場へ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 株式会社ｓｕｇ 9290001088238 北海道の牧場から直接仕入により鮮度の高いラム肉を使用したラム焼肉店！ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社ＩＷ 6290003010326 酒蔵から地域創生！日本初の超短期型『酒蔵留学』サービス！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トラヤチエーン 8290001009137 ヴァーチャル方式のファッションコーディネートサービス事業 河津　祐二

九州 福岡県 糸島市 ピノックス レストランを、フォトジェニックなスペースとして新たに活用 森　博己

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ビューティーサロンキセキ 美容院の空スペースでトータルビューティー脱毛とアンチエイジング（ハイフ）で事業再構築 坪井　亮

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社キャッシュ 2290001038199 アウトレット衣料の市場運営から古物販売への業種転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市若松区 マーク若松株式会社 4290801013317 軽キャンピングカー販売計画 福岡ひびき信用金庫
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九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社ＰＬＵＳ　ＹＯＵ 8290801026934 コーヒースタンド店の出店 原賀　侯爾

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｔｈｉｎｋｉｎｇｆｏｒ 9290001082125 企業弁当宅配という分野で今までなかった映えるスープと食べるお弁当宅配事業「見ても食べても幸せ弁当」 藤浦　敏明

九州 福岡県 北九州市八幡東区 ＯＦＦＩＣＥ　ＧＯ　ＳＥＥ 飲食店コンサルティング事務所による現役ソムリエ運営のワインショップ建設 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＭＤＳ 9290801008114 新分野展開でのカフェ併設のジェーラート販売事業へ参入 市竹　敦

九州 福岡県 大野城市 株式会社駿河コーポレーション 8290001041478 高速道路上トンネル内における車両安全対策工法（スチールショットブラスト工法） 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社花山 9290002005670 屋台が製造！博多／地域文化体現屋台『花山』名物の商品化計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社香楽 1290002008020 早良伝統鳥料理を広めるため、ＥＣサイトでオンライン販売事業 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 京都郡苅田町 有限会社五光建設 6290802023874 地域発信型イベントスペース並びに、地場産直マルシェの運営 苅田商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ピアソラ 4290801007673 ＱＲ　コードで人やペットをリンクするデジタル服＆オンライン名刺 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社カシムラホールディングス 8290001071987 個室型美容スペースｓｈａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｏ．ａ．Ｋの運営 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 石挽き手打ち蕎麦地酒　木曽路 日本初　胴搗き蕎麦をＥＣサイトで全国へ販売する事業 新大和税理士法人

九州 福岡県 筑紫野市 ゑびす醬油株式会社 6290001042478 まちの醤油屋からＯＥＭ食品製造メーカーに転換し、巣ごもり消費需要にアプローチする 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アニマール 9290001062622 コロナ禍を乗り切るために飲食コンサル業で培ったノウハウを活用してフードコートに出店 鈴木　秀信

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ラヴィータ 6290001019740 ユニセックス向けシェアドコスメのブランド化と越境ＥＣ事業への挑戦 井上　伸一

九州 福岡県 小郡市 サロン　リベカ セルフ脱毛機器、セルフ痩身機器を導入し客層幅拡大開拓事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＨＯＡ 8290801022727 北九州の郷土料理『鯖のぬか炊き』を食べやすくアレンジした商品（保存食品）の製造販売事業 本間　利嗣

九州 福岡県 みやま市 株式会社ズッペン 9290001063959 地元野菜で作る「冷凍スープ」と「ピクルスサンドウィッチ」の新規製造直売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社光ハウジング 8290801010624 児童そして保護者に寄り添った児童発達支援・放課後等デイサービス事業への新規参入 中村　有輔

九州 福岡県 うきは市 伊東農園 心と体のヘルスケアの新定番！自家有機野菜ソルベ 金園　英也

九州 福岡県 福岡市中央区 一般社団法人口腔機能向上推進協会 6290005016180 訪問歯科サポート事業とのシナジー効果と地域イノベーションを生み出すオンライン検定事業への参入 森　健史

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 株式会社ｓｔｕｄｉｏ．ＦＥＬＩＺ 4290001046217 美容室がすべて提案！衣装選びからヘアメイク、エステまで贅沢な１日を体験できるフォトウェディング事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 太宰府市 株式会社オルト 5290001040540 Ｗｉｔｈコロナへ挑戦、テイクアウトのたい焼き販売へ業種転換 小菅　良助

九州 福岡県 うきは市 旬菜弁当 地元特産農産物を活かしたスムージー事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社井上木型製作所 9290802000689 木型保管問題を解決！スキャンによる測定・リバースエンジニアリング事業 楠本　拓也

九州 福岡県 大牟田市 株式会社シティプランズ 5011301016332 シュウマイや唐揚げなどのお惣菜テイクアウト専門店の回転 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 北九州駅弁当株式会社 5290801000834 北九州の名産をいつでもお手軽に！レトルトパック製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ミヤビ 2290801013764 北九州市河内区域の自然環境を生かしたペット産業への参入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大川市 株式会社丸庄 5290001053229 「木の魅力」・「匠の技術」で感動を届ける、新ブランド【ｂｏｋｕ】製造・販売事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 豊前市 焼肉・もつ鍋　平壌屋 老舗焼肉屋が創る新たな、からあげ市場 中津商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 ビストロダイニング和菜 飲食事業リソースの強みを活かした会員制フィットネスジムの展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 株式会社平尾自動車商会 6290001054028 地場自動車業界のピンチを救う新事業　　部品卸から電子制御装置整備へ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ｇ－ｌｉｆｅ 3290001066059 プチ贅沢に料亭の味を自宅にて再現するテイクアウト・デリバリー店の運営事業 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社トミタ 3290801004300 食肉卸売業のノウハウを活用したＢｔｏＣ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社友添本店 2290002012038 酒の醍醐味を伝承する体験型エンターテインメント施設　新・友添本店運営事業 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 株式会社エイムズ 9290001031668 ドローン活用によるスマート農業推進と次世代ＩＣＴ技術者輩出の取組 金﨑　卓也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＭＥＡＴ　ＰＬＵＳ 6290001092300 精肉加工卸売の強みを活かした地域密着型小売業への展開 翠税理士法人

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＳＢＳＣ 4290001065365 Ｗｉｔｈコロナ対応！「おうちで本格イタリアン」を楽しむ商品製造・テイクアウト事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市中央区 日本レストランアカデミー株式会社 7290001081310 ゴルフをもっと身近に！無人型シュミレーションゴルフ場の運営 Ａｌｖｉｓコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 オングリット株式会社 3290801025379 ＡＩとロボットによる民間ビルメンテナンスへの新分野展開事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ばさろＣｏｍｐａｎｙ 3290001091008 お酒から食事へ。コロナで打撃を受けたお酒主体の飲食店を脱却！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社鳳 2290001041681 既存事業とシナジー効果の高い非破壊検査サービスの提供 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 筑後市 有限会社鶴荘 9290002047564 中食ニーズ向け本格冷凍スープカレーのオンライン販売事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社久衛組 1290001046624 数寄屋造り建築役務の事前仮組工法確立とポストコロナ海外市場展開 林　幸一郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 新興電機株式会社 4290801001817 Ｖカット工法技術導入に伴う自動車用部品製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 八女郡広川町 立石ステンレス工芸有限会社 7290002048085 新分野展開としての製造業向け金属加工品提供に向けた取り組み 松代　和也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社高秀エンジニアリング 9290801001325 金属加工技術を活かした洋上風力発電事業への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 京都郡みやこ町 株式会社福森工業 3290801015495 老朽化建物の解体工事で増加する産業廃棄物を再利用する事業に進出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市東区 正晃テック株式会社 2290001003376 サービス提供型事業のための新技術、新製品の開発 税理士法人たかはし事務所

九州 福岡県 大川市 料亭・旅館　三川屋 老舗　料亭・旅館が焼肉店に挑戦　ファミリー層・若い男女に向けた新規事業 大川商工会議所

九州 福岡県 豊前市 伸力工業株式会社 7250001018167 多品種少量生産に特化した手吹き部品塗装＆機能性塗装事業 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 北九州市若松区 自見産業株式会社 1290801012247 新規に孔あけ加工事業へ取り組むことによる余剰人員の活用と、新たな事業売上の獲得 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 三潴郡大木町 カネックス刃物工業株式会社 8290001052756 産学官連携で挑む、先端材料加工用ダイヤモンド刃物の製造・販売 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 万榮堂 地元の食材を活用した地産地消の燻製事業による地域イノベーションに資する取組 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社嬉藏 1290802011041 こだわり鉄なべ餃子のＥＣ化事業 市竹　敦

九州 福岡県 宗像市 大倉興業株式会社 2290001036938 地元漁師と地域復興を目指し、老舗旅館が屋台村を創設 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラドバリュー 5290001034385 リーズナブルでオールインワン　ＡＩ顔認証無人店舗システムの開発・販売 税理士法人山下総合会計

九州 福岡県 北九州市小倉北区 八祥産業株式会社 1290801003031 「自動車・半導体製造装置業界　」への新規参入による事業再構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大川市 もりた住機設備株式会社 2290001053272 技術会社が叶える生涯安心・安全の自然素材にこだわった新築事業 大川信用金庫
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社たんか 4290001057874 イートイン事業の売上減少を打開する供給能力増加による卸売事業への取組 松代　和也

九州 福岡県 古賀市 株式会社Ｓｍｉｔｈ　Ｄｅｃｏ 5290001061818 建築技術を活用した新規分野オフロードバイクコース運営事業　への進出 松本　宏之

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社九北 9290801012108 感染症の対策をしたグランピング施設、焼肉・牡蠣、宿泊事業計画 佐野　良太

九州 福岡県 福岡市南区 Ｔ＆Ｋ株式会社 8290001073950 既存事業の強みを活かし、ウィズコロナに対応した佐世保バーガー店の福岡出店計画 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社イチロウ 6290002026158 来店不要でスマホアプリを使った軽中古車リースで新規顧客を獲得 株式会社富士経営

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社ＦｕｋｕｏｋａＤＡＩＫＯＫＵ 5290801024288 ドライバー派遣での経験が活かせる一般貨物運送業を新たに展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社宝屋商事 6290801002152 ＩＯＴ技術を活用し地域の生活に密着するコインランドリーの経営 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社グローバルセレクション 3290001047001 会員制システム＋付加価値でストック型ビジネスへの転換成⻑戦略 林　直輝

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラック 8290001017395 人生１００年時代のデジタルを活用した自立支援型介護事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ウェルラボ 2290001056606 学校教育下の園・小中学校の水泳授業受託事業計画 大牟田商工会議所

九州 福岡県 糸島市 いきさん自動車 デジタル技術の活用による非接触対応の自動車整備業の構築 井上　明彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アダル 9290001011389 家具業界における革新的提案システムとＢＩＭ対応システムの事業化 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 古賀市 有限会社福岡フィックスサービス 5290002034871 短納期・審美性の対応を強化した焼付塗装による金属製品市場への進出 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ケアルプラス 7290001058259 コロナ禍における外国人顧客向け日本製品の供給体制および今後の旅行手段の変更を見据えた販売体制の構築 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 ナサ工業株式会社 1290001038431 省エネを実現するアルミ製調光パネルの独自開発 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社テクノブレイン 4290001026813 美術鑑賞やショッピングを３Ｄで体験できるバーチャルコンテンツを提供する新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 株式会社第一工業所 7290801012274 一貫生産体制構築での事業拡大 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ビートルエンジニアリング 8290801012546 脱炭素化へ向けた廃プラスチック燃料化のリサイクル事業 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社フクユー緑地 9290001002173 特許技術の改良土・改良砕石～水害を防ぐグリーンインフラ構築～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社筑紫の郷 6290001042511 家族風呂等の新設及び管理システム導入より密を避けた温浴事業計画。 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 株式会社ケントテクニカルサービス 1290801004079 最新３次元データ取得技術導入による業態転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社エムシームラカミ 2290802012294 洋上風力発電機の構成部品加工による再生可能エネルギー分野への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社和 7290001038038 おひとり様大歓迎！黒毛和牛にこだわった１人用無煙ロースター設置の焼肉店の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 豊前市 株式会社ムクノ 1290801015134 高齢者福祉施設向けの冷凍食材の開発と高度な生産管理システムの導入 内場　幸広

九州 福岡県 久留米市 株式会社ミセス・コーポレーション 6290001049903 美容商品専門ショップの新設　～自宅で出来る美容商品専門店！～ 黒岩　延峰

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｍｅｍｂｅｒ’ｓ蒼 フルーツ王国九州のブランド果実を用いた高級フルーツ大福の製造販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社日本総合希画 1290801018236 ＷＥＢを活用したドローンスクール事業 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市博多区 マイホームタウン株式会社 4290001079209 地域コミュ二ティ活性化へ！ミシュラン獲得店と連携したテイクアウト・デリバリー・通販事業 キークレア税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社イーエスケイ 1290001022542 愛犬との充実した休日を過ごせるドッグラン併設のピッツェリア　【ｗｉｔｈ　ｄｏｇ　ＣＯＦＦＥＥ　ｐｉｚｚａ＆ｄｏｇｒｕｎ】 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 時川建設有限会社 2290002044007 地場建設業者の新事業・温泉浴場事業による事業再構築・地域活性化計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スプラウト 4290001027365 保育園隣接惣菜デリ＆カフェショップ開業企画 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 糸島市 山口食品工業株式会社 1290001033184 糸島産柑橘果汁を世界に。次の半世紀も世界中のプロに信頼される企業に。 松代　和也

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社地栄不動産 3290001062768 地域に根差した不動産会社が、地域に配慮した造成事業を開始 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 田川郡福智町 有限会社弁天 2290802025214 オリジナルケーキの提供とデリバリーを行う菓子製造小売業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 アールジービー株式会社 3290001026459 スマートディスプレイを活用した介護施設向けクラウドシステム 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 大野城市 三省製薬株式会社 5290001040714 工業用コウジ酸製造事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＴＯＢ 4290001076346 バケーションレンタル及び派生事業の構築 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉北区 汐彩物語月下美人 海鮮料理屋の強みを活かした遊漁船経営への新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社風と表現社 9290001016462 「発達障がい」だけど、大好きなマンガを創って社会参加 税理士法人石川小林

九州 福岡県 福岡市西区 ＨＯＵＳＥＯＲＩＧＩＮ株式会社 7290001062310 在宅時間を快適にする　❝ライフスタイル提案❞　事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 有限会社佐藤技建 4290002046372 住宅基礎工事の一括受注による競争力強化のための土木工事業参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 コチネレ株式会社 5290001082673 地域飲食サービス業と消費者の架け橋となるミールキット製造業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ワイ・ビー・エム 9290001059032 ３ＰＬにプラスの付加価値を！！ワンストップ部品管理ＢＰＯサービス事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 株式会社オーツボ 9290001052697 ＡＩ技術を活用した「海苔の等級判定自動化検査システム」の開発 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＡＣＬＡ 4290001048163 折りたたみ電動バイク販売と買い物弱者向け宅配事業で事業再構築 福岡信用金庫

九州 福岡県 八女市 株式会社主計物産 4290001047644 調理の手間と時間の削減につながる素材を活かした惣菜製品の製造 株式会社富士経営

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エスティ環境設計研究所 2290001020586 ｗｉｔｈコロナ時代における、かなたけの里公園を拠点とした新サービス「農×アウトドア」による地域活性化事業 増本　東久

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社店舗’ｚ 6290001030318 シェアリングエコノミー活用でで美容師の課題解決事業 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市博多区 アジアフューチャー株式会社 1290001030149 職業紹介会社向け　身元保証・リスク低減型人材教育システム事業 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 リアルアセット株式会社 7290001029482 健康維持推進型のトレーニングジムで挑戦する事業再構築計画 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 大川市 よしまる株式会社 5290001054771 仏壇販売１３０年の知名度と顧客網を活かした遺品整理事業 みかさ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社英真トランスポート 1290001038902 化粧品・医薬品ＥＣ事業者向けクラウド型３ＰＬサービスの提供 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社ミスタージョージ 4290002050110 冷凍ミンチ加工商品によるＢｔｏＣ市場からＢｔｏＢ市場への進出 安武　美歩

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＰＡＤＥＡＲ合同会社 9290803003047 障がい者が育てたセラピー犬を新サービス付き販売事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＰＬＥＡＳＴ 4290001025245 不動産テックで実現する、非対面かつ超効率的な営業・販売モデルの確立！ 税理士法人翔和会計

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社おし組 7290801019575 お庭づくりの技術を活用した、注文住宅事業への展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ＴＭＴ株式会社 9290001086282 ジェンダーレスの非対面高級セルフエステスタジオへの事業転換 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ

九州 福岡県 飯塚市 ココロン株式会社 5290001087243 低糖・無添加・天然素材のパンで安心・安全の生活を『健康パン製造・販売事業』 福岡県商工会連合会
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九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社はねや 1290001018342 持続可能な社会に向けたクックチル調理の高齢者給食事業への転換 株式会社富士経営

九州 福岡県 八女市 八女紙工有限会社 4290002047701 第３のペーパー「ユポ紙」を活用した高機能脱プラ容器事業の展開 新飼　賢郎

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社ヤマニ 1290001077462 「ウィズコロナ」に向けた「一貫低温精米加工」開発 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＢＨコーポレーション 5290801025435 徹底した無添加にこだわった高級食パンの製造販売ならびにカフェの経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 みやま市 株式会社笑和 1290001054684 帆布製品製造を通じた災害・医療現場への貢献プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市西区 合同会社ＣＨＵＭＡ．ｃｏ 1290003006956 タンに特化したコロナに強い焼肉店と精肉店 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 縁月 福岡もつ鍋専門店の味をご家庭に届けるための通販製品工場整備事業 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ランズメタル 9290801017164 製鉄の町　北九州の「金属スクラップのコンテナ積込」請負事業 株式会社伊予銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 中ち 特許取得機器を導入したシニア層向け少人数フィットネスジムの開業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 メンバーズ　ラメール 飲食業から地域コミュニティを活かしたインドアゴルフ事業へ参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 かに聖 店内飲食需要の激減に対応するテイクアウト用のオリジナル弁当の開発 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｖｏｉｃｅ 8180001100328 美容業界から食品業界へ。強みとデジタルを活用した業種転換計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市南区 博多らーめんちゃんぽんひるとよる 自慢の味を福岡から全国へ！ラーメンを製品化しＥＣ販売事業開始 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 独楽 日本料理店から秘伝の出汁を用いた冷凍調理食品製造業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 久留米市 有限会社梅乃家 2290002048486 老舗豆富料理店が挑む健康に配慮した高品質中食事業への参入 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社まきもと 2290001026781 医療的ケア児（者）に対応した日中一時支援事業への進出 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社リユース 5290001034105 リユース業界に特化したオンライン教育とシステムで多様な働き方を支援する 林　幸一郎

九州 福岡県 北九州市八幡西区 マインドフォーヘアー 新生活様式対応の「次世代の理・美容室事業」 太田　範雄

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社新輝運輸 2290001038331 中継倉庫敷設による重量物・軽量物預かりサービスへの進出 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 八女郡広川町 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 スチームラックオーブン等導入による海外向け抹茶スイーツ生産体制構築による新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ひしむら 4290002017084 老舗日本料理店が作る「あごだし煎餅」販売による物販事業の拡大 丈下　博美

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社太陽工機 9290001038382 洋上風力発電向け難切削材大物部品等の製造体制獲得による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社高級婚礼衣裳はなだ 1290802014028 人生の節目を鮮やかに映し出すフォトウェディング事業 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西津製作所 5290001036638 ＣＮＣターニングセンタ導入による海外向け空調機械丸物部品等加工体制構築による新分野展開 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 東販産業株式会社 3290001005446 抜本的設備改善による医療機械部品加工の新分野展開 川渕　義也

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ヘンミ企画 7290001032395 斜面階段リニューアルとビジネスモデル特許申請の販促アプリ開発事業 江﨑　貴一

九州 福岡県 北九州市若松区 京都技研株式会社 4290801024371 ５面加工機導入による半導体製造装置部品等の製造能力獲得による新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 黄昏 コロナでも外食気分、シェフにおまかせ！おうちレストラン事業 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 福岡市中央区 カフェ＆アロマ百福 飲食事業からハーブを活かしたオンライン料理教室へ業態転換 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 飯塚市 有限会社山田建巧 5290002046082 一貫体制が強みである建設業の、ゴルフ練習場運営経験を活かした、ドックラン＆カフェ施設への進出 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 三和金属株式会社 1290801012214 脱炭素社会に向けネットワークで取り組む蓄電システム筐体大量生産 北九州商工会議所

九州 福岡県 八女市 株式会社喜多屋 7290001047179 創業２０１年の老舗日本酒焼酎蔵が造るジャパニーズウイスキー 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 大川市 有限会社福湯すし 6290002053887 地域資源と和の技術を融合させた老舗料亭の洋菓子カフェ事業 大川信用金庫

九州 福岡県 うきは市 石橋餅加工所 「創作和菓子カフェ事業」の展開による新規顧客層の開拓 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＢｏｏＦｏｏＵｏｏＪＡＰＡＮ 6290001050365 地域のＳＤＧｓを牽引するエコカーに係る総合サービス企業への事業再構築プラン 江﨑　貴一

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ＧＯＮＺＯ 1290001027814 飲食店舗メインの設計施工事業からリノベーション×住宅販売事業へ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 有限会社エコアシスト 5290002052469 産業廃棄物の再資源化技術により排泄物を肥料化する仮設トイレの製品化 熊本　保弘

九州 福岡県 大川市 株式会社井上企画 2290001053529 端材やチップ、林地残材を使用したリサイクル型素材の開発・販売での新分野展開 大川商工会議所

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社ＴＨＩＲＤＰＬＡＣＥ 2290001078971 高齢バイクユーザーの需要を喚起するハーレーのトライク（三輪バイク）整備事業への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社クローバー 6290003005598 内装工事請負事業への進出 税理士法人羽生会計事務所

九州 福岡県 久留米市 株式会社シマブン 9290001048968 新型頭手足洗浄器（医療・理美容器具）部品製造・組立に関する機械導入及び建屋改修 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社博栄 7290001001978 神社・寺院等の衣裳に特化した新しい洗い張り業で新分野展開を実現して企業の復活を目指す事業 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 ヨシダカッポウ 新たな環境下における現代和食店の収益構造改革　～「健康的で本当に良いもの」を通信販売、配達販売、キッチンカーでお届け～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社やまやコミュニケーションズ 1290001017815 腸まで届く乳酸菌を活用した九州野菜の惣菜事業への挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＯＣＥＡＮＳ カーリースを軸とした保険、整備、車検のワンストップサービス 加藤　圭示

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社ツルク 5290001049904 定温物流市場参入による高付加価値サービスの提供開始（レッドオーシャン市場からの脱却） ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 西村ステンレス工業株式会社 2290005006219 生産工程の刷新を通じた直接受注の増加と高付加価値分野の強化 大串　智之

九州 福岡県 飯塚市 いけす鯛吉 来客減少からの脱却！老舗海鮮割烹の物販サービス 飯塚信用金庫

九州 福岡県 八女市 株式会社星野民藝 4290001047487 孫の代まで使えるこだわりの家具を宿泊体験により販売する新事業開発 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ダイケン 9290801008709 人類を救う次世代食材【大豆ミート】の事業化 太田　範雄

九州 福岡県 那珂川市 株式会社コックスインターナショナル 9290001069147 カヤックフィッシングと癒しを目的の滞在型マリンスポーツ事業 オルケスタ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社稚加榮 3290001008721 博多料亭稚加榮　新ブランド「稚加榮茶寮」が地域を元気にする 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 みやま市 串屋せん アフターコロナに向けた免疫力向上効果の高い清涼飲料の普及と経営基盤の再構築 福岡県信用組合

九州 福岡県 太宰府市 株式会社ＨｏｐｅＦｕｌ 1290001065764 フルラインナップ直営店による売上回復への挑戦 グラーティア税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 レイジーフーズ株式会社 3290801017038 飲食業のノウハウとネットワークを生かした医療事業への取り組み　～株式会社レイジーフーズによる細胞培養加工施設の建設～ 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社Ａｒｔ 9290801022354 サブスクリプション型トータルビューティーサロン計画 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＦＡサポート 1290801007379 クリーンルーム導入による梱包・貼付装置の開発及び半導体業界への進出 株式会社広島銀行

九州 福岡県 糸島市 合同会社こっから 7290003006356 次世代経営幹部向けリーダーシップ教育プログラムの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社
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九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＴＡＩＨＥＩ 1290001008500 空き家を再利用したリノベ展示場の運営 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市博多区 芙蓉開発株式会社 4290001019783 トリアージ（医療の優先度）を出すＡＩ搭載型電子カルテの商用化事業 松本　勝巳

九州 福岡県 福岡市中央区 高千穂産業株式会社 8290001008642 小規模事業者向け業務用備品のコンシェルジュ型ネット通販事業の確立 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社Ｇｏｈ 2290002029825 コロナを踏まえた「アウトドア－インドアハイブリッド店舗」の出店計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ネオ倶楽部 9290001022691 企業・自治体の課題を大学生と一緒に解決していくプラットフォームビジネス 株式会社フォーバル

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 安河内建設株式会社 2290001039321 破壊的技術“エアー鉋工法”による木材建築の再生工事事業への進出 株式会社ことづくり

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社大徳 5290802014552 打設工の人材確保・育成によりニッチ市場のシェアを勝ち取る！ ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 八女市 株式会社黒木建設 9290001048027 地域建築業の底上げとなる産業廃棄物中間処理場の新設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 神威Ｇｒｏｕｐ 整骨院の業務効率化システムサポートサービス 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社プライム福岡 6290001023313 海鮮居酒屋からファミリー向け回転寿司店への転換 みかさ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 大和コンサル株式会社 1290001049098 最先端３次元設備を活用した水中測量調査業務開始による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ユニゾンシステムズ 3290001010900 ＤＸによる営業革新～オンライン営業のワンストップサービス 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 福岡市博多区 西研グラフィックス株式会社 2290001014092 画像処理を活用したＦＡ装置の開発と生産 佐賀県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社スタンス 4290001069259 宮地浜海水浴場　複合型商業・レジャー施設開発計画 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社是永商会 2290801001380 最新機械の導入による太陽光発電機の架台製造参入による事業再構築 小倉中央税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社山口油屋福太郎 6290001017100 チョコレート・スナック菓子新規開発による新市場への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 京都郡苅田町 株式会社三九 9290801015969 「食」を通じ、地域ブランドを創出する。非日常空間ビジネス ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 河野産業株式会社 9290001012313 強化ダンボール内装ソリューションの製造販売とＥＣ事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 田川市 犬の美容室　卑弥呼 コロナ禍におけるペット需要に対応したトリミングスクールの開始 田川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ステンレスサービス株式会社 8290801008874 新型レーザー加工機導入による高付加価値製品の生産体制構築 大串　智之

九州 福岡県 福岡市中央区 マンダリンマーケット セントラルキッチン導入で生産性向上と店頭・ネットで販路拡大 本田　隆博

九州 福岡県 福岡市博多区 峰観光開発株式会社 6290001029260 福岡初『アフタヌーンティー大型専門店』地元の食材や日本伝統文化を取り入れた和フタヌーンティーで事業再構築 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｈｏｓｔｙ 3010401118635 ウィズコロナ、ポストコロナの市場ニーズに応えるレンタルスペース業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

九州 福岡県 福岡市中央区 農業生産法人株式会社ＮＩＫＵＹＡ 9360001019251 経産牛向け食肉加工場新設による、通信販売事業への事業転換 株式会社肥後銀行

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ＪＩＮ建設 9290001069361 ロブスター専門の高級飲食店と建設業との相乗効果が見込めるオーダー家具製造業 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社九州男児 3290001066496 専用設備付きシェアリングスペース提供事業への転換 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社大新製作所 1290801009276 樹脂製品加工の技術を活かし半導体製造装置部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社スリーアイランズ 7290001000303 ラーメン店主が最新シミュレーター活用にてゴルフ事業進出 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社大濠オートサービス 8290001056121 ＢｔｏＣ向けの電気自動車の販売及び整備サービス事業開始の取り組み 株式会社フォーバル

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社三江工業所 1290802016197 半導体製造装置の部品加工事業への新分野展開 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 飯塚市 樹建設株式会社 4290001045912 土木建築業の設備や経験を活かして持続可能な環境リサイクル事業及び森林事業を構築する 松岡　秀利

九州 福岡県 久留米市 株式会社ベストアメニティホールディングス 7290002050677 複合型レジャーヴィレッジ 吉野　恵子

九州 福岡県 久留米市 株式会社ワールド・ハッピネス 3290001078392 新築住宅販売事業から「健康・低炭素住宅」リフォーム事業への挑戦－地域活性化・低炭素社会の実現－ 筑後信用金庫

九州 福岡県 八女市 有限会社矢部川城観光 9290002047688 ウィズコロナ対応の地域活性化型カフェ＆マルシェ事業 宮川　譲

九州 福岡県 久留米市 三原自動車 近くて親切をモットーに地域の掛かりつけとしての民間車検工場へ 菊池　哲

九州 福岡県 糸島市 株式会社ＫＬＤ 9290001075401 スマホ一つでオンラインリユースショップオーナー 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ｎｏｎ－ｃｌａｓｓｉｃ株式会社 3290001074714 宿泊施設のＤＸ支援事業　～室内環境を遠隔自律制御し高付加価値化～ 木戸真智子

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ライフプロジェクト 6290802013941 利用者の機能回復に注力した複合型介護福祉事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社鳥安 2290001052200 創業７１年の精肉販売店が仕掛ける名物鶏めし「肉弁当」 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エフ・ブイ・シー 9290001006554 ドローンを活用した農薬散布、測量、点検・検査等の新分野展開 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 円合同会社 8290003010786 「日本文化を再構築する」アンティーク着物フォトスタジオの運営 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社トリッププラス 4290001072361 語学が堪能な人材と中小企業との「人材シェアリングプラットフォーム」 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｄ－ｐａｒｔｎｅｒｓ 5290001082888 中単価高品質！郊外だからこそできる焼肉店への事業転換計画 安田　雅彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社シュトウ 6290001087242 ドローンを活用した外壁・屋根・屋上の検査事業への進出 鈴木　尚

九州 福岡県 太宰府市 有限会社ハシケン商事 8290002039926 こだわりの無農薬有機野菜を使い、地域の方々に笑顔と美味しさをお届けする惣菜店 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社井上建設 8290001002645 郊外ロードサイド店舗における飲食店経営から、パン小売業への業種転換 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社コスモサプライ 2290001022541 高集客エリアに精通した不動産業が時代の求める飲食事業で再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社岩﨑製作所 7290801007927 金型製造完全内製化体制の構築による精密機械部品・医療分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 エイテックス株式会社 1290001011792 ＣＬＯＵＤ　ＡＲＴ　ＮＥＴ（クラウドアートネット） アネーラ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 ＩＺＵＭＩＹＡ株式会社 1290001048372 消費者向け通販事業とアンテナショップを軸とした事業ブランディング 市竹　敦

九州 福岡県 大川市 株式会社ウッドサークル 4290001052652 強化段ボール家具の開発・製造・販売 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ

九州 福岡県 直方市 有限会社中山組 7290802020482 病院・介護施設・薬局を一体化させた在宅特化型の調剤薬局センター運営 直方商工会議所

九州 福岡県 北九州市若松区 松田建設工業株式会社 6290801011946 南九州の地域住民の安全を守る少数精鋭クレーン事業で事業再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 レイナ株式会社 7290001011085 企業や学校が際立つ、着こなす個人が際立つ、ハイブランド制服製造・販売事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社フーデリジェンス 3290001075613 全国から集めた素材で主婦が作るユニークな弁当の宅配事業 阿部　勇行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社日報 8290801004056 ＱＲ付バリアブルＤＭを展開し総合情報発信企業としての事業の再構築計画 小倉中央税理士法人

九州 福岡県 糸島市 レストラン糸島 環境保全と食品加工により無駄をなくし地域の活性化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 第一施設工業株式会社 2290001037151 「高鮮度維持低温保管庫の開発と製造・販売」と革新的な低温物流への挑戦 株式会社福岡銀行
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九州 福岡県 筑紫野市 株式会社三笠 6290001041224 ＥＤＭ（新型放電加工機）導入による次世代素材加工への挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 うず コロナに左右されない為に　居酒屋からラーメン屋への挑戦的事業転換計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トモミ 7290001082127 「トラック向けの新動態管理システム」開発と運送会社への展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ブリッジジャパンメディカル 3290001080613 新規商品マイクロ波　処置具　の開発による治療器市場への進出 小川　重彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エコ・ロケーション 9290001060766 地域と連携したポータルサイトの一元管理による新しい空家管理 内田　義行

九州 福岡県 朝倉市 株式会社原鶴温泉観光ホテル小野屋 2290001044346 旅館でワーケーション【おこもりステイで１日中満喫できる宿】への転換へ再構築する計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 佐賀県 唐津市 明和セロファン株式会社 7300001007370 多種多様な顧客ニーズに対応した多品種少量生産の包材販売事業 中村　晃

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 光商店 苦境のイベント催事から小規模インスパイア系ラーメン店への業種転換 北九州商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＬＥＧＧＯ 6300001012371 佐賀の地産地消をグランピングで楽しむ政策公園レストランの開設 松岡次弘

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社伊万里スイミングクラブ 3300002007869 ～　地域の皆様を”健幸”に繋げる∞ベーカリー事業　～ 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 神埼市 株式会社プロジェクト 7290001067301 高齢者に優しい健康志向の定食屋に転換 林　猪佐男

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社グリルさが 1300002001717 快適なくるま旅を実現する「街中（まちなか）ＲＶパーク」事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 島内啓次海苔店 佐賀の海苔漁師が有明海から発信する上質な海苔ソサエティの形成 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 民宿有田 宿泊施設のテレワーク、写真・動画撮影向け貸しスペースへの改修事業 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 ロールプレイングコーヒー 菓子製造の為のキッチン新設と非接触型商品販売への業態転換 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ワイビーエム 6300001007578 新たな販売チャネルの構築によるＤＸ企業への業態転換 飯田　隆人

九州 佐賀県 藤津郡太良町 株式会社夜灯見荘 9300001005059 余剰空間を積極活用したウエディング事業への参入 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 藤津郡太良町 有限会社鶴荘 8300002007113 前菜ビュッフェを活用した高収益型＆利益最大化を目指した日帰り商品の造成事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 つかさ旅館 鮎を使った冷凍食品のオンライン販売による業態転換と全国への販路拡大 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社エルブリッジ 3300001000131 ノウハウ提供で独立希望者の育成支援！低予算での美容健康独立「支援事業」 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社京風串揚げ柊 7300002007758 居酒屋からお届け料理製造にて「仕出し・デリバリー事業」へ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社牛丸 1300002006162 洋食レストランによる冷凍加工食品製造業への進出とＥＣサイト構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 ＭＥＣＳ株式会社 8300002009778 ３９０種類の産業機械等を製造してきた優れた開発力を活かし第四世代ＡＧＶへの進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 小城市 ミナノ精工株式会社 3300001003349 産業用ロボットアーム部品等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 松代　和也

九州 佐賀県 鹿島市 有限会社石橋製麵所 3300002006672 佐賀県内での「小倉名物肉うどん（どきどきうどん）」店のＦＣ店舗展開 佐賀西信用組合

九州 佐賀県 小城市 有限会社菊前 1300002004447 地域で送る葬儀・法事・法要ワンストップサービス 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 小城市 株式会社イケモク 3300001003316 地域住民の食の楽しみ、選択肢を増やすための飲食店づくり 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社タクマ 8300002001264 ジビエ肉を活用したドッグフード製造とＥＣサイト構築による事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社サードプレイス 7300001008534 ⻑年取り組んだ「食の地産地消」から「木材の地産地消」への新たな挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社環境ＳＴＲ 1300001005272 中間処理施設の設置による産業廃棄物処理業への進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 武雄市 株式会社ナチュラルフーズ 9300001005273 銘柄豚と食品ロスの地産玉葱で飲食業から製造業への新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社九州カーラ商事 6300001000228 ギフトショップから高級食パン製造販売業へ新分野展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

九州 佐賀県 鹿島市 鹿島印刷株式会社 6300001004897 紙素材以外への印刷物に挑戦する企画商品製作・販売事業 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 多久市 有限会社真栄土木開発 2300002005023 運送事業者が彩る新サービスの構築 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 杵島郡江北町 株式会社Ｇ・Ｄ 4300001011490 駅前の賑わい創出のためコロナ対策を徹底した焼肉店の出店計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社前田 3300001000172 世界品質の空間を体感できるレンタルオフィスとゲストハウス展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 鳥栖市 有限会社キューシボ 4300002008882 高度な金型溶接技術を活かして、水素事業を中心とした先端部品分野への新展開 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ナラタ 1300001007244 洋上風力を見据え、風力発電市場への参入を目的とする事業再構築計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社はなぶさ 8300001007031 食品専門商社が実用新案権を活用した高付加価値の製袋業への進出 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 有限会社フジクラ 1300002009198 都市部製作企業に負けない価格競争力を高めた九州北部圏域の市場開拓 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 株式会社栄信グループ 7300001007742 産業廃棄物の収集運搬業、中間処理業の新展開。自社売上のみならず、脱炭素化や雇用創出の一助となることを目指す。 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 有限会社清力旅館 6300002011050 ワーケーション利用客に適応するための施設改修による新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社山本鐵工所 2300002001583 洋上風力発電向け１０ｍ級ローター軸部品等の製造能力獲得による新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社谷田建設 7300002005308 ＳＤＧｓの達成に大きく貢献する「建設混合廃棄物」再現化事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社三根自動車 6300002006562 九州初！ドローン用の一発肥料散布・販売にてスマート農業を支援 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社匠和美建 6300002005481 中古住宅に「高断熱＋耐震性能」を搭載した住宅を流通させる体験型モデルハウス戦略 柿原　剛人

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社ラインシステム 1300001009166 中小企業のスピードを活かし物流業界を支えるサステナブルな架装 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社オリオンセラミック 2300001005453 日本初！　落下しない超大型タイル加工　再開発需要に即応し業界の活路を開く 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社宝泉窯 1300002008555 コロナ禍脱却する人と窯のものづくり　リソース活かす有田焼タイル生産 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 有限会社実松製作所 6300002000557 美しい溶接金網が実現するフェンス事業の開拓と同時多角展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 佐賀県 多久市 株式会社太田電気 3300001005444 空調換気設備リース・レンタル事業進出によるコロナのない快適な空間・社会の実現 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社伊万里自動車教習所 9300002007847 新時代対応型『自動車教習所』への事業リノベーション計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社アルファ建築空間 7300001004822 建設会社がアウトドア商品で魅せる！新たなライフスタイルの提案 税理士法人アップパートナーズ

九州 ⻑崎県 松浦市 森石材工業有限会社 7310002019926 石材の再資源化で「家族の絆」を新たな形にする新事業展開 松永　千登勢

九州 ⻑崎県 佐世保市 アカウントリンクス株式会社 2310001015212 対面コンサルから非対面サブスクコンシェルジュへの新分野展開 森　健史

九州 ⻑崎県 壱岐市 土肥製菓有限会社 7310002019001 先進性の高いＳＤＧｓなお菓子の自販機市場を開拓する新分野展開 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 佐世保市 ストロベリースタイル 癒しのカフェによる事業再構築 佐世保商工会議所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 ＢＡＲえんにち カラオケバーから⻑崎ブランド豚加工品製造・小売への業種転換 ⻑崎県商工会連合会
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九州 ⻑崎県 南島原市 ビザビ 婦人服小売業と相乗効果を発揮するエステサロン新事業展開 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 佐世保市 アンティカ　オステリア　デル　マーレ 本格イタリアンからイタリアン軽食の移動販売への業態転換 佐世保商工会議所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社インベスト 6310001013014 顧客ライフプラン教育と作成補助業務 ⻑崎商工会議所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 ｈａｉｒ　ｒｅｆｒｅｓｈ　ｎｉｎｏ コロナ禍でも安心してご利用いただくためのトータルビューティーサロン 税理士法人岡村税務会計事務所

九州 ⻑崎県 松浦市 オートプロデュース・マーキュリー 地方で活躍する移動販売車（キッチンカー）の製造事業展開 伊万里信用金庫

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 合同会社浦川商店 5310003003988 再開発地区への新規出店とネット市場への鮮魚通販による売上拡大 ⻑崎商工会議所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 レストランひいらぎ 売り上げ回復を目指したテイクアウト・ミールキットへ新分野展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社クレインいずや 7310001004846 弁当製造小売りからセントラルキッチン形式のレストランへの業態転換 前田　慎一郎

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社ノア・エンタープライズ 8310001010331 労働者派遣業務の知識を活かしたＭＩＣＥコンサル事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 スナック心 ウィズコロナ・アフターコロナに対応する「たこ焼・お好み焼き店」への事業転換 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 西海市 株式会社⻑崎旨菓堂 1310001014256 新商品開発による地域産業活性化と、販売方法に伴う業態転換　～　地域特産品の伝承　～ ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 ＲＡＰＨＡＬ フリーランス美容師・美容室・お客様を繋ぐプラットフォーム構築 吉岡　恵一郎

九州 ⻑崎県 対馬市 対馬木材事業協同組合 8310005006788 山ごみを活用した木質バイオマス発電所への燃料供給事業 松本　英徳

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社ドゥアイネット 7310001003575 ＩＴ技術サポートが可能なＥＣサイトの立ち上げと運営 株式会社ライトアップ

九州 ⻑崎県 雲仙市 株式会社隆栄 8310001014183 ⻑崎県初！当社考案「車載式プラント工法」による法面工事進出事業 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 大村市 九一庵食品協業組合 3310005004978 新分野展開と低炭素設備・デジタル技術導入で事業再構築 大村商工会議所

九州 ⻑崎県 五島市 有限会社セイコー 7310002020512 空き家再生、宿泊施設付きサテライトオフィス賃貸業への新分野展開 丸尾徳文

九州 ⻑崎県 佐世保市 株式会社天津包子館 7310001005737 中華料理店からご当地グルメ「じゃんぼ餃子」製造工場への転換 吉田　大

九州 ⻑崎県 諫早市 株式会社有明商事 2310001008257 デジタルツインシステムを利用した新たな海砂採取運搬船の運航による業態転換への取組み 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社ニバリキ 5310001010615 究極の海の磯焼け対策！藻場再生施肥ブロック大量生産計画 たちばな信用金庫

九州 ⻑崎県 佐世保市 流体テクノ株式会社 6310002012683 当社と顧客の双方向設計を可能にする革新的船型設計サービスの構築 税理士法人ウィズラン

九州 ⻑崎県 大村市 ブライダルグッズポケット 結婚式写真撮影分野での⻑崎県内で唯一のサービス！フォトウエディング企業への転換 大村商工会議所

九州 ⻑崎県 南島原市 有限会社島原種苗 2310002018610 生産者から消費者へ、最新冷凍熟成加工技術で、⻑崎の海の実りを直送する事業 アイジータックス税理士法人

九州 ⻑崎県 島原市 株式会社オオハシ 9310002017886 住まいの全てをワンストップサービスで提案する不動産テック事業 島原商工会議所

九州 ⻑崎県 佐世保市 ＭＯＮＡＮＧＥ アクセサリーショップがプロデュースするスイーツショップの開業 佐世保商工会議所

九州 ⻑崎県 諫早市 株式会社川井工務店 1310001012078 ＩｏＴで家族の安全と財産を守るスマートホーム事業の研究開発計画 たちばな信用金庫

九州 ⻑崎県 五島市 有限会社パリス 5310002020571 美容業をベースとした男性向けリラクゼーションへの新分野展開 伊藤　壮平

九州 ⻑崎県 大村市 有限会社県央リサイクル開発 9310002017192 農福学民連携による農産物直売所および食品加工事業の開始 西岡　隆

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社香焼早瀬工業所 7310001000572 アスファルトプラント向け搬送路部品等の曲げ加工体制構築による新分野展開 ⻑崎三菱信用組合

九州 ⻑崎県 諫早市 有限会社Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ 4310002016892 ホテルシェフの腕前をあらゆるシーンに～菓子・パン類その他食品の外販事業 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 ⻑崎県 西彼杵郡時津町 有限会社オートフェスタ 6310002008491 キッチンカー等の製造に特化した自動車整備業への展開 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 東彼杵郡川棚町 聖栄陶器有限会社 2310002012225 ＜「波佐見」から海外へ＞　売上拡大に向けた「磁器製皿」製造への新分野展開 株式会社グッドパートナーズ

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社スワン 3310001000898 新しい生活様式に対応した⻑期保管型ネット宅配クリーニング事業 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 東彼杵郡波佐見町 ながせ陶房 陶芸家が考える、新たなエリアリノベーションの拠点づくり 山田　周作

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社⻑崎新生活センター 8310001001363 老老葬や核家族化進行に伴う社会的課題解決に寄与する遺品整理事業への新分野展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 有限会社エム・ワイグループ 8310002006469 働く女性を応援する　深夜まで安心して預けられる保育所の運営 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 ⻑崎県 松浦市 一般社団法人日豪エクスプレス 3310005007980 「高級食パン」で地域と人を元気にするための新規事業 松浦商工会議所

九州 ⻑崎県 平戸市 株式会社ｕｒａｋａｔａ 3010001155772 産地と消費地を結ぶ新たな都市漁村交流を目指すグランピング事業 税理士法人アップパートナーズ

九州 ⻑崎県 南島原市 隆栄株式会社 3310001010014 地元農家、畜産家と協力した地産地消・環境配慮型飲食店の開業 税理士法人内田会計事務所

九州 ⻑崎県 佐世保市 株式会社百福 6310001016306 一次加工した九州産養殖魚による東京・中食業界への参入事業 松浦商工会議所

九州 ⻑崎県 西彼杵郡時津町 重松工業株式会社 8310001003302 高精度金属加工設備の導入と品質管理体制の強化による半導体製造装置分野への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 ⻑崎県 佐世保市 株式会社タシロ 3310001005690 拡大する改修工事マーケットに対応するための、アルミサッシ建材事業の製造体制構築 香月　章彦

九州 ⻑崎県 松浦市 鶴屋旅館 老舗旅館廃業　⻑崎県松浦産の鰻加工場と通販事業への新分野展開 伊万里信用金庫

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社国際ランドリー 9310001000587 布団洗いに特化したスタッフ常駐型店舗設備導入による専門性を生かした事業転換 税理士法人中央総合会計事務所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 有限会社岸川製作所 8310002001370 クリーンルーム完備の工場増築による精密機械装置組立への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 ⻑崎県 五島市 有限会社タイヨウ 1310002020690 新型ミキサー・プラント全面刷新による環境型高付加価値生コンクリート製造 ⻑崎県商工会連合会

九州 ⻑崎県 大村市 大村セントラルホテル株式会社 2310001008711 温泉三昧！各室内湯付きグランピング＆オートキャンプ場　事業計画 税理士法人森田事務所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 観光タクシー株式会社 2310001000346 タクシー会社のノウハウを活かした車両活用ビジネスへの新分野展開 ⻑崎商工会議所

九州 ⻑崎県 ⻑崎市 株式会社パパスアンドママス 7310001004904 小売のノウハウで地域のものづくりを支援し、産地観光に発展させるプロジェクト アイジータックス税理士法人

九州 ⻑崎県 諫早市 合同会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5310003002882 ＩＣＴを活用した自立支援型のリハビリ・デイサービス アイジータックス税理士法人

九州 ⻑崎県 大村市 株式会社まつや 7310001008905 世界に［ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ］を届ける！目利きの国内小売店がメーカーへ！国産カジュアルウェア製造・ＥＣ輸出卸販売事業 藤浦　敏明

九州 ⻑崎県 諫早市 有限会社エムグループ・ニジュウイチ 6310002016288 セルフエステ＆完全個室で癒しの新生活を提案 村井利久

九州 ⻑崎県 西彼杵郡時津町 有限会社杉本製作所 2310002007836 溶接加工事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 熊本県 玉名市 音の和ミュージック 熊本県玉名市の感染症対策を施した古民家で癒し系音楽のリサイタル事業 玉名商工会議所

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社ＫＥＮＹＯ 6330001028142 地域密着型トータルビューティーを手掛ける脱毛サロンへの新分野展開 髙橋　重美子

九州 熊本県 玉名市 株式会社ホーリーレンタリース 5330001018094 リラクゼーション事業と既存事業の融合による新たなビジネスモデルの構築 税理士法人ユース会計社

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＵＲＯＫＯ 2330001026488 サブスクリプションサービスによる５種類の料理のデリバリーサービス事業 西村　信男

九州 熊本県 菊池郡大津町 オフィス清建 ドローン技術を活用した農薬散布・測量事業への参入 熊本県商工会連合会
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九州 熊本県 上益城郡甲佐町 ＬＩＭ　Ｐ＆Ｍ　ＯＦＦＩＣＥ スタジオでのブライダル関連撮影事業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 株式会社こけお 8330001013381 インスタ映え「おはぎ」がメインの「進化系あんこスイーツ」の製造販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 前川敏彦 自社製品の冷凍商品製造によるＥＣサイト及び店頭販売、配達事業拡大 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 株式会社山東 5330001002040 自社製作のモール型ＥＣサイトによる熊本県特産品の販売事業　（生産者応援ビジネス！　秋の味覚・和栗） 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

九州 熊本県 玉名市 有限会社中村商会 9330002021531 地域に美味しい「食」を届けたい！人気ラーメン店のお弁当！ 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市西区 熊本さくら本妙寺通り店 食と健康をコンセプトとしたパーソナルジム開設による売上拡大 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 株式会社和 7330001016848 コーヒー焙煎機導入による自家焙煎豆直売及び地元の菊池新鮮食材で作るホットサンドテイクアウト販売事業 伊豆野　和代

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社エイトスマイル 2330002014946 イタリアンカフェと共創する暮らしの雑貨、服のお店の開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社仁 9330001013406 テイクアウト専門店とセントラルキッチンを利用した販売強化事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社八代飯店 9330002026539 ジビエと地域の食材を活用した中華惣菜製造のための食品製造販売への新分野展開 税理士法人スマイル・ベストパートナーズ

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ｆ＆Ｐ五車堂 4330002004029 老舗洋食店のＥＣ販売及びデリバリーサービス参入事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 安定小館　チャイニーズカフェアンディン スパイス・生薬・ハーブなど天然素材を使った手作りお香のワークショップと販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合資会社岡田珈琲 3330003000143 老舗喫茶店からオーダーメード焙煎珈琲専門のテイクアウトショップへ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社エムアールシステム 1330001014717 多種多様の車両整備事業 大林　裕之

九州 熊本県 合志市 青紫蘇農場株式会社 6330001009506 紫蘇の機能的成分を活かした香料、色素・染料製造への新分野展開 橋本　一郎

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社キカクニカ 2330001028831 ＤＸ受発注システムを開発し季節のフルーツと酵素キットを全国へ届ける定期通販ビジネス 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社くろねこや 7330003001872 ポストコロナに向けた居酒屋からしゃぶしゃぶレストランへの業態転換 東　秀優

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社うめのや 7330002027497 コロナ禍においても安心して飲食できる場の提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 有限会社德永企画 8330002018628 美容業界の労働環境向上を目指すヘアーサロンフェアリーの新分野展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社Ｐｕｌａｍａ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4330001021529 モデル事務所プロデュース！エステ＆ボディメイク事業 藤本　知也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 4330001016553 自分の香りを見つけて、コロナ禍のストレスを発散してみては？ 寺崎　兼司

九州 熊本県 宇城市 株式会社松橋ボーリングセンター 6330001012732 健康ボウリング教室と新しいクラブ会員組織化によるボウリング場再生 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 森田屋酒店 ソムリエのいる酒屋併設のワイン角打ちとおつまみ販売の新分野展開 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 株式会社工芸社・ハヤタ 3330001014673 ウィズコロナ時代に安らぎと安心をもたらす中高層大規模建築物の木造化に向けた新ＢＰ材開発事業 片平　希望

九州 熊本県 熊本市中央区 ピエスコーディネーション 熊本の伝統工芸品「肥後象嵌」をモチーフとした商品開発および海外展開も視野に入れた販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇土市 株式会社伊藤海苔機械 4330001012800 海苔生産機械販売会社の乾海苔加工参入による漁業組合の衰退防止と労働環境改善 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 山鹿市 有限会社上田建設 9330002018346 熊本県最北部に位置する完全非接触型グランピング事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 上益城郡御船町 有限会社ウエダホーム 9330002020780 木材破砕設備の導入による木質系廃棄物処理とバイオマス燃料用チップの生産 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 八代市 コンフォートガーデン 八代で花と緑のテーマパークを展開し、癒しと楽しさの空間を提供する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社佐藤林業 9330001002053 公的施設の大・中規模木造建築物向けＪＡＳ構造材の大量供給 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 上天草市 有限会社ＫＩＤ 9330002028411 高齢者向け介護用バスタブのオーダーメイド事業 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社德永 5330001017848 創業１００年の自社ブランドをフランチャイズ化し国内外にて展開 大林　裕之

九州 熊本県 熊本市中央区 ＴＯＫＯｓｉｅ　ＪＡＰＡＮ合同会社 7330003006673 本格スペイン料理店からバスクチーズ専門店カフェへの事業転換 湯上　裕盛

九州 熊本県 山鹿市 幸の国木材工業株式会社 8330001010263 ウィズコロナ時代に備えた抗ウイルスパネル工法の家づくり事業 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社アイビー石油 8330002000131 特定整備車検事業およびその周辺業務への新分野展開事業 森山　英治

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社林酒店 7330002008423 サブスクリプションサービスによる、おつまみ付（レトルト食品）酒類の配送サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社熊本南部デリバリー 8330002003480 女性柔道整復師による「女性がいつまでも綺麗に健康でいられる身体のコンシェルジュサービス」整体・エステ施術事業 中山　達

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ソラヒロ 2330001022181 幼少児童から社会人まで一貫した障がい者支援サポート体制の構築 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上天草市 有限会社ガレージ・イン 6330002029619 屋外宿泊施設を完備した複合的な宿泊・観光サービス事業 中山　達

九州 熊本県 天草市 株式会社レッドハピネス 1330001021589 天草のロケーションを活かした魅力あるワーケーション事業の展開 本渡商工会議所

九州 熊本県 荒尾市 グローバルキッチン　バンブーカフェ うどん店への転換で新市場創出による事業再構築とフードロス０達成 荒尾商工会議所

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社白水乃蔵 6330002023464 観光事業からの過度な依存を脱却。自社で精肉製造した肉加工品の販売開始 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社イフリート 4330001008823 家族連れを対象とした屋外における常設型恐竜アトラクション事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 荒尾市 有限会社米倉段ボール 5330002022005 防水段ボールによる発泡スチロールシェア獲得を目指す新分野展開 湯上　裕盛

九州 熊本県 宇土市 髪工房ＡＧＯ コロナを乗り越え成⻑する！エステティック業界への事業転換 湯上　裕盛

九州 熊本県 熊本市東区 ＮＡＮＡ　ＨＯＵＳＥ 人とペットの「心の安らぎと癒し」を提供する新事業 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 宇土市 有限会社住吉海苔本舗 6330002024470 キッチンカーを用いた移動販売型多種類巻き寿司事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 有限会社城南金属工業 9330002024848 小型高性能空気清浄装置開発による新規事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 有限会社御客屋旅館 4330002023342 半農半宿で描く次の１００年、里山の食ブランディング事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 合志市 かしきやまる 自然と触れ合える山村でファミリー向けの炭火焼肉店の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 人吉市 有限会社人吉農産 6330002030460 新分野展開による農産加工品製造販売事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 有限会社やまと 3330002018806 新型コロナウイルス感染症対応対策　総合的癒しの空間創生企業へ 皆德　健志郎

九州 熊本県 熊本市西区 藤木米穀株式会社 3330001004063 ママコミュニティの構築及び農家のＢｔｏＣ通販・直売支援事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社Ａｉｓｌｅ 7330001025642 テイクアウト需要にも対応できるステーキ店への事業転換 林田　素行

九州 熊本県 阿蘇郡高森町 有限会社古寺工務店 9330002023255 伐採木の再利用で阿蘇地域の畜産農家向けおがくず製造販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社馳走Ｉｎｃ 6330001018399 熊本唯一の熊本の旬の食材、郷土料理を楽しめるゲストハウス 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 デリカ　ティム コロナを乗り切るために優秀な食材であるジビエの有効活用と販路拡大 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 松の湯 １日１組限定の一棟貸し宿が叶える「ｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ時代の旅の形」の提供 税理士法人日隈パートナーズ
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九州 熊本県 熊本市東区 ビストロ　シェケン 二刀流、それぞれ体験型のビジネスモデル 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 ｃｏｐａｉｎ ウィズコロナを見据えた高品質な焙煎事業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 井上クリーニング商会 クリーニングのプロが提案します！アドバイザー常駐型「コインランドリー店」 宮崎　信一郎

九州 熊本県 八代市 株式会社大環 2330001014261 温泉付きグランピング施設の建築・運営による新分野展開への取組 松代　和也

九州 熊本県 熊本市中央区 Ｐｅｇ 熊本県の農産物を用いた自然食品の加工製造とＥＣ販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 合志市 Ｒｅｆｉｎｅ 特定整備制度とＳＤＧｓに対応した設備導入による売上回復事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社磯鷸之庄 7330002015213 サブスクリプションサービスによる磯鷸之庄・日本料理のデリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394 低糖質の日常菓子等を通じ、未病対策や健康を意識した需要に貢献 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 玉名郡和水町 有限会社コーセイ 6330002022697 福祉施設向け車椅子専用送迎車販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社望蘇閣 8330002022910 自然環境一体型のコンセプト付客室改修でコワーキングスペースプランの創出事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社アグリファーム未来 2330001019681 地産地消のフードロス削減でＳＤＧｓに取り組む農家カフェ事業 税理士法人永田会計

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社トップルーフ 7330002016797 飲食業を縮小し、県産食材の食品小売業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ナカガワフーズ 1330001003307 一般家庭向け冷凍食品及び代替肉食品の製造分野への進出 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社エムアール環境計画 7330002001502 食用エビの陸上養殖技術開発事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社Ｌ’ｓ　ｐｌａｃｅ 3330001025316 最新のエクステリア展示場を建設しＶＲ技術とＡＩ技術を取り入れたＩＴ活用サービス事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社モアコンセプト 8330002010659 小規模事業者・中小企業向けＩＴ化・ＤＸ化支援事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市 バーマーノ 喫茶事業への参入による新たな利益の創造と相乗効果による経営の安定化 Ｋ＆Ｉ税理士法人

九州 熊本県 熊本市中央区 燻製ガーデン　タケシタ 地域初！日本料理×燻製のリーズナブルな定食店事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社同仁がん免疫研究所 9330001019089 成⻑市場である再生医療の新製品用生産体制を新設し事業再構築 中村　清悟

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＰＬＥＡＳＵＲＥ 9330001018165 ＳＮＳを活用したローカルマーケティングサービス分野への新規参入 税理士法人クロジカ

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社杖立観光ホテルひぜんや 6330001022459 Ｎｅｏ湯治とワーケーションの融合による新規需要の喚起 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 有限会社カーパルコ熊本 4330002016800 これからの地域の暮らしを支える新しい中古ＥＶ車事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社心理診断統計センター 1330002005293 オンライン配信ＷＥＢテスト作成事業およびクラウドサービスによる採点分析事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 オークラ製菓株式会社 6330001000638 動物用ゼリーフードの製造及び販売 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社くまもと健康支援研究所 1330001007381 強みを活かしたオンライン×リアルサービス「みんなの家」への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 山小屋Ｈｏｌａｈｏｏ 南阿蘇の大自然に抱かれるオーベルジュ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社モロフジケミカル 4330001011760 水性フレキソ印刷、小ロット対応等の強みを生かした食品軟包装事業への参入 白石　健彦

九州 熊本県 上益城郡御船町 株式会社壱工芸社 8330001020254 家具製造技術を活かした、木製デザインユニットハウスの建設事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社阿蘇自然の恵み総本舗 5330001018004 菊芋の機能性おやつの開発・製造・販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡玉東町 嶺敦 ３２年間守る中華料理を真空冷凍技術で高齢者施設等へお届け 玉名商工会議所

九州 熊本県 玉名郡⻑洲町 小代焼一先窯 陶芸体験を目玉にした工房・ギャラリーを再構築して新規顧客開拓！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 有限会社ネット・ブリッジ 7330002022481 ネット受注体制確立によりアパレルメーカー化事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社橋本建設 3330002023319 遊休地を活用した「陸上養殖・加工事業」への新分野展開 西本　寛

九州 熊本県 熊本市東区 丸山　智津子 アフターコロナに適応。空きテナントを活用したテイクアウトの唐揚げ事業 合同会社シー・アンド・ピー創造研究所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社菊陽タクシー 8330001014768 熊本名産の天草大王・食用馬が素材のプレミアムペットフード事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ＩｏＴ　ｍｏｂｉｌｅ株式会社 7330001024025 ＨＡＣＣＰ基準に基づいた温度管理のＩｏＴデバイス開発とアプリ開発 熊本信用金庫

九州 熊本県 上天草市 有限会社竜宮 7330002029320 老舗ホテルが非対面高単価型ホテル建設と名産品開発Ｗｅｂ販事業 株式会社肥後銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ホワイト舎 1320002006276 介護施設入所者の私物（衣類）の洗濯事業への新分野展開 正岡　諭

九州 大分県 別府市 株式会社Ｇｏｔｔｓｕ 8320001015255 事業発展計画～セントラルキッチンを活用した新たな＂食＂サービスへの挑戦～ 清末　敬弘

九州 大分県 日田市 ハゼボコーヒー 撮影／編集業務を用いた広報・広告事業立ち上げプロジェクト 日田商工会議所

九州 大分県 別府市 合同会社Ｒｅｖｉｅ 5320003002642 全く新しい「コーチング型セルフエステ店」による事業再構築計画！ 税理士法人プロフィット

九州 大分県 別府市 ＡｎｎＷａｖｅ 大人女性の心の不調解決と恋愛などの悩み解決カウンセリング事業 藤永　滋

九州 大分県 大分市 南米空間ダイニング　プエルタ　デル　ソル アンデス料理を全国へ～新しい時代への挑戦～ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 世界中の着物ファンと別府をＤＸで繋ぐＫＩＭＯＮＯ工房「Ｍｉｃｈｉ」の設立 矢野　俊樹

九州 大分県 中津市 株式会社中津旅行センター 9320001011352 旅して・見て・移住して・ドローン 中津商工会議所

九州 大分県 別府市 有限会社宮本 3320002012578 伝統とＤＸを活用したフードデリバリーサービス 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社岩国屋 8320002010932 動画配信を組み合わせたワインのサブスクリプション販売 税理士法人大分綜合会計事務所

九州 大分県 竹田市 ランチカフェらんぷ屋 移動販売と買い物代行による地域密着型経営への転換 竹田商工会議所

九州 大分県 中津市 大金星 市内初のオープンテラス酒場と新たに宴会提供で商店街に活気を 中津商工会議所

九州 大分県 日田市 合資会社ホテル浮羽 1320003001202 訪れる全ての人に活力を与えられる、新しい温泉施設の提案 大分県商工会連合会

九州 大分県 豊後高田市 株式会社佐々木精工 5320001007800 アフターコロナの脱炭素社会実現に向けた半導体事業への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 豊後大野市 株式会社ますの井 1320001009825 デジタル技術を活用した高齢者ＩＴサポートホテルの展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 合同会社フィールクレスト 4320003001554 「布団洗濯代行サービス」、及び「ペット用品専用機械」を導入したコインランドリーの展開 大分信用金庫

九州 大分県 豊後大野市 有限会社古澤技研 5320002018672 工作機械導入による医療機器部品製造への新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡九重町 スパーグリネス有限会社 5330002023647 滞在型観光開発による新分野展開と地域連携・活性化事業 税理士法人ユース会計社

九州 大分県 豊後大野市 浜嶋酒造合資会社 8320003001162 日本酒文化と発酵文化の体験施設「鷹来屋ガーデン」の建築と運営 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 有限会社津崎商事 8320002017969 ウイスキー蒸留所を中心とした地域創生モデル構築へのチャレンジ 株式会社大分銀行

九州 大分県 国東市 割烹太喜 本格的な和食の調理技術による弁当や冷凍加工食品の製造販売 大分県商工会連合会
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九州 大分県 大分市 株式会社ヴェルデ 4320001003008 キャンプ場、グランピングにアクティビティを備えたグランヴェルデリゾート計画 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社高橋製茶 4320201000416 「お茶を五感で味わったことはありますか？」茶園で営むくつろぎの空間 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 有限会社上田石油店 9320002013728 自動車整備部門及び油圧ホース部門の新たな市場展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 大分技術開発株式会社 7320001009976 ドローンを活用した３次元測量技術による重要文化財の防災・復旧サービス事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 三金商事株式会社 3320001007422 従来の輸入ノウハウを活かした中国への越境ＥＣ事業の取組み 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社王座 8320201000610 既存事業との相乗効果を最大限に発揮できる電気制御装置製造業への新分野展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 玖珠中央発条工業株式会社 8320001010322 パンチレーザ複合加工機の導入による半導体分野への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 立美合同会社 5320003002502 “ペットも旅に来た気分になれる！”ペットホテルとペット関連事業の開業 飯田　展久

九州 大分県 大分市 ｍｒ株式会社 6320001004532 居酒屋・カフェ経営実績とノウハウを活かしたファミリー向け国産牛専門焼肉店の出店 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡九重町 有限会社吉武建設 9320002019980 新たにビジネスホテルを建設して宿泊業に本格参入する事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 中津市 有限会社扇翔苑 1320002020772 老舗呉服屋の挑戦！地域貢献型食堂とレンタルキッチン、憩いの場で顧客拡大 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社Ｒｉｔａ．ｃｏｓｍｅ 7320001014514 アイメニュー特許技術にかかる専用薬剤の安定供給化に向けての新分野展開 税理士法人シーウエイブ

九州 大分県 大分市 株式会社ジャムス 7320001001438 １０代～３０代の女性に特化したＥＣサイトの構築 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 大分市 株式会社三英総合企画 5320001005580 ジェラートの製造・販売事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 津久見市 有限会社平山工業 6320202000710 ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた省人かつ安全な中重量物搬送装置の事業化 株式会社伊予銀行

九州 大分県 由布市 有限会社牧場の家 4320002010192 コロナ禍で変化した需要に対応する「安心・安全」な旅館の実現 大分県信用組合

九州 大分県 由布市 株式会社西日本ハウス 7320001004085 由布院盆地を臨む高台にある遊休地を活用した絶景グランピング事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ｉｒｕｋａｎｄｊｉ 7320001013359 大分県初！お店で自宅で本格グルメバーガーを堪能できるアメリカンダイナー併設の雑貨店 甲斐　幸丈

九州 大分県 大分市 株式会社わかば 3320001001268 リハビリに特化した障がい者デイ（ショートステイ併設）への事業転換 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 豊後高田市 サトカ建設工業株式会社 8320001007806 四季の豊かな里山で５感フル回転の体験型キャンプ場開設 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 株式会社パシフィック・イングリッシュ 7320002007665 自社教材を用いた３～８歳用オンライン英語学習システム構築事業 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 中華飯店　きい 新生活様式に中華テイクアウト専門店展開による生き残り大作戦 大分商工会議所

九州 大分県 宇佐市 株式会社ドリームファーマーズＪＡＰＡＮ 4320001011786 「次世代のグリーンツーリズム」＝古民家グランピング事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 臼杵市 有限会社石仏観光センター 7320202000296 選択と集中、ＵＳＵＫＩＹＡＫＩブランドを中核とした体験空間の創造 臼杵商工会議所

九州 大分県 大分市 後藤体器株式会社 6320001001133 回転遊具復活！安全装置搭載のインクルーシブ遊具の製造とＥＣ販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 国東市 合同会社クオリティライフ 3320003003444 整骨院の強みを活かした障害者グループホーム事業展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 有限会社アイ・ティ・アール 1320002010708 ラーメンとスウィーツを通販やおうちキッチンで楽しむ事業再構築・新分野構築事業 税理士法人二豊会計

九州 大分県 別府市 海宝 －訪日外国人の人気商品を海外へ－　新商品展開と増産拡充のための業種転換 株式会社沖縄銀行

九州 大分県 大分市 株式会社舞鶴酒販 3320001002555 大分県産果実を使った炭酸飲料の製造・販売事業の立ち上げ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 株式会社萬屋 5320003001314 よろづや１００周年プロジェクト 株式会社大分銀行

九州 大分県 杵築市 食楽酒房　遊　ゆとり 非接触販売への挑戦！大分の名産品を用いた餃子の自販機販売 イデア総研コンサルティング株式会社

九州 大分県 宇佐市 安心院パーライト工業株式会社 8320001005347 新型焼成機導入による高品質、特殊な「建材用黒曜石パーライト」の製造販売 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 ザイナスエンタテインメント株式会社 1320001015039 メディア一体型によるデジタルトレンド＆ワールド通販ＤＸ事業 高橋　幹

九州 宮崎県 都城市 有限会社笠野石油店 5350002013943 ガソリンスタンドから自動車整備認証工場に事業転換する事業再構築計画 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社鉱脈社 2350002001686 インターネット動画分野への進出による事業再構築 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 サンプラザホテル株式会社 7350001009197 遊休スペースを活用したインキュベーション施設の開設 坊野　国治

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ももてつグループ 1350003003063 新設備導入による製造工場の整備・電子商販売業の進出で新分野展開 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 ＰＡＲＡＤＩＳＯ合同会社 7350003003371 飲食店と共に障がい者の雇用促進と職場環境を整える事業 池上　成満

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社藤ノ家 6350001013308 地産地消をテーマにした焼肉店の事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

九州 宮崎県 延岡市 ヘアー　テフテフ 「エステ光脱毛」新事業展開による売上回復・拡大事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 株式会社コダマ 9350001005995 国産酒類麦芽の生産体制整備による事業の再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 西臼杵郡日之影町 居酒屋無我夢中 居酒屋事業の強みを活かした「シミレーションゴルフ場」開業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 ＥＡＴ　ＧＯＯＤ　ＪＡＰＡＮ お家で楽しむレストラン、地域食材を使用したスペシャル総菜テイクアウト店 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 小林市 フォレスト 高周波プレス機導入による新商品・サービス開発及び新市場開拓 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 延岡市 株式会社森久 7350003001061 「家族の絆撮影会」サービスによる記憶に残るイベント体験の提供 レンタルＥＣ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アップライジング 4350001015520 ウイズコロナ・超高齢化社会に対応した次世代型飲食ＦＣ事業計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 ＲＩＫ株式会社 8350001015896 文化財を活用し集客、テイクアウト、デリバリー事業展開 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社エムズ 2350001013443 地元宮崎の果物を活用した新スイーツの開発で、事業再構築を図る 景山　洋介

九州 宮崎県 都城市 株式会社金城精機 5350001009018 最新複合機械導入による高生産性実現と産業用ロッボト市場新規参入 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎なかむら農園 6350001011253 日向夏みかんの規格外品を使った加工製品開発と販路開拓 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 有限会社キャンバン 8350002015755 ものづくり（ＦＡＢ）施設とシェアオフィスによる新ビジネスへの挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社井崎製作所 5350001005719 ３Ｄレーザー加工機の導入による半導体製造装置分野等への進出 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 宮崎県 延岡市 株式会社松⻑鐵工 2350001012024 超難削材加工の挑戦と化学機械業界進出 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 日向市 株式会社ワタナベ興業 7350001013307 建築業のノウハウを活かした３密回避のグランピング事業 日向商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 モータウンオートモーティブ株式会社 4350001014794 自動車車検・整備工場の運営による業態転換への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 鎌田茶業株式会社 7350001007894 世界初の赤抹茶を使ったカフェの多店舗展開とセントラルキッチンの設置 立山　忠春

九州 宮崎県 小林市 有限会社マルサ工業 3340002000416 もみの木材再利用で、環境にやさしくお客様により良い住環境を！ 株式会社商工組合中央金庫

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社甦る大地の会 4350002009975 青果物甘藷生産・販売時に発生する規格外品および残余の甘藷を用いた新商品開発 高鍋商工会議所



12 / 13 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【九州ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

九州 宮崎県 串間市 株式会社南部環境クリーンセンター 1350002017493 串間市の悲願！木質バイオマスボイラーを用いた環境配慮型ホテルの新設 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 伸洋土木株式会社 4350001000811 機動的な建築廃材処理およびリサイクルによる環境負荷低減への貢献計画 株式会社エフアンドエム

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社こびとの村 2350002007576 １２０年の伝統を誇る瓦屋根工事の施工技術とデジタル活用で、災害に強い外装工事の元請事業を開始 飯田　三和

九州 宮崎県 延岡市 株式会社中園工業所 1350001006893 ３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭを活用したＥＶ分野への挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 都城市宮丸町 株式会社トーコー 4350001008128 ポストコロナを見据えたギフト専門店の新需要創出計画 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 小林市 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　ｔｈｅ　ｇａｐ 6350001015139 地域密着型の複合食品加工所「こばやしフード・ラボ」創設事業 小林商工会議所

九州 宮崎県 小林市 株式会社宮原機工 4350001015314 カーボンニュートラルの達成に向けた、大型トラックの架装事業に挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 インド料理　サジョワン 移動販売車とドライブスルー 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 日南市 Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｃａｌ株式会社 8350001015707 蔵元と協業、小売業から製造業へ！オリジナル焼酎飲料のＤｔｏＣに挑戦 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

九州 宮崎県 日向市 有限会社サニーガーデン 1350002010606 老舗中華料理店のアフターコロナを見据えた業態転換戦略 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 西諸県郡高原町 株式会社ビッグハウス 8350001012159 ツーバイフォー建築技術を活かした新商品ツーバイフォーユニットハウスの開発 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社プログレッソ 3350001004623 ローカルプロモーションを活用したミュージアム型飲食事業の展開 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 延岡市 エリノアデザインラボ 新規市場開拓のための食堂併設型の水産品の加工と販売を行う食料品製造業 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 延岡市 株式会社エポックいずみ 7350003001334 社名由来に立ち返った転換～鉄工業から地域密着ベーカリー事業へ 延岡信用金庫

九州 宮崎県 串間市 ｔｏｍｏｔ　ｄｅｓｉｇｎ フルーツパーラー店のフードロス削減とドライフルーツ商品の開発 串間商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 にしむら歯科医院 歯科治療のデジタル転換と補綴治療高度化による新歯科治療提供へ 中村　健一郎

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社源工務店 8350002004551 建設のノウハウを活かしたウィズコロナ環境対応介護事業の展開 木村　壮太郎

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ヘラクレスジャパン 6350001010189 ＬＥＤビジョンデジタルサイネージ事業による繁華街の活性化プロジェクト 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社侑 3350001013178 店舗移転・複合非対面サービスで笑顔のお客様を増やすプロジェクト 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社錦屋商事 3350001006917 リアル店舗・ＥＣサイト両立運用を可能とするワンストップデポ事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社フイットネスアカデミー 1350001006992 デジタル化と感染対策によるコロナフレイル対策事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社トークン 6340002006939 地域密着型ラーメン店の味を自宅でも味わえる、真空冷凍ラーメンや炒飯等の製造販売 清水　智文

九州 鹿児島県 鹿児島市 奄美料理ーＫＯＹＯＭＩー暦 奄美の伝統発酵飲料「ミキ」の⻑期保存化と製造販売事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 クリニカルエステキッカ コロナ禍でさらに急増！　肌悩みを解決する「毛穴特化型」化粧品の開発 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社谷口商店 9340002018320 無洗米事業の展開による新たな市場開拓 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ｒｅｓｏｒｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ　Ｊａｌａｎ 顧客の来店頻度を高め安定した収益を上げ、且つ目新しいサービスで新規獲得を目指す 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 旬好ナカムラ 地域活性化とコミュニティの場を担う新天地での「食」の発信 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社ａｃ 2340002027204 鹿児島初、非接触型、地域の資源とコラボ鮮魚店 リードブレーン株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社あぜち 7340002000916 和食の専門店から中華料理も提供できる設備体制を構築し、テイクアウト販売を行う事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社アプリハート 8340002013322 少人数外食・イエナカ外食に対応する個室焼肉と精肉・総菜販売のコンビネーション店舗 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｈｏｎｄｏｕ 3290001082873 Ｗｉｔｈコロナの時代マルチに対応できるレンタルスペース事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 カタリヤン 新しい生活様式に対応するためのテイクアウトの新分野展開～フルーツサンドのテイクアウトで地域貢献！～ 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 メシヤパーク　トワ 地産地消の製菓製造工房ｐｅｔｉｔ（ペティ） 永田　洋之

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社御菓子司鳥越屋 4340002018564 魅来型湯治場エリア演出プロジェクト 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 手打木工 木材と他素材を融合したデザイン性が高い店舗向け感染症対策家具製造事業 経営ビューイング株式会社

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 シーゴブリンズ 奄美大島のダイビング事業者を支えるサービス 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 株式会社ＨＯＰＥ 5340001020116 新たな需要喚起のため脱毛エステ事業へ挑戦 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 阿久根市 株式会社まちの灯台阿久根 7340001021748 好みの焙煎度・少量でも対応する珈琲豆販売事業 神園幸太郎

九州 鹿児島県 薩摩川内市 小城機工株式会社 6340001008762 「自社の強みを活かした認証整備とレンタススペースの事業化計画」 大迫　守弘

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 グリーンマウント ＧＲＥＥＮ　ＲＯＯＭ建設による事業新分野展開 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社志 1340001017603 鰻の食品加工製造分野への進出と外販による商圏拡大を図る。 久保　武徳

九州 鹿児島県 鹿児島市 五月産業株式会社 5340001001875 社会的要請、廃プラスチックの中間処理施設を新設 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＹＳフーズ 1340001006325 新製品生産ライン導入により新たに防災食・宅配食市場へ挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 四季の宿尾之間 未利用土地を活用した手ぶらで移住体験ができる宿泊施設の新規開業 株式会社シンカ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社白晴舎 6340001021385 顧客ニーズのある２４時間営業と布団クリーニングの低価格化・短納期化への対応 古江　浩

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社桂造園 5340001001165 樹木医によるＣＴスキャナーを活用した樹木診断事業 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 曽於市 株式会社外前田電機 5340001023787 製造業の国内回帰に伴う需要増に対応する為の機械部品製造業への事業転換 税理士法人アリエス

九州 鹿児島県 鹿児島市 東亜建硝株式会社 1340001002885 顔認証システムと電池式ロックを融合したシステム開発 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社南西興産 9340002021761 ホテルＳＡＵＮＡ＆ＳＴＡＹ開業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 沖永良部酒類卸売株式会社 8340001010238 離島特性を活かした新たな移動販売ビジネスへの展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 きしゃば会計事務所 幕末までさかのぼる家系図作成・先祖の居住地特定サービス 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水郡⻑島町 株式会社橋元水産 4340001020967 刺身で食べられる冷凍養殖サバの６次産業化で収益力強化と地域貢献 神山　裕人

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＢｏｓａｉＴＵＢＥ　Ｊａｐａｎ 1011401022234 低消費電力広域通信を用いた産業保安ＩｏＴの事業化 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社なか野 1340003002066 精肉小売併設する焼肉店が作る本格的惣菜製造販売への事業展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社シーサイドホテル屋久島 5340001009869 コロナ禍後のワーケーションによる⻑期滞在に向けた新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社料亭義経 7340002026754 ポストコロナ時代に向けた「高級ベーカリー」への新事業展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 ビジネスホテルライラック トレーラーハウス型宿泊施設の導入による自然調和型アウトドア・リゾート開発運営事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社橋元産業 8340001003506 プラスチック製容器から木製容器へ需要拡大するテイクアウト市場への挑戦 鹿児島信用金庫
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九州 鹿児島県 出水市 池田機工株式会社 9340001011689 人から鶏へ「畜産・システム鶏舎」市場へ新分野展開を行う為の製造体制構築計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 奥山工務店株式会社 5340001020371 離島発、新たな有機農業用土壌改良剤による離島地域の活性化計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島ダイビングライフ ナイトロックスを屋久島へ提供する 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社カナンシステム 5340002018992 機動力の強みを活かしたデリバリー販売を伴うＦＣさかい珈琲の新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 国分電機株式会社 9340001007241 一貫生産体制を有する開発提案型ＯＥＭ事業をベースにした新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 藤安醸造株式会社 7340001003762 ＦＧアミノ酸液製造×県内初の密封ボトル充填設備導入による新製品開発及び産廃物活用でＳＤＧｓ推進 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社川内建装 8340001008562 自社の技術を活かした「コンテナ型防音室」の製造・販売による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 鶴丸交通株式会社 4340001004879 地域住民の要望に応える地域初の住宅型有料老人ホーム事業の展開 税理士法人照国総合事務所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社三生工務店 2340002017106 全天候型ゴルフ練習場（屋内シミュレータ設備）の建設・運営 柳　隆志

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ファームテック喜界 1340001022363 創業５２年の老舗企業による喜界島黒糖の６次産業化チャレンジ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡中種子町 大東製糖種子島株式会社 7340001021062 日本初・自社生産さとうきびによる国産アグリーコールラム酒製造計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 鹿児島県 志布志市 有限会社下町調剤薬局 5340002027795 面分業と非接触型で挑戦する新たな地域連携薬局とＯＴＣ薬局への取組み 九思税理士法人

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社明治牛乳岩下販売所 6340002017408 暮らしの困り事や要望をワンストップで解決する地域コンシェルジュサービスの展開 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 いちき串木野市 だいにんぐ味彩 焼肉居酒屋の強みを活かした、鹿児島牛・宮崎牛を扱う精肉店出店 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 南九州市 株式会社ファームファクトリー 2340001021001 ＢｔｏＢ焼き芋製造業が自然に触れ合うアウトドアカフェ事業に進出 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 大福コンサルタント株式会社 4340001002569 最先端高精度３Ｄレーザー測量機付ドローン導入により国土防衛・災害対策に貢献 島元　安二郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南日本引越センター 5340001004283 環境問題へのソリューションを含めた高齢化社会に適応した整理事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南光 7340001003044 超精密空調環境を達成する設備を製作するための新規設備の導入 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｎｅｘｔｉｎｇ 6340001020081 化粧品の製造所設備の導入によりブランドメーカーとなるプロジェクト 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社前川水産 1340001010731 「奄美大島」唯一の老舗鮮魚店が新たに手掛けるＨＡＣＣＰ対応の加工品製造業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 いちき串木野市 有限会社メディカルトップス 6340002018067 子どもの生きる力を伸ばす民間学童による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社モノエージェント 6340001018258 「モノづくり」の困ったを解決する機械装置開発事業 神園幸太郎

九州 鹿児島県 出水市 株式会社小田平建設 8340001011723 地域の基幹産業である畜産業を支える為の新分野展開事業 出水商工会議所

九州 鹿児島県 指宿市 古民家で昼ごはん　梅里 地域初！　地元・指宿温泉を活用した、本格讃岐うどん店の展開 上岡　ひとみ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社九州電算 9340001001442 食肉流通促進サブスクリプション事業計画 古江　浩


