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事業再構築補助金　第４回公募　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 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 北九州市小倉北区 株式会社シスコム 2290801006818 ＯＦＤＭ変調信号を無線送信する新商品を業種転換で小売販売する事業構築 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 北九州市若松区 合同会社スポジェクト 5290803002572 本場メルボルンの味をどこででも味わえる！キッチンカーカフェ事業 楠本　拓也

九州 福岡県 大野城市 株式会社ハピネスクリエイト 9290001063785 非接触での再生美容と根本改善を目指すエステサービス 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ｍａｍｍａ－ｍｉａ 3290001077196 本格ナポリピッツァと地産地消のイタリアンを手軽にテイクアウト・デリバリー“マンマ・ミーア　エクスプレス” 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社三栄商会 9290001044595 刺繍機を用いた商品で地域の活性化と雇用の確立を図る 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 佐佐井株式会社 3290801001553 焼きたてパンをご自宅で／材料が全て揃ったキットの製造・販売 楠本　拓也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＧｒａｓｓＰｌａｃｅ 4290001072502 コロナ渦でニーズが高まるレジャーフィッシング業界への参入 古賀　一生

九州 福岡県 福岡市南区 柳川屋　蔵本店 コロナ禍に対応したシミュレーションゴルフで事業の再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 すし土井 どんぶり屋で新たな市場へ挑戦し、寿司屋とのシナジー効果を狙う 寺崎　兼司

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ｊｕｓｔａ 2290001067850 身体に優しいグルテンフリー商品を提供するテイクアウト事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社コンドー・マシナリー 1290001052861 調湿効果が高い「竹炭含有塗料」用の「竹炭パウダー」生産による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市若松区 いち和株式会社 8290801013288 コロナに負けず目指せ１００年！老舗割烹旅館の高齢者とともに歩む生涯学習サービス 北九州商工会議所

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 焼鳥　鳥助 世界遺産のまち宗像で地産地消料理専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 合同会社ＵＮＩＳＥＸ 2290803003441 シミュレーションゴルフバー事業の展開 中村　晃

九州 福岡県 宗像市 フォレスト・デ・フロリスト 二つの事業の技術力を集約した新しい事業の創造 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 弓削田健介事務所 合唱曲作曲家が音楽で伝えるメッセージ　地域に愛されるＣＭ動画制作 宮﨑　正弘

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ホールショット 9290001029695 カラオケボックスを新たなサービスで歌わなくても楽しい個室へ変更 原　好信

九州 福岡県 久留米市 耳納山フレッシュポーク ブランド豚【八女ふくふく豚】認知度向上・事業拡大を目的とした新事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市門司区 桃華鍼灸院 ヒト幹細胞培養液による働く母親向け美容育毛サービス 塩津　友輝

九州 福岡県 大牟田市 日建装株式会社 5290001054879 エステティック業界への進出で新たな販売チャネルの構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市若松区 サンエイ株式会社 2290801012758 工作機械大型パネル部品加工における文字彫り技術の復活・自動化による顧客ニーズへの対応力強化計画 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社オチョ 9290801023402 スペインバルからスペイン料理総合店へのシフトチェンジ 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 こはく整骨院 リラクゼーション事業開始による整骨院事業の再構築および弱み克服 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＴＯＲＡＩＳＭ 4290001083284 高価格帯海鮮丼テイクアウト・デリバリー及びソーシャルディスタンスを徹底したセルフオーダーシステムの導入による非接触型海鮮 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ｅｎｊｏｙ　ｔｅｐｐａｎ！　ＴＡＭＩ 急速冷却冷凍機を用いた冷凍広島お好み焼きの製造・販売 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＭＩＳＨ 7290001066484 美容室・エステ店運営から美容機器卸販売業への業種転換 玉井　英樹

九州 福岡県 春日市 株式会社アイデア企画 2290001041335 通信機能対応で長期間使用できる非常用電源装置付き看板の開発 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 ｕｎｉｔｙ株式会社 3290001069821 コロナを乗り越える！食肉小売店を併設したホルモン焼専門店の開設 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 北九州市小倉北区 順光苑本店 体の中から美容と健康を！本場韓国の無添加キムチ等製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社花山組 7290801003042 ＩＣＴ施工できる体制を構築しＩＣＴ土木施工ノウハウ提供サービス事業を展開 中村　清悟

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｓｗｅｅｔｂｏｄｙ サンドイッチ専門店「ＰＡＮ　ｄｅ　ＳＡＮＤ」の新規開業による事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市 ブラッスリーレキップ 薬院でフランスのパリを想起させる、身近な「フレンチ総菜」を提供する事業 毛利　裕之

九州 福岡県 北九州市小倉北区 創作服エムエム 生地から染めるオリジナル衣料の店舗販売とネット販売による売上拡大 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 メルシエ アイリスト・ネイリストの為のまつ毛エクステ・ネイルブースシェアサロン事業 髙藤　公人

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社旅ネットジャパン西都 3290001076231 旅行業から地域密着型のカフェ併設エステサロンへの事業転換 安武　美歩

九州 福岡県 中間市 山藤建設株式会社 1290801011372 中古物件リノベーション再販売事業 中間商工会議所

九州 福岡県 久留米市 合名会社三和商会 5290003002646 ご供養に強みのある贈答品業から、家族への手厚い弔いのカタチ 税理士法人ライジング

九州 福岡県 久留米市 株式会社マル小食品 2290001055855 強みや地域性を活かした独自商品のリアル＆デジタル店舗展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 田川市 株式会社ヒロコーポレーション 3290001022656 ＦＣ展開で日本全国の老舗のつくりたての味を宅配でご家庭へお届け 青石　吉司

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社ｃｌｅａｒ－ｓｔｙｌｅ 8290002032096 美容サービスで培ったおもてなしノウハウと遊休資産を活用した焼肉店事業への挑戦 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社丸十 1290001016718 インターネットを活用したオンライン・ホームソーイング事業 河津　祐二

九州 福岡県 宮若市 いろは居酒やうどん グランピング施設への食品提供並び、地場産直マルシェの運営 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ジュークボックス ライブハウスの有効活用を図るための最先端設備を備えた多目的ホール化する取り組み 小林伸行

九州 福岡県 春日市 グランド 子育て世代のママも赤ちゃんもオシャレができる美容室 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社カワシマコーポレーション 3290001021088 飲食による癒やしから美容による癒やしへ 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 有限会社Ｂｌａｋｅ 2290002032515 ファミリー（キッズ、男性）できれいになれるエステ事業への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

九州 福岡県 福岡市城南区 コバコバル 移動式キッチンカーで独自メニューのレモネードとカボネードの販売を行なう新規事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 Ｃｌａｓｔ株式会社 7290001063705 雑貨のリメイク商品を企画・生産しオンリーワン商品で販路開拓 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 北九州市若松区 チェリッシュ 非接触と癒しを両立！セルフエステ×ローズ蒸しテント等事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社須原建材 3290801010133 プログラミング教室の新規開校 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＩＤＥＳＰＯＴ　Ｋ 毎日完売！フードロスを出さない持ち帰り弁当店への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 ひつじデンタルクリニック マウスピース型矯正システム導入　子どもに特化した予防歯科サービスの事業化 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ミラポートジャパン 2290801021602 よもぎを使った女性向けケア商品とホルモンサプリの開発 末田　圭一

九州 福岡県 大野城市 有限会社福岡総建電設 7290002031685 建設業界での知見を生かした、相乗効果の高い左官業への参入 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トーヨーフイジカル 9290001017717 検査用紙のソフト化による非対面オンライン検査の実施及びペーパーレス化 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 ネクシア 地域に愛される持ち帰りから揚げ専門店の開業 後藤　公平

九州 福岡県 宗像市 つか作 電子管理で個別のサービス提供、ミドル女性からの完全個室エステティックサロンの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社新和産業 2290801001843 解体工事業者だからできる、ＥＣサイト販売を含む総合リサイクル事業 おかべ税理士法人
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＩＫＯＮＩＷＡ 飲食事業のノウハウと地域の豊かな自然を活かした豆乳製造による新市場進出事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ボールダーズ 7290001068266 飲食店ノウハウ活かしてテイクアウト専門の高級ベーカリーで新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社朝田観光バス 5290002052254 観光バス会社の一般貨物自動車運送事業進出による事業転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 久留米市 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 診断システム開発・定期販売とオンライン講座による売上拡大事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社エイユウコクサイ 9290001087181 手頃の価格でアフターコロナ時代に欠かせないビジネスツールの動画制作 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プリミティブ・ドライブ 6290001022158 地元製品ＳＤＧｓ商品販売ＥＣチャネルの構築 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉南区 大衆居酒屋びりけんさん 人気メニューである北九州名物すじ肉うどんを全国対象に冷凍販売する計画 おかべ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＡｉｍＣｒｅｗ 1290801025117 面接者の人物像等を照会できる、オンライン型リファレンスチェックサービス 白山　晃嗣

九州 福岡県 久留米市 悠心工業 時代のニーズに応える、地域密着型外構工事業への業種転換 税理士法人ライジング

九州 福岡県 福岡市東区 いいなロジ株式会社 2290001069062 災害に強い倉庫会社の強みを活かした「最新防災グッズ」の販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＣＬＩＭＢＩＮＧ５１ 2290001082809 イタリア料理ロケット　熟成麺のイタリアンヌードルを開発しＥＣサイトで販売 新大和税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＰＡＲＡ－ＤＥＳＩＧＮＬＡＢ 3290001066075 オンライン設計・商談に対応する３Ｄ－ＶＲショールームの整備 河上　康洋

九州 福岡県 那珂川市 美はら 日本料理店の味を生かした唐揚げのテイクアウト事業への参入 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 有限会社Ｋ’ｓ２１ 2290002051291 チーズケーキをメインとしたスイーツ事業への取組 久留米商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 株式会社豊田建設 2290001063197 型枠施工の技術を生かしたエポキシ樹脂木材製品生産・販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 有限会社やま奇人 7290002047764 弁当製造販売及びキッチンカー事業　－店舗飲食事業で培った「良質な肉を低価格で提供する」ノウハウを活用しコロナ禍で生き残る 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 オフィスキュー フレキシブル・ワークを生み出す求人プラットホーム運営の開始 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社ミノウェイ 4290003007365 Ｗｉｔｈコロナでのグローバル教育をオフラインからオンラインへ大きく転換 大津留　孝明

九州 福岡県 久留米市 ジャムマスターモータービルド ハーレーダビッドソンに特化した受注型フルオーダーカスタム（改造）、部品製造から見込販売のコンプリート（完成）車販売へ進出 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ケイピーシー 2290802002213 リソグラフプリンタを中心としたクリエイティブサポート事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 サンディッシュ からだに優しいご褒美アメリカンスイーツの製造・通信販売『ギルトフリーアメリカンスイーツ』 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 地鶏処本丸　折尾本店 特許取得機器を導入したミドルからシニア向け無人型フィットネスジム開業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＹＡＺＡインターナショナル株式会社 8290801021489 新しいビジネスモデル【ＩＴ×ＳＤＧｓ×飲食】の餃子専門店への新展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＷＡＣＣＨＩ ダイニングバーから女性目線のグランピング施設運営への事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社空夢 3290801019471 釜めし＆ステーキのお店が行う地域デリバリー事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヒナタプラス 高性能脱毛器を導入した地域初の美容・健康サロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＨＵＮＴ 4290001066000 泡盛蒸留粕を再利用したエナジードリンクの開発・販売 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トリプルフィールドネットワーク 3290001078277 地域でメンタルヘルスの改善！産業カウンセラーに相談できるカフェ事業計画 税理法人カマチ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 うきわ 飲食店によるシェアリング事業「ＦＯＯＤトレーラーシェアキッチン」 北九州商工会議所

九州 福岡県 田川市 株式会社チョイス 2290801022294 飲食店が考案した、誰でもわかるＨＡＣＣＰ管理システム 北九州商工会議所

九州 福岡県 柳川市 大翔建設株式会社 3290001054633 既存の機材・ノウハウを活かして、建設業から社会的ニーズの高い解体業への進出計画 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市早良区 フォーライフファクトリー オンラインでの「個人向けフルオーダー家具」等の企画・提案・販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社サポート 1290002026641 奉仕の精神を生かした老犬ホームでペットのエンディングを安らかに！ 富永　一也

九州 福岡県 古賀市 有限会社ＬＥＶＯＲＧ 2290002023373 コロナ時代を生き抜くサブスク型脱毛サービス事業の展開 渡邉　賢

九州 福岡県 糸島市 株式会社ＦＪＭ 7290001078141 中国向けセカンドオピニオンオンライン診療サービス事業 永野　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 豚ステーキ＆牛タンステーキ　十一 テイクアウト専門店「千代サンド」でコロナ禍に立ち向かう。 寺崎　兼司

九州 福岡県 春日市 株式会社プレイス 5290001005691 ジカロテーブルを使ったキャンプ体験型カフェの新規事業計画 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 筑紫野市 ＳＤ出版 自衛官向けの家づくりサポート事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社音ワ 5290802018025 「思春期」の子ども向けの地域密着型「脱毛」応援事業 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｃ．Ｃ国際株式会社 5290001083069 訪日外国人観光旅行業者が新分野展開によりアジア物産店を出店します。 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 ウィズネイチャー サブスクによる時短レシピ動画付き自然派食品オンライン販売 山田祥吾

九州 福岡県 行橋市 有限会社トップシーン 7290802023865 ＰＶＣ（塩化ビニル）再生原料の開発及び製品化による資源循環型社会の構築 行橋商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 モンクール 美容業界歴３０年のプロによる、大人女子のための自社ブランド確立 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 モーメントコーヒー 自家焙煎珈琲によるオリジナルブランドの製造販売 古木　亨

九州 福岡県 福岡市南区 オルタバー 看板メニューのハンバーグを使用したハンバーガーテイクアウト 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 三福観光有限会社 7290002054026 土産品販売所の運営と有明海の魚介類を使用した商品開発 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 ルラシオンビューティ株式会社 9290001081060 全国マツエクサロンの経営支援プラットフォーム構築による新分野展開 富永　一也

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＢＩＳＴＲＯ　ｄｅ　ＣＨＥＭＩＮ 既存事業のアイドルタイムを活用した鯛焼き店の出店 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社うるう農園 6290001088587 自社栽培のいちごを使用したテイクアウトスイーツ店の新規展開 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アールワークス 6290001043897 全国初の佐伯市産直フラッグショップとその試食宣伝を兼ねた飲食店 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市南区 スミス 総合的なヘアケアを可能とするエステ事業へ新分野展開 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 地鶏食堂　長浜店 独自販売ルート構築による配達サービスの展開とオリジナル商品のネット販売事業 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ヒューマンリソースサポート 1290001025842 企業向け・新入社員向け　プログラミング＋コミュニケーション研修 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 カフェシリウス 家賃１万円の古民家をリノベーションして行う珈琲豆の選別代行業と菓子製造業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＮＯＫＹＤ 6290001055678 ＢｔｏＢ向けショールームを用いた新事業コンサルティング 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社康佳 7290001028988 コロナで来日出来なくなった中国人へのライブコマースによる越境ＥＣ事業 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＴＨＥ　ＦＲＥＥＤＯＭ 3290001083129 「生きるを楽しむ」を主体とした新たなグループホームの開設 多田　陽子
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九州 福岡県 福岡市早良区 アイ・フィックス株式会社 9290001082042 建築リフォーム会社による高所得者向け不動産管理業務への新進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社新日本綜設 6290002006936 既存事業での施工実績・ノウハウを生かした障がい児福祉施設への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 春日市 むらかわ歯科クリニック 全面的なデジタル技術の活用によるウィズコロナ時代に対応した歯科医療体制の構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市八幡西区 千石産業株式会社 9290801010160 みんなにやさしいオールインワンユニットハウス事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 有限会社財隆商事 7290002052814 廃蓄電池リサイクル事業 あさくら税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 松田活魚 コロナ禍で調理の省力化要請に応える付加価値鮮魚の商品開発 長生　信夫

九州 福岡県 柳川市 株式会社ワールドリサイクル 6290001053384 ロードサービス事業から大型トラックの架装事業への進出 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社富士製作所 7290001049514 福岡県航空機産業コンソーシアムとの連携による航空・宇宙産業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 スーパースカルプ発毛センター博多祇園駅前店 地域初の薄毛専門美容室の新分野展開 吉田　大

九州 福岡県 柳川市 株式会社ワンズコーポレーション 1290001054627 当社の技術を活かしエクステリア製品の卸販売・小売販売業へ！ 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社千年市場 4290001014181 自動販売機＋ＥＣの非接触売場を開発して地域活性に寄与する商品企画販売・商社事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社なか尾 9290001036097 自社遊休資産と人材を活用したうなぎ料理店の開店 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＡＣ 1290001058883 糸島の一次産業と共に糸島素材を活用したスイーツの製造・販売 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 柳川市 株式会社東洋モータース 8290001053341 環境対応塗装工程の内製化を強みにワンストップ自動車整備で売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 太宰府市 東洋ステンレス研磨工業株式会社 4290001040970 災害対応型チタン製意匠パネルの製造によるスマートビルディング市場への進出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 柳川市 木原建設株式会社 3290001052785 スマート農業対応型農地整備工事の開発 宮川　譲

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社グリーンピース 5290002028980 高齢者と障がい者・要保護児童　共生型フランチャイズ事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社Ｍ’ｓエレクトリック 6290801019568 保育業の課題を解決する「乳幼児の寝返り検知システム」の開発とサービス展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 株式会社ワールド精機 6290001049795 レーザー加工機導入による工程内製化と製品ラインの拡充 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ダリア 3290001068360 セルフケア、プチ起業需要を応援！オリジナル商品の開発・販売および、クレイセラピストの育成、開業支援 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 九州防水株式会社 4290001048650 より安全なアスベスト除去工事実施のための設備の賃貸と技術指導 香月　孝文

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社久木原工務店 5290001075768 住宅設計を活かした「１ｍｍ単位でオーダーできる家具等インテリア」の製造小売			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 茶々丸ＰＣ コロナに負けないＥＣビジネス！世界に届け日本の魅力！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大川市 有限会社隈木工所 2290002053239 「ＫＵＭＡＭＯＫＵ」ブランド確立！デユアルチャンネルによるＢ２Ｃ家具販売の展開 大川信用金庫

九州 福岡県 行橋市 晃大商事株式会社 4290801015222 ＥＶ化に対応したモールドベース開発と自動化・無人化工程の構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ノーメイク 5290001009585 タレントをスタッフとする「動画配信ライブカフェ」で収益・雇用を安定化			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社フクミ 1290001058867 介護給付費に依存せず地域初の福祉サービスを実現する自立収益型介護事業 中村　宏

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＳＯＲＡ 2290001044825 ３密を回避できる新教室での革新的幼児教育実践法によるプリスクール開園 松代　和也

九州 福岡県 朝倉市 Ｙｏｓｈｉｎｏ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 4180301021946 オーディオ機器輸入卸業から、独自ブランド立上げによるオーディオメーカーへの業種転換 西原　憲一

九州 福岡県 筑紫野市 筑紫産業株式会社 6290001040911 離島への観光・ビジネス・移住の人流を創り出す観光産業への進出 株式会社富士経営

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ファスニング機工 4290802019387 「トンネル・橋梁補修事業」への新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＡＱＵＡＳ 4290001074606 塗料循環回収装置による新事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 那珂川市 株式会社大匠建設 7290001025647 古民家の再生・活用を推進する体験型ショールーム事業の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社サンワドライ 4290001048923 クリーニング技術を活かしたユニフォームレンタル事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社アルカディア 9290001050024 ウェディング業で培った『品質と想いを伝える力』を中食、内食に展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社九州食糧 7290802001648 生産農家を救え！農家とのネットワークを生かした麦生産支援事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社ＤＡＩＫＯ　ＴＯＯＬ 8290801007042 宇宙・防衛、半導体産業向け部品製造体制の構築による新分野展開 鷹取　正義

九州 福岡県 北九州市門司区 みろく福祉サービス株式会社 6290801007028 廃校を活用した地域の交流の場の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 小郡市 株式会社ワイドレジャー 4290001050524 「遊ぶほど未来が良くなる場所」インドアパークＡＳＯＢＬＥブランドを構築し収益向上を図る 荒巻税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 コシード株式会社 4290001043255 完全個室型のプライベートサウナの運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社伸宅マネジメントサービス 9290001053530 地域高齢者に安心・安全を届ける配食サービス事業 大川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社ラポート 5290001067311 精神疾患者向けグループホーム事業 税理士法人摂津事務所

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社Ｍ．Ｔグループ 2290003008027 ファミリー向けグランピング事業への新分野展開 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 株式会社アレシア 9290001070146 余剰建築資材のリデュースを促し廃棄物削減を目指すプラットホーム 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社ウエストフィル 9290002025710 アフターコロナの需要に合わせたフレッシュ野菜の冷凍食品製造事業への新分野展開 坂本　千足

九州 福岡県 朝倉市 有限会社九州バーク運輸 9290002043497 朝倉市杷木松末の地域活性化 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社イーエム九州 8290001048449 トラック・バスに『企業』と『地域』の“想い”をのせる「オートボディプリント」事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社クプロ 5290001059705 ＩＴを活用した３密回避型２４時間フィットネスクラブ事業への進出 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 大川市 有限会社中村企画設計 5290002054746 事業承継によりＴｏＢの備え付け家具からＴｏＣ家具販売への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社タクト 4290001071108 下請けの店舗内装業者から自社での家具製造販売サービスでリスク分散 松川　雄一

九州 福岡県 福津市 株式会社福成冷熱工業 9290001067506 マリンスポーツによる青少年や障がい者の健全な育成と環境の場 大串　和義

九州 福岡県 飯塚市 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 海外販売網を活かした『ジビエ肉・加工品　製造販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 エルももち株式会社 6290001028163 住みたいまち福岡で介護事業、障がい者福祉事業の新分野展開 福岡信用金庫

九州 福岡県 小郡市 川辺農園 食品加工工場の建設で悲願の６次産業化！アジア野菜でのニッチトップのその先へ。 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ファインライフ 4290802012078 製造工程新設によるグランピング製造販売業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 飯塚市 株式会社フリーザーシステム 2290001046004 最新厨房機器を備えた食品開発ワーケーション型リゾートホテル 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社プラス 4290001058393 「自動車整備業界の変化」と「働き方改革」に対応するＤＸ化支援 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 力丸鋼機株式会社 1290801010804 ＮＣキリ穴加工で建築資材のボルト穴加工品市場に新分野展開を図る 福岡ひびき信用金庫
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社宮熊 6290801008645 アルコール類卸売業がＰＢ　商品開発販売でオンライン通販事業に参入 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 博多立呑ジューシー屋 立飲み業態から自家製オーガニック野菜による専門料理店への事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社奥田商店 2290002027093 ワインに合うおつまみの製造によるイートイン及びデリバリー事業 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エスティ住建 7290001026091 ビジネスホテルの浴室リフォームから、「健康・省エネ住宅」事業へ　―地域活性化・低炭素化社会の実現ー 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社彗心 9290801018625 ２０年間研究した秘伝のタレによる、神楽坂発のブランド唐揚げ事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 浮城興産株式会社 8290801000385 北九州初　地域密着型　デジタル一元管理の非接触無人ホテル事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 直方市 株式会社ユキテツ 2290801020331 コロナ禍における射出成形機部品進出事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 大牟田市 株式会社清風会 9290001054925 感染対策を徹底した新棟建設による婚礼サービスへの新分野展開 小野　勇次郎

九州 福岡県 糸島市 一力寿司 寿司店による、体験型ゲストハウスへの新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 太宰府市 株式会社太宰府園 8290001040884 遊具中心の遊園地から豊かな自然環境を活かした遊園地への変革 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社資さん 6010001190032 ＤＸ推進による店内飲食からテイクアウト事業への業態転換 市竹　敦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社大地コーポレーション 8290001031339 独自の弾性樹脂素材を活用したマットレス等の製造販売事業 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ミチツクル 2290001061589 飲食店依存型から、精肉・加工、総菜、小売店への新分野展開 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ダイワ 1290001004664 道路・鉄道の橋梁施設老朽化に伴う、公共補修工事市場への参入 藤川　剛士

九州 福岡県 朝倉市 筑前はかたや ＤＸによる野菜販売の２４時間営業化と、移動販売による買物弱者の支援 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社きょくとう 7290001012793 自宅にいたままクリーニングが出せる。ネット完結型クリーニングサービス 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社田中屋呉服店 2290002049451 自社の着物を活用して地域と世代を超えた思い出、そして伝統を守るフォトスタジオの展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 直方市 株式会社方尺精工 1290801021264 アフターコロナの新たな時代に向けたＥＶ向け超精密金型事業への進出 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社しろみず 5290801011889 洋上風力発電事業の基礎ジャケット部品製造への新規事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市西区 パンダ株式会社 6290001062237 感染症に負けない！医療従事者の学びを守る新時代の学会・セミナー開催サポートシステム 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社矢田部研摩 3290801005810 超精密研磨市場向け製品に最適化した工場改修と研磨機導入 株式会社大分銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 博多ステイションフード株式会社 5290001015658 九州に密着し、明太にこだわり、小麦を極める食品製造・卸・販売事業 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 北九州市八幡西区 株式会社ヤギシタ 7290801010757 食のバリアフリー！代替肉と健康増進効果原料での新商品開発センター新設 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ティーリンク 2290001056333 ハイブリット接着シート事業 大串　和義

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社博多八昌 6290001057550 名店の味を再現した冷凍お好み焼きで販路拡大！名店の暖簾を守る！ 西田　重和

九州 福岡県 久留米市 株式会社いかど 3290001051878 廃棄カット野菜・廃棄野菜を活用　新流動食「スタベジ」商品開発・販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＡＴＳ 2290801011611 コロナに打ち勝つ新分野展開、日帰り温泉・飲食総合事業への挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ｉＱ 8290801008577 「ユニプレジャパン」先端ＩＴ技術ノーコード教育と℮スポーツ教育プログラム施設 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＧＯＯＤ　ＤＥＳＩＧＮ 3290001058725 業界初の温冷交代浴機能を備え地域の住宅建築業を活性化するサウナキット事業 中村　宏

九州 福岡県 北九州市八幡西区 九州条鋼加工株式会社 1290801010944 建築二次部材から土木工事で用いるＰＣ橋梁用検査路製造業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アンベル 7290001062070 モデル事務所が人材とＳＮＳを活用してキッチンカー事業に挑戦！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ランドスケープ 6290001043749 無人有価物回収ボックスを設置し新たな回収形態を確立 首藤　利幸

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｎｅｗ　Ｏｒｄｅｒ 9290001070492 新しい生活様式にあった新しい低接触型焼肉店へ新規分野展開 松代　和也

九州 福岡県 柳川市 株式会社九州パイリング 3290001052802 地盤補強工事事業とのシナジー効果を発揮して杭引抜工事事業及び基礎工事事業への新分野展開 柳川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社不動産バンク 9290801002926 最新ＩｏＴ技術を用いたコインランドリー事業へに新規参入で再構築戦略 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大川市 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912 有名ブランドとの協業による大規模アウトドア小売店舗開設 宮川　譲

九州 福岡県 古賀市 ウィズホーム株式会社 7290001082498 住宅会社の強みを活かした家具・植栽の新店舗計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 三栄工業株式会社 3290801001644 自動車メーカー向けライン製造設備への新分野展開 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 株式会社一椿 6290801006442 一椿ブランドを活かした海鮮焼×焼肉への新分野展開 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 株式会社くるま村 1290001048686 ＡＩ搭載フィットネスマシン×セルフエステによる非対面２４時間ジムの開設 栁　良一

九州 福岡県 久留米市 有限会社タケヤ 6290002048251 焼きいも屋の「芋スイーツ製造小売事業」への新分野展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 大川市 株式会社志岐 3290002053411 ３Ｄ加工設備・技術を導入した木製家具販売のＤ２Ｃの構築 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 九洲日東株式会社 4290001007144 特許技術と特注小型杭打機を活用した新たな需要拡大分野への展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション 4290002054598 倉庫建設によるライフサポート事業・物流加工業への新分野展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市中央区 モンブラン・ピクチャーズ株式会社 8290001058092 全国でも珍しい「移動式映像アトラクションカー」の運用による新規事業 山田祥吾

九州 福岡県 小郡市 有限会社肉のくろいわ 4290002051802 町の肉屋が挑む！インコンプリートフードで起こす食の革命！ 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 八女市 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518 九州特産品の価値深耕、輸出向けゼリーと外皮再利用による天然香料の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社フエニックス 3290001010132 老舗クラブがコラボする“イノベーションバー”を開店！ 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 フューチャークエスト株式会社 3290001091800 研究支援業から海上・衛星通信対応ＶＤＥＳモデム製造業への転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社川口興産 2290801000787 水巻町の健康増進事業や福祉事業との協働と天然温泉大浴場の建築・運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社富士建 7290001016357 三次元レーザスキャナによる測量及び三次元ＣＡＤによる建設ＤＸコンサルタント 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ルーミックス 3290001064260 不動産業から脱炭素・非接触型の小型高級リゾートへの新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 佐藤精機 精密加工技術を活かした半導体装置部品への新規参入 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社仲西鮮魚店 7290002012116 『博多の台所』柳橋連合市場内で老舗鮮魚店が飲食店を展開！ 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 福岡中央美術 デッサン自動採点アプリ「Ｄｅｓｓｉｙ（デッシー）」プロジェクト～オンライン講座を新展開～ 税理士法人アクティブリンク

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社日本芸能文化社 4290001069655 新スタイルの音楽スタジオ事業による音楽関連ビジネスのＶ字回復 富永　一也

九州 福岡県 柳川市 有限会社福永車体整備 4290002053880 次世代車完全対応整備工場への事業再構築 大牟田柳川信用金庫
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社中村人形 2290001056267 デジタルギャラリー「中村人形ギャラリー」の整備 松尾　勇二

九州 福岡県 福岡市城南区 フィールドロゴス株式会社 7011301018236 ＷＥＢマーケティングで全国へお届けする九州産ベーグルの製造 越川　智幸

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スイートクラス 6290001048203 旅行会社が湯布院で旅館とグランピング施設の運営へ事業転換 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｌ．Ｐ．Ａ．Ｓ． 2290001080267 七節の出汁を生かす新商品の開発・テイクアウトと旗艦店の全改修 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 あつみ珈琲 冷凍おこわを主とする地域活性化に向けた地産地消の冷凍食品製造 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社トータス・インダストリー 2290801010357 高付加価値な血液検査のＡＩ化による予防医療サービス事業への進出 富永　一也

九州 福岡県 糟屋郡久山町 西日本鍛工株式会社 6290001000031 防衛関連向けステンレス鍛造製品等の製造体制構築による新分野展開 佐藤　修一

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社志水ミート 6290001038311 飲食店・量販店向けミールキット等の製造体制獲得による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 宗像市 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069 金型製作技術を活かした小ロットのプラスチック部品生産事業参入 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ＳＥＫＩ 8290801012752 刃物研磨機導入によるフルオーダー製品のグローバル市場等への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ティースポーツ 6290001064266 スポーツ施設コンサルティング会社が最新型ゴルフ練習場へ新進出 藤本　和久

九州 福岡県 田川郡香春町 ＢＭＣ株式会社 5290801017408 福岡県筑豊文化と融合した新メニューと「全席個室焼肉」の展開 岡部　康雄

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社マインズ 4290001039146 アミューズメントマシンフリマサイト（ＡＭＩＭＡアミマ）の構築、運営、管理 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 直方市 福筑総合開発株式会社 5290801014314 ペットと共に歩む霊園開発計画 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＳＩＮＧ 9290001056293 一体成型シリコーン製輪ゴム「富士山」の開発による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＫＯＵＫＥＮ 7290001073811 中国人向けツアー事業から会員制越境ＥＣの事業再構築への挑戦 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糟屋郡志免町 ｉｎ．Ｄ．ｓｔｙｌｅ株式会社 1290001066366 マイクロブルワリー業態への進出と開業支援パッケージの開発 常盤　直也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社タナカダイニング 7290002016232 テイクアウト・通販事業への進出による酒類提供メイン業態からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルテリア 1290001079021 高級オーダーメイドアパレル店が提供する富裕層が堂々と利用できるホスピタリティの高い高級ブランド品等買取販売事業 髙村　英子

九州 福岡県 中間市 株式会社フロム工業 8290801011440 光触媒を活用したインテリアとしての空気清浄機の開発 中間商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社まる 8290001022973 生産者と企業をつなぐＢｔｏＢ型農産物電子取引所の開設 原　淳子

九州 福岡県 飯塚市 株式会社豊栄 5290001045894 大型ＬＥＤビジョン動画配信事業の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ジーエスサポート 2330002015052 太宰府天満宮のお膝元で障がい者と共に作るクラフトビール生産一貫体制をとるブリュワリーの運営 尾場瀬　輝雄

九州 福岡県 うきは市 株式会社ＴＣＡＳＴ 8290001055172 最新鋭５軸加工機導入による鋳造事業から機械加工事業への事業転換 玉井　英樹

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ヤブサメインダストリー株式会社 6290801017951 自社リソースを活用した洗濯代行サービス事業の展開 本田　隆博

九州 福岡県 北九州市八幡西区 アイム電機工業株式会社 6290801009536 コロナ後の海外展開を見据えた、水中モータの「大型化」「特殊化」「多様化」に応えるオーダーメイド型製造プロセスの構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 ナチュラルリンク株式会社 2290001088005 好立地を活かして地元住民に愛されるコインランドリー事業へ進出 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社イニシアティブプラン 4290001061430 一般住宅向ダクト搭載型除菌脱臭装置の新規開発、製造、卸売事業 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｓａｆａｒｉ 5290003001581 未来の美容師を育成する非対面方式のオンライン美容教育事業 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社田島正陽建築事務所 6290001008677 地域初！レンタルスペース兼モデルハウス高齢者および環境対応型リフォーム事業計画 川庄　康夫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｄｅ’ｐ．ｌａｓ． 6290001032033 短納期・低コストでのオーダーメイド造作家具の提供 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 レックコレクティブ株式会社 8290001035959 パティスリーの新設および海外へのＲＥＣ　ＣＯＦＦＥＥブランドの進出 沼田　浩一郎

九州 福岡県 福岡市城南区 有限会社ケイズブルーイングカンパニー 6290002024203 醸造体験ができる特別な酒屋＆フルサポート体制のオリジナルビールＯＥＭ事業への新分野展開 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社コマツセントラル 6290001075916 郊外地ビール工場で同業者と連携カフェ併設 渡辺　日菜子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｏｒｏ－ＧｉｏＳｔｙｌｅ 9290001077942 ＥＣサイト・オンライン修理事業の開始～一生ものの時計を身近に～ 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社松藤建設 2290001087650 建設業の強みを活かした放課後等デイサービスへの展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ヴァンベール 2290001037779 飲食店が挑む、養蜂業・農業を融合した郊外の観光型テイクアウト店 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市南区 シンクステージ株式会社 8290001061047 一貫施工体制の確立による“緑地化街づくり”のワンストップサービス事業 税理士法人菰田総合コンサルティング

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 桑野自動車 自社だけでなく他の自動車整備工場からも車両を受け入れる車検検査事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ウェルセル 2290001006370 大豆ペースト製造事業 小田　開

九州 福岡県 久留米市 萃香園株式会社 2290001092782 創業１３９年老舗ホテルが実現する地方都市久留米のワーケーション活用構想 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社エルゼ 7290801009072 特殊水洗い特化の環境配慮型オンライン宅配クリーニングへの新規立ち上げ 税理士法人セントラル会計事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社國廣 5290002030870 コロナ後定着のテイクアウト対応、小規模「揚げもの屋」への転換 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 久留米市 高橋株式会社 5290001049128 久留米市中央公園官民連携魅力創出事業（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ） 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 大川市 はつ美寿し 九州の食材と「はつ美の味と技」を活かした冷凍食品の製造販売 大川商工会議所

九州 福岡県 大野城市 株式会社ロード 3290001043116 縫う楽しみを共有する「縫製館」での製造・販売とＥＣ直販事業 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 アーニーＭＬＧ株式会社 3290001086932 福岡研究開発ベンチャーによるＡＩ高精度音声認識サービスの構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社大東 2290801010183 アナログ情報から加工データのデジタル変換サービス及び配線情報ラベルシールが付与された配電盤用加工電線の生産と全国事業展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 本田アートマシンレンタル株式会社 5290001004058 トンネル建機修理技術で中小水力発電効率化による脱炭素に貢献 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社アッセン 8290001051733 トヨタの「改善方式」を応用し地元食材を活かしたフードコート出店 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社フォーラム 6290002025861 イベントにおいて発行されるパンフレットを電子化するイベント事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社大門工業 7290001069693 湯布院うなぎで地域を活性化！古民家うなぎ屋事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 八女市 株式会社熊本硅砂鉱業 5290001047214 超微粒砂を独自の技術でブレンドしたクッション性の良いスポーツグラウンド用砂を開発しメーカーの地位を確立する 林　幸一郎

九州 福岡県 糸島市 株式会社すまいるファーム 1290001067273 有機農業の成長戦略、加工品製造で地域と共に持続的成長を目指す 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社オールドニュー 6290001055430 売れ残りの野菜を再利用した漬物製造販売業への進出 みかさ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 ファインピース株式会社 1290001083543 電気自動車・先進安全自動車整備のための技術センター創設による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社喜久家 7290001068695 中洲の名店がお届けする伊万里牛と秘伝のタレ　お取り寄せグルメ 髙村　英子

九州 福岡県 大川市 手作り家具工房日本の匠株式会社 7290003003205 木育に貢献できる個人・法人向け知育木製おもちゃ・遊具の製造販売事業 株式会社福岡中央銀行
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九州 福岡県 飯塚市 有限会社システムハウジングタイセイ 2290002045582 町の電気屋さんか動画制作会社への転換 大串　和義

九州 福岡県 久留米市 有限会社人仁 1290002043967 地産地消型コールドバリューチェーンの構築を通じた事業の変革及び新規事業の立ち上げ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社立地ライズ 7290001058333 遊ぶ・学ぶ・体験する＝『遊・学・体験』ＧＬＡＭＰＩＮＧ施設設置運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 タイヨー軸受株式会社 3290801010216 軸受再生技術を生かした自在継手再生への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社日本・セルカルチャー 5290001063855 幹細胞無血清選択培地開発 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ライダーズカフェ 2290001039726 子供達が笑顔になれるアウトドア型の移動式遊園地 福岡商工会議所

九州 福岡県 うきは市 株式会社堤木材 9290001055312 多種加工機を活用した新たなビジネスモデルの構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 福岡製袋工業株式会社 5290001002094 ＂高付加価値大判圧着はがき製作事業＂への挑戦　ーＡＩデジタルを活用した新アナログサービスの提供ー 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社池田冷熱工業 6290801013083 生産工程の刷新を通じた精密板金加工への本格的な参入による新分野展開 大串　智之

九州 福岡県 北九州市小倉北区 サンエス工業株式会社 6290801001716 環境・リサイクルビジネス展開のための社内一貫生産体制の構築 税理士法人徳間会計

九州 福岡県 朝倉市 合資会社山科茶舗 7290003002099 茶匠の挑戦、五感を整える本物の「お茶とデザートのマリアージュ」 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 久留米市 株式会社西部クリーン 9290001049025 環境に優しい電解水の生成・販売及び電解水クリーニングの展開 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＬＥＥ惣菜研究所 3290001081644 健康志向のポリフェノール玄米おむすび店とＥＣサイト販売の展開 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市東区 エンジェルＩ株式会社 2290001070598 最新の販促支援と物流支援を提供する通販業者向けレンタルオフィス 中村　晃

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社トライアップ 8290801025663 商店街にある小さな道の駅。商店街連携の店舗販売と通信販売事業 行橋商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＬＡＮＤＩＣソリューション 3290001026228 Ｌ＋ＨＩＲＡＯ　賃貸事業とカフェスペースの融合で活性化を図る アネーラ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 マインド株式会社 3290801010546 ＡＩによるリモート採寸を活用した学生服のリユース品販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 朝倉市 株式会社泰泉閣 6290001044532 地元食材を活用したライブキッチンレストランの構築 田中　憲治

九州 福岡県 北九州市八幡東区 あお季ホールディングス株式会社 8290801024401 観光資源開発にも資する飲食オープンテラス・ＲＶパーク複合事業 九州中央税理士法人

九州 福岡県 久留米市 西日本運送有限会社 2290002049699 経営革新取得のマフラー洗浄技術を活用した自動車分解整備事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福津市 株式会社チェリーベル・ジャパン 8290001071599 コロナ禍での健康志向に対応　女性向け無添加ノンアルコールビールで販路の拡大 福岡県信用組合

九州 福岡県 久留米市 株式会社イナバ 1290001050741 デザイン改善から発送代行までＤｔｏＣ総合支援サポートセンターの開設 久留米商工会議所

九州 福岡県 柳川市 有限会社江口通商 1290002053033 フラッシュ合板の内製化による合板供給事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糸島市 株式会社重富印刷 5290001033057 ＷＥＢ通販コンサルサービスと偽造防止ソフトを活用した物産販売拡大支援事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社嘉賀工務店 5290001050829 被災家屋解体工事・空き家解体事業により排出される古材再生事業 野中成利

九州 福岡県 福岡市中央区 ＳＵＮＷＯＯＤ株式会社 8290001064710 町の魚屋事業を通し地域の活性化 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｓ＆Ｊグループ 3290001031608 ネイルサロンからペットトリミング、ペットホテル事業 山田　陽介

九州 福岡県 福岡市中央区 りんどう漢方薬品株式会社 5290001067113 ＡＩ・非対面を活用した、「漢方」×「妊活パッケージ」展開 内田　義行

九州 福岡県 久留米市 株式会社モーターサービス久留米 6290001049688 カスタム車に対応した高品質、短納期、ワンストップでのサービス提供体制の構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアーザライズ 理容店の遊休スペースを活用したリラクゼーションサロン事業の新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社モリタ総合企画 6290001067120 店舗建築の技術と経験を活かし「人とつながる」複合カフェ事業に挑戦！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 刀根醤油醸造元 業務用醤油販売から自社店舗販売と地元素材の調味料開発 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 エウレカ 美容室から「ＳＤＧｓ　アートカフェ」への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社マスターピース 5290002051396 トレーラーハウスを用いたドローンスクール開設と卒業生による農薬散布サービス事業 古賀　光雄

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ヒラカワエナジーホールディングス 8290001074635 平川コインランドリーはグループのＧＳ事業と相乗効果でＷａｓｈ＆Ｗａｓｈ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 田川郡川崎町 山口重工業株式会社 4290802024759 環境配慮型の鋼構造物の製作・施工体制構築による新市場開拓 大串　智之

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社トゥレフェリーチェ 4290001058245 テレマーケティングのプロ集団による「食」のお届けサービス事業 瑛智税理士法人

九州 佐賀県 佐賀市 アフロエンタープライズ株式会社 4300001011730 コロナ低感染設備導入と既存理美容事業を活かす脱毛エステの展開 松岡次弘

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社大坪装建 4300001009411 地域特化「現場作業員の宅配弁当」とコロナ対策万全飲食店 瑛智税理士法人

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社Ｌｕｍｂｅｅ 3300001011855 “総合的にムダ毛処理ができる脱毛サロン”の開設 飯田　展久

九州 佐賀県 唐津市 トゥインクル脱毛サロン専門店 思春期のコンプレックスを解消、唐津市初のティーン脱毛専門店 魚谷　康行

九州 佐賀県 佐賀市 パインブックス 移転による店舗拡張とリサイクル家具事業への新分野展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社宝本建設 6300001006299 土工事による新事業領域の開拓 牛島　幹夫

九州 佐賀県 佐賀市 合同会社えん 1300003001377 テイクアウト専門からあげ店への業態転換 森　健史

九州 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 株式会社アイテク 5300001006597 キッチンカーを移動型営業拠点としたコーヒー事業の新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 野中彰二 高級居酒屋から「鯛めし」料理店への事業転換計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 伊万里市 小料理味彩 コロナで打撃を受けやすい小料理屋から、弁当製造配達販売への転換によるＶ字回復計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社丸福精肉店 5300002001457 食事療法が必要な糖尿病患者を対象としたエネルギー調整食の配食 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 智洋水産株式会社 7300001006034 冷凍保管物流倉庫の建設による低温物流業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 神埼市 神埼工業株式会社 6300001003164 再生可能エネルギーのための風力発電事業用シャフト製造における新事業生産体制の構築 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 杵島郡白石町 有限会社ニュー魚新 3300002007209 お一人様大歓迎！強力換気装置を備えた本格鉄板焼き事業への展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社伊万里ファッションセンター 6300001005648 プラスチック製容器製造事業への新たな挑戦 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社嬉野板金 3300002006144 金属加工製品の内製化による３密の生じる現地施工依存からの脱却 松代　和也

九州 佐賀県 杵島郡白石町 大串自動車鈑金塗装工場 コロナ禍で需要が高まるバイクのレストア事業展開による再構築計画 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社南里製作所 2300002001039 高精度横型マシニングセンタ導入による半導体製造装置向け特殊部品市場への進出 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 佐賀県 小城市 株式会社鶴沢鉄工所 1300001000496 電力関連バルブ製造から食品加工装置の機能部品製造に新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社キョーワ 8300001005514 伊万里ブランドと活魚輸送車の架装技術によるキャンピングカー事業 伊万里商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 岩忠建設株式会社 4300001005823 低温乾燥木材を活用した新規プロダクト開発と販売拠点整備 伊万里信用金庫
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九州 佐賀県 神埼市 株式会社ナンキュウ 8300001008310 大型特殊車両の整備点検・塗装分野の新規参入による新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社モトシマ 2300001001023 スカニア製トラック向けリモート通信型点検・整備システムの構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 サンエス商事株式会社 6300001000442 放課後等デイサービス＆発達支援へ業種転換と就労支援の開設準備 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社旅館くじゃく 8300002006321 県内初！非接触・非対面、ニューノーマルなスタイルのＩＴを駆使した高級旅館プロジェクト 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 東松浦郡玄海町 株式会社シビコ 8300001010431 電気工事業に進出、事業幅を広げ、感染症対応、脱炭素社会に貢献 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 小城市 ゴーメック株式会社 4300001003397 高性能レーザー加工機による半導体製造部品加工への新分野進出 株式会社商工組合中央金庫

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社森博 3290001070424 既存の強みを活かした加工水門工事・ポンプメンテナンス事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 杵島郡江北町 株式会社タナカ 6300001011737 肥育農家の挑戦　佐賀牛とオリジナル人気メニューで地域一番焼肉店開業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社山忠 4300001005757 「豊かな食文化の提案」から「豊かなライフスタイルの提案」へ 有田商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社西九州トーヨー 5300002008510 アルミフロント事業への転換 株式会社ＩＧブレーン

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社ｉｎ　ｂｌｕｅ暁 1300001009678 ａｆｔｅｒコロナ　食と伝統芸術で繋ぐベーカリー＆アートカフェ 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 佐賀市 旅館　清川 テレワーク応援！自然の中でのテレワーク休憩室提供事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 杵島郡白石町 サガ・コア＆カッター工業株式会社 3300001008315 カッター工事業者が水道工事の汚泥処理にて完全循環型リサイクル 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 Ｔ－ＬＩＮＫ株式会社 9300001010331 母親の感覚で子供にやさしく接する児童発達支援サービスの開発 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 ＡＳＯＬ株式会社 3300001008983 アウトドアレジャー事業への新規参入 吉野　恵子

九州 佐賀県 伊万里市 モータークラフト　田中 車減産も　技術活かす“足回り”整備　地域初アライメント専門拠点 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社エム．アイ．ディ 4290001050359 スリランカカレー専門店開業でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。業種転換による事業再構築 鳥栖商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ファクトリー 8300001005415 これまでにない形のコロナ禍でも対応できるフードコートの運営事業 田中　誠

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社一吉 9300001011230 感染リスクを抑え客数が減少しても店舗が維持できる新ラーメン店開設 佐賀県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社ジェイ・エー・エス 3310001014493 県内初！自社の強みを活かし現代の顧客ニーズに応える“空間”を提供する事業計画 濵村　俊介

九州 長崎県 長崎市 株式会社サンミシェル 7310001004680 新商品の開発とブランディングで新たな顧客層に向けた実演スタイルでの新店舗展開。 長崎商工会議所

九州 長崎県 雲仙市 株式会社マルニ 6310001012255 新商品「野菜ペースト」を製造・販売し、収益の拡大を図る 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｄ．Ｏ．Ｔ． 7310001013376 外食産業の変化に対応、地元食材の魅力をＰＲする飲食業から食品製造業へ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 カネキ水産 大正初期から続く「いりこ屋」が始める美味しい遊漁船 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 ブリリアンス プライベートサロン構築と脱毛サービスの無人化経営によるＶ字回復 本澤　智

九州 長崎県 長崎市 甲田鮮魚店 長崎鮮魚卸が展開する活魚を使った海鮮飲食事業 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 長崎市 合同会社レ・アーリ 1310003003760 長崎のジビエに特化した本格イタリア料理の通信販売 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 雲仙市 Ｓｅｃｒｅｔ　ｂａｓｅ　Ｆｌａｖａ 人気美容室によるエステ・ネイル進出と出張サロン事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 松利 観光客向けの居酒屋から地元に愛されるハンバーガー店に事業転換 佐々野　邦久

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 3310001012349 地域資源を活用した高級仕出し弁当事業への事業転換 岬　孝暢

九州 長崎県 雲仙市 株式会社東園 4310001008486 雲仙温泉の旅館による「おこもり旅でワーケーション」需要に　特化した新サービス展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 株式会社対伸 7310001012262 対馬初！利用者と利用者家族のニーズに応える介護事業への業種転離 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社アドミン 9310001011436 放置林、耕作放棄地で実用可能なスマート農業システムの開発 濵村　俊介

九州 長崎県 島原市 株式会社ＲＡＴＥＳＵＫＡ 2310001015658 長崎カステラの老舗による高級「台湾カステラ」の国内・海外展開 株式会社エイチ・エーエル

九州 長崎県 長崎市 フォード合同会社 1310003003224 コロナ過でオンライン授業を強化した難関大学対応学習塾開校で雇用創出 前田　直

九州 長崎県 諫早市 有限会社松原運動具店 4310002015580 リラクゼーションとスポーツ合宿ができるキャンプ、グランピング事業 諫早商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社麺也オールウェイズ 3310001011953 長崎のご当地ラーメンを冷凍ラーメンとして全国へ認知拡大 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社老李グループ・ジャパン 7310001011470 長崎台湾カステラの製造・販売による売上アップと新イメージ定着 長崎商工会議所

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 西日本陶器株式会社 1310001006261 新商品開発とＥＣサイトによる小売業への展開 貝原　收

九州 長崎県 佐世保市 Ｙｕｔａ　Ｆｏｏｚ株式会社 5310001014236 佐世保市の名物料理を最新瞬間冷凍技術にてＯＥＭ製造し全国へ発信 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社ひろや酒店 2310002011409 老舗酒店が地域飲食店と特産品を“つなぐ”連携事業で販売力強化 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社法本胡麻豆腐店 5310002011521 北米向け商品の開発による新たな製造方法への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 長崎市 協和機電工業株式会社 7310001000473 長崎に根差した持続可能な工場への業態転換 公益財団法人長崎県産業振興財団

九州 長崎県 雲仙市 株式会社前田総業 4310001016398 新分野展開によるトータルサービス、大型車まで対応した新規顧客獲得計画 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 キッチンＴｓｕｂａｋｉ 中高年向け居酒屋から観光客や若い世代向け洋食レストランへの転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 リーフコンサルティング株式会社 7310001012601 ハンデを持つ方の「親なき後」を解決する新しい環境の提供 たちばな信用金庫

九州 長崎県 佐世保市 有限会社西海技研 5310002010085 ＩｏＴ技術を活用した「外国人向けワンストップ不動産会社」への新事業展開 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 ネイバルアーキテック長崎有限会社 5310002003659 ３Ｄデジタルデータを活用した船舶コンサルティング会社への事業転換 株式会社北九州銀行

九州 長崎県 長崎市 株式会社陽紀 1290001072158 新長崎漁港と離島を拠点とした３ＰＬ貸倉庫業によるマチナカへの展開 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 諫早市 株式会社小長井石油店 3310001008264 過疎と高齢化に直面する町で地域のモビリティを支える車検整備事業への進出 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 長崎県 雲仙市 株式会社雲仙宮崎旅館 9310001009455 巣ごもり需要に対応！自宅で楽しむ旅館満喫セットの製造販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 服美人 クリーニング店の新たなビジネスモデル！リユース・遺品整理事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 やまさ海運株式会社 8310001002254 マイクロツーリズム需要を標的にしたナイトタイムエコノミーの創出 長崎県中小企業団体中央会

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社中島石膏 4310002012446 ３Ｄモデリングマシンの導入のよる生産性、精密性、多様性の向上と製造小売業への取組 西村　浩太郎

九州 長崎県 雲仙市 永田鉄工株式会社 4310001008239 鋼材加工の強みを生かした物流設備事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 諫早市 株式会社田中製作所 7310001008021 研磨工程内製化による洋上風力発電機用部品参入で、多様化する発電様式への対応と脱炭素社会の実現 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 佐世保市 有限会社池浦産業 8310002009100 自然豊かな立地をフル活用し遊びも仕事ものびのびと楽しめる新しい形の宿泊施設への転換 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町村 株式会社寿就労支援センター 5310001013857 障がい者の生活を守る就労支援、オーガニックショップと連携したグループホーム事業 税理士法人ウィズラン
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九州 長崎県 諫早市 株式会社亮 2310001008216 建設業が挑戦するカフェベーカリー事業で新分野展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 壱岐市 割烹　一富士 割烹料理店の低稼働率宴会場改装による宿泊施設新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社永太樓 2310001011599 長崎食のブランドを広める、最高にふつうのお店「弁高」の出店 税理士法人中央総合会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＭＭＹ 5310001009533 コロナに負けない身体づくりを応援！フィットネスジムの開業計画 佐世保商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社西九州研材産業 2310001008117 ビンのリサイクルでＳＤＧｓ「ガラス発砲資材事業」 株式会社ネクスト・プラス

九州 長崎県 島原市 有限会社吉田鉄骨 9310002018166 建築用大型部材の表面加工内製化による新事業展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 対馬市 合同会社朽木電気設備 5310003003740 定額制個別指導型学習塾の開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 梶田製菓 洋菓子部門への新分野展開による新規顧客獲得事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ダイサンセイ 7310001014242 国産バナメイエビ粉末および未利用魚を活用した食用魚粉の開発 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社草野組 5310001010326 廃材リサイクルによる木材チップ製造販売への取組 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 雲仙市 平成農産運輸株式会社 1310001009000 顧客及び当社のコロナ後を見据えた新たな倉庫事業への挑戦 青山　周広

九州 長崎県 長崎市 ユニオンソフト株式会社 4310001002299 新商品の開発環境と、直接営業・販売の体制を構築する事業転換 税理士法人中央総合会計事務所

九州 長崎県 西海市 株式会社大村湾リゾート 7310001014192 地域資源の発信拠点としての古民家カフェ改修事業計画 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社西海園芸 1310002012382 ドライフラワーと波佐見焼のコラボ！体験型観光を融合させた新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 しのさんち 島原海苔のＢｔｏＣ向け加工場及び海苔収穫体験場の運営と販路構築事業 島原商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社そとわコーポレーション 4310001002621 焼菓子及び冷凍菓子の卸販売事業 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 大村市 株式会社ドラゴン 3310001011631 空港専用駐車場施設を利用した車両アドバイス付き高齢者運転講習事業 前田　慎一郎

九州 熊本県 玉名市 株式会社有明印刷 8330001011385 動画ＥＣサイトとライブコマースのＥＣ事業への挑戦 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社ムラサキ自動車 4330002015604 ウィズコロナ・アフターコロナに対応したオンライン型自動車販売への転換 高田　賢二

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社クオライフ 2330001007117 施工管理業者のニーズ合致した「加工製作管」製造・販売事業の開始 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＨＡＮＡＳＵＫＥ 7330001028876 花と食を融合させた新商品の販売による新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 有限会社五大商事 4330002025017 和食のプロが監修する銘茶プリンとクラフトジェラートの製造・販売事業 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社凛’ｓ　Ｆｏｏｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ 6330001020586 新たな製造方法真空調理法を導入、昼ランチ営業・テイクアウトへの転換でコロナ禍に順応 後藤　英

九州 熊本県 熊本市南区 旬彩処　まつ川 地元素材を活かし食品製造業への再構築計画 熊本商工会議所

九州 熊本県 荒尾市 株式会社ｇｒａｆｆｉｃｅ 2330001025597 セルフエステの導入でお客様の「エステ体験」を身近にして売上ＵＰ！ 長谷　有希央

九州 熊本県 合志市 リラクゼーションサロン和 非対面セルフエステの導入と介護事業の現場への販路拡大 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社裕笑店 1330001014667 居酒屋から焼肉店への転換、セルフ機器の導入で自動化、非接触化でアフターコロナをフォローする 後藤　英

九州 熊本県 熊本市中央区 明工計装株式会社 5330001004631 遠隔操作技術を活用した新しい駐車場管理システムの導入 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社邦拓建設 9330001004215 先進安全技術に特化した整備工場の運営事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 そば処よしぶ 昼営業のそば店が新たに夜営業でフランス料理を提供する事業 大分県商工会連合会

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 合同会社ライフアップ 7330003005394 今後の食糧・飼料としての昆虫（コオロギ）を養殖する事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社パラカロ 7330002008464 全世界で２４時間学習可能なオンライン外国語学習システムの構築 株式会社アクセルパートナーズ

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社熊日世安販売 2330002003098 鍼灸技術とエステを組み合わせたシニアエステサロンに再構築する 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社清和教育総合研究所 4330002005836 不登校の児童、生徒を対象としたりリモートサポート校の開設 山本　伸二

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社日本柔道整復術研究所 2330002015044 鍼灸技術とエステを組み合わせたシニアエステサロンへ再構築する 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市中央区 フジモトミユキ設計室 一級建築士・住宅医監修　熊本初☆屋内ドッグパーク事業 鴻江　友紀子

九州 熊本県 熊本市中央区 ハートライン 百年続く美容室の全てを最大限に活用したフィルムスタジオ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社お菓子のあさい 7330002001782 店舗型からＥＣ市場へ！経験と技術を活かして時代に合った新商品を開発 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 居酒屋　明治維新 ペットと家族が団らんできる囲炉裏炭焼き料麿（りょうま）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 山ねこ軒 自店特製ジビエレトルト食品・ペットフードの製造販売で認知度アップ！ 熊本信用金庫

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 味彩 白川水源の観光立地条件を活かしたテイクアウトへの業態転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ミリオンプロジェクト 5330001008896 水産用「自動カウンター装置」及び「ウイルス・細菌・寄生虫に感染した魚を識別する画像認識装置」の開発 公益財団法人くまもと産業支援財団

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エンブレイス 7330001012673 「プレミアム感」を演出した本格的洋菓子の製造・販売への新事業展開 吉野　恵子

九州 熊本県 玉名市 株式会社瀬戸グループ 7330001021872 農業発展と再雇用の創出、若い人材への技術承継に繋がる業種転換 玉名商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 ｍｙｃｈａｉｒｂｏｏｋｓ サブスクリプションサービスによる書籍コンシェルジュ事業の展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 ＡｙａｍｅＯｒｇａｎｉｃ 嗅覚反応分析を利用した、企業向けメンタルヘルス事業の構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社シルクプラウド 1330002005269 製造工程の機械化を進めることで小ロット・高品質なＯＥＭ事業者への転換 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社阿蘇とり宮 4330001012560 阿蘇の素材を活かして、時代に合った冷凍新商品等を開発 アステア税理士法人

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社一鴻エンタテイメント 9330002012927 既存事業を一変。ＤＸ環境構築と業態開発へ再構築！ 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 有限会社エンゼル 2330002016018 訪問看護ステーション（ナーシングホーム）の構築による新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡産山村 株式会社エア・カメラ 9330001022431 ＶＲを用いた体験型オーガニックアロマ・ワークショップ 山口　勝則

九州 熊本県 合志市 マッスルライン株式会社 2330001025176 脱三密の岩盤ホットヨガ＋個室セルフエステ＝心身の健康創造空間 寺崎　兼司

九州 熊本県 熊本市中央区 ＪＩＲＯ２６ フードトラック専門の屋台村事業への新規参入 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池市 有限会社岩本アルミ建材 4330002017575 取り替えるから補修して使う時代に！ＳＤＧｓの作る責任、使う責任に取り組んでいくリペア事業！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 渫了 不足している重症心身障がい児向け児童発達支援と放課後等デイサービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ＣＡＲＯＴＡ 3330001027007 地元産の人参を活かした製品開発、及び冷凍ピザの製造販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社栗田工業 1330001001310 工業用塗装ブース進出のためのプレス機導入など一貫体制の構築 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社カワノ技建 1330001023908 コロナ禍でも安心！自然空間でのサウナ付き貸別荘事業計画 西坂　竹美
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九州 熊本県 熊本市南区 株式会社宮本輪業 1330003004583 感染症予防と健康志向の高まりで需要が拡大するスポーツバイクブランドのＦＣ経営に挑戦 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社福富機工 9330001004033 レーザ加工機導入による半導体製造装置用フレーム製造への新分野展開 松代　和也

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社丸照 7330001028166 使用済み自動車のリサイクルを円滑化して売上増を目指すプレス破砕事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社丸三家具 3330002026791 家具販売業から建設業（内装工事業）へ、川下戦略的進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 有限会社松橋レンタカー 7330002024841 完全システム化での非対面型船舶シェアサービスへの事業転換による新販路開拓 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社コムハウス 7330001007772 熊本市水前寺江津湖公園の利活用事業　ＯＮ　ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 髙橋・德永税理士法人

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社託麻車輛工業 9330002006508 小規模農家等向けの農業用運搬車の製造販売等 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ナバック 1330001003389 熊本の地方創生を目指す独自のワーケーション向け複合型施設事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社海老の宮川 4330001015134 収益構造再構築のための海外市場展開に伴う加工場整備と地域連携による新商品開発事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池市 有限会社東京部品 5330002017896 地域初の、先端安全自動車に特化した特定整備分野への挑戦 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社潤和 4330001006835 サブスクリプションサービスによる、彩食宴満・潤和の居酒屋料理のデリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社南阿蘇不動産 5330002023440 築１４０年の古民家と米蔵を生かした民泊＆体験施設の開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社伸和住拓 9330001002441 地域住宅会社と新築案件を繋ぐＷｅｂマッチングサービス開発事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 球磨郡水上村 市房観光株式会社 7330001016096 人生の主導権を取り戻す・ワーケーションプランの商品化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 人吉市 有限会社ソーゴーグラフィックス 5330002030247 デジタルファブリケーション施設の設置とワークショップ教育事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ヴィネット 2330001020417 地域資源とＩＣＴ技術を活用した交流・滞在型ワークプレイス　コンサルティングサービスの立上げ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 球磨郡錦町 森酒店 新たなサービスの提供と既存事業との相乗効果を創出する事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上益城郡益城町 日精電子株式会社 8330001010916 個片カットライン構築による車載用最先端半導体市場への参入 株式会社大垣共立銀行

九州 熊本県 荒尾市 サンエイ化学株式会社 3330001022404 精製水製造技術を活用した水垢の残らない洗車用品「ピュアラオ」による新分野展開！ 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ギア・ワークス 2330001023361 中古海上コンテナで作り上げる「理想の空間」 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇土市 株式会社フロンティア熊本 8330001013241 オンライン接客・バーチャル店舗によるタイヤ販売事業の開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 熊本県 荒尾市 株式会社不二宮製作所 2330001011671 「伸縮自在の幾何学的構造体」を活用した需要の創出とメーカーへの転身 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＷＡＫＯ８７ 4330001026222 生花と熊本オリーブそばでコロナを克服しお客様と従業員を笑顔に 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社肥後葬祭 8330001012771 安心安全なお別れの場の提供とオンライン葬儀システムを活用した新サービスの展開 小田　規矩雄

九州 熊本県 八代市 株式会社魁興業 4330001022840 型枠工事・地域初の型枠レンタルサービスによる事業再構築の実現 八代商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社タケウチ 9330001002838 安定集客を創出するソト空間を活用したプラットフォーム新設 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社西日本ケイエス 2330001003628 太陽光発電による個室用サウナ・岩盤浴の公衆浴場サービス事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社キャップ 2330001001037 熊本県初!出版印刷製造ライン構築で地域活性化事業『マンガ県くまもと』への期待と貢献 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社岩本文尚堂 7330001016253 芋の甘さを最大限引き出した焼き芋とジェラートの開発と店舗展開 人吉商工会議所

九州 熊本県 上益城郡山都町 藤島電設 廃棄予定のユニットバスを自社で改修し、再提供する事で産廃減少 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 横場工業株式会社 5330001013814 自社初、持続可能な共生社会のための環境装置製造事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 島野鮮魚 添加物を使用しない健康的で美味しい惣菜で健康寿命延伸 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社八千代コンサルタント 7330001004712 最新式レーザドローンにより熊本県に役立つ地元貢献型測量への挑戦 宍倉　渉

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ソニックスポーツ 4330001007643 避密の冒険　日本最大級能古島バギー体験付き安心安全宿泊プラン 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社九州田村工機 5330001008649 多様化する顧客ニーズに対応する、小ロット販売可能な特殊刃物製造への進出計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社松屋本館 7330002009900 地域活性を背負う宿がととのえる　ご当地ソリューション 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 合同会社Ｇ－ｔｏｗｅｒ 3330003007915 街中心部の空きビルを活用した新たな宿泊形態「ビル泊（びるはく）」事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 ＳＢ精密 精密研削・研磨による高精度加工技術を活かした新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 八代市 高原木材株式会社 9330002026043 新分野展開　長期優良住宅向け　防腐処理済み建築資材（胴縁）の製造 株式会社西日本シティ銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 合同会社フォーシーズ 1330003004963 空き駐車場を活用したトランポリン教室ビジネスへの展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社双葉金属 4330001004104 半導体製造装置用のフレーム及び複合部品製造による事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 水俣市 株式会社水俣ｋｅｎｋｉｃｈｉ 7330001018638 地域資源を生かした温泉宿泊施設への＜事業転換＞と地域課題を解決するコインランドリーの開業 髙村　英子

九州 熊本県 熊本市中央区 ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　ｙａｎａｇａ 中心街地下の居酒屋形態から趣のある通りで夢の飲食店開業へ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＨＡＩＲ 8330001027258 託児所付きレンタル美容室によるＢｔｏＢ賃貸業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社古木常七商店 4330001012313 住宅元請けに参入し地元工務店等と連携して推進するＺＥＨの住宅 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社平野設計室 4330002008839 施主の夢をかなえる！！オンリーワン家具の設計と製造、販売事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 荒尾市 株式会社青空 3330001018856 地産地消を目的とした地域密着物産館の運営と黒にんにくの製造販売 玉名商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社勲栄総建 4330002016131 リサイクルショップの開業による業種転換と強い経営基盤づくり 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 熊本入大株式会社 7330001001346 アウトドア体験とコワーキングスペースで家族との充実時間を提供 熊本商工会議所

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社阿蘇・岡本 3330002022799 女性向けの阿蘇特産物のオリジナルクラフトビールの製造・販売 内田　義行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社山家 1330002010970 業者向けから個人向けに、鮮魚の加工品製造販売への新分野展開 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社柳川 5330002010810 最新冷凍技術による調理済冷凍うなぎの非対面・非接触型販売事業 税理士法人ストラテジー

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社談 1330001002663 ＥＣ通販にライブ動画を配信する双方向型ライブコマース事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社共進電気 7330001001024 既存事業の強みを活かし現場実習・実務に特化したドローンスクールの運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社玄海 3330001014780 演劇場資源を活用したコスプレスタジオ・リンパケア事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 株式会社坪井食品 9330002018619 熊本県山鹿市のたまご屋が挑む、新鮮たまごをたっぷり使ったカフェ事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 うまかもんバル　Ａｐｉｃｅ－Ｄｕｅ イタリアンの調理技術で熊本産さつまいもを熊本の特産スイーツに 西村　和真

九州 熊本県 熊本市中央区 プレアデス株式会社 3330001027452 疾病予防や疾患の早期発見を促す取組を技術的に支援する事業 岩﨑　雄司
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九州 熊本県 玉名市 有限会社有明総業 2330002020820 高齢者・障がい者が安心、安全に楽しめる離れの旅館を開業！ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＤＥＳＳＩＮ 4330001024176 ＤＸ型プラットフォームフォト事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 水俣市 ビストロバンボッシュ 自然派ワインと最高のマリアージュを提案する角打ちバー 水俣商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社デイリープラッツ 6330001012963 ２４時間営業のインドアゴルフ練習場への業種転換 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ワイズデイ 4330001020464 ３Ｄ技術を用いた、次世代型オンライン通販システム構築事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 ＴＮホールディングス株式会社 7330001017433 ストレッチ専門店への業種転換事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エコファクトリー 5330001007386 木材と軽量鉄骨を組合わせた新工法「ＷＯＯＤＳＷＡＬＬ工法」による新分野への事業展開 島村　周作

九州 熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 4330002020653 災害対策・脱炭素社会に向けたＶ２Ｈ・ＥＶ車販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社弘乳舎 6330001001768 乳製品加工メーカーの強みを活かしたマルチパックアイスクリーム事業 株式会社肥後銀行

九州 大分県 中津市 株式会社小笠原 7320001011387 「襟掛け製品」開発を機とした「和装品製造業」（繊維工業）参入計画 宮田　実

九州 大分県 大分市 Ｂ・Ｆ・Ｃコーポレーション株式会社 3320002005664 美容面からＱＯＬ向上を支える、高齢者等福祉に特化したバリアフリー美容室の新規展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 大分トキハタクシー株式会社 1320001000222 タクシー・貸切バスに特化し、自動走行装置等にも対応した自動車整備事業 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 宇佐市 ＴｉＴＯ　ＵＳＡ サラダ持ち帰り店の新設による事業転換 和氣勝典

九州 大分県 大分市 株式会社電工社 3320002004971 傾いた住宅を基礎ごと引き上げ固定する沈下修正工事で新分野展開 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 別府市 株式会社ＮＳＧ 7320001014712 九州初！自動回転串焼機を活用した創作ＢＢＱ料理で「宇宙人」をおもてなし！ 別府商工会議所

九州 大分県 大分市 ＹＯＭＯＧＩＦＡＲＭ 明治建築の古民家を再生。小規模生産者との繋がりを活かした、ゼロウェイストショップを開店。 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 玖珠郡九重町 炭火焼き花鳥使 スタンディングカフェ形式でのテイクアウトをメインとした販売事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社日本工事広告 7320001002139 １つの空間を共有！時間帯で変わる事業と教育を両立するサテライトショップ。 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社泉匠 8320002011674 『未来を創る』ドローン利活用人材育成事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 Ｂａｒ　Ｂａｒｏｌｏ 業界初！毎月定額の管理サービスによる最適な状態での嗜好品提供事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 杵築市 有限会社オレンジ農園 7320002016088 果実加工品の小ロットＯＥＭ受託開始でニッチトップを目指す 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 合同会社カムコム・コンサルティング 1320003002290 脱炭素社会の小口移動手段であるＥＶミニカーの製造販売事業進出 竹田商工会議所

九州 大分県 別府市 有限会社ナンリ特機工業 7320002013671 循環型コンテナハウス事業への新分野展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 由布市 ゆふ旅行株式会社 5320001012899 大分県品種登録いちごベリーツを原材料とする加工品の製造販売 大分みらい信用金庫

九州 大分県 別府市 株式会社望海荘 5320001006570 「養殖とらふぐ」加工場の新設と加工卸・販売業での拡販新事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 ユワキヤ醬油株式会社 2320001002804 ダッタンそばを用いたそばレストラン及び宅配・ネット販売事業 大分信用金庫

九州 大分県 竹田市 ＷＯＯＤ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9290001034811 居酒屋甲子園優勝実績もある飲食業の、サービス力を活かした個室サウナへのチャレンジ！！ 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 崔本産業有限会社 6320002018837 グループのノウハウ総結集！湯布院でこだわりの高級立ち寄り温泉事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 日田市 株式会社アジア開発貿易 2320001009948 漬物・総菜製造卸会社による個人向けミールキット製造・販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社若林造船所 8320201000577 ＦＲＰ船舶修繕ノウハウを生かしたＦＲＰ船新造及びＦＲＰ製品製造業務への展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 ＡＮＡＩ株式会社 3320001001994 総合建設業から生コンクリート生産によるワンストップ構造強化 株式会社大分銀行

九州 大分県 速見郡日出町 別鉄サッシ工業株式会社 2320001008405 人と環境にやさしい、粉体塗装事業開始 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 株式会社翡翠倶楽部 4320001009525 宿房翡翠越之庄　天空の杜インフィニティスパ＆カフエ 猪俣　公昭

九州 大分県 中津市 株式会社オフィスワタナベ 3320001011151 特許取得技術「桃の蕾エキス」による、化粧品等販売事業へのチャレンジ 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 株式会社悠愛 5320001004839 一般社団法人設立による重症心身障がい児・者支援事業（医療型特定短期入所サービス事業）への参入 イデア総研コンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 ハーネスタクシー株式会社 4320001014252 クラウドシステムによる地域特化型タクシー共同配車コールセンター事業 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 チャクミー コロナ禍を乗り越える！非対面に特化した新たなビジネスモデルへの転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ＮＥＫＳＪＡＰＡＮ 1320001014354 ＯＢＤ車検開始に向けた新工場建設と貸出事業の開始 木津　俊彦

九州 大分県 大分市 有限会社肉の川崎 2320002005087 Ｗｉｔｈコロナ時代に即した食肉の小売業への進出 大分県中小企業団体中央会

九州 大分県 佐伯市 でぃーぷまりん 新たな離島産業創出へ～宿泊サービス業強化による業種転換～ 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 株式会社ツー・バイ・ツー 9320001006402 高齢者の生活と地域を守り共生する温泉付きデイサービス 税理士法人大分綜合会計事務所

九州 大分県 別府市 有限会社盛商 8320002012656 創業５０年の目利き力！熟度満点のフルーツを愉しむ店 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 株式会社アイシン 9320001012706 脱炭素社会を見据えた太陽光発電設備の保守・点検事業への展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ロックス・カンパニー 7320001011536 企業とインフルエンサーを繋ぐ次世代型プラットフォーム構築 株式会社豊和銀行

九州 大分県 宇佐市 治療院四つ葉 【自然や田舎を活用した心と体をケアする、新たなツーリズム事業】 宇佐商工会議所

九州 大分県 別府市 株式会社由布院スタジオ 7320001014704 体験型グランピングを併設したＩＴ活用型海産物直売施設の運営事業 大分県信用組合

九州 大分県 別府市 ＨＹコーポレーション株式会社 9320001013200 別府駅前での大分県ブランド「おおいた冠地鶏」「おおいた豊後牛」を使用したセルフ方式の七輪炭火焼事業への転換 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 有限会社玖珠森林開発酒井興産 1320002020070 地産地消と（おおいた和牛の焼き肉店）で人流再開による地域活性化事業 大分県信用組合

九州 大分県 別府市 有限会社市原プレスセンター 3320002013295 オンラインレッスンを超えた“ミラーリングレッスン”とフィットネスを空の下で！ 飯田　展久

九州 大分県 別府市 ＤＡＢＵＲＡ．ｍ株式会社 4320001014319 地域参加型パブリックスペースのある、温泉ワーケーションの拠点作り 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ツルタ精密 8320002007540 生産現場のインテリジェンス向上による次世代分野への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 株式会社長湯ホットタブ 3320001014385 グランパーク長湯（温泉×キャンプ施設） ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 株式会社光進 1320001005709 デジタルシステムを活用した消費者と生産者をつなげる店舗作り 宮崎　誠

九州 大分県 大分市 株式会社三井エアーテック 6320001002643 高品質な空調配管の製造技術で、最先端の半導体分野および航空宇宙産業への参入を目指す 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社慶’ｓホールディングス 6320001007345 食文化、感染対策、ＳＤＧｓを柱とした新たなオーベルジュ事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 合同会社サウンドロープ 3020003008580 強みである「カッティング技術」を活用した　中～大ロットのアナログレコード製造への進出 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社ＶｔｙｐｅＩＳＭ． 2320001013388 広告代理店業からポストコロナに対応する地域密着型のベーカリー事業へと業種転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ホテルニュー松実 2320002012406 老舗旅館の絶景客室を利用した、湯～湧く家族風呂計画 大分みらい信用金庫
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九州 大分県 佐伯市 大分物産株式会社 7320001008887 取引先の事業承継を契機とした煎餅製造事業へのチャレンジ 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社錦屋衣裳店 2350002003443 フォトウェディングを提供する美容室向けレンタルスペース事業 レンタルＥＣ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 ディッシュファイブ カフェで人気の自家製チーズケーキと自家製調味料を家庭消費向けに加工して新たに販売 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 保険のかわの 店舗販売に加え移動販売及び個別宅配を行う攻めのＦＣパン屋事業 池上　成満

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ムスヒ 6350003003273 コロナ禍に家族で楽しめる中食需要を取り込んだ住宅街店舗出店 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 日南市 油津建具株式会社 6350001009405 建具・家具製造業から菓子製造小売業への新分野展開 日南商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 有限会社浜王水産 8350002013008 地域の魚介類や水産加工品使用を特長とする惣菜・弁当販売事業 延岡信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 株式会社ＭＥＤＡＫＡ　ＩＴ　ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ 2350001014887 障がいある仲間の雇用創造と就労支援を永続させるための清掃業 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 一般社団法人ｙｏｓｈｉｋｏ　ｆｏｏｔ　ａｎｄ　ｂｏｄｙ　ａｃａｄｅｍｙ 2350005004983 エステ業への転換による「癒しと美」をテーマにした新規プランの開設 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ＦＲＥＥＰＯＷＥＲ 2350001011554 新商品（動力加速機）の開発及び新市場（自動車産業）への参入による事業の再構築 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ＩＫＯＭＡ 9350001011176 コロナ禍の時代に即した新たなビジネスモデル（ハイブリッド型海鮮炉端焼店舗）の展開 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 アイコムティ株式会社 4350001001652 中小・零細事業者向けネットワーク・セキュリティ・リモート管理サービスの事業化 川井田　大育

九州 宮崎県 宮崎市 石田トーヨー住器株式会社 3350001000135 リフォームサービスオンライン受注と建築資材販売の専用Ｗｅｂサイト構築 井川　和美

九州 宮崎県 小林市 ＤｏｇＳａｌｏｎＡｎｇｅ ドッグブリーディングおよび子犬小売事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社鈴木フーズ 9350002006043 宮崎県産ブランドポーク・地元食材を使用した冷凍食品製造・販売に挑戦！ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 えびの市 株式会社松田林業 6350001010263 木材輸送事業への新分野展開 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 日南市 株式会社協和精機 2350001009573 ロストワックス金型加工技術を活かした航空機分野新規参入計画 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 延岡市 有限会社料理処丸金 7350002013025 Ｗｉｔｈ　コロナ絶景グランピング施設運営の新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 フェニックス通商有限会社 1350002008022 経営スリム化と地球環境保全に貢献するレンタル工作機械・工具事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 有限会社高山建設 7350002010716 新築住宅工事主体で築いた信頼と実績を活かした中古住宅販売と中古住宅リノベーション分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 大島車輌有限会社 6350002000775 エーミング市場を切り開き次世代自動車時代を勝ち抜く 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 サンライズ 宮崎県北を代表するサーフィンツーリスト向けゲストハウスの運営 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ＦＩＲＳＴ 3350003003441 接客飲食店から宮崎の特産品を用いたテイクアウト、ドライブスルー販売への新分野展開 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 株式会社新海屋 7350001010915 水産加工会社直営！獲れたて魚介の海鮮丼と鯛だしラーメン『海鮮飲食店事業』 新谷　博

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ソリューションズ 9350001013800 子育てを楽しみ、こどもも楽しくなる乳幼児食品食育事業（安心安全な栄養価たっぷりの離乳食加工） 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 株式会社フローリスト友華 6350001015972 自社の強みを活かした「生花小売業」による事業転換への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日南市 有限会社おひさま介護サービス 3350002017616 免疫力が向上する発酵食品を製造・販売し、介護予防に資する新事業 日南商工会議所

九州 宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 7350002014527 次世代型の総合カーメンテナンスショップ 戸越税理士法人

九州 宮崎県 日南市 有限会社金豊 8350002016885 サイディング材プレカット加工の一貫製造業へ事業転換 宮崎第一信用金庫

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 グリヤード 憩いの場を併設したテイクアウト専門店による、新市場開拓及び売上増加計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 株式会社ＭＦＥ　ＨＩＭＵＫＡ 9350001006093 下請け受注企業から開発型メーカーへの構造転換 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ミートデミート 焼肉屋と卸業がタッグを組み日本一の宮崎牛を手軽に買える精肉店 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 日向市 株式会社アドニス 1350001016785 夜の店のオーナーが昼のお店に挑戦！人気のステーキハンバーグ店 日向商工会議所

九州 宮崎県 日向市 有限会社ニシキ建設 5350002010791 地域観光資源の活性化と新たな収益基盤の創造を目指すサーファー向け宿泊施設の創設 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 串間市 折田建築 建築業から製材事業への進出で強いビジネスモデルを構築する 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 えびの市 有限会社かじか 3350002018589 給食提供施設等への供給目的を主とした「個食パック」製造のための新規設備導入計画 中原　悟

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社Ｓ・Ｈ・Ｇ 7350001015798 キクラゲ栽培分野への進出による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 岩田工業 地域の物流拠点としての発展に繋がる物流設備製作への事業転換 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 児湯郡川南町 アリマン乳業有限会社 5350002009537 女性が主役ではたらく乳加工場の建設 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社矢野興業 4350001006536 イマジンドローンスクール開校事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社マスミヤ 2350001004558 おうち時間はＤＩＹで！ホームスタイルインテリア雑貨店宮崎発出店！ 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 延岡市 有限会社津隈機工 8350002013552 組立工程の内製化と二重構造保温・保冷牽引車の開発 延岡信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 株式会社山崎産業 2350001007065 木材の含水率を下げ高品質な材料を供給する中間土場運営 延岡信用金庫

九州 宮崎県 西都市 ヤマダイ 郵政保守店として培ったバイク整備技術を活かすバイク小売業への進出 西都商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社りょう 8350001013982 飲食業から「宮崎餃子」食品製造業への新分野展開 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 ビーフォレスト ＩＴ×林業×教育で若者が働きたくなる地方ベンチャーブランド化事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社陽 4350001006156 健康食品業界に向けた新製品投入による再構築計画 延岡信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 炭火・燻製料理　五福 燻製専門の加工食品製造業への業種転換とＥＣ販売事業の開始 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社九州日本語学校 2340002011166 外国人留学生が安心して勉学に励める為の補完的職場環境の確立。 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社グルメ・スタジアム 9340002003594 肉に精通した業者が開発。２４時間３６５日購入できる冷凍食品の販売 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社三喜 3340001021685 行列ができる食堂が手掛けるＥＣサイト・自販機を活用した逸品販売 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 ｂａｊｅｅｎａ 最新技術を用いた配信、録音、オンラインに特化した音楽教室事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 南九州市 特定非営利活動法人Ｇｒｅｅｎ　Ｌｉｆｅ 4340005004652 オンライン終活セミナー及び終活相談を実施するための体制整備事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ＢＥＬＩＥＲ 美容室・ネイル・脱毛とエクステ！トータル美容で新しい美を！ 青石　吉司

九州 鹿児島県 南さつま市 有限会社宮脇仕出し店 9340002023683 シミュレーションゴルフをメインとした多目的レンタル施設の整備事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ジーアールコミュニケート 3340001018822 鹿児島の歴史や食文化・郷土菓子等根差したストーリー性のある焼き菓子専門店へ転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 加茂川 創業７１年　お好み焼き・焼きそばの加茂川　通販チャレンジ事業 税理士法人森会計

九州 鹿児島県 奄美市 合同会社アースソング 3340003003541 自然体験型　泊まれるギャラリー 奄美大島信用金庫
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九州 鹿児島県 鹿児島市 オームレイズ 衣類・靴鞄のリメイク・リサイクルによる衣類廃棄ロス削減事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＫｅｎＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7340001015683 高収益で競合の少ない発毛育毛事業で、コロナ禍からのＶ字回復を目指す 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社憲 5340001021287 地域資源のさつま芋規格外品の加工品製造業への新分野展開 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 姶良市 有限会社やまさき 6340002016252 飲食店から冷凍食品製造業へ！ウィズコロナの食卓を豊かにします！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 リトルキッチン 持ち帰り弁当店から地産地消で一汁一菜にこどわった和定食店へ転換 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社粹家創房 8340001006525 環境問題に挑戦！先進的エコ住宅で脱炭素型社会を目指します。 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社お食事処一茶 9340001022562 弁当販売所併設型コインランドリーの建設 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 鹿児島県 出水市 株式会社塩入ファクトリー 6340001011766 老舗町工場による設計技術力を活かした半導体製造分野への大転換 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社なかよし商事 6340002013943 カラオケボックスから撤退し防音機能付きレンタルオフィスの開業 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 奄美市 奄美つり倶楽部 飲食店事業進出により、地域住民と観光客の憩いの場を提供する事業再構築 株式会社エモーサル

九州 鹿児島県 姶良市 ソルト・ブレイク・ジャパン株式会社 5340001008012 ＤＸ化塗装ロボットとウキ職人の融合と世界初素材でタイラバへの新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 肝属郡肝付町 山佐産業株式会社 2340001014178 地域唯一の『船体固定スパッド設備』導入による、港湾事業の広域展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社プリンス松山美容室 4340002008474 美容のプロが考えるひとりでゆっくり調うソロサウナ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社スクーデリア 7340001002269 ＥＶ車やＰＨＶ車の普及に備えた的確な整備を　実施するための設備導入計画 小林　孝至

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社大丸プランニング 4340001014639 ＴＡＲＵ－ＳＡＵＮＡ－ＬＡＢＯ　事業計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社新光車輌 7340002017357 ディーラー依存型から脱却、町の整備工場のリーダーとして共存共栄 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島　コテージ　森のフェアリー 【非日常＆ヒーリング】をコンセプトにしたワーケーション施設の事業化 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社幸林工務店 7340002020328 徳之島の農産物の香りで満たしたコテージ開業事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社マルマスふとん 5340001004052 寝具販売の老舗が「洗う」：地域の健康と衛生を守るふとん洗濯事業進出 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社スマイル 2340001008246 外食スタイルや消費者ニーズの変化に対応するための食品加工業への参入 税理士法人エヌズ

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ＮＡＧＡＮＵＭＡ 5340001013441 居酒屋からランチ・テイクアウトヘの事業展開によりリスク分散を図る。 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 ＬＥＰＥＴＩＴＭＡＬＩＮ 郊外型フレンチレストランの強みと老舗ワインショップのノウハウを最大限活用したミックスアップによるワインショップ申請事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 1340001008602 ＥＶ車を起点とする次世代型エネルギーシステムの販売事業 柳　隆志

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社光洋建設 5340002019966 建設工具資材・工具用品の販売及び最先端機械器具の販売 野村明生

九州 鹿児島県 志布志市 有限会社ミヤウチ 8340002028048 国際バルク戦略港湾エリアで産業廃棄物中間処理を可能にする事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 炭火焼肉さつま 焼肉テイクアウト事業による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 小牧醸造株式会社 9340001009106 １１２年の歴史と蒸溜技術を活かしウィスキー事業へ挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 有限会社ダイドウ機工 7340002023173 バイオマスボイラー製造等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社ＨＡＴＴＯＲＩ 7340001019032 奄美群島に生息しているシマアザミを使った健康食品事業 昭和税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 はじめ整骨院 カラダの仕組みを知り尽くした整骨院が新分野展開し、脱毛サロンの開業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社清姫温泉 4340002013581 愛犬や介護犬等と泊まれる「離れの宿」の設置による究極の癒しの空間の提供と新たな顧客の開拓 村田　伸明

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社瑛炭 3340001020308 鹿児島県産キジ・黒豚・黒牛を全国の食卓へ～ま心こめて～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ライジング 5340001014381 廃ＬＰＣ樹脂を活用した新リペレット材製造の実現によるＳＤＧｓへの貢献 角　幸憲

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社フロンティアライフ 5340001006437 生命保険代理店が行う住宅コンサルタントサービスへの新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社馬酔木 3340002015521 食品加工場を新設し鹿児島の老舗日本料理店の味を全国の食卓へ 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ティダ・ワールド 6340001011460 世界自然遺産奄美群島の無農薬無化学肥料栽培にこだわった商品の共同開発拠点整備事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 志布志市 株式会社スタジオフィルス 6340001015239 ＩＣＴでお店と地域と人を繋ぐ－新デジタルサイネージサービス－ 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 福山黒酢株式会社 5340001007468 有機黒酢もろみを有効活用したサプリメント原料及び畜産飼料の供給事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社西部システム 2340001007280 今までにない建設汚泥の処分・リサイクル事業の確立 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社アタス 9340001010071 『自社の企画力を活かしたオリジナルインテリア商品の製造』 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 川内進学会 学習塾にパン屋を併設することによる、コロナ後を見据えたテイクアウト事業の新設 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社アイディールスタッフ 6340001005355 マッチングの強みを生かしたグルメ検索とバイト探しのＷｅｂサービス事業の展開 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 出水郡長島町 アムザス株式会社 6340001015981 知財を活用した「イノシシ侵入防止柵（獣害対策商品）」の製造・販売事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社荒田商店 9340002019599 総合エネルギー拠点の創出とＤＸを活用した自動車分解整備事業と自動車特定整備事業の構築 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社かごしまんま 8340001014833 鹿児島産小豆の増産と製餡による、地域製菓業・農業の活性化事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 南九州市 有限会社浜田茶業 1340002024350 オンラインオーダーの日本食・日本茶宅配事業のインド展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 蕎麦切り　ぜん慶 炭火で焼いた本格焼き鳥のテイクアウト販売 平野　謙二

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 丸喜商店 水産加工業から、地域の事業者を結ぶ『冷凍プラットファーマー企業』への転換 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＫＣＬ 3340001023855 シェアキッチンによる実践型「女性起業家育成３６０」 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 垂水市 株式会社桜島 9340001013909 飼料原料包装自動解袋のセンター事業化計画 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社オキス 7340001014388 業務用乾燥野菜製造から地域商社・ＥＣ直売事業への新分野進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＦＯＲ　Ｓ． 3340001018987 有機野菜をたっぷり使った餃子の物販＋餃子食堂のハイブリッド業態の開発 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社唐仁原商店 8340002011656 自社の特許技術で森林バイオマスの竹を活用し菌やウィルスから家畜を守り放置竹林問題も解決する！ 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社追立造園 8340002012506 廃棄物をエネルギーへ！環境ビジネス進出で農村地域に新たな産業を創る 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 株式会社アタックス 2340001012074 地域に密着した新エネルギーに寄与する事業への再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社市比野モータース 2340002017238 自動車部品廃材をリサイクル！家具製造でモノづくりの未来を創る 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 南さつま市 有限会社カーササローネ伊太利亜 9340002023444 老舗ブランドを活用しフランチャイザー化と加工場設立 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 南国交通株式会社 7340001003192 鹿児島県立吉野公園におけるグランピング事業 株式会社鹿児島銀行
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九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社橋之口 1340001019855 おうちで簡単「ヘルシーフリーズ弁当・惣菜」配達事業による事業再構築 丸山　達也

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 南和株式会社 2340001019598 自社のノウハウを活用した障害者向けグループホームの開設 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社奥旅館 1340002017255 老舗旅館から温泉施設に！２つのテーマを掲げた新サービスを提供する温泉施設の創設 鹿児島相互信用金庫


