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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 福岡市南区 九州施工合同会社 9290003008961 インターネットＳＮＳを活用する出張買取に特化した都市型コンパクト中古車買取店への転換 徳永　文男

九州 福岡県 朝倉市 有限会社クルール 2290002044031 地域資源と天然酵母を使用したご当地パンの製造および移動販売に進出 朝倉商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 風来けん坊 博多の文化、老舗屋台を守る「博多ど豚骨ラーメン」の冷凍販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社シーズアース 4290001082278 自動販売機の各種データ分析による最適商品マーケティングシステムの提供 大原　輝正

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ 4290001026292 整骨院での施術と運動療法を組み合わせた地域増進事業 林　直輝

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｔ－ＭＩＮＥ株式会社 2290001069269 気分爽快！女性をターゲットとしたリユース釣り具オンライン販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 メディカルネットサービス・スポーツ株式会社 6290801020187 ウイズコロナ時代　抵抗力を高め健康寿命を伸ばすスポーツドック 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社チェーンビジネス・サポート 9290802015951 新！北九州ご当地グルメ～焼きカレー専門店の作るカレーパン 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 和の精密工業株式会社 4290001061892 キャンプ体験型で提供する、飲食×小売×輸入への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ドゥ・スピリッツ 1290001028366 アフターコロナのニーズに対応したレンタルスペースへの新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 ＳＯＵＮＤＳ　ＦＯＯＤ　ＳＯＵＮＤＳ　ＧＯＯＤ こだわり食材の惣菜等テイクアウト事業の開始 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社海工房 1290001002783 高品質「無着色」辛子明太子の新商品による新分野展開への対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福津市 平原　朝真 人気ファストフードグルメを提供するキッチンカー事業の展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市中央区 エミカビューティーサン 体調診断導入と昼寝サロン運営による美と健康サービスで新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ミツヤマ電気 5290001016904 ライトアップイベント企画運営事業に進出して地域活性化に貢献 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市西区 リラシス 美容サービス業から、ウィズコロナに対応したオンライン小売業への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 お好み焼ダイニングぽぱい 大人の宴会中心からファミリーホスピタルな業態への大転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡久山町 マルゼンラボラトリー株式会社 6290001063912 コロナ禍の客様ニーズに対応したテイクアウト事業への挑戦 長生　信夫

九州 福岡県 大野城市 株式会社リプレイス 5290001082707 飛梅香るあっさり香ばしい餃子を！地元名産を活用した太宰府ぎょうざ事業 楠本　拓也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＬＥＦＩＬ 2010601054004 自社アパレルブランド販売業 株式会社広島銀行

九州 福岡県 北九州市八幡東区 空手道拳道会八幡東道場 空手稽古の要素を取り入れたエクササイズ事業の新規展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 ｙａｍａｔｏ株式会社 3290001066447 コロナ過でも対人接触を回避しうるセルフメンズ脱毛サロンの展開 西岡　隆

九州 福岡県 古賀市 株式会社マリン観光バス 6300001007685 生活空間の抗菌シールド施工事業および附帯する抗菌衛生関連製品の販売・レンタル等 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 渡邉憲一 屋台販売から店舗でのテイクアウト弁当の宅配販売への事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 ＶＥＲＵＳ株式会社 3290001083211 ３密回避で人気上昇中のハーレーダビッドソンの販売整備を開始 河野　洋平

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ニュー大成 4290802004819 話題の「腸活」をワンストップで提供する美腸活サロンを開店 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 糸島市 株式会社泰賀 4290001052405 仕出し専門店が地域発のメニューで新たに行うテイクアウト事業 安武　美歩

九州 福岡県 福岡市西区 リライズ 本場ハワイの雰囲気の中、本場ハワイ風チキンのテイクアウトを行う事業 おかべ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 焼肉曺苑 本格焼肉の肉専門ＥＣサイトでコロナ禍に負けない事業の構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社温 6290801020138 宅食へ笑顔をお届けする北九州八幡名物鉄なべ餃子の工場・直販事業 中田　眞二

九州 福岡県 福岡市南区 ＳＡＮＡ　ＢＥＬＬＡ 牛肉１００％の炭火焼ハンバーグ専門店　お一人様専門ビジネスへの転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｌａｍｐｓｉ 5290001075636 ハウスクリーニングで培った取引先を活かしエアコン交換取付工事業を開始 野中　和博

九州 福岡県 春日市 酒のフヨー 動画を活用した実践型ワイン定期便および会員制ビジネスの推進 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社マツオヤ 9290802012131 強みを生かし、ＥＣサイトと完全個室営業で水炊き事業への挑戦 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 嘉麻市 合同会社ＩＲＩＳ 5290003008338 イタリア人オーナーによる地元酪農家の生乳を使った本場の手作りイタリアチーズ工房 髙村　英子

九州 福岡県 北九州市八幡東区 花田商事株式会社 2290801009366 ロウリュ型サウナ施設の新事業展開による特定事業依存からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 トラスト ニッチな市場に向けたプロテクションフィルム事業への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社エフ・ナイン・エフ 8290002022485 ラーメン店出店によるコロナに負けない経営体質への転換 株式会社富士経営

九州 福岡県 中間市 夢海ん 居酒屋からＷｉｔｈコロナ時代の新生活様式に求められる内食事業への新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 博商株式会社 3290001082444 日中間の介護に関する情報の提供：老人ホーム等の見学、技術提供、介護人材育成等のサービス 宮下　知子

九州 福岡県 北九州市若松区 プラントメイクＲＩＳＥ株式会社 8290801018725 ＡＲ（拡張現実）機能付きＥＣサイトで地域産業の活性化に貢献 原　淳子

九州 福岡県 うきは市 株式会社スツール 9290001065393 グラノーラの製造販売から福岡県内初の大規模ハウススタジオ事業への転換 福岡県中小企業団体中央会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社釜堀組 6290001012282 建築士・左官士の知見を用いた赤外線写真解析による外壁検査・改修事業の展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 コモン編集室 リソグラフ印刷とともに、気軽にアート作品を作れるオープンスタジオ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社３９ダイニング 4290001076016 自社栽培米の酵素玄米おにぎりテイクアウト事業兼立ち飲み事業 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社河口酒店 5290801018637 カフェとバーを併設した試飲、量り売りができるシーン河口酒店 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 福岡市早良区 心 「保育士が自ら学べるアプリ運営」によるＩＴ事業参入 福岡商工会議所

九州 福岡県 朝倉市 日野抜型製作所 新たな抜型の製造による受注件数の拡大とコロナ禍の克服 森下　勉

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社しゃぶ禅福岡 1290001071399 老舗しゃぶしゃぶ専門店だからできる、ドライブスルー型テイクアウト事業 加茂　邦彦

九州 福岡県 福岡市南区 ポーラザビューティー西鉄春日原店 最新鋭痩身マシンと世界一のセラピスト技術によるエステサービスの提供 松代　和也

九州 福岡県 大野城市 和信貿易株式会社 3290001017391 貿易会社の強みを生かし、小ロット製造ルートの確保でオリジナルのペット服の販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＧＬＥＡＭＳ 7290001079189 誰にも会わずにフィットネス。２４時間営業の「ハコジム」の運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糸島市 株式会社やました 8290001033137 創業１２５年の老舗企業が行う地元農産物を使用したギフト用食品販売 安武　美歩

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 ドリームパスポート 博多カルボナーラの展開及び販売への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社一葉 9290001076300 保育園経営経験を活かした保育園併設児童発達支援事業計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 酒の中村園株式会社 2290801025917 お酒の有料試飲事業への業態変更 税理士法人スバル合同会計

九州 福岡県 福岡市東区 はこざき駅前食堂 一人焼肉及びテイクアウト事業への事業転換に係る事業計画 油布　寛

九州 福岡県 北九州市小倉北区 特定非営利活動法人障害者支援要会 4290805003611 自動珈琲豆焙煎機による珈琲豆製造販売の新規事業 中園　淳

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社Ｈｅａｔ　Ｗａｖｅ 8290801020177 量産型トイレカーの製作・販売の為のデモカー開発及び販売促進用ツールの製作 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 株式会社エイディ・ワタナベ 6290001047122 付加価値を高めて、お客様とともに企業力を向上する広告事業 税理士法人ライジング

九州 福岡県 北九州市八幡西区 Ｄａｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 語学学校から本格韓国料理店への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 ヘアメイクアップオフィスノムラ プロのメイクテクニックをデジタル化！動画配信で全世界をターゲットに 福岡商工会議所

九州 福岡県 福津市 株式会社フリーダムエンタテイメント 4290001029592 日本の伝統文化を伝える新アイドルグループの設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＦｒａｎｋＳｉｄｅｂｕｒｎｓ 美容院が始めるカフェ＆キッチンカー「ａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ」 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市博多区 福さ屋株式会社 7290001016241 こだわりの「クセになる味」を生かした新商品開発による新分野展開 株式会社フロウシンク
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九州 福岡県 北九州市戸畑区 創菜銘酒たにがわ テイクアウト専門店のフランチャイズ鯛焼き店の出店 税理士法人松本会計

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 遠海屋旅館 荒田高原　遠海屋旅館自慢の料理のＥＣ展開 アイライフ税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 炉端　香家 居酒屋店の大幅改造によるテイクアウト型店舗と高齢者向け配食サービス事業への業態転換。 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社Ｋｎｏｔ建築企画 9290001081564 ＷＥＢで集客！新構想、ハーフビルド住宅の販売事業 大串　和義

九州 福岡県 柳川市 美骨ｓｔｙｌｅ整骨院 オンラインサービス導入で治療・診療の非対面事業への参入 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 カントリーハウス株式会社 5290001066288 屋外サバゲーフィールドの設置により町おこし、地域レジャーへの発展 久留米商工会議所

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 やなファーム 「四季折々の自然に触れる里山体験」の事業化による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 福津市 徳風 廃油事業から低固定費コンテナからあげ店の多店舗展開へ業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社ウォータームーン 4290001055507 無添加で栄養価の高いプレミアムドッグフードの製造販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社グッド 3290001077270 「自律神経に優しい」をテーマにした健康食品サプリで、「世の中の女性」の笑顔でハッピーな生活への貢献に挑戦 株式会社グッドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 アールウェディング株式会社 7290801022851 無添加・納豆菌１．５倍のサプリメントで中国市場を開拓する 北九州商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 株式会社斉藤Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5290001086369 認証工場による特定整備事業への進出と新しい修理事業の開拓 川原　孝行

九州 福岡県 福岡市南区 ハッキ株式会社 1290001055360 人気店の出来たて料理・焙煎したてのコーヒー豆をご自宅に 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 奥　寿子 オープンハウスを満員。空き家を活性化。スレンチ惣菜・パン製造販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ナチュラルズ 3290001024990 自動車中古部品・二輪車中古部品の仕入れ・洗浄・リペア・販売事業 大串　和義

九州 福岡県 田川市 株式会社ＭＯＯＬ 4290801018869 和製古布を用いたアジア向けオリジナル服飾雑貨の通信販売の開始 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社エー・ケー工房 2290002025849 冷凍自販機販売と通信販売 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アイ・ピー・エム 8290001021397 コロナ禍における感染症予防対策及び業務効率化ツールとしての汎用ソフトウェア開発・販売 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 鶴原潤 健康サロン開業による飲食業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＩＢＳ 8290001060949 人材派遣会社だから着想できたコロナ後を見据えたラーメン店への業種転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 糟屋郡志免町 焼肉問屋　富國新 ＷＥＢ戦略で販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 春日市 株式会社丸吉水産 7290001041603 トレーラーをキッチンカーへ改装し、海鮮丼を販売！ エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社ハートランド戸畑 3290802005231 まちの電器屋さんによる地域密着かつ機動力満載のリフォーム事業の立上げ 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ディップ・アンド・エス 8290001030373 福岡の飲食専門ＷＥＢサイトマガジン「ＵＭＡＧＡ」の発行 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社大福フーズ 9290001001596 大福ブランドを生かした冷凍自動販売機事業による中食市場への進出 富永　一也

九州 福岡県 中間市 株式会社ジオテック 7290801011383 熟練工の高度な削孔技術を活かした市場相乗効果戦略 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社トリトン 7290002029853 海の中道マリーナ　マリンアクティビティ／マリンフィットネス事業（海中パークドソレイユ） 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 佐藤渉 女性の心と体の健康を作る、「食育」料理講座のオンライン展開と、料理教室の開講 さんすいパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 餃子　竹餃 デリバリー、テイクアウト特化。地元福岡の美味しさを届ける定食店 坪井　亮

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｂａｒ　ＣｈｉｌＬ バーが出す新たなテイクアウト料理により新規顧客の獲得を目指す 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 海専松魚 急速冷凍熟成クエ薄造り（特製鍋だし付）販売事業 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社イーストエイジアコーポレーション 2290001055797 不動産取引事業からシェアオフィス等のスペースシェア事業への転換 大坪　一彦

九州 福岡県 福岡市中央区 コスモ観光株式会社 7290001055066 国内キャンピングカーレンタル事業を通した自分だけの宝探し旅行提案 合同会社わだち

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社野田電気 7290802020029 個人向け省エネリフォーム事業への参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社Ｋ．Ｙ．Ｍ 6290001077565 地域に根差した就労継続支援施設Ｂ型事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 小郡市 アクアライン有限会社 5290002051561 地域住民へより安心安全な生活をお届けするトータルハウスクリーニング事業へ展開 森　健史

九州 福岡県 宗像市 湯布院　芋丸・栗丸 まさにベジスイーツ。高糖度のさつまいもを使った大学芋専門店。 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 福岡県 北九州市小倉北区 スナック釜山 韓国本格キムチをご家庭で！キムチ店への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社サンマーク 5290001017745 雑誌＆動画＆ＳＮＳ＆ＥＣ　サイト＆リアル店舗の　５　メディア展開 税理士法人ＴＩＣ

九州 福岡県 久留米市 有限会社芳洋 4290002050003 荒廃農地に自生する雑木を活用した製品の製造販売と農地整備事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社アバカスクラブ 7290003008006 ＦＣ加盟による児童発達支援事業所の運営 森　健史

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ＡＭＳ－２１ 9290802011752 重症心身障害児放課後等デイサービス事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 筑後市 土俵工房株式会社 7290001086598 うどん店が手掛けるスイーツ製品開発の新事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 かごんま 冷凍冷蔵自販機・持帰り調理対応店舗改修による２４時間個食提供 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市西区 ディー・プラス 「九州クリエイティブファクトリー」フレキシブルオフィスを拠点としたものづくり事業 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プレステージフード 1290001026345 コロナ禍に対応した新しい非接触サービスの提供に伴う設備投資 髙濱　匡功

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＮＯＲＴＨＥＲＮ－ＮＩＮＥ 1290801018830 宇宙一のホットドッグＳＰＡＣＥ　ＤＯＧ事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 ＮＰＯ法人ピーサポネット 4290005016629 認定ＮＰＯ法人による予防獣医学に基づいたペットヘルスサロンの開設 沼田　浩一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社アーバン 2290002007491 瞬間冷凍の設備導入による水炊きデリバリー・テイクアウト業への参入 藤浦　敏明

九州 福岡県 糸島市 ホッペンデザインワークス ウィズコロナ時代に安心して利用できるプライベート宿泊＆レンタルスペース事業 山田　周作

九州 福岡県 久留米市 ティーエムパーツ 真鍮製エンドピンストッパーの量産化によるＶ字回復の実現 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 飛鳥自動車株式会社 6290001002218 地域に先駆けた先進安全自動車に対応した自動車整備事業への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＣＵＥ 6290001073853 動画配信による感動共有プロジェクトおよびＩＴを活用した動画配信サポートプログラムの提供 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 北九州市門司区 プリンセスピピ門司港 エスニック料理店の味をそのまま味わえるレトルト食品の製造・販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社チューズモンスター 2290001086140 ＬＩＮＥ受付システムで飲食店や病院での待ち時間を店外で自由に サポート行政書士法人

九州 福岡県 糟屋郡志免町 花工房 花屋が考える、新しい時代の癒やしの場作りのトータル提案 山田　周作

九州 福岡県 福岡市中央区 ファインジム アフターコロナを見据えた完全個室でのパーソナルジム　（対面・オンライン）兼レンタルジム事業 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市若松区 ＴＨＥ　ＩＣＨＩ　ＧＯ　ＮＡＮＡ株式会社 5290801027092 家庭内需要に対応した新しい販路の構築 株式会社りそな銀行

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社日本実学 4290003005229 ユニットキッチンハウスを活用した糸島産と阿蘇産の食材を使ったテイクアウトメニューの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社ＣＩＶＥＣ 6290801012556 小規模集合住宅などのタイル加工品の生産体制構築による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社グローバル・スコープ 5300001004147 小規模飲食店様による多角的な情報発信から、目的型来店を促せるＣＭＳシステム 廣瀬　陽介

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社イイト 8290001080947 アフターコロナを生き抜く契約生産者食材のテイクアウト事業展開 森　健史

九州 福岡県 糸島市 １　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 潤いが少ない筑前前原駅周辺に、新たな癒やしスポットを創る 山田　周作

九州 福岡県 柳川市 株式会社トミヤス 7290001073076 うなぎの冷凍調理食品製造・販売 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オフィス２８プロダクション 4290001066702 人気アニメ「東京卍リベンジャーズ」フィギュアの独占販売 瑛智税理士法人
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九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ソリューション 8290001021199 ポストコロナに対応する自社顧客プラットフォーム構築、非対面サブスク新サービス販売へ 森　健史

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ちゃんこ上潮 6290002011795 こだわり「アジのすり身ちゃんこ鍋」テイクアウト事業の開始 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ｐｌａｙｆｕｌ 9290001086670 脱居酒屋業態、非アルコール業態と小売りでの売上回復事業計画 市竹　敦

九州 福岡県 北九州市八幡東区 ＡＱＵＥＬ 給排水設備から、高性能住宅を建築するハウスメーカーへ事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 古賀市 和菜ダイニング　とも 創作居酒屋が作る独創的な炭香る鶏出汁ラーメンによる新店舗出店 西野　好則

九州 福岡県 朝倉市 株式会社ドロップ 3290001081124 地元食材を活用した移動式レストラン事業 朝倉商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社Ｒ．Ｅ．Ｐ 5290001074893 フォーマル対面販売から健康食品のネット販売と卸し業への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社赤門屋 6290001087003 牛もつカレー専門店の展開と、カレー・総菜の冷凍食品化、ＥＣ　販売 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｉｓｓｈｏ 器にこだわった紅茶専門のカフェへの事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡志免町 ロッパチトレーナーズ ＩＯＴ管理による少人数レンタルトレーニングジムの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 東筑印刷株式会社 5290801010321 綺麗に楽しく車両ラッピング広告 西村　祐介

九州 福岡県 福岡市中央区 鮨料理一高 寿司教育事業への進出～家食ブームによる寿司教室事業や短期寿司職人輩出事業の展開 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社みちたか 5290001085131 急速冷凍機導入、ＥＣサイト開設による販路拡大 玉井　英樹

九州 福岡県 福岡市中央区 八福神 料理教室、ＥＣサイトの開設でコロナ禍に負けない事業展開 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トリプル・エージャパン 8290001027403 オフィス提案システムの導入による次世代型不動産仲介事業 中村　晃

九州 福岡県 八女市 有限会社シラキ工芸 9290002048067 自社独自ブランド「ｃｏｃｏｌａｎ」をはじめとしたインテリア提灯製造と販売 八女商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アップエンタープライズ 6290001037924 完全個室リンパサロンの運営 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｕｎｉｔｙ　Ｇｒｏｗ 8290001073661 地域に根差した交通事故専門ポータルサイトの運営 首藤　俊行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ＨＭエンターテイメント ピアノコンサート、実演からオンライン配信による新たな音楽セラピーの提供 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社夢創作 3290001020602 パチンコ事業からの脱却。資源を活かして、激戦焼鳥店から韓国料理店への業態転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社コアカット 9290802016850 新分野展開でウォーターリサイクルを実現する事業再構築 青山　周広

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社協和通商 8290001028616 福岡の貿易商社がチャレンジするヘルシー指向のベトナムレストラン事業 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社スワット 4290002011392 親子３世代で楽しめる体験型自然施設の運営とアウトドア用品販売 須永　達也

九州 福岡県 糟屋郡志免町 南里園芸 胡蝶蘭生産者による生活に潤いを与え、自然と集える体験型店舗の提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市若松区 遠藤自動車工業株式会社 4290801011898 地域と環境に優しいＥＶ車市場へ新分野展開を行う 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 ソフトプラン株式会社 7290003001951 中小企業経営者向けの定額クラウド・ビジネス相談窓口プラットフォーム事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 社会福祉法人ひびきの杜 8290005010371 廃止病床を活用したショートステイ事業進出による病床不足改善計画 筑後信用金庫

九州 福岡県 宮若市 タニミズ企画株式会社 3290801014695 新参入ゴルファーに貢献する新たなコーチングのインドアゴルフスクール開設計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社石井鉄工所 6290001006219 脱炭素社会の実現に貢献する、洋上風力発電分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 株式会社ボーテックス 5290001067567 久留米市の人気海鮮料理店が、中食需要に応える冷凍食品・惣菜の製造販売を行う 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 有限会社清広食品 5290002036265 急速冷凍技術による押し寿司の冷凍食品を全国展開する事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社第一福鳥 1290002011593 有名飲食店の味を支えてきた鶏肉卸売業者が絶品の朝びき鶏・水炊き 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社山陽 2290801001570 生活様式の変化・建築業界の人材不足に応える地域Ｎｏ．１企業によるプレカット 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 心温 発酵温浴施設を核とする健康増進支援サービスへの新規参入 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 みやま市 株式会社中島鉄工 5290001053088 大物規格部品の設計・加工ノウハウを活かした再生エネルギー事業分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ナガノ 4290001053980 永野酒店　ＰＢ商品開発　及び　ＥＣサイト展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 八女市 株式会社お茶村 4290001047157 お菓子の製造事業の参入と新店舗展開 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 株式会社コダマ 6290801001435 １２０年続いてきた帽子販売業から動画マーケティング支援へ業種転換 中村　清悟

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社丸伸 4290801020024 産業機器付帯部品等の製造で製造業のコロナ対策に貢献する 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 柳川市 有限会社共栄建設 1290002054452 建設業の施工技術を活用し多目的型トレーラーハウスの製造販売へ進出 松代　和也

九州 福岡県 福津市 海〈ＫＡＩ〉 大衆居酒屋からコロナ禍に対応した創作日本料亭への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ＹＯＵ　ＴＯＵＲ株式会社 8290001063935 海外旅行体験型飲食店でコロナ禍でも外国との関係構築事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 ミツバチカレー 「おむサンド」のテイクアウト販売と１日１グループ限定のグランピング施設への新分野展開 株式会社西京銀行

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 有限会社森企画 9290802021628 レーザー加工機による工程内製化と切断加工の外販を組み合わせた事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＭＡＴＳＵＲＩ 9290001072753 廃棄物を限りなくゼロに！捨てられる資源から再生家具を製造するアップサイクル事業計画 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社匠 3290801021361 ＭＡＰ不要の自動走行を実現するロボット搬送システムによる新分野展開 株式会社富士経営

九州 福岡県 太宰府市 有限会社太宰府スイミングクラブ 8290002039587 ロコモ予防フィットネスに新分野展開で高齢者層を新規開拓！ 松代　和也

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ＡＬＧＥＲＮＯＮ 5290001054788 新・福岡名物で地域活性！プロの味を自宅で手軽に！「冷凍生餃子」の製造販売 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 古賀市 株式会社長崎材木店 8290001036379 ライフスタイルの変化に適応する外構・ガーデン事業 森藤　啓治郎

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社九芝エンジニアリング 1290801008674 加工機械の設計ファブレスメーカーによるロール加工業務受託への挑戦 松代　和也

九州 福岡県 北九州市若松区 和方販売株式会社 4290801021220 市場が縮小する中での新聞小売業が、配達を強みとした事業再構築 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社たけ屋 2290001094143 給食用「たけ屋うどん」の製造販売開始とオリジナル商品海外輸出への事業展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 古賀市 力丸梱包株式会社 9290001036436 「力丸梱包」が手掛けるたこ焼き屋 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社アールジャパン 7290002031371 時代のニーズにマッチしたコンシェルジュ付きシェアオフィス 吉野　恵子

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ライズリテイリング 1290801024985 九州発、植物育成施設を併設した希少な塊根植物（ＣＡＵＤＥＸ）専門実店舗事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 柳川市 株式会社石橋鉄工所 4290001068211 複合旋盤等導入による新分野部品の夜間無人運転加工の構築 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 田川郡糸田町 株式会社一角家ボヌール 6290801019106 地場特産物を用いたオリジナリティーあふれるジェラートアイスの製造販売 森下　昌彦

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社玉元工業 6290001074298 下請け脱却！ウッドデッキ等を製造から施工まで一括提供 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市中央区 フォームワークジャパン株式会社 3290001034429 高需要のインフラ改修へ軸足、とび技術を活用した「吊り足場」導入計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市城南区 有限会社三友商会 1290002006800 ミネラル成分除去の「軟水」洗いで顧客満足のコインランドリー事業の展開 熊本　保弘

九州 福岡県 朝倉市 株式会社岡本建設 6290002044011 アトピーを持つ子供のいる家庭向けの「宿泊型ラドン浴湯治施設」運営事業へ 菅野　浩司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社グラウンド・ゼロ 7290801018370 ニューノーマル・ウィズコロナに対応した地域初の焼肉店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 久留米市 株式会社萬代製作所 1290002052407 盗難多発を良できる３Ｄプリンターによる橋名板等制作の新分野展開 中田　眞二

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社瑞穂興産 5290802010122 整骨業から超アクティブシニア向け運動施設の運営 本間　利嗣

九州 福岡県 福岡市南区 ライフマネジメント ウィズコロナに対応したメンタルクリニックの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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九州 福岡県 筑後市 有限会社チカモト 8290002047788 新聞販売店による宅配・直売サービスで地域応援事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社田中米穀 5290001064985 乾式無洗米事業展開による新たな市場開拓への挑戦 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サントス 3290001084721 福岡一美味しいこだわりのパン製造小売業への業種転換 キークレア税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社川本総建 6290801023958 プラント設備の補修・点検技術を活かした、ドローンを用いた建築物点検事業への挑戦 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社パイロットプランニング 8290002031536 食のトータルデザインノウハウを活かし菓子製造販売へ業種転換 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社快適空間創造研究所 2290001035171 イートイン専門店からデリバリー＆テイクアウト強化型店舗へのビジネス転換 株式会社ジャストコンサルティング

九州 福岡県 福岡市東区 安川開発有限会社 5290002006210 福岡への支店進出を促すオフィスサービス事業 福田　孝一

九州 福岡県 柳川市 有限会社かつき 5290002053145 通信販売・移動販売・コミュニティによるトータルファッション事業 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社桜坂ＡＺＵＬ 6290001077813 障がい者の人達と規格外野菜や果物で新ブランドを作ります 大串　和義

九州 福岡県 北九州市八幡東区 大阪屋ドライ コロナに負けるな！本格コーヒーと無添加ベーカリー＆スイーツカフェ 藤川　剛士

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 株式会社中島ターレット 8290801011151 高精度加工を生かして需要拡大が期待される協働ロボット事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 ベジハート株式会社 4290002051942 葉物野菜生産事業者が減農薬食材、地産地消食材を使った惣菜弁当テイクアウト事業へ新分野展開 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 田川市 有限会社総合 6290802024204 ＥＶ時代に先駆けた日本初のＥＶステーション建設 田川商工会議所

九州 福岡県 大川市 合同会社エーシーエース 6290003007033 有機農業戦略的循環システムの構築 あさくら税理士法人

九州 福岡県 宮若市 アーク工業有限会社 4290802021161 大型水処理（汚泥処理）機械及び鋼構造物等の製造プロジェクト 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ワールドユニティ 2290801006537 コロナ禍・アフターコロナに適したバーチャルフィットネス設備を完備したフィットネスジムの運営事業 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社たつみ寿司 4290002022431 本格お寿司のＤＩＹ通販『玄海を握る便』 織田　正洋

九州 福岡県 大川市 東晃設備工業株式会社 7290001065874 大規模建築向け「ウィズコロナ」型管洗浄事業の開発 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社コスモス 1290001000218 建築業者だからできる、障がい者グループホームの自社建築・自社運営事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 豊前市 築上印刷有限会社 4290802021822 折込チラシやはがきＤＭに代わる、新生活情報媒体の製造にチャレンジ！ 株式会社ＧＩＭＳ

九州 福岡県 柳川市 有限会社柳川鉄工 3290002054343 アフターコロナを見据えたモーター関連部品分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 喜怒愛楽酒場うまづら 既存事業の弱みの活用と解消による少人数利用の日本料理店への専門店化 飯塚商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 セッション 次世代ゴルフ練習コンテンツのアプリ開発及びサブスク型レンタルサービス事業 松井　美恵

九州 福岡県 福岡市西区 濱地酒造株式会社 4290001000487 高精度殺菌で品質維持期間の長期化を図り、広域流通による事業拡大を目指す。 長生　信夫

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 劇団荒城 貸衣装、スタジオ設置でプロの役者が着付けやメイクを行う 株式会社さくら会計事務所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社新興精機 2290001003252 安全なＰＣＲ検査機器除染システムの開発と除染の実施 みかさ税理士法人

九州 福岡県 朝倉市 株式会社桑野商会 8290001044027 地元商店街でのコワーキングスペースとブックカフェ事業で地域活性化 朝倉商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社羽野製作所 5290001003811 半導体向け特殊装置の検査・調整サービス事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社ｋｉｒｅｉファクトリー 2290001050848 ポストコロナ需要に特化した新ビジネスモデルのピザ・カフェ店 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 築上郡築上町 株式会社Ｏｒｄｅｒ　Ｇａｒａｇｅ 5290801024180 販売と整備で全力サポート！先進自動車の電子制御装置整備に挑戦 大原　健佑

九州 福岡県 うきは市 ＢＯＤＹＷＯＲＫＳ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 自動車整備の技術を活かした移動販売車製造事業への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 島田建設工業 コロナに対応しＳＤＧｓにも資するトレーラーハウス等の製造開始 中村　裕子

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 アサプラントエンジニアリング株式会社 3290001043933 高精度・短納期を実現する大型機械装置製造による新分野展開 株式会社富士経営

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社おおすが 1290002010001 移動美容室を活用した高齢者に対する美容サービス提供による新規事業展開 松代　和也

九州 福岡県 古賀市 株式会社リックメンテナンスネットワーク 9290001036766 健康に役立つ温活商品を開発し続け、世の中に新しい温活スタイルを提案／社会の健康促進と活力創造に貢献 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糸島市 スイーツカフェエガオ カフェを併設した、地元糸島の生花を販売するフラワーショップの展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 諸富紙工株式会社 6290001017083 産業用紙加工技術を活用したＢｔｏＢ医療市場向け止血用不織布の製造販売事業 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社オフィスアーツ 5290002030292 多くのアーティストに活躍の場を提供、地方エンターテイメントの復活！！ 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＹＭＴ　Ｕｎｉｃｏｒｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 8290001081490 「工事の請負業者」から「太陽光パネルのメンテナンス事業」へ新分野展開 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社Ｈｉｋａｒｉ 6290001015938 お客様の生活に寄り添った、オンリーワンのパーソナルジム 福田　健

九州 福岡県 直方市 株式会社石橋製作所 5290801014306 歯車の一貫製造ノウハウを活かした電動化製品向け等歯車装置の製造 直方商工会議所

九州 福岡県 うきは市 ヴァンカフェ　プロスペロ 地域の特性を活かした、テイクアウト専門店の構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社大奉金属 3290001038891 切り曲げ工程の内製化による需要の高まる建築金物の製造への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社トゥブルーム 6290001056791 翻訳にまつわる全サービスを身近に！「翻訳サービスシステム事業」 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社誠榮技巧 7290001060636 製造から施工管理を一貫対応できる金属建材専門メーカーへの転換 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ジョイボンド九州 5290002026092 中高年職人の技能を活かす、自動車産業からパン屋への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ベイシス福岡 7290002017494 Ｗｉｔｈコロナを見据えてお土産屋から博多のソウルフード製造業へ挑戦 石橋　裕明

九州 福岡県 朝倉市 株式会社叶八 2290001076587 精肉青果の卸売・小売事業および焼肉店の開始による業種転換への取組 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糸島市 農建産業株式会社 1290001033201 地域の食にふれあう場所を活用した、フードロスゼロへの挑戦。 井上　明彦

九州 福岡県 筑後市 高野木工株式会社 3290001047323 自社製品でトータルコーディネート！ホームステージング事業の展開 大川信用金庫

九州 福岡県 朝倉市 株式会社朝倉青果市場 2290001043918 生き残りをかけて販路拡大へ！青果市場のコールドチェーン化の実現！ 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 ケイズスタイル 完全メンズ専用脱毛サロンの立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社フォト企画えがしら 7290001043830 写真屋さんが作る使いやすいオンラインシステム『写真販売システム事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 田川市 三好食品工業株式会社 3290801016485 豆腐を原料とした「たこ焼き、お好み焼き、ピザ」等の製造・販売 加藤　圭示

九州 福岡県 宮若市 株式会社ヘイワテック 9290801013790 新たな付加価値創造に資する胴縁加工への進出により新規市場を開拓する ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市若松区 合同会社Ａｍｂｉｔｉｏｎ 7290803003701 慢性痛改善ノウハウを活かしたリハビリ特化型デイサービス施設の開業 松代　和也

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社桑野組 3290002007978 大工職人だからできる人と家を紡ぐ『サスティナブル工房』 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 クレアプランニング株式会社 6290001040894 ウィズコロナの成長分野・アウトドア施設のトータルプロデュースに挑戦 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 糸島市 株式会社いとしのいとしま 5290001057130 地域資源を活かしたワイナリー付き宿泊事業への新展開 税理士法人創研

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ファインスタッフ 5290001040185 遊休地を活用して大手工場排出のアミノ残渣の乾燥処理工場を新設し、肥料として有効利用する。 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 大川市 若波酒造合名会社 7290003003171 １００年の酒造りで培った発酵技術を活かした発酵食品製造事業 大川信用金庫

九州 福岡県 京都郡みやこ町 有限会社第一建設工業 4290802023190 経営基盤強化を目的とした産業廃棄物中間処理事業への参入 西岡　隆

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社飯山工作所 8290801009600 ＡＩとデジタルを活用した高速高精度歯車切削の実現による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 プロペインズ株式会社 4290001016005 情報発信・イベント展開による顧客獲得に特化した事業への業態転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ナポレオンフィッシュ 9290001034316   言語聴覚士による発達障害児へのオンライン療育を行う新規事業 税理士法人山下総合会計
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九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ドミックスコーポレーション 3290001015016 デザイン制作技術を活用したオリジナルネームプレートの販売 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｒｅ・Ｂｉｒｔｈ 1290001032467 海外スキルを活かした希少車の輸入販売・整備の提供で新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社グラフィックス 6290001007316 ビジネスホテル客室を個室サウナへ改装しＶ字回復を目指す！ホテル運営者とホテルオーナー一体型事業 白石　健彦

九州 福岡県 福岡市早良区 ももちはまワインクラブ ポークたまごおにぎりの専門店を開店して福岡百道浜の人々を笑顔に 株式会社ことづくり

九州 福岡県 みやま市 株式会社松尾米穀店 3290001089761 みやま市から世界へ！地元農家と連携した農作物集荷事業とオンライン取引の開始 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 旬鮮創菜Ｒｏｕｔｅ５９０ 居酒屋からランチ及びテイクアウト中心の海鮮丼屋への事業転換 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 株式会社ヒタヤ 8290001044159 伝統の小石原焼と造園業を活かしたエクステリア広場 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ナカノテツ 1290801002702 ナカノテツマルシェ事業 税理士法人ＴＡパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社はじめの一歩 5290002026373 対馬の行き場を失った高級鮮魚の物流事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 森博多織株式会社 7290001017082 伝統と観光資源を次世代へ！地域巻込型ハカタオリツーリズム事業 福田　健

九州 福岡県 久留米市 ヘアープレジス 男性固定客に向けた、理容室内での脱毛サービス事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 エージェイエフ有限会社 5290002031803 子どもとお年寄りが一緒に笑顔になれる多世代型複合施設の建設 谷　和也

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社マシンワークス 8290801020342 ロボット産業等向け５軸３次元精密加工技術獲得による新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 糸島市 株式会社熊本精研工業 2290001033217 精密放電加工・研削加工によるディスペンサーノズルの開発 ペンデル税理士法人

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ＬＯＢＪＥＴ 3290801019570 近代日本建築を改装した＂フォトウェディング＂専門スタジオの開設 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社不動産ギャラリー 8290001057210 福岡県の街の活性化・治安の安定に貢献する飲食テナントナビ事業 新井　賢治

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社リュウセイ 9290001056723 精肉加工による安心安価な精肉の提供と生鮮食品輸送への相乗効果の創出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 宗像市 インプレッション株式会社 4290001056934 海洋プラスティック問題に取り組むＳＤＧｓグッズの制作 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社富貴亭 3290802017805 中華料理店から冷凍自動販売機を活用し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 協同トムソン 薄紙対応トムソン機械導入による薄紙加工市場への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社おんが自動車学校 8290801011184 体験を通じて内面的な成長を促す女性向け合宿免許の開講 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｔ－ｓｙｎｅｒｇｙ 9290001074709 新たな博多新名物「博多モツつけ麺」の製造工場兼直販所の新設 大串　和義

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 タシロ　クラブ 最新設備を活用した新たな健康・認知予防トレーニングの提供 山田　周作

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社エムエース 2290002014488 福岡空港付近の立地を活かした大型ビジョンによる広告事業への参入 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社水摩製作所 5290001081320 インフラ向けチェーンコンベア部品等製造体制構築による新分野展開 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 アルネブ 親子で利用できる新しい脱毛サロン ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 春日市 株式会社フロア 3290001042084 店舗兼セントラルキッチンの開設と非接触型販促システムの導入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ペガサス株式会社 4290001019791 ＡＩを活用した学習システムの構築による新たなリモート学習支援事業及び高齢者向け脳トレソフト開発事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オーセル 1290001027500 小規模事業者向けへの美容品製造業 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 コーヒーバージェイ コーヒーバーが取り組むテイクアウト特化型喫茶店営業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラグジュアリー 3290001056555 地域初！保育園連携を強みとした子育て世代特化型・カフェ併設コワーキングスペース事業 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ブリスペーニョつくし合同会社 5290003009856 元プロサッカー選手をはじめとした人材を活用した地域密着型の放課後等児童デイサービス事業の開発による地域活性化事業 尼崎信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｉＺＭＡ 5290001073466 ドローンによる水面下の測量事業への新規参入による売上拡大 飯塚商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 台車屋さん．ｃｏｍ デザイン性に優れた自動車部品の製造・修理事業 ＩＫＣ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社てら岡 6290001008917 自社おせち直販ビジネスから「量販型ＯＥＭおせち」生産工場へ転換 黒岩　延峰

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ビッグバン 4290802015964 高付加価値サービスで新規顧客を獲得、安定的な事業へ 税理士法人ウィズラン

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 高千穂株式会社 1290001038373 ホームセンター等小売業向け営業倉庫体制構築による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 嘉麻市 有限会社大塚 1290002044767 一棟貸し家族葬専用葬儀場による「家で見送るような家族葬」のご提案 本山　秀和

九州 福岡県 春日市 株式会社鳴海運輸 3290001043223 活魚中継（水槽）基地の建設　事業計画書 エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 豊のはなれ カウンター形式の高級すし店が、完全予約制・半個室化とＩＴ活用による　サービス提供方式の転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社フアイル 4290001041127 多機能福祉施設ｈｏｐｅ新規開設事業 阿部　敬次

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エム・エス・ピー 8290001018336 販売促進ノウハウを活用しネイルサロン事業へ挑戦 本田　隆博

九州 福岡県 うきは市 ロッカシャッカ合同会社 7290003007040 レコードプレス機導入による、卸売業から製造業への業種転換 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社インクローチ 3290001057636 プロ食材厳選ミールキットとオンライン料理教室を通した飲食業ＤＸ化事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 太田製陶所　まるた窯 阿蘇黄土を使用した小石原焼の新商品開発による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社キャメルブリッジ 6290802017901 旅客運輸業からグランピング施設設置、運営する業種転換の取り組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社ゆうま 6290802016762 ワイナリーを核に観光資源化する物販所開設の事業転換の取り組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米庭苑 9290001048729 にわのとりプロジェクト 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 ヨコストン株式会社 7290001071187 和食の世界需要に向けシェフが望むオーダーＡＲＩＴＡ－ＹＡＫＩ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 梅原建設株式会社 4290001048436 久留米初！体験型超省エネ×スマートオープンハウスを核とした新築や中古リノベ―ションの営業展開 株式会社熊本銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社照寿司 7290802004295 和包丁の販売事業開始による寿司店の事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＷＡＤＡＣＨＩ 飲食事業の強みを活かした缶詰・レトルト加工製品製造業への転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ストリ 3290001076132 母親達の居場所を作りたい！託児付オーガニックカフェと物販で実現 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 飯塚市 株式会社Ｙｏｋｏｋｅｎ 8290001088957 オーダーメイドの空間を手軽に低コストで！『コンテナＤｅｓｉｇｎ－ＢＯＸの製造・販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＣＮＶ 6290001084561 既存のホテル内飲食事業から水産物を使用した加工卸業、Ｄ２Ｃ事業、飲食事業への業種転換 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社花の花将 3290802016708 地域の互助会と連携した不用品回収・遺品整理事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社セゾン 4290002029897 デジタルマーケティングを活用した住宅マッチング事業への新分野展開 新郷　道明

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社日本消防機材商会 4290001022564 ～防災のプロが地域の安全と情報を提供する～防災情報発信型デジタルサイネージ広告事業（ぼうさいねーじ）への新規事業展開 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 久留米市 株式会社ノーブル 9290002050717 日本初グランピングワイナリーで久留米のリゾートを創る！ 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ワキノアートファクトリー 6290801004009 小規模花火と映像制作事業 前田　俊雄

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ウェルビーイング・クリエイト 7290001063432 セントラルキッチン方式による高齢者施設を対象とした配食事業のへの進出 株式会社千葉銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社フルタパン 3290001004027 全国をターゲットにした冷凍惣菜パンの通信販売の開始 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 株式会社バクロ 1290001059774 飲食・小売複合店の開業による生食用牛肉販売と収益性改善で、地産地消への貢献 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市東区 Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ・Ｈｏｍｅｔｏｗｎ・Ｓｐｏｒｔｓ株式会社 5290001056850 誰もが安全かつ気軽に楽しめる新スポーツ「パデル」！ 古賀　光雄

九州 福岡県 北九州市若松区 共栄精機株式会社 4290801012129 検査装置アーム部品など超精密部品製造体制構築による新分野展開 福岡ひびき信用金庫
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九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アドアルファ 6290001030185 スマートオフィスパッケージ販売事業 大串　和義

九州 福岡県 田川市 田川産業株式会社 4290801016402 持続可能な大豆由来の水性樹脂を用いた抗ウイルス塗料の製品開発及び新市場展開。 田川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ビービーエンジニアリング株式会社 6290801007291 産業用機械・ロボットの組立などＦＡ関連事業への取組み 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 株式会社リピラボ 3010401135317 コールセンター向けリモートシステムの開発による業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ヒーコン 2290002012558 音楽スタジオ業からエンターテイメント市場のハイブリッド配信ビジネスへの進出 富永　一也

九州 福岡県 大川市 山栄産業株式会社 9290001054644 ＳＤＧｓの達成へ！特許技術を用いた樹脂含侵材の開発 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社オカベイ 9290801000517 老舗精米業者が多様な食材を扱うスーパー開業で地域の「食」に貢献 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市西区 鮨かず矢 鮨店の技術を活かした穴子料理専門店の新規出店 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社パートナーズ 1290001029372 ＩｏＴを活用した高付加価値キクラゲ食品製造による雇用創出と地元貢献 藤川　剛士

九州 福岡県 中間市 グリーンプラザ開発株式会社 6290801010980 商業不動産賃貸業から街づくり事業へ～住宅建築販売への新分野展開～ 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社中村緑地建設 1290001001835 切り花・エディブルフラワー等の店舗及びＥＣ販売 河津　祐二

九州 福岡県 田川市 鈴印株式会社 4290801025353 逆６次産業で行橋の銘菓を創りコロナに強い持ち帰り店とＥＣ店構築 田村　襄

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 福岡ＩＬＢ株式会社 2290801019217 小中学校等パブリック向け給水スタンド開発による全国商圏への挑戦 田邊　晃

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ＢＡＢＡＶＯＶＯ 美容室内でセルフサービスによる安価なフォトスペースを提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社Ｒｉｎ建築 9290001071128 カフェ併設型１棟貸し宿泊事業及びマリンスポーツ事業 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社お茶の山口屋 6290801000602 旦過市場の憩いの場、お茶の伝統文化と新しい魅力を発信する日本茶カフェ 北九州商工会議所

九州 福岡県 京都郡みやこ町 株式会社イノベーション 9290801024086 集約からリモート分散へ。地域の絆と安心、健康と経済を護る葬儀展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社川口通商 8290802011885 集荷・加工・納品まで自社完結の国内メーカー向け鉄スクラップ販売事業 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 有限会社内本開発 4290802007391 地域のサプライチェーン強靭化への挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社冨創設備工業 3290001039221 熱絶縁工事部材の製造への参入による製造業分野の強化 大串　智之

九州 福岡県 北九州市八幡東区 有限会社一冨士 3290802011592 老舗料亭の味を引き継ぐ店が真空冷凍食品製造事業に進出 能丸　政孝

九州 福岡県 福岡市早良区 ヒッツダンススタジオ ライブ配信（ライブコマース）によるオタク商材の海外ネット販売支援 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社プライマリー 1290002022260 新宮町初、健康増進を目的とした全天候型屋内オートテニスコート事業計画書 堀　芳郎

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社牟田鉄工 2290001053586 大型金属加工に対応しニッチ分野への新規参入による販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 山下運輸機工株式会社 3290001039196 既存事業とシナジーを発揮する倉庫業務への新分野展開 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社味和商店 6290002027882 コロナ後の需要変化に対応するデリバリー対応キッチン店舗の展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 福岡プラテック株式会社 6290001016102 半導体市場等向け熱硬化性樹脂難切削加工技術高度化による新分野展開 佐藤　修一

九州 福岡県 久留米市 ブライダルロード ブライダル業界１５年の経験を強みにフォトスタジオに改装！フォトブライダル事業への進出 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＴＡＫＥＴＷＯ 3290003003407 大衆酒場から座席を２０％削減、本物志向の個室型レストランへ！ 藤浦　敏明

九州 福岡県 筑後市 株式会社宝生倉庫 1290001047606 倉庫業から精米工場向け特殊清掃サービス事業への転換 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｇａｌｋａｒｌｙ’ｓ 3290001082378 新規性高い“サブスクリプション型”の高級創作割烹料理店事業 アトムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 ハイライト 「インストラクターとクリエイターのためのコワーキングスタジオ」運営 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ストーンマーケット 7290001022652 磁力を利用した治療器具等、医療分野に関する新商品の開発・製造・販売 大串　和義

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社インクリエイト 7290001064496 世界遺産の島、宗像市大島の「元気な島づくりプロジェクト」 吉野　恵子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社天竜 9290001061608 物流事業とのシナジーを発揮する秋月産天然水の製造卸売販売 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 有限会社ウエキモールド 9290802020737 自動車用セーフティシステム部品金型の受注獲得による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社荻田商業建築デザイン事務所 9290001005060 商業店舗専門設計事務所のノウハウを生かした複合的リゾート施設の展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 丸喜株式会社 3290001065894 自社ブランド子供服の企画製造と、国内小売事業への進出 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 フジデノロモールド株式会社 3290001050566 半導体製造装置に係るプラスチック製品の成形・加工への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エー・ワン 8290001034028 農業事業者・新規就農者の育成・研修・コンサルティング事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ヒラオカコーポレーション 1290001017880 ポストコロナに対応した非接触型２４時間フィットネスジム事業への新規参入 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市早良区 学校法人福岡幼児学園 9290005001279 家族が、みんなでそだつ場所。国内屈指の観光地・福岡県糸島市における体験型宿泊観光施設の設置運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 飯塚市 有限会社きど葬祭 1290002044890 ウィズ・アフターコロナの顧客ニーズを捉える次世代型葬祭事業 中村　晃

九州 福岡県 筑後市 株式会社オリエンタルフーズ 3290001047637 食は生きるエネルギー！小分け・冷凍事業への新たな挑戦 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ＳＯＬＧＲＡＣＥ 7290001062005 テレビＣＭを最大限に活用したペットサプリの通販事業 株式会社三井住友銀行

九州 福岡県 朝倉市 株式会社天野商店 8290001043920 鶏肉加工品を主軸とする地域に根差したテイクアウト・物販店舗の開業 あさくら税理士法人

九州 福岡県 久留米市 永松工業株式会社 5290001049862 オゾン洗浄・水循環装置開発で地球に優しいＳＤＧｓを目指す 宮川　譲

九州 福岡県 福岡市博多区 トリゼンダイニング株式会社 9290001086027 博多華味鳥が手掛ける健康食品ブランド「伊都自然工房」の展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 直方市 有限会社明治屋食料品店 3290802020651 地域資源を活用した自社商品による新事業展開 直方商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 合同会社プライスファクトリー 1290803000919 日本初　高級婚礼家具の街大川で作られたペット家具のアウトレット販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ハヤト工業 2290001087114 製造業分野への参入による収益性向上と販路拡大 大串　智之

九州 福岡県 宗像市 大国丸 鐘崎漁港で水揚げされた鮮魚の自動包装による衛生管理向上及び直接販売販路開拓 西野　好則

九州 福岡県 福岡市西区 ホゼン株式会社 3290001022367 ウォータージェット工事の自社施工へのチャレンジによる業績Ｖ字回復 はら経営株式会社

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社伝農舎 4290801019719 ～地域問題を地域貢献へ～環境にも地球にも優しい堆肥ビジネス 中川　聡弘

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社オフィス宮﨑 4290002028420 デザイン製作会社が輸入業務用飲食器のＥＣサイトで小売業へ 貝原　收

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アドツーリスト 5290001006104 事業ドメイン拡張のための統合型オンライン予約システム開発 立野　謙介

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社山田屋 2290001049733 下請け事業からの脱却！コロナ禍に生まれた結婚式の多様化に応える結婚式紹介ビジネススタート！ 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 株式会社樋口工業 2290001041087 精密切断設備導入を通じた高付加価値分野への参入による事業再構築 大串　智之

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社リーフ 8290001083066 障がい者グループホーム向け配食サービスを行う就労継続支援Ｂ型事業に挑戦 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ＭＵＳＩＣＡ 1290801022584 ペットの腎臓病の症状を緩和する電荷天然水の製造事業 髙村　英子

九州 福岡県 久留米市 西日本産業株式会社 8290001049372 ＡＩ活用型パーソナルトレーニング専門ジム『Ｈｅａｌｔｈｙ＝Ｂｅａｕｔｙ』事業 久留米商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 鶴商店 漬物老舗店がつくる漬けタレと佐賀牛の焼肉店オープン 唐津信用金庫

九州 佐賀県 佐賀市 アウトオブコーヒー 地域に根ざしたコーヒースタンドのドリンクテイクアウト事業 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社エムズ 7300001008583 一気通貫！非対面シミュレーションアプリと不動産顧客管理システムのコラボ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼市 有限会社ノグチ 8300002004218 リモコン草刈機の導入によるサブスク型草刈り代行サービス 佐賀県商工会連合会
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九州 佐賀県 唐津市 株式会社フレックス唐津 5300001007331 木製キットハウス「おやじの隠れ家」の工務店向けフランチャイズ事業 唐津商工会議所

九州 佐賀県 嬉野市 ふじやま進学ゼミ カフェ学ＶＩＶＡによる超高齢化社会・人口減少地域の課題解消 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社嬉乃すし 3300002000147 最先端冷凍技術とＩＯＴ搭載自販機で老舗寿司屋から家庭へお届け 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 小城市 鈴林 居酒屋とラーメン店の２業態によるマルチ店舗によるコロナに負けない体制の構築 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼市 フレル株式会社 2300001011906 楽しく考える子供を育てる木製知育玩具「ＲｏＲｏｐ」の販売施策 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社アバンセ 4300002009699 教材メーカーが家庭学習をサポートするｅラーニング事業への進出 西岡　幹博

九州 佐賀県 佐賀市 山沙商店　すし芳 ミシュラン店料理人が提供する、佐賀の海の幸・山の幸を使った丼・お弁当・惣菜・スイーツ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 佐賀県 唐津市 株式会社テクノ・エム 7300001007255 金属加工業によるアルミの加工技術・ノウハウを活かした医療機器製造への挑戦 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社Ｄ．Ｃ環境開発 3300001004322 佐賀県初のバックホー用杭抜機導入による杭抜工事分野への進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 鳥栖市 中央機工株式会社 4300001006219 金型製造技術を活かした新分野発展で単独事業依存体質からの脱却 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 佐賀市 旅館千曲荘 ウイズコロナに対応した、ぬる湯プライベートＳＰＡ事業 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社セイブ 8300001005745 ガイシ工場にて実現したＤＸの実績を新事業として地域や他企業に展開 有田商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 居酒屋いもと 地域食材を活用！全席完全個室のセルフオーダー式焼肉店の展開による事業転換 山田　盛史

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社アートフラワーストーリー 6300001009392 コロナ禍に花と緑の空間を！フラワーカフェ＆レストラン事業に挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 武雄市 株式会社かどやコーポレーション 6290001074901 イタリアの伝統的焼菓子「スフォリアティーネ」の製造・販売事業 武雄商工会議所

九州 佐賀県 鹿島市 肥前米穀株式会社 5300001004964 創業７１年のお米卸の当社が地元特産品を使ったベーカリー事業に進出 井上　拳

九州 佐賀県 小城市 株式会社牛津蒲鉾 3300001003357 水産練物製品業から高付加価値冷凍練物商品の製造開発への転換 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 大栄工業株式会社 8300001010893 農業分野における害虫（ジャンボタニシ）捕集装置「スクミッチ」の量産化 山田コンサルティンググループ株式会社

九州 佐賀県 佐賀市 一般社団法人みらいず 5300005006494 コロナ禍で失われた障害者の働く場の復活への新規布団事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 佐賀市 合名会社楊柳亭 1300003000016 老舗料亭が作る本格日本料理をもっと身近に！お惣菜の提供開始 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 武富自動車商会 「トラック・特定整備対象車両の整備・点検」事業の展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 伊万里市 フリーダム オンラインレッスンプラットフォーム＋オンライン配信対応・地域密着型レンタルスタジオの運営 木村　兼作

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ライフプロ 1300001000117 美容・健康をテーマにしたテイクアウト中心の店舗外販売施設 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 神埼市 株式会社未来ケアグループ 9300001010736 柔道整復師による運動療法特化型多機能型放課後デイサービス事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 三養基郡基山町 ＮＰＯ法人ソレイユ・ヴェルプレット 8300005005007 サッカークラブによる個別指導塾参入事業 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社プロスタッフ 4300001005402 学習塾の経営維持のためコインランドリーで昌益確保する業種転換 株式会社エム．サポーティング

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社親峰武堅 9300001009407 植物及び鉢への小売業への参入 市竹　敦

九州 佐賀県 武雄市 有限会社信成開発 6300002005952 自動選別とラジコンを活用した災害対策への進出による事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 合同会社葉隠 6300003001208 空き家活用による佐賀の賑わいおもてなし創出事業 深町浩二

九州 佐賀県 唐津市 甘夏かあちゃん 地元農産物「甘夏」の新しいスイーツを店頭提供。呼子の新しい立ち寄りスポットへ。 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 東松浦郡玄海町 有限会社渡邉水産 3300002011004 急速冷凍機の導入による養殖鯛を使った冷凍寿司の開発、販路拡大と新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社クーイング 4300001008058 ファミリー層向けの世代を超えて愛されるサステナブルな焼肉店！ 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社フェルマ木須 9300001010991 ”生きた酵母”を多くの食卓へ　～一貫管理と量産体制構築によるＢｔｏＢ販売の実現～ 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社超雲 5300001008783 ペットのための車載炉による訪問火葬事業 鳥栖商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 ホンダカーズ佐賀株式会社 6300001007339 ＰＤＩセンター及びカーズテクニカルセンター整備による事業再構築と生産性の向上の実現 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 武雄市 有限会社イチノセ 9300002007574 食品スーパーのウイズコロナ対応のための食肉専門店への事業転換 田中　誠

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 天吹酒造合資会社 7300003000506 新ジャンル「樽熟日本酒」で日本酒の価値向上と海外輸出を拡大 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＢＩＯＳ 3300001009585 県内トップクラスのフレンチレストランが併設する星空のコテージ 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 有限会社メディア館 4310002019854 本屋を核とした地域の健康複合施設「スポーツジム」のスタート 伊万里信用金庫

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｃｅｒｅｍｏｎｉｅ 6310001012809 コスプレもできるセルフ写真館と映像制作新分野展開でＶ字回復 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 土地家屋調査士法人アドバンス 4310005008086 ３Ｄスキャナーを導入することによる測量業務の向上 森　健史

九州 長崎県 長崎市 株式会社杉永蒲鉾 7310002002592 実演販売の新業態による揚げたて・できたての蒲鉾販売の構築 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社レストランジャンボ 4310002012561 大規模飲食スペースを改装し、ワーク、コミュニティの新たな拠点に 山田　周作

九州 長崎県 諫早市 エバートラスト合同会社 3310003002876 地域特産棚田米を提供する、テイクアウト唐揚げＦＣ店の経営による再構築 林　和子

九州 長崎県 長崎市 中央橋整骨院 振動トレーニングマシンによる体幹トレーニング指導と予防ケア 株式会社肥後銀行

九州 長崎県 諫早市 一ノ蔵 ５つの製造許可を持つコワーキングスペース事業 坪井　亮

九州 長崎県 南島原市 ギフトのまつもと 地域観光資源を活用のファミリー層を対象とした１日１組限定のペンション業 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 ＢＲＯＳ 不動産業への挑戦！「中古住宅リノベーションのワンストップサービスで新販路拡大」 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社ミモザ 4310002005524 コロナに対応する持ち帰りを中心とした飲食の新規事業に進出する 長崎商工会議所

九州 長崎県 西海市 Ｃｅｎｔｅｌｌａ コロナ禍でも強い！ハーブ専門家が手がけるハーバルリトリート農家民泊 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 南島原市 合資会社吉田屋 2310003002084 老舗酒蔵による米麹発酵技術活用型『発酵カフェ』新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 合同会社百乃屋 2310003003909 国境の島、対馬の「銘菓かすまき」を島外で製造販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社肥前電工 2310001015996 市内初の高度な衛生需要に応える特殊施設清掃業への業種転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 長崎県 壱岐市 エスターテマーレ犬舎 シワシワの希少種との時間を過ごせるドッグカフェへの事業展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 もみねこ堂 ＬＥＤビジョンによる全国初の連携コマーシャル展開事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＰＲＩＭＥ・ＳＯＣＩＯ 3310001004404 食育のプロの「知識」と弊社の「開発力」を活かした『食育の見える化』プロジェクト アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 大村市 クリーニングエイトドライ ２４時間営業のバッグ・靴の自社内補修とクリーニング受け渡し 前田　慎一郎

九州 長崎県 対馬市 居酒屋一茶 観光客（団体旅行ツアー等）に対応した、大規模飲食店への業態転換事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社カキタ 4310001004683 衣類オンライン買取と販売リュ―ス事業の新分野展開による売上拡大 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社小野原本店 2310001000321 からすみ事業による見識を活かした「酒と肴のウェブメディア広告事業」　への進出 一ノ瀬　博人

九州 長崎県 佐世保市 株式会社未来 5310001014277 塗装技術を活かした臨場感溢れるサバイバルゲーム場の運営 森　健史

九州 長崎県 長崎市 株式会社カト健 3310001013727 天然鮮魚専門卸・加工販売店の強みを活かしたテイクアウト／デリバリー天丼・海鮮丼店への新分野展開 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

九州 長崎県 長崎市 自家製麺ＢＡＢＡＫＥ アフターコロナ時代のニーズ創出！長崎初の観光土産商品麺通セット開発事業。 濵村　俊介

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＩＲＹＳ　ＰＬＵＳ 2310001016961 不動産業分野への新たな挑戦による、売上拡大と雇用の確保 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 長崎県 佐世保市 Ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏ　ｔｕｔｔｉ． 県内初自ら写真撮影可能なセルフフォトスタジオ有レンタルスペース業で地域活性化 前田　直
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九州 長崎県 諫早市 ＠ｃｈｏｃｏｔｔｏ 地元じゃがいもを使った独自の冷菓の開発による業種転換 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 かわら畳店 菓子製造販売への新分野展開と自動販売機による非接触販売 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社いち花長崎 7310001013541 日本料理店が提案する体に優しい企業向け高齢者向け配食サービス 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 寿司割烹　磯しん 老舗が作った冷凍皿うどんとＳＤＧｓな海鮮料理 中尾　勉

九州 長崎県 長崎市 株式会社ミヤモト 8310001016650 吊り足場を利用した新足場事業への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

九州 長崎県 西海市 株式会社ナカヤマリフレッシュ長崎 1310001002418 高い衛生品質のクリーニング技術を活用した医療や食品分野等のユニフォームレンタル事業 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 雲仙市 お食事処　入潮　 長崎県初！「ちゃんぽん屋が提供する薬膳料理」事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 株式会社松本商事 7310001011834 外食・内食の垣根の融合～居酒屋メニューを自宅で手軽に楽しもう～ 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 諫早市 株式会社岸自動車鈑金 2310001011244 自動車技術の革新に追従するための水性塗料、エーミング機材等の導入による新聞屋展開 たちばな信用金庫

九州 長崎県 長崎市 株式会社桑宮製作所 1310001003779 複合加工の強みを生かした産業ロボット分野へ参入する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＣＬ．１９７８ 2310001014651 “ＳＴＯＲＥ＆ＦＡＣＴＯＲＹ”ジーンズ製作販売事業 島浦　誠

九州 長崎県 雲仙市 有限会社旭産トーヨー住器 7310002016782 建設資材販売業が挑戦！不動産業進出で新たな需要創出事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 東京クリーニング店 洗濯代行とコインランドリーを同一場所で行い利便性を高める事業 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社時愉亭 7310001015018 中長期滞在者等向けのホテル建設と島素材を堪能できる焼肉店「チカノシマ（仮）」の開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社ヤマハマリン西九州 5310001003387 崎野自然公園でのコテージ・ＢＢＱ・イベント・カフェ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社壹良産業 3310002009195 適正リサイクルで海洋資源と再エネを支える 山浦　隆由

九州 長崎県 佐世保市 親永産業株式会社 9310001005495 建材卸が挑戦する本格ＤＩＹ対応のプロ仕様建築資材の専門店事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 からだ整体 大学生に向けた、リクルート用ボディ＆フェイスを作るナイトジム 長崎商工会議所

九州 長崎県 諫早市 有限会社ヤマダ 5310002015679 女性杜氏が造るオリジナル日本酒で挑む！米国市場での日本酒の販路開拓 株式会社コムラッドファームジャパン

九州 長崎県 諫早市 九州化成工業株式会社 5310001007925 発泡スチロール製造設備の『デジタル化＋大型化』による養殖マグロ・浮桟橋の市場ニーズへの対応 諫早商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社エバーグリーン 8310001006338 冷凍のヴィーガン向け佐世保バーガーで売上向上を目指す。 河本　真希

九州 長崎県 雲仙市 関大工工事店 仮設足場工事事業進出による新たな需要創出事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 月香園製茶株式会社 6310001003287 中国マカオ特別行政区への日本一の『そのぎ茶』の輸出事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社スリー・ドラゴンズ・カンパニー 8310002002641 脱接客サービスにより、幅広い顧客層を対象とした地域のアンカーテナント飲食業に事業展開 梶村龍太

九州 長崎県 長崎市 立花縫製　　渡辺久幸 マスカスタマイゼーションを実現する婦人オーダー服の個別受注生産体制構築 株式会社コムラッドファームジャパン

九州 長崎県 対馬市 有限会社金子商店 2310002020228 対馬市の活性化を創出するテイクアウト専門のパン店の開設 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 有限会社エムズ 9310002014082 再生可能エネルギーで繋がる非対面非接触民泊型モデルハウス 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 長崎県 雲仙市 合資会社本多商店 3310003001713 温泉街の老舗酒店による世代間・地域間の交流拠点となる新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ヒューマングループ 8310001005380 コーチングを活用した社員研修並びに集客支援 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｅ・アーキテクト 4310001012785 設計の強みを生かし、戸建て住宅完成までを完全サポート 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社森白汀 2310001007143 「ブライダル、成人衣装レンタル事業」および「法人向け写真教室」 佐世保商工会議所

九州 長崎県 南島原市 三和サービス 高齢者施設向け農産物水煮加工食、惣菜、及び肉類、魚類の形状加工食製造 中村　良治

九州 長崎県 長崎市 ナガベア株式会社 2310001001567 金属加工技術の高度化による再生可能エネルギー市場への新分野展開 齊田　康伸

九州 長崎県 長崎市 有限会社喜助うどん 3310002001367 地元食材を使用した手作りうどん屋がプロデュースする地元食材の専門店街 株式会社経営支援センター

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 有限会社森満工業 2310002008289 オリーブオイルを利用した化粧品等人に優しい商品の製造・販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ユウキ 6310001006843 空き家を再財産化する循環型性能向上フルリノベーション事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社小柳 1310001005370 長崎県における中小企業スマ－トオフィス化支援計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 長崎県 長崎市 有限会社ダイワ工業 3310002008445 ファイバーレイザー切断機導入を通じた製造業への進出、事業構造の転換 大串　智之

九州 長崎県 平戸市 福田酒造株式会社 6310001010449 新工法によるラグジュアリー日本酒開発で海外における新市場獲得 西海みずき信用組合

九州 長崎県 長崎市 株式会社リハテック 5310002016702 介護に役立つＤＸシステムを体験できる空間の建造とＤＸ化支援事業 有浦　勲

九州 長崎県 長崎市 有限会社ロッキー 2310002006160 亀山社中坂本龍馬の夢を長崎のとんかつ屋が日本の食材パン粉で船出する 税理士法人阿比留会計事務所

九州 長崎県 長崎市 株式会社黒川鐵工所 8310001000506 産業用ロボット業界への参入 税理士法人内田会計事務所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ジーバイジー 4330001028978 休眠美容師向け美容訓練スクールの開校 熊本商工会議所

九州 熊本県 阿蘇市 阿蘇薬草園株式会社 4330001018921 自家製薬草を使用した「阿蘇自家製ハーブスィーツカフェ」事業 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市北区 ＨＥＩＭ 自律神経やホルモンバランスの乱れを整える女性専用頭皮整体事業 吉野　恵子

九州 熊本県 山鹿市 農事組合法人鹿本養鶏組合 2330005003178 コロナをバネに！ＥＣ＋自販機＋店舗直販導入による小売業への展開 藤田　傳次

九州 熊本県 荒尾市 有限会社彩コーポレーション 9330002022422 新しい生活様式に合わせたＥＣ事業 荒尾商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社ＮＥＷ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 4330001023616 開放感のある海沿いでバケーション体験ができるアウトドア施設の新規開拓 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 熊本県 熊本市東区 オフィス的場 コワーキングスペースの開設によるビジネス・イノベーション事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 株式会社ｍｓｔ 2330001019368 整骨院からパーソナルジムへ展開し地域住民の健康増進に貢献する 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 しゃぶ×バル　ＴＡＭＡＲＩ 地元食材活用の看板メニュー「しゃぶしゃぶ」のＥＣ等販売事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 本多接骨院 新機器導入・雇用拡充で菊池市初の接骨院と美容の融合事業 寺崎　兼司

九州 熊本県 熊本市中央区 せっけん工場ｔｏｐｉ 耕作放棄地から植物の種を生産、食用油の製造販売により新たな循環型農業を構築する 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 玉名郡和水町 キハココロ 身体×食の健康トータルサポート事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社グローバルワークス・サイトウ 4330001021215 老舗牧場が挑む！黒毛和牛の冷凍加工惣菜食品とギフト商品展開 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 上益城郡益城町 早蕨 益城町で地元の食材を使った安心安全なパン屋の創業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社笹木食品 3330002022840 築２００年の米蔵を使い絶景を一望できる非接触型宿泊施設に改装 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社モイスティーヌルシアル 6330001026848 セルフ式美容サービスの提供による顧客拡大事業 税理士法人ユース会計社

九州 熊本県 熊本市南区 ＳＴＹＬＩＳＨ　ＹＯＧＡ　ＲＯＯＭ　Ｐａｄｍａ ネット社会に生きる現代人の頭ケアに特化した専門店事業への挑戦 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 フードファイト株式会社 3330001020102 商業施設内の飲食店の出前注文ができるＦＯＯＤシミュレーションゴルフ場の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 玉名市 株式会社ビバリーサーカス 1330001023783 コロナ禍のペット需要を捉えたドックラン付ドックカフェへの業種転換 加藤　誠貴

九州 熊本県 宇城市 合同会社みずさわ 9330003007868 プロジェクションマッピングを使用した新しい鉄板事業の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 荒尾市 花水車 花屋が創るおもてなしの心を込めたテイクアウトキッチンカー 荒尾商工会議所

九州 熊本県 天草市 山下商店 計画名「横浦島（離島）における　石油燃料　販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社みはら 5330001020595 和菓子屋が挑戦する「もなか茶漬け」の販売と食事処 熊本商工会議所
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九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ジェイ・インターナショナル 8330001006468 熊本初！ネイル＆エステ・セルフ型複合サロン新規事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 株式会社内野 2330001024062 カフェと美容ライト脱毛のハイブリット営業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社花味亭 9330001021409 飲食・仕出し事業のノウハウを生かした食品製造業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社亜利多 5330002006734 配達事業進出と完全個室化を行い市場需要の獲得による売上増加計画 濵﨑　憲一郎

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 酒楽房笑家 ふるさと納税返礼を絡めたＥＣ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ＹＧＢ 1330001022216 高級焼肉店が運営するファミリー向け食堂「ＢＩＧＪＯＹ」への新分野展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社Ｒａｉｂｒｉｄｇｅ 1330001020871 マッサージ業で培ったネットワークを活用したコロナと共存する清掃事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社銀シャリ亭 5330001005786 高品質銀シャリと凍結総菜はニューノーマル生活の必須アイテム 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 有限会社姫戸タクシー 9330002028948 デマンド型乗合タクシーを展開し過疎地域の公共交通を維持し活性化に寄与する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 人吉市 華の荘リゾート株式会社 4330001015951 海外向けの営業拡大・施設設備の改善による増益計画 藤浦　敏明

九州 熊本県 上益城郡山都町 南阿蘇交通株式会社 7330001014851 観光バス事業の再起！開放感溢れるオープントップバス事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 スポーツバーゴング 熊本市中心部初！都市型グランピングが体験できるカフェ事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 株式会社渡辺建築板金 9330001023917 阿蘇の観光資源と既存事業を生かしたアウトドア宿泊事業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 カームバーン 飲食店×金属加工業によるキッチンカー製造事業 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社美琴 3330001022949 子供の夢を応援し地域を活性化させるスケートボードパーク 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市南区 小山鈑金塗装 旧車ニーズの高まりに対応した新規販路開拓 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社城野印刷所 5330001002370 デジタル技術を活用した、地元・新卒特化型就活支援スカウトサイト 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社ｙｕｓｈｉｎ 9330001028932 飲食業の事業承継に特化したマッチングビジネス 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 株式会社クラオカオートサービスＡＭＵＳＥ 9330001020113 バイク修理技術と旧事務所の重要文化財建物を活かしたワーケーション向け飲食事業の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 アワヤクリエイトカンパニー有限会社 8330002020831 信頼と実績を活用した複合的事業「コロナに負けない会社づくり」 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 合資会社中尾商店 5330003000637 干し芋製品のＥＣ販売事業への新分野展開 アサヒ税理士法人

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社橋本製菓 5330001011818 黒棒既存製品と園児向け食育新製品の新しい生産体制の確立 髙野　晋一

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社明星印刷所 2330002010326 終活のためのエンディングのト゚と自分（企業）史づくりのお手伝い 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605 県内初！塩餃子専門の無人販売店から「おるげんと」イズムを発信 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇土市 株式会社義王産業 3330002025001 「簡単」に「安価」で「安定」した工業用水が確保できる体制を構築する。 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 熊本県 天草市 株式会社ミズキ 5330001017006 水産から医療まで多種多様な分野のコールドチェーン構築に貢献する保冷材製造計画 天草信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 株式会社丸山ステンレス工業 3330001010367 ～ステンレスが生み出す炎の灯～反響を呼んだ自社ブランド製品等の生産計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 荒尾市 株式会社高木石油 2330001011647 デジタル技術を活用した２４時間型フィットネスジムによる健康長寿社会と地域活性化の実現 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社デレクト 6330001010760 県農産物を使用し、テイクアウト及び屋外飲食に特化した『冷たいスイーツ店』 熊本信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 有限会社出崎商会 6330002019966 ロボット走行車システムを導入し、下水道管渠の調査診断事業へ進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

九州 熊本県 熊本市西区 金剛株式会社 5330001001802 コロナ禍における収益基盤分散化のための半導体製造装置向け精密板金事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 八代市 有限会社神園交通 1330002025671 新分野展開　買い物・代行サービス事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社タカハマ緑幸 9330002006482 ドローンで農業温暖化危機を守り、専門分野・人命救助パイロットを育成 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 株式会社川口住建工業 1330001015715 海の害獣エイを活用した天草ブランド商品（食品及び肥料）化事業 吉野　恵子

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 有限会社宮田工業 8330002020195 レーザ加工機導入による半導体製造装置用架台製造へのチャレンジ 松代　和也

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 いけす設備の丸善有限会社 3330002015984 冷凍設備工事で新規事業に参戦！時代に沿った企業戦略へ 加藤　誠貴

九州 熊本県 八代市 株式会社本田商事 9330001013711 業務用エアコンの総合窓口化とバッテリー関連の総合商社化を実現 松代　和也

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社球磨の黒豚 6330001017252 球磨の黒豚６次産業化への取り組み基盤の増強 ＲｅＨｕｇ株式会社

九州 熊本県 阿蘇郡産山村 ａｓｏうぶやまキュッフェ 阿蘇地域初、里山農家レストランのワイナリー参入事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社谷脇ビル 7330001001809 長期滞在・テレワーク向けホテルの運営 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社あすは 8330001017498 入浴特化型　通所介護支援施設（デイサービス）運営事業 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社初の家 2330002008304 最新店舗分析システムを活用したＤＸラーメン店への事業転換 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 玉名市 株式会社レッドアップ 7330001022053 青果での利益減少を新事業でＶ次回復。近隣農家を巻き込んで地方活性化、ＳＤＧｓへ挑戦 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社レインボー 9330002023627 クリーニング店の強みを活かした純和風民泊の運営 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社マルト後藤商店 3330002010036 青果卸売事業者の新鮮野菜を使用した新たなパン販売・菓子販売・飲食複合サービス事業 中山　達

九州 熊本県 八代市 株式会社トーヨー 8330001013869 プロトン凍結機を用いた九州産野菜、果物の冷凍加工品製造 税理士法人日隈パートナーズ

九州 熊本県 天草市 熊本ダイビングサービスよかよか 天草の豊かな自然を活かした宿泊・飲食事業の展開 本渡商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社奥羽興産 1330001000700 不動産賃貸・管理会社の新分野グランピング事業による業績回復 松代　和也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ユーホーム 9330001004792 バーチャルタウンの街中で高性能ハイブリッド企画住宅をみつけた！住宅提案の新しいカタチ 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 宇城市 日の出製粉株式会社 5330001012774 国内市場ニーズに合わせたオートミール製品の製造と卸・ＥＣ販売 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社小林板金工業 2330002025398 長尺板金加工設備の導入による大型施設向け板金工事の受注 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 日東冷菓有限会社 8330002007944 後継者難の自動車整備業を譲り受ける新規事業参入（多角化と内製化） 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ドリームアシスト 1330002012397 霞ヶ浦の魅力を最大に生かすマリンレジャーサービスへの業種転換 株式会社常陽銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ネットワーク 5330001003674 「熊本の街を元気にする」大型ビジョンでの情報発信 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池市 シナジーシステム株式会社 3330001011233 小型精密加工技術を活用した小型ロボット製造への業態転換 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 宇城市 株式会社ビーユーティフル 1330001025061 障がい者とプロアーティストのコラボ作品の貸出サブスク事業 藤本　知也

九州 熊本県 玉名郡和水町 株式会社猿渡工務店 6330001024059 空き家ＤＢ構築による空き家リノベーション物件販売の活性化と循環型社会の実現 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アートワーク 8330001006947 中小企業向け販路拡大支援・即戦力人材育成センター 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ａｌｌｉｓｏｎ 8330001020717 最新養殖技術と立地条件を組み合わせた「陸上養殖・加工事業」への業種転換 西村　信男

九州 熊本県 宇城市 株式会社天草海産 1330001013099 売上平準化を目的としたうなぎの養殖・加工・販売事業への進出 蓑田　聡

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社キュア 2330001026918 社会福祉分野の障がい者グループホームの運営で利用者の自立支援と生活を守るサービス 藤本　知也

九州 熊本県 上益城郡山都町 株式会社歌瀬アウトドアライフ 4330001017196 サードプレイスシェアリングによる新たなライフスタイルの提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 和笑 人気の焼き鳥と熊本ならではの希少食材を組み合わせたネット販売 永村　一泰

九州 熊本県 人吉市 株式会社バイオ・コーポレーション 8330001015956 健康相談・買い物・見守りサービスを兼ね備えた有人コインランドリー事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社野坂屋旅館 7330002027588 ペットサービスに特化した宿泊事業で事業再建 熊本県商工会連合会
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九州 熊本県 玉名市 三共運送株式会社 8330001011435 生産企業とＩＴで結ぶ未来志向型の倉庫設備 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 安田ビル産業株式会社 3330001004708 単なるゴルフ練習場ではなく、これまでにないゴルフ場連携型のＩＴ室内練習場の実現 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 ニューコ・ワン株式会社 6330001026195 地域に書店を残すための「小売ミックス戦略」での新時代の店舗づくり 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社岩崎商事 2330001000385 次の百年、老舗企業が目指すエシカルでエモーショナルな和カフェ 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市西区 Ａ・ｖａｉｌ建設株式会社 2330001022850 モデルハウスを活用した高機能・次世代住宅の新規事業立ち上げ 太田　範雄

九州 熊本県 阿蘇郡高森町 サボジ　ゲスト　ハウス 阿蘇のオーガニック野菜を使ったイタリアンレストランを運営 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 ファースト企画株式会社 1330001026266 災害復旧支援型宅地造成事業への参入と溶接配管製品の生産体制構築 駒田　裕次郎

九州 熊本県 人吉市 つばめタクシー株式会社 5330001015942 水害後の紺屋町通りの賑わい創出を歴史的建物を活用して地域の復興を応援する事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社興農園 5330001001760 新分野への販路開拓！農業用耐候性フィルム製造への大胆な業態転換 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市東区 サヨ・エンタープライズ株式会社 2330001021720 ３Ｄマッピングと当社のセンサー設計技術を活かしたＩＯＴ広告ビジネスへの業種転換 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 山鹿市 千代の園酒造株式会社 8330001010288 アフターコロナの観光スタイルを考えた酒蔵での角打ち施設の設立 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社サンワールド九州 7330001006907 旅行業の名簿と接客力を活用　高齢者に特化した地域密着型のコインランドリー事業に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 かける木工舎 森の木工所におけるライフイベント向けワークショップ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 合資会社西岡勝次商店 3330003003955 他の雑節業者の商品を対象とした冷蔵保管サービス 牛深商工会議所

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リヴァージュ 7330001012632 現店舗の改装によるテイクアウト事業の開始 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社レストラン凱旋門 5330002011528 対人非接触の「映（ば）える」ウェディング・テーマパーク 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社モレナ 1330001004684 無人店舗による新事業とレンタルスペースで店舗と地域の活性化 西村　和真

九州 熊本県 上益城郡御船町 蜩窯 地域と連携！コロナ禍に望まれる癒しの森とオートキャンプ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社山内本店 7330001009249 万能調味料製造に注力し、卸販売やＥＣ販売強化による売上Ｖ字回復 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社フジコーガク 3330001004055 離島の牧場にて低コスト・低臭の牛ふん処理方法の開発計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 宇土市 有限会社堀内自動車 2330002024680 キャンピングレンタカー事業への新分野展開による事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 水俣市 攝津工業株式会社 9330001014338 新開発「全自動玄米ペースト化装置」による新事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社アキバ 7330002000231 板金塗装業で磨いてきた技術力を活かす半導体架台製造への展開 臼井　清也

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社啓文社 4330001010969 ＳＤＧｓ対応！小ロット紙パッケージ製品製造の新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 Ｉｍｐｒｏｖｅ株式会社 6330001027730 伝統技術の六次化産業　技術を身近に 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 天草緑化株式会社 1330001015087 天草の放置林に手を入れ、間伐材を加工販売する新分野展開 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社上野商事 7330001000422 接客・店舗運営ノウハウを生かした食サービス業への事業シフト アイファー税理士法人

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社フロンティアホースグループ 4330001012296 大草原の国立公園内でのワーケーションを実現するための宿泊施設新設の新分野展開事業計画 井上大輔

九州 熊本県 熊本市南区 Ｔ企画有限会社 5330002024579 建築コスト削減のプロによる介護施設専門の開業コンサル業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 明和工業株式会社 7330001004646 鉄骨建築の鉄骨加工技術を活用した産業機械製造事業への参入 中山　達

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社江藤和牛ブリーダーズ 9330001022571 江藤和牛ブリーダーズＥＣサイト 株式会社ケーエフエス

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社水とり熊本 9330001008851 地域連携型・規格外品等を活用した野菜パウダーを製造販売 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社サンワード 1330001007588 ＯＥＭ委託先工場からの事業譲渡と商品内製化のための自社工場の建設 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 Ｙｅｓコーポレーション有限会社 1330002013800 コロナ時代に対応！食の安心と安全を提供する食品加工・製造・販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ダイヤモンドブルーイング 9330001023181 酵母と副原料の無限の組合せを提供、新しいビールの可能性を拓く 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡長洲町 樹心園 ＳＤＧｓを踏まえた、心身の癒し、健康増進を意識した盆栽美容サロンの展開事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 シエロ・インベストメント合同会社 7330003004909 ポストコロナに対応したカフェとライフスタイルホテルの開業による業種転換 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社Ａ．Ｄ．Ｃ． 1330001007638 多様な専門人材をＢＰＯできるワークプレイス「ＡＤＣ　Ｌｏｕｎｇｅ」の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 山鹿市 鹿央運輸有限会社 9330002018420 熊本県運送事業唯一のプリンター施工によるトラックデザイン塗装への取組み 後藤　政文

九州 熊本県 八代市 松木産業株式会社 4330001013716 半導体及び関連製品の新規貨物受託用物流事業計画 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社フィール 9330001016904 移動販売車の販売を見通したモデル事業と屋外広告事業への参入 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社吉次園 2330001010608 地域の規格外フルーツを活用したプリンの製造販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡長洲町 マックスジェイティ株式会社 4330001006827 地域密着型男性専用脱毛サロン店開業による新分野展開 野尻　富也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社東亜不動産 6330001020644 Ｗｉｔｈコロナ時代における不動産業の新たな需要創出事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 ロテ・フェリーズ株式会社 8330001028181 宿泊施設付きＲＶパーク施設等の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社ファッションハウスクローバー 6330001016320 楽しいカラダになれる女性のオアシスに向けた新事業展開事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 アメヤ 特産品加工品の新たな販路に向けたＨＰ等整備、加工場新設及び設備導入事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社景 6330001026757 自家製粉による米粉パンの製造で消費者と農村地域の課題に挑む 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ガレージシステム 1330001006722 アフターコロナ市場、最新技術自動車に対応した中古車メンテナンス事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市南区 ケイズアップ シンプルモダンと機能性を備えた袋用スタンド製造による新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 株式会社前﨑産業 2330001020945 建設副産物をリサイクル！ＳＤＧｓ達成に向けた資源生成事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 八代市 株式会社平家屋 9330001013959 くまもとおふくろの味、にしめ缶詰め商品化と新店舗開設で事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 八代市 橙 焙煎機導入による「テイクアウト・物販に注力した珈琲工房兼カフェ」への事業転換計画 税理士法人日隈パートナーズ

九州 大分県 別府市 株式会社コイート 9320001017060 別府温泉と温泉ブランドを活用した「温泉蒸し」加工食品の開発及び、地域食材「蒸し料理」販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 Ｂａｒ　ＳｕｎＶｉｅｗ バーをハンバーガー屋へ！テイクアウトでコロナ禍を乗り越える！ 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

九州 大分県 大分市 餃子屋２０８ 大分地産の食材を活用し、フードロスをなくす生餃子無人販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ミルヒジャパン 2320001014683 １分３０秒で揚げたてカレ－パンを販売する新規事業の取り組み 別府商工会議所

九州 大分県 臼杵市 後藤製菓 煎餅一本からの多角化を目指し、事業譲渡で飲料事業に進出と今期末法人化イメージアップで販路開拓 久多良木　清隆

九州 大分県 大分市 株式会社ＭＴＲ 5320001014160 高品質かつ斬新なＰＲ動画を地元大分から発信する 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社ＳＡＲＡＢｉＯ温泉微生物研究所 6320001007188 温泉藻類ＲＧ９２（天然由来の抗炎症成分）の高機能鶏用飼料への活用 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社湯の森 3320001014740 アウトドア初心者でも安心・快適なオートキャンプ場の開業 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 名水ゆふの水 音楽と体験型イベントを通じた自然環境融和型キャンプ場事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社ベーシッククリーン 2320001006111 既存事業のノウハウを活かし衛生管理が徹底した美容サロンの開設 須永　達也

九州 大分県 大分市 株式会社山英食品 6320001002750 季節や地域を問わず旬の県産フルーツの流通販売が可能となる急速冷凍商品の開発 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ヴァンチャット 7320002007871 ワインと接遇サービスに特化したコンサルティング業へ参入 岡本　安功
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九州 大分県 豊後高田市 ＵＰ　Ｄｒａｆｔ クリートの意匠登録を活用しトラック競技から特許取得を含むロード競技への新分野展開 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 センス 日本初上陸オイル使用のセラピスト養成スクールと会員制サロン 大分信用金庫

九州 大分県 別府市 ル　プティ　トラン 様々なお客様のニーズに応えられる移動式飲食店 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ウェルビー 5320002013640 感染リスクを抑えた健康と美のセルフサービスの展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社エーストランスポート 1320001016326 運送事業で培ったサービス品質を生かした大正レトロなおばんざい屋の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 大分県 大分市 株式会社デンタルサロンジャパン 6320001016445 日本初！スリランカ固有種キングココナッツを使った商品の販路開拓 大分商工会議所

九州 大分県 豊後大野市 株式会社ネットブリッジ 8320001009835 自販機専用の食品流通（卸）プラットフォーム事業の新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

九州 大分県 別府市 別府バル肉は別腹 「おおいた豊後牛」を用いた当店名物手ごねハンバーグ等の冷凍商品で全国進出 別府商工会議所

九州 大分県 速見郡日出町八日市 有限会社荷宮電工 6320002015801 太陽光発電設備メンテナンス・パネルリサイクルに挑戦し循環型社会の実現に寄与する 大分みらい信用金庫

九州 大分県 中津市 株式会社カートピアキクチ 2320001010740 エネルギー転換を見据えた複合型ＥＶステーションの新設 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社フットサル大分２００２ 3320001003727 ピッチを活かしたランニングバイク事業及びドローン事業による新たな販路開拓及び付加価値向上 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 大分県 大分市 有限会社相澤鉄工所 8320002000454 産業機械用金属加工から高圧送電線挿入治具製造の実現による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 大分県 別府市 ＥＮ―ＪＩＮＧ株式会社 6320001017625 安定した障害福祉分野で、地域ニーズの高い、自立支援グループホーム開業 二宮　基陽

九州 大分県 宇佐市 株式会社ホームセンター・セブン 8320001007715 新しい顧客層、市場の開拓！食品スーパーを中核とした新ハイブリット店舗の開設 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後高田市 株式会社ＭＡＣＲＯ 5320001007973 職人の技術を活かしたリニアモーターカー・ロケット等高度な部品の試作・開発・製造へ向けた新工場建設 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 センス　オブ　ワンダー 標高６００ｍの大自然で体感する「山岳リゾートサウナ」への新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 豊後高田市 有限会社豊の里自動車学校 3320002014582 ～Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ対応型宿泊施設による、地方活性化へのチャレンジ～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社フクトクテクノス大分 6320001002362 新市場を目指すコンプレッサ加工の付加価値創出と事業再構築への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

九州 大分県 別府市 株式会社山結 6320001014572 グランピング施設を新設し事業を再構築する計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 大分県 国東市 株式会社テオリック 2320001008306 ワンランク上の加工精度に対応するモールド金型製造による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社大塚木材 5320001000706 大分市発！別府湾を一望する絶景プライベートサウナ×オートキャンプ場を開設し、癒しを提供する 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 九州アフリカ・ライオン・サフアリ株式会社 1320001007746 ＤＸ化社会に対応する、オンライン配信サービスでの事業転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社秀栄社 3320002003478 ＥＣサイトとデジタルオフセット印刷機を用いた可変印刷事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社大分ペイントスタジオ 7320001008796 粉体塗装工場新設による、半導体業界への新規参入 大分みらい信用金庫

九州 大分県 別府市 株式会社五島エレベーター 5320001006257 グリーン×デジタルによるエレベーターイノベーション 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社サトー運輸 1320001001237 トラック販売事業への参入に向けた取り組み 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 久恒山林株式会社 7320001013929 「香りを五感で体感する」文化財社屋を活用した体験型ツアーの造成 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 由布市 ペットと泊まれる宿　おっぽ 湯布院の農産物を活かし、地域の観光産業と連携した事業再構築 溝口　康隆

九州 大分県 津久見市 有限会社遠藤石油 6320202000545 地元企業の健康経営に寄与する２４時間フィットネスジムの展開 津久見商工会議所

九州 大分県 由布市 株式会社ゆふいん花由 5320001004104 地球環境に配慮した「非接触型高級宿泊施設」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 フーズ＆ギャラリーＷＥＥＤ 滞在型農業体験宿泊施設の開設 大分県商工会連合会

九州 大分県 日田市 有限会社佐々木興産 1320002018809 仏具販売業のノウハウを用いてプロデュースする「終活支援事業」への転換 朝来　浩一郎

九州 大分県 大分市 有限会社ドン 9320002010485 大分県初、コロナ禍で流行る中食市場に移動販売で進出、子どもも食べられる惣菜をＤＸ予約で提供 久多良木　清隆

九州 大分県 宇佐市 大翔工業株式会社 4320001014491 九州・大分の食品と日本全国をつなぐＥＣサイトの開設 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ヤクシン運輸 3320001002729 倉庫業進出による付加価値領域拡大戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 Ｊ　ＰＲＥＳＳ株式会社 6320001011165 プラズマ溶射機を活用した、新分野への参入 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 株式会社仲道食品 6320001002016 「冷凍豆腐」の製造及び量産体制の確立と新規市場の開拓 朝来　浩一郎

九州 大分県 津久見市 菅原工業株式会社 6320201000216 建築用免震装置「ＮＳーＳＳＢ®」新事業展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 有限会社せれくと 9320002003877 クルーザーという非日常空間を活用した「研修」「観光」「イベント」事業の展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 別府市 株式会社九州湯布院リゾート 9320001006303 九州湯布院リゾート・グランビュー湯布院 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 山口鮮魚 海のない街で海鮮をたくさん食べてもらおうプロジェクト 立花　昭彦

九州 大分県 大分市 株式会社日本ピット 6320001000119 レジリエンス社会を実現する製造現場のＩｏＴ化と製品付加価値向上戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社東陽企画 9320001004372 リサイクル事業へのチャレンジ 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡九重町 株式会社やまのゆ 5320003001355 ここのえ～で！！で地元を満喫！地域体験型ワーケーション施設 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 有限会社ヴイ・エフカンパニー 4320002007998 ペットも通える心と身体の未病ケア、癒し空間の構築への挑戦！ 株式会社愛媛銀行

九州 大分県 大分市 合同会社旨香家 8320003001559 居酒屋メニューを活用したパン製造販売業の展開 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 株式会社マルタケ 4320001002604 国産小麦による天然酵母パン作り 本間　健一

九州 大分県 臼杵市 有限会社福伸急送 7320202000437 大分で６次産業に挑戦！ＤＸ加工場で高齢者の生きがい創生！ 岩井　久典

九州 大分県 日田市 合資会社グランドホテル三隈 7320003001254 サービス満点！おもてなしの心を届ける乳幼児歓迎フロアのオープン 日田商工会議所

九州 大分県 国東市 有限会社酒井商店 2320002015202 老舗ガソリンスタンドから、自動車整備認証工場へ新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 速見郡日出町 株式会社イマハシ 2320001008339 ＰＣ構造物向け製造業への参入による事業再構築計画 大串　智之

九州 大分県 別府市 有限会社かなわ観光 8320002011154 コロナ禍でも「暮らすような旅」を体験できる異日常型離れ宿による新分野展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 日田市 有限会社森山運送 2320002019517 ～サステナブルサイクルで林業の町、日田に貢献！間伐材を有効活用し、高付加価値商品を販売～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社一也百 7320001018738 古き良き湯治文化を活かした体験価値提供型宿泊施設への転換 大分県信用組合

九州 宮崎県 都城市 株式会社フィットピア 7350002014774 未活用時間帯における満足度の高い無人フィットネス体験の提供 デルタ経営コンサルティング合同会社

九州 宮崎県 宮崎市 ｎｉｋｏｎｉｋｏ有限会社 9350002005284 理・美容師業界のためのフリーランス向けシェアサロン ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アルファー 1350001000112 需要の高まるアウトドアレジャー用品の買取・販売事業への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 サウスリバー 都城の特産物を活かした、ご当地ハンバーガーのキッチンカー販売 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社環境ソリューション宮崎 1350001012363 お掃除教室の参加者に向けた新商品販売、ＳＮＳマーケティングによる新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

九州 宮崎県 宮崎市 ｂｅｌｌｓ合同会社 5350003003506 地域に根差した新しい「韓国料理店」の展開 山口　徹

九州 宮崎県 都城市 ビーワン 宮崎名物チキン南蛮のテイクアウト専門販売店の新規出店への事業転換 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社バッグのあつた 4350001004564 老舗かばん店が挑む自社オリジナル品の開発及び販売形態の抜本的改革 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社カネック 7350003003355 クッキングスタジオ運営（イベントスペース、料理教室事業の実施） 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 串間市 中村洋子 アロマコーディネーターが贈るオーガニック除菌・消臭液販売への業種転換 串間商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 太陽 バイク販売店と一緒になって構築する民泊施設ショールーム計画 池上　成満
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九州 宮崎県 宮崎市 有限会社田中漬物 4350002002906 地元産品を活かした新商品の開発と生産能力向上による事業再構築 棈木　順一

九州 宮崎県 東諸県郡国富町 株式会社赤木鉄工所 4350001006593 ネット通販主流の時代に機を見た大型物流倉庫建設分野への展開プロジェクト 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日南市 河上水産有限会社 4350002017061 水産加工品の自社製造及び販売展開による販路拡大事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 えびの市 株式会社コウワ物産 1350001012751 青果物加工販売およびコインランドリー事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社ＴＯＰＩＫＡ 6350002008380 地域初！ドローンスクール立ち上げによる建設業界のＤＸ推進への 献 原田　貴史

九州 宮崎県 小林市 株式会社エイコー建設 4350001009811 建設業が大規模直売所の展開で事業再構築と地域活性化を図る 一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 都城市 株式会社システム技研 1350001008023 新たに多品種中量生産を確立し生産性を高め、事業の再構築を目指す 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 檍精機有限会社 5350002000074 最新複合機導入による高生産性実現と半導体製造装置分野新規参入 株式会社西日本シティ銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社戸敷興業 8350002007554 溶接ロボットの導入による大型柱加工の完全内製化と業容拡大 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 日向市 株式会社横山精工 6350001006377 コロナリスクに対応するための新分野展開と生産体制の構築 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社Ｎ　ｍｏｒｅ 1350001011282 顧客ニーズを捉えたⅠ「冷凍トマトラーメン」とⅡ「パスタソース」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 宮崎県 宮崎市 一口餃子の大明神 飲食業から製造業へ！宮崎餃子に贈答品としての新しい付加価値を 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ネイバーフッド 6350001015907 機能性表示食品の柑橘加工品開発、国内外への販路開拓 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社クロキ 6350001007334 小型杭打機による狭小地での杭工事により新分野へ挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 鶏専家　一本気 加工場の建設及び新たな冷凍商品開発・販売による居酒屋業態からの転換 高鍋商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社宮崎潜水 9350002008196 地域資源と専門スタッフを活用した貸切型宿泊施設の新規開業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 延岡市 マツタ工業株式会社 5350001007013 金型製造事業の強みを活かした半導体関連部品への進出 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社Ｈａｖｅ　ｆｕｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4350001015792 日本初、１００％純粋ヒュウガトウキのサプリメント製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 延岡市 有限会社谷明産業 8350002012265 含水率を調整した高機能な木質燃料チップの製造と販売事業 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 相馬工業株式会社 3350001004045 量産体制構築を通じた成長分野参入とビジネスモデルの再構築 大串　智之

九州 宮崎県 都城市 アーム ジビエカー導入及び加工場兼直売所の新設による精肉加工販売事業 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ＴＡＣＯＪＩＭＡ　ＦＡＲＭ 3350003003499 キッチンカーを利用して、ほしい時、ほしい場所で、ほしいあなたへイチゴの笑顔を届けたい！！ 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社田中書店 5350001001032 地域に根ざした事業実績を活かす制服リユース事業 西河　豊

九州 宮崎県 日南市 おれんじ亭 地元食材を使ったイートインスペース付きベーカリー事業による事業転換 有限会社えんがわ

九州 鹿児島県 霧島市 やまと整骨院 療術整骨院の強みを最大限活かしたエステ事業における新規挑戦 池上　成満

九州 鹿児島県 鹿児島市 渕上印刷株式会社 9340001003769 ＢｔｏＣ及びＢｔｏＢ用受注サービス印刷ＥＣ事業の開始 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社大阪昆布フジイ 2340001007834 「彫刻昆布」の開発と「昆布セレクトショップ」の開設による自社直販の強化 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 大茂瓦工場 低炭素型ＩＣＴ対応の建設機械導入による「解体工事業」への進出 鹿児島県中小企業団体中央会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｂａｐｉｃａ 3340001019498 伝統と挑戦を併せた時代にマッチした新たな販売スタイル　～バッハとピカソとど冷えもん～ 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 Ｒ．Ｒ．Ｒ． キッチンカー導入により屋外でのランチ提供と物販事業に打って出る パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 ゲストハウスカムディ 長期滞在貸切型メンタルヘルス・ワケ―ション対応グランピングヴィラ宿泊事業 有限会社インキューブ

九州 鹿児島県 鹿児島市 ダイビングショップエスビー 活火山桜島のもと水中環境を遊んで学ぶお手伝いサービス拠点事業 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社妙見石原荘 1340001008081 テイクアウト販売事業参入による事業の多角化と補完 税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社キミドリ 8340001017357 自社製造オーガニック茶のインターネット販売への転換 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 南さつま市 株式会社トレ・リザイア 3340001022048 新しい生活様式に対応するための新分野展開　ー冷凍食品と外販サービスを通して、顧客の獲得＆地域貢献！ー 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社バザールヒラオカ 4340002007633 アフター／ウィズコロナを見据えた非接触非対面餃子販売の多店舗展開 鹿児島県中小企業団体中央会

九州 鹿児島県 霧島市 ＨＭＩ株式会社 6340002014000 海上生け簀を再活用した観光レジャーおよび魚食文化の復興 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 大島郡和泊町 小林海産 沖永良部の魅力を満喫するスキンダイビング ＲｅＨｕｇ株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社三州キユー・エル 4340002004564 巣ごもり需要に応える安心安全な無添加液体出汁の製造販売事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 枕崎市 マルヨシ花園 菊農家の挑戦、新しい供養、葬儀形式に沿った商品開発と直販事業 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 西之表市 北南コンクリート株式会社 1340001009732 生コンクリート及びコンクリート製品の使用後に発生する産業廃棄物の処理・再生材の製造事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＮＥＯ 4340001012114 スマホで完結！最新技術を活用した災害にも強い住宅販売に挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 キリシマ精工株式会社 8340001008199 高度医療関連部品製造による新分野展開で事業再構築と付加価値創出を実現 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社クリエート技研 9340001008925 超高硬度ダイヤモンド・コンパックス製品の新分野展開 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社白木建設 3340001006315 「スケルトン・インフィル構造の規格型ＩＯＴ住宅」の販売 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 宝徳技建有限会社 5340002026913 建設業が２４時間営業のフィットネスジムで事業を再構築する 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社中村水産 9340002013924 錦江湾の新鮮なお魚を食べられるおさしみ屋の開業。 若松　進介

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 合同会社あまみ徳之島絆ファーム 9340003001234 レジャー客及びテイクアウト需要に対応した冷凍食品製造事業 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 合同会社ひら平 3340003002849 コロナ禍・アフターコロナに対応した会員制焼肉店の新規事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社シード 8340002014469 新車販売から事業安定化の為に自動車車検・整備工場の運営による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 大島郡与論町 合同会社Ａｗａｌ 8340003003223 ダイビング・サロン事業を活かした民泊参入で与論島への移住促進・活性化に貢献 株式会社アクセルパートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社Ｓｉｄｅｄｏｎ 6340003003720 地域とともに成長するクラフトビールづくり。 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社リサーチ＆コンサルティング鹿児島 7340002012531 超高速凍結技術による完全調理済み食品の開発、製造、販売事業 スタトバ株式会社

九州 鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 5340001011841 美しい東シナ海のサンセットビーチ　グランピング地域貢献事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社かんもぉーれ 1340002013080 徳之島の気候と健康志向のパン作り技術を活かした宿泊事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社丸平リース工業 6340002021343 奄美大島で地域資源を活用したカフェと土産物店の開業 株式会社ＨＲ　Ｔｒｕｓｔ

九州 鹿児島県 鹿屋市 要商事有限会社 7340002025161 飲食事業からオートキャンプ場事業への転換で事業再構築を目指す 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＦＴＨ 5340001011321 モノづくり技術を活かしたビールサーバＩＯＴシステム事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社西牧自動車 7340002026135 新ボディ構造や特定整備を必要とする先端安全自動車に対応した、自動車整備の新分野への参入による事業再構築 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 姶良市 有限会社天国 5340002013878 ポストコロナの新しい葬儀及び関連サービス（仏具・宇宙／樹木葬・海洋散骨）展開 若杉　拓弥

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社川内ホテル 2340002016768 長期宿泊プラン新設！テイクアウト・デリバリー事業新規参入で地域振興に貢献！ 税理士法人押井会計

九州 鹿児島県 薩摩川内市 小城製粉株式会社 5340001008524 医療・介護現場の問題を解決する「スマイルケア食」製造業への進出 中谷　健太

九州 鹿児島県 枕崎市 有限会社岩戸商事 7340002023751 枕崎市の観光ホテルで初のワーケーションへの取組による地域活性化 岩本　秀巳

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社ライクアール 3340001019127 既存技術を活かしたデジタルサイネージ事業の展開による事業再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社サン・スマイルフーズ 2340001020936 地域素材と自社ブランド食材による栄養機能性フルーツアイス等の製造業への転換 霧島商工会議所
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九州 鹿児島県 霧島市 ヒーローテクノス有限会社 6340002014553 立型マシニングセンタ導入による、半導体製造装置金属部品加工への新分野展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社エリアフード 7340001013175 非接触、非対面型の天ぷら専門店及び２店舗連携事業の構築 中筋　一郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社スタッフビジョン 6340003002846 地域医療機関と連携した効率的な介護サービスの取組み 久保　武志

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ベスト青果株式会社 4340001008673 青果物卸売業者が挑む、地産の青果を活用したカフェ事業への業種転換 サポート行政書士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ゆめりあＳＣ 3340003002064 産直野菜でつくるスムージーと郷土料理のお惣菜で美味しいと健康を提供 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 中村歯科補綴研究室 最先端デジタル機器と匠の技で、地域歯科医療へ貢献する非対面型歯科技工所への転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 鍼灸整骨院ｎａｇａｓａｋｉ 症状別の分析・解析によるトレーニング指導付きフィットネスジム事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

九州 鹿児島県 曽於郡大崎町 天星酒造株式会社 7340001014933 創業１２０年培った焼酎蒸留技術を活かした、日本産ウイスキーの製造事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 虎とジェット建築設計事務所オハコ 地域初！鹿児島の魅力を打ち出したミールキットの製造・ＥＣ販売 ベンチャーファイナンス株式会社

九州 鹿児島県 いちき串木野市 有限会社ＲＵＮ 8340002018115 クルマ販売・修理業の挑戦！移動販売車の架装事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 かっぱ亭 古民家を再利用した低接触型店舗の創出とセントラルキッチンを活用したお持ち帰り商品の販売 大迫　守弘

九州 鹿児島県 薩摩川内市 峯　夕子 地域の異業種協働によるジビエ肉ＥＣ小売り販売事業の展開 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社プレッソ 1340002014491 鹿児島県地産地消のこだわりギフト製造販売フードロス削減事業 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 垂水市 有限会社森水産 6340002026631 鹿児島県発！養殖業者課題のフードロスを解決する「ＳＤＧｓ自動販売機」 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 今吉製茶有限会社 6340002015329 霧島茶・霧島抹茶の魅力を発信する『リッチカジュアル』な絶景カフェ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 平成ポーク株式会社 6340001014793 養豚場直営ラーメン店開業による食品リサイクル循環型ビジネスモデルの実現 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ビユーテイサポートウイズ 7340001003622 「美容業界」から「健康業界」へ進出～２４時間フィットネスクラブの開業～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 枕崎市 有限会社カネマツ 8340002023783 自社製造のかつお節を使った体験型出汁ショップおよびＥＣの開設 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 第一プラスチック工業株式会社 9340001002473 紙ラベル・紙シール印刷機導入による鹿児島県初の総合パッケージメーカーへの挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 瀬涯機工株式会社 4340001011776 新しい技術導入による新規分野への製造改革～医療機器分野へ挑戦 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社サンシャイン 1340001015549 地域の特産品や観光資源を活かしたグランピング施設の新規開業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ジアドナ 5340001013516 障がい者の自立を支援する出張リラクゼーションサロンと障がい者グループホームの運営 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社オトコミセ 8340002002283 外国人向けの食料品、日用品販売を足掛かりにネット販売への展開 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社杜ノ輝 9340001020756 建築の世界観を広げる「ＤＩＹカルチャースクール」の開講 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社Ｌｉｎｏ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5340001019835 地域初の『地元密着型　観光市場（いちば）』新設 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ウィングライト 6340003001501 バイク専用ガレージ及びセルフピットのレンタル事業 平野　謙二

九州 鹿児島県 霧島市 霧島運輸倉庫株式会社 4340001007221 地域初となる焼却炉施設導入による産業廃棄物処理のワンストップ体制の構築 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社さくら 6340001019818 世界自然遺産の島で心と体が整うプレミアムステイを（サウナ付貸別荘＋ワーケーション事業） 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社ＯＺ 4340001009936 ギフトショップ店が手掛ける「心から大切な衣類のお洗濯事業」 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 丸山海産有限会社 3340002009192 海鮮や　繁栄丸の運営 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 南さつま市 株式会社トゥーコネクトダイニング 5340001021394 地元の食材と地元の観光にスポットを当てた観光地設備事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社惠クリーニング店 6340002009685 非接触２４時間受渡しユニット店のクリーニングとコインランドリーの運営 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南っこ 4150001018106 自然と接点がもてるコミュニティマルシェ「八重の里」の実現に向けて 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社創夢企画 2340001015572 ホテル及びその他関連事業 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 伊佐市 有限会社鹿児島食販 4340002014638 ナノバブル発生装置実証実験ＬＡＢＯ整備による受注効率向上事業 園田　剛士

九州 鹿児島県 奄美市 一般社団法人ＡＭＡＭＩＭＡＭＡ 7340005008865 世界自然遺産の地「奄美大島」の食材を活かした食品・食肉加工施設（奄美初ＨＡＣＣＰ対応） 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 八木竹工業株式会社 2340001008758 未来へ繋ぐ地域資源の宝物を歴史ある日本遺産から世界へ発信 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社薩摩水道 2340001008535 水道屋さんの技術でＤＩＹトータルサポート事業！　～地元の職人が力を合わせて、「廃材・古材」を活用しＤＩＹを盛り上げる～ 神園幸太郎

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 奄美海援隊株式会社 8340001016920 遠隔管理可能な主電源を再生可能エネルギーとする食品加工センターの設置、運用。 琉子　敬仁

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＫＥＮＴ’ｓ　ＡＵＴＯ 4340001020001 アプリを使った愛車の整備状況をお知らせする自動車工場 神園幸太郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 グッドラック　スターガーデン もう海岸に行かなくていい！九州西海岸でリゾートレジャーグランピング 神園幸太郎


