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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社マエスト 8290001087174 バスドライバーへの安全運転能力検定事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社エルエル 6290001077920 中華料理屋から中国本土の本格紹興酒小売業への事業転換 鈴木　康一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＨＩＮＷＡ 1290001091901 料理で離島の買い物難民問題、観光消費増などの地域改題を解決 税理士法人白川会計事務所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社春崎電気工事 1290002018969 販売・工事をワンストップ提供　『衛生・災害・環境設備販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社安東工業 4290801021352 人口流入による建築ニーズを満たす基礎工事・解体工事等事業参入 楠本　拓也

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社岩下工業 8290001048283 建築物用金属製品に加え一般消費者向け金属製品に参入し、危機を乗り越える。 鈴木　秀信

九州 福岡県 福岡市博多区 平戸金属工業株式会社 1290001041559 デジタル設備導入で新たな海外市場開拓と生産工場の省人化の実現 おかべ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 田主丸ラーメン五炉 テイクアウト専門店とテラスの設置で、地域の憩いの場に業態転換 税理士法人ライジング

九州 福岡県 久留米市 株式会社高田車輌 1290001049899 農業用ビニールハウス製造業からトリミングサロンへの新分野展開 権藤　祐一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイラ 6290001058945 自慢のパンを全国展開パンスクへの新規参入計画書 税理士法人エルビーエー

九州 福岡県 飯塚市 株式会社丸島園 1290001045741 八女茶の甘味で海を越える！製菓用抹茶製粉販売事業 楠本　拓也

九州 福岡県 宮若市 有限会社きものギャラリー由布 7290802021398 着物保管およびメンテナンスを軸とした着物に係わる総合サービス事業に進出 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社吉冨 4290002018099 食品ロスを活用したオリジナル手巻き寿司専門店への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社サロン・ド・セキ 7290002008155 女性向けウィッグの販売とフィッティング・デザイン・スキンケアのトータルサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 宗像市 株式会社福禄寿 3290001083483 悩みゼロの身体をつくるセルフストレッチジムの運営 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ジラボ 5290001030896 健康寿命延伸へ挑戦。自転車×ストレッチで「動きたくなる身体づくり」を支援。 井上　明彦

九州 福岡県 福岡市西区 ＦＵＴＵＲＥ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ株式会社 3290001080407 島の猪の捕獲・解体・加工事業ならびに能古島ジビエ商品の販売 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社あさクリーン 8290001073975 冷蔵・冷凍食品の自動販売機事業による企業のアップデート 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社日本介護予防研究所 5290001028098 福岡県で初の介護事業者が行う介護脱毛等サロン 内田　悦司

九州 福岡県 行橋市 株式会社エムワンカンパニー 9290801015894 テイクアウトと配達も利用できる惣菜を中心とした飲食店の出店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 古賀市 ニューフェンス工業株式会社 3290001067445 土木工事進出に向けたワンストップ受注及び作業効率向上 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 焼鳥たかはし 焼鳥店から冷凍煮込みうどんの製造と冷凍自動販売機による販路確保 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＣＬＡＳＳＹ 4290001065753 冷凍餃子無人販売の展開と次世代型美容品の提供による「おうち美容」需要の取込み 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 環境のＫｏｊｉ 地域一次産業の発展と環境を支える熱サイフォン・システム販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＳＯＵＩＣ 8290801025639 土にかわる新素材「パフカル」を用いた壁面緑化と観葉植物事業 ＡＰＧ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 大自然 キッチンカーとヒーローを融合させた新ビジネスモデル展開 日髙　強

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ステージクルー・ネットワーク 7290001028749 ニューノーマル時代の舞台芸術の発展をトータルサポートで支援 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プレム 4290001031029 ヒト幹細胞培養液を使用した美容液の製造販売 株式会社フォーバル

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社千鳥 7130001034713 墓石の実店舗販売からＶＲ展示場による販売方法への進出 渕上　耕司

九州 福岡県 糸島市 うるう伊都整骨院 持ち帰り専門唐揚げ店の新規開店 青葉総合税理士法人

九州 福岡県 うきは市 トイカフェアンドバー ＴＯＹ　ＳＴＵＤＹ　新設改修事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＳＲＫ 3290003001278 屋上で貸切ＢＢＱ＆サウナを楽しめる福岡初のプライベート空間 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社オクイチ 2290001083831 解体事業から土木工事事業への参入 株式会社成研

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社豊新自販機サービス 3290002005965 コンテナハウスによる新事業と食品自販機による売上回復計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 赤坂　藤田 一流の料理をテイクアウトでお手軽に！新分野展開により売上ＵＰ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社玄繕 1290001082462 破棄される石をアップサイクルし、石を宝にする事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社大伸商会 2290001019141 グローバル人材活躍の基盤づくりとなるバゲージラッピングサービスの展開 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 行橋市 株式会社ワークワンズ 6290801024849 新規事業：プログラミング教育を盛り込んだ児童発達支援・放課後等デイサービス開始によるＶ字回復の実現 株式会社南日本銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社九州ケーワン 1290002014836 「薬膳ハトムギ麹」とその加工食品の店舗およびＥＣ販売確立事業 西河　豊

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社アルソアエラン 8290801004246 アレルギー・アトピーの方向け乳製品・卵・小麦粉を使用しない冷凍ピザ販売 魚谷　康行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 一般社団法人日本音楽脳育協会 6290805008063 「音脳音楽教室」のフランチャイズ展開 原賀　侯爾

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ＨＡＣＯ　ＬｉＢ 8290001096258 多様な業務を通じた福祉サービス利用者の自己成長と企業の業務支援の両立による地域共生社会の実現 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 合同会社オールワン 4011103008479 農業用土壌改良資材の製造・販売による再構築事業計画 鈴木　ゆい

九州 福岡県 糸島市 株式会社玉広食品 9290001033350 バイクでのツーリングニーズに対応した『地産食材がテーマの糸島初ライダーズカフェ』経営 レンタルＥＣ株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社ＡＩＤ 7290802012216 最先端水素技術で効率倍増！害獣駆除罠の製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社まんぷくカンパニ 9290802010853 ＡＩマッチング機能を備えた海外人材紹介プラットフォームの構築 富永　一也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社リクリエ 4290001073038 業界復活を当社が牽引！先端技術活用によるホテル運営高度化事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ＨＥＲＥＮＣＩＡ 3290002031862 自社倉庫を撮影・イベントスペースに改装し地域社会の活性化へ 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ディーキューブ 3290001065119 職業紹介業からリラクゼーション業への業種転換 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 特定非営利活動法人ドッグセラピージャパン 9290805008432 犬を飼ってる人も飼ってない人も楽しめる総合体験型ドッグパーク 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 合同会社ポルト 3290803003151 地域の特色を活かした菓子（お土産）の製造・販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社エス・ケイ・エム 1290801019507 北九州市の空き家問題を解決する賃貸アパートの断熱リフォーム事業 伊藤　智史

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社潑剌 7290001060181 定額制『高性能ＡＩ判定による、英文発音練習コンテンツ』のＷＥＢ販売 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ドッグサロン　イヌクロ 非接触型・完全無人のセルフ脱毛サロン事業 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 春日市 ＩＮＤＩＡＮ　ＳＰＩＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 9290003008219 コロナ禍を配慮した物販事業、テイクアウト事業、ＥＣ事業を軸としたマルチチャネル戦略の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 宗像市 ＭＡＮＡ　ＨＯＵＳＥ 隠れ家的美容院で、プライバシーが守れる脱毛サービス事業を開始 向井　裕人

九州 福岡県 福岡市中央区 煙草屋 地域に根差した飲食店から地域に根差したブルワリーへの新分野展開 福岡信用金庫

九州 福岡県 八女市 ＬＩＦＥ　ＬＡＢＥＬ フルリモート対応、商品撮影・特殊撮影専門スタジオの開設 八女商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社たかしるや 2290001073634 福岡の料理を東京で提供し、当社に新たな風を巻き起こす 寺崎　兼司

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 株式会社ニッショウテクノス 1290801014565 ウィズコロナ・アフターコロナにおいて高い需要が見込めるアウトドア分野への新分野展開 株式会社大三経営事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルサ 9290001002611 紛失防止効果を伴うクリーニング商品ＲＦＩＤシステムの導入 株式会社豊和銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社コンボイスイッチ 6010401118491 ＮＦＴアンティークコイン販売プラットフォーム事業の新分野展開 井上大輔

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社コンロッド 1290001070780 高齢者みまもり及び生活支援クラウドサービス事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＬｅＶ 4290801026780 インバウンド回復期に向けた、清掃と就労支援の融合サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 Ｍａｓａｓｈｉ　Ｔａｋｅｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 設計力を活かしたコワーキングオフィス・アトリエの運営 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｅｍｏｌｕｔｉｏｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 3010401095899 ウェアラブル端末を元にした健康管理システムの法人向けサービス構築 末信　公平

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＭＩＮＡＭＯＴＯ 2290801024365 肉料理・もつ鍋店が作る、国産和牛ハンバーガーカフェレストラン 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社キョウエイホーム 7290001031232 食品自販機導入による地域食文化の活性化計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社幸華貿易 6290001032933 ポストコロナの時代を見据えた輸入ジュエリーのライブコマースへの展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＢＧサイエンス 1290001032723 キノコスナックを手軽に食べるフードイノベーションで事業再構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社バーグ 4300001008941 ニュースタイルの食卓需要に九州産一枚板テーブルと有田焼を提案 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 糸島市 カフェアンドバル　フェリーチェ イタリアンレストランからテイクアウト専門店へ業態転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ブレア バス釣りのメッカである遠賀川にて実施するボート付きガイド及びボートレンタル業 株式会社わかば経営会計

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 2290001058247 音楽制作（ＤＴＭ）に特化したスクール事業の展開と人材育成 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エターナルプレイス 5120002058037 ”福岡市介護保険事業計画”に基づいた女性スタッフのみで運営する女性が安心できるグループホーム事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社児島保険事務所 2290002030717 アロマとリンパマッサージでお客様にひとときの安らぎを 寺崎　兼司

九州 福岡県 大牟田市 株式会社石橋 1290001063660 新業態の飲食サービスによる新規顧客開拓事業 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Ｈ．Ｏ．Ｉ 6290001071320 糸島産の高級豚肉を多くの方へ！セントラルキッチの改装を行う 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ハーツクリエイティブ 3290001035212 レンタルアンティークを活用した「子どもハウススタジオ」の開設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社ヤスナガ 9290001053282 半導体・情報通信産業への参入によるグリーン成長戦略の実現 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 柳川市 大坪ＧＳＩ株式会社 1290001052696 新分野展開　ＳＤＧｓ自社初　太陽光パネルの完全リサイクル事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ＰＦテック株式会社 4290801022895 高精度プラスチック加工技術と提案力を活かした自動車・医療分野への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社野原商会 3290801005620 子供たちに青い地球を残す！複合素材プラスチックリサイクル事業 楠本　拓也

九州 福岡県 久留米市 丸久鋼材株式会社 3290001049617 薄板加工技術の獲得・更新による洋上風力発電向け製品等製造への進出 松代　和也
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九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社フィード 1290801010465 資源循環型社会を国産竹で構築！みらい竹プロジェクト 楠本　拓也

九州 福岡県 久留米市 株式会社創世エンジニアリング 7290001049043 超精密加工技術を活かして電気自動車向け金型部品一貫製造に挑戦 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社三和綜合土木 4290801001585 地域産物「竹」を中心にしたゼロ・カーボンサイクルによる事業展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 直方市 正栄工業株式会社 9290801014153 ロボットを活用した生産プロセス自動化で生産性向上と大型半導体製造装置部品への対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 田川郡赤村 株式会社農創会 7290801024055 耕作放棄地の復興による有機農業の展開と有機農産物の販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 ドローンチェック株式会社 3290001087534 大型赤外線ドローンによるコスト低減太陽光発電パネル等点検サービスへの展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社快適空間ＦＣ 8290001024615 建設分野のＣＯ２削減・ＩＣＴ施工化に繋がる高精度位置情報サービス 木村　壮太郎

九州 福岡県 久留米市 株式会社森光商店 2290001049700 畜産業の温室効果ガス低減に資する高付加価値大豆選別技術の取組 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 夢ＬＩＮＥ株式会社 6290001062419 頭皮管理ＡＩアプリ開発及び最適なケア対策プラン、シャンプーの提案 木村　壮太郎

九州 福岡県 直方市 株式会社日研稲吉 3290801014935 ＥＶパワートレイン市場向け電磁鋼板製造用金型開発及び製造体制構築による新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 フレンチ屋台総州 フレンチ技法のカレーとカツサンドで食品ＥＣ市場への業態転換 齋藤　由宇

九州 福岡県 久留米市 肉や一ノ剱 和牛手ごねハンバーグ等の製造と非接触ドライブスルー販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ほり野 4290001061629 うどん屋の人気の味と素材を活かしたカレーパンのテイクアウト販売 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳＰＩＣＥ 9290001074865 既存事業の高いリピートノウハウを活用した立ち飲みバー事業に挑戦 トキワコンサルティング株式会社

九州 福岡県 柳川市 株式会社小野末吉商店 8290001052723 アウトドア用コンパクト敷布団の事業化を行い、ニッチな需要に応える提案型企業へ 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社平尾水産 1290801003130 通販事業のリソースを活用した自社開発製品とブランドの認知度拡大 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スプリングスタイラー 4290001076263 既存の雑貨アパレル×飲食の新事業を展開　最新デジタル技術の活用で生産性向上に挑戦 トキワコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＴＯＥ 3290001063551 ブランドコンサルティングパッケージ 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米サンモード 5290001048724 地域の名産品の久留米絣や久留米織を使ったパターンオーダーのファクトリーブランドの立ち上げ 久留米商工会議所

九州 福岡県 柳川市 有限会社大和商店 8290002054140 農業・園芸向け藁製品製造で培った技術で太陽光発電向け防草シートを開発、製造事業へ進出 坪根　一郎

九州 福岡県 太宰府市 グッドライフカフェ 当店オリジナルのカタラーナに特化したテイクアウト専門店の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ 3290001078731 ボリューム満点　天神名物本格的アメリカンランチのテイクアウト 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ウエストブレイン 9290001055436 ＷＥＢコンテンツ制作から、チケット・金券に特化したマッチングプラットフォーム事業へ、新旧事業のシナジー最大化を図る新分野 坪井　亮

九州 福岡県 太宰府市 合同会社悠悠 9380003002294 最新設備導入による『焼付塗装』及び『ウェットブラスト』の新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糸島市 フルーレ 自社加工した原材料を活用した新商品による卸売販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 大硝産業株式会社 9290001049074 障がい者支援事業と運送事業を活かした倉庫業への新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 やきとり稲田 おひとり様歓迎！第三の自分の居場所としてリラックスできる和食店の開始 笑顔商店株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 やきとり六三四 コロナで売上減。福岡地区では珍しい価格帯の寿司店新規出店事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 丸貴ラーメン コロナで環境変化の農業事業者。人脈から餃子自販機事業を新展開。 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ライズ 2290001079706 社内人的リソースを活かして、コロナ対策した個室美容室への転換 翠税理士法人

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 株式会社ダイテック 5290001044459 金属スクラップリサイクル事業の展開による循環型社会構築への貢献 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 太宰府市 株式会社ジェイエイチキュー 6290001070603 環境・安全配慮型の新製品開発によるグランピング市場への挑戦！ 平野智一

九州 福岡県 北九州市小倉北区 西小倉運輸株式会社 9290801002752 五感（味、匂い、音、触感、景色）を刺激する非日常グランピング施設の開業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 山下株式会社 2290001049717 創業８２年、１，７９０社の取引先を持つ繊維商社が、世界的に需要が増えている国産織布の製造に着手する 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社ヒロナリ焼付塗装 7290001078125 令和の「日の丸半導体」に貢献する「半導体製造装置部品の塗装」への参入			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 株式会社内藤鍛造所 5290801014462 世界主要船級の認定工場として培ってきた高い技術力を活かし、脱炭素社会を支える風力発電大型部品等の製造計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社有吉商店 2290003011971 オリジナル商品「博多担々麺」のＥＣ事業進出による全国展開 翠税理士法人

九州 福岡県 築上郡吉富町 株式会社ハイダイ工業 4290801015148 ワンストップ対応で低コスト実現！ＥＶ車「モーターコア金型部品」製 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社一鳳 4290801023695 観光客向け「体験型」海鮮専門のイートイン＆テイクアウト店の実現 井上　拳

九州 福岡県 福岡市博多区 神田たまごけん　福岡天神店 オムライス専門店が「美容」業界へ進出！コロナリスクに対応した「セルフ脱毛サロン」による新分野展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 朝倉市 有限会社桑野研磨工業所 4290002043510 難削材の超精密研磨加工技術の導入による環境機械用部品等の受注拡大 笑顔商店株式会社

九州 福岡県 福岡市南区 星月舎 シニア世代の健康不安を取り除き、対面型コミュニケーションの場を提供するための、フットケア・リラクゼーションサロンの展開 柿塚　英樹

九州 福岡県 北九州市門司区 冨田鉄工株式会社 6290801005543 火力・原子力発電分野進出に向けた機械加工の内製化による加工技術向上とＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

九州 福岡県 筑後市 有限会社協英工業 3290002047116 打抜加工技術の習得と既存技術力を掛け合わせた建築金物事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 北九州市門司区 協和内燃機工業株式会社 5290801005214 旋盤加工技術の高度化による洋上風力発電事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 八女市 株式会社堤鉄構 8290001047368 製造プロセス変革により大型・重量鉄骨部材加工の内製化、事業の再構築を行い大規模案件への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 炭火焼　火の鳥 酒類提供に依存しないランチ中心のコロナ禍に強い飲食事業への転換 松代　和也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社Ｋ，ｄｅｎｔａｌ 2290802011313 超高硬度材チタン加工設備新設による保険適用外市場への新分野展開 苅田商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 西日本エムシー株式会社 2290001015322 医療情報連携ネットワークの課題を一気に解決するサービスの開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大牟田市 株式会社山本製作所 7290001054101 多品種少量生産能力を生かした代替燃料発電分野への新規参入計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 春日市 有限会社山水社 2290002040807 本人の想いをカタチへ！　完全オーダーメイド『弔いプランニング事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ヒラオフーズ 9290001026148 福岡の特産品化を目指す「いかの塩辛」のＥＣ販売と新工場の設立計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ミハラ金属工業株式会社 7290801010674 パワーコンディショナー・インバーターに使用するコネクタ部品の一貫生産 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 美容室アティック オンライン貸衣装事業及び定額制のセルフ脱毛事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社萃豊閣 3290002015840 地域中核施設で行う健康フィットネス事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ウメケン 5290001086716 道路橋施設の老朽化に伴う、公共補修工事市場への新規参入 藤川　剛士

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＩＴソリューションズ 8290001023765 ヒト幹細胞培養液を使用した新たな美容鍼灸事業への進出 福岡商工会議所

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社優栄 8290001057251 太陽光パネル発電の熱効率を上げるシート施工事業の新展開 渡辺　日菜子

九州 福岡県 久留米市 有限会社渕上熔接 5290002049944 熟練熔接技術を先端設備の導入とともに、コンテナ製造へと業態転換 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヨシミ精工 これまでの失注分を漏らさず受注！需要が増加する半導体製造装置部品等の高精度対応等による受注増計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ベネフィット 3290001084572 脱炭素を推進する電力／設備管理システム提供事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｂｕｌｌｓ 2010901044844 スペースとセラピストのマッチングプラットフォーム事業 トリプルナイン株式会社

九州 福岡県 太宰府市 彬商事株式会社 8290001086440 環境負荷の軽減に貢献する「再生樹脂ペレットの製造販売」事業への参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社シンコー 7290001013684 強靭なタオル生産体制構築及び新商品開発による売上・販路拡大事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市若松区 ダイレクトオート アウトドアを身近にする軽トラシェルのレンタル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 久留米市 有限会社ディンプル 8290002049529 設備工事業からＰＮＦストレッチマシン製造・販売事業への転換 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市東区 ほのぼのライフケア合同会社 2290003007838 障碍者向け訪問介護事業者の新分野カフェ事業による業績回復 松代　和也

九州 福岡県 直方市 株式会社タス警備 6290801014206 介護分野へ新たな共創を！『介護特化型警備ｐｌｕｓ事業』 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社Ｏ・Ｂ・Ｕ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5290001042677 ポストコロナ時代にも対応できる先端的技術を利用した食品加工・製造・販売事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 福岡県 北九州市若松区 有限会社九州電機精機 8290802018889 半導体製造装置用部品・試作品加工への新分野展開とシナジー効果の発揮 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市八幡西区 メイク株式会社 8290801021679 「地域で一番安価な価格を実現した２４Ｈフイットネスクラブ」 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 直方市 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047 新分野　海外企業も含めた幅広い鍍金加工サービス分野への進出 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社桃庄 2290002032143 屋台時代のラーメンと焼き飯を提供する新規店とテイクアウト事業強化 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 株式会社キュービ 7290001080361 高級婦人服の製造技術を活かし、自社ブランドの開発・製造・ＥＣ事業の立上げ クレアスト株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＳ　Ｃｒｅａｔｅ 3290001056514 クラウドソーシングとシェアオフィス事業を組み合わせた職業紹介事業への転換 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 株式会社ロジャーサービス 8290001066153 不動産会社が手掛ける大規模インドアゴルフ場 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社今村工務店 7290801009056 福岡県工務店の業態転換による高耐震住宅と非対面内覧の仕組構築 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 北九州市小倉北区 有限会社高田町調剤薬局 1290802003872 薬剤師が提案する気軽に取り入れる薬膳・自然食とナチュラルヘルスケア 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＯＬ　ＦＡＭＩＬＩＡ 4290001060465 九州の名産品を全国へ！「お取り寄せ」ができるベーカリーへの挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社清水商店 3290001022185 飼料卸売会社が選択型香水販売店舗の開業 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市中央区 天安 老舗の天ぷらをテイクアウトでお手軽に！新事業で売上ＵＰを図る 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 カットハウスエム 快適、癒しに特化した個室型理容室での「脱毛・エステサロン事業」を起点とした新たなビジネスモデルの構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社リュウビ 7290801008702 プラント設備や配管工事等における、プラスチック製部品の製造 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市八幡西区 焼き鳥炊き鳥せい家 無添加作りたての看板メニューを冷凍自動販売機で２４時間販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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九州 福岡県 田川市 株式会社岩本製作所 8290801016274 熟練アルミ加工技術を転用した半導体部品製造への進出プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 クローバー技建株式会社 9290001025843 不動産・建築・内装の三位一体による中古住宅リノベーション販売事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ｅｌｓｅｉｆ 4290001071066 受託開発事業から、医療機関向けコールセンター事業及び患者向けＷｅｂ予約システム開発への事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市東区 ボクシングスタジオハート 「健康ドリンクカフェとオンラインヘルスケアで健康サポート」 西田　重和

九州 福岡県 柳川市 バリー 地域資源を活用したＳＧＤｓ型サウナ＆炉端焼き店の開設 柳川商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 株式会社アクティブ・エイジ 5290801008539 食品微生物の迅速検査を提供するサービス アルタス・パートナーズ合同会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社日展コーポレーション 8290001051650 新事業：デジタルサイネージによる大型ビジョン広告事業に進出 久留米商工会議所

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 株式会社ツカサ 5290801011071 成長分野である空気調和設備市場への新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 アトモスダイニング株式会社 7290001024896 レストラン業からベーカリーショップへの進出による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 れすとらんつきみち ヒト幹細胞培養上清液の販売プラットフォーム構築事業 永山　寛正

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社テツシンデザイン 4290001079885 卓越したデザイン×ファンマーケティングによる地場産業のプロモーションスタジオ『ファンマーケティングＬＡＢＯ（仮）』の運営 沼田　浩一郎

九州 福岡県 直方市 株式会社名島鉄工所 1290801022428 高精度の旋盤加工技術を生かした半導体製造装置市場への参入 井上哲也

九州 福岡県 大野城市 有限会社ジェイエムプレシジョン 1290002039313 半導体製造装置部品等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社リアリムジャパン 8290001035100 新建材のログキットを販売、テレワーク及びコロナ対策分野へ進出 西岡　隆

九州 福岡県 みやま市 ＩＤＦ株式会社 5290001052635 地域ブランド産品を活用した健康特化型新スタイルカフェの開設計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社Ｄｉｖｅｒｓｉｏｎ 3290801025288 美容系フリーランスのためのコワーキングスペース経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社美容集団ｍａｒｕｍａｓａ 4290801017672 北九州初　女性の自立を支援　トータルビューティシェアサロン事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社阿部光林社 8290801009583 ＩＴ弱者でも円滑導入が可能な葬祭業基幹システムの開発と販売 相賀　崇

九州 福岡県 福岡市博多区 健幸ライフ株式会社 3290001065639 アフターコロナ時代の従業員の健康を見守るサービス事業への業種転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 中間市 株式会社イワサキテック 5290801024321 職人の安全と日本のインフラを守る「システム吊り足場」の導入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｒｅｌｅａｓｅ株式会社 2290801026130 介護現場をカイホウするデータ連携ソフトウェアサービス 太田　範雄

九州 福岡県 宗像市 株式会社ヒロメンテナンス商会 3290001037290 ファイバーレーザー溶接による福祉・介護向け機器製造への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 飯塚市 株式会社光一工業 3290001045145 新型三次元レーザ－加工機の導入を通じた生産プロセス刷新による新分野展開 大串　智之

九州 福岡県 飯塚市 ゴリラロッジ 新ブランド『ゴリラファーム』による移動販売と６次産業化事業 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社エクセニシムラ 2290801000589 次世代の成長産業向け新製品への新たな挑戦 株式会社大三経営事務所

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社マーサ 3290802011741 オリジナルカーテン・インテリア商品の販売を目的とした生地加工のための昇華プリント機械の導入 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社共電創 8290001032015 ハイブリット型ライブイベントハウス／カジュアルＢａｒ事業運営を通じた、雑餉隈地域再活性化プロジェクト 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 京都郡苅田町 新手運輸有限会社 5290802023875 トレーラーを知り尽くした運送会社による自動車整備業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＯＫＥＩＯＳ 8300001010381 情報をつなぎ、人と街を健康に。ＯＫＥＩＯＳが描く、『医療情報銀行モデル構築』への挑戦 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エイムズ 9290001023186 介護現場の感染症及び消臭に特化した空気清浄機の販売事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 合同会社Ｂ＆Ｗ 6290803002357 依存型飲食店から、冷凍自動販売機を活用した【生産→開発→加工→流通→販売】型への事業転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社ＨＥＹ’Ｓ　ＪＡＰＡＮ 3290002038445 整骨院事業、トレーナー事業からスポーツドック事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ｔｏｍａｔｏ　ｃｒｅａｔｅ 3290001080729 飲食店から低糖質素材のレンジアップ商品製造販売業への業種転換 西岡　隆

九州 福岡県 那珂川市 株式会社メディカルカフェ 4290001052132 福岡のレアな飲食店の食事を新鮮に届けるＥＣセレクトショップ 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＰＳＲ 2290001085043 老舗うなぎ店を事業継承！琵琶湖のめぐみを全国展開事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 宗像市 狩塚商会 近隣高齢者のための集配サービス付きコインランドリーの開設 飯田　展久

九州 福岡県 久留米市 有限会社フィールドテック 9290002049899 生産管理のデジタル化を促進！医療機器分野進出に向けた小ロット生産体制の構築 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社シブタ 2290001048958 久留米一帯の飲食事業を盛り上げる食品加工所と印刷事業所の設立 株式会社イージーネット

九州 福岡県 筑紫野市 日本エコシステム株式会社 2290001042127 ジビエカーを利用したエミューヘルシー肉の商品化事業展開 内場　幸広

九州 福岡県 八女市 智成株式会社 5290001083473 「ＴＮ高設システム」の開発による事業再構築 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 海渡産業株式会社 2290801000647 油圧部品の出張修理、メンテナンスサービスで培った技術を活かした油圧アッセンブリー製作への業種転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社モデスト 4290001077121 ＩＣＴ建設機械作業の自動化とドローンを活用した３次元測量による小規模遊休地にターゲットを絞った住宅用地の造成開発と販売 沼田　浩一郎

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社山根産業 3290001036714 心霊スポットの廃墟ホテルをリノベーションしたグランピング事業展開 河津　祐二

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社こまつコーポレーション 2290801008021 北九州産のレモン・蜂蜜を使ったハニーレモンシロップ及び関連商品の製造販売 税理士法人岩崎会計

九州 福岡県 糟屋郡志免町 株式会社アステック 5290001038072 不妊治療分野における細胞培養ディッシュの製造販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社富揚 7010701008854 九州産小麦１００％のお肉に合うパンのＩｏＴ・低炭素での製造と販売 佐々木　洋平

九州 福岡県 福岡市城南区 癒食家ひでぼん 酒類提供メインの居酒屋からファミリー向け鉄板焼き店への事業転換 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 アーネストグラス スパイスカレードッグのテイクアウト事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳＩＬＦＩＮＥ　ＪＡＰＡＮ 4290001039930 雑草問題を環境に優しい手法で　解決する防草保障サービス事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 とみや株式会社 1290001082396 ミシュラン品質の調理技術をシステム化、洋食店による新規顧客層開拓 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 北九州市門司区 ボンゴ レストランの味をそのままにシェフが自宅へ届けるデリバリー事業 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 築上郡築上町 ｗａｖｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ＡＩ活用の「バッティングが上達」するバッティングセンターの開設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 藤永産業株式会社 8290801009402 ノングルテン米粉及び米粉加工品の製造・販売システムの構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＡＣＴｅｒ 9290001071202 法人向けワ―ケーション施設の運営 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 ネクスウェイブ株式会社 1290001071770 子ども脱毛時代に向けた新規スキンケア事業 永山　寛正

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社宇佐餅 8290801013478 福岡県産果実を使用した冷凍フルーツ大福を新たに開発し通信販売と卸販売をスタート 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 うきは市 中村歯科くりにっく デジタル歯科治療による新しいサービスへの対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ヒグチ工芸 5290001026531 建築装飾業者が既存技術を活かした３Ｄ装飾やメンテナンスに参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社アグリツリー 4290001082311 ソーラーシェアリング事業におけるワンストップサービスの構築 長生　信夫

九州 福岡県 小郡市 ヘアーサロン　サナダ 多様な世代がキレイになるトータルビューティー事業へ新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社寿花 4290001082542 新たにアレルギー対応焼き菓子の製造し体験型店舗を設置して事業を拡大 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社久留米ミート 2290002050863 業歴４０年の精肉店が運営するテイクアウト、デリバリーに対応したとんかつ屋 行政書士法人アクティス

九州 福岡県 久留米市 海鮮居酒屋　夢邸 飲食店から簡易宿所への転換によるアニメ文化の聖地となり地元地域・旅行者に向けた新事業の展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社飛高建設 6290001084818 スポーツ選手から体が不自由な方も一緒にトレーニング！健康増進事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社オリエントスター 1290001080730 スマートオフィスを拠点とした環境・ＢＣＰへの貢献とシナジー効果 一般社団法人共創デザイン総合研究所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 日之出工業株式会社 6290001039383 押出ラミネート包装加工場設立による、押出しラミネート包装加工品製造分野への進出 長尾　豊嗣

九州 福岡県 北九州市八幡東区 有限会社武谷商店 6290802012761 新型コロナ禍により需要が高まる食品の製造業に参入して売上回復 市竹　敦

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉ・Ａｃｃｅｓｓ 1290001064089 円輝式　Ｏｎｌｉｎｅ　実践ビジネス英会話 西田　重和

九州 福岡県 久留米市 株式会社山川食糧 1290001050733 国外加工品からの脱却！オートミールの国内加工にチャレンジ！！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 朝倉市 木木の葉雑器店 高級和食器レンタル可能な「食と器」のキッチンスタジオ＆ライブ配信事業で地域活性化 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社スペースウォーク 8290801007991 コロナ対策万全のサーキットトレーニング教室による新規事業計画 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社イクリプス 9010401041294 乳幼児および子育て支援のためのオンライン教育事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 糟屋郡志免町 體株式会社 5290001065653 訪問看護のノウハウを活かした高齢者住宅の新設で増収と地域貢献 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 飯塚市 株式会社豊熱 6290001046669 新型カッティングマシンの導入を通じた熱絶縁部材の加工製作への参入と収益基盤の強化 大串　智之

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社娜晤 4290001061380 ビジネス街の韓国伝統家庭料理店から商店街の本場韓国焼肉専門店への事業転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市東区 ハルハル エイジングケア特化型オンラインサロンシステム開発 ｂｌａｎｃ株式会社

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＨＥＲＯ’Ｓ 6290001091558 板金塗装ニーズに応える車両の高度修理事業体制構築による新分野展開 飯塚信用金庫

九州 福岡県 筑紫野市 想家工房株式会社 8290001058415 新築同等の省エネ・高性能化「中古・既存住宅リノベーション」事業 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｃｈａｎｇｅ 5290001055365 オンライン・サブスク方式の理容・美容クロスオーバー教育事業 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ミキヤ 8290001004856 酒類原料に特化した精油及び蒸留芳香水の製造販売事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 筑後市 きたがわ整骨院 トレーニングマシン導入による新分野展開の事業再構築 筑後商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社亀井味楽 8290002007866 １５代４００年続く茶陶高取焼窯元が手掛けるカフェ開店と工房改革 西岡　隆

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社戸畑製作所 7290801002498 成長産業向け難燃性マグネシウム合金積層造形部材及び鋳造部材の事業化 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社徳永鉄工所 9290002005423 ケミカル業界等向け金属切削部品加工技術の高度化による新分野展開 遠賀信用金庫
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九州 福岡県 福岡市中央区 美遊株式会社 2290001028571 みんなで健康Ｗｉｔｈコロナ対応！古民家再生腸活発酵食カフェ 野村　真一

九州 福岡県 福岡市中央区 めしや漠 海鮮居酒屋が近隣に全席カウンターのダイナーを開店し顧客構造を改革する 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 株式会社アクティブ・ライフ・サポート 3290801023119 「農産品の加工・食の提供・高齢者福祉の連動」による新規市場の開拓 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社トーン 7290001046354 長年の信頼から相談されてきた＂開業プロデュース＂を事業化！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社コスモ 5290001001229 美容師待遇と衣服廃棄の社会問題を同時に解決する、国内初の会員制ＥＣプラットフォーム「Ｃｌｏｓｅ－Ｔ」開発事業 グラビス税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社福岡市自動車学校 9290002005786 ドローン教習施設の開校及びドローン講師の派遣事業計画 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳｍａｒｔＫＡ 5290001092532 企業にも簡単手軽な健康診断を！『経営診断ＷＥＢサービス』の提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社日本楽芸社 5290001005493 県内初！！既存事業の多拠点を生かした　託児サービス付き女性専用ジムへの新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社ウエル総合企画 9290002036063 地域の温泉旅館と連携したキャンプ場運営事業。 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市城南区 パスタバル　スプーニャ　薬院　鷺野谷　紘軌 福岡発の新しいパウンドケーキ専門店にて、コロナ禍でも雇用拡大を実現 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社福岡エージェンシー 1290001067257 ＡＩ×ＶＲ機材を活用した地域密着・一気通貫型不動産サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市早良区 グリーン曽田 造園のプロが自らプロデュースする「庭と空間を味わう」体験型施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市東区 ＳｗｅｅｔｓＨｏｍｅ株式会社 9290003007897 地域特産通販餃子製造キッチンとデリバリー対応飲食店へ業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社渕上ファインズ 6290001010864 ブライダル業界のビジネスモデル変革を目指すフォトウエディング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 柳川市 株式会社津留建設 8290001053564 ＳＤＧｓ時代に即した耐震、断熱を強化した健康住宅リノベーション事業 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社九州マグロ 7290802001689 自社加工を可能とする総合マグロ商社への体系構築に向けた取組み 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社慶州 8290001029746 老舗焼肉店の挑戦！麺専門店「麺や慶州」の麺・中食・昼食市場の開拓 福岡県信用組合

九州 福岡県 筑後市 高橋整骨院 身体ケアサービス付き自立型支援障がい者グループホーム事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社家づくり不動産 1290001030363 住環境に関する情報提供から不動産取引における新たな価値を創造する 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 うきは市 株式会社栗木商店 1290001055154 極小ロットに対応する即席麺製造ラインの新設及び工程変更による新商品開発 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社河太郎 4290002014809 呼子ブルワリープロジェクト 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 飯塚市 ＢＬＡＮＣ オーガニック菓子ブランドの商品開発技術を活用した時短健康食品の開発と展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社これやこの 7290001077985 第　４　次食育推進基本計画で推奨されている郷土料理店を博多駅周辺に　ＯＰＥＮ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 大野城市 メンバーズ　ル・ル・ル 老舗うなぎ店の伝統の味で収益回復と地域振興を実現する 石橋　徹

九州 福岡県 飯塚市 株式会社プリンス興商 4290001045722 本格料理も提供する地域最大のカラオケ店の、手ぶらで楽しめるバーベキュー場展開へのチャレンジ 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＵＰＲＯＡＤ　ＤＩＮＩＮＧ 8290001072077 パティシエが作るスイーツパン専門店 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社アミック・ジヤパン 8290002000128 街道沿いの好立地を活かして、近隣住民が憩えるカフェと、美容シェアサロンを開設 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社シンビ 1011001097668 健康メディア×トレーニングジム！無理せず鍛えるマシンピラティス 松尾　基司

九州 福岡県 福岡市中央区 カジワラブランディング株式会社 8290001030381 地域初のデザイン経営拠点構築～　デザイナー向けコワーキングスペース事業 エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉｃｈｉｙａｍａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6290001059423 完全個室の女性限定のパーソナルジムトレーニング特化型フィットネスジムの新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社樫本商店 4290801009109 顧客要望を反映させたオリジナル新製品の開発製造とＤＸ化によるＤｔｏＣ事業への進出計画 宇野　裕

九州 福岡県 柳川市 株式会社ファインテック 9290001053175 医療現場の切断課題を解決する医療用刃物の開発と製造販売 猿渡　潔

九州 福岡県 福岡市南区 ＧＯＯＤ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 9290001080434 福岡を元気にするばい！九州を訪れる観光客向け広告代理店事業 中村　健一郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社正栄電設工業 4290802003028 次世代（５Ｇ、６Ｇ）通信時代到来に向けた通信工事業にいち早く取り組み事業再構築を行う 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＰＲ３９ 9290001059354 ノベルティ会社が最先端技術で日本初韓国冷凍食品専門店を立上げる事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社暇楽 7290001038054 「新美容サービス」によるエステサロン業界イノベーション事業 河上　信二

九州 福岡県 福岡市西区 社会福祉法人至情会 5290005004087 採れたて新鮮野菜を活用したドーナツ販売を機とする販路拡大 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 オーバーシーズロジスティックス株式会社 6290001084693 パティシエ特製スイーツをセントラルキッチンにて大量生産を可能にし、通販事業を展開 福岡県信用組合

九州 福岡県 築上郡吉富町 株式会社和才建設 8290801021745 子供とシニアの健康づくりを支えるフィットネスジムの運営事業 東京中央経営株式会社

九州 福岡県 田川郡大任町 合同会社しちせい 3290803003993 顧客データベースによる、おもてなし。ＤＸした鮨店で時代を先取りする事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

九州 福岡県 福岡市西区 ステディーサーフステーション 子供たちと高齢者が楽しむ観光ガイド・休憩施設で地域活性化 瀬崎　昌彦

九州 福岡県 柳川市 塩塚工業 左官工事からＩＣＴ建機を導入した外構土木工事事業への進出 ノーサイド行政書士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ミライ 3290001018431 再生可能型コンテナハウスの開発・製造・販売事業 税理士法人西方会計

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社新明 5290001032612 中国・東南アジアとのつながりを活かした海外市場向けの健康食品とＯＴＣ医薬品のオンライン販売と調剤薬局事業への再構築 税理士法人創研

九州 福岡県 宗像市 響コーポレーション株式会社 9290001037665 地場産品を使用した物産品・土産品の製造・販売への新分野展開 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 大野城市 創研プロテック株式会社 1290001031411 高度精度加工技術構築による半導体向け封止金型部品への進出 中村　弘満

九州 福岡県 久留米市 株式会社まちのくすり屋さん 6290001060199 地域連携とＩＣＴで「とどける薬局」の事業構築 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市中央区 アトムコンサルティング株式会社 1290001090837 飲食店支援の実績を応用したクロワッサン専門店への新分野展開 吉水税理士法人

九州 福岡県 春日市 株式会社Ｓ．Ｄ．ＰＬＡＮ 6290001043154 産山村（熊本県）とコラボしたペットボトル（容器）製造及び工場建設による地方活性化への挑戦 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 バーシャルジェ 「アパレル×カフェ（ノンアルコールカクテル）」の複合業態の新店舗開発 大串　智之

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｇｒａｃｅ　Ｉｎｎｏｖｅｒ． 9290001068248 ＳＴＥＡＭ教育と融合した新規学童保育の展開とＡＩによる姿勢解析診断 内田　義行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＭＡＫＥ　Ａ　ＪＵＭＰ 4290001070514 筑後川温泉を元気にするサウナ施設 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オフィスプロフィットインターナショナル 9290001022551 コロナ禍のニーズに対応するヴィーガン化粧品ブランドの開発 中村　晃

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社うりた 2290002004332 ドゥカティ正規販売店の日本人の体型に合わせたバイクパーツ製造 福岡県信用組合

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社三幸ジャパン 6290001060851 Ｙｏｕｔｕｂｅ等を通じたトータルコーディネートによる商品紹介と自社オリジナルサイトの構築 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 大吉陶苑株式会社 1310002012416 参加型の遊べるローカルテーマパーク作り 山田　周作

九州 佐賀県 小城市 株式会社ＳＵＮ　ＰＩＧ 7300001011505 地方の人気どんぶり店の味を、冷凍食品でいつでも美味しく届ける取組。 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 小城市 おるごーる 地元食材を活かしたテイクアウト事業と産直市による新規顧客開拓 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 ＷＯＲＬＤ．Ｆ．Ｄ株式会社 4300001010212 納棺師がプロデュースするお葬式～ありがとうで溢れる、家族葬・直葬～ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社佐賀クリーン環境 4300001003744 ＲＰＦ（廃棄物固形燃料）の製造開始によるグリーン成長戦略への参加 谷口　茂雅

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社出雲商会 9300001006040 カーボンニュートラルに貢献するＥＶ車の利用販売促進事業 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 水田建設株式会社 2300001009710 不動産業への新分野展開でお客様の住宅をトータルサポート 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼市 ヨシミ精機 温調式配膳棚製造への進出による現代社会における課題解決プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 伊万里市 一般社団法人れんげそう 9300005006466 適性入居価格と質の高いサービスを実現する有料老人ホーム開設 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 西部開発株式会社 1300001006056 ＡＩ活用し高生産性を実現するオペレーション改革と障がい者雇用を活用した飲食業態開発 税理士法人れいめい

九州 佐賀県 小城市 株式会社トクショウ 3300001007960 卸売業の資材調達力を活かし、一貫対応による商品力×低価格建築の新分野展開 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 ビオラコーポレーション 高栄養植物モリンガの加工品製造による健康・脱炭素社会への貢献 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 株式会社北村醬油醸造 3300001006475 伝統のもろ蓋麹製法を活用した、美容業界、健康食品業への挑戦 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社よからいふ 1300001011080 経営効率化と新規顧客取込みを狙うショートステイ事業 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 佐賀県 佐賀市 深川外科 運動療法、運動機能改善を行うメディカルトレーニングジムに挑戦 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 サンデイズ株式会社 8300001009853 ＶＲ導入による放課後等デイサービスの利用者増加 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社エニシム 7300001011100 キッチンカー製造と認証整備による中古トラック複合事業への挑戦 セブンセンス税理士法人

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ハットリ工業 1300001000653 「循環型ブラストシステム」導入による環境に配慮した橋梁の有害物質除去事業への参入 株式会社福岡銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社菓心まるいち 6300002000284 あんこで挑む、栄養補給市場への新分野展開 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 唐津市 株式会社一番館 6290001034442 民泊新法を活用した、一棟貸しのコンセプト型宿泊事業を展開する 河津　祐二

九州 佐賀県 武雄市 株式会社デタント 8300001009317 贈物に特化した伝統工芸中心のセレクトショップ 武雄商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ミツシマ 5300001007364 「生活支援サービス」と「教室型卓球場」の新規開業事業 税理士法人羽生会計事務所

九州 佐賀県 武雄市 川原板金 板金技術・ノウハウを活かしたアイアン家具製造への新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 佐藤商会 知財生むインフラ　農と共に発展する農機アタッチメント全国展開 宮﨑　正弘

九州 佐賀県 唐津市 株式会社秀豊 6300001007149 地域初！最新式の現場移動型破砕処理にて完全循環リサイクル事業 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 嬉野市 株式会社吉田屋 7300002006355 嬉野温泉街の賑わいを創出するスイーツ専門店事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社トモミ商会 6290001084207 モーダルシフト政策に資する車両位置所在確認装置・システム開発 株式会社ＤＡＮ

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌａｂｏ　＆　Ｗｏｒｋｓ 4300001011540 先端的なデジタル歯科技工技術の学習と全工程の機械を体験できる研修施設の開始 和田　純子

九州 佐賀県 唐津市 オフィス栗原株式会社 9300001009464 地域に名物食事と土産を！唐津雲丹パスタとみたらし醤油スイーツ 唐津商工会議所
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九州 佐賀県 伊万里市 株式会社ＴＳＵＮＡＧＡＲＩ 5300001012488 コロナ禍も高い回転率　ニーズと地域が繋がる県内初つけ麺専門店 伊万里信用金庫

九州 長崎県 長崎市 ピザピザ 居酒屋のノウハウを生かして地域活性化を目指すピザの宅配事業 本田　健一郎

九州 長崎県 長崎市 株式会社ながさきプレス 2310001001427 飲食店の国内外の集客実現に向けた業界初のクーポンデータ事業 永田　吉朗

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 ｓｔｕｄｉｏ　ｗａｎｉ ＳＤＧｓを見据えた、高付加価値製品開発用電気炉の導入 山田　周作

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＮＳＮプランニング 4310001012505 非対面の自動販売機、デリバリーによるハイブリッド冷凍食品の販売事業 宮地　学

九州 長崎県 島原市 合資会社山之内時計眼鏡店 5310003002040 デジタルデザインジュエリーを主とするＤＸ環境整備と顧客層拡大 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 株式会社ＴＥＡＭ　ＫＡＥＴＳＵ 8310001011627 従来の居酒屋経営からキッチントレーラーによる移動式店舗販売への新分野展開 角　徳一郎

九州 長崎県 壱岐市 壱岐の蔵酒造株式会社 6310001010283 壱岐特産品セット販売事業～オリジナル焼酎の提供およびカフェ・バー事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 もつ鍋居酒屋ばか正直 コロナ禍ニーズに合致した長崎もつ鍋の販路拡大 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 株式会社デジタルクラフター 7310001016239 自社設計オリジナルＬＥＤビジョン販売と動画コンテンツ制作事業 大村商工会議所

九州 長崎県 島原市 株式会社ルリマネジメント 4310001010054 オンラインテレビ会議システムとＡＩを活用した老人ホーム紹介業 安永　聖観

九州 長崎県 長崎市 株式会社ライン企画 5310001013568 新商品トルコライス等のテイクアウトとデリバリーで売上拡大 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＮＫコーポレーション 5310001011695 従来の居酒屋経営から非対面のデリバリー販売、事業のＤＸ化での新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 佐世保市 尾崎陶器株式会社 1310001005222 陶磁器を通して地域に貢献する「新たな卸売業」 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 諫早市 有限会社秀工社 7310002015207 大型過給機加工・組立・アフターサービスへの新規参入に伴う再構築計画 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 島原市 アポロ興産株式会社 4310001009591 ガソリンスタンドの強みを活かした地域総合インフラとしての脱炭素事業展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 五島市 株式会社才津組 2310001010997 カーボンニュートラルの加速化に与する風力建設への参入 伊藤　壮平

九州 長崎県 雲仙市 株式会社雲仙ビードロ美術館 5310001008510 雲仙温泉の美術館による「アンティーク商品専門店」への新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社坂元木工工芸 9310001005479 地域密着型インテリア家具セレクトショップへの業態転換 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 株式会社角商店 3310001005575 泥に混ざり込んだ混合廃棄物を選別しリサイクルを行う事業への新分野展開 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ホーセイエステート 8310001005975 地域初の体験型お弁当総菜テイクアウト店の新展開 吉田　大

九州 長崎県 島原市 株式会社永石建設 4310001013057 モデルハウスを用いた住宅と家具の総合提案事業への業態転換計画 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 有限会社津野田ゴム加工所 8310002008143 ゴム機械加工技術を活かし、半導体等成長分野への新規事業展開 有田　俊郎

九州 長崎県 佐世保市 山川技建株式会社 2310001012606 空き家買取再販事業への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 雲仙市 有限会社くさの 2310002017224 新しい生活スタイルへの対応と地域課題を解決する為の新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 有限会社光洋楽器 2310002020450 対面とオンラインの音楽教室サービスを融合し演奏場所と共に提供 古瀬　靖士

九州 長崎県 雲仙市 株式会社宅島運輸 4310001015656 トラック運送事業者による野菜の「加工・保管」事業に進出する新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 株式会社福徳屋 8310001017178 老舗温泉旅館による「４刀流の湯」を新設！新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 Ｂｉｓｔｒｏ　ＭＡＳＡＮＡＯ 壱岐初のオーベルジュ形式の宿泊施設開設で観光復興に貢献 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＴＯＲＩＫＯ 5310001012925 髪型に似合うトータルビューティの提案＆未来へなぐ環境配慮型の量り売り店と併設型ヘアサロン アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 大村市 ＣＲＡＮＫ ＢＭＸ・スケートボードの総合室内スクーリングパークの整備事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 東彼杵郡川棚町 株式会社磯木工業 4310001009542 ハウステンボスを一望　絶景と地域連携を活かした複合型グランピング事業 山浦　隆由

九州 長崎県 大村市 長崎インターナショナルホテル株式会社 4310001012760 ビジネスからワーケーションへ、西九州の魅力発信基地への進化 株式会社ＡＧＳコンサルティング

九州 長崎県 佐世保市 株式会社浦川クリーニング 3310002009286 ＩｏＴを活用したスマートランドリーによるフトン洗い事業への新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社フードオブライフＨＩＲＯ 2310001003506 施設の給食事業からグループホーム等小規模施設への新方式食事配送事業に新分野展開 梶村龍太

九州 長崎県 諫早市 株式会社Ｃ＆Ｆホールディングス 3310002015053 エステティック事業から飲食店事業への業種転換による売上拡大 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 大村市 株式会社富建 7310001015298 プレカット技術を活かした室内耐震シェルター製造事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 ミウラアイスカンパニー 製氷会社が作るプレミアムかき氷の開発と販売店舗の改修事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 松浦市 株式会社松浦シティホテル 2310001014833 松浦シティホテル新分野展開事業計画 松浦商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社平戸松山 1310001007227 陶磁器製造業に於ける付加価値向上と来窯者への販売促進 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 リムデザイン お菓子販売から始めるＥＣサイトプロデュースとレンタルスタジオ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社きたむら 1310001005288 地元高齢者向け宅配事業及び全国消費者向け通信販売事業の新業態構 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 諫早市 伊藤歯科クリニック 最新レーザーによる介護用医療脱毛、美容皮膚分野への新分野展開 瑛智税理士法人

九州 長崎県 南島原市 株式会社ミカド観光センター 5310001009855 南島原市で唯一の複合型アミューズメント施設「森のミュージアム」 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 有限会社スエオカ 6310002013054 飲食店併設型の冷凍加工場整備によるＰＢ商品製造と冷凍加工品専門販売事業の立ち上げ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 株式会社アンジュ 4310001014492 薫るあご出汁！煌めく椿油！長崎の食材が織りなす唐揚げで再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 諫早市 株式会社大山 6310001008047 回転寿司との相乗効果を図り、新分野の鮮魚小売に進出し増収増益																													 諫早商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社杵の川 2310001009511 蔵を見学施設に改装、長崎の食文化の発信源となり地元を活性化 岩﨑　修一

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社高山 9310001017532 「クラフトツーリズム・ベース　ＴＡＫＡＹＡＭＡ」の整備及び波佐見観光ＤＸ活用 中村　公春

九州 長崎県 佐世保市 株式会社プロレリック 5310001012017 発掘事業者が語る武雄の魅力発信スポット 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 株式会社ユースリー 9310001012987 ユニバーサルツーリズムに特化したアウトドア施設 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社カイカ 9310002008885 長崎の街に！健康から心を元気にする民泊ＳＰＡによる新分野展開 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 長崎県 五島市 オフィス今村 ｅＭＴＢで島を体験するヘルスツーリズム志向体験型宿泊施設開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 株式会社ＮＯＭＵＲＡ 2310001004322 地域の医療・福祉と運営するバリアフリーキャンプ場運営 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 諫早市 株式会社Ｖ・ファーレン長崎 1310001009009 スクール事業の譲渡・拠点整備による事業規模拡大 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

九州 長崎県 南島原市 一ノ瀬自動車商会 電気自動車（ＥＶ）の販売・整備に向けた新店舗開設 中村　晃

九州 熊本県 熊本市西区 ラッセン合同会社 3330003004945 居酒屋を昼メインのランチ業態へ変更、オリジナルちゃんぽん、お弁当デリバリーと出張屋台サービスで売上回復を図る。 後藤　英

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＹＲＪ 4330001022411 居酒屋店舗からランチ・カフェ業態の店舗へ転換、アフターコロナのユーザーニーズに対応する。 後藤　英

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社ＤＩＭＰＬＥホールディングス 4330001011232 天然原料配合のペット用スキンケア・デオドラント商品の開発と販促事業 山田　崇博

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社オーケープランニング 6330001021196 計量された葉物野菜を既存の自動包装機に自動供給する装置の開発と製造販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ウルトラハウス 8330002001170 テナント運営事業の大幅縮小に伴う、イベント経験を活かした小売業への進出 田中学

九州 熊本県 上益城郡益城町 ニッポン工業株式会社 5330001011033 ローコスト規格型店舗付住宅ボランタリーチェーン事業の全国展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 仁音 焼肉店を中心とした新たな事業モデルの構築 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社味都 7330001029775 神社の景観を眺める、通年そば屋・夏季限定かき氷屋の展開 中島　智喜

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ＡＰＬＵＩ 5330001019803 アパレルの企画・販売から製造小売へ（リメイク・サンプル作成） 熊本信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 ｂｅａｕｔｙ　ｆｉｔ　エアリーズ フードロスを解消！日本食文化『発酵漬物の製造販売』 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 北野デザインワークス リフォーム・リノベーション・リセール事業による事業再構築 税理士法人熊本東会計センター

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＲＩＴＡ－ＳＴＹＬＥ 5330001021676 栄養学・生理学の知識を活用した代替商品ＥＣ販売事業 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社鶴屋フーズ 1330001003050 高性能冷凍機械とデパートグルメを掛け合せた冷凍惣菜製造販売事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 有限会社スイートサプライなかぞの 3330002019515 安心安全自家栽培野菜と肉の美味しさそのまま生肉の通信販売事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社曽我自動車 1330001010534 テイクアウト中心の辛いラーメン専門店で熊本一位を目指す Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 居酒屋たけちゃん コロナ時代に応じた仕出し弁当の製造デリバリー事業への事業転換 井上大輔

九州 熊本県 熊本市南区 エムワイジーギターキョウシツ 職人と伝統工芸の町から動画でバズるお年寄りユニットをプロデュース 税理士法人髙橋会計事務所

九州 熊本県 熊本市南区 ｋｉｃｈｉｊｉｔｓｕ　Ｂａｋｅｒｙ スープとサラダを起爆剤に！健康と憩いを提供する地域の縁側へ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社オオタ 8330001000652 現代しっくいによる空間プロデュース事業の新構築 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社ＳＨＡ 9330003006283 立地条件を最大限に活かし、花屋とクリーニング店の併設で経営基盤の再構築 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市中央区 ＬＯＶＥＲＳ　ＲＯＣＫ サブスクリプション型セルフ脱毛サロンへの新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社九州フードサービス 4330001018269 ハワイアンカフェからお菓子製造への業種転換でＶ字回復を目指す ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市東区 プリマリーサ 個人サロン、副業サロン向けのエステスクール開講 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＩＣ－Ｋ 3330001023600 コロナ禍を乗り越える「アフィリエイト事業」への参入 赤塚　智哉

九州 熊本県 熊本市西区 民宿廣嶋屋 そば処を主とした宿泊施設にする為の調理場改築 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 葦北郡芦北町 優プランニング 設計業から新技術を活用した測量業への新たな事業展開 尾場瀬　輝雄

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社ビーンズ・コーポレーション 9330002008529 「ヘッドスパやヘアエステ・マツエク等」エステ事業への新分野展開 奥田　一哉

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社やどるくるむａ 5330001024893 エシカルセレクトショップ開業と自社洋菓子製造部門新設計画 山田　崇博
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九州 熊本県 天草市 富永米屋　富永幹夫 お米の知識と経験を生かした飲食店運営と商品販売、利酒会の開催事業 本渡商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社桜吟 1330001006937 希少価値の高いリョクチクの生産販売による、飲食店支援強化事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 印刷計画 キッチンＢＯＸのレンタル・販売事業への新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 八代港運株式会社 2330001013775 新しい港湾荷役作業方法確立によるコスト・排出ＣＯ２削減 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社未来樹 5330002019380 Ｂ３０燃料の自社製造と普及促進事業に取り組み、ＣＯ２排出量削減加速化を目指す。 株式会社北九州銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社あんず 9330001014791 栗の一次加工品の製造販売による地域活性化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 球磨郡錦町 市房堂 あんこ製造所新設からの新たな販路開拓～全国展開～ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 ケイタ 南阿蘇　空き家再生プロジェクト「代々継ぐ地を次世代へ」 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ハッピー企画 2330001008791 飲食専門協業施設及び急速冷凍ＯＥＭサービスの事業化 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 住商産業株式会社 9330001002359 新分野　持続可能な環境を提案する戸建て住宅建築販売事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ビューライフ 8330001003960 深絞真空包装機ラインを新規導入、新製品の増産と市場拡販を目指し、自社の製品コスト削減と商品の高品質化、省資源化を図る計画 後藤　英

九州 熊本県 人吉市 有限会社町田印刷 6330002030527 自社物件を改修し２４時間使用可能な貸会議室・コワーキングスペースの提供 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ｎｉｃｏ 2330001026455 セントラルキッチン併設　贈答用の贅沢餃子専門店 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ＡＳＭ 8330001012631 当社初のｔｏＣ向けエーミング・ラッピング・ガラスコーティング事業の開始 井上　拳

九州 熊本県 熊本市中央区 ＧｏｏｄＴｒｉｃｋ株式会社 9330001027232 郊外店舗での新たな客層マーケットへの「肉料理」のテイクアウト・デリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 宇土市 株式会社味采市場 2330001023155 食品ロス削減へ！青果物小売店の包装工程の集約化による販売可能期 株式会社北九州銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社シェ・タニ 2330001007769 オリジナルデザイン・冷凍ケーキの製造・販売事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市南区 ｔａｉｌｏｒ　ａｃｔ株式会社 6330001020388 自社ビルを活用したシェアオフィスとレンタル会議室の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 共栄観光株式会社 3330001000954 サウナの聖地が宿泊・イベントを開始　～最上級の「ととのう」～ 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アイエステー 8290001040059 地質調査、測量設計、３次元点群測量のワンストップサービスの提供 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社環境システムズ 4330003006065 ＳＤＧ＇ｓに即したＩｏｔ利用型レジリエンス対応リノベーション住宅の販売事業への挑戦！ 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社清水 9330002023453 バイオマス燃料ボイラーの導入による循環型製材業への転換と新たなニーズの獲得 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 荒尾市 株式会社ゴールデンリバー 3330001012108 殺処分ゼロヘ～九州初保護猫リゾートによる新たなビジネスモデルの構築～ 荒尾商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ホロムアコーポレーション 3330001005540 震災復興事業とリンクした広告事業参入と地域の賑わいづくり 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社光輝不動産 3330002003782 中心市街地での空き物件活用と映像設備を活用した広告事業参入 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社環境ミネルバ 2330001009063 特許製品を活用した廃棄物処理機を搭載した、洋上移動巡回型廃棄物処理事業及び機器の販売 菊池　俊明

九州 熊本県 八代市 有限会社ラポール新世園 5330002027169 人生１００年時代を見据えて！高齢者層も通える健康ジムの運営へ 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＳＥＰ 9330001025533 医療機関との提携による家庭用睡眠計測デバイスを活用した睡眠改善事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＰＯＰＯＬＡ 2330001026001 熊本県産食材にこだわり、飲食店ならではの加工商品製造と販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市 草喰常 専門性を生かした弁当と特化したターゲットによる顧客拡大事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社お茶の富澤 5330001024910 お茶と食のマリアージュでほっとする時間を届けたい！日本茶販売事業の再構築 アステア税理士法人

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社田代工務店 1330001024154 阿蘇小国の地域資源を生かした　クラフトビール醸造・販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 焼肉園モランボン荒尾本店 焼肉店事業（店内飲食）から自慢のキムチを活かした製造業への進出による経営の多角化 荒尾商工会議所

九州 熊本県 上益城郡御船町 有限会社御船鉄工 8330002019898 建築業界での鉄骨設計・加工技術を活かした樹脂・プラスチック加工への挑戦と半導体分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ソニックアーツ 3330001007792 フィットネスジムから発信するがん患者支援と健康寿命日本一を目指して 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社グリーン住宅 2330001001284 中古住宅や空家を活用した省エネ住宅リノベーションへの挑戦 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＡＲＯ 8330001006922 熊本初！本格３ｘ３施設によるスポーツクラブ事業への新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社Ｌｉｋｅ　Ｕｓ 8330001029543 就労支援施設を開設し、農福連携業務の新規展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 浦山海苔 業界初、海苔生産者による海苔直売所運営事業 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市東区 合同会社からすがえ 5330003006642 ＡＩ技術を活用したロコモ特化型整骨院への転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＺＥＲＯ 3330001016959 業界初の医療関係者による感染症対策でくつろぎの飲食店の経営 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草郡苓北町 有限会社天草洋 1330002029359 ニューノーマル次代対応型飲食店への転換とＰＢ商品開発による事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 坂本和代フォトスタジオ 地域のボーダレスを実現するためのアートスペース＆ユニバーサルフォトスタジオ開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 株式会社トリニティコーポレーション 3330001023105 歴史的建造物をカフェ・レストランとして活用し、賑わいを創出 吉野　恵子

九州 熊本県 宇土市 株式会社Ｗ．ＪＡＰＡＮ 7330001017458 廃棄物を有効活用した有機肥料の製造 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 エボレジャパン株式会社 8330001020353 「砂浜を屋内に取り入れた全天候型のビーチトレーニングジム」の構築 税理士法人氏森会計事務所

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 松本石材店 「阿蘇小国郷」で遊休資産を活用した小規模オートキャンプ場の運営 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 有限会社山田牧場 1330002016506 新たな収益構造確立のためのＰＢ商品開発とＥＣ展開による販売力強化事業 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市中央区 酒場ル ジビエの加工品販売事業と地域交流を促進する郊外型カフェの開業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社三協ダイニング 6330001025602 あか牛専門飲食店によるスキンパック包装を用いた精肉販売事業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 八代市 株式会社ファイン 9330001017340 住宅型有料老人ホームからデイサービス及び給食宅配事業への新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 人吉市 深野酒造株式会社 1330001016226 米を原料としたウイスキー製造による国内・海外売上伸長 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＲＥＡ 3330001007603 映像制作で培った技術を活かしたライブ配信サービスを熊本へ展開 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 人吉市 株式会社孝八 8330001026689 地域特産を活かした土産物品の製造・販売による地域復興支援事業 アステア税理士法人

九州 熊本県 八代市 株式会社漱石 3330001014269 ウィズコロナ期に挑む創業４５年老舗居酒屋のＤＸ×高級弁当店展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 イタリア食堂ボッチョーロ 熊本県産あか牛を使用したハンバーガーの商品開発と販売 藤本　知也

九州 熊本県 熊本市北区 雑貨カフェバンブービレッジ 竹林カフェから非接触型完全個室プライベートジムへの事業転換 株式会社やさか計算センター

九州 熊本県 熊本市中央区 ライフスタイルアクセント株式会社 3330001018071 洋服に悩む人にとっての、かかりつけ衣（医）サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社ユームス熊本 6330003007210 お一人様需要に応えるカウンタースタイルでの飲食店とナチュラルワイン販売 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 菊池市 株式会社花鳥風月 1330001009972 快適に過ごせるコインランドリー経営事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ＷＯＯＤＳＴＹＬＥ 2330001025069 ウッドショックを乗り越える「木材製作・家具製造業」への参入 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ささとら 居酒屋が提案する、おうちごはんをより楽しくさせる陶器と馬肉味噌の販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 有限会社黒川温泉農園 9330002023354 「一泊二食」から「泊食分離」へ。新たな旅館業への挑戦。 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市東区 割烹　いま村 介護付き有料老人ホームに対する高齢者向け給食配給事業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡長洲町 株式会社浜興 5330001024836 土木建築業が挑戦。ドローンを活用した地域密着型警備業への進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ノーブルニス 3330001018617 セントラルキッチンの新設による韓国料理の通販と高齢者向け宅配弁当サービスの開業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社金岡鉄工所 1330002019525 低炭素農業機械市場向けハイブリッドトラクター用パワートレイン部品等製造体制構築による新分野展開 飯村　光敏

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社古荘本店 4330001004137 物流ＤＸ化で生産性向上！九州一のアパレル総合代理店となる事業 株式会社みずほ銀行

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社前田プロパン商会 8330002027612 定期配送でお届けするクラフトビール製造販売事業への新展開 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＥＥＮ 美容＆リフレッシュへ、コロナ疲れ・ストレスを解消する個室サウナ事業 園田　光作

九州 熊本県 菊池郡大津町 サンワカルチャー株式会社 6330001024851 ガーデンを活用したアウトドア施設への事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社花富亭 4330001010408 １３００年の歴史を持つ菊鹿温泉の誰一人取り残さない温泉旅館 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社レイヤー 7330002015493 大型ビジョンによる３Ｄ映像を活用したデジタルサイネージ事業 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社中九州金属工業 6330001008656 精密溶接加工による半導体製造装置向け板金部品事業への進出 合同会社シー・アンド・ピー創造研究所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社中川正人商店 7330002007532 住宅のリノベーション事業拡大のための展示場の開設 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社サンループ 6330002030634 人吉球磨初！大手ＦＣ加盟による飲食業から菓子小売業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社又吉エンタテインメント 5330001017278 天草の大人気高級和食店がセントラルキッチン建設で加工食品開発事業 株式会社熊本銀行

九州 大分県 中津市 株式会社からあげ大吉 6320001013351 感染対策を施したキッチンカ―事業の立ち上げ 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 光陽商事有限会社 1320002002630 買取専門店「銀座屋」の新規展開とＰＲ活動への注力 大分商工会議所

九州 大分県 豊後高田市 宗印刷所 自社で生産能力を上げて、県内で唯一の小規模事業者向けＣＴＰ出力サービス！ 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社桐テクニカルコンサルタント 3320001003652 ３次元デジタル測量による建屋内外調査事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社イサヒロカンパニー 9320001016839 ラーメン店が手掛けるオリジナル弁当の開発・販売 税理士法人二豊会計

九州 大分県 別府市 株式会社カナック 8320001006279 ＤＸによるリアル店舗とネットの融合 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 日田ディーゼル自動車株式会社 2320001010179 自動車整備工場の職人が技術のすべてを見せ、新規顧客を獲得するオートバイ展示販売場を設立する 日田商工会議所
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九州 大分県 大分市 株式会社誠和 4320001006043 工業向け塗装技術を活かして感染症対策の光触媒コーティング事業に参入 岡本　安功

九州 大分県 豊後高田市 合資会社イーシス 5320003000935 小規模市町村の小中学校へ向けたバーチャルＩＣＴ支援の事業化 豊後高田商工会議所

九州 大分県 杵築市 農園億土 農業からの新分野展開「陶器製造による観葉植物販売事業」 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 なり田 別府名物”温泉”と”焼肉”を同時提供する民泊への進出 一般社団法人大分県中小企業診断士協会

九州 大分県 豊後大野市 有限会社光徳石材 6320002018639 石材業の新たなる挑戦、建設業への　新分野参入 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 ＡＢＩＬＩＴＹ　Ａｔｈｌｅｔｉｃ　Ｌａｂ アスリートを支えるトレーナーによるアスリート動画事業！ 大分商工会議所

九州 大分県 速見郡日出町 Ｐｈｔｈａｌｏ エステティシャン育成スクール事業と業務マッチングサービス 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 Ｃｙｂｅｒ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ合同会社 4320003001892 下請けから元請けになるための業種転換による再成長計画 株式会社東和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ｎｏｕｅｒ　ｃｏｍｐａｎｙ 5320001018327 ブランドを生かした予約制カフェとクッキー専門店の新規開業 矢野　俊樹

九州 大分県 別府市 株式会社零ＳＰＡＣＥ 8320001013572 システムを使って入退去時調査、立会い不要でトラブル回避！ 別府商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社チャレンジング 4330001023384 自動販売機による焼き立て食パン・食事パンの非対面販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 大分県 別府市 華海株式会社 1320001014528 湯と福祉の街でシニアや観光客向けエステ＆脱毛サロンメニュー展開 税理士法人プロフィット

九州 大分県 大分市 あきら居酒屋センター ふるきよき居酒屋からの脱却「コロナ対応型焼き肉店への事業転換」 大分商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社アングラベース 8320002008902 バイオ樹脂を利用した資源循環型プラスチック製品によるＢｔｏＢ事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 大分県 国東市 くにさきエコシステム株式会社 9320001008588 油化装置を利用したケミカルリサイクルによる事業再構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社デンケン 6320001001843 次世代自動車向け部品のパワーサイクル試験装置開発事業 株式会社豊和銀行 ＳＦＩリーシング株式会社

九州 大分県 宇佐市 株式会社未来電力 8320001012780 脱炭素化に向けた持続可能な未利用森林資源の利活用 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 カネク大分株式会社 3320001014658 フリーズドライ製法を用いた新製品の開発及び販売 りそな総合研究所株式会社

九州 大分県 国東市 有限会社利行建設 9320002015963 鏡餅の製造を通じて、消費者と生産者、両方に貢献する”三方よし”事業計画 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 鶴栄木材株式会社 8320001000785 「木材乾燥設備」を新設し、製材品の規格を確保して北米向けに輸出 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 別府市 株式会社ライトヤード 7320001016023 感染対策を徹底した全卓サワーサーバー付き焼肉店事業への転換 東京中央経営株式会社

九州 大分県 速見郡日出町 株式会社ＡＹＵＳＨＯＵ 6320001008723 モーダルシフトに対応した物流センターを新設しカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に貢献する みらい社会保険労務士法人

九州 大分県 大分市 株式会社石井工作研究所 5320001000499 一貫生産体制とグループ企業連携による搬送用ロボット分野参入 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社ワールドオフィス 7320001003839 地域に新たな買い物のカタチ「２４時間営業の複合型無人販売所」 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 大心産業株式会社 1320001003786 新しい生活様式に対応した焼肉の無人販売機によるテイクアウト事業の構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社八商 9320001006468 おいしくＳＤＧｓ！環境と人に配慮したおせち事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後大野市 株式会社大の葬祭 5320001015183 世界初のアバター会葬による葬儀ＤＸ化への挑戦及びポストコロナの新しい葬儀様式の提供						 株式会社アカウティングプロ

九州 大分県 大分市 株式会社ライフグレース 4320001015886 ｗｉｔｈコロナで市場性のある持続可能な再生家具販売への事業再構築 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ユウコウサービス 5320002009218 指定工場による自社完結型車検事業の展開と最先端整備事業への進出 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 大分県 大分市 ＧＯ－ＲＩＳＥ株式会社 1320001017282 ＩＴスキルを活かし、ｅスポーツ（ゲーム）教育を盛り込んだ就労継続支援Ｂ型事業を開始 株式会社豊和銀行

九州 大分県 臼杵市 有限会社トランスポートサービス・ミエノ 2320202000359 重量物に特化した３ＰＬ事業へ挑戦！荷主の悩みを解決する新たなソリューションの提供 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 ｂｌｕｅ　ｈｏｕｓｅ ポストコロナ時代の新しい住空間作りを提案する環境配慮型の「小屋」の新規開発・販売 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 津久見市 かんぽう鍼灸マッサージ院 地域のユーザーニーズにマッチした身体と美のトータルサポート 津久見商工会議所

九州 大分県 大分市 常信工業有限会社 6320002009910 建設工事業が挑戦するコロナ禍でも安全安心の地域密着型居酒屋への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 大分県 大分市 有限会社岡村環境開発 2320002001631 地域の活性化、健康寿命増進に向けた　個室併設新感覚フィットネス事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 有限会社カデンのエトウ 7320002016492 陸上ドローンによる太陽光発電パネルの下草刈り事業 佐伯商工会議所

九州 大分県 宇佐市 株式会社ファインコーティング 9320001007994 塗装業務に加えて、治具等の塗膜剥離事業に業務を拡大展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 宇佐市 宇佐パン粉有限会社 9320002013744 健康第一！新しい機能性パン粉へのチャレンジ　～コロナ禍での健康意識高まりを受けて～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社大分中央塗料 1320002000279 １７００万色の水性塗料販売とｔｏＣビジネスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 大分県 大分市 有限会社つるさき食品 3320002004583 製パン新システム導入による看板商品「サンチー」の販路拡大事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ＤＩＣＴ 7040001015508 パーソナルトレーニングジムの開業による新規顧客獲得と顧客満足度向上 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社日本きもの 5011101046141 誰でもひとりで簡単に着れる着物の海外通販展開と縫製の国内回帰 光田　加壽子

九州 大分県 大分市 株式会社スマイキージャパン 1320001014065 カスタムオーダーで世界に１つだけのアウトドアギアの製造販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 日本連合警備株式会社 4320001002174 個人資産保管市場と次世代警備への参入 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 西洋菓子処ＭＯＭＯ 冷蔵ロッカー・地域産品を活用した、フードロスをなくす商品販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 有限会社エイト 6320002014860 最高賞の建築で樹上の秘密基地体験。本物を揃える注目の自治体と戦略的ブランド化集客 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 大分市 有限会社タマルヤ 8320002009710 コロナ禍に対応した「角打ち」「ＥＣ事業」の新事業展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 フューズ有限会社 4320002006001 海外での日本製スポーツカー人気を捉えた、インバウンド・レンタカー事業 税理士法人プロスパー

九州 大分県 速見郡日出町 有限会社エム・オー・イー 8320002016178 最新鋭ハイブリッド式射出成形機の導入による新たな市場（医療分野）への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 有限会社大徳 7320002019561 ポンせんべいを使用した非常食新製品の開発 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社三邦 8320001001271 内装資材の製造・加工事業への新たな事業展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 有限会社田中鉄工 1320002016911 独自の金属精密切断加工技術を活かして半導体関連部品製造に進出する 大分県信用組合

九州 大分県 宇佐市 道しるべ 昭和レトロな純喫茶から健康増進カフェへの新分野展開 宇佐商工会議所

九州 大分県 別府市 株式会社西石油 5320001006447 九州最古の遊園地で、創業７０年の地元企業が別府観光の１００年を伝える歴史資料館計画 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 合同会社大分薪ストーブ 8320003002540 キャンプ用具・薪サウナ販売を通じた日のあるライフスタイル提案事業参入 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社茶郎本舗 5320001015209 先端的なＤＸ技術の活用により、人手不足からの脱却と販路拡大計画 大分県信用組合

九州 大分県 日田市 道路企画株式会社 8320001001940 国内初導入設備を活用し、地域道路の安全対策や活性化に貢献する 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 株式会社二豊鉄工所 9320001009066 半導体製造装置向けレジスト剥離・洗浄機部品等製造体制構築による新分野展開 株式会社北九州銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ＹＵＦＵＩＮ－ＩＣＨＩＺＵ 9320001015865 地域の農産物の中でも規格外品を活用した新商品・新市場展開 宮崎　誠

九州 大分県 中津市 株式会社ＡＤＰ 5320001012866 広告代理店から不動産事業への新分野展開 中津商工会議所

九州 大分県 由布市 株式会社玉の湯 1320001004082 湯布院に新しい風と人を呼ぶニューノーマルの観光戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社６２３ｏｆｆｉｃｅ 5021001067328 別府観光魅力創造「地獄温泉ミュージアムカフェ」事業への転換 大分県信用組合

九州 大分県 豊後高田市 明治屋 精肉店直営のファミリー向け「炭火焼肉店」開店による事業再構築 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 株式会社レゾネイト 6320001009523 久住高原の大自然に囲まれたグランピング施設建設によるワーケーション事業 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 宮崎県 小林市 株式会社ナカノ 1350001010169 住宅解体業への新分野展開 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社ナカムラスレート 4350001008160 屋根工事業との相乗効果を発揮できる金属屋根工事業他への新分野展開 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 太一 あきずに食べ続けられる鶏料理を提供する鶏鍋・テイクアウト店への新分野展開 尾関　亮

九州 宮崎県 日南市 株式会社プランクス 5350003001732 シェアサロン・デジタルサイネージによる事業再構築で美容リソースの最適化を図る 日南商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 スナックＤＯＬＣＥ 愛犬に自然に癒されるドッグラン 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 有限会社曽木観光開発 1350002012908 放置竹林問題を解決する設備導入事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 ＣＡメディスン株式会社 8350001004362 ＡＩ－ＯＣＲ　アプリの開発・購入 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社アジアパシフィックファーム 3350001011883 宮崎地鶏を生かした１次産業から６次産業への転換による新規事業創出 高松　佑

九州 宮崎県 日南市 株式会社まんりょう 3350001011322 特殊冷凍機を活用した冷凍食品通販事業 市竹　敦

九州 宮崎県 児湯郡新富町 ＡＧＲＩＳＴ株式会社 9350001016084 ピーマン収穫ロボット事業から低炭素ＡＩハウス販売事業への業態転換						 株式会社アカウティングプロ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社こどもヒーローズ 1350001015911 そうだ！有休使ってキャンプ行こう！を叶えるキャンピングカー事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡新富町 有限会社豊緑園 5350002010172 有機ＪＡＳ認証製品の製造に係る工場増改築による販売促進事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社とり乃屋 7350001017563 宮崎地鶏の炭火焼きとオリジナルドレッシングの「急速冷凍真空パック」販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 サンテルキッチン 宮崎地鶏を活かす！新しい焼肉スタイルで再構築！ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 串間市 カフェバーピンクココナッツ カフェバーから焼肉店への事業転換で地域の食文化を豊かにする 一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社オルカス 2350002008327 石崎サーフハウス＆プレイエリア　オオニベ 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 都城市 有限会社天水不動産 5350002014504 ビジネスサポートサービス付きの革新的なレンタルルーム事業 宮崎第一信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社Ｃ＆Ｃカンパニー 1350001012231 飲食業から地鶏・雉の加工販売業への展開で事業再構築を図る 福岡　正人

九州 宮崎県 都城市 有限会社カーリペアセンター 6350002015757 ブース新設及び検査キット導入による事業所向け整備の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 小林市 株式会社牛心フードサービス 1350001015399 宮崎牛の生産地の食肉事業者による、小売・飲食事業からネット販売への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社
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九州 宮崎県 都城市 有限会社高橋設備工業 6350002016078 管工事業者が現場のリソースを活かして管材等卸売業に業種転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 西都市 苺大野屋 直売所併設のオープンカフェ事業で地域の新たな観光資源を目指す 西都商工会議所

九州 宮崎県 小林市 株式会社サンライフ 7350001011624 「竹１本、丸ごと製品化事業」の新展開による売上拡大及び地域・業界課題の解決 小林商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社南九州プロジェクト 9010901029145 太平洋を一望できるバケーションレンタル事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 Ｈ２ 夜専門のＢＡＲから地域へ昼食・夕食を提供する地域貢献型食堂及びデリバリー事業へ参入 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社濱﨑工業 1350001016199 鉄骨の一次加工ができる工場新設による販路拡大事業 中村　眞

九州 宮崎県 児湯郡川南町 株式会社ゲシュマック 4350001005653 急速冷凍技術を活用した高品位ブランド冷凍加工品の製造、販売展開事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 オフィスＫ 地域密着型終活支援付フレイル予防事業への新展開 中村　仁美

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社アズーロ 6350002013240 神話ゆかりの地・高千穂観光客に向けた、新たなカフェの開業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 有限会社やよい食品 8350002012802 生き残りをかけた事業多角化に向けたＯＥＭ生産体制の構築 延岡商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アイティーホールディングス 2350001014680 太陽光発電事業一筋経営から、宮崎の魅力をふんだんに堪能できる大自然グランピング施設経営への思い切った事業再構築！ 樫八重　真

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社花ビラ 9350002003668 ドライブスルー機能付き、美と健康と癒しをテーマにした複合施設新規開業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 カービューティープロナカシマ 地域課題解決のためのコイン洗車場新設計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 大和物産株式会社 1350001008089 林業ＤＸを通した持続可能な林業・治山支援事業 中村　眞

九州 宮崎県 宮崎市 Ｋ・Ｐクリエイションズ株式会社 8350001000634 自社オリジナル商品開発・流通型地域商社の展開による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社街乃蔵 9350002008436 既存事業のノウハウ、地域の特性を活かした食品加工事業への参入 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 児湯郡新富町 樋口産商株式会社 3350001005794 農業用ＰＯフィルムならお任せ！農家を支えるワンストップフィールドサービスへの転換 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 カフール カット・カラーリングを中心とした美容業から男性向け脱毛サロンへの新分野展開 株式会社シェアードバリュー

九州 宮崎県 都城市 株式会社川﨑電子 6350002015906 大手メーカーとの基本契約締結を足掛かりに半導体パッケージ事業に進出する パートナー経営株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社桑畑青果 1350002001555 新分野展開事業の為の機械装置導入 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 井上光産業 バークと鉋（かんな）屑を混合させた新商品の開発及び量産販売 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ノチデ 9350001017405 新たにビール工場を建設し、缶製品を製造。新市場への挑戦 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社ヒーテック 4350001005793 産業用機械市場向け部品等の研削加工体制構築による新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社ＴＡＮＩ 2350001007395 半導体事業で使用される樹脂製品製造への新規参入計画 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎ドライビングスクール 6350001001865 高齢化社会に向けて、運転技能を改善するためのトレーニングを提供するシステム販売事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 株式会社ラテック 5350001015676 ＷＩＴＨコロナ時代に対応したトータルビューティーサロンへの転換 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社藤元自動車工場 7350002004024 付加価値の高い自動車修理・点検サービスの新展開による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ＭＨＤ 福祉用具の非接触型採型システム構築及びＣＡＤ／ＣＡＭによる自動切削装置導入での新製品開発による日常生活を守る用具の提供 株式会社宮崎太陽銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 おいもｄｅカフェ 鹿児島の特産品甘藷を活用した芋ペースト製造業への業種転換 福岡　正人

九州 鹿児島県 阿久根市 和食処　まきや プロの味を家庭でも楽しめる中食を主体とした飲食店 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 大島郡与論町 株式会社オニツカ興産 7340001018091 与論島初ドライブスルーによる地元農産物活用ファストフード販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 有限会社サンズカンパニー 9340002013008 コロナ終息を見据えた車用のプロテクションフィルムのスクール＆レンタカー事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 曽於市 有限会社野元技建 1340002027378 木の家で味わう現代和風飲食店の開業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 アールズ工業 加計呂麻島の新しい観光アクティビティとしてのサウナ併設型キャンプ場の開設による事業転換 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 グリーンゲストハウス 本社壁面を利用したＬＥＤディスプレイによる広告配信事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＳＥＴＯＫＯ興業 5340001020628 新築物件やリフォーム物件に対するハウスクリーニング業への展開 向江　隆行

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 ＳＲＣＨ．ＳＭＰＬ合同会社 7290003006109 管理職向けＬ＆Ｄプラットフォームの開発 如水税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社フタマタ開発 8340001003778 鹿児島の資源と明日を支える混合廃棄物中間処理施設事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 日置市 株式会社三道食品 5340001005496 豚毛・爪の微粉末品を、配合の濃厚原料に製造する事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社ながたや 5340001023242 秘伝の調味料を使った鹿児島県産牛・鶏料理の冷凍商品化とネット販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 奄美市 ｐｅｃｏｒａ 既存店舗の有効活用によるレンタルフリースペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社指宿やさいの王国 7340001013662 コロナ禍でも行列が絶えない、野菜炒め専門店のフランチャイズ出店 長岡　孝之

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社雅ダイニング 7340002017497 美しい海岸線と地域食材を活用したリゾートグランピング新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社ルプレジール 5340002017210 観光農園併設のくだものテーマパークで人々に笑顔を！ 青石　吉司

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ユナイテッド・トラッド 3340001011455 鹿児島初の屋内ドッグラン・セルフウォッシュ・ペット用品コインランドリー事業 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社ハッピーポイント 6340001009397 レストラン事業のノウハウを活かした中食事業への強力な参入 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 垂水市 有限会社光洋 1340002025464 地域初となる産業廃棄物中間処理施設の開設 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 株式会社丸和工業 3340001004070 厚板加工の内製化による食品加工機械等の製造分野への進出 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 肝属郡錦江町 有限会社新鮮倶楽部 1340002025068 鹿児島県産食材使用オリジナル冷凍総菜を開発しネット通販へ参入 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｏｆ　Ｓｍｉｌｅ 3340001020365 鹿児島初！最先端デジタルキッチンスタジオの新設とフードコーディネーター人材育成事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 合同会社妙見館 1340003003320 １３０年続く老舗湯治場による、ペットと心身を癒す現代的湯治宿への業種転換 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社ポムフード 4340001011198 レストラン事業からミールキット製造販売への新分野展開計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 ワークプランニング株式会社 5340001020933 地域の雇用事情に適した地域密着型総合人材サービス業で地域貢献！ 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 ナイスカイト マリンレジャーと共に非日常を味わえる宿泊サービス提供事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 西之表市 有限会社種子島自動車学校 6340002019247 自動車学校と相乗効果の見込める民宿事業とレンタルオフィス事業の創出事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 姶良市 大英建設株式会社 2340001014137 土木市場の縮小に備えてシラス採取・販売という新たな事業に取り組む パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 朝日酒造株式会社 5340001011016 喜界島からの挑戦！黒糖と喜界島産フルーツを使用したリキュール・スピリッツの製造 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社悠善社 7340001006055 地域とともに「安心して住み続けられるまちづくり」に貢献するご遺体安置事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 南九州市 有限会社古市製茶 4340002024364 原料販売からティーパック製造事業進出で高付加価値製品開発の取組み 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ユーイン電工 2340001017783 太陽光発電による自家消費型コインランドリーの運営でＳＤＧｓ宣言 平野　謙二

九州 鹿児島県 鹿児島市 斯文堂株式会社 2340001002117 刷版技術によるパンフと動画をデジタル融合した地域発信事業 北浜グローバル経営株式会社

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社海連 9340001009279 特許技術を活用したレトルト加工による長期常温保存商品の開発 眞本　崇之

九州 鹿児島県 日置市 株式会社モダン薩摩 8340001006979 「ＬＯＨＡＳ」をテーマにした体験アクティビティ施設の提供 奥村　耕太郎

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社サザンステート 2340002018731 ヨガで癒されサウナでととのうリトリート宿泊事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社新川床潜水工業 9340001018809 海の未来を守る！オリジナル備品販売事業への挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 簡易民宿　たんぽぽやぁ デジタル技術を活用したワーケーション対応のコテージ運営事業 泰山　秀政

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ヘルプ 9340001013066 「プログラミング」と「音楽」を特色とする障害児通所サービス事業の展開 鯵坂　健太郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 ウノキ産業株式会社 1340001000550 糖質をカットした『低糖質無洗米』新規開発・販売 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ハーベスト 6340001018530 リラクゼーションサロンを開設し障害者の自立支援と収益性を両立させ地域発展に寄与する 鯵坂　健太郎

九州 鹿児島県 霧島市 福地建設株式会社 3340001007610 災害にも対応できるモジュラー型飲料水製造工場の商品化による事業再構築 阿部　守

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社リライトガレージ 5340001019538 ガソリンスタンドからエコステーション・次世代自動車対応店舗へ 会計法人ＭＳＰＧコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 奄美市 岡江建設株式会社 6340001010553 建設業から簡易宿泊所（ゲストハウス）の経営へ参入 奄美大島商工会議所

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社もみの木ハウスかごしま 8340001013711 『体験できる˝もみの木ハウス˝』を活用したリフォーム業進出による事業再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社牧之原鉃工 1340002014161 鹿児島県内初！鉄骨天吊梁溶接ロボットシステム導入による事業再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｍ・ｄｅｓｉｇｎ 2340001024391 産業用ドローンを用いたマンション外壁点検業務および公共工事・住宅分野への展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社植山かまぼこ屋 8340002013454 かまぼこ屋さんのかき氷「紗雪氷」の製造卸挑戦と「じはんき商店街」の新たな展開 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 曽於市 上野菓子舗 「創業１００年　変化し続けた我々ならできる！　消費者を育てるフルーツカフェ」 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 Ｇｏｒｉ　ｍａｒｉｎｅ ○ 加計呂麻島の手つかずの自然と新鮮な食を堪能できる宿泊サービス

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 マリンブルーカケロマ ○ 加計呂麻島の手つかずの自然と新鮮な食を堪能できる宿泊サービス

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社アーダン 1340001010517 シルク化粧品原料生産及び新規販路開拓 スタトバ株式会社

九州 鹿児島県 いちき串木野市 亀﨑染工有限会社 9340002017792 体験型ギャラリーを開設し染工場がコト消費トキ消費へ新分野展開 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＩＰ－ＳＴＹＬＥ 7340001018521 安心価格でも故人様の尊厳をお守りできる「一日葬」専門の葬儀事業 税理士法人　森スクラム会計


