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事業再構築補助金　第７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 福岡市中央区 ＢＡＲＯＱＵＥ株式会社 5290001025797 花屋の構造的課題を解決したデリバリーサービスによる、売上回復と生花産業牽引の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｄｅａｒ　Ｓｉｓ・Ｂｅａｕｔｅ 6290001082458 全国花き生産量３位の福岡からお届け　手入れ不要で長持ちのプリザーブドフラワーでＥＣサイト販売　女性の活躍を支援します 魚谷　康行

九州 福岡県 久留米市 シルク美容室 美容師による美容室一体型脱毛サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社丸久 1290001023078 陸上養殖サーモンの原料を活用した水産物冷凍商材の開発・販売 矢野　佑作

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社オキシス 4290801009711 美容整形手術後ケア事業展開により、美と健康をサポートする企業に成長 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイフィール 7290001058597 Ｗｅｂマーケティング力を活用したハンバーガー店の開業 原　淳子

九州 福岡県 大野城市 株式会社アクティブワン 6290001042627 ブランド佐賀牛・国産和牛・もつ鍋の加工販売の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＬＩＦＥ　ＪＡＰＡＮ 5290001092689 不況に強いラーメンビジネスへの事業転換 園田　嘉生

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ケービーシーメディア 8290001012974 映画館向けクラウド型ＣＲＭツールの開発とサービス提供 福岡商工会議所

九州 福岡県 田川市 エコリスト 中国輸入した商品のＥＣプラットフォームＹａｈｏｏ！ショッピングでの販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 咲きうれ 観光市場の活性化と地域コミュニティを形成する憩いの　日本料理店への新展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ａｉｒ 3290001066224 地域中小企業をターゲットにしたライブコマース事業の開発と展開 富永　一也

九州 福岡県 小郡市 株式会社ＨＲＴ 1290001064353 女性に人気の辛麺屋がコロナ禍に強いスイーツテイクアウト店を展開 山根誠司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社九州大和 6290801009791 物価高騰をチャンスに変える！地域限定「中古家電と家具」に特化した独自ＥＣサイトの構築とＥＣ拠点の創設で事業再構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 藤川美肌製作所 エステサロン運営から美容商品の企画開発、卸売業への業種転換 松岡　秀利

九州 福岡県 春日市 肉酒場炙一 肉料理自慢の居酒屋が手がける惣菜パンのテイクアウト専門店 古町　聖文

九州 福岡県 大野城市 エムケー厨設株式会社 6290001040481 冷凍・冷蔵自販機を利用した事業再構築による売上回復計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＧＲＡＮＴ 5340002011972 ウェディングリング市場への参入を通じたライフイベントに寄り添う小物づくりの展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 宗像市 三社丸　姫っこ 大島産海藻類・魚介類を原材料とした弁当・総菜の製造販売事業 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 広島お好み焼きとんとんとん 飲食店×インフルエンサー×プラットフォーム＝広告の新時代 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 ヒーリングテラス 食の原点・お腹と心が満足する飲食店コニュニティーを目指して 益永　真見子

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社オーシャン・ブルー 9290002010010 メンズエステサロンを併設する、エグゼクティブ向け会員制バーの新事業展開 十時　広二

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社筑前博多独楽 7290001061163 小規模催事に特化した音響部門のトータル代行請負事業 山﨑　義孝

九州 福岡県 久留米市 株式会社満一 7300001007049 看板商品の餃子を冷凍餃子として無人店舗で販売 本田　隆博

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社アルファ企画 3290002009529 髪のコンプレックス解消専門店として、人々の素敵なライフスタイルをサポートする 黒岩　延時

九州 福岡県 太宰府市 有限会社松島茶店 9290002040222 有限会社松島茶店　老舗和菓子屋のＥＣ大航海時代の船出！ 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社子どもの学び館 3290002028652 放課後学び館　児童の放課後預かり事業 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社エンジェルウイング 3290801019067 介護脱毛など新たな顧客層開拓のためのセルフエステ事業の新展開 渡邉　滋朗

九州 福岡県 福岡市中央区 甲斐田恭平 居酒屋形態への転換とランチテイクアウトデリバリーの多角化経営事業 園田　嘉生

九州 福岡県 小郡市 株式会社ＴＯＩ 6290001092911 不登校児童向けオンライン教育事業への新規参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大野城市 株式会社ポスティクル 3290001043099 新たなニーズに応える移動ジェラート店 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 西小倉駅前イタリアン酒場ＯＴＴＯ 安心で美味しいものを届ける、ＷＥＢを活用した多店舗ショップ経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 本丸黒崎店 女性向けのスポーツジム＆セルフエステ事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 エー・エイチ・シー株式会社 9290001075921 美容スクール開講により、美容業界の人員不足に立ち向かう！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社吉丁 1290001042879 所有する古民家を改装し、飲食店としてのノウハウをいかした新規宿泊事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ネクストイノベーション 8290001083512 既存事業の強みを最大限活かした新事業への挑戦！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 てんやわんや 求肥を使用した大福のような新触感パンケーキ専門店カフェスタンド１０．８ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市中央区 ＩＭＩ総合企画株式会社 1290001062340 対面施術不要の脱毛・美容痩身セルフエステサロン事業 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市若松区 フリースタイル 新しい衣食スタイルを提案するクローズ＆スイーツトラック店舗 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡志免町 株式会社ダイショク 7320001003938 生き残りをかけ、新天地で展開する古民家カフェレストラン 山田　周作

九州 福岡県 八女市 フォレスティン株式会社 8290001083867 年間１０００万円　売上を上げるオンライン予備校 新飼　賢郎

九州 福岡県 糸島市 里や 「こころ×身体×仕事も整える」露天風呂・サウナ付きワーケーション事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 サルト 間借り美容師事業から、アイサロン経営の業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 飯塚市 田所自動車有限会社 3290002044575 自動車ローン難民に向けたＩｏＴを使った新たな賃貸自動車事業 安武　晋司

九州 福岡県 福岡市博多区 ＢＩＬＬＹ 和食屋で新たな市場へ挑戦し、既存店舗とのシナジー効果を狙う 寺崎　兼司

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 合同会社Ｓａｍｐ． 4290803003209 飲食店ＤＸで顧客の心を掴む半屋外で開放的なドックカフェの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 Ａｌｌｅｙ サステナブル工芸家が作る次世代サンダル　ＦＬＩＰ　ＦＬＯＰ 福岡県信用組合

九州 福岡県 糸島市 カシェット 記念日ナンバーケーキの制作教室の運営及びネットお取り寄せ受注販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｄｅｊａ－ｖｕ 撮影・配信スタジオの構築とライブ配信によるオンライン事業展開  大串　和義

九州 福岡県 朝倉市 株式会社ポルテ 9290001084542 大自然で大機転☆農泊型グランピングでもっと地域が盛りアガる☆ 朝倉商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 ブレイクスルー 自動車の板金塗料技術を活かした新たな抗菌施工事業の立上げ 齊藤　祐一

九州 福岡県 田川郡福智町 ラ・ピアンタジョーネ 果樹園の６次産業化によるブランド構築事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 株式会社ベベ 4010801030026 親子脱毛事業に新規参入し、子供から大人まで楽しめるエステサロンへの変貌を図る 兒玉　洋貴

九州 福岡県 北九州市小倉南区 増成動力興業株式会社 9290801003486 キャパシタバッテリー搭載電動車いすの開発・販売 渕上　耕司

九州 福岡県 直方市 株式会社コスモツール 1290802021362 金型製作技術を活用した電動車向けコネクタ製造への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 直方市 株式会社エヌ・ティ・エム 2290801014069 精密金属加工の高度化によるＥＶ（電気自動車）事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社エヴァ 4290001022977 使用済み紙おむつの３Ｒ政策事業　次世代の紙おむつリサイクル 大串　和義

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社Ｆｕｇｅｎ 9290001038457 板金加工技術を生かした半導体・食品製造機械分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社スリーアローズ 3290801022038 電気自動車普及促進に向けた攻めの業態転換・事業再構築計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 株式会社ケイティホーム 5290001060943 環境にもファミリーにも優しいＺＥＨ・北欧デザイン住宅事業への展開 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セゲル 3290001034643 「荷主」と「運送事業者」と「環境」をつなぐ物流ＤＸワンストップサービス【ａｌｌｈａｉｓｏ】構築事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ふたじま不動 8290801024541 セメント燃料向け廃プラ供給業 益塚　友和

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＪＹ 8290001070790 日本製フライパンの製造拠点の整備による、フライパンの製造並びにリペア事業への進出 松本　宏之

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社名越工務店 3290002016582 世界的ウッドショック等による木材価格の高騰に対応しながら、環境に配慮した安価な再生木材を提供 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 大川市 末次家具工藝株式会社 6290001053459 伝統家具の技術を継承した新たなアウトドア家具の開発・製作 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 宮若市 岡垣興業株式会社 1290801014532 ドローンスクール熊本校開校＆ドローン宅配センター従業員　ドローンドライバー育成（ドローン免許国家資格取得） 西田　重和

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社是永商会 2290801001380 環境負荷低減とデザイン性が特徴の次世代型コンクリートの金型製造 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社タケシタ 7290001053342 電気自動車（ＥＶ）関連生産設備向け部品加工及び装置架台・フレームの製缶加工事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 筑後市 サンパック株式会社 7290001004584 フレキソニスコーティング印刷技術導入による脱プラスチックシール市場への新分野展開 株式会社十八親和銀行

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＧＯＳＵＫＥ 2320001012761 新型コロナウイルスによる豚丼事業売上低下を受けたわらび餅・白玉通信販売事業への業態転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社オクトパスカンパニー 3290003008298 ＢＭＸ用オリジナルプロテクターの製作及び販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ウーリーサービス 2290001046929 人材派遣業から、おひとり様向け焼肉ファーストフード店への新分野展開 須永　達也

九州 福岡県 柳川市 株式会社川島製作所 7290001052765 海苔結束機械製造のパイオニアとして培った技術を活かし、韓国の海苔生産業界で新規市場開拓計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社イコーハウス 8290801009039 未来の暮らしをカタチにした　『省エネ×介護』住宅　～　初めてのオリジナルブランド住宅「憩家－ｉｋｏｉｙａ－」～ 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 筑紫野市 そば処　田中農産 そば農家による、国産自家栽培そばの冷凍食品化及び販売 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社コムアルファ 4290001084596 世界に１冊、飼い猫写真のノート製造販売事業。 福岡商工会議所

九州 福岡県 小郡市 有限会社カイザー 9290002006603 「自走陸送」の実績とスタッフ力を生かした「事故車・不動車の買取販売」に新規参入！ 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 直方市 ゆりの整骨院 宿泊・整骨・美容がワンストップで！『複合型デイケア事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社インターナショナルエアアカデミー 2290001006255 シニアライフ専門家育成に新規分野展開し、事業再構築します！ 福岡商工会議所
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事業再構築補助金　第７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 柳川市 株式会社もろふじ 9290001053480 きもの保管シェアリング事業 税理士法人野田税務会計事務所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社なかむら 7290001045645 スーパー惣菜コーナーと飲食店のニーズに沿って高鮮度惣菜を製造するＯＥＭ事業への進出 飯塚商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＫＡＲＥＮ 4290001046506 内職事業への新規参入とドッグランカフェ新規出店による多角化経営計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社手嶋不動産 4290001028818 別府湾を一望できる絶景露天風呂付き宿泊施設及び温泉蒸し料理の提供 木村　壮太郎

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ダイトク 5290802014593 地上から高さ４６ｍまでの、社会インフラの老朽化に対応する公共工事業等に進出！ 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社セキワ物産 6290001001533 「『能古うどん』ブランドを展開するうどん店による焼肉店挑戦計画」 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社ブリーム 1290002031039 ウイズコロナを生き抜く！婦人靴店が挑む鉄板焼事業への新分野展開 山本　喜広

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＹＯＧＡ　ＢＲＥＥＺＥ 8290001044935 完全プライベート空間でのオンライン式暗闇ボクシングフィットネス事業 酒井　康行

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社レナトス 3290003007176 福岡市内の人気居酒屋が、地域住民の健康増進に貢献するアロママッサージ＆ピラティススタジオをオープンする 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 今村塗装株式会社 9290001076333 足場組立、防水施工の内制化による一括請負体制の構築 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ソースクリエイト 7290001030903 受託型ＷＥＢ制作から業界課題解決型サービス提供事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社タグワン 1290001069146 自転車を事故から守る！危険予測に特化したヒヤリハットセンサーの開発計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 有限会社宮原塗装 7290002037121 体験型ショールームでの独自塗装家具販売・小売事業への進出 常盤　直也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社太陽貿易 5290801021467 海外調達力を活かしたインバウンド需要に対応したフォトスタジオ新分野展開 税理士法人ロジエンス

九州 福岡県 八女市 マーケティングミックス株式会社 2010001141575 新分野　地域企業への採用サイト提供及び求人ポータルサイトの開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 有限会社パティスリーＳＯＮＯＫＩ 4290002046819 人気洋菓子店による地産地消の本格ジェラート特産品の創出事業 浜　俊一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＮＡＯＳＡＮ 1290001035172 イタリア料理店のギフト販売とスイーツ・カフェ事業による窮境からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社カインド 3290001039873 新分野展開としていつでも利用可能なクイックサウナ店を新たに開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 秋月　池田屋 ご当地グルメ「筑前朝倉蒸し雑煮」のオンライン販売で地域経済活性化！ 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ株式会社 4290801023167 地域に根差したリラクゼーション＆オフィス融合型のサブスクリプションカフェへの業種転換事業！ 丸山　達也

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ママミール 7290001027107 「安心・簡単・美味しい」食事で家族を笑顔にする「子ども用冷凍食品」製造事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社グランムート 6290001073267 アパート企画会社が行うペット共生型の障がい者グループホーム事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市博多区 博多券番　わ乃桂 日本・博多文化のハイブリット型発信地【座組み／博多芸所わ乃桂】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 天喜 福岡県飯塚市で創業３９年目の人気焼き鳥居酒屋が、非対面ビジネスとして焼き鳥の冷凍販売に着手する 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＩＣＨＩ 1290801020729 地産地消の『産直野菜』を使用した栄養面を考えたテイクアウト型の中食販売への事業進出 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 邦華ＩＮＴ’Ｌ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 4290001010370 水産品の高付加価値化による自社商品開発と販売での新分野展開 経営サポート株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 フィールドロック株式会社 3290001038025 ＣＭＳ開発を通じたコロナの影響を受けにくいシステム販売業への転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社左座園 5290002008116 「コト消費＆モノ消費」ニーズを叶えるハイブリッド型茶道体験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 福岡市早良区 有限会社ボーン・イン・ザ・アイランド 2290002026905 先端的食材保存技術の活用による通販事業・ふるさと納税事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 那珂川市 Ｗｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 快適な居住空間を提供する木造りのタイニーハウスの展示販売 西田　吉博

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＵＺＵ 6290001071881 環境配慮した無水洗車用洗剤の製造・販売と出張洗車サービス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社飲食再生事業団 7290001058960 地域資源を活かした歴史と伝統のある蕎麦屋への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 株式会社茶花の里 3290001049187 自然の恵みを再発見！地域連携×お芋スイーツ専門店で事業再構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社北九州活魚センター 6290801000882 国内最高品質のうなぎ『仁淀ブルー』を用いた冷凍うなぎ棒寿司の製造販売 塩津　友輝

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社エコラ 1260001024632 特殊冷凍技術を用いた冷凍生食パンの製造・販売事業。 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市中央区 スキューバダイビング・エアー有限会社 4290002031457 世界初のレジャーを発信！ダイビング呼吸法を使った水中ヨガ 野村　真一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＯＲＤＥＬソリューションズ 4290001064375 ネット通販から本格的漢方ペットフード開発・卸売への新分野展開 田中　順

九州 福岡県 三潴郡大木町 モリタインテリア工業株式会社 6290001053269 自社の木工技術を活用した高付加価値製品分野への新規参入事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 プロスライン株式会社 3290001066513 資源リサイクルを目的とした折りたたみコンテナ洗浄事業の展開 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市城南区 Ｒｏｃｋｅｔ　Ｒｏａｄ株式会社 5290001076064 人間とロボットの『協働』社会実現に向けた協働ロボット専用ユニの開発販売 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＭＡＣＡＷ 7290001081830 マジックを習得するプロセスを活用した地域の子どもの多様性を育むマジック教室の開設 木原　敬吉

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652 アルミダイカスト、アルミ鍛造の新技術導入による電動車部品への新規参入 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 行橋市 有限会社青い林檎 3290802023068 オタク消費に着目！地域初のゲームバー事業で行橋市に「新しい消費の場」を創出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 甚六鮨 老舗寿司店が職人を使わず機械化で挑戦する女性向け茶寮店舗展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ハゼモト建設株式会社 8290801003082 就労継続支援Ｂ型事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 ぱん工房　菜の実 老舗ベーカリーが敢えて挑む、飲食事業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 アテライト 広告デザイン事業からトータルメンズエステサロン事業への転換による、事業再構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 九州スタッフ株式会社 9290001018665 デジタル化したい中小企業のＤＸコンサルティング及び教育事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 久留米市 季心川音 四季折々の景観を味わえる料亭の広い庭園内にある１日１組限定のサウナ付き貸切ゲストハウスの開業 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社福間商会 3290802015222 ディーゼルエンジンＳＣＲシステム用尿素水の効率的自社製造販売体制の確立 宇野　裕

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社旬菜倶楽部 1290001066003 ウィズコロナに対応する地元野菜の加工小売進出による業績回復 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 ビストロクワバラ テイクアウト需要の拡大に着目、調理で余った材料を使ったフィナンシェの販売に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社マル 7290001079305 折尾駅好立地での本格韓国料理のテイクアウト専門店開設事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 芳中　梨々華 働く女性のためのトータルサロンオープン 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サービング 5290001028354 独自技術の開放による職人育成アカデミーの構築と建設物の環境性の向上 株式会社中央ビジネスグループ

九州 福岡県 久留米市 株式会社Ｂｕｉｌｄ 2290001090877 地域初の輸入クラシックカーレストア事業挑戦で持続可能な社会に貢献！ 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市若松区 ベーカリーさくらい 飲食店と一緒に新商品開発！オリジナルパン生地の開発・販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 ディープリー 旧車エンジンレストア事業に挑戦しサステナブル社会に貢献！ 古町　聖文

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社システムズスタッフ 5290001027785 アナログ式ビルメンテナンスからデジタル化を促進する事業を展開する アネーラ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社天年堂 9290001049223 老舗線香企業の強みを活かして「仏事市場」から「香り市場」へ事業再構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 西日本精機株式会社 5290801011864 高精度加工機導入による医療・高気密性容器・半導体向け高精度金型事業構築 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｈｕｍｏｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ 3290001087419 オーベルジュ開設による地域内観光客及びワーケーション客のための「泊まれるレストランの開設」 力丸　宣康

九州 福岡県 福岡市東区 ハルデンタル 新感覚！薄くてつけ心地がＧｏｏｄなスポーツマウスガード　のサブスク事業 首藤　利幸

九州 福岡県 福岡市博多区 創造空間株式会社 2290001072677 キューブ型ＬＥＤビジョンで小規模事業者の売上回復を側面支援 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市東区 木子大順株式会社 1290001084491 コロナで定着したパースナルユース用ハウス工場新設と自社での製造販売据付による業績回復 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市東区 フェリーチェ 思い出ご飯とペットフギュア「世界で一つのお供え」クレイアート 瑛智税理士法人

九州 福岡県 大牟田市 株式会社アップＪ 7290001062434 「インドアキャンプカフェ」へ業態転換し、深夜もくつろげるサービス提供 大牟田商工会議所

九州 福岡県 春日市 そうり株式会社 8290001055627 冷凍自販機とＥＣサイトで地元食材による福岡発デイリーフレンチ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｂｏｎ　Ｍａｌｅ　ｈａｉｒ 地域のフリーランスと創る、忙しい女性向けの総合美容シェアサロン事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社マイテック 3290801021782 丸物精密部品加工技術を活かした新分野展開による事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 株式会社しげなが 3290001051449 新分野　通信販売への展開を皮切りに当社商品のブランド化を目指す 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 エムテック株式会社 8290801013379 インフラから養殖ブイまで！ポリウレア加工で革命的「劣化ソリューション」を実現！ 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市博多区 ラーメン味和 飲食業から製造業への業種転換計画 日髙　強

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社日輪鐵機興業 4290001038478 ３Ｄ切断用プラズマ切断機導入により特殊開先加工技術の獲得による新分野展開 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社つくし 4290001062338 焼肉・ホルモン居酒屋への新規進出による事業拡大への挑戦 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社三洋建設 7290801013248 廃プラスチックの再資源化により循環型社会へ貢献！回収資源から再生樹脂製造事業への参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 有限会社司製作所 7290002036668 ＳＤＧｓによる無料回収ボックス製作需要を囲い込むための属人的な曲げ工程の自動化及び効率化事業 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 福岡市西区 宇都宮　亨 湯布院に温泉付き簡易宿所を開設、地元飲食店との夕食連携で地域活性化 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社グリシード 2290001030569 抗生物質の代わりとなる新鮮なスピルリナ飼料で家畜の健康を守る。 木村　壮太郎
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社キャッチアップ 8290001058431 中小企業の組織連携強化を支援する新しい社内ポータルサービス開発 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社姪浜会館 6290001024195 今後の多死社会における社会ニーズに対応する「遺体安置事業」への参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 大野城市 丸善マテリアルフード株式会社 5290001030698 中小企業の事業多角化を支援！強いラーメン店を作るコンサルティング事業 白川　淳一

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社絵夢 4290001082154 新型コロナウイルスの影響から新しい生活様式に必要とされる　お洒落なコインランドリー新規事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 みやま市 有限会社和光製作所 9290002037111 量産加工のノウハウを半導体装置に集結！当社の主力製品へ 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糸島市 株式会社Ｌｉｅｎ 2290001091611 エステサロンとフィットネスジム経営への業態転換 髙島　公生

九州 福岡県 福岡市博多区 ヤマヨシ産業株式会社 1140001093887 再生可能エネルギー（太陽光エネルギー）の夜間放電設備 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＳＨＩＮＥＩ 2290801013855 つぼ焼き芋販売事業開始！北九州市黒崎の商店街で濃厚つぼ焼き芋をお届け！ 株式会社シーエイティ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社九州壹組 4290801013449 美容の専門家によるＥＣサイト運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セイコー住建 6290001035754 一般顧客向け脱炭素化・長期優良住宅 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 東邦地下工機株式会社 5290001014890 脱炭素に向けた電気式ボーリングマシン・ポンプ開発への業態変換 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ＮＡＲＵＭＩプランニング 5290001068334 雄大な久住高原で身体と心を整えるクリアリング事業による事業再構築 松代　和也

九州 福岡県 飯塚市 梶原工務店 利益減少の工務店。木製家具を新製造し、マレーシアで販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社エス・エフ・マーケット 3290002007714 規格外品活用のセミオーダー式ジェラートアイスクリームケーキＥＣ事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トライセル・カンパニー・リミテッド 2290001077437 志賀島の自然を生かした飲食事業への多角化でＶ字回復と地域貢献の実現 富永　一也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社クオーレ 6290001069918 ＬＩＮＥ＠を活用した習い事教室アプリの開発 株式会社リアリゼイション

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社ワールド・テン 8290002019795 業界内連携による歯科医院向け人材募集のためのポータルサイト事業への展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社クロマニヨン 5290001088968 ブランドコンサルティング会社が始める「ブランドの学校」事業 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社イノウエ塗料産業 2290001011602 塗料卸売業が付加価値の高い金属製品塗装に向けた生産体制構築と新分野への進出 長生　信夫

九州 福岡県 福岡市南区 合同会社グリーンライフ 8290003006792 皮膚科医監修のもと医療脱毛クリニックで安全安心な永久脱毛 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 ヘアーメイクアムール 美容室の顧客に向けた完全個室のエステ事業への新分野展開 株式会社シーエイティ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社Ｋ＆Ｋ建築地所 7290002028599 ポストコロナを見据えＦＣ加盟によってパーソナルジム業界に堅実な事業参入 浦田幸一

九州 福岡県 久留米市 だるま産業 戸建て木造住宅の大工業から戸建て住宅の解体業への事業転換 秦博雅

九州 福岡県 大川市 木彩工房 木の魅力を伝える新店舗で行う５Ｇ技術によるハイブリット式木工学校 大川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＬＯＣＵＳ 5290001089727 地元福岡を活性化する「アート小売業」の開始 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社ロマン 9290002032062 Ｗｉｔｈコロナ時代の旅の楽しみ方。九州が誇る旨い肉を一挙食べ比べ 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 ＨＫＰ株式会社 2290001067883 ダンス市場が注目されるタイミングでの新たなダンススタジオの展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社共和機工 2290001038208 工場新築、レーザー加工機導入による電子回路基板製造事業への新展開 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 株式会社ビジネスプロモート 2290002052760 久留米市内のランドマークとなる大型ＬＥＤビジョン設置による広告事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社ゆめの樹 7290001064653 重度介護者にも対応可能な訪問看護スキルを活かし、快適な機械浴がある通所介護施設を新設 飯塚信用金庫

九州 福岡県 朝倉市 株式会社藤田ふとん店 2290001044164 デジタル３Ｄ計測機器で最適寝具をレコメンド！睡眠改善で社会経済に貢献！ 朝倉商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社サンユーフーズ 8290001045850 新商品みりん干しの高品質化大量生産化による収益力改善事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大野城市 株式会社エイトビーズ 9290001073074 ユーザ目線でのサービスを提供する、歯科医師が作る自社歯科技工所事業の立ち上げ 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Ｂｏｏｓｔｅｒ 6290801007341 オンラインとオフラインを融合した学習マッチングＷＥＢサービス事業 江藤　文仁

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社アトリエモンタント 8290002030414 オリジナリティと思い出に残る家族を結うメモリアルブック【結本（ゆいぼん）】通販事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社Ａｃｅ 4290801017994 中古建物をリノベーションし低価格で高デザイン・高機能の住宅提供を行う。 菅野　浩司

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社大脇製作所 7290001070775 医療用製品部品の製造への進出による窮境の脱出 松代　和也

九州 福岡県 北九州市八幡西区 日本ヒューレックス株式会社 6290801018363 ～電気エネルギーで未来に貢献する企業へ　分電盤・配電盤メーカーへの事業転換～ 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ 2290801022022 無人レジ等導入で省人化する、コロナ対策万全の屋外ＢＢＱビアガーデン出店 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｔｏｎｅｒｉｃｏ 6290001085964 自社工場とアンテナショップの建設による業態転換でＶ字回復の実現 富永　一也

九州 福岡県 中間市 合同会社Ｆａｉｔｈ 7290803002091 不動産会社向けオンラインリフォーム営業システムを開発・提供 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市早良区 ネイルサロンバーグ マツエクサロンの空きスペースを活用した脱毛サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 うきは市 よかもんいちご 自家栽培いちごを活かした加工品の開発といちごカフェの展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 川端杏奈 移動式着付けサロンの展開 濱高　大

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社因幡工務店 9290001019721 解体×リユース　解体工事のアンテナショップの開設 行政書士法人アクティス

九州 福岡県 飯塚市 タッグライン株式会社 3290001086395 国内初！医療機器消耗品受発注のＤＸサービスの提供 森　健輔

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ハンズクラフト 9290801018609 便利屋業からＩＴ技術を活かし中小企業向けコンサル事業への進出 志村　俊郎

九州 福岡県 京都郡みやこ町 有限会社笹原 4290802023728 足場組立事業への参入による新分野展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サクラグループＨＯＬＤＩＮＧＳ． 6290001078357 心を整える、会員制ラグジュアリープライベートサウナ運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 株式会社徳田畳襖店 2290001086660 最新畳製造機器の導入で洋室にマッチする「抗菌置き畳」の開発　新規顧客獲得に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 糸島市 株式会社徳永商店 5290001093852 糸島ブランド肉の小売販売・逆風に負けないビジネスモデルづくり 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 漆間プランニング有限会社 4290002009767 「男性向けの美容サロン」の展開と関連商材の販売 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エデュコ 3290001079639 施設型福祉サービス事業の実施 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社伊藤自動車工場 3290001045228 事業用トラックに関する総合メンテナンスサービスの提供 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社長山フーズ・ファクトリー 1290001026584 常温長期保存が可能な「おてがる野菜定期便」事業 中山　達

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社コードスタイル 7290001039960 建築デザイン力を活かして新たなグランピング事業を展開する 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 有限会社八車荘 6290002043913 自社の強みや地域資源を活かしたアクティビティセンター事業の展開 立石　修

九州 福岡県 久留米市 株式会社木癒工房 4290001076379 体験型ショールーム新設およびバーチャルショールーム構築による販路拡大への取組み 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 長峰工機 チップマウンター等半導体装置向け部品製造体制構築による新分野展開 税理士法人たかはし事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ワクフリ 4290001080050 既存事業の知見を生かした教育事業！クラウドサービス活用人材の育成を通じ収益の安定へ 株式会社グッドパートナーズ

九州 福岡県 行橋市 宮田運送株式会社 3290801015330 運送業者が取組む営業倉庫業の開始と地方創生への取組み 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米原種育成会 6290001048707 マーケットサイズの大きな海外市場向けのダッチタイプキュウリの育種研究開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 株式会社小石原開発 6290001082350 建設残土リサイクルと地域資源エネルギー促進業務効率化事業 大串　和義

九州 福岡県 糸島市 株式会社パーツ・フォアマン 7290001033179 高精度研磨加工による薄型銅膜の金型部品の製作 ペンデル税理士法人

九州 福岡県 福岡市早良区 フウケイヤ “店舗設計”のスキルや人脈を活用し、地域を元気にする『スィーツ＋カフェ』 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 夏山豊起 ＦＰのノウハウを活かした住宅販売代行でトータルサービスを展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 飯塚市 北川製餡株式会社 5290001058681 有名菓子メーカーのあんを製造している製餡会社が、独自の高級和菓子の製造販売に参入する 飯塚信用金庫

九州 福岡県 嘉麻市 平野製作所 化学プラント業界向け特殊鋼シャフト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 福岡市南区 株式会社オートワーク 9290001000937 自動運転、次世代自動車普及に資する３Ｄデータの特定整備を開始 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社小財スチール 6290001007497 課題解決に軸足を置いた高付加価値製品の供給による事業構造の転換 株式会社アライブビジネス

九州 福岡県 久留米市 上祥建設株式会社 9290001050536 自社ビルショールームによるリノベーション提案への新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 柳川市 柳川冷凍食品株式会社 5290001053303 業務用加工食品の卸売業から自社ブランド冷凍食品の製造販売業への転換 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社フレア 9290001058307 離職率の高い美容業界の構造改革　高度な美容技術を最短で習得できる実践型美容アカデミーの開校 松成　文貴

九州 福岡県 宗像市 ハーツモーターハウス ＨＡＣＣＰ対応の加工場による独自商品製造と地場産品の小ロット加工の受託 飯田　展久

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社フクダ商事 9290001068009 産業廃棄物処理における中間処理（選別）によって環境負担となるフロン削減計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社のぼる 5290801010461 こだわりのお米を世界へ！冷凍おにぎりの国内外販売事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社平成電設工業 3290802005743 プロボクサーと練習できるセミパーソナルのボクシングジムへの事業再構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 小郡市 夕悠 接触機会の減少と真の悩みに対応した「セルフ脱毛サロン」 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 ダイワインクス株式会社 2290001049097 販売促進力をリソ－スとした小規模２４時間フィットネスジム事業 久留米商工会議所
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九州 福岡県 八女市 有限会社八女グリーンホテル 7290002047698 八女市伝統工芸職人等と連携したオンリーワンプランで地域活性化 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市早良区 Ｓ＆Ｄ株式会社 8290001062383 セントラルキッチン生産による本場の味キムチの卸販売開始 髙島　公生

九州 福岡県 福岡市博多区 ２１テクノロジー株式会社 7290001046957 世界的に市場が拡大中の電動キックボード等のスマートモビリティ市場への業態転換 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社一優亭 5290001034501 世界展開を見据えた汁無し担々麺専門店の国内外ワンオペフランチャイズ展開 森　健史

九州 福岡県 福岡市中央区 ＺＥＲＯＮＥＸＴ株式会社 6180001105865 ペットと共に過ごすコインランドリーの楽しみ方の提案 株式会社エモーサル

九州 福岡県 福岡市中央区 そのもの株式会社 8290001077126 納豆カプセルで、世界の人々の健康寿命を１０年延ばす事業 古賀　光雄

九州 福岡県 中間市 株式会社マル五 9290802017493 地域資源活用の「はつ天」で地域おこし事業への挑戦 九郎丸　宏一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ユーピーエス 7290001030424 ＡＩによるＣＲＭ自動化×ＡＧＡオンライン予約診療システムにて再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 大野城市 株式会社センプレ 7290001068737 高齢者の歩行寿命に特化したコミュニティスペースへの事業転換 松尾　雅人

九州 福岡県 福岡市城南区 菓子館木太久 洋菓子小売製造（店頭販売）からカフェ事業進出、およびＥＣ販売での全国展開 松代　和也

九州 福岡県 田川市 平石ホーム 内装工事業の強みを活かしたコスパに優れるコンテナハウス事業 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セイビ九州 1290001014110 ビルメンテナンス業界を統合する業務管理システム（ＤＸ）の開発及び販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 株式会社セレモニー 9290001045619 創業１０９年老舗葬儀社がオンライン葬儀の導入で「小さなお葬式」対応型施設に再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 Ｇｒａｔｉａｓ合同会社 3290803003077 自社開発ソフトウェアを活用したＶＲ・ＡＲデジタルイベントへの進出 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 祥美堂 東洋薬膳カフェの開業／オンラインサロンの開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 フルタ株式会社 7290001030110 小さな子供から高齢者まで守る安否確認センサシステムの開発・設計 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＦＯＲＷＡＲＤ 8290001083578 日本初！長期保存を可能にした無添加パンを全国の食卓へ 中島　隆宜

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社小林商店 2290001067867 コロナ禍でも安心！ビブグルマン連続受賞店が手掛ける鶏専門焼肉 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 株式会社池田電気商会 8290001050009 本事業で取り組む対象分野となる事業（日本標準産業分類、中分類ベース） 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ティーアンドイー 1290001006413 多チャンネル動画制作・販売事業 大串　和義

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ダイキヨープラザ 3290001001619 【店頭事業】⇒【卸・通販等事業】冷凍健康惣菜・スイーツ等事業 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ウインズジャパンホールディングス 6290001043286 土木工事業に特化した人材教育と案件シェア受発注システムの構築 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 アージュ株式会社 1290001024547 ワークライフバランスと地域活性化に貢献するインドアゴルフ場 税理士法人れいめい

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社素屋 3290001055986 冷凍「生蕎麦」のインターネット販売事業による新規市場開拓 税理士法人ａｉ

九州 福岡県 うきは市 マルカ木材株式会社 7290001055207 木材加工技術を活かしたツーバイフォーパネル生産事業への業態転換 近藤　保裕 ちくぎんリース株式会社

九州 福岡県 直方市 福智産業株式会社 9290801014310 多品種生産体制の構築で半導体製造装置部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｃ．Ｆ．Ｃ．ｃｏｍｐａｎｙ 4290001046588 最新テクノロジーを活用したセルフ焼き肉店の新規オープンとネット販売の開始 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 株式会社フィールドオブドリームス 2290001075481 地場の特産物を活用したオリジナルワイナリーで地域の活性化に貢献！！ 株式会社北洋銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 世虹株式会社 6290001031621 自宅で手軽に博多のソウルフードを体験！急速冷凍機を活用した冷凍食品の製造販売事業 白川　淳一

九州 福岡県 久留米市 株式会社エフジー 6290001065990 八女市の解体工事業者による廃プラ収集・処理～エネルギー地産地消への挑戦 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡久山町 株式会社久原本家食品 4290001000017 レトルトから洋だし技術を活用した道産素材の冷凍完成調理食品への業態転換 株式会社北洋銀行

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 みのり 電動ゴーカート場の運営による顧客層拡大、収益力強化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社リビングデイ 5290001067047 感染症対策を徹底した非接触スタイルの健康施設　最先端シュミレーションゴルフ事業の運営 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 行橋市 株式会社胡座 3290802010470 ベーカリー「エキセントリック」開業による居酒屋店の事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 行橋市 株式会社左尾電機 6290801010023 不良品流出率０．００５％以下を誇る、独自の研究と検査体制でのリアクトル製造から新たに小型制御盤の製造へ参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 オンリーワンテック株式会社 1290001094549 半導体市場向け製造装置部品等の内径研削加工体制構築による新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社リップル 2290801024340 終末期ケアに特化した「ホスピス住宅」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｓａｋｕｒａ　ｆｏｏｄｓ株式会社 9290801008758 ウォーと唸るほど旨い、生よりもおいしい習慣冷凍刺身 柿塚　英樹

九州 福岡県 福津市 青い鳥鍼灸整骨院 完全予約で女性特有の悩みに最適な鍼灸施術を提供する新事業展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社スティールド 3290001001404 降雨災害対策の一役を担う土中余剰水集排水材の開発と製造販売 西嶋　俊成

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社ＯＣＭ 4290001063708 自社の強みを活かした事業転換。地域Ｎｏ．１の整備事業者へ！ 税理士法人リライブ

九州 福岡県 久留米市 松浦鮮魚店 お家で楽しめる「美味しいお魚」を高級鮮魚卸売店が小売販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 Ｏｃｒｏｓｓ株式会社 1290001074864 高齢社会に新しいデイサービスの形を提供し、地域の活性化を！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 糸島市 竜馬 内食・中食需要の高まりに対応した食品製造および販売事業の開始 西岡　隆

九州 福岡県 飯塚市 ａｓｉａｃ 笑顔の輪を取り戻す！植育カフェ併設の園芸店 飯塚信用金庫

九州 福岡県 直方市 桃田工業株式会社 2290801024027 製缶・河川機械設備の組立て・設置工事の為一貫施工体制の整備 木月　章貴

九州 福岡県 朝倉市 株式会社坂田精密 5290001058426 大型業務用ドローンインペラ等製造体制構築による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ラブディ 7290001063151 ペットサロン事業を活かしたリモート診断対応の動物病院の開設 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ハピサ 8290801023196 ＡＩマシンを活用した２４時間ジム×個室サウナの新事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ＪＧＩホールディングス株式会社 5290001031093 中古車輸出事業の強化の為の買取店舗・自社整備工場を新設。仕入代行から買取販売事業を行う小売業への業態転換。 税理士法人ＳＨＵＥＩ

九州 福岡県 福岡市城南区 合同会社Ｍ＆Ｍ 9010703004858 個室で美容×健康トレーニング！一石二鳥を叶えるサロン 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ソリューション北九州 3290801024967 地域活性化とアフターコロナに対応する飲食向けポータルサイト展開 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 田川郡添田町 有限会社畠田建設 5290802025145 土木のＩＣＴ導入による災害対策事業展開と３次元測量データの活用 内田　義行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社大工の緒方 3290801024975 古材流通事業への新規参入、古民家再生事業の本格稼働による経営の多角化 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＭＲＣ 7290003005481 独自開発・出汁もつ鍋をネット通販活用で全国に届けるプロジェクト 税理士法人創研

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社三丁目．ｃｏｍ 6290801013819 冷凍食品で全国展開計画 直方商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社村井工機 6290001055918 「九州から宇宙へ」更なる高精度・高品質・高付加価値な部品提供体制の構築 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 ハーモニーワールド株式会社 7290801019583 環境にも体にも優しい自家製麺の三世代に愛されるラーメン事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社バリュープロダクト 7290001003834 店舗の請負工事専門から、不動産と連動した注文住宅請負事業への脱皮で地域貢献を拡大する 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 大川市 株式会社エトウ 3290001052678 家具卸営業のＤＸ化で言語を壁にしないスタイルにて世界市場へ進出 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＦＡＮＦＡＲＥ 4290001057668 実績１０００棟の設計事務所が地域工務店を強くする！住宅設計スキルＵＰ講座 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 カーサービスマツダ 地域初！大型先進安全自動車の水性鈑金塗装への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社アリカン 4290802018091 自動車解体による鉄スクラップ加工・販売事業計画 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市西区 リスイシステム株式会社 2290001069302 ＥＣサイトで手軽に利用、サブスクで家中まるごと綺麗なお水に 山田　周作

九州 福岡県 久留米市 有限会社ファーストグループ 4290002048559 福岡県初！プライベートサウナ施設事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社妙香ワークス 5290801024866 「冬米夏草」を使った商品加工・製造・販売事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｃａｕｄｅｘ 7290001088685 廃棄される豚を福岡のＢ級グルメにより再構築し、売上の回復！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ツマミナ 6290002028583 お酒主体の居酒屋チェーンから食事主体の飲食店への変貌事業		 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＣＯＲＡＺＯＮ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 1290003004489 スタジオ運営からダンスシューズの開発・製作・販売事業への新分野展開 安武　晋司

九州 福岡県 福岡市南区 キャプテンダイニング株式会社 4290001066058 セントラルキッチン機能とＥＣ販売機能を備えた地域密着型精肉・惣菜店の展開 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社親互 1290001058396 少人数・短時間での利用を考慮したアフターコロナ対応の飲食事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 Ｃ－ｃｌａｓｓ 「壁から始めるインテリアコーディネートオンラインサービス」に業態転換 中田　眞二

九州 福岡県 大野城市 株式会社バリューフロンティア 5290001073895 動画を活用したビジネスマッチングサービスへの業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市早良区 レストラン白山文雅 欧風カレー店によるレトルト食品開発とセントラルキッチン事業 鈴木　康一郎

九州 福岡県 福岡市早良区 高原自動車鈑金塗装 次世代自動車（ＥＶ、ＡＳＶ）の販売・整備拠点開設に伴う新分野展開 中村　晃

九州 佐賀県 鹿島市 有限会社花よし 9300002006849 華やかに撮影したい！オンリーワンの花フォトスタジオ 鹿島商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社貴兆陶家 8310002009678 オンライン陶芸ワークショップへの新分野展開と全国への販路開拓 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＴＩＤＥ　ＴＩＥ　ＴＩＥＳ 1300001012203 オーガニック原料の日本製シャンプーバーの開発及び新規顧客開拓 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 杵島郡白石町 有限会社三根コンタクトレンズセンター 9300002007228 コンタクトレンズ販売店がメディカルコスメ・サプリにて再構築 税理士法人アップパートナーズ
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九州 佐賀県 鳥栖市 ＥＸＣＩＡ 美容卸売業の強みを活かしたアイビューティーサロンへの挑戦 一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

九州 佐賀県 唐津市 有限会社魚半 6300002010845 ペットと一緒に食事を楽しむ海辺の宿　「プライベートグランピング＆ワーケーション」 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 株式会社福井建設 6300001007330 建設発生木材・伐採材を活用した木材チップリサイクル事業への進出 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 唐津市 コガミート ふるさと納税・ネット販売用の佐賀牛加工品製造のための設備投資 唐津商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 有限会社大久保商店 4300002010211 下水道管渠の調査・診断にロボットを導入し、社会インフラを守る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社藤井電工 6300001000863 個人住宅及び店舗建築工事に係るワンストップサービス提供体制の構築 松代　和也

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社丸富産業 1300002005684 高難易度の杭抜き工事における短納期化を実現し、九州の都市再開発に貢献する新事業 株式会社エフアンドエム

九州 佐賀県 唐津市 田舎のビストロ　ポポット 地域の規格外品を昇華、こだわりおもてなしスイーツ製造・観光事業 浜　俊一

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社カーショップトヨマス 2300001006146 自動車販売とのシナジーを活かしたアウトドア用品専門店 西田　重和

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社とろ作＆お届け料理はかせ＆めし飯カンパニー 8300001012007 うまかもん九州佐賀の仕出屋が作る冷凍オードブルを全国にＥＣ販売 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 武雄市 ワインショップ　イヴローニュ 小売業と飲食業の融合による新しいビジネスモデルの構築 武雄商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 天婦羅割烹　吉峰 天ぷら職人の全てを詰め込んだ通販用冷凍商品の開発とＥＣでの販売 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 暖帯樹木苑 「ＤＸ化」による超高解像度【２０億画素カメラ】の開発 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 多久市 真生工業株式会社 9300001003665 解体工事業からコンクリートがれき再資源化事業への進出計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 ＶＥシステムズ株式会社 3300001008736 高地トレーニングスタジオ開設による新規ジム運営事業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 唐津市 株式会社新航丸 6300001007693 空き家を活用し離島での体験、滞在型ゲストハウス＆カフェ事業に挑戦 唐津商工会議所

九州 佐賀県 神埼市 シンエイメタルテック株式会社 8300001003237 半導体製造装置部品等の量産体制構築による新分野展開への挑戦 松代　和也 三菱電機クレジット株式会社

九州 佐賀県 藤津郡太良町 有限会社割烹ひさご 7300002007056 豊富な地元食材を活用、道の駅での惣菜販売によるＶ字回復計画 佐賀西信用組合

九州 佐賀県 多久市 オートコネクション 半導体不足は新ビジネスチャンス！新車から中古車への業態転換 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社タイヤスタジアム 3300002005690 ノウハウを生かし、大型バイクのパーツ販売・取付業への進出 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社美ＡＬＬ 5300001009526 アフターコロナを見据え換気万全なテラス型オーガニックカフェを新設しシニア層の健康寿命を延ばす。 佐藤　健一郎

九州 佐賀県 三養基郡上峰町 有限会社ふるかわ整骨院 5300002009715 整骨院が挑戦する！デジタル画像診断システムの新サービス開発 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社牛勝 4300001005518 【伊万里の魅力を全国へ】進化系自販機による「伊萬里牛」の非接触販売及び販路拡大への挑戦 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 ケイユー交通 「唐津玄界灘の炙り海鮮丼×食堂車」地域連携型キッチンバス事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 大幸食品株式会社 5300001001144 特殊冷蔵設備とＩｏＴシステム導入による産直ＥＣ事業及び「酢たまごセサミン」開発 株式会社シャイン総研

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社亀井製作所 2300001010180 造船依存から脱却　艤装品から製缶へ高度な曲げ加工の一貫生産実現 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 株式会社ＴＲＹ 3300001010840 ウィズコロナに向けたインドアゴルフ練習場 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社アドバンス 8300002002031 佐賀の特産を使用した「一楽堂の冷凍餃子」を新規に製造する 伊藤　公尊

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社ブラザーズワン 7300001009169 簡易化で負担軽減　サービスと収益を追加　犬のスマート保育事業 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社下建設 7300001005738 陶器の町、有田での家族・グループ向け宿泊施設運営事業の開始 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 佐賀県 嬉野市 株式会社唐泉電機エンジニアリング 8300001010167 時代のニーズを先取り！デジタルサイネージ広告事業で地域活性化 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 鹿島市 合資会社光武酒造場 8300003000389 九州初！搾りたての味わいが長期持続する新商品の事業展開 鹿島商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 いきや食品株式会社 9300001010876 地域産業の活性化に寄与する加熱調理済み高品質ハンバーグ等のＯＥＭ生産 株式会社エフアンドエム

九州 佐賀県 三養基郡基山町 株式会社松野金型製作所 6300001011547 金型製造ノウハウを活かし、新たに金属部品加工事業に進出する再構築計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社諸富食品 8300001001026 新たな挑戦！　とうふ屋さんが造る冷凍食品 森　茂樹

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社英セラミックス 2300002008307 生地製造工程の機械化による佐賀県有田町及び陶磁器市場の復活のための設備投資 甲能　大輔

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＭＡＲＶＥＬ 1290001086199 営業職にニーズがある商談可能なオンラインスタジオの運営 山部　浩平

九州 佐賀県 鳥栖市 ニコニコ車検オートセンター 「ＶＡＮ’Ｐｉｎｇ」で軽バンキャンピングカー市場へ進出 鈴木　康一郎

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ＢＬＵＥ　ＤＥＳＩＧＮ 2300001007648 “見えない”を体感する展示場“カーテンレス設計” 唐津商工会議所

九州 長崎県 五島市 ヒロシ商店 既成販売衣服の補正ミニオーダーと持込衣服リフォームで売上改善 佐々野　邦久

九州 長崎県 長崎市 有限会社茂木一まる香本家 5310002005647 長崎特産品の伝承　工場見学と製造体験事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 7310001011801 東京の最新の美容トレンドを佐世保で発信、トータル美容サービスサロンへ挑戦 株式会社シャイン総研

九州 長崎県 佐世保市 焼き鳥おかめ 「地元名物・老舗焼き鳥屋の味」プチ贅沢商品化事業 松永　千登勢

九州 長崎県 長崎市 株式会社フラクタルデザイン 4310001003941 美容室の既存顧客への新提案。新たな選択肢の脱毛事業への取り組み。 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社山陽 3310001003430 災害対応型コインランドリー事業への参入 玉井　英樹

九州 長崎県 長崎市 株式会社オーネス 6310001004335 医療機関向のＳＤＧｓリサイクルフィルター製造小売業への事業展開 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 共栄食産株式会社 5310001000450 長崎の新鮮素材を使った家庭料理店及びテイクアウトへの事業転換 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 姜鵬伝統文化事務所 変面オンラインショーの提供と変面師育成スクールの開講 松村　博

九州 長崎県 島原市 アメ　エンタープライズ 商品開発力を強みに業種転換！新サービスを城下町島原から世界へ 島原商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ジュエリーミヤモト 若者層・地域への情報発信強化と長崎初の「ジュエリーカフェ」開設による売上拡大。 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ＰＲＩＭＥ・ＢＡＳＥＢＡＬＬ株式会社 9310001009546 イタリアンバルから、テイクアウトメニュー開発、個室イタリアンへの新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 南島原市 廣瀬果樹園 観光農園利用者の体験加工と自然発酵型ワイン・ジュース製造事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 株式会社來夢総業 7310001015133 人手不足の業界を救う、運送業への参入 山田　周作

九州 長崎県 佐世保市 株式会社トラスト 7310001009548 ドローンを活用した農薬散布・光触媒散布事業 森　健史

九州 長崎県 佐世保市 楓帆 漁師が手掛ける、新鮮で高付加価値の海産物加工品づくり 山田　周作

九州 長崎県 長崎市 株式会社東明商社 3310001013644 オリジナルキャンピングカーの製造販売レンタル事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 2310001015435 油圧ハンマ導入による洋上風力等の再生可能エネルギー事業への展開 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 島原市 アース建築株式会社 1310001014677 「高性能」と「デザイン性」を両立したリノベーション事業 株式会社フォーバル

九州 長崎県 長崎市 株式会社イワテック 4310001000179 植物工場向け「ＲＥ１００ソリューション」事業化への挑戦 株式会社福岡銀行

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 3310001011433 木材のリサイクル事業による資源の有効活用と循環型工事の推進 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 島原市 吉岡青果 運動と栄養補給ができる非接触型のオールインワンジムの運営 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 有限会社大和設備工業 6310002017393 管工事業から解体業へ、解体時の仮設・敷設・緊急水道工事に一括対応 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ビッグマン 2310001007127 ご当地の商品ブランドを外食から内食まで広げるプロジェクト 株式会社グッドパートナーズ

九州 長崎県 長崎市 株式会社永盛貿易 6310001014367 環境にやさしい！金属リサイクル事業を展開！ 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 株式会社サン晃住環境システム 6310001011884 コロナ禍で心を癒せる自然を楽しめるドッグラン付きカフェの開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社牛右ヱ門 7310001005299 味変要望機能付き冷凍ハンバーグ、焼肉の無人販売とＥＣ展開事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 平戸市 有限会社共栄組 3310002019319 建物解体事業者からの転換、既存事業を生かした解体一元化事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 大村市 ヒサノフーズクリエイト 第二の収益事業および地域災害対策としてのキッチンカー導入計画 大村商工会議所

九州 長崎県 南島原市 株式会社ビッグ 4310001009947 建築資材リ－ス、レンタル企業がウィズコロナ時代の居酒屋への挑戦 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社松下建設 4310001006283 陶磁器・観光のまち「波佐見」ワーケーション長期滞在型グリーン住宅事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 有限会社牧山商会 2310002005113 既存事業（資材卸売業）での技術・ノウハウを活かした、戦略的設備保全サービス業 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 壱岐市 株式会社ヒサタ 4310002019202 島内初！最新機器を活用した脱毛＆ホワイトニングサロン。 飛田　幸作

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社ＳＵＩＫＯ 5310001016521 レジン・モールテックス施工技術を活かした家具製造事業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 ライフクリエイト株式会社 1310001014314 「パンとスイーツ製造販売」でテイクアウト専門店の多店舗展開 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社川添商工 8310002009595 国産木材を用いたサステナブルで審美性が高いノベルティグッズ製作事業 経営ビューイング株式会社

九州 長崎県 壱岐市 バンヤン 壱岐市に介護予防に特化した運動施設を作り介護予防事業に進出する。 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 合資会社山中商店 8310003001717 天然醸造醤油をベースにした汎用調味料の商品化 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 有限会社細木製作所 6310002015554 アルミ専用作業場の確保と機械設備導入による防衛機器及び周辺機器の関連機材分野への進出拡大 株式会社商工組合中央金庫

九州 長崎県 雲仙市 やきとりてっぱんじゅうじゅう 飲食業が中古大型トラック小売業に進出で業種転換事業 長崎県商工会連合会
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九州 長崎県 南島原市 株式会社伊﨑建設 7310001017518 ようこそ！オリジナル家具＆空間を楽しむカフェ 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 ＡＬＬＯＵＴ 新たなフィットネスジムサービスプラン導入店の新規開店 伊藤　央

九州 長崎県 長崎市 株式会社長崎ウェルスチール工業 3310001016894 高精度曲げ加工機導入による半導体・医療業界の部品製造への進出 伊藤　公尊

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 有限会社池田鉄工所 1310002007630 立型マシニングセンタ導入による生産性向上および受注増大計画 北浜グローバル経営株式会社

九州 長崎県 大村市 田中鎌工業有限会社 8310002017342 「刃物製造工程の見学＆体験でマイ包丁作り」 大村商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社共栄産業 1310002001435 新型レーザー加工機導入によるカーボンニュートラル市場向け部品供給体制構築による新分野展開 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 松浦市 有限会社久枝商事 6310002019794 地域のスポーツ情報と健康づくりの拠点となるフィットネス事業 松浦商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社浜松建設 5310001008337 環境にやさしいコンパクト平屋を展開するためモデルハウスを新設 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 南島原市 株式会社直組 5310001009938 ＩｏＴ重機の導入によるビオトープ支援システムの開発 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 霧氷酒造株式会社 8310001005001 長崎市観光促進×飲料委託製造×長期熟成酒への新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ガッタライ 3310001016886 生月リゾート計画　複合施設『Ｓｕｎ　Ｓｅａ』 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社白浜工業 7310001005563 肉盛溶射事業への新たな展開と船舶関連市場への進出 佐世保商工会議所

九州 長崎県 大村市 ヨシトメ工芸株式会社 6310001016124 看板製作で培ったデザイン力・設計力を生かし、環境に優しい新素材で、展示ブース・什器の製作への挑戦！ 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 松浦市 株式会社大信技術開発 3310001010542 学びの空間で食を楽しみ新たな賑わい創出を目指す 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 諫早市 有田工業株式会社 7310001007840 リン酸鉄処理✖自動化✖塗装によるマルチ塗装サービス アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社ぜに屋本店 8310001000935 老舗の質屋が長年培ってきた信頼を武器に、時計・宝石の修理専門店へ挑戦 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 有限会社安達鉄工所 8310002009059 最新のシャーリング装置とソフトウエアを導入しインフラ事業に参入する事業計画 北浜グローバル経営株式会社

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｉ・Ｋ・Ｍ 1310001010395 防熱材製造の内製化及び造船技能伝承によるポストコロナにおける造船業課題の克服 山口　芳和

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社岩㟢紙器 6310001006190 折りたたみ箱内製化への取り組みとコンサルティング事業 株式会社ＧＩＭＳ

九州 長崎県 佐世保市 株式会社エムワイカーライフ 9310001015148 ＥＶ、ＡＳＶ等の次世代自動車対応型の自動車整備センターの開設 中村　晃

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アルチザン 9330002015582 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リカービジネスジャパン 3330001008741 空瓶・空ペットボトル処理事業 大林　裕之

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ｓｏｒｃｉｅｒｅ．Ｉｎｃ． 7330001019644 女性の美をトータルサポート！美容室の強みを活かした新規サービス「ＬＥＤ　脱毛」で事業再構築 税理士法人ブルーラックス

九州 熊本県 熊本市東区 まなルモン 本格札幌ラーメン×特製味噌ホルモンで熊本に味噌ラーメンを広める 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 合同会社アイオーアドバイザーズ 8330003007233 熊本県産ヒノキを使った移動式サウナの販売・レンタルで事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 中華そば　もり川 人気ラーメン店×地元グルメ＋キッチンカーで熊本・阿蘇の復興に貢献 隈元　順一

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社アトム開発 6330002000406 オンライン授業への取組で収益拡大と業務分担の組織化を図り他県出店を目指す 後藤　英

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社竹組 1330001026299 地域資源を活用した薪の製造販売と地域特産である無垢材の販売事業 佐藤淳

九州 熊本県 天草市 食の天草　にじ 未利用資源を活用したスムージー開発とテイクアウトＣａｆｅ新開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 ＦＬＯＷＥＲ　ＫＲＡＮＴＺ 香りで店舗内まで足を誘う 西村　信男

九州 熊本県 熊本市中央区 エトワールピアノ教室 洗練された「映える」空間へ　ピアノ教室の」空き時間をレンタルルームとして有効活用 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ワイエンタープライズ 1330001004981 ウィズコロナ時代の環境変化に対応する～ハイフレックス型語学スクールの事業展開～ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 合同会社アイデアリフォーム 7330003005246 カーボンニュートラル・ＳＤＧｓは窓の遮熱塗装から 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 ＦＡＤ建築事務所 設計事務所が提供する現場実測調査型の耐震性能評価サービス事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社マスケン 3330001019284 店舗づくりのノウハウと天草の漁港人脈を活かした鮮魚の小売・飲食業への挑戦 経営ビューイング株式会社

九州 熊本県 菊池郡大津町 オフトコカフェ カフェからギフト＆テイクアウト専門店への業種転換事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ムーンボー キッチンカーとランチデリバリーで働くママたちを応援！ 藤田　香織

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社花岡建装 5330001022419 塗装業から新たにエステ事業に進出することで売上のＶ字回復を達成！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 合同会社Ｌｅ・ｖｉｓａｇｅ 7330003009172 子育て支援「障害児等通所事業所」の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 有限会社鳩野建設 2330002023146 小国郷林業業界の収益増と木質バイオマス産業の安定化に貢献する燃料供給事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社現代ステンレス工業 1330002015821 高生産性設備の導入による高精度・複雑形状加工がもたらす新分野事業展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 荒尾市 有限会社栗山電気店 3330002021735 地域密着型ＩｏＴ／ＡＩそしてＤＸ環境構築のための情報通信工事事業への参入 荒尾商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社橋本商店 4330001025463 地域に元気を！　老舗ガス店によるコロナ対策万全のスポーツバー 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 まんじゃぺしぇ ショックフリーザーと真空包装の活用で生産性向上を図り、アフターコロナの多業態型飲食サービスを実現する 後藤　英

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社阿蘇ナチュラル・ジェイファーム 6330001000134 本場ドイツで認められた食肉製品製造加工技術を応用した冷凍総菜製造計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ロフトコーポレーション 2330001023840 不動産業から街づくりプロデュース業へ 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社小手川写真館 2330002004055 移動式スタジオによるお客様の０歳から終活写真、さらには世代を超えた人生の宝物づくり 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社イマムラ運輸 2330002025563 「木材」と「綺麗」を運ぶ新事業！ハウスクリーニングへの参入 八代商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社ブライズ 6330002013556 ブライダル専業から脱却するためのマルチユーティリティスタジオの開設 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 球磨郡山江村 株式会社山江元気村 7330001017078 産業廃棄物である筍皮を活用した有機質１００％堆肥の製造・販売 栁瀬　博史

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ナンシ精機 4330001010548 オーダーメイドのノウハウ活用による半導体装置向け超硬合金部品の製作 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ジェッツカンパニー 3330002004822 子ども達の心と身体を元気にするメディカルダンススクール開校 瑛智税理士法人

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社谷﨑工務店 5330001006082 プロが指導！コロナ禍でも安心！完全個室のパーソナルトレーニングジムの開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 天草市 天草ありあけ株式会社 4330001015687 道の駅で展開するキャンピングカー用ＥＶ充電スタンド併設コインランドリー 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 合同会社ネクスト 9330003006894 自然豊かな山村で地元・観光客向けのそば屋を展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 株式会社帆山亭 6330001012591 心と体のリフレッシュ！旅館でウェルネススパツーリズムを体現できる新たな試みプロジェクト 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 アウトデルタ 特定車種に特化したレストア事業にて業績回復を図る 島村　周作

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社山貿 5330001022179 「墓じまい」専門のサービスフローを構築し、販路拡大を目指す 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エーアイプラス 3330001021777 天草産アオサの加工・販売事業及びアオサ専門店の構築 アコード税理士法人

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社あらき 8330001012796 自然食イタリアンレストランが運営する地域密着型・加工直売所の開設 赤塚　智哉

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社フンドーダイ 3290001061274 アンテナショップ×ＥＣ＝オムニチャネルによる食文化発信事業 堀　芳郎

九州 熊本県 上益城郡甲佐町 有限会社エヌサス工業 7330002019593 精密ブランク加工による業務・産業用蓄電システム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 熊本市南区 有限会社菓舗梅園 1330002002274 店頭販売から和菓子オンライン教室で魅力発信しＥＣ売上アップ 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 和心旬彩　燈 熊本県産ブランド牛を専門にお客様自らが焼くセルフステーキ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ネクスト警備 8330001027159 警備会社による県下最大級バイク専用レンタルガレージ事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社栄輝工業 4330002019068 板厚４０ｍｍ以上、５階以上の建築物に対応可能な大型建築物向け鉄骨における設計・製作・据付事業 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市東区 ベトナムトレーディング株式会社 1330001019864 日本企業とベトナム労働者を繋ぐ「つみき事業」 坂本祐資

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社おしろタクシー 9330001017852 熊本初、タクシーサイネージ広告のアライアンス展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社エル・ディ・ケイ 5330001005654 阿蘇リモナイトを使用した天然塗壁材の製造プラント建設 髙橋・德永税理士法人

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社ヨシカワ 2330002019334 絶景と非日常が体験できる非対面チェックインコテージの事業展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社中島本店 1330001010484 自社資源の活用でリユース事業に進出し持続可能な事業再構築実現 熊本商工会議所

九州 熊本県 人吉市 有限会社アクセンツ 7330002029915 人吉球磨特産の「ごちそう」と「おみやげ」による被災地復興と雇用促進 人吉商工会議所

九州 熊本県 葦北郡芦北町 株式会社アドバンスコネクト 6330001023192 リアル店舗とバーチャル店舗の融合による食料品小売事業及びオリジナルグッズ製造販売 中山　達

九州 熊本県 菊池市 株式会社リンクライン 3330001014905 部品商社から半導体・医療機器用部品加工業への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 玉名市 株式会社ＡＰテクノス 3330001012000 小さな町工場による医療機器部品製造分野への新展開プロゼクト 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 八代市 有限会社西岡養蜂園 1330002026983 新分野展開　地方における都市型イメージベーカリーカフェ事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社いまきん 7330001025106 阿蘇内牧観光の拠点づくりと働き方改革による２００年企業への挑戦 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 ファミリーショップうえの 冷凍食品開発と非対面型販売方式確立によるｗｉｔｈコロナ対応型店舗へと転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社ゲイコー水産 3330001018823 高品質冷凍技術を活用した水産物冷凍化事業の立上げ及び販路拡大 株式会社肥後銀行 肥銀リース株式会社
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九州 熊本県 上益城郡嘉島町 ハタノ綜合印刷株式会社 9330001003786 非接触製造「脱炭素　Ｐｒｉｎｔ＋ＰＬＵＳ抗菌」医薬向けパッケージ市場への参入 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社万葉堂 5330002009935 強度行動障害を有する方々への支援に特化した生活介護事業所の開所 松代　和也

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社ヤマチク 8330001011765 竹箸を体感できるカフェ併設のファクトリーショップ新設 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡和水町 有限会社入江商店 8330002022662 国産材を活かした空間演出建材で企業力向上とメーカーとして挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社三愛木材 5330002004201 地域住民の居場所を作る、コミュニティカフェ開設事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇城市 有限会社ティ・ケイカンパニー 6330002023885 ＤＸを活用した２４時間インドアゴルフ練習場の開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 合資会社喜多食品 5330003002740 農家と連携し、地域初の地元素材１００％アイスクリームの製造に挑戦。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 ビストロネージュ おしゃれなガーデンを備えたレストランが演出する２人の記念日 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 有限会社中野瓦 4330002019786 既存事業とのセット受注でシナジー発揮、足場工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 熊本市北区 株式会社東田工務店 2330001029359 風光明媚な景観とＢＢＱを１年中室内で楽しめる貸別荘事業 熊本県信用組合

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社大津技研 5330001009267 アルミ鋳造部品の機械加工技術向上による半導体分野への進出計画 シェアビジョン株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社セイフティプランナー九州 3330001007413 警備業者が見守る安心・安全な住宅型有料老人ホーム「宝の城」 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社ジェム 3330001015738 地元天草の食材を活用した弁当・総菜販売による新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社アスリー 7330001019223 日本初「たもぎ茸」を原材料とした化粧品の開発・販売事業への挑戦 トリプルナイン株式会社

九州 熊本県 合志市 株式会社ＫＲＢＲＯＳ． 7330001024974 自社栽培した野菜と地域農家の野菜でフードロスを目指した店舗の展開 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社キャップドゥー・ジャパン 7330001022598 ＩＴ人材育成等の強みを活用したコワーキングスペースの開設 笑顔商店株式会社

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社本田謙工機 3330001004253 搬送ラインの製造業務への進出 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡益城町 白川電機株式会社熊本製作所 4330001002438 対応力と品質を活かした配電盤製造から鉄道車両製造への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＡＧＥＮＴ 4330001020241 ファミリー層を取り込むＢＢＱ・牡蠣小屋・おうち焼肉デリバリー事業 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 荒尾市 有限会社井上産業運輸 8330002021656 「雇用維持と効率化へ」地方運送会社が仕掛ける倉庫業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇市 ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ　ＨＩＲＯ 阿蘇の大自然に囲まれた場所でカフェ事業を展開する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 美華 コロナ禍でのペット需要の高まりを受けた、近隣地域にないペット火葬・葬儀サービスへの進出 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社若葉ビル 3330001005904 世界文化遺産である天草の地域の活性化に繋がるサスティナブルな宿泊事業「アマテラ」プロジェクト 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 西田設計 酵素玄米の効率的な製造技術の確立による事業再構築 株式会社アサユナイト

九州 熊本県 玉名市 株式会社ＭＧＦ 2330001023411 地球環境に優しく、食の安心・安全を確保したウイルスバスターウォーター洗浄・消毒事業展開 野尻　富也

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社然’ｚ 9330001027513 塗装技術とレーザー加工機で作るレジン家具の製造販売事業 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社通宝 4330001003023 海苔販売事業からプラントベース食品の新規開発による販路開拓 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上天草市 株式会社日興水産 3330001015424 天草の車海老養殖業者が冷凍食品製造を開始し、一般消費者に販売 吉野　恵子

九州 熊本県 天草市 光南開発株式会社 3330001015523 ＴＳＵＴＡＹＡ店舗を活かして、スイーツ販売天草一番店への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 川﨑設備有限会社 4330002002370 貯水槽清掃から医療福祉・飲食業に特化した清掃業へ事業転換 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池市 株式会社コッコファーム 8330001016913 ６次産業ＤＸの推進役として基幹システム開発・販売への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＳＥＮＳＴＹＬＥ 1330001019088 介護のミライを変換する！次世代型ＤＸ訪問介護看護プラットフォーマーへの新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社白東 9330002015137 リネンサプライ事業強化と県内初のセル生産方式導入による高収益企業への転身 株式会社ダイワマネジメント

九州 熊本県 玉名市 株式会社九州メカニクス 9330001012696 高難易度異業種部品の医療・食品分野への挑戦！ 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 株式会社ニューイングス 6330001017145 人と環境に優しい、新たな半導体ウエハー乾燥装置の製造・販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社宇佐美・工業 3330001006984 屋外複合宿泊施設を完備した宿泊観光サービス事業 中山　達

九州 熊本県 玉名市 岸田観光有限会社 2330002022651 オンライン旅行予約システム構築及びＥＣサイト活用によるビジネス拡大 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社永田冷機工業所 9330002007571 リスクヘッジ・収益増を見込める最新設備を備えたコインランドリー事業展開 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市中央区 中華旬菜　燕燕 冷凍中華総菜のテイクアウト専門店によるコロナ禍からの脱却 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社スペースエージェンシー 2330001008081 ＷＥＢ販売型住宅「ＰＡＣＯ」に関するフランチャイズ本部の立ち上げ　　事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 熊本県 宇城市 内山果樹園 果樹園から不知火町松合の街おこしの一歩となるパフェ専門店への新展開 株式会社安信

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社東亜サッシ 1330001003141 サッシ製造技術を活かしたカーテンウォール事業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合名会社丁子屋 4330003001124 昼営業うどん店、夜営業焼鳥店を中心に飲食店への新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 合志市 株式会社ひまわり 7330001009967 熊本県を代表する米農家がつくる高品質な健康ひまわりオイル 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇土市 有限会社浦本緑化工業 7330002024271 環境対策も考慮した「短工期・低コスト」一貫施工により熊本県のイ 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リバーウェーブ 3330001005532 ダイビングショップから幸福創造企業への事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市西区 丸尚商店 水産仲卸から一般消費者向けマーケット（ＥＣ販売）参入事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＢＣ保険グループ 7330001020098 顧客管理・営業支援システム開発を軸とした「保険ＤＸ事業」への参入。 西本　寛

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社コーパレイト 2330001025985 自社資源を活用しエアコンとフロアのクリーニング事業へ進出 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 蔵野株式会社 1330001001319 圧倒的な数の日用雑貨が並ぶ、熊本中心地のホールセールクラブ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 吉永製パン所 老舗パン屋が過疎地で取り組む新たな観光複合カフェ創設事業 牛深商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ナチュ・ラテ 2330001023394 都市化が進む酪農環境とコロナ禍に適応した新たな６次化産業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ホワイトストーン 1330001029054 「晴れ姿を美しく飾る」フォトスタジオ併設型美容院の出店計画 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市南区 鈴木電設株式会社 9330001017282 廃棄太陽光パネルのリサイクル事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

九州 熊本県 宇土市 有限会社コダナス企画 1330002024401 冷凍自動販売機等を活用した冷凍食品製造業及び卸販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ウィナーズ 2330001000419 ＦＣ事業への新分野展開による熊本市中心部再開発への参画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ビッグサァン 4330002013285 ｗｉｔｈコロナ　－【次世代型ハイブリッド】２４時間フィットネスクラブ開業 松田　講明

九州 熊本県 八代市 株式会社トヨオカ地建 2330001013973 メタバース内でバーチャル内覧！リノベプロモーション拠点整備 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社わかふき 1330001017991 幼児教室と親御さんのオンラインマッチングプラットフォーム Ａ２Ａリンク株式会社

九州 大分県 大分市 カントリーキッチンピュアハート 本格的ペット用オリジナルケーキの製造販売による新たな販路開拓 大分商工会議所

九州 大分県 竹田市 オステリア　エ　バール　リカド マチカドから大自然へ、食と自然に学ぶ新サービスの挑戦 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ＯＳＰ工房 1320001013760 キョン専用罠新規製作・販売事業 溝口　康隆

九州 大分県 別府市 プログレス 確実に適期防除が出来る農業用ドローンでの農薬散布の請負 株式会社ＡＳＯ

九州 大分県 大分市 フジヤマ弁当 アパレル経験とＳＮＳ資産を活用した２４時間営業の無人古着屋展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 リーガルゲート行政書士事務所 留学生を活用したオンライン日本語教育と情報発信・通訳事業新展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 国東市 株式会社平田製作所 8320001008309 シリコンアイランド・九州で短納期・低コスト化努力に定評ある企業がより大きな半導体製造装置部品の製造へ 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 射手園仏壇大分株式会社 5320001014722 遺品整理・生前整理と仏壇修復技術を活かしたリユース品販売で新分野展開 大分県信用組合

九州 大分県 日田市 日田九石販売有限会社 9320002019428 自動車認証工場の新設を通じてトータルカーライフサポート事業へ進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 有限会社夢工場 5320002021486 ＥＶのフルメンテナンス環境構築により地域のＥＶマーケット拡大に貢献する 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 有限会社カードクター・フカミ 6320002019109 「特定整備事業」「ＯＢＤ車検」を１００％行える環境（パーフェクトエーミング）を構築する 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 志保屋 歴史的建築物を活用した古民家宿泊業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 いづみ印刷株式会社 1320201000014 地域特化型ペット関連ＥＣサイト、広告サービスの運営 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社クリーンテック 2320002002398 湯煙のまち大分の太陽光発電パネルのメンテナンスで事業再構築！ 齋藤　由宇

九州 大分県 大分市 株式会社おおいた家づくりコンシェルジュ 5320001015217 プライベートサウナ市場への参入による別荘建築事業の展開 大分みらい信用金庫

九州 大分県 由布市 有限会社小野信自動車 7320002007608 車検事業の強化を通じた海外展開の実現による事業再構築の実現 宮崎　誠

九州 大分県 別府市 有限会社榮建リフォーム・システム 1320002010798 高性能住宅建築事業に進出し、一生涯の住空間トータルサポートを実現 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 有限会社幸建企画 6320002008912 産業廃棄物収集運搬能力を活かし、古家１件丸ごと解体・収集運搬・リサイクルで新分野展開する。 協同組合さいたま総合研究所

九州 大分県 大分市 株式会社葵 5320001000359 オンライン技術を活用した貸切型の葬祭場並びに法事スペースの設立 株式会社豊和銀行

九州 大分県 中津市 株式会社さいえん 3320002020721 信用金庫空き店舗を利用した遺品整理・買取り事業の展開 株式会社大分銀行
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九州 大分県 大分市 株式会社給与設計事務所 1320001012465 ワーケーション研修で湯布院の地域活性化に貢献する事業再構築 幸松　慎太郎

九州 大分県 由布市 簑原工務店 伝統構法の佇まいに包まれて、人々のコロナ疲れを癒す自然体験施設「赤野の森」の運営 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 大分紙業株式会社 9320001000165 「子どもを注射の痛みから解放する！」ペルチェ素子を用いた皮膚冷却による穿刺痛緩和装置の製造 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社マイスペース 5320001005630 空きテナントの利活用による健康志向を捉えた複合カフェの新規開業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 由布市 有限会社首藤建設 5320002003600 ドローン導入による地域課題改善と新規顧客獲得 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 有限会社ホマレビーフ 6320002006271 新事業：こだわりの良質な肉を使った唐揚げを提供！無人販売やテイクアウトに特化した食品製造業に新進出 株式会社豊和銀行

九州 大分県 由布市 湯布院ＣＡＲＮＥ 花の木通りの活性化！～コロナ禍で拡大した新たな需要「泊食分離」をとらえるための宿泊業への新規参入 大分県信用組合

九州 大分県 玖珠郡九重町 咲栄株式会社 5320001010250 コロナ禍、物価高騰時に適した無風・無音の次世代冷暖房システムの販売・施工により、経済発展とカーボンニュートラルに貢献 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社東部開発 1320001001914 混合廃棄物の中間処理サービスと再資源化への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

九州 大分県 宇佐市 有限会社サンセイ 2320002014716 ジビエ処理研修センターの開設およびジビエ精肉・枝肉の店頭販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社おあげや 4320001018773 化粧品販売店から、九州初　劇場型油揚げ製造直売所への挑戦 甲斐　幸丈

九州 大分県 佐伯市 有限会社新町ビル 8320002016806 ＤＸ導入し見せる自社栽培低農薬安全安心な果物を使ったフルーツカフェの新規開業。 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 有限会社小野自動車工場 4320002011075 ＥＶ市場確立と自動化推進による収益シフト戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 Ｂ＆Ｒ合同会社 1320003003818 高齢化社会に向けた配食・店舗事業開始によるサスティナブル経営及び地域活性化の実現 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後高田市 有限会社肉のかなおか 5320002014556 ７０年以上続く老舗精肉店のプライドと再起をかけた焼肉店事業展開 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 有限会社飛田機械 7320002008102 水素供給設備の部品製造への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 有限会社下谷商店 9320002010114 酒文化の魅力を体験できる“お酒の博物館”のような酒店店舗改装 大分県商工会連合会

九州 大分県 速見郡日出町 あべ車体株式会社 6320001018929 環境面、健康面に配慮した水性塗装事業の確立 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 有限会社トパーズ商会 9320002020146 「温泉つき手ぶらキャンプ」に和のテイストをプラスした新規事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡九重町 八鹿酒造株式会社 1320001010295 冷凍設備と新「ろ過」装置導入による高品質な日本酒の製造 株式会社大分銀行

九州 大分県 杵築市 有限会社廣心工業 6320002013672 テレワーク非接触型ビジネスホテル「翠ず」 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 九大測量設計株式会社 1320001010007 ３Ｄ航空測量を導入したダム改修整備調査への新分野参入 アトムコンサルティング株式会社

九州 大分県 中津市 日豊製袋工業株式会社 6320001010910 日本を支える高機能フレコンバック開発支援のための試験サービスの提供 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社トリアナ 7320001004928 県内初！ｅスポーツ主軸型のＩＴ＆教育推進ＤＸコミュニティ事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 焼肉居酒屋かんいち テイクアウト専用の絶品冷凍ハンバーグ販売事業で新たな市場開拓 株式会社豊和銀行

九州 大分県 国東市 アキリプロス合同会社 9320003001608 新鮮な野菜や果物をメインにしたカフェへの店舗の一部改装事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社ネオマルス 1320001002202 ＡＬＧＯＰＡＳＳ事業（ＱＲコードで開錠できるデジタル鍵を使った店舗向けＤＸ商材） 大分みらい信用金庫

九州 大分県 由布市 株式会社ｎｉｃｏドーナツ 8320001006139 大豆を活用した食材製造業への新分野展開～小さな大豆の大きな可能性～ 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 株式会社服部商会 6320001002247 ＦＲＰ船資材の卸売業者によるＦＲＰ製品の製造内製化への挑戦 大分信用金庫

九州 大分県 大分市 有限会社龍成工業 7320002004398 公共工事の元請け事業への転換およびＩＣＴ重機の活用による生産性向上 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ゴトーシステムサービス 6320002011387 自社の強みを生かした杵築市初のグランピング施設運営による業況回復計画 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ジンフット 8350001012126 グルテンフリー、ＶＥＧＡＮをも意識したそば粉スイーツ、ドレッシング製造業進出 川井田　大育

九州 宮崎県 都城市 北海道ダイニングマルミ 夜メインの飲食店が新たに挑む総菜等の製造小売事業 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社エゴラク 2350003003112 就労支援マッチングシステム開発による新分野を通じた競争力強化 坪井　亮

九州 宮崎県 宮崎市 ファミリーカイロプラクティック 中年・高齢者向け整体・オステオパシー・エステの総合サロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社渡邊酒造場 1350002005374 ワーケーション誘致のためのテロワールを感じるリノベーション 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 パックスマイル オンラインシステム外販の開発と販売 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 森とまと農園 自家栽培のＢ品野菜を活用した持ち帰りカレー専門店の出店計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社フント 8350001013578 ＷＥＢローカルメディアの立上げと運営による事業再構築計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 株式会社中村商事 6350001011798 ウィズコロナ社会の在宅時間増加に備えた光回線工事・通信サービス販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社ニュータ 2350002003542 クリーンな社会を実現する剥離事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社テクニカル・キナイ 6350002008059 宮崎県の明日と資源を守る安定型最終処分場による資源循環型産業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 北諸県郡三股町 有限会社カードックサービス 6350002015253 ＥＶトラックに特化した整備工場新設とＥＶ車対応の人材育成事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 キモノリメイクカンパニー　アコ 医療的ケア児のお預かりと医療的ケア児母親の社会進出支援事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮防 5350001002063 昆虫の機能性に着目した栄養補助食品の研究・開発 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社エムティーワイ 4350002000728 慢性的な人手不足と新型コロナウイルスに関わる行動様式の変化に対応する、無人冷凍食品販売店の運営 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 宮崎県 日向市 株式会社ＴＭＳ 1350001015473 日向市の魅力最大限活用！空き家物件を再生し、宿泊新事業への挑戦！ 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 児湯郡木城町 アトリエｅｍｕ株式会社 8350001014270 終活需要を取り込むフューネラル事業の拡大 株式会社リアリゼイション

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 美味屋はるはる 韓国料理店から冷凍加工食品製造業への新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 北諸県郡三股町 株式会社にしむら架設 8350001014626 建築のノウハウを活かした新分野展開と収益体制の構築 都城商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社池田建設 5350001015701 宮崎の特産品をオールシーズンで全国に！急速冷凍による加工食品製造業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 東諸県郡綾町 株式会社綾の手 9350001015929 滞在型染織研修事業による伝統工芸技術の教育事業への展開 茨木　純一

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社イチマル水産 5350001006345 新機能フライヤー等によるコンシューマー向け食品製造の取り組み 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社三森特殊印刷社 9350002004526 ハード・ソフト一切不要！鮮度の見える化を実現するＭＳＰ　ＦＲＥＳＨＴＡＧ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ユノカ商事株式会社 9350001006548 食肉加工場の建設による既存事業およびグループとのシナジーを活かした新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 都城市 あんどう工房 漆喰の特性を活用した新事業の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎デンソー 9350001001821 自動車の未来に対応する認証整備工場（先進自動車、環境配慮自動車等）事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 小林市 リフォームセンター宮崎株式会社 7350001013587 不動産業・木造建築解体業への新分野進出 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 原口克美 自農園の農産物を活用したキッチンカー事業の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日南市 株式会社日南酒販 8350001009733 地域活性化に貢献するべく日南市の食材・飲料等を販売する道の駅のような総合販売所 株式会社エフアンドエム

九州 宮崎県 日向市 川上木材株式会社 2350001013410 宮崎県初！スマート林業のためのドローンスクール事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社青木商事 1350001009293 宮崎名物を有名居酒屋の味で食卓へ～加工食品製造業への挑戦～ 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社グローバル 8350001005360 市場ニーズを捉えたシミュレーションゴルフ事業による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 串間市 磯料理いよや 海鮮レストラン事業転換・鮮魚直売所新分野展開計画 串間商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡都農町 株式会社空と海 6350001013010 さつまいも×農福商学連携で、当社と地域の持続的成長を実現する。 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 ＪＡＭ合同会社 7350003002563 内装業者が都城市初のＤＩＹ商材ショップ＆カフェをオープン！ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社山口工業 1350001016868 地域に集積する食品加工工場向け設備製作に参入する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 延岡市 有限会社デンソー宮崎 5350002012334 特定整備制度に対応可能な最先端の自動車整備分野への参入 ストラーダビジネスサポート株式会社

九州 宮崎県 都城市 虎コーポレーション株式会社 9350001016225 デジタルと人間味の融合！ＩＴ活用による完全コロナ対応型店舗の展開 佐藤淳

九州 宮崎県 えびの市 有限会社東康夫養鶏場 2350002018689 未利用の鶏肉を活用した顧客需要の創出による新たなキャッシュポイントの構築 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 はやしデンタルクリニック 包括診療対応デジタル歯科技工所の開設 宮川　譲

九州 宮崎県 宮崎市 社会福祉法人宮崎長寿会 4350005000601 感染症予防及び安全対策をグレードアップした設備（個室）への業態転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＯＦＦＥＥ 菓子製造工場兼店舗の建設及び新商品開発による店外売上の拡大 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 らくぱっく株式会社 8350001014015 老人ホーム・病院への介護オムツと生活用品のデリバリー事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ビーアンドエム 8350001014188 国内中小企業向け海外ＩＴ人材リモートチーム運用のための人事業務代行サービス 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社富田美装 1350001009095 宮崎県初「ゴーゴーカレー」を出店し、都城市の方々と創る郊外型まちづくり施設の展開 宮崎第一信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 弘和コーポレーション株式会社 7340002012168 セルフ型マイクロバブル水のサブスク販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 霧島市 ＦＵＺＺエンターテイメント 山とコーヒーの幸せなサイクルを作る 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 みずき整骨院 子育て世代の女性に向けたトータルへルスケア 鹿児島商工会議所
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九州 鹿児島県 肝属郡南大隅町 カメかえる 空家を改修し、地元のタンカン・ジャガイモを活用した飲食品のテイクアウト販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 ダンデライオン奄美 奄美ダイビングツアーから「クルーズ船」観光業への新分野展開 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社福元電設 2340002027195 『太陽光パネルリサイクル装置』導入による資源循環関連型産業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 8340002003876 次世代の自動車マーケットに対応する“エネルギーステーション”への業態転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社鹿児島美掃 7340001015700 最終処分場を新分野展開し「地域循環型脱炭素社会実現」に取り組む。 協同組合さいたま総合研究所

九州 鹿児島県 大島郡和泊町 株式会社ｓａｐｏｎｉｎ 1340001023543 商品の製造及び販売を自社で行う　６　次化を図り、地域特産食材を全国の食卓へ 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社大隅機工 3340001000689 鹿児島の街と水資源を守る汚水汚泥中間処理事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社スペース・コモド 2340002013030 ウォータージェット工法による新しいアスベスト除去事業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社東宝建設 5340001002923 ライフイベントを担う、住宅メーカーによる結婚相談サービス事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｄａｎｋｅｎ 5340001009968 ”焼き立てパン”を食卓へ！　～セントラルキッチン方式による生産性向上と働き方改革～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社屋久島葬祭 8340002019781 家族最後の時間を大切に、地域のニーズに応えた１日葬への新展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 株式会社ＧｏｎＺ 3120901041061 沖永良部島特産のジャガイモを使ったポテトチップスの製造販売事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 ファイブ・スターズ・ファクトリー株式会社 7340001020551 自動販売機を活用した「博多Ｋｅｎ’ｓカレー＋」販売事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社鹿屋フィーレ 8340001014197 養殖産地「鹿児島」から新製品販売網を通じた日本の食卓革命と世界への挑戦！ 狭山商工会議所

九州 鹿児島県 肝属郡錦江町 株式会社大山組 8340001013819 デジタル技術を用いて地方の建設の未来を担い地域社会に貢献する 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 清輝建設株式会社 4340001002313 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬による収益機会の向上と循環型社会への貢献 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 手花部商店 ＷＥＢ人材誘致を通じた島内活性化及び移住促進のための宿泊事業 髙木　一貴

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ＣＥＲＶＥＳＩＡ 7340003001756 鹿児島県のブランド鶏にこだわり、ベルギービールも飲める「鶏マゼソバ」専門店の展開 鯵坂　健太郎 九州しんきんリース株式会社

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社丸永建設 8340002021341 『地域唯一の最新型ゴルフシミュレーター』導入　～島民ゴルフ課題解決～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ヒラヤマ食品 2340001012289 もう販売機会を逃がさない。鹿児島伝統食品を作る食料品製造業への挑戦 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 洗車工房株式会社 9340001017967 車好きのための中古車個人売買仲介システム「カウマッチ」の事業展開 村田　伸明

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社プラスディー設計室 8340001014370 体験を通じて住まい手とつくり手の意識を変えるエコ戦略 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 麺匠　一松 おうちで食べるラーメン冷凍ミールキットを自販機とＥＣサイトで効果的に販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 Ｓｈａｎｇｒｉ－Ｌａ　Ｊａｐａｎ株式会社 6340001022037 アフターコロナを見据えたＢｔｏＢへの販路拡大事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社松建 4340001013194 コロナ禍・資材不足における資源リサイクル循環社会・ＳＤＧｓへの取組み 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社タケシタ 9340001013462 住宅基礎となる基礎工業への挑戦で地域貢献を含めたシェア№１を維持 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社今宮 1340001009484 高齢者施設と保育園に併設した地域密着型障がい者グループホーム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社美喜設備 4340001016008 人命を守る住宅の基礎となる土工・コンクリート工事業への新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 日置市 株式会社丸山喜之助商店 6340001010446 自走式二軸破砕機導入による破砕困難廃棄物リサイクルの新事業展開の事業再構築と資源循環型社会構築への貢献 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社マム企画 2340002011323 新分野　国内初　産後ケアにも対応した自然回帰型宿泊施設の運営事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 吞喜坊主 居酒屋営業から、キッチンカー導入による新たな市場開拓への挑戦 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ヨシキ 8340001004520 豊かな暮らしと地域貢献、環境保全を実現する宅配水製造事業への新分野展開 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ロードレスキュー２１ 3340002011413 オートボディプリンターによる新しいトラック塗装事業への進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社永井クリーニング 9340001009304 いつでもお預け・引き取り可能な「お客様のクローゼット」となる新サービスの開発 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 中央ロード工業株式会社 2340001002785 道路切断汚泥のクリーンな処理と水の循環利用システムの構築 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 豊富建設株式会社 9340001010138 農薬散布代行サービス及びジャガイモ流通事業への進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社里山興業 9340002021704 汚泥・建設がれき・プラスチック等の廃棄物処理事業及び樹木調査等森林資源量調査事業への参入 駒田　裕次郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社プレジャー 5340001011338 鹿児島県鹿児島市のエンタメパン屋事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社カマタ農園 1340001017116 カカオペレット野菜を中心とした付加価値商品による売上活性化事業 北浜グローバル経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 株式会社南宝建設 8340001010147 乳酸菌による土壌中土着菌の活性化から始まる離島地域の農業促進 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ゴトー 5340001013904 ”星空日本一の町”で自然を満喫するゲストハウス事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 ドリーミィ大和株式会社 2340001000070 日本初！人も自然も喜ぶＤＩＹサウナキット販売への新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 株式会社有馬興業 2340001010417 コンテナハウスを利用したホテル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 鹿児島市 らーめん食堂元斗好軒 天はふたつ！！金色（こんじき）に輝く「パン」と「麺」 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社パーフェクト 5340001007922 自動車整備販売業飲食業の融合集客増収の確立による新時代型事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 出水市 きずな歯科 静脈麻酔薬を使用した，新たな歯科集中治療の確立 丸尾徳文

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ＫＡＭＩＭＵＲＡ 4340001014341 葬祭業からペット葬祭事業への新分野展開 福岡　正人

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 6340002026268 キャンピングカーの製造販売、仕入販売、レンタカー事業への進出 福岡　正人

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社ビッグサービス 3340002021841 アスリートと栄養士監修の「食事＋運動」のヘルスケアプログラム 奄美信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ホテル鶴屋 6340002019726 鹿児島市で屋久島の食材を使った飲食店　屋久島との懸け橋へ 会計法人ＭＳＰＧコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社迫田興産 4340001008228 鹿児島次世代の食文化を創り出す杜事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 雅叙苑観光有限会社 2340002015043 完全独立型ヴィラとＤＸ化による新たなおもてなしを提供する旅館事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社クリア 3340002003451 最新鋭オンデマンド印刷機などの導入による小ロット・高付加価値印刷事業への進出 中筋　一郎

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社ホテル静流荘 5340002015115 霧島温泉郷に訪れる観光客をターゲットとしたオープンキッチン＆カウンター席でのライブ感ある鉄板ダイニング事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社絆 5340001012435 新たな地域コミュニティーの場となるインドアゴルフ事業の展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社シンエイ産業 2340002018657 サザンテラス　イン　指宿　「整うサウナ」と「憩いのテラス」 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｋ－ＶＥＴ 6340001006997 鹿児島動物呼吸器・心臓病センター設立への挑戦 中﨑　隆穗

九州 鹿児島県 鹿児島市 エクセル株式会社 6340001018407 地域コミュニケーション施設で鹿児島県の観光を楽しめる宿泊事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社常喜 3340001018814 ＳＤＧｓ社会を実現する地域密着型ベーカリー店の開業による新分野展開 有限会社えんがわ

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社時輝工業 6340001017664 地元野菜販売や買物難民の解消のための青果販売事業と宅配サービス事業への参入 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 鹿児島ケース株式会社 8340001006161 ロボット市場等向け精密機械加工技術高度化による新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社大隅金属 8340001014379 Ｂ２Ｃ向け店舗販売事業の展開で増収と収益基盤の安定化を図る パスウェイコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 株式会社ＣＡＮＦＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＩ 1340001021646 文教エリア化により、過疎化に歯止めをかける教育事業 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｓｗｉｔｃｈ 9340001013371 スキルアップ志向型コワーキングオフィス（サードプレイスオフィス）事業 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ジャパンネットワーク 8340001019808 海外向け高級車レザーを日本職人がリメイクした女性物の鞄等の製造・販売 小西　豊樹

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 松葉寿し 自社のノウハウを活用した観光客向け宿泊施設の開設 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 いちき串木野市 田島板金工業株式会社 3340001019374 グランピング事業でいちき串木野の新たなレジャースポット開設 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 レガシートラスト株式会社 8340001020864 鹿児島で人気の焼肉店による、美味しいお肉が安く買える精肉店 平野　謙二

九州 鹿児島県 鹿児島市 ＫＡＹＵ株式会社 3340003002188 地域の障がいをもつ児童を支援する企業へ業種転換 山田　陽介

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社藤田ワークス 3340001007362 パイプ・形鋼加工技術の構築によるビジネスモデル化 株式会社宮崎銀行


