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事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

九州 福岡県 R2401U00008 日乃出食品株式会社 9290801003123 通常枠 海沿い立地での全棟全季節全天候対応グランピング宿泊事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401U00011 株式会社カネガエ 2290001047605 通常枠 外食産業向け精米事業から非接触型の宅配用精米事業への転換 新飼　賢郎

九州 福岡県 R2401U00018 株式会社ライブリンクス 3290001069615 通常枠 ＬＩＶＥ　ＷＯＲＫで受託開発から自社開発に業態転換する事業 坂本　淳

九州 福岡県 R2401U00020 株式会社イリュージョン 7290001025762 通常枠 ポストコロナ時代に適応した高精度医療動画事業の開発戦略 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00021 株式会社アイナックシステム 6290001056172 通常枠 いちご自動収穫ロボットシステムの開発と早期市場投入 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401U00028 株式会社トーニン 5290001000395 通常枠
直営カラオケボックス店舗への自動受付機／自動精算機システム等導入事

業計画
松尾　英二

九州 福岡県 R2401U00034 大野工業株式会社 6290801009701 通常枠 使用済太陽光パネル破砕機の独自開発による収益力向上計画 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 R2401U00035 株式会社林フォージング 3290801014290 通常枠 ローリングミル鍛造技術を活用した非鉄金属鍛造品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00037 ウメザキシートメタル株式会社 8290001052649 通常枠 パンチ・レーザー複合機導入による医療用コントロールＢＯＸ生産の取組 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00038 フルカワテック株式会社 8290002053919 通常枠 オーダーメイド可能な化粧合板の製造 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00040 株式会社富士精工 8290801013024 通常枠
プラスチック切削技術を横展開、自動車製造パレットのオールプラスチッ

ク化・国産化による事業再構築
株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00044 合同会社海木 6290003008080 通常枠 だしいなり海木　だしいなり揚げ缶詰製造販売事業 山内　勝正

九州 福岡県 R2401U00045 九州鉄道機器製造株式会社 2290801005258 通常枠 鉄道レール部品の製造技術を活用した製鉄等の異業種への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00050 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ 通常枠 オンライントレーニング配信スタジオの開設 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00055 株式会社サポートナビゲーション 7290801008958 通常枠 旅行業から福祉業への業種転換による売上拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00061 株式会社匠宮 5290001048393 通常枠 合格祈願に関わる新商品の開発に伴う新たなビジネスモデルの構築 飯田信用金庫

九州 福岡県 R2401U00065 株式会社勝山工作所 4290801012104 通常枠 医療用ロボットメーカーへ高品質部品を供給する新分野事業への進出 橋本　東

九州 福岡県 R2401U00066 株式会社寺田工作所 6290801011780 通常枠
一貫体制による高精度かつ短納期での生産技術を武器に医療機器業界への

展開を図る。
株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00067 有限会社翔希 7290802018171 通常枠 バルブ製作の加工技術を活かした産業ロボット部品製造への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00070 有限会社ディー・ディー・カンパニー 3290002023249 通常枠
「食の未来予想図」（新生活様式の中、楽しみ支えあう食のマーケット）

計画
吉村　剛史

九州 福岡県 R2401U00079 株式会社乗富鉄工所 6290001053129 通常枠 鉄工職人の技術を生かしたアウトドア製品等の開発・製造・販売 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00080 株式会社折園 9290801009731 通常枠
剪定くず・伐採くずで燃料チップ及びバイオマスチップを生産するリサイ

クル事業
税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 R2401U00082 株式会社ツナグ 8290001071434 通常枠
廃棄する果物を使用、麦芽を再利用、資源を活かしたクラフトビールをコ

ロナ禍に強いＥＣで販売
株式会社わかば経営会計

九州 福岡県 R2401U00083 立花鉄工建設株式会社 7290001047666 通常枠 大型トラス梁を活用した自由な大空間を確保する倉庫建築への挑戦 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401U00084 株式会社大城鉄工所 3290001082080 通常枠 大手住宅メーカー向け新製品開発による地域の街づくりへの貢献 柳川商工会議所

九州 福岡県 R2401U00085 株式会社海老善屋 1290801000409 通常枠 「消費期限の長い弁当」を病院や福祉施設に提供するための事業再構築 加藤　圭示

九州 福岡県 R2401U00097 サンキ株式会社 9290801001655 通常枠 機械移設トータルレイアウトコンサルティングサービス 北九州商工会議所

2023年4月14日時点
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九州 福岡県 R2401U00098 日本電測機株式会社 8290801010418 通常枠 非破壊検査のＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

九州 福岡県 R2401U00099 株式会社サンユー商事 1310001007747 通常枠 アフターコロナのニーズに対応したトラック抗菌塗装サービスの新規展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00101 株式会社ララリアン 3290001059368 通常枠 結婚式場運営事業からインターネット付随サービス業へ業種転換 飯塚商工会議所

九州 福岡県 R2401U00105 大谷鉄工株式会社 7290801014072 通常枠 大型部品超精密加工技術を活かした宇宙分野参入計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00113 株式会社ミルクワークス 4290001037918 通常枠 新アイテム「アイスクレープ」の開発と製品化による販売チャネルの拡大 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401U00115 九州興機株式会社 3290801009778 通常枠 鋼材加工製品の付加価値を高めるための加工追加 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 R2401U00116 ニューガイアコーポレーション株式会社 8290001026941 通常枠 有料老人ホーム・介護事業 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 R2401U00118 ジャステクト株式会社 6290001032090 通常枠 擁壁診断保証プラットフォームの構築および安全検査方法の確立 藤川　剛士

九州 福岡県 R2401U00122 株式会社山益 3290001047967 通常枠 特殊サイクロホン装置を付けたエアーコンベアの開発 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401U00123 メディアインターナショナル株式会社 6290001017026 通常枠 離島及び国立公園内でのリゾートワーケーション 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 R2401U00124 株式会社アンダンテ 1290001061796 通常枠 湯布院温泉ベースキャンプ場事業計画 古賀　均

九州 福岡県 R2401U00126 株式会社雄源カンパニー 4290001068665 通常枠 スイーツ専門店・通販事業の開始による収益性回復及び事業継続性の確保 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401U00130 有限会社アサノ自動車 5290002048319 通常枠
自動運転に応える最新設備と社員多能工化で高生産性自動車修理工場の実

現
久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401U00136 株式会社大野紙器 8290001017866 通常枠 西日本屈指！ＰＥＴ製円筒容器製作・印刷等一貫生産体制製造事業計画 楠本　拓也

九州 福岡県 R2401U00139 株式会社熊谷ゴム工業 1290002044008 通常枠 ゴムの接着技術を応用した橋梁用ゴム製品への新規展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00142 ピッツァブルーム 通常枠 【食事指導×本格的なトレーニング指導】総合型スポーツジム事業 白山　晃嗣

九州 福岡県 R2401U00144 日章工業株式会社 6290001038451 通常枠 建設業界向け日本初の樹脂製防火ドアの生産体制構築の取組み 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401U00147 有限会社ダイヤ商事 4290002053542 通常枠 広大な市場へ！金属加工用ダイヤモンドチップソーの開発 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 R2401U00149 有限会社英ルーテック 3290802017160 通常枠 半導体関連部品の製造技術を活用して取り組む搬送装置分野への参入計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00150 つみきや 通常枠 既存小売店の閉鎖と、自社商品（乳幼児向け玩具）のＤｔｏＣ事業参入 福岡信用金庫

九州 福岡県 R2401U00151 カラクリワークス株式会社 2290001057637 通常枠 最新撮影機器導入によるオンラインイベント制作に向けた新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401U00153 九州池上金型株式会社 9290001033193 通常枠 新素形材の製品化に向けた、新分野金型製造技術の構築 井上　明彦

九州 福岡県 R2401U00156 有限会社小川校正社 4290002014643 通常枠
小規模事業者目線に立った革新的新サービス「チラシ販促丸ごとパックプ

ラン」の提供開始
西岡　隆

九州 福岡県 R2401U00160 株式会社後藤産業 9290001007528 通常枠 ユニット工法による新規事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401U00162 Ｃａｒｂｏｎ　Ｏｙｓｔｅｒｓ合同会社 3290003010931 通常枠
牡蠣・魚介専門レストランが作る高級クラフト缶詰の製造・オンライン販

売
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00163 株式会社タケシタ 7290001053342 通常枠 洋上風力発電向け部品加工 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00168 井上紙工印刷株式会社 7290001043946 通常枠 ユニバーサルデザインに配慮した誰もが開けやすいジッパー封筒事業 株式会社商工組合中央金庫
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九州 福岡県 R2401U00171 株式会社シンフォニア 5290001018330 通常枠 世界の音楽を福岡で繋ぐ！分散・宿泊型スタジオへの新分野展開 アイリス税理士法人

九州 福岡県 R2401U00172 有限会社井上亀 2290002048437 通常枠
園芸用プラスチック容器製造から自動車部品製造への事業再構築による新

たな挑戦
久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401U00173 株式会社福糧 1290001050312 通常枠
焼酎メーカー向け精米事業から宅配・テイクアウト用小口精米事業への転

換
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 福岡県 R2401U00175 有限会社健製作所 7290002043532 通常枠 食品機械製造のノウハウを転用した、建設機械製造分野への新分野展開 徳永　文男

九州 福岡県 R2401U00179 Ｌａｎｇａ　Ｊａｐａｎ株式会社 1290001086983 通常枠 ピッツァ屋が創る「イタリア郷土菓子」と「厳選の食が揃うマルシェ」 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 R2401U00180 株式会社中村製紙所 9290001047409 通常枠 製紙技術等を応用した医療用高機能複合衛生資材への展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00181 ＦＵＴＡＥＤＡ株式会社 6290001019410 通常枠 新型バルブシステム開発　及び　東京ショールーム展開による市場開拓 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 R2401U00182 株式会社西田 6290001049325 通常枠 食品機械メーカーの設備取得による食品ＯＥＭ事業への進出 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 R2401U00185 株式会社三松 4290001042959 通常枠 漁業・食品業界向け大型自動製氷機プラント事業への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00187 有限会社トマト 8290002053670 通常枠 低付加価値木材を活用した防火性天然木突板化粧板の開発 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00200 佳秀工業株式会社 7290801012092 通常枠
設計加工組立までワンストップで行える強みを活かし、新たに医療・半導

体・自動車分野に進出
株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00202 株式会社中村園 7290001057533 通常枠 ＣＯ２排出量削減を実現する国産生薬原料製造事業の構築 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00204 株式会社ＣＥＣＩ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄｅｍｙ 8290001066806 通常枠 大人から子供まで英語を学べる「英語にふれるカフェ」事業 鈴木　秀信

九州 福岡県 R2401U00212 有限会社楽天地 2290002013671 通常枠
個食用もつ鍋カレーなどもつ鍋関連商品の開発に伴う食品加工工場建設及

び機械の導入
合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 R2401U00218 株式会社ＵＢＳＮＡ 2290001079409 通常枠 運営支援システム等の開発・提供によるプラットフォーム事業の開発 福岡信用金庫

九州 福岡県 R2401U00224 株式会社リーモ・トロージェン 9290001032922 通常枠 体験型店舗で蒸留する新鮮なアロマ製品販売とＥＣ展開及び地域貢献活動 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00226 有限会社シェイク 2290002031938 通常枠 イートイン事業の毀損に伴ううどん麺の製造卸売・通販小売の新展開 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401U00229 ＫＡＩＣＯ株式会社 9290001081036 通常枠 「経口」ワクチン事業 園田　辰義

九州 福岡県 R2401U00230 株式会社博多三氣 3290001040195 通常枠 ＩｏＴを活用した環境・健康に優しいコインランドリーへの進出 東京中央経営株式会社

九州 福岡県 R2401U00233 有限会社中村製作所 1290802004648 通常枠 完全気密・高耐食性空調用配管材の製造及びジャンボタニシ捕獲器の開発 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00234 有限会社伍大建設 9290002054370 通常枠 ＩＣＴ土木施工技術を活用した住宅建築工事への新分野展開 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00235 クワトロデザイン株式会社 3290001064161 通常枠 再生可能な新素材を使用した紙製什器の開発 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00236 株式会社トラベルウエスト 3290001025031 通常枠 ＤＰプラットフォーム提供による新分野展開 長田　和弘

九州 福岡県 R2401U00240 有限会社とどろき酒店 5290002016507 通常枠 酒販店が主導する福岡・九州のブドウを用いた「地元産ワイン」の製造 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00242 八幡丸海産 通常枠 有明海の海産物を活かした小売業への事業転換 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00247 株式会社クラヨシ 9290001085482 通常枠 プロの料理人が作る女性をターゲットとしたこだわり総菜店の開設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00256 久留米印刷株式会社 5290001047222 通常枠 一般の複写伝票製品から、新たにタックシール製品市場に参入 福岡県商工会連合会
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九州 福岡県 R2401U00258 株式会社ホームドライ 8290001053390 通常枠 衛生管理レベル引き上げによる産業クリーニング事業の強化 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401U00263 株式会社龍クリーニング 7290002055949 通常枠 会員制完全無人・２４時間クリーニング受付店舗の出店 宮川　譲

九州 福岡県 R2401U00265 株式会社ヤマカワ装飾 4290801003813 通常枠 「キッチンのある素敵な暮らし方」の提案 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 R2401U00266 株式会社オムニモスーク 1290801013030 通常枠
ライブコマースプラットフォーム「ＦｅｓＬｉａｉｓｏｎ　Ｌｉｖｅ」の

構築
大串　和義

九州 福岡県 R2401U00267 よねみつ歯科クリニック 通常枠 デジタル歯科技工製作を実現する新分野への取組 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 R2401U00274 株式会社ルーラルプライド 9290001091522 通常枠 飲食業のノウハウと狩猟経験を活かしたジビエ加工処理施設の運営 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401U00276 有限会社平田機械 6290002052105 通常枠 新製品製造事業による特定顧客依存体制からの脱却への取り組み 福岡県信用組合

九州 福岡県 R2401U00277 合資会社河邊鉄工所 4290803000635 通常枠 機器部品修理の高い技術を活かし、風力発電機の部品補修事業を開始 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00281 江戸前鮨二鶴株式会社 4290801022004 通常枠 ミシュラン２つ星獲得鮨屋による菓子製造拠点の構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00287 日本海経済交流事業協同組合 8230005003447 通常枠
外国人技能実習生・障害者施設の人材を雇用し、ＡＩを搭載した灌水シス

テムを活用した農業事業の実施
株式会社フィールドマネジメント

九州 福岡県 R2401U00288 株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ 5290001057394 通常枠
世界トップクラスのサービス・コンテンツ・クリエイティブが融合するエ

ンターテイメントレストラン＆シアターの建設事業
株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 R2401U00289 株式会社九銘協 5290001002978 通常枠 オフィス用の木製デスクの製造 西元　知基

九州 福岡県 R2401U00291 ＳＨＹ株式会社 6290001046248 通常枠 障がい児童と保護者を支援する「放課後デイサービス」事業の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00297 有限会社くーた 6290002030218 通常枠 和風懐石料理店と熟成肉居酒屋から換気性に優れた焼肉店への転換 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401U00299 株式会社ｏｂｂ 9290001063315 通常枠 持ち帰り・宅配・通販・半野外店舗で提供するためのベジつけ麺の開発 廣木　鑑治

九州 福岡県 R2401U00301 株式会社プラウド 1290001058652 通常枠 女性専用の非対面・非接触型のセルフ美容整体サロン運営事業計画 河津　祐二

九州 福岡県 R2401U00305 株式会社ユニライズ 8290801019517 通常枠
抗ウイルス・抗菌剤「ＴＯＹＯ　ＣＯＡＴ」の販路拡大とフランチャイズ

システムの構築
髙村　英子

九州 福岡県 R2401U00309 有限会社アージュ 8290002009301 通常枠 オリジナルスキンケア商品開発並びにフェイシャルエステサロンの新設 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 R2401U00312 鶏と肴フルヤ 通常枠 究極の高坂鶏を！コロナ禍を乗り切る日本料理店への事業転換 安田　雅彦

九州 福岡県 R2401U00317 有限会社劇団ドリームカンパニー 9290002024373 通常枠 ニューノーマルに対応した、バーチャルシアター事業の立ち上げ 森　博己

九州 福岡県 R2401U00318 有限会社ハンバーグ・オニオン 4290002050523 通常枠 冷凍健康ハンバーグのセントラルキッチン化・ＷＥＢ販売は世界を救う！ 白川　淳一

九州 福岡県 R2401U00320 松本工業株式会社 6290801003506 通常枠 自動車シートフレームの製造革新（脱炭素製法） 株式会社西京銀行

九州 福岡県 R2401U00323 株式会社のこのしま自然農園 6290001034013 通常枠 コロナを気にせず最高の１日を満喫できるプライベートビーチ事業の開発 菊池　哲

九州 福岡県 R2401U00324 株式会社松幸 6290001005732 通常枠
老舗高級仕出し店が創出する「食」のコミュニティと惣菜店舗の新規出店

計画
沼田　浩一郎

九州 福岡県 R2401U00332 ｒａｍｐ 通常枠 毛専門店による悩み解消サービスの提供と生き残りをかけた事業改革 黒岩　延時

九州 福岡県 R2401U00335 株式会社エヌケーフーズ 7290001064694 通常枠 テイクアウト専門店「おむすびサンド＆スープファクトリー」の新事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 福岡県 R2401U00341 株式会社鵜木商店 4290001050301 通常枠 高付加価値シェア倉庫新設による事業再構築及び収益力向上 株式会社筑邦銀行



5 / 15 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

九州 福岡県 R2401U00342 株式会社中野ボールト工場 5290001040986 通常枠 精密角物加工体制構築によるロボット等部品加工への新分野展開 佐藤　修一

九州 福岡県 R2401U00345 株式会社ＴＥＣ　ｈｉｓａｋａｔａ 1290801012172 通常枠
設備導入による樹脂加工製造事業への参入及び新たな販売手法による販路

拡大
北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00348 株式会社ビートレーディング 7290001054852 通常枠 上質なインテリアのある生活空間を体感できるコーディネートサービス 東京中央経営株式会社

九州 福岡県 R2401U00351 株式会社リアライブ 4290001032010 通常枠 飲食店（カフェ・スコーン専門店）オープンを目的とした事業計画 岩田　到

九州 福岡県 R2401U00352 デーヴィーロジスティクス株式会社 8290001075559 通常枠 自動車整備業から海外向け日本車部品販売への新分野進出 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 R2401U00353 株式会社黒木工業所 9290801009905 通常枠 金属３Ｄプリンターによる産業用機械部品の製造 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00354 株式会社マツシマメジャテック 7290801010559 通常枠 ミリ波レベル計開発による新市場並びに新分野への展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00359 株式会社四ヶ所 6290001044400 通常枠 キッチンスタジオとＥＣサイトを活用した事業再構築 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 R2401U00360 有限会社Ｓｏｕｌ　ｍａｔｅ　ｅｌｅｖｅｎ 5290002052667 通常枠 コロナで閉店した大型店を飲食・物販複合型のハイブリッド施設へ 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401U00361 ＨａｎｄＳ株式会社 4290001068797 通常枠 ＨａｎｄＳ株式会社　グランピング施設建設事業 銀座スフィア税理士法人

九州 福岡県 R2401U00364 株式会社よかネット 9290001006975 通常枠 観光ＳＮＳ分析・レポーティングシステムの開発 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00365 大和工業有限会社 3290002055465 通常枠
新工場建設及びデジタル制御・固定管自動溶接機導入によるサニタリー配

管市場への新規参入
大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00368 株式会社トラストワン 8290001055742 通常枠
福岡発！ペットと楽しめるｗｉｔｈコロナ時代に対応する非接触型グラン

ピング事業
株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 R2401U00369 株式会社データ・マックス 4290001008852 通常枠 データ・マックスの企業情報検索サービス 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 R2401U00372 株式会社上塩精工 5290801014090 通常枠
二次電池向けバッテリーセル基盤等の高精度打ち抜き金型分野への参入及

び新規顧客開拓計画
荒井　裕貴

九州 福岡県 R2401U00373 株式会社俵工業所 2290801010274 通常枠 ３Ｄレーザー加工機導入による建設用鉄骨製品等市場への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00380 株式会社快適空間ＦＣ 8290001024615 通常枠 計測機材と技術のサブスクによる水辺調査のワンストップサービス 木村　壮太郎

九州 福岡県 R2401U00382 株式会社日研稲吉 3290801014935 通常枠 半導体検査装置部品製造への新規事業展開のための製造ライン構築 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 R2401U00384 ベーカリーテンダー 通常枠 銀行との連携による支店内へのサンドイッチショップの出店 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 R2401U00388 株式会社エンファム 5290001026333 通常枠 子育て→孫育て世代へ！シニア向けメディアで収益モデル構築 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

九州 福岡県 R2401U00394 エコバイ株式会社 8010801024040 通常枠 地域茶情報の収集から購入までをサポートする地域茶検索サイト 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 R2401U00395 株式会社かぐら 6290001073093 通常枠 居酒屋の宴会スペースを撤去！おしゃれなブルワリー建設計画 税理士法人ＴｈｅＰｒｅＮＡＶＩ

九州 福岡県 R2401U00399 菅原不動産株式会社 9290801010128 通常枠 ビジネスホテル施設を活用した非対面式テレワークオフィス事業 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 R2401U00404 有限会社カネ福商店 4290002014767 通常枠
青果物の仲卸で培った資源を小売・カフェ事業に投じて魅力ある経営を実

現
長　伸幸

九州 福岡県 R2401U00405 エービーフーズシステム株式会社 1290801006488 通常枠 健康宅配・医療用食材製造販売事業 株式会社鹿児島銀行

九州 福岡県 R2401U00406 山下商店　山下則義 通常枠 海から陸へ　生産技術を活かした農産品加工販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00409 株式会社小山 6290801009998 通常枠 洋上風力発電等エネルギー設備建設における超重量物の輸送・設置事業 株式会社ＭＭパートナーズ
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九州 福岡県 R2401U00410 株式会社ヒューマン・クリエイト 8290801006779 通常枠 イベント開催ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）支援事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401U00413 百笑倶楽部 通常枠 農薬・化学肥料を使わない米・古代米を用いた米粉の製造及び卸売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00425 株式会社ナムザックモバイル 6290001034046 通常枠 リモートワークに柔軟対応の電話交換機不要の電話転送機器の開発事業 税理士法人山下総合会計

九州 福岡県 R2401U00427 ＪＳＷ株式会社 4290001060721 通常枠 太陽光発電工事業から自社開発空気清浄機製造・販売業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00429 株式会社高橋商店 2290001053000 通常枠 フードロス削減に繋がる“美味しい”保存食 本田　伸樹

九州 福岡県 R2401U00436 株式会社平川木材工業 5290001055200 通常枠 新工場建設および新設備導入による業態転換に関する補助事業 大渕　澄洋

九州 福岡県 R2401U00441 株式会社夢向船 1290001043514 通常枠 ドライブスルー型テイクアウト方式を取り入れた活魚居酒屋事業計画 河津　祐二

九州 福岡県 R2401U00443 株式会社ＳＥＮＴＡＮ　Ｐｈａｒｍａ 4290001028594 通常枠
ナノ化技術による画期的な動物用医薬品（猫・慢性腎不全治療薬）開発へ

の新規参入
川庄　康夫

九州 福岡県 R2401U00445 株式会社平四郎 8290801018139 通常枠 回転寿司における非接触型の提供方法への事業再構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401U00452 株式会社ＮＯＴＣＨ 7290001032123 通常枠 保育事業者向け園児募集支援事業（園児斡旋事業） 株式会社富士経営

九州 福岡県 R2401U00462 株式会社ＣＯＮＦＩＴ 6290001028592 通常枠 アプリとスポーツジムを利用した特定保健指導事業 税理士法人シャイン

九州 福岡県 R2401U00466 株式会社ジェイネット 2290002022020 通常枠 オーガニック食品・和牛の宅配・通販、インターネット販売の実施 瑛智税理士法人

九州 福岡県 R2401U00472 有限会社たはら 4290002049466 通常枠 四季のおせちを食卓へ ～本格日本料理たはらが皆様のお宅へ～ 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401U00482 有限会社長崎亭 2290002008548 通常枠
セントラルキッチン導入による長崎亭ＦＣ向け食材製造卸事業への業種転

換
富永　一也

九州 福岡県 R2401U00487 ジュエルスタジオ株式会社 7010001110022 通常枠
女性が幸せになるジュエリー愛好者プラットフォーム構築による売上拡大

事業
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00488 株式会社やまき 5290001002425 通常枠 仕出し弁当屋が始めるパン屋でのフードロス削減拡大に向けた新事業展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401U00495 有限会社タナカ 2290002053602 通常枠
地域のソウルフードを全国へ！真空パック製品を軸とした販路の抜本的改

革
宮川　譲

九州 福岡県 R2401U00496 八十八 通常枠 小口ＯＥＭを主とする無添加加工食品の製造および販売促進事業 税理士法人ミライト・パートナーズ

九州 福岡県 R2401U00499 株式会社博笑 4290001073995 通常枠 グランピング事業への進出による事業再構築 加藤　圭示

九州 福岡県 R2401U00506 株式会社亀山 2290001052761 通常枠
大型旋盤導入によるタイヤ製造機械用長尺大口径部品の製造販売体制の構

築
大川信用金庫

九州 福岡県 R2401U00512 エイムアテイン株式会社 2290001070929 通常枠
「こころを揺さぶる」ような非日常体験ができるフィールドアスレチック

事業への再構築
駒田　裕次郎

九州 福岡県 R2401U00516 株式会社Ｓｏｌａ　Ｆａｃｔｏｒｙ 7300001011182 通常枠 どこでもフルコースセット製造拠点新設工事及び冷凍機材導入計画 あさくら税理士法人

九州 福岡県 R2401U00523 株式会社如水庵 4290001013893 通常枠 手包フルーツ大福の販売による小商圏での商いを重視した菓子店への転換 谷口　清隆

九州 福岡県 R2401U00531 有限会社中野酒店 2290002033843 通常枠 農業部門新設及び食品製造業への新分野展開で６次産業化 内和田　義人

九州 福岡県 R2401U00532 株式会社あおやぎ 8290001011258 通常枠 生花・アレンジメント・苗・寄せ植えの体験教室及び販売事業 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 R2401U00536 株式会社福吉水産 5290001082384 通常枠 地魚プロジェクト。地元漁師と消費者を繋ぐ鮮魚店経営への挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 R2401U00537 藤井精工株式会社 7290801014428 通常枠 金型業界から医療分野への事業転換に伴う新規設備投資 福岡県商工会連合会



7 / 15 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

九州 福岡県 R2401U00543 株式会社トライスターフーズ 6290801017704 通常枠
「卸売直売所」精肉小売店舗開業による新市場開拓及び高付加価値商品の

提供
株式会社北九州銀行

九州 福岡県 R2401U00545 株式会社磯島 6290802022744 通常枠 ごみ最終処理場残余年数を改善するために環境資源分別事業へ進出 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 R2401U00548 株式会社タケノ 2290001022608 通常枠 感染症に打ち勝つ！免疫対策「発酵カフェ」の展開と発酵商品開発 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00554 有限会社馬庵このみ 6290002056799 通常枠 国内初！馬肉１００％ソーセージで空白の市場領域の開拓 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00559 フードアンドワインマルコ 通常枠
現役料理人が考案した薬膳を用いた総合健康食ドッグフードの製造・　販

売
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401U00562 株式会社野口機工 2290001050708 通常枠
ステンレス加工技術導入による食品用機械部品製造体制構築による新分野

展開
佐藤　修一

九州 福岡県 R2401U00565 マリンハイドロテック株式会社 7290001006382 通常枠 大型５軸加工機の導入による洋上風力発電ギア製造体制の構築 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00566 オザキプリーツ株式会社 8290001075971 通常枠 プリーツ製造工程の機械化による生産性向上とＤ２Ｄ事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 R2401U00568 株式会社アンドウフーズ 9290001073009 通常枠 飲食店への卸売り販売から精肉加工や国産牛の小売・ネット販売 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 R2401U00578 株式会社ＳＡＫＵ 6290801021821 通常枠 フリーズドライ納豆を使ったヘルシープロテインバーの新商品開発 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 R2401U00587 ＮＳマテリアルズ株式会社 9290001042789 通常枠
ディスプレイ用ＱＤ部品とセンサー用材料の開発・製造による世界規模の

新分野展開
福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00589 株式会社シーアンドイー 1290801024606 通常枠
中国ライブコマースプラットフォームによる食品の海外展開支援サービス

構築の取り組み
佐藤　修一

九州 福岡県 R2401U00597 株式会社ＬＯＶＥ　ＨＡＩＲ　ｆｏｒ　ｍｅｎ 8290001056484 通常枠 最新ＩＴ技術を駆使した男性向け次世代型ヘアーサロンの展開 中村　晃

九州 福岡県 R2401U00604 福 通常枠
食肉加工時の不使用部位を有効活用したペットフードの商品化によるアッ

プサイクルロス（製造時廃棄）削減
株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 R2401U00611 門司港レトロビール株式会社 3290801003707 通常枠 ビールに合うシャルキュトリー製造・販売事業 二又　大樹

九州 福岡県 R2401U00615 株式会社サン・ルート 1290801021099 通常枠 テイクアウトに注力した定食屋への事業転換及びセルフオーダーの導入 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401U00625 有限会社夏目商店 4290802004579 通常枠 高度リサイクル技術による価格競争力の高い空き家解体事業の展開 中村　晃

九州 福岡県 R2401U00632 有限会社坂田織物 3290002047181 通常枠 マイクロツーリズム需要対応の、触れて・学べる絣テーマパークの開設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401U00633 株式会社古賀製茶本舗 3290001047232 通常枠 八女茶ブランドの確立と海外展開のための新商品を開発するプロジェクト 林　幸一郎

九州 福岡県 R2401U00636 有限会社野田商会 3290002042686 通常枠 在宅に特化した地域密着かかりつけ調剤薬局事業への取組 西田　重和

九州 福岡県 R2401V00001 さくらフォレスト株式会社 1290001065905 グローバルＶ字回復枠 自社商品の通信販売での中国市場開拓 緒方　芳伸

九州 佐賀県 R2411G00001 株式会社川口スチール工業 7300001006430 卒業枠 サブサハラにおける学校を起点としたランタン売電サービス関連事業展開 マークス税理士法人

九州 佐賀県 R2411U00003 株式会社河北鉄工 2300001006336 通常枠 産業用ロボットの設計加工技術を活用し医療機器製造にチャレンジ 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 R2411U00005 有限会社寺田鐵工所 5300002009888 通常枠 最新型タレットパンチプレス機導入による自社製品開発と新分野展開 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411U00006 株式会社淡製作所 4310001015359 通常枠 当社独自のスキルによる保安点検車両用ＦＲＰ製絶縁体の製造販売 奥山　慎次

九州 佐賀県 R2411U00007 株式会社ＲＥＬＩ．ＳＴＹＬＥ 3300001009965 通常枠 佐賀初！コロナ禍市場ニーズを捉えた新モデルの複合店舗づくり 一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

九州 佐賀県 R2411U00008 有限会社ピュア 8300002006073 通常枠
商品力の向上と市場拡大を目的とした事業再構築によるコロナ禍からの早

期脱却
谷口　茂雅
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九州 佐賀県 R2411U00009 株式会社エヌケーフーズ 6300001005037 通常枠 新商品「サイコロ型冷凍くちどけ肉」をフィリピン市場へ輸出販売 株式会社十八親和銀行

九州 佐賀県 R2411U00010 有限会社蟹御殿 5300002007058 通常枠
ロウリュサウナを導入し顧客の選択と経営資源の集中で高収益型事業構造

を実現する
小林　佳子

九州 佐賀県 R2411U00011 株式会社ハレノヒ 8300001009481 通常枠 写真館の動画配信スタジオ事業への新分野展開と事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411U00013 株式会社進藤木材店 7300001007206 通常枠 新たな製材品にて世界のマーケットへの新たな挑戦 唐津商工会議所

九州 佐賀県 R2411U00016 株式会社丸兄商社 9300001005802 通常枠 非接触型営業スタイルの導入によるコロナ禍からの脱却 谷口　茂雅

九州 佐賀県 R2411U00019 有限会社テイクス 1300002000974 通常枠 広大な山林で佐賀牛の塊肉を堪能できる体験型グランピング事業 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 R2411U00020 株式会社ＲＩＫＩ－ＣＯＭＰＡＮＹ 5300001008635 通常枠 焼肉からテイクアウトやネット販売に展開する肉うどん事業の計画 税理士法人中川会計

九州 佐賀県 R2411U00025 株式会社北島青果 5300001003850 通常枠 青果卸が作る本物のフルーツで彩られたスイーツによる事業再構築 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 R2411U00027 株式会社ひだまり不動産 6300001008642 通常枠 冷凍加工食品製造拠点の新設とＥＣの活用による事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411U00030 バー　カヤカヤ 通常枠 深夜営業のバーから換気徹底し家族の笑顔溢れる鉄板焼き店へ転換 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 R2411U00031 ＫＡＪＩＳＹＮＥＲＧＹＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 通常枠 新たな生活秩序に合わせた飲食業からの製造業への新事業展開の構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411U00037 武井電機工業株式会社 8300001006891 通常枠
国内回帰を目指すレーザ加工機の製品化とその活用による受託加工の体制

構築
株式会社筑邦銀行

九州 佐賀県 R2411U00039 有限会社岡電気 4300002009286 通常枠 プロの電気屋さんが提供するリユース家電販売 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411U00044 株式会社一新堂 5300001005707 通常枠 貼り箱の技術を利用した「紙製のインテリア商品」の企画・製造 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 R2411U00046 株式会社福井建設 6300001007330 通常枠
これまでの経験を活かし建設用材を販売、地域に貢献する継続的な企業へ

の転換
税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 R2411U00049 株式会社佐藤木材 9300001004052 通常枠 高付加価値の木製品開発による山村地域の雇用と環境保全への貢献 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411U00051 株式会社西村鉄工所 9300001003392 通常枠 熱媒オイル加熱式真空液体乾燥機による海外新市場開拓事業の構築 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411U00053 株式会社保名 8300001011537 通常枠 待望される有田で唯一の高級旅館にて地域活性化 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 R2411U00054 株式会社錦右エ門陶苑 5300001005723 通常枠
新分野展開によるサプライチェーン維持とコロナ後の付加価値の向上の実

現
谷口　茂雅

九州 佐賀県 R2411U00057 ニーズクルー株式会社 1300001006394 通常枠 運動機能回復設備を備えた高齢者デイサービス施設の運営 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 R2411U00065 聖徳ゼロテック株式会社 2300001000355 通常枠 ＥＶシフトに伴う超高精度金型を製造可能にする新工場構築 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 R2411U00066 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404 通常枠 プロの強みを集めて作る食の創造集団と商品開発体制の構築事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411U00072 株式会社竹下コーポレーション 9300001000794 通常枠 ご当地アイスのスイーツ化展開事業 新都税理士法人

九州 佐賀県 R2411U00076 株式会社原ノ町鉄工 8300001003253 通常枠 高度５軸加工技術獲得による航空産業等向け特殊面加工の取組み 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 R2411U00078 株式会社ベジビューティークリエイト 8300001010068 通常枠 野菜を使った料理のオンライン配信及びライブコマース運営 滝　亮史

九州 佐賀県 R2411U00080 アグリ・クリエイティブ・シード株式会社 3300001010592 通常枠 アフターコロナ対応型の植物工場によるイチゴ観光農園、生産販売事業 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 R2411U00083 有限会社ふるさと倶楽部 8300002010645 通常枠 砂糖不使用による食パン及びサンドイッチの製造小売業への展開 株式会社佐賀銀行
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九州 佐賀県 R2411U00084 株式会社シャトー文雅 7300001003758 通常枠
コロナ時代に即したベーカリーカフェへ及びテイクアウト事業参入（建

設）による新規顧客層の開拓
株式会社宮崎銀行

九州 佐賀県 R2411U00085 株式会社鹿島製作所 8300001004904 通常枠
ユニバーサル加工機導入による半導体装置向け大型部品加工の生産体制構

築
株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 R2411U00086 土橋産業株式会社 6300001004641 通常枠
農業用ドローンに纏わるワンストップサービスの運営及び、ＣｔｏＣシェ

アリングサービスの開発・運用
佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411U00087 株式会社酒井組 7300001006190 通常枠 建設業のノウハウを生かした新事業への取り組み 牛島　幹夫

九州 佐賀県 R2411U00090 筒井測量設計株式会社 2300001007417 通常枠 ＤＸ推進室の設置、公共から民間へ、地域インフラに貢献する 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 R2421U00010 株式会社徳丸 6310002014449 通常枠
出荷拠点を設けて新分野の製造・卸を展開し、新たな販路で事業を再構築

する
長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421U00018 有限会社南串陸運 7310002016650 通常枠 トラック運送事業者による大型トラックに特化した板金加工事業への進出 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421U00028 株式会社御縁 1310001014941 通常枠 小さな島だからこそできる宿泊事業の新サービスを「つくる」事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421U00041 三興特機株式会社 5310001014772 通常枠 コンクリート切断から産業廃棄物中間処理までの一気通貫事業構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 R2421U00042 アース建築株式会社 1310001014677 通常枠 島原初・コロナ対応テレワーク、コワーキングスペース提供事業 島原商工会議所

九州 長崎県 R2421U00043 有限会社蜂の家 8310002011205 通常枠 地元を代表する飲食店からの転換、佐世保を体験、販売、発信する企業へ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 R2421U00044 株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｔｒａｉｌ 1310001011708 通常枠 野菜・フルーツＢ級品の加工販売事業展開（廃棄農産物の軽減） 諫早商工会議所

九州 長崎県 R2421U00049 有限会社協立鉄工所 6310002001496 通常枠 エッジを磨き企業ポテンシャル向上による新たな事業ドメインの確立 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421U00053 株式会社三恵工業 7310002010117 通常枠
新分野である洋上風力発電事業への進出によるコロナ不況からの売り上げ

回復
株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421U00055 株式会社ａｎｄ．ｂａｓｉｃ 9310001015032 通常枠 地域交流と経済活性化を目指した障害者が働く店舗併設型工場建設 佐世保商工会議所

九州 長崎県 R2421U00056 株式会社庭建 5310001005730 通常枠 景観に配慮した屋外空間で快適に過ごす都市型デイキャンプ場構想 有限会社　エムケイブレーン

九州 長崎県 R2421U00058 株式会社ファイブタッグ 3310001004296 通常枠 デジタルサイネージ製品の展示販売及びコワーキングスペース 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 R2421U00059 株式会社岩永印刷所 1310001000181 通常枠 コロナ対応抗菌加工印刷物の開発と非接触営業活動による拡販事業 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421U00060 株式会社大幸内装 6310001013105 通常枠
県内初パネル工法を取り入れ化粧フィルム工事の専門性をさらに高める事

業計画
寺下　新弥

九州 長崎県 R2421U00072 平戸大楽株式会社 2310001013645 通常枠 地域資源を活用したＳＤＧｓ森の学べるカフェへの業種転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421U00079 株式会社日進興産 1310001005866 通常枠 テレワーク対応型　組立小屋キット販売 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421U00080 有限会社酒の一斗 6310002013046 通常枠 酒の小売から長崎の水産業マネジメント商社へ多角化事業 松浦商工会議所

九州 長崎県 R2421U00082 株式会社真永工業 7310001013558 通常枠 衰退する造船業から脱却！交通インフラの新パイプ事業に挑戦！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 R2421U00083 中野鉄構株式会社 5310001004708 通常枠 「航空機分野」新規参入によるＶＵＫＡ時代への耐性強化 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421U00084 有限会社ニシ・マイカーセンター 2310002019567 通常枠 居酒屋人気メニューの冷凍食品化による事業再構築 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421U00089 株式会社新栄丸水産 5310001009418 通常枠 漁業をベースとした地域水産資源の活用と高付加価値化商品の製造・提供 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 R2421U00090 株式会社吉村 8310001013417 通常枠 農業用ドローンによる農薬・肥料散布（省エネ）事業 たちばな信用金庫
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九州 長崎県 R2421U00094 株式会社ミッション 4310001013214 通常枠 非接触・非対面型セルフエステサロン事業計画 小森　泰邦

九州 長崎県 R2421U00099 諫早タクシー有限会社 8310002014892 通常枠 次世代足場の建築資材賃貸業 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 R2421U00108 株式会社敷島カンパニー 6310001000747 通常枠 再開発が進む観光県長崎に求められるクラフトビールの製造 髙橋　貞昭

九州 長崎県 R2421U00114 株式会社南風 1310001014116 通常枠 カウンセリング力を活かしたワンストップ型ビューティーサービス アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 R2421U00121 株式会社シンコー 4310001006770 通常枠 船舶修繕工事に特化した企業からの脱却、新分野への挑戦 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 R2431G00001 株式会社Ａｒｔｆｉｌ 8330001023802 卒業枠 ＤＸを含む最新デジタルフォトマスク描画機の開発及び事業化 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431G00002 デジタルバード株式会社 7010401094162 卒業枠 オリジナルブランドのカタログギフト・プラットフォームサイト開発事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00004 株式会社ビィディプランニング 2330002008535 通常枠
ホリスティックビューティーを叶えるセミパーソナル型フィットネスジム

事業へ
熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431U00006 有限会社黒田工業 2330002024383 通常枠 ダンボール製造用機械部品市場への進出のための工作機械の導入 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 熊本県 R2431U00012 有限会社永田製作所 7330002019791 通常枠 ３Ｄファイバーレーザー加工技術導入による独創的な金属加工技術の確立 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 R2431U00014 有限会社テラワキ 4330002015281 通常枠 新商品ヴィーガン料理を軸とした多チャネル販売による新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00016 株式会社ひごいち 1330001016853 通常枠 現場のノウハウを反映させた中小企業発のファイバレーザー加工機開発 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 R2431U00020 プレゼンター株式会社 5330001024019 通常枠 日本の伝統和菓子の新しい時代の幕開けに向けた研究と開発 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00022 有限会社新商実業 6330002025980 通常枠 新製品（医薬品製造機械向けボックスカバー）開発による新分野展開 奥山　慎次

九州 熊本県 R2431U00025 株式会社林田自動車 3330001014277 通常枠 ＷＩＴＨコロナを生き抜くためアウトドア事業への参入 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00026 株式会社ホワイトトップ 7330001010025 通常枠 災害対応車を製作・販売して公共の福祉に貢献する。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00030 株式会社アパレル福屋 1330001000213 通常枠 ユニフォームの販売会社が挑むランドリー事業による医療現場の負担軽減 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431U00036 有限会社松海苑 3330002024011 通常枠 テラスで新鮮な魚介類を新たに炭火焼で提供する業態転換による顧客開拓 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00037 株式会社テラシステム 1330001003117 通常枠 ＥＶ，ＦＣＶ向け市場への新分野展開のための環境設備の構築 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 熊本県 R2431U00039 株式会社酒湊 2330001008271 通常枠 和牛肉の加工場設置及びインターネット販売のためのシステム構築 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 R2431U00045 株式会社宝島総合運輸 4330001014895 通常枠
コロナ禍でも需要が増える一般貨物運送業者に貢献する新規トラック整備

事業計画
株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431U00046 合資会社大石酒造場 7330003004297 通常枠 焼酎蔵元が挑む新分野「ウィスキー」製造による海外市場への挑戦 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00048 プレテック熊本株式会社 7330001023811 通常枠
ＲＡＰ工法によるサイディング（外壁材）プレカットの提供による工期の

大幅短縮と職人不足の解消
南﨑　信哉

九州 熊本県 R2431U00051 香辛喫茶ＬｉｏｎＣｕｒｒｙ 通常枠 オリジナルレトルトカレーの製造販売 西村　信男

九州 熊本県 R2431U00058 津田水産有限会社 4330002028762 通常枠 「焼干」及び焼干を使用した「焼き商品」の開発・販路開拓 牛深商工会議所

九州 熊本県 R2431U00059 株式会社水野商店 8330001006848 通常枠 青果物の真空予冷処理・パッケージ処理による新たなサービス事業 中山　達

九州 熊本県 R2431U00064 有限会社栗原等商店 5330002018985 通常枠 時代を見据えたイノベーション！コロナ対応型斎場からの成長戦略！ 山鹿商工会議所
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九州 熊本県 R2431U00067 天草エネルギー株式会社 2330001015086 通常枠
ガス事業と連携した「災害対応型コインランドリー」による事業再構築と

地域貢献
株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431U00071 株式会社ｔｅｃ　ｌｉｎｅ 3330001025919 通常枠 医療・介護現場を救う「介護職・リハビリ職の転職支援システム」 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431U00080 熊本食堂スタンドおやま 通常枠 コロナ克服のために人気メニューのジャンボ焼売の商品化と全国展開 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 R2431U00082 有限会社ぽてと村 9330002019848 通常枠 コミュニティｃａｆéによるイートイン・テイクアウト事業 中山　達

九州 熊本県 R2431U00085 株式会社果実堂テクノロジー 6330001023416 通常枠 参入障壁が低い「国産アスパラガス生産パッケージ」の普及・実証事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 R2431U00086 有限会社大文字 5330002006288 通常枠 お持ち帰り専用商品の開発と極小販売店舗の新設による業種転換 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 R2431U00087 株式会社峰寿司 5330001004532 通常枠 サブスクリプションサービスによる本格お寿司のデリバリー事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00089 有限会社ショーアップ 8330002005163 通常枠 ＬＥＤビジョン等を用いた完全非接触型リゾート型宿泊施設の提供 高田　賢二

九州 熊本県 R2431U00112 山﨑果樹園株式会社 8330001024940 通常枠 「個包装カットフルーツ」の製造・販売による事業再構築 牛深商工会議所

九州 熊本県 R2431U00115 株式会社松泉閣 9330001015204 通常枠 宿泊業の人手不足を解決！食ラボ×キッチンで天草食材を広く発信 税理士法人永田会計

九州 熊本県 R2431U00116 焼とりひげ八 通常枠 セントラルキッチンの整備と看板商品で利益最大化と労働環境の改善 岡本　菊夫

九州 熊本県 R2431U00117 五十嵐水産有限会社 6330002028199 通常枠 冷凍鯛フィレの製品化に向けた業態転換 牛深商工会議所

九州 熊本県 R2431U00118 熊本アイ・ビー産業株式会社 3330001001358 通常枠 工程の内製化による業態転換、コスト削減・短納期対応の強化で事業拡大 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 R2431U00121 ＮＳＳ九州株式会社 3330001006902 通常枠 独自技術の活用による大型空間除菌装置の開発の自社ブランド展開 前之園　博一

九州 熊本県 R2431U00124 株式会社大進コンサルタント 3330001002744 通常枠
ＩＣＴ測量技術と３次元レーザースキャナを融合させた森林調査への新分

野展開
税理士法人Ｃ＆Ａ

九州 熊本県 R2431U00126 株式会社華月園 9330001012688 通常枠 畜産加工品・調味料等の製造販売への転換による売上拡大事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00129 株式会社プレシード 3330001012727 通常枠
受注型装置開発事業から空間管理技術応用製品商品化でＢｔｏＣ事業の確

立
江﨑　貴一

九州 熊本県 R2431U00143 熊本ワインファーム株式会社 5330001021453 通常枠 スパークリングワインの製造方法変更により、新たな販路拡大を目指す 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 R2431U00152 大共電通ネットワークス株式会社 7330002017143 通常枠 農業分野でのＩＣＴ先端技術を活用した地域密着スマート農業促進戦略 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00154 株式会社フュージョン 3330001009681 通常枠 半導体前工程から後工程への新規市場参入による最新鋭の加工設備導入 税理士法人近代経営

九州 熊本県 R2431U00156 リトルヴィンテージ 通常枠
アートギャラリーの開業による新分野展開と地域におけるアート拠点の創

設
株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 R2431U00159 株式会社清流荘 7330002018562 通常枠 山鹿温泉　清流荘　ものづくり型　観光交流施設開発プロジェクト 荒木　勇二

九州 熊本県 R2431U00161 株式会社河田印刷 6330001000852 通常枠 デジタル可変印刷機を活用したＤＭ発送代行事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431U00162 株式会社ｓｕｒｕｍｅ 2330001023171 通常枠 宿泊施設を活かして、近隣企業向けのセルフサービス型食堂に事業転換。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431U00169 株式会社九建総合開発 3330001010458 通常枠 既存の技術を活かし、防災・減災需要を見越した地下埋設倉庫開発事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00175 株式会社イタリー亭 4330001008146 通常枠
地域の食材を活かした加工品の製造販売でＶ字回復を図る飲食店の取り組

み
宮崎　信一郎

九州 熊本県 R2431U00181 幸光家具 通常枠 小国杉を使ったサウナ小屋組み立てキット販売事業 熊本県商工会連合会
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九州 熊本県 R2431U00184 有限会社大平コンクリート工業所 1330002006226 通常枠 高齢者・障がい者・子ども達の共生型サービス開発事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 R2431U00192 磯口建設有限会社 9330002029649 通常枠 「宝島」天草、展望型絶景キャンプ事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00207 株式会社宗弘 5330001014606 通常枠 淡水エビ養殖と加工品製造で「八代宗弘ブランド」を全国へ広める 小山　隆夫

九州 熊本県 R2431U00223 有限会社内田自動車工業 4330002027038 通常枠 特装車整備事業へ進出する為、特装車専用新工場建設と加工機械導入 みどり合同税理士法人

九州 熊本県 R2431U00228 株式会社宮﨑建築 7330001021798 通常枠 住宅建築分野でのオリジナル家具・建具提供による新規事業展開 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 R2431U00230 株式会社旭製作所 1330001018362 通常枠 世界最先端研究を支える少量薬剤を使った連続実験装置テストラボ設置 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431U00231 株式会社ケイディー 9330001024601 通常枠 「ＣＬＴボックスハウス」で新たな建築設計の提案とサービス提供 荒尾商工会議所

九州 熊本県 R2431U00234 株式会社熊本オーナーズ 4330001001357 通常枠 コンテナハウスを利用したコンドミニアム型ヴィラの事業展開 岡部　芳告

九州 大分県 R2441U00003 株式会社宮地鐵工所 8320002006732 通常枠 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための半導体部品製造進出 株式会社フロウシンク

九州 大分県 R2441U00006 株式会社ケイ・エス・ケイ 5320001008360 通常枠 精密加工技術の応用による医療用機械器具製造業への新規進出 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441U00007 大分デバイステクノロジー株式会社 8320001002724 通常枠 次世代パワー半導体ディスクリート品の量産事業展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441U00013 株式会社信用産業 4320001006332 通常枠 食品工場新設による冷凍和風ちゃんぽんの製造販売 税理士法人大分綜合会計事務所

九州 大分県 R2441U00016 株式会社新日本テスコム 1320001004586 通常枠
石油化学プラント向け非破壊検査の生産性及び収益性を向上させる設備導

入計画
株式会社伊予銀行

九州 大分県 R2441U00022 株式会社雄伸工業 1320001014271 通常枠 半導体製造装置真空装置部品の生産・製造 大分みらい信用金庫

九州 大分県 R2441U00023 藤居醸造合資会社 2320003001135 通常枠 麦を五感で楽しむ体感型複合施設の実現 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441U00028 株式会社水元 9320001009264 通常枠 海のフォアグラカワハギの新たな流通および販売チャネル構築事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441U00040 ハナマル食品株式会社 8320001012459 通常枠 コロナ禍におけるグローカル戦略と地域産業の構造転換を目指す。 株式会社イソシエ

九州 大分県 R2441U00047 ニシジマ精機株式会社 1320001009065 通常枠 高精度精密機械加工部門新設による宇宙・医療等新分野への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 R2441U00055 株式会社湯布院インテック 8320002010222 通常枠
働き方改革とコロナ禍の共存を目的とした、新しい時代の旅館サービスの

提供
篠原・植田税理士法人

九州 大分県 R2441U00056 株式会社大倉 8320001000686 通常枠 自動車特定整備事業（電子制御装置整備）に基づく整備工場建設計画 株式会社大分銀行

九州 大分県 R2441U00076 株式会社テイクファイブ 4320001001837 通常枠 海辺からの配信　～大分初　配信スタジオ建設による事業再生～ 河野　光雄

九州 大分県 R2441U00091 有限会社和くら 6320002019406 通常枠 強み×機会で新たな価値を市場へ投入する積極的成長戦略の展開 日田商工会議所

九州 大分県 R2441U00095 株式会社鳥繁産業 6320201000249 通常枠 特殊機能紙の内製化およびデジタル技術を活用したスマート工場の構築 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441U00099 株式会社ホリデイズ 9320002010188 通常枠 旧　九州湯布院民芸村跡地の土地・建物を活かした貸テナント事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 R2441U00100 株式会社コンクレタス 9010401134420 通常枠 プレキャストコンクリートによる住宅事業参入 酒井　英俊

九州 大分県 R2441U00103 梅乃屋コーポレーション株式会社 7320001015446 通常枠 「フルーツかんじょん」の製造による、食品製造業への挑戦 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441U00109 Ｆ・Ｋ・Ｓカンパニー株式会社 9320001008019 通常枠 ポストコロナを見据えた別府市宿泊事業の新分野展開 株式会社北九州銀行
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九州 大分県 R2441U00116 ミヤシステム株式会社 4320001003775 通常枠 原価管理システムのクラウド化による業態転換と新商品展開への挑戦 大分ベンチャーキャピタル株式会社

九州 大分県 R2441U00118 ベストリビング株式会社 8320001010108 通常枠 ～大分県日田市発～国産家庭用フルオーダー家具市場を創造する 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 R2441U00121 株式会社デリシャスクリエイト 5320001010671 通常枠 福岡県筑後地区への「おおいた和牛」の普及と経営基盤の再構築 福岡県信用組合

九州 大分県 R2441U00128 旅館梅乃屋 通常枠 蕎麦専門店と加工場の設立による食文化とのマリアージュ事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441U00131 日田石油販売株式会社 4320001010169 通常枠 豪雨災害多発地区における僻地災害対策用ＬＰＧ発電機の販路構築 日田商工会議所

九州 大分県 R2441U00132 創造工房 通常枠 福祉施設と連携した労働力確保によるシイタケ栽培及び加工事業 津久見商工会議所

九州 大分県 R2441U00135 株式会社ＡＺプロジェクト 7030001110417 通常枠
自社配送網の構築によりＶ字回復を目指す「ラストワンマイルプロジェク

ト」
井上大輔

九州 大分県 R2441U00136 株式会社ＳＲＬ 5320001010556 通常枠 アパレルでのワンストップ購入を可能にしたフィッティングサロン 株式会社商工組合中央金庫

九州 宮崎県 R2451U00009 有限会社キリコンディショニングカンパニー 7350002017793 通常枠 放課後等デイサービス事業転換事業計画書 小林商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00010 興洋開発株式会社 5350001006238 通常枠 建設業が挑む！異業種展開による諸塚村活性化プロジェクト 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 R2451U00011 エースランド株式会社 9350001001854 通常枠 宮崎市中心地活性化のための複合温泉施設新規開業事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00012 株式会社ＹＡＫＩＮＩＫＵ－ＦＡＣＴＯＲＹ 1350001013345 通常枠 飲食業から自社精肉ブランドを全国へ届ける流通業への業態転換 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451U00014 宮崎ひでじビール株式会社 8350001010567 通常枠 「缶容器入り長期熟成ビンテージビール」の海外輸出事業 公益財団法人宮崎県産業振興機構

九州 宮崎県 R2451U00018 株式会社バーバクラブ 4350001007526 通常枠 お菓子製造から、お茶のパッキング、発酵茶の生産に転換する事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00019 株式会社山下建築 8350001015186 通常枠 運送業（建設資材特化）新分野展開計画 湯地　正信

九州 宮崎県 R2451U00033 有限会社ＴａｎｄＦ 3350002010018 通常枠 焼肉店の食料品製造業進出を実現するための弁当等加工場整備計画 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00036 株式会社都農ワイン 7350002009782 通常枠 地元果実原料ジュース事業・自社栽培小麦ベーカリー事業 飯田　三和

九州 宮崎県 R2451U00038 太田歯科医院 通常枠 歯科医療と美容を融合させた新デンタルエステサービスによる事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00043 ランイントゥ 通常枠 ウィズコロナに対応したデリカテッセン事業による事業再構築 日向商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00044 株式会社千穂の家 9350001007265 通常枠 ワーケーション・プレジャーを通して高千穂の伝統文化を体験 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00047 株式会社ハンク・ディーシー 3350001004516 通常枠 自社加工施設新築による新市場の開拓と六次産業化 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00058 株式会社ＦＬＡＰ 1011001064494 通常枠 さつまいもの糖化技術を活用した高糖度な輸出対応干し芋の開発計画 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 R2451U00060 有限会社ダスキン佐原 8350002002852 通常枠 シニア世帯および子育て世帯の衛生意識の高まりに応えるお掃除サービス 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00067 アンクルデイヴズトレーディング株式会社 8350001014205 通常枠 卸売業からネット販売への業態転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451U00076 有限会社ファミリーガス 6350002015864 通常枠 ガス設備のＩｏＴ化による新たなガス販売モデルの確立と業務改革 都城商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00088 株式会社キサヌキ 1350001006720 通常枠 業務用家具から匠の技術とデジタルシステムを生かし個人用家具進出 延岡信用金庫

九州 宮崎県 R2451U00089 ごんげんの森歯科医院 通常枠 歯科治療にオンライン診療を導入した新分野展開への挑戦 株式会社宮崎銀行
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九州 宮崎県 R2451U00093 株式会社ＶＩ－ＨＡＰＰＹ 1350001015028 通常枠 酒類提供前提の飲食業から食事主体のひとり焼肉事業への進出計画 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451U00113 隠れ家酒場ろじうら 通常枠 コロナ対策完全対応のもと小規模店舗に特化したうどん店へ転換 都城商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00114 中国料理樹樹 通常枠 加工場建設による飲食業から製造業への業種転換及び新市場進出 高鍋商工会議所

九州 宮崎県 R2451U00120 株式会社食品検査・研究機構 8350001015814 通常枠 精密分析装置導入による食品検査から生薬品質検査への新分野展開 宮崎商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00002 株式会社並松自動車 9340001003182 通常枠 家畜車の架装技術を活用、地域需要の高い材木運搬車の架装に進出 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 R2461U00003 鯵坂税理士事務所 通常枠
インキュベーションセンターの運営。起業前から中小企業の業務フローの

デジタル化を推進し生産性向上に寄与する。
株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461U00006 有限会社三共工業 2340002004260 通常枠 工場内製化による「短納期型住宅リフォーム事業」への新分野展開 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 R2461U00007 奄美ＤＮＡ株式会社 8340001022183 通常枠 奄美大島初クラフトビール醸造所を併設した土産品製造所兼土産店 野村明生

九州 鹿児島県 R2461U00009 カゴシマロック株式会社 1340001001086 通常枠
建設過程で発生する汚泥（産業廃棄物）の新工法「建設汚泥流動化処理工

法導入」事業計画
鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 R2461U00013 株式会社クラフトワークス 5340001013466 通常枠 『泊まれるチャペル』×『中長期滞在型施設』事業化プロジェクト 蜷川　賢治

九州 鹿児島県 R2461U00014 株式会社ＳＧＷ 2340001016884 通常枠 病理細胞（組織）診検査システム　ソフト研究開発 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 R2461U00019 マイクロカット株式会社 4340001007460 通常枠 ＳＤＧｓ対応型鍍金工場新設に伴う事業計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

九州 鹿児島県 R2461U00024 クラシックブドウ浜田農園 通常枠 自社ワイナリー創設によるワイン醸造の内製化と販路開拓事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461U00030 有限会社園田組鉄工 6340002013803 通常枠 一次加工の内製化でＱＣＤの向上、新規案件獲得による事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 R2461U00036 株式会社まきの商店 6340001003929 通常枠 印刷製造設備設置による生地卸分野への参入と製販一貫体制の構築 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 R2461U00038 Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　Ｌｏｗ 通常枠 宅配ピザとオリジナルサイドメニューで鹿屋の中食需要に対応する 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00042 株式会社オーケー社鹿児島 5340001006817 通常枠 医療分野の自動化生産装置、医療機用品開発による新分野展開 南洲税理士法人

九州 鹿児島県 R2461U00044 株式会社ＦＲＯＮＴ－Ａ 6340002016525 通常枠 ＰＬＡＹＳＰＥＣＥ　ＹＯＺＥＩ施設整備計画 神園幸太郎

九州 鹿児島県 R2461U00045 ＰＬＯＷ　Ａ　ＬＡＮＤ株式会社 9340001021903 通常枠 弁当屋がこだわりぬいて開発する熟成魚で全国展開を目指す！ 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 R2461U00046 株式会社南生キカク 8340001012366 通常枠 オンライン出席もできる！低予算で実現可能な小規模結婚式場の創設 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461U00052 有限会社希 7340002027190 通常枠 旅行会社と敷布団対応ランドリー＆旅の図書室カフェをつなぐ新事業 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00059 有限会社高山金属 2340002005977 通常枠 有限会社高山金属シュレッダープラント新設計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 R2461U00067 株式会社フタマタ技建 7340001003779 通常枠 産業廃棄物中間処理場新設 柳元尚喜

九州 鹿児島県 R2461U00070 株式会社ミズホ商会 5340001014126 通常枠 スマート農機を活用した農作業受託サービスの展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461U00072 のりん家の台所 通常枠 コロナ禍でも安心ライブレッスンによるホットヨガ新規参入事業 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00075 有限会社ハクエイ新建材店 7340002018735 通常枠 巣ごもり需要に応える新しい形のＤＩＹ小売り店舗の開発 上岡　ひとみ

九州 鹿児島県 R2461U00079 株式会社林商店 1340001012018 通常枠 出水発高級天然魚介のネット販売を新たに開始 鹿児島相互信用金庫
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九州 鹿児島県 R2461U00082 株式会社新保農園 9340001013652 通常枠
養鶏場で捕鳥した鶏を大型トラックに家畜運搬用コンテナを設置しで輸送

する
鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461U00083 パティスリールヴェール 通常枠 低糖質ソフトクリームのフランチャイズ事業による原料卸業への転換 長田　和弘

九州 鹿児島県 R2461U00090 株式会社萬來 5340001015058 通常枠 県産さつまいもと既存製品の製造技術を活用したペットフードの開発 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461U00097 南日本出版株式会社 5340001004267 通常枠
コワーキングスペースと情報加工サービスの提供によるシナジーで新ビジ

ネスを創出する事業
鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00104 株式会社シュウエイ 8340001009387 通常枠 わっぜ、うまか！新素材“大豆フィッシュ”で体も地球も健康に！ 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 R2461U00126 有限会社鹿児島スパイラル 6340002002888 通常枠 空調設備工事のプレハブダクト工法推進事業 アルタス・パートナーズ合同会社

九州 鹿児島県 R2461U00127 株式会社一二三興産 1340001010310 通常枠 コロナを克服し沖永良部島に関わる皆様を笑顔にする回転寿司事業 西田　重和

九州 鹿児島県 R2461U00129 有限会社ダンケル 4340002012550 通常枠 高気圧酸素ＢＯＸを導入したスポーツリラクゼーション事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461U00135 合同会社南州パン 7340003002944 通常枠 隔離施設導入による小麦アレルギー児童向けパンの適正価格提供 川内商工会議所

九州 鹿児島県 R2461U00136 株式会社大進 5340001004977 通常枠
ＵＡＶレーザーおよび地上型３Ｄレーザーを活用した新たな測量サービス

の提供
松永　敏明

九州 鹿児島県 R2461U00138 株式会社下園薩男商店 8340001011772 通常枠 南薩摩エリアの食材を使ったネット販売兼用型店舗の運営 神園幸太郎

九州 鹿児島県 R2461U00144 中村林産有限会社 4340002014712 通常枠 コロナ時代におけるＤＩＹ・巣ごもり需要をつかみ取る柱の構築 鹿児島県商工会連合会


