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2113 R140060001 九州 福岡県 あべ歯科医院
高精度診断装置導入による口腔治療の自己完結体制の確立と
コロナ感染リスク回避

新特

2114 R140060003 九州 福岡県 株式会社くまや 1290801007107
ちりめんの殺菌を１名でこなし鮮度保持・賞味期限３倍・食品ロ
ス１／４を実現

新特

2115 R140060006 九州 福岡県 株式会社ｅ－セレス 7290001037898
高齢向け生体センサー端末試作とクラウド生体診断システムの
開発

通常

2116 R140060007 九州 福岡県 株式会社和光舎 8290001038689
２４時間無人ロッカークリーング＆ウィルス除去洗濯乾燥機とス
マホ連絡

新特

2117 R140060009 九州 福岡県 株式会社ＦＡＣＴｅｒ 9290001071202 外国人採用のインフラとなるマッチングシステムの構築 新特

2118 R140060013 九州 福岡県 リバーテック
レトロカーなど中古車の状態を可視化診断・メンテナンスサービ
ス

新特

2119 R140060017 九州 福岡県 クロモンコーヒー
高品質なコーヒー豆を焙煎、納品するための生産体制の構築事
業

通常

2120 R140060025 九州 福岡県 株式会社翠会計コンサルティング 3290001085075
事業承継に特化したインターネットサービスの開発による収益
性向上

新特

2121 R140060027 九州 福岡県 株式会社後藤商店 6290001048830
冷蔵保存技術の高度化による、高付加価値な地元青果物の販
売数拡大計画

新特

2122 R140060029 九州 福岡県 株式会社栄起 6290001020764
最適な宅地造成を提供する住宅コンサルティングサービスの拡
充計画

新特

2123 R140060032 九州 福岡県 株式会社水郷柳川やまだ農園 6290001054928
ＩＴの利活用による耕作放棄の問題解決と高付加価値農産物の
栽培

新特

2124 R140060033 九州 福岡県 株式会社畑中土木 9290001058703
ＩＣＴ施工導入による土木工事の生産性向上と建設廃棄物の再
資源化によるコスト削減

新特

2125 R140060034 九州 福岡県 有限会社野中木工所 7290002053779
最新ＮＣボーリングマシンの導入によるオーダー家具の生産性
向上

通常

2126 R140060041 九州 福岡県 仁田原建具製作所 「組子を使った大型の豪華なオーダーメイド建具」の開発 通常

2127 R140060045 九州 福岡県 株式会社アースプラニング 4290001011220 測量技術の高度化による防災対策工事の迅速化と効率化 新特

2128 R140060058 九州 福岡県 株式会社みいの寿 2290003002954
コロナ禍を乗り越える清酒製造工程の高度化と海外日本酒市
場の開拓

新特

2129 R140060059 九州 福岡県 株式会社楢崎商店 2290001015149
ＩＴＱＩ優秀味覚賞を受賞した明太子のさらなる旨味向上によるギ
フトを中心とした通信販売拡大計画

新特

2130 R140060061 九州 福岡県 株式会社ＵＰａｙ 5290001074836 脱プラスチックの一手となる「米ストロー」で未来を変える 通常

2131 R140060062 九州 福岡県 株式会社ＧＯＯＤＧＩＶＥＲＳ 5290001085057
物件探しの新しいカタチ！街の不動産プラットフォームの開発と
事業化

新特

2132 R140060064 九州 福岡県 株式会社スターペイントジャパン 7290001080948
業務ツールの一元化システム開発による営業部門効率の飛躍
的向上事業

通常

2133 R140060065 九州 福岡県 オートサロンフジワラ
防錆対策を施した漁師向け軽トラック「漁師特装車」の開発・販
売

通常

2134 R140060066 九州 福岡県 株式会社ライトハウス 7290001079065 衛星通信対応ＩｏＴプラットフォームによる船団運営支援 新特

2135 R140060071 九州 福岡県 株式会社ＭＨフーズ 4290801022301
トンネルフリーザー急速冷凍装置の導入による総菜製品の品質
向上とコスト削減

新特

2136 R140060072 九州 福岡県 株式会社肉のとり安 6290001015517
精肉店舗と加工場をモニターで繋ぎ情報共有を行う革新的サー
ビスの開発

新特

2137 R140060073 九州 福岡県 天神みなみ歯科医院
都心のかかりつけ医としての役割を果たす、治療精度向上の取
組み

新特

2138 R140060074 九州 福岡県 株式会社高口精密工業 8290001052830 最新マシニングセンタ導入による新規分野の受注拡大 新特

2139 R140060077 九州 福岡県 村田技研合同会社 1290003003557
高性能ＣＮＣ旋盤とＮＣ加工機の導入による経営安定化と新市
場への挑戦

特通

2140 R140060078 九州 福岡県 大名さとう歯科
革新的口腔内スキャナーによる治療技術の高度化で地域の歯
を守る

特通

2141 R140060079 九州 福岡県 株式会社隆工業 3290001067296 レーザースキャナー等最新機器導入による生産性の向上 通常

2142 R140060082 九州 福岡県 マンリーコーヒー
酪農家と作った日本初のミルク出しコーヒー”ＭＩＬＫ　ＢＲＥＷ”
拡売への取組み

通常

2143 R140060083 九州 福岡県 協文社印刷株式会社 3290001000174 最新型のＣＴＰ刷版機の導入よる抜本的な生産性の改善 新特

2144 R140060086 九州 福岡県 株式会社志岐蒲鉾本店 2290001052910
計量・包装工程の改善による大豆ミート入り新商品等の量産体
制の構築

通常

2145 R140060087 九州 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232
新しいテキスタイルとはんてん製造の強みを活用した新製品開
発

通常

2146 R140060091 九州 福岡県 株式会社ジオメディ 2290801018961
ＣＮＣ自動旋盤導入によりデジタル歯科用材を国産化！～国内
外への販路拡大～

通常

2147 R140060092 九州 福岡県 株式会社ワークス 9290801011638
超精密小型研削センター導入による超硬合金製精密金型部品
の増産体制の確立

通常

2148 R140060094 九州 福岡県 株式会社エンファム 5290001026333
ウィズコロナでもリアル体験を！密を防ぐ革新的イベント運営の
実現

特通

2149 R140060096 九州 福岡県 よしかわ歯科医院
最新鋭の「見える化」の先にある「デジタル診断」という歯科診療
のニューモデル

新特

2150 R140060100 九州 福岡県 テクノモデル九州株式会社 8290001080261
残留応力による歪みを低減させた真鍮切削による超ミニ仏壇の
開発・販売

通常

2151 R140060102 九州 福岡県 グリーン総合歯科医院
希少価値の高いプラズマレーザーを使用した削らない治療の高
度化

新特

2152 R140060103 九州 福岡県 株式会社ひぐち木材 9290001061384 ウッドショックを乗り切るためのアニメグッズ新商品開発事業 新特
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2153 R140060104 九州 福岡県 Ｌｕｃａ＆Ｃｏ．株式会社 1290001083270
コロナ禍における安全性＆治療精度を両立した新たな獣神経
治療体制の実現

新特

2154 R140060106 九州 福岡県 有限会社サムス 7290802024137
「１日集中型のガン治療」という業界最先端の取り組みを行い、
業界課題へのアプローチとコロナ対応の両立への挑戦

新特

2155 R140060108 九州 福岡県 デンタルオフィス　オカベ ＣＡＤＣＡＭ対応機材導入による歯科技工のデジタル化・差別化			 新特

2156 R140060111 九州 福岡県 いながき歯科
ＣＡＤ／ＣＡＭとインプラント治療の相乗による高品質・短期間な
治療の実現

新特

2157 R140060114 九州 福岡県 富士インキ工業株式会社 3120001058089
アルミ箔と紙によるドライラミネート加工の品質の更なる高度化
による販路拡大

新特

2158 R140060115 九州 福岡県 合同会社ＶＥＴ　ＣＵＲＥ 7290003007420
ポストコロナへの対応と、地域獣医療における整形外科に対す
る要請への対応を実現する事業

特通

2159 R140060116 九州 福岡県 株式会社北九州カーボン印刷 2290802001751
日刊情報誌など超短納期・バリアブル印刷需要に応える生産体
制の構築

新特

2160 R140060119 九州 福岡県 末次家具工藝株式会社 6290001053459
大川家具の伝統を継承した新しいフルオーダー家具の製造体
制確立

新特

2161 R140060120 九州 福岡県 豊光社テクノロジーズ株式会社 5290801008043
画期的な接合技術を活用し異種材料接合で５Ｇ通信に革新を
起こす

新特

2162 R140060122 九州 福岡県 株式会社グリーンパワー 7290001084560
ヒトデを使った獣害対策忌避剤の品質向上と量産化による売上
拡大

通常

2163 R140060123 九州 福岡県 株式会社ＭＩＲＡＩ　ＥＹＥ 5140001106315
眼科手術の安全性を高める革新的医療機器の製品化と世界展
開

通常

2164 R140060124 九州 福岡県 弁護士法人明倫国際法律事務所 5290005016248
企業や事務所の多拠点化を支援する業界初の弁護士事務所
専用システム開発					

新特

2165 R140060125 九州 福岡県 株式会社ＹＭＤａ 8290801024054
増加する半導体の需要に対応するドラフトチャンバーの製造体
制の確立

通常

2166 R140060126 九州 福岡県 株式会社インテリアコンドウ 3290001085694
壁紙の新規需要開拓を目的とした、オリジナルクロスの生産体
制構築および新サービスの開拓

特通

2167 R140060127 九州 福岡県 株式会社ニシカワ 2290001015529 ＡＩ搭載デジタルカタログにて雑貨卸売業の営業ＩＴ化・ＤＸ化 新特

2168 R140060128 九州 福岡県 株式会社ハーバルアイ 7290001072169
漢方薬の裾野を広げる処方・服薬指導のシステムとデータベー
スの構築

新特

2169 R140060129 九州 福岡県 かわの歯科口腔クリニック
非対面型歯科技工デジタルワークフローによる革新的な院内体
制の確立

新特

2170 R140060131 九州 福岡県 株式会社ブルースカイ 7013201019116
フォトスタジオ事業拡大に向けたＩＴ活用による業務効率化と新
サービス提供

新特

2171 R140060132 九州 福岡県 有限会社丸惣 5290002053987
多様化する働く空間にフィットする、ハイデザイン木質オーダー
オフィス家具事業

新特

2172 R140060133 九州 福岡県 株式会社ＵＢＳＮＡ 2290001079409 施主と職人をつなぐＷＥＢマッチングサービス 特通

2173 R140060136 九州 福岡県 小寺油脂株式会社 2290001036335
廃食用油の発電燃料化によるリサイクルループの事業化と生
産工程の脱重油化

通常

2174 R140060137 九州 福岡県 株式会社ウエダ 3290801015553
杭ナビショベルの導入による土木施工の生産性向上と人材育
成の強化

通常

2175 R140060139 九州 福岡県 有限会社福谷製作所 7290002017305 切断工程の生産性向上による製造業分野の強化と販路拡大 特通

2176 R140060140 九州 福岡県 有限会社仲西眼鏡店 5290002012118
創業９２年、老舗眼鏡店の最新設備を使った生産プロセスの改
善

通常

2177 R140060143 九州 福岡県 本田工業株式会社 1290001055204
高品質・高強度生コンクリートの効率的生産と働き方改革への
取り組み

通常

2178 R140060145 九州 福岡県 やまと産業株式会社 8290801014583
高性能アングルベンダー導入による加工工程の革新的改善と
生産性向上

通常

2179 R140060147 九州 福岡県 株式会社天慶 8290001050702
競争力強化と屋根外壁部材の販路開拓のための新型シャーリ
ング導入

新特

2180 R140060148 九州 福岡県 株式会社ＧＣＣ　Ｊａｐａｎ 1290001024051 オンラインＩＳＯ審査による感染リスク“０”（ゼロ）の確立 新特

2181 R140060151 九州 福岡県 研機株式会社 1290001012980 汚泥乾燥機のＡＩ、ＩｏＴ遠隔無人自動化とＣＡＥ利用生産効率化 特通

2182 R140060153 九州 福岡県 ホイストアート有限会社 6290002025449
ニュー・ノーマルに対応したサイン・ディスプレイの新サービス展
開

新特

2183 R140060154 九州 福岡県 太新工業株式会社 1290801015431
生産性向上と新市場開拓による収益力強化のための高性能形
鋼バンドソー導入

通常

2184 R140060155 九州 福岡県 海産物問屋カネゲン
フルカラー色彩選別機の導入による食の安全性と労働生産性
の向上

通常

2185 R140060156 九州 福岡県 ｐｕｐｕ株式会社 2290001063916 国内企業初のお買い物代行サービスの新規構築 新特

2186 R140060157 九州 福岡県 株式会社グリーンペダル 6290001043550
顧客満足度と業務効率を向上させる非対面型新洗車サービス
の提供体制の再構築

新特

2187 R140060158 九州 福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元 5290002043435 他地域の粘土を活用する新たな高取焼の開発 通常

2188 R140060162 九州 福岡県 Ｙ＆Ｙ歯科クリニック
最新設備導入により歯を傷つけないパーソナルオーラルケアプ
ログラムによるブランド化の取組み

新特

2189 R140060163 九州 福岡県 株式会社智求舎 7290801026217 ＥＤＵＡＬ〜数学学習動画配信事業 特通

2190 R140060167 九州 福岡県 東販産業株式会社 3290001005446 食品製造機械等向け精密樹脂加工生産能力向上の取り組み 新特

2191 R140060170 九州 福岡県 株式会社リアムウィンド 5290001059135
分散型エネルギー社会に適応した蓄電型小型風車システムの
開発

通常

2192 R140060171 九州 福岡県 株式会社オーツボ 9290001052697
乾海苔製造工程で発生する製造排水の浄化再利用システムの
実用化検証

通常

2193 R140060176 九州 福岡県 三好食品工業株式会社 3290801016485 豆腐加工製品の検査工程刷新による競争力強化と販路開拓 特通

2194 R140060177 九州 福岡県 高原自動車鈑金塗装 先進安全自動車に対応した自動車完全修復サービスの展開 通常

2195 R141060002 九州 佐賀県 こうすけ歯科医院
新たな治療方法を導入することで地域に不可欠な歯科医院を
目指す

通常
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2196 R141060003 九州 佐賀県 佐三木工業株式会社 9300001007402
騒音等の住宅環境への配慮と労働環境に適応した道路舗装工
法開発

通常

2197 R141060006 九州 佐賀県 株式会社中嶋土木 4300002009410 ＩＣＴを活用した治山工事の抜本的改革と感染症対策の実現 新特

2198 R141060008 九州 佐賀県 有限会社ハマナ技研 6300002010894
超硬合金刃物製品へのＱＲコードなどのマーキング内製化と納
期短縮

通常

2199 R141060009 九州 佐賀県 有限会社アリギス 1300002004959
間歇滅菌殺菌のオートメーション機械導入と製品量産化・殺菌
ＯＥＭ受注

新特

2200 R141060010 九州 佐賀県 国際技術コンサルタント株式会社 8300001000300
ドローン・トータルステーション・ＧＮＳＳによるハイブリッド測量シ
ステムの構築

新特

2201 R141060014 九州 佐賀県 株式会社翔和 9300002005082
最新ＩＣＴ機器の導入による土木施工の生産性向上と測量新分
野の展開

通常

2202 R141060016 九州 佐賀県 株式会社下西商店 3300002010385
圧着機導入により高品質な縁なし畳の製造に挑戦、新規顧客
層への展開

新特

2203 R141060018 九州 佐賀県 ＯＦＦＩＣＥ　ＲＥＮ株式会社 3300001010205
カフェに合う菓子　包装工程半自働化で通販展開とシェア１％拡
大

新特

2204 R141060020 九州 佐賀県 ｃａｆｅみちくさ
移転リニューアルを主とした生産プロセス・サービス提供方法の
改善計画

新特

2205 R141060021 九州 佐賀県 株式会社山﨑建設 4300001004676
舗装工事強化に向けた県内初の高性能な路面切削機用集塵
機の導入

通常

2206 R141060023 九州 佐賀県 株式会社九州構造設計 7300001000235
測量から維持管理まで、一貫した建設業サプライチェーンのＩＣＴ
化を実現する。

新特

2207 R141060024 九州 佐賀県 株式会社シマブン 9290001048968
新型樹脂グレーチング穴開け装置導入による穴開け工程の稼
働率向上及び省人化

新特

2208 R141060027 九州 佐賀県 ドローン検定協会株式会社 5300001010038
無線設備の信頼性評価によるドローンの高レベル飛行環境の
実現

新特

2209 R141060030 九州 佐賀県 株式会社クルール・ド・銀月 6300001006761 フードプリンタ並びに充填機導入によるＢｔｏＢ向け新商品開発 通常

2210 R141060031 九州 佐賀県 しらみず歯科クリニック
妊産婦等に対し負担を抑えた安全・安心な「お気軽１Ｄａｙ診療」
サービスの提供

特通

2211 R142060001 九州 長崎県 竹市農機店
農機具販売と相乗効果を発揮するドローン活用型農作業支援
事業

通常

2212 R142060003 九州 長崎県 株式会社喜多畳表店 3310001005286
畳×和モダンリフォーム「魅せる和室」提案による新規顧客層開
拓

新特

2213 R142060006 九州 長崎県 マスターデンタルラボラトリー
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠一貫製作と対人接触を減じる製作工程による売
上拡大

新特

2214 R142060009 九州 長崎県 株式会社長崎カイタックファクトリー 1260001032916 小型ポケット取付機導入による快眠パジャマの量産体制構築 通常

2215 R142060011 九州 長崎県 Ｍ．Ｙフード合同会社 3310003003602
小さな島「長崎県・小値賀町」の新鮮食材をいつでも家庭の食卓
へ

通常

2216 R142060012 九州 長崎県 株式会社ユーコム 2310001009791
生コン製造業経営の見える化推進による職場改善・新製品製造
事業

通常

2217 R142060015 九州 長崎県 九州テクノ株式会社 6310001007924
働き方改革を促進させる為に、在庫管理システムによる生産性
向上

通常

2218 R142060021 九州 長崎県 株式会社太陽光機 9012401008034 感圧センサー製造のための撚線機導入 新特

2219 R142060023 九州 長崎県 株式会社ハママツ 5310001011803
ＤＩＹ初心者でも簡単にプロのような無垢材家具が作れるＤＩＹ
キットのＥＣ物販事業

新特

2220 R142060024 九州 長崎県 株式会社カミヤアートパッケージ 7310001006215 他業種の技術を転用した新商品開発と競争力強化・市場拡大 通常

2221 R142060027 九州 長崎県 有限会社松本鐵筋工業 4310002019838
切断加工完全自動化にて既存事業売上拡大と新規公共工事参
入

通常

2222 R142060028 九州 長崎県 株式会社カイゼアニマルホスピタル 5310001007792
ペットの整形外科で培った高い外科手術の腕を生かし、長崎一
のがん治療体制を構築

新特

2223 R142060029 九州 長崎県 株式会社狩野食品 9310001009810
市場にマッチした商品の市場投入と生産プロセスの改善で対人
接触機会削減と生産性向上を目指す計画

特通

2224 R142060030 九州 長崎県 琴海歯科医院
「歯の美しさ」と「コロナフリー」、二兎の追求がもたらした新しい
歯科治療のビジョン

新特

2225 R142060031 九州 長崎県 ひまわり装飾
畳製造機導入による薄畳製造の効率化、バリアフリーリフォー
ムの提案

特通

2226 R142060035 九州 長崎県 かつて畳内装株式会社 3310001013025
抗菌レザー畳の開発・畳製造ロボットを活用した量産化・新規拡
大

特通

2227 R142060041 九州 長崎県 株式会社亀山薬局 3310001010006 新店舗開店の好機に対人業務シフトによる差別的優位性発揮 通常

2228 R142060045 九州 長崎県 株式会社三井楽水産 7310001011149 いつでもどこでもそのまま食べられる汎用型カップ刺身開発 新特

2229 R142060046 九州 長崎県 たたみの福田 子育てしやすい環境を作るための薄畳開発 通常

2230 R142060048 九州 長崎県 株式会社ノザワ 7310001011776
高度検査測定システム導入による先進安全自動車の対応体制
構築

通常

2231 R142060050 九州 長崎県 株式会社ＰＡＬ構造 1310001001790
風力発電の風況、環境影響評価と構造設計サービスの提供に
よる事業拡大

通常

2232 R142060055 九州 長崎県 株式会社ＧＲＡＤＯ 9310001013250
新型製麺機の導入で生産性向上を実現し画期的なオリジナル
麺や新商品開発への取り組み

通常

2233 R143060004 九州 熊本県 興栄測量設計株式会社 9330001001724
熊本県におけるＩＣＴの活用による測量工期短縮及び防災対応
計画

新特

2234 R143060005 九州 熊本県 株式会社和栗Ｊａｐａｎ 4330001023483
ウェット食品用色彩選別機の導入による、３密回避の生産体制
と栗ペーストの高度化事業

新特

2235 R143060006 九州 熊本県 有限会社栄伸工業 4330002020249
溶接ロボットシステムの導入による業務効率化と生産性向上の
構築

通常

2236 R143060007 九州 熊本県 土地家屋調査士　吉田事務所
３Ｄ測量調査業務の実現による地域再開発事業への新たな挑
戦

通常

2237 R143060010 九州 熊本県 有限会社小城板金金属工業 7330002015709
定尺自動切断機の導入による多様な板金加工の短工期・低コ
スト化

新特

2238 R143060011 九州 熊本県 株式会社杉本建設 8330001012854
ＩＣＴ機械導入による土木現場の生産性向上新型コロナウイルス
感染対策強化を図る

新特
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2239 R143060012 九州 熊本県 株式会社ひかり 3330001009962 荷台ユニットの生産性向上事業 通常

2240 R143060015 九州 熊本県 株式会社ふく成 7330001022961
特殊冷凍機導入による養殖とらふぐ・真鯛の全国冷凍販売の実
施

新特

2241 R143060017 九州 熊本県 株式会社シー・バス・プランニング 7330001002204
最新式測量機器・解析ソフト導入による測量精度高度化とサー
ビス提供プロセスの改善

新特

2242 R143060019 九州 熊本県 有限会社杉本鉄工建設 2330002027080
高精度の切削加工設備の導入による鋼材加工の効率化の向
上

新特

2243 R143060021 九州 熊本県 有限会社アルファ企画 6330002000587
レッカー事業の大幅な効率化によるブランド力の強化と新規顧
客の獲得

通常

2244 R143060023 九州 熊本県 マッハロック九州株式会社 8330001006518
農水産業の生産効率向上を支援する産業用ドローンサービス
開発

新特

2245 R143060026 九州 熊本県 株式会社九州文化財研究所 9330001004025 文化財のデジタル化による調査のテレワーク化事業計画 新特

2246 R143060028 九州 熊本県 株式会社Ｓｋｕｌｄ 9330001019304
農産物育成支援サービスの開発と構造物点検サービス開発事
業

新特

2247 R143060029 九州 熊本県 有限会社前田建具店 2330002009681
住居向け、おうち時間を楽しめ、気分転換ができるプチ空間リ
フォームＥＣ事業

新特

2248 R143060030 九州 熊本県 たけした歯科
内製化による感染不安の払拭とデジタル矯正治療展開による
新規顧客の開拓

通常

2249 R143060031 九州 熊本県 株式会社ＹＳＫ企画 4330001014986
「３Ｄマシンガイダンスシステム」による施工品質及び施工技術
の標準化

通常

2250 R143060038 九州 熊本県 有限会社お茶の泉園 7330002027217
新規顧客層浸透のための緑茶ティ―バッグＯＥＭ受注へのチャ
レンジ

通常

2251 R143060039 九州 熊本県 お食事処風月 自販機を核とした豚足製造販売業における生産ラインの構築 通常

2252 R143060043 九州 熊本県 株式会社弘乳舎 6330001001768
生産性及び付加価値の向上を目的とした液状乳製品「脱脂濃
縮乳」の増産事業

通常

2253 R143060046 九州 熊本県 ＡＭＡＫＵＳＡ　ＳＯＮＡＲ　ＢＥＥＲ合同会社 3330003007849 天草産クラフトビールを日本全国、そして世界へ 通常

2254 R143060047 九州 熊本県 合同会社ｏｒｇａｎｉｃ　ｓｐａｃｅ 7330003007176 大型ステンレス蒸留器による茶葉芳香蒸留水の製造 通常

2255 R143060051 九州 熊本県 丸源水産 最先端冷凍技術活用による海老の一次加工品の開発 新特

2256 R144060004 九州 大分県 株式会社大雅工業 3320001017875
下請依存脱却のための機械化推進と外部取引による新規比率
５０％への布石構築

通常

2257 R144060006 九州 大分県 株式会社Ｍｅフードシステム 4320001016488 ドイツ伝統的ハム製造方式の高生産体制の構築と新商品開発 通常

2258 R144060007 九州 大分県 株式会社大廣製作所 1120001020802 手作業裁断加工工程を機械化を図る事による生産性向上 通常

2259 R144060008 九州 大分県 株式会社みらい蔵 8320001009629
「オンライン農業相談」と「専門的農業資材のネット販売」を組み
合わせた非対面型の販売方法の確立

新特

2260 R144060009 九州 大分県 田中歯科クリニック
デジタル治療の院内一貫体制の構築によるワンデートリートメン
トの提供

新特

2261 R144060014 九州 大分県 株式会社増田工務店 7320001016790
効率化と外国人にも使いやすい操作性で機械化推進、建設業
の働き方改革と環境にやさしい経営の実現

通常

2262 R144060016 九州 大分県 有限会社中野酒造 3320002015366 クラマスターＮＯ１を皮切りに「ちえびじん」を世界ブランドへ 新特

2263 R144060020 九州 大分県 株式会社末宗組 8320001007657
ＩＣＴ技術を活用した小規模工事の敷き均し作業自動化設備導
入による生産性向上

新特

2264 R144060021 九州 大分県 大木化粧品株式会社 8320001000109 大分県公式通販サイトの販路拡大 新特

2265 R144060024 九州 大分県 有限会社大分エコークリーニング 8320002000066 ホームクリーニング業者による、産業⽤クリーニングへの算入 通常

2266 R144060026 九州 大分県 株式会社臼杵鋼鈑工業所 9320201000023
高性能なロール曲げベンディングロール導入による品質の安定
化と生産性向上

通常

2267 R144060027 九州 大分県 有限会社富城物産 8320002004876
ペットフード市場における新商品開発と冷凍設備導入による販
路拡大事業

通常

2268 R144060029 九州 大分県 大内歯科医院
最新設備導入による非金属製歯科技工物の内製体制確立と新
サービス展開

新特

2269 R144060030 九州 大分県 株式会社東豊開発コンサルタント 9320001010437
最新測量機器の導入による非ＧＰＳ環境下における特急測量体
制の確立

新特

2270 R144060031 九州 大分県 株式会社井上製材所 4320001010202 市場ニーズ対応による収益力の向上と職場環境の改善事業 通常

2271 R144060033 九州 大分県 宝工業株式会社 2320002017578
「ブロック塗装への取組み・効率化」「船体ブロック大型化への対
応」による販路拡大・生産性向上

新特

2272 R144060034 九州 大分県 株式会社村ネットワーク 5320005006443 県産野菜の高度加工による販路拡大事業〜国内・海外共に〜 通常

2273 R144060039 九州 大分県 株式会社日田技研 9320001015139 製材所・木工所への「安定した帯鋸の供給」をめざして 通常

2274 R144060040 九州 大分県 大津留畳店
ロボット導入による薄畳製造の高精度化・ヘリなし薄畳による新
商品開発

特通

2275 R145060001 九州 宮崎県 株式会社興電舎 7350001006764
高機能試験器等導入による重要インフラのレジリエンス向けた
製品・サービス提供

通常

2276 R145060004 九州 宮崎県 株式会社安田薬局 1350001006200
自動生薬煎じ機導入による液状漢方煎じ薬の生産性向上及び
受注増加計画

通常

2277 R145060007 九州 宮崎県 小林歯科医院
診療行程のデジタル化による感染対策と医療品質高度化・診療
期間の短縮

特通

2278 R145060009 九州 宮崎県 株式会社原田 5350001006188
高精度かつスピーディーな主筋提供体制の構築による耐震工
事の拡大					

新特

2279 R145060010 九州 宮崎県 コラーレ
デジタル技工設備の導入による新事業への参入とニューノーマ
ルに対応した完全非対面型生産への挑戦

特通

2280 R145060014 九州 宮崎県 京屋酒造有限会社 3350002016543 本格焼酎製造における原料芋皮処理改善事業 通常

2281 R145060016 九州 宮崎県 株式会社マスタリィデンタルラボ 1350001005425
最新３Ｄプリンター導入による歯科技工工程の完全デジタル体
制の構築

特通
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2282 R145060017 九州 宮崎県 株式会社中西たたみ襖店 8350001015211
オリジナル「にゃんだ縁」を用いたペット対応畳の販売促進によ
る新規顧客獲得

新特

2283 R145060018 九州 宮崎県 有限会社第一印刷 6350002010683
メディアミックスで消費者におトクな情報を伝える折込チラシの
新サービス

特通

2284 R145060019 九州 宮崎県 有限会社豊包装 3350002005125
地元の鶏肉需要増加に対応した包装製袋工程の革新による生
産性向上

新特

2285 R145060024 九州 宮崎県 有限会社竹中製材所 8350002010723
木材製造ラインにおける自動搬送・仕分けの自動化設備導入に
よる生産性向上事業

通常

2286 R145060025 九州 宮崎県 株式会社おりなす建材 8350001006045
自社技術の応用で「生活の中にある問題点を解決する」企業へ
成長

通常

2287 R145060032 九州 宮崎県 株式会社ケイディエム 5350001005990
ＵＡＶレーザー等による測量及び氾濫解析ソフトによる水害リス
ク評価サービスの提供

新特

2288 R145060036 九州 宮崎県 たたみふすまの油井
特殊畳対応の新製造ライン構築と、ＤＩＹ教室による新規顧客層
への展開

特通

2289 R146060002 九州 鹿児島県 有限会社浜崎蒲鉾店 3340002018012
製造環境の改善と生産性・品質向上及び販路拡大の為の設備
導入

通常

2290 R146060006 九州 鹿児島県 株式会社肝付 5340001021691
小型高温高圧調理機の導入による街の洋食店メニューのレトル
ト商品化と販路拡大

新特

2291 R146060010 九州 鹿児島県 株式会社ＳＨＩＭＯ製作所 2340001020886 ＣＮＣ旋盤の導入により精密旋盤加工のトップランナーを目指す 通常

2292 R146060012 九州 鹿児島県 小脇歯科医院
歯科診療プロセスの改革による顧客満足度向上と感染リスクの
低減

新特

2293 R146060014 九州 鹿児島県 株式会社セブンスヘブン 4340001017311
大型革漉き機を導入し工程を内製化。コロナ渦におけるサプラ
イチェーン強化計画

新特

2294 R146060015 九州 鹿児島県 株式会社大木 3340001000680
円錐形製缶加工の生産性向上に向けた汎用ベンディングロー
ラーの導入

通常

2295 R146060016 九州 鹿児島県 有限会社ヤナセ精機 6340002023265
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工機の生産性向上と加工精度向上
による受注拡大

新特

2296 R146060019 九州 鹿児島県 有限会社アキラ巧芸 3340002024786
レーザー加工機を活用した作業工程改善と端材活用による新
商品開発

通常

2297 R146060024 九州 鹿児島県 株式会社クリエ 6340001005553
ウィズコロナに対応、歯科医院及びクリニック向け抗ウイルスリ
フォームの開発・販売

新特

2298 R146060026 九州 鹿児島県 有限会社ＳＷＥＥＴ　ＬＡＢＥＬ 8340002024740
郷土の食文化から着想した洋菓子を、未経験者や高齢者でも
生産可能にするレシピの改良と製造の効率化

通常

2299 R146060027 九州 鹿児島県 株式会社大進 5340001004977 ＵＡＶレーザーを活用した新たな測量サービスの提供 新特

2300 R146060030 九州 鹿児島県 丸西酒造合資会社 2340003000416
横型蒸留器導入による「味が複雑・香り豊かな」芋焼酎の商品
開発

通常

2301 R146060032 九州 鹿児島県 株式会社ホートク食品 5340001007939
苦い・不味い素材を丸剤に！健康補助食品への丸剤の応用と
内製化

通常

2302 R146060034 九州 鹿児島県 株式会社無垢 6340001008119 レトルト離乳食及び授乳婦向けレトルト食品の開発 通常

2303 R146060038 九州 鹿児島県 有限会社伊崎田養魚場 9340002027577 ポストコロナを見据えた養鰻事業からの６次化構築 通常

2304 R146060039 九州 鹿児島県 株式会社三翔精工 1130001026996
光通信部品の小型化に対応する、揺動機能付き自動洗浄シス
テムを活用した品質安定の強化

通常
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