
　経営革新計画承認企業一覧（令和元年度（２０１９年度）第１～８回審査会）

番
号

承認日 会社名等 既存事業業種 計画内容 所在地

1 H31.4.22

2 H31.4.22
株式会社アグリファーム宇
城

農業 新商品≪松きのこ≫の生産 宇城市

3 H31.4.22 株式会社若新 食料品製造業 新商品開発とそれに伴う、新機械導入による新市場の開拓 荒尾市

4 H31.4.22 サトウ繊維有限会社
衣服・その他の繊維製
品製造業

5 H31.4.24 有限会社　赤星水産 水産養殖業 水産業界では初めての藻場改善等のための海藻種苗の開発生産 天草市

6 H31.4.24 株式会社　ＧｒｅｅＮｅｘｕｓ 木材・木製品製造業 竹を活用した新商品開発と新たな顧客層の獲得 菊池市

7 H31.4.24 牡蠣焼きハウス　かき道楽 一般飲食店 牡蠣小屋で、夏は手ぶらで海鮮バーベキュー 熊本市

8 H31.4.24 株式会社　クロコロール 情報サービス業 飼料貯配タンクの残量の「見える化」による需要開拓 熊本市

9 H31.4.24 光永石材店 窯業・土石製品製造業 お墓のクリーニング料金の見える化による、新規市場の開拓 球磨郡多良木町

10 H31.4.24 善板金工業　株式会社 非鉄金属製造業 地域初のＩＯＴを活用したコインランドリーの提供による事業のスマート化 球磨郡多良木町

11 R1.6.11 國武林業 林業 森林資源を有効活用した地産地消の新事業展開による販路拡大 上益城郡御船町

12 R1.6.11 株式会社　ケミカル同仁 その他の卸売業 非公表 熊本市

13 R1.6.11 非公表 精密機械器具製造業

14 R1.6.11 株式会社　水野商店 飲食料品卸業 web受注システムによる業務の効率化 熊本市

15 R1.6.11 株式会社　シェ・タニ 飲食料品小売業 熊本県農産物で長期保存が可能な「フレッシュチョコレート」の開発普及事業 熊本市

16 R1.6.11 炉端焼　孝八 一般飲食店
飲食店の課題である待つ商売から、外販商品開発・生産による域外への販路開拓事
業

人吉市

17 R1.6.11 ヴェゼルワークス　株式会社 理容・美容業 ダメージレスカラー剤の開発およびサービスの高付加価値化 熊本市

18 R1.6.11
有限会社　ワールドベーカ
リー

飲食料品小売業 健康意識の高まりに合わせた県内初の「ビーガンスイーツ」の開発と量産体制の確立 球磨郡多良木町

19 R1.6.11 株式会社　KAWATSU 総合工事業 ドローンによる建設現場の生産性向上、及び新規事業開発 菊池郡大津町

20 R1.6.11 株式会社　山下カッター 職別工事業 産業廃棄物の中間処理と資源のリサイクル活用 宇土市

21 R1.6.11 株式会社　W.JAPAN 食料品製造業 海藻加工業者が発生ゴミ有効活用で養殖用飼料を作る循環型漁業開発 宇土市

22 R1.6.11 株式会社　タケウチ包装 各種商品卸売業 脱プラスチック、紙製ステッカーのオーダーメイド印刷システム開発事業 熊本市

23 R1.6.11 株式会社　Creative Design 精密機械器具製造業 ＩｏＴ・センサー技術を用いた地域密着型の農業生産性向上計画 熊本市

24 R1.7.1 株式会社PTC 一般機械器具製造業 ロボットビジョンシステムのプラットフォームの構築 宇城市

25 R1.7.1 株式会社井手口建設 総合工事業 非公開 玉名市

26 R1.7.1 山村酒造合名会社 飲料製造業

27 R1.7.1 株式会社九州食糧 飲食料品卸売業

28 R1.7.1 株式会社モリシマ 印刷業

29 R1.7.1 有限会社フーズ・ジョイ 食料品製造業

30 R1.7.1 株式会社建鋼社 職別工事業

非公開

非公開

非公表

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開



31 R1.7.31 株式会社　山一 食品製造業 新商品　乳幼児の離乳食に使用できる極薄かつお削りぶしの開発 熊本市

32 R1.7.31 Ｅ・Ｉ・Ｃ
エステティック業、経営
コンサルタント業

非公開 熊本市

33 R1.7.31 里永製畳 畳製造業 非公開 宇城市

34 R1.7.31 チャングプラント カレー専門店 カレー専門店のノウハウを生かした新たな本格カレーパンの開発 阿蘇郡西原村

35 R1.7.31 株式会社　ウッドランドパス
通所・短所入所介護事
業

36 R1.7.31 株式会社　榊苑 食料品販売業

37 R1.7.31 株式会社　Action Labo 経営コンサルタント業 人材の定着のためのカリキュラム、及びオリジナル教科書を提供するサポート事業 熊本市

38 R1.8.27 山都興産 製薪炭業 非公開 上益城郡山都町

39 R1.8.27 株式会社ＲＰＶ 非破壊検査業 新規業界参入のための超高精細３Ｄモデルの開発とサービスの提供 熊本市

40 R1.8.27 非公開
産業廃棄物収集運搬
業

41 R1.9.10 株式会社スタイルトップ ボクシングジム ㏋内に顧客に合った運動メニューを表示して、会員を増強する運動 宇土市

42 R1.9.10 株式会社HEALTY サービス業 エステ技術者の育成支援・雇用促進・自立支援のための新たなエステティックスクールの設立 熊本市

43 R1.9.10 株式会社前川商事 飲食料品小売業 非公開 山鹿市

44 R1.9.10 原倉喜左衛門 飲食店・土産品小売業・精米業 食べる米糠を使った安心安全の食材アピールによる自家農園の食材を活用したメニュー・商品開発提供 和水町

45 R1.9.10 有限会社穴井木材工場 製材業 デジタルファブリケーションを用いたポータブル家具の製造体験を活用した事業 南小国町

46 R1.9.10 株式会社グリーンライフ・コガ 植木生産。販売、造園業 森の中にいるような心地よさを体感する 阿蘇市

47 R1.9.10 阿蘇薬草園株式会社 食品加工業 「よもぎ茶」の販路拡大を行い、「よもぎ体験満喫ツアー」への集客を図る 阿蘇市

48 R1.9.10 有限会社イズミコーポレーション 旅行用品小売業 熊本初！旅行用のオーダーキャリーバックによる新規顧客獲得および売上増加 熊本市

49 R1.9.10 有限会社侍 飲食業 新しい馬刺しの開発による販促計画 熊本市

50 R1.9.10 合同会社土芸 内外装施行・宿泊業 国内初！本格的アースバッグ工法の普及と交流人口増加のための拠点づくり 熊本市

51 R1.9.10 株式会社KOKEN 技術サービス業 既存事業とのシナジー効果を活かした新たな中古車販売サービス事業 熊本市

52 R1.9.10 フラッグス株式会社 各種商品小売業 消臭・抗菌・抗ウィルスを付帯した広告シートの販売促進事業 熊本市

53 R1.9.10 株式会社ティーズミート 食料品製造業 甲佐町産の農産物を使用した「にらメンコ弁当」の普及事業 甲佐町

54 R1.10.4 有限会社日野環境 廃棄物収集運搬処理業 「Soiety5.0を通じたSDGsの達成」を柱としたIT導入による生産性向上を図る事業。 大津町

55 R1.10.4 合資会社鳥越商店 酒類卸・小売業 新サービスの提供及び人吉地区総合集荷配送センター事業による収益拡大 人吉市

56 R1.10.4 球磨焼酎ト球磨ノ食「開」 飲食店 そば・うどん麺製造量アップによるチャンスロス解消と新商品開発による販路拡大事業 人吉市

57 R1.10.16 非公開 歯科医業 安心安全で幅広い口腔健康を目的とした歯科医療の提供及び技術向上 非公開

58 R1.10.16 非公開 エステサロン 男性及び高齢者への顧客層の拡大 非公開

59 R1.10.16 フジプルーフ工専有限会社 総合工事業 住宅模型キット作成自動化ツールの導入と生産力向上 熊本市

60 R1.10.16 株式会社井原商事 二輪自動車小売業 ベトナム市場へのEV車両輸出及び現地整備士の育成事業 八代市

61 R1.10.16 せんい生活株式会社 食品製造業 人に優しいきくらげの量産化と、新たな商品開発を行い、新たな食べ方を提案する事業 人吉市

62 R1.10.16 人吉冷蔵株式会社 製氷、水産加工業 人吉の温泉水を使った、球磨の温泉ボールと温泉かち割氷を全国販売展開する事業 人吉市

63 R1.10.16 株式会社お茶の五木園
飲食料品小売業
茶・菓子製造販売業

非公開 人吉市

非公開

非公開

非公開



64 R1.11.11 株式会社総合プロデュースSORA 家電卸売業・ブライダル業 「条件付き少人数パーティ」と「婚活者育成パーティ」開催による会員の深耕と成婚件数の拡大 熊本市

65 R1.11.11 合同会社カーピット九州 中古自動車販売・整備業 非公開 熊本市

66 R1.11.11 市原農園 農業、食品製造

67 R1.11.11 田添尊祐事務所 土地家屋調査士事務所 測量セルフ機械設備の導入による、生産性・効率性向上事業 八代市

68 R1.11.11 有限会社ガレージ・イン 自動車小売業 「上天草の車コンシェルジュ」事業者として、自動車塗装ブース設備の導入による、生産性・効率性向上による「三方よし」事業 上天草市

69 R1.11.11 株式会社ABC保険グループ 保険業 非公開 熊本市

70 R1.11.11 オオツカスポーツ スポーツ用品小売業 ユニフォーム購入者限定！ドローンを活用した「思い出」画像・動画配信事業 長洲町

71 R2.2.7 浦田水産株式会社 海面養殖業 管理システム導入による成育効率化と高付加価値商品の生産 天草市

72 R2.2.7 株式会社BLUE　SELECT
織物・衣服・身の回り
品小売業

73 R2.2.7 株式会社林田自動車
一般貸切旅客自動車
運送業

芦北町唯一の自動車に関するワンストップ・ショップを実現するために、新店舗・事務
所・整備工場・中古車展示場を一体化する。

葦北郡芦北町

74 R2.2.7 進栄車体整備工業 自動車整備業 自動車鈑金塗装業から自転車・バイク出張修理業へ転換 玉名市

75 R2.2.7 有限会社伊藤商店 飲食業 弁当事業の拡大による商圏の開拓と新規顧客獲得への取り組み 球磨郡湯前町

76 R2.2.7 菊川書店 書籍販売業 教科書・教材の常設販売による新規顧客獲得事業 球磨郡湯前町

77 R2.2.7 有限会社寺本製茶 製造業
消費者ニーズの多様化・茶の多品種化に対応したスピーディーかつ新たな商品開発と
地元農家等への新たな提案、九州産・熊本産碾茶（抹茶）の商品化

人吉市

78 R2.2.7 有限会社大洋企業 解体、土木 農業廃棄物リサイクルによる新事業 熊本市

79 R2.2.7 株式会社経風社 経営コンサルティング 非公開 八代市

80 R2.2.7 NINE Lab株式会社 家具製造、卸売業

81 R2.2.7 有限会社ユニックス
その他の織物・衣服・
身の回り品小売業

新たな販路とカフェを導入した新事業 八代市

82 R2.2.7 有限会社サンマルク 自動車小売業 メンテナンス情報一元管理サービスの充実による販路拡大事業 熊本市

83 R2.3.17 合名会社天草酒造
蒸留酒・混成酒製造業
（焼酎製造業）

天草唯一の焼酎直営店の設置 天草市

84 R2.3.17 9ratake art studio デザイン業 廃棄資源（無駄）を利益に！新商品シリーズ開発による売上拡大計画 天草市

85 R2.3.17 株式会社サンライフ２１
家電小売業、設備工
事業

ドローンとプログラミングを活用した新たな点検方式の提案による新規顧客の獲得 天草市

86 R2.3.17 株式会社テラス 美容業 美を通して、子供達が輝く未来塾 八代市

87 R2.3.17 株式会社田中ボディーペイント 金属焼付塗装業 新商品の販売と新サービスの提供による事業拡大の取組 玉名郡南関町

88 R2.3.17 有限会社阿蘇・岡本 酒類小売業 生ハチミツとミードの製造販売による新商品の開発 阿蘇市

89 R2.3.17 株式会社ムラサン 鉄・非鉄製品製作修理 モミガラ燃料の開発と新たな販売方式の導入による事業拡大 上益城郡御船町

90 R2.3.17 さくら株式会社 衣服裁縫修理業

非公開

非公開

非公開

非公開


