
　経営革新計画承認企業一覧（令和２年度（２０２０年度）第１～７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 R2.4.27 株式会社ラジカル セラミック精密加工 非公開 熊本市

2 R2.4.27 九州横井林業株式会社 林業

3 R2.5.27 株式会社荒木重機 総合工事業 ３Ｄ－ＭＣ導入により優位性の構築と生産性の向上を図る 菊池市

4 R2.5.27 三洲建設株式会社
一般土木建築工事
業

5 R2.5.27 ｋｏｄａｖｉｃ株式会社 技術サービス業

6 R2.5.27 大東商事株式会社 産業廃棄物処理業 非公開 熊本市

7 R2.5.27 株式会社熊防メタル
表面処理（メッキ）製
造業

生産における全体最適化 熊本市

8 R2.5.27
株式会社同仁がん免疫研
究所

他に分類されないそ
の他の製造業

がん免疫療法のニーズ増加に対応できる生産プロセスの革新 熊本市

9 R2.5.27 非公開 食品製造業

10 R2.5.28 菓舗かずさ屋 和菓子製造小売業 和菓子とパンのコラボによる新たなパン及び自然志向パンの開発 熊本市

11 R2.5.28 株式会社　三勢
建築物総合サービス
業

HACCP基準を満たす機能水を用いた清掃事業の展開 熊本市

12 R2.5.28 Ｃｏａｔｏｌｉｅ 衣服裁縫修理業 個人の体型に合わせた提案型衣服の補正 熊本市

13 R2.5.28 株式会社　宮本産業
めん類製造業・飲食
業

新たな包装機械導入による生産性向上、新商品開発及び「商品の売り方」に特
化した販路開拓

芦北町

14 R2.5.28 有限会社　熊宮自動車 自動車車体整備業 自動車の特定整備に対応した新鋭設備の導入及びリニューカー事業の展開 益城町

15 R2.5.28 原田山業
その他の林業サー
ビス業

労働作業の効率化等を目的とした、未利用林地残材の薪加工による有効活用 菊池市

16 R2.5.28
有限会社　阿蘇観光タク
シー

タクシー業 阿蘇の資源を活用した「体験型観光タクシー事業」の展開による事業拡大 高森町

17 R2.5.28
株式会社　でんきのサン
トップ

家電製品物販 地域の家電販売店におけるスマートライフの提案による新たな顧客層の獲得 合志市

18 R2.5.28 よつばデンタルクリニック 歯科診療所 新規設備投資による新サービス 熊本市

19 R2.6.25 有限会社コーシン 養豚業 非公開 菊陽町

20 R2.6.25
株式会社熊本アイディー
エム

精密自動機製造業 非公開 合志市

21 R2.6.25
株式会社熊本建設コンサ
ルタント

産業廃棄物収集運
搬業

建設Society5.0時代に対応する社内体制の構築 熊本市

22 R2.6.25
株式会社建設プロジェクト
センター

サービス業 非公開 非公開

23 R2.6.25 株式会社一村造園土木 造園事業、土木事業
竹林保全と竹チップ・竹パウダーの製造販売による、里山保全と土壌改良への
挑戦

美里町

24 R2.6.25 株式会社一城建設 総合建設業 「生きた土づくり」堆肥混合による高濃度有機堆肥製造 合志市

25 R2.7.28 合同会社　ベストフィット 自動車整備業 「塗るコーティング」と「貼るコーティング」を融合した新たなサービス提供 熊本市

26 R2.7.28 居間ノ庭
園芸資材製造販売
業

非公開 熊本市

27 R2.7.28 非公開 建設業 非公開 非公開

28 R2.7.28 株式会社　やどるくるむ＠ コンサルタント業
ＥＣサイトを活用した新たな販売方式の導入等非対面型物流事業『倭の国テラ
ソ』の展開

熊本市

29 R2.7.28 株式会社　STELLA 化粧品販売業 オンラインを活用した新しい販路開拓及び新商品の開発 熊本市

30 R2.7.28 株式会社　アルカ 衣服等小売業 天然素材を活かしたサスティナブル新商品の開発とネット販売システムの強化 熊本市

非公開

非公開

非公開

非公開



31 R2.7.28 Craft-One　株式会社 自動車整備業 非公開 八代市

32 R2.7.28 株式会社　スタイルトップ ボクシングジム 心理カウンセリングをﾒﾆｭｰに組み込んだ会員増強、増収増益計画 宇土市

33 R2.7.28 株式会社　花いちば 生花小売・リース業
ドローンによる農薬散布代行受託等を軸とした、農業経営者のパートナー企業
を目指す

大津町

34 R2.7.28 有限会社　中川産業 電子回路製造業 非公開 菊陽町

35 R2.7.28 有限会社　浜石油 燃料小売業 非公開 非公開

36 R2.7.28
株式会社　レゴリスアーキ
テクト

建設業（建築一式工
事）

非公開 熊本市

37 R2.7.28 江口自動車 自動車整備業 地域住民・企業の自動車整備総合サービス 宇城市

38 R2.7.28 株式会社　ＡＺＵＭＡ トラック運送業 競合他社にない中重量精密機械等の輸送に特化したリフト付き輸送車の開発 嘉島町

39 R2.7.28 ＲＩＳＯＬＡ　株式会社
節水事業・サロン経
営

熊本県内初の女性専門の頭皮ケアサロン開業 嘉島町

40 R2.7.28 ＩＴサポート　Ｍｕ３ ホームページ製作業 ５G時代に向けた動画のワンストップ（マーケティング・制作・配信）スタジオ整備 嘉島町

41 R2.7.28 日本画工房浮島館 絵画制作・絵画教室 「地域文化財」に親しむ日本画体験プログラム事業の構築 嘉島町

42 R2.7.28 ほほえみ訪問マッサージ あん摩マッサージ業 非公開 嘉島町

43 R2.7.28 有限会社　フジ写真館 写真業 日常の風景撮影に写真家を利用してもらうサービスパッケージの提供 芦北町

44 R2.7.28 株式会社　協和印刷 印刷製造業 非公開 あさぎり町

45 R2.7.28
有限会社　阿蘇天然アイ
ス

アイスクリーム類製
造業

「アレルギーフリー・乳化剤フリー」ジェラートの生産及び通信販売環境の整備 阿蘇市

46 R2.7.28
有限会社　山中自動車工
業

自動車整備工場 非公開 益城町

47 R2.7.28 非公開
エステ・化粧品販売
業

非公開 非公開

48 R2.8.27 株式会社活誠 建設業 空き家・船舶解体事業への進出 熊本市

49 R2.8.27 株式会社九州クラフト工業 印刷（製造業） 新方式のシール印刷機導入 熊本市

50 R2.8.27
株式会社中山ボーリング
設備

さく井工事業 非公開 熊本市

51 R2.8.27 株式会社シャペロン 産業廃棄物処理業 焼酎粕の産廃処理によるアミノ酸の製造及び発電事業 熊本市

52 R2.8.27 株式会社壱工芸社
木造作什器家具製
造業

生産性向上及び経営力強化による家具オーダー一貫サービスの導入と事業基
盤の整備

御船町

53 R2.8.27 株式会社キョウビシ
プラスチック製品製
造業

新たな硬質系ビニール加工の製造 合志市

54 R2.8.27 玉名製材株式会社
製材業、木製品製造
業

曲がり挽きの自動化による材料費の削減と歩留まりの向上 和水町

55 R2.8.27 有限会社原田食品製造所 食料品製造業 自社製「あんこ」を利用した加工品「水ようかん」の開発及び販路拡大 山鹿市

56 R2.8.27 イトー技工所 歯科材料製造業 口腔内スキャナーに対応した歯科治療補綴物の新たな製作方式の導入 荒尾市

57 R2.8.27 天草ショウエイ株式会社
有機質肥料・飼料製
造業

非公開 天草市

58 R2.8.27 非公開 ネイルサービス業 非公開 非公開

59 R2.8.27 LUCE hair 理容業、美容業 新サービス「男性専門・全身脱毛」の提供 荒尾市

60 R2.8.27 有限会社エッグ 畜産サービス業 九州の酪農を足元から支える　～健康な蹄のためのトータルケア～ 菊池市

61 R2.8.27 オフトコカフェ 喫茶店 非公開 大津町

62 R2.8.27
有限会社菊陽食肉セン
ター

精肉販売 馬肉レトルト商品の開発 菊陽町

63 R2.8.27
株式会社スプリングスカン
パニー

石工品製造業 非公開 阿蘇市



64 R2.8.27 お茶乃のぐち お茶製造販売 火入れ機導入による新商品開発及び生産性の向上 御船町

65 R2.8.27 有限会社お茶の泉園
飲料・タバコ・飼料製
造業

独自開発製法による、いずみ茶のティーバッグ販売方式導入 八代市

66 R2.8.27 株式会社共栄コア 広告代理業 建設業界初となるトータル検索できる「くまもとの家と暮らし」の提供 熊本市

67 R2.8.27 株式会社マイプランニング 不動産業
不動産業界初となる３６０度カメラと間取りソフトを融合した「オンラインリアル内
覧会」の提供

熊本市

68 R2.8.27 株式会社ヒサノ
一般貨物自動車運
送業

横便箋システム開発による受注・配車、請求業務プロセスの変革及びコロナ感
染リスク低減

熊本市

69 R2.8.27 株式会社くまもとファーマ 医薬品製造業 非公開 熊本市

70 R2.8.27 株式会社ＰＡＲＴＹ 中古自動車小売業 デジタル制御によるクラシックカーの稼働 熊本市

71 R2.10.2
有限会社ワールドベーカ
リー

製造小売業 新たなパン製造方式を取り入れた生産拠点づくり 熊本市

72 R2.10.2 株式会社くませれ 飲食業 食肉加工場の整備と飲食店の視点を活かした商品開発・販売 熊本市

73 R2.10.2
九州中央トラベル株式会
社

旅行代理店
移動式「バーチャルシアター観光ツアーサービス」によるバーチャルな観光とリ
アルな観光の融合

熊本市

74 R2.10.2 株式会社日興水産 水産業（養殖） 自社ブランド海老の開発とＥＣ販売事業 上天草市

75 R2.10.2
有限会社宮地小型部品商
会

自動車部品販売業・
整備業

特定整備事業の戦略的事業展開に向けた新たな生産及び販売方式の導入 八代市

76 R2.10.28 株式会社ロジカ
受託開発ソフトウェ
ア業

非公開 熊本市

77 R2.10.28
バクーンプロダクツ株式会
社

民生用電気機械器
具製造業
（音響装置）

音響製品の内製化を進め、製造安定と業務用分野への進出による販路拡大 合志市

78 R2.10.28 非公開
工業用プラスチック
製品加工

非公開 非公開

79 R2.10.28 イソップ製菓株式会社 菓子製造業 非公開 天草市

80 R2.11.25 AUTO BOON 自動車小売業 非公開 熊本市

81 R2.11.25 株式会社魚さわ 小売業 非公開 八代市

82 R2.11.25 コントルノ食堂 飲食業
菊池特産の食材を使用した『走る「コントルノ食堂」』のこだわりの逸品パスタ販
路開拓と民泊による菊池ファンづくり事業

菊池市

83 R2.11.25 有限会社はしもと 宿泊業 リカバリーを主眼としたホテル環境の構築 菊池郡大津町

84 R2.11.25 有限会社藤本タイヤ 自動車一般整備業 非公開 菊池郡大津町

85 R2.11.25 株式会社ＫＭＫ 調剤薬局 非公開 熊本市

86 R2.11.25 非公開 その他の専門料理店 非公開 非公開

87 R2.12.25
株式会社熊本市リサイク
ル事業センター

産業廃棄物処理業 ラベル除去機の開発と導入によるＰＥＴフレークの品質及び生産性の向上 熊本市

88 R2.12.25 株式会社興農園
他に分類されないそ
の他の卸売業

加工精度向上・増産による販路拡大のためのビニールシート用POフィルムの
新たな生産方式の導入

熊本市

89 R2.12.25 有限会社林田部品
自動車部分品・付属
品製造業

自動生産ロボットの開発・導入による製造体制の強化 天草市

90 R3.2.9 合名会社北川天明堂 菓子製造販売業 体験型和菓子づくりキット販売の導入による新たな顧客層の拡大 熊本市

91 R3.2.9 五センス リラクゼーション業 非公開 熊本市

92 R3.2.9
株式会社ジェイインターナ
ショナル

ネイルサービス業 非公開 熊本市

93 R3.2.9 ケアパーク株式会社
その他の管理，補助
的経済活動

非公開 八代市

94 R3.2.9 ほのかデンタルクリニック 歯科診療所
インフォームド・コンセント及びインフォームド・チョイスの質の向上と高精細治
療の提供

玉名市

95 R3.2.9 株式会社お茶の富澤
茶葉生産製茶業、飲
食業

熊本抹茶、熊本烏龍緑茶の開発と新たな販売形態の導入による顧客の確保 益城町

96 R3.2.9 右田柑橘 小売業 乾燥加工設備の導入によるみかん搾りかすの商品化及び売上拡大 玉名市



97 R3.2.9 やすらぎ住建 建設業 新たな下請ビジネスモデルの確立及び新市場開拓 御船町

98 R3.2.9 有限会社ＺＥＮ
その他の技術サー
ビス業

端材・廃材を利用した木工製品ものづくり製造拠点の立ち上げ事業 甲佐町

99 R3.2.9
焼肉園モランボン荒尾本
店

飲食店 持ち帰り商品の新規開発と販売チャネルの多様化による売上の獲得 荒尾市

100 R3.2.9 株式会社イタリー亭 飲食業
ＥCサイト構築による販売促進及び地域生産者・飲食店のための県産品使用新
商品開発

熊本市

101 R3.2.9 株式会社アーバンライク 総合工事業 ３DCADシステム導入による内製化及びVRを活用した体感型提案環境の構築 荒尾市

102 R3.2.9 株式会社中内土木 総合工事業
３次元レーザースキャナーを導入し、新たな役務を提供することによる生産性
の向上

宇城市

103 R3.2.9 株式会社坂本食糧 飲食料品卸売業 少量多品種生産ライン整備による市場シェア率の拡大 八代市

104 R3.2.9 有限会社アルファ企画 レッカー車業 非公開 非公開

105 R3.2.9 株式会社三計テクノス 技術サービス 非公開 非公開

106 R3.2.9 非公開 歯科医業 歯科医院の飛沫を除去してクリーン化 非公開

107 R3.2.9 山根歯科医院 歯科診療所 対新型コロナウイルスの設備導入による高付加価値診療モデルの構築 熊本市

108 R3.2.16 株式会社フンドーダイ 食料品製造業
減圧濃縮装置を使用した商品品質の向上および商品拡充による国際競争力の
獲得

熊本市

109 R3.3.17 株式会社基設計 建築設計業 移動型モデルルームの提供 熊本市

110 R3.3.17 株式会社創輝建設 土木工事業 新規需要の増加に対応した「走行式圃場内石礫破砕・土壌改良事業」の確立 熊本市

111 R3.3.17 合同会社スカイベアー 小売業、サービス業 ドローンを活用した測量点検分野への進出 熊本市

112 R3.3.17 株式会社GLORY 美容業 顧客の負担にならない洗髪サービスの提供 荒尾市

113 R3.3.17 橋柿車体
その他自動車整備
業

自動車板金塗装による地域自動車産業の活性化 宇城市

114 R3.3.17 そば是上々吉 そば・うどん店 そば専門店が仕掛ける「こだわりの新酒づくり事業」 玉東町

115 R3.3.17 株式会社エヌ・アイ・シー 美容業 新商品ヘアードライヤー・ヘアーアイロン開発及び事業化 菊陽町

116 R3.3.17 有限会社AZUMA
一般貨物自動車運
送業

スマートトランクルームの開発 嘉島町

117 R3.3.17 有限会社長田屋 衣料品小売業 こだわりのキャンプ用品販売事業 湯前町

118 R3.3.17 ニューボディ 自動車整備業 板金塗装に特化した自動車整備の差別化事業 湯前町

119 R3.3.17 山口屋旅館 旅館業 高齢者向け配食サービス 天草市

120 R3.3.17 有限会社えびます 魚類養殖業 食べやすさを高めた新たな提供方法による直接販売の拡大 天草市

121 R3.3.17 有限会社幸福堂
その他の海面養殖
業

クルマエビ生産者が真に美味しいと思うクルマエビの味を生かしたせんべいの
開発

天草市

122 R3.3.17 非公開 漁業 非公開 非公開

123 R3.3.17
AMAKUSA SONAR BEER
合同会社

発泡酒製造販売業
サブスクを活用した新たな販売方式及びヴィンテージビールの開発による新た
な顧客層の開拓

天草市

124 R3.3.17 株式会社セールスエンジ 機械器具小売業 非公開 非公開

125 R3.3.17 株式会社丸照 自動車整備業 非公開 熊本市


