平成3１年度福岡県ものづくり中小企業推進会議会員団体・機関（企業367社、団体26機関）
2019年4月1日現在
企業名
ＨＰ ＡＤＤ
(有)アーパス
アイクォーク(株)
http://www.iquark.co.jp
アイコムソフト（株）
https://www.icomsoft.co.jp
(有)ＩＣＳ ＳＡＫＡＢＥ
http://icssakabe.com/
(株)ＩＰＯ
アイム電機工業(株)
http://www.eimpump.co.jp
青柳醤油
http://www.aoyagi.tv
赤司電機(株)
http://www.akashidenki.co.jp
暁酵素産業（株）
http://www.akatsukikoso.com/
(株)アクタ
http://www.acta-web.co.jp
ア (株)アグリス
http://www.aglis.co.jp
朝倉物産(株)
http://www.asakurafarm.co.jp
アサヒ・エンジニアリング(株)
http://asahieng.co.jp/
アトム(株)
http://www.e-atm.co.jp
アトラス化成(株)
http://www.plus-atlas.co.jp
(株)荒木工作所
http://www.araki-kousakusyo.co.jp
有明機電工業(株)
http://www.ariake-em.jp
有明マテリアル(株)
http://www.ariake-materials.co.jp
(株)有薗製作所
http://www.arizono.co.jp/
有田電器情報システム(株)
http://aritadenki.com
アルカフーズ（有）
http://www.aluka-foods.com/
（公財）飯塚研究開発機構
http://www.cird.or.jp
(株)イーファイブ・ソリューションズ
ｈｔｔｐ://www.e5s.jp
(株)いかど
http://www.ikado-food.co.jp
石橋工業(株)
ｈｔｔｐ://mugibijin.co.jp
(株)石橋製作所
http://www.ishibashi-mfg.com/
(株)石橋鉄工所
http://www.ishibashi-t.com
(有)石橋屋
http://konjac.jp
(株)伊豆丸商店
http://www.izumaru.co.jp
(有)一善
http://www.ichizenfood.com
一番食品(株)
http://ichiban-foods.jp
イ
(有)一柳
http://www.ichiryu.jp
(株)イックス
http://www.ixcorp.co.jp
(株)糸島みるくぷらんと
http://www.itomonogatari.com
(有)井上興産
(株)IBUKI
http://www.ibuki-transport.com/
今宿産業(株)
http://www.isk21.co.jp
(有)今村鉄工所
http://imamura-metal-works.com
(株)磐井製茶
岩下エンジニアリング(株)北九州テクニカルセンター ｈｔｔｐ://www.iwashita-eng.co.jp
インテリジェントレーベル(株)
https://www.ilj.jp/
(株)ウイン・トレーディング
ｈｔｔｐ://www.win-trading.co/
ウ
(有)鵜ノ池製茶工場
http://unoike.jp/
エアーテック(株)
http://facebook.com/Airtec-Inc-743900052384825/
(株)エイシックデザイン
ｈｔｔｐ://www.asicdesign.co.jp
(株)Ｈ・Ｉ
http://www.sinwa-group.co.jp
ＨＫパートナーズ
(株)栄電社
http://www.eidensha-group.com

(株)エヴァブリッヂ
A-WING(株)
ＡＡＩ(株)
エクセル(有)
(株)エコサービス
ＳＭＣ
エ
エスジョイシー（株）
(株)エステック２１
SYCグループ
（株）江藤電機
(株)エノモト
(株)海老善屋
(株)エフェクト
(株)エム・アイ・エス
(株)ＭＨフーズ
(株)ＭＭＯ
（有）エムケイブレーン
大浦工業(株)
大賀酒造(株)
(株)大川鉄工
(株)オークマ
(株)オートシステム
(株)岡崎製作所
オ
(株)岡部マイカ工業所
岡谷鋼機九州(株)
(有)小川製作所
オギハラ食品(株)
オフィス今林
おもしろ開発工房まるた
(株)加来野製作所
(株)カクマル
(株)柏木興産
加藤合同国際特許事務所
（有）カネクラ加工
(株)金子食品
兼定興産(株)
カ 兼貞シーケン（株）
兼貞物産（株）
(株)カネヤス
河野中小企業診断士事務所
(株)カワハラ
環境開発興業(株)
寒北斗酒造(株)
関門食品(株)
菊美人酒造(株)
（公財）北九州産業学術推進機構
NPO法人 北九州テクノサポート
北九食品(株)
(株)喜多屋
(株)機能性食研
(株)紀之国屋

http://www.fineseiryu.net
https://www.awing-jp.com
ｈｔｔｐs://www.aai-jp.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ecowashstore
http://www.sjoyc.com
http://www.s-tech21.biz/
http://www.syc-group.jp
http://www.etoh-inc.com
http://www.enon.co.jp/
http://hana-shou.net/
http://www.effect-effect.com/
http://www.mis-r.co.jp
http://mmo-ariake.com
https://www.mkbrain.co.jp
http://www.ogashuzo.com
http://ohkawa-tekkou.com
http://www.o-kuma.co.jp
http://www.auto-system.co.jp
http://www.okazaki-mold.co.jp/
ｈｔｔｐ://www.okabe-mica.co.jp
http://www.okk-okaya.co.jp
http://www.ogihara-foods.co.jp

http://kakuno-seisakusho.jp
http://www.kakumaru.jp
http://www.kashiwagi-k.co.jp/
http://www.kato-pat.jp/
https://kanekura-kk.jimdo.com

http://www.kanesada.co.jp/
http://www.kaneyasultd.com
http://www.kawano-keieisupport.com
http://www.f-katsu.com
http://kanhokuto.com/
http://www.kanmon-s.co.jp
http://kikubijin.co.jp
https://www.ksrp.or.jp/fais/
http://www.npo-kts.org/
http://www.kitakyushokuhin.jp
http://www.kitaya.co.jp
http://www.una-uma.com

キ

ク

ケ

コ

木原製作所
九州活魚センター(株)
（公財）九州機械工業振興会
九州工業大学
九州ゴム工業会
九州制盤(株)
九州ダンボール(株)
(株)九州電化
九州ナカミチ(株)
九州物産(株)
(株)九州プレシジョン
九州ホイール工業(株)
九州めっき工業組合
九州木材工業(株)
(株)九州モノづくり研究所
九州リオン(株)
九星飲料工業(株)
共同油脂(株) 北九州営業所
共和技研(株)
(株)クアンド
(株)クイックス
(有）久保田農園
熊川食料工業(株)
(株)熊本精研工業
(株)クライミング
クラウン製パン(株)
(株)クリーン・エコバランス
久留米印刷(株)
久留米工具研磨
(株)グルメトラベラー
(株)久留米ビジネスプラザ
(株)久留米リサーチ・パーク
クロボー製菓(株)
(株)クロワッサン
(有)桑野研磨工業所
ケアユー(株) 博多工場
計測検査(株)
(有)ケーキハウス・アン
研醸(株)
玄菱エレクトロニクス(株)
（株）幸栄物産
晃大商事(株)
光洋金属工業(株)
(株)幸和
(株)コーセイジャパン
古賀茶業(株)
(株)古賀歯車製作所
(株)ゴク・デン
小倉織物製造（株）
(有)小倉クリエーション
小倉鉄道(株)

http://ww4.et.tiki.ne.jp/~kyukatu/
http://kyukishin.or.jp
http://www.na,ashima-rubber.co.jp/
http://www.kyusei.shop-web.org
http://www.kyudan.co.jp
http://www.k-denka.co.jp/
http://www.kyushu-nakamichi.com
http://kyushu-bussan.com
http://www.mic-g.co.jp
http://www.kyushuwheel.co.jp/
http://www.kyumoku.co.jp
http://www.k-monodukuri.jp
http://www.krion.co.jp/
http://www.kyusei.co.jp
http://www.kyodoyushi.co.jp/
http://www.pmx-topgun.co.jp/
http://www.quando.jp/
http://www.shimizu-meat.co.jp/company-quicks-main.htm
http://www.kubotafarms.com
http://www.kumagawa-takana.com/
http://www.kumaken.com
http://www.climbing-web.com
http://www.crown-pan.co.jp
http://www.eco-b.jp
http://www.kurume-insatsu.co.jp
ｈｔｔｐ://www.gourmet-traveler.co
http://www.kurumebp.jp
http://www.krp.ktarn.or.jp
http://www.kurobo.co.jp/
http://www.croissant-factory.com
http://www.kuwanokenma.com/
http://www.ober.co.jp
http://www.keisokukensa.co.jp
http://cakehouse-an.com
http://www.e-kenjou.com
http://www.isk21.co.jp
http://www.koei-pro.co.jp
http://kodaig.com
http://www.koyometal.co.jp/
http://kk-kowa.co.jp/index.html
http://www.kosei-japan.com
http://kogacha.co.jp/
http://www.koga-gear.com
http://www.gok-den.com/
http://shima-shima.jp/

コ

サ

シ

ス

セ

(有)五十番食品
(株)小林酒造本店
(株)小林食品
(株)小山千緑園
五洋食品産業(株)
(株)金剛製作所 九州工場
(株)サカイ
サクラみそ食品(株)
酒見食品工業(株)
(株)サンコー 福岡耳納工場
三泉化成(株) 九州工場
サンヨー工機(株)
三和工業(株)
(株)シーエス研究所
(株)鹿田産業
(株)志岐蒲鉾本店
(株)システム・ジェイディー
(株)篠崎
(有)柴田熔接工作所
(株)志磨テック
自見産業(株)
(株)志水ミート
(株)ジャパンシーフーズ
十二堂(株)
(株)ジョイフル
(株)正栄
松影堂印刷(株)
(株)商工組合中央金庫福岡支店
(株)庄分酢
勝和産業(株)
(株)昭和テックス
(株)ジョーキュウ
(有)白糸酒造
(株)しろみず
(株)伸栄金属製作所
(株)新栄製作所
新北九州工業（株）
(株)SING
(株)しんこう
(株)新興精機
信和工業(株)
親和工業（株）
(株)新和製作所
杉プラスチック工業(株)
(株)ＳＰＡＣＥ２０２０
スペロ機械工業(株)
（株）晴栄建設
西研グラフィックス(株)
(株)精電社
(株)西部技研
(有)清柳食産

http://www.50ban.co.jp
http://www.koba-yashi.com
http://www.senryokuen.co.jp
http://goyofoods.co.jp/
http://sakairib.com/
http://www.sakuramiso.co.jp
http://www.sakemishokuhin.com/company/
http://www.sko.co.jp/
http://www.sansen.co.jp

http://cslab.skr.jp//
http://www.shikada.co.jp
http://www.shikikama.co.jp/pc/
http://www.system-jd.co.jp
http://www.shinozaki-shochu.co.jp
http://www.swc-jp.com
http://www.shima-tec.co.jp
http://www.jimi.co.jp
http://www.shimizu-meat.co.jp
http://w.jp-seafoods.jp
http://www.1210-etoya.com/
http://www.joyfull.co.jp
http://shoei-honey.co.jp
http://www.shoeido-print.co.jp/
http://www.shokochukin.co.jp/
http://www.shoubun.jp
http://www.showa-industry.co.jp/
http://www.showatecs.co.jp/
http://www.jokyu.co.jp/
http://www.shiraito.com
http://www.shiromizu.co.jp
http://sinei-k.co.jp
ｈｔｔｐ://sinei-seisakusho.co.jp/
http://shinkitakyukg.co.jp
http://sing-silicone.com
http://www.petit-shinko.co.jp
http://shinkouseiki.co.jp/

http://shinwa-s.co.jp
http://www.sugipla.co.jp
http://www.superokikai.jp/
http://www.seiken-g.com
http://www.seidensha-net.co.jp
http://www.seibu-giken.com
http://seiryufoods.co.jp/

セ
(株)ゼックフィールド
ソ 創ネット(株)
(株)第一製作所
タイキ薬品工業(株)
(株)ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ
大福商事(株)
(有)大友ゴム工業
高木鉄工(株)
高取焼 鬼丸雪山窯元
タカハ機工(株)
タ
(株)高橋商店
(株)髙山プレス製作所
田口技術士事務所
竹下産業(株)
田中技研
(株)田名部製作所
(株)タムラ
(株)樽味屋
(株)筑紫工業
(有)チクシセイカン
チ
筑豊製菓(株)
知的財産綜合事務所 ＮＥＸＰＡＴ
(有)津留崎製作所
ツ (株)つる平
鶴味噌醸造(株)
ティーケーピーネットワーク(株)
(株)ティオシステムズ福岡
(株)テクノ月星
(株)デックス
テ
電機樹脂(株)
(株)天盃
(株)天年堂
(株)電脳企画
土井インテリヤ工業(株)
(株)唐人ベーカリー
(株)東筑軒
東洋ステンレス研磨工業(株)
東洋精工(株)
(有)トーブ
(株)季のせ
ト
(有)とことん
農事組合法人 とことんファーム
(株)戸畑製作所
(株)戸畑ターレット工作所
(株)トムラス
農事組合法人 ドリームマッシュ
トリオ食品(株)
中川食品(株)
中島ゴム工業(株)
(株)中島ターレット
中田公認会計士事務所

ナ

http://www.zec-field.co.jp
http://www.sonet.ne.jp/
http://www.daiichiseisakusho.co.jp/pc/
http://www.taiki-y.co.jp/
http://daifuku-sweets.com
http://daiyu-r.com
http://www.takaki-iron.jp
http://takatoriyaki.com
http://www.shigemasu.co.jp
http://www.takayama-press.co.jp/
http://taguchi-peoffice.com/
http://www.takeshita-ind.co.jp
http://www.tanabe-mt.co.jp
http://www.tamurafoods.co.jp
http://www.tarumiya.com
http://www.chikushi-410.com/
http://www.danpla.jp/
http://chikuhou-seika.co.jp
http://www.nexpat.jp
http://tsuru-ss.sakuraweb.com/
http://www.tsuruhei.jp/
http://www.tsurumiso.jp
http://www.i-tkp.com/
http://www.tioskycoat.com
http://www.techno-tsukihoshi.co.jp
http://www.dex-e.com/
http://www.dj-kk.co.jp/
http://www.tenpai.co.jp
http://tennendo.jp/
http://www.dpc-net.co.jp
http://tojinbakerry.sakura.ne.jp
ｈｔｔｐ://tochikuken.co.jp/
http://www.toyo-kenma.co.jp
http://www.toyo-seiko.co.jp
http://tokinose.co.jp

http://www.tobata-s.com
http://www.tomras.com/index.html
http://dreammush.webcrow.jp
http://www.toriofoods.co.jp/
http://www.konnyakuya.com
http://www.na,ashima-rubber.co.jp/
http://www.turret.co.jp/

ナ

ニ

ネ
ノ

ハ

ヒ

(株)ＮＡＫＡＢＡＲＵ
中村学園大学
中村産業開発(株)
中村調理製菓専門学校
(有)中村ツキ板
(株)中山吉祥園
ナゴヤパッキング製造(株)
(株)ナダヨシ
(株)七尾製菓
(株)南風堂
西尾技術士・安全コンサルタント事務所
(株)ニシキ金属
西日本ビジネス印刷(株)
ニシラク乳業(株)
日章工業(株)
ニチデンワーク(株)
(株)日耀工業
日建エンジニアリング(株)
日本エコシステム(株)
日本ファインテック(株)
(株)ネットワークテクノス
(株)農業都市デザインシステム研究所
(株)野口機工
ノナカ電子(株)
(株)パールハウス
梅薫醸造(株)
博多シヤリング工業(株)
萩尾経営技術研究所
長谷川化成(有)
(株)華三楽
(株)馬場木工
浜地酒造(株)
(株)林久右衛門商店
原田織物(株)
(有)原野製茶本舗
（株）日高合金
(株)平尾水産
(有)廣重
(株)ヒロメンテナンス商会
(株)ファーストダウン
ファウンテン・デリ(株)
フォーリングス福岡
（一社）福岡県機械金属工業連合会
福岡県教育庁教育振興部
福岡県工業技術センター
(公財）福岡県産業・科学技術振興財団
福岡県酒造組合
福岡県商工部中小企業技術振興課
福岡県醤油醸造協同組合
福岡県食品産業協議会
（一社）福岡県中小企業診断士協会

http://www.nakamura-u.ac.jp/
http://www.nk52.com/index.html
ｈｔｔｐ://www.nakamura-s.com
http://tsukiita.jp
http://www.halal-tea.jp/
http://www.nagoya-packing.co.jp
http://www.nadayoshi.co.jp
http://www.nanaoseika.co.jp
http://www.nanpudou.com/
ｈｔｔｐ://www.nishiki-kinzoku.co.jp
http://n-gobal.co.jp
http://nishiraku.com/sompany/
http://www.nichiden-k.jp
http://www.nikkencorp.com
http://www.jpeco.jp/about/company.html
http://www.j-finetech.co.jp/
http://www.nwtcns.com/

ｈｔｔｐ://www.nonaka-denshi.com
http://baikun.ocnk.net/
http://hakata-shear.co.jp

ｈｔｔｐ://hanasanraku.co.jp/
http://www.suginoya.co.jp
http://kyuemon.com/
http://www.haranoseichahonpo.com
http://hirasui.com
http://hiromen.hp.gogo.jp/pc/
ｈｔｔｐ://www.f-deli.co.jp/
http://menber.fukunet.or,jp/for-rings/
http://www.fukukiren-monodzukuri.jp
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp
http://www.ist.or.jp
http://www.fukuoka-sake.org
http://www.pref.fukuoka.lg.jp
http://www.hsjk.or.jp
http://shindan-fukuoka.com

フ

ヘ

ホ

マ

ミ

ム

メ

(一社）福岡県発明協会
福岡県プラスチック工業会
（一社）福岡県溶接協会
福岡工業大学
福岡市機械金属工業会
福太郎(株)
(有)ふく太郎本部
福太郎本舗(株)
(株)福永産業
(株)フクネツ
（株）福豊堂
藤樹運搬機工業(株)
(株)富士菊
富士食品(株)
（株）富士精工
(株)ふじた
(有)プラス化建・工法研究所
プラスチック総業(株)
(株)ブルーグライダー
(株)Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ
フレゼニウスメディカル ケアジャパン(株)
プロライト(株)
(株)ベストサプライ
(有)ベッツ
ベルテクネ（株）
豊洋エンジニアリング(株)
本多機工(株)
本夛知財総合事務所
(株)前田商会
松尾産業(株)
松尾製菓(株)
(株)マツザキ
松本工業(株)
(株)マリンテック
(株)丸栄紙管
マルソー産業(株)
丸永製菓(株)
(株)マルミツサンヨー
(株)マルミツテクノ
(株)丸山商店
(株)道の駅むなかた
(有)光延織物
ミネルヴァ(株)
みやこハム(株)
三好食品工業(株)
ミラクルグリーン(株)
（株）ミラクルソイグルト
(株)ムクノ
ムロオカ産業(株)
室町ケミカル(株)
(株)メイソウ

ｈｔｔｐ://fukuoka-hatsumei.jp

http://www.fit.ac.jp/
http://www.blabo-f.com/
http://www.fukutarou.co.jp
http://www.fukutaro.co.jp
http://www.fukunaga-brand.co.jp/
http://www.kkfukunetsu.co.jp
http://fukuhoudou.com/company/
http://www.fujigiku.co.jp
http://fuji-egg.co.jp/
http://www.fujiseikou-co.jp
http://www.nukamisodaki.com
http://psbf.jp/
http://www.plasou.co.jp
http://www.blue-glider29.com/
http://www.braveridge.com
http://www.fresenius.co.jp
http://www.prolight.co.jp
http://www.bestsupply.co.jp/
http://www.vets-food.co.jp
http://www.kanegawa.co.jp/
http://www.hoyoeng.co.jp
http://www.hondakiko.co.jp
https://hondatizai.jimdo.com/
http://www.matsuosangyo.jp
http://www.tirol-choco.com
http://www.matsuzaki-l.co.jp
http://www.matumoto-kk.co.jp
http://www.marintec.co.jp
http://maruei-shikan.jp
http://www.maruso-industry.com
http://www.marunaga.com/
http://www.marumitsu-sunyo.co.jp/
http://marumitsu-tech.wixsite.com/marumitsu-techno
http://maruyama-shouten.jp/
http://www.michinoekimunakata.co.jp
ｈｔｔｐ://minerve-15.co.jp
http://www.miyako-ham.co.jp
ｈｔｔｐ://www.we-love-tofu.com
http://www.miraclegreen.co.jp/
https://www.miraclesoygult.co.jp
http://www.mukuno.co.jp
http://www.muro-chem.co.jp
ｈｔｔｐ://www.meisou.ecnet.jp

メ (株)メイホー
(株)メック
（株）モビテック
(株)モリサキ
(株)森鐵工所
モ
森山工業(株)
(株)森山鉄工
モルテック(株)
(有)やきとり二番
(株)やきやま
(有)野菜王国
柳川冷凍食品(株)
(株)矢野特殊自動車
山九(株) 八幡支店
ヤ
(株)山口油屋福太郎
(株)やますえ
ヤマト機販(株)
（株）ヤマトバイオレッツ
(株)山吹
(株)やまやコミュニケーションズ
ユニティ・ソフト(株)
ユ
(株)ユニティクス
ヨ 芳雄製氷冷蔵(株)
(株)リールジャム
リバレックス(株)
龍宮(株)
リ
両開漁業協同組合
リョーユウ工業(株)
(株)リョーワ
レ (株)レップス ロハス福岡工場
(株)ワークス
(株)ワールド・リンク
（株）ワイ．エム．シー
YK STORES(株)
ワ 若波酒造（名）
(株)ワキタハイテクス
和洸エンジニア(株)
(有)和光製作所
渡辺鉄工(株)

http://www.meiho-j.co.jp
http://www.mecc.co.jp
https://www.mobitec.co.jp/
http://morisaki-dm.co.jp

https://moriyama-gr.co.jp/
http://www.yakitori2ban.com/
http://www.yakiyama.co.jp
http://jinenjooukoku.com/
http://www.yanarei.co.jp
http://www.yano-body.co.jp
http://www.fukutaro.co.jp
http://yamasue.ne.jp/
http://www.yamato-kihan.jp/
http://www.yamatobioletz.jp
http://www.yama-buki.co.jp
http://www.yamaya.com/
http://www.g-unity.jp
http://www.unitics.jp/
http://440.co.jp
http://www.riverex.co.jp
http://www.pasima.com
http://www.ryo-u.com
http://www.e-ryowa.com
http://www.reps.jp/
http://wks-co.com
http://f-worldlink.com
http://ymc-web.co.jp/
http://www.ykstores.com
http://www.wakanami.jp
http://www.wakita-hitecs.co.jp

http://www.watanabe1886.com

