
◎経営革新計画承認一覧（平成18年度）

累計
承認
番号

中小企業者・組合等の名称 申請住所 経営革新計画のテーマ ホームページアドレス

107 1 有限会社サンクラフト 伊万里市 （非公表）

108 2 磯頭 佐賀郡川副町 待ち時間を活用して選べる買い物空間の提供

109 3 有限会社九産電機製作所 伊万里市 新工場増設による増産体制の確立

110 4 （非公表） （非公表） （非公表）

111 5 有限会社中島クリーニング 佐賀郡川副町 健康メニューのショールーム設置

112 6 山口印刷株式会社 伊万里市 生産性の向上と販路開拓

113 7 有限会社久保田稔製陶所 有田町 セラミックス製節水器具の販路開拓と高機能化 http://www.kyuemongama.com/

114 8 田口電機工業株式会社
三養基郡
基山町

ナノテクノロジーへの挑戦 http://www.taguchi-dk.co.jp

115 9 有限会社ＵＫ２ 佐賀市大和町 人をいたわる現場感覚の人材育成ソフトの開発、販売 http://www.uk2-silver.info

116 10 フクチ薬局 多久市 ヘルシー体験型ビュッフェによる健康メニュー情報の提供

117 11 株式会社ジェイ・テック 唐津市浜玉町 APSソフトを活用した組織営業を実現し、利益の大幅を向上を狙う http://www.jtec-net.com

118 12 一壷 有田町 （非公表）

119 13 三福海苔株式会社 佐賀郡川副町
香味干しを核とする商品開発及びトップシャワー効果型販売システ
ムの確立

http://www.noridouraku.com

120 14 お菓子のじろう
三養基郡
みやき町

お母さんの思いやりを菓子に活かした「おやじのレシピシリーズ」
の開発

121 15 あびによん
三養基郡
基山町

ロス率低減と両立する商品ライン拡充の実現

122 16 有限会社なかしま 佐賀市 新規事業展開によるブランド確立 http://www.shinsun.jp/

123 17 株式会社陣内運送
神埼市
千代田町

立地の強みを生かした３ＰＬ

124 18
ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＰＡ
Ｏ

杵島郡江北町 若返りが実感できる美顔セットコースの開発
http://pao-
apaiser.hp.infoseek.co.jp/PC%20top.html

125 19 宗政酒造株式会社
西松浦郡
有田町

「地球にやさしい、人にやさしい」を経営基本としてテーマパーク
の完全リニューアルを図る

126 20 越前フーズ
三養基郡
上峰町

売れる感動が体験できる金鶏銀鶏の開発

127 21 富士緑化園有限会社 佐賀市富士町 樹木生育障害予防パッケージの開発

128 22 中尾スタジオ
三養基郡
上峰町

シネマウエディングサービスの開発

129 23 西一級建築設計事務所 杵島郡大町町 マニアを満足させる建築プロセスの開発 http://www.h3.dion.ne.jp/~nnhy1

130 24 有限会社田嶋畜産 藤津郡太良町 ソーセージだけどヘルシーシリーズの開発

131 25 佐賀冷凍食品株式会社 小城市芦刈町 生産者一体型による「かねすえブランド」の開発

132 26
日本ママさん本舗グループ
株式会社

西松浦郡
有田町

工務店支援の総合企画商品の開発

133 27 ごはん亭 キー坊 佐賀郡川副町 宅配弁当専門店から来店型食堂への進出

134 28 有限会社 丸久
三養基郡
基山町

限定流通商品サンプル販売システムの構築 http://www.sake.cx/

135 29 有限会社米屋 佐賀市富士町 ゆるり・ぬる湯　温泉癒しぷらんの提供

136 30 有限会社南川石油
佐賀郡
久保田町

すばやさが生きる配達サービスメニューの開発

137 31 有限会社丸田錦峰堂
西松浦郡
有田町

利用価値を感じられるグッズにより、ファン客に満足を提供する

138 32 有限会社佐賀情報ビジネス 佐賀市 会いのキューピットシステムの開発 http://www.sib-net.co.jp

139 33 有限会社きたむら商店 佐賀郡川副町 酒関連業の販売増進に貢献する酒粕漬けの開発

140 34 株式会社飛鳥工房 佐賀市諸富町 贈り手の足跡が残るメッセージ付加型知育玩具の開発

141 35 有限会社フルカワ
神埼郡

吉野ヶ里町
メーカー機能代行型顧客サービスシステムの開発

142 36 （非公表） （非公表） （非公表）

143 37 株式会社夢実現住宅 基山町 夢の実現を住宅でかなえる「おや想い」シリーズの開発



144 38 （非公表） （非公表） （非公表）

145 39
有限会社アイランド情報シ
ステム

唐津市 「はなまる連絡帳」の全国販売 http://hanamaru.enji.info

146 40
株式会社クリーンシステム
開発

鳥栖市 廃石膏ボードの新リサイクル設備とサービスの展開 http://www.e-daifuku.net

147 41 株式会社友桝飲料 小城市 「売れる飲料」の供給システムの開発 http://www.tomomasu.co.jp

148 42 有限会社マルゼン 佐賀市 顧客拡大ツール・ニュースレターの開発・作成

149 43 相知カメラ 唐津市 プレミアムショット･メモリアルサービスの開発

150 44 有限会社昭和車体工業 佐賀市 車体鈑金業オペレーションシステム開発

151 45 有限会社松永無線工業 杵島郡大町町 マニアの好奇心をかきたてる“フェザーアンテナシリーズ”の開発
http://ww7.tiki.ne.jp/~futoshi/antennas
hop1_001.htm

152 46 有限会社アドキュウ 佐賀市 テレビ連動型地域コミュニティ求人サイトの構築 http://ad-9.net

153 47 天風堂 唐津市 武道具最適提案システムの開発 http://ww4.et.tiki.ne.jp/~tenpudo7/

154 48 佐里温泉　登栄荘 唐津市 健康ニーズを満たす“ひねり豆腐処”の設置 http://www.sarionsen.jp

155 49 おかしの中央堂 杵島郡白石町 コミュニティづくりとブランド確立による店舗活性化及び販売拡大

156 50 有限会社ヤハタ印刷 佐賀市 地域密着型カレンダーによる効率的販促のサポートサービスの開発

157 51 エグチ宅配センター 小城市 「文彦新聞」活用による御用聞き宅配販売

158 52 有限会社成富畳店 神埼市 商品価値が納得できる畳工房の設置

159 53 有限会社星光 佐賀市 信頼できるリフレッシュ情報提供システムの開発

160 54 敬善坊 唐津市 展示場勧誘のためのお持ち帰り販売システムの確立

＊県ホームページへの公表についての項目で、「可」としたところ以外は（非公表）としています。


