
◎経営革新計画承認一覧（平成19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 支援機関

161 1 マツキン醸造株式会社 唐津市
次が待ち遠しくなる“マツキン味のスタジアム”宅配システ
ムの開発

http://matukin.jp 商工会連合会

162 2
株式会社カーショップトヨ
マス

鳥栖市 自社設備と技術力を活用した高付加価値中古車販売 http://www.toyomasu-nicecar.com/ 佐賀商工会議所

163 3 株式会社宮本邦製菓 武雄市 ダイエット商品を開発し、通信販売で拡販を図る http://www.reijinmame.co.jp 佐賀商工会議所

164 4 旅館大和屋 佐賀市 がばい佐賀づくし癒しプランの提供 http://www.furuyu-yamatoya.jp/ 富士町商工会

165 5 株式会社マーゼルン 佐賀市諸富町 ＣＧ活用型ジャストフィット家具提案システム http://www.mausern.com 諸富町商工会

166 6 （非公表） （非公表） （非公表） 大和町商工会

167 7 （非公表） （非公表） 大型乾燥機の開発と新たな生産体制の導入 その他

168 8 チキタ技研 武雄市北方町 リサイクル促進型スチールカッター研磨システムの開発 http://saga.e-machi.ne.jp/106661 北方町商工会

169 9 ALBA自転車 佐賀市 出張修理訪問サービス専門店の展開 佐賀商工会議所

170 10 株式会社八雲製作所 神埼市神埼町 自動車産業への進出 神埼市商工会

171 11 インダストリー株式会社 鹿島市 環境に優しい光触媒を使用した墓石クリーニング事業 その他

172 12 株式会社ハイフレックス
西松浦郡
有田町

陶板写真（セラフィック）サービスの販路開拓による販売拡
大

佐賀商工会議所

173 13 株式会社鹿島製作所 鹿島市
ロボット用半導体向けの部品を手掛けるための、５面加工機
導入

その他

174 14 お菓子のじろう みやき町 宝石箱をほうふつさせる菓子ブティックの開設 みやき町商工会

175 15
株式会社パワーエクセレン
ス

佐賀市 携帯電話の機能を活用した新システムの開発 http://peweb.jp/ その他

176 16 株式会社ビーコス 鳥栖市 土木工事CO2排出量演算ソフトウエアの開発 http://www.bcos-tosu.net/ 佐賀商工会議所

177 17 有限会社たて石 佐賀市 気軽に本物に触れられる白山サロンの設置
http://www.rakuten.co.jp/tateish
i1616/info.html

佐賀商工会議所

178 18 太陽エリアス株式会社 佐賀市
自動車に必要なことがすべて対応できるワンストップサービ
スの開発

http://www.e-drive.co.jp/ 商工会連合会

179 19 非公表 非公表 非公表 その他

180 20 ふるかわかんばん
佐賀市
久保田町

非公表 http://www.furukawa-k.com/ 久保田町商工会

181 21 鳥飼建設株式会社
三養基郡
基山町

施主の視点に立った技術営業システムの確立 基山町商工会

182 22 藤田商店
三養基郡
基山町

健康ニーズ別イベント、及び宅配継続システムの開発 基山町商工会

183 23 理容フルカワ 佐賀市 新規事業分野進出による顧客開拓 佐賀商工会議所

184 24 非公表 非公表 非公表 税理士事務所

185 25 シェ・ヤマモト有限会社 佐賀市
お客にいやしの機会を提供するオペレーションシステムの開
発

http://www.chezyamamoto.com/ 川副町商工会

186 26 居酒屋ゆうき 佐賀市 ３つのコレクションメニューによる顧客誘引システムの開発 川副町商工会

187 27 有限会社アーク 唐津市 下請けから拠点へと信頼関係を高める新工場の設置 唐津東商工会

188 28 非公表 非公表 EPSリサイクル品による軽量コンクリート製品の開発 唐津東商工会

189 29 株式会社竹中印刷工芸 佐賀市 量産化を可能とする透かしノウハウの開発 諸富町商工会

190 30 佐賀ダンボール商会
西松浦郡
有田町

新商品「ディクショナリーシリーズ」・「化粧容器」の開発 http://www.arita-mangekyo.jp/ 税理士事務所

191 31 有限会社今心工房 武雄市 命の美の再確認と新しい美術文化の創造 http://www.imagine-koubou.com 税理士事務所

192 32 ハットリ工業 佐賀市
アスベスト粒子の識別法の構築と繊維状標準微粒子の生成法
の検討

http://www.hattori-k.net その他

193 33 有限会社坂本自動ドア 佐賀市諸富町 負担感の少ない自動ドアリースシステムの開発 諸富町商工会

194 34
有限会社ウッディプロダク
ツ

佐賀市川副町 材料卸との提携による和風ユニット住宅の開発 http://www.woodyproduct.ｃom 川副町商工会

195 35 株式会社御船山観光ホテル 武雄市 歴史文化の伝承と四季の名所作り http://chikurintei.jp 税理士事務所

196 36 株式会社徳幸
西松浦郡
有田町

非公表 有田商工会議所

197 37 肉のニシムラ 佐賀市川副町 飲食店を対象とする提案型珍味の開発 川副町商工会



198 38 フラット・ヒル
神埼市
千代田町

安心を提供する不動産コンシェルジュサービスの開発 神埼市商工会

199 39 白玉饅頭　元祖吉野屋 佐賀市大和町 ブランドイメージ向上を実現する販売システムの確立 http://www.yoshinoya-net.com/ 大和町商工会

200 40 石井自動車 佐賀市川副町 環境対応型自動車整備システムの開発 川副町商工会

201 41 いちげん
佐賀市
東与賀町

人材育成連動型他店舗展開システムの構築 http://ichigen.sagafan.jp/ 川副町商工会

202 42 ミツセファーム 佐賀市三瀬村 真の癒しと自立心を涵養するハーブショップの開発
三瀬村商工会
商工会連合会

203 43 非公表 非公表 非公表 その他

204 44 非公表 非公表 非公表 その他

205 45 平野建設産業株式会社 唐津市 人にやさしい舗装工事の実現と舗装作業の効率化 その他

206 46 非公表 非公表 非公表 その他

207 47 有限会社松尾石油店 杵島郡白石町 地域の高齢者を支える「アッシー君」配達システムの開発 白石町商工会

208 48
佐賀ディアマン工業株式会
社

唐津市肥前町 新しい発想と着眼点で金属屋根・壁材の市場を開拓する
http://www2.saganet.ne.jp/dhiama
n/dhiaman.html

唐津上場商工会

209 49 香蘭社
西松浦郡
有田町

ディスプレイの工夫と高齢者に優しい魅力的な店作りによる
集客力の強化

http://www.koransha.co.jp/ その他

210 50 有限会社きたがわ 嬉野市
お客様との関係維持を確かなもとにする顧客対応システムの
開発

嬉野町商工会

211 51 さくら画廊 吉野ヶ里町 美的感覚を養成する「画廊集客システム」の開発
商工会連合会、
吉野ヶ里町商工
会

212 52 有限会社吉田商店 佐賀市川副町
エコライフプランナーによる「ロ・ハウス」リフォームプラ
ンの開発

川副町商工会

213 53 有限会社プロス 武雄市
地域資源を活用した『見る、食べる、作る楽しみ』を提供
し、顧客開拓販売拡大を図る

http//www.s-print.co.jp 佐賀商工会議所

214 54
株式会社サガプリンティン
グ

佐賀市 非公表 佐賀商工会議所

215 55 居酒屋ゆうき 佐賀市 非公表 川副町商工会

＊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。


