
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

1 山口県 藤谷渡船 ―
新たな観光ニーズに応えるための快適な船内設備
の整備

2 山口県 企業組合みんと村 6250005006623 新商品（岩国錦帯橋ＳＫＹ丼）の販路拡大事業

3 山口県 株式会社イノベーション 7250001014042
新設置する休憩所兼体験工房で商品販売を開始す
る為のトイレ改修

4 山口県 Tao SAKURA ―
総合パンフレット制作、HPの受付サイト追加による
受注拡大

5 山口県 有限会社美志満屋 3250002013633
「みこといか」を活用したお土産品の商品化・販売に
よる売上向上

6 山口県 沖田設備 ―
漏水探知機導入による顧客満足度向上と告知カード
での受注拡大

7 山口県 兼本建設　株式会社 4250001012692
新たな経営環境を構築するためのホームページ開
設による販路開拓

8 山口県 有限会社梅乃葉 4250002013640
展示商談会で販路・受注拡大とストック容量拡大に
よる供給量確保

9 山口県 フラワーくまげ ―
店内からネットまで、まるごとディスプレイ効果で花
の魅力アップ

10 山口県 ウイリアムス陽子 ―
お客様のニーズに対応するためのイートインスペー
ス設置

11 山口県
有限会社ふれ愛どうぶつ
村

6250002020288 新規事業「セルフトリミング」の広報活動

12 山口県 株式会社ＫＥＲＲＹ 2250001012777
空撮映像撮影機材の導入による当社映像制作の付
加価値向上

13 山口県
株式会社KASAHARA
HONEY

1250001016746
雨天時、晴天時にお客を逃さないためのテラス席屋
根設置工事

14 山口県 株式会社アイワテクノ 3250001010846 アルキメデスポンプ改良開発による販路開拓

15 山口県 ふるた梨ぶどう園 ―
８種類の梨を使ったドライフルーツの開発と販路開
拓

16 山口県 鹿野建材　株式会社 2250001009708
看板設置による認知度向上と業務用カーテン設置に
よる利便性拡大

17 山口県 駒場ゼミ ―
素人もプロの気分になれる山口県初の本格的音楽
スタジオへの取組

18 山口県
島のカンボジア料理　O-
KUN

―
ドリンク部門強化で客単価UPと製造能力強化による
機会ロス解消

19 山口県 大海建設工業株式会社 1250001012811 広告宣伝強化による自社の認知度向上と販売促進

20 山口県 城山製パン ―
懐かしいけど新しいパン屋、新デザインでブランディ
ング強化

21 山口県 子たぬきのパン ―
チラシとパンフレット作成・食パンパッケージ作成で
販路開拓

22 山口県 企業組合彩菜 3250005008184 通販サイト制作及びWEB広告

23 山口県 株式会社シンラテック 7250001008201
展示等で当社製品を周知し、新商品販売と販路開
拓を行う

※

24 山口県 由宇電力管理事務所 ―
電力コンサルタント業務による提案型営業展開での
顧客獲得

25 山口県 ㈱美祢共同企画 2250001013866 スマホ対応などホームページの改良で顧客数増加

26 山口県 有限会社進藤水産 7250002014165 「山口県産・山口加工の焼き魚セット」の開発・販売

27 山口県 上田自工 ―
新規機器導入による作業効率の向上と新サービス
の周知徹底

28 山口県 株式会社百姓庵 4250001016388 製塩業から化粧品開発への新たなる挑戦

29 山口県 ぶち酔い亭 ―
異業種分野への新規事業参入！ドローンの本格始
動による販路拡大

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金
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30 山口県 カフェギャルリとりのこ ―
お客様に優しい店舗づくりとSNS活用チラシ作成によ
る販路開拓

31 山口県 美祢スバル有限会社 3250002007486
店内内装の改修で店舗イメージを一新、商談を円滑
化する

32 山口県
農家民宿ドームハウス星
瞬観

―
屋外で収穫した農産物を食べられる全天候型調理
施設の設置

33 山口県 もみじ茶屋 ― SNS映えによる集客向上事業

34 山口県 株式会社　登美 5250001011834
電気温水器関連事業を収益の中心とした新ビジネス
モデルの展開

35 山口県 久保モータース ―
店舗の外観の刷新とシャッター壁面に広告掲載で売
上増加

36 山口県 みらいガーデンファーム ―
自力でＳＥＯ対策ができるホームページで新たな顧
客開拓事業

37 山口県 有限会社　小田工務店 7250002007359
ホームページの刷新・店舗看板設置から潜在ニーズ
を掴む

38 山口県 off beat ―
顧客ニーズを満たす新サービス導入による優良顧
客（ファン）化

39 山口県 まんどや ―
店舗に看板を設置し、イベント・外販との相乗効果を
目指す

40 山口県 レザンジュ　有限会社 3250002020200
焼きたてパンの美味しさと商圏拡大を目的とした目
立つ看板設置

※

41 山口県 (有)フジシゲ電機 2250002002686
健康回復・治療機器などの健康機器の販売促進活
動

42 山口県 本郷縫製有限会社 3250002018905
新たな需要に対応し販路を拡大するためのミシン購
入

43 山口県 （株）ふかの 7250001015081 ＩＴを活用した営業体制構築で新規顧客増加

44 山口県 阿武建設株式会社 7250001008151
小型鉄筋加工専用機導入（内作化）による受注拡大
と収益率改善

45 山口県 宇佐川株式会社 6250001013037
魚醤油「瀬戸内コラトゥーラ」の不可価値アップによ
る成長戦略

46 山口県 シムズ ―
新たな空き家活用事業の実施による顧客開拓及び
定住促進

47 山口県 新栄 ― デモ機ユーザー体験による販売促進事業

48 山口県
株式会社フェアリーＳガー
デン

8250001014941
ＣＩ再構築等の取り組みによるインターネット販売の
拡大

49 山口県 ふじい ― 高齢者に対応した店舗へのリニューアル事業

50 山口県 企業組合　がんね栗の里 8250005007371
インターネット販売と地道な営業活動によるハイブ
リッド販促事業

51 山口県 Ｓｔｕｂｂｌｅ　ｈｉｌｌ有限会社 8250002001591 顧客を逃さないための作業スペース拡幅

52 山口県 三興園 ―
商圏拡大とインターネットショップ新設による集客・売
上向上事業

53 山口県 風鈴亭独楽助 ― 大道芸人の販路開拓による笑顔拡散プロジェクト

54 山口県 菊乃関工業株式会社 3250001003932
自社でのホームページ運用、ドローン等導入で民間
案件受注拡大

55 山口県 ミスター・バンブー ―
大型車受入れ可能なリフトの導入で、販路開拓・所
得向上！

56 山口県 （株）林檎の樹らら 4250001015381 直売所改築に伴う販売力強化及び販路拡大

57 山口県
大島スイーツ工房　ゆー
たん

―
食品表示プリンタ導入で、当店の安心安全な食品を
アピール

58 山口県 里山カフェＨＡＫＵ ― 屋外ステージ、テラス席設置による集客力の向上
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59 山口県 まつもと ―
店舗の認知度と顧客満足度の向上による、売上増
加の実現事業

60 山口県 株式会社さんまいん 5250001015117
菌床椎茸及び椎茸加工品の開発・改良及び国内外
への販路拡大

61 山口県 なかもり鍼灸整骨院 ―
新たに店舗を開設して新規顧客を獲得・売上を大幅
アップ！！

62 山口県
有限会社　日良居タイム
ス

9250002020376
ホームページ開設！特許製本技術と自社開発商品
のＰＲで販路拡大

63 山口県 (有)ふじみや 7250002002681
オリジナルECO買物バッグと折込チラシにより来店
客数を増やす

64 山口県 有限会社ゆうこうはつ 3250002019036
トマトスムージー販売での新規顧客獲得と規格外ト
マトの消費拡大

65 山口県 株式会社　森重木工所 7250001011700
若年層向けの一生つきあいたい店になるための
オーダー家具事業

66 山口県 由宇飯店 ―
のぼり旗と軒先テントによる広報強化と高齢者向け
イス席改修

67 山口県 汐まち ―
活魚料理店の、店舗”見える化”計画による販路開
拓事業

68 山口県 川端工務店 ―
建築屋の、宮大工の技術・ノウハウを活用した販路
開拓事業

69 山口県 和食　かねこ ―
和式用テーブルと椅子の導入による和室の利用促
進

70 山口県 ウチムラ工房 ―
新商品(窯変の萩焼）開発と事業承継を見据えた販
路開拓事業

71 山口県 菓舗よこみち ―
観光需要に対応した商品開発と品質向上の為の急
速冷凍機導入事業

72 山口県 株式会社L`oiseau Bleu 4250001001745 地元地域資源を活用したケーキの販売促進

73 山口県
山口コーポレーション株式
会社

6250001015834
ディスプレイ広告とチラシ・パンフレット作成による新
規顧客獲得

74 山口県 美川木工株式会社 1250001012084
観光客誘致と木工家具の顧客開拓のためのカフェ
の営業

75 山口県 TACOS DEL RIO ―
メキシカンカフェのオープンによる販路開拓と売上拡
大

76 山口県
有限会社　錦ドリーム開
発

8250002018859
屋外陳列による店舗の充実と25周年記念イベントの
実施

77 山口県
有限会社　ホテルニュー
ひらお

4250002020050 設備の改善によるインバウンド客の新規取り込み

78 山口県 竹村商店 ―
地元産食材を使用した飲食メニューの開発及び売上
拡大

79 山口県 礒田酒店 ―
ホームページによる日本酒に興味のある20～40代
への販促事業

80 山口県 オリエンタルスタイル ―
ネットを利用したコーディネートサービスの向上によ
る販路開拓

81 山口県 あぶらや ―
宴会場の改装と玄関のバリアフリー化による新規顧
客獲得

82 山口県 O.K.Factory ―
オリジナルヒーローショーへの依頼促進および認知
度の強化

83 山口県 J BALLET STUDIO ―
バレエスタジオ認知度向上のための広報強化とレッ
スン環境の改善

84 山口県 株式会社堀江金物店 4250001011777 人に優しいオープンな店舗による顧客獲得推進事業

85 山口県 藤原カメラ店・写場 ― 新たな写真ニーズの開拓と利便性・経済性向上事業

86 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865 地元における金雀のイメージアップ事業

87 山口県 角島ジェラートポポロ ―
観光客を呼び込む誘導看板の設置と通販サイトの
開設
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88 山口県 有限会社　吉田水産 4250002012238
商品シェア拡大のための商品の小分け包装化と包
装機械の設置

89 山口県 有限会社　司ガーデン 6250002012203
下関ブランドバラで、商品デザイン改良とネットでの
PR強化！

90 山口県 有限会社広瀬印刷 4250002018862
機械導入によるサービス力向上及び新規顧客の獲
得

91 山口県
有限会社　谷光測量事務
所

2250002019185
ドローン導入による高品質サービスの提供新規顧客
の開拓

92 山口県
オリゴのめぐみ工房フ
ローラ

― 健康志向「オリゴのめぐみジャム5種」の販路拡大

93 山口県 瀬田農園 ―
6つの販促事業で顧客＆顧客満足度アップで売上増
加

94 山口県 熊毛進学学院 ―
文部科学省準拠プログラミング授業の開講および新
規塾生開拓

95 山口県 センショー ―
個人の顧客開拓の為のチラシ配布と来客用駐車場
増設工事

96 山口県 Ｙ’ｓＭｏｔｏｒ ―
「愛車報告シート」を活用してマニア層の顧客満足度
を高める

97 山口県 西田設備 ―
マグネット事業効果でお客様のニーズもハートも引き
付ける！

98 山口県 割烹旅館三水園 ―
調理器具最新化で新サービスを開発し、客単価向
上・新規顧客開拓

99 山口県 おさかな屋さん ―
美味しくて新鮮な魚を移動販売で山間地域にまでお
届けする事業

100 山口県 ベル美容室 ― ネット広告によるフォト婚などの新規顧客獲得

101 山口県 ビストロ　四季音 ―
レストランの味と素材をそのまま家庭で楽しめるテイ
クアウト事業

102 山口県
ヘア＆フェイス　ラ・ネー
ジュ

―
高齢者にターゲットを絞ったサービスの開始・販路開
拓

103 山口県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　２１ ―
ジェラートメニューを導入し女性と子供の満足度を高
め収益拡大

104 山口県 三丘パン研究会 ―
地元産の小麦を石窯で焼くパンの魅力と音楽が楽し
める工房作り

105 山口県 竹本本店 ―
学生服を格安で提供するリサイクル事業で地域に貢
献するサービス

106 徳島県 有限会社松下商店 8480002015065
地域の生活全般をカバーする生活提案型・問題解
決型企業への転身

107 徳島県 亀井製麺 ―
常温保存・販売可能な「もち麦うどん」等開発による
販路開拓事業

108 徳島県 コフィアアラビカ ―
昭和レトロを売りにした新規顧客獲得とコーヒー豆小
売の拡大

109 徳島県 長尾織布合名会社 5480003000003
藍染め体験・工場見学のＰＲ強化による電灯産業の
海外発信事業

110 徳島県 有限会社 多田 7480002015660
高齢層をターゲットとした多目的スペースの提供事
業

111 徳島県 株式会社リーキ 7480001009119
イタリア野菜の周年栽培・出荷アピールによる新規
顧客獲得事業

112 徳島県 株式会社　さとう農園 8480001005414
ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得
とリピーター化

113 徳島県 うるうるず ―
「藻塩からあげ」の販促強化による新規顧客獲得事
業

114 徳島県 白百合美容院 ―
予防美容の推進による顧客満足度向上と新規顧客
獲得事業

115 徳島県 十川商店 ―
色彩選別機導入による地元栽培米の付加価値向上
と新規顧客獲得

116 徳島県 小浜　株式会社 5480001004600
仏壇屋の家具調仏壇・高級原木部材のネット販売に
よる販促事業
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117 徳島県 株式会社　Ever onward 8480001008581
電気通信工事業者の画期的防水システム導入によ
る新事業確立事業

118 徳島県 たらいうどん平谷家 ―
「たらいうどん平谷家」の高齢者向けトイレ改修工事
事業

119 徳島県 藤堂産業 ― 看板設置による集客と顧客満足向上事業

120 徳島県 曲製茶 ― 山城茶の魅力の発信による顧客獲得事業

121 徳島県 とりの巣カフェ ― 新商品開発による新規顧客獲得事業

122 徳島県 abcshop ―
こどもとシニアをターゲットとした英会話教室の新規
顧客獲得事業

123 徳島県 50up ―
車いす介助者用向けリュックバックの製造及びイン
ターネット販売

124 徳島県 クラフトワークス　ゼン ―
洗車ニーズに基づいた温純水高圧洗車による新
サービスの提供

125 徳島県 だるまや ―
ホームページリニューアル、広告掲載による新規顧
客獲得事業

126 徳島県
(株)グースエッグアドワー
クス

3480001008074 ドローンを活用した企業支援による販路拡大事業

127 徳島県
ネイチャーセラピーグリー
ン

―
店舗認知度向上と新サービスの導入による新規顧
客獲得事業

128 徳島県 マスイ時計宝石メガネ店 ―
検眼出張サービス実施による高齢者層囲い込み・獲
得事業

129 徳島県 美容室Rucha ―
店舗リニューアルと新サービスの導入による新規顧
客獲得事業

130 徳島県
高橋利明建築設計事務
所

―
最新ＣＡＤシステム導入（プレゼン高度化）による新
規顧客獲得

131 徳島県 abaroz ―
「冷えとり靴下シリーズ」の販促強化による新規顧客
獲得事業

132 徳島県 有限会社 ナカガワ 1480002015699
「快適な空間」と「思い出の場」提供でリピーター獲得
事業

133 徳島県 広島自動車 ― 新たなリフトの導入による生産性の向上事業

134 徳島県 株式会社quattro 3480003000938
本社移転と教育・コンサルタント部門強化に係る広
報事業

135 徳島県 株式会社　樹 9480001008003 営業エリア拡大のための販路開拓事業

136 徳島県
有限会社　原コーポレー
ション

7480002009662
リフォーム部門立ち上げによる下請からの元請への
変革事業

137 徳島県 松茂ホンダ販売 ―
スポーツタイプの車種の陳列に伴う看板設置と売場
改装事業

138 徳島県 ドッグサロンドール ― ドッグラン開設による新規顧客獲得事業

139 徳島県
有限会社ケーズコレクショ
ン

9480002012144
納車は新たなカーライフのはじまり～納車センター
新設事業

140 徳島県 居酒屋和 ―
ファミリーレストラン居酒屋として3世代家族客の来
店率アップ

141 徳島県
メンズカットサロン　ル・
ティグレ

―
経費をかけずにドレスを着用、ウェディングドレス販
売の実施

142 徳島県 加賀見商店 ―
お米マイスターが実施する生産農家と販売店の収益
向上事業

143 徳島県 吉崎建具店 ―
単身者、高齢者に「ちょっと贅沢」を提供するあわデ
リ事業

144 徳島県 有限会社　酒井燃料 8480002011147
新たな事業の水廻りリフォームの折り込みチラシ制
作・配布事業

145 徳島県
有限会社シャルレ・パル
ティア

6480002002222
店舗販売比率向上と特約店の育成のための環境整
備事業
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146 徳島県
有限会社カークリーニン
グ佐々木

7480002001479 ＳＮＳを核とするＨＰで新規顧客の獲得

147 徳島県
ＨＹみはるホーム株式会
社

1480001009355
『雑草管理』を柱とする「空き家管理ビジネス」の市場
開拓

148 徳島県 プラスワン ― イラスト入り工事看板を県外へ販路展開する事業

149 徳島県
有限会社丹生谷整備工
場

1480002014370
「高圧洗浄器導入による整備上のボトルネック解消
と収益性向上」

150 徳島県 前田防水 ―
生産性向上による塗膜防水と塗装の同時施行体制
の構築

151 徳島県 有限会社　江本商店 2480002014213
地域のライフラインを守る使命を継承するための
ショールーム開設

152 徳島県 光清掃有限会社 5480002009953
浄化槽検査業務の「数値化」による業務効率化・販
売促進事業

153 徳島県 まめぼんカフェ ―
アフタヌーン時間帯の充実と地域と人々の交流拠点
作り

154 徳島県 ｍｅａｔ工房　肉光 ―
肉のスペシャリストによる惣菜分野への進出とそのＰ
Ｒ強化事業

155 徳島県 岡本健商店 ―
地域における食と健康と趣味を切り口にした店舗の
交流拠点事業

156 徳島県 わらぐろ ―
禁煙客室設置でファミリー客や嫌煙者対応による販
売促進事業

157 徳島県 有限会社　姫田石油 8480002005660
若者世代へタイヤチェンジャ－の導入による販路拡
大事業

158 徳島県 有限会社　岡田製樽 6480002005803
おひつなどのまるい木製品を改良しギフト向けに販
路拡大する事業

159 徳島県 有限会社　若葉農園 1480002005592
自社商品のブランド化とＳＮＳ活用による販売促進
事業

160 徳島県 眞鍋自転車店 ― 町の自転車屋さん経営基盤強化事業

161 徳島県 合同会社　ニコラ 4480003000441
新たな顧客層を開拓し売上増加するためのトリミン
グスクール事業

162 徳島県 有限会社　板坂組 4480002009616
町の土木建設業者が行う個人向けエクステリア工事
参入事業

163 徳島県 岡本製麺株式会社 5480001005490
減塩にんじん麺を各種展示会に出展することによる
新規顧客の開拓

164 徳島県
株式会社 サン保険コンサ
ルタント

3480001004841
減災コンサルティング強化とＨＰ新設による新規顧客
開拓事業

165 徳島県 大珉軒 ―
本格中華の味を伝えるＰＲと調理効率化による販売
促進事業

166 徳島県 +Life Studio ― 新感覚映像の提供による売上向上計画

167 徳島県 松茂青果有限会社 9480002011328
顧客ニーズの変化に対応したレンコン商品による新
たな需要の獲得

168 徳島県 株式会社フジタ 7480001003492
解放感ああふれる大開口木製サッシの製造による
受注拡大

169 徳島県 メカガレージ金沢 ― ”車好き”顧客の満足度向上・売上向上・相乗事業

170 徳島県 美容室ミルクハウス ―
顧客満足度の向上を図る高齢者にやさしい店づくり
事業

171 徳島県
有限会社　花房自動車整
備工場

5480002008402 従業員休憩室を商談・待合スペースへリフォーム

172 徳島県 宮田製菓 ―
商品力向上のための新規設備導入による販路拡大
策

173 徳島県 日本料理ます膳 ―
商圏外や再来店のお客様を呼び込む新規顧客開拓
事業

174 徳島県 あさかげ亭 ― 乾燥機導入による原材料の安定供給と新商品開発

6/81



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

175 徳島県 合同会社　丸木屋農園 8480003000974 現代人のニーズに合わせた商品開発

176 徳島県 山下米穀店 ― マッチングサービスの展開で新規顧客開拓事業

177 徳島県 有限会社　笠井政商店 6480002009894
新型色彩選別機導入による精米部門の販売拡大事
業

178 徳島県 株式会社　多田設備工業 6480001008781 最新機器を活用した漏水検査、工事事業

179 徳島県 有限会社麻名自動車 6480002011941
HPを活用した幅広い自動車修理整備技術PRによる
販路開拓事業

180 徳島県
株式会社　北島藤原精肉
店

1480001005949 新店舗オープンによる新規顧客獲得事業

181 徳島県 椎平建設有限会社 7480002007831 機材購入により産廃を資源へ活用する事業

182 徳島県 下板自動車有限会社 2480002011169 居心地の良い来店型店舗への改装

183 徳島県 くれよん ―
新商品開発及びオリジナルスイーツの販売促進事
業

184 徳島県 ＹＡＭＡＹＡ ― 新たな情報発信による顧客獲得事業

185 徳島県 やまに ― 消費者ニーズに合わせた施設整備事業

186 徳島県 有限会社サワダ 6480002014762
鈑金・塗装の新カーコン工法の導入による顧客満足
度向上事業

187 徳島県 有限会社やまうち 6480002015281
すくもの安定供給へ藍の栽培から乾燥葉作り差別化
による販路拡大

188 徳島県 株式会社ぴっぴ 7480001009382
製麺ネット販売システム構築による新たな需要の獲
得

189 徳島県 喜多林業 ― 顧客満足度向上のための新規設備導入

190 徳島県 たちばな食堂 ―
郷土料理を活用した新メニュー開発のための新規設
備導入

191 徳島県 西田リーチサービス ― 快適な住環境を提供するための新規設備導入

192 徳島県 有限会社さくま 3480002013016
新聞販売店のミニコミ紙発行によるコミュニティ機能
の提供事業

193 徳島県 有限会社　山田宝来堂 9480002014066
ご当地アイス「阿波尾鶏たまごと和三盆糖のアイス」
販売促進

194 徳島県
有限会社　阿南農業サー
ビス

3480002014476 小分け包装商品の開発と販路開拓事業

195 徳島県 カラオケゆい ―
トイレを改装して高齢者、障がい者にやさしい店で売
上増をめざす

196 徳島県 民宿えびす ― ひじきの体験観光所を開設して売上増をめざす

197 徳島県 株式会社アークス 6480001009862 販促ツールとしてのHP開設とチラシによる集客事業

198 徳島県 有限会社　高市 3480002013981
4代目へものづくり理念も継承、和菓子部門強化によ
る販売促進

199 徳島県 阿波牛焼肉　坊家 ―
美味しい国産牛を低価格で。地元に愛される焼肉店
広報事業

200 徳島県 eco works Maeda ―
ドローン導入による新規事業展開と多様化する顧客
ニーズの実現

201 徳島県 有限会社　徳島新司館 3480002003405
世代交代に向け店内改装，新規サービス習得と設
備の充実

202 徳島県 有限会社まるき 8480002013184
隠れ家的空間で新鮮な鮨と上質な鶏料理で3世代家
族等を獲得

203 徳島県 有限会社　富永建具 1480002013372
オリジナルブランドPRによる個人顧客獲得からの売
上向上事業
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204 徳島県 有限会社昭吾堂菓子店 1480002014230 品切れ防止対策による、売上向上事業

205 徳島県 川口指物家具工房 ―
魅力ある高付加価値家具開発のための新規設備導
入

206 徳島県 有限会社大塩石油 5480002014598
新型POS導入による新規顧客の開拓及び取引の深
度化

207 徳島県 磯田看板店 ―
レーザー彫刻機の導入による、新商品の開発と新規
顧客の獲得

208 徳島県 株式会社　R・T 9480002010081
新しい機器導入による、品揃え充実、生産性向上事
業

209 徳島県 喫茶　亜梨巣 ― トイレ改装による客単価向上、新規顧客獲得計画

210 徳島県 有限会社　浅野掛軸店 6480002009861
デザイン性の高い本藍染の表装具の商品・販促ツー
ル開発事業

211 徳島県 味心　磯乃邑 ―
店舗の改装による高齢者層の顧客獲得、満足度向
上計画

212 徳島県 株式会社ＡＳＡＨＩ 2480001010097
恒温高湿庫の導入による食材納入売上拡大と居酒
屋料理の品質向上

213 徳島県 美容室　ちょあ ― 「まつエク」ＰＲのための広告宣伝（ＤＭ）

214 徳島県 有限会社　多に川 1480002002697
新商品開発による提供メニューの拡充及び販路開
拓

215 徳島県 焼鳥一番 ―
持ち帰り専門の老舗焼鳥店が開業する鳥料理居酒
屋

216 徳島県 ふなと ― 店舗看板設置により集客数の増加・販路開拓

217 徳島県
有限会社　ナイスギフトパ
ル

7480002015710
ダンス教室会員増加のためのダンスレッスン無料体
験会

218 徳島県
合同会社　手づくり菓子工
房みかもん

1480003000576
自社の生き残りをかけたギフト商品の開発及び販路
拡大。

219 徳島県 本家　阿波おんな ― にし阿波インバウンドに向けた売上増と販促物作成

220 徳島県 手打ちうどん　どん兵衛 ―
ヘルシーメニュー等による高齢者・女性客の開拓と
顧客満足度向上

221 徳島県
株式会社本家松浦酒造
場

8480001010026
徳島最古の観光酒蔵を活かした鳴門地酒の直販強
化事業

222 徳島県 福山印刷株式会社 4480001007109 顧客管理システム導入による受注件数増加計画

223 徳島県 株式会社みむら 7480001008228
ネットショップ開業と徳島の隠れた特産品の売上UP
を目指す事業

224 徳島県 黒革 ―
阿波藍絞り染めの革製小物の販路開拓で外国人客
を獲得する事業

225 徳島県 大塚モータース ―
「顧客の愛車の健康診断」提供による顧客満足度向
上事業

226 徳島県 有限会社　恵比須浜水産 1480002014214
店舗改装と料理の質の向上による来店客の満足度
アップ事業

227 徳島県 さかい整骨院 ―
アクティブシニア層向けケガ等の予防に重点をおい
た新サービス

228 徳島県 笑家 ―
地元食材を使った女性向け新メニューのＰＲとトイレ
の様式変更

229 徳島県 有限会社　上松石油 4480002014211
地元密着ほっとステーション機能を高めお客様満足
向上と利益確保

230 徳島県 割烹　八起 ―
足の負担を軽減した掘りごたつの整備による販路開
拓事業

231 徳島県 橋本屋 ―
車椅子でも安心して利用できるお店でお客様満足と
販売促進

232 徳島県 にいや蒲鉾店 ―
こだわりでの訴求効果を高め統一イメージとセット販
売で販路拡大
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233 徳島県 有限会社　楮本建設 6480002014639
耐震診断と防災エージェントの活用で耐震リフォー
ム受注を獲得

234 徳島県
有限会社　敷島モーター
ス

5480002014796 スキマ時間活用サービスによる新規顧客の開拓

235 徳島県 有限会社ユニティ 9480002014735
「世界農業遺産」認定を活用した新事業による新規
顧客獲得計画

236 香川県 有限会社ファイエット 8470002018597 ベビースキンプロジェクト販路開拓

237 香川県 渡邊牛乳 ―
保冷ボックスで、見守りネットワークの拡大と売上
アップ事業

238 香川県 株式会社 ティーズ 2470001015114
新サービス導入と周知活動による新規顧客獲得事
業

239 香川県 Dione宇多津店 ―
フェイシャルアップ導入による季節変動に左右されな
い販路拡大

240 香川県 杣小屋 ―
高齢者・女性客の満足度の向上のため、堀炬燵へ
の改修工事実施

241 香川県 hocus pocus ―
外部看板・外部装飾の設置と、県内のタウン誌への
掲載の実施

242 香川県 zazu plantes et cafe ―
植物販売の拡大のため、温室加温施設の設置とチ
ラシ作成配布

243 香川県
有限会社上原ファーマ
シー上原

9470002011015
介護・福祉タクシー認知度の向上のため、広報活動
の実施

244 香川県 株式会社　高木呉服店 6470001006778
店舗を改装し、ネットショップ楽天市場に出店とＤＭ
の送付

245 香川県 あべひろし眼鏡店 ―
チラシ・ＤＭによる高機能レンズのＰＲで売上向上計
画

246 香川県 hair salon Ciel ― 待ち時間短縮の為、シャンプー台の購入・設置

247 香川県 株式会社スズキ楽器 4470001012175
ホームページ作成で生徒募集と中古ピアノ買取り販
売の拡大

248 香川県 有限会社富田自転車店 8470002010694 店内照明のLEDへの交換でイメージアップを図る。

249 香川県 有限会社　長谷川自動車 2470002010709
中古車展示場兼駐車場のアスファルト舗装工事の
実施

250 香川県 谷屋 ―
大豆加工品の新商品の開発・製造・販売の売上向
上施策

251 香川県 有限会社　れんげハウス ―
事業所の認知度向上の為、ホームページの改良と
チラシ作成配布

252 香川県 合同会社　きぼう 1470003000668 当事業所の認知度向上の為、ホームページの作成

253 香川県 高田工業株式会社 1470001008176
建具やサッシの常設展示場開設による新規顧客の
獲得と成約率向上

254 香川県
株式会社琴平国際ホテル
八千代

7470001008154
禁煙フロアの設置等による欧・米・豪インバウンドの
集客数UP

255 香川県 株式会社　ＶＡＮＴＡＧＥ 5470001016547
店舗改装に伴う、店頭販売開始による新規顧客の
獲得

256 香川県 有限会社　三木政商店 4470002019104
後継者を中心とした新規顧客層獲得に向けた新事
業展開

257 香川県 株式会社　村井住宅設備 2470001008299
新事務所のショールーム化による販売促進及び新
規顧客の獲得

258 香川県 染匠　吉野屋 ―
プリント設備による新商品開発と既存製品の製造効
率化

259 香川県 有限会社よこた写真館 6470002013377
成人式写真の強化のための衣装レンタルサービス
の新規導入事業

260 香川県 Oops. ―
新メニュー導入による客層拡大及び客単価向上の
取組み

261 香川県 いこい食堂 ― 顧客満足度向上のための施設整備
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262 香川県 はるや ―
薪加工設備の導入及び島外イベント出店に関する
宣伝の拡充

263 香川県 平田商店 ― オーダー革手袋のギフト化による販売拡大事業

264 香川県 株式会社キャッチ 1470001015453
認知度向上の為、ホームページ作成と現場用看板
の制作

265 香川県 maroc ― marocブランディングプロジェクト

266 香川県 木村石材 ― 展示場設営による販売促進と販路開拓

267 香川県 トライアンフ ― 装飾金物の認知度向上のためのギャラリー整備

268 香川県 びすとろTo-y-toco ―
地域の特色を生かした団体客及び家族客獲得への
取り組み

269 香川県 ヘヤーブティックあとりえ ― ミスト美容設備の導入による売上向上施策

270 香川県 中條石油有限会社 9470002009190
油外販売強化のための提案型サービス提供体制の
構築

271 香川県 フラワーショップ花友 ―
体験型事業の本格的な事業展開と認知度向上によ
る売上拡大

272 香川県
株式会社ＴＯＳＨＩ電設工
房

6470001006101
元請工事の計画から施工までを自社で完結させる
体制構築

273 香川県 有限会社藤川牧場 4470002009195 健康志向に合う当社素材を活用した新商品販売

274 香川県 株式会社 四重 2470001011996
当社の認知度向上のため。ホームページ作成と看
板設置・取付

275 香川県 SSGチェーン ヨコヤマ店 ―
生活提案型店舗へ改装することでさらなる売上向上
と人材育成

276 香川県 アヤウタ工芸有限会社 7470002014309
新規取引先開拓時の当社強ＰＲのためのホーム
ページ開設

277 香川県 株式会社インデックス 6470001013205
作業現場の生産性向上サポートのＰＲによる新規顧
客獲得事業

278 香川県
株式会社　ダイコープロダ
クト

3470001011228
消防士用手袋の自社のブランド商品の開発と販路
開拓

279 香川県 株式会社リバートップ 7470001011777
仕入と売上に効く！ネットショップのための実店舗集
客向上計画

280 香川県 ＮｅｘＴａｔｅ ―
不動産仲介業者によるリノベーション提案で中古物
件の活用推進

281 香川県 株式会社三好石材 3470001000065
永代供養・新墓地紹介の窓口開設による新規顧客
の開拓

282 香川県 明石サイクル ―
エアコンで顧客の快適空間提供と認知度アップのた
めの情報誌掲載

283 香川県 小豆島夕陽ケ丘みかん園 ―
摘果果実を活用した新商品販売を軸にした魅力ある
店づくり

284 香川県 有限会社　三野製麺所 2470002009577
無添加を強調したホームページ開設と国産小麦使
用の新商品開発

285 香川県 有限会社　肉の山本 8470002009522 香川県産オリーブ牛を使った総菜の新メニュー開発

286 香川県
株式会社　オリーブ環境
開発

1470001012459 家周りのお困りごと解決　認知度向上事業

287 香川県 マルイ観光バス株式会社 4470001005385
外国人個人旅行者の集客につなげる着地型ツアー
の実施とＰＲ

288 香川県 エイチテラス ―
女性ユーザーと自動車関連会社に向けた自動車美
装の販路開拓

289 香川県 矢坪うどん ―
情報の発信による認知度向上と店内の改修による
顧客満足度の向上

290 香川県 株式会社　小川 9470001015735
取扱資源の周知看板設置によるお客様のご利用快
適化
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291 香川県 有限会社丸井石油 3470002013487
大型車両整備の新規事業参入による売上拡大の取
組

292 香川県 株式会社　鶴亀家具店 4470001012191 ベビー用品事業の強化による認知度向上事業

293 香川県 株式会社アリスプラン 3470001013538
ターゲット層への利便性アップと新メニューでの売上
拡大の実現

294 香川県 まなべ調剤薬局 ―
地域密着型薬局への第一歩、ニーズを満たせ！分
包機の導入

295 香川県
有限会社リビエールシラ
イ

7470002007469
「もちもちおいでまい和三盆ラスク」販売に伴う周辺
整備事業

296 香川県
珈琲とサンドイッチの店Ｋ
Ｕ.ＲＵ.ＭＩ

―
テイクアウト&ＫＵ.ＲＵ.ＭＩオリジナルスイーツで売上
ＵＰ！

297 香川県 レガロビズ ―
焙煎機導入による漆と自家製焙煎豆のコラボ新商
品開発事業

298 香川県 やまぐち整骨院 ―
新サービス「メディセル筋膜療法」で差別化！新たな
顧客獲得事業

299 香川県 株式会社リフレクト 1470001015593 事務所のショールーム化による営業力アップ事業

300 香川県
公文式十河小学校前教
室

―
「0歳からの能力開発」新メソッドで教育関心度の高
い市場開拓

301 香川県 やぶれかぶれ ―
店内レイアウト改装による客席増加と有効的なテー
ブル配置の確保

302 香川県 つくも接骨院 ―
オリジナルロゴ活用による認知度向上と新規利用者
獲得事業

303 香川県 ほしごえの里 ―
「オリーブ夢豚皆で1頭購入」の認知度向上と新規販
路開拓事業

304 香川県 サンエイ・コート株式会社 4470001012002
不動産部門の新設による建設工事部門との連携強
化での売上拡大

305 香川県 有限会社パイプライン 8470002010942 香川県の特色を活かした味付け豚焼肉の販路開拓

306 香川県
行政書士まつい法務事務
所

―
ペットを殺処分から救い、一生涯守るための信託契
約の販路開拓

307 香川県 藤井建設株式会社 1470001011130
新規顧客市場縮小対策で顧客管理ソフト使用して契
約率アップ

308 香川県
志度ふれあい市運営協議
会

―
さぬき市桑粉の賞味期限延長とブランド化による売
上増加の取組み

309 香川県 有限会社ヨシカワ企画 3470002009907
帯掛機導入による顧客満足度の向上とIT受注による
業務の効率化

310 香川県 anG ―
宅配情報誌・タウン誌への掲載と、チラシ・ＤＭの作
成配布

311 香川県 誉自転車 ―
看板・試乗車・専門工具・ウェブ機能充実による営
業・販売力強化

312 香川県 山地花店 ―
外部看板設置、チラシ作成配布と情報誌への掲載
の実施

313 香川県
(有)KOMATSU 　GARDEN
DESIGN

8470002011057
　バリアフリー改修工事とネット販売の為ホームペー
ジ改良の実施

314 香川県 T.B サロン　ウェイヴ ―
快適な施術時間を過ごすサロンチェアー導入による
顧客満足度向上

315 香川県 琴平工具 ―
店舗での作業時間削減による訪問時間の確保と利
益率向上策

316 香川県
内海電気工業所　うつみ
寿司

―
全国展開を図る冷凍寿司の販売促進アイテムの開
発と情報発信事業

317 香川県 株式会社　石川工務店 3470001015708 「動く広告塔」導入による新規商圏獲得事業

318 香川県 東讃岐法律相談所 ―
弁護士業開業に伴う周知広報・環境整備等顧客獲
得向上事業

319 香川県 有限会社西日本顕微鏡 4470002009518
修理顕微鏡の引取・発送、代替機の貸出をスムーズ
に行うことで売
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320 香川県
有限会社ベストトータル
オート

6470002009557
トイレ・キッズスペース新設による環境改善効果で売
上向上

321 香川県 有限会社藍色工房 3747000200986
藍エキスを配合した男性用化粧石鹸の開発販売及
び製造効率化事業

322 香川県 有限会社ケイズグループ 6470002009722
ホームページ作成により訪問理美容事業所のＰＲ効
果で売上向上

323 香川県 株式会社くろにん 4120001181138
香川県産黒にんにくを活用した加工商品の開発・商
品化・販路開拓

324 香川県 すまいる８８株式会社 2470001016475
事故対応を得意とする代理店の新店舗出店に伴う
認知度向上事業

325 香川県 有限会社アンザイ 2407000201875 さぬき市周辺圏での移動販売事業販路の拡大

326 香川県 株式会社片山工業 7470001014350
ホームページ・パンフレット・看板制作による認知度
向上計画

327 香川県 株式会社りんごハウス 1470001012001
雨に濡れない屋根の設置とHPチラシの作成による
新規客売上増加

328 香川県 浮田知希税理士事務所 ―
地域最年少税理士事務所の相続税相談拡大及び
知名度向上事業

329 香川県 有限会社つるだや 4470002013288 数珠専用HP作成による販路拡大

330 香川県 金比羅醤油株式会社 5470001008156 新商品販売による認知度向上・店舗販売の強化

331 香川県 ビンテージクラブ吉田 ― 店頭リニューアルによる来客数向上の取組

332 香川県 有限会社　みち潮 6470002018756
宴会需要を取り込む高齢者に優しい階段昇降機の
設置

※

333 香川県 有限会社　東讃印刷所 5470002017924 紙折り改修と可変印刷ソフトの導入による販路拡大

334 香川県 藤原塾 ―
新規生徒獲得と事業拡大のためのWEB活用による
販促事業

335 香川県 株式会社ドルチェ三共 1470001011873
自社の遊休施設を活用した飲食事業新規事業の本
格稼働による売上

336 香川県 江本手袋株式会社 6470001016182
手袋ブランド「佩」のトータルコーディネート情報発信
事業

337 香川県 フォトスタジオヒロセ ―
新スタジオ立ち上げに伴うビジュアル・アイデンティ
ティ企画

338 香川県 大森ドライ ―
ブラインド設置で店舗イメージアップによる洗濯持込
客開拓

339 香川県 結納センターつちだ ―
地域顧客の集客及び売上アップを図る為の店舗認
知度アップ事業

340 香川県 株式会社エスティ興業 6470001014269
顧客ニーズに対応するためのタイヤ交換事業の立
ち上げ

341 香川県 スポーツヤード ― スマホ対応ＥＣサイト作成による販路拡大

342 香川県 合同会社五名醸造 3470003001227
ウェブサイトの開設とパッケージの開発による地ビー
ルのＰＲ

343 香川県 有限会社松本ファーム 3470002018230
糖尿病に関するお勧めの飲み物に関する情報サイト
展開事業

344 香川県 有限会社　薄谷写真館 4470002016332
自然光のナチュラルテイストのスタジオで商品クオリ
ティアップ！

345 香川県 みや美容室 ― YUMEシャンプー導入による新規顧客獲得計画

346 香川県 SHUガレージ ― 新素材対応溶接機の導入による販路開拓

347 香川県 株式会社瀬戸の香 7470001012305
必須条件である品質管理向上のための工場改装事
業

348 香川県 有限会社アイテム 4470002016571
顧客満足度向上のための全自動電線切断皮剥機導
入
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349 香川県 BARBER CHARMANT ―
「薄毛」「抜け毛」「白髪」に悩むメンズシニア層への
販路拡大

350 香川県 有限会社藤田総業 9470002016641
水まわりのトラブル、リフォーム事業による新規顧客
獲得計画

351 香川県 大西柄物製作所 ― 【顧客ニーズにあった素振り用木刀の新商品開発】

352 香川県 グルマンディーズ ― Café事業の強化における売上向上施策

353 香川県
アグリパートナー合同会
社

9470003001064
農家（農産物）のＩＴ（動画）を活用したブランド化・販
路拡大

354 香川県 有限会社さぬき鳥本舗 8470002016452
ギフト専用セットの開発による自社商品ブランドの確
立と直販強化

355 香川県 有限会社 サンカラー 9470002016914 撮影スタッフ増員による高収益の撮影部門の強化

356 香川県 Frontier ―
HP作成チラシ作成による認知度拡大およびリピート
客率の倍増

357 香川県 小玉鈑金塗装 ―
乾燥時間を短縮し新規顧客獲得を狙える地球環境
対応塗料の導入

358 香川県 仁尾産商株式会社 2470001011947 生産性向上の為の顧客管理システム導入

359 愛媛県 モイスティーヌ内子サロン ―
次世代型連射式脱毛器導入による親子二世代への
販路拡大事業

360 愛媛県 空豆 ―
小上がり席の柿渋手染め暖簾によるプライベート感
と高級感の演出

361 愛媛県 池田タクシー株式会社 1500001007819
ＩＰ無線機（GPSｸﾗｳﾄﾞ）車両位置管理システム導入に
よる

362 愛媛県 ＯＮ＆ＯＦＦ ―
洋式トイレ改修による若年層へのニーズに対応し新
規顧客獲得

363 愛媛県 井戸商店 ―
テント設置による商品鮮度と顧客利便性の向上を活
かした販路開拓

364 愛媛県 ホンダサービス重信 ―
最新設備導入による中高年向け中古大型スポーツ
バイクの販売強化

365 愛媛県 大西商会 ―
自動車整備部門立ち上げでお客様満足向上を目指
す

366 愛媛県 沖野月美堂 ―
スチーマーボックス導入による生産量増大と新商品
開発に伴う商品

367 愛媛県 あまごの里 ―
養殖池水量増加に伴う生産性の向上による販路拡
大

368 愛媛県 ミート＆デリカ　いしだ ― お山のお肉屋さんの新規顧客獲得の販路開拓

369 愛媛県 グランドライン ―
脱毛ブースのリニューアルによる新規顧客の獲得と
売上の向上

370 愛媛県 株式会社　タカノ 3500001020539 新たな花火演出方法構築による販路拡大事業

371 愛媛県 レストハウス じゅうじゅう ―
トイレと内装の改装による利便性と快適性を重視し
た集客事業

372 愛媛県 奈良オートサービス ―
車輌診断機とタイヤチェンジャーの導入で多様な顧
客ニーズに対応

373 愛媛県 大安 ― 和式トイレの洋式化による顧客満足度向上事業

374 愛媛県
合同会社復元専家あおの
工房

6500003001749
看板設置による知名度向上と新型乾燥機で効率化
し売上増大

375 愛媛県 スーパーくずかわ ― LED照明への改装で「明るく」「入りやすい」店づくり

376 愛媛県 有限会社　芝サービス 9500002023592
自動車故障診断機導入での事業拡大と新規顧客開
拓

377 愛媛県 ビューティーサロンぴあ ―
「若者にも来店しやすい」店舗環境整備強化で事業
承継！
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378 愛媛県 ペンション　ステラ・ミラ ― 茶道体験設備設置によるインバウンド獲得事業

379 愛媛県 農林体感民泊天辺 ―
「てっぺん紅茶」の品質向上と生産量アップによる販
路拡大

380 愛媛県 株式会社　エフテック 9500001015194 設計図の3次元化によるプレゼンテーション力向上

381 愛媛県 有限会社ワタナベ 3500002019423
新設備導入の付加価値と広報強化による現在と未
来の顧客開拓計画

382 愛媛県
株式会社ナーガコーポ
レーション

1500001012042
刺繍機導入の新サービスと販路開拓によるビジネス
モデル転換計画

383 愛媛県 ボディーショップオキタ ―
タイヤ・ホイール設備の導入による収益向上と若者
顧客の開拓事業

384 愛媛県 タケナカ ―
工事の静音・防塵対応と生活サポートの強化による
販路開拓事業

385 愛媛県 かば忠 ― 和式トイレの洋式化による来店比率増大事業

386 愛媛県 株式会社　西渕工務店 8500001007804
社屋・工場・倉庫の看板及び案内板設置による顧客
信頼度増大事業

387 愛媛県 株式会社　山下石材 7500001015667
「お骨・お位牌お預かりサービス」導入による新規顧
客獲得

388 愛媛県
有限会社　松野オート
サービス

1500002023666
事業承継を見据えた設備導入による新たなサービス
で新規顧客獲得

389 愛媛県 寺尾デンタルラボ ―
ジルコニアセラミックを使った歯科技工物の製作で販
路開拓

390 愛媛県 ＨＯＰＥ ―
新メニュー追加のためのマシーン導入と入口看板で
客数アップ

391 愛媛県 焼肉ちぐさ ― 店舗アピールを高める三種サインの設置

392 愛媛県 有限会社伯方ホンダ 2500002020118 店舗内外LED照明に変更による来店数の増加計画

393 愛媛県 野間モータース ―
ブレーキ・スピード複合試験機の導入による新規顧
客獲得

394 愛媛県 ＣＬＯＶＥＲ ― 認知度ＵＰ向上の為の店舗看板の設置

395 愛媛県 ダイドー化成有限会社 2500002012230 新規事業取組に伴うコンプレッサー導入事業

396 愛媛県 有限会社　太鼓 9500002015078
店舗とオリジナル商品の広報を目的としたＨＰの作
成と運用

397 愛媛県 土と暮らす ―
西条産無農薬米を使った生あま酒の商品ギフト対応
による販路拡大

398 愛媛県 善 ― 地元団体女性客を獲得し「女子会の聖地」の店づくり

399 愛媛県 酒ダイニング　つじ丸 ―
誕生！西条特産野菜スイーツ「はだか麦パウンド
ケーキ」販売拡大

400 愛媛県
土地家屋調査士細川事
務所

―
人材雇用育成とＩＴ技術革新の活用で強み相乗強化
による販路開拓

401 愛媛県 有限会社須賀田建設 9500002020400
設備導入による強みと施工体制の相乗強化で実現
する販路開拓事業

402 愛媛県 石鎚金物製作所 ― 日本伝統刃物を海外へ販路開拓

403 愛媛県 すみれ美容室 ―
化粧品等販売店舗の各種改装による顧客満足度向
上による販路拡大

404 愛媛県 ㈱山本木工所 4500001017922
地域観光資源”内子杉“商品開発に係るリーフレット
作成による販

405 愛媛県 有限会社　長浜工業 1500002012181
幅広リフト導入による顧客ニーズへの対応で生産性
向上

406 愛媛県 有限会社　住吉産業 6500002012160
管内目視検査・清掃実施による排水不良予防・配管
維持管理事業
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407 愛媛県 大石工務店 ―
生産性向上で「希望がかなう家づくり」のパートナー
を目指す

408 愛媛県 新酒屋 ―
より美味しく安心して味わっていただくための冷蔵庫
導入事業

409 愛媛県 玉井菓子舗 ―
陳列台交換による和菓子店イメージの強調による売
り上げアップ

410 愛媛県 美桜丸 ―
最新ソナー導入と広告宣伝強化により売上・客数・
満足度アップ！

411 愛媛県 石橋渡船 ―
釣り宿改修と遊覧体験乗船サービス開始で、親子３
世代の客数ＵＰ

412 愛媛県 株式会社プロシーズ 5500001004985
トイレ改修と焼き栗新パッケージデザインでお客様
満足向上

413 愛媛県 有限会社升田金物店 8500002008801
売り場面積確保と賑わい創出のための日よけテント
他の設置

414 愛媛県 みのう洋服店 ―
既製服を売る店から、「お直し」技術を売る店への転
換

415 愛媛県 坂本鮮魚 ―
目立つ鮮魚店、ネット販売強化、新商品開発で売
上・客数アップ！

416 愛媛県 株式会社　ツチノコ 5500001020702
伝統技術を守り浮彫り・立体の複雑形状の若手作家
の新たな砥部焼

417 愛媛県 スギウラ工房 ― 新規販路用工房作品のドキュメンタリー動画制作

418 愛媛県 KIZOKU ―
キッズルーム整備とメニュー拡充、看板設置による
売上拡大事業

419 愛媛県 有限会社　伊予鉱業所 3500002010745
古代天然砥石のブランド化とネット販売による新規
開拓

420 愛媛県 いわな荘 ― あまごを利用したお土産物開発による販路拡大

421 愛媛県 玉田タタミ店 ―
提案型販売を実施するための展示ショールームの
設営事業

422 愛媛県 台湾創作キッチンＲyu ―
くつろぎ空間づくりのため、板の間から座敷への改修
事業

423 愛媛県 株式会社　伊予善 5500001017302
座敷・化粧室の改修事業による顧客満足度アップ事
業

424 愛媛県 有限会社　吉田自動車 3500002023755
「コーティング事業」主体のネットシステム構築と販路
拡大

425 愛媛県 旭合名会社 3500003000968
贈答用パッケージデザイン作成及び贈答品の販路
拡大

426 愛媛県 西原建設株式会社 1500001019772
高齢者向け改修工事の拡大と看板広告による販路
開拓

427 愛媛県 白石功税理士事務所 ― サービス別ホームページ作成による新規顧客獲得

428 愛媛県 ミートしのざき ―
美味しい肉の専門店を目指し看板リニューアルによ
る新規顧客獲得

429 愛媛県 有限会社シゲヨシ 1500002011332
二世帯で共感できるカジュアルギフトによる販路拡
大

430 愛媛県
川之石石油販売株式会
社

5500001008284
看板・タイヤ展示場・店舗トイレリフォームによる売上
拡大事業

431 愛媛県 谷口自動車 ― 新型リフト導入による大型車両車検獲得事業

432 愛媛県 ゆげしまダイニング彩 ― 女性客をターゲットとしたリピート率増大事業

433 愛媛県 宗兵衛窯 ―
生産能力の向上と作品に多様性をもたらす新窯導
入事業

434 愛媛県 株式会社　レイベル 3500001017353
カスタム顧客対応力強化とアフターサービスの徹底
による販路開拓

435 愛媛県 株式会社　龍宮堂 8500001004958 企業イメージアップとＨＰ充実による個人客開拓事業
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436 愛媛県
有限会社松下建築構造
事務所

5500002008663
ホームページリニューアルによる耐震診断・設計の
新規顧客開拓

437 愛媛県 有限会社フジオカ 6500002008621
「相談できる建材屋」として一般顧客への販路開拓
事業

438 愛媛県
有限会社ナカノジョイント
カンパニー

1500002009327
オーダーメイドメニュー・情報発信・新サービスによる
販路開拓

439 愛媛県 株式会社都築工業 9500001007605 ＤＭ発信による民間工事の新規取引先獲得事業

440 愛媛県 株式会社三洋建設 8500001004652
ホームページリニューアルで施工実績の徹底発信に
よる新規開拓

441 愛媛県 有限会社グルーヴ 8500002008454
次世代自動車への対応のための新型故障診断機導
入事業

442 愛媛県
株式会社川中英明一級
建築設計監理事務所

9500001001310
耐震診断による木造住宅リフォーム顧客の開拓事
業

443 愛媛県 有限会社エヒメ図書教材 1500002008403
お客様の利便性向上並びに新規販路開拓のための
情報発信事業

444 愛媛県 株式会社ＮＩＣ愛媛 9500001018874
店舗移転に伴う新規顧客開拓のためのプロモーショ
ン戦略

445 愛媛県 有限会社エス・エス・ピー 4500002008400
製造実績の発信による映像規格の「４Ｋ」化市場の
新規獲得事業

446 愛媛県 和将窯 ―
ギャラリー設置による高付加価値作品の販路開拓
事業

447 愛媛県 HAIRBOX　OZ ―
顧客の高齢化に伴う設備導入及びウィッグ事業開始
による新規開拓

448 愛媛県 ビューティーサロン舞 ―
ファサード改装による視認性ＵＰで新規来店客の獲
得

449 愛媛県 hanari ―
看板とチラシによる認知度向上とキムチ教室開催で
販路開拓

450 愛媛県 たまごゃ ―
沿道への訴求効果アップと地域資源活用による販
路開拓

451 愛媛県 三栄堂菓子舗 ―
地域コミュニティとしての店舗づくりによる収益向上
事業

452 愛媛県 伊予路園 ―
田園にたたずむ季節を感じる盆栽アレンジメント教
室の販路開拓

453 愛媛県 一正窯 ― 生産性向上によるこだわり食器の売上増強計画

454 愛媛県 芝鍼灸治療院 ―
タペストリーを用いた誰も見た事がないオフライン販
路開拓事業

455 愛媛県 徳山石材 ―
ホームページ新設によるオリジナル石材表札及び洋
風墓石のＰＲ

456 愛媛県 濱田電機鐵工株式会社 1500001008065
女性向けコミュニティスペース及び化粧室設置によ
る新規顧客獲得

457 愛媛県 繁木建設 ―
自店の魅力を発信するホームページ及び看板作成
による販路拡大

458 愛媛県 丸忠自動車 ―
タイヤチェンジャー導入による『タイヤ交換整備サー
ビス』の充実

459 愛媛県 伊達食料品店 ―
視認性を高める為の外壁塗装及び看板設置による
店頭顧客倍増計画

460 愛媛県 株式会社　宇都宮米穀 6500001008770
「野村米をスピード感ある配達で食卓に！」届ける広
告チラシ戦略

461 愛媛県 ヘアーサロンいのうえ ―
お客様に安全かつ明るく入店頂くための導線改善ラ
イトアップ事業

462 愛媛県
有限会社　野村日産サー
ビス

2500002012528
冬季の集中したタイヤ交換需要への早期対応実現
による販路拡大

463 愛媛県 大塚牛乳販売店 ―
『美容と健康宅配サービス』ＰＲ用チラシ及び看板作
成事業

464 愛媛県 橋本鮮魚 ―
ＥＣサイト『お魚手間なしＢＯＸ便』の構築による都市
部販路開拓
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465 愛媛県 稲田クリーニング店 ― 外観刷新によるイメージ向上と販路開拓

466 愛媛県
ヘアスタイリスト けいじの
店

― 明るさと清潔感のイメージアップによる顧客獲得

467 愛媛県 有限会社 末光商店 3500002012345 購買意欲を刺激する広告看板刷新による販路拡大

468 愛媛県 川田仏具店 ―
店舗内ＬＥＤ照明への取替えによる集客力強化と売
上向上

469 愛媛県 御食事処　勝 ―
店舗内トイレの改修によるバリアフリー化と顧客満足
度向上事業

470 愛媛県 有限会社平田興産 1500002012537 新型ライトテスターの導入による販路開拓

471 愛媛県 天翔丸 ― 店舗内改修による顧客満足度と集客力向上

472 愛媛県 Ｙ‘ｓＨａｉｒ ―
店舗内改修によるバリアフリー化とイメージアップ事
業

473 愛媛県 サトウ文具 ―
店舗内天井の塗装とＬＥＤ導入よる集客力強化と売
上向上

474 愛媛県 東頭整備工所 ―
新型ライトテスターによる車検メニューの拡充と新規
顧客開拓

475 愛媛県 芝産業有限会社 7500002012341
ＬＥＤ照明への転換効果による集客力強化と売上向
上

476 愛媛県 宇都宮工業 ―
パイプ加工機導入による業務拡大と新分野の需要
獲得

477 愛媛県 カットハウスヤマウエ ―
女性客獲得に向けて美容院を併設するための店舗
改装事業

478 愛媛県 近藤塗装 ― 吹き付け工法開始による販路開拓事業

479 愛媛県 北野塗工 ― 空き家リフォームのための設備導入

480 愛媛県
有限会社渡部電機水道
工業所

6500002019445
設備効果による新分野への販路開拓と新たな収益
源の育成事業

481 愛媛県 長井建材株式会社 8500001012044
「瓦の町の水道屋さん」のイメージ戦略による民間工
事の販路開拓

482 愛媛県 越智鉄工所 ―
伝統技術を継承するための設備と人員の強化によ
る販路開拓事業

483 愛媛県 株式会社セイカ 7500001020551
HPリニューアルによる販路の全国展開及び新商品
開発

484 愛媛県 丸大青果 ― ＨＰによるネット販売部門の確率

485 愛媛県 ㈲大三島エスアール 3500002020166
しまなみ海道（大三島）の柑橘を素材にマーマレード
等加工品の開

486 愛媛県 稲垣建材有限会社 8500002020161
クラウドネットワーク構築・社内Ｗｉｆｉ環境整備とＨＰ作
成

487 愛媛県 ゆたか電工　合同会社 5500003001155
従業員の作業効率の改善と作業の安全性確保によ
る売上向上事業

488 愛媛県 株式会社　阿彩都 4500001020422
パッケージデザイン開発及びホームページ作成によ
る新規販路開拓

489 愛媛県 焼鳥　鳥吉 ― 清潔でおしゃれな店舗づくりに向けたトイレ改修

490 愛媛県 GLUTTON ― 自家製ドレッシング試作品開発事業

491 愛媛県 美容室AZ ―
新店舗アピールチラシ作成、フリーペーパー広告展
開事業

492 愛媛県 いけだ建設 ― エア工具導入によるスピードアップと販路拡大

493 愛媛県 民宿　ビジネスハウストシ ― 団らんスペースの掘りごたつ化改修による販路開拓
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494 愛媛県 旅館すぎやま ―
こだわりの食材で“やすらぎの空間”と“きずなの醸
成”の提案

495 愛媛県 Ｂ－ＭＩＮＤ ―
愛媛から世界に羽ばたく東京オリンピック選手育成
サポート事業

496 愛媛県 宇和海の味なかの ―
店舗改装（和室の掘りごたつ化・トイレ改修工事）に
よる販路開拓

497 愛媛県 有限会社ハマスイ 2500002024011
「ホームページ開設に伴う情報発信と新規顧客獲
得」等

498 愛媛県 有限会社のだ保険事務所 5500002023902
ＨＰとパンフレット刷新による保険のコンシェルジュ集
客戦略

499 愛媛県 上甲商会 ―
多角経営レジャー部門のトイレ洋式化で集客力向上
計画

500 高知県 養老乃瀧　奈半利店 ―
家族層をターゲットとした居心地の良い空間と新メ
ニューの提供

501 高知県 利休 ―
金属検出機導入による食の安全確保と、優良取引
先への販路開拓

※

502 高知県 株式会社　三浦屋海産 8490001006709
安心・安全の‘釜出し・釜揚げ’しらす地産地消戦略
で販路拡大

503 高知県 ナカヤマデザイン ― デザイン事務所開設に伴う内外装の改装工事

504 高知県 有限会社　田野ホンダ 2490002012876
ショールームリニューアルで新規顧客の開拓・商談
成立率の向上

505 高知県 有限会社　富士屋 5490002011371
自社HPのスマホ化対応及び高知の地酒PRによる顧
客取り込み

506 高知県 有限会社　横田燃料店 8490002013002
移転店舗への看板設置により顧客への認知度向上
と新規顧客獲得

507 高知県 岩本こむぎ店 ―
製造設備の導入による生産性の向上による売上の
拡大

508 高知県 食のおもてなし匠 ―
トイレリフォームによる快適度アップ客単価向上新規
顧客獲得計画

509 高知県 自然農園よりこんぼ ― 新商品「生姜の佃煮」による販路拡大計画

510 高知県 浅野水産 ―
釣堀設置による売上拡大と伊勢えびのストックによ
る販路拡大計画

511 高知県 清水園 ― 濁酒の製造強化とギフト商品の販路拡大計画

512 高知県 Maison de Sweets Hattori ― 急速冷凍設備の導入による売上向上計画

513 高知県 お山の宿　みちつじ ― 和の空間づくりによる魅力度向上

514 高知県 ニューナニワ化粧品店 ―
肌診断機器導入での対面販売強化及びDMはがき
による新客取込み

515 高知県 KOKUZOUオート ― 新規顧客獲得の為のタイヤチェンジャー導入

516 高知県 たどころ屋 ― 腕自慢の店主を有名にする販促物作り

517 高知県 ヒロの果樹園 ― 作業プロセスの大幅改善を図り、販路拡大を狙う

518 高知県 有限会社　大正軒 5490002009969
商品PRの為の販促物・外国語表記のメニュー表作
成

519 高知県 植村商会 ―
タンクローリーの有効活用に伴う給油ホースと給油ノ
ズル導入

520 高知県
有限会社　矢野メンテナン
ス

2490002009633 レーザー計測器による心出し等作業の効率化

521 高知県 コハマ農産物直販所 ―
商品バリエーションの充実による客単価・客数増加
計画

522 高知県 山下組 ―
ネット販売機能強化並びに業務効率化による販路拡
大及び売上増加
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523 高知県 りぐる ―
トイレ改装による衛生面の強化及び年配のお客様取
込

524 高知県 岩神印刷株式会社 9490001006352
築100年の店舗に大型ポスターを掲示し、販路拡大
を図る

525 高知県
おべんとうやさん　ごめん
店

―
弁当店、配達エリア拡大とタウン誌広告による販路
拡大

526 高知県 合同会社Yaika factory 8490003001220 猫のおやつ「とれたてお魚グリル」の販路拡大事業

527 高知県
有限会社　テックイン・ヤ
マナカ

1490002009527
看板設置での店舗の若い世代への認知度の向上に
よる販路拡大

528 高知県 株式会社　三和 8490001005719 環境対応型建設機械を導入し、工事を短縮する。

529 高知県
パティスリー&カフェ　プル
メリア　ラクーン

―
新商品開発に向けた機械装置導入による販路開拓
事業

530 高知県 有限会社　大貴工業 8490002009504 水道メンテナンス業務強化に伴う漏水探知機導入

531 高知県
株式会社浜田兄弟和紙
製作所

5490001007395
地下水汲み上げポンプ導入による『高品質和紙新素
材』開発と拡販

532 高知県 高橋自動車 ― 塗装機器導入により受注先拡大を実現する

533 高知県 Hair & Make any ―
折込チラシ配布による店舗PR及び新規顧客取り込
み事業

534 高知県 お好み焼き　がぶりん ― 家族三世代がゆっくりくつろげるお店づくり事業

535 高知県 スイカ屋えもと・江本農園 ―
アンテナスイカのブランド力向上による販路拡大を目
指す

536 高知県 空の下 ―
地方から都会へ、高知の特産品を使った新商品開
発事業

537 高知県 やました ―
観光客をターゲットとした新事業展開のための店舗
改装

538 高知県
株式会社　土佐西南黒潮
観光

9490001005040 レストラン「海側テラス席」新設事業

539 高知県 上川口自動車 ― 塗装・タイヤ交換サービス向上による顧客獲得

540 高知県 甫木元自動車 ―
タイヤチェンジャー導入による作業効率改善および
新規顧客の獲得

541 高知県 橋本ガス店 ― 来店客増加に向けた体験型店舗への改装工事

542 高知県 ショッピングみたに ― 買い物弱者への移動販売に伴う販路開拓事業

543 高知県 スタジオハンズ ―
農商工連携による新商品開発・販路開拓と自社ＥＣ
サイト強化

544 高知県 ベーカリー・カフェPANSE ―
ふるさと納税へ出品し、県外顧客の獲得、売上の増
加

545 高知県 有限会社　日高組 9490002009577 環境対応型建設機械を導入し、工事を短縮する。

546 高知県 田中製材所 ― 中芸地区独占の製材業事業の持続経営

547 高知県 エムクッチーナ ― 設備導入による増産とＰＲ用リーフレットの作成

548 高知県 理容しんがい ―
高齢者に優しい洗面台の導入による顧客満足度向
上計画

549 高知県 池川４３９LOVE 2700150058237
お子様連れ家族および女性客を取り込むための設
備導入

550 高知県 有限会社　エイトテック 3490002010326
ノイズカット漏水探知機により漏水調査の探知効率
をより高める

551 高知県 スィートコーン ―
手づくりケーキで３０代～４０代の女性客の取込、売
上増を図る
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552 高知県 有限会社　岡村畳製作所 4490002010201
ＨＰ作成や折り込みチラシにより若い方から年配の
方の顧客取込

553 高知県 三宮商店 ―
ＨＰ作成とネット販売によるお客様のニーズに対応す
る販路拡大

554 高知県 エムアイティーガレージ ―
「試聴デモボード設備機器」の導入による売上拡大
事業

555 高知県 笹岡鋏製作所 ―
新店舗開設に伴うロゴデザイン・販促ツールの製作
と販売什器製作

556 高知県 門田商店 ―
店内床の張替えによる観光客の飲食品購買意欲向
上事業

557 高知県 有限会社　黒尊建設 2490002008890
衛星電話導入による工期短縮を図り受注件数の拡
大

558 高知県 有限会社　トヨクニ 6490002011874
名入れニーズに対応し、販路拡大を目指す為の加
工場整備事業

559 高知県 有限会社　土佐角弘海産 1490002012217
高性能金属探知機の導入で消費者にシラスの安
心・安全をPR

560 高知県 38 phyto lab. ―
HPと販促ツール作成及び看板設置による新規顧客
取り込み

561 高知県
有限会社　山本印章堂電
気店

7490002013242
専用工具導入による公共施設等の電気関連工事の
新規需要獲得事業

562 高知県 ボディショップ服部 ―
最新速乾ヒーター設備導入で更なる塗装技術力の
向上

563 高知県 ヌックスキッチン ―
ジビエビジネスアカデミー開講及び商品加工販売に
よる販路開拓

564 高知県 株式会社　ハート 6490001001819 新型ミシン導入による機会損失の解消と販路拡大

565 高知県
室戸明星トラベル合同会
社

8490003000981
室戸の恵みを体感できるヘルスツーリズムを活用し
た販路開拓事業

566 高知県 森国商店 ― BtoB、BtoC販路拡大の為のパンフレット作成

567 高知県 もりしたでんき ―
地元の地域活性化に貢献するイベント用音響機器
の運営事業

568 高知県 有限会社　花好生花店 5490002011173
加工場LED化に加え広報を強化し、販路開拓及び経
営基盤の強化

569 高知県 株式会社　西部 4490001005895 ＬＥＤ化による新規客層開拓

570 高知県 古谷プロパン ― 機器の購入で提案営業の開始

571 高知県 ほっか菜しまさき ― 加工場を改装し、新事業の基盤を築く

572 高知県 奥ノ宮商店 ―
自社HPのスマホ化対応及び土佐打刃物PRによる顧
客取り込み

573 高知県 ｍｉｃｈｉ ― 地域に活力を呼び戻す、飲食店経営

574 高知県 Berry農園山本 ―
いちご農園のオープンカフェでのソフトクリーム販売
による販拡

575 高知県 市川商店 ―
地域の新聞・牛乳配達の存続を守る新規事業展開
事務所改装事業

576 高知県 株式会社　鉄筋岡崎組 9490001008571
新レバーブロックを導入し資材運搬の量・安全性の
向上・販路開拓

577 高知県
有限会社高知発条製作
所

1490002009452
「オイルテンパー線加工設備一式」の導入による販
路拡大

578 高知県 株式会社ヘルシーランド 9490001005412
漢方相談薬局の認知度向上・新規顧客開拓のため
の広告事業

579 高知県 魚兼 ―
真空包装機の導入による外商強化と仁淀川天然鮎
の海外販路開拓

580 高知県 有限会社大国屋酒店 5490002009507
仁淀川流域酒蔵を核にしたBtoBサイト開設による業
務店の取込
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581 高知県 マチダ牛肉店 ―
売場環境改善による店舗販売強化のための店舗引
き戸サッシの導入

582 高知県 平山商店 ―
HP作成、販促ツール作成によるブルーベリーの販路
拡大

583 高知県 上村製材所 ―
四万十ヒノキ製品ブランディングによる売上高向上
事業

584 高知県 有限会社　山本石油店 1490002012456 地域インフラとしての給油所補完計画

585 高知県 黒潮らーめん ―
こだわりらーめん店への業態変更による事業の持続
化

586 高知県 岡田酒店 ― 店舗一部改装による雑貨販売拡大事業

587 高知県 株式会社カツマジャパン 1490001005188
丸太加工機械等の導入による丸太製品受注増加計
画

588 高知県 sommarlek coffee roaster ―
卸販売事業の拡大を目的とした製造効率・品質向上
及び販路拡大

589 高知県 上村青果 ―
誰でも目に入る看板設置・買い物弱者の為の店舗
前バリアフリー化

590 高知県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｇｒｏｏｖｅ ―
新たな遊びＳＵＰによる販路拡大とＨＰ再構築による
売上げ増対策

591 高知県 まるみ屋 ― 真空パック機導入による商品力強化事業

592 高知県 有限会社　石元商店 3490002010805
肥料専門店が提供する失敗しない栽培キットの開発
事業

593 高知県 みながわ農場 ― 廃鶏処理の円滑化による販売強化

594 高知県 喫茶　牧歌 ― 店舗改装により常連客減少の歯止め対策

595 高知県 SJP ―
ホームページ開設と外壁塗装工事を利用した自社
PR

596 高知県 あんど亭 ―
新メニュー・宴会セットの開発及び広告宣伝による顧
客の取り込み

597 高知県 有限会社高知アイス 8490002010263
高知県産素材を使った冷菓及び飲料の海外市場開
拓の為の戦略

598 高知県 喫茶ラコスタ ―
洋式トイレの導入による顧客満足度向上と売上増加
事業

599 高知県 谷建築 ―
シャッター看板の導入による集客と新規顧客の獲得
事業

600 高知県 タニ電器商会 ―
専用工具導入による受注の獲得と新規顧客の取り
込み事業

601 高知県 民宿・カフェレスト　みやこ ―
トイレ改修における宿泊施設の顧客満足度アップ事
業

602 高知県 G.Nail ― 脱毛サービス開始に伴う光脱毛機器の導入事業

603 高知県 株式会社　コアテック 2490001006648
商品パンフレット作成、ホームページ改良による販促
ツールの整備

604 高知県 結城食品 ― 商品の長期保存化と販路拡大

605 高知県
株式会社　TECHNO
CRAFT KOCHI

7490001007963 モールド型車椅子製作設備充実事業

606 高知県 PROTECHタケチ ― エアコンガスクリーニングサービスに伴う売上拡大

607 高知県 ERIOQUEST ― HP改良による販路拡大

608 高知県 岡田商店 ―
真空包装機導入による米屋が作る米類加工食品増
産事業

609 高知県 丸三サービス ―
タイヤチェンジャー導入によるサービス拡充を目指
す設備導入計画
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610 高知県 MKオートボディー ―
移動式リフト導入による自動車ドレスアップの販路開
拓

611 高知県 株式会社　ＭＳＴ 5490001008393
自動車用二柱リフトの導入による事業の効率化と拡
大化

612 高知県 有限会社　土佐通信 4490002010275 津波避難誘導灯のホームページリニューアル

613 高知県 ＷＡＲＡＢＩ ―
最高の笑顔と悦びを引き出す、障害者向け「訪問美
容」の展開

614 高知県 中越食堂 ― こ洒落た大衆食堂をめざすための店舗改装事業

615 高知県 りあん ―
車椅子やベビーカーで出入りできる優しい店づくり事
業

616 高知県 有限会社梼原石油 2490002011044
ご近所さんが寛げるＧＳづくりのための店舗改装事
業

617 高知県 りぼんちゃん ―
誰でも気軽に特に女性がかわいい入ってみようと思
う店づくり事業

618 高知県
鷹取キムチの里づくり実
行委員会

―
チムジルバンはここ。看板設置とキムチ外販小型冷
蔵庫購入事業

619 高知県
有限会社 サット・システム
ズ

3490002011480 ホームページのリニューアルによる情報発信の強化

620 高知県
柏島ダイビングサービス
SEAZOO

―
宿泊施設サービスの開始および顧客満足度の向上
事業

621 高知県 有限会社アクアス 9490002009255
体験ダイビング受け入れ増加に伴う、スキューバタ
ンク増量

622 高知県 有限会社廣瀬酒店 6490002009836
メニューの多様化による販路拡大及び動線の短縮
による生産性向上

623 高知県
イタリアンレストランピノッ
キオ

― 魚食堂事業

624 高知県 フィンハウス ―
エンリッチドエア・ナイトロックス導入による客単価向
上計画

625 高知県 カゴノオト ―
新商品「四万十お茶のケーキ」の通年販売、販路拡
大強化事業

626 高知県 See The Sea ― ガラス工芸による客単価向上計画

627 高知県
株式会社パークビュー
ふぁーむ

1490001005221 観光農園の店舗改装によるサービス向上

628 高知県 彰英緑化 ― 造園管理の機械化による受注アップ事業

629 高知県 有限会社　丸三ハイヤー 5490002010935
安全対策強化の為のドライブレコーダー導入による
競合差別化事業

630 高知県 ニュー白浜 ―
店舗改装による快適な空間提供による売上増加事
業

631 高知県 株式会社　いろり食品 1490001005031
新商品パッケージ等開発及びPRと空調設備の改修
による販売拡大

632 高知県 龍鳳 ―
宴会用座敷をフローリングにし、机・椅子を導入す
る。

633 高知県 明弘食品株式会社 6490001007304
ベトナム産ナマズ商品の海外食品見本市出展及び
調理機器導入

634 高知県
有限会社長嶋自動車商
会

7490002008886
車検時の新基準対応検査機器の導入による販路開
拓事業

635 高知県 株式会社　そらみる 4490001007322
体幹を鍛えて日々を楽しく健やかに～リバーサップ
認知度向上計画

636 高知県 田村農機 ― ドローンを活用した新たな農作業受託サービス事業

637 高知県 株式会社　三彩 6490001005381
土佐和紙できれいに・「りぐる」ブランドの認知向上及
び販路開拓

638 高知県 望月製紙株式会社 3490001005475 最高級トイレットペーパーギフトの販路開拓
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639 高知県 株式会社 StoryCrew 8490001008300 東京拠点における販路拡大事業

640 高知県 美津和産業 株式会社 7480001002453 自動計量包装システム改良による販路拡大

641 高知県 有限会社南酒造場 3490002012974
季節限定の高知地酒の革新的な新商品開発による
販路開拓

642 高知県 宮川豆腐店 ―
充填豆腐の販路開拓に向けた設備（冷水チラー）導
入事業

643 福岡県 ステンドギャラリーツツイ ―
パターンオーダーのアンティークステンドグラスの販
路開拓事業

644 福岡県 くすりのフレンド椎田店 ― 血流測定器導入による新規顧客獲得

645 福岡県
DOG SALON & CAFE
ARALE

―
スキンケア専門ドッグサロンとしての周知活動と新た
な顧客開拓

646 福岡県 堀江蒲鉾店 ―
老舗蒲鉾店による町の特産品を使った新商品開発
と新たな販路開拓

647 福岡県 がむしゃら ―
ファミリー層、若年層を取込むセルフ七輪網焼き店
の展開

648 福岡県 まるこし商店 ―
地域はお任せ！おいしく簡単便利な食品の提供によ
る販路開拓

649 福岡県 Knot建築企画 ―
ホームページ活用による販路開拓・３Ｄ提案による
成約率の向上

650 福岡県 白石長楽園 ―
初心者向け盆栽及び山野草教室開催による販路拡
大

651 福岡県 エースいちご株式会社 9290801023071
エースいちごの　世界にひとつ　ストロベリー・クリス
マス

652 福岡県 ハーモニー ―
姓名判断の説明ＶＴＲの作成によるホームページ、
店頭販売の強化

653 福岡県 祭り太鼓 ―
老舗居酒屋の本格派洋食メニューの提供による販
路開拓

654 福岡県 株式会社サニタリーワン 4290801015230 クロスリフォーム事業の展開による販路拡大

655 福岡県 三好食料品店 ―
蓄積した知識経験を活用した健康志向ジャム新展開
事業

656 福岡県 有限会社　坂本産業 7290002034333
既存製品の需要増への対応と新製品生産の両立を
実現する事業

657 福岡県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｌｅｖａｔ ―
髪の生え際の施術によるヘアースタイルの選択肢拡
大

658 福岡県
グローバルアーク株式会
社

3290001056704
動画撮影の強化と空撮需要への対応で新規顧客を
獲得する事業

659 福岡県
トータルナーシングサービ
ス

―
参加者の安全を確保し、主催者責任を軽減するイベ
ント救護の拡販

660 福岡県 みつとも鍼灸整骨院 ―
発毛サロンを開店してワンストップサービスを更に強
化する事業

661 福岡県 株式会社優雅水産 8290801021530 一般顧客を呼び込む店づくりと販促チラシ

662 福岡県 有限会社　中川原畳工場 6290002050414
シンプルで美しい和モダンな空間を飾る琉球畳の販
売促進事業

663 福岡県 末永商店 ― フレコン対応による新たな問屋の開拓

664 福岡県
田中伸幸創作人形研究
所

―
店舗内ギャラリーの充実及び誘導看板設置による販
路拡大事業

665 福岡県 中華バル武遊 ― オリジナルソース商品規格変更による販路開拓

666 福岡県 ＳＨＯＰ　ＶＥＲＯ ―
ＨＰ作成による一貫した情報発信体制の構築と自社
ブランドの確立

667 福岡県 アンドカフェ ―
お客様ニーズに対応した生産体制の確立による販
路拡大
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668 福岡県 LA　COET（ラ・コエット） ―
女性のトータルコーディネートを実現する商談会出
展と広告展開

669 福岡県
子供育成ランゲージス
クールＴｒｉ－ｅｄｕ

―
民間学童保育所の新規顧客獲得広告展開と新サー
ビスの提供

670 福岡県 株式会社　久衛組 1290001046624
伝統建築の新しい価値を提供する高精度ＣＡＤシス
テムの導入

671 福岡県 未来堂 ―
水中撮影を付加したサービスで営業展開するドロー
ンビジネス

672 福岡県 デミーズソフト ―
プログラミング教育で未来の人材を育成する地方創
成事業

673 福岡県
有限会社　西田モーター
ス

3290002044708
移動式リフトで効率アップ、売上拡大と新規顧客獲
得の広報事業

674 福岡県 はなまる工房 ―
正確でスムーズな注文・販売及び生産効率を向上さ
せるHPの作成

675 福岡県 ビッグベアーズ宇美店 ―
親子で本格ピザが作れる出張体験教室の展開によ
る認知度向上

676 福岡県 有限会社サロンドwish 1290002037688
お客様が綺麗になれる美容のワンストップサービス
の展開

677 福岡県 有限会社　小林商事 1290002036327
地域の足を守る「タイヤ預かりサービス」で顧客との
関係性を強化

678 福岡県 有限会社 シーガルイン 9290002034100
水上・水中におけるシニア向け健康運動のサービス
事業の展開

679 福岡県 有限会社　小野食品 4290002044772
こんにゃく製品の共同事業による商談成約と認知度
向上事業

680 福岡県
Sleep Coffee and Roaster
/ ナツメ書店

―
ネット通販による広範囲の顧客開拓と新商品提供に
よる満足度向上

681 福岡県 ダズン ―
店舗売上向上に向けたイベント開催の為の多目的
設備の設置

682 福岡県
ムナカタキュイジーヌイシ
ダ

―
新メニューによる新規顧客獲得と業務効率化による
サービス向上

683 福岡県 たたみくらぶ南ヶ丘店 ― 新商品のチラシ配布によるＰＲでの新規顧客獲得

684 福岡県 株式会社　桜庵 2290001060483
ニーズが急増している福祉葬を遺体処理から永代
供養に変える事業

685 福岡県 ㈱三田村商事 3290001052182 自社ブランド「三楽」のファン作りのための取り組み

686 福岡県
那珂川保育園どんぐりク
ラブ

―
ママの職場復帰をサポート！0歳から2歳児にやさし
い保育園

687 福岡県 ヒカリ瓦店 ―
トータルハウスクリーニング事業立ち上げによる収
益の拡大

688 福岡県 奥村醤油醸造場 ―
安心簡単便利な醤油加工品の販売促進による販路
拡大

689 福岡県 折本商店 ―
認知度向上により、大口取引先に依存しない新たな
販路の構築

690 福岡県 有限会社エムエスハウゼ 1290802025090
宅地建物取引業(不動産業)の開始に伴う新規顧客
の開拓

691 福岡県 玄海若潮丸 ―
多機能分子調理器導入による新メニューの開発及
び職場環境の改善

692 福岡県
カルチャースタジオスイッ
チ

―
入店しやすくなるための情報掲載と店舗認知度向上
で集客ＵＰ！

693 福岡県 ふわリノ ―
多面的な広報と新たなサービス開始で取り組む集客
向上

694 福岡県 株式会社RK Facrotry 9290001069634
AE８６型レビン／トレノ総合専門店としてのブランド
構築

695 福岡県 炭火焼鳥　睦 ―
新たな設備投資による作業効率の改善と共に売上
高の向上の実現

696 福岡県 Katsu　Motor　Works ―
展示会出展でカスタムへのこだわりの顧客に販路開
拓
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697 福岡県 合同会社いなかず商店 7290003006026
明太子業界頼りの体質から脱却のため新規顧客開
拓

698 福岡県 福田酒店 ―
地域の特産品・工芸品とコラボレーションした物販サ
イト新設

699 福岡県
久留米かすり工房　藍の
詩

―
直販拡大のための工場見学と体験コーナーの常時
設置に取り組む

700 福岡県 吉水塗装店 ―
「見える・分かる・選べる」外壁塗装提案ツールの開
発と販路開拓

701 福岡県 塩工房　野次馬 ―
海外へ輸出可能な試作品開発と卸売事業販路拡大
への取り組み

702 福岡県 やすまる整体院 ―
オンラインとオフラインによる新規顧客アクセス販路
開拓事業

703 福岡県 株式会社　栄宝 3290801011107
害獣対策に効果発揮する手軽で持続期間が長い新
害獣忌避材の普及

704 福岡県 有限会社　まつよし 8290002044455
看板設置による認知度ＵＰとチラシ配布による新規
来店数増加事業

705 福岡県
九州筑豊ラーメン山小屋
広川店

―
女性顧客を取り込むため新メニュー開発と衛生環境
整備事業

706 福岡県
天然酵母ベーカリートヰ
チ屋

― 認知度・集客力向上のための看板設置

707 福岡県 パルアップ株式会社 9290001038754 顧客層の若返り化と自社の経営安定の強化

708 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413
ブランド確立のための「みそやのキッチン」のリ
ニューアル

709 福岡県
欧風キッチン　ビストロ
リュバン

―
来店者アップの為の駐車スペースの明示とチラシ作
成

710 福岡県
木工房＆ぎゃらりー　ふじ
やん

―
WEBサイトの再構築と集客チラシ作成による新規顧
客獲得事業

711 福岡県 坂本写真館 ―
地域密着・提案型営業で潜在需要を掘り起こす写真
事業

712 福岡県 富久屋 ―
コンテナカフェの開始、チラシによる営業力強化で販
路拡大

713 福岡県 株式会社 住幸房 2290001046739
英語版ページの新設を伴う、個性と先進性を発信す
るＨＰの確立

714 福岡県 株式会社クロワッサン 4290001040649 販売店立地を生かした看板広告に伴う商販の拡張

715 福岡県 ＆琉 ―
新たな看板設置による営業内容告知による来店数
増加事業

716 福岡県
有限会社　メイジ東部宅
配センター

5290002034434 新規顧客獲得による販路開拓のための広報活動

717 福岡県 ㈱スタッフエージェント 6290001034847
シフトベース販路拡大のための安全動画マニュアル
の作成

718 福岡県 平山モータース ― 新規『車内洗浄サービス』導入による売上拡大事業

719 福岡県 MAKE　UP　GARAGE　B2 ―
車のオリジナルカスタムパーツ製作で他の整備工場
との差別化

720 福岡県 陶芸工房プラス ―
趣味と実益を兼ねた陶芸教室事業による生徒開拓
と継続受講へ誘導

721 福岡県 地島宝船あかもくの会 ― 健康志向のお客のニーズに合う商品の販売

722 福岡県 阪本農園 ―
地元産野菜スイーツのギフト商材化による全国展開
について

723 福岡県 鶏笑宗像東郷店 ―
店舗看板・照明と広告による認知度向上と売上増加
策

724 福岡県 四季かつ　蔵司 ―
高齢者の集客力向上のための「やさしい店づくり」事
業

725 福岡県 渡窯 ―
オランダでの展示会出展および海外向けHPによる
海外展開事業
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726 福岡県 natural hair forest ―
アンチエイジングによる育毛・発毛・フェイシャルメ
ニューの設立

727 福岡県 株式会社　峰光住宅 3290001050723
空き家所有者と利活用需要者ならびに購入希望者
のマッチング事業

728 福岡県 グリーンサービス産業 ―
土壌調査による樹木予防ニーズの開拓と受注促進
事業

729 福岡県 天翔 ― 集客アップのための看板設置と店内改装

730 福岡県 ヘルシーショップ万葉 ―
売上管理システム導入による販売力強化とカウンセ
リングＰＲ事業

※

731 福岡県 ＭＳＯ　ＷＯＲＫＳ ―
希少な塗装器具で新分野開拓及び全天候型作業ス
ペースの確保

732 福岡県 仕出しのいのや ―
新仕出しパンフレットによる高級仕出しとケータリン
グの販路開拓

733 福岡県 有限会社　村岡食品 6290002046288
設備機器導入、業務効率化による商品力、営業力
強化事業

734 福岡県
テクニカルファクトリーブレ
イン

―
愛車のメンテナンスはおまかせ！ブラストマシンで販
路拡大

735 福岡県 BuzzCreate ―
ビッグデータを活用したSNS広告によるオンライン会
員募集

736 福岡県 湊家 ― お客様のニーズを反映した女子向けランチの開発

737 福岡県 Patisserie tana ―
当店のＰＲ看板作成・ギフト商品を含むイートインス
ペースの活用

738 福岡県 高西醤油店 ―
新商品の加工醤油製造と継続使用を目指した販路
拡大

739 福岡県 いけだ眼鏡 ―
「気軽に視力検査！快適メガネで明るい毎日！」顧
客増で売上確保

740 福岡県 有限会社　アリラン峠 9290802018335
味付き新鮮生ホルモンの商品開発、テイクアウト、
EC出店

741 福岡県 Ｃ.Ｉ.Ｔ.Ｙ.㈱ 2290001071209
小規模に特化したライブイベントサポートサービス事
業の展開

742 福岡県 株式会社 中村鉄工 8290001038433
当社技術力と取扱商品の広告による地方顧客への
販路拡大事業

743 福岡県 カープレイス　フレア ― 国内外車の健康診断サービス事業展開

744 福岡県 はる風整骨院 ―
独自ヨガ講座等の院外イベントによる新規顧客の獲
得

745 福岡県 株式会社バイオサプライ 6290001059209
美容サロン向けのヘアーカラー剤を他業種への提
供によるPR周知

746 福岡県 カードレスアップ筑豊 ―
ワイド型自動車整備用リフト導入及びチラシ配布に
よる販路開拓

747 福岡県 西依建設株式会社 4290001044245 SNSとポストカード活用による集客事業

748 福岡県 ベ☆リペア ―
女性向けの付加サービス開始とワンストップ型サー
ビスの拡充

749 福岡県 笹部沙織 ―
地元客向け販促活動と顧客の要望の応える為の増
産体制づくり

750 福岡県 倉満 ―
ガストロバック（減圧加熱調理器）を使った新しい味
の創造

751 福岡県 ㈲糸島手造りハム 4290002032620
無添加の安心安全な焼豚の開発販売による販路拡
大

752 福岡県
楽市焼肉ホルモンセン
ター

―
近隣には無いバス送迎サービスありの焼肉屋PR事
業

753 福岡県 宗像　かのこゆり ― 宗像あなごを使った新商品開発とネット販売の開始

754 福岡県 紀文 ―
外国人観光客の宿泊需要を開拓し、九州観光癒し
の中継基地へ
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755 福岡県 リンパケアサロンMUKU ―
新サービス「よもぎ蒸し」導入による新規顧客獲得事
業

756 福岡県 有限会社鳥飼豆腐 6290002008536
高性能搾り機導入による、新商品開発と新規顧客の
獲得

757 福岡県 株式会社黒上電気 3290001069755
４k・８k放送対応のＢＳアンテナ工事のＰＲで個人顧
客の獲得

758 福岡県 コトノハ。 ―
知能検査セット導入により他社との差別化を図る販
路拡大事業

759 福岡県 いまとう接骨院 ―
柔道整復師による体質改善・健康維持トレーニング
サービスの提供

760 福岡県 株式会社 ネオバンジー 3290001058691
【むなかたカレー弁当】と福神漬けの製品化による地
域活性化

761 福岡県 百武総建 ― 特殊工法Ｒe・テックウォールの広報活動の強化

762 福岡県
プライベートエステ
skygarden

―
子育て世代向けエステ及びイベント商材広報と販促
フェスタ実施

763 福岡県 一二三総業株式会社 3290801022830
安全対策の訴求から新規顧客獲得につながるホー
ムページの作成

764 福岡県 株式会社 イナバ写真館 6290001075049
衣装レンタル管理システムを軸にした振袖レンタル
事業の拡大

765 福岡県 Café minami 373 ―
安否確認を含めた高齢者向けお惣菜宅配サービス
の実施

766 福岡県 Dog House なぎさ ― 野生鹿肉部位別加工品の販売強化

767 福岡県 合同会社フィルフィート 8290003007840
足計測の作業効率向上及びデータ化、子育て世代
などへの販路拡大

768 福岡県 髪遊 ― 個室で施術するWax脱毛、エステのメニュー拡大

769 福岡県 古賀酒店 ―
コミュニティスペースの活用で女性客を獲得しギフト
商品販路拡大

770 福岡県 有限会社アシスト 4290802017176 PR動画の制作とチラシ活用による広報活動の強化

771 福岡県 酒のメイトーク ―
高齢者のお困り事解決!!サービス導入で新規顧客の
獲得

772 福岡県 有限会社キュービ 3290002044880
ドローンを活用した湾岸の堤防調査サービスによる
販路開拓

773 福岡県 Cafe & Leather Dii ―
新店舗用の発信・集客ツール制作による地元での認
知向上

774 福岡県 モトショップ8 ―
ハーレーダビッドソンオーダーカスタムサービスによ
る販路開拓

775 福岡県 アフォードシェア合同会社 9290003008045
民泊運用物件の開発、優良ホストの獲得による販路
開拓

776 福岡県 お食事処　かりゆし ―
温泉街でコスパとグルメに秀でた居酒屋宴会場の提
供

777 福岡県 燦燦不動産 ― 空き家活用の専門家としてのブランド化

778 福岡県 MICHI-TERRACE ―
脳科学・心理学的観点から考える法人向けリーダー
育成・社員研修

779 福岡県 ｍｉｎａ　ｐａｎｎ ― 天然酵母パン・ヤマモモパンの開発・販路開拓

780 福岡県 株式会社沢田楽器 6290001044061
音楽コラボ商品開発と展示スペース・看板設置で新
規顧客獲得

781 福岡県 ㈱ＩＣＭエンジニアリング 1290001046533
従業員育成及び機械購入による利益率向上で組
織・財政基盤強化

782 福岡県 (有)ダイオー建設 2290002044378 社内ＩＴ化でコスト削減及び新規営業先開拓

783 福岡県 株式会社ＥＲライフ 3290001028505
メーカーショールームでの自社イベント開催による新
規顧客の開拓
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784 福岡県 石川鳳舞園 ―
高所、難所における樹木剪定技術導入における販
路拡大事業

785 福岡県
株式会社西日本新聞エリ
アセンター小郡三国

9290001050478
新聞の利点説明を重視した販促チラシとバス広告の
製作及び配布

786 福岡県 大和環境サービス ―
不用品整理等のニーズに応える廃棄物処理の新し
い取り組み

787 福岡県 旅館　佐藤荘 ― 美容温泉水の販促ツールで売上アップ

788 福岡県 株式会社　菱和 1290001072736
有機JASオーガニック杜仲茶の新商品開発及び販
路開拓

789 福岡県 いのくち輪業 ― 電動アシスト自転車の販路拡大

790 福岡県 有限会社　栄和製作所 5290002000015
ミッション―加工範囲を広げ、これからの顧客のニー
ズに応えよ！

791 福岡県
ヴェルデマネジメント株式
会社

1290001058099
久留米店のオープン販促で集客アップ！今後の経
営基盤づくり事業

792 福岡県 TAKEONE ― 「１００円レンタカービジネス」による新規顧客の開拓

793 福岡県 ㈲エヌ・ティー・ケイ 7290002038697 博多和牛を使用した新商品等の開発・販路開拓

794 福岡県 べーる ― 八女市初！「タヴェルナ」によるランチの本格展開

795 福岡県 ヘアーサロン　エコー ―
頭皮改善メニュー、ヘッドスパの提供による販路開
拓事業

796 福岡県 まさや洋品店 ―
顧客のおしゃれ度を挙げるコーディネート提案の店
づくり大作戦

797 福岡県 有限会社　志岐工芸 2290002051267 ショールームの設置による販路開拓事業

798 福岡県 牛島はきもの店 ―
満足度の高い接客を実現し、足元から健康寿命を支
える店づくり

799 福岡県
有限会社ライジングハリ
ウッド

7290802023592 短時間で印象付ける展示ブースでの国内販路開拓

800 福岡県 シープスリープ ― 看板の改修とチラシの配布による販路開拓事業

801 福岡県 岡野ボデー ―
事業承継を機に店舗を改装してサービス拡充による
新顧客層の開拓

802 福岡県 GMセンスラボ合同会社 4290003006350
マグネットシートを使った広告宣伝による新規顧客獲
得

803 福岡県 株式会社　大橋建設 7290001054935
ショッピング感覚で入りやすいショールームに集客し
販路拡大

804 福岡県 アトリエ　Ｒｙｏｋｏ ― ボトルフラワーの商品価値と認知度向上を図る

805 福岡県 まるい縁 ―
新商品開発とチラシ等を使った宣伝による新規顧客
獲得

806 福岡県 アイフィックス ―
「地域密着型ユニバーサル住宅」の高齢者等への
PR・販路拡大

807 福岡県 ガレージサイクルキッズ ―
ランバイクとスポーツ自転車の販売促進の為の情報
収集及び発信

808 福岡県 トミーズ企画 ―
認知度向上による販売拡大と新メニュー開発による
平日の来店促進

809 福岡県 おもちゃ屋パレット ―
日本初！遊福地連携の自社製作「おもちゃ」を使っ
た販路開拓！

810 福岡県 さぬきうどん　誠屋 ―
業界初！ギフトボックスで贈る釜玉『誕生日うどん』
の販売

811 福岡県 あつひろ農園 ―
ブランド苺「みつのか」の冷凍加工品の販売とレシピ
の提供

812 福岡県 ヘアーサロン　イカリ ― 女性客の販路開拓とリピート化大作戦
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813 福岡県 株式会社かじや 9290801017684
水まわりのリフォーム増販に伴うショールーム設置
事業

814 福岡県 株式会社　池田商店 6290001047601
地域特性と自社の強みを生したエンドユーザー向け
ショップ開設

815 福岡県 バンテクノ ―
安全安心の「建設業者思いの自動車整備屋さん」事
業

816 福岡県 小川謙二畳店 ―
オリジナルのオーダーメイド畳の製造販売で販路の
拡大

817 福岡県 Soara ―
本格的女性育毛ケアサービスの提供による新規顧
客開拓

818 福岡県 株式会社環境サポート 6290001057666
安心、安価な建物解体サービス提供による売上拡
大、地域貢献

819 福岡県 FRANCEYA ― 地域密着型小規模レストランウェディングの展開

820 福岡県 中山醤油 ―
物語性を訴求した地域の醤油屋としてのブランド価
値向上

821 福岡県
ダンスワールド髙橋・鉄板
ダイニングついてる

―
ランチ営業・テイクアウト開始に伴う設備購入と広報
活動の強化

822 福岡県 株式会社花田農園 5290801021194
自社生産野菜を使った加工品のブランド化と販売促
進の取り組み

823 福岡県 はなの店てぃーだ ―
町外からの来店客増加に向けた店舗改装等による
販売促進事業

824 福岡県 shinamon cafe ―
子連れ家族をターゲットとした改装・新メニュー開発
とチラシ配布

825 福岡県
株式会社P.Sプロモーショ
ン

6290001074653
結婚式２次会幹事代行サービスHP制作による販路
開拓事業

826 福岡県 久保田製材所 ― 一般消費者の来店数増加に向けた工場環境整備

827 福岡県 後藤の饅頭 ―
創業以来手作りの味「香春名物甘酒饅頭」の広報に
ついて

828 福岡県 みやｃａｆｅ　美心 ―
夜間営業開始の新メニュー開発と店内バリアフリー
化での集客向上

829 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247
試作機器導入に伴う商品開発の迅速化と多品目化
による販路開拓

830 福岡県 Rencontre ―
商品のブランド力強化と知名度向上による販路開拓
事業

831 福岡県 いしまつ園芸店 ―
倉庫改装・店舗オープンによる個人顧客の開拓・販
売促進

832 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 茶の葉堂HerbTEAの開発と販路開拓

833 福岡県 株式会社コヤナギ 1290001053653
資材販売ショップに気軽に入れて相談できるような
店舗作りの実現

834 福岡県 カラダケア日の里 ―
高齢地域に合わせたホームページ・チラシ作成と
フットケアの普及

835 福岡県 こなみ ― お土産用商品の販促ツールの製作

836 福岡県 にじいろのかさ ― 卵・乳製品・小麦を完全に除去したケーキの拡販

837 福岡県 有限会社　牛嶋住興 5290002047782
水道配管工事機械の導入による新規顧客獲得を図
る

838 福岡県 ＰＵＮＴＯ　ＭＡＲＥ ―
イタリア家庭料理のお弁当「ピアット・ウニコ」の開
発・販売展開

839 福岡県 拓木材 ―
樹木伐採業務の効率化と安全性の向上及び顧客開
拓

840 福岡県 レストランかつ亭 ―
高齢者・女子学生の利便性増の洋式トイレ設置・新
メニュー開発

841 福岡県 ＳＴＯＲＹ of　hair ―
スパのメニュー拡大のためスチーマー導入すること
で、売上増加
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842 福岡県 田中羊羹本舗 ― みやま周遊の情報発信を行う隠れ家「コミ茶屋」開設

843 福岡県
山下インテグレート株式
会社

5290001037330
自社ホームページによる稀少部品のネット販売によ
る販路拡大

844 福岡県 株式会社三和屋 7290001052906 レストルームのある店舗づくり事業

845 福岡県 VAL・OTTO ― 海外展示会出展による販路開拓

846 福岡県 株式会社ファインズ 9290001076226 新システム「映像授業」周知の為の販路開拓

847 福岡県 ファム ―
高級婦人服店でワークショップ開催！古臭いイメー
ジの刷新

848 福岡県 炭火居酒屋ふく ―
設備導入による新メニュー提供と団体・ファミリー層
顧客獲得

849 福岡県 有限会社佐藤木材店 2290002035823 大規模商談会出展・パネルによる法人顧客獲得

850 福岡県 有限会社　白川精機 6290002046247
廃番品の消耗部品製造サービスの販促用ホーム
ページの作成

851 福岡県 hair make coeur ―
店頭のバリアフリー化と介護資格を生かした販路開
拓

852 福岡県 カネヨシ醤油醸造元 ―
充填機導入による生産性の向上及びチラシ配布に
よる販路拡大

853 福岡県 左官業　中島 ―
コンクリートポンプ車活用による土木一貫工事の販
路開拓事業

854 福岡県 株式会社オールデザイン 7290001035340
フットクチュール＆足裏診断システムの導入による
集客増事業

855 福岡県 みそらぼ ―
オンラインショップへ誘導した味噌加工品の販路拡
大と販売強化

856 福岡県 From30 ― 髪に優しい白髪染めで高齢者向けの販路開拓

857 福岡県 ｅ－ライフ　スエイシ ―
看板の設置と機械の導入で知名度ＵＰと顧客満足度
の向上を図る

858 福岡県 田端　瞳 ― アーユルヴェーダ医学事業の販路拡大と事業拡大

859 福岡県 居酒屋　うまてば ―
馬肉希少部位を使用した新商品展開による販路開
拓

860 福岡県 知学館 ―
新サービス導入に伴うホームページを利用した告知
活動

861 福岡県 悠工 ―
塗り方や素材の違いが体感できるショールーム設置
による販路開拓

862 福岡県 翠藍 ―
狙うは別腹！自家製デザートと折込チラシで売上Ｕ
Ｐと販路開拓！

863 福岡県 大西商産 ― 女性顧客へ看板設置によるの販路開拓強化事業

864 福岡県 癒しの森のｃａｆéあんじゅ ―
当店の強みと地域資源を使った新商品開発と販路
開拓の取り組み

865 福岡県 株式会社二光 6290001037362
来店誘導型『花苗・ガーデン雑貨専門ＥＣサイト』構
築事業

866 福岡県 箱島造園 ― 大木伐採と新規事業（薪の販売）の販路拡大ＰＲ

867 福岡県 広瀬産業株式会社 9290001047466
紳士商品の売り場づくりとイベント企画で顧客の掘り
起し事業

868 福岡県 仕出し　ふか田 ―
瓶詰めむなかた牛しぐれ煮の商品化とそのプロモー
ション活動

869 福岡県
有限会社ココナッツカンパ
ニー

6290002035142 ヴィンテージミシンUNIONSPECIALの導入

870 福岡県 隠れ家スタジオＰＥＣＣ ―
短期集中ボディメイクコース/子供の体幹トレーニン
グ教室集客
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871 福岡県 株式会社エスフィール 8290001077514
現役Jリーガーと専門家が教える運動療育の有効性
とその告知活動

872 福岡県 PIZZA食堂　ROKA ―
当地域初のデリバリーピザの開始による新規顧客
獲得事業

873 福岡県
株式会社ミノリ・トレーディ
ング

4290001069201
大型看板設置による集客力UPと1周年記念チラシで
認知度UP

874 福岡県 みやま資材 ―
フェアトレード原材料の商品化による経営力・ブラン
ド力の強化

875 福岡県 あかま写真館 ―
新型ドローンによる高画質での写真撮影とそのプロ
モーション活動

876 福岡県 あらい有限会社 6290802020723 新商品開発による新規顧客及び販路開拓事業

877 福岡県
常盤公認会計士税理士
事務所

― 小規模事業者のための高品質低価格の税務顧問

878 福岡県 株式会社ソラックス 3290001046473
電解水精製機お試しレンタル提案DMによる顧客開
拓

879 福岡県 溝上車輌工房 ―
業務体制強化と特殊板金技術補修サービスの提案
による受注の拡大

880 福岡県 Bio green株式会社 4290001048262
商談ルームと商材展示スペースの設置でサービス
向上と顧客開拓

881 福岡県 レディメイドプロダクツ ―
鋳物を使ったオリジナル商品の開発と展示会での販
路開拓

882 福岡県 ダブルダブルファニチャー ―
大型旋盤機械導入による大物の商品政策展開と生
産性の向上

883 福岡県 株式会社ハート未来 4020001060161
海外進出企業をワンストップで支援するポータルサ
イトの構築

884 福岡県 有限会社　畠中育雛場 8290002044447
店舗レイアウト見直し設備増強による販売品目の拡
大事業

885 福岡県 Dog Salon Cheese ―
同時に預かり可能なペット用ゲージ購入及びチラシ
による顧客開拓

886 福岡県 ペットサロン Poco a poco ―
高い技術力と新サービスのPRによる新規顧客の獲
得と売上アップ

887 福岡県 あすなろ伸学舎 ―
『私立高校受験対策！地域密着合同テスト実施事
業』の販路拡大

888 福岡県 有限会社　佐竹商店 2290002004919
店舗誘導の為の看板設置工事、インターネット広告
による販路拡大

889 福岡県 居酒屋　籠 ―
テイクアウト用麻婆豆腐及び関連商品による再来店
推進策

890 福岡県 株式会社ユアーズ 4290001057271
看板設置による子育て家庭を応援するレンタカー事
業の広報

891 福岡県 Le・lien ―
新規顧客と客単価アップのための上質なリピーター
客づくり

892 福岡県 福か井 ―
土産用材料確保の為の冷凍冷蔵庫購入及び店内
改装工事

893 福岡県 BACK　YARD ―
スキャンツール（故障診断機）導入による充実した
サービスの提供

894 福岡県 ＭＯＴＯＳＨＯＰフレンズ ―
レストア・カスタムの新規顧客獲得および情報発信
力の強化

895 福岡県 酵素風呂・めぐみ・ ―
福岡県初の粉末酵素石鹸の開発と販路拡大用のパ
ンフレット作成

896 福岡県 西部頭髪 ―
弊社オリジナルポマードおよび新商品の販路拡大に
よるブランド化

897 福岡県
ワールド・ホールディング
ス株式会社

5290001060076
深紫外LED殺菌技術を活用したポータブル消毒器の
商品化

898 福岡県 旬菜ダイニング郷 ―
『視界性』と『周知性』の改善によるお店の『認知性』
向上

899 福岡県 田中建設株式会社 2290001037011
事務所の好立地を活かした親近感のある企業イメー
ジの発信と広報
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900 福岡県 明神丸水産 ―
新鮮な水産物を漁港で食べることができる場所作り
とその広報

901 福岡県 有限会社ハナダ建装 9290002035362
塗装工事受注の為のHP制作とカラーシミュレーショ
ンによる提案

902 福岡県 今村弘建設 ―
ローカルエリアで徹底的に顧客開拓みやま市のねぎ
だれ大工になる

903 福岡県 アトランタ ―
みやま市だけの特別なお土産「高菜漬けドーナツ」
の販売

904 福岡県 松尾米穀店 ―
三代目松尾米穀店手結び屋（飲食店）の新規事業
拡大

905 福岡県 カットサロン　うすい ―
高齢者と女性のニーズを取り込み理髪店を憩いの
空間に変える事業

906 福岡県
合同会社エストマネジメン
ト

6290003007132
移動型の新規店舗及び催事による新たな売上の確
立

907 福岡県 山口車体工業　株式会社 1290001057472
短時間から使用できる福祉車両のレンタカー事業の
認知度向上計画

908 福岡県 鶴自動車 ―
快適なカーライフをお手伝い！「お車ピカピカサービ
ス」の実施

909 福岡県 ラーメンまむし ―
『私のラーメン屋　女性と訪日外国人へのおもてな
し』

910 福岡県
株式会社トータルサポート
オーク

5290001033445
自社HP・会社案内・情報チラシの作成による販路拡
大

911 福岡県 カーショップ　ヒーロー ―
メンテナンス診断機の導入による“車の健康診断”事
業の展開

912 福岡県 株式会社髙取焼宗家 7290001044102
NEO髙取焼の開発と、ランディングページの制作に
よる販路開拓

913 福岡県 セカンドコネクション ―
アメ車専門修理及び出張買取事業の展開による販
路開拓事業

914 福岡県 華ぼたん ―
刺繍機を使ったお酒を飲まない女性が気軽に来店
できるお店づくり

915 福岡県 小石原焼上鶴窯 ― 上鶴窯オリジナルパンフレット・ロゴ作成

916 福岡県 いっ福 ― 店舗の利便性改善PR活動による顧客への周知

917 福岡県 Ribbon美容室 ―
高齢者に特化した設備導入による高齢者向け新
サービス展開事業

918 福岡県 原田うなぎ屋 ―
店内バリアフリー化とうなぎの仏風コース料理考案
で販路拡大

919 福岡県 有限会社　鬼丸雪山窯元 5290002043435
髙取焼の特徴と作陶技術を活かした陶器スピーカー
の販路開拓

920 福岡県 クラフト合同会社 8290003005233
リフォーム・ガーデニングの2刀流プロショップとして
の確立

921 福岡県
株式会社ナッドプランニン
グ

3290001079044
住まいのコンシュルジュによる反射・遮熱塗装事業
のPR事業

922 福岡県 天空の茶屋敷 ―
里山ゲストハウスをついつい長期滞在したくなるよう
な宿に！

923 福岡県 末廣寿し ―
季節のデリバリーメニュー開発とホームぺージ新設
による販路拡大

924 福岡県 常岡塗装 ―
新たな遮熱塗装工事サービスの提案による販路拡
大事業

925 福岡県 島屋 ―
伝統ある酒蔵とのコラボ商品「酒まんじゅう」の定番
化と販路拡大

926 福岡県 株式会社　ＦＩＴ 7290001080238 認知度向上による新規顧客獲得のための販促策

927 福岡県 亀口おこし総本舗 ― スイーツ感覚 新おこしの商品開発で販路拡大

928 福岡県 有限会社KIDSONLY 2290002034882
オリジナル商品製作ＯＥＭ事業の展開による販路拡
大
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929 福岡県 中村写真館 ―
ホームページをリニューアルし当店の強みをＰＲする
顧客獲得戦略

930 福岡県 MINOU BOOKS＆CAFE ―
書店スペースの品揃え強化とイベント等開催による
来店促進事業

931 福岡県 粋工房株式会社 3290001037027
短時間で大人数が工芸体験をできる仕組みのより
店舗販売を促進

932 福岡県
株式会社にくづきゆたか
さ

5290001071016
当院独自の身体の強みを知る筋まく占いの事業展
開と販路拡大

933 福岡県 ペットサロンモモ ―
子ネコへのプチトリミングサービスによる生涯顧客化
事業の展開

934 福岡県 フリースタイル工房 ―
家具づくり体験工房を入口とする直請リフォーム工
事の新規開拓

935 福岡県 株式会社　ブレイブ 1290001060930 「カーレースマニア」にターゲットを絞ったＰＲ事業

936 福岡県 レストラン　セジュール ―
レストランから弁当専門店への業態変更をＰＲする
事業

937 福岡県 有限会社クルーズ 7290002042939
素材を傷つけず人・環境にやさしいEZ－Blustの開
発・販促

938 福岡県
株式会社　リビングデザイ
ン

7290001080717
事務所で「新建材」と「自然素材」を体感して貰って提
案営業

939 福岡県 株式会社エムエム西日本 6290001036918 農薬散布ドローンの販売促進事業

940 福岡県 セルラボ ―
認知度を上げて新規顧客を増やし、ファスティング体
験で売上UP

941 福岡県 株式会社　延命館 5290001043972
新規顧客獲得とリピート率向上の為の、サービスレ
ベル向上

942 福岡県 en-musubi zakka en ― 「猫×縁結び」をテーマにした雑貨の開発・販売促進

943 福岡県 ブロカントデザミ ―
プレゼンテーションルームへの改装と新商品入荷の
販促物製作

944 福岡県 株式会社イビサ 8290001073430 新ブランド「ibizanima」の商品開発と新規顧客獲得

945 福岡県 中村屋 ―
受発注システムの構築で、惣菜部門の強化と新規
顧客の獲得

946 福岡県 合資会社鳥志商店 6290003003346
100%植物性原材料を活用した無添加麺製品の開
発・販路開拓

947 福岡県 株式会社なみ満 8290001079832
当店の「だし」と梅を連携させた「太宰府梅醤油」の
開発・販売

948 福岡県 合同会社プロスパー 1290003004951 集中・継続した広報活動による販路開拓の取り組み

949 福岡県 hair space Ajito ―
ヘアケア提案と新メニュー追加による高齢層顧客獲
得事業

950 福岡県 株式会社うーの家 7290001056493
マンションリノベーションによるアンティーク空間構築
と販売促進

951 福岡県 ことばの教室　ことりんく ―
ホームページの改定とポスター作成による販路開拓
の取り組み

952 福岡県 石川会館(有) 8290002052945 ディナー部門の強化に伴う視認性を高める広報事業

953 福岡県 イマムラ企画 ―
太宰府の魅力を伝承し発信する地域コミュニティサ
ロンの展開

954 福岡県 金沢屋　筑紫野店 ―
地域密着でホームドクター的な建具店による小回り
営業の販売促進

955 福岡県 有限会社慶寿園 5290002050596
フラワーギフトの個人・法人向け提案型営業による
販路拡大

956 福岡県 howl ―
中華と洋食が若い女性向けに融合した創作料理居
酒屋の展開と販促

957 福岡県 パン工房　ミゲル ―
女性の味方！「食べてキレイに健康になる」新商品
開発と販路開拓
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958 福岡県 吉井スタジオ ―
人生100年時代。町の写真屋が取り組む新技術提供
で販路開拓

959 福岡県 株式会社　渡辺農産 2290001042853
国産ハト麦糠を用いたボディウォッシュの商品開発
及び販路開拓

960 福岡県 ORANGE LoCo ―
新部門トータルビューティサロン事業強化に伴う販路
開拓

961 福岡県 美容室シャンゼ ―
50歳代以上女性に特化したアンチエイジングサロン
の展開

962 福岡県 工房はーべすと ―
家族や店の「顔」となる木製玄関ドアを主力商品とし
た販売提供

963 福岡県 丸筑魚苑 ―
住宅事情の変化に伴う新たな錦鯉の飼い方の提案
による裾野の拡大

964 福岡県 株式会社　宝パック 3290001047661
自社製品の販売サンプル作成及び販売ページ等の
構築

965 福岡県 有限会社　豊城フーズ 1290002052423
古民家を活用した居酒屋が実施する若者向けイベ
ントによる集客

966 福岡県 宝島染工 ―
MADEINJAPAN天然染製品販路拡大の為のWeb構
築事業

967 福岡県 有限会社馬場乳販 6290002047484
「骨の健康チェックと試飲会」の体験型イベント営業
で顧客開拓

968 福岡県
株式会社スポーツ・プラス
ワン

7290001078595
ニーズに応えた運動教室の拡充と新たな受講生の
開拓

969 福岡県 ノエルの樹 ―
当店のパフェの強みを活かした太宰府梅パフェの開
発及び販路開拓

970 福岡県 (有)ハリカ三潴店 3290002053816
香典返しと香典帳整理に特化したサイト構築による
全国展開事業

971 福岡県 株式会社井上組 4290001036911
近隣住民の方にも配慮した工事施工とそのPRで新
規顧客開拓

972 福岡県 花洋裁店 ―
観光客向け体験型ワークショップ開催による販路開
拓

973 福岡県 今村建設 ―
健康志向住宅の提案によるリフォーム分野顧客の
発掘事業

974 福岡県 グリーン曽田 ―
庭の良さを伝えるための空間整備及び情報発信の
強化

975 福岡県 伊都コミュニティネット ― 野菜ジャムの販路開拓とドライピクルスの開発

976 福岡県 かぶらや　若林商店 ―
敷地整備によるバリアフリー化とイベント開催による
新規顧客獲得

977 福岡県 フラワーショップ遊花 ― 店舗増床によるオリジナル商品開発とレッスン拡充

978 福岡県 Kashikichi星の村 ―
製造量UPとそれに伴う販路拡大の為の作業場拡張
工事

979 福岡県 吉積米穀店 ―
自社ブランド商品「タジカラ米」のブランド化による販
路開拓事業

980 福岡県 ㈱ヤサイプロジェクト 7290001079759
ビタミン・ミネラル・機能性成分の多い野菜セットの販
路拡大

981 福岡県
行政書士田中雄三法務
事務所

―
当事業所の認知度アップを図り建設業特化で地域
No1を目指す

982 福岡県 株式会社　黄河 9290001024003
カスタマイズ可能なラボ用のクラフトジン蒸留装置の
試作開発

983 福岡県 一九ラーメン・いちり ―
店舗外観・案内看板のイメージUPによる集客・周知
の向上事業

984 福岡県
L’atelier　fur （ラトリエ
フォー）

―
ヘッドスパ・リラクゼーション新メニューと環境づくりで
売上拡大

985 福岡県 モツ鉄板鍋たんたん。 ―
五感を刺激するランチ・オリジナル肉丼の開発によ
る販路拡大

986 福岡県 VillageHair ― 糸島発！ヘッドスパサービスの導入と新規顧客獲得
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987 福岡県 有限会社博多海苔 2290002033439
博多海苔商品の認知度向上に比例した販路拡大・
売上向上

988 福岡県 創作ＩＺＡＫＡＹＡ四季彩 ―
これまでにない創作居酒屋が作るハバネロ調味料
の販路開拓

989 福岡県 ペットサロンメイプル ―
安い!早い！きれい！ペットのＱシャンプー開始によ
る販路開拓

990 福岡県 太宰府草の家 ―
音楽を気軽に楽しめるカフェの認知度向上と席数増
設で集客ＵＰ

991 福岡県 有限会社トゥインクル 2290002041929
庭の定期管理をチラシと自社ＨＰでＰＲ！新規顧客
の開拓を図る

992 福岡県 串焼き　時松 ―
女性でも気軽に入れる居酒屋へ改装しチラシでＰ
Ｒ！売上増加計画

993 福岡県 緑水茶房 ―
小さな茶舗の2代目が挑む！開発した新商品で新規
顧客の開拓

994 福岡県 きりかぶ工房 ―
日本初！割れない丸太輪切りと輪切り製品の本格
販売開始

995 福岡県 株式会社Gatou 3290002050697
日本伝統美を継承するアートファブリック(布)の販路
拡大計画

996 福岡県 まんまる食堂 ― 商店街発！子供用施設開設による販路拡大

997 福岡県 株式会社アダマス 9290001069709
天然石専門店の認知度アップと自社ＨＰを刷新して
新規顧客を開拓

998 福岡県 スンミスタイル ―
耳つぼセラピーと耳ヨガトレーニングのメソッド開発と
販路開拓

999 福岡県 五条駅前保育園 ―
育児設備を充実させてチラシや看板でＰＲ！入園者
増加を目指す

1000 福岡県 株式会社芳香園 7290001043533
茶道具のプロが丁寧解説付きで自社ＨＰにて販売！
収益ＵＰを図る

1001 福岡県 ＥＰＩＣ　ＣＲＡＦＴ ―
海外製日本車の逆輸入が気軽にオーダー可能！販
路開拓し売上ＵＰ

1002 福岡県 株式会社宝満建設 6290001041158
看板・イベント・チラシで知名度アップ、受注拡大作
戦！

1003 福岡県 COZA -par ici- ―
雑貨屋が手掛けるオシャレな土産商品の開発で売
上ＵＰを図る

1004 福岡県 カレーとケーキの店　さら ―
集客アップを図り、新メニュー「縁結びカレー」の売上
を伸ばす！

1005 福岡県
ネイルサロン　little
happiness

―
ネット集客導入・サービス向上でお客様満足度と客
単価を同時ＵＰ

1006 福岡県 有限会社ＳＮＣ 9290002028333
高度診断機の導入による電気系統の総合修理店の
確立

1007 福岡県 ACT LINE株式会社 5290001072749
地元地域と建設業者に特化したマッチングサイト
サービス事業

1008 福岡県 株式会社SING 9290001056293
シリコーン商品並びにご当地プリンの販売による新
規顧客の獲得

1009 福岡県 有限会社　斉藤園芸 8290002039208
「宝満石を使った庭園づくり」の提案による新規顧客
の開拓

1010 福岡県 ナガタ地所株式会社 1290001040998
「360°動画掲載地域№1」のPRによる新規顧客の開
拓

1011 福岡県
株式会社JAPAN FOOD
PROJECT

5290001067897
太宰府観光客のリピータ対策！冷凍からあげのネッ
ト販売事業！

1012 福岡県 株式会社IKD企画 7290001062946
インテリアの販売施工が出来るカフェのPRによる新
規顧客の獲得

1013 福岡県 くわの鍼灸院 ―
新しい太宰府土産「太宰府ジンジャー」で太宰府の
経済を活性化

1014 福岡県 すざく鍼灸整骨院 ―
オーダーメイド施術（自費治療）のPRによる新規顧
客の獲得

1015 福岡県 有限会社太宰府電工 1290002039585
IoT技術を活用した防犯システム開発による販路拡
大への取組み
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1016 福岡県
有限会社ミュージックギャ
ラリー福岡

8290002028565
習い事ＷＥＢサイト運用による講師・受講者マッチン
グ事業

1017 福岡県
ジオマリンサイエンスリ
サーチ

―
オリジナルクレイクラフトのレンタル・販売による新規
顧客の獲得

1018 福岡県 株式会社　浄美堂 6290001062402
自社ＨＰ改良とペット供養のネット販売による新規顧
客の獲得

1019 福岡県
株式会社ワイ・エイチ・
ティ・トレーディングカンパ
ニー

6290001041315
「スケート靴専用のプリント紐」の開発による新規顧
客の獲得

1020 福岡県 株式会社　ヨシタケ 8290001050735
常用草刈機を中心とした農業用機械のレンタル事業
の開始

1021 福岡県 株式会社ウィズキュリオス 9290001059040 PB商品の展示会出展事業

1022 福岡県 焙煎工房まめや総本店 ― 「見て楽しい・味わって美味しい」ドリンクで販路開拓

1023 佐賀県 有限会社旅館松園 7300002006322
ホームページ＆客室案内の多言語化による外国人
集客強化事業

1024 佐賀県 カーテック岸元 ― 「大口径タイヤ持ち込みでの組み換えサービス」

1025 佐賀県 有限会社藤武建設 2300002007440
老前リフォーム需要を先取りするバリアフリー商談ス
ペースの設置

1026 佐賀県 有限会社重富呉服店 8300002007179
全国を視野に「貴女の足にあわせて挿げる」草履の
ネット販売事業

1027 佐賀県 有限会社松尾石油店 1300002007400
有明海沿岸道路開通目前！サインポール整備によ
る大型車誘導作戦

1028 佐賀県 味彩あらい ―
団体客獲得のための送迎用ラッピング車両による広
告宣伝活動

1029 佐賀県 光洋自動車 ―
かゆいところに手が届く地域密着トータルメンテナン
スセンター

1030 佐賀県
有限会社渕野陶磁器原
料

1300002007020
ブランド力強化のための自社メディア構築とセミナー
集客

1031 佐賀県 たかだ電動機株式会社 1300001009513
視覚障害者の自立支援を目指したスマートサイトの
推進

1032 佐賀県 中里染物店 ―
ホームページを活用した日本伝統「手染め大漁旗」
の販路開拓事業

1033 佐賀県 有限会社一福荘 3300002007043
インバウンド観光客獲得のため多言語HPでの海外
へ情報発信

1034 佐賀県 トワール ―
店舗認知度向上のための看板設置とオリジナルT
シャツ受注の拡大

1035 佐賀県 有限会社原田製樽所 8300002001735
ネットショップ開設によるBtoC実現と商品開発による
販路拡大

1036 佐賀県 有限会社徳島緑化建設 8300002004127
「笑う門には（庭）福来る」メニュー開発と情報発信事
業

1037 佐賀県 株式会社清峰 1300001004464
高齢化社会に抗う認知症の予防・改善に効果のある
機能訓練の導入

1038 佐賀県 牛島建具店 ―
建具職人の技を活かした組子の新たな市場開拓と
情報発信

1039 佐賀県 渕上酒店 ―
「小さな商店街」を再現！販促イベント開催のための
駐車場整備

1040 佐賀県 菜の菜 ―
滴る肉汁に火傷注意！白石産玉ねぎたっぷり豚ま
んの販路拡大事業

1041 佐賀県 一ノ瀬理容院 ―
エレガンスな雰囲気とホーロー洗面台導入による顧
客満足向上計画

1042 佐賀県 有限会社白石鋼業 9300002007186
鉄骨専用新型CADの導入による高難度鉄骨工事の
内製化計画

1043 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506
花酵母で醸した日本酒のフランスにおける販路開拓
及び情報発信
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1044 佐賀県 有限会社太田製茶 5300002006621
地域トップブランド「うれしの茶玉露」使用した新商品
の販売促進

1045 佐賀県 有限会社副久製陶所 6300002006249
多言語ウェブサイトによる伝統技法「濃み（だみ）」商
品のPR

1046 佐賀県
有限会社ナカシマファー
ム

4300002007001
乳清「ホエイ」を活用した「ブラウンチーズ」製造と販
路開拓

1047 佐賀県 下津浦法律事務所 ―
神埼市民の安心と信頼のために広告宣伝活動によ
る認知度の向上

1048 佐賀県 HANAデザイン事務所 ―
子育て世代を応援！ママも子どもも嬉しい世界に
たった一つの商品

1049 佐賀県 白武建築 ―
積算ソフトの導入で、任せて安心住んで納得のリ
フォーム強化計画

1050 佐賀県
有限会社関セメント工業
所

2300002006459
他社との差別化を図りながら情報発信を行い新規顧
客開拓に努める

1051 佐賀県 Ｆｌｅｕｒ ―
心と体に本当の癒しを！エステサービス拡充とＰＲで
新規顧客獲得

1052 佐賀県 ことり美容室 ―
「エイジングケア教室」としてのイメージ確立と新規客
獲得事業

1053 佐賀県 田中茶舗 ―
銘茶問屋による「シェア急須」サービス開始とプロ
モーション事業

1054 佐賀県 有限会社江口鮮魚店 4300002004774
ファストフィッシュ「神魂（しんたま）」プロモーション展
開事業

1055 佐賀県
有限会社竹崎観光ホテル
梅﨑亭

5300002007099
インバウンド旅行客の安心サポート多言語ＨＰで魅
力発信

1056 佐賀県
新選組・味納喜知吉野ヶ
里

― 「また来たい・また食べたい」飲食店として成長

1057 佐賀県 株式会社江口農園 7300001010366
アジア野菜を生産、エスニック料理のメニューを提案
する拡販事業

1058 佐賀県 有限会社酒井商店 7300002011280
パイプクリーニング事業展開による新規顧客獲得事
業

1059 佐賀県 有限会社アドバンス 8300002009844
木の温もりを感じる知育玩具、積みにくい積み木「つ
みにっか～」

1060 佐賀県 有限会社須賀 1030002116856
呼子朝市名物「干物」をいつも美味しく気軽に食する
為の販路拡大

1061 佐賀県 鶴商店 ―
ホームページとネット通販構築による認知度アップと
全国展開

1062 佐賀県
有限会社旅館初音荘新
館

8300002006354
露天風呂付き客室リニューアルによる新規顧客開拓
事業

1063 佐賀県 有限会社旅館くじゃく 8300002006321
シニア層向け「おもてなし環境整備」と新規プランに
よる販路開拓

1064 佐賀県 えがお合同会社 1300003001328
障害者・高齢者が安心・安全・快適に移動する交通
手段の提供事業

1065 佐賀県 東京家旅館 ―
高齢者層等のリピーター化を目指したバリアフリー
化事業

1066 佐賀県 旅館清川 ―
ホームページのリニューアル＆多言語化による新規
顧客の獲得事業

1067 佐賀県 つかさ旅館 ―
インバウンド等新規顧客獲得の為のホームページ開
設

1068 佐賀県 有限会社佐嘉の絲 9300002005272 「安心・安全・美味・健康」の「健康麺」販促事業

1069 佐賀県 千曲荘 ―
「水入らず温泉付き川沿い客室」の新設による顧客
満足向上事業

1070 佐賀県
有限会社アサヒ・アグリ佐
賀

2300002004248
佐賀県産レンコンを活用した糖質制限チップスの開
発

1071 佐賀県 有限会社岡電気 4300002009286
新規＆リピーター増加システム～事業大幅拡大計
画～

1072 佐賀県 有限会社基山建設 8300002009299
人にやさしい家づくりを目指す建設会社への体制づ
くり
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1073 佐賀県 寺﨑畳店 ―
超顧客満足施設　インテリアトータル展示相談会場
開設

1074 佐賀県 株式会社ドライブワン 5300001007091
健康サービス事業の認知度向上による新規顧客の
獲得

1075 佐賀県 ＭａｒｉｋｏＫ ―
町内初！独自の世界観を伝える展示受注会ＰＲによ
る新規顧客開拓

1076 佐賀県 株式会社堀田工務店 9300001008540
「無添加住宅」等の特色ある家づくりと分譲地ＰＲに
よる受注拡大

1077 佐賀県 福祉タクシーさくら ―
体の不自由な方が移動時に利用できる車いすスト
レッチャーの導入

1078 佐賀県 ふゅうじょん ―
七山産の規格外食材を使用した当店オリジナル料
理の提供

1079 佐賀県 合同会社Fukumo 3300003001094 「大町たろめん」新バージョン開発と情報発信事業

1080 佐賀県 有限会社深川亭 9300002007285
顧客情報収集から来店頻度向上へ！「ポイントカー
ド」導入事業

1081 佐賀県 みたに行政法務事務所 ―
「相談信頼度Ｎｏ．１」行政書士事務所の認知度アッ
プ広報事業

1082 佐賀県 諸石酒店 ― シニアソムリエ厳選高級ワインギフト展開事業

1083 佐賀県 有限会社野田屋 6300002005077 「街のよろずや」としての仕出し業推進事業

1084 佐賀県 きずなまりん ―
車椅子や身障者に対応した遊漁船の確立及び新規
顧客開拓

1085 佐賀県 リストランテマツシマ ―
松島の新鮮な食材を活用したお土産品開発による
全国への魅力発信

1086 佐賀県 居酒屋土井商店 ―
売上向上のための広告宣伝と人気メニューのふるさ
と納税への出品

1087 佐賀県 チナツ洋菓子店 ―
世界に一つだけのオーダーケーキの魅力を伝えるカ
タログ等の作成

1088 佐賀県 丸安 ―
従来のイメージを払拭し新たな一歩を踏み出すブラ
ンディング戦略

1089 佐賀県 有限会社鮎の里 7300002010885
地域生産者と消費者をつなぐ「手作りジャム」の販路
拡大計画

1090 佐賀県 野田の元湯株式会社 7300001009037
地域の食材を生かしたアイスづくりで新規顧客の獲
得

1091 佐賀県 エムテック有限会社 2300002004058
美容室経営者向け会員制ショッピングサイトの全面
リニューアル

1092 佐賀県 株式会社フリーマム 6300002005713
ニオイ対策：洗たく専用消臭液「安心してプラス」の
販路拡大事業

1093 佐賀県 株式会社ワイズ企画 1300001011155
既存事業を活用した新事業「外壁のカビ除去サービ
ス」の展開

1094 佐賀県 有限会社大丸スポーツ 1300002005131
細部にこだわった高精度デザインプリントの実現と
販路開拓事業

※

1095 佐賀県 株式会社COREST-LABO 4300001009774
佐賀県産米粉１００％スイーツの催事イベント出店展
開・EC販売

1096 佐賀県 大串製菓店 ―
和魂洋才！日本版「オランダ★和っふる」開発と販
路開拓事業

1097 佐賀県 グロースオート ―
新たな自動車整備工場の業態「持ち込み品取り付け
専門店」の確立

1098 佐賀県 有限会社S・T・M商事 4300002005491 酵素水、酵素チップ販売の海外展開、販路拡大事業

1099 佐賀県 めぐみサラダ館 ―
提灯、祭壇の無料貸出により初盆関連商品の売上
向上を目指す。

1100 佐賀県 株式会社門田木工 4300001008347
リビングダイニング家具「kumukumuシリーズ」の販売
拡大

1101 佐賀県 株式会社岩根工芸 1300001009348
こだわりの「１点モノ」を求める顧客獲得へのHPリ
ニューアル
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1102 佐賀県 株式会社田中石油 1300001006386
ホームページ及びWeb広告を利用した新規顧客獲得
事業

1103 佐賀県 あびによん ― ドライフルーツを使ったギフト用商品の開発

1104 佐賀県
有限会社中願寺総合保
険

7300002009531
キッズスペースの設置と店舗レイアウト変更による
集客拡大

1105 佐賀県 旅館杉乃家株式会社 8300001003807
新しいロゴ・パッケージ作成による女性目線のリブラ
ンド事業

1106 佐賀県 有限会社森石州瓦 5300002005359
「サーモグラフィを用いた雨漏り１００％解決を目指し
た診断」

1107 佐賀県 有限会社ハウスユーアイ 4300002005351
「ギャラリー・イベント施設」の貸出サービスの集客事
業

1108 佐賀県 有限会社古湯温泉扇屋 6300002005449
歴史的文化と佐賀の技術を活用したデッドスペース
活用事業

1109 佐賀県 有限会社鮮商事 9300002011527
プレハブ冷凍庫導入による「呼子イカ」全国の食卓へ
お届け事業

1110 長崎県 OLD FELLOW COMPANY ―
機材導入による生産性アップでこだわり革製品の販
路拡大

1111 長崎県 株式会社マルマス 9310001006948
【七椿シリーズ】のブランド化を目指す商談会出展に
よる販路拡大

1112 長崎県 中央自動車整備 ―
既存整備工場との相乗効果発揮による外国車整備
市場への進出事業

1113 長崎県 ステンドグラス無限工房 ―
「長崎県の教会シリーズ」商品市場展開による売上
増加事業

1114 長崎県 株式会社　永泉 4310001006201
観光客を取り込む波佐見焼展示販売場への改修事
業

1115 長崎県 株式会社Kuruli 8310001014530
焼き立てパン製造で培った技術を活かした焼菓子の
ブランド化事業

1116 長崎県 Sand Blast Art aluku ―
看板設置・フリーペーパー掲載による新規顧客獲得
及び売上拡大

1117 長崎県 あったか弁当どんど亭 ―
イートインコーナー設置と新企画による顧客獲得及
び販路拡大

1118 長崎県
ガレット・ＫＡＭＥＹＡ・串っ
くす

―
開業１５周年を機に素材と調理方法アピールによる
売上拡大事業

1119 長崎県 佐藤啓製麺 ― アトリエジジ新店舗カフェスペースでの事業展開

1120 長崎県 案山子 ― カラオケ設備導入による新規需要獲得事業

1121 長崎県
有限会社　海産物のわた
なべ

2310002019641
ネバとろ海藻無添加食材需要掘り起こしによる販路
拡大事業

1122 長崎県 野村自動車整備工場 ―
設備投資による「オイル交換」と「タイヤ販売」の拡大
事業

1123 長崎県 有限会社宇宙模型 6310002007642
高機能３Ｄプリンターの導入による新市場の開拓事
業

1124 長崎県
ファッションルームイノウ
エ

―
『地域で一番「高齢者を大切」にする店づくり推進事
業』

1125 長崎県
株式会社　人間根本問題
研究所

5310001015201 起業家向け新講座PR事業

1126 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344
新商品開発と商品情報の高質化、データ化を通じた
販路拡大

1127 長崎県 バーバーショップグロウ ―
高齢者・障害者に喜ばれる送迎新サービス展開事
業

1128 長崎県 有限会社 池月 3310002019277
地域住民の高齢化に適合する施設のバリアフリー化
推進事業

1129 長崎県 石商イマダ ― 石材業復活のためのPR大作戦！！

1130 長崎県 株式会社　鹿田工業 9310001014810 手摺り製作機導入による受注量増加事業
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1131 長崎県 田舎家 ― 顧客の利便性向上のための店舗改装事業

1132 長崎県
五島ダイビングセンターナ
イスばでぃー

―
五島列島唯一の滞在型観光宿泊施設を周知して売
上増

1133 長崎県 フジ製作 ―
特許LED搭載ルアーを3Dプリンターで試作し量産
化、販路拡大

1134 長崎県 株式会社未来工業 7310001014787
ＨＰによる情報発信でリフォーム部門の認知度向上
と販路拡大事業

1135 長崎県 梶田製菓 ―
お土産品ニーズへの対応による島外顧客への販路
開拓

1136 長崎県 hair station K ―
個室スペースでの美顔・顔そりで地域オンリーワン
サロン計画事業

1137 長崎県 髪頭皮ケア　静 ―
根本から改善！美容と健康のトータルケアサービス
による販路開拓

1138 長崎県 カットルームおかむら ― 「訪問美容」への取組で高齢者と地域を活性化

1139 長崎県 かわら畳店 ―
カフェ開設で新たな顧客創出と地域交流拠点賑わい
づくり事業

1140 長崎県 和風スナック桃華 ―
客席増と個室リニューアルで団体客取りこぼしストッ
プ！

1141 長崎県 有限会社福冨管工 8310002007913 空調・消火設備配管加工を極めて競争力強化

1142 長崎県 L’ECRIN ―
外国人にもPR!動画で見る由緒正しい日本人の結婚
式！！

1143 長崎県
トータルリフォーム　エヌ
ズ

― 雨漏り工事PRによる新規顧客開拓事業

1144 長崎県 いろベジキッチン ―
夏メニュー・テイクアウト商品・インテリア雑貨販売で
の販路開拓

1145 長崎県 有限会社ナカミチ 3310002018774
事務機器販売業との相乗効果を発揮する「家電設
置分野」進出事業

1146 長崎県 株式会社翔久 7310001010010
自社の製造ノウハウを生かしたモノづくりで新マー
ケット獲得

1147 長崎県 有限会社長崎本舗 4310002007826
HP・SNS再構築・連携による広報強化、ネット等の販
路拡大

1148 長崎県 株式会社　澤乃屋 9310001012467
クロス張り部門の内製化により自社人材育成・技術
力向上推進事業

※

1149 長崎県 杉山理容室 ―
来店困難者へ福祉理美容士の訪問理容による販路
拡大事業

1150 長崎県 松尾石材株式会社 1310001001997
ホームページの刷新を行い、新客層を取込み売上
の増加を図る事業

1151 長崎県 マスダオートサービス ―
「トルコンチェンジャー」導入による、若い消費者の囲
い込み

1152 長崎県
有限会社オートハウスア
ツ

7310002006338 新事業分野確立による新たな付加価値の創出

1153 長崎県 新板屋 ―
高齢者向けメニュー開発と保存版カタログ配布によ
る売上拡大事業

1154 長崎県 近藤自動車商会 ―
多種多様な車種に対応可能な設備機器導入による
市場開拓事業

1155 長崎県 小林酒店 ―
店舗改装による、リピーターの増大、客単価向上の
実現事業

1156 長崎県 のうち製麺 ―
思い出づくりでファンづくり！「素麺の手延べ体験」開
始事業

1157 長崎県 株式会社　狩野食品 9310001009810
特大看板によるブランド品の周知で、BtoB・BtoCを
拡大

1158 長崎県 山屋タイヤサービス ― 大型タイヤチェンジャー導入による販路開拓事業

1159 長崎県 楠田製麺 ―
自社ブランド「見岳の里」による独自販売ルート開拓
事業
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1160 長崎県 有限会社みゆき蒲鉾本舗 5310002016818
ＨＰ改修と顧客管理システム導入による小売り販売
の強化

1161 長崎県 株式会社フジシタ 2310001011608
乗用型ジャガイモ堀取機「ブルガール」の開発及び
販促活動

1162 長崎県 アイアカネ工房 ―
新店舗のＰＲとインバウンドおよび海外向け販売促
進への対応

1163 長崎県 吉田食品手延工場 ―
オリジナル手延素麺「あい（藍）そうめん」開発と若者
市場開拓

1164 長崎県 本多製麺　有限会社 6310002018400
独自商品「手延パスタ」を拡販し、経営の柱に育成す
る事業

1165 長崎県 林田米穀店 ―
新規顧客・新市場開拓のための良質米３００g真空
パック商品

1166 長崎県 浦川理容 ― 高齢・障がい者の為の理容椅子の導入

1167 長崎県
株式会社ケーエムクリー
ン

1310001015163 ホームページの作成による営業活動の活発化

1168 長崎県 やきとり伸助　種 ―
店舗と豊富なメニューの宣伝による遠方客と子連れ
客の獲得

1169 長崎県 ながせ陶房 ― 販路開拓のためのギャラリー・ショップへの改修事業

1170 長崎県 あい娘酒造合資会社 9310003001583 海外アジア日本酒輸出販路拡大事業

1171 長崎県 ＭＡＲＵＺＥＮ ―
看板・ＳＮＳ等によるＰＲとテイクアウトへの取組で集
客アップ

1172 長崎県 有限会社　中山石材 5310002018954
壱岐島初！石材店による家族ルーツ＆パワース
ポット売上拡大事業

1173 長崎県 本多兄弟商会 ―
新商品「南島原市手延べラーメン」を世界遺産で増
加する観光客へ

1174 長崎県 有限会社川口新建材 2310002014361
フロント回りの改装及び陳列棚、看板の設置による
売上拡大

1175 長崎県
篠﨑竜大建築計画事務
所

―
壱岐島の設計事務所ＨＰ発信による県外受注獲得・
販路拡大事業

1176 長崎県 レストハウス　森のしらべ ―
シャワークライミング定員数アップに伴う売上増加事
業

1177 長崎県 株式会社　山野果樹園 5310001014954
規格外品を加工して販売するためのパッケージ開発
を行い販路開拓

1178 長崎県 Hair design CHRONO ―
SNS映えを狙った店舗改装と新ヘッドスパによる販
路拡大

1179 長崎県 ボディショップ城台 ―
高張力鋼板対応溶接技術の導入による売上増加事
業

1180 長崎県 藤田克弥製麺工場 ―
長崎県内産にこだわった「オール長崎」素麺により売
上拡大を図る

1181 長崎県 川村工務店 ― ３D  CAD提案力強化による受注拡大事業

1182 長崎県 飛永勲製麺 ―
ホームページの構築と物産展・商談会出展による販
路先拡大事業

1183 長崎県 丸ま ―
法事需要及び観光客を取り込むための設備導入に
よる販路拡大

1184 長崎県 おかし工房　Ｌｏｃｏ ―
生産ロスの減少及び販売機会の向上を目指した冷
蔵保管装置の導入

1185 長崎県 有限会社　菱甚 1310002018396
手延素麺工場内直売コーナーのバリアフリー化によ
る小売拡大事業

1186 長崎県 かけこみ ―
奈留島住民と観光客が交流できる新たな拠点づくり
事業

1187 長崎県
有限会社　岩本観光グ
ループ

7310002018374
店内リニューアルとバリアフリーで地域一番店の地
位を維持

1188 長崎県 有限会社池田乳業 6310002018805
お年寄り世帯の見守りと農作業者の買い物サポート
による販路開拓
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1189 長崎県 尚時堂株式会社 1310001006427
独自技術でお客様の生活の質を変える！老舗メガ
ネ店の挑戦

1190 長崎県
ビューティー＆リンパサロ
ンPao

―
マッサージ店からトータルビューティーサロンへ！総
合PR事業

1191 長崎県 川本自動車 ― 弱み×機会の戦略による販路開拓・顧客獲得事業

1192 長崎県
カフェ アンド グランピング
てぃーだ

―
グルテンフリーによるパン及び菓子の製造販売と宣
材作成

1193 長崎県 anowes for hair ―
県北地区初の商材を使ったヘッドスパ導入による客
単価向上の実現

1194 長崎県 有限会社　甚五郎寿し 6310002018383 交通弱者への新サービス展開による販路拡大

1195 長崎県 NES STUDIO ―
県内初、その場で即オリジナルウェア制作で新規顧
客の獲得

1196 長崎県 studio wani ― 新規顧客獲得・販路開拓のためのイベント出展事業

1197 長崎県 富江おでん富む ―
地域資源活用メニューとトイレ改装による女性客・観
光客の獲得

1198 長崎県 富江自動車整備工場 ―
地域コミュニティを兼ねた商談ルームによる顧客獲
得で売上拡大

1199 長崎県 嘉祥株式会社 1310001013704
新商品「アンド羊羹」の生産力向上による卸販売売
上の増加

1200 長崎県 株式会社　利左エ門 1310001006294
手仕事技術が光る！関西圏（大阪市内）での販路開
拓共同事業

1201 長崎県 有限会社　菊祥陶器 3310002012208 作り手の思いを直接伝えるためのギャラリーの創設

1202 長崎県 洗濯工房 ―
インターネットを利用した宅配クリーニングによる販
路拡大

1203 長崎県 前田建築 ―
解体「ゼロ」で住宅欠陥診断。納得の見積でリフォー
ム受注拡大

1204 長崎県 大石農園 ―
ホームページ開設による新規客獲得と生産量増強
の為の補助事業

1205 長崎県 ＮＥＷパンドラ ―
個を重んじる顧客ニーズへの適合による顧客満足
度向上

1206 長崎県
株式会社　呉服のながい
け

1310001009735
着物に触れる機会を！七五三商品のレンタル事業
の開始

1207 長崎県 有限会社　いのぐち 5310002018665
衣料品小売業から地域のランドマーク・交流拠点へ
経営シフト

1208 長崎県 コンビニエンスストア源 ―
韓国人釣り客がゆっくり買物できる「買物アメニティ
整備事業」

1209 長崎県 石川水産 ―
美味しい魚をご家庭で！取れたて鮮度で食卓に笑
顔をお届けします

1210 長崎県 三兄弟工房 ―
世界遺産登録に係る受入体制の強化と新業界への
挑戦

1211 長崎県 福島農園 ―
桃の「特別栽培」による高級ブランド化と新規販路開
拓の実現！

1212 長崎県 有限会社　平田旅館 3310002019137
畳用の座卓テーブル・椅子の導入に伴う顧客満足度
増進事業

1213 長崎県 おくうら ― “おくうら”の売上向上を目指す広告戦略事業

1214 長崎県 GYARIRU ―
トータルビューティーで笑顔が生まれる街づくり客数
増加事業

1215 長崎県 健康整体ハナミズキ ―
本来必要な広告宣伝活動を着実に行うことであるべ
き売上高を確保

1216 長崎県 有限会社　吉村潜水 5310002014524
製造業務効率化により販路開拓と贈答品需要発掘
の仕組みを構築！

1217 長崎県 よかかお株式会社 9010901028205
観光公道カートを活用したカートレンタル及び喫茶店
の販路拡大
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1218 長崎県
サテライト・ヤマ昇　株式
会社

6310001011488 新メニュー「ヘルシー胸肉の唐揚げ」による販路拡大

1219 長崎県 株式会社大村湾リゾート 7310001014192
検索を辞め、探索・模索し続ける新入社員研修＠無
人島田島

1220 長崎県 パワーパートナー ―
創業期の知名度アップに向けて情報発信機能強化
事業

1221 長崎県 原味噌醤油店 ―
健康な暮らしを支える伝統製法の有機味噌の開発と
食育体験事業

1222 長崎県 有限会社時津車輌商会 8310002007797
高性能診断機導入による作業性品質向上で顧客拡
大・売上アップ

1223 長崎県 有限会社翔芳窯 5310002012395
ホームページ開設による知名度向上と販路開拓事
業

1224 長崎県
株式会社　グリーンライフ
大島

5310001013477
庭園施工代金１０％ＯＦＦよか庭みてみん？キャン
ペーン！！

1225 長崎県 橋本建材店 ― 新たな展示スペース設営による新規顧客獲得事業

1226 長崎県 Day’ｓCamera ―
地元カメラマンが作る格安動画でなじみやすい地元
情報発信事業

1227 長崎県 愛サロン ― オートシャンプー台の導入による新規顧客獲得事業

1228 長崎県 大衆割烹　太郎 ―
堀炬燵部屋の増加による若者・外国人・高齢者層の
顧客満足度向上

1229 長崎県 横山保険サービス ―
業務提携を機会に家業から企業への経営体質改善
事業

1230 長崎県 理容ZEN ―
理容店のバリアフリー化による高齢顧客への安心感
の提供

1231 長崎県 炉端大根地 ―
快適な空間の創出を図った宴会場づくりによる販路
開拓

1232 長崎県 味処　角丸 ―
壱岐産品を使ったｵﾘｼﾞﾅﾙ加工食品の増産・市場開
拓事業

1233 長崎県 おしゃれの店ながた ―
リラクゼーションサロンと美容室開設による事業の新
展開計画

1234 長崎県 株式会社　井川武商店 9310001010116
ファサード「リニューアル」による店舗認知率向上事
業

1235 長崎県 久保茶舗 ― 入口ドア付近の店舗改装による店舗魅力アップ事業

1236 長崎県 株式会社ミヤショウ 5310001012859
身近な電器店がショールームに変身！店内改装で
販路開拓事業

1237 長崎県 素泊まりの宿しらはま ―
宿泊・飲食店舗のコンセプトを確立して堅実に売上
高を伸ばす事業

1238 長崎県 フクダオートサービス ―
新デントリペアサービスの導入により、島原半島一
番店を実現

1239 長崎県 ㈲木村住建 3310002001425
伝統建築を重んじる地場工務店が考える新規顧客
アプローチ事業

1240 長崎県 今里酒店 ―
観光客へ波佐見地酒のPRとクレジット決済対応事
業

1241 長崎県 民宿西泊 ―
宿泊施設と周辺観光地の知名度アップのための
ホームページ製作

1242 長崎県 魚勝 ―
女性グループ向け「ヘルシー御膳」の提供による販
路開拓

1243 長崎県 オフロード ―
地道な努力で、待ち(町)の下請から長崎南部の頼れ
る助っ人へ

1244 長崎県 みなとやゲストハウス ―
生産者を全面に生かした企業イメージ向上ブラン
ディング事業

1245 長崎県 有限会社　あかせ商事 3310002018659
大看板設置により、会社広告と地域情報の提供を行
う事業

1246 長崎県 レストラン　凪 ―
分煙してお客様に快適な空間とお食事を提供する小
さなレストラン
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1247 長崎県 株式会社　里山建築 6310001015340 ＨＰのスマホ対応化による施工実績ＰＲの強化

1248 長崎県 株式会社　丸研特殊印刷 3310001006391 デジタル印刷機web受注システム構築 ※

1249 長崎県 ブティックビザビ ―
創業２０周年記念イベントで年間売上３０％増と新規
顧客獲得

1250 長崎県 株式会社市場建築 3310001007217
スマートフォン対応ホームページ構築によるリフォー
ム受注拡大

1251 長崎県 川谷商店 ―
仮眠室・シャワー室・調理場設置で釣り客の顧客満
足度向上事業

1252 長崎県 有限会社谷川建築 9310002014181
リフォーム事業のターゲットエリア拡大で新規顧客開
拓

1253 長崎県 株式会社松村工業 8310001012162
ホームページを活用した人材採用強化による売上拡
大

1254 長崎県 近藤商店 ―
地元産柑橘活用の新商品「生クリームどら焼き」の
売上拡大事業

1255 長崎県 有限会社　日新商会 6310002020364
買い物弱者のための車両による灯油販売と販路拡
大

1256 長崎県 MADO ― 店舗入り口改装による外国人観光客の集客力アップ

1257 長崎県 ハーフロード ―
離島民宿で新規客開拓・35周年記念イベントで休眠
客復活事業

1258 長崎県 株式会社五島列島酒造 3310001011128
世界遺産候補との関連を示すツールの作成と販路
開拓

1259 長崎県 中尾建装 ―
オリジナル水垢取り洗剤「シラ助」で顧客満足度向
上・販路拡大

1260 長崎県 有限会社イービック 6310002019191
顧客ニーズ即対応機能を充実させたＨＰで顧客満
足・売上高向上

1261 長崎県 洋食と珈琲の店トロル ―
飲食店の経営革新「壱岐牛冷凍ハンバーグ」の製造
による販路拡大

1262 長崎県 合資会社三ツ池 9310003002078
蒲鉾土産品開発と店頭受入れ機能強化による販売
促進事業

1263 長崎県 お食事処　味斉 ―
店舗イメージアップと買い物環境改善による新規顧
客獲得

1264 長崎県 小松苑 ― 新冷凍保存技術による海鮮料理の通年提供事業

1265 長崎県 山口石膏製型 ― ロゴとのぼりの制作による販路開拓事業

1266 長崎県 とさや酒店 ― 観光地にある老舗酒店による店舗魅力アップ事業

1267 長崎県
雲仙ロープウェイ株式会
社

3310001008495
観光地のロープウェイ会社による若年層向け顧客拡
大事業

1268 長崎県 金浜やすらぎ会館 ―
地元密着型の葬儀社によるトイレ室改修工事で新規
客獲得事業

1269 長崎県 たら福亭 ―
観光地の休憩所的機能を持つ食堂で新規客獲得事
業

1270 長崎県 雲仙観光株式会社 3310001008487
地域密着型の旅行業者による利用客拡大のための
広告宣伝事業

1271 長崎県 松武司法書士事務所 ―
司法書士業務支援システムの導入による巡回型司
法書士の実現

1272 長崎県 有限会社　本多工務店 6310002016585
プレゼン・見積積算ソフト等の導入による新規客獲
得事業

1273 長崎県 荒木精肉店 ―
精肉業が営む焼肉店による外国人観光客の誘客拡
大事業

1274 長崎県 ＰＡＰＡ－ＭＡＭＡ・ＢＡＢＹ ―
美容室による新規サービスの実施による売上拡大
事業

1275 長崎県 吉兆 ―
居酒屋による観光客需要をターゲットにした顧客層
拡大事業

44/81



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

1276 長崎県 まつげ屋minion ―
おもてなし力がアップする「波佐見焼」ギャラリー改
修工事

1277 熊本県 パナランド犬童 ―
ホームページのリニューアルで山・谷から街へ販路
拡大

1278 熊本県 YOUKI SUN ART WORKS ―
八代産い草の知名度アップとい草染製品の全国展
開を目指す事業

1279 熊本県 有限会社　乙寿屋観光 4330002023202 お年寄りと外国人に対応するための店舗環境整備

1280 熊本県 御宿だいこんや ―
非常用発電機の設置で安心予約・安心宿泊、売り上
げ増加

1281 熊本県 有限会社　だいこんや 3330002023533
外国人観光客をダーゲットとしたＰＲ及店内の充実
化

1282 熊本県 有限会社らくだ山 8330002023272 店舗内完全禁煙化の為の屋外喫煙所の設置

1283 熊本県 あなた本舗 ―
旬のいいモノ・ヒトをみっけ（mikke!）つなげて広がる
戦略

1284 熊本県 食事処　和嶋 ―
トイレのバリヤフリー化で、高齢者や女性客に優しい
店造り

1285 熊本県 有限会社　村上養魚場 5330002023267 観光客の来店増加に伴う受入れ環境の充実化

1286 熊本県 cochi design and cafe ―
走るcafé！実店舗を飛び出して新たな場所での売上
UPを

1287 熊本県 南阿蘇交通株式会社 7330001014851
安心安全と快適な車内空間　除菌バスの提供による
販路拡大

1288 熊本県 やどかり ―
長洲金魚タオルでふけばふくほど福が来るプロジェ
クト

1289 熊本県 株式会社　北川重義商店 3330001013898
い草製品展示と商談スペース製作で自社ブランド品
の販路拡大事業

1290 熊本県 株式会社　那須自然農園 6330001013202
有機農産物の六次産業化を目的とした加工食品の
販路拡大

1291 熊本県 有限会社　南阿蘇緑化 8330002023264 乗用草刈り機で個人顧客獲得作戦

1292 熊本県 合同会社琇華 9330003005707 ホームページ作成等による販路拡大事業

1293 熊本県 有限会社沙羅 8330002023594 客室のイス席化と高齢者・インバウンド対策

1294 熊本県 居石モータース ―
高性能コンピューター診断機導入による地域密着型
自動車整備事業

1295 熊本県
きねつき石窯パン工房
ぴのきお

― 店舗内装のリニューアルで安全・安心な店造り

1296 熊本県
株式会社　三共クレーン
工業

3330001024061
２４時間受付可能な自社ホームページ構築による新
規顧客の獲得

1297 熊本県 誠夢工業　株式会社 2330001022157
高速シートシャッターのメリットを訴求したＷｅｂ集客
の構築

1298 熊本県 まつおか塗装 ―
個人のお客様をターゲットとした住宅塗装の元請化
事業

1299 熊本県 カットサロン高橋 ―
店舗イメージを一新する事による新規集客と売上拡
大事業

1300 熊本県 髪のアトリエあきよし ― 高齢者や障害者に優しい店づくりで固定客増加

1301 熊本県 グレイセンス合同会社 2330003007271
ウェブサービス展開のための高度なプログラム導入
事業

1302 熊本県 肉のみやべ ―
HPのリニューアルと新規パンフレット作成による販
路拡大

1303 熊本県
有限会社ピアパレスみい
け

4330002016395 快適空間で「和食×フレンチ」料理と風情を味わう

1304 熊本県 株式会社　麻生タイヤ 7330001012434
商談スペースの拡充による顧客サービスの充実と販
路開拓
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1305 熊本県
有限会社原田食品製造
所

7330002018678
集客が見込める顧客が満足する店舗、及び販促ア
イテムの構築

1306 熊本県 玉木智和 1330001021580
半導体技術を生かした未来を担う人材育成と教育産
業への販路拡大

1307 熊本県 株式会社　四季 3330001020952
アイメック栽培と６次産業化融合で多角化による販
路開拓売上増

1308 熊本県 有限会社  永田製作所 7330002019791
技術ニーズにヒットするＱＣＤ－Ｔホームページによ
る販路開拓

1309 熊本県 はなぶさ特殊伐採 ― ツリークライミングの新たなレジャー事業への展開

1310 熊本県 エフワンオザワ ― 店の顔である分かりやすく、目立つ看板の設置

1311 熊本県 田尻寿司 ― リニューアルオープンに伴う販路開拓事業

1312 熊本県 有限会社　泉水園 7330002018926
「栗」「たけのこ」商品の魅力発信と生産体制強化事
業

1313 熊本県 有限会社喜久屋 5330002022434
手作り石けん教室とアイスキャンデーの顧客開拓プ
ロジェクト

1314 熊本県 東茶舗 ―
食品乾燥機導入による菊芋茶の開発及び新規顧客
の獲得事業

1315 熊本県 市房観光　株式会社 7330001016096
多目的ルーム設置によるお客様満足度の向上によ
る集客力強化

1316 熊本県 オフィスえんた ―
パフォーマンスを上げる為の環境整備に対する販路
拡大

1317 熊本県 株式会社　華月園 9330001012688
若年層に向けたランチ・夕食の提案強化及び認知度
向上事業

1318 熊本県 食彩酒房　魚家 ―
周辺地域の潜在客集客拡大のための、店舗前認知
度向上事業

1319 熊本県 廣島お好み焼き　もみじ ―
立地の強みを活かした外販強化と再来店率の向上
施策

1320 熊本県 きら星 ―
新規事業で既存販路を利用し、販路拡大による売上
向上計画

1321 熊本県 リスペクト株式会社 3330001018534
ＨＰ開設によるワンストップトータルサービス展開に
よる販路拡大

1322 熊本県 ＹＳＰＳ天草やまかわ店 ―
顧客の利便性を高めるための電子マネー導入によ
る販路開拓事業

1323 熊本県 株式会社　峯樹木園 1330001009502 販促ツールを充実させることで当社商品の販路拡大

1324 熊本県 株式会社なかせ農園 8330001022944
冷凍焼き芋開発による収益性向上、および国内外
への販路拡大

1325 熊本県 くらんど食堂 ― 店舗内装刷新による新規顧客獲得

1326 熊本県
株式会社　FJKコーポレー
ション

7330001009934 海上コンテナを新しいカタチへ再利用

1327 熊本県 上原商店 ― 入りやすく、居心地よい店で買物客を獲得

1328 熊本県 合資会社　大塚商店 6330003002673 自社精米工場96㎡の床面塗装

1329 熊本県
行政書士山本隆之事務
所

― 業務領域の拡大とウェブサイト構築による販路開拓

1330 熊本県 有限会社才塚自動車 4330002027525 看板設置及び店舗改装による販路拡大事業

1331 熊本県 合資会社　大石酒造場 7330003004297
海外・国内ニーズに対応する商品開発のための樽
増設による売上増

1332 熊本県 税理士法人やまぐち 4330005009586 関与先に来ていただける事務所の為の改装工事

1333 熊本県 株式会社　川口建設 8330001016228 利益率向上のための機械導入事業
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1334 熊本県 藤原履物店 ―
高齢者や障がい者が、スムーズに来店できる自動ド
アの導入

1335 熊本県
有限会社勝木トーヨー住
器

7330002016070
熊本地震復興需要収束後も多くの顧客を獲得する
事業

1336 熊本県 合同会社　L5　Design 7330003006244 学校関係制服販売店舗への改装

1337 熊本県 写真場なないろ ―
未使用写真データで新システムを構築する写真屋
錬金術計画

1338 熊本県 有限会社　アートマップ 7330002018083
ドローンと三次元形状復元ソフトを活用した三次元
画像解析事業

1339 熊本県 やむらかん ―
山間地にも新鮮な魚が食べられる店がある事をPR
して新規客獲得

1340 熊本県 （有）松海苑 3330002024011
玄関回りのバリアフリー工事で高齢者に優しい店舗
で集客アップ

1341 熊本県 有限会社ハヤシフーズ 8330002026762
居酒屋事業新規参入に伴うメニュー開発と新規顧客
獲得事業

1342 熊本県 京（かなどめ） ― 料理教室開設による売上向上およびＰＲ事業

1343 熊本県 株式会社タイキリフォーム 9290001029068
ホームページ作成による販路拡大と新しいサービス
の提供

1344 熊本県 株式会社　Sdi 9330001016499 ホームページ・カタログ更新による販促改革

1345 熊本県 有限会社かまや 1330002017710 首都圏における自社ブランドの強化事業

1346 熊本県 株式会社　武双庵 7330001012046
機能性おからパンでの食生活改善推進事業による
製造事業展開

1347 熊本県 株式会社　ナカモト建工 2330001015573
ＨＰリニューアルとモデルハウス見学会による販路
開拓

1348 熊本県 馬場鉄工所 ―
船舶の艤装品修理・加工における出張サービス拡大
による販路開拓

1349 熊本県
有限会社ひまわり・コーポ
レーション

4330002020307 イノシシ対策の新商品「しし防」の販売・普及事業

1350 熊本県 株式会社　GreeNexus 5330001024456 ホームページ制作による竹箸・竹製品の販路拡大

1351 熊本県
有限会社　ヨミヤクリーニ
ング

6330002029858
リスティング広告による宅配クリーニング新規顧客獲
得

1352 熊本県 畠中自動車整備工場 ― 作業効率アップによる新規顧客の開拓

1353 熊本県 有限会社　味成咲 7330002017564
菊池野菜と竹炭を使って直売所建物まるごとPR・商
品拡大

1354 熊本県 阿蘇壱番屋 ―
新商品菊芋アイスクリームのネット販売と新規顧客
獲得事業

1355 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841 九州産おろしにんにくの販路開拓

1356 熊本県 ヘアサロン　タカド ―
高齢者や障害者にも配慮した最新理容椅子導入に
よる差別化

1357 熊本県 有限会社ながもと 8330002019790
ホームページとランディングページで行うＰＲ集客事
業

1358 熊本県 THEスナフキンズ ―
非日常を味わえるグランピング空間の提供による新
規顧客の獲得

1359 熊本県 東クリーニング ―
新たな靴磨きサービス事業展開に伴う広報活動ツー
ル作成事業

1360 熊本県 株式会社豆酩 9330001022844
インターネット広告を活用した豆腐のもろみ漬けの
ファン作り

1361 熊本県 株式会社江藤社 1330001011086 新しい積算ソフト導入による販路開拓

1362 熊本県 株新会社　宮﨑工業 1330002026802 工事完成後イメージの見える化による販路開拓事業
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1363 熊本県 スパイス＆カフェnico ―
オリジナルカレーソースのギフト需要に向けての販
売

1364 熊本県 宮田建設株式会社 8330003002341
大手と異なる地場工務店の強みを生かしたPR強化
による販路拡大

1365 熊本県 有限会社伊藤建材店 2330002024210
配管詰まり診断機導入による配管内不具合早期発
見サービス事業

1366 熊本県 バルデラ ― インスタ映えする庭造りによる新規顧客獲得

1367 熊本県 有限会社　肥後豊松園 2330002016819
伝統技術を引き継ぎ未来型庭園の提案で新規顧客
獲得

1368 熊本県 株式会社やすだホーム 1330001016622
ライフスタイルに対応できる造り付け家具製作事業
による業務拡大

1369 熊本県 株式会社アイエヌ 3330001009582
「若者向け高価格・高デザイン性パジャマ」による販
路拡大事業

1370 熊本県 スキンツーペみぞかみ ―
最新理容椅子導入による顧客満足度の向上と差別
化

1371 熊本県 有限会社　倉原商店 4330002017716 低価格業務用オムツで地域高齢者への貢献アップ

1372 熊本県 株式会社光ホーム 2330001013271 お天気フィラーを活用した新規住宅受注の促進事業

1373 熊本県 松本酒店 ―
「酒屋が取り組む出前パーティー」による売上拡大作
戦

1374 熊本県 株式会社ＫＩＲＡＲＡ 2330001025184
サービス品質の高い美容室による子供用ドレス販売
への参入事業

1375 熊本県 有限会社オートケア小島 4330002021503
販売支援システム、ホームページ、チラシ広告によ
る販路拡大

1376 熊本県 有限会社　吉田鉄工 7330002024783
三次元CADシステムの導入による作業短縮と業務
効率化

1377 熊本県 有限会社上田板金 2330002017429
ホームページと案内看板による情報発信で新規顧
客獲得

1378 熊本県 ｄogわん ―
犬舎見学会開催とアフターケアサービス参入による
新規顧客獲得

1379 熊本県 ＢＡＲ　overture ―
リピート率向上と新規顧客獲得に質の高い品揃とメ
ニュー開発

1380 熊本県 B-CLUB ― いくつになっても安心してお洒落を楽しめる店づくり

1381 熊本県 有限会社　那古井館 8330002021532
広告媒体を活用した新サービス展開の販路拡大事
業

1382 熊本県 ゆい ―
自家製紅茶と地元産の農産物を使った新商品の開
発

1383 熊本県 大永産業有限会社 6330000000608
総合屋根工事業としての認知度＆元請比率向上に
よる売上増加計画

1384 熊本県 肥後ばってん堂 ―
新店舗移転に伴う和風洋菓子の開発による新規顧
客増大作戦

1385 熊本県 有限会社　日東防疫 3330002007940 リピート対策強化、ロイヤルカスタマー育成事業

1386 熊本県 有限会社ブルーグラス 8330002023256
新たなお客様に一目で解るための看板・オブジェの
設置

1387 熊本県 おふくろ弁当 ―
秘伝の味。ながす唐揚げに特化した商品開発による
販路開拓事業

1388 熊本県 ガットハリヤ ―
バドミントン専門ガット張マシンの導入とネット予約で
新規客獲得

1389 熊本県 有限会社天慎 2330002029721
冷凍寿司の開発による新事業で安定的な販路を開
拓

1390 熊本県 有限会社　徳永蒲鉾店 3300002022104
蒲鉾型成機導入による品質アップと多品種対応で新
規取引先獲得

1391 熊本県 クリーニング花岡 ―
ＤＣ機械冷却装置の導入による受注余力の創設と販
売促進販路開拓
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1392 熊本県 信和建設株式会社 9330001011715
チラシ専用輪転機導入の迅速新鮮情報サービス提
供で新規顧客獲得

1393 熊本県
株式会社　電気プラザな
んば

2330001021258
新店舗への移転後の“お客様から選ばれる店舗づく
り”

1394 熊本県 有限会社やまえ堂 8330002030681 球磨人吉フルーツ活用新商品開発事業

1395 熊本県
有限会社アクアランド徳
永

3300002022024
店舗改装で一般顧客向け金魚小売専門店取り組み
で新規顧客獲得

1396 熊本県 kitchen明カ里 ―
熊本県産食材で手作り無添加お菓子による販路拡
大事業

1397 熊本県 有限会社はしぐち 3330002022122 食料品店を、手作り弁当専門店化プロジェクト

1398 熊本県
有限会社エスコミュニケー
ションズ

4330002015752
低コストで短納期のワンストップ電気通信工事の認
知度向上

1399 熊本県 小平植木 ―
ＨＰ・チラシにより認知度不足を解消し個人客獲得を
図る

1400 熊本県 有限会社マルイチ 6330002017334
“選べる葬儀サービス”知れば納得の選択肢ツール
の制作

1401 熊本県 株式会社　成徳 4330001010011
HP新設とこれにリンクした看板による客層拡大によ
る販路開拓

1402 熊本県 株式会社CKT企画 6330001006684
バス事業の本格稼動に向け、パンフ作成と運行管理
業務の効率化

1403 熊本県 サイトウ車輛 ― ２４時間３６５日レッカーサービスで売り上げ拡大

1404 熊本県 株式会社　プラムハウス 2330001004163
販路開拓のためのトータルサポートサービスの実現
と広報活動

1405 熊本県
聖地中津からあげぶんご
や大津店

―
イートインエリアの導入と新メニュー採用による売り
上げUP

1406 熊本県 株式会社イエイリ 3330001009120
世界に一つ！自分だけの一着で着心地とプレミアム
感を提供する

1407 熊本県 reD ―
着付け需要拡大に伴う顧客獲得及び業務効率化事
業

1408 熊本県 居酒屋いっかん ―
居酒屋で〆の塩ラーメンを提供し新規顧客と客単価
ＵＰ

1409 熊本県 合資会社　上村瓦工場 5330003002897 設備導入による販路拡大事業

1410 熊本県 ＲＥＶＩＶＥ ―
事業拡大のための移転に伴う広告と新商品の販売
促進

1411 熊本県 Ｌｅａｐｓ ― ヨガ教室の認知度向上および新規顧客拡大事業

1412 熊本県 有限会社寿会館 1330002017735 レストランにおける新メニューの開発

1413 熊本県 株式会社　敬明 5330001015785 食パン自販機内での販売促進用PR動画制作 ※

1414 熊本県 障害予防サロンLeaf ― 新サービス！美容エステによる新規顧客獲得事業

1415 熊本県 hairlab　 penna-penna ―
席を増設し、受け入れ枠を広げ新たなメニュー展開
による顧客増

1416 熊本県 株式会社サンテック 5330003004456
OSHIMS導入・ホームページ等作成による販路開拓
事業

1417 熊本県 亜湖の木株式会社 8330001013365
ギフト商品パネルリーフレット作成で認知度向上と販
路拡大事業

1418 熊本県 株式会社山都でしか 9330001023743
希少性の高いニジマス等の魚卵を用いた新商品開
発と販路開拓

1419 熊本県 株式会社　平家屋 9330001013959
販路開拓のための情報発信システムと顧客管理シ
ステムの強化

1420 熊本県 有限会社辰巳観光 5330002023523
シニア層向けの環境整備と新規プランの提案による
販路開拓事業
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1421 熊本県 DABERIBA ― 実演販売による販路開拓事業

1422 熊本県 合名会社　境屋商店 9330003002968
店舗リニューアルに伴う冷蔵陳列ケース導入による
新規顧客獲得

1423 熊本県 有限会社　古寺工務店 9330002023255
個人客をターゲットとした応接環境の整備による快
適化

1424 熊本県 有限会社　広畑ゴルフ 6330003008845
コア市場開拓！左打者・青少年・女性・シニアＯＫ－
プロジェクト

1425 熊本県 ドラキン産業株式会社 6330001003285
業務内容周知の看板製作による販路開拓と外装リ
ニューアル

1426 熊本県 カーショップ　リヴ ―
機器導入による自動車利用における安全確保と商
圏拡大

1427 熊本県 bamboo garage ―
認知度向上および一般個人客の新規開拓のための
効果的な看板設置

1428 熊本県 割烹　ながよし ―
営業再開のＰＲと店舗のイメージづくりによる集客力
アップ

1429 熊本県
TA.Dティーエー・デベロッ
プメント

―
一人サロン向け客単価アップ対策による販路開拓と
地域活性化事業

1430 熊本県 炭火焼肉　喰会 ―
店内排気換気能力強化工事による女性客・家族層
のリピート率ＵＰ

1431 熊本県 カードックマエカワ ―
最新設備導入による顧客満足度と新規顧客獲得事
業

1432 熊本県 ウエハタ広告 ― 「もったいない」を無くした木製品の開発・製造・販売

1433 熊本県 小川工業 ―
自社及びサービスの認知度向上などによる販路開
拓事業

1434 熊本県 ラフティング　ＨＥＡＲＴ ―
顧客獲得のためのホームページ作り替え・スマホサ
イト構築

1435 熊本県 有限会社長田屋 4330002031031
店舗内くつろぎ空間新設とカタログ販促物等での新
規顧客獲得事業

1436 熊本県 濱口自動車整備工場 ―
お客様の困ったを即解決！多機能スキャンツール導
入で、売上拡大

1437 熊本県
有限会社　中国四川料理
笑福

7330002017440
地元県産の食材を使った「餃子バル」で新規顧客の
獲得！

1438 熊本県 有限会社後藤企画 ―
店内改装により団体客・宴会客の集客増による売上
アップ

1439 熊本県 吉田商店 ―
新サービスの導入とそれに伴うインターネット通販出
荷体制の強化

1440 熊本県 すずめ ― 生産性を高める為の店舗整備事業

1441 熊本県 宮下総合企画 ―
牡蠣小屋の営業見直しと貸別荘の改修による集客
向上計画

1442 熊本県 Ｍ’ｓ ―
創業！Ｍ’ｓの音の魅力を伝える事務所改装で新規
顧客獲得事業

1443 熊本県 Sri- シルリー ―
設備導入による新たなサービスの提供と顧客満足
度向上

1444 熊本県
有限会社西日本ライフ
サービス

4330002014960 地域密着、人と人を繋ぎ顧客に寄りそう社会づくり

1445 熊本県 有限会社綱田牧場 4330002027566 ラッピングバスによる販路開拓事業

1446 熊本県 株式会社パストラル 9330001010312
新規出店による販路開拓のための「見せる高品質
シェルフ」の導入

1447 熊本県 焼肉屋　公 ―
半個室に座敷を取り入れた新空間の提供による新
たな顧客層の獲得

1448 熊本県 温泉旅館　水上荘 ― 顧客のニーズに合わせた客室の改修工事

1449 熊本県 TVR株式会社 5330001024101
ストリートビュー（屋内版）等の利用価値拡散による
販路開拓
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1450 熊本県 株式会社ツナグクラフト 1330001024765
海外市場含む販路拡大のためのホームページ製
作。

1451 熊本県 トゥギャザー ―
看板制作とSNS広告で対象世代を問わない店舗ＰＲ
計画！

1452 熊本県 塚本塗装 ―
カラーシミュレーター導入による付加価値の高い提
案事業

1453 熊本県
株式会社歌瀬アウトドアラ
イフ

4330001017196
手ぶらグランピングプラン導入とインスタポイントとな
る看板作成

1454 熊本県 自然健整院菊陽 ―
インターネットによる情報発信基盤の整備と新規顧
客の獲得

1455 熊本県 ㈲味の大津屋 4330002015942
サラダバーの商品充実と配置換えによる顧客満足
度向上

1456 熊本県 有限会社　千代の屋 4330002022872
新規顧客と顧客維持につなげるネットビジネスによ
る販売路線拡大

1457 熊本県 有限会社はしもと 8330002017464
アスリート向け朝・夕食メニューとミーディングルーム
の提供

1458 熊本県 チャングプラント ― カレーと趣味とを繋ぐ為のテラス作り事業。

1459 熊本県
株式会社オートリファイン
ショウジ

9330001018495 お客様へ癒しを与えられる滞在型自動車屋さん事業

1460 熊本県 （株）九州田村工機 5330001008649
ホームページ刷新！廃材利用の家具・おもちゃの新
規（販路）開拓

1461 熊本県 桧の郷 ―
希少性の高い純国産（阿蘇産）グリーンシナモンの
販売戦略事業

1462 熊本県 プリマバレエ・アカデミー ―
成人女性へ向けた、『魅せる』ためのバレエレッスン
計画

1463 熊本県
株式会社　阿蘇バイオ
テック

4330001012585
自社栽培のキクラゲおよび霊芝を原料とした加工食
品の開発

1464 熊本県
味千ラーメン　白川水源
店

―
郷土料理と味千ブランドを活かした全ての観光客対
応の店づくり

1465 熊本県 ランチ＆カフェ　阿里美 ― 南阿蘇の風を感じる居場所づくり

1466 熊本県 株式会社　五岳荘 3330001012520 新鮮な食事の提供による、リピート率向上

1467 熊本県 坂田理容 ―
理容最新機器による生涯顧客としての囲い込み事
業

1468 熊本県 株式会社　阿蘇とり宮 4330001012560
生食提供による顧客単価増と阿蘇地域資源の利活
用事業

1469 熊本県
牡蠣焼きハウス かき道楽
熊本城南店

―
知名度イメージアップ！街中誰もが立止まる大型ビ
ジョン広告事業

1470 熊本県
エステ・まつ毛エクステ
chiru salon

― インターネットを活用したエステスクール開校

1471 熊本県 株式会社ＣＯＭＳＰＡＣＥ 3330001023609
顧客ニーズに対応した、建物の快適空間提供のた
めの新規事業実施

1472 熊本県 有限会社岡むら 6330002022573
物語性のあるメニュー開発と広報体制構築による新
規利用客の獲得

1473 熊本県 株式会社　東栄建設 7330001009477 外構工事受注増の為の打合せルームの整備

1474 熊本県 明進建設 ― 土木工事積算ソフト導入による新規顧客獲得

1475 熊本県 オフィスエム ―
開業時の飲食店プロデュースの認知促進とブランド
強化

1476 熊本県 有限会社三陽 2330002017081 シニア向けバリアフリートイレで販路開拓事業

1477 熊本県 有限会社　湯の宿入船 1330002023642
外国人観光客誘致の為の動画などを活用したプ
ローモーション戦略

1478 熊本県
くまもと塗壁研究所株式
会社

3330001022718 ホームページ作成による認知度向上と販路拡大
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1479 熊本県 アミッグセカンド ―
アーティスト作品のウエアプリントの認知度向上によ
る販路拡大

1480 熊本県 有限会社ヤヒロ広告社 6330002010826 業務用インクジェットプリンタ導入に伴う業容の拡大

1481 熊本県
株式会社土地開発コンサ
ルタント

8330001009801 雨天時対策による効率アップと受注件数増加

1482 熊本県 フルキ石油　株式会社 5330001012312
高齢者顧客が安心と安全（車の利用のリスク）を確
保する販路開拓

1483 熊本県 ココプリンセス ―
ウェブ新部門開設とチラシ兼パンフレットによる新規
会員獲得事業

1484 熊本県 RED EXCLAMATION ―
品質と撮影効率の向上による「低予算高画質映像」
で販路開拓

1485 熊本県 森永畳店 ― 高齢者に優しい健康的な畳のPRと販路拡大

1486 熊本県 田添尊弥税理士事務所 ―
顧問契約増加へのホームページを活用した販路拡
大事業

1487 熊本県 中島養魚場 ―
希少性があり人気の高い金魚の首都圏への販路拡
大及び認知度向上

1488 熊本県 ミートアンドデリカICHIYA ―
商品のブランディング及びＷＥＢサイトを活用した新
たな販路開拓

1489 熊本県
鉄板焼きダイニング
HACHIROKU

―
お好み焼き屋から鉄板居酒屋への業態転換に伴う
認知度向上計画

1490 熊本県 カーメイク・ドルフィン ―
キッズ＆カフェスペース等導入によるファミリー世代
顧客獲得事業

1491 熊本県 有限会社本田農園 5330002020314
ゆず製品の生産性向上と特化商品開発による首都
圏への販路開拓

1492 熊本県 パンの家 ― 30周年記念イベントＰＲによる需要の発掘

1493 熊本県 さくら株式会社 6330001019001
ネットショップリニューアルと商品カタログの刷新によ
る販路拡大

1494 熊本県
有限会社Ｇ・Ｇ・フレッシュ
パーク

1330002016646
ベッドタウン菊陽町のより良い暮らし支援八百屋Web
サービス

1495 熊本県 株式会社ジール 1330001021135
中古住宅のリノベーション提案強化による認知度向
上事業

1496 熊本県 フクシマ建材株式会社 7330001013457 樹脂製内窓「プラスト」の福岡での販路拡大事業

1497 熊本県 株式会社TJ企画 3330001023550
元選手がフットサルコートの新規ホームページPRで
販路開拓

1498 熊本県
南九州エンジニアリング
サービス株式会社

9330001004537 レスポンシブＷＥＢデザインＨＰへの改良・機能強化

1499 熊本県
中国料理と球磨焼酎のお
店一里河来

―
高級路線弁当をインターネットのみで予約販売し新
規売上アップ

1500 熊本県
有限会社　フットウェアー
グッズ

2330002023039 足と靴のカウンセリングルーム増設事業

1501 熊本県 pomp ―
中小企業向け動画制作サービスと実績の拡散によ
る認知拡大事業

1502 熊本県 理容ながた ― お客様への負担が少ない理容チェアの導入

1503 熊本県 株式会社　香月 4330001000788
ホームページを追加し集客とネット利用注文を可能
にする事業

1504 熊本県
株式会社れんげ・カンパ
ニー

4330001017279
既存商品認知度拡大のWEBｻｲﾄﾘﾆｭｰｱﾙと宣伝素材
の整備

1505 熊本県 有限会社やえ 5330002010760
ＨＰリニューアルによるキレイの魔法に会える場所へ
進化する事業

1506 熊本県
有限会社ナカグチ装飾工
業

5330002024595 店舗改装での商談室による新規顧客開拓

1507 熊本県 株式会社アスピラーレ 7330001019636
良質のカルビ丼と海鮮丼のランチサービス導入及び
店舗認知度向上
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1508 熊本県
合資会社　メナード宇城
販社

6330003002822 認知度UP！～美しさにまごごろこめて～販路開拓

1509 熊本県 有限会社三木誠文堂 1330002017999
働く女性の味方！「ゆるゆるセルフケア」導入促進に
よる販路拡大

1510 熊本県 ストレート株式会社 1330001008215
『メイクの楽園ｉｎ健軍商店街』による商店街活性化プ
ロジェクト

1511 熊本県 個別指導きらら進学館 ―
分かりやすいチラシをリビング折込で広い世帯への
認知度ＵＰ

1512 熊本県 アンティまさ ―
新規開発するハンドメイド石けんのプロモーション事
業

1513 熊本県 城南葬祭 ― 家族による家族の為の、選択型手作り家族葬事業

1514 熊本県 有限会社　丸重ミート 1330002020318
地方創生に向けた山都町（旧矢部町）のソウルフー
ドPR事業

1515 熊本県 合資会社　喜多食品 5330003002740
看板タペストリー等製作と情報発信を活用した販売
促進事業

1516 熊本県 ＯＫ駐車場 ― リスティング広告を使った新規顧客獲得事業

1517 熊本県 有限会社　岩崎製袋工業 1330002019046 労働環境の改善による人材確保で生産性の向上

1518 熊本県 青楽園 ―
造園業専用ＣＡＤ導入による３Ｄ・ＶＲ画像提案での
受注拡大

1519 熊本県
有限会社　トリプル・
ニュー・インヴァイロンメン
ト

8330002017209
地域の農産物を使用した弁当の対面販売による販
路開拓事業

1520 熊本県 オートスタジオリズ ―
店舗認知度向上・サービス周知による新たな販路開
拓

1521 熊本県 株式会社　染彩 1330001018164
天草の食の美味しさを提供するキャンプ場の顧客獲
得事業

1522 熊本県 ビューティハウス滝川 ―
高齢者対応シャンプー台導入による過疎地域での
売上拡大

1523 熊本県 株式会社山猿 5330001024720
特殊伐採事業のブランディングと潜在顧客への集客
強化

1524 熊本県 有限会社　インフィックス 7330002012573
快適なサロンを目指した『快適メニュー』の提供によ
る売上向上

1525 熊本県 株式会社協和アリヤンタ 3330001010169
ホームページ更改による認知度UP！販路と笑顔を
広げる事業

1526 熊本県 メガネの心眼堂 ―
最新設備を導入し、夜用メガネ・子供用レンズの開
発と販売

1527 熊本県
有限会社イヅノコンサルタ
ント

4330002012428 最新の測量設計CAD導入による販路拡大事業

1528 熊本県 有限会社　木村輪業 8330002027513
高性能・高機能リフト導入による作業効率・生産性
アップ

1529 熊本県 愛す村 ―
「愛す村」の原点、アイスクリーム製造復活に向けた
第１歩

1530 熊本県 有限会社実乃花 4330002016478
震災復興途上の西原村に安心安全定食メニューの
お知らせ事業

1531 熊本県 有限会社　早川家電 8330002027653
暮らしまるごと身近で便利な電器屋さんを目指す店
舗のＰＲ活動

1532 熊本県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｊａｋｅ ―
ホームページに施術動画をアップしチラシ配布で新
規客を獲得する

1533 熊本県 有限会社　アドリブ 9330002023445
新しいおみやげ品の販促と訪日客獲得のためのHP
多言語化

1534 熊本県 株式会社吉田工芸舎 3330001023971
廃材や思い出の部材を使った唯一無二のアイアン
家具の製作

1535 熊本県 CURESPOTブライト ―
10年の感謝を込めた子供連れでも安心店舗による
販路拡大事業
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1536 熊本県 らーめん大福 ― らーめん居酒屋　周知拡大事業

1537 熊本県 株式会社レッツページ 4330001014854
ＡＩを使用したデータ保護とクラウドデータ活用効率
化

1538 熊本県
有限会社第一技販サービ
ス

5330002006098
フルデジタル溶接機導入で受注範囲を広げ販路拡
大

1539 熊本県 ㈱創輝建設 7330001002625
新型除草機械導入による受注拡大および売上増強
計画

1540 熊本県 ｏｆｆｉｃｅＢＩＳ ―
アクセス性向上の向上と癒しの強化によるＰＲと販
路拡大

1541 熊本県 若松屋 ― 家族連れ、シニア層をターゲットとした新設備の導入

1542 熊本県 大衆酒場○とり ―
女性向けの個室制作および新メニュー開発と広告に
よる売上増強

1543 熊本県 わらべ ― 菊池のおいしい食材を全国へ

1544 熊本県 株式会社AutoBox 2330001009947
ホームページ作成と多目的商談ルームによる認知
度と成約率の向上

1545 熊本県 株式会社　ろのわ 9330001016714
ペットフード市場への参入、有機雑穀の販路開拓・
売上向上を狙う

1546 熊本県 ＩｂｕＬａｕｔ ―
安心安全の出張理容！経営革新ブラッシュアップ事
業

1547 熊本県 株式会社アランブラ 7330001021030
在庫管理システムの導入による作業効率UPとサー
ビス向上

1548 熊本県 有限会社　緒方工業 9330002017661
測量技術をウリにした、測量とセットの新事業受注拡
大

1549 熊本県 有限会社　阿蘇の四季 8330002022951
高齢者家族や外国人観光客に過ごしやすい部屋作
りで販路拡大

1550 熊本県 株式会社碧い海 3330001014731
水素エステサロンのリニューアルによる新規顧客獲
得事業

1551 熊本県 ハチドリ珈琲 ―
エスプレッソマシン導入によるコーヒー専門店の差別
化戦略！

1552 熊本県 居酒屋花なすび ― ピカピカ光る電光掲示板で集客アップ事業

1553 熊本県 割烹さかぐち ―
後継者経営革新！和食レストランさかぐち新規オー
プンＰＲ事業

1554 熊本県 NAC ―
国際環境基準に対応した廃棄ガスチェックによる売
上アップ

1555 熊本県 有限会社長野商会 1330002024186
後継者が取り組むインターネット活用販路開拓と生
産性革新事業

1556 熊本県 Clip Works ―
サウンド・ブランディング導入事業～顧客価値を高め
企業成長へ～

1557 熊本県 松井建設 ―
「備え付けオーダー木造家具」新事業開発と生産性
向上事業

1558 熊本県 株式会社みさと 5330001013384
50周年に向けて親子で取り組む中高年層ニーズ対
応店舗改修事業

1559 熊本県 有限会社森のぱんや 7330002024197
客導線改善・イートイン化・バイアフリー化による売
上アップ事業

1560 熊本県 レストラン木香里 ―
美里ぷりんＰＲ大作戦！及び地域資源を活かした６
種セットの開発

1561 熊本県 Little Sun ―
メディアミックスによる広告宣伝と店舗改装による癒
し空間の提供

1562 熊本県 牛嶋養蜂場 ―
NatureLover向けデザイン作成による自社のブランド
化

1563 熊本県
合同会社八十八番屋本
店

4330003005819
買物弱者の高齢者向けの高級弁当宅配サービスの
強化・認知度向上

1564 熊本県 有限会社穴井木材工場 6330002023332 クリエイターと共創した小国杉のブランディング
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1565 熊本県 ㈲黒田商会 7330002027134 新基準検査機器導入による新規顧客の開拓

1566 熊本県 田舎茶房　野の花 ―
新ジビエ料理提供への挑戦と顧客満足度アップに繋
がる厨房改善

1567 熊本県 株式会社立翔興業 9330001008050
ホームページとパンフレットで熊本県内外へ宣伝、新
規獲得！

1568 熊本県 シェ・イリエ ―
店舗外観リニューアルによる新規顧客獲得及び売
上増加計画

1569 熊本県 (株)スマート・ホーム 6330001025197
失敗しない家づくり塾・モデル体感ハウスの予約シス
テム

1570 熊本県 Hair  Sara×Haru ―
ワン・ストップ・サービスの提供による販路開拓・生産
性向上事業

1571 熊本県 合資会社　本薩摩屋 5330003002344
検索頻度の向上と集客UPのための最先端ホーム
ページの作成

1572 熊本県
(有)木郷滝自然つりセン
ター

3330002023211 店舗へ誘導・新規顧客への存在ＰＲのための看板

1573 熊本県 株式会社しずく屋 3330001024598 アーモンド効果を取り入れた新商品開発で販売促進

1574 熊本県 鮨・割烹門内 ―
ホームページ作成及び写真撮影指導による情報発
信と新規開拓

1575 熊本県
ひなたのお米と野菜　大
嶋

― ネギ作業機による販路開拓事業

1576 熊本県 有限会社きどや 7330002022201
気軽に入れる店舗内サロンで受注拡大と新規顧客
獲得

1577 熊本県 有限会社　葬祭公社 4330002020067 ３６０°カメラを利用したホームページ刷新事業

1578 熊本県 有限会社　堀内製油 5330002026757
「あ、さしすせそ」油を食品補助調味料から主役の調
味料へ

1579 熊本県 浅尾音楽教室 ―
地域密着感と温もりの伝わる音楽教室プロモーショ
ン事業

1580 熊本県 西村輪油店株式会社 8330001022754 看板新設による認知度アップで新規顧客と売上拡大

1581 熊本県 ㈲ムゲンカンパニー 8330002016565 「天草」に特化したリブランディングによる売上アップ

1582 熊本県 レストラン松風 ―
地域のニーズを捉えた改装とターゲット別メニュー開
発で顧客獲得

1583 熊本県
株式会社　ＮＥＷ　PLUS
ONE

4330001023616 情報誌と目立つ看板による新規お客の獲得

1584 熊本県
株式会社ちかけんプロダ
クツ

7330001018828
竹あかりの教科書（創作本）の制作による認知度の
向上

1585 熊本県 ゴルフ研究所 ―
新商品の事前告知やメール問診サービス導入等に
よる販路拡大事業

1586 熊本県 有限会社　吉野商会 1330002024780
認知度の向上と民間工事取り込みによる販路拡大
事業

1587 熊本県 株式会社　テックビジョン 5330001021206
BellA専用ホームページの作成とプロモーションビデ
オの作成

1588 熊本県 有田農園 ―
生産から施工までの様子を伝えるホームページでの
受注拡大

1589 熊本県
マタニティハウス有限会
社

6330002009843
南阿蘇村の繁栄と活性化事業で新しい命を吹き込
む

1590 熊本県
（有）総合結婚式場福寿
庵

4330002030248 アットホームのような結婚式ができる店舗改装

1591 熊本県 老いのこんびにサポート ― 新サービス「天国への転居届」による販路拡大

1592 熊本県 ＲＩＳＯＲＡ株式会社 2330001011218
超音波治療器の販売・頭皮ケアサロンの経営、販路
開拓

1593 熊本県 株式会社　美琴 3330001022949 自社認知度と顧客満足度向上による販路開拓事業
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1594 熊本県 テイクオートワークス ― お客様メリットを追求した環境整備

1595 熊本県 ＡＢＣカレー ―
移動販売車の強化による「馬すじカレー」販路開拓
事業

1596 熊本県 株式会社L’ｓplace ― EC市場への参入による販路開拓事業

1597 熊本県 有限会社　加勢緑化工業 7330002020758
積算システムの導入による受注機会の拡大・利益確
保と信頼強化

1598 熊本県 (有)奥阿蘇の宿やまなみ 6330002023431 顧客満足度向上による販路拡大事業

1599 熊本県 稲葉商店 ―
地域コミュニティーとしての商店の存続を目指した店
づくり

1600 大分県 岩下屋 ―
ホームページ発信による新規顧客（県内外）獲得事
業

1601 大分県 CarServiceKING ―
ファサード改良による来店増加・顧客満足度向上事
業

1602 大分県
おはら果樹園･大分工房
たまてばこ

―
味噌充填機導入による衛生管理徹底・省力化による
販路拡大事業

1603 大分県 ガレージ　リバース ― 近隣を中心とした広報活動による新規顧客獲得 ※

1604 大分県
合同会社　パッチワークカ
ンパニー

6320003001841
在宅ワークの効率化による生産性向上と受注量拡
大プロジェクト

1605 大分県 入江豆腐店 ― 「ひめしま豆腐」ブランド化で島外への販売促進

1606 大分県 株式会社　イエローグラス 8360001018114 国東半島の定番となる土産品・鬼プリンの開発

1607 大分県 有限会社 住宅企画 5320002006108
天然炭酸水ＹＯＩＹＡＮＡの販路開拓と販促ツール作
成

1608 大分県 株式会社来浦ぐらんま 1320001011616
来浦ぐらんまをもっと身近に感じてもらうためのＰＲ
強化

1609 大分県 豊後今市宿ひぐらし茶屋 ―
看板設置による集客力の増及び交通安全確保と地
域防犯事業

1610 大分県 かわしま農園 ―
過疎地域ができる、生き残りを懸けた販路開拓の取
り組み

1611 大分県 有限会社　大徳 7320002019561
製造量増加の為の機械化の導入および販路拡大事
業

1612 大分県 株式会社　粉工房うさ 3320001008180
地元産黒大豆「クロダマル」を活用した新商品開発と
販売網の拡大

1613 大分県 佐藤電工社 ― 最新診断機導入による販路開拓事業

1614 大分県 （株）花かざり 8320001015395
自社で生産した生花を活用して差別化したオリジナ
ル商品のＰＲ

1615 大分県 株式会社カラフル 6320001016040 廃棄野菜の有効活用による売上増加事業

1616 大分県 食工房　美屋 ―
屋外販売（マルシェ）事業の新規実施による観光客
への販路開拓

1617 大分県
有限会社フラワーショップ
花精

4320002015869
ホームページとＳＮＳを連携活用した新規顧客層に
対する販路開拓

1618 大分県 山の幸　由紀ん子 ― 宇目のジビエを全国へ！「ジビエギフトセット」の開発

1619 大分県
有限会社野津モーター商
会

4320202001082
次世代自動車対応工場の実現による、新たな需要
の取込み

1620 大分県 有限会社きむら政歳商店 2320002015986
超低温冷凍庫の導入によるフィーレ加工した高級冷
凍魚の販売強化

1621 大分県 宇都宮モータース ―
大型タイヤに対応するための設備投資による総合
サービス向上事業

1622 大分県 お弁当の福寿 ― 催事用サービスの強化による販路開拓事業
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1623 大分県 カットイン　ＹＯＵ－Ｇ ―
お客様専用トイレを和式トイレから洋式のバリアフ
リーに改装

1624 大分県 洋菓子工房アンティーク ―
自家米ひのひかりによる「グルテンフリーショップ」の
ブランド化

1625 大分県 株式会社幸力 9320001008720
老舗料亭の味を気軽に家庭に届ける「仕出し弁当」
デリバリー事業

1626 大分県
ほっとコミュニケーション
株式会社

4320001010359
「３日寝かせ発芽酵素玄米ごはん」展示会出展によ
る販路拡大

1627 大分県 小野農園 ―
「因尾粉末茶」の開発及び衛生管理徹底による販路
開拓事業

1628 大分県 （有）中荘製畳 1320002014270
畳乾燥機導入による事業効率化と付加サービスに
よる販路拡大

1629 大分県 九州横断観光株式会社 1320001010270 「豊後牛瓦焼き」PRによる新規顧客獲得事業

1630 大分県 池田学酒店 ― 純米吟醸「龍爽香（さちかぜ）」で地元を元気に！

1631 大分県 有限会社　河野建材店 7320002015296
建材販売店からリフォーム（増改築）専門店へのイ
メージ改革

1632 大分県 フードショップ川口屋 ―
目指せ過去最高売上！主力商品の認知度・質の向
上による販路拡大

1633 大分県 有限会社　おおやま和 7320002020247
新たなご当地ソフト開発及び店舗業務効率化に伴う
新規顧客獲得

1634 大分県 おかずの店丸ちゃん ―
店舗の認知度アップによる新規顧客の獲得と客単
価向上事業

1635 大分県 森梅園・農園 ―
森梅園ブランドのラベル及びパッケージ刷新による
販路開拓事業

1636 大分県 有限会社林田食品工場 9320002015393
創業１００周年記念事業。工場に併設した直売所の
開設。

1637 大分県 株式会社　耶馬溪ライフ 4320001011225 新規事業ハチミツの販売事業

1638 大分県 亀屋style ―
営業日時増加に向けた新メニュー開発とPR、業務効
率化設備導入

1639 大分県 有限会社海山 4320002010060
ホームページ改良・多言語化によるインバウンド獲
得事業

1640 大分県 有限会社旅館本陣 1320002019542
「わん・にゃん」対応施設リニューアルによる新規顧
客獲得事業

1641 大分県 寿し虎 ―
ＨＰ作成とトイレ改修によるイメージアップで新規顧
客を獲得

1642 大分県 eMエム（理容エトウ） ―
男のエステの導入で売り上げアップ、新規顧客を獲
得する。

1643 大分県 森食品 ―
新商品「麹甘酒ドレッシング」の発売による新商品展
開事業

1644 大分県 株式会社　西日本農業社 4320201000580
新商品活動、販促チラシ作成商談会参加による新
規販路の開拓事業

1645 大分県 DogBloom ―
マイクロバブル技術と連携した新たなペット洗浄サー
ビスの開発

1646 大分県 さんちゃんらーめん ―
高齢化する顧客層のためのハード面改善による集
客拡大

1647 大分県 美容室　ルームス ― 店舗改修と最新機器の導入による新規客獲得事業

1648 大分県 有限会社　青山 3320002019813 看板等広告物による集客事業

1649 大分県 柳家 ― 地下室有効活用による新規顧客獲得事業

1650 大分県
耶馬渓焼窯元　吉村松月
園

―
３Dプリンター技術を用いた商品開発及びHP充実に
よる販路開拓

1651 大分県 家具工房　木正舎 ―
機械導入による新たな工法で低価格商品の展開と
新規顧客獲得事業
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1652 大分県 たこやきハウス京 ―
「唄げんか焼き」の焼き台増設による県外イベントで
の販路拡大！

1653 大分県 下村時計店 ― 待機型営業から訪問型営業による販路開拓計画

1654 大分県
蜂の巣ログハウジング株
式会社

1320001010205 体験型店舗の展開による収益源の多様化事業

1655 大分県 有限会社高橋水産 6320002015314
「杵築」の資源を全国へ。新商品「別府湾焼きえび」
の販売増強

1656 大分県 ファミリーショップ日髙 ― 移動販売を通じて地域を元気にする事業

1657 大分県 扇屋クリーニング ―
地域初！洗濯代行事業の展開による新規顧客の獲
得

1658 大分県 久住農産 ― 大分県産黒にんにくの品質向上と販路開拓事業

1659 大分県 今村農園 ―
看板商品のＣ品を活用した生搾りジュースの開発・
販売事業

1660 大分県 有限会社　上柳屋 4320002010283
高齢者団体客のリピーター化を目指したバリアフ
リー化事業

1661 大分県 洗網社　正栄 ― 設備導入及びＨＰ開設による売上拡大事業

1662 大分県 有限会社やまさ 6320002014290
「安心院すっぽん×地元ワイン」地域ならではのサー
ビス提供事業

1663 大分県 民宿コンセグロ ―
食べきりサイズへのパッケージ改良及び商品PR事
業

1664 大分県 有限会社　松尾緑地建設 6320002010190
宿泊施設向け造園工事・庭園維持管理業務による
売上拡大事業

1665 大分県 有限会社　今村商店 2320002015053 新商品開発及び販売方法改善による販路開拓計画

1666 大分県
有限会社ワイ・ショップ大
山

8320002019627
食を通して地域活性化のコミュニティスペースの提
供

1667 大分県 アンサンブル ―
診断器導入による整備内容の見える化と販促ツー
ルを活用したＰＲ

1668 大分県
合資会社グランドホテル
山の湯

5320003001355
インバウンド集客再強化による販路開拓に向けた取
り組み

1669 大分県 合同会社　お茶の川谷園 9320003002110
ターゲットを若年層と富裕層向けに設定したパンフ
レット開発

1670 大分県 ごちそう雲隠れ ―
大分県ブランド地鶏の専門店化による新規顧客の獲
得

1671 大分県
株式会社ドリームファー
マーズＪＡＰＡＮ

4320001011786
商品背景を可視化。知るほどに買いたくなるプロ
モーション事業

1672 大分県 リカーマート塩月 ―
県下一の酒屋へ！ワインの品質管理のためのワイ
ンセラー設置事業

1673 大分県 お食事処　金太郎 ―
食器洗い浄機購入により人手不足解消によるサー
ビスの向上

1674 大分県 相良工業所 ― 伐木現場への林業機械出張修理事業

1675 大分県 和の宿　割烹　三國屋 ― 宿泊稼働率向上に向けての施設等改善事業

1676 大分県 合資会社右田順天堂 7320003000339 インバウンドとシニア層獲得のための環境整備事業

1677 大分県 フランス料理Ｍ．Ｍｉｕｒａ ―
外国人客獲得に向けたＩＴツールの整備と地域食材
の魅力の発信

1678 大分県 旬彩フェルミエ ―
自家生産農産物を活用した商品バリエーションの拡
大

1679 大分県 広津留塗装 ―
騒音軽減及び作業効率を追求したリフォーム塗装工
事の販路開拓

1680 大分県 有限会社ホテル南山荘 9320002019956
宝泉寺温泉旅館♨インバンド集客のための“おもて
なし”向上！！
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1681 大分県 テンス ―
板金塗装設備設置による窓口の一本化で顧客サー
ビス向上

1682 大分県 のんびり茶屋 ―
冷蔵庫購入による野菜の安定供給とＷｅｂフリー
ペーパーでのＰＲ

1683 大分県 有限会社　武内建築 2320002019590
日田杉を活用した省エネに特化した住環境の提案
事業

1684 大分県 GR　SPORTS ― 一般消費者への販路開拓と自社ブランドＰＲ事業

1685 大分県
株式会社ﾌｰﾄﾞｺﾐﾆｭｹｰｼｮ
ﾝ・絆

4320001007306
常温商品「やわらか干物」の国内・海外への販路開
拓事業

1686 大分県 久住高原菓房いずみや ―
新感覚乳製品「ＫＵＪＵ’Ｓ（クジューズ）」の販路開拓
事業

1687 大分県 Yショップ国見マツモト ―
コンビニエンス(便利)からエッセンシャル(不可欠)な
店舗に

1688 大分県 木戸産業株式会社 5320001008237
折込みチラシによる、消費税増税に向けた見込客獲
得事業

※

1689 大分県 株式会社RINTA 7320001015124 アニメキャラを生かしたパッケージの開発とＨＰ事業

1690 大分県 マツオ写真館 ―
「昔ながらの写真館イメージ」脱却による飲食店周知
PR事業

1691 大分県 有限会社宮部商店 5320002015471
地域資源を活用したご当地レトルトカレーの開発に
よる販路開拓

1692 大分県 create only one HI-CHA ― 動画の質向上による新規顧客開拓事業

1693 大分県
株式会社九州中央米市
場

7320001009745
農産物検査事業の立上げと自社ブランド米の商品
開発

1694 大分県 小野商店 ―
姫島観光の火を消さない、第二創業にて宿泊業へ
の挑戦

1695 大分県 有限会社　信仰堂 1320002019534
視認性を高めた店舗づくりで“地蔵尊のご利益テイク
アウト”事業

1696 大分県 株式会社トーワ 9320001013844 「安いトラフグをいつでも食べられる」ことのPR事業

1697 大分県
合同会社漁村女性グルー
プめばる

6320003001544
ぶりの中落ちふりかけ・鯖ふりかけの開発及び販路
開拓

1698 大分県 丸一製菓 ― 新店舗開店に伴う設備導入及び販路開拓事業

1699 大分県
株式会社　YUFUIN-
ICHIZU

9320001015865
ＨＰと陳列棚の刷新により『五姉妹物語ワールド』を
作り上げる

1700 大分県 芳の芽 ―
杵築の食材の魅力を伝えるミニ懐石の開発によるラ
ンチ営業の強化

1701 大分県 有限会社　苅北林業 5320002021602
 ホース機の導入による重機ホースの製造・販売及
び販路開拓

1702 大分県 楠繋株式会社 3320001014014
高齢者・障害者の見守りを主にした配食サービスの
販路開拓

1703 大分県 佐藤印刷 ―
デジタル製版機導入による印刷品質向上と業務効
率化

1704 大分県 からあげ花ちゃん ―
遠方の方（観光客等）向けの通販部門の確立による
売上拡大

1705 大分県 小野バッテリー商会 ―
過疎地域でも都市部と変わらない先端の技術サー
ビスを！

1706 大分県 有限会社　河内水産 3320002016538
高級魚カワハギを使用した新規加工品の開発及び
魅力発信事業

1707 大分県 Hair LAU ― パンフレット作成・店舗改装による集客事業

1708 大分県 安永醸造有限会社 9320002015518
事業承継でのブランドイメージ刷新による新たな顧
客と販路の獲得

1709 大分県 有限会社　右丸旅館 8320002010197
シニア層向けの環境整備と新規プランの提案による
販路開拓事業
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1710 大分県 しらす料理の豊洋丸 ―
大型看板等設置による視認性の向上とテイクアウト
商品の販売促進

1711 大分県 八千代館 ―
老舗旅館のインバウンド（外国人観光客）へのおもて
なし挑戦

1712 大分県
里の駅ふるさと市場Ｒ２１
３

― 看板設置と店内環境改善による販路開拓

1713 大分県 有限会社　矢野酒造場 2320002015508
ＨＰ作成とチラシ配布による自社製品認知度向上計
画

1714 大分県 あかみね整骨院 ―
整骨院における送迎サービス導入による市場浸透
化（顧客の増大）

1715 大分県 合同会社　浜ちゃん食堂 1320003002596
『杵築の鱧』を活用したレストラン部門の強化による
観光客の獲得

1716 大分県 有限会社　ことことや 4320002010093 パッケージ改良による「湯布院ジャム」販路開拓事業

1717 大分県 有限会社　川口屋 9320002015146
ビッグイベントの開催を背景とした観光客向け新事
業の展開

1718 大分県 株式会社　五輪花 5320001014532 ＨＰを活用した「ＳＮＳ映えする宿」のイメージ作り

1719 大分県 カモトヤ ―
アフターサービスの内制化による地域顧客の域外流
出阻止事業

1720 大分県 レストランくにさき牧場 ― 看板設置とドレッシング本格販売による販路拡大

1721 大分県 前田犬舎 ―
ITの活用によるPRと来店しやすい店舗づくりによる
来店促進

1722 大分県
Gyspy’ s mile（ジプシーズ
マイル）

―
席数拡大および景観を活かした店舗作りによる新規
顧客の獲得

1723 大分県 キッチンウスダ ―
「奥ぶんごシリーズ」の新展開によるギフト事業の強
化と商圏拡大

1724 大分県 有限会社オレンジ農園 7320002016088
販路拡大に伴うギフト商品の開発並びに新商品開
発事業

1725 大分県 有限会社酒井商店 2320002015202 タイヤ保管サービスによる油外販売増加計画

1726 大分県
株式会社ゆふいんラヂオ
局

9320001011492
ＣＩマークを利用したPR制作物を用いての放送局告
知事業

1727 大分県
株式会社豊後大野クラス
ター

4320001009855
補助用作物カット機の導入による製造体制の確立及
び販路開拓

1728 大分県 城東自動車工業 ―
長期使用車両ユーザーに向けたオイル交換とクイッ
ク点検のススメ

1729 大分県
くじゅう高原フラワーズ
ヴァレー

―
店舗の視認性向上およびＳＮＳを活用した販売の促
進

1730 宮崎県 居酒屋　無我夢中 ―
おすすめメニューをPRする写真パネル等の作成及
び設置事業

1731 宮崎県 神茶家 ―
メニュー表の多言語化・ビジュアル化による入店客
拡大事業

1732 宮崎県 前田菓子舗 ―
スポット空調機器導入による増産体制整備からの売
上アップ事業

1733 宮崎県 有限会社カワコウ 3350002001149
健康住宅「ファースの家」のＰＲ及び販売促進による
売上拡大事業

1734 宮崎県 牧野鉄工 ―
リードタイム短縮による取引先関係強化と新たな受
注獲得計画

1735 宮崎県
sHiErO Hair（シエロヘ
アー）

―
加圧過熱ヘアスチーマ「ナノプレッソ」導入による販
売促進事業

1736 宮崎県 ポン菓子屋まこちゃん ―
「須木産の焼き栗」製造のための焼き栗機の導入と
商品ＰＲ強化

1737 宮崎県 餃子専門店　口福 ― 新商品開発・出店販売強化による売上向上計画

1738 宮崎県 株式会社えびす島鉄工 1350001014789
機械導入による大型漁船の修理対応強化及び町外
の需要獲得
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1739 宮崎県
Agristream Kimura Farm
株式会社

8350001014667
自社ブランド「匠・果実のブレッド」の開発及び販路開
拓

1740 宮崎県 株式会社黒木鉄工所 9350001014773 3ＤＣＡＤ導入によるＢｔｏＢ向け案件の受注増加計画

1741 宮崎県 株式会社運乗建築 4350001014480
基礎工事用機械導入による一貫工事体制の構築及
び売上拡大

1742 宮崎県 studio楽癒風 ― 看板及びのぼり旗設置による店舗の視認性向上

1743 宮崎県 株式会社樹昇 8350001009213
定期巡回訪問を活用した売買サイト構築による新た
なサービス提供

1744 宮崎県 株式会社カネヲト 2350001007404
ホームページ作成等による「ひむか本サバ」の販路
拡大事業

1745 宮崎県 こびき亭 ―
業務用ガスロースター導入による新商品開発と新た
な販路開拓

1746 宮崎県 鈴之家旅館 ―
地域資源である伊勢海老の未利用部分を有効活用
した新商品開発

1747 宮崎県 明月堂 ―
地域資源を活用した新商品開発による販路開拓事
業

1748 宮崎県 株式会社原金物店 2350001009581
おもてなしの心を伝える陶器やプチギフトの販売促
進事業

1749 宮崎県 株式会社ごこく 1350001011753
過疎地域への燃料配達給油サービス構築による買
物弱者対策事業

1750 宮崎県 門川電気計装 ―
高性能設備導入による新たな受注確保と新規取引
先獲得

1751 宮崎県 邦臣自動車修理センター ―
クリーンディーゼル車を整備可能とする機械装置の
導入

1752 宮崎県 株式会社マコト鉄工 5350001005735
ホームページ・パンフレットによる自社技術の周知と
販路拡大

1753 宮崎県 松崎自動車整備工場 ―
故障診断機導入による整備の迅速化と新規顧客の
獲得

1754 宮崎県 くるん ― 安定供給による売上向上と販路の拡大

1755 宮崎県 天岩戸木彫 ―
はじめてのパンフレット等作成・配布による販路開拓
事業

1756 宮崎県 株式会社かかし亭 5350001008853 ホームページ再構築並びにパンフレット作成

1757 宮崎県 アルファ住設 ― EF接合工具の導入による顧客獲得計画

1758 宮崎県 ideal ― 子ども向けプログラミング講座の開設

1759 宮崎県 米良自動車整備工場 ― リフト導入による入庫率・作業効率アップ計画

1760 宮崎県 諸塚自動車整備工場 ―
ゲートスタイルリフト導入による営業強化・販路拡大
事業

1761 宮崎県 株式会社英楽 6350001012169 HPによる消費者獲得作戦

1762 宮崎県
株式会社旅館石山観音
池

1350001013568
リニューアルオープンの知名度アップのためのPR活
用の充実事業

1763 宮崎県 関谷自動車 ― バランサー導入による収益拡大事業

1764 宮崎県 興梠酒店 ―
待合せ・飲食の場所を提供するための環境整備事
業

1765 宮崎県 ＬＣＣ　ｏｆ　Ｈａｉｒ ― オープン６か月後の販促キャンペーン実施事業

1766 宮崎県
株式会社みやざきサン
ミート季穣

3350001013789
ＨＰでの自社ブランド力発信によるネット販売・商圏
拡大事業

1767 宮崎県 株式会社高千穂ムラたび 8350001011400 地元農産物を使用したあまざけの新商品開発事業
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1768 宮崎県 株式会社キョーリツ 1120001143462
日本のものづくりの活性化！最新設備導入による売
上向上！

1769 宮崎県 やけっぱち ―
新メニューの開発およびラーメンスープ増産体制の
構築

1770 宮崎県 有限会社山岡設備工業 2350002013104 配水管融着機導入による受注拡大事業

1771 宮崎県 smo君 ―
キッチンカー改装による安心安全な商品の提供と女
性客アップ！

1772 宮崎県 一整骨院 ―
”水素灸”をＰＲした他社との差別化戦略による販路
開拓

1773 宮崎県 條徹建装有限会社 4350002005438
新規顧客獲得に向けた生産性向上と情報発信WEB
サイト構築事業

1774 宮崎県 花原モータース ―
整備回転率の向上を実現するアルティア製門型２柱
リフトの導入

1775 宮崎県 チョキチョキハウス ―
低価格競争から脱却するための新しい深夜サロン
事業訴求計画

1776 宮崎県 有限会社日之影車両 1350002013410
タイヤバランス調整業務の効率化及び受注業務へ
の取組

1777 宮崎県 株式会社林教育企画 3350001005316
●新規コース「小学生・中学生対象の『マイ勉』」の販
路開拓

1778 宮崎県 有限会社あいそめ堂 8350002013239
高千穂伝統の保存食のブランド化による新規顧客獲
得

1779 宮崎県 晃プロジェクトモーターズ ― 販路開拓と売り上げ拡大で新規顧客の囲い込み

1780 宮崎県 株式会社井戸内養魚場 4350001011593
加工品販売に伴う機材導入およびホームページの
作成事業

1781 宮崎県 岩本写真事務所 ― ドローン機導入による航空写真撮影事業

1782 宮崎県 木畑精工 ―
ＣＡＤデザインソフト導入によるペットアクセサリー等
販売事業

1783 宮崎県 有限会社ＳＰミヤザキ 8350002011507
宮崎県産の杉を活用したレタス栽培キットの国内外
への販売

1784 宮崎県 花あそび ―
地域の害草を資源として活用した新商品開発・販路
開拓事業

1785 宮崎県 来来ラーメン ― 高齢者や女性が利用しやすい店舗への改装

1786 宮崎県 川越自動車整備工場 ― 異次元さび止め剤の導入による販路拡大事業

1787 宮崎県 中庸漢方 ―
有機健康食品の商品開発、ネット販売システム構築
及びＰＲ

1788 宮崎県 株式会社本坊農園 9350001013577
オリジナル動画によるこだわりの農法の紹介と安心
安全野菜のPR

1789 宮崎県 松永商店 ―
バリアフリー化で高齢者や観光客に優しい店舗造り
販路開拓事業

1790 宮崎県 おたに家株式会社 4350001007501
ソバ・ハトムギの付加価値向上・新商品開発のため
の設備導入事業

1791 宮崎県 宮崎長友農園株式会社 9350001001870
みやざきフルーツを手軽に食べる「串じゃむ」開発事
業

1792 宮崎県 合同会社ワークス 1350003002841
デイサービスとダンススタジオの共生施設としての告
知・集客促進

1793 宮崎県 古川銘木店 ― 複数作成のオーダーギフト開発で新販路開拓

1794 宮崎県 BONNE　CHANCE ― 移転先での認知度向上の為の販促事業

1795 宮崎県 株式会社足立鮮魚店 3350001013814
両面焼きグリルが生む作業時間の短縮と高齢者向
け備品の充実

1796 宮崎県 有限会社協同ファーム 7350002009592
自社ブランド豚肉の海外販路拡大プロモーション
ツールの作成
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1797 宮崎県 釘村電気管理事務所 ― 太陽光発電パネルの管理に伴う受注増加

1798 宮崎県 株式会社aya100 8350001015046 ゲストハウスによる地域活性化事業

1799 宮崎県 徳永農園 ―
小型充填機・撹拌機導入による業務効率化と販路拡
大事業

1800 宮崎県 山中菓子舗 ― 地元の特産品を使ったボンボンショコラの商品開発

1801 宮崎県 有限会社矢野自動車 8350002013453 ヘッドライトテスター導入による売上増と販路開拓

1802 宮崎県 有限会社梶原建設 5350002013571 当社ホームページ作成による広報活動と販路開拓

1803 宮崎県 旅館　鶴富屋敷 ―
利用満足度向上によるリピーター増加を目的とした
店舗改修

1804 宮崎県 中竹旅館 ―
ニーズを捉えた新たなサービス展開による売上増加
事業

1805 宮崎県 二鶴旅館 ― ママさん世代をターゲットとした売上増加事業

1806 宮崎県 那須石油店 ― ノンスペース計量機導入による利用客数増加事業

1807 宮崎県 旅館　奥日向 ―
ニーズの高い個室タイプへの改装による宿泊客獲得
事業

1808 宮崎県 民宿　ひえつき荘 ―
利用満足度向上によるリピーター増加を目的とした
売上増加事業

1809 宮崎県 尾前葬祭 ―
ドライクーラー導入による顧客満足度アップと営業強
化事業

1810 宮崎県
有限会社やすかた畳ふす
ま店

1350002018822 商品説明強化及びくつろぎの場提供事業

1811 宮崎県 和雑貨やまの ―
周遊性の高い棚の設置及び看板・チラシ作成による
顧客獲得

1812 宮崎県 有限会社ホテル丸万 2350002017146
仕出しメニュー一新及びパンフレット作成による新規
顧客獲得事業

1813 鹿児島県 ノマドカフェ ―
屋久島の南国植物を雨の日も堪能できる屋根付き
テラス新設事業

1814 鹿児島県 民宿　海寿苑 ―
地域資源食材活用商品による軽食サービス開始で
売上増加！事業

1815 鹿児島県 本山機動株式会社 1340001007554
工事のビフォー・アフターもバッチリ！～「ドローン」
購入事業～

1816 鹿児島県 有限会社丸三土建 7340002016326
「丸三土建のアピールを！」　～事務所新築に伴う看
板設置作業～

1817 鹿児島県 有限会社栗野タイヤ 3340002014903
タイヤ交換お助け隊(超軽量インパクト・自動ホース
リール購入)

1818 鹿児島県 有木商店 ―
「新鮮な肉、届けます」～品質保持の為の真空パック
包装機購入～

1819 鹿児島県 荒木商店 ―
自店のバナー広告設置により販売拡大を図る広報
活動事業

1820 鹿児島県 オレンジオート ―
車両診断機導入による故障診断迅速化・納期短縮
での売上拡大事業

1821 鹿児島県
有限会社グリーンワー
カー真邉

9340002019640
乗用芝刈機導入で管理需要への対応力向上による
売上拡大事業

1822 鹿児島県 有限会社堀ノ内商会 6340002014751
目指せ！安心・安全・高品質な食肉のプロショップＰ
Ｒで顧客獲得

1823 鹿児島県 有限会社西冨士 4340002014720
リピート客確保のための食事環境の改善とサービス
強化事業

1824 鹿児島県 味の大砲 ― 店舗看板設置による認知度向上・集客事業

1825 鹿児島県 有限会社馬場商店 6340002027381
小学生のPCプログラミング教育に対応した販売戦略
構築
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1826 鹿児島県 ニューオート西園 ―
円滑な整備環境を整え受注範囲拡大による顧客満
足度の向上

1827 鹿児島県 打田原のマシュやどぅり ―
体験型観光サービスメニュー拡充のための環境整
備事業

1828 鹿児島県 民宿　野の花 ―
客室のリニューアルを行い、お客様満足度向上によ
る販売拡大事業

1829 鹿児島県 菓子司　中村屋 ―
長命草を素材にしたお菓子の開発とラベルプリン
ターの導入

1830 鹿児島県
奄美大和ゲストハウスそ
のうち

― 浴槽のあるゆったりとした浴室の設置・販路開拓

1831 鹿児島県 ハマダ巧芸 ― 看板制作の電子化による生産性向上と販路拡大

1832 鹿児島県 株式会社さるびあ 2340001015416
猫背矯正施術を掲載したHP作成による認知度向上
と来院客増大

1833 鹿児島県
株式会社サンサンフード
クリエイト

7340001020634
食品関連商談会への出展による商品の認知度向上
に向けた取り組み

1834 鹿児島県 有限会社福戸山建設 2340002023649
家屋解体と解体後の宅地整地プランによる販路拡
大

1835 鹿児島県 阿麻弥姑ダイバー ―
顧客のストレス解消！快適ダイビングボート内トイレ
設置事業

1836 鹿児島県 株式会社ナリアイ運送 3340001008162
新規事業進出で売上UP　～4ｔトラックに設置する
「幌」購入～

1837 鹿児島県
株式会社アイランドコーポ
レーション

3340001021124
外国人観光客へのPRツールとしての屋久島情報
マップの作成

1838 鹿児島県 有限会社有水製材所 8340002019609 ペレット生産機械導入事業

1839 鹿児島県 株式会社池田電設 7340001015601
女性向け新ランチメニューとパウダールーム新設で
新規女性客獲得

1840 鹿児島県 S-CLASS ―
課外バレエ授業内容の充実および出張バレエ教室
による販路開拓

1841 鹿児島県 合資会社西書店 3340003000596
ブックコート加工で高付加価値商品販売による顧客
満足度向上

1842 鹿児島県
屋久島コテージ森のフェ
アリー

―
顧客単価増大に向けて、当施設の魅力を最大限PR
する事業

1843 鹿児島県 三畳食品 ―
新規機械導入による生産量増大と新商品開発に伴
う購買層の拡大

1844 鹿児島県 南州園茶舗 ―
視認効果を高めた新たな看板設置による知名度向
上事業

1845 鹿児島県 善八酒店 ―
店舗内くつろぎ空間の整備とコミュニケーションコー
ナーの充実

1846 鹿児島県 永野商店 ―
野菜粉末の生産性向上による販路拡大へ向けて過
疎地域からの挑戦

1847 鹿児島県 Kiju Natura ―
顧客ニーズに応えたサービスの提供による新規顧
客獲得

1848 鹿児島県 すし漁村 ―
季節毎の新鮮魚介類周知で新規顧客の獲得と販路
拡大

1849 鹿児島県 株式会社フジタ自動車 1340001010979
新型ヘッドライトテスタを活用した車検の稼働率アッ
プと販路拡大

1850 鹿児島県 有限会社スワン 4340002025701
店舗改装と頭皮ケアサービスの導入による新規顧
客開拓

1851 鹿児島県 株式会社ビューティー 9340001015814
広告宣伝と防犯カメラ設置による外国人・女性客の
新規開拓事業

1852 鹿児島県 松久保設備 ―
手動から機械化力で詰まり除去の受注可能用途拡
大・販路開拓

1853 鹿児島県 永山自動車整備工場 ―
４ｔまで対応できるリフト導入による商圏需要獲得に
よる販路拡大

1854 鹿児島県 ヘアーサロンやまだ ―
多様な顧客ニーズに合った地域密着型理容室の実
現
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1855 鹿児島県 原石油 ―
降灰雨天下で洗車コーティングの新規作業設備で売
上増を図る

1856 鹿児島県 阿野つり具店 ― 屋上遮熱塗装による集客力増加事業

1857 鹿児島県 おそうじ本舗鹿屋東店 ― 広報活動の強化による認知度向上と売上拡大

1858 鹿児島県 株式会社屋久島ツアーズ 2340001009938
現地集合型ツアーの開発とネット販売体制構築によ
る販路拡大事業

1859 鹿児島県 仙の家 ―
洗濯機・ガス乾燥機設置で宿泊客の利便性向上を
図る販売拡大事業

1860 鹿児島県 岡山食品 ―
徳之島産のパパイヤの葉を利用した新商品開発並
びに販路開拓事業

1861 鹿児島県
鹿児島美容鍼灸サロン
Calla（カラー）しらさぎ橋店
舗

―
ホームページ作成、ポスティングと広告で取組む販
路開拓

1862 鹿児島県 株式会社樹楽 2340001007140
桜島灰干し加工の地元産魚切り身パックの開発と無
添加醤油の拡販

1863 鹿児島県 株式会社森山 1340001007439
広告チラシの刷新とSNSを活用した継続可能な集客
事業

1864 鹿児島県 株式会社有光 3340001008204
奄美諸島・沖縄（オリジナル餌オケ宣伝）と離島競り
市場調査事業

1865 鹿児島県 LGSカンパニー ―
年配者・女性をターゲットに居心地の良い空間づくり
で顧客獲得

1866 鹿児島県 ヘアデザイン　ルーチェ ―
地元の主婦層をターゲットに、新メニューで固定客獲
得作戦

1867 鹿児島県 薩摩のまごころ ―
電光看板で駅利用者へ、こだわりの見える化にて販
路拡大

1868 鹿児島県 株式会社レッドスター 7340001008340
顧客満足度向上！自動車整備業務の拡充・委託先
ゼロ計画

1869 鹿児島県 有限会社川建設 6340002019932 徳之島STAYひなの看板設置及びホームページ開設

1870 鹿児島県 山下商店 ―
町内唯一の新精米ラインで行う商品・サービス強化
事業

1871 鹿児島県 有限会社サンエー 9340002025572
お客様がキレイになる新サービス「ボディエステ」導
入

1872 鹿児島県 Simply Farm ―
新商品開発による「えごま商品」の認知度UP・販路
開拓

1873 鹿児島県 株式会社七宝 6340001019149 遊漁船船舶の顧客対応設備の拡充

1874 鹿児島県 株式会社鳶一 1340001018774
自社ホームページ導入による新たな顧客創造と作
業員確保の両立

1875 鹿児島県 岩元屋 ―
体験型観光サービス導入に向けた店舗外壁塗装塗
り替え

1876 鹿児島県 有限会社内之浦葬祭 4340002024942 不快感をなくす自動ドアとエアーカーテンの導入

1877 鹿児島県 chichinpuipui ―
地域初の体験型消費ができる古民家風カフェの新
サービス導入

1878 鹿児島県 有限会社三星商店 6340002000090
リフォーム市場参入に向けた、外装塗装事業への着
手

1879 鹿児島県
福石自動車板金塗装工
場

―
新規事業者着手における販路開拓及び受注システ
ム構築事業

1880 鹿児島県 AｰHOUSE ―
HP開設・パンフレット作成等広報力強化による新規
顧客獲得事業

1881 鹿児島県
鍼灸・整体・博愛堂治療
院

―
広告看板によるサービス内容の広報・知名度アップ
計画

1882 鹿児島県 薩州工業 ―
アイアン家具をきっかけにした認知度向上による販
路開拓事業
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1883 鹿児島県
Ｄａｉｓｙ 美来髪（デイジーミ
ライガミ）

―
デジタル情報随時更新とあなろぐ看板認知で新規お
客様を発掘！

1884 鹿児島県 よってみ亭 ―
観光客への販路拡大を目的とした看板設置と客席
改修事業

1885 鹿児島県 前田鮮魚 ―
販路開拓チラシの作成及び道案内・誘客看板設置
による広報事業

1886 鹿児島県 Leaf ―
徳之島産のスムージーとキャッサバのふるさと納税
返礼品販路開拓

1887 鹿児島県 株式会社京屋呉服店 1340001014856
ウェアプリント加工広告と製造工程の改善で販路開
拓と売上拡大

1888 鹿児島県 七夕薬品支店 ―
生体信号測定器導入による血流測定の実施で売上
アップ

1889 鹿児島県 お食事処ひょうたん ―
夜の集客のための、安心してくつろげる来店したくな
る店づくり

1890 鹿児島県 有限会社久米村自動車 4340002013607
中古車展示場のリニューアル・整備機能向上による
新規顧客の獲得

1891 鹿児島県 有限会社おかどめ 6340002019593
全国初！安納芋リキュール・ジュースによる商品力
強化と販路拡大

1892 鹿児島県 末永（清）製茶 ―
ロマン溢れる商品名で「日置茶」の認知度向上を図
る

1893 鹿児島県 ポムドテールユイ ―
新商品・人気商品のパッケージデザイン制作による
売り上げ拡大

1894 鹿児島県 合同会社末吉製茶工房 9340003002447
HP作成・オリジナルブレンドティーサービス開発によ
る販路開拓

1895 鹿児島県 梅木本種子鋏製作所 ―
商品デザイン・パンフレット作成による販路開拓と売
り上げ増大

1896 鹿児島県 栗野モータース ―
南薩地区初の車の故障診断機導入による販路拡大
事業

1897 鹿児島県 有限会社二見屋商店 3340002023648 ＨＰによる新たな販路獲得及び売上拡大の実現

1898 鹿児島県
観光ホテル美春荘株式会
社

1340001009699
種子島のサーフィンと食の魅力発信及び滞在型観
光の創出事業

1899 鹿児島県 居酒屋　良酔 ―
ステージ設置における民謡ライブサービス強化によ
る販路開拓事業

1900 鹿児島県 合名会社平和モータース 5340003000801
リフト導入に伴う車検・整備の作業効率アップと顧客
拡大事業

1901 鹿児島県 有限会社ふじた農産 8340002019303
ＨＰのリニューアルと新カートシステムの導入による
直販率の向上

1902 鹿児島県 民宿みゆき ― トイレ改修とバリアフリー化によるサービス訴求事業

1903 鹿児島県 西田とうふ店 ―
豆腐の商品力向上につなげる製造機器導入とパッ
ケージ一新事業

1904 鹿児島県
株式会社漁師の店・さか
な

8340001017010 「漁師の店・さかな」移動看板作成事業

1905 鹿児島県 株式会社浜田電化 9340001017091
広告宣伝の徹底と地域密着・迅速対応による顧客開
拓事業

1906 鹿児島県 内村食品 ―
機能的な設備と技術を活用した商品力アップによる
取引先の拡充

1907 鹿児島県 有限会社テラダ電設 2340002019481
自動溶接機導入による仕上平準化とクイック対応で
受注拡大事業

1908 鹿児島県 有限会社瀬戸口電設 6340002014677
高齢者のための最新家電体験コーナーの設置によ
る新規顧客の獲得

1909 鹿児島県 有限会社ふじた 1340002014095
新車販売事業の認知度向上とLED照明化による集
客力向上事業

1910 鹿児島県 三光農機 ― 社名アピールによる販売促進と顧客満足度向上

1911 鹿児島県 通販はくつる ―
えごま商品の顧客ニーズへの対応力強化と販路拡
大
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1912 鹿児島県 株式会社惣菜のまつもと 9340001014477
自動調理機導入に伴う回転率上昇と新商品開発に
よる来店促進

1913 鹿児島県 有限会社吾平中央薬局 9340002024830
顧客薬歴管理システム導入に伴う顧客サービス向
上と売上高増加

1914 鹿児島県 靴のやくし ―
高齢客に優しい店舗環境整備で創出！新規顧客と
新たなリピーター

1915 鹿児島県 ベーカリーNOA ―
ショーケース導入で実現！新規顧客獲得と年間売
上の安定化

1916 鹿児島県
鏡原製茶有限会社お茶の
緑峰園

8340002025144
「ばら煎茶・ばら紅茶」の生産体制強化と若年層への
販売促進

1917 鹿児島県 古今料理　北俣 ―
料理の質的向上と快適空間創出で実現！新規顧客
の裾野拡大

1918 鹿児島県 有限会社福電 3340002026353
高性能コンジェットマシン導入による切削技術を活用
した販路開拓

1919 鹿児島県 Design Spase合同会社 3340003002460
ソフトウエア導入による販路拡大と次世代に残す社
会貢献の実現

1920 鹿児島県 癒しのサロン　絹日和 ―
サービスの質的向上で実現！顧客が顧客を生む販
路拡大サイクル

1921 鹿児島県
有限会社ボートの新福商
会

1340002026396
塗装用コンプレッサー導入による「自社塗装」実現に
よる販路開拓

1922 鹿児島県 有限会社ケーエムオート 3340002019695 新しい車の買い方の提案のための環境整備

1923 鹿児島県 BIG BIRD ― 公共事業受注のための設備投資

1924 鹿児島県 恵比寿大黒とし ― 外国人観光客を呼び込むための環境整備

1925 鹿児島県
有限会社南九州レンタル
設備

2340002017634
顧客ニーズに即した設備導入、広報活動強化による
販路開拓事業

1926 鹿児島県
有限会社ケイズコーポ
レーション

5340002003664
ターゲットは全国！ＥＣサイト構築による販路拡大へ
の取り組み

1927 鹿児島県
Ｗ＆Ｗウェル＆ウェル地
域福祉・芸術推進合同会
社

1340003001860
広報宣伝媒体等による新規事業の周知広告と販路
開拓

1928 鹿児島県 下島自動車 ― 事業承継に向けた新たな顧客層の掘り起し事業

1929 鹿児島県 屋久島レンタカーナビ ―
英語ＨＰ作成による外国人観光客を呼び込むための
環境整備

1930 鹿児島県 お食事処　さっちゃん ―
まずは環境整備から。外国人観光客を呼び込む仕
組み作り。

1931 鹿児島県 Ambar ― 見せる収納によるお客様の購買意欲促進事業

1932 鹿児島県 レストラン　パノラマ ―
認知度・紹介率アップのためのホームページ作成・
チラシ作成

1933 鹿児島県 株式会社ＯＺ 4340001009936
フランチャイズ加盟による、看板・店舗改装による集
客力アップ

1934 鹿児島県 訪問理美容きずな ―
ご高齢者をもっと綺麗に！もっと笑顔に！訪問理美
容の販路開拓

1935 鹿児島県 有限会社たけすぎ 8340002019807
ようこそ屋久島へ！外国人観光客獲得のための環
境整備

1936 鹿児島県 こもれび ―
駐車場案内および料理写真看板設置による観光客
獲得事業

1937 鹿児島県 合同会社89298.com 5340003001568 「ヤクシカブランド商品」開発・販路拡大

1938 鹿児島県 株式会社あしあと 3340001020828
ロボットによる新サービス提供で有料老人ホームの
持続的経営

1939 鹿児島県 有限会社田代館 1340002019664 田代別館外国語ホームページ作成
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1940 鹿児島県 有限会社寺田商店 1340002019672
イートインスペース設置による売上アップ・ガス販売
アップ事業

1941 鹿児島県 ヤキトリ　テッチャン ―
自慢の焼鳥をもっと大勢の方々に！出店販売強化
による販路開拓

1942 鹿児島県 ビューティサロンくるみ ―
新事業「睫毛パーマ・フェイシャルマッサージ」の開
始・販路開拓

1943 鹿児島県 株式会社コーセン 7340001014974
市場ニーズが高い食料品少量計量での生産による
販路拡大事業

1944 鹿児島県
有限会社アクティブスポー
ツ・ガンコ

6340002012549
スタンドアップパドルボードで海を楽しむ出張スクー
ル事業の展開

1945 鹿児島県 有限会社カワノすり身店 2340002018888
トイレ改修と店舗の内壁修復で快適な時間をお客様
に提供

1946 鹿児島県 からはな ― 小さなビール醸造所が取り組む大きな販路開拓

1947 鹿児島県 海鮮・七海 ― 機械化による新メニューの展開と座席回転率の向上

1948 鹿児島県 有限会社山下酒店 8340002014262 陳列レイアウト改良による販路開拓事業

1949 鹿児島県 株式会社カキウチ 3340001012940 保冷車導入による配達サービス（販売）事業

1950 鹿児島県 有限会社児玉ストアー 2340002024234
ネット販売部門立ち上げのための自社ホームページ
制作事業

※

1951 鹿児島県 有限会社プロテック 9340002024509 デジタル測定器導入による市場開拓事業

1952 鹿児島県 プロエイト ― 商品体験とセミナーができる一体型ルーム開設事業

1953 鹿児島県 有限会社そのだストアー 9340002024269
冷凍ショーケース導入に伴う購買力促進及び来店率
アップ事業

1954 鹿児島県 上門建築 ―
より精密に木材加工ができる設備（自動カンナ）導入
事業

1955 鹿児島県 合同会社まるごと種子島 2340003001521
H2ロケットから新型H3ロケット移管に向けたグッズ開
発事業

1956 鹿児島県 合同会社BIROU 4340003002170
体験マッチングサービス「TABITTO」の認知向上・販
路拡大

1957 鹿児島県 有限会社ケアリンク 6340002024404
お客様の要望に応えた自動ドア導入による利便性
改善事業

※

1958 鹿児島県
フクオカ労務経営マネジメ
ントオフィス

― HP開設とDM送付による新規顧客の開拓

1959 鹿児島県
有限会社リフォームわか
な

2340002024473
お客様の要望に応じた当事務所ホームページ作成
事業

1960 鹿児島県 有限会社フォートタツノ 1340002024359 店舗改装等によるサービス力強化事業

1961 鹿児島県 La  Nicori ―
レッスン生の満足度向上を実現するパンとケーキ作
り教室の展開

1962 鹿児島県 有限会社ゆたか建装 3340002021965
喜界島環境保全の為の解体用バックホーのアタッチ
メントの導入

1963 鹿児島県 有限会社南自動車 7340002021391
既存取引先との深耕と販路拡大を目的としたトイレ
の全面改装事業

1964 鹿児島県 中村建築設計事務所 ―
図面電子化と木構造専門ソフト導入による作業効率
化と新業務展開

1965 鹿児島県 長尾鍼灸整骨院 ―
地域初となる新規施術機導入による新規顧客の獲
得と施術の拡大

1966 鹿児島県 株式会社福栄商事 5340001011049
閑散期の売上増並びに女性客を増やすための取組
み事業

1967 鹿児島県 有限会社石彩工芸 3340002011768
事務所有効活用によるスタイル転換及び周知徹底
による顧客誘致

1968 鹿児島県 有限会社くらしげ商事 3340002019951
中食調理加工ブース工事及び調理器導入による利
益改善計画
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1969 鹿児島県
Ｎ&Ｎ the garden cafe a
bake provided

―
オーニング設置及び看板効果による新規顧客獲得
事業

1970 鹿児島県 アートステーション丹菜房 ―
和紙ギャラリーとして看板設置・外装及びオープンテ
ラス改修事業

1971 鹿児島県 生パスタdining小麦屋 ―
ハイクオリティな空間の創出によるイタリアンとワイン
の魅力発信

1972 鹿児島県 kokotto ―
お客様の快適性の改善と新ヘッドスパメニューの周
知で販路開拓

1973 鹿児島県 和風レストラン八一 ―
電照広告塔設置による認知度向上と新規顧客の獲
得

1974 鹿児島県 有限会社庄助 6340002000545
商品が提供されるまでの「待ち時間」を快適に過ご
せる空間の提供

1975 鹿児島県 株式会社久木田農園 8340001013067
包装パッケージ改良によるこだわり有機野菜の販路
拡大事業

1976 鹿児島県 森モータース ―
トライアスロンバイクに特化した、リペアペイントによ
る販路拡大

1977 鹿児島県 雲月農園 ―
安心・安全な湧水町産農産加工品の商品化を目指
して！

1978 鹿児島県
BLESS HAIR DESIGN ＆
BEAUTY

―
エステ、美容室共に認知度を高め新規顧客獲得と店
販売上アップ

1979 鹿児島県 中華料理　栄屋 ―
製麺機導入によるお持ち帰りメニュー強化と利益率
改善

1980 鹿児島県 You商会 ―
青果卸だからできる！農産物冷蔵保管事業と農家
への販路拡大

1981 鹿児島県 株式会社ジョイント 5340001015909
新規顧客獲得機会を創出するためのＨＰ作成による
販路拡大

1982 鹿児島県 有限会社岩元製材 6340002015337 生産効率を上げ販路拡大の為の機械導入事業

1983 鹿児島県 有限会社浜島水産 1340002022759
新鮮な魚介類を多くの方に！効果的宣伝による販
路開拓

1984 鹿児島県 有限会社大迫自動車 7340002023339 看板設置による効果的な宣伝

1985 鹿児島県 合同会社アナザーレベル 1340003002256 個々の体力に応じた伴走型介護予防施設の形成

1986 鹿児島県 かけろまの森 ―
観光客をターゲットとした新商品開発による新規販
路開拓事業

1987 鹿児島県 美容室シフォン ―
ナノ炭酸水シャワーによる洗髪で頭皮からきれいな
髪になろう事業

1988 鹿児島県 株式会社HARU 5340001019604
店舗改装・福祉用具展示、相談コーナー増設し地域
密着で販路開拓

1989 鹿児島県 エスコート ―
新サービス「浴槽浴室塗装エコ再生サービス」による
新規顧客開拓

1990 鹿児島県
有限会社時計メガネのサ
サヤマ

2340002015968
店頭ショーウインドウの改善と店内デッドスペースの
改善

1991 鹿児島県 かもだ通り薬局 ―
骨量測定機器導入による新規顧客の獲得と客単価
の増大事業

1992 鹿児島県 ラウンジ京 ― 広告看板を設置し認知度を高める事業

1993 鹿児島県 ファミリーショップひごし ― 高齢者やドライバーが利用しやすいトイレへの改修

1994 鹿児島県 味の柳川 ―
店舗改装による快適性の向上とメニュー開発による
顧客開拓

1995 鹿児島県 有限会社鶴屋 5340002023225
業務用刺繍ミシン導入による「ワンストップ型サービ
ス強化」事業

1996 鹿児島県 溝上マッサージ鍼灸院 ―
訪問診療サービスの確立・展開による顧客満足度向
上事業

1997 鹿児島県 danke schön ―
ＨＰ・撮影サービス・トータルビューティー実現による
販路開拓
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1998 鹿児島県 有限会社トキコ 9340002015326
多機能チェア・シャンプー機器導入による販路開拓
事業

1999 鹿児島県 株式会社亜希和味 9340001018940
ストレス社会で戦う女性に中国茶で癒す空間創造と
売上拡大事業

2000 鹿児島県 柿内鍼灸療院 ―
鍼灸普及広報の有効性を追求！院の新たなブラン
ディング取り組み

2001 鹿児島県
Stella eyelash～ステラア
イラッシュ～

―
「大人上品なまつ毛エクステ」の情報発信による顧客
開拓事業

2002 鹿児島県 居酒屋　いっさごれ ―
南国奄美のオリジナル島料理ＰＲによる集客・販路
開拓事業

2003 鹿児島県 又木鮮魚店 ―
思い切った店舗リニューアルに伴う志布志湾の魚介
類PR大作戦

2004 鹿児島県 寺田住宅環境 ―
「細かい要望に応える」作業メニューの計画的広告
宣伝強化事業

2005 鹿児島県 株式会社農村生活 7340001019750
知名度アップと新商品開発による新規顧客獲得と売
上高倍増計画

2006 鹿児島県 前之園とうふ ―
新食感の揚げ豆腐提供による販路開拓並びに売上
増加

2007 鹿児島県
大木健太郎保険代理店・
大木健太郎行政書士事
務所

―
面談を重視した顧客開拓のためのコンサルティング
環境整備事業

2008 鹿児島県 五代 ―
ごみ屋敷清掃事業に特化したホームページ作製事
業

2009 鹿児島県 有限会社山口農園機工 5340002015437 スチールショップ展開

2010 鹿児島県
有限会社フラワーハウス
あかつか

8340002014106
時計付ＬＥＤ看板設置による営業時間の延長及び地
域への貢献

2011 鹿児島県 ねむのき鍼灸整骨院 ―
女性が元気で仕事ができ、内面からの美を磨くこと
を推進する事業

2012 鹿児島県 島育ち　奄美 ―
奄美の食で霧島にこられた方を元気に（きょらむんで
みしょれ）

2013 鹿児島県 株式会社アイエムティ 9340001007167
『2019年問題』及非常時対応『蓄電システム』の新規
販路開拓

2014 鹿児島県 Big Dog ―
ターゲット層への効果的な訴求を実現する広報媒体
の強化

2015 鹿児島県 有限会社黒木書店 6340002018240
カフェスペースの設置に伴う来店客数増加に伴う売
上の増加

2016 鹿児島県 有限会社新栄物産 4340002019471
地域資源「赤米」を使用した「赤米甘酒」量産化と販
路開拓

2017 鹿児島県 村尾酒店 ―
認知度向上及び販路拡大のためのＨＰ作成及びギ
フト開発

2018 鹿児島県 株式会社歩電設 7340002012688 潜在事業であるセキュリティ部門の周知拡大

2019 鹿児島県 居酒屋　かよい舟 ― お客様の安心安全と快適な滞在時間の提供

2020 鹿児島県 山口建具店 ―
木工プレス機導入による新たな取引先と大量受注依
頼の獲得

2021 鹿児島県 有限会社山之口ストア 3340002018441
照明付き看板の設置に伴う新規顧客獲得と認知度
の向上

2022 鹿児島県 衣料百貨ふなくら ―
トイレの整備やバリアフリーに伴う顧客満足度向上と
売上増加

2023 鹿児島県 能野焼　福元陶苑 ―
灯油窯導入による顧客ニーズ対応とオンリーワン商
品提供

2024 鹿児島県 合同会社OceanLine 5340003002228 業務用冷凍ストッカー設置事業

2025 鹿児島県 居酒屋まぐれ猫 ―
トイレと厨房の改装に伴う顧客満足度と売上の増加
の実現

70/81



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

2026 鹿児島県
ヨロンキッチンカーカスタ
ネット

― 島内在住者と観光客を対象とした経営の拡大

2027 鹿児島県 植山水産 ―
食事客人気メニューのテイクアウト販売と効率的な
業務体制の改善

2028 鹿児島県 オートガレージMIYAHARA ―
新店舗に併せた新たな広報策実施による新規顧客
UP事業

2029 鹿児島県 有限会社大勝うなぎ 7340002020690
新商品「冷凍みそ鰻」の品質向上とストック機能の構
築

2030 鹿児島県 リビング幸和 ―
エアコン設置による商談スペース等確保と広報策に
よる販路開拓

2031 鹿児島県 有限会社写真の光輝 6340002013737 撮影・映像技術を駆使した空撮による新事業展開

2032 鹿児島県 オフィスＨＴ合同会社 8340003002191
子どもにあった療育を実践する「いいこえん」の認知
度向上事業

2033 鹿児島県
屋久島エコツアーなない
ろの虹

―
屋久島の森の中のような癒し空間で屋久島素材で
手作り体験

2034 鹿児島県 めん処つくしの里 ―
チラシ・昇り旗・ポスター作成の広報活動強化による
販路開拓事業

2035 鹿児島県
リラックスダイビングサー
ビス

―
奄美大島初導入！更なる安全性の提供によるリラッ
クスダイビング

2036 鹿児島県
有限会社スリーウッドひか
り

―
商談会の参加に伴う取引先とネット通販の拡大によ
る売上の増加

2037 鹿児島県 株式会社﨑本自動車 6340001019875 マルチリフト導入による新たな修理サービスの実現

2038 鹿児島県 有限会社カトレア交通 3340002026816 自社事業ＰＲ看板設置による認知度向上

2039 鹿児島県 有限会社羽生電気商会 9340002019293
提供サービスPRによる販路開拓拡大及び新規顧客
の創出

2040 鹿児島県
トヨタレンタリース沖永良
部営業所

―
高齢者等が利用しやすい店舗のバリアフリー化によ
る顧客獲得

2041 鹿児島県 有限会社佐伯屋 7340002000528
魚屋さんから「こだわり薩摩揚げのすすめ」！新規
ファンの獲得！

2042 鹿児島県 有限会社原田呉服店 9340002024608
高齢客やお子様連れ客に配慮したトイレ改装で顧客
満足度の向上

2043 鹿児島県 ポニー食品 ― 与論島向け土産菓子の開発による販路開拓

2044 鹿児島県
有限会社オートサービス
加治佐

7340002024709
スキャンツール導入による自動車整備部門の売上
拡大

2045 鹿児島県 エトセトラあきた ―
新しい服の直しメニューの新設と広報による新規顧
客の獲得

2046 鹿児島県 六覚燈　勝男 ―
沖永良部島の食材を使用した新メニューでの新規顧
客獲得

2047 鹿児島県 知名ヨコハマタイヤ ―
商圏拡大を図るための新たな出張修理交換業務拡
大事業

2048 鹿児島県 暮らしの宿　福のや、 ― 店舗改装による新規顧客獲得と売り上げ増大

2049 鹿児島県 海の見えるペンション ―
バーベキューテラスの新設による集客対策と知名度
向上事業

2050 鹿児島県 有限会社くすもと 3340002013599
ランチボックスと加工品の品質向上及び販売数増加
による販路拡大

2051 鹿児島県 タテルミライ株式会社 1340001017611 「プラント工事」受注力強化事業

2052 鹿児島県 奥山工務店株式会社 5340001020371 「リフォーム」受注力強化のための研修等事業

2053 鹿児島県 株式会社肱岡 1340001015061
ホームページ作成及び販売システム構築で販路開
拓事業

2054 鹿児島県
hair＆make exclusive
green

―
人口の高齢化で新たな販路開拓をめざす「訪問美容
サービス」事業
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2055 鹿児島県 美容室　gem ― ホームページ作成で広報活動事業

2056 鹿児島県 いぶき整骨院 ―
目立つ外観と居心地の良い空間作りで新規顧客獲
得事業

2057 鹿児島県 ＫＷＣ ―
強みであるデザイン力を形にするブランディング営
業

2058 鹿児島県 La･Luce ―
快適な空間作りと新たに始める商品販売で販路開
拓事業

2059 鹿児島県 有限会社中原 8340002026084
美容機器の導入と店舗改装によるサービス及び顧
客満足度向上

2060 鹿児島県 有限会社江洋館 9340002025465
ホームページ導入による県外観光客をターゲットに
した販路開拓

2061 鹿児島県 株式会社平野製材所 4340001014390
新たな機械導入による販路拡大と木質バイオマス商
品の開発

2062 鹿児島県 レストランアミューズ ―
顧客ニーズに呼応したテイクアウトサービス事業化
による販路開拓

2063 鹿児島県 寝具プラザタケサン ―
顧客ニーズに呼応した「寝具レンタルサービス」の本
格的事業化

2064 鹿児島県
有限会社セブンプラザと
みまつ

6340002026912
事業承継による顧客利便性を高める為の新サービ
ス導入

2065 鹿児島県 西山水道 ―
超音波流量計導入にと伴う漏水調査事業の拡大に
よる販路開拓事業

2066 鹿児島県 中俣商店 ― お酒屋さんの「ちょい飲みスペース」の設置事業

2067 鹿児島県 有限会社杉元酒店 4340002018300
温度管理特殊冷蔵庫の購入による顧客、売り上げ
増加計画

2068 鹿児島県 日高建築 ― 純和風、現代和風新築住宅の展示会開催

2069 鹿児島県 福の家 ― 韓国からの観光客及びスポーツ合宿獲得事業

2070 鹿児島県 活魚料理の店　網元 ―
内之浦産の新鮮な魚を使用したみそ漬けの開発・販
路開拓

2071 鹿児島県 有限会社今栄商会 5340002020338 島外者向けの新プレープランによる新規顧客の獲得

2072 鹿児島県 モード理美容室 ―
現代的なイメージへの店舗の改装による新規顧客
の獲得

2073 鹿児島県 ジホウドー ― 「眼鏡・補聴器をもっと身近に」訪問サービスの展開

2074 鹿児島県 きらく ― 「辺塚だいだいカンパチ丼」による認知度向上事業

2075 鹿児島県 有限会社谷山水産 7340002025896
首都圏における「辺塚だいだいカンパチ」販路開拓
事業

2076 鹿児島県 宮脇硝子店 ― 看板設置による知名度の向上と販路拡大事業

2077 鹿児島県 キリシマデザイン ―
霧島にこだわった古民家土産店の看板設置及び喫
茶部門新設事業

2078 鹿児島県 株式会社黒田工業 1340001018031
耐震用水道配管用工事機器導入とホームページに
よる販路開拓

2079 鹿児島県 株式会社ナガミネ 7340001007607
自社ブランド用の新屋号設置におけるネット販売シ
ステムの構築

2080 鹿児島県 ヘンタ製茶有限会社 7340002015113
新商品「霧島抹茶羊羹」と霧島抹茶の販路開拓のた
めの見本市出展

2081 鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 3340001006216
市場細分化による独自市場創出と差別化戦略によ
る収益性向上計画

2082 鹿児島県 お菓子のかたおか ―
看板設置によるお店の認知度向上と売上増加の実
現

2083 鹿児島県 合資会社立山鮮魚店 7340003000213
昔ながらのつけ揚げのブランディングで自店のPRと
商店街PR
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2084 鹿児島県 大德治療院 ― セルフホワイトニング導入による相乗効果

2085 鹿児島県 株式会社ヤマウチ 3340001020522
トイレ設置による事業効率化及びお客様満足度の向
上

2086 鹿児島県 有限会社スマイルプラン 4340002011115
イベントや店舗改装を活かした知名度とイメージアッ
プによる集客

2087 鹿児島県 有限会社六太楼 7340002027232
ラベルプリンター導入による商品付加価値を向上さ
せる事業

2088 鹿児島県 株式会社絆 5340001012435
空家空地 流動化事業(地方の遊休資産ワンストップ
の相談窓口）

2089 鹿児島県 愛川建築設計事務所 ―
店舗改装に伴う３次元ＣＡＤプレゼンルーム改装事
業

2090 鹿児島県 左近允工務店 ―
多機能倉庫の展示商談会イベントの開催による販
路開拓・売上増加

2091 鹿児島県 宝代自動車商会 ―
電子制御部門の新整備付加のためのスキャンツー
ル導入・販路拡大

2092 鹿児島県 ながさき仏壇 ― 時代に即したインパクトのある看板設置・販路開拓

2093 鹿児島県 有限会社肉のまるかつ 9340002023139
新工場兼店舗建設による広告宣伝効果の増強と
チャネル戦略の構築

2094 鹿児島県 ポスタルストアよかDO ―
コミュニティー拠点設置と販路開発による経営安定
化事業

2095 鹿児島県 あづま荘 ― 仕出しメニューの強化・メニューの選択肢増

2096 鹿児島県 三原呉服店 ―
年配の方にお買い物を楽しんでいただくための車輌
購入・販路開拓

2097 鹿児島県
クラフトクローバー株式会
社

9340001020459
地元産果物の新商品開発とオリジナル販促品での
販路拡大事業

2098 鹿児島県 有限会社健康村 8340002018247 認知度向上による販路開拓及び売上増の実現

2099 鹿児島県
株式会社薩摩ファームブ
ロスト

9340001006945
事業内容の透明化を図った自社ホームページ作成
による販路拡大

2100 鹿児島県 結人株式会社 7340001018141
利用者の声を積極的に取り入れた宿泊施設の環境
整備事業

2101 鹿児島県 居酒屋　美喜 ―
設備導入による新規顧客受入体制整備で満足度向
上と販路拡大事業

2102 鹿児島県 株式会社平祐 2340001010929
顧客のニーズに応えるためのはえ玉導入と新規販
路開拓事業

2103 鹿児島県 有限会社鳥浜 8340002024311
調理場内の劣悪な環境改善効率化による受け入れ
客数の増加

2104 鹿児島県 有限会社マエノ薬局 6340002014768
利用者の増加を目的とした効率的な看板広告の実
施計画

2105 鹿児島県
合同会社奄美はなはな
エール

5340003002327
奄美群島島地ビール魅力アップ&島地サイダー開発
相乗効果事業

2106 鹿児島県 大村温泉管理 ― 看板設置による集客力向上

2107 鹿児島県 高城庵 ― ホームページ作成による顧客満足度アップ事業

2108 鹿児島県 せとうち緑地株式会社 8340001010865 顧客満足度向上を通した利用客増加計画

2109 鹿児島県
ヤマハタマリンサービスあ
まん

―
新サービスの広報を通し売上増加と新規客の取り込
み

2110 鹿児島県 株式会社にいやま園 1340001000154
店舗小売部門の新規顧客獲得及びリピータ集客強
化事業

2111 鹿児島県 株式会社甘宮 5340001020272 自社ホームページ作成とSNSを活用した販路開拓

2112 鹿児島県 加治屋運送 ―
トイレ改修による顧客満足度向上とリピート率向上さ
せる事業

73/81



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

2113 鹿児島県 和食の吉祥 ―
トイレ改装による顧客満足度向上と知名度UPに繋る
看板設置事業

2114 鹿児島県 株式会社菊永鉄筋工業 2340001012925
鉄筋結束機導入による作業効率の向上、受注拡大
と雇用確保

2115 鹿児島県 マル川建設株式会社 5340001012831
広報活動・販路拡大等、自社の強みを活かすホーム
ページへ改修

2116 鹿児島県 有限会社植山かまぼこ屋 8340002013454
顧客満足度の向上と滞在時間の長い顧客層の取り
込みの為の改装

2117 鹿児島県 YS企画 ―
旧車に特化した中古車仕入・販売システムの構築事
業

※

2118 鹿児島県 しもかりや酒店、 ―
酒類専門店の優位性、専門性をＰＲする看板設置事
業

※

2119 鹿児島県 三上ストアー ― 総菜販売。中食需要特化型店舗改装事業

2120 鹿児島県 株式会社かごしまんま 8340001014833
安心安全食材を通年販売できる九州産野菜パック
の販売事業

2121 鹿児島県 サロン・ド・トーク ―
「来て着て知覧武家屋敷ぶらり」事業で観光客を新
規開拓

2122 鹿児島県 有限会社イーグルストア 7340002024915
買い物弱者・高齢者支援のための移動販売・配達車
導入事業

2123 鹿児島県 平野謙二税理士事務所 ―
税理士と相談者の架け橋～ＩＴを活用した身近な事
務所づくり～

2124 鹿児島県 フレンドショップひらかわ ―
地域密着の飲食料品小売店として町内外に認知度
をUPさせる事業

2125 鹿児島県 株式会社七福健康サロン 8340001018958
痩身マッサージコース周知と自衛隊関係販路開拓事
業

2126 鹿児島県 便利屋　便財店 ―
広告で幅広い年齢層の顧客を取り込み、機械導入
で作業効率化

2127 鹿児島県 有限会社松元石油ガス 8340002026514
緊急時にも対応するミネラル水生成サーバーの販売
事業

2128 鹿児島県 いちに会館 ―
癒しのある空間と新メニューの創出による新規顧客
の獲得と固定化

2129 鹿児島県
有限会社浪瀬自動車整
備工場

1340002026116
次世代カーに応えるカードクターとしての「安心＆満
足」提供事業

2130 鹿児島県 総合看板アド・ダイケン社 ―
広報看板サービス業の幅を広げるカッティングマシ
ンの購入事業

2131 鹿児島県 株式会社うずえ屋 1340001020821
営業ツールとパッケージデザインの強化による販路
拡大

2132 鹿児島県 森田林産株式会社 5340001014167
日曜大工にも応える「上質で上品な加工板」の提供
で再生する事業

2133 鹿児島県 にしひろ鍼灸整骨院 ―
知名度向上及び最新治療の認知度向上による利用
客獲得事業

2134 鹿児島県 株式会社遊喜 2340001014797
鉄のものづくり新事業拡充（空間、設備）による新規
顧客獲得

2135 鹿児島県 RealityEnglishAcademy ― 教室建物のイメージアップ

2136 鹿児島県 有限会社古市製茶 4340002024364
高速切断機の導入で、粉茶の供給拡大と売上拡
大、新規取引先獲得

2137 鹿児島県 株式会社平政建設 9340001011037
農家から消費者までつなぐ商品開発による販路拡大
事業

2138 鹿児島県 時本産業 ―
家の健康は水道管、身体の健康は血管！新規サー
ビスで販路拡大

2139 鹿児島県 南海自動車 ― サービス内容向上の為の設備導入事業

2140 鹿児島県
株式会社喜界島薬草農
園

3340001016487
喜界島産ごま蜂蜜及び喜界島産蜂蜜商品の試作開
発

2141 鹿児島県 メガネの生視堂 ―
補聴器レンタルで、高齢者の快適な生活提案および
新規顧客獲得
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2142 鹿児島県 小田商店 ― 店舗看板設置による認知度向上事業

2143 鹿児島県 昭和館 ―
自慢の「うなぎの蒲焼」の提供数アップの為の機械
設備導入

2144 鹿児島県 ひぃ坊家 ―
訴求力が低下したパッケージを一新し、新規顧客獲
得と販路開拓

2145 鹿児島県
ポーラ化粧品エステインド
リーム営業所

―
立体看板設置による雨の日でも安心して来れる店舗
環境整備

2146 鹿児島県 高井田養魚場 ―
明るく楽しい食事提供の場と看板設置による販売促
進事業

2147 鹿児島県 五反田製茶 ― パッケージデザイン改新による販売促進事業

2148 鹿児島県 有限会社水口松夫水産 8340002022959
商品力向上のための設備購入による売上高アップと
販路拡大

2149 鹿児島県 錦盛丸水産 ―
新規顧客獲得と囲い込みの為の販促ツール作成に
よる販路拡大

2150 鹿児島県 虹の笑 ―
ロードサイド看板設置やチラシ折込による認知度
アップと販路拡大

2151 鹿児島県 株式会社大山組 8340001013819
機器導入で目指す作業効率アップと現場環境改善と
売上拡大

2152 鹿児島県 有限会社禧明館 7340002025310
利便性と快適性向上のための店舗改修と広告宣伝
による売上拡大

2153 鹿児島県 株式会社長岡水産 6340001020965
商談用パンフレット作成とＨＰ改良による直販体制構
築と販路拡大

2154 鹿児島県 株式会社菊栄丸水産 6340001019792
店舗改装により子供と女性をターゲットにした直販に
よる売上拡大

2155 鹿児島県 Natura（ナチュラ） ― 店舗改装による売上アップと販路拡大

2156 鹿児島県 シオン丸株式会社 8340001020947
商談用パンフレット作成による商品認知度アップと売
上拡大

2157 鹿児島県 有限会社礒永水産 4340002022203
デザイン作成による自社ブランドの確立とHP開設に
よる販路拡大

2158 鹿児島県 株式会社山下石材店 9340001013669
地元を離れた方向けの墓掃除代行業による販路拡
大

2159 鹿児島県 いけすの山和 ―
看板設置による国道通行車と道の駅利用者への店
舗PRと売上拡大

2160 鹿児島県 小川醸造株式会社 2340001011729
海外輸出に向けた設備導入による売上向上と販路
拡大

2161 鹿児島県 浜のかあちゃん ―
店舗改装による在庫保管場所の確保と作業効率向
上による売上拡大

2162 鹿児島県 株式会社盛華園 2340001007504
蘭販売カタログを作成し予約販売の取り組みによる
売上げ増

2163 鹿児島県
ビジネスホテル　カーサさ
かい

―
利用客満足度向上を目的としたWebサイト構築トイレ
等新設事業

2164 鹿児島県 沖永良部酒造株式会社 4340001010266
カーラッピングによる広報と黒糖焼酎の若年層向け
の市場開拓事業

2165 鹿児島県 石元淳平醸造 ―
ホームページ新調によるセット商品販売とそれに伴
う売上拡大

2166 鹿児島県 坂口石油有限会社 3340002022443
自動タイヤチェンジャー購入による顧客満足度向上
と販路拡大

2167 鹿児島県 ちなみの店 ―
町内限定焼酎「さつま島娘」看板設置による販路開
拓と売上拡大

2168 沖縄県 Cercle ―
カフェテラスの新設し、島内移住者の新規顧客開拓
を行う。

2169 沖縄県
スイートフーズ久米島株
式会社

1360001020638
久米島町内の居酒屋、レストラン、ホテル等への
ペースト販売

2170 沖縄県 加藤食堂 ― アクティブシニア層獲得のための満足度向上事業
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2171 沖縄県
株式会社総合リフォーム
リフレ

5360001019098
新たなサービス提供（住宅コンテナハウス）による事
業拡大

2172 沖縄県 株式会社愛祈工業 7360001023429 ウェブサイトを活用した人材確保と販路開拓

2173 沖縄県 有限会社コノ街デザイン 4360002009850
レーザー加工機を活用したサービスの開発・販路開
拓

2174 沖縄県 ビープラス ―
沖縄の終活支援を目的としたサイト構築並びに自社
商品の販路開拓

2175 沖縄県 久米島赤鶏牧場 ― 直営店の開店による販路開拓拡大

2176 沖縄県 オンケース合同会社 9360003005951 インバウンド客の取り込みと団体客の集客強化

2177 沖縄県 株式会社Fulfaith 7120101046048 テラス席改装による集客、売上向上の取り組み

2178 沖縄県 (株)ムラコウ 6360001009214
チラシ等の作成及びホームページ等の開設による新
規顧客開拓

2179 沖縄県
東の太陽（あがりのたいよ
う）

―
薬膳自家製アグーソーセージナンドックの販売とタン
ドール窯導入

2180 沖縄県 スカイキン　株式会社 8360001020904
測量カリキュラム開発により建設業・不動産業の新
規顧客開拓

2181 沖縄県 合同会社てんぷす 2360003008498
ホームページの多言語化で外国人客も入りやすい
店作り

2182 沖縄県
ヘアーリラクゼーション
ラミー

― ヘッドスパメニューの充実による顧客拡大事業

2183 沖縄県
有限会社　オーシャン・ス
ロー・ライフ

3360002021807 新商品開発と情報発信強化による売上アップ計画

2184 沖縄県 ｔｒｉｎｉｔｙ ―
ターゲットを絞った新メニュー展開による新規顧客獲
得事業

2185 沖縄県 株式会社 あじとや 5360001019453 テイクアウトサービスの向上による、新たな販路開拓

2186 沖縄県 株式会社KAZ‐PROjECT 3360001023853
ホームページを活用した自社の魅力発信・ファン獲
得

2187 沖縄県 Patisserie Conte de fee ― 沖縄サンドクッキーの開発と卸取引先の開拓事業

2188 沖縄県 南国硝子工房オキエッグ ―
沖縄発ノベルティ・ブライダル用低価格プチギフト開
発

2189 沖縄県 ときわユニフォーム ― 刺繍ミシン導入による新規顧客の獲得。

2190 沖縄県 姉と弟の家 ―
ホームページ開発による訪日観光客への販路拡大
と稼働率向上計画

2191 沖縄県
新崎アーキプロジェクト株
式会社

2360001021404
３０代子育て家族をターゲットに体感できる家づくりを
構築

2192 沖縄県 合同会社ハトコラボ 3360003006352 キャラクターを活用した琉球史のコンテンツ化事業

2193 沖縄県 洋食堂タロウ ―
沖縄県産食材を使ったテイクアウト商品開発及び販
路先開拓

2194 沖縄県
有限会社グローバルスタ
ンダード

7370002019482
サンゴ植樹を中心とした新たなアクティビティ誘客の
為のＨＰ作成

2195 沖縄県 酒城　雨ニモ負ケズ ― 新メニュー開発とチラシ・店頭幕による販路開拓

2196 沖縄県 Taion ―
オリジナルのアートを再現したブランドの品質向上と
販路開拓

2197 沖縄県 Ｊｏ　ｐｏｔｔｅｒｒｙ ―
電気窯導入（納期短縮）による小ロットオーダー客の
獲得

2198 沖縄県 有限会社　ハッピーモア 8360002016728 ネットショッピング事業の構築による新たな顧客獲得

2199 沖縄県 株式会社　大盛塗装 2360001022328
自社ホームページの新設による営業ならびに顧客
獲得
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2200 沖縄県 株式会社オールマイティ 1360001019457
スイングモーション一式導入による指導メニューの充
足・充実化

2201 沖縄県 ダイニングKintsuki ―
店舗入口改装による強風時客と新規客層の取り込
み事業

2202 沖縄県
カデナパフォーマンスアー
トスタジオ(KPASケーパ
ス)

―
プロ仕様の環境で練習、高みを目指しプロ育成もで
きるスタジオ

2203 沖縄県
タイヘイ薬品ネーブルカデ
ナ

― 店舗PRで健康が気になる新規顧客獲得事業

2204 沖縄県 山香 ―
食品表示の最新化と盛り付け画像による新規顧客
獲得

2205 沖縄県 松風苑 ―
新規・リピーター販促による「目的来店」の訴求と売
上向上

2206 沖縄県 株式会社　津梁 2360001007650 ㈱津梁加工黒糖のアメリカにおける展示会出展

2207 沖縄県 有限会社　サンユウ設備 4360002007202 給排水申請代行事業開拓

2208 沖縄県
有限会社　沖縄ウコン販
売

3360002008960
ネットチャネル強化による未営業地域(県内中北部）
への販路拡大

2209 沖縄県 合名会社　崎元酒造所 6360003005095
見学コーナーを設置して酒造り動画案内による売上
げアップ計画

2210 沖縄県 花藍舎 ― 服地としての手織布の開発、新たな販路開拓

2211 沖縄県
合同会社シープスフィル
ム

5360003004370
リゾートホテルの顧客獲得に繋がるプロモーションビ
デオ制作

2212 沖縄県
アールピットモーターサイ
クルショップ

―
女性も安心！看板で認知度ＵＰ街のバイクドクターＰ
Ｒ事業

2213 沖縄県 環総合 ―
直接的な一般消費者向けの塗り替え工事、防水工
事への販路開拓

2214 沖縄県 りんく整骨院 ― 耳つぼダイエットの販路開拓

2215 沖縄県 耳つぼダイエットれいらん ―
「販路開拓を目的とした新店舗」の売上拡大　戦略プ
ロモーション

2216 沖縄県 シンプル企画合同会社 9360003007353
刺繍ネーム・ロゴ入りで　オリジナル衣装や小物の
制作販売

2217 沖縄県
農業生産法人有限会社ア
グリット久米島

1360002010225 新商品(紅芋餡）製造に向けた生産プロセスの構築

2218 沖縄県 レストラン竜 ―
自社オリジナル商品のお土産等販促強化・販路開
拓

2219 沖縄県 沖縄子育て良品株式会社 4360001011634
スマートフォンユーザー新規獲得に向けた、ＥＣサイ
トの構築

2220 沖縄県 ココカラ ― HPとリーフレット制作による販路開拓

2221 沖縄県
株式会社 H&Kエンタープ
ライズ

9130001049503
機械部品自社内製化による業務効率向上及び販路
開拓

2222 沖縄県 株式会社琉球ファクトリー 1360001010085
インバウンドのお客様増加による、タックスフリーシ
ステムの導入

2223 沖縄県
株式会社フロンティアリ
ゾート

8360001010260 ドーナツ生地自動投入機導入により生産量アップ

2224 沖縄県 株式会社BATON. 3360001022285
美味しくてヘルシーで太りにくい体質づくり株式会社
BATON.

2225 沖縄県 龍華 ―
生産体制確立とパッケージデザイン変更による新規
顧客開拓

2226 沖縄県
沖縄北谷自然海塩株式
会社

1360001009383
沖縄の農産物を活用したスプレーソルトの開発及び
ブランド化事業

2227 沖縄県 FIRST BOAT ―
中古船売買事業の周知と展示場・店舗看板設置に
よる認知度向上
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2228 沖縄県 株式会社ジャミング 9360001022024
視覚的に構築するHPによる販路開拓で地域観光産
業にも貢献！

2229 沖縄県 有限会社　東開鉱業建設 9360002010176 農業用土壌改良材・路盤用骨材の製造・販売

2230 沖縄県
株式会社DREAM
CONTRACTOR

3360001019653 ファミリー層開拓のための新商品開発

2231 沖縄県 しま工房 ―
沖縄初！看板の保守点検メンテナンスで「安心・安
全」な看板を！

2232 沖縄県
いなみね冷し物専門お食
事処

―
夏場のお客様への知名度アップ作戦による冬場の
集客拡大計画

2233 沖縄県 株式会社　太陽ホーム 2360001018838 最新メンテナンスで顧客獲得して売上UPの事業

2234 沖縄県 紅型研究所　染千花 ― フランス技術工芸市出展による海外展開

2235 沖縄県 有限会社だいにちシール 3360002010520
カッティングプロット機導入による新規顧客獲得と売
り上げＵＰ

2236 沖縄県 HONEY KITCHEN ― 田舎のはちみつ屋さんのブランディングと販路開拓

2237 沖縄県
ミュージックプラザ音楽教
室

―
重要性の高まる音楽教育リトミック事業への参入に
よる地域貢献

2238 沖縄県 Cut studio　VINTAGE ―
訴求性高い看板の設置による来店誘導効果で売り
上げＵＰ！

2239 沖縄県 おきなわ・なちゅら食楽部 ― 道沿い大型看板設置とHP広告誘導よる集客アップ

2240 沖縄県 咲レストラン ―
新聞折込チラシによる新規集客からのリピーター獲
得！

2241 沖縄県 THE居酒屋はるずず ― 看板提灯PRで町外客・女性客獲得事業

2242 沖縄県 沖縄ビーチヨガ ―
ビーチヨガの魅力をもっと多くの人に知ってもらう大
作戦！

2243 沖縄県
合同会社YANBARU
CULTURE GIFTERS

2360003007252 ネット販売によるギフトBOXの売上UP

2244 沖縄県 タイ食堂　チャバー ―
本格タイ料理をお持ち帰り！グリーンカレー真空パッ
ク商品開発

2245 沖縄県 北山商店 ― 沖縄のスパイシーなイカしたカレーの販路開拓事業

2246 沖縄県
農業生産法人　有限会社
オリエント沖縄

4360002020931
買物困難地域へ便利で美味しいお肉を！出張お肉
屋さん事業

2247 沖縄県 imairu ―
更年期をトータルサポート「女性の健康相談室」創出
事業

2248 沖縄県 琉球松陰塾　糸満校 ―
糸満市・八重瀬町への夏季秋季冬季講習前の折込
チラシ広告戦略

2249 沖縄県 羽地工務店 ―
Webサイトを活用した一般客からのリフォーム元請工
事獲得事業

2250 沖縄県 やちむん工房　結 ―
クバ結紋様オリジナル『やちむん』販路拡大・ブラン
ディング事業

2251 沖縄県 フォーリーフハウス ― 〝プレミアム〟ブランドの新商品展開・販路拡大

2252 沖縄県 Acoustic Life ―
アドベンチャーSUP新事業でのインバウンド新規顧
客獲得

2253 沖縄県 有限会社ニコニコ商事 6360002016622 発信力アップで新規顧客獲得事業

2254 沖縄県 合資会社　伊是名酒造所 9360003004672
自社ＨＰの再構築（通信販売サイト立上げ）による新
規顧客獲得

2255 沖縄県 あきちゃん弁当 ―
オリジナルサイト作成と自社ブログ配信で新規顧客
獲得・販路拡大

2256 沖縄県 OKNAWAい～び ― 検体測定室の認知度を上げるための取り組み
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2257 沖縄県 キッチンまんじろう ― 新規顧客獲得に向けた新商品開発

2258 沖縄県 Ｂｅａｎ’ｚ　ｍｏｓｔ ― 個人から企業ユニフォーム制作へ販路先拡大事業

2259 沖縄県
沖縄のひとつ宿tinto＊
tinto

―
海外客の和室販売強化に伴う英語サイト構築とSNS
での拡販事業

2260 沖縄県 パーラー On The Hill ―
周知強化による来店率アップと飲食スペースによる
売上倍増計画

2261 沖縄県 オートワーク ― 工場拡張にともなう顧客獲得及び流出防止計画

2262 沖縄県 株式会社STフーズ 1360001023533 観光客への集客強化による新規顧客獲得計画

2263 沖縄県 garden kuu CAFE ― 店舗拡張による新ターゲット集客計画

2264 沖縄県 株式会社Alithis Okinawa 7360001021639
ヨーグルトを商品化するためカップシーラーの導入と
広報事業

2265 沖縄県
農業生産法人株式会社
今帰仁ざまみファーム

4360001012673
店舗改装とパラソル設置で新規団体客集客、土産品
販売アップ事業

2266 沖縄県 Cut space WITCH ―
美容技術を在宅、施設高齢者へ届ける！福祉訪問
美容実現事業

2267 沖縄県 株式会社与那覇食品 5360001006773
ワンコインでお釣がくる、観光土産「１食沖縄そば」の
開発・販売

2268 沖縄県
株式会社シリガネェシヤェ
ナモ インターナショナル

5360001015353
店舗来店者増及び売り上げ増を見込む店舗視認性
向上計画

2269 沖縄県 CreativeTeam情熱集団 ― デザイン性の高いリノベーションの広告事業

2270 沖縄県
株式会社サニーサイド
ケークス

7360001019674
オーニングテントで店舗の視認性を向上させて新規
客を増やす

2271 沖縄県 株式会社GO ROOF 7360001022513
個人顧客への販路開拓の為のホームページ作成と
看板等設置

2272 沖縄県 山田共同売店 ―
イートインコーナー設置、品揃えの改良等による新
規顧客の獲得

2273 沖縄県 食堂居酒屋かよう亭 ―
テラス席新設等による衣服を気にせずランチしたい
層の積極的集客

2274 沖縄県 ＢＡＮＫＳＹ ― YouTubeへ無料ライブ配信できる監視カメラの普及

2275 沖縄県 恩納スポーツ ―
外国人観光客向けの刺繍入り土産品販売による収
益の柱創出事業

2276 沖縄県 Maeda Breeze ―
ニーズと機会を捉えた英会話レッスンクラス開始に
向けた広告製作

2277 沖縄県 株式会社エスパシオ 4010001127390
アイテール地元常連客獲得及び新メニュー開発事
業

2278 沖縄県 Atelier  Calli ―
「大人の癒し空間」整備によるLOHAS富裕層への販
路開拓

2279 沖縄県 大衆居酒屋 和楽 ―
沖縄に訪れる観光グループへの和楽Web発信強化
事業

2280 沖縄県 合同会社OTW 2360003007244
若い女性向け「沖縄寒天本舗」ヘルスケア新商品開
発プロジェクト

2281 沖縄県 おきなわBeeHappy ―
年配向けオーガニック養蜂による新商品開発と高齢
者へ販路開拓

2282 沖縄県 株式会社ＦＭやんばる 5360001014330
県内中南部及び観光客新規リスナー、新規スポン
サー獲得広報事業

2283 沖縄県 北部建機 ―
地元主婦層を巻き込んだ雑貨市常設による主婦層
への販路開拓

2284 沖縄県 あづま写真館 ―
新規ＨＰ作成でスタジオＰＲ活動による顧客開拓事
業

2285 沖縄県 屋我地エコツーネット ―
屋我地島エコツアーにおける着地型およびインバン
ドの集客事業
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2286 沖縄県 春おばーのなんとう店 ―
新食感！地元野菜のドライフルーツ入りなんとう開
発事業

2287 沖縄県 ごや電機 ―
家電ソムリエ「アパートオーナー様」TV工事提案によ
る販路開拓

2288 沖縄県 ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん ―
健康志向メニュー構築による広報強化による国内外
観光客誘客

2289 沖縄県 ＣＯＣＯＳＵＰ ―
メニュー充実によるファミリー層及び外国人客の新
規獲得

2290 沖縄県 ㈱フェニックス 5360001005908
海外へも発信！ホテルの魅力が伝わり機能的で選
ばれるHPの作成

2291 沖縄県
ダイビングチーム　あなた
の清

―
ホエールウォッチングの新規顧客開拓に向けた宣伝
サービスの充実

2292 沖縄県 合同会社可憐舵 2360003008779 欧米人対応のダイビングサービス実施事業

2293 沖縄県 ざまみ宅配便 ― 車両修理範囲の拡大による売上増加

2294 沖縄県 島のアトリエＫＩＲＡＲＩ ―
日常生活で使える雑貨的みやげ品「座間味ＳＴＹＬ
Ｅ」の開発

2295 沖縄県 なぎさ ― 塩作り体験型商品及び特産品開発

2296 沖縄県 南西食品株式会社 3360001012113 ＷＥＢを活用したネット販売でBtoC販路開拓事業

2297 沖縄県 株式会社沖縄の海 2360001023706 ホームページ開設で集客拡大戦略！

2298 沖縄県 沖プラスチック ―
新商品のＨＤＰＥ（高密度ポリエチレン）生産による取
引先開拓。

2299 沖縄県 オフィス梅田 ―
イベントＭＣスマホサイト構築とＳＮＳ広告による販路
拡大事業

2300 沖縄県 焙煎工房ゆうばんた珈琲 ―
店舗認知度アップのための広報活動及び衛生環境
整備

2301 沖縄県 もとぶ糀の里工房みら ― 新たな機械導入による新商品等の販売力強化

2302 沖縄県 Free Our Soul ―
安心・安全な沖縄県産ブランド「モリンガのチカラ」の
普及事業

2303 沖縄県 瀬底島まいまいシーサー ― 販売エリアの拡大と、新たな販売ターゲットの開拓

2304 沖縄県 おかしの家　パピル ― 当店オリジナル焼き菓子土産販売で新規顧客獲得

2305 沖縄県 ミセス・リビング ―
インターネットを使わない世代へ事業内容を告知す
る事業

2306 沖縄県
よはマンゴー園・トロピカ
ルフーズ

― 販売商品の高品質化と販路開拓

2307 沖縄県 旬家ばんちゃん ―
ブランドイメージ確立と石垣産農作物を使った商品
開発・販売強化

2308 沖縄県 エクセル美容室 ― HPリニューアル＆販促物作成による販路拡大

2309 沖縄県 有限会社泰伸電気 4360002017449
自社とオリジナル企画の認知度アップで、集客と売
上げ増を目指す

2310 沖縄県 KuganiKitchen合同会社 2360003004836
カラキティーパック及びカラキ枝加工商品開発及び
販路開拓

2311 沖縄県 All Decoration 株式会社 2360001022451
新商品開発による新規顧客（ＢｔｏＢ）領域の販路開
拓事業

2312 沖縄県 ＫＯＢＡ ― 新商品開発による販路開拓を図る事業

2313 沖縄県 トキなりフーズ ― おからパウダーの開発等による販路開拓

2314 沖縄県 タイヤランド沖縄 ―
障がい者向け改造車両の販促のための試乗サービ
スの実施。
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2315 沖縄県 OTダイビングクラブ ―
新商品開発による集客力拡大にむけた広告強化事
業

2316 沖縄県 紅陽庵 ―
妊娠できずに悩んでいる女性のための妊娠しやすい
体を整える

2317 沖縄県 有限会社Ｔｉｌｌａ・Ｅａｒｔｈ 7360002021811
沖縄県産ブライダルジュエリーの沖縄本島地元客へ
の販売促進

2318 沖縄県 株式会社ラプラス 2360001020496
リピーター対策　家族層向け　空撮を活用した映像
商品の開発

2319 沖縄県 ヘブンリーパラダイス ―
外国人観光客の獲得にむけた外国語対応と販路開
拓

2320 沖縄県 studio158 ―
ＷＥＢ広告と衣装拡充によるフォトウエディング新規
顧客獲得事業

2321 沖縄県 琉球リフレ　あんよの調べ ―
琉球古民家で実施する足もみと整体施術の販路開
拓による売上拡大

2322 沖縄県
株式会社農業生産法人
沖縄葡萄

1360001016207
沖縄県産リュウキュウガネブワイン販路拡大の為の
ブランド化事業

2323 沖縄県 Emi-yell株式会社 8120001200934
高所得者層向け親子で楽しめる高付加価値グランピ
ング商品の開発

2324 沖縄県
BISTRO LUIRE(ﾋﾞｽﾄﾛ　ﾘｭ
ｲｰﾙ)

― 紅豚を使った加工食品の開発と販路開拓

2325 沖縄県 合同会社　テイクダイブ 4360003006475 外国人観光客獲得にむけた広告宣伝強化事業

2326 沖縄県 サイクルプラザ池原 ―
観光客向けレンタル自転車の利用促進の為の広報
事業

2327 沖縄県 ラフィール.ココ ―
沖縄のテキスタイル・柄で企業への迅速提案、個人
顧客増を目指す

2328 沖縄県
株式会社
ARCHITECTS&BOTANIC
AL

9360001023740
過疎地域の廃ホテルをビジネス×アートの発信拠点
化プロジェクト

2329 沖縄県
有限会社　グリーンプラン
新城

7360002020020
新商品開発に向けた設備導入とＨＰ改善による売上
強化

2330 沖縄県
農業生産法人(有)金城
ミート

7360002020846
「アグーテビチ山賊焼き」と「アグー豚足唐揚」の開
発・販路開拓

2331 沖縄県 Indigo ―
県外からを含む、新規出店者向けの総合的な開店
支援事業

2332 沖縄県 三社自動車 ―
タイヤチェンジャー導入と情報発信で大型車の車検
整備需要に対応
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