
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 福岡県 有限会社　ヒサシ通商 8290002050775
日本有数の日本酒精米技術と商品をプロモーションす
る事業

2 福岡県 有限会社丸富 3290002050433
熊本地震における売り上げ減少を補うためのＰＲ促進
と販路開拓

3 長崎県 秀一楼 －
ホームページで秀一楼のファンに地震後の営業状況を
知らせる事業

4 熊本県 株式会社　ＫＡＷＡＴＳＵ 4330001017403 ユニフォームを一新！企業イメージ好感度アップ事業

5 熊本県 有限会社　丸三家具 3330002026791 持続可能な経営を目指したＢtoＢ事業の拡大

6 熊本県 エディオン天明店 －
店舗改装とLED照明の展示スペース設置による来客売
上増加計画

7 熊本県 ペンション　ハウディ － ワンちゃんが喜ぶ宿泊設備の充実で顧客満足度アップ

8 熊本県 ひかわ整骨院 －
細胞矯正食事指導プログラム及び美容整体事業によ
る販路開拓事業

9 熊本県
有限会社　飯塚モーター
ス

7330002023190 信頼性安心感が得られる店舗づくり事業

10 熊本県 スマイル・プロ － ＩＯＴ分野へ新規参入で新規顧客獲得の販路開拓事業

11 熊本県 ペンション　アンジェリカ － 「阿蘇グルメを楽しむ宿」の国際化大作戦

12 熊本県 合同会社　サンスマイル 7330003005436
デイサービス内外の充実で、顧客満足度アップと顧客
獲得事業

13 熊本県 あくたがわ仏壇漆器店 －
熊本地震被災による店舗修復に伴う売上ＵＰ販路開拓
事業

14 熊本県 食彩酒房　魚家 －
店内の快適化と提供スピード向上のための店内再整
備と告知事業

15 熊本県 寿し駒 －
トイレ改修で好循環！新規・固定のお客様リピート率
アップ

16 熊本県
天然酵母パンの宿　海猫
屋1987

－ 「南阿蘇で作る天然酵母パン」売上拡大事業

17 熊本県 合資会社　井手商店 2330003002685 地元密着ミニスーパー兼農産物直売場への転換

18 熊本県 株式会社むらさき 7250001010347 国内ファミリー層を再獲得するためのリニューアル

19 熊本県 ガレージカオス －
輸入大型二輪全般の修理、車検への方向転換による
販路開拓

20 熊本県 有限会社石松農園 3330002023070
「癒しの空間」で湯ったり被災者も観光客もまとめて顧
客獲得事業

21 熊本県 有限会社　旅館わかのや 8330002023181
春夏秋冬「快適温度の客室で過ごす」山間の温泉宿！
あ～極楽極楽

22 熊本県 株式会社　ろのわ 9330001016714
熊本県産　オーガニック雑穀の認知度ＵＰ！直販強化
事業

23 熊本県 有限会社　ツインズ 2330002012099 設備の充実と広告宣伝を拡大し新規顧客を取り込む

24 熊本県
株式会社タナベ総合サー
ビス

3330001009905
パワーゲート車等導入による新規業務遂行での販路
開拓事業

25 熊本県 有限会社ショーアップ 8330002005163
熊本初のLEDビジョンデモ機設置による自社製品の告
知PR事業

26 熊本県 株式会社AQRIO 4330001022725
創業大正2年築80年の酒蔵活用、古民家観光ギャラ
リー事業

27 熊本県 株式会社古木家 8330001012598
熊本地震復興プロジェクト「えがおの巻ぱんの開発・販
路開拓」
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28 熊本県 焼肉川のほとり － 【本格窯焼きピザ】顧客獲得事業と空間演出

29 熊本県 有限会社 山頭火 1330002022999
ホームページの構築及び新たな顧客獲得による売上
げ倍増計画

30 熊本県 有限会社　わかたけ 1330002024806
店内のバリアフリー化による高齢者にもやさしい店づく
り

31 熊本県 株式会社　松田農場 3330001017825
ボラ土を活用した品質向上と新品種導入による販路拡
大事業

32 熊本県 株式会社　あらき 8330001012796
震災で暗くなった町に光を灯して販促とPR活動通して
明るく復興

33 熊本県 阿蘇久木野窯 － 陶器展（阿蘇久木野窯展）開催による顧客獲得事業

34 熊本県 株式会社ロードランナー 3330001009748
消臭・除菌用オゾン発生装置と赤外線乾燥機の新規導
入とＰＲ戦略

35 熊本県
株式会社オーケープラン
ニング

6330001021196
卓上組合せ計量機を拡販するためのマーケティング最
適化事業

36 熊本県 有限会社　じゃんぷ 1330002020771
美容室の横にカフェを併設することにより顧客獲得を図
る

37 熊本県 有限会社　鷹匠 6330002017846
阿蘇の自然と「あその旅宿　鷹の匠」を融合した広報活
動事業

38 熊本県 カフェレストラン　阿里美 － 南阿蘇の癒し系カフェへの転換で売上アップ

39 熊本県 株式会社HEALTY 7330001021261
技術者フリーな機器の導入による業態転換と移転によ
る立地改善

40 熊本県 合名会社　あそ路 9330003002695 UD化（国籍年齢性別問わず皆に優しい店づくり）

41 熊本県 有限会社　親和苑 6330002022846
親和苑のはなれでちょつと贅沢に癒されるおもてなし事
業

42 熊本県 株式会社　日の出観光 5330001012279
老人会プランの更なる獲得に向けて玄関及びロビーの
改装

43 熊本県 有限会社ガレージ・イン 6330002029619
店舗改装と整備能力増強による熊本市及び隣接自治
体の販路開拓

44 熊本県 白浜自動車山口自動車 －
チャンスロス克服で、地域ニーズを徹底追及する工場
改修売上拡大

45 熊本県 signs-plus －
カフェ増設およびHP開設による販路開拓と地域コミュ
ニティ創生

46 熊本県 焼肉ひたか －
ランチ営業の開始とバリアフリー等の整備による顧客
獲得事業

47 熊本県
有限会社　タエコ・コレク
ション

2330002023872 新しいテイクアウト事業により、より多くの集客アップ

48 熊本県 東茶舗 －
お茶の品質保持の為の改装工事及び抹茶入り玄米茶
の販路開拓事業

49 熊本県 イロナキカゼ － 外観リニューアルと新メニュー考案による販路拡大

50 熊本県 ペンションまいんど － 水回りの清潔感と利便性の向上による集客向上事業

51 熊本県 株式会社　ライフtoケア 2330001022280 熊本復興への新たな介護支援事業への販促活動

52 熊本県 有限会社松屋 3330002023161
熟年・シニア層のための本当に安らげる空間づくりプロ
ジェクト

53 熊本県 川口建設株式會社 4330001009607
車両購入による事業基盤の安定と熊本地震被災者救
援事業

54 熊本県 ピーエーエス － 楽器店兼音楽教室の開店

55 熊本県 株式会社　なごみ石材 3330001016661
お墓の免震・耐震のダブル施工とお墓の天災保証によ
る販路開拓
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56 熊本県 居酒屋　てんき －
お客様に優しい店舗づくり！寛ぎ空間演出で売上増
加！

57 熊本県 緒方酒店 －
地元はもとより広範に自社をPRし、多くの顧客を獲得
する事業

58 熊本県 ㈱石塚 7330001012681 シーズン１番商品にターゲットを絞った販売促進事業

59 熊本県 さくら株式会社 6330001019001
着物リメイク事業の販路開拓のためのサイト、カタログ
製作

60 熊本県
有限会社　下田オートドッ
グ

6330002024495
働く宣伝カー！自動車整備工場が行うバイク、自転車
の出張修理

61 熊本県
有限会社　アストラル研究
所

2330002023443
高精細4Kデジタルプラネタリウムの導入による新規顧
客獲得

62 熊本県 LeaseUpDrive －
生産性の向上により可能となる「格安鈑金」で熊本を全
力応援！

63 熊本県 離れの宿　のんびりパパ －
体の不自由な方がご家族と安心してくつろげるペンショ
ン化事業

64 熊本県
株式会社ティーエスグ
ループ

2330001003058
熊本の女性達に癒しと美を与える美容独自技術による
顧客増大事業

65 熊本県 廣島お好み焼き　椛 －
強みを活かした提供メニューの拡大と店内席数拡大と
その訴求事業

66 熊本県 有限会社柿の葉寿し本舗 ２３３０００２０１６７７７
床板・トイレなどのバリアフリー化による顧客数増加の
画策

67 熊本県 有限会社幸志朗 9330002003827
HPリニューアル及びポスティングチラシによる新規顧
客獲得事業

68 熊本県 ルーチェフォトスタジオ －
動画を用いた屋内撮影による「家族写真」の環境整備
事業

69 熊本県 株式会社　天使の翼 2330001017363
ホームページを構築し就労支援作業内容を動画撮影
によるＰＲ事業

70 熊本県
有限会社　阿蘇天然アイ
ス

7330002023728
阿蘇の果物、野菜を使った常温の商品開発と販路獲
得

71 熊本県 ブティックヴィヴィアン －
ライフスタイル提案型トータルビューティー本格始動事
業

72 熊本県
中九州ロジスティクス株式
会社

8330001019783
商品預かり倉庫業の立上と物品仮置きによる輸送事
業の効率化

73 熊本県 城南葬祭 －
火葬場等への移動手段に、安心・安全・快適を提供す
る送迎事業

74 熊本県 有限会社かまや 1330002017710 ゆるキャラ「きくちくん」を使った営業・販促活動

75 熊本県 有限会社深水印名堂 7330002015898 Ｔシャツが創り出す、地域コミュニティの活性化事業

76 熊本県 小佐井写真場 －
「身近で」「優しく」「安心して」利用できる街の写真屋さ
ん事業

77 熊本県 有限会社ヤマベ印刷 9330002023057
商談展示スペース設置による販路拡大と作業導線確
保による効率化

78 熊本県 ペンション　ハーモニー －
風評被害に負けない！ビジネス客を取込む「ビジネス
ペンション」

79 熊本県 フラットスタイル － ニーズに特化した専門事業による受注増加の取り組み

80 熊本県 有限会社泗水不動産 6330002016773
新聞折り込みチラシ及び看板を使った住居者増加及び
販路拡大事業

81 熊本県 HAIR　MAKE　GLOIRE － 美容と健康ニーズに対応した新店舗による販路拡大

82 熊本県 有限会社三池タイヤ工業 4330002018185
高齢者や若者たちの来店増加の為のショールームのリ
ニューアル化

83 熊本県 ドルフィンクルーズ －
店舗移設による利便性の向上と軽食販売の開始によ
る新規顧客獲得
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84 熊本県
有限会社　平田ブロック工
業

4330002017245
新たな販路開拓のための物流力向上と案内・広告看板
設置

85 熊本県 有限会社　河内自動車 5330002002394
快適なお車選びで顧客拡大を実現する全天候型展示
スペース改修

86 熊本県
有限会社ハム工房
TONGTONG

7330002017928
レトルト釜導入による商品開発。OEM受託、新規販路
開拓の拡大

87 熊本県 青紫蘇農場　株式会社 6330001009506
最高級紫蘇ドリンク及び有機天然紫蘇オイルの商品開
発と販路開拓

88 熊本県
株式会社ティーファクト
リー

1330001021713
高機能CAD導入による新規顧客開拓と既存顧客受注
拡大事業

89 熊本県 株式会社　やまびこ旅館 1330001012373
特別専用個室の改装とホームページリニューアルによ
る販売促進

90 熊本県
有限会社サトークリーニン
グ

1330002017074
難洗衣料品の高級ウエットクリーニングサービス充実
化と顧客開拓

91 熊本県 ベリーチキン － 目指せ新規顧客獲得！からあげ・弁当の宅配サービス

92 熊本県 ジーエム工業(株) 5330001006314
新製品開発に伴う工場・倉庫の改修及びホームページ
作成

93 熊本県 株式会社　サクタン 3330001019978 海外販路拡大及び機械導入による納期短縮サービス

94 熊本県 株式会社　村建 5330001004607
「高耐震地盤に高耐震住宅を」をコンセプトに成約件数
アップ事業

95 熊本県 株式会社山口土建 3330001020291
民間家屋解体工事・造成工事等の受注増による販路・
売上の拡大

96 熊本県 株式会社　ユーネオ熊本 6330001018614
被災建物を利用した車体修理部門増設でアフターマー
ケットの拡大

97 熊本県 有限会社 肉のみやべ 2330002019796
地域の食生活を支える生活インフラ買い物届けサービ
ス

98 熊本県 有限会社テラワキ 4330002015281
ユニバーサルデザインとＨＰやポスターを利用した顧客
獲得事業

99 熊本県 フィッシュレーシング －
認知度UPとサービス向上と技術向上による顧客獲得
事業

100 熊本県 株式会社 ライトアップ 6330001011288
ペンダント照明器具のＰＲと自社商品の展示車による
販路拡大事業

101 熊本県 合同会社　L5 Design 7330003006244
Tシャツ移動車販売、プレゼン打ち合わせ移動車両事
務所

102 熊本県
株式会社　ブロードセン
ターきらら

8330001013200
パソコン教室の付加価値をつけたインターネット取次で
顧客獲得

103 熊本県 ボディーショップ翔 － お客様専用駐車場の舗装化で来店数アップ！

104 熊本県 亜湖の木㈱ 8330001013365 バースデーケーキの特別感を演出し、顧客獲得事業

105 熊本県 小田自動車 －
現在の車の事故車に対応する提供サービスのスピード
化

106 熊本県 居酒屋きらく － 他店が真似しない隙間を狙っての販路開拓事業

107 熊本県 有限会社アジフ自動車 9330002017562 お客様満足度アップを重視した新規顧客開拓

108 熊本県 合資会社　大滝商店 1330003002265
　店舗改装による展示場化と設備工事部門の作業効
率上昇の取組み

109 熊本県 株式会社　陽光理研 2330001004832
自社ブランド製品である子供専用保湿剤開発及び販売
促進強化

110 熊本県 Ｋ’ｓ Cut Club 粋 －
キッズスペースの増設とお客様がリラックス出来る癒や
し空間確保

111 熊本県
長畠裕実土地家屋調査
士事務所

－
震災による公共基準点の異動に伴うＧＰＳ測量業務の
遂行事業
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112 熊本県 mowaソリューションズ(株) 1330001021580 半導体試験装置（テスター）のソリューション事業

113 熊本県 有限会社　もと工房 6330002020800 新分野進出として食の移動販売による販路開拓事業

114 熊本県 株式会社EFFORT 2330001016811 ①新製品の販売と②短納期対策での販路開拓事業

115 熊本県 カピラ美容室 － 出張カットサービス（新規取り組み）

116 熊本県 らくぜん － 店舗外装リニューアルによる新規ランチ客獲得事業

117 熊本県
有限会社アンエンタープラ
イズ

3330002016669
貸し切り湯待ち時間短縮のための順番受付システムの
導入

118 熊本県 和食処　串焼き　ふ～ふ － 店舗改装による新規女性客獲得事業

119 熊本県 Hair Salon KLAPPER －
美容室でのフェイシャルエステ導入による新しい形の
事業形態

120 熊本県 合資会社中村製粉 1330003001944
米粉を利用した「食べれるねんど」の開発及び販路開
拓

121 熊本県 尽天株式会社 1330001016589 お風呂増設による「顧客獲得力強化」と「集中広告ＰＲ」

122 熊本県
Lazy fellow （レイジーフェ
ロー）

－
革端材を活用した新商品レザーネームタグの開発・販
売展開事業

123 熊本県 有限会社柴尾石油 9330002023115
「安心カーライフ・快適ドライブ」サポートによる顧客獲
得事業

124 熊本県 味彩 －
子供からお年寄りまで安心して食事ができる優しい店
づくり

125 熊本県 株式会社　Auto　Boｘ 2330001009947
熊本地震後からの無償サービスによる認知度向上によ
る販促活動

126 熊本県 有限会社　広東 9330002002176 「やさしい宿」客単価アップと新規顧客獲得事業

127 熊本県 ついんスター －
乳酸菌を使用した新商品の開発とそれに伴う社内環境
の整備

128 熊本県 優喜塾 －
インターネット映像授業配信サービスの導入と自習室
の充実等

129 熊本県 合同会社　菓舗さとう 7330003002607
阿蘇神社門前町として今こそ県外販売による宣伝効果
で恩返しする

130 熊本県 有限会社吉原食品 1330002020227
スマホ等の通販事業の強化と新容量・新パッケージに
よる販路開拓

131 熊本県 泉田グリーン企画 －
お客様の幅広いニーズに対応するための業務多様化
効率化実現事業

132 熊本県 株式会社安武建設工業 8330001009693
正確、迅速な事務処理と安全な工事の施工による受注
機会の向上

133 熊本県 株式会社　プラムハウス 2330001004163 広告及びインターネット販売による新規顧客獲得事業

134 熊本県
株式会社　電気プラザな
んば

2330001021258
高齢者の生活から体と心の不安まで解消！高齢者
パートナー店

135 熊本県 ㈱Vie Aimable 1330001018651
知名度向上での新規顧客開拓と新製品による販路拡
大売上向上

136 熊本県 有限会社　ＺＩＰゴルフ 7330002018249 ゴルファーのトータルサポートを実現する店造り事業

137 熊本県 有限会社味成咲 7330002017564
健康野菜を使った食品を皆様へ！～機材購入による
販路拡大事業～

138 熊本県 熊予備進学塾 －
新設個別学習ブースとデザイナーチラシで新規顧客を
獲得する事業

139 熊本県 有限会社倉原商店 4330002017716
高齢者が入りやすい店舗へ！～バリアフリー改修事業
～
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140 熊本県 有限会社　つるや旅館 7330002023018 高齢者や外国人観光客獲得のための店内外改装事業

141 熊本県 株式会社スプレッド 8330001018620
車両改装等における提供商品の多様化と広告内容の
充実

142 熊本県 notice　～ノティス～ －
お客様からセラピストへ、スクール業開設による新規顧
客の獲得

143 熊本県 岩下珈琲 －
岩下珈琲本店の通販強化と渡鹿店の実演販売での販
路拡大

144 熊本県
有限会社ひぐちコーポ
レーション

5330002022896 昭和レトロ駄菓子屋事業

145 熊本県 民宿あそげん －
インバウンドでの外国人とシニア層のお客さまの集客
アップ

146 熊本県 阿蘇品時計店 －
情報発信用ホームページ作成と顧客満足度UPの機器
導入事業

147 熊本県 株式会社　花味亭 9330001021409
中高年の新規顧客開拓のための店舗内の仕組み変更
と設備が改造

148 熊本県 かまど －
新規移動販売開始に伴う既存事業との相乗効果の実
現

149 熊本県 三輪工業 － ダクト工事の提案型情報発信事業

150 熊本県 Lilac －
最新痩身マシーン導入による新メニューの公告・販路
開拓

151 熊本県 なかじま動物病院 －
猫専用ホテル設置による「猫預かり事業」および新規顧
客獲得事業

152 熊本県 株式会社レッツページ 4330001014854
ITを生かした在宅可能なグローバル保守及海外企業
支援システム

153 熊本県 洋菓子工房森と山 －
熊本県産米粉を使った自社商品開発による顧客獲得
事業

154 熊本県 合資会社　村田畳工業 1330003002950
新たな顧客獲得と研磨機等導入及び新製品の展示ス
ペース新設事業

155 熊本県 ちきゅうや －
復興への架け橋～四季のドライベジタブルfrom南阿蘇
村～

156 熊本県 ちゃんこ花道 － 新規移転、みんなでちゃんこ鍋をつついて家族団らん

157 熊本県 有限会社　松本肉舗 2330002024714
新商品の販売、対面販売強化とイベント告知による集
客力強化

158 熊本県 漬物工房まんまミーア －
「阿蘇たかな種マスタード」のブランド化及び販路拡大
事業

159 熊本県
株式会社　グリーンコンパ
ス

5330001019183
ニッチ市場に特化した新規事業ワンストップ受注増加
事業

160 熊本県 有限会社福馬果樹園 5330002020751 商品の配送事業による販路拡大

161 熊本県 有限会社　そのや 1330002006060 「インバウンド観光客対応した店づくり」

162 熊本県 ヘアメイク　カルム － 高性能美容機器の導入活用による販売促進事業

163 熊本県 ニッポン工業株式会社 5330001011033 耐震設計を導入し、安心・安全な住宅を提供する事業

164 熊本県 有限会社　嶋田電設 8330002023223
今までの顧客のサービスの向上と商圏外の顧客獲得
事業

165 熊本県 有限会社岩崎建築 6330002017581 便利屋への業種転換による販路開拓事業

166 熊本県 有限会社サインポスト 9330002018511 「車内施行型フィルム施行」による顧客獲得事業

167 熊本県
273ウェブサービス合同会
社

6010003013604 コワーキングスペースの改装および周知活動
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168 熊本県 株式会社サクシス 4330001019647
有機ＥＬ照明併用軽量吸振システムつり天井の実用化
開発事業

169 熊本県 ペンション　あかね雲 －
もう一度訪れたいと思われるペンションになるための設
備改装

170 熊本県 高田精肉店 － 「にらメンコ」販売強化による売上拡大事業

171 熊本県 株式会社ひごいち 1330001016853
３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による機械各分野へ
の進出

172 熊本県 前田商店 －
買い物不便な地域に生鮮品・野菜を中心とした商品の
移動販売事業

173 熊本県 有限会社　堀内製油 5330002026757
単身者、核家族世帯のニーズに対応した多機能調味
油の小瓶化事業

174 熊本県 九ちゃん万十 －
地元名物「市だご」生産性向上と復活告知による顧客
獲得事業

175 熊本県 株式会社一畳屋 2330001000336 襖工場出店による新規顧客獲得事業

176 熊本県 アトリエYurika －
オーストラリアプリザーブドフラワーを生花店に卸販売
し全国展開

177 熊本県 有限会社　住吉フード 4330002023227 チーズ饅頭の量産化による商圏拡大事業

178 熊本県
家族風酒肴の店赤ちょう
ちん

－
「大量仕入れ×大量仕込み」と機械化によるサービス
向上事業

179 熊本県
有限会社トラベルアシスト
熊本

9330002020418
「旅行会社×結婚相談所」絆を結び新婚旅行の顧客獲
得事業

180 熊本県 とやま鍼灸整骨院 －
酸素カプセルで心も体も癒し地域に笑顔の輪を広げま
す

181 熊本県 熊阿株式会社 1330001012530
店内改装・防犯強化・販売強化で新規顧客獲得、売上
拡大

182 熊本県
株式会社　DIMPLEﾎｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

4330001011232 アトピー肌のためのサクラン（スイゼンジノリ）

183 熊本県 恵濃畜産株式会社 4330001019366 「健康志向霜降り牛肉」のバリューチェーンの構築

184 熊本県 ㈱堀田工業 1330001004263
被災地等の解体工事効率化による受注の増進（建物
解体工事業）

185 熊本県 和風ダイニングかぐら －
高齢化に伴う空間づくりとサービス強化による顧客獲
得

186 熊本県 株式会社　おしま 1330001012258
阿蘇の野菜と産物を使ったテイクアウト商品の開発と
販路獲得

187 熊本県 有限会社　エヌ・ティ・ケイ 4330002015810
作業環境の「クリーンルーム化」による「超微細製品の
提供」

188 熊本県 きら星 －
単身赴任者や高齢者向けの旬野菜弁当のデリバリー
（宅配事業）

189 熊本県
オーシャンブルー株式会
社

1330001017488
ダイエットの回復食や朝食として適切な玄米粥の開発
及び販路拡大

190 熊本県 鮮魚元気 －
鮮魚の力で元気を熊本へ！美味しさ届ける移動車販
売

191 熊本県 有限会社アートマップ 7330002018083
固定資産業務とGIS業務のサービス提供による受注獲
得事業

192 熊本県 有限会社佐藤工務店 2330002024441 サロン管理システムとＩＣＴを活用して新規顧客獲得

193 熊本県 有限会社　プエルタ 1330002016423 女性フットサル愛好者拡大のためのトイレ改修事業

194 熊本県 ヘアーサロンミツナガ －
女性に特化した顧客満足度向上によるリピート増加及
び客単価向上

195 熊本県 くまもとエナジー －
安心安全な熊本の食材をスピーディにお届けする通販
事業の展開
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196 熊本県 カーショップミフネ －
大型車対応設備の導入によるサービスの向上と顧客
拡大

197 熊本県 有限会社フレンドフラワー 7330002017267 ガーデニング及びＢtoＢ事業の拡大

198 熊本県
株式会社　グリーンライ
フ・コガ

6330001012419 森の中にいるような心地よさ　at　平尾展示場

199 熊本県
美容室Hi-KALA（ハイカ
ラ）

－
WEB広告等による店舗と低価格カラーサービスの認知
度UP

200 熊本県
有限会社　コーハン舎印
刷

8330002017737 製品のバリエーションを強化する為の機械設備の導入

201 熊本県 Improve　Company －
基礎左官タイル外構工事の一括受注　ワンストップ左
官工事業

202 熊本県 TG珈琲 －
自家焙煎珈琲と菓子販売の新規顧客獲得と売上向上
を計る為の事業

203 熊本県 イナロ食堂 －
「レモンソースのもと」を熊本ブランドとして県内外に発
信!!

204 熊本県 cafe-konditorei　かしの季 －
新商品『大人のためのプレミアムかき氷』で顧客獲得事
業

205 熊本県 有限会社　富合葬祭 1330002015838
祭壇改装と誘導路のバリアフリー化による顧客獲得事
業

206 熊本県 More Flower － 新事業による店舗改装と人が集う空間づくり事業

207 熊本県 旅館泰山荘 －
顧客獲得のため施設のバリアフリー化とホームページ
リニューアル

208 熊本県 ボデーショップ芹川 －
機械導入により作業効率を上げ顧客増員と販路開拓
につなげる。

209 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中華と和食のコラボでディ
ナー客の獲得

210 熊本県 プリマリーサ －
新メニューを産後ママに訴求で売上げアップと新規顧
客獲得！

211 熊本県 有限会社　栗原 7330002022820
入店しやすく、外で記念写真を撮りたくなるお店づくり事
業

212 熊本県 株式会社　いがき塗装 4330001017535 　復旧に向けた緊急工事の為の設備投資！

213 熊本県 Rproject合同会社 1330003005185
復活！「こだいこらーめん」継承「麺空間灯かり」認知度
向上事業

214 熊本県 いちの川 －
広大な熊本阿蘇の自然の中でおくつろぎ頂くための集
客獲得事業

215 熊本県 有限会社　丸福 5330002022954
阿蘇名物「丸福からあげ」の新たな名物料理による顧
客獲得事業

216 熊本県 林田自動車工業 － マイピットシステムの充実

217 熊本県
ヒーリングルームおれんじ
はーと

－ 新商品の開発、新規顧客の獲得とリピーターを増やす

218 熊本県 有限会社ＴＡＫＩＴＡ 1330002017470 3D技術を活用した新規販路拡大と業務改善化

219 熊本県 アレージュ －
美容と健康のためのリラクゼーションサービスによる顧
客獲得事業

220 熊本県 まつなが歯科技工所 －
新たなインプラント用歯科補綴物技工の取組による販
路拡大の実現

221 熊本県 有限会社　三陽 2330002017081
改装と塗装調色機器導入による鈑金塗装修理の売上
向上

222 熊本県 株式会社アテナ 6330001018052
自社オリジナル商品開発と新規ブランド提携による顧
客獲得事業

223 熊本県 有限会社　徳永蒲鉾店 5330002022104
包装機設備導入による商品パッケージ刷新で新規取
引先獲得
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224 熊本県 畠中自動車整備工場 － 移動修理事業による販路拡大

225 熊本県 有限会社野口商店 6330002020131
従来商品のバージョンアップ及び新商品の開発事業で
地元で復興

226 熊本県 正 － 新商品とその魅力的な写真とパッケージ等の作成事業

227 熊本県 株式会社　葉山 4330001016867
新たな販路開拓の為の店舗改装と広報事業（継続と発
展）

228 熊本県 合名会社勧業館食堂 1330003001044
外国人観光客導入促進と新規顧客獲得のための店内
グレードアップ

229 熊本県 ミートショップ　かたやま －
店舗入店率と購買率を向上させる店舗改装による販売
促進

230 熊本県 浜口物産　株式会社 7330001013903
海外技能実習生送出し機関、管理団体へ助言・マッチ
ングサービス

231 熊本県 有限会社野田工業 1330002020136
個人住宅の瓦葺き替え工事を伴う防水工事で地域の
復興を支援

232 熊本県 株式会社　壱翔 8330001014891
福祉介護車輌の導入で、要介護認定者の囲い込み事
業

233 熊本県
合同会社マルヤマ・ジャパ
ン

8330003005419
地震に強い平屋住宅「家楽100％」の企画住宅の販路
拡大事業

234 熊本県 ローズ －
人生お悩み相談サービスや移転先店舗改装による新
規顧客獲得事業

235 熊本県
ペンション　ふらいんぐ
Jeep

－ REBORN of FLYING Jeep 30 th

236 熊本県 有限会社はな銀 8330002016367 顧客満足度向上と新規顧客獲得のための店舗改装

237 熊本県 有限会社トライアングル 8330002015716
自社の強みを活かした新事業で、販路開拓と熊本復興
応援事業

238 熊本県 居酒屋　萬兩 －
新天地で営業再開！居酒屋から焼肉店への業態転換
で新規顧客開拓

239 熊本県 デューン・モト －
イベント集客から自社の売上向上と共に地域の活性化
を狙う

240 熊本県
ペンション　おれんじびー
る

－
ペンション自慢のご馳走をカフェ・レストランでおもてな
し

241 熊本県
株式会社　緒方エッグ
ファーム

8330001014735
魅力ある農場作りで商品価値を高め顧客増を図り増収
増益をめざす

242 熊本県 ペンション　ロワ － 阿蘇の復興と食の保全に向けて取り組む　ロワ

243 熊本県 有限会社七光 5330002020272
当店の地元での更なる知名度アップと店内の居心地改
善事業

244 熊本県 福永カメラ － 家族を見つめ直す”家族写真復元”事業

245 熊本県 有限会社本田農園 5330002020314
柚子商品のブラッシュアップとブランディング並びに販
路開拓事業

246 熊本県
株式会社阿蘇火山博物
館

8330001012425
阿蘇の情報発信「博物館ブランド」の発信とホームペー
ジの新設

247 熊本県 株式会社香月 4330001000788
「3Ｄプリンターで結婚指輪を自分でつくるシステム開
発」事業

248 熊本県 いわやまトラベル － 来て、見て、復興応援プラン

249 熊本県 益嵜理容 －
新規女性客、出張理容サービスに対応する販路拡大
事業

250 熊本県 Studio SmileBox － チラシ等による知名度向上と新規顧客獲得

251 熊本県 有限会社なかしま荘 1330002028823
クライミングウォールとウォーターパール噴水導入で顧
客獲得事業

9/21



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

252 熊本県 ヘアーサロン　フィールド －
主要顧客層向けの店舗整備による新規・再来顧客の
獲得事業

253 熊本県
石窯ＰＩＺＺＡ　スタジオー
ネ

－
いつでもどこでも出来立て本場仕込みの石窯ピッツァ
を！！

254 熊本県 有限会社　森工業 3330002019317
復興に向けた設備投資！３次元CADの導入で提案型
の工事受注

255 熊本県 株式会社クラッセ 5330001008938 モバイルフレンドリー化による通信販売力強化事業

256 熊本県 村田建築設計 － 被災者の住まい確保応援、新築・改築・土地開発事業

257 熊本県 旅の漫遊　熊本 －
インターネット等を活用した少人数パッケージツアーの
訴求事業

258 熊本県 西田板金塗装 － 自社加工による販路開拓事業

259 熊本県 斉藤製茶園 －
日本茶アーティスト”とコラボ・女性向けスイーツのネッ
ト販売

260 熊本県 株式会社　泰星会 1330001017637
サービス付き高齢者賃貸住宅「喜笑楽」入居者獲得事
業

261 熊本県 焼肉　俺の牛 －
復興の店舗づくりは、お客と地域のみなさまの安心づく
り

262 熊本県 古閑自動車整備工場 － 洗車による村内住民繋がり創出事業

263 熊本県
有限会社ハーツライジン
グ

7330002013051
アメ車・二輪車レンタカー事業を起点とした市場創出事
業

264 熊本県 ペンション　木の実 －
浴室の快適化をアピールしより幅広い客層からの予約
促進

265 熊本県 有限会社　木野工務店 6330002017689 口コミ営業脱却に向けた『見える化』での販路開拓事業

266 熊本県
たこやき王ちゃん三角南
店

－
天草特産品を活用した新メニュー開発による顧客獲得
事業

267 熊本県 さかい美建 －
高品質の塗装工事の実現と作業効率化の向上で顧客
信頼度獲得！

268 熊本県 株式会社　水上工務店 8330001009909 解体用機械導入による販路開拓事業

269 熊本県 株式会社大和建設 8330001018406
地盤調査事業強化による民間工事の受注増加を実現
する事業

270 熊本県 亀萬酒造合資会社 8330003003736
純米大吟醸酒の商品開発、販売、量産化に向けた製
造設備導入

271 熊本県 （資）井建設 5330003002682 あなたの裏山あんしん隊事業による販路拡大

272 熊本県 世紀建設株式会社 1330001009659
小型建設機械運搬車の購入による民間顧客獲得と緊
急対応

273 熊本県
有限会社阿蘇観光タク
シー

7330002023232 介護特殊車両導入事業それに係るチラシの作成事業

274 熊本県
南阿蘇村ゲストハウス古
民家野わけ

－ 「リニューアルと安全対策」で集客アップ事業

275 熊本県 有限会社　田脇水産 3330002028755 鯛魚醤を使った商品のブランド化と販路開拓事業

276 熊本県 有限会社井本緑化資材 7330002019560 女性の感性と緑の力で復興＆販路拡大事業

277 熊本県 カットサロン　らいむ － 幅広い層に対応出来る店舗再建による顧客獲得事業

278 熊本県 有限会社ヤヒロ広告社 6330002010826
ホームページと電光掲示板導入による自社の技能等
告知

279 熊本県 株式会社　Nouvellement 6330001018003
各種ウェアオリジナルプリントサービスによる顧客獲得
事業
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280 熊本県 平田行政書士事務所 －
益城町や阿蘇市等の仮設住宅等で生活する被災者の
申請代行

281 熊本県
宮下総合企画　旬彩ほた
る

－
看板設置といけす導入等店内リフォームによる新規顧
客開拓事業

282 熊本県 岡本商店 －
移動販売にて益城プリンの開発・販売による顧客獲得
事業

283 熊本県 前田カッター株式会社 8330001011154
業界の変化に特化した新たな工法の導入による顧客
獲得事業

284 熊本県
有限会社　ハーフ・ラウン
ド

6330002023910 最新機器eyewaveの集客テストマーケティング事業

285 熊本県 田添尊祐事務所 －
熊本地震に伴う官民境界及び被災者の住宅復旧の為
の境界確定事業

286 熊本県 Ｓｏｎｏｔａｂｉ７１８ －
ホームページを通じたオーダーメード型個人旅行の提
供

287 熊本県 ＬＡＢＯ － 熊本発！美の意識革命サロンの誕生

288 熊本県 Damerino －
PR強化と店舗リフォームによるニーズに沿った地域密
着型店作り

289 熊本県
株式会社バーニー＆バー
ニー

1330001015021 菊芋アンテナ活動

290 熊本県 Ｎａｏ’ｓＢＡＳＥ －
阿蘇エリアにおける自転車修理引き取り・出張修理・配
達事業

291 熊本県 キングフーズ有限会社 8330002023751 『店舗の快適性』サービスと自社工場商品開発事業

292 熊本県
㈲木郷滝自然つりセン
ター

3330002023211 地震後の売上の拡大・HPなどを活用した販路拡大

293 熊本県 創作からあげの新星 －
日本初！唐揚げとカフェを融合させた移動キッチンカー
事業の展開

294 熊本県 株式会社　江藤工務店 1330001021655 設備の充実で被災緊急工事へ対応！！

295 熊本県 有限会社アクアプロ 9330002014469 顧客拡大と共に、商品の充実、売り上げ向上

296 熊本県
株式会社マイクロプロダク
ツ

3330001009260 制御技術を活かした防災関連製品の開発

297 熊本県 合同会社　精和製薬 5330003006592
「黒ニンニク」を利用した健康食品の開発における顧客
獲得事業

298 熊本県 有限会社辰巳観光 5330002023523 ホームページリニューアルによる自社予約率向上事業

299 熊本県 ウォーボンネット － 頭皮ケアの専門店化により顧客満足度の向上を図る。

300 熊本県 スマート予備校有限会社 4330002012188 特許教材の試作品作成

301 熊本県 有限会社葬祭公社 4330002020067
認知度向上のための葬儀情報冊子配布及び電子看板
での周知事業

302 熊本県 歌蔵 － 店内環境の充実化、強化による新たな顧客の獲得

303 熊本県 井手工務店 －
熊本地震による積算・見積り業務の効率化による販路
拡大事業

304 熊本県 冨山事務所 －
安心・安全な店内空間の提供による「家族写真」事業
の展開

305 熊本県 株式会社サンワード 6330001014316
機械化による省力化・効率化を通じて作庭の販路を開
拓する事業

306 熊本県 サンコーネオンひだか －
看板の相談窓口ショールーム設置による顧客獲得事
業

307 熊本県
株式会社なるほどゼミ
ナール

3330001005210 熊本地震に負けないための新たな販路開拓事業
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308 熊本県 有限会社　森田竹材店 2330002019920
児環境のサービス向上によるママ友の集う店づくり事
業

309 熊本県 COMMUNE6 －
世界基準のスペシャルティコーヒーによる地域活性化
事業

310 熊本県 有限会社　花唐符 9330002023387 自社商品の出張販売及び宣伝事業

311 熊本県 お茶の冨澤 －
四代目冨澤堅仁のブランディングに伴う販路開拓ツー
ルの作成

312 熊本県 阿蘇丸漬本舗　徳丸漬物 －
外販業務を強化し、通販ギフト商品の売上増加を目指
す。

313 熊本県
マイファニーフェイスタジ
オ

－ 震災復興前後の被災地を写真で後世に伝える事業

314 熊本県
株式会社TWIN-
PROJECT

－ 子育てママの暮らし応援事業

315 熊本県 浪花屋本店 － 「超・専門店」　老舗和菓子店が行う集客方法

316 熊本県 arbre －
トマトカレーの開発・販路開拓及びイベントへの出店事
業

317 熊本県 株式会社SORALIO 2330001021398 Googleマップ屋内ストリートビューの販路拡大

318 熊本県 中村プランニング － プリザーブドフラワーによる仏花の事業展開

319 熊本県 （株）CarShop Shinonome 1330001020491
「ハイスピード氷川車検」のＰＲによる新規顧客獲得事
業

320 熊本県 阿蘇五山　梅くら － 熊本地震後観光客激減に伴い地元客集客の為の展開

321 熊本県 ピッツェリアマンマミーア － 増産体制の確立とイベントへの積極的出店

322 熊本県 孝ふるさと21 －
漬物の生産量UPによる売上拡大と熊本県産ドレッシン
グの商品化

323 熊本県 有限会社　三友機械 6330002024438 農業機械修理事業の強化による新たな顧客獲得事業

324 熊本県 有限会社熊宮自動車 7330002020469
中古車セミオーダーシステム開発による事業債権プロ
ジェクト

325 熊本県 有限会社やまかげ 6330002019322 冷蔵庫・冷凍庫の更新による商品力アップ計画

326 熊本県
有限会社　オートサービス
西島

5330002019991
「人」と「環境」に優しい整備工場づくりによる販路開拓
事業

327 熊本県 山本商事 － 相談してください！入りやすいですよ！事業

328 熊本県 花のあすか(株) 9330001020360 更なるブランドアップと認知度アップのための外壁塗装

329 熊本県 ＯＫ駐車場 － ウェルキャブ（福祉車両）車の導入による顧客獲得事業

330 熊本県 有限会社　宇土市民斎場 2330002024284 宇土市民斎場利用お客様送迎サービス

331 熊本県 緑の杜整体 － 新メニューで産前産後女性の満足度アップ

332 熊本県 合同会社　たべたせいか 6330003004595 熊本産食材のＰＲ・店舗拡充プロジェクトの展開

333 熊本県 株式会社　悠生 2330001010566
店舗売上開拓とケアマネージャー信頼獲得のための環
境整備事業

334 熊本県 フランクール －
コンサルタント機能を持つ自動検眼システムによる単
価ＵＰ事業

335 熊本県
有限会社ハマ新装サービ
ス

8330002019808
ショールームの整備とパンフレットによる自社商品のＰ
Ｒ作戦
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336 熊本県 テクニカルアート － 印刷機導入による事業展開及び売上向上

337 熊本県
有限会社エーケイエム
サービス

9330002020517
個人へのネット販売と法人向け小規模ロットの卸売と
OEM事業

338 熊本県 合同会社まあむ不動産 5330003005438
新サービスによる集合住宅向け定期巡回清掃と販路
開拓

339 熊本県 合資会社　タカキ 2330003001984
今こそ、熊本県産畳を！！お客様満足度ＵＰによる販
路拡大事業

340 熊本県 有限会社勲栄総建 4330002016131
脱着式コンテナ車導入による廃棄物処理新規顧客獲
得事業

341 熊本県 有限会社　ながまつ 9330002024600
新規事業におけるWebとアナログ媒体による新たな顧
客獲得

342 熊本県 肥後製油株式会社 1330001009493
アンチエイジング食用油製造用の多品種多原料対応
設備導入・ＰＲ

343 熊本県 祐匠建 －
オリジナル商材を軸とした販路開拓及び顧客満足と認
知度向上

344 熊本県 合同会社　一膳 5330003005636
熊本地震により新規住民となった新たな客層へのサー
ビス展開事業

345 熊本県 株式会社アート建装 4330002019547 仮設足場の導入で顧客満足度の向上による販路開拓

346 熊本県 有限会社いばらき 3330002017576
「福幸てぬぐい」の開発、物販サイト構築と地域一番店
営業

347 熊本県 有限会社ケンアカデミー 5330002017038 慶応スクール須屋校の移転リニューアル事業

348 熊本県 有限会社よしおか 6330002019388
デジタルサイネージ導入と台湾向け広告によるインバ
ウンド戦略

349 熊本県 有限会社　たわらや酒店 1330002016258
経営革新を発展させて他店との差別化で顧客獲得、販
路拡大を行う

350 熊本県 有限会社マツナガ工房 5330002009836 ホームページからの事業ＰＲによる新規顧客獲得事業

351 熊本県 株式会社　敬明 5330001015785
売り場改装によるギフト、手土産需要特化への業態変
換

352 熊本県 一口建設 － 熊本県民が安心して暮らせる家づくり推進事業

353 熊本県
有限会社　北野モーター
ス

6330002024371
イメージアップで付加価値向上！新規顧客獲得のため
の店舗改装

354 熊本県 有限会社中原松月堂 8330002017860
ゆるキャラを活用など付加価値の高い商品開発・提供
事業

355 熊本県 有限会社ヤマト企画 7330002010908
実機展示と看板、ポスターチラシ作成で集客と販促を
強化する事業

356 熊本県 有限会社 ながもと 8330002019790
新規、既存顧客の応対品質向上と業務効率化のため
の店内改装事業

357 熊本県
フラワーガーデンあすなろ
社

－
独自の在庫管理で可能となる、受注可能な仕事量拡大
と品質向上

358 熊本県 株式会社ヤマトソーラー 3330001020044
商談の機会を増やし、新規顧客を呼び込むための広報
事業

359 熊本県 株式会社　PPI＆SW 5330001007147 新メニュー導入による店舗改装事業

360 熊本県 有限会社宝来館 4330002017988
連泊客向けくつろぎ創出事業（洗濯代行サービス）の開
始

361 熊本県 株式会社　ひまわり 7330001009967
地元合志産のブランド化と自社商品の移動販売による
販路拡大事業

362 熊本県 株式会社　碧い海 3330001014731
玄米あられの販売力強化と水素吸入器レンタル事業に
よる顧客開拓

363 熊本県 美創建 －
特殊清掃（出張車内クリーニング）による新規顧客獲得
事業
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364 熊本県 (株)天草海鮮蔵 4330001015761 新たな事業展開による販路開拓事業

365 熊本県 株式会社 ジークラフト 4330001017857 自動車よろずや相談事務所に向けた環境整備

366 熊本県 株式会社 ムラサン 7330001018241 耐久炭化炉の開発及び、籾殻炭の実演

367 熊本県 ほたる庵 －
お客様に楽しい快適な食の提供を！～店舗改装事業
～

368 熊本県 有限会社　味万 5330002017541
震災復興を目指したインバウンド等による販路開拓事
業

369 熊本県 株式会社ひまわり石工 5330001012205
３Ｄバーチャル展示場を備えたＨＰの開設による新規顧
客の獲得

370 熊本県 有限会社　オオサキ 8330002022043
ホームページ構築で、葬祭・ギフト・建具販売の一体的
販路開拓

371 熊本県 株式会社LaTo 5330001020356
お米と野菜を使用した幼児・高齢者向け健康加工食品
の開発

372 熊本県 有限会社植島牧場 3330002016891 新店舗オープンによる販路開拓事業

373 熊本県 ミュージックアトリエクレオ －
設備整備による専門性の向上とアプローチ整備による
魅力の創出

374 熊本県 有限会社穴井木材工場 6330002023332
震災からの復興　県産材の戦略的ブランディング化事
業

375 熊本県
遊具セーフティーサービス
株式会社

7330001014769 ホップ・ステップ・ジャンプ！！～顧客新規開拓事業～

376 熊本県 焼鳥とりのす － 新規顧客獲得を目指した店舗改装と設備拡張

377 熊本県 手打ちそば屋木の葉 －
和モダンの部屋で時を忘れ蕎麦をすするときめきの人
集まれ

378 熊本県 有限会社　乙寿屋観光 4330002023202
種鶏の持ち帰りと通信販売に対応し客単価向上と販路
拡大

379 熊本県 げんこつ村 －
天草に新たな観光スポットを！飲んで食べて泊まって
遊べる店作り

380 熊本県 有限会社　水上林業 6330002012079 新たなニーズによる特殊作業での販路開拓事業

381 熊本県 わらべ － 米貯蔵庫で美味しい商品作り

382 熊本県 平田木工所 －
木工所をもっと身近に！家庭用家具の生産修理体制
構築と販路開拓

383 熊本県 株式会社　花いちば 7330001009810 HP活用による主事業の販路拡大と販売の多様化

384 熊本県 福寿亭 －
次世代へ継ぐ飲食店としてのサービスとそれに伴う顧
客獲得事業

385 熊本県 株式会社みっちゃん工房 8330001022052
保冷庫増設及び自社サイト構築による生産性向上・販
売開拓事業

386 熊本県 有限会社岩本アルミ建材 4330002017575 新規顧客獲得を図るガラスレスキュー車導入事業

387 熊本県 （有）南部志賀工務店 1330002023428 無垢材を利用した住宅の販路拡大事業

388 熊本県
株式会社エストライフ不動
産

2330001017330 「耐震診断パック50,000円」の耐震診断サービス展開

389 熊本県
アイ・ビューティカレッジ熊
本

－ アイリスト養成事業拡大と創出事業

390 熊本県 味世 －
顧客満足度の向上による新規客の獲得とリピータ客の
増大

391 熊本県 つくし －
座席数ＵＰと堀り炬燵で家族連れが楽しめる居酒屋兼
定食屋に
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392 熊本県 ニシグチ工業 － 販路の拡大と自社の製品開発と顧客獲得事業

393 熊本県 ラ・クレール － 広告・看板で集客アップ、ＨＰで情報発信

394 熊本県 創作Ｄｉｎｉｎｇ三五 － 店内環境改善による顧客満足度と集客アップ事業

395 熊本県 ＦＯＲＣＥ － ＦＯＲＣＥの周知・新規顧客獲得計画

396 熊本県 クリスタル －
サービスから一歩進んだホスピタリティで顧客満足度
上昇

397 熊本県 南阿蘇味千ラーメン －
店舗内外のバリアフリー化に伴う改装による顧客拡大
事業

398 熊本県 株式会社　ISEKO 4330001017031
オリジナルブランドの立上げとECサイトの構築による販
路開拓

399 熊本県 有限会社レグルス 6330002024974
地震に負けない！熊本特産あか牛の焼き肉で消費喚
起、顧客拡大

400 熊本県 有限会社フェザークラフト 4330002017138
世界に一つだけの矢をお届けします！出張オーダーメ
イド事業

401 熊本県 理容新宿 －
リモデルプランの徹底的な告知を通して若年層の囲い
込み

402 熊本県 トミーズ －
広告宣伝戦略と店舗改装工事による集客力アップと販
路拡大

403 熊本県 鬼塚工業 － 屋根瓦撤去、処分事業（３ｔダンプの購入）

404 熊本県 自力 salon HEP －
快適空間でリフレッシュ、体と足のケアで疲労を軽減さ
せ顧客拡大

405 熊本県 ピンクアフロ －
新メニュー追加とホームページ作成による新規顧客開
拓事業

406 熊本県 株式会社エヌ・アイ・シー 5330001014671
新製品の展示会出展によるＰＲと販売促進会による新
規販路拡大

407 熊本県 桑田酒店 －
高齢者に優しい、憩いのスペース創設と配達対応で利
用客拡大

408 熊本県 歌岡総業有限会社 1330002016068
新規ホームページと広報活動での認知度向上による顧
客獲得事業

409 熊本県
マキノセ自動車マックス
ハート

－ ロープライスエコカー販売アフターサポート事業

410 熊本県 そらな接骨院 －
トレッドミル、スタイレックスＱによる基礎体力づくりと腰
のケア

411 熊本県 合同会社　けやき工房 7330003006054 パンで皆を笑顔にしたい！より良い復興への第一歩！

412 熊本県
株式会社　エフティーアド
バンス

1330001017249 熊本復興若者の憩いの場プロジェクト

413 熊本県 白玉屋新三郎株式会社 2330001014889
熊本城名物としての××団子（仮称）開発による新規
顧客獲得事業

414 熊本県 げんこつ －
毎日頑張るお父さんの熊本の秘密基地的居酒屋化計
画

415 熊本県 有限会社　I・N・G 2330002025464 「楽天市場」出店による販路拡大と生産性の向上

416 熊本県 株式会社アワーズ 3330001007124
ホームページとダイレクトメールとの連動による新しい
市場の創造

417 熊本県 オートスタジオリズ － 高張力鋼対応「次世代自動車修理サービス」の展開

418 熊本県 創成 株式会社 3330001021059 新規顧客獲得のための展示会での集客を高める

419 熊本県 有限会社Ｚｅｗｓ 2330002014351 店舗改装/最新設備導入による顧客獲得事業
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420 熊本県 親栄合同会社 6330003004125 民家を活用した高齢者にやさしい施設環境の整備事業

421 熊本県 ＯＨＡＮＡヤマモト － 車両・機械購入で受注拡大、ＨＰで集客アップ

422 熊本県
合同会社八十八番屋本
店

4330003005819
熊本発オンリーワン専門ネットデパート。熊本飲食店復
興支援物語

423 熊本県 ドッグサロンＮ － 「セルフシャンプースペース」による顧客獲得事業

424 熊本県 有限会社アド・ミヤモト 5330002018309
4色対応リソグラフ導入による新たな”モノづくり”と販路
拡大

425 熊本県 藤井建設株式会社 3330001013881
熊本地震に伴う迅速な家屋解体事業による新規顧客
獲得事業

426 熊本県 株式会社五山房 2330001006952
これまでの食事業を活かした既存店に併設による飲食
事業の展開

427 熊本県 アニマル動物病院 － ＨＰの導入による顧客獲得事業

428 熊本県 波佐間工房 －
新商品「高級有田焼燭台わたしのハートに火をつけて」
で販路開拓

429 熊本県 工房からすま －
新設備導入による事業領域及びＷＥＢ広告強化による
販路拡大事業

430 熊本県 株式会社　５ＣＯＬＯＲＳ 7330001021550
「消費者のニーズに訴求する利益を生む広告」のＰＲ事
業

431 熊本県 Ｓｙｎａｐｓｅ －
高齢者へスマホ講座を開催し、子供や孫とＬＩＮＥができ
るように

432 熊本県 Ｔｒａｄ － お庭展示場によるお客様の施工イメージの具現化事業

433 熊本県 達摩堂 － 台湾式全身マッサージの業績拡大事業

434 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941 病院向けカテーテル固定用立体構造テープの開発

435 熊本県 丸富産業株式会社 8330002019808
熊本復興をテーマとした販売促進事業および展示会出
展事業

436 熊本県 有限会社　藤木屋 7330002019825
ＩＴ推進による業務プロセス・生産性改善と販促強化づく
り

437 熊本県 仕出し　赤鉾 － 店舗リニューアル事業

438 熊本県 株式会社　中村屋 9330001020609
店舗改装による新鮮な魚介類の提供による団体客の
販路拡大事業

439 熊本県 内村設備工業 －
狭小地や狭い道路での掘削などの作業の効率化によ
る顧客獲得事業

440 熊本県 農家民宿　たわら山 － 檜風呂等の新設による宿泊サービスの向上

441 熊本県 株式会社Ｍ.Ｉ.Ｏ 5330001017377 熊本発エンターテイメントスクール事業の受講生拡大

442 熊本県 株式会社　大吉 4330001019597
「肥後のやわらかうまか手羽先」のお土産品開発及び
販売拡大

443 熊本県
土地家屋調査士松村事
務所

－ 最新装置導入による現況測量業務の売上拡大

444 熊本県 トゥー・デザイン株式会社 8330001014719
動画によるブランディング専用HPの構築による業績拡
大事業

445 熊本県
株式会社　たたみ工房福
島

6330001011016
「気軽に入りやすくて、出やすい」来店型のギャラリーの
併設

446 熊本県 建具屋　白木 － 熊本県商業施設・個人住宅の建具復興・復旧事業

447 熊本県 チャングプラント －
ソフトクリームで元気に、ご当地カレーで西原村アピー
ル
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448 熊本県 株式会社　風悟 3330001020787
シンボルツリー植栽による店舗の視認性向上と主力商
品の販促強化

449 熊本県 有限会社　リトルハウス 6330002025089 リトルハウスの「マクロビ」と「旬を味わう」スイーツ計画

450 熊本県 中山達行政書士事務所 －
相続や震災による不動産の売却や活用への宅建業合
同事務所

451 熊本県 藤川建設株式会社 2330001009229 販路開拓と能力向上による復興貢献事業

452 熊本県 ＣＨｉＬＬ　ＢＥＡＴＳ －
周辺地域又は通行者への購買意欲強化、新規開拓と
顧客満足度向上

453 熊本県 有限会社　ＳＴＡＲ 1330002015516
高齢者支援　ＬＥＤ照明による目に優しいナイターテニ
ス

454 熊本県 カットハウス大塚 － 熊本地震復旧等予備費　被災地域販路開拓支援事業

455 熊本県 有限会社　トヨテック 8330002007390
汎用機による作業効率向上及び測定工程短縮、作業
スペース確保

456 熊本県 株式会社　エムイーエス 7330001009125
新市場開拓の為の、ホームページ刷新及び工程管理
指導事業

457 熊本県
有限会社　ナガタフード
サービス

1330002007570 高齢者にやさしい店舗改装による、店づくり。

458 熊本県
司法書士行政書士村坂
佳代子事務所

－ オープンテラス等を活用した販路拡大事業

459 熊本県 株式会社総環 4330001007305 事務所内外壁の補修とトイレ洗面の補完事業

460 熊本県
西日本エレクトロニクス工
業株式会社

8330001003614 新規事業（電解研磨）の試作開発及び販路開拓事業

461 熊本県 理容なかはし －
「脱毛美顔機導入による新規顧客獲得とリピート率向
上」

462 熊本県 ライフパートナー株式会社 1330001016647 熊本地震による家計見直しの為の相談ルームの開設

463 熊本県 合同会社　ＨＵＩＴＳ 8330003006367
西原村を音楽の地に！高品質のミキシング環境構築
による顧客拡大

464 熊本県 ストレート株式会社 1330001008215
ホームページ開設、復興イベント開催による集客チャネ
ルの確保

465 熊本県 有限会社　永田工務店 7330002019775
ＩＴ化による顧客管理サービス充実と住宅耐震改修によ
る顧客獲得

466 熊本県 山川工業 －
地震に強い漆喰土壁工法による被災住宅復興支援、
販路拡大事業

467 熊本県 ラリマー － 自宅改装による快適空間の完備で、顧客ニーズに臨む

468 熊本県 NAC －
より高度な顧客サービスと特殊車種の販売アピール事
業

469 熊本県 寿し匠　都寿し －
外国人や観光客に対し、熊本の美味しい寿司をPRし販
路拡大

470 熊本県
LPmonza（エルピーモン
ツァ）

－
高性能エンジン用整備環境の導入と新規顧客獲得の
為のPR活動

471 熊本県
有限会社　ルウ・デザイン
装飾

5330002020578
店舗と駐車場の視認性向上とリフォーム業の認知度向
上で販促

472 熊本県
マッサージセンターコスモ
ス

－
地域初の訪問自由診療マッサージのPR強化による販
路拡大事業

473 熊本県 有限会社やえ 5330002010760
美容の力と写真撮影のコラボでお気に入りの写真を手
に入れる事業

474 熊本県
有限会社緒方蜜蜂研究
所

4330002019605 新ミツバチ群の形成と販売事業の確立

475 熊本県 有限会社　堀田建設 7330002016434
熊本地震による道路災害復旧及び家屋解体支援に伴
う販路額大事業
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476 熊本県 ガレージＭ － ＨＰ・広告による販路開拓及び事業拡大事業

477 熊本県 フレーベル熊本株式会社 4330001004120 ショールームと商談スペース開設で受注の拡大

478 熊本県 阿蘇トルティ株式会社 5330001020389
阿蘇あか牛や鮮魚を使った本格的な創作料理店によ
る顧客獲得事業

479 熊本県 株式会社　花岡塗装 5330001022419 新素材塗料導入と広報活動による販路拡大事業

480 熊本県 sakata　sweet －
食品加工場の復旧と店舗新設による利便性の向上と
顧客獲得事

481 熊本県 有限会社　丸尾工務店 8330002009949 CGソフト導入により効率的な新規顧客獲得活動

482 熊本県 Ｔｗｏ-Ｔｏｎｅ －
新メニュー開発と大人も子供も楽しめるカフェ＆バーの
ＰＲ事業

483 熊本県 有限会社　藤井商店 8330002019832 店舗改装による商品展示スペースの確保と販促事業

484 熊本県 株式会社　雅 3330001021884 店舗改装、ホームページ活用等による集客拡大事業

485 熊本県 有限会社酒井工務店 6330002025221
解体業への参入及びそれを活用した人材確保・育成の
仕組みづくり

486 熊本県 株式会社マツオHDC 9330001004339
安全で安心の提供で100年企業へチャレンジ！先ずは
車検革新！

487 熊本県 レストラン　おにおん －
地元食材で復興！選べて楽しいメニューと世代不問の
店作り

488 熊本県
株式会社G’s
corporation

1330001020582 店舗改装と水洗トイレ導入による顧客満足度No1

489 熊本県 株式会社マンセル 7330001018308
地域密着型の「動画撮影による無料建物劣化診断」の
ＰＲ事業

490 熊本県 まこと不動産株式会社 5330001004318
不動産取引拡大に向けた会社の知名度向上・販路拡
大事業

491 熊本県 有限会社　西原味千 7330002016343 店舗改装による新規顧客獲得事業

492 熊本県 コロッケの店みふね －
店舗兼作業場への倉庫改装と漬物惣菜の開発及び販
路開拓

493 熊本県 田舎想菜 樂や －
被災による売上減少を補う 落花生とうふの製造強化
（量産化）

494 熊本県 にしはら葬祭 －
営業エリア拡大と業務効率向上による顧客獲得と収益
向上事業

495 熊本県 かやのき －
掘炬燵による「個室の様なくつろげる」店内空間の提供
事業

496 熊本県 ヘアーサロンいなずみ －
店舗改装による既存顧客満足度向上及び新規顧客層
の開拓

497 熊本県 ラッシーサービス －
農業体験型と震災復興支援型による新ニーズ宿泊客
開拓事業

498 熊本県 LasPottery －
ポーランド陶器及びワッフル販売拡販に伴う顧客獲得
事業

499 熊本県 あんてぃーく　ろーず －
生徒数回復とプリザーブドフラワー等による新市場や
働く場の創出

500 熊本県 有限会社　明星印刷所 2330002010326 託麻の町は私たちが支える！

501 熊本県 久保田自動車 － 大型車等対応新サービスの施設改善計画

502 熊本県 ＳＵＯＮＯ合同会社 6330003006633
新規獲得の販促活動と顧客満足度向上によるリピー
ター客増大

503 熊本県
アロマと手作り石けん教
室　風香

－
犬種別犬の石けんの製造・販売と県外イベント出展に
よる販路開拓
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504 熊本県 中国りょうり亭　一里河来 － 球磨焼酎に特化した中国料理のＰＲ、販路開拓事業

505 熊本県 ＮＳＳ九州株式会社 3330001006902 安全・安心のミニシェルター

506 熊本県 パンの家 －
ホームページ開設、オリジナルバッグ制作及び屋根設
置事業

507 熊本県 アール・ジョエット － 販路開拓に伴う敷地内舗装及び店舗増設事業

508 熊本県 有限会社本山建設 6330002024198 商圏拡大と顧客満足度を目的にした現場活動迅速化

509 熊本県 洗濯工房ラスカル －
ビジネスシャツの品質向上およびコストダウンによる来
店客売上増

510 熊本県 松龍軒 －
水も油も不要！通販による”オリジナル餃子“の販路開
拓事業

511 熊本県 有限会社坂田鉄工 6330002029676 えびす祭りと事業所改装のコラボによる販路開拓事業

512 熊本県 吉田工芸舎 －
熊本県産の自然素材のみを使用した「漆喰壁」と「土
壁」のPR

513 熊本県 レストラン木香里 －
スイーツ事業の新商品開発お保冷車導入による販路
開拓事業

514 熊本県 株式会社成和工業 3330002025224
災害復旧法面工事要請対応し商圏拡大・吹き付けチー
ム増加事業

515 熊本県 エフ・オフィス － 子ども向けコンピュータープログラミング教室普及事業

516 熊本県 Crepes －
店舗改装による集客力アップとギフト商品開発による
販路拡大

517 熊本県 有限会社松村石油 3330002024192
高機能高圧洗浄機と給水自動化による洗車サービス
需要への対応

518 熊本県 株式会社みさと 5330001013384 熊本地震復旧復興に伴う宿泊客増加対応事業

519 熊本県 國武林業 －
心と身体を育む森と居心地の良い暮らしを提供する樹
を活かす林業

520 熊本県 上野自動車 －
新規個人客獲得を目指した明るく相談しやすい車検整
備工場化計画

521 熊本県 かなもり有限会社 9330002014873 畳のショールーム及び商談スペースの整備

522 熊本県 株式会社エザキ 5330001013376
自社ショールームを活用した個展開催による新規顧客
獲得

523 熊本県 桝田豆腐店 － 福祉施設販路開拓に伴う工場の衛生面強化改修

524 熊本県 有限会社マクセル工業 8330002024840 現場調達・現場対応の為の車両購入

525 熊本県 有限会社長嶺造園 9330002024187
震災復旧復興対応可能な植木造園設備を導入し新規
先開拓

526 熊本県 割烹さかぐち －
震災からの復興！昭和テイスト溢れる角打ち・感謝祭
新事業展開

527 熊本県 ヘアーサロンスエマツ －
女性客をターゲットにした新メニュー・おもてなしと店舗
改装事業

528 熊本県 合資会社松本輪業 4330003003021 新規リフト導入を軸に据えた販路拡大

529 熊本県 とり嘉 －
来ないなら行く！店舗集客・リピートを目指した催事参
加事業

530 熊本県 hair make JUMEAUX － 障碍者、障害のある方にやさしい店づくり事業

531 熊本県 株式会社三十八 8330001018926
くつろぎのスペースを提供するための店舗改装とＰＲ事
業
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532 熊本県 うとPan －
ネット販売全般と、ウキウキ道路からの販売動線の確
保

533 熊本県 株式会社ミクニ 1330001019682 高品質の商品をより魅力的に見せるための店舗改装

534 熊本県
株式会社コブス空間デザ
イン

8330001007326 ①知名度アップ及び販路開拓②移動（出張）販売

535 熊本県 十割そば太郎 －
地震からの復興に向けた新規顧客の獲得と固定客の
増加計画事業

536 大分県 小野化粧品店 －
地の利を生かした店舗出店と駐車場・看板設置による
顧客獲得事業

537 大分県 有限会社宮部商店 5320002015471
店舗改装・チラシの折込による団体客の新規獲得と機
会ロスの解消

538 大分県 お菓子の家　えいらく －
玖珠産米粉を100％使用した菓子の開発及び販路開
拓

539 大分県 藤栄建設株式会社 5320001009037
３次元CADソフトによるエクステリア新サービス販路拡
大事業

540 大分県 株式会社ニックル 4320001008709 温室ハウス養殖による通年出荷体制の構築

541 大分県 箸屋一膳 －
催事での「名入れ」イベント及びお箸作り体験を行う場
所の整備

542 大分県 有限会社みやの 1320002010204
地鶏・豊後牛×焼酎サービスとバリフリー化による顧客
獲得事業

543 大分県 菓匠　花より －
和菓子生産体制の強化による催事出店の拡充と外販
の強化

544 大分県 株式会社スパークル 8320001004101 ステンドグラス体験工房増設による顧客獲得事業

545 大分県 株式会社ますの井 1320001009825
インバウンド・合宿誘致に向けたWEB作成朝食満足度
UP事業

546 大分県 陶房　肥後 －
新店舗で販売する新商品デザイン開発による売上向
上

547 大分県 グランマ － 認知度向上によるブランド力アップの顧客獲得事業

548 大分県 dining KUMU －
テイクアウトの充実による販路拡大と店内飲食に繋が
るPR事業

549 大分県 自然食ゆうど － 野外料理部門の新規開発による販路開拓

550 大分県
株式会社　フードコミュニ
ケーション・絆

4320001007306
地域資源を活用し地域老舗とコラボした特産品の開
発・販売事業

551 大分県 ㈲たかくら緑樹園 5320002010134 花を取り入れた「スイーツ」と「心地良い空間」の表現

552 大分県 ベリージュファーム －
加工品ラベルの統一のための作替え、店内壁紙の張
替え、看板設置

553 大分県 有限会社いぶき 8320002019825 宿泊者数持ち返しと新規売上増加を目指す販路拡大

554 大分県 有限会社 星生温泉 2320002019954
自然環境と快適に利用できる会議場提供による新たな
顧客獲得事業

555 大分県 郷豆腐店 － 前湧水（籾湧水）を活用して新規顧客の獲得を目指す

556 大分県 川津工芸 －
暖簾でのPR及び陶芸体験コーナーの強化による売上
増加事業

557 大分県 Night & Day 株式会社 8320001006155 ジャズ羊羹の新たな販売ブランド・ショップの展開

558 大分県 ハッピーアートカンパニー －
共感・購買感情が生まれる販促ツール制作による売上
拡大

559 大分県 民宿　城山 － 送迎者を使用した新サービスによる顧客獲得事業
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560 大分県 有限会社　麻生茶舗 1320002010030
広告による個人客獲得及び、見込み客へのDMによる
販促事業

561 大分県 御菓子つたや － 玉露茶羊羹杉木立と増産体制確立と販路拡大

562 大分県 オートキャンプ竜門 － 施設の弱点をリニューアルし顧客満足度を高める事業

563 大分県 (有)花びし 5320002018185 商圏範囲拡大による卸売部門の販路開拓事業

564 大分県 LINGON －
ネットショップ改善と生産の力向上をはじめとした販路
拡大事業

565 大分県 ㈱海神 3320001009393 看板と雨避けテント設置による集客・売上拡大事業

566 大分県 有限会社赤司菓子舗 3320002010029
小型窯導入により、商品の小型化、オシャレ化を図る
顧客獲得事業

567 大分県 行政書士髙田英事務所 －
「旅館営業許可申請」等の、顧客獲得に向けた広報事
業

568 大分県 津江クリーニング － 個人向けサービスの周知度アップ事業

569 大分県
合資会社　グランドホテル
山の湯

5320003001355
新プランの企画や宣伝広告による、シニア層や地域内
利用の誘致

570 大分県 株式会社オーク 3320001005772
厨房スペース拡張によるメニューの充実と作業効率の
アップ

571 大分県 ㈱ゆふいん夢ひろば 1320002010559
既存施設の販路拡大ツールの充実と地域経済に寄与
する新たな事業

572 大分県 合資会社ホテル太船 9320003001418 深山でゆっくり温泉入浴と喧騒を忘れてリラックス

573 大分県 九重観光株式会社 3320001010260 「まきばの温泉館」新規顧客獲得事業

574 大分県 ボディーショップタナカ －
車輌展示場及び駐車場整備による高齢者集客拡大事
業

575 大分県 有限会社ケイエスケイ 6320002019570 お客様満足度向上による顧客のリピート化

576 大分県 九重森林公園㈱ 5320001010275 風評被害払拭の為のテレビCMやパンフレット作成

577 大分県 スパージュ化粧品㈱ 7330001010223
高齢者や障害者に対する施設改善及び外国人観光客
集客事業

578 大分県 ㈲法華院温泉 7320002018035 各種イベントに積極的に参加し集客増加を図る事業

579 宮崎県
有限会社高千穂農林産
物加工部会

3350002013573 加圧殺菌処理機器の導入による新商品の開発・販売

580 宮崎県 有限会社　神仙 5350002013299 世界の富裕層を満足させるための改装工事事業

581 宮崎県 有限会社　しゃくなげの森 1350002015299 ピンチはチャンス、ヤマメ販売新規開拓と販売強化

582 宮崎県 炭火焼肉ジパング － 震災後の観光地の集客回復に伴う顧客獲得事業

583 宮崎県 有限会社高福 7350002005807
レンタルコンパクト墓と墓リフォームの商品化による顧
客獲得事業

584 宮崎県 福丸 －
小型漁船導入による少人数での貸切対応及び夜のエ
ギング開始事業

585 宮崎県 菓子工房　そらいろ －
宮崎県産の素材を使用したチーズケーキの開発及び
販路拡大事業

586 宮崎県 よこい処しいばや －
椎葉村食材を使用した加工品の販路拡大のための体
制整備事業

587 宮崎県 株式会社京町観光ホテル 5350001010074
オリジナルデザインの浴衣による県内唯一の温泉郷の
PR集客拡大
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