
番号 県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 福岡県 居酒屋からす －
地域資源を活用したドライフルーツのネット販売とス
イーツ提供

2 福岡県 伊乃うえ －
新規飲食店開業及び高齢者向け宅配弁当サービスの
開始

3 福岡県 クライス －
片手で飲めるボトル入りジェラートの開発とＢtoB販路
拡大

4 福岡県 VAL・OTTO －
オリジナル商品開発に伴うバングラデシュでの仕入先
開拓

5 福岡県
太宰府整体院めぐりの部
屋

－
店の外観をリニューアルして認知度向上！　集客アッ
プを図る

6 福岡県 菊美人酒造株式会社 4290001052776
唯一無二のブランドを活かした国内外への販路拡大と
新商品開発

7 佐賀県 株式会社エスティーピー 7300001006447
当社独自アイデア等ＰＲと業務効率向上による販路開
拓と復興支援

8 熊本県 ヘアーサロン　Ｋｍ‘ｓ －
お客様カルテ作成で髪の健康をチェック！来店率を向
上します

9 熊本県 株式会社オーケーフーズ 9330001009131
移動販売車導入による地域に密着したルート開発での
販路拡大

10 熊本県
森のくまさん　Bon
Gateaux

－ クリスマス商戦集客・生産量アップ計画

11 熊本県 南阿蘇菓子処　蘇水 － 『特別な南阿蘇スイーツ』の販路開拓事業

12 熊本県 田嶋モータース － 走行不能車等のレッカーサービス事業

13 熊本県 （有）双葉寿し 1330002024038
事前調理で効率アップと老舗の高級感＆上質な空間
演出の店舗改装

14 熊本県 村川商店 － 農産物の集出荷業務拡大事業

15 熊本県 有限会社　のだ・香季園 7330002016731 「蝶豆」を活用した飲料商品の開発と販路開拓

16 熊本県 株式会社BOUQUET 8330001018199
多様化するニーズに対応したウエディング事業と団体
客の集客確立

17 熊本県 有限会社　トヨタ住建 7330002014867
積算ソフト導入で、震災需要を取り組む地場工務店の
新規顧客獲得

18 熊本県
室内美装さいとう株式会
社

8330001013290
作業効率アップ！ヘリ無畳表折曲機の購入による販路
開拓事業

19 熊本県 峠の茶屋公園売店 －
漱石記念年！甘党・漱石縁の和スイーツメニュー開発
で顧客開拓

20 熊本県 有限会社マルテン 3330002025364
被災地の米を小ロット精米の形で関東の消費者に直販
する事業

21 熊本県 酒喰道場　ごちごち －
活イカ生簀設置と新メニュー開発を新聞折込チラシに
より集客増

22 熊本県 たまりＢＡＲ －
キッズスペースを設置して地域のクラブ・部活関係者の
利用を促進

23 熊本県 創作中華まんてん －
デリバリー拡充により販路拡大、送迎サービスでの新
規顧客開拓

24 熊本県 有限会社おがた 8330002025070
「仔豚用菓子粉飼料の製造による新たな販売開拓事
業」

25 熊本県 かいろ屋 －
移転と熊本地震で激減した客。新たな施術で販路開拓
する事業

26 熊本県 居酒屋　いっかん －
ランチタイム営業開始と新規顧客の取り込みによる売
上アップ

27 熊本県 ガレージシフト －
独自製造のエアロパーツ及び開発製造車両部品の販
売促進事業

平成２８年度　熊本地震復旧等予備費予算被災地域販路支援事業小規模事業者持続化補助金（２次締切分）採択者一覧
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28 熊本県 有限会社お茶の福本園 3330002016041
新規エリアの顧客開拓と総合カタログ通販による年間
売上拡大計画

29 熊本県 牧島自動車整備工場 －
故障診断サービス参入による若年層及び中年層の新
規顧客獲得事業

30 熊本県
株式会社　中山ボーリン
グ設備

9330001018702
国内初（クローラー型ボーリングマシン）による新規顧
客開拓

31 熊本県 焼肉　無限 －
店舗改装による女性客や家族連れ等の新規顧客獲得
事業

32 熊本県 シェ・イリエ －
本格的なステーキメニューの充実によるディナー顧客
獲得事業

33 熊本県 阿蘇うま牧場 － 阿蘇うま牧場復興支援乗馬コースの環境整備事業

34 熊本県 有限会社コーセイ 6330002022697
全天候型おもてなしスペース設置による県外の新規顧
客獲得事業

35 熊本県 合資会社　蘇山郷 7330003002581
満点の星空を眺める、阿蘇地域初のルーフットバー作
成計画

36 熊本県 株式会社　クローバー 5330001016858
「しらぬいピール」を使った新規顧客開拓と広告による
販売促進

37 熊本県 福島自動車 － 「被災者応援！高く買取サービス」の販売促進事業

38 熊本県 株式会社　くぬぎの森 2330001018568
攻めの営業、トラックを用いた移動ショウルームのイベ
ント展開

39 熊本県 合同会社　くぬぎ湯 9330003002786
熊本小国が誇る大自然満喫希望者大歓迎！癒し空間
提供します事業

40 熊本県 株式会社　荒木屋 4330001017345
配達システム導入によりより密着した地域密着型コン
ビニを目指す

41 熊本県 ウシジマ青果　有限会社 5330002001140
クラウドコンピュータ「販売管理機能」システム構築で、
売上拡大

42 熊本県 お茶のナカヤマ －
県産「黒シリーズ」新規投入による大都市圏富裕層へ
の販路拡大

43 熊本県
ビューティショップ　アップ
ル

－
顧客獲得のためのＰＲ事業、デモ用機器の一部とエス
テ機器の導入

44 熊本県 若田精肉店 － 地域密着型によるシニア層販路拡大事業

45 熊本県 United Space Architect －
視覚的にわかりやすい顧客ニーズに合わせた販路拡
大事業

46 熊本県 いけださかや －
地元食材を使った惣菜等の販売強化と利便性向上に
よる販路開拓

47 熊本県
有限会社サンライト観光
バス

5330002017780 特殊なホームページ作成と会社への案内看板

48 熊本県 株式会社　ヴィネット 2330001020417
位置情報ビジネスの展開に必要な拡販用モデルシス
テム等の整備

49 熊本県
株式会社　グループパ
ワー

1330001021052
障がい者・生活保護者にやさしい賃貸パンフレットで販
路拡大

50 熊本県 株式会社Ｍ・Ｂ・Ｍ 1330001007258
ホームページとチラシ等を使った顧客との連携強化に
よる販促事業

51 熊本県
株式会社　オフィス派遣
サービス

2330001006696
メンタルコーチ『ｋｕｍａｍｏｔｏ』を世に送り出すプロジェク
ト

52 熊本県
株式会社阿蘇自然の恵
み総本舗

5330001018004
女性の美と健康は腸内から！菊芋商品の開発と市場
開拓

53 熊本県 IMAGINARY  CRETURE － 邸宅カフェ・邸宅ウエディングを強化し開拓事業

54 熊本県 TRAILER-sh ﾄﾚｲﾗｰシャツ －
販売促進用印刷物・販売用HP作成・雇用に伴う作業場
効率化事業

55 熊本県 有限会社高田開発 7330002028719 入居者生活環境サポート事業の展開による販路開拓
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56 熊本県 株式会社ネクストリンク 5330001019935
パノラマVR技術動画を活用した新事業の展開と販路開
拓

57 熊本県 有限会社松浦常男農産 9330002026877
農業施設解体需要の囲い込みと解体工事用特殊車両
の導入事業

58 熊本県 株式会社　千盛 5330001016882
予約機能、販売機能を付帯したホームページの制作及
びPR事業

59 熊本県 有限会社　丸佳本店 2330002024193
高齢者でも入りやすく見やすい店舗改装による集客＆
売上向上

60 熊本県
司法書士・行政書士中嶋
事務所

－ 家族信託による顧客獲得事業

61 熊本県 林田自動車鈑金塗装 － 塗装ブース導入による新規顧客獲得と業務の効率化

62 熊本県 コッコ亭 －
新規顧客獲得事業とオンラインショップの改良展開に
よる販路拡大

63 熊本県 カ―メイク・ドルフィン －
移転案内チラシによる告知と顧客満足度の向上による
顧客増加

64 熊本県 株式会社　グラシア 9330001018529
希少成分サクラン配合の頭皮・頭髪ケア新商品販売に
よる販路拡大

65 熊本県 有限会社　生垣屋 1330002000633
大事な樹木を長持ちさせる樹木医診断サービス導入事
業で販路拡大

66 熊本県 有限会社あづま商事 8330002000412
野菜を食べられるラーメン屋へ！老舗ラーメン店改造
計画。

67 熊本県 有限会社　西弘 2330002007792
「ひご野菜」の梱包・低温保管を整備し、全国に販売強
化する事業

68 熊本県
有限会社　ナイスゴルフセ
ンター

3330002007461
ゴルフ普及の為の子供ゴルフ＆英会話教室の空きス
ペース活用

69 熊本県 有限会社　丹波屋 9330002023016
オリジナル商品の内製化及び広告とＥＣ事業による売
上増加事業

70 熊本県 西村酒店 － 清潔　安心　安全　必要はお店であり続けるために。

71 熊本県 あぐらＹａ －
短時間で提供できる商品開発と改装による顧客獲得事
業

72 熊本県 SK．ACTIVE －
会員サービス向上・新規会員獲得のためのジム内環
境整備事業

73 熊本県 花々つくし －
店舗改装と新宴会プランの導入による新規顧客開拓事
業

74 熊本県 株式会社　藤江旅館 8330001008761
自家源泉の活用見直しによる宿の魅力・稼働アップ事
業

75 熊本県 Ｎｙｉｍａ －
ホームページの新規作成とオンラインストアの開設によ
る販路拡大

76 熊本県 久木野庵 － 出張調理と通信販売による新規顧客開拓事業

77 熊本県 Ｎｏｉｒ　Ｈｅａｒｔ －
ＨＰバージョンアップ及び新規分野(仏花)の商品開発で
販路拡大

78 熊本県 古田設計 － ２Ｄ・３Ｄ一環設計体制構築による新規顧客の獲得

79 熊本県 合資会社　喜多食品 5330003002740 南阿蘇村外への新しい架け橋となり販路を拡大する！

80 熊本県 キムラハウジング －
提案型「地震に強い省エネマイホームづくり」による顧
客獲得事業

81 熊本県 本多食品工業株式会社 6330001012914 新しい販売車を購入し販路拡大と新規開拓

82 熊本県 有限会社ワイエスプラン 4330002023532
事業内容の周知による障害者・児の雇用拡大やIT教
育機会の増大

83 熊本県 有限会社ヒラヤマ 5330002021329
新ターゲットのヤングミセス世代を取込む為の魅せる
空間創造事業
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84 熊本県 有限会社　野口家具本店 1330002023907
ＥＣサイトとＷＥＢサイトによるブランディングと販路拡
大事業

85 熊本県 BIKESHOP WELL-COME －
電動4輪車椅子の販売から修理まで行い高齢者に優し
い店作り

86 熊本県 ゆり建築 －
相場と機材購入で耐震補強工事を行い新規顧客を獲
得する

87 熊本県 バッグメーキングヒガシ － 「真空パック事業」を核とした新規販路開拓事業

88 熊本県
有限会社　アースクリーン
サービス

4330002018251 天然活性有機液肥まっぽし元氣くんの販路開拓事業

89 熊本県
ネイル＆フットサロン
CALM

－
足トラブル改善の為の「機能性インソール」PRと販促活
動

90 熊本県 西岳工務店 － 「下請から元請へ脱却の挑戦」

91 熊本県
有限会社　外輪山バーベ
キュー

8330002016061
「うずら」と「阿蘇あか牛」の真空パック販売に伴う販路
拡大事業

92 熊本県 美緑こふれ株式会社 7330001016451
海外シンガポール販路開拓事業とそれを支える生産効
率化

93 熊本県 株式会社や組 3330001019739
耐震＋制震+減震のハイブリッド仕様の平屋住宅の販
売促進事業

94 熊本県 株式会社城乃井 1330001017777
「健康と癒しの宿泊プラン」プロモーションによる需要開
拓

95 熊本県 有限会社　村上養魚場 5330002023267 町外及び県外への顧客、取引先の開拓事業

96 熊本県 ＲＥＤＥＸＣＬＡＭＡＴＩＯＮ －
映像とYouTubeを活用した熊本経済活性化で復興支
援！

97 熊本県 美食家　かなえ －
リニューアルオープンの為の店内外の再整備と炭火焼
の開発事業

98 熊本県 通潤酒造株式会社 6330001010959
熊本地震からの復興！リアルとバーチャル営業による
新しい酒蔵

99 熊本県 ゆい －
阿蘇の水と自然から生まれる豊かな時間と空間と食を
提供する店

100 熊本県 有限会社エッグ 6330002018092
乳牛の股裂き事故防止のための目立て事業と足バンド
の普及

101 熊本県 上野製麺所 －
手延べ素麺などの一般向けＰＲを兼ねたイベント販売
の開始

102 熊本県 合資会社小島製菓 1330003000307
熊本地震から立ち上がる市内唯一の手作り餅・あられ
専門店

103 熊本県 mammy clover －
親子の触れ合いフォトスタジオ環境整備と広告で売り
上げアップ

104 熊本県
（株）インプレス一級建築
士事務所

4330001018566
アメリカの古材＋南阿蘇の作家とコラボしたデザイン住
宅の開拓

105 熊本県 グリューン －
多店舗における出張南阿蘇グリューン展及び自宅グ
リューン

106 熊本県 西村石油店 －
タンクローリー導入による地域密着型店舗へ向けた販
路拡大

107 熊本県 株式会社　華月園 9330001012688
国産にこだわった中華オードブルの出前強化及び認知
度向上事業

108 熊本県 鍼灸接骨院　一期一会 －
厳しい避難生活の熊本地震被災者に安心快適な鍼灸
治療を提供する

109 熊本県 藤家 － 移動販売車による出店販売で顧客獲得事業

110 熊本県 阿蘇レミコン　株式会社 2330001012249
熊本地震による住宅等の復旧促進を支援する販路拡
大

111 熊本県 有限会社　肥後そう川 1330002020739 「潤生手延べ麺」知名度アップによる顧客獲得事業
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112 熊本県
合資会社　岡山建築資材
店

9330003002002
新システムによる玄関リフォーム拡販および自社施工
体制の確立

113 熊本県
ネクストトレーディング
サービス

－
ウエットブラストを使用した部品再生と装置レンタル事
業

114 熊本県 パティスリー　アイチロー －
イベント出店と喫茶スペースの改善による広報促進と
販路拡大

115 熊本県 居酒屋　元 －
売上拡大のための戦略的マーケティングフレームワー
クの構築

116 熊本県 MURAKOクラフト －
ホームページ制作と店内リフォームにより全国から新
規客を獲得！

117 熊本県 有限会社ビラビド 8330002023322 直営店の再開と活性化

118 熊本県
有限会社パレメルヴェイ
ユ

9330002008504
フードプリンターの多種多様な印刷で新たな展開と販
路の拡大

119 熊本県
株式会社アイプラント
ファーム

1330001011251
露地栽培から水耕栽培へ移行する事による熊本地震
からの復旧事業

120 熊本県 合同会社　遊心 2330003005408
若者からお年寄りまで利用可能な高原の憩いの場づく
り事業

121 熊本県 懐水集 －
客室の改装および国内外のポータルサイト登録による
客層の拡大

122 熊本県 株式会社　和草堂 5330001009515
自社栽培による更なる高付加価値商品の提供による
販路拡大事業

123 熊本県 有限会社　山本屋 7330002020213
新たな顧客創出・販路開拓に向けての当店名物　寿司
の販売店出店

124 熊本県 サインワークス －
消費者心理に訴求する利益を生む看板広告のＰＲ事
業

125 熊本県 株式会社HACO 6330001021551
自然光を取り入れた明るいスタジオ作りで新規顧客の
獲得

126 熊本県 クマショク産業 －
地域の飲食店・小売店のＰＢ商品開発・販路開拓支援
の加速化事業

127 熊本県
Karua GOHAN de
HamHam

－
婚礼２次会の演出の為の映像設備導入による販路開
拓事業

128 熊本県 いしはら農園 － 新商品「レモングラス和紅茶」による販路拡大事業

129 熊本県 合同会社誠和 5330003002402
菊池広域管轄で患者等搬送事業（ストレチャー）認可と
運行

130 熊本県 ウェンズディ・アフタヌーン －
ホームページへ動画をアップし、他県のライダーを集客
する！

131 熊本県
南阿蘇温泉　癒しの里
(株式会社　栄輝)

5330001009770 がんばろう！南阿蘇。もう一度この地で事業を！

132 熊本県
スノーアイテイーエヌ株式
会社

6330001005661
日本の伝統技術「発酵」と地域野菜を使った新商品開
発

133 熊本県 株式会社新栄工業 6330001006924 地震に強い「ＺＥＨ仕様住宅」の販売促進事業

134 熊本県 ＡＲＣＨ　ｏｆ　ｈａｉｒ －
復興応援！女子専用プラン（よもぎ蒸し・エクステ）販路
拡大事業

135 熊本県 スマイルまんてん －
女性向けの店内リフォームと広報活動により新規客を
増やす

136 熊本県 株式会社川口瓦工業所 6330001009605
すべての世代ニーズに対応できる地域密着型総合建
設業への移行

137 熊本県
株式会社阿蘇ハーブファ
クトリー

4330001018921 WEB販売強化による、震災復興事業（販売強化事業）

138 熊本県
(有)ホテルサンクラウン大
阿蘇

7330002023042 送迎プランによる阿蘇復興の新たな顧客獲得事業

139 熊本県 有限会社　菊陽緑進 3330002016108
造園の個人向けサービス強化と椿油の精製試作によ
る販路確立事業
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140 熊本県 宮川時計店 －
阿蘇初！昭和アンティーク商品の展示販売コーナー新
設事業

141 熊本県 有限会社マルイチ 6330002017334
核家族を繋ぐ終活屋さんのエンディングノートムービー
事業

142 熊本県 フルキ石油株式会社 5330001012312 ホームエネルギーのあり方を提案・促進する事業

143 熊本県
株式会社熊本アイディー
エム

5330001009390
病院向け共同開発新製品2機種の製作と展示会出品
による販路開拓

144 熊本県 株式会社　よいば 3330001009979
震災被害による営業スタイル転換で地域繁盛店の持
続

145 熊本県 株式会社シンザン 9330001011194
WEBによる販路開拓と生産性向上による売上拡大事
業

146 熊本県
有限会社　タカハシ弓具
店

2330002006472
羽根接着装置を用いた生産性・価格競争強化による販
路拡大事業

147 熊本県
有限会社　豊成自動車工
業

1330002020094
益城町住民応援｢愛車無料電話相談ドライブスルー見
積もり」事業

148 熊本県 有限会社　はしもと 8330002017464
客室リフォームで収容人数を増加させ売上増加を目指
します。

149 熊本県 有限会社　中田商店 4330002019794
酒販免許取得による顧客獲得と移動販売車導入によ
る売上拡大

150 熊本県 阿蘇マロンの樹 －
地元農畜産物の活用と西原村で人とペットが楽しむ施
設整備事業

151 熊本県 石金粘土瓦工場 －
ホームページでの顧客獲得とドローン、瓦揚げ機等で
の販路拡大

152 熊本県
有限会社　総合インテリア
丸装

3330002023013 届け「阿蘇の味」輸送力強化による販路開拓事業

153 熊本県 万年青合同会社 6330003004711
喜びを与えられる福祉タクシー新規進出による販路開
拓事業

154 熊本県
株式会社れんげ・カンパ
ニー

4330001017279 「そい・ぷーどる」ブランドの品揃え充実による売上拡大

155 熊本県 コットン倶楽部 － グリーンバケーションプロジェクト

156 熊本県 ビアホール火縁 －
店舗拡張に耐えうる厨房作りと車両導入による販路・
顧客拡大

157 熊本県 有限会社牛嶋塗装工業 7330002001147 瓦・屋根工事をチラシで広告、熊本の復興を応援！

158 熊本県 アートクリーン株式会社 3330001014913
まるで新築？！「輝き美空間ハウスクリーニング」で顧
客獲得

159 熊本県
合同会社　グロ-バルテッ
ク

2330003002132
　ホームページ開設によるリフォーム受注増加計画事
業

160 熊本県
ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＭＯＮＫＥ
Ｙ

－ 益城町初！くまもと・ましきキッチンカープロジェクト

161 熊本県 有限会社　西山設備工業 2330002020127 ニーズに応える狭所における一貫した再建、復旧事業

162 熊本県 渡辺商店 － 渡辺商店のウェブサイト作成・チラシ作成と配布

163 熊本県 有限会社せんだい 3330002016784
団体客様いらっしゃい！和室の広間で過ごすくつろぎ
の時間

164 熊本県 株式会社　奏鳳膳 3330001017131
高級感溢れる個室重視の洗練された大人の居酒屋づ
くり

165 熊本県
有限会社ラブラブグロー
バル菊池

2330002018055
地産遠消熊本の農産物と自社開発加工食品を全国に
届けます

166 熊本県 有限会社　井上工業 5330002019562
+αの新サービスと建築部門確立・認知度向上による
販路拡大事業

167 熊本県 髙宮農機 － 未来農業販路拡大事業
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168 熊本県 株式会社望月旅館 6330001009761
「癒しとくつろぎエステプラン」の新設による女性客の集
客向上

169 熊本県 有限会社森内鉄工所 2330002029787 船舶技術巡回サービスによる販路開拓

170 熊本県 合資会社古田ガス 2330003003907
体験用ショールームへの改装による緊急対応商品のＰ
Ｒ

171 熊本県 株式会社旅館せと平 4330001015506
トイレ、シャワーリフォーム、ビジネスホン更新による販
路開拓

172 熊本県 株式会社山口工務店 5330001015505
想いを込めた家づくり・ブランドイメージ創造と顧客獲得
事業

173 熊本県 有限会社　旅館伊賀屋 3330002029365 自社をメディア化し、価値訴求による集客

174 熊本県 たぬきのしっぽ本舗 －
販売強化と販路拡大による顧客獲得及び売上アップ事
業

175 熊本県 ベーカリー吟猫 －
食パンに特化した店舗づくりで地元・全国から愛される
「吟猫」に

176 熊本県 有限会社 新和電器 1330002028575
エアコン清掃サービスの展開による家電販売部門の販
路開拓事業

177 熊本県 有限会社　桜木鈑金 3330002017774
地域のカードクターを目指したプラスワンサービス＆快
適空間作り

178 熊本県 海月 －
天草産の新鮮な創作ランチ鮨の移動販売による地域
客の取り込み

179 熊本県 合同会社　光 4330003004754
法改正に沿ったデイケア広告宣伝活動強化と店舗改
装計画

180 熊本県 ＲピットＨＯＮＤＡ － 農機具レンタルサービスの開始とＰＲで、新規顧客開拓

181 熊本県 石田鈑金 － 認証取得による新たな部門強化での販路拡大

182 熊本県 後藤商店 －
自然つり体験型観光のシステム構築による経営拡大
事業

183 熊本県 東山本店 －
ウェブサイト新規構築と商品広告資料作成による販売
促進事業

184 熊本県 HOT　LINE　合同会社 2330003006645
独自の冊子発行でブランド化！知名度、収益を向上さ
せる

185 熊本県 株式会社　レプロード 5290001059572
小型無人ヘリによる構造物点検及び災害調査無人化
支援事業

186 熊本県 ごんちゃんキッチン －
新メニュー作成で他店との差別化、売上増大の実現を
図る。

187 熊本県 河部建設 －
商談スペースの整備及び瓦工事開始による顧客開拓
と拡大

188 熊本県 株式会社ベルクミート 2330001009682
菊池の自家農場育ちの安心安全なオンリーワンな豚を
全国の食卓へ

189 熊本県 グラウンドジー －
ニーズの高い新事業を導入し地域で一番の中古屋を
目指す

190 熊本県 株式会社　くまもと工房 9330001020162 オリジナルホームページ作成で、新規顧客の獲得事業

191 熊本県 株式会社前川商事 2330001010327
新規顧客層獲得のための店舗改装と新商品開発・販
路拡大事業

192 熊本県 有限会社よしのや菓舗 6330002018051
お客様個々のオリジナルデザインが入れられる商品事
業

193 熊本県 cafe popolus － 店舗被災から移動販売への新たな販路開拓

194 熊本県 中津からあげ大吉津森店 －
益城町を中心とした移動型店舗で販路開拓とSNSブラ
ンディング

195 熊本県
株式会社スパークリンガ
ル

6330001019141
地域団体向け「インバウンド対策語学・文化研修サービ
ス」の展開
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196 熊本県 株式会社　髙橋工業 7330001009265
震災後の西原村内など災害復旧事業の効率化による
収益拡大

197 熊本県 有限会社アドリブ 9330002023445
新規販売展開と「お出かけセットでどこでも紙すき体
験」事業

198 熊本県 西原商店 －
復興支援の為の青果物等車両販売による顧客獲得と
販路拡大事業

199 熊本県 カフェ・チロアウト －
被災し休業している店舗のバリアフリーに基づいたリ
フォーム計画

200 熊本県 カフェ山猫軒 －
ネット・イベント販売による販路拡大と店舗への顧客回
帰を目指す

201 熊本県 リンパケアサロンＡｍｉｔａ －
『健康・美・和』心身のバランスを整える新規レストラン
事業

202 熊本県 株式会社ぱざぱ音楽堂 2330001023007
音楽教育と楽器販売・コンサート活動などの販路拡大
を行う事業

203 熊本県 有限会社　古閑畜産 3330002020079 安心安全な商品を作り飲食店をサポ－ト事業!

204 熊本県 吉住豆腐店 －
熊本地震から企業成長を目指せ！凄いお豆腐作って
全国へ届けます

205 熊本県 高島園 －
製茶製造品質向上による販路開拓と干柿自社ブランド
確立事業

206 熊本県 松岡書道教室 －
地域初となる篆刻・刻字教室新設と生徒が安心して学
べる書道教室

207 大分県 小野酒造株式会社 2320001003802
ステンレスタンク導入による果実リキュールの販売強化
事業

208 大分県 岐部酒店 － 試飲コーナー設置による観光客向け地酒販売事業

209 大分県
湯布院カントリーロード
ユースホステル

－
パンフレットの作成及び送付による新たな販路と新規
顧客の開拓

210 大分県 株式会社元リゾート 7320001014092
客室の露天風呂改装工事とHP等を利用した新規顧客
獲得事業

211 大分県 株式会社Ｙ’ｓハーツ 8320001004992
広告PRの強化とサービスレベル向上で新規、リピート
顧客の獲得

212 大分県 割烹　太喜 －
商品のギフト用パッケージ制作とＨＰ作成による販路拡
大

213 大分県 有限会社　由布乃庄 8320002010247 公式WEBサイトリニューアルにおける集客向上施策

214 大分県 ビーリーブズ有限会社 3320002010318
店舗の魅力向上とプロモーション強化による販路多角
化事業

215 大分県 クックヒルファーム －
プロモーション強化と店舗のリノベーションによる販路
開拓事業

216 大分県 ゆふいん岳焼・平家窯 －
窯効率の改善による販路拡大・欠けた器の修理及びリ
メイク事業

217 大分県 有限会社二村不動産 3320002010185
ホームページリニューアル及び雑誌広告による顧客獲
得事業

218 大分県 有限会社かねよし 2320002019847
設備導入による商品開発・生産性向上・売上アップ計
画

219 大分県
株式会社宝泉寺観光ホテ
ル湯本屋

2320003001358 インバウンドを掘り起こす新興国向けの情報発信事業

220 大分県
合資会社宝珠ハイツホテ
ル

2320003001416 インバウンド客獲得のための広報宣伝

221 大分県 有限会社　成美 6320002009530
大分の素材を活かした無添加加工食品製造で新たな6
次元産業化

222 大分県
株式会社　九酔渓観光開
発

8320001010272 新規顧客獲得とリピート率向上の為の事業

223 大分県 神力水産 －
新商品開発及びフィッシュカッター導入で販路拡大、生
産力向上
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224 大分県 遊草舎 － 「鶏飯せんべい」の商品開発とPRの取組み

225 大分県
有限会社　麻生醤油醸造
場

1320002019815
イベント開催による「九州の発酵力シリーズ」プロモー
ション

226 大分県 桂茶屋 －
新商品開発と広告によって集客およびリピート率を向
上する事業

227 大分県 御料理民宿　三休 －
地域初となる海鮮メニューを取り入れた飲食営業の展
開

228 宮崎県 株式会社藤木石油 6350001007301
クッキングスタジオの営業強化によるプロパンガス販路
拡大事業

229 宮崎県 甲斐製茶園 － 新ブランド「みやざき新香味茶」販売事業

230 宮崎県
高千穂焼五峰窯あまてら
すの隠れcafe

－ 手作り器にこだわったデザート販売と店舗改装事業

231 宮崎県 旅館　奥日向 －
ニーズの高いジビエ新メニューの提供による顧客獲得
事業

232 鹿児島県 株式会社妙見石原荘 1340001008081 インバウンド、国内高齢層への付加価値創出事業

233 鹿児島県 竹屋旅館 －
温泉愛好家の身も心も快適にする設備サービスの提
供

234 鹿児島県 蒲生靴屋 －
生産性向上の為の設備投資と靴教室創設による新規
顧客の掘り起し

235 鹿児島県 新ツル見亭 －
外国人も訪れるバードウォッチングの名所として観光客
集客

236 鹿児島県 有限会社宮畳工場 3340002018417
職人でも難しい「折返し」を機械化し受注能力強化によ
る売上増加

237 鹿児島県 有限会社清姫温泉 4340002013581
外国人をはじめとする宿泊者が快適に宿泊できる衛生
環境の整備

238 鹿児島県 有限会社　異人館 2340002015332
海外観光客向けの外国語表記案内サイン類設置によ
る顧客獲得事業

239 鹿児島県 有限会社鎌田農産 4340002002626
熊本で開催される展示会に出展！「しまにんにく」の販
路開拓事業

240 鹿児島県
古民家でおもてなし　ひる
膳多宝庵

－
高齢者向け新メニュー提供と農産販売所の開設で集
客力アップ

241 鹿児島県 株式会社いせえび荘 6340001012888 インバウンド（訪日外国人）の集客強化及びリスク分散
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