
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 山口県 ガレージカトウ ―
溶接機導入での整備新サービス提供による新規受
注獲得事業

2 山口県 株式会社日本フーズ 8250001007219
無添加加工技術を活用した商品の開発・改良と新た
な販路開拓

3 山口県 脇村畳店 ―
日本伝統文化である畳・国産畳１００％の良さを末永
くアピール

4 山口県 中市屋商店 ― 高齢者の訪問機会を増やす店舗づくり

5 山口県 建築塗装イノウエ ―
看板、パンフレット、陳列棚を設置・作成による販促
事業

6 山口県 岡本染工場 ―
HP作成による全国への販路開拓、及びブランディン
グ強化

7 山口県 株式会社りんごの企画 4250001016132
りんごの森開設（加工品製造及び販売）による顧客
集客力アップ

8 山口県 原田理容院 ―
交通量の増加を活かし、店舗外壁リニューアルによ
る販路開拓

9 山口県 中華園 ― 本場中華店の広告強化による売上拡大計画

10 山口県 二象舎 ―
3Dプリンタによるオートマタ（からくり人形）キットの開
発

11 山口県 もみじ茶屋 ― 宴会メニュー充実と設備更新による売上向上事業

12 山口県 みらいガーデンファーム ―
新設直売所で営業日数確保・商品ロス低下による売
上アップ事業

13 山口県 有限会社　有田建築 7250002000116 ＩＴを活用した広報及び受注拡大事業

14 山口県 株式会社段 3250001002645
設備導入による生産効率の向上と店舗外受注売上
の増加

15 山口県 Ｍ－Ｇｒａｄａｔｉｏｎ ―
量産可能なオリジナルカープグッズ開発と店舗ファ
サードの見直し

16 山口県 株式会社　登美 5250001011834
チラシ、看板、ホームページを活用した知名度向上と
新規客獲得

17 山口県 有限会社　山崎石油 4250002020190
中古車販売買取事業展開とアイキャッチによる集客
UP

18 山口県 CERAフジトモ ―
提案力強化で新規顧客獲得を達成する高機能ＣＡＤ
システムの導入

19 山口県 株式会社　高月工務店 8250001012714
ホームページ構築による「檜づくしの家」ＰＲと販路開
拓

20 山口県 西田設備 ― 市に提出する図面の作業効率化による売上向上

21 山口県 旭栄堂 ―
冷凍庫導入及びＨＰ整備による柚子味噌の生産性
向上・販売促進

22 山口県 藤永建設　株式会社 5250001012733
資材機材リサイクル商品販売強化と販路拡大のた
めの看板設置事業

23 山口県 山下モータース ― 最新型タイヤチェンジャーの導入による販路開拓

24 山口県 笠原養蜂場 ― 満車時にお客を逃さないための駐車場増設工事

25 山口県 有限会社コスモジャパン 4250002020505 提携先動物病院への葬儀チラシ配布
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26 山口県 有限会社　石野製作所 1250002002588 家庭用油しぼりSHiBORO シリーズの販路開拓

27 山口県 アトリエ　彩 ―
地域のにぎわい・自然も満喫できる地産地消ランチ
の売上拡大

28 山口県 赤瀬石材工業株式会社 4250001000029
ホームページを活用した民間工事を中心とした新規
顧客の開拓

29 山口県 Mount　Root ―
海外国内展示会参加による「山口県のうまいもん」の
販路開拓事業

30 山口県 株式会社　福八 3250002014235
地元食材活用商品を学校給食現場でＰＲするカルテ
作成等事業

31 山口県 山田フルーツファーム ― 新商品（柚子茶）の開発と販路開拓事業

32 山口県
株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン

4250001013071
新ブランドHPと新ネット通販HPの構築で売上・収益
をアップ

33 山口県 すこやか整骨院 ― 山口県初、筋肉弛緩治療の周知、販路開拓

34 山口県 礒金醸造工場 ―
甘酒の成分結果を公表し、販路の拡大、新顧客の獲
得を目指す

35 山口県 株式会社田中商店 1250001014361 店舗外装の改修・看板設置

36 山口県
レンタルレイアウト　ス
モールワールド

―
鉄道模型基板システムの導入と会員制新レイアウト
のＰＲ

37 山口県 株式会社ＫＥＲＲＹ 2250001012777 新規事業「ペットホテル事業」の実施

38 山口県
有限会社ふれ愛どうぶつ
村

6250002020288 牧場の設備とサービス拡充による集客力の向上

39 山口県 矢野工房 ― 販路開拓、売上増加のための事務所壁面塗装実施

40 山口県 株式会社　亀乃家 6250001012229 大人気！「焼き栗」の販売による新事業展開

41 山口県 株式会社　武志林業 6250001015883 プロモーションビデオの制作によった販路拡大

42 山口県 株式会社アイワテクノ 3250001010846 アルキメデスポンプのPR・販路開拓

43 山口県 有限会社沖田電機 8250002020476
倉庫を改修し展示エリアを拡大・充実させる事による
収益向上事業

44 山口県 有限会社　らかん高原 6250002019529
「バイシクルパークらかん」のオープンによる認知度
向上と誘客

45 山口県 河野醤油醸造場 ―
商談ショールームの設置等による新規販路岩国市
街地への進出

46 山口県 有限会社山世水産 1250002001689 車えびの味噌エキスを活用した新商品開発

47 山口県 藤田養蜂 ― 蜂ヶ峰でとれたタケちゃんはちみつのブランド化

48 山口県 川﨑鮮魚　神代店 ―
鮮魚店の観光客・女性層獲得のための炭火焼き
サービス事業

49 山口県
有限会社ホテルニューひ
らお

4250002020050 設備改善で新規顧客獲得およびリピート率向上

50 山口県 友景旅館 ―
女性客を中心とした一般宿泊客増加のための施設
改修及び販売促進
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51 山口県 蓬莱堂 ―
対面販売強化による認知度向上とブランド化の確立
で売上ＵＰ

52 山口県
有限会社　有福モーター
ス

5250002013631
ロードサービス部門を「金のなる木」へ育て持続的発
展を支える

53 山口県 ライフ ― HP制作とネットショップ強化で売上2.5倍！

54 山口県
株式会社秋芳観光ホテル
秋芳館

4250001004673
ＷEB再構築による販路開拓と業務効率化・顧客満
足度向上の取組

55 山口県 美祢スバル有限会社 3250002007486
展示場の看板・夜間照明設置による中古車販売、売
上向上プラン

56 山口県 ふくちゃん ―
販売数量拡充に伴う製品導入と広報活動実施によ
る売上向上計画！

57 山口県
有限会社藤田時計電器
商会

8250002007457
店舗での家電販売と管工事等の事業強化による売
上拡大

58 山口県 土井石材店 ―
「メンテ・クリーニングサービス」による収益確保とつ
ながり強化

59 山口県 有限会社パナックいまづ 1250002002687
空き家問題等の不動産相談に対応するための新規
事業展開活動

60 山口県 つみ菜カフェうどんげ ―
快適度、認知度のＵＰによる農家風カフェの売上拡
大

61 山口県 petit lab ―
ホームページ改修で顧客をキャッチ！(店舗販売・受
注販売導入)

62 山口県 菓子処　ゆめ味咲 ―
イベント出店強化とロゴマーク制作によるブランド創
り事業

63 徳島県 株式会社　うえたい 3480001009717
顧客満足度の向上によるリピート率及び客単価向上
の実現

64 徳島県 ポッポ亭 ― オーダーメイド遊山箱による新規顧客開拓事業

65 徳島県 おきらく酒場ひろと ― 団体客の受入体制整備による集客力向上事業

66 徳島県
㈱グースエッグアドワーク
ス

3480001008074
店舗改装と新規事業の取り組みによる販路拡大事
業

67 徳島県 居酒屋　大川 ―
安心・安全なメニューや施設環境の提供による顧客
獲得事業

68 徳島県
有限会社ニュースカイ
ルート

2480002011276
店舗認知度アップと快適空間提供による売上増大事
業

69 徳島県 有限会社　河野商店 8480002014637
老舗卸売業の挑戦、独自ショッピングサイトの構築
による販路拡大

70 徳島県 松浦モータース ―
女性シニア層の新規顧客開拓に向けた店舗改装と
新サービス

71 徳島県 デンタルファクトリー ― 技工物の品質向上による販路開拓事業

72 徳島県 有限会社　武田電機商会 4480002009938 民間向け外構工事(土木工事)の販売機会拡大

73 徳島県 平野電気商会 ― 簡単なリフォ－ム工事を切り口とした販路拡大事業

74 徳島県 丸井産業株式会社 4480001002596 自社ブランド商品の県外販路拡大事業

75 徳島県 有限会社　宮田建設 6480002015091
日本百名山「剣山」への登山客に向けたIT活用によ
る顧客開拓
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76 徳島県 株式会社　セファ－ド 9480001004002
子育て世代の女性向けメニュ－開発による顧客開拓
事業

77 徳島県 イーリバイブ ― 売上増に向けての新事業販促HP・チラシ作成事業

78 徳島県 美容室サクランボ ― 高年齢層のお客様の利便性向上のための店舗改装

79 徳島県
ナカノジロウ建築デザイン
事務所

―
遠隔地のお客様のためのホームページのオンライン
ショップの強化

80 徳島県 なかのファーム ―
二十二番札所平等寺で販売する特別商品の開発及
びＰＲ

81 徳島県 角不動産 ―
ＩＴを活用した空き家・空き物件の受注体制強化によ
る市場拡大事

82 徳島県 株式会社アラジン 2480001005774 新たな生活提案のための店舗リフォーム

83 徳島県 有限会社　森　友 2480002015120
高齢者に優しい快適空間とオリジナルコースメ
ニュー提供による販

84 徳島県
ＩＺＭ　ＰＲＯＰＨＯＴＯＳＴＵ
ＤＩＯ

― 生前写真訴求による販路開拓・環境整備事業

85 徳島県
株式会社黒石屋和田金
物店

9480001009645
ＩＴを活用した若い世代向け『パックリフォーム』事業
の育成

86 徳島県 株式会社　森乃葉 4480001008783
子育て世代への販路拡大のためのパッケージデザ
イン・チラシ製作

87 徳島県 株式会社　南プランニング 4480001006028 VR動画プロモーションのためのホームページ更新

88 徳島県 江富写真館 ―
自然な表情の写真撮影のためのスタジオリフォーム
事業

89 徳島県 有限会社　ハマダ石材 6480002012378 お墓の総合管理サービス「お墓まもる君」のPR事業

90 徳島県
株式会社エヌ・エータイリ
ング

4480001008288
あったか蒔ストーブ販売のための、各種販売促進事
業

91 徳島県 ボール接骨院 ―
スポーツ外傷診療の強みを活かした新サービスによ
る来院数拡大事

92 徳島県 メモリーフォトカジモト ―
ゆったりとした接客スペースと感度の高いスタジオで
生涯顧客獲得

93 徳島県 株式会社　森定塗装店 1480001004728
未開拓エリアへのポスティング・既存顧客へのDM発
送による販促

94 徳島県 賀永農機商会 ―
農機具等の出張メンテナンスサ―ビスの強化と認知
度向上事業

95 徳島県 旅館　むらかみ ―
上質な会席料理と楽な座敷テーブル席によるお客様
の満足度アップ

96 徳島県 hair room Life ― ご高齢の方にリラックスしていただくための設備導入

97 徳島県 くすりの橋本 ―
相談機能の充実・強化による顧客数増加の実現事
業

98 徳島県
本格手打ちうどん専門店
やすらぎ

―
遍路客や団体観光客等に向けた新メニュー展開とバ
リアフリー化

99 徳島県 有限会社 クレール 1480002009627
洋菓子店が作る高級デニッシュ系パン販売による新
規顧客獲得事業

100 徳島県 モンフレール ―
ペット用パパイヤ発酵食品の新規販売による販路拡
大事業
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101 徳島県 服部製糖所 ―
阿波和三盆糖の魅力を伝えるための認知度向上及
び販売促進事業

102 徳島県 理容たけうち ―
ポイントカードシステム改善に伴う顧客満足度向上と
リピーター拡

103 徳島県 居酒屋一心 ―
個室限定メニューと店舗改装による、来店率向上事
業

104 徳島県 有限会社　めん恋屋 8480002015107
独自製法を活用した新商品開発による販路開拓事
業

105 徳島県 川田商店 ―
阿波市名物「たらいうどん」PRによる地場産業活性
化事業

106 徳島県 阿北キャンバス ―
カッティングプロッタ導入による看板トータルプロ
デュース事業

107 徳島県 藤本豆腐店 ―
本格にがりを使った豆腐新商品の開発とWEB販促に
よる販路拡大

108 徳島県 大崎食品工業株式会社 3480001002548
すだち果汁パックの自社ブランドへの取組みと販路
開拓事業

109 徳島県 時計・メガネの遠藤 ―
フィッテイング感を上げるメガネの新サービスで若者
を取り込む

110 徳島県 石井設備 ―
高齢者用リフォームプランのＰＲと展示スペースの新
設

111 徳島県 株式会社　アゲイン 6480001002537 自治体・企業向け着ぐるみロボットの販路拡大

112 徳島県
吉紀コーポレーション株式
会社

9480001009471 建設産業革命！ドローン活用で販路拡大

113 徳島県 ひわさ屋 ―
阿波尾鶏と地魚を味わえるお得感・満足感の高い安
心な店づくり

114 徳島県 嘉一輪業舎 ―
車検中古パック等のサービスで若者層を集客する事
業

115 徳島県 有限会社　新開石材 5480002014160 新設する永代供養塔・永代供養墓のＰＲ

116 徳島県 有限会社　高市 3480002013981
菓子職人が手掛けるオリジナル無添加副材料製造
販売体制の構築

117 徳島県 株式会社ＫＡＴＯ 3480001009650
リニューアルオープン・宴会プラン周知のためのチラ
シとＨＰ作成

118 徳島県 有限会社　宝寿し 7480002016064
海鮮しゃぶしゃぶの開発・広告宣伝による新規客の
獲得

119 徳島県 MIYUKI ―
ホームページ開設と新聞折込みチラシによる新規顧
客開拓

120 徳島県 居食亭　あおき ―
ランチタイムの店舗営業による高齢者・単身生活者・
女性客の開拓

121 徳島県 藤本商店 ―
新規サービス提供による米作農家の顧客開拓・商圏
拡大事業

122 徳島県 株式会社　三浦醸造所 2480001009412
徳島伝統のねさし味噌と一番搾り醤油の認知度向
上を図る販促戦略

123 徳島県 ベーカリーフクズミ ―
多様化したニーズを捉える為、新設備を利用した商
品開発事業

124 徳島県 葛籠興業有限会社 9480002014867
剣山ルート最後のガソリンスタンドによる地域コミュ
ニティ事業

125 徳島県 こぐま塾 ―
苦手科目対策による顧客満足の増大と入塾者の増
加の実現
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126 徳島県 Interior 設計工房 DanRan ―
販路開拓，及びリフォーム・リノベーションの売上向
上

127 徳島県 松茂青果（有） 9480002011328
ブランド価値向上と生産物の収穫量アップを目的とし
た事業

128 徳島県 スィーツファクトリーＦ２ ―
徳島神山発信からの真心込めた創作スイーツの新
たな販路開拓事業

129 徳島県 ごくらく酒蔵あぐら ― パパイヤ茶販売による売上向上策の実施

130 徳島県 有限会社プランタン 9480002014999
ＩＴ活用による『うだつロール』の販路拡大と新規顧客
開拓

131 徳島県 原田肥料店 ―
切干大根の商品ラインナップ拡充とパッケージ改良
による販売促進

132 徳島県
ナノミストテクノロジーズ株
式会社

9480001006551
受託試験の販路開拓及び簡易受託試験濃縮装置の
開発

133 徳島県 井上電気工業有限会社 3480002012711
個人顧客獲得に向けたリフォーム事業のPR強化事
業

134 徳島県 株式会社四国防災 3480001007753 「炊き出し&おにぎりセット」の展示会出展事業

135 徳島県 有限会社森長商店 5480002015118
高齢者に優しいミニ・スーパーマーケットの店づくり
事業

136 徳島県
有限会社 岸火工品製造
所

4480002012909
高品質で美しいオリジナル花火製造体制の増強とそ
のPR強化事業

137 徳島県 ヘアーサロンセンス ―
創業50周年イベントと着物着付けルーム開設に伴う
顧客獲得事業

138 徳島県 金森 ―
情報発信と顧客満足度向上による新規顧客及びリ
ピート客獲得事業

139 徳島県
有限会社三加茂ﾌﾞｯｸｾﾝ
ﾀｰ

4480002015878 チラシやＩＴを媒体とした広報活動による販促事業

140 徳島県
有限会社　橋口モーター
ス

7480002015751
環境に優しい設備導入による顧客満足度向上と収
益改善事業

141 徳島県 福永石油 ― ワイドタイプ門型リフトの導入による新規顧客開拓策

142 徳島県 株式会社　おごせ電機 8480001005604
リフォーム店としての知名度向上のための販路拡大
事業

143 徳島県 有限会社アンディゴ 2480002000329
顧客満足度の向上・ブランド価値向上による売り上
げ拡大事業

144 徳島県 リストランテ　ペルトナーレ ―
冷凍粉砕調理器導入による料理提供時間の短縮と
新メニューの開発

145 徳島県 山上ファーム ―
濃紅みつキャロットを用いたレトルトカレーの商品化
と販路開拓

146 徳島県 三興海苔　株式会社 4480001004601 海苔屋が作る“お米販路拡大事業

147 徳島県 薬のかわむら ―
セルフメディケーション時代の新規顧客獲得のため
のＰＲ事業

148 徳島県 有限会社　ながさか 9480002011823
彫刻・マーキングマシン導入による商品サービスの
品揃え拡充事業

149 徳島県 有限会社山田宝来堂 9480002014066 統一したデザインによる販路開拓事業

150 徳島県 米田食品工業 ― 一人暮らし、高齢者の要望に合った商品開発事業
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151 徳島県 ばんどう美容室 ―
団塊世代を中心としたボリュームシニア層に向けた
販路開拓事業

152 徳島県 カットスペース・カルム ―
店舗のバリアフリー化で顧客の維持と新規客獲得を
めざす事業

153 徳島県 こっこ家 ―
夜の新規顧客獲得増員のためのPR看板設置とチラ
シ折込事業

154 徳島県 有限会社　ウッドマーク 7480002013978
ドローンによる立木販売促進と新たな販路開拓、業
務効率化事業

155 徳島県
有限会社 芝原オートセン
ター

6480002014011
板金塗装設備導入でリーズナブルと短納期を実現、
顧客拡大事業

156 徳島県 ヘアーサロン・ミラノ ―
くつろぎ空間整備による顧客満足度と来店頻度向上
事業

157 徳島県 鮨八鮨 ―
「寿司屋でモーニング＆ランチ」訴求による顧客獲得
事業

158 徳島県 ル・ペルル ―
高齢者・女性グループ客新規顧客層の為のトイレの
改善

159 徳島県 むぎ青空プロジェクト ― ファミリープログラム強化による新規客増大

160 徳島県 Monkey-Print ―
生産効率向上による受注拡大と自社オリジナルＴ
シャツ販売の開始

161 徳島県 つむぎカフェ ― 徳島　イタリアン計画

162 徳島県
有限会社オノグラスワー
クス

9480002014132
ＨＰのリニューアルによる情報発信力の強化・ネット
販売の充実

163 徳島県 わじき亭 ―
土木建設業従事者向け弁当サービス実施に伴う、冷
凍冷蔵庫の導入

164 徳島県 株式会社　Renati　tura 9480001008713
農薬不使用栽培の薔薇花弁入り県産蜂蜜の製造販
売とPR活動

165 徳島県 すまいる工房 ― ＩＴ広告を活用したハウスクリーニング事業の拡大！

166 徳島県 健心接骨院 ―
新商品をＨＰ・看板を活用しＰＲ、販売力をアップさせ
る

167 徳島県 有限会社　時本製材所 7480002007963
コストパフォーマンスの高い安心住宅耐震診断工事
提案事業

168 徳島県 有限会社　速水商店 4480002008031
～米袋デザイン・サイズを一新～お土産・贈答商品
販売事業

169 徳島県
有限会社 丹生谷整備工
場

1480002014370
車両メンテナンス業務拡大のための新たな機械装置
の導入

170 徳島県 有限会社 福永商店 6480002014374 新規顧客獲得のための新規設備の導入と店舗改装

171 徳島県 合同会社　丸木屋農園 8480003000974 付加価値の高いさつま芋粉末販売事業

172 徳島県 有限会社 柚冬庵 2480002014353
若い女性顧客層の獲得に向けた新商品のパッケー
ジデザイン開発

173 徳島県 畑名味噌糀店 ― 県内初の新商品開発で既存商品ＰＲ

174 徳島県 有限会社　長尾鉄工 7480002004119
お客様に役立つホームページ作りと効率化機器導
入で販路開拓

175 徳島県 かげやまショップ ― 地域外からの来店客獲得のための新規設備導入
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176 徳島県 寒山ホンダ ―
痒い所に手が届く会社を目指して設備を導入し新
サービス提供

177 徳島県
有限会社　藤本モーター
ス

7480002008086 機材新規購入で新サービス提供・売上拡大

178 徳島県 有限会社　魚良 2480002007555 店舗壁面を使用した商品ＰＲで新規顧客ゲット

179 徳島県 ヘヤ―サロンおおかめ ―
入口リフォームで車いす・杖使用客にやさしい店づく
り

180 徳島県 有限会社吉田商店 4480002009491
徳島県素材の夏期限定スイーツと阿波藍のパッケー
ジ開発

181 徳島県 株式会社Fate 6480001009045
コンプリートカー市場開拓と販売機会拡大による新
規ユーザー獲得

182 徳島県 岸上自動車 ― ロードサービスの周知・宣伝事業

183 徳島県 有限会社ミカモフレテック 1480002015906
お客様の満足度を高めるためのネット通信販売サイ
トの開発

184 徳島県 有限会社高志硝子建材 7480002011866
コミュニケーション力を生かすための店内改装・顧客
獲得事業

185 徳島県 有限会社全日食上板店 9480002011996
外国人お遍路さんや旅行会社へのアピールと客単
価向上事業

186 徳島県 株式会社　仁尾新聞店 1480001008316
切り抜き紙面とお客様を繋げる媒体制作による販路
開拓事業

187 徳島県 有限会社ハス商会 1480002008034
展示会用チラシ・パッケージデザイン・冊子作成の販
路開拓事業

188 香川県 有限会社　ミキハウジング 8470002014407
外観リニューアル＆ショールーム設置による提案力
の強化

189 香川県 Ｍ２　Ａｕｔｏ ―
排ガステスター装置等を購入し、陸運局の認証工場
指定を受ける。

190 香川県 CALMO MITE しらいし ―
カラー・パーマの施術時間短縮の装置購入と、導入
看板の設置

191 香川県 有限会社　川西木工所 4470002009393
ＯＥＭ生産からの脱却を図る為の、直販体制の構築
施策

192 香川県 株式会社　一真工業 4470001013256
“県内唯一!臭化リチウム回収事業についてのアピー
ル

193 香川県 リフレッシュ整骨院 ―
消費者の購買行動に沿ったプロモーションで女性客
増加作戦

194 香川県 田畑鉄工所 ―
製造能力アップによる受注拡大のためのポジショ
ナーの導入

195 香川県 hacsutick(ハクステック) ―
認知度のアップと販売拡大のため、チラシの作成と
折込の実施

196 香川県 有限会社　ニュー山下 3470002019039 老若男女に一生涯愛されるサロンづくり

197 香川県 株式会社スズキ楽器 4470001012175 スズキ楽器屋島センターのリニューアル

198 香川県 美容室とうの ―
地域のニーズに対応した安心で顧客に寄り添う店舗
づくり

199 香川県
塩江ショッピングセンター
はすい

―
地元住民及び国道193号線通行者の利便性向上の
ための店舗整備

200 香川県 田舎い～なぁかんぱにー ― 認知度向上のための新商品発売
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201 香川県 平田技工研究所 ―
「ガラス製セラミック義歯」の製造体制の確立による
売上拡大

202 香川県 黒田商店 ―
新規設備導入による顧客コミュニケーション時間の
確保と売上向上

203 香川県 有限会社杉上スチール 5470002013444
高所作業足場システムと軽量溶接機の導入による
売上向上

204 香川県 ル・シェノン ―
お客様に喜ばれる「新鮮さ」「洗練さ」「居心地の良
さ」の提供

205 香川県 株式会社市原建設 8470001005118
既存住宅の耐震化の普及と新築住宅の販売拡大に
向けた取り組み

206 香川県 有限会社　大津商店 9470002018324
公園難民救出によるCS向上及び成約率UPで満室
御礼を目指せ！

207 香川県 有限会社　中田久吉商店 9470002018497
デジタルカタログを用いた商談による新製品の認知
度向上事業

208 香川県
有限会社　鉃川建築設計
事務所

2470002013463
リフォーム・改築への取り組みによる売上・利益の向
上施策

209 香川県 道久鈑金塗装 ―
特殊塗装設備導入による新規分野（二輪車・個人）
の受注拡大

210 香川県 株式会社　田中屋 3470001015419
20代・30代女性をメインターゲットに設定した来店促
進施策

211 香川県 ママのお店 ＆Ｍ ―
実店舗とコミュニティスペースの設置による売上向上
施策

212 香川県 ハナあかり ― ギフトアイテムの新商品開発による売上向上施策

213 香川県 株式会社ルッソ 4470001013355 Ｗeb制作活用によるアンバサダーサイクルの構築

214 香川県 有限会社ポルテ 1470002018612
HPのリニューアルと製品カタログとHPの共有化の構
築

215 香川県 有限会社ハリキ 6470002018558 釣り大会イベント規模拡大に伴う使用設備の整備等

216 香川県 株式会社いっぷく 5470001012067
新店舗オープンによる外国人観光客の集客（インバ
ウンド）事業

217 香川県 有限会社寿美久満 4470002011804
高齢者や高齢者家族が安心して利用できる店舗改
修事業

218 香川県 津の山堂 ―
効率的な生産体制の確立と店舗販売強化による経
営基盤の構築

219 香川県
有限会社エクステリア倶
楽部

1470002013704
ホームページのスマホ対応による若年層開拓と庇事
業への事業参入

220 香川県 田中通信工業株式会社 7470001007800 顧客管理システム開発・導入により営業力強化

221 香川県
有限会社アイヴエモーショ
ン

4470002018196
海外展開を見据えたtyrellホームページのリニューア
ル

222 香川県 京兼醸造　有限会社 4470002013206 外国人へのうどん店開業支援ＨＰで販路拡大

223 香川県 高田工業　株式会社 1470001008176
窓リフォームに特化した顧客の掘り起しによる売上
向上施策

224 香川県 染匠　吉野屋 ―
ＨＰ構築にて新商品販売を切り口とする讃岐のり染
商品の販路拡大

225 香川県 まるもと物産 ―
魚嫌いの子供でも食べたくなる「おさかな煎餅」の開
発事業
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226 香川県 矢尾写真館　喫茶ヤオ ―
増加する外国人観光客向けの庭園席の増設による
売上向上施策

227 香川県 株式会社　岡上食品 6470001015374 素麺のイメージアップによる新規需要獲得事業

228 香川県 株式会社ドットライン 7470001015828
SNSと連動したHPへのリニューアルとOEMでの独自
商品開発

229 香川県 有限会社　毛利建設 2470002019122
ユーティリティーショールームの改装による需要獲得
事業

230 香川県 ひろきや旅館 ― ホームページを活用したひろきや新プラン

231 香川県 株式会社　岡田長栄堂 8470001012122 「小豆島」がぎゅっ！と詰まった、魅力ある店づくり

232 香川県 株式会社　ヌマタ 6470001008543
企業のイメージアップと販路拡大のためのPV及び
HP作成

233 香川県 RistoranteFURYU ― 「小豆島の旬を贈る」ジェラートの通信販売

234 香川県 アーチ株式会社 2470001014982
宅配弁当で高齢者の栄養管理と安否確認！安心な
地域作りに貢献

235 香川県 株式会社　山下電設 9470001012848 新規顧客開拓の為のイベント開催事業

236 香川県 谷口木工 ―
機械購入による生産性、加工技術の向上と新たな技
術の習得

237 香川県 カワニシカバン ―
カスタマイズで世界に一つの自分だけのカバン販売
事業！

238 香川県 ヘアーサロンウエハラ ―
ラウンジカフェスタイルのサロンでロイヤルユーザー
を増やせ！

239 香川県 創作パスタの店　Ｐｉａｔｔｏ ―
中食需要を掘り起こせ！四国でここだけの生パスタ
テイクアウト

240 香川県 犬床屋 ―
新顧客管理システム導入による、データを活用した
販路開拓事業

241 香川県 小玉板金塗装 ―
エコカーの軽量化による薄型板金に対応した板金設
備の導入

242 香川県 地藤塾 ―
資格取得希望者の為のカフェスタイルの自習スペー
スの提供

243 香川県 有限会社　山下畳商店 1470002009867
増設した新店舗の外壁改装工事による集客拡大及
び格上げ事業

244 香川県 株式会社　メカトップ 1470001015767
様々な広報媒体の活用により、新規顧客を取込み売
上増加を図る

245 香川県
BLUE BEAT BLAND
CAFE

―
店舗の認知度向上と商品提供スピードの向上で売
上アップ

246 香川県 ＶＯＩＣＥ　株式会社 3470001015757
のれんをくぐりたいと思う、店内外看板と店内ＰＯＰ事
業に取組み

247 香川県 しまの塾 ― 『しまの塾』広告宣伝事業

248 香川県
株式会社　大部サービス
ステーション

6470001012124
地域のお客様の暮らしを支えるサービス力・認知度
向上事業

249 香川県 かなたまキッチン ― 香川県全体を対象にした新規顧客への宣伝

250 香川県 有限会社　中川産商 6470002019036
店外看板設置による認知度向上及びＰＯＳシステム
による効率化
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251 香川県 株式会社　つるや旅館 1470003000313 ゆるキャラを活用した商品開発とＰＲ事業

252 香川県 有限会社翼石材 4470002008461 ブランドブックの制作活用による販売促進事業

253 香川県 お食事処つるぎ ―
高齢者や女性が利用しやすいお店づくりと新規顧客
獲得事業

254 香川県 株式会社　弘栄社 9470001008160
空撮写真サービス及びインターネットを通じた構成
サービスの提供

255 香川県 株式会社トッププロダクト 5470001010896
高齢者層へのバリアフリー対策に特化したリフォー
ム事業の展開

256 香川県 讃岐亭 ―
居酒屋リニューアルオープンに伴う新メニュー開発と
認知度向上

257 香川県 (株)ミトヨフーズ 1470002016302
ひとりでも多くの方に「みとよのおいしい」をお届けし
ます

258 香川県 藤川ルーフ工業 ―
地域一般顧客集客を増大する為の店舗知名度アッ
プ事業

259 香川県 オフィスIKUYO ―
有機農業体験付！自然食カフェプロモーションによ
る増収事業

260 香川県 富士製綿　ねむたや ―
サロンスペース開設で、人が集まれる文化の拠点を
作る！

261 香川県 rire ― 情報発信強化による店舗及び商品認知度向上事業

262 香川県 株式会社スカイテクノス 3470001013975
ダクト火災未然防止のためのダクト清掃事業の販路
開拓

263 香川県 丸福醤油　有限会社 8470002016394 新製品の販売拡大計画

264 香川県 有限会社　内田建設 1470002016764 「イリコ佃煮」の生産増加とＰＲによる売上向上計画

265 香川県 株式会社　清水造園 4770001015681
ホームページ作成による新規顧客獲得と当社のイ
メージアップ

266 香川県 飯田農園 ―
高品質ピューレの販路開拓と消費者の勉強会型農
家支援づくり

267 香川県 マナベ自動車相談所 ―
子供連れの女性客をターゲットにした新規顧客のた
めの事業

268 香川県 株式会社　木村呉服店 8470001011074
刺繍専用ミシン導入による即納対応と提案サンプル
による販路拡大

269 香川県
アースデザイン　有限会
社

2470002018181
事務所設立により販路開拓に伴う展示会への出展
及びHPの作成

270 香川県 三好ねぼけ堂 ― ギフト対応商品を追加した直販体制向上施策

271 香川県 佐倉自動車 ―
「愛車リフレッシュサービス」による集客力強化と市
場認知度向上

272 香川県 高橋木工株式会社 5470001010327 「組子細工」の技術を活用した新商品開発

273 香川県 有限会社松屋 6470002017584
地元のすべての方に満足して頂く為の顧客満足度
向上事業

274 香川県 有限会社川北縫製 4470002017768
自社ブランドによる海外進出の為のフランス合同展
示会出展

275 香川県 株式会社木村水産 6470001011200
簡易クリーンルームで生産する安全な穀物食品玄米
粉グラノーラ
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276 香川県 K2　Works ―
販売路線拡大を狙いＷＥＢサイト構築・ネット広告で
全国に展開

277 香川県 有限会社プラウド 7470002011222
道路看板による新規顧客獲得と売上げ増進を図る
為の広告戦略事業

278 香川県 伊賀精肉店 ―
ホットドリンク・ホットフード棚の新設及び既存ケース
の変更

279 香川県 三津屋 ―
健康関連商品の提案・エステサービスの提供からお
客様の美と健康

280 香川県 有限会社　藤田水産 1470002016871
自社商品のネット販売におけるブランド力とＰＲ力の
強化

281 香川県
株式会社オスモティック
ジャパン

6470001014723
レグールのEC（インターネット通販）サイトの新規構
築

282 香川県 株式会社小春日和 3470001015690 新規利用者獲得に向けた情報発信

283 愛媛県
株式会社　アド・コーパレ
イシャン

2500001007818 CADシステムの導入による、セミオーダー化の実現

284 愛媛県 健康宅配　空 ―
店舗和式トイレの洋式化及び洗面台刷新による顧客
満足度向上事業

285 愛媛県 肱川自動車　有限会社 5500002012236 重量車輌用リフト設置による販路拡大及び売上増加

286 愛媛県 宮岡住設 ―
事業所看板の立替による自社及び事業内容のＰＲ
事業

287 愛媛県 Hair Stage IMAMIYA ―
店内トイレの車椅子対応改修による顧客受入体制整
備事業

288 愛媛県 喫茶スナックジョイ ―
店舗トイレの洋式化による高齢客の顧客満足度向上
による売上維持

289 愛媛県 お好みハウスおおした ― 和式トイレの洋式化改修工事による顧客満足度向上

290 愛媛県 株式会社　アルバトロス 6500001019867 ギフト向け商品パッケージの開発と新規販路開拓

291 愛媛県 土岐モータース ―
新型リフトの導入による整備効率の向上・売上の増
加

292 愛媛県 Traditional Bakery Qoo ― 店舗改装工事及び喫茶店営業の為の改築工事

293 愛媛県 有限会社　松山油圧機械 6500002010981
最新型TIG溶接機導入による顧客満足度向上と作業
効率改善

294 愛媛県
有限会社　ひじかわ特産
開発

3500002012238
肱川らーめん、うどんの商品ＰＲ促進による販路拡
大

295 愛媛県 有限会社　千年松 6500002020287
千年松バイリンガルWEBリニューアル・E-コマース拡
充

296 愛媛県 （株）オキデン 1500001007793 自社ＷＥＢサイトの構築による広報事業

297 愛媛県
エリアサービス小田・寺井
敦子美容室

―
駐車場の屋根設置による電動車いす及び車送迎高
齢者の利便性向上

298 愛媛県 Dream rose ―
地元産米粉を使った商品の増量とお客様ニーズに
合った商品作り

299 愛媛県 （有）大西呉服店 7500002011970 他国語対応Webサイト開設によるＰＲ事業

300 愛媛県 有限会社　加地工務店 2500002022031 3D建築CADシステム導入による提案力アップ

12/77



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

301 愛媛県 ヘアーサロン・タクミ ― 高齢者にもやさしいバリアフリーな理容店づくり

302 愛媛県 有限会社　丸安工業 9500002019178
展示会チラシの広範囲配布と看板設置・車広告によ
る販路拡大

303 愛媛県 （株）イヨカナ 2500001007784
自社発電力表示パネル看板設置による太陽光発電
システムのPR事

304 愛媛県 有限会社　吉長 7500002012052
魅力あるホームページへの刷新とパンフレット・メ
ニュー表の作成

305 愛媛県 おかだ写真舘 ―
スタジオ改装による顧客ニーズに対応した新サービ
スの提供事業

306 愛媛県 有限会社　吉田自動車 3500002023755
「新型ヘッドライトテスター」の導入による販路拡大事
業

307 愛媛県 福田石材株式会社 7500001013002 新設霊園の広告宣伝

308 愛媛県 富士見園 ―
①館内及び客室内のWi-Fi環境整備②管内サインの
多言語化③

309 愛媛県 森の国工房 ― 大型昆虫飼育品の増産と地域産業の活性化

310 愛媛県 （有）美川タクシー 1500002011233 利用客サービス向上のための自動扉整備

311 愛媛県 池田タクシー株式会社 1500001007819 自社Ｗebサイト開設による販路拡大事業

312 愛媛県 北条不動産株式会社 9500001006730
愛媛初！放射線値測定で住環境の「安心、安全」を
提供する

313 愛媛県 越智自動車　有限会社 1500002022024 来店者用トイレの改装で利用しやすい店舗づくり

314 愛媛県 有限会社　村上中央書店 3500002010984
大型冷凍ショーケース導入による顧客ニーズへの対
応と売上拡大

315 愛媛県 佐伯食品株式会社 7500001018570
愛媛国体開催に向けた商品のＰＲ強化による新規顧
客獲得

316 愛媛県 ヘアーファクトリーくどう ―
トイレを広報空間化することによる情報発信力強化・
新規客獲得

317 愛媛県 にじとまめ。 ― 地産地消ジャム商品化による販路開拓事業

318 愛媛県
うずの鼻コミュニケーショ
ンズ株式会社

1500001018279
松山道後と尾道をテーマとした和風テイスト商品の
開発・販売

319 愛媛県 長田鮮魚店 ―
「居心地の良い」店舗づくりで利用シーンの拡大及び
新規顧客獲得

320 愛媛県 丸イ伊予乾物　有限会社 5500002023687
工場内での小売販売強化で新規顧客獲得及び需要
拡大

321 愛媛県 高田工務店 ―
ＨＰと工事現場シート等の作成で広告宣伝効果によ
る新規顧客獲得

322 愛媛県 有限会社　三島石油店 5500002023638
鬼北町産材を利用した薪ストーブ燃料の「薪」の生産
販売事業

323 愛媛県 浅野鮮魚店 ―
宴会場トイレのリフォームで顧客満足度の向上によ
る集客事業

324 愛媛県 有限会社　近永石油 2500002023608
洋式トイレへのリフォームによる顧客満足度の向上
と集客力強化

325 愛媛県 有限会社　三好商会 2500002000342
清掃機器導入による新規顧客の開拓及び既存顧客
の囲い込み
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326 愛媛県 有限会社　平林建設 8500002000295
「町の土建屋さん」のイメージ戦略による民間工事の
受注拡大

327 愛媛県 サンセットミラージュ ―
1日1組限定の宿の新展開による国体と四国遍路の
需要取り込み

328 愛媛県
有限会社　井戸モーター
ス

7500002000073
主要商圏外からの若者顧客開拓のためのタイヤチェ
ンジャー導入

329 愛媛県 理容田中 ―
バリアフリー化とバック式洗髪の導入で高齢者と子
供の顧客開拓

330 愛媛県 美容田中 ―
高齢者向けエステの参入による客単価アップと屋外
バリアフリー化

331 愛媛県 ドライブイン　アウトゼア ―
集客力強化の為のスマートフォンに対応したホーム
ページ開設２

332 愛媛県 ＪＥＴ　ＰＯＩＮＴ ―
塗装・補修作業の内製化とＰＲによる顧客満足度と
収益の向上計画

333 愛媛県 旅館さわき ― 新規顧客を取り込むために椅子席の導入事業

334 愛媛県 バイク＆サイクル　トヨタ ―
タイヤチェンジャー導入と広報強化による新顧客開
拓と収益向上

335 愛媛県
オーガニックゲストハウス
＆カフェＯＨＡＮＡin御島

―
海と島と柑橘畑のグリーンツーリズム＆ジューススタ
ンド事業

336 愛媛県 宮城豆腐店 ―
新たな包装設備の導入による新商品の開発と販路
開拓

337 愛媛県 有限会社　喜船 4500002020181
販路開拓をはかるための日本語、英語に対応した
ホームページの作

338 愛媛県 有限会社　穂高村 9500002011473
リスティング広告等インターネット広告の実施による
新規顧客獲得

339 愛媛県 （株）大三島ものづくり 9500001016515
販路拡大のためのスマートフォン、インバウンド化に
対応した現行

340 愛媛県 兵頭鉄工所 ―
新たなシャッター工事事業ＰＲの看板設置による売
上拡大事業

341 愛媛県 ハマモト自動車 ―
新型ヘッドライトテスター導入による最新車両への車
検対応

342 愛媛県 ボディショップ　トラスト ―
パワーミキシング及びシナジースケール導入による
作業効率アップ

343 愛媛県 （株）三間商事 6500001015602
タイヤ・オイル交換体制構築による顧客満足度向上
事業

344 愛媛県 有限会社　元祖キリン堂 2500002024176
商品販促と顧客満足度アップのための看板サイン事
業

345 愛媛県 株式会社パナ・ワールド 4500001015587
顧客満足度アップ及び販路拡大のためのトイレ改修
事業

346 愛媛県 株式会社　青山 1500001012926
ワークショップ及び相談会開催による新規顧客囲い
込み事業

347 愛媛県 亀屋旅館 ―
快適環境整備による顧客満足度の更なる向上及び
リピート率売上増

348 愛媛県 株式会社　うずくぼ工房 7500001007235
測定等機器導入による住宅性能評価での新築住宅
受注獲得

349 愛媛県 有限会社　山鳥青果 1500002010895
新鮮で糖度の高いおいしい果物があるお店の看板
設置で新規客獲得

350 愛媛県
株式会社オートサービス
砥部

1500001013593 お客様の持込タイヤ交換・固定客増

14/77



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

351 愛媛県 有限会社すこし屋 9500002011440
自社サイトリニューアルと看板設置による集客力アッ
プ事業

352 愛媛県 有限会社　平磯自動車 3500002008797
スキャンツールの活用と事務所改修でお客様満足向
上

353 愛媛県 酒亭　進作 ― 田舎の居酒屋売上向上事業

354 愛媛県 有限会社船原石油 2500002008798 ガソリンスタンド照明ＬＥＤ化による顧客満足度アップ

355 愛媛県 有限会社　東洋美商 2500002011769 ネットを利用して先祖供養のお手伝い

356 愛媛県 かめおか化粧品店 ― 店舗改装で行うお客様満足度向上事業

357 愛媛県 井上家具店 ―
店舗内改修によるイメージアップで顧客満足充足事
業

358 愛媛県 ギンザフォトスタジオ ― ドローン撮影で映像事業をグローカル化

359 愛媛県 井上商会 ―
高性能タイヤチェンジャー導入によるサービス向上と
販路開拓事業

360 愛媛県 串焼専門店　弁慶 ―
高齢者への再来サービスで“やすらぎと“やさしさを
提案

361 愛媛県 ふぐ・はも料理　たかざわ ―
高齢者に配慮したバリアフリー化による環境整備の
構築

362 愛媛県 有限会社　サンビジネス 9500002012554
ＬＥＤ照明への転換効果による販売力強化と販路開
拓

363 愛媛県 宮内石油有限会社 8500002012563
ＬＥＤの光効果で快適空間の創造による集客と販路
開拓

364 愛媛県 野村石油株式会社 4500001007964
自動車スキャンツール導入による車輌整備充実と販
路開拓

365 愛媛県 Ｙショップおおもり店 ― ＬＥＤ照明への転換効果による集客と販路開拓

366 愛媛県 株式会社　下元工務店 5500001007914
ＨＰ及び集合広告等広告宣伝の強化による売上・収
益の向上

367 愛媛県 イノウエデザイン事務所 ― ホームページ作成による販路拡大

368 愛媛県 古谷佑一税理士事務所 ―
ＨＰを活用した愛媛県全域へのサービス内容周知及
び新規顧客獲得

369 愛媛県
株式会社　道後屋ワケス
ポーツ

6500001007921
刺繍加工付きセミオリジナル商品のＥＣサイトでの販
売体制の構築

370 愛媛県 秋田モータース ―
最新スキャンツール導入による整備体制の充実及び
収益の向上

371 愛媛県 カラオケ一休 ―
トイレ付替え及び化粧室まわりの店舗改修工事によ
る集客力強化

372 愛媛県 エディオン池田電気 ― 集客力アップのための快適な店内環境整備

373 愛媛県 北野塗工 ― 空き家リフォームのための設備導入

374 愛媛県 宗兵衛窯 ― お金では買えない陶芸体験による地域活性化

375 愛媛県 株式会社しまの会社 8500001013323
商品のパッケージおよびホームページリニューアル
化よる販売促進
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376 愛媛県 ふじた住設 ―
シニア世代が快適に過ごせる住宅リフォーム工事の
販路拡大

377 愛媛県 浜田建工 ― 空き家リフォームによる定住促進事業

378 愛媛県 ゆげしまダイニング彩 ― 新規顧客獲得のための外部へのＰＲ強化

379 愛媛県 イノコ商事 ―
農家への新規顧客獲得と他メーカーの商品取扱い
における看板設置

380 愛媛県 アイメディア ―
コンテンツがイメージできるホームページ開設による
新規顧客開拓

381 愛媛県 明石屋 ― 新メニュー提供による来客倍増プロジェクト

382 愛媛県 喫茶房 ―
トイレ洋式化による高齢者にやさしい店舗づくりで新
規顧客獲得

383 愛媛県 株式会社レベルグリット 7500001017234
選挙街宣車の整備及び音響設置、看板設置・デザイ
ン業の販路開拓

384 愛媛県 cut place Bee-R ―
キッズスペースの宣伝による子供客増加及び機会ロ
ス削減事業

385 愛媛県 defi Hairstage ―
男女両方のお客様にとって利用しやすい店舗作り推
進事業

386 愛媛県 七草 ―
ＤＭの送付及び看板設置による集客及び売上増加
事業

387 愛媛県 創造アトリエ　あぷりこっと ―
古民家を活用したキッズギャラリー設置による販路
開拓

388 愛媛県 ピッツェリア　ジラソーレ ―
モーニング営業開始に伴う店舗看板改修による集客
事業

389 愛媛県 有限会社アシスト 3500002010118
中古物件リフォーム販売事業開始に伴う看板設置に
よる販路拡大

390 愛媛県 株式会社アトリエき・な・こ 2500001016166
東京での展示会出展による東日本の新規顧客開拓
事業

391 愛媛県 出海産業株式会社 4500001006512
ホームページリニューアルで施工実績の徹底発信に
よる販路拡大

392 愛媛県 映光自販株式会社 9500001017645
タイヤチェンジャー導入によるタイヤ交換内製化と新
規顧客開拓

393 愛媛県 株式会社エンカレッジ 4500001006801 “人づくりならエンカレッジの戦略的プロモーション

394 愛媛県 有限会社　中岡自動車 1500002008584 集客力増加のための「ショーウィンドウ化」事業

395 愛媛県 株式会社まさき村 9500001006929 まさき村リフレッシュ＆プロモーション強化事業

396 愛媛県 美容室　ラヴィアローズ ―
広告宣伝活動の強化による移動美容事業の顧客獲
得

397 愛媛県 松村青果種苗店 ― 店舗看板のリニューアルによる新規顧客獲得事業

398 愛媛県 リトルバードふぁいぶ ―
店舗販売部門開始による産直市部門との相乗効果
発掘事業

399 愛媛県 ＴＧＩ株式会社 1500001020276
ホームページやチラシでＬＥＤビジョントラックの販路
を拡大する

400 愛媛県 株式会社Ａ－トップ 1500001015879
快適な空間づくり！禁煙室率アップのための客室・
館内内装の改装
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401 愛媛県 渡辺自動車販売 ―
最新タイヤチェンジャー導入による新規顧客獲得事
業

402 愛媛県
株式会社グリーンエンター
プライズ

3500001015885 ホームページ刷新による「ゆらり内海」全国発信事業

403 愛媛県 株式会社青い国ホテル 3500001019135
アメニティ環境改修及び充実による顧客満足度向上
事業

404 愛媛県
株式会社エスピーイノ
ベーション

3500001016974
ホームページで新規顧客獲得とドローンを使ったメン
テナンス事業

405 愛媛県 サラダ館南予ほない店 ―
幅広い顧客層開拓のためのファサード改修店舗イ
メージ刷新事業

406 愛媛県 保内アルミ建材有限会社 1500002013535
断熱効果訴求パンフレット作成とサーモグラフィカメ
ラ導入事業

407 愛媛県 平家印刷 ―
小ロット多品種商品加工設備導入による販路開拓事
業

408 愛媛県 （有）アート 5500002012995 宴会・会席を満足していただくための改修事業

409 愛媛県 株式会社　風車 1500001008560
高齢者等にやさしい洋式トイレへの改修と手すり設
置事業

410 愛媛県 菊屋旅館 ― 旅館の自慢の味をランチで提供

411 愛媛県 ㈲増田建材 8500002013553 介護用品販売並びに工事増加へ向けての取り組み

412 愛媛県 ミズセキモータース ―
高性能診断機導入による対応車種拡大及び顧客満
足度向上

413 高知県 マンマ亭 ― くつろぎの空間とメニュー提供事業

414 高知県 戸梶設備 有限会社 8490002009537 環境に配慮した施工能力向上事業

415 高知県 山本土木 ― 作業時間・場所を選ばない設備導入事業

416 高知県 丸二海産 ― 設備投資による四万十川天然冷凍アユの販売

417 高知県 軽食喫茶チャイルド ―
店舗改装による団体客及び新規顧客取り込み拡大
による販路拡大

418 高知県 グリルJoin ― 店舗機能強化及びオリジナルロゴ作成事業

419 高知県 野町酒店 ―
既存看板への照明設置による夜間営業時における
集客力の向上事業

420 高知県 酒宴やまだ ―
座敷でのくつろぎ空間提供の為の高座卓・椅子導入
事業

421 高知県 コスモス農協日高給油所 ― 商圏拡大に伴う事業者向け対応サービス拡充事業

422 高知県 有限会社　マルオカ 5490002012312
新付加価値サービス提供による販路開拓と顧客の
囲い込み

423 高知県 はやまっと ― 製氷機を導入し、販路開拓に貢献する新商品開発

424 高知県 山賊茶屋 ―
電光看板の設置でお客様の目に留まりやすい店舗
へ

425 高知県 正岡石油店 ― タイヤ交換出張サービス及び対応車種拡充事業
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426 高知県 有限会社　大貴工業 8490002009504 配水管敷設工事に係る施工能力向上事業

427 高知県 谷口工務店 ―
自社商品ブランド化による競合との差別化と認知度
向上

428 高知県 喜ら功 ―
移転に伴う新店舗・幹線道への大型看板設置により
新規顧客の獲得

429 高知県 谷脇旅館 ―
当町唯一の老舗旅館としての魅力発信による新規
顧客開拓

430 高知県 岡田葬儀社 ―
当葬祭会館の有する強み・魅力発信による新規（潜
在）顧客開拓

431 高知県 お山の宿　みちつじ ― 駐車スペース確保で顧客満足度の向上

432 高知県 大田口カフェ ― 「グランピング×川遊び」による新規顧客の開拓

433 高知県 豆匠庵 ―
女性をターゲットにした豆乳による新商品開発と販路
開拓

434 高知県 龍禾 ―
HACCP認証と海外英語対応ラベルプリンターによる
販路拡大

435 高知県
室戸明星観光開発 株式
会社

1490001006847 Wi-Fi機器設置によるWi-Fiフリースポットの提供

436 高知県 有限会社　割烹幸楽 2490002010293
新たな顧客の取り込み及び高齢者等にやさしい店づ
くり事業

437 高知県 ile. イール ― ＨＰ・ＥＣサイト開設による新規顧客獲得と販路開拓

438 高知県 夢の温泉 ― HP改良と座敷の洋風スタイルによる集客力のアップ

439 高知県 有限会社　仁淀組 2490002009559
施工能力強化及び新サービス提供による受注向上
事業

440 高知県 澁谷自動車 ―
自動車メーカー補修溶接新基準対応による販路開
拓事業

441 高知県 喫茶利休 ―
けずり芋製品の「商品サンプル作成」「商談会参加」
「ＨＰ改良」

442 高知県
株式会社 浜田兄弟和紙
製作所

5490001007395
「土佐手漉き和紙壁紙」全国普及増大計画による販
路開拓

443 高知県 レ・プリュ ―
全国誌への広告掲載及び店舗改装リニューアルに
よる売上向上

444 高知県 いやし処和楽 ―
微細振動マッサージ器の導入による女性客の新規
開拓

445 高知県 田井自動車 ―
スキャンツールの導入による車検受注件数の増加
計画

446 高知県 活魚レストラン藤 ―
照明ＬＥＤ化による顧客満足度アップで集客力とリー
ピート率向上

447 高知県 永真工業 ―
急増する住宅内老朽配管の修理に対応する為の機
器導入事業

448 高知県 井上糀店 ―
ユーザビリティ向上によるホームページでの直接販
売向上計画

449 高知県 株式会社　三膳 9490001006575 日本初　訪日外国人向けSAKE・SUSHI　教室

450 高知県 株式会社 西原鉄工所 2490001005443
ユニット型コンクリート成型装置の海外への販路開
拓
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451 高知県 西部オート ― 大型車両の受注整備拡大による売上増加計画

452 高知県 有限会社　小川石油店 6490002012377
ホイールバランサー導入による安心安全給油ステー
ションの確立

453 高知県 松繁自動車 ―
車両搭載コンピュータ診断システム導入による顧客
満足向上事業

454 高知県 川崎電気 ―
管工事専用CADソフトの導入による管工事受注機会
の増大

455 高知県 有限会社カワムラ手袋 9490002011252
撚糸機の導入による撚糸糸使用製品の開発と販路
拡大

456 高知県 スピカ理容 ― 女性と高齢者に優しい洋式トイレへの改装

457 高知県 株式会社　ナオテック 5490001005705
水道管施工の設備追加導入による作業効率化と販
路開拓事業

458 高知県 横畠商店 ― プレハブ冷凍庫の改修による発送体制の充実・強化

459 高知県 黒鳥鍛造工場 ―
ライフスタイルを提案する展示会への出展による新
商品展開計画

460 高知県 濵村鉄工 有限会社 3490002008139
新規顧客獲得の為の、ホームページ開設・パンフ
レット作成

461 高知県 四万十野菜 合同会社 2490003000995
町内産有機野菜の地域ブランド化に向けたＨＰを活
用した情報発信

462 高知県 おやつ工房　ある ―
エスプレッソマシン導入による来店客数（受注件数）
の増加計画

463 高知県 伊藤理容 ―
高齢者等への店舗サービス拡充による来店機会創
出計画

464 高知県 有限会社さたけ 7490002010850
車両サービスおよび店内環境改善により新規顧客
獲得計画

465 高知県 株式会社　スカイ電子 8490001005867
展示会出展に伴う新規及び既存顧客による販売向
上計画

466 高知県
室戸海洋深層水株式会
社

7490001006841
室戸海洋深層水塩、にがりの見本市・商談会及び販
促用チラシ作成

467 高知県 株式会社しまんと企画 9490001005057 自社HP改良によるオンライン宿泊予約獲得強化

468 高知県
株式会社 濱田水道工務
店

8490001006394
漏水探知機導入でスピードアップによる顧客満足の
実現

469 高知県 株式会社 三彩 6490001005381
土佐和紙の力で生活に彩を届ける商品の販路開拓
及び広報

470 高知県 株式会社モリサ 9490001005478
展示会出展及びHP改訂、販促物新規作成による販
路開拓事業

471 高知県 カットルームゆあ ― 幅広い年齢層にも対応できる理容室づくり計画

472 高知県 ＫＡＮＥＫＯ建築 ― 工期短縮による売上増加事業

473 高知県
株式会社　ルサンクホー
ルディングス

5490001008526 酸素カプセル導入による新サービス提供

474 高知県
有限会社　伊野タイヤセ
ンター

7490002009397
店頭・店内の緑化と店内・作業場のLED化によるイ
メージの改善

475 高知県 有限会社 高知アイス 8490002010263
海外市場新規及び販路拡大の為の展示会等出展と
パンフレット制作
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476 高知県 有限会社 ファイン 3490002010144
電子薬歴導入及びチラシ作製による業務の効率化
と集客力強化

477 高知県 藤原商店 ―
冷蔵設備の増設による生産性向上からの売上増加
計画

478 高知県 株式会社　ビバ沢渡 5490001007635 「食べるお茶」シリーズギフトの販路拡大

479 高知県 居酒屋乾ちゃん ― かも鍋下処理機械化による全国発送強化事業

480 高知県 三浦酒店 ―
自動販売機増設とアンケートによる競合との差別化
推進

481 高知県
によどマッシュルーム生産
組合

― 鮮度保持及び賞味期限延長による販路拡大

482 高知県 まるい ―
新商品フローズンアイス提供による店舗滞在時間向
上計画

483 高知県 中村焼き鳥 ―
ふるさと納税返礼品等による新規顧客への販路開
拓事業

484 高知県 有限会社　クマミ 5490002010290 高齢者向け宅配弁当サービスによる販路開拓

485 高知県 居酒屋　台北 ― 店舗改装による団体客取込み事業

486 高知県 株式会社　岡林農園 2790001005682
インドネシア・豪州でのプロモーションを経た高知柚
子の販路拡大

487 高知県 有限会社松崎冷菓工業 5490002012964
スマートフォン対応へのホームページ改良による販
路拡大

488 高知県 株式会社　トライ 1490001006962 BtoBからの転換　個人顧客向け販売サイトの構築

489 高知県 ひだか和紙　有限会社 5490002009580 修復和紙見本帳作製による販路開拓事業

490 高知県 美容室パーパス ―
バリアフリー化による高齢者の取込強化と改装によ
る生産性向上

491 高知県 明弘食品株式会社 6490001007304
ベトナム産ナマズ商品開発および営業活動の強化
および機器導入

492 高知県 土佐のあまみ屋 ― 天日塩結晶ハウスの建替えによる生産量増加

493 高知県 浜田石油 ―
POSレジ導入による競争力向上とお客様満足度の
向上

494 高知県 有光商店 ― 店舗広告による集客力の強化と店内設備の充実

495 高知県 season ― プレハブ冷蔵庫導入による葬祭需要強化事業

496 高知県 有限会社　カネダイ 7490002009364
店舗入口改修および店舗設備改修による店舗の魅
力向上事業

497 高知県 有限会社　ソルティーブ 7490002008878
新商品パッケージ開発、商談会への出展並びに商
談会広報物の作成

498 高知県
有限会社　長嶋自動車商
会

7490002008886
大口径対応タイヤチェンジャーの導入による顧客の
囲い込み

499 高知県
有限会社　土佐佐賀産直
出荷組合

2490002008882
新商品開発と国内外の商談会出展による販路開拓
事業

500 高知県 有限会社　土佐通信 4490002010275
見本市出展費用、パンフレット・ホームページ作成リ
ニューアル
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501 高知県 有限会社　戸田商行 8490002009792 新規顧客開拓の為の展示会出展事業

502 高知県 中里食品 ―
干物商品の販路開拓およびフレーク商品の開発・販
路開拓

503 高知県 笹岡鋏製作所 ―
土佐打刃物を製造する鍛冶屋職人直営通販サイト
のリニューアル

504 高知県 越後屋商店 ―
デリバリー及びギャラリーカフェ開設のための店舗改
装事業

505 高知県 居酒屋　一福 ― カウンターメニューの充実によるお一人様獲得事業

506 高知県 土佐料理　きたはら ― 地域外の顧客獲得へ向けたホームページ構築事業

507 高知県 株式会社　無手無冠 3490001005888 リキュール酒製造の為の専用充填機導入

508 高知県
株式会社　仁淀ブルーカ
ンパニー

8490001007178 「いりもち」のブランド化に向けての販路拡大事業

509 高知県
森本農園・高知ふるさと農
園

―
ホームページの改良による新規顧客の獲得・販路拡
大

510 高知県 農家喫茶 くろうさぎ ―
お遍路さんをターゲットに宿泊客数増加並びにリ
ピート率向上事業

511 高知県 塩の邑 ―
「山塩小僧ファイアー」（籾殻釜炊き塩）の開発及び
販路の開拓

512 高知県 有限会社　中央自動車 1490002010897
作業時間短縮によるサービス品質向上を目指す設
備導入計画

513 高知県 ペガサスリング ― 和紙を彩る印刷技術の開発により売上向上を図る

514 高知県 みらいの合同会社 7490003001048
20～40代未就学児移住ママを取込むママゴコチプロ
ジェクト

515 高知県 高橋ヴァイオリン工房 ―
ホームページ作成により当店知名度・利益アップ計
画

516 高知県
株式会社　なかよしライブ
ラリー

3490001006481 販路拡大を目的とした新カタログの作成

517 高知県 (有)溝渕建設 1490002011994
お客様の木造リフォームの課題解決のHPを作成し、
受注の拡大

518 高知県 朔良工業 ― 天井クレーン導入による機械ベース関連受注増

519 高知県 四国三和工業 株式会社 1490001006194
50～70歳代利用促進のための販促用折込チラシの
作成

520 高知県 美容室おかむら ― 高齢者に優しい店舗作り

521 高知県 彰英緑化 ― 造園工事の機械化による受注アップ事業

522 高知県 有限会社　西内土建 9490002011913
ＨＰ作成による民間工事受注件数増・県外事業者の
施工ニーズ獲得

523 高知県 空の下 ―
地方から都会へ、安心・安全な食のマーケティング
事業

524 高知県 株式会社リグル 1490001007069 ニュージーランド式モバイルカフェでの営業

525 高知県 美津和産業 株式会社 7480001002453 IoT･AI機能搭載 縦ピロー包装機の販路開拓
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526 高知県 ふるさと工房とさのまち ― ホームページ作成とラベルの改良での販路拡大

527 高知県 山添整骨院 ― 超音波治療器の導入による新規顧客開拓事業

528 高知県 フィンハウス ―
魅力ある海中写真の発信によるフォト派ダイバーの
集客事業

529 高知県 揚田農園 ― パッケージデザインによるパクチー商品販売拡大

530 高知県 八重丸水産株式会社 1490001008141 「うつぼよろし」の生産体制構築と管理衛生向上事業

531 高知県 桜カフェ ― 店内の雰囲気づくりと加工品販売スペースの拡大

532 高知県 のしや本家 ―
スマホ対応新規ＨＰの作成とリスティング広告による
認知度アップ

533 高知県 有限会社 有楽 8490002009644
ホームページ作成と教室環境改善による生徒数増
加売上拡大事業

534 高知県 株式会社　種田農園 7490001008474
ＳＮＳとＣＭＳを連動させたスマホ対応ＨＰへ改良し販
路開拓

535 高知県 キッチン立石 ― 餅商品磨き上げ及びＰＲ事業

536 高知県 焼肉牛苑 ―
可動式座敷設置と洋式トイレによる顧客満足度と売
上向上事業

537 高知県 マリンドリーム柏島 ― 柏島での海遊び充実事業

538 高知県 株式会社　野っぱら工房 5490001005655
自社ホームページ作成によるＰＲと販売機能付加で
販路拡大

539 高知県 土佐大月海産 ― 干物商品のＰＲによる新たな販路開拓事業

540 高知県 株式会社スタジオ・クール 4500001005563
瀬戸内側よりの集客増を図るためHPの改良と周知
用チラシの発送

541 高知県 魚兼 ―
立ち食いスタンドと贈答品通年販売の体制作りによ
る売上拡大事業

542 高知県 株式会社　土佐テック 9490001006518
展示会出展・英語版ホームページ作成による海外へ
の販路拡大

543 高知県 宮川豆腐店 ―
新商品の開発による顧客満足度向上と客単価向上
の実現事業

544 高知県 中山自動車 ― 高張力鋼板対応溶接機導入による売上増加計画

545 高知県 土佐商会 ― 車両展示用のカーポート設置

546 高知県 エムアイティーガレージ ―
展示会出展、ＨＰ改良による新感覚重低音カーオー
ディオの拡販

547 高知県 民宿　長寿庵 ― 津野町移住促進に貢献する体験型施設の改修

548 高知県 農家食堂森本まる ―
宿泊客増加とリピータ率向上に向けた農家民宿改装
事業

549 高知県 大谷商店 ―
基幹産業（建設業）を下支えする、地域一番店の存
在の確立

550 高知県
土佐三原どぶろく 合同会
社

5490003001066
販路開拓のためのパンフレット作成および贈答用化
粧箱作成事業
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551 高知県 つのきん ― 新商品開発による経営基盤の確立

552 高知県
有限会社しももとクリーニ
ング

1490002010864
リピーター獲得の為のメルマガ等配信受注管理シス
テムの構築計画

553 高知県 大正酒場　呑んで家 ― 居酒屋なのにお寿司屋さんによる販路開拓事業

554 高知県 隠れ屋　縁 ― 円滑な事業承継に向けた、新事業展開

555 高知県 わかくさ工房 ―
新たな設備導入による生産能力増強と事業承継の
実現

556 高知県 井上旅館 ― インターネットを活用した宿泊付加価値の創出

557 高知県 有限会社　氏原石油 9490002011013 国道からパッと目立って誘客を図る店づくり事業

558 高知県 宮本はり灸マッサージ院 ―
近隣町村に販路拡大のための看板＆ちらし作成宣
伝事業

559 高知県 焼肉にくよし ―
誘客看板の設置および座席改善に伴う増席により売
上向上計画

560 高知県 LIFE is PHOTO ―
地元商店応援誌「しまんと逸品ジャーナル（仮称）」創
刊事業

561 高知県 梼原ＭＳＳ ―
お待たせしません愛車診断不具合診断すぐできます
診断機導入事業

562 高知県 西地塗装 ―
事務所新規開設による新規顧客獲得と既存顧客の
サービス向上事業

563 福岡県 篠栗スポーツ ―
オリジナル刺繍・マーク加工商品販売での販路拡大
と経営改善事業

564 福岡県 猪上茶屋 ―
まちカフェ風『田舎茶屋』にリニューアル、販路拡大
事業

565 福岡県 AM科学株式会社 4290001071925
東京2020パラリンピック強化合宿へのサポート参加
事業

566 福岡県 すし竹 ― 寿司職人こだわりの「うなぎ」「豚バラ肉」の販売展開

567 福岡県 大隈チキン ― 集客アップのための広告展開事業

568 福岡県 合資会社ロォーリング 7290003002958
付加価値を付けた若年層向けの購買し易い安価商
品の開発と販売

569 福岡県 Ｎｉｃｏ’ｓ　ｈａｉｒ ― 集客アップのための広告展開事業

570 福岡県 オートパーツエフ ―
検索システムを活用した輸入車純正パーツ製品販
売のシェア拡大

571 福岡県 むすび庵 ―
「農ある暮らし」・「自産自消」を提供する農業体験農
園の拡充

572 福岡県 株式会社 ボーテックス 5290001067567
ギフト用のホール型とカップ詰めデコ寿司の商品開
発と販路開拓

573 福岡県
猫雑貨・手作り雑貨
Chaton

―
店舗認知度の向上とネット販売の再構築による新規
顧客獲得

574 福岡県 舞踊小道具　桐生 ― あらゆる人が楽しめる舞踊のバリアフリー

575 福岡県 株式会社ＵＹ　Ｖｉｖａ 8290001043367
ＨＰリニューアルとＤＭおよび新型消臭機と消臭剤の
開発
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576 福岡県 髪処Ｔ．ｒｏｏｍ ―
軟水器導入による「白髪染め」の効果向上による新
規顧客獲得

577 福岡県
トータルナーシングサービ
ス

―
酸素療法が必要な患者の余暇需要に対する移送
サービスの展開

578 福岡県 M・Tトータルカーショップ ―
HV車を中心としたエコカーのカスタマイズサービスの
取り組み

579 福岡県 一の瀬焼丸田窯 ―
魅力ある店舗作りによる観光客の獲得とファン化促
進

580 福岡県 熊谷鈑金自動車販売 ― 店内へのスムーズな出入による集客・販路開拓

581 福岡県
町家カフェ太郎茶屋 鎌倉
宗像店

―
お客様の声と観光客に対応した商品開発と宣伝強
化による顧客開拓

582 福岡県 グリーンサービス産業 ―
新たな樹木剪定技術導入によるサービス力向上ＰＲ
事業

583 福岡県
末安商店　こめこめ倶楽
部

― お米の美味しさ「見える化」事業

584 福岡県 株式会社ソアーズ 3290001043330
受発注システムの構築によるきれいなリサイクルト
ナーの販路拡大

585 福岡県 リフォームライフ ―
単独施工による内装と水まわりのトータルプランニン
グ

586 福岡県 RUSTIC BARN ―
トイレ取替工事による店舗イメージの改善とリピー
ター客増を図る

587 福岡県 島風 ―
特定産地に特化した海産物等商品PR及び品質管理
を含む機械購入

588 福岡県 けんたくん遠賀店 ―
オープン1周年キャンペーン開催と大口取引先の開
拓事業

589 福岡県 Boulangerie　Lune　Lapin ― オリジナルデニッシュの商品開発による販売促進

590 福岡県
株式会社　オリジン都市
開発

8290801021299
商店街内コミュニティ酒場の店舗改装による販路開
拓

591 福岡県
イン　アンド　エムスクエア
２級建築士事務所

―
ソフト導入によるデータ活用とホームページ制作で販
路開拓

592 福岡県 いしむら七隈店 ―
地域の高齢者の要望に応えるべき、惣菜の製造販
売の強化

593 福岡県 Ｒｅｄ Ｓｐｉｃｅ ―
営業ツールの作成・ＩＴ活用での販路開拓・冷凍ストッ
カーの購入

594 福岡県 Grappe（グラップ） ―
旬な輸入食材を使ったカジュアルフレンチイベントに
よる顧客獲得

595 福岡県 髙田食品工業株式会社 6290001005393
顧客ニーズに対応する新商品開発と「ヤマタカ」ブラ
ンドの確立

596 福岡県 オートガレージロッキー ―
高性能故障診断機（スキャンツール）の導入と新店
舗看板の設置

597 福岡県
オートマネージメントナカ
ムラ

―
車両用エアコンガス全自動回収再生充填装置の導
入

598 福岡県 居酒屋　てっちゃん ― 出張者、観光客プランの周知による経営基盤の強化

599 福岡県 フルーレ ―
こだわりの菓子類に見合うパッケージリニューアルに
よる売上拡大

600 福岡県 遠賀屋 ―
遠賀米めんのブランド確立と認知度向上のための販
売促進
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601 福岡県 株式会社　若山食品 9290801015151
消費者ニーズに合ったパッケージデザイン開発によ
る販路開拓事業

602 福岡県 仕出し ふか田 ―
世界文化遺産登録応援弁当開発に係る新商品発売
のための土台作り

603 福岡県 足立力也 ―
コスタリカに学ぶピースワークプログラムの開発と販
路開拓

604 福岡県 ふんばり ―
お店の内・外観を明るくし、看板を改修して集客力の
向上を図る

605 福岡県 株式会社Danae 2290001069789
お客様に寄り添った公式ホームページ見直しによる
直販強化

606 福岡県 グリングリン箱崎 ―
店舗内設備導入で調理時間短縮及びヘルシーバー
ガーの開発

607 福岡県
野坂建設株式会社　水巻
支店

6290801010460 認知度を上げ集客に結びつくホームページの作成

608 福岡県 株式会社　福田工務店 5290801012598
業務管理システム導入による時間短縮で行う新規取
組

609 福岡県
株式会社くるまのサポート
110番

6290001067896
他社を圧倒するホームページを作成し新規顧客を獲
得する計画

610 福岡県 宝和商事 ―
空きスペースを活用した普段付き合いによる顧客囲
い込み事業

611 福岡県 Ｓａｌｏｎ　Ｒｅｂｅｃｃａ ―
肌診断機を活用した無料カウンセリングによる新規
顧客獲得事業

612 福岡県 福岡グリーン株式会社 5290001048063
女性のプランナーによる個人庭園の提案及び商談
の為の駐車場工事

613 福岡県 おべんとうの百花 ―
ＰＯＳレジ導入によるコスト削減と情報誌掲載による
販売促進事業

614 福岡県 アベニュー ―
車内装張替等を効率よくする為の作業場工事及び
ホームページ作成

615 福岡県 ㈲ライジングハリウッド 7290802023592 新商品を活用した海外での販路開拓

616 福岡県 居酒屋からす ―
団体客向け自社イベント開催による閑散期の稼働率
向上について

617 福岡県 西村時計店 ―
高齢者世帯をターゲットとした出張訪問サービスの
開始

618 福岡県 合資会社　若竹屋酒造場 7290003002999
歴史ある蔵元の建造物を活用したプチ史料館開設
による観光客獲得

619 福岡県 株式会社　ゼロプラス 4290801018885
ネット通販のノウハウを活かした中小企業支援によ
る販路拡大事業

620 福岡県 海鮮居食屋　九州男 ―
芦屋産新鮮海産素材を使った料理店の町外進出と
芦屋町PR事業

621 福岡県 有限会社インナー九州 6290002026083
ホームページからの店頭販売への誘導及び在庫管
理による業務改善

622 福岡県 常勝進学塾 ―
オリジナルテキスト作成による新規塾生の獲得、販
路開拓

623 福岡県 炭焼工房暖 ―
家食焼肉（通販）新規事業化実施の為の販路拡大
事業

624 福岡県 からあげ　みやこ屋 ― 小グループ・団体向けからあげ販売サポート事業

625 福岡県 株式会社　福森組 4290801015494 民間部門取引拡大による販路開拓
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626 福岡県 水﨑塗装 ― お家のカラーリノベーション

627 福岡県 有限会社　安河内商店 9290002037185
お得ガス代でガス暖房器具拡販と業務効率化でリ
フォーム販促

628 福岡県 株式会社エヴァブリッヂ 4290001042538
ホームページ更新と販促ツールの活用による元付浄
水器の販路拡大

629 福岡県 Marble　hair ―
店舗改装を行い、ニューファミリー層の集客力向上を
おこなう

630 福岡県 ｓｈ３６０ ―
様々な使用環境で利用可能な組立式多用途木製家
具の販路開拓

631 福岡県
ブループラネット英会話ス
クール

―
顧客の満足度アップ、英語力アップ、売上アップ、
3UP作戦

632 福岡県 株式会社　山上電気商会 3290001055904
施工能力・ネットワーク力をPRする自社ホームペー
ジの開設

633 福岡県 開成館アカデミー ―
小学生入塾募集の強化・中学生入塾募集の強化・
販路開拓等

634 福岡県 株式会社福岡シービー 4290001045887
作業効率化アップの為の遊休中設備改良による新
規受注事業

635 福岡県 いけす居酒屋たかつ ―
店内の「見える化」による若年層・女性の新規顧客獲
得事業

636 福岡県 株式会社　恒盛商事 2290001057249
健康を意識した女性やファミリー層へのデリバリー
サービスの展開

637 福岡県 中川印刷 ―
大型コピー・プリントサービスをきかっけとした、新販
路開拓事業

638 福岡県 Aya木造建築設計 ― 数値と画像で見える！安心！省エネリノベーション

639 福岡県
ナカムラコーポレーション
株式会社

8290001061369
世代に受け継がれる宝石リメイクの広告及びホーム
ページ改良

640 福岡県 かなだカメラ写真館 ―
地域の困り事を解決するITを活用した店内及び出張
撮影機器導入

641 福岡県 オーガ自動車 ―
新型タイヤチェンジャー導入による販路拡大と新たな
顧客獲得

642 福岡県 さぬきうどん　誠屋 ―
新商品うだんごによる新規顧客の獲得とアイドル時
間の解消

643 福岡県
レーシングサービスアオ
ヤギ

―
塗装設備の改善による品質向上と、納期短縮による
収益性の向上

644 福岡県 株式会社　木村ファーム 7290001061519
心身ともにリフレッシュできる人と馬とのふれあい体
験

645 福岡県 株式会社ＧＡＫＥ 6290801019106
デザインを通じた「ダイヤの山羊羹」のブランドイメー
ジの構築

646 福岡県 筑豊松陰塾　稲築校 ―
全ての子どもの学ぶ機会を確保全国平均－１５点か
らの学力向上

647 福岡県 ゑびす酒造株式会社 6290001043971
熟成麦焼酎のパッケージ開発及び販促ツール・看板
の作成

648 福岡県 フォーム ―
中国市場の販路開拓及びオリジナルブランド商品の
国内販路開拓

649 福岡県 福岡引越センター ―
多様化する引越ニーズに対応するための新しい引
越サービスの展開

650 福岡県 株式会社　玄天 1290001029793
お客様の様々な要望に応える九州産魚の加工・販
売展開
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651 福岡県 スタジオＫ ― オリジナル写真台紙「MY　STORY」の開発

652 福岡県 株式会社門司洋瓦 1290801011323
赤外線サーモグラフィによる無料診断と商品力訴求
による販路拡大

653 福岡県 松本看板店 ― できますよ！布面看板　お客様囲い込み計画

654 福岡県 ピザカフェげんき畑 ―
豆乳とグラナパダーノチーズが原料のチーズケーキ
のネット販売

655 福岡県 有限会社丸憲製作所 3290802025221
触って精度を感じられる製品展示場設置及び高精度
ゲージ導入

656 福岡県 株式会社いきもの研究社 7290801021639
ホームページ作成による企業イメージの創出と新規
顧客の獲得

657 福岡県 地鶏炭火焼 鳥花 ―
早良区産柚子こしょうのネット販売開始に伴うＨＰリ
ニューアル

658 福岡県 松岡自動車 ―
ＩＯＴで効率化！特殊トラックリノベーション販売促進
事業

659 福岡県 株式会社 弘江組 4290001037067
戸建住宅の個人客への広告宣伝と3D-CADによる
提案力向上

660 福岡県 ｅデザイン株式会社 8290001037014 クラウド活用型 生涯顧客情報の管理システム開発

661 福岡県 有限会社　もり膳 1290002040337
ホームページのリニューアル及び紙媒体による新規
客の獲得。

662 福岡県 株式会社　和才建設 8290801021745
もみの木の家の気密性調査と営業ツールの充実に
よる販路拡大

663 福岡県 株式会社ダカーポ 6290002014105
「剣道防具クリーニング」のブランディングによる販路
拡大事業

664 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247
BtoB専用ネットショップの導入と物流体制の向上で
販売力強化

665 福岡県 フラワーショップ花urara ―
地域高齢者宅への花の宅配サービス事業の展開と
情報発信力の強化

666 福岡県
デイリーサポート株式会
社

1290001032392
ペット専門リフォーム業でのホームページ開設による
新規顧客獲得

667 福岡県 生活工舎 ―
店舗新設及びリニューアル分野へ進出するため広
報と備品購入

668 福岡県 株式会社　たなか 3290001050698 ホウレン草掘取機開発を核とした新規顧客開拓事業

669 福岡県 有限会社タイセイ自動車 7290002045074 新しい自動車販売形態を利用した新規顧客の獲得

670 福岡県 かなえ工房 ― 手作りドレッシング「たまっしんぐ」の生産量向上

671 福岡県 あおい整骨院 ―
施術専用器具の導入及び広報活動の強化による販
路拡大

672 福岡県 ニコパン ―
お客様の誘引効果を高める看板の設置による集客
促進計画

673 福岡県 有限会社　アリラン峠 9290802018335
ホームページ開設とドラム缶焼肉の増席による新規
顧客増加

674 福岡県 合同会社　三本松 3290803002707
ホームページ作成とソフトウェア導入による経営力向
上

675 福岡県 吉元製麺 ―
新規製麺機導入によるラーメン麺特化型生産体制
事業
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676 福岡県 じゃむ屋 ―
店舗情報の発信と当店自慢オンリーワン商品の通
販による販路拡大

677 福岡県 有限会社　アシスト 4290802017176 店舗誘導型を行える新規顧客開拓

678 福岡県 SKペイント株式会社 8290801013040
「塗装会社が建てるこだわりの家」新築販売のため
の宣伝広告事業

679 福岡県
彩色健美インターナショナ
ル

―
フランスにおける世界初！和の彩りカラーメイク品の
販路開拓

680 福岡県 トゥール・モンド ―
スマホ対応ホームページ制作によるネット通販の強
化と販路開拓

681 福岡県 本格炭火焼鳥　鉄馬 ―
普段使いからちょっと贅沢なお店へ！新メニュー開
発と店内改装

682 福岡県 株式会社　原口想建 1290001065698
「原口想建」のブランドコンセプトを伝えるコンセプト
ブック作成

683 福岡県 粋工房株式会社 3290001037027 「沖ノ島朱（あか）」のパッケージと販促品の作成

684 福岡県 叶八 ―
ホームページおよび照明の設置による新規顧客獲
得事業

685 福岡県 合資会社宗像サイクル 5290003001689
オートバイ・自転車展示場新設に伴う、顧客スペース
の設置

686 福岡県 株式会社タカオ 2290001056143
天候に左右されない作業場確保による売上増加事
業

687 福岡県 洋食グリルふらんす屋 ― ネット通販と紙媒体による外販商品の販路拡大

688 福岡県 松本義肢製作所 ― ベビーシューズの販路拡大事業

689 福岡県 株式会社　太陽 5290001068623
ネット販売の構築による販路拡大とリピータからの受
注増計画

690 福岡県 株式会社　天盃 5290001044112
WEBサイト刷新によるブランディング及びWEB解析導
入事業

691 福岡県 タイヤショップ山田 ― 持ち込みタイヤ交換サービス事業の展開

692 福岡県 静馬石材工房 ― お墓の管理代行サービス

693 福岡県
株式会社　未来へのとび
ら

2290001058057
子どもたちが通いやすく楽しく学べるプログラミング
教室の展開

694 福岡県 あんじぇりけ ―
ブライダルトータルプランニングを周知して売上拡大
を図る事業

695 福岡県 山ノ里 ―
駐車場整備による高齢者来客増加及び持帰り土産
コーナーの設置

696 福岡県 スリーワン ―
自社ブランド立ち上げに伴う販売サイト設立および販
路開拓事業

697 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413
WEBと連動した味噌文化啓蒙のための出張型ワー
クショップ事業

698 福岡県 英一郎製磁 ―
オリジナル白磁彫刻お骨壺の販売に特化した販路
開拓事業

699 福岡県 ユアシセイドウふるえ ―
お得意様の来店回数と客単価増加による売上確保
事業

700 福岡県
株式会社　ピースリレー
ション

1290001052556
医療保険適用訪問専門マッサージの需要喚起、及
び信頼構築事業
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701 福岡県 ぷち・ふるーる ―
『フラワー教室＆生花販売店』一体型店舗オープン
での経営拡大

702 福岡県 有限会社メイク 6290002037551 メイクオリジナル新商品のＰＲ強化と販路拡大事業

703 福岡県 HAIR MAKE Rochelle ―
チラシポスティングとフリーペーパーによる新規顧客
の獲得

704 福岡県 なご美処 ―
店舗イメージを正しく伝える広告物整備による顧客
新規開拓事業

705 福岡県 ミラクルグリーン株式会社 3290001064715 モリンガと薬草を用いた新商品開発と販路開拓

706 福岡県 ㈱ココナッツハウス福岡 7290001070189
ココナッツオイル入固形石鹸等の中国・イラン販路開
拓

707 福岡県 竹市株式会社 7290001047328
竹植林からすだれ製造まで一貫して行い地域工芸
の振興に寄与する

708 福岡県 CPサロン未来 ―
最新肌クレンジング・エステサービスの導入と新規顧
客獲得

709 福岡県 株式会社　Web-STYLE 9290001063620
プログラムレンタル事業（レターシステム）の広告によ
る販路開拓

710 福岡県 Dog Houseなぎさ ― 事業本格始動のための周知強化

711 福岡県
ヘアメイクハウスハーベス
ト

― 周知強化による新規客集客

712 福岡県 株式会社カミキ 1290801011257
全国に安全を！日本に１つしかないオリジナル保護
具を全国に発信

713 福岡県 有限会社 福岡共栄食品 1290002036525
インターネット購入への対応と、広がるギフトニーズ
への販路開拓

714 福岡県
テクニカルファクトリーブレ
イン

― コンピューターチューニングによる更なる販路拡大

715 福岡県 有限会社　遠賀観光バス 7290802017041 インターネット、SNSを活用しての販路拡大事業

716 福岡県 デントリペア　スピリット ― バイクリペア事業の立ち上げと集客活動

717 福岡県 元永陶苑 ―
次世代へ繋ぐプロトタイプモダンスタイルテーブル
ウェアの展開

718 福岡県
メディカル・マッサージ は
んなり

― 乳がん患者対応マッサージサービスの販路開拓

719 福岡県 深町ホンダ ―
タイヤチェンジャーとタイヤバランサー導入による販
路開拓事業

720 福岡県 GOOD LIFE CAFE ― Ｍａｄｅ　in　筑紫野を全国に拡大

721 福岡県 熊谷電器株式会社 7290001023163
『暮らしのコーディネーター』が行うペレットストーブの
ＰＲ

722 福岡県 有限会社ケイテック 5290802018297
販路拡大、新規顧客獲得の為の看板設置及びホー
ムページ開設事業

723 福岡県 アロマの杜 ― アロマと食と運動のコラボによる健康推進事業新設

724 福岡県 （有）熊谷石油店 1290002043513
顧客管理ソフトの導入によるお客様の安全管理の徹
底と販売促進

725 福岡県 有限会社　杉岡製材所 6290002043624
低コストで居住性の高い空間が作れる建築技法のブ
ランディング
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726 福岡県 Salon prive L’avenir ―
顧客ニーズに応えるための広報活動で新規顧客獲
得事業

727 福岡県 藍染絣工房 ―
デザイン性の高い久留米絣のオリジナル商品開発
及び販路拡大事業

728 福岡県 遠賀南整骨院 ―
訪問型整体サービス事業の立ち上げと広報活動の
実施

729 福岡県 ログシステム ―
三次元CADを利用し顧客満足度向上並びに新規顧
客獲得

730 福岡県 株式会社ネイチャー 1290001041906 次世代型水質浄化装置の水産養殖分野進出！

731 福岡県
マンション管理士事務所
オフィスM2

―
賃貸オーナーのニーズに応える維持管理コンサル事
業と顧客の獲得

732 福岡県
有限会社パラダイムチェ
ンジ

9290002041699
視機能トレーニング機導入による視力回復メニュー
強化と顧客獲得

733 福岡県 両筑製氷冷蔵株式会社 4290001050739
田主丸産フルーツを使った6次産業化支援事業の開
始

734 福岡県 整骨院なかきど ―
アスリート、介護予防向けの治療、訓練ブースの設
置と販促活動

735 福岡県 花いちもんめ ― 快適な空間作り・新スイーツ開発・販路拡大

736 福岡県 家伝料理はな ―
地域で一番の笑顔と癒しとあたたかい食事を目指
す！事業

737 福岡県
有限会社　御菓子司　鹿
の子

2290802023234
受験生向けに期間限定商品を販売しSNSでの拡散
による販売促進

738 福岡県 有限会社成光社 7290002002521 女性起業家に特化した秘書サービスの事業展開

739 福岡県 有限会社ユーエスオート 6290002046296
車の写真を送信してもらい板金塗装の見積を行う
サービスの展開

740 福岡県 ＯＫケミカル株式会社 7290001030928 過酢酸製剤商品名：パーサンＭＰ２－Ｊの販路開拓

741 福岡県 ベ☆リペア ―
ワンストッフ゜型サービスの拡大と女性客の新規獲得
事業

742 福岡県 株式会社　湖月 4290001051885 餃子・ラー油の外販の強化

743 福岡県 カースケ ― 焼豚足の通信販売開始

744 福岡県 有限会社武内電器商会 3290002036589
定期的な販促活動と顧客満足度アップのためのトイ
レ改装事業

745 福岡県
ノリシコオートゲストハウ
ス

―
当宿ＰＲ強化及び施設改善による若年旅行者の取
込み事業

746 福岡県 株式会社三栄化成 3290001053569 新事業展開に向けた設備導入で市場開拓事業

747 福岡県 CRAZY MALT ― 女性と外国人を夢中にする広報事業計画

748 福岡県 天然酵母みやまパンえん ―
石窯による本格ピザ製造・体験型イベント開催とHP
での情報発信

749 福岡県 ステージワン ―
仕入れルートを生かした商品の販売で売上拡大に
繋がる販売戦略

750 福岡県
Cafe　Gatto（カフェ　ガッ
ト）

―
来店数増加と単価アップのための周知活動及びオリ
ジナル雑貨製作

30/77



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

751 福岡県 Teahouse miya ―
自社ブランド健康茶の売上回復と新発売のハーブ塩
の販路開拓事業

752 福岡県 有限会社カムカンパニー 4290802018892 “Tiamo（ver2）生産に向けたオーブンの導入

753 福岡県 有限会社　オービィー 5290802018859
リネンクリーニングサービスの販路開拓及び生産向
上

754 福岡県 エステサロンアミーラ ― 専用ホームページ作成による新規顧客開拓

755 福岡県 サカタ環境管財 ― グリストラップ清掃の販路開拓ツール作成

756 福岡県 えがお整骨院 ―
今世紀最大の治療革命DRTの周知と継続のための
環境作り

757 福岡県 ＭＲＭ ― オリジナル自動車・バイク用ＬＥＤ電球の販売拡大

758 福岡県 株式会社三和創研 7290001043657 居室及び客室へのインターネット設備の導入

759 福岡県 キッチンしみず ―
高齢者に特化した惣菜分野への参入による販路開
拓事業

760 福岡県 お食事処　茂庵 ―
あなたのために営業中！ もっともっと茂庵プロジェク
ト

761 福岡県 株式会社 ファイン・マップ 1290001065921
GPSを使った位置情報サービスソフトウエア導入に
よる販路開拓

762 福岡県 ラーメン一晋 ―
唐揚テイクアウト事業開始と、新メニュー冷やし中華
の提供を開始

763 福岡県
整体&リラクゼーションエ
ステサロン　リボーテ

―
新メニューの開発とHPのスマートフォン対応による販
路開拓

764 福岡県 株式会社国武織物 5290001047206 会社案内、販路開拓の宣材作成（業者様向け）

765 福岡県 株式会社 若大将 9290001047581
テイクアウト開発用設備投資。顧客満足度アップの
為の店舗改装

766 福岡県 株式会社　柿原工務店 2290801014390
安心安全な住まいの提供を目的とした販路拡大事
業

767 福岡県 博多いろどり ― 異なるジャンルの専門性の高いお弁当サイトの制作

768 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
抹茶の石臼引き体験コーナーの設置と販促パンフ
レットの作成

769 福岡県
株式会社シセイコーポ
レーション

5290002019716
５０、６０代の中年層向け高付加価値住宅の販路拡
大事業

770 福岡県
パワーラインコミュニケー
ションズ株式会社

9290001076077
低速ＰＬＣ利用の安全安心ホームネットワークシステ
ムの販売展開

771 福岡県 とりや一休 ―
新規顧客層獲得と顧客ニーズに対応した売上アップ
の為の店舗改装

772 福岡県
株式会社グローバルエン
ジニアリング

7290001060041 “着るだけで虫よけ商品の販促事業

773 福岡県 キダキカク ― 地域密着型格安WEB求人ポータルサイトの運用

774 福岡県 Morrow珈琲 ―
多様化するニーズに対応した自社オリジナル珈琲の
知名度向上事業

775 福岡県 株式会社春田建設 1290001045881 新住宅ブランド「クラシデザイン」の販路開拓
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776 福岡県 ＫＩＴＡＮＯ ―
自動車診断機活用による業務効率化と新たな顧客
獲得

777 福岡県 広瀬産業株式会社 9290001047466
チラシ・DMによる新規顧客の獲得とイベントによる販
売促進

778 福岡県 有限会社 オオヤブ 8290002047061
自社製品PRのための展示会の開催ならびに広報活
動

779 福岡県 いけだ眼鏡 ― 「聞く力を生きる力に」、補聴器推進・販売拡大

780 福岡県 Ｃａｒ　Ｄｒ．太宰府 ―
旧車（クラシックカー）に特化した販売・メンテナンス
の展開

781 福岡県 株式会社ＪＯＹ・プラス 6290001061908
「よかねしゃんぷー」商品リニューアルに伴う販売拡
大事業

782 福岡県 ブランジュリ・ノアン ―
パン製造の技術を活かしたカフェ営業の展開による
販路拡大

783 福岡県 Restaurant　Spoon ― Spoon移動出張による新規顧客開拓事業

784 福岡県 むすび ―
着物生地を使ったヒジャブ、サリーの製造・海外向け
販売。

785 福岡県 小石原焼　圭秀窯 ― 手作りの良さを理解してもらえるパンフレット作成

786 福岡県 居酒屋　笑 ― 情報発信による新規客獲得とリピーター来店増計画

787 福岡県 有限会社　池田商会 1290802024778
ITを活用したコインランドリー事業展開による販路開
拓

788 福岡県
株式会社　ケイズグルー
プ

4290001046282 マット洗浄脱水機の販路開拓

789 福岡県 アトリエ　フラワーキッチン ―
花とギフト　～毎日マルシェを楽しめるお店～　移転
オープン♪

790 福岡県 有限会社タイヨー商会 4290002036646
集客力アップ！駐車場と一体感を持たせた店舗リ
ニューアル事業

791 福岡県
パティスリーマルジョレー
ヌ

― 創作洋風和菓子による地域ナンバーワン店事業

792 福岡県 プラスワン ―
ペットの遺骨ジュエリーでグリーフケア！販売促進事
業

793 福岡県 酒見食品工業株式会社 2290001048867
ブライダル専用プチギフト米で全国展開！販売促進
事業

794 福岡県 合同会社　和NAGOMI 1290003006394
IT活用の顧客情報見える化による販路開拓と業務
改善

795 福岡県 粕屋製畳有限会社 5290002018305
ホームページ・新聞折り込みチラシによる新規個人
顧客の獲得

796 福岡県 株式会社　ASINA・アシナ 9290001051732 ドバイの気候に対応可能な作業用ヘルメットの開発

797 福岡県
株式会社P．Sプロモー
ション

6290001074653
結婚相談所ＨＰ及び神社挙式ＨＰ制作による新規販
路開拓事業

798 福岡県 1LDK　Hair　Room ―
肌診断機を使用した新しいメニューの開発と新規顧
客獲得

799 福岡県 有限会社 坂田織物 3290002047181
久留米絣低価格帯の雑貨等の新商品開発と販売ス
タイルの確立

800 福岡県 絵届け問屋「kousuke」 ―
自閉の画家　太田宏介の福岡県外での認知度向上
事業。
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801 福岡県 坂口電設 ―
アクリル銘板の内製化に伴う品質向上と短納期対応
による販路拡大

802 福岡県 ジモコムかすや ―
店舗向け販促商品(印刷物)及び広告商品(求人広
告)の新規開拓

803 福岡県 ものづくり創 ― 店舗の広報拡大事業

804 福岡県 株式会社AMBITIOUS 8290001039654
絶対的学習時間の確保と毎日勉強の習慣化のPR
ツールの整備

805 福岡県 株式会社大坪商店 7290001053623
海・川・池の環境改善資材の販路開拓のための商品
訴求力強化

806 福岡県 旅館　佐藤荘 ― インバウンド用パンフレット作製による新規顧客獲得

807 福岡県 有限会社田中紙工印刷 2290002053610 地域ブランド茶袋パッケージの開発による販路拡大

808 福岡県 髙口鮮魚 ―
地域の高齢者を救う老舗鮮魚店の仕出し製造設備
増強への取り組み

809 福岡県 Baby&Kid’s FLOWER ―
自社ホームページを活用した新たな顧客サービスの
実施

810 福岡県 ＴａＫ ―
九州産原材料を使ったドライフルーツの販路開拓お
よびネット販売

811 福岡県 有限会社　城島三育塾 1290002050484 生徒数増加のための、看板設置とチラシの配布

812 福岡県 有限会社 ヴェルデ 3290002051951 “ヴェルデの逸品インターネット小売り事業

813 福岡県 中尾電器商会 ― 中古家電販売事業に伴う店舗改装

814 福岡県 リッチモンド ―
店舗内イートインスペース設置を宣伝することによる
新規顧客開拓

815 福岡県 田尻塗装 ―
ホームページやチラシによる元請工事の受注割合向
上

816 福岡県 株式会社Hanako塾 5290001058632
レンタルスタジオ・貸し会議室の利用促進及び販路
開拓

817 福岡県 猫カフェNYAON ―
看板設置等による知名度向上並びに新規顧客の獲
得

818 福岡県
建築デザインOFFICE本田
敦子

― 色彩スクール・セミナー開校により新規顧客の開拓

819 福岡県 株式会社　芳香園 7290001043533
観光後リピート客に対する太宰府オリジナルの抹茶
の抹茶の販促

820 福岡県 株式会社アズアイム 1290001070392
ヴィーガンマフィン生地で作ったラスキーによる販路
開拓

821 福岡県 株式会社クロキ 5290001054524
働く女性を応援！目利きを活かした美味しいお肉を
手軽に提供

822 福岡県 Have some fun! ―
子どもの創造力を高める、新ブランド「SlowP」の構
築・開拓

823 福岡県 有限会社　美しま薬局 1290002040254
地域から求められる「かかりつけ薬局」としての認知
度向上

824 福岡県 reed ―
うきは市及び近郊生産のこだわり生活雑貨オンライ
ン販売の構築

825 福岡県 ｆｌｏｗｅｒ’ｓ心花 ―
ペット供養に関する花アイテムの提案による新規販
路開拓
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826 福岡県 洋菓子ルクプル ―
世界で一つの「感動ケーキ」をチラシとＨＰでＰＲし、
集客ＵＰ！

827 福岡県 株式会社　西見石材工業 8290001049315
「レーザー彫刻オリジナル商品」の販路開拓及び認
知度の向上!!

828 福岡県 有限会社ハシケン商事 8290002039926
和式トイレを改装して顧客満足度アップ！更なる集
客アップを図る

829 福岡県 合同会社コクヨウ 3290003006657
応援！部活動の思い出を形に　オンリーワンのT
シャツをお届け

830 福岡県 仕出し　なかやま ―
田舎ならではの空間で、当店の「おいしい」を提供す
る取り組み

831 福岡県 Hair make SEED ―
新技術「薬剤除去」PRによる新たな顧客層開拓のた
めのHP開設

832 福岡県 株式会社　DEEGO 5290001062915 自分色“egoでチラシとHPを装飾“decoする販促活動

833 福岡県 合資会社小林文機 2290003001403
事業内容紹介の為のホームページ開設による新規
企業への販路拡大

834 福岡県 コガ自工 ―
愛車キレイ化計画の実施と、インターネットを活用し
た販路拡大

835 福岡県 古賀豆腐店 ―
看板とカメラの設置による新規顧客の獲得とその分
析

836 福岡県 有限会社モリナガ 2290002056729
店舗訴求のための看板設置とチラシ作成による新規
顧客の開拓

837 福岡県 ART BASE Heart-Blue ―
地域オンリーワンの融合型美容室の店舗認知度アッ
プ事業

838 福岡県 炭火やきとり二番手 ―
電光看板の設置とテラスを有効活用し来店客・売上
増加作戦の実行

839 福岡県 囲炉裏カフェ里楽 ―
既存事業拡充と新規民泊事業の展開による新規顧
客の獲得

840 福岡県 有限会社正建アルミ 8290002039265 ホームページやチラシを活用した新規顧客の獲得

841 福岡県 株式会社　須山鉄工 5290001055167
情報・提案力を強化したホームページリニューアルに
よる販路開拓

842 福岡県 豊丸 ―
視認度向上による、新規客の取り込みと常連客の獲
得

843 福岡県 ミートＤＥＬＩＣＡクローバー ― 市場拡大・売上ＵＰのための新店舗オープン

844 福岡県 有限会社　シラキ工芸 9290002048067 伝統的な八女提灯からの脱却

845 福岡県 有限会社　和田自動車 1290802021296 自動車の板金塗装の商圏拡大による売上の増加

846 福岡県 江の浦海苔本舗 ― 「本当に美味しい海苔」ＩＴを活用して販売促進事業

847 福岡県 カモノユキ ―
新店舗用の看板設置及び広報の充実による販路開
拓

848 福岡県 幸田畳店 ―
立地条件を活かしたテナント物件・襖張替による売
上ＵＰ

849 福岡県 パピーシュシュ ― 季節に応じた店舗ディスプレイオリジナル什器導入

850 福岡県 カーポート１４１ ―
顧客ニーズに対応した新たなサービスの提供による
販路拡大事業
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851 福岡県 松尾米穀店 ―
ＩＴ・チラシ広告、イベントを融合させ首都圏消費者へ
の販路拡大

852 福岡県 有限会社　斉藤園芸 8290002039208
宝満石を使った「プチ庭園」の提案による新規顧客
の開拓

853 福岡県 豆米 ―
地元名物店となった米粉パン屋の菓子（ギフト）商品
拡充事業

854 福岡県 鎌倉総合設備 ―
高齢世帯への定期管理の顧客拡大と水回り診断書
による営業拡大

855 福岡県 ロジェ株式会社 7290001033146
糸島のおしゃれな雑貨を集め紹介、体感+地域の人
が集う憩いの場

856 福岡県 ふぉれすと　きゃっと ―
スイーツとネコのマリアージュ（ネコ好きが集まるケー
キ屋さん）

857 福岡県 手づくり工房　アーダニン ―
森の中での非日常感演出によるお客様の満足度
アップ

858 福岡県 協栄塗装 ―
太宰府らしい特産品としてのお菓子を作り新規顧客
を開拓

859 福岡県 一力寿司 ― 新規顧客獲得・ＤＭ発送で既存客のリピート率向上

860 福岡県
筒井時正玩具花火製造
所株式会社

8290001066392
伝統的なものづくりと新たな花火の開発現場を発信
する事業

861 福岡県
有限会社インテリア二十
一

8290002040553
日本文化を守る「和モダン住宅！」の展開による新
規顧客の獲得

862 福岡県 CTEA　WORLD ―
福岡県産に拘りオーガニック日本茶＋モリンガの開
発・販路開拓

863 福岡県 ドゥワンチャン ―
糸島唯一のタイ料理専門店が行う、レトルト食品販
売及び販路開拓

864 福岡県 株式会社ＮＡＯ 4290001057461
ドライバーサイトの作成事業と芦屋万頭の海外展示
会出展事業

865 福岡県 有限会社　井上自動車 ―
ミニ四駆コース設置による子供の集う場の提供と子
育て世帯の開拓

866 福岡県 サマトワ ―
新規顧客を増やすためのインターネット集客の仕組
み作り

867 福岡県 そばきり桜花 ―
「居心地の良い空間の提供」のための店舗改装によ
る顧客獲得

868 福岡県
英語塾ABCｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｱｶﾃﾞ
ﾐｰ糸島校

―
TOEIC集中講座の広告ＰＲ・看板設置による新規顧
客開拓

869 福岡県 ひさゆりはりきゅう整骨院 ―
身体の安全安心、東洋西洋医学の予防スクーリング
講座事業

870 福岡県 株式会社ことぶき３５Ｒ 2290001065565 グルテンフリーパスタ等よる健康外食事業

871 福岡県 横溝石油 ― LED表示器設置による自店サービスの告知力強化

872 福岡県 紀文 ―
活イカ用イケス導入と新メニュー告知による活魚居
酒屋の展開

873 福岡県 栗原製茶 ―
自社ブランドの良さを新規客に伝えるための包括的
販促策の実施

874 福岡県 松尾写真館 ―
高齢者肖像写真撮影を中心とした思い出の保管
サービスの展開

875 福岡県 川口金水園 ―
四季の風味を加えた緑茶ティーバックの販路開拓事
業
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876 福岡県 大坪フォトスタジオ ―
自然光を使った独自のフォトサービスのアピールの
強化

877 福岡県 株式会社　中島製茶本舗 5290001047404
顧客の定着率を向上させる顧客管理システムの導
入

878 福岡県
有限会社　プティール倶
楽部　伊都国

1290002032912
福岡初！新しいサラダ用甘いハーブの栽培確立と販
路開拓

879 福岡県 いしざかストアー ―
買い物弱者をターゲットとした宅配事業の強化による
売上確保事業

880 福岡県 久留米ラーメン　丸八 ―
タペストリー設置・ＰＲチラシポスティングによる来店
強化事業

881 佐賀県 有限会社　竹下材木店 2300002009817
切る削る、穴あけおまかせ、手軽に木工製品ができ
るサービス提供

882 佐賀県 中島自動車 ―
気軽に自分でタイヤ・オイル交換できる作業スペース
と道具の提供

883 佐賀県 天童丸 ―
地域発！！アクティブシニアプラン提供に向けた遊
漁船設備の導入

884 佐賀県 有限会社　高尾工業 2300002011384
耕作放棄地を活用した本物のローズウォーター製造
事業への展開

885 佐賀県 ふるゆ菓子工房　亀屋 ―
古湯温泉と伝統菓子の魅力発信ツールの作成によ
る新規顧客獲得

886 佐賀県 株式会社　北村醤油醸造 3300001006475
自社ホームページ作成による企業イメージの向上と
販路の拡大

887 佐賀県 有限会社　エデンのタマゴ 1300002011014
タマゴの業務用向けホームページ作成による新規顧
客開拓

888 佐賀県 相撲料理　さがの里 ―
高齢者に優しい居酒屋としてバリアフリー化による顧
客満足度向上

889 佐賀県 副島園 ―
「うれしの茶」情報発信ウェブサイトと通信販売の開
設事業

890 佐賀県 株式会社　Believe 1290001062588
ホームページによる知名度アップ・ブランド力アップ
推進事業

891 佐賀県 有限会社　プラザキタジマ 8300002001842
HPを活用した車販部門強化及び個人間売買仲介サ
イト作成

892 佐賀県 川原食品　株式会社 5300001001185
粉末・ジュレ型柚子こしょうの拡販を狙う営業活動お
よび体制構築

893 佐賀県 ラーメンの力麺 ―
高齢者向け「ラーメンミニコース」開発・提案による新
規顧客開拓

894 佐賀県
カフェベーカリーはねうさ
ぎ

―
「ペット好き」が気軽に楽しめるカフェベーカリーとして
の展開

895 佐賀県 鳥巣窯 ―
「土地の風土と素材を凝縮した唐津焼を世界へ」総
合的情報発信

896 佐賀県
株式会社　ラジカルラボ九
州

4300001010476
見えない除菌の仕組みを見える化！PR動画で顧客
をわしづかみ！

897 佐賀県 味彩あらい ―
３種類のパンフレットによる新規顧客・客単価・リピー
ト率の増加

898 佐賀県 有限会社　古雅味 8300002004754
佐賀牛と神埼の地域資源を組み合わせた新商品開
発と販路拡大事業

899 佐賀県 ケイユー交通 ―
ホームページを活用した〝初めてバスを手配する方
サポート事業

900 佐賀県 藤本商店 ―
真空パックと冷凍設備による「呼子朝市の味」全国展
開事業
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901 佐賀県 きもの馬場崎 ―
柿渋等新染料や新生地を使用した商品開発と販路
開拓事業

902 佐賀県 ＮＥＵ＋ＳＴＹＬＥ ― 目的意識の高い顧客獲得を目指したＨＰ開設事業

903 佐賀県 ワタナベ酒店 ―
唐津産「特産物ギフト商品」の開発とネット通販によ
る全国展開

904 佐賀県 タカ建築工房 ―
地元客（みやき町）が来店して楽しく学習できる家づ
くり推進事業

905 佐賀県 有限会社　フジクラ 1300002009198 サニタリー配管溶接を主とした溶接事業の販路拡大

906 佐賀県 大川印刷所 ―
高いデザイン力を活かした印章事業の取り組みと新
規取引先の開拓

907 佐賀県 尾崎焼　日の隈窯 ―
現代の尾崎焼として生活で使用できる新商品開発と
情報発信事業

908 佐賀県 エムテック　有限会社 2300002004058
高齢経営者向け総合カタログ製作配布による売上
アップ

909 佐賀県 増田建設 ―
「地域リフォーム１番店」浸透を目指したＨＰ開設事
業

910 佐賀県 坂本水産　味の鯵屋 ―
広告とＷｅｂによる仕出しメニューの訴求と人気商品
小分け販売

911 佐賀県 有限会社　清力旅館 6300002011050
集客を増幅！ネット広告バナーで２号館オープンを
集中ＰＲ

912 佐賀県 未来はりきゅう整骨院 ―
「訪問はりきゅうサービス」体制の構築と認知度向上
に向けたＰＲ

913 佐賀県 いろえ工房 ―
キッチンスタジオ設置による食と器のコーディネート
事業

914 佐賀県 有限会社　たしろ美容室 3300002006466
美を通じて健康寿命を延ばす事を目的とした「サロ
ン」開設事業

915 佐賀県 ひさご旅館 ― ユニバーサルデザインによる家族の絆支援事業

916 佐賀県 株式会社　１１Ｑ 6300001005301
子育て世代共働きの就業不能リスクを軽減する保険
情報発信事業

917 佐賀県 天野商事　株式会社 4300001006367
コト消費促進のための商品「おもてなしごはんセット」
サイト作成

918 佐賀県 焼鳥　花串 ―
外国人観光客用「焼き鳥丼」「焼き鳥御膳」開発と環
境整備事業

919 佐賀県 株式会社　佐藤木材 9300001004052 こだわりの住宅づくりのための商品開発と販路拡大

920 佐賀県 森永牧場　株式会社 3300001010469
女性が活躍するものづくり　茜色のバウムクーヘンで
の販路開拓

921 佐賀県
株式会社　ウィズカーペン
ター

5300001010244
子育て世代のファミリー層をターゲットとした販路開
拓事業

922 佐賀県 有限会社　割烹松屋 9300002009950
老舗割烹店が行うふるさと納税を契機としたネット販
売への進出

923 佐賀県 池田装飾 ―
魅力を伝え来店者数増加の仕組みを作る為のＨＰ開
設＆チラシ配布

924 佐賀県 有限会社　江頭乳販 7300002001884
若い世代の販路開拓を狙う為のパック飲料商品ギフ
トケースの開発

925 佐賀県 有限会社　いわい家具 9300002001882
老舗家具屋の知名度を生かした、ものづくり体験
コーナーの設置
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926 佐賀県 縁 ―
農作業服でも気軽に来店できる「癒しの農村エステ」
事業

927 佐賀県 株式会社　大村屋 1300001005322
大浴場フロアにおけるライブラリースペースの開発・
新規顧客開拓

928 佐賀県 ｂｏｏｋ　Ｍｔ． ―
「地元の木」で作った小物類の新商品開発と販路拡
大事業

929 佐賀県 有限会社　御宿高砂 6300002006182 楽天トラベル「カスタマイズページ」への改修事業

930 佐賀県 有限会社　ひまわり 7300002010943
ホームページを活用した「肥前町の旬の食材」広報
で販路開拓事業

931 佐賀県
株式会社　オフィス・タカ
ハシ

8300001006925
「脳かつ　アロマＤＥパズル」の開発と国内及び海外
展開

932 佐賀県 三田川ホルモン専門店 ―
ホームページ作成とネット受注システムの構築によ
る販路拡大事業

933 佐賀県 本田商店 ―
新商品開発と製造体験サービスによる新規顧客開
拓事業

934 佐賀県 おがはら整骨院 ― 予防トレーニング事業の立ち上げによる売上拡大

935 佐賀県 合同会社　ＤＩ・クリエート 8300003000851
賃貸物件の資産価値を高める空間の提供による販
路開拓事業

936 佐賀県 優悠 ― 自社ブランド立ち上げによる販路開拓事業

937 佐賀県 橋口木工所 ― 営業体制構築による販路開拓事業

938 佐賀県
大串自動車鈑金塗装工
場

― ホームページ新設による新規顧客開拓事業

939 佐賀県 白玉饅頭　元祖吉野屋 ―
白玉饅頭の商談用ＰＲツール作成と生産拡大による
新規取引先獲得

940 佐賀県 本家ときわ家 ―
郷土の味を都会に！『冷凍白玉饅頭』新商品開発と
販路拡大事業

941 佐賀県 ひろせ菓子店 ―
地元の旬な果物を使った低カロリー和菓子シリーズ
の販路開拓

942 佐賀県
株式会社　甲斐野造園土
木

2300001008019
お客様に納得いただける「ＣＧパース」によるアートな
造園の提案

943 佐賀県 旅館　大和屋 ―
本物の?音?色が?楽?しめる専用客室とオーディオ機
器の設置

944 佐賀県 株式会社　不動産ショップ 7300001009953
眠っている資産を呼び起こす空家・中古アパートの
マッチング事業

945 佐賀県 有限会社　創菓苑 3300002000799
名産「干し柿」を使った新商品開発と祝い専用ギフト
コーナー整備

946 佐賀県 有限会社　鶴霊泉 4300002005450
インバウンド拡大に対応した、新規外国人宿泊客獲
得事業

947 佐賀県 安永建設　株式会社 1300001006394 脱　賃貸！夢のマイホーム取得大作戦！

948 佐賀県 有限会社　古賀製麺 4300002004080
『５分以内でできる簡単麺セット』新商品開発とネット
販売事業

949 佐賀県 有限会社　ミマツ工芸 6300002004236
“インバウンド需要からファンづくり越境ＥＣ事業への
取組み

950 佐賀県 ＤＯＷＮＥＹ ―
自転車販売・修理スペースの設置と入口改修による
販路拡大事業
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951 佐賀県 有限会社　いけがみ 4300002007298
今日の御飯応援！ダイニングいけがみテイクアウト
事業

952 佐賀県
理美容室ファミリーサロン
ＥＡＲＴＨ

―
当店オリジナル「ヘッドスパメニュー導入」による新規
顧客獲得！

953 佐賀県
株式会社　クルール・ド・
銀月

6300001006761
本物の洋菓子パティシエが作る和テイストの新商品
開発と顧客拡大

954 佐賀県 有限会社　田代工務 4300002006465
２０代でも建てられるゼロエネルギー住宅の提案と情
報発信事業

955 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506
米国における花酵母で醸した日本酒の販路開拓事
業

956 佐賀県 和醸良酒　とりごえ ―
多久産「孔子みそ」を使った地域ブランド加工食品開
発と販路開拓

957 長崎県 港町酒場あかり屋 ―
「壱岐島の本格焼き鳥店」経営による故郷の外食市
場活性化事業

958 長崎県 片岡産業有限会社 7310002008029 卸売店でなく小売店としての店舗づくり

959 長崎県 浜んまちPUDDING ―
廃棄原料（卵白）を活用した新商品開発と全国展開
へ向けた取組み

960 長崎県 有限会社　長田呉服店 7310002019067
壱岐初ミニファッションショー開催による売上高アップ
を目指す

961 長崎県 福山電気管理事務所 ―
太陽光電池の健全性試験計測装置導入による安
心・安全提供事業

962 長崎県 マジックミシン時津 ―
オリジナル商品の開発と実店舗への誘引による新規
顧客獲得

963 長崎県 有限会社　長田商店 8310002019066
ＨＰを活用したインターネット物産展による商品の売
上拡大

964 長崎県 雲仙ドライブインもみじ ―
風味豊かな自家製柚子ごしょうを量産して販路を開
拓

965 長崎県 田口鮮魚店 ― 移動販売車導入による買い物弱者支援事業

966 長崎県 山田工業有限会社 2310002020673 空き家管理業参入に伴う、受け入れ態勢の構築！

967 長崎県 株式会社若宮水産 3310001010204
新商品「壱岐産米の海鮮おこわ」の新パッケージ事
業

968 長崎県 山下酒店 ― トイレ設置による店舗強化

969 長崎県
九州ドライクリーニング株
式会社

4310001003413
高度な接客スキルの獲得とウェブサイト構築による
増収増益化

970 長崎県 有限会社　入江京呉服店 6310002012568
国道に面した好立地の社屋外壁活用による情報発
信力強化

971 長崎県 小玉デザイン制作室 ―
動画撮影事業の展開による新市場の開拓で経営の
安定化を実現

972 長崎県 有限会社　茶友 5310002014111
FOOD＆LIFE展示会出展による彼杵茶の海外販路
開拓事業

973 長崎県 無国籍料理ガラム ―
健康志向に応える！フルーツを丸ごと使えるジュー
サーの導入！

974 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344
新商品開発におけるパッケージ開発と販促ツール活
用で販路を開拓

975 長崎県 おしゃれの店ながた ―
音響照明設備の充実によるイベント・ブライダル演出
の強化事業
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976 長崎県 studiowani ―
新規顧客獲得のための工房内ギャラリーと体験ス
ペースの制作

977 長崎県 Smiley Care ―
ヨガ･ベビーマッサージ･タッチケア新規顧客獲得、リ
ピート向上

978 長崎県 インダインダ ―
若年層向けホームページの作成と屋外での食事ス
ペースの設置

979 長崎県
ティーアイ行政書士事務
所

―
ホームページのリニューアルとウェブ広告の実施事
業

980 長崎県 黒潮鮮魚 ―
ふるさと納税をチャンスとして！海鮮鍋セットのPR事
業

981 長崎県 Deisy&Co ―
最新機器「オートネイル」機導入による他店との差別
化と売上拡大

982 長崎県 有限会社嶋﨑建設 7310002015925
CAD・情報誌を活用した販促+指導者育成と若手へ
の技術伝承

983 長崎県 有限会社　中央産業 1310002020253
間伐材の有効活用で付加価値向上。対馬ヒノキの特
産品開発計画

984 長崎県
有限会社ガステクノサー
ビス

7310002015958
上水道漏水修繕工事への新工法取り入れによる販
路開拓

985 長崎県 民宿しゅん ―
長期利用者をターゲットとした宿泊室増設による収
益拡大事業

986 長崎県 島居自動車整備工場 ―
新規機械導入による整備品質向上と新サービス展
開による顧客獲得

987 長崎県 寿司割烹民宿あびる ― 「宿泊・飲食・釣り」のワンセットメニューで顧客獲得

988 長崎県 サコナカ電機 ―
販促ツール充実による「五島奈留町七福芋焼酎」の
市場展開

989 長崎県 武宮CAI学習塾 ―
業界初　塾発信ネット利用学習システムの改良およ
び販路開拓

990 長崎県 有限会社　長崎本舗 4310002007826
県内初！和三盆糖を使用したカステラ巻きの商品開
発・販売

991 長崎県 RIN2 CUT SHOP ―
当市ではじめて！デジタルパーマ機導入による顧客
獲得事業

992 長崎県 株式会社　嵜本工務店 7310001014663
専門的高齢者リフォームチラシとホームページを連
動した販売促進

993 長崎県 あゆかわピアノ教室 ―
チラシのポスティング及び立看板設置による新規顧
客開拓事業

994 長崎県 野中鶏卵 ―
卵ギフト商品開発とふるさと納税返礼品を中心とした
販路開拓

995 長崎県 曽根クレーン ― クレーン車の装備充実による販路開拓

996 長崎県 ㈲中村写真館 8310002014455
日本の伝統！着物撮影に特化した和装専門写真館
への改装＆ＰＲ

997 長崎県 Ｌ’ＥＣＲＩＮ ―
ＨＰ発信！！！日本最西端の神社、お寺で結婚の証
を手に入れよう

998 長崎県 有限会社　シマイ 1310002020286 島内初！空き家管理事業に取り組んで売上向上

999 長崎県 ピザや ―
広告宣伝費削減！シーフードフェアと合言葉でホー
ムページ誘導！

1000 長崎県 株式会社　こじま 7310001009812
BtoB拡大で工場稼働率向上と新デザインによるイ
メージ刷新
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1001 長崎県 合資会社　中村商店 4310003002116
衣料品店からトータルビューティ店への業態化推進
事業

1002 長崎県 板屋旅館 ―
宴会場の設備近代化による顧客満足度向上と売上
推進事業

1003 長崎県 みき寿司 ―
「本物・安心・清潔の店」のアピールによる女性来店
客拡大事業

1004 長崎県 高橋正製麺所 ―
ネット通販向け特殊素麺の新商品開発による売上拡
大事業

1005 長崎県 高橋友商製麺 ―
新商品節麺による市場展開、既存商品パッケージの
グレードアップ

1006 長崎県 大嶋製麺所 ―
業務店オーダーに応え、直販事業で売上と利益を拡
大

1007 長崎県 中村機械工作所 ―
3次元CAD/CAM導入による防衛特別機械工作部門
への進出

1008 長崎県 内藤オート ―
自動車整備店から地域の交流拠点への業態転換に
よる休眠客発掘

1009 長崎県 合資会社三ツ池 9310003002078
女性や観光客に優しい店舗づくりによる集客アップ
事業

1010 長崎県 合資会社吉田屋 2310003002084 吉田屋100周年記念酒開発による販売促進事業

1011 長崎県 カワサキ製作所 ― 新装置の導入による販売促進事業

1012 長崎県 あおい畳店 ―
独占！『薄畳圧着機』導入による縁無し畳　新地開
拓事業

1013 長崎県 横丁吉岡商店 ―
「不要になった釣具売りませんか？」委託販売のPR
と店舗改装

1014 長崎県 美容室Creo ―
新商品販売開始と同時に手堅い販促活動を行い一
躍、人気商品化！

1015 長崎県 吉岡建設 ―
ホームページやSNSを活用した広告戦略拡大による
新規顧客開拓

1016 長崎県 橋本建材店 ―
個人向け住宅機器等を組立施工付きで販売し新規
顧客を獲得する

1017 長崎県 株式会社永石建設 4310001013057
顧客の志向に寄り添ったオーダーメイド住宅の受注
拡大

1018 長崎県 株式会社よしだ 3310001009849
HPと看板で高齢者向けリフォーム工事の受注拡大
に取組む

1019 長崎県 菊丸商事 ― マーキングを活用した新規顧客の獲得と売上拡大

1020 長崎県 よかろ物産 ―
食品製造業における商品力向上及び広報活動を通
した販路拡大事業

1021 長崎県 伊藤工作所 ―
日本初！自社開発新製品のPR強化と量産化で販路
拡大

1022 長崎県 ヘアーサロン髪遊 ―
出張理容サービス拡大及び顧客情報を収集し、売上
拡大を図る

1023 長崎県 あったか弁当どんど亭 ― 完全手作り・オーダーメイド弁当ＰＲによる販路拡大

1024 長崎県 ブリングアップ ―
痛い！怖い！というイメージを変えて、新規顧客開
拓

1025 長崎県 パティスリーカプリチオ ―
壱岐産のおいしい食材を使った新商品によるお店の
ブランド力向上
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1026 長崎県 有限会社松新 6310002016115
新時代に応じたサービスの変革に取り組む老舗レス
トランの挑戦

1027 長崎県 有限会社吾妻鮨 5310002015984
法事需要を取り組むための宴会場リニューアルによ
る販路拡大

1028 長崎県 洋食と珈琲の店トロル ―
壱岐初！！移動販売よる壱岐牛バーガーの販路拡
大

1029 長崎県 工房紫明 ― オリジナル陶器・雑貨の海外展開販路開拓事業

1030 長崎県 綾香建築 ― リフォーム事業地域№1を目指した環境整備事業

1031 長崎県 Hairsalon   Link ―
お客様満足度ＵＰと新規顧客獲得のための新技術
導入事業

1032 長崎県 食事処乃ぐち ―
施設のバリアフリー化により更なる顧客満足度向上
を追求

1033 長崎県
有限会社　十一屋プロパ
ン

2310002018346
プロパンガス販売店による住まいのリフォーム浸透
事業

1034 長崎県 株式会社  天瀬電機 8310001013425 店舗の外観変更で自慢のcoffeeアピール強化事業

1035 長崎県 有限会社　鶴電気商会 1310002013067
シニアカー充電ステーション設置で高齢者に優しい
店づくり

1036 長崎県 あおぞら食堂 ―
ハンバーグ専門店への業態転換！イメージ確立の
ためのPR事業

1037 長崎県 北村薪製造 ―
対馬の薪を全国へ、販路拡大による新規顧客獲得
事業

1038 長崎県 有限会社松幸陶芸 3310002012513
自社販売所場の告知及び新規観光客の取り込み拡
充事業

1039 長崎県
メナード化粧品東彼販売
有限会社

5310002012305 シルバー世代の美を広げるエステサービス事業

1040 長崎県 居酒屋 そよ風 ―
宴会客増加に向けたハード・ソフト両面での改善事
業

1041 長崎県 印束商店 ―
安全衛生管理水準向上とミニスタジオからの情報発
信で売上拡大

1042 長崎県 馬渡輪業商会 ― 二輪車整備の技術力を活かした新規顧客獲得事業

1043 長崎県 エイダライフサービス ―
IT活用でオール電化を『見て』『触れて』『体験』する
地域貢献

1044 長崎県 井上ぶどう園 ―
高級葡萄のブランディングによる販路拡大の取り組
み

1045 長崎県 ヘアーサロン　シュガー ― 新規顧客獲得に向けた営業ＰＲ看板作成事業

1046 長崎県 とみや商店 ―
人形の久月と連携し、壱岐初１１月に節句人形を販
売・売上拡大

1047 長崎県 有限会社　森山スタジオ 6310002013129 想い出の一枚を復元！写真で感動と幸せづくり

1048 長崎県 （有）タテイシ 4310002020688
五島の椿オイルを原料とする化粧品のネット通販に
よる市場拡大

1049 長崎県 金沢鮮魚 ―
ホームページで当社の取組をアピールし新規取引先
の拡大を実現

1050 長崎県 （資）川末製材所 1310003002366
製材の端材を活用した木加工品開発と民泊体験に
よる収益向上
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1051 長崎県 株式会社市場建築 3310001007217
体感型のモデルハウスを活用した新規顧客獲得事
業

1052 長崎県 やきにく倶楽部 ―
高齢者も家族も楽しめる焼肉店としての広告戦略事
業

1053 長崎県 有限会社山﨑マーク 8310002013374
アンテナショップ「manto」の認知度向上を目指す広
告戦略

1054 長崎県 金物センターかわさき ―
セミプロにＤＩＹ用ハードウェアを訴求するための販路
拡大事業

1055 長崎県 合資会社遠江屋 7310003001692
オリジナル菓子の魅力向上と新たな販売方法による
顧客拡大事業

1056 長崎県 南松海産物 ―
チラシとWEB開設による釣り具店の認知度向上によ
る販路拡大

1057 長崎県 豊塗装興業 ―
営業活動「ゼロ」の塗装工事業者による受注拡大事
業

1058 長崎県 大川製パン所 ―
新商品開発・直売コーナー設置・卸売強化による売
上拡大事業

1059 長崎県 有限会社マルイ水産商事 3310002019509
アゴだしブームを追い風に自社製品ブランド化による
販売促進事業

1060 長崎県 有限会社　長池屋呉服店 1310002018347
若い世代へ向けた高級感溢れる「着物のリフォーム」
推進事業

1061 長崎県 有限会社　今林孝商店 6310002020315 満足度を高める店舗運営・販促活動で顧客獲得

1062 長崎県 Nobbystudio佐々 ―
美容機器導入で美容と健康両方に対応！地域オン
リーワンサロンへ

1063 長崎県 有限会社シロタニ木工 9310002016558
木工業で得た技術を生かしたリフォーム工事に本格
参入事業

1064 長崎県 景色デザイン室 ―
デザインの提案で小規模事業者の売上増加に貢
献！販路開拓事業

1065 長崎県 トモズバーバー ― 夏休み昆虫ギャラリーで小学生のファンづくり

1066 長崎県 いのうえ商店 ―
買い物の楽しさを！移動販売事業の周知による高齢
客拡大事業

1067 長崎県 合資会社雲仙設備工業 2310003001689
水回りのことなら何でも対応！地域住民向け顧客層
拡大事業

1068 長崎県 合資会社長崎開発 1310003001707
当地唯一のコンドミニアム型宿泊施設による新サー
ビス提供事業

1069 長崎県 有限会社　山崎設備 1310002016144 多角化戦略のための知名度アップ事業

1070 長崎県 株式会社ヤマコウ 8310001012690
温泉蒸し料理と低価格サービスを生かした新規日帰
り客獲得事業

1071 長崎県 古賀写真館 ―
北欧デザイン生地を利用したアルバムによる製品の
高付加価値化

1072 長崎県 永田物産株式会社 8310001005802
売場什器形式の変更・店頭表記により店舗のクリア
化事業

1073 長崎県 小田モータース ―
小型船舶のトータルサポートと出張修理の充実によ
る受注拡大計画

1074 長崎県 理容こばと ―
理容店が行う女性向けレディースシェービングのＰＲ
事業

1075 長崎県 システムリード株式会社 2310001006384
陶磁器業販売管理システムの広告(チラシ、パンフ、
看板)の制作
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1076 長崎県 モトメカニックアシスト ―
レーザー加工機導入に伴う新サービス提案による新
規顧客開拓事業

1077 長崎県 ももたろう ―
対馬産あなごの廃棄骨を使った万能出汁の新商品
開発事業

1078 長崎県
有限会社　平戸口吉善商
店

5310002019449
鯨専門店による鯨ミュージアムと自社サイト活用の
販路拡大事業

1079 長崎県 オイシクレープ ― 店舗の認知度アップを行う広報ＰＲ、販路拡大事業

1080 長崎県 ㈲　前川建材店 6310002013368
空き家解消。販路拡大のため個人向けの営業体制
の強化

1081 長崎県 たびらの文具屋さん ―
文具屋さんにおける店頭改修と情報発信による販路
拡大事業

1082 長崎県 柴山工務店 ―
建築プレゼンCADの導入で営業を強化し売上を伸ば
す。

1083 長崎県 達美工業 ―
足場・壁面看板による消費者・元請けへの新規顧客
開拓事業

1084 長崎県 有限会社やまなみ 3310002006416
ＩＴ活用×地域団体との連携による団体旅行者の集
客ＵＰへ

1085 長崎県 リフォームらいと ―
チラシ・看板・IT連動により認知度を高め、新規顧客
獲得を図る

1086 長崎県 川添酢造有限会社 2310002014163
醸造酢のデザイン改善及び新商品の開発による販
路開拓事業

1087 長崎県 岡本自動車 ― 部品展示により新たなサービスを提案する事業

1088 長崎県 よこお商店 ―
新規客獲得のためのネットとチラシでの告知、看板
による誘客

1089 長崎県 有限会社ファームまるだ 2310002014790
赤土育ちのじゃがいものブランド浸透強化によるＢｔｏ
Ｃ拡大事業

1090 長崎県 トビナガ電気 ―
高品質・低価格のＬＥＤ照明の販売促進と新電力契
約代行の取組み

1091 長崎県 割烹やまぐち ― 新業態「食育食堂」による販路開拓

1092 長崎県 アダージョ ―
遊休時間の活用と低負担の施術による高齢者等の
顧客開拓

1093 長崎県 パテスリー　オスピタリテ ―
新たな顧客を開拓するために当店の価値を伝えるＨ
Ｐ制作

1094 長崎県 (株)ドリームカンパニー 8310001012872
テイクアウトサービスの導入とレスポンシブウェブ予
約サイト構築

1095 長崎県 みわS.O.T.整骨院 ― 女性に特化した自由診療の販路開拓

1096 長崎県 京テック有限会社 5310002008047
地域に密着した情報発信による一般ユーザーの開
拓

1097 長崎県 有限会社松尾部品商会 9310002008258 ターゲット顧客メリット提案型ＨＰへのリニューアル

1098 長崎県 橙や ―
少人数会食の個室ニーズに対応することで失客防
止と集客アップ

1099 長崎県 有限会社　ミクニ 2310002008272 価値を伝える広告宣伝で新規客数アップ

1100 長崎県 おかし工房Ｌｏｃｏ ― 店外の販売チャネル開拓のための生産量拡大
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1101 長崎県
株式会社　グリーンライフ
大島

5310001013477
理想の庭園を実現させる新システム導入のためのＨ
Ｐリニューアル

1102 長崎県 谷川クリーニング ―
「集配サービスＰＲ」「法人向け営業」強化による新規
顧客獲得

1103 長崎県 ㈲ワルツの森　ひさ家 1310002008331
こだわりのみえるオリジナルケーキや特別なギフトの
販路開拓

1104 長崎県 LuLudi ―
ＣＳ向上と販促ツールリニューアルによる顧客間の
情報発信強化

1105 長崎県 有限会社いまむら 2310002007638
デリバリー事業と活いかメニューの販売拡大による
収益アップ

1106 長崎県 協和特殊株式会社 7310001009201
ホームページでの在庫情報発信で新規ビジネス展
開を行う

1107 長崎県 雪の浦手造りハム ―
HPリニューアルに伴うデザインの一新による販路拡
大

1108 長崎県 ダフネ ―
英語と数学の同時授業を可能にして生徒の獲得と維
持

1109 長崎県 ＴＯＵ ―
アイドルタイムを活用したカフェ営業強化による販路
開拓

1110 長崎県 有限会社　オートプロ 8310002007748
新サービス「マイカーリース」のＰＲ看板による新規顧
客獲得

1111 熊本県 有限会社　中島製麺工場 1330002026744
新商品パッケージデザイン開発とチラシの作成配布
による販売促進

1112 熊本県 (有)第一マーク 4330002028556
オリジナルデザインＴシャツの販売強化による新規
顧客開拓

1113 熊本県 ヨシナガ化粧品店 ―
シニア世代に向けての健康美容の確立による顧客
拡大

1114 熊本県 株式会社　川辺 7330001016328 熊本地震後の復興へ向けた支援事業

1115 熊本県 大秀建設株式会社 5330001016131 土木積算システム導入による新規顧客獲得

1116 熊本県 玉名食品 株式会社 9330001014783
新規顧客開拓のため絞込んだ市場へ集中的にチラ
シ配布等で売上増

1117 熊本県 Kitchen78 ―
宇土の菊芋が生む　親と子のしあわせ創出の仕組
みづくり

1118 熊本県 Natural Style ―
果物サイトの立ち上げで荒尾梨、天草柑橘類等の販
路開拓

1119 熊本県
まるかんのお店ひかり玉
名店

―
社会人向けパーソナルeラーニングの新規販路開拓
事業

1120 熊本県 荒牧自動車 ―
お客様に心から満足してもらうためのサービス力強
化事業

1121 熊本県 常楽酒造　株式会社 1330001016028
商品力向上（パッケージ刷新）のための瓶タックラベ
ラー導入

1122 熊本県 ラフティングＨＥＡＲＴ ―
女性顧客獲得のための施設（休憩所・更衣室・トイ
レ）改装

1123 熊本県 西田商店 ―
穀物洗浄機導入による自家栽培芋類の高付加価値
化

1124 熊本県 小麦亭 ― プライベート空間を確保した快適な飲食環境の提供

1125 熊本県
まぐろやサンロードシティ
店

― 女性顧客をターゲットとした店舗内外装工事
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1126 熊本県 一武歯科技工所 ― 義歯成型器購入による新規顧客獲得事業

1127 熊本県 山村自動車整備工場 ― 自動車事故診断書提供による顧客満足度の向上

1128 熊本県
メンズ＆レディース　ウイ
ンズ

―
入店しやすい店舗外観への改装による新規顧客の
獲得

1129 熊本県 株式会社アスリー 7330001019223
たもぎ茸の差別化・たもぎ茸を使った新商品の販路
開拓事業

1130 熊本県 tantan plus ― 新規の整理収納サービス事業で販路開拓

1131 熊本県 井芹自動車板金塗装 ― 新基準車両に対応するＦａｓｔＲｅｐａｉｒサービスの開発

1132 熊本県
ECO九州ツーリスト合同
会社

4330003002386 九州脊梁山地の魅力を発信！　顧客倍増計画

1133 熊本県 市房食堂 ― 顧客の新規獲得・高齢化へ対応する店舗改装

1134 熊本県 ケイホーム ―
チラシ配布による地域に密着した相談会の開催で新
規顧客の拡大

1135 熊本県 コムシロン・カフェ ―
ストアコンセプト強化とＩＴ利活用による観光客回遊客
等開拓事業

1136 熊本県 有限会社上田農機 5330002024158
量販店に負けない！入りやすい店舗づくりで新規客
増加事業

1137 熊本県 みどりや ―
安心して来店できる店づくりと販促品による顧客増
加・販路開拓

1138 熊本県 市房観光株式会社 7330001016096
宿の魅力を表現した新規看板、提灯設置によるＰＲ
強化と集客増加

1139 熊本県 藤本製茶 ―
「やまが復刻紅茶」新たなフレーバーティーとティー
パックの試作

1140 熊本県 有限会社　白鳩美容室 8330002022844
熊本地震にも負けないお客様の安全、安心、アット
ホーム美容室

1141 熊本県 ナチュラルスタイル ―
「フレッシュアップセラピー新サービス」による新規顧
客獲得事業

1142 熊本県 スラップスティックフォト ―
「人吉球磨の文化財を主軸に捉えたコンテンツ」海外
拡販事業

1143 熊本県 合資会社　高田酒造場 4330003004333
有名百貨店へのギフトカタログ掲載による販路拡大
事業

1144 熊本県
合同会社フットパス研究
所

2330003006760
付加価値を向上させるドローン空撮新サービス開発
と販路開拓事業

1145 熊本県 民宿イルカ館 ―
新たに入浴場を設置することで顧客満足度を高め販
路拡大を目指す

1146 熊本県 ガラス工房カリヒロ ― 観光地への移転による販路開拓

1147 熊本県 紋次郎 ―
オリジナルメニュー充実と店舗改装による県外の新
規顧客獲得事業

1148 熊本県 セキ合同会社 3330003006520
ノルウェー発レッドコードエクササイズを用いたリハビ
リ支援

1149 熊本県 荒木写真館 ―
ストーリー性溢れる写真の展示会開催による町外高
齢顧客獲得事業

1150 熊本県 有限会社ティーエヌケイ 3330002029919 ホームページ作成による広報力強化

46/77



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

1151 熊本県
（株）水本オレンジガーデ
ン

3330001011943 皇室献上園のみかんソフトクリーム販売事業

1152 熊本県 株式会社ラ・ヴィリエ 2330001014674
事業内容の認知度向上及び新規顧客獲得による売
上ＵＰ計画

1153 熊本県 こま工房どんぐり ―
肥後こまの復活民芸品からパフォーマンスアイテム
へイメージ転換

1154 熊本県 ゴルフ上達計画 ―
他社と違ったゴルフレッスンを認知して頂くための告
知､情報発信

1155 熊本県 スパイス＆カフェｎｉｃｏ ― オリジナルカレーソースのテイクアウト及び通信販売

1156 熊本県 有限会社　球磨緑地 1330002030119
スマホ対応サイト構築による顧客獲得・生産性向上
の潅水設備導入

1157 熊本県 チャングプラント ― カレー教室でスパイスを学び、顧客獲得を図る事業

1158 熊本県 (有)竹原建築 9330002027561 ３Ｄ建築ＣＡＤシステムの導入による販路開拓事業

1159 熊本県 中村鉄工所 ― プラズマ切断機の導入で受注件数増加計画

1160 熊本県 海上タクシー大鵬丸 ―
ホームページ予約システムの活用で集客力アップ計
画

1161 熊本県 ニューくらたけ海ホタル ―
天草地魚を活用した「すり身販売」の展開で売上向
上計画

1162 熊本県 味千食堂栖本店 ―
「天草の幸を味わえます！」のアピールで集客力向
上計画

1163 熊本県 有限会社ガレージ・イン 6330002029619
受注能力強化をベースとした法人と観光客の販路開
拓

1164 熊本県 有限会社ツインズ 2330002012099 トイレを改装し女性の顧客を獲得する

1165 熊本県 有限会社　喜久屋 5330002022434 スマートフオンのＩＣカードを活用した販路開拓事業

1166 熊本県 温泉旅館　水上荘 ―
直通予約の獲得向上のためのスマホ対応型HPへ充
実リニューアル

1167 熊本県 合資会社　広田商店 8330003000733
良質なお米を選別・精米する機械導入で、自社逸品
の売上拡大

1168 熊本県
（株）温泉の駅リバージャ
ンプ

2330001016241 名入れタオル、リーフレット、ホームページ制作

1169 熊本県 Ｄｉｎｉｎｇｂａｒえん ― 「料理教室」開催による新たな分野での販路開拓

1170 熊本県 (資)中村製粉 1330003001944 九州おやつプロジェクトの開発･販路拡大

1171 熊本県 串焼きモダン ―
選択制宴会メニューの提供による新規団体客獲得
事業

1172 熊本県 ヘアーサロンISHIHARA ―
店舗・駐車場の看板設置による認知度UPで新規顧
客獲得

1173 熊本県 合資会社藤田商店 3330003004227
地域の特徴を活かした「地域ミニ物産館」としての需
要拡大

1174 熊本県 株式会社あんず 9330001014791 山鹿和栗地産地消拡大事業

1175 熊本県 株式会社　秀 4330001020159 当社限定商品の増販を目的とした販路開拓事業
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1176 熊本県 有限会社　文殊のちえ 5330002025189
きなしょうがブランド化に向けた「きな生姜ジャム」の
販路開拓

1177 熊本県 花 ―
定期的な歌唱大会開催に伴う店舗の接客機能向上
事業

1178 熊本県 きくすい学習舎 ―
企業向け訪問型Iot及びAI人材育成事業への新規参
入

1179 熊本県 (有)苓北真珠 4330002029331
観光客受け入れ施設改修による集客増を図る取り
組み

1180 熊本県 アジル株式会社 4330001011975
真空包装機の導入による新たなタケノコ加工商品の
販路拡大事業

1181 熊本県 ウッディーハウス ―
看板設置による認知度向上と店内環境の改善によ
る誘客事業

1182 熊本県 中野自動車工業 ― 身近な車のかかりつけ病院のような工場へ

1183 熊本県 五木とうふ店 ―
移動販売並びに店頭販売PR強化による新規売上獲
得事業

1184 熊本県 陶丘工房 ― 観光客を対象とした陶芸体験強化による販路拡大

1185 熊本県 まつなが歯科技工所 ―
訪問歯科診療用コバルト入れ歯技工の取組による
販路拡大の実現

1186 熊本県 松井製茶工場 ―
自家製栗まんじゅう生産効率向上による販路拡大事
業

1187 熊本県 食の天草にじ ―
食の安心・安全を提唱する工場直売の導入と販売体
制の確立

1188 熊本県
ＯＨＣ　オジサン・ハンドメ
イド・カフェ

―
バイク整備スペース拡張に伴うコンテナハウス及び
宣伝テント設置

1189 熊本県 有限会社田山商会 1330002031001
スキャンツールとオイルチェンジャー購入による新規
顧客獲得事業

1190 熊本県 有限会社ハリカ熊本錦 7330002031061 店舗外装一新によるリニューアルオープン

1191 熊本県 有限会社アイエス 5330002022649 スマートフォンと原価計算ソフト連携で新規顧客獲得

1192 熊本県 松本石材・松石庵 ―
オープンテラスで小国特産おいしいスイーツを食べ
てもらおう事業

1193 熊本県
株式会社　親父のガンコ
とうふ

5330001017286
新規客獲得の為のパンフ、移動販売車ラッピング等
による販路開拓

1194 熊本県 日向草 ―
必見！小国でしか味わえなかった日向草をテイクア
ウトで全国へ！

1195 熊本県 手打そば優心 ― www“本格手打そば屋の鴨南蛮そば“co.jp

1196 熊本県
小さなレストランふきのと
う・明治牛乳水上販売所

―
お客様満足の為の店内備品の改善と店舗立地のPR
による売上強化

1197 熊本県 有限会社　森田竹材店 2330002019920
熊本地震に負けるな！事業を継承するまで何度でも
立ち上がる事業

1198 熊本県
LPmonza（エルピーモン
ツァ）

―
女性客・家族連れ客獲得のための化粧室の改装と
待合室新設事業

1199 熊本県 いちのみや整骨院 ― ＥＭＳマシンを使った実費メニューの作成

1200 熊本県 株式会社Ｖｉｅ　Ａｉｍａｂｌｅ 1330001018651
チラシによる新規販路開拓と5周年イベントで売上拡
大計画
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1201 熊本県 有限会社　渡辺自動車 8330002029336
レストア事業拡大のための商談・在庫スペースの設
置

1202 熊本県 有限会社　熊宮自動車 7330002020469
スポーツカー中古車セミオーダーシステム認知度向
上プロジェクト

1203 熊本県 有限会社　平井文進堂 9330002028964
店舗外装看板の設置やＨＰ情報発信等による認知
度向上事業

1204 熊本県 有限会社やえ 5330002010760
駅前の立地を活かし仕事帰りの美容力UPによる顧
客取り込み事業

1205 熊本県 有限会社　伊美自動車 7330002029650
地域に根付いた取組でお客様の心をつかみ、地域
№1店舗を目指す

1206 熊本県 小山製茶 ―
茶産地及びこだわり商品の知名度ＵＰとＩＴによる販
路拡大

1207 熊本県 サポート　ゼロワン ―
ＩＴサポートと観光マップの改造及び協賛店募集と観
光客へのＰＲ

1208 熊本県 海賊村 ― 安全な駐車場の拡張整備による販路拡大を目指す

1209 熊本県 川崎工業株式会社 2330001014303 半自動溶接機導入による業務効率化で受注増加！

1210 熊本県 AYUMI ROSE ― 食べてプルプル・つけてしっとりセットの開発

1211 熊本県
Farmers cafe SAKURI (咲
莉)

―
新規お客様の確保とリピーター客の増大、顧客満足
度向上の実現

1212 熊本県 久木野庵 ―
俵山トンネルルート観光客の効率的集客と出張・物
販強化事業

1213 熊本県 有限会社　いばらき 3330002017576
着物業界初、「一ヶ月着付けマスター講座」で新規獲
得

1214 熊本県 斉木自動車 ―
ショールーム風な店舗を活かした全天候型展示ス
ペース設置事業

1215 熊本県 有限会社 大輝不動産 4330002016858 任意売却事業による売却依頼獲得

1216 熊本県
森のくまさん　Bon
Gateaux

―
ホームページによる情報発信の充実と予約商品の
売上UP計画

1217 熊本県 焼肉　俺の牛 ― 熊本復活!通販で全国に届ける燃える赤いお肉たち

1218 熊本県 有限会社双葉寿し 1330002024038
椅子テーブル導入による足腰の悪い人や高齢者に
優しい店づくり

1219 熊本県 太田黒司法書士事務所 ―
ホームページ作成と高齢者向け情報誌による販路
開拓

1220 熊本県 株式会社　北川重義商店 3330001013898
ＨＰ開設並びにデザイン開発による自社ブランド品の
販路拡大事業

1221 熊本県 イタリアンレストランSale ―
インターネットで訴求力向上＆パンフレットによる客
数向上計画

1222 熊本県 有限会社本田農園 5330002020314
農薬不使用ゆず製品を全国展開する為の安全性向
上と販路開拓戦略

1223 熊本県
株式会社ダイヤモンドブ
ルーイング

9330001023181
クラフトビール事業化による広告展開と販路開拓事
業

1224 熊本県 栗原写真場 ― 七五三撮影用衣装導入等による新規顧客開拓事業

1225 熊本県 株式会社　ろのわ 9330001016714
１０兆円ギフト市場でこだわりの有機JAS商品を売り
込む！
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1226 熊本県
(有)ホテルサンクラウン大
阿蘇

7330002023042 無線ＬＡＮ新設による顧客満足度向上計画

1227 熊本県 有限会社穴井木材工場 6330002023332 展示会出展による新規販売代理店の開拓事業

1228 熊本県 肥後製油株式会社 1330001009493
弊社新商品「プラスオイル」の新分野への商品アプ
ローチ

1229 熊本県 株式会社Foreque 3330001022874
新店舗開店のオープニングイベントによる新規客の
獲得事業

1230 熊本県 平住産業 ―
オリジナル自社ブランド「男前表?」の販売チャネル拡
大事業

1231 熊本県
株式会社　阿蘇ハーブ
ファクトリー

4330001018921
新店舗薬草ハーブを使った対話型喫茶コーナーによ
る販路拡大事業

1232 熊本県 天草創磁　久窯 ―
展示会活用で天草陶石を原料に製作した磁器の販
路拡大事業

1233 熊本県 小国菊芋倶楽部 ― 付加価値を上げる地熱利用の農産物加工のＰＲ

1234 熊本県 キッチン・菓りん ―
郷土料理「からし蓮根」のインターネット通販による販
路拡大事業

1235 熊本県 有限会社　戸髙商店 9330002031019
タンクローリー購入による買い物弱者等の新規顧客
獲得事業

1236 熊本県 有限会社山のいぶき 6330002023745
ホームページの作成、外国人用商品メニュー表の作
成

1237 熊本県 からだ学集塾 ―
からだ学集塾販路拡大プロジェクト～セルフケア美
人増殖向けて～

1238 熊本県
林田直樹建築デザイン事
務所

―
3Dソフト導入と広告利用による販売促進、施主提案
力向上事業

1239 熊本県 あいわらんど ―
薪ストーブの設置によるカフェの居心地の良い環境
整備

1240 熊本県 アデコベジフル ―
商品成分をラベルに明記し、アレルギーや健康志向
の新規顧客開拓

1241 熊本県 合同会社けやき工房 7330003006054
「菊の花」×手作りパン＝ヘルシー・おいしい・安心
の健康パン

1242 熊本県 株式会社　光永 3330001020358 「美養カフェ」事業で売上アップ

1243 熊本県 有限会社津留石油 2330002022230 配送サービスの構築による顧客獲得で販路拡大

1244 熊本県 南阿蘇白水そば ―
ホームページ開設による来店客数アップと通信販売
事業の立ち上げ

1245 熊本県 前田カッター株式会社 8330001011154
独自の環境配慮型工法ＰＲにより見込顧客獲得事
業

1246 熊本県 有限会社よしおか 6330002019388
オリジナル調味料「奇跡のたれ」のギフト化による売
上拡大事業

1247 熊本県
株式会社オーケープラン
ニング

6330001021196
生産者の来場が多い展示会出展による組み合わせ
計量機の拡販事業

1248 大分県 マイカーセンターヨシトミ ―
自動車整備サービスの拡充による新規客獲得及び
囲い込み事業

1249 大分県 理容テラサカ ― 店舗改装と最新機器の導入による新規客獲得事業

1250 大分県 合資会社　日野商店 1320003001409
地元酒造メーカーとタイアップした店舗改装で観光客
需要を獲得
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1251 大分県 株式会社　友象 2320002007067
防災士としての防災普及活動と防災・避難用品の販
売

1252 大分県 有限会社　阿部製作所 9320002015014
アルミ・ステンレス溶接機導入による顧客満足度向
上事業

1253 大分県 株式会社　正光堂時計店 2320001008677
ブランド商品・自社オリジナル商品をPRし、新規客獲
得へ

1254 大分県 総合広告ナガノ ―
サービス業に向けた高性能ソフトウェア導入による
販路開拓事業

1255 大分県 えとう整骨院 ― 整骨院のバリアフリーによる新規販路の拡大

1256 大分県 有限会社　住宅企画 5320002006108
天然炭酸水YOIYANA自社商品開発とサービスによ
る顧客獲得

1257 大分県 味処　はなぶさ ―
美味しさを写真で伝えたい。商品パンフレット作成事
業。

1258 大分県 DogBloom（国東ゴコク堂） ― 新商品宣伝による販売促進

1259 大分県 富来茶家 ―
地域の伝統文化を活用した縁起・開運による販路開
拓PR事業

1260 大分県 株式会社　北川塗装 7320001014753
商工会の伴走型事業を着実な成果につなげる為の
新たな広報活動

1261 大分県 わたなべ豆腐店 ― 新商品開発と品質改良による販路拡大事業

1262 大分県 株式会社　エバーシーズ 1320001014981 地域素材を使った新規商品開発と販路拡大事業

1263 大分県 リベラフ ― 「リベラフカフェ」ブランドイメージ向上と事業展開

1264 大分県
株式会社ガリレオレーシ
ング

2320001007919
路地看板及び場内MAP看板、チラシ作成による新規
顧客の獲得

1265 大分県 広瀬自動車 ― 新サービスの実施による、新規顧客の獲得

1266 大分県 スノーポット ―
雑誌への広告掲載による新規顧客の獲得・売上増
加を目指す

1267 大分県 クロツィンゲン ―
店舗「見える化」への取り組みによる新規顧客の獲
得

1268 大分県 人形工房かじか ― 自社ＨＰの新規作成による新規顧客の獲得

1269 大分県 有限会社　豊肥折込広告 1320002018404
撮影機材を使用したＣＭ動画及び販路開拓用折込
パンフレット作成

1270 大分県 田代屋 ― 店舗の国際化による外国人観光客獲得事業

1271 大分県 清川産業株式会社 7320001009588 生産性向上と地域貢献を目指す機材導入事業

1272 大分県 竹尾時計店 ― 自社通販サイトの構築による販路開拓事業

1273 大分県
有限会社　サンビレッチ開
発

7320002019578
情報発信力強化によるリピーターの満足度向上と新
規顧客の開拓

1274 大分県
コミュニティレストラン森の
ごはんや

―
バーベキューオーブンを利用した商品の開発・販路
拡大

1275 大分県
有限会社　あかねの郷・
渓泉

6320002016254 「すっぽん×温泉」ＰＲ及び客室稼働率向上事業
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1276 大分県 くにさき六郷舎 ― 高品質国産まな板のブランド化事業

1277 大分県 お食事処　富 ― 顧客ニーズ対応による新規顧客の獲得事業

1278 大分県 木本仏壇店 ―
お客様の不安を解消する安心・丁寧なお仏壇の引き
取りサービス

1279 大分県 大分水産有限会社 1320002015946
おんせん県おおいたの温泉で養殖した『温泉うなぎ』
の販路開拓

1280 大分県 きれい屋こうの ―
各種広告媒体を活用した過疎地域の新規客の獲得
と機材の導入

1281 大分県 有限会社　福田林業 3320002016257 森への関心を遡及する自社加工木製品の周知事業

1282 大分県 清家自動車 ―
入りやすい店舗とHP・パンフレットによる集客力強化
事業

1283 大分県 有限会社　中宮商店 1320002017059
最新シール機の導入による製造環境改善と販路開
拓事業

1284 大分県 インテリアクラフトきたざき ―
設備導入による生産性向上とHP・看板による売上拡
大事業

1285 大分県 Sweets　House　Miyabi ― 店舗と出展の両輪改善による販路開拓事業

1286 大分県
ナカシマメディカルシステ
ムズ株式会社

3320001011663 ハンドメイド検査用ケープの販路拡大

1287 大分県 有限会社　天雲龍 5320002021354
来店しやすい店作りに向けた店舗改装による集客事
業

1288 大分県 キツツキ舎 ― 「組み立て式店舗」販売促進事業

1289 大分県 耶馬の森 ― [地産外稼]地元産豚肉の新商品の開発と情報発信

1290 大分県
童心回帰農場・TAKETA
株式会社

4320001014285
多様性微生物（常在菌）郡資材[おうちの農園-New
mix]

1291 大分県 ニュー丸福 ―
観光客利便性向上に伴い、新規誘導率アップの看
板設置

1292 大分県 後藤豆腐店 ―
快適性を追求！電動式雨除けルーバーで顧客単価
UP！

1293 大分県 玖珠観光株式会社 4320001010318
ホテル清流ブランドイメージ定着による結婚式利用
者増加事業

1294 大分県 中島酒舗 ―
旅行会社との新たな販路開拓による新規顧客獲得
事業

1295 大分県 car paint K ―
自社鈑金作業の丁寧な仕事ぶりを周知・販路拡大
のための事業

1296 大分県 有限会社　青山 3320002019813 インバウンド集客のためのメニュー表作成

1297 大分県 株式会社　松山堂 2320001008322
新商品のブランディングによる販路拡大とＩＴを活用し
た情報発信

1298 大分県 きこりや株式会社 4320001011506 「バルンバルンの森」アウトドアウェディング事業

1299 大分県
耶馬渓観光開発株式会
社

5320001011018
複合施設のノウハウを活用したケータリング事業に
よる販路拡大

1300 大分県 株式会社　吉見施工 7320001015033
公共工事の左官技術を活かした外構工事部門への
進出
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1301 大分県 滝石石油店 ―
フルサービススタンドが行う、「顧客の憩いの場」提
供事業

1302 大分県 アナイ美容室 ― 生涯顧客の集客の為のメニュー改革

1303 大分県 有限会社　秋好電気工事 6320002020000
地域密着型の電気工事店として地元客の増加及び
客単価向上の実現

1304 大分県 ゆふいんビール株式会社 4320001004096
自社ホームページの刷新で、隔地での新たな市場へ
アプローチ

1305 大分県 名水ゆふの水Ⓡ ―
新規常連得意客の創造と確保～ロハス志向の30代
～50代

1306 大分県 薬膳や　りん ― 「薬膳や りん」の知名度アップ広告と季節ファア実施

1307 大分県 レストランすえひろ ―
本格洋食レストランオーナーがこだわった新規客獲
得計画

1308 大分県 貸別荘　風の里 ―
HPリニューアル・案内チラシ作成による販路開拓事
業

1309 大分県
天然酵母パンの店アン
ジェ

―
陳列レイアウトと包装デザイン改良による顧客への
アピール事業

1310 大分県 コーヒーハウス　ピットイン ― 店舗内外の環境整備による販路拡大

1311 大分県 ポールリカール ― 洋菓子文化を大事にできるような空間・店舗づくり

1312 大分県 からあげ花ちゃん ―
観光客誘致の為看板設置及び受注増に対応する為
のフライヤー増設

1313 大分県 フレイザー九州 ― 塗装事業自社化を周知PRするための事業

1314 大分県 有限会社　かじか庵 2320002017875
休憩スペース（トイレ）の無償提供を図り、新規顧客
獲得を目指す

1315 大分県 スマイル美容室 ― 五感を刺激するシャンプー手法で癒し空間を提供

1316 大分県 有限会社　高橋水産 6320002015314
『別府湾かちえび』のブランディングによる高付加価
値商品化

1317 大分県 ヘアーハウスこうの ― 田舎の道沿いにある「明るいお店」化事業

1318 大分県
合同会社漁村女性グルー
プめばる

6320003001544 製造能力向上とHPの活用による売上拡大事業

1319 大分県 有限会社　三宅水産 9320002017357
業務用フードプロセッサー導入による新商品開発と
販路開拓

1320 大分県 有限会社　志まる 5320002015232
くにさき観光の新たな味力！新鮮な地魚料理の魅力
発信事業！！

1321 大分県 ショッピングあだち ―
高齢化に伴う買物弱者を中心とした宅配サービスの
実施

1322 大分県 しゃも料理　鶏家 ―
こだわりの「素材」と「味」発信による新規顧客（県内
外）の獲得

1323 大分県 たぬき八 ― 店内リニューアルによる中高年層の顧客獲得事業

1324 大分県 手打ちそば ここね庵 ― 販路拡大に向けたこだわりの新メニュー開発事業

1325 大分県 有限会社BGO 5320002015026 EVカーゴミニ三輪の海外展開事業
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1326 大分県 しらす料理の豊洋丸 ― 店内改装による顧客満足度アップと売上拡大

1327 大分県 火水風土 ― 加工場改築とホームページを開設

1328 大分県 菓子処いわまる ― 季節限定商品の活用による販路開拓事業

1329 大分県 稗田茶園 ― 因尾茶「利き茶 飲み比べセット」の新規開発

1330 大分県 旬菜cafeひだまり ―
テラス席増設と情報発信力を強化した新規顧客獲得
事業

1331 大分県 さすけ堂 ― ネットショップにて「贈りたい」人々への販路拡大

1332 大分県 コトノハ雑貨店 ―
顧客ニーズに合ったカタログ制作・展開による新規
顧客獲得事業

1333 大分県 有限会社　サンケン 2320002020094
新規業務の広告・周知を徹底し利用業者・新規顧客
を増加する事業

1334 大分県 豊予農場 ―
「杵築ブランド」の更なる魅力向上のための商品展開
事業

1335 大分県 味ぶん ―
商工会の伴走型事業での店頭販売開始！認知度向
上の為の広報活動

1336 大分県 ディープマリン ―
パッケージ及び包装資材変更による販路拡大と深島
PR事業

1337 大分県 芳の芽 ―
地域顧客ニーズに応える店舗づくり等による地域顧
客の獲得増大

1338 大分県 パティスリー　ジーク ―
オリジナルギフトボックスの制作と販促ツールによる
ギフト提案

1339 大分県 御料理民宿　三休 ― 新開発メニューを楽しんでもらい地域経済貢献事業

1340 宮崎県 工藤写真館 ―
HP開設、チラシ配布による写真館のサービス認知度
向上

1341 宮崎県 有限会社くろきや 2350002011132
大型車両対応型の新たな作業リフト導入による入庫
率等向上計画

1342 宮崎県 お菓子のよしだ家 ―
レジのソフトウェアアップデートと売上等集計・編集ソ
フトの導入

1343 宮崎県 くるき電機制御 ―
CAD導入とHP作成による新規顧客獲得と現状顧客
の販売拡大

1344 宮崎県 オーズ機工 ―
船上でのステンレス溶接作業を可能にすることによ
る販路拡大事業

1345 宮崎県 株式会社あとひき本舗 5350001010495
有機ＪＡＳ認定堆肥を用いた宮崎ハニーイモ新商品
開発と販路開拓

1346 宮崎県 株式会社ツカサ 6350001005016 エステサロンの新規顧客獲得・売上拡大事業

1347 宮崎県 有限会社武田製菓 7350002002795 DMによる店舗への誘導と小売部門の販売促進事業

1348 宮崎県 杉の樹 ― 人に優しい空間で美味しさと楽しさを提供

1349 宮崎県 海山旬菜　はまや ―
看板設置・外装工事＆堀ゴタツ導入による集客アッ
プ事業

1350 宮崎県 和洋食彩　京竹 ―
川南町産野菜を使用したピザ（宮崎ベジピザ）で販
路拡大事業
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1351 宮崎県 レイズモーターサイクル ―
看板設置とバイカーズカフェ開設による集客アップ事
業

1352 宮崎県
合同会社あまてらすの娘
たち

7350003002704
高千穂産100％を魅力とする新土産品で売上拡大を
図る事業

1353 宮崎県 クッチーナ・リナルド ― 販売促進のためのレストラン及びショップの開設

1354 宮崎県 有限会社神仙 5350002013299
多言語での予約システムの構築など来館前から安
心を提供する事業

1355 宮崎県 有限会社カワヒロ 6350002001220 現金客の集客効果拡大事業

1356 宮崎県 株式会社ナルコ商会 5350001012574 PBマスカラの商品開発と販路開拓事業

1357 宮崎県 ＫＯＤＡＭＡＰＡＮ ―
新規顧客開拓と店舗認知度向上の為のホームペー
ジ開設。

1358 宮崎県 運乗建築 ―
ホームページ制作による商圏拡大及び受注獲得事
業

1359 宮崎県 あじ屋 ―
あじ屋ブランド商品の宣伝及び情報発信による販路
拡大

1360 宮崎県 有限会社料理処丸金 7350002013025
旅館のバリアフリー化及びＰＲ強化による高齢客獲
得事業

1361 宮崎県 餃子専門店　口福 ―
催事販売強化と商品ステッカー作成による台湾料理
の魅力発信事業

1362 宮崎県 松源 ―
「ウルトラフロアケアシステム」の導入による新規顧
客獲得事業

1363 宮崎県 幸食品 ―
女性顧客をターゲットにした「骨なし豚足」と「美容石
鹸」の提案

1364 宮崎県 三宅設備興業 ―
解体から造園土木まで一括工事体制の整備による
受注拡大事業

1365 宮崎県 松元エンジニアリング ― バイク部門の新設により、新たな顧客開拓を目指す

1366 宮崎県 西村商店 ―
手作り総菜をその場で食べられるイートインスペース
創設事業

1367 宮崎県 有限会社カイダ興産 8350002017248
観光客取込みと快適性を高める店舗改装による新
たな事業展開

1368 宮崎県 沼村鉄工所 ―
ワンストップ修繕事業の展開と鉄骨加工技術を活か
した新商品開発

1369 宮崎県 南光武道具 ―
剣道文化醸成と後継者育成の為のホームページに
よる販路拡大事業

1370 宮崎県 有限会社河野俊郎酒店 2350002006339
酒屋が造る地元産「甘酒ソフトクリーム」の商品化と
販売促進事業

1371 宮崎県 河原衣料品店 ―
高齢者が集う憩いの店舗づくり及び来店のきっかけ
づくり

1372 宮崎県
高千穂あまてらす鉄道株
式会社

4350001007352
新車両導入を国内外へ効果的に発信し、来場者を
増やす事業

1373 宮崎県 有限会社日高設備工業 8350002009666 住まいの空間イメージの提案

1374 宮崎県 彩 ―
有機EL電照看板設置によるリニューアルオープン店
舗のPR

1375 宮崎県 有限会社工藤自動車 6350002012936
リフト導入による整備迅速化及び事業用車両の整備
獲得事業
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1376 宮崎県 美容室　香り ―
美容椅子の導入による「安心と安らぎの時間」の提
供

1377 宮崎県 有限会社田本製材工場 1350002009771 上下２面かんな版導入による新規顧客の獲得

1378 宮崎県 natural food+イチャリバ ―
多彩なイベントが行えるフロア改装とHP開設による
販路開拓

1379 宮崎県 株式会社海の森 4350001012765
ＨＰ制作によるメヒカリ等加工品の都市部への販路
拡大事業

1380 宮崎県 有限会社宮崎モータース 2350002009696 看板製作による集客・売上増加事業

1381 宮崎県 合同会社魚甚閣 1350003002627
海鮮焼きと焼肉のできる店の新設で新たな顧客層の
獲得計画

1382 宮崎県 居酒屋かのこ ― 販売開拓のための店舗改装

1383 宮崎県 おたに家株式会社 4350001007501
蕎麦店毎のニーズに合った高千穂ソバの製造販売
事業

1384 宮崎県 高千穂車輛整備工場 ―
高齢ドライバー等へのサービス強化による新規顧客
拡大事業

1385 宮崎県 新田うなぎ ― 高齢者用座敷机・椅子の導入による集客

1386 宮崎県 有限会社車輪館 5350002011162
オリジナルレザークラフト商品の新規製作による販
路開拓作戦

1387 宮崎県 グルービーヘアーＫ ―
シェービング＆ヘッドスパによる新たな癒し空間づく
り事業

1388 宮崎県 有限会社山本瓦店 3350002013598
災害に備えた耐震性・耐風性に優れた瓦及び施工
法普及事業

1389 宮崎県 株式会社あくがれ蒸留所 1350001006299
商品のリニューアルに伴う市場調査及び販路開拓事
業

1390 宮崎県 プリズム鍼温灸治療院 ― 水素吸引器の電気分解装置のオリジナル商品開発

1391 宮崎県 株式会社ごこく 1350001011753
出張トータルカーメンテナンスサービスの展開に伴う
ＰＲ活動

1392 宮崎県 有限会社赤坂 3350002009530
浜うどん等オリジナル商品の販促パンフレット制作に
よる販路拡大

1393 宮崎県 有限会社平成商事 6350002017142
ＩＴシステム導入によるリピート率向上及び新規顧客
獲得事業

1394 宮崎県 有限会社吉乃家 6350002017167
真空包装機導入によるかまぼこの新商品開発と販
路開拓事業

1395 宮崎県 大工屋工房芯 ―
「職人直営住宅」の魅力を伝える広報戦略による販
路開拓

1396 宮崎県 有限会社川上商会 3350002005422
ファミリースペース新設による来店客数増加と客単
価の向上

1397 宮崎県 有限会社パルアンドペア 5350002013349
施設利用者様とその家族がおしゃれを楽しむ幸せ事
業

1398 宮崎県 有限会社小野田牧場 7350002018156
牧場直送の新鮮で美味しいアイスクリームで新規顧
客を増やすぞ

1399 宮崎県 株式会社橋本建装 8350001007274
町民への自社モデルハウス利用による高齢者対応
住宅周知事業

1400 宮崎県
株式会社たかはるゴルフ
クラブ

3350001009928
コース売店のトイレ改修による女性客イメージアップ
作戦！
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1401 宮崎県 ケーキハウスくるみの里 ― 壁看板・立て看板の設置

1402 宮崎県 酒と肴の店　桜の蔵 ―
やすらぐ食事空間を作りフォーマルから団欒まで顧
客満足度アップ

1403 宮崎県 Perch ― 「古蔵カフェ」と「特製パンケーキ」のPR

1404 宮崎県 かねまるフローリスト ―
プリザーブドフラワーを使った自社オリジナルギフト
商品の製作

1405 宮崎県 Tricot coiffure ―
最新設備導入によりカラー・パーマの仕上がり感の
質向上計画

1406 宮崎県 有限会社中田自動車 4350002011361
工場・検査場内LED照明設備導入に伴う営業強化・
販路開拓事業

1407 宮崎県 ミツル・プラス株式会社 8350001007695 創業50周年を契機とした催事顧客の囲い込み戦略

1408 宮崎県 丸美水産 ―
新商品プレミアムオイルちりめん缶詰開発による販
路開拓事業

1409 宮崎県 七輪焼　こはら家 ―
七輪焼店の換気扇増設による快適性向上で固定客
獲得

1410 宮崎県 18kazuya ―
清武の食材と新潟の酒を楽しめる居酒屋の店舗改
装・デザート開発

1411 宮崎県 千穂 ―
急速冷凍機の導入によるインターネットでの販路開
拓

1412 宮崎県 ひっぱりだこ ―
大学と工場の町で宮崎ソウルフードの新辛麺開発・
販路開拓

1413 宮崎県 お食事処　橘 ― 手づくりにこだわる「仕出し」で販路開拓

1414 宮崎県 火鉢工房 ― 食による地域貢献のための設備拡大と販路開拓

1415 宮崎県 陽だまり鍼灸治療院 ― メディセル施術による新規顧客獲得事業

1416 宮崎県 夢みるくCocona ― 屋根付オープンテラス新設で賑わい創出事業

1417 宮崎県 中庸漢方 ―
チラシ作成。ポスティング及び新聞折り込み。
Facebook。

1418 宮崎県 有限会社山下石油 6350002016111
トイレ改装によるサービスルーム充実と売上増加事
業

1419 宮崎県 inicie ―
ブログ活用での集客強化と、サイト改修での購入率
UPの実現

1420 宮崎県 有限会社日向技研工業 5350002016095
溶接機械装置の導入による販路拡大・売上増加事
業

1421 宮崎県 株式会社イケコウ 6350001013679 ホームページによる新規顧客開拓

1422 宮崎県 椎葉信雄酒店 ―
改装による店内回遊性向上及び新サービスによる
顧客獲得事業

1423 宮崎県 網焼酒場○丸 ―
新メニュー開発及び朝食メニュー提供による新規顧
客獲得事業

1424 宮崎県 河野フーズ ―
販売形態のシフトによる新規顧客の獲得と収益アッ
プ事業

1425 鹿児島県 オリエンタルスタジオ ―
ママにも優しい快適空間の創造～また来たくなる
ショップ作り～
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1426 鹿児島県 栫井石油店 ―
灯油計量器導入でさらなる地域密着と販路拡大を目
指す

1427 鹿児島県 有限会社　永田商店 1340002026082 顧客目線による安心、安全を追求した施設改装事業

1428 鹿児島県 永浜商会 ―
「創業100年を目指して」奮起と躍動に繋げる店舗看
板等の設置

1429 鹿児島県 いわき写真館 ―
最新ストロボ導入の撮影環境改善で新規顧客獲得
売上増を図る

1430 鹿児島県 まるしんフルーツ ―
店舗照明ＬＥＤ化により商品のイメージアップで売上
増を図る

1431 鹿児島県 屋久島山福農園 ―
4種ウコン新商品の開発と通販カタログ掲載による販
促事業

1432 鹿児島県 仙の家 ―
顧客満足向上のための五右衛門風呂浴室改修によ
る利便性改善事業

1433 鹿児島県 おがた呉服店 ―
新サービス提供による顧客満足度向上と売上増大
の実現

1434 鹿児島県 有限会社倉内本店 7340002025384
明るい店内の可視化による来店客数の増加と売上
拡大

1435 鹿児島県 工房ヤマダ ―
屋久杉伝統文化と最先端技術のコラボレーション事
業

1436 鹿児島県 素泊り宿　でたらめ ―
我が家のつもりでご利用下さい！あなたのセカンド
ハウス補修事業

1437 鹿児島県 株式会社山岳太郎 8011701000338 身障者登山を応援する店内バリアフリー化改装事業

1438 鹿児島県 屋久島デフファーム ―
ローフードの商品化と生産力工場、食材ストック完備
事業

1439 鹿児島県 ファミリードラッグさとう ―
酒・タバコ販売開始を周知する店舗看板の設置と冷
蔵ケースの導入

1440 鹿児島県 屋久島ヒトメクリ ―
屋久鹿肉スモーク製品の開発と商品化・周知広報販
売拡大事業

1441 鹿児島県 荒木商店 ―
都市部の新規顧客への屋久島焼酎の発送販売によ
る販路拡大事業

1442 鹿児島県 メガネ神戸 ―
更に正確でより見やすいメガネ作成の為の自動検眼
システムの導入

1443 鹿児島県
有限会社グリーンホテル
さかえ

3340002019373
聖地巡礼のお客様及びスポーツ合宿のお客様の満
足度を高める事業

1444 鹿児島県
hair space Ｙ,s
YAMASHITA

―
そうだ、床屋に行こう！　サインポール設置でお客呼
び込み

1445 鹿児島県 有木商店 ―
「どこにでも、配達伺います！」　～クーラーBOX購入
事業～

1446 鹿児島県 栗野岳温泉　南洲館 ―
～西郷どんが湯治した温泉～　温泉施設PRで販路
拡大を！

1447 鹿児島県 有限会社　もとせ 3340002014952
「もとせ」を売り込め！～新サービス提供！広報戦略
事業～

1448 鹿児島県 ビジネスホテル　インター ―
～ゆくさおじゃいもした！～　ホテル冷蔵庫等設置事
業

1449 鹿児島県 Leaf ―
イートインスペースの快適性を高める換気・空調設
備の導入

1450 鹿児島県 岡山食品 ― 新商品開発及び利益率改善の為の設備導入
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1451 鹿児島県
レディスファッション　フェ
アリー

―
変化×店舗改装＝真心向上！島人アパレルの売上
拡大計画

1452 鹿児島県 有限会社平瀬製菓 7340002020138
モッチリ黒糖でガッチリ！新パッケージによる売上拡
大事業

1453 鹿児島県 大船文具店 ― 顧客に安心と癒しを与える為の店舗改装事業

1454 鹿児島県
東串良町商工会女性部
ぱわふる会

― 製造環境の整備による商品完成度向上と市場開拓

1455 鹿児島県 hair salon Natural ―
顧客予約対応能力向上のためのシャンプー台，セッ
ト面席増設事業

1456 鹿児島県 株式会社さくら 6340001019818
食材の温度・衛生管理による安心安全な商品提供と
広報宣伝事業

1457 鹿児島県 株式会社　七宝 6340001019149 遊覧船・遊漁船受付事務所の整備改装工事

1458 鹿児島県 (有)小堀石油店 5340002023489
広報看板一式設置により来店客数の増加と売上拡
大

1459 鹿児島県 有限会社しいば 5340002019652
イートインカフェ看板設置と陳列照明の改善による販
売拡大事業

1460 鹿児島県 池田酒店 ―
店舗改装による顧客満足度向上のための快適空間
の創出

1461 鹿児島県 Michiさんの台所 ―
駐車場スペースの確保と改善で実現！新規顧客誘
客と売上増加

1462 鹿児島県 株式会社徳之島製茶 4340001010423
島人お茶屋の顧客ニーズに合わせたお茶の販路拡
大事業

1463 鹿児島県 株式会社大窪篤志建設 5340001015116
顧客ニーズに応えた薪の生産・販売による増収増益
への取り組み

1464 鹿児島県 有限会社　前田肥料店 2340002020651
玄米・野菜の鮮度管理によるリピータ客の増加と売
上拡大

1465 鹿児島県
リラクゼーションルーム
「波の音」

― 新メニュー開発による新規顧客獲得

1466 鹿児島県 ヘアーデザインＫ－１ ―
快適空間の創造～キッズスペース設置による顧客
の囲い込み～

1467 鹿児島県 ハート美容室 ― 顧客に安心と癒しを与える為の販売促進事業

1468 鹿児島県 鮨居酒屋やしま ―
自社ネーム入りタオル・チラシ作成による販売促進
事業

1469 鹿児島県 スマイリー ―
タンカン・島バナナシフォンケーキの通販による販路
拡大事業

1470 鹿児島県 カードックMATSUMOTO ―
ブレーキデイスク研磨装置導入によるサービス力＆
収益増大事業

1471 鹿児島県 天豆 ―
星座ナビゲーションシステムによる天体望遠鏡の
バージョンアップ

1472 鹿児島県
屋久島コテージ森のフェア
リー

―
アクテイブシニア層を取り込んだ販路拡大のための
稼働率向上事業

1473 鹿児島県 株式会社NANGOKU 9340001019633
大型バイク修理事業拡充の為のバイクリフト、油圧
プレス導入事業

1474 鹿児島県 有限会社シゲル自動車 1340002019656
自動車の防錆施工並びに車内クリーニング施工の
為の資機材導入

1475 鹿児島県 かたぎりさん ―
プロジェクター映写を活用した店内イベントによる売
上増加事業
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1476 鹿児島県 kei nakamura jewellery ―
ブログの新規立ち上げ、SEO対策による販路の開拓
事業

1477 鹿児島県
ほあいと　国産大麻編み
もの雑貨

―
見込客リストの獲得とフロントワークショップの内容
充実事業

1478 鹿児島県 Hair Atelier Lanai ―
トータルビューティーサロンに向けての店舗改装事
業

1479 鹿児島県 有限会社　三茸堂 2340002019804 自社酵素飲料の複合的販路開拓事業

1480 鹿児島県 民宿海寿苑　釣り船裕丸 ― 高精度魚群探知機の導入による集客率増大事業

1481 鹿児島県 樹之香 ― 屋久杉アクセサリーショップの魅力倍増事業

1482 鹿児島県 リバージュ ― エステ用ベッド購入及び店舗シャッター整備事業

1483 鹿児島県 けい水産 ―
「生産力向上による販売機会の拡大」と「体験型観光
の推進」事業

1484 鹿児島県 Huckleberry Coffee ―
都会の喧騒を離れた霧島山麓の田舎カフェで過ごす
静かな時間！

1485 鹿児島県 有限会社　矢上写真館 8340002028337
スタジオ撮影からの脱却！新ストロボでロケ撮影を
主力に！

1486 鹿児島県 インテリア忍 ―
アナログ営業を脱却！営業ＩＴ化で新規顧客獲得に
よる販路拡大

1487 鹿児島県 S‐CLASS ―
ホームページ・折込広告の作成と看板設置による新
規創業アピール

1488 鹿児島県 有限会社　稲留建設 4340002028118
神社等特殊建築物修復保存で地域貢献！リフォー
ム工事の販路拡大

1489 鹿児島県 橋口製茶 ―
緑茶商品の長期保存実現から切り開く！新たな販路
と売上増加

1490 鹿児島県 レンタルの山下 ―
宮之浦営業所開設に伴う登山用品レンタル事業開
始案内集客事業

1491 鹿児島県 T’s Factory Paint Shop ―
塗装の彩色精度と作業効率向上が導く新販路・新規
顧客と売上増加

1492 鹿児島県 合資会社徳田百貨店 1340003000854
トクダへＧＯ！島人商店のバリアフリー化を活用した
販路拡大事業

1493 鹿児島県 御食事処　はるみちゃん ― 女性客をターゲットとしたトイレ改装事業

1494 鹿児島県 スーパー太平 ―
惣菜の強化・充実で顧客獲得！オープンショーケー
スの導入

1495 鹿児島県 松川石油店 ―
POS導入による業務効率化で顧客サービスの向上
を目指して！

1496 鹿児島県 有限会社山下製畳 7340002017398 新規顧客開拓とブランディングのための広報活動

1497 鹿児島県 田上建設株式会社 6340001007574
立体的なカラー映像を使った説明で商談成約率の向
上を図る

1498 鹿児島県 株式会社島興 9340001008763
商品の安全確保のためのシュリンク包装機導入と販
路開拓事業

1499 鹿児島県 株式会社ヒラミネ 4340001008888 新「こしきツアーズ」利用者及び売上増加計画

1500 鹿児島県 株式会社　平田建設 9340001015384
時流を掴め！インターネットを活用した民需掘り起し
と新販路拡大
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1501 鹿児島県
株式会社頴娃観光開発
公社

5340001012889
アグリランドえいの魅力UP及び利用客増加の為の
HP作成事業

1502 鹿児島県
ショッピングプラザコスモ
永田店

―
ピザ焼窯設置によるピザ焼・パン焼き体験レジャー
による誘客事業

1503 鹿児島県 SLOW HAIR ―
着付けとヘアセットが一度にできるワンストップサー
ビスの美容室

1504 鹿児島県 有限会社　天野屋 7340002024824
設備導入による安定した原料確保と作業効率の向
上

1505 鹿児島県 株式会社　Ｙｏｐｐｉ 2340001017131 ヒメアマエビ市場拡大のための設備導入

1506 鹿児島県 有限会社海野鉄工 5340002027283 精密検査器導入によるコスト削減と販路開拓

1507 鹿児島県 八千代伝酒造　株式会社 9340001014659 ケースフォーマー導入による新しい生産体制の構築

1508 鹿児島県 富岡製茶 ―
強みをフル活用！オーガニック商品展開事業で切り
開く新販路

1509 鹿児島県 有限会社　かめや 6340002018884 観光客向けの自社商品販路開拓事業

1510 鹿児島県
ノーティーモーターサイク
ル

―
鹿児島市初、ショップ型貸ガレージの安定した経営
黒字の確立

1511 鹿児島県
株式会社屋久島白川茶
園

8340001016045
健康紅茶の商品化とパンフレット・チラシによる周知
販売拡大事業

1512 鹿児島県 株式会社ＫＩＮＥＮＢＩ 7340001016756
体にやさしいＰＢカフェオレベースの開発による販路
拡大を図る

1513 鹿児島県 ポニー食品 ―
急速冷凍庫の導入による販売機会の増加と売り上
げ拡大

1514 鹿児島県 和ダイニングやまぐち ―
お客様の居心地改善と中華のメニュー開発による販
促事業

1515 鹿児島県 たけなか整骨院 ―
充実した生活を取り戻すためには、身体のケア、心
のケアから！

1516 鹿児島県 眞窯　ＭＡＫＯＴＯｋｉｌｎ ―
温かい食卓を演出する使いやすさを重視した器の提
供

1517 鹿児島県 かんばんのハマド ―
看板の老朽化による落下危険度合を無料診断し販
路拡大を図る

1518 鹿児島県 カラオケらいむ ― 朝食提供サービス及びメニューＰＲ強化事業

1519 鹿児島県 シバ巧芸 ―
既存看板の清掃作業とブロック塀アート事業による
販路開拓

1520 鹿児島県 さくら家 ―
店舗調理内スペースの改装(作業効率アップと生産
量アップ)

1521 鹿児島県 癒し茶屋　杜の風 ―
立ち寄り機会増大に向けた店舗所在地案内看板の
設置事業

1522 鹿児島県 ＫＹオート株式会社 3340001011645 レンタカー事業による経営多角化と販売の拡大

1523 鹿児島県 麺屋　希 ―
新メニューの開発とクーラー性能向上による集客事
業

1524 鹿児島県 なんごく株式会社 2340001009005
キャラクターを活用した商品開発とホームページによ
る販路開拓

1525 鹿児島県 ラーメンなご味 ―
空調設備導入と新サービス提供による女性客集客
向上の実現
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1526 鹿児島県 ハッチ美装 ―
職人の技を支える機械導入で売上の機会向上と新
規顧客の開拓

1527 鹿児島県 お食事処　潮騒 ―
集客力アップのための店舗側面へのメニュー写真等
の展示

1528 鹿児島県 有限会社　八重岳 2340002019820 トイレ改装及び看板設置による新規顧客獲得

1529 鹿児島県 有限会社　ナンカ 4340002024109
Ｗｅｂサイトの開設による新規取引先企業の獲得と
事業拡大の実現

1530 鹿児島県 株式会社グレースライフ 3340001018351 結婚式・イベント開催による売上アップ作戦

1531 鹿児島県 有限会社カーマイン 7340002019023 ぶり等のレトルト商品を開発し販路を開拓

1532 鹿児島県 ジョイ・クラフト ―
ホームページ開設とＷｅＢ発信による販路開拓と販
売促進

1533 鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 3340001006216
手土産用餃子の高付加価値商品の開発と販促活動
による新用途創出

1534 鹿児島県 椿商店 ―
オーガニック食品のテイクアウト事業及び加工食品
事業の開設

1535 鹿児島県 おひさまこども園 ―
五感をフル活用した新たな保育児童屋外型育成プロ
グラムの構築

1536 鹿児島県 ＢＡＲＢＥＲ　鋏 ―
訪問カット事業の売上向上のための認知度向上と新
規客獲得

1537 鹿児島県 石走商店 ― 来店客増加の為の「お客様専用駐車場」設置

1538 鹿児島県 マツモト工芸 ― ホームページリニューアルによる商圏拡大事業

1539 鹿児島県 ときわラーメン ―
新メニューと定食の更なる充実で生れ変わった「とき
わラーメン」

1540 鹿児島県 フレンドショップひらかわ ―
効率的で且つ充実した商品提供をもたらす冷凍ケー
スの導入事業

1541 鹿児島県 田中精肉店 ―
店頭販売サービスの充実に繋がる効率性のある設
備導入の事業

1542 鹿児島県 ダイビングリバティ ―
岬マリンレジャー客等に海の魅力と感動を伝える海
中写真ＰＲ事業

1543 鹿児島県 有限会社諸木造園土木 7340002028073 樹木粉砕機導入による作業完了早期化事業

1544 鹿児島県 フラワーショップまとば ―
照明ＬＥＤ化による商品力アップと看板設置による店
舗アピール

1545 鹿児島県
有限会社　はかりや自動
車

4340002019728
次世代整備に向け、診断機の導入による新規顧客
の開拓

1546 鹿児島県 株式会社東旅館 2340001010268
宿泊付随レジャーサービスの提供による新規顧客の
獲得

1547 鹿児島県 有限会社　ナガノ工業 5340002019693
短期設置移動看板設置で当社の認知度ＵＰと新規
顧客の開拓

1548 鹿児島県 四季亭 ―
新規顧客獲得のための店舗内環境改善とＩＴを活用
した集客

1549 鹿児島県
鞆研三土地家屋調査士
事務所

― 測量機導入による業務拡大と新規顧客の獲得

1550 鹿児島県 株式会社　St.Pote 3340001009937 ＩＴ活用による外国人観光客獲得及び店舗改装
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1551 鹿児島県
有限会社　屋久島薬草販
売

7340002019790
キャラクターを活用したプロモーション戦略及び売上
回復施策

1552 鹿児島県 合同会社　89298.com 5340003001568
ヤクシカの魅力を発信するためのＣＩに基づいたデザ
インの制作

1553 鹿児島県 有限会社　荒田商店 9340002019599
認証工場を取得する為の、工具の購入とその周知
のための広報活動

1554 鹿児島県 有限会社お茶の山口園 7340002028148
風味楽しむ新ブレンド茶をブランド化へ(新商品開発
と販路開拓)

1555 鹿児島県 グリーン開発 ―
提案型の営業で集客を向上させるための常設展示
場整備事業

1556 鹿児島県
有限会社三腰自動車整
備工場

9340002018411
移動式中型リフト導入による新たな修理サービスの
実現

1557 鹿児島県 ケーキハウストリコロール ―
物産館催事への積極参加による顧客獲得とリピー
ター化の実現

1558 鹿児島県 あおぞら整骨院 ―
交通弱者支援のための送迎車両導入及び広報PR
事業

1559 鹿児島県 officinalisの小道 ―
より効果的な新規トリートメントサービスによる顧客
獲得事業

1560 鹿児島県 楠田淡水有限会社 1340002027709
リアルな食品モックと消毒保管機器で安全な新商品
開発販売活動

1561 鹿児島県 有限会社屋久島葬祭 8340002019781 ＩＴを活用した商品の提案及び業務の効率化

1562 鹿児島県 有限会社　おおた 8340002017257
新商品の「ローストチキン」による新規顧客獲得・販
路拡大

1563 鹿児島県 岩元商店 ―
惣菜製造環境の整備による顧客満足度向上と売り
上げ拡大

1564 鹿児島県 有限会社　内之浦葬祭 4340002024942
少人数葬儀に対応するための顧客満足度向上と売
上げ増加

1565 鹿児島県 スタディカンパニー押 ― ホームページと実演販売による自社商品のPR事業

1566 鹿児島県 株式会社　サンティ 3340001015332 自社の石けんブランド「Limei　soap」の販路拡大事業

1567 鹿児島県 株式会社　池田電設 7340001015601
ドローンによる空撮とホームページで太陽光施設保
守事業へ進出！

1568 鹿児島県
アグリコーディネーション
鹿児島

― 乾燥野菜の輸出に向けた新規販路開拓

1569 鹿児島県 有限会社松坂屋 2340002028020 商品が分かりやすく楽しいお買物ができる店づくり

1570 鹿児島県 株式会社コーセン 7340001014974
セミオートシール機導入による商品の短納期化の実
現

1571 鹿児島県 西原製麺　株式会社 1340001014055
「ファミリーキャンペーン」実施による「子供連れ家族
客」の獲得

1572 鹿児島県 民宿　松屋 ―
照明設備改装による宿泊環境の快適性向上で新規
顧客開拓事業

1573 鹿児島県 有限会社ウェルテック 3340002013698
ポンプ設備によるライフラインの確保及び販売促進
活動の展開

1574 鹿児島県 有限会社アクア 3340002018177
看板及び看板照明設置による認知度向上と集客売
上の増加の実現

1575 鹿児島県 Biground ―
Biground各事業連携システム制作による売上UP事
業
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1576 鹿児島県 古賀豆腐店 ―
生産性向上とスピード化がもたらす売り上げ向上事
業

1577 鹿児島県 かけろまの森 ―
ホームページ販売サイト強化と受注体制の強化整備
で売上アップ！

1578 鹿児島県 はないちガーデン ―
案内型看板・室外表示板設置による集客・売上増加
の実現

1579 鹿児島県 西田製糖工場 ―
六次化に向けての布石、きび酢一貫生産・販売体制
の確立事業

1580 鹿児島県 よしみ屋 ―
お客様のニーズに即した冷菓製品の販売及び拡販
化事業

1581 鹿児島県 大園フルーツ ―
商品陳列の充実と照明ＬＥＤ化のイメージアップで売
上増を図る

1582 鹿児島県 岩井リアルティー ―
新サービスの周知と集客力向上のためののぼり、看
板設置

1583 鹿児島県 丸山薬品 ―
店舗看板リニューアルとホームページ開設による集
客力の向上

1584 鹿児島県 寿し福 ―
トイレの洋式化で顧客の囲い込みと新規顧客の取込
みの実現

1585 鹿児島県 今和泉理容所 ― トータルビューティーケアによる女性客の集客事業

1586 鹿児島県 小迫商店 ―
子育て中女性の来店促進と満足度・ロイヤリティ向
上の取り組み

1587 鹿児島県 梅木農林機工株式会社 3340001017122
修理状況を見ながら商談可能なスペース創出等によ
る接客機能向上

1588 鹿児島県 有限会社　谷岡 4340002020041 顧客目線に立った販売促進事業

1589 鹿児島県 株式会社やしろ水産 5340001010967
生簀導入で顧客のニーズに応えられる体制確保と
新規販路開拓事業

1590 鹿児島県 お宿　ねぷす ―
人気アクティビティ本格導入による新規顧客開拓と
増収増益計画

1591 鹿児島県 もず食堂 ―
看板とカーポート設置に伴う顧客満足度の向上と売
上の増加

1592 鹿児島県 株式会社　人事アップ 9340001019014 売上アップのための業務周知と営業活動展開

1593 鹿児島県 美容室　髪工房 ―
看板設置に伴う当店の魅力と広報で新規顧客獲得
と売上の実現

1594 鹿児島県 Hello さつま ―
食品ペースト加工機の導入による新商品開発・販路
開拓・売上増加

1595 鹿児島県
有限会社みのる（プラザ
せとうち）

1340002021793
セキュリティ向上でお客様へは安心安全を！自社に
は増収増益を！

1596 鹿児島県 坂元美容室 ―
高齢者に優しい環境作りによる来店者数並びに売上
増加

1597 鹿児島県 堀之内酒店 ―
認知度の向上と新規顧客獲得拡大のための誘導看
板設置

1598 鹿児島県 有限会社　橋之口設計 3340002018367
ラベルプリンターの導入及びチラシの作成・配布によ
る販路拡大

1599 鹿児島県 笑や　ききょう ―
看板設置並びに営業中の告知による店舗の認知度
向上・売上増加

1600 鹿児島県 マルホン糖本舗有限会社 5340002021344
奄美特産「黒糖あめ」の製造コスト削減・品質向上事
業
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1601 鹿児島県 池山自動車 ―
コーティング作業設備の導入による売上の増加並び
に業売の拡販

1602 鹿児島県 株式会社Peony 1340001019698
光美容機導入による新規客の取り込みと“美のトー
タルサポート

1603 鹿児島県 株式会社親和産業 6340001008894
地元客や高齢層・家族層観光客の取込増へ会食
サービスの向上事業

1604 鹿児島県 株式会社ばしゃ山 9340001010699
集客力アップのための快適・安全な、お客様用トイレ
改修事業

1605 鹿児島県 有限会社　新栄物産 4340002019471
南種子町の特産品である赤米を使用した焼き菓子
の商品開発

1606 鹿児島県 協和食品工業株式会社 7340001000074
指名買いに向けたホームページリニューアル、パン
フレット作製

1607 鹿児島県 こもれ日の郷 ―
一般客・観光客への飲食サービス提供開始による売
上拡大事業

1608 鹿児島県 ラ　フォンテ ― 絶品！！奄美大島産ジェラートの販路開拓事業

1609 鹿児島県 ホリデーオートしだま ― お客様のカーライフを満足させる車検整備事業

1610 鹿児島県 サンゴとヤドカリ ―
奄美大島初のグラスボートツアー開発と販路開拓事
業

1611 鹿児島県 島宿　ＨＯＰＥ ―
地産地消サーフボードで『お手軽サーフィンパック』プ
ラン作成

1612 鹿児島県 有限会社　川村ふとん店 5340002015651
「おもてなし」の心で「お店のしつらえをする」店舗改
装

1613 鹿児島県 民宿さんごビーチ ―
奄美大島の自然を満喫できる旅行プラン開発による
ＣＳ向上事業

1614 鹿児島県
株式会社　永井クリーニン
グ

9340001009304
顧客の利便性を最大にいかす24時間営業長時間化
事業

1615 鹿児島県 合同会社味の郷かさり 4340003001874
「南国奄美大島からの贈り物」の販路開拓と情報発
信事業

1616 鹿児島県 阿多理容室 ―
様々な顧客ニーズに対応できる新たな快適・癒し空
間の実現

1617 鹿児島県 朝戸商店 ―
ユニバーサルデザインを取り入れた店内改装で利用
客数増加を図る

1618 鹿児島県
合同会社奄美島おこし
ファーム

5340003002095
奄美の地域資源（長寿食材）を活用した薬膳蕎麦の
販路開拓

1619 鹿児島県 合同会社ゆめりあＳＣ 3340003002064
ゆめりあをもっと知ってもらう為の「ゆめりあマル
シェ」開催

1620 鹿児島県 中華料理　栄屋 ―
お持ち帰りメニューの開始やロゴ製作・チラシ配布に
よる顧客増加

1621 鹿児島県 田舎料理　おかん ―
トイレ改装による店内サービスの充実で女性客獲得
を目指す

1622 鹿児島県 居酒屋　太助 ― 店舗改装等による顧客獲得と顧客満足度向上計画

1623 鹿児島県 グルメハウス食彩館 ―
弁当受注と手作り餃子の販売機会を増やすための
調理場改修工事

1624 鹿児島県 有限会社　古仁屋農産 8340002021696
新商品開発と自社ロゴ・紙袋の作成による販路拡大
事業

1625 鹿児島県 小野ファーム ―
来店者に「優美豚」のおいしさを伝えるためのトイレ
新設事業

65/77



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

1626 鹿児島県 上妻酒造株式会社 3340001009763 ラベル用転写式自動押印機の導入

1627 鹿児島県
カラオケパール、ル・リア
ン

― ターゲット別企画と広報による稼働率アップ作戦

1628 鹿児島県 ビジネスインながた ―
WiFi環境整備によるサービス向上と新規顧客開拓事
業

1629 鹿児島県 ピースカッツ ―
美容室専用ＰＯＳの導入で徹底した顧客管理による
売上拡大事業

1630 鹿児島県 有限会社　川原自動車 7340002024196
新機械設備の導入で、様々な車種の車検、整備を自
社完結する

1631 鹿児島県 ｔｅｐｈｒａ ―
桜島産「女性用ケア商品」の充実した広報活動によ
る認知度の向上

1632 鹿児島県
有限会社　宇都自動車商
会

1340002024144
「福祉タクシー」「付き添いタクシー」を効果的に宣伝
する

1633 鹿児島県 笹野商事株式会社 5340001018267
桑茶を粉末にした新商品開発とＨＰを活用した販路
拡大事業

1634 鹿児島県 いちぞの整骨院 ―
新設備の導入による既存患者の固定化、新規患者
の獲得事業

1635 鹿児島県 有限会社　梅木商店 8340002024146
顧客満足度向上のための応接、接客スペースの新
設

1636 鹿児島県 西芳香園製茶 ―
新規顧客開拓の為のパンフレット作成とホームペー
ジリニューアル

1637 鹿児島県 そば茶房紗菜花 ―
そば粉×地元の食材スイーツ開発による新規顧客
開拓事業

1638 鹿児島県 株式会社　薗田写真工房 5340001007600 「空撮を取り入れた新プラン提供と広報宣伝事業」

1639 鹿児島県
株式会社　マイライフ　オ
オニワ

3340001007619
デコスドライ工法（断熱工事）の顧客獲得と品質向上
と生産性向上

1640 鹿児島県 さつま路 ―
霧島温泉の料理店による外国人旅行者を対象とした
顧客開拓事業

1641 鹿児島県 食市場テイクフーズ ―
看板設置によるお店の認知度向上とお客様増加の
実現

1642 鹿児島県 ヘアーメイクフェリス ―
看板設置によるお店・サービス内容の認知向上と顧
客増加の実現

1643 鹿児島県 有限会社谷口商店 9340002018320
籾摺り機導入による新サービス提供と売上増加の実
現

1644 鹿児島県 民宿　友悠 ―
段差解消・カウンター等設置による食堂利用促進事
業

1645 鹿児島県 株式会社亜希和味 9340001018940
癒しの中国茶カフェで地域のサロン的役割を目指す
空間づくり事業

1646 鹿児島県 南和株式会社 2340001019598 看板設置による知名度の向上と販路拡大事業

1647 鹿児島県 リバティーオーシャン ―
店内空調改善による顧客満足度アップと販売機会創
出事業

1648 鹿児島県 丸崎養鶏場 ―
自社卵品質の見える化とWebサイト構築による販路
拡大事業

1649 鹿児島県 有限会社エス・ユー・イー 8340002021671
設備導入による快適空間創出でCS満足度向上と売
上増進計画事業

1650 鹿児島県 合同会社　OceanLine 5340003002228
特産品販売による来店者獲得のための冷蔵ショー
ケース導入
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1651 鹿児島県 株式会社　オニツカ興産 7340001018091
島外催事に出展頻度を増加させるための真空脱気
シーラー導入

1652 鹿児島県 株式会社　ワインド 6340001018092
マリンサービス事業本格参入のための自社ホーム
ページの導入

1653 鹿児島県 与論ホンダ販売 ―
来店者不便解消のための店舗出入り口シャッターの
改善

1654 鹿児島県 有限会社マルマサ製茶 5340002024669
小売部門開設に伴う売場設置及びロゴパッケージ開
発事業

1655 鹿児島県 若杉英語教室 ―
英語教室の新装移設及び広報の充実による販路開
拓事業

1656 鹿児島県 与論奉菓　はな ―
パッケージ・包装紙・販促品開発及び催事等出展に
よる販路拡大

1657 鹿児島県 民宿　竹丸荘 ―
共有トイレの洋式ウォシュレット化による利用者満足
度向上

1658 鹿児島県 布雑貨ＭＩＭＯＡ ― 新商品開発・新ブランド確立のための販路開拓事業

1659 鹿児島県 かめや ―
顧客からの信頼度獲得・販路拡大のための発電機
導入

1660 鹿児島県 市来商店 ― 「魚屋食堂」の展開に伴う店舗内装工事の実施

1661 鹿児島県
まんりょう税務会計事務
所

―
大隅地域の各自治体広報キャンペーン広告による
販路開拓

1662 鹿児島県 寝具プラザ　タケサン ―
ホームページ作成及びネット販売システム構築に伴
う販路開拓事業

1663 鹿児島県 株式会社　菊永鉄筋工業 2340001012925
廃材鉄筋を再利用したアイアン家具・雑貨の製作に
よる売上拡大

1664 鹿児島県 有限会社　古市製茶 4340002024364
HPのリニューアルと新商品開発による新規顧客獲
得事業

1665 鹿児島県 株式会社　山中建築 5340001016717
自動研磨機等導入による作業効率化で受注拡大事
業

1666 鹿児島県 きもの家いわい ―
大島紬を再利用したオリジナル商品による新規顧客
の開拓

1667 鹿児島県 永岡設備工業 ―
リフォーム、解体工事メニュー開発と新規顧客の獲
得と売上アップ

1668 鹿児島県 民宿　えびす屋グループ ―
外国人顧客も一目でわかるお店と旅の思い出を深
める案内の充実

1669 鹿児島県 （有）藤田印刷 6340002020147
お客様の利便性向上と新規顧客獲得に繋げる印鑑
製造彫刻機の導入

1670 鹿児島県 杉本酒造合資会社 4340003001040
販促に伴うホームページ改良および販促用印刷物
の作成

1671 鹿児島県 大村温泉管理 ― 井戸ボーリングによる経営の安定化

1672 鹿児島県 有限会社　浜島水産 1340002022759
魚介類の新鮮なおいしさをその場で味わえる飲食ス
ペースの改善

1673 鹿児島県 えいスポーツ ―
店内売上アップのためのプレス機導入及び看板設
置による広報事業

1674 鹿児島県 高崎酒造株式会社 7340001009710
新商品開発による事業範囲の拡大と新市場への進
出による顧客創出

1675 鹿児島県 株式会社フォレスト 3340001017469 国内・海外の販路拡大と輸出用ＢＩＢ製造の効率化
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1676 鹿児島県 有限会社肉のこせど 7340002027926
肉の筋切機導入による商品品質のワンランクアップ
事業

1677 鹿児島県
有限会社セブンプラザフク
ダ

4340002027821 リフォーム展示コーナー設置による売上拡大事業

1678 鹿児島県 川森鉄工所 ―
溶接機導入によるお客様ニーズに対応できる体制づ
くり

1679 鹿児島県 株式会社クリア設計 4340001016478
建築主のよきパートナーとしての認知度向上と海外
への事業展開

1680 鹿児島県 佐藤建具・ふすま店 ―
薩摩の匠の組子細工の量産で和テイストリフォーム
建具事業の推進

1681 鹿児島県 ハブロード奄美 ―
オリジナルガイド計画の開発による集客・販路開拓
事業

1682 鹿児島県 諸木農園 ―
ブランド構築に伴うWEB開発と有機桑葉商品のパッ
ケージ開発

1683 鹿児島県 キッチン シュエット ―
当店で調理したものをその場で加工し販売できる体
制の構築

1684 鹿児島県 有限会社　小園工務店 1340002025415
トータルステーション導入による測量技術を活用した
販路開拓

1685 鹿児島県 有限会社　原ハブ屋奄美 2340002021223
毒蛇ハブ革製品の品質向上・コスト削減によるブラン
ド力向上事業

1686 鹿児島県 ウイクリーイン隼人 ― お客様満足度向上による集客UP事業

1687 鹿児島県 Can．ｎｅｎ　Ｓｕｒｆ ―
奄美発信・顧客満足度向上、購買力を高めるための
店舗改装事業

1688 鹿児島県 株式会社　みのり 2340001015498
大浴場と館内壁クロスの改装により、宿のイメージ
アップを図る。

1689 鹿児島県 株式会社　まえだ屋本舗 4340001010497
ＨＰ開設による認知度ＵＰ・情報発信・集客及び伝統
芸能の継承

1690 鹿児島県
有限会社　レストランすま
いる

8340002014329 すまいる黒毛和牛すき焼き開発と広報事業

1691 鹿児島県 株式会社　妙見石原荘 1340001008081 オンラインショップ（通販）サイトの構築

1692 鹿児島県 株式会社　ヨネシゲ 4340001019522
お得で安心安全なリフォーム工事相談場所設置事
業

1693 鹿児島県 味樹家 ― 鹿児島県産品の開発及び都市圏への販路開拓

1694 鹿児島県 麺処はるか ― 店舗改装による集客力アップと新規顧客の開拓

1695 鹿児島県 有限会社　山口米店 1340002015317 販路開拓のためのホームページ作成

1696 鹿児島県 ライダーズステーション ― 二輪車の売買拡大とネットワーク構築事業

1697 鹿児島県 株式会社知覧農園 8340001017811 新たな商品の包装パッケージのデザイン並び作成

1698 鹿児島県 薩摩英国館 ―
商品パッケージの改良とチラシ・ウェブ広告を活用し
た販路開拓

1699 鹿児島県
はちみつ西垂水養蜂園株
式会社

4340001016404 自社看板とチラシ作成による販売強化事業

1700 鹿児島県 たつみや ― 好立地を活かしたPRと快適空間の創出事業
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1701 鹿児島県
たまご屋のSweets工房
RANKO

―
「バウムクーヘン」販売する為のパッケージ(オリジナ
ル箱)制作

1702 鹿児島県 宮下商店 ―
真空ガス充填シーラー導入による高付加価値なシー
リング

1703 鹿児島県 あかつき産業株式会社 9340001014832 配送用車両車体広告によるギフト商品PR事業

1704 鹿児島県 有限会社　新澤商事 7340002025673 容器包装機器導入による商品品質向上事業

1705 鹿児島県 有限会社サガヤマハウス 8340002024253
売り上げ増加のための自社認知度アップ及び情報
発信事業

1706 鹿児島県 新富マルシェ ― 新富マルシェ号宅配事業

1707 鹿児島県 知覧醸造株式会社 1340001012810 自社のイメージに合ったホームページ立ち上げ事業

1708 鹿児島県 株式会社　二宮鉄工 3340001014202 災害時における早期点検による自社評価向上事業

1709 鹿児島県
株式会社　薬草酢本舗芳
山坊

5340001018226 薬草酢「神の草」認知度向上事業

1710 鹿児島県 有限会社　有馬電建 8340002024848 住宅営業支援ソフト導入による顧客満足向上事業

1711 鹿児島県 Dive　Time ―
ダイビングライフの顧客満足度アップを追求する事
業

1712 鹿児島県 麺笑　やなぎ庵 ―
厨房の改装工事による対応人数と食数の増加によ
る売上の増加

1713 鹿児島県 有限会社　興紬商店 9340002020730
オリジナルカタログ作成によるイメージの具現化、購
買意識の向上

1714 鹿児島県 ミツル電器 ― リフォーム客に特化した空調設備体感事業

1715 鹿児島県 有限会社　森商事 8340002020434
遊休スペースを有効活用、飲食スペースへの店舗改
装で顧客開拓

1716 鹿児島県 きらく ― お客様の需要に応えた個室スペースの提供事業

1717 鹿児島県
コーヒーハウス　空のふも
と

―
外国語メニュー等インバウンドサービス強化による新
規客開拓事業

1718 鹿児島県 株式会社　麗可 4340001017600
ＨＰリニュアルによる新規顧客の開拓及びフランチャ
イズ店の募集

1719 鹿児島県 有限会社白熊屋 2340002000549
新商品「もつ鍋セット」の開発・販売と集客力アップ事
業

1720 鹿児島県 有限会社 野崎 3340002000606
ホームページとリーフレット配布等による「健康お掃
除」のご提案

1721 鹿児島県 森建築設計事務所 ―
顧客ニーズに即した3DCADシステムの導入による顧
客獲得

1722 鹿児島県 和風レストラン丸屋 ―
設備導入とHP開設による顧客獲得と顧客満足度向
上

1723 鹿児島県
有限会社伊集院食品工
業所

7340002000453 新商品の醤油加工品販路開拓事業

1724 鹿児島県 有限会社　東デンソー 8340002021779
設備導入による新サービス展開と看板製作による広
報

1725 鹿児島県 スリ浜鍼灸院 ― サービス向上による新規顧客の獲得
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1726 鹿児島県 東京屋菓子店 ―
高齢者向け新商品開発及び製造量増加のための熱
源機器導入事業

1727 鹿児島県 有限会社　オダハラ商会 6340002014611
本社建物を有効利用し、来客増加と業務内容の認
知度向上を図る

1728 鹿児島県 そば喜多 ―
ランチ時間営業の開始にむけた室内空間リニューア
ル事業

1729 鹿児島県 工房てたか ―
おくら珈琲、喜び入る珈琲を全国へ！自社ＨＰリ
ニューアル事業

1730 鹿児島県
株式会社シャポーン鹿児
島鶏龍治農場

1340001014641
シャポーン鶏生産拡大のための飼料製造機器導入
事業

1731 鹿児島県 大坪茶舗 ―
「霧島・みぞべ茶」の販売促進につなげるための広
報事業

1732 鹿児島県 日本料理徳光軒 ― お土産用いなり寿しの商品開発で販路開拓

1733 鹿児島県
ダイビングサービス
ティーダ

―
顧客の安全と満足度向上の為の海風防止壁設置事
業

1734 鹿児島県 おかし畑馬場 ― 生クリーム大福販売推進による顧客基盤の拡大

1735 鹿児島県 有限会社　大迫自動車 7340002023339
長島初　自動車レスキュー隊による新規顧客獲得と
イメージアップ

1736 鹿児島県 手作りの店　心地庵 ―
バリアフリー型店舗サービスによる集客パンフレット
の作成

1737 鹿児島県 テコの屋 ―
地産地消メニュー開発及び新サービス提供による販
路開拓・拡大

1738 鹿児島県 お食事処　八重さくら ― 10周年の期間限定メニュー広報で顧客基盤拡大

1739 鹿児島県 浜島商店 ―
集客・販売促進を目的としたイートインスペースの新
設

1740 鹿児島県 Colors ―
自社認知度向上と店舗内空間創りによる顧客満足
度向上の実現

1741 鹿児島県 株式会社にいやま園 1340001000154
店舗小売部門の強化による地域潜在顧客の掘り起
し

1742 鹿児島県 有限会社　金井工芸 7340002020765
プロモーションビデオによる「記憶」に残る販路開拓
事業

1743 鹿児島県 DiveService BLUEGATE ― 船上トイレ設置にて顧客満足度向上事業

1744 鹿児島県 炉ばた焼　味覚 ―
店内改装にともなうシニア女性客に向けての優しい
店作り

1745 鹿児島県 有限会社　浜建空調設備 7340002027001
最新のエアコン用洗浄機の導入による顧客満足度
向上及び売上増大

1746 鹿児島県 上口自動車 ― 新規客獲得のための塗装設備活用事業

1747 鹿児島県 マテリアランチ.com ― 自店の周知強化による販路開拓事業

1748 鹿児島県 有限会社　荒木陶窯 9340002012554 他県への販路開拓を目的とした展示会開催事業

1749 鹿児島県
有限会社かごしま自然養
鶏センター

8340002012571
3部門を活用した，ホームページ作成による販路開
拓事業

1750 鹿児島県 ミドリ電化 ―
倉庫を改装し、小売・パソコン研修ができるようして、
売上アップ
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1751 鹿児島県 有限会社　長島観光バス 5340002022664 観光バスの清潔感と安心・安全なイメージアップ戦略

1752 鹿児島県 Cafe　aka’aka ― 販路開拓のためのWEBサイト整備事業

1753 鹿児島県 欧風菓子　コロンブス ―
新商品「島ミカンかるかん」の品質強化による販路開
拓と集客

1754 鹿児島県 株式会社　梅月堂 4340001013434
自社ホームページでのインターネット販売の開始とブ
ランド強化

1755 鹿児島県 株式会社　菊栄丸水産 6340001019792
新商品「長島産乾燥ワカメ」解発による一般女性客
への販路開拓

1756 鹿児島県 Dining bar ＭＩＤＯＲＡ ―
新メニュー開発で、新規お客様を獲得するための設
備の導入

1757 鹿児島県 メガネの生視堂 ―
メガネのあらゆるニーズに！スピード対応による新
規顧客獲得

1758 鹿児島県 カーメーク西迫 ―
調色工程における専用室設置による顧客満足度向
上及び売上増加

1759 鹿児島県 西原整骨院 ―
健康・美容増進の為のリラクゼーション施設の併設
事業

1760 鹿児島県 朝日酒造株式会社 5340001011016 木製樽貯蔵の洋風黒糖焼酎の開発

1761 鹿児島県 orgnic salon Calma ―
オーガニックサロン化に伴う広報の為のチラシ作成
と看板設置

1762 鹿児島県 いけすの山和 ―
個室席の和装化による夜の飲食事業拡大とそれに
伴う新規顧客獲得

1763 鹿児島県 吾平種苗 ― 新鮮度アップによる顧客満足度向上と売り上げ拡大

1764 鹿児島県 炭火問屋　煙人 ―
真空調理法機器納入による焼かないお肉の商品開
発

1765 鹿児島県 有限会社児島写真館 1340002000525
地域のお客様に親しんでいただける「優しい店づく
り」事業

1766 鹿児島県
JKインターナショナル株式
会社

1340001016844
お客様獲得のための看板設置及び効果的な情報発
信

1767 鹿児島県 炎舞陶苑 ―
一級技能士が教える薩摩焼の伝統絵付け体験メ
ニューの開発事業

1768 鹿児島県 日の丸竹工有限会社 6340002000628 日置市産竹材を用いた竹炭製品の販路開拓

1769 鹿児島県 大福 ― 完全自家製手打ち十割蕎麦の販路開拓

1770 鹿児島県 小園建匠 ―
１００％自社製材の国産木材を使った家づくりによる
販路拡大

1771 鹿児島県 竹之内寝装店 ―
店舗イメージ向上による来店者数増加と売上げ増大
を図る事業

1772 鹿児島県 居酒屋民宿　珊瑚礁 ―
地元食材を有効活用したサービスの拡充と誘客活
動による顧客創出

1773 鹿児島県
株式会社かごしまツーリ
ズム

2340001012867
地域との一体化で、手軽に楽しめるアウトドア体験の
提供

1774 鹿児島県 南洲堂 ―
「西郷どん」に関連する新商品の開発と宣伝による
新規顧客の獲得

1775 鹿児島県 アバシ庵 ―
団体客に利用可能な座敷の拡張と広報による新規
顧客の取り込み
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1776 鹿児島県
有限会社　南九州きのこ
センター

2340002026536 乾燥えのきシリーズの海外への販売促進計画

1777 鹿児島県 喜界島工房 ―
ギフト向け商品パッケージデザイン及び革新的商品
よる市場開拓

1778 鹿児島県 虹の笑 ― 美味しいの追求と店のブランド力アップ

1779 鹿児島県 〇我利多（マルガリータ） ―
「鹿児島のお魚スモークジャーキー」の販路開拓及
び生産性向上

1780 鹿児島県 有限会社　イースト 8340002019534
肌再生プログラムと新たなサービス提供による新規
顧客獲得事業

1781 鹿児島県 名越造園 ―
回遊式観葉植物園新設による新たな顧客創出と販
路拡大

1782 鹿児島県 株式会社　エスパー電機 3340002019191
地域に密着した高齢者目線の店舗形成による集客
促進

1783 鹿児島県 アムザス株式会社 6340001015981
首都圏顧客新規獲得のための体験型HPへのリ
ニューアル

1784 鹿児島県 ヤキトリ　テッチャン ―
仕込場設置による店内業務効率化によるランチ営業
開始事業

1785 鹿児島県 株式会社　相塲工務店 1340001019302 web活用による受注システム構築事業

1786 鹿児島県 Pizzeria KENCHI ― イベント出展おける販売体制の確立・新規販路開拓

1787 鹿児島県 夢一水産 ―
通販用ホームページの作成による全国に向けた商
品販売と顧客確保

1788 鹿児島県 石元淳平醸造 ―
贈答用商品の梱包デザインの開発による新規顧客
獲得

1789 鹿児島県 (有)タケシ自動車工場 4340002025908
顧客ニーズに応えた安全＆迅速を提供する機械設
備の導入事業

1790 鹿児島県 (有)浪瀬自動車整備工場 1340002026116
顧客の安心・安全・満足をモットーにするカードクター
PR事業

1791 鹿児島県 (株)ボタニカルファクトリー 1340001019129 オーガニック化粧品「BOTANICANON」の販路開拓

1792 鹿児島県 (株)遊喜 2340001014797
鉄のものづくり等の新事業の展開と広報による新規
顧客の獲得

1793 沖縄県 株式会社　ユーライフ 2360001021503
ホームページと看板による伊良部島の魅力発信事
業

1794 沖縄県 さわのや ―
急速冷凍ジューシー（沖縄風炊き込みご飯）の開発、
販路開拓

1795 沖縄県 アシスト行政書士事務所 ― 建設業特化型スマホ対応ホームページ制作事業

1796 沖縄県
有限会社日建エンジニア
リング

7360002003363
地域初！ドローン技術導入による３Ｄ図面・空撮サー
ビス商品開発

1797 沖縄県 RyukyuPrinters ― 下請け受注に向けての販路強化

1798 沖縄県 北からゆいまーる ―
HP・看板による集客とキッチンの設置による長期滞
在者の獲得

1799 沖縄県 エドメ陶房 ―
ヤチムンに対する理解を深めて頂くための陶芸教室
と販促ツール

1800 沖縄県
株式会社農業生産法人テ
クノグリーン

7360001016069
ロス削減と品質向上のための商品開発及び知名度
向上事業
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1801 沖縄県
有限会社グローバルスタ
ンダード

7370002019482
新規客に対するダイビングをメインとした沖縄情報誌
の発行と集客

1802 沖縄県
農業生産法人株式会社
沖縄バイオリサーチ

― パパイヤ発酵飲料のブラッシュアップ及び販路開拓

1803 沖縄県 工房　十鶴 ―
量産システムの確立、新商品開発及び販路開拓事
業

1804 沖縄県 シマシマポタリ ― 新工房移転に伴う生産力強化および販路開拓

1805 沖縄県 米や松倉 ― おもちかえり品の開発と販路拡大

1806 沖縄県 キャプテンズオキナワ ― 本部町モズクの復活！モズク加工開発、販路開拓

1807 沖縄県 circus（サーカス） ― 「エアウェーブ機械を使ったパーマスタイルの提案」

1808 沖縄県 株式会社グレイス・ラム 4360001004919 「日本国産ラム酒いかがですかプロジェクト」

1809 沖縄県 ＫＲＣ宜野湾 ― 「来店型保険購入層」の新規獲得事業

1810 沖縄県
農業生産法人もとぶウェ
ルネスフーズ株式会社

1360001017353 業務用商品販売促進事業

1811 沖縄県 玉城判行政書士事務所 ―
自社とその強みの認知度アップで、集客と売上げ増
を目指す

1812 沖縄県 琉球帆布ファクトリー ―
生地裁断機・テープカット裁断機導入による作業効
率化と商品開発

1813 沖縄県 ゆくりなリゾート沖縄 ― 看板作成・販路開拓・顧客満足度向上

1814 沖縄県 ビタミンキャンドル ―
広告媒体強化に伴う新規顧客獲得及び販路開拓事
業

1815 沖縄県 有限会社まほろば 7360002018907
ホームページ制作及び広報活動強化による新規顧
客増加事業

1816 沖縄県 有限会社サクセス 8360002008436
身体の内外部から健康増進を図る水素商品の提
案・販売開拓

1817 沖縄県 有限会社　永井電機 9360002011083 新たな設備導入で回転率ＵＰと客単価ＵＰを図る

1818 沖縄県 ＪＯＹ　ＳＵＰ×ＳＵＲＦ ―
女性向けＳＵＰグッズの導入による満足度・認知度向
上

1819 沖縄県 スポーツショップギノザ ―
オリジナルＴシャツ及びオリジナルグッズの作成及び
販路拡大

1820 沖縄県 天龍自動車 ― ホームページを作成し新規顧客開拓を行う。

1821 沖縄県 Ｃｈａｒｍ ― 新商品フローズンドリンク販売で売上アップ事業

1822 沖縄県 ペンションほろほろ ― ビジネス客向け宿泊プランの開発による販路開拓

1823 沖縄県 ユーアイホーム株式会社 4360001016526
フリーペーパーを活用し、新規顧客の開拓及び囲い
込みを行う。

1824 沖縄県 有限会社 エフビーエス 5360002018198 無人航空機（ドローン）による空撮映像での販路拡大

1825 沖縄県 合資会社　髙商 2360003004340
高齢者受け入れのための和室スペースのリフォーム
事業
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1826 沖縄県 KOS HAIRDRESSING ― ネイルアート施術メニューの新規増設

1827 沖縄県 バルーンショップラーニー ―
地元ギフト商品利用客の集客を目的とする店舗改装
及び広報事業

1828 沖縄県 BENITY合同会社 5360003007051
潜在的に存在するニーズのある方々の掘り起こし・
市場の開拓

1829 沖縄県
有限会社　村吉ガス圧接
工業

8360002007363 溶接継手：ＣＢ工法による鉄筋溶接継手で販路開拓

1830 沖縄県 株式会社　ナンクル 3360001008045
プレゼンや打ち合わせ時に迅速な御提案を可能
に！

1831 沖縄県
有限会社ネイチャートレー
ル

7360002019129 観光客に向けたＳＵＰツアーの販売

1832 沖縄県 パティスリーココロ ―
西原町観光キャラクター「さわりん」の焼き菓子製造
販売

1833 沖縄県 月観光産業　株式会社 6360001009404
卸業から直接小売りするための地域のご当地キャラ
の大判焼き販売

1834 沖縄県
株式会社アイランド・スピ
リッツ

9360001013460
外国人観光客に対するレンタバイク・レンタカーの販
路拡大事業

1835 沖縄県 農業生産法人（株）ぱるず 4360001011543 県外卸向けオリジナルパッケージデザインの制作

1836 沖縄県 宮崎学習塾 ―
HPとチラシ作成による販路の拡大及び認知度アップ
事業

1837 沖縄県 有限会社マルミネ産業 6360002010798
もずく商品の包装技術の高度化による客単価向上
及び販路拡大計画

1838 沖縄県
株式会社
DREAMCONTRACTOR

3360001019653 阿麻和利ハンバーガーの物産展によるPR事業

1839 沖縄県 しびらんか ―
陶器を張り付けた立体外壁による集客率の改善計
画

1840 沖縄県 アリスサロン ― 全国誌掲載による県外観光客に向けた販路開拓

1841 沖縄県 岩田税理士事務所 ―
ホームページ開設及びチラシ配布による新規顧問先
獲得事業

1842 沖縄県 ホテルハーバー ―
カップルや女性客をターゲットにした朝食器の見直し
と広報事業

1843 沖縄県 洋食館　C，coeur ―
利用シーンを想定したパーティーメニューの開発と販
路開拓

1844 沖縄県 TIMELESS CHOCOLATE ― 大型看板設置等に伴う集客及び売上増加事業

1845 沖縄県 株式会社　紀琉 9360001020275 新看板・垂れ幕設置による売上げアップ計画

1846 沖縄県 嘉手納畳店 ― 看板設置で畳の張り替え需要獲得作戦事業

1847 沖縄県 光の子幼児学園 ― 幼児募集のための看板設置事業

1848 沖縄県 丸匠（まるしょう） ―
フリースペース設置による座席増とテイクアウトの売
上拡大

1849 沖縄県 エクラホーム株式会社 6360001017621
木造ユニット型共同住宅モデル紹介ホームページ開
設事業

1850 沖縄県 天空商事　丸進機工 ― 新たな看板とホームページ制作
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1851 沖縄県
太陽ぬ家（てぃーだぬ
やー）

―
太陽ぬ家オリジナルパッケージ制作による土産品販
売促進

1852 沖縄県 Enysea (エニシー） ―
離島リゾートで国際色を演出した宿とダイビングツ
アー広報

1853 沖縄県
株式会社YAESE　ヤエセ
自動車

7360001011672 電照看板で当店のアピールと新規顧客獲得事業

1854 沖縄県
株式会社　アイプロジェク
ト

1360001011744 スマートフォン修理　インターネット接客ブース

1855 沖縄県 和山海雲 ― 全天候型の営業に向けた店舗の改装

1856 沖縄県 BLUE　ＰＬＡＮＥＴ ― 悩み解消！水中デジタル写真教室

1857 沖縄県 SEA STEP DIVERS ―
ホエールウォッチングへの本格参入による閑散期の
新規顧客獲得

1858 沖縄県 マギイ・シー・クラブ ― 閑散期集客にむけたグラスボートの機能強化

1859 沖縄県 えりせら ― 団体客の受入体制の整備と販路開拓

1860 沖縄県 ダイブイン浜 ―
水中写真を使用した集客と、夏場における客室の快
適度改善

1861 沖縄県 株式会社インティヴ 8360001019392 地産地消を基本とした１泊２食付きプラン提供事業

1862 沖縄県 ダイビングチーム潮 ― ホームページリニューアルによる新規顧客獲得

1863 沖縄県 マリンショップ　アイリー ― ＳＵＰの増設による受入態勢の強化と販路開拓

1864 沖縄県 ざまみレンタカー ― ホームページリニューアルによる情報発信強化

1865 沖縄県 呑処　Ｋｅｉｋｏ ― 客入数増加を目標とする店内改装

1866 沖縄県 井口工房 ―
店舗新設とＨＰ制作と個展による市場開拓と販路拡
大

1867 沖縄県 otama ―
暑い夏を「冷たく甘くサッパリ」飲めるフローズンドリン
ク新開発

1868 沖縄県 志陶房 ― 電気窯購入による生産力アップで販路開拓

1869 沖縄県 陶器工房壹 ―
粉砕機導入による沖縄土石を活かした新商品開発・
生産性向上事業

1870 沖縄県 Ｉｎｄｉｇｏ ― 法人向け内装事業の展開

1871 沖縄県 クリアローズ ―
インターネット予約サイト充実とフリーペーパーによ
る広告

1872 沖縄県 ロヂウラキッチンＩＳＯＬＡ ―
オリジナルサイト＆ネットショップによる新規顧客獲
得・販路拡大

1873 沖縄県 Cafe JAM ―
地域産物を使った新たな商品開発と商品パッケージ
の高級化事業

1874 沖縄県 ケンチャンストアー ―
ランドリー事業強化による、経営の安定化を図る取
組み

1875 沖縄県 株式会社　佐喜眞義肢 7360001009551
WEB活用によるマーケティング（販路開拓・顧客拡
大）事業
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1876 沖縄県
株式会社 トマス技術研究
所

8360001010426 資材製作に掛かる販路開拓

1877 沖縄県
Home Party House Cafe
つちなる

― 新設備導入による新しい取引先の開拓

1878 沖縄県 まるみぬ茶屋 ―
デイサービスへのアプローチ・外国人や観光客を取
り込む販路開拓

1879 沖縄県
BAYSIDE　CAFE（ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ
ｶﾌｪ）

―
地元、観光客（外国人含）及び米軍関係者等が心地
よく過ごせる場

1880 沖縄県 ㈱ヨギファーム 6360001016929
自社加工品を自社サイトでの広報活動及び販路開
拓

1881 沖縄県 CLAN　hair＆studio ― プルエクステ・家族写真の新規事業開拓

1882 沖縄県 株式会社久米島印商店 3360001021106
ネット通販による店舗外売上を伸ばすための自社Ｈ
Ｐ制作事業

1883 沖縄県 Chou Chou Kid’s ― 店舗認知度アップによる地域外客獲得事業

1884 沖縄県 山城とうふ店 ― 無添加日持ち豆腐の開発で新規顧客獲得事業

1885 沖縄県 合資会社　伊是名酒造所 9360003004672 ギフト商品の開発による新規顧客獲得

1886 沖縄県 Ribbon ―
スナップボタン付けミシン導入による業務効率化、生
産性向上

1887 沖縄県 Ｎａｔｕｒｅｓ　Ｄｅｌｉｇｈｔ ―
新商品開発と販促ツール作成及び展示会出展によ
る販路の拡大

1888 沖縄県 Ｓａｎｕｆａ ―
「体験型サービス」の提供による新規顧客層の開拓
事業

1889 沖縄県 合名会社　泉運輸 2360003004836
カラキの飴、ジェラート、お茶、カラキブレンドティーの
販路開拓

1890 沖縄県 (有)昭和厨房設備 6360002007225 最新機器導入によるオリジナルシンクの製造・設置

1891 沖縄県 フリューゲル音楽教室 ―
音楽教室の新器材の導入、教室の印象改善による
新規生徒の獲得

1892 沖縄県 有限会社　池田食品 3360002007112
「豆腐の行商」温かい出来立てを多くの方へ届ける。
中部地区進出

1893 沖縄県 Patisserie Conte de fee ― 地元食材も取り入れたオリジナルアイスの開発

1894 沖縄県 わく育®Ｎｅｔ ―
シッター紹介サイトの立ち上げと県内フリーシッター
等への周知

1895 沖縄県 ひろと屋 ―
店舗プロモーションツール制作と広告宣伝強化で観
光客誘客を図る

1896 沖縄県
アロマ香房カフェ ローズ
マリア

―
月桃を活用した外国人観光客向け商品開発による
販路開拓事業

1897 沖縄県 エステサロンmino ―
「ダイエットメニュー」創設による40代・50代の女性獲
得

1898 沖縄県 北部建機 ―
「癒し」をテーマにした付加価値車両の販売による販
路開拓

1899 沖縄県
ネクストステージ沖縄合同
会社

5360003005575
地産品を活用した商品開発と直販店オープンによる
売上拡大

1900 沖縄県 Nature Plants Skin Care ― 南城市産ハーブをブレンドしたバスソルト開発事業
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1901 沖縄県 ヤポネシヤ ―
雑誌「うまかた」広告による当宿の思いに共感した新
規顧客の開拓

1902 沖縄県 株式会社　ラプラス 2360001020496
室内スタジオ＆出張型記念撮影の内製による商品
開発

1903 沖縄県 株式会社イナワ 3360001009860
インテリア・コスト面で優位性がある「木造螺旋階段」
の販路開拓

1904 沖縄県 トキなりフーズ ―
製品の消費期限延長による新「商品」開発と販路拡
大

1905 沖縄県 株式会社ラグーン 3360001016543
ＩＴを活用した新規顧客開拓によるリピート層若年化
事業

1906 沖縄県 マリンクラブジジGigi ―
カヤックによる国外団体客獲得と冬場の開催中止リ
スクの回避

1907 沖縄県 ちゅらさ工房 ―
無農薬栽培のバラを活用したウエディング市場用商
品開発

1908 沖縄県
Sky Reef Divers（スカイ
リーフダイバーズ）

―
発地情報として紙媒体広告強化による日本人ファミ
リー客層の獲得

1909 沖縄県 フロンティア ―
ホームページ制作・活用による商圏拡大と新規顧客
の開拓

1910 沖縄県 Acoustic Life ―
SUP初心者・初級者・愛好家の新規獲得への機材導
入と販路開拓

1911 沖縄県 株式会社シーポワール 1360001014573
多言語対応の販促物及びHP作成等による外国人観
光客の販路開拓

1912 沖縄県 琉冰 ―
消費者ニーズへ対応した沖縄薬膳活用による新商
品開発事業

1913 沖縄県 有限会社　兼城畳産業 3360002013259 「ヘリ無し畳」の生産体制の整備と広報事業

1914 沖縄県 上原水産 ―
ホームページ集客と販路開拓による売上拡大と伊平
屋島の魅力発信

1915 沖縄県 株式会社シナジープラス 6360001011830
メディアを活用したPR・新規顧客獲得と営業ツール
の開発

1916 沖縄県
海先案内人シートラスト沖
縄

―
宝探しのシュノーケルツアーの直販による販路開拓
事業

1917 沖縄県 犬の美容室Ｗｉｎｄｙ ―
犬の高齢化に対応した犬のデイケアサービス等の開
発

1918 沖縄県 心の宿 ― ガーデンバーベキュープラン新設による販路開拓

1919 沖縄県 合資会社恩納酒造所 6360003004675 オリジナルボトル商品の開発等による販路開拓

1920 沖縄県 福寿し ―
多言語メニューブックの制作等による外国人観光客
の取り込み

1921 沖縄県 office Nagomi ―
移動販売車によるフード・コーヒー・地域野菜の販売
販路開拓

1922 沖縄県 ブルーポエム ―
体験型ユニバーサルツーリズムによる新たな需要創
出プロジェクト

1923 沖縄県
株式会社沖縄車整備セン
ター

―
自社ホームページ開設による観光客等の集客拡大
事業

1924 沖縄県 桃香 ― ギフト需要に応えた新商品の開発による販路拡大

1925 沖縄県 有限会社　清光建設 2360002013788 自社ホームページの開設で建設工事の見える化

77/77


