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1151 高知県 ゆすぎ谷 - 店舗プチリニューアルによる来店客拡大事業

1152 高知県 よしもとでんき - 新店舗の看板設置による集客と新規顧客獲得事業

1153 高知県 大石電気 - エアコン工事参入による事業拡大と新規顧客の獲得

1154 高知県 クボタデンキ -
エアコン作業工具の導入による販路開拓と新規顧客
の獲得事業

1155 福岡県 舌間造園計画 -
特殊伐採システム導入とホームページ記載による販
路開拓

1156 福岡県 洋菓子工房こふれ - パティシエが作るケーキが楽しめるカフェ事業

1157 福岡県 有限会社 許山酒販 2290002035682
自社販売商品、自社サービスの販促、販路開拓のた
めのIT整備

1158 福岡県 イキイキフーズ㈱ 3290801021642
宮崎牛新メニューとギフト取扱開始で、ファンとリピー
ターの獲得

1159 福岡県 有限会社　大島鉄工 6290802023172 新たな取引先（事業所・個人）拡大による販路開拓

1160 福岡県 コーヒーハウス　タイム - 積極的な広報活動の実施による新規顧客獲得事業

1161 福岡県 木のおもちゃ・おひさまや - 来客数増のための店舗リフォームと販路開拓事業

1162 福岡県 イケショウ株式会社 1290001049833
介護・医療機関向け展示場開設による福祉用別注
家具の販路拡大

1163 福岡県 クロスブリッジ - 新サービスと広告の実施による新規顧客獲得事業

1164 福岡県 総合進学塾アプローズ -
大手との違いと当塾の独自性をPRして生徒を獲得
する事業

1165 福岡県 株式会社　和洋食品 6290801018784 健康寿命の延伸をサポートする麺食の開発推進

1166 福岡県 神湊鍼灸院 -
ママ世代のセレブ向け美容鍼メニュー!!新サービスの
販路拡大！

1167 福岡県 ヘアーサロンJIN -
集客アップと顧客満足のための店舗改装・情報発信
事業

1168 福岡県 有限会社エガミ 4290002050713
ブランドイメージ発信によるインバウンド需要の取り
込みについて

1169 福岡県 ノウハン -
炊込ごはんセットの生産体制強化と、提案営業で販
路拡大

1170 福岡県 からあげ鳳翔 -
鳥食堂の新規併設で、飲食店ニーズとランチ需要を
取り込む

1171 福岡県 GRIP -
統一デザインでPR！HPで受注増！当社を知って頂
く取組み

1172 福岡県
珈琲焙煎工房まめや嘉麻
店

- フレッシュなコーヒー豆の販路開拓

1173 福岡県 有限会社ないとう 1290002050501
額縁製造販売に額縁デザインと大判プリントを加え
たサービス提供

1174 福岡県 カット専門店　e-カット -
カット専門店としては他にない「白髪染め」の導入、
店舗看板作成

1175 福岡県
カレーハウスCoCo壱番屋
新宮３号バイパス店

-
お店のＰＲと店頭を明るく照らすことで集客を図る事
業
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1176 福岡県 博多曲物　玉樹 -
ホームページ改良と工房内の環境整備による収益
力強化事業

1177 福岡県 鷹巣工務店 -
伝統技術の承継と現代造形を推進した建築文化の
発展と販路拡大

1178 福岡県 atelier WAKON - オリジナルシャンプー発売に向けた販路開拓事業

1179 福岡県 九州やさい日和 -
九州の「農業活性化伝道師」による料理教室開設に
係る広報活動

1180 福岡県 イズミクリーン株式会社 3290001039238
HPリニューアルによる個人新規顧客の開拓と個人
向け通販の強化

1181 福岡県 有限会社　ビ・バップ 6290002034565
新サービスとドラム機材の充実によるバンド顧客を
獲得する事業

1182 福岡県
株式会社　マツカワ世界
堂

6290001044243
顧客ニーズ拡大による楽器売り場拡張と周知活動で
新規顧客獲得

1183 福岡県 日野抜型製作所 -
ＨＰのスマートフォン対応化・設計に特化した事業を
ＨＰに追加

1184 福岡県
㈲エヌ・ティー・ケイ　サブ
ジ

7290002038697
オリジナルパスタ（万能）ソースシリーズの開発・販路
開拓

1185 福岡県 株式会社華鳳 8290001039893
揚げ物の食味改善とコスト削減を簡易に実現する新
商品の改良販促

1186 福岡県 order made cake ToiToi - イートインスペース新設による販路拡大事業

1187 福岡県 花鶴丘保育園 - 子供達の自主性を学ばせる安全な設備の導入

1188 福岡県 有限会社　小林商事 1290002036327
人手いらずで低コスト、癒し効果も抜群の除草ヤギ
ビジネスの展開

1189 福岡県 ＤーＧＡＲＡＧＥ -
新型溶接機を導入し、修理・カスタムの品質向上に
よる売上増加

1190 福岡県 阿部電気商会 -
店舗案内看板設置及び家電アフターフォローホーム
ページ作成

1191 福岡県 有限会社　東洋プラント 8290002000037
ベアリングヒーター導入に伴う修理業務拡大及び作
業場照明の設置

1192 福岡県 椎木モータース - 町の車屋さんによる、ワンストップサービス事業

1193 福岡県 有限会社　藤井食品販売 4290002037553 国内外販路開拓のための展示会出展

1194 福岡県 株式会社久保山石油 9290001050420
完全オーダー制を導入した中古車販売による新規顧
客の獲得

1195 福岡県 ㈲アキラ 3290002043338
ホームページ構築による運送品種の拡大と販路開
拓事業

1196 福岡県 雷山房 -
雷山房茶室から日本伝統文化と自社陶磁器を発信
する販路開拓

1197 福岡県 海扇寿し -
泳ぐイカを活用した新メニュー提供による、観光客へ
の販路拡大

1198 福岡県 ミリディア -
ブログによる集客支援「ブログで効果的な集客」の周
知、ＰＲ

1199 福岡県
有限会社中井衣料百貨
店

3290802024909
紙媒体広報物と自社サイトの融合による商品の広範
な販促方法

1200 福岡県 株式会社トライウェア 1290001042895
特設ＷＥＢサイト開設による訪問保育業務管理シス
テムの販促
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1201 福岡県 美容室Busy -
主婦層向けまつ毛エクステ及びヘアスタイルデータ
蓄積サービス

1202 福岡県 洋菓子のブッシュ -
店舗改装及びイートインスペース設置による新規顧
客開拓について

1203 福岡県 あかま写真館 -
スタジオ撮影からの脱却、出張撮影のデジタル機材
と技能充実

1204 福岡県
mothertree GARDEN（マ
ザーツリーガーデン）

-
フローラルアートのインターネット販売による新規顧
客の獲得

1205 福岡県 とふろうグリル -
オリジナルソースとオリジナルハンバーグの販売促
進

1206 福岡県 ジュンエンタープライズ -
当社独自のオリジナルアメリカン雑貨の製作販売と
卸売へ販路拡大

1207 福岡県 有限会社　梅彦 3290802021162
看板設置・チラシ作製・おせち販売事業による新規
顧客の獲得計画

1208 福岡県 市川ショップ -
太宰府の地域色を活かした新商品の開発・販売展
開

1209 福岡県
有限会社不動産管理セン
ター

7290002035406
カタログとHPの物件連動・チラシ配布による売上UP
計画

1210 福岡県 きゅうあん鍼灸治療院 -
小児も母親も同時にケアする「家族で鍼灸」サービス
の事業拡大

1211 福岡県 株式会社ミノル 3290001037101 卵・乳・小麦を完全に除去したケーキの拡販

1212 福岡県 ニュルブルクリンク -
当店のお菓子作りの思いを看板にこめてＰＲする事
業

1213 福岡県 焼きとりふじ -
昼食とお持ち帰りメニューの取扱開始で目指す販路
開拓

1214 福岡県 平山モータース -
タイヤチェンジャーによる迅速な交換と新サービスに
よる売上確保

1215 福岡県 株式会社　九研 1290001045147 低侵襲医療機器『Wound Lifter』の開発・販売

1216 福岡県 庚申窯 - 店舗改装による若年層向け商品展示室の設置

1217 福岡県 株式会社　今村隆次商店 5290001049243
事業内容が一目で分かる店舗デザインへの改修事
業

1218 福岡県 近藤生花店 - 鉢物商品売上増加の為の店舗改修事業

1219 福岡県
有限会社ドリームファクト
リー

6290002002935
メイドインジャパン再生部品の生産と活用提案による
販路開拓

1220 福岡県 高良台モータース -
板金塗装を自社で行える環境を整え、売上増加を図
る

1221 福岡県 ギフト　龍清堂 -
店舗改装によるイメージアップで、新規顧客開拓計
画！

1222 福岡県 スワロウコーヒー - フードメニューの開発・提供による新規顧客獲得

1223 福岡県 インテリアナカムラ -
３ＤＣＧソフト導入による内装施工の立体可視化及び
ＨＰとの連携

1224 福岡県 馬場水車場 -
新たな価値のブランディングに基づくデザインのリ
ニューアル事業

1225 福岡県 下川養蜂場 -
人に安全・環境にやさしい無添加蜜蝋ワックスの商
品展開
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1226 福岡県 アナログママ -
中学受験スケジュール帳（親向け）の新規顧客獲得
事業

1227 福岡県 （有）オカ電 8290002045569
電気設備積算システム導入で電気施工手順書作成
代行及び業務効率

1228 福岡県 hair make Lutella - 炭酸泉サービス開始によるリピート率アップ作戦

1229 福岡県 カネヨシ醤油醸造元 -
自社Webサイト・ネットショッピングサイト開設による
販路拡大

1230 福岡県 愛屋旅館 -
『自然と癒しの空間』の提供による心のバリアフリー
化

1231 福岡県
セブンイレブン須恵新原
店

-
高齢・障がい者を対象とした、送り届けサービスでの
販路開拓

1232 福岡県 脇田時計店 -
認定眼鏡士訪問によるメガネ出張作製サービス提供
による販売促進

1233 福岡県 公徳自動車販売 -
顧客との接点を生むサービスの提案と設備改善によ
る接客効率向上

1234 福岡県
森のレストラン　女神の
テーブル

-
宗像ユリックス（総合複合施設）の利用者だけに頼ら
ない顧客開拓

1235 福岡県 LSCサービス株式会社 2290001068254 盗撮カメラ発見調査付トイレクリーニング事業

1236 福岡県 株式会社　宮崎組 4290001037100 住宅気密測定業務による断熱工事の販路拡大

1237 福岡県 株式会社エスピープラン 8290001037740
「大人の金平糖シリーズ」の販路拡大とネット販売の
開始

1238 福岡県 カミハル -
生育過程を楽しむインテリア用果樹苗木の生産・販
路開拓

1239 福岡県 酒のメイトーク -
家族葬・小規模葬に対応した盛かごギフトパッケージ
の開発・販売

1240 福岡県 建築塗装ヤマシタ -
折込みや新聞広告による新規顧客の確保及び雨天
時の売上減少対策

1241 福岡県
英進ゼミナール／EISHIN
English Academy

-
チラシ・パンフを使った認知度アップと新規生徒数の
確保

1242 福岡県 辛川醤油醸造合資会社 7290003002041
自社醸造醤油を使用した唐揚げの製造販売及び飲
食サービスの開始

1243 福岡県 有限会社　立石工務店 4290002047949 体験型モデルルームの整備とその販促活動

1244 福岡県 安部写真館 -
キャンパスプリントが可能なプリンター導入による販
路拡大

1245 福岡県 株式会社ジャンプス 5250001008483
通信販売事業に関わる注文処理業務の『一元化シ
ステム』構築

1246 福岡県 株式会社　峰光住宅 3290001050723
リフォーム、空き家利活用対策と巡回管理サービス
の販路開拓

1247 福岡県 株式会社中島美装 5290001058640
ハウスクリーニング事業強化による顧客獲得と清掃
スタッフの確保

1248 福岡県 Le ・lien -
母娘で通いたくなるサロン及び髪のケアサービスに
よる顧客開拓

1249 福岡県 株式会社 ハッピーホーム 9290001039819 廃油処理を「見える化」するスマホアプリの開発

1250 福岡県
有限会社七條プラスチッ
クス

7290002036478
ホームページによる商業・店装用樹脂製品分野の新
規顧客の獲得
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1251 福岡県 みのり -
若者をターゲットとした広報活動による販路拡大事
業

1252 福岡県 いまとう接骨院 -
骨接ぎの専門が伝えたい体のケアＰＲ機械導入によ
る業務の効率化

1253 福岡県 徳永乾物 -
乾物屋のイメージを変え、「だしパック」を提供する事
業

1254 福岡県 矢野商会 - 大型車両整備強化（外注内製化）

1255 福岡県 田中自動車 - 販路拡大の為のITと看板による新規顧客獲得事業

1256 福岡県 有限会社Blue　Angel 8290802018030
階級章・精勤章・補修・補正のサクサク縫い付け事
業

1257 福岡県 合資会社　ホットソウル 9290003003062
エステの新メニュー導入による他店との差別化によ
る販路開拓

1258 福岡県 朝倉建設有限会社 6290002038500
環境アレルギー対応コーナーの設置とその周知活
動

1259 福岡県 ハニー珈琲糸島店 -
ファミリー層獲得の為の甘みの強いカフェインレス
コーヒーの販売

1260 福岡県 パール美容室 -
新たなサービス提供が可能な機械導入及びヘアケ
ア専用棚設置

1261 福岡県 bakers’sign -
新規客獲得のための駐車スペース有効活用と高齢
者対策手摺設置

1262 福岡県 株式会社　博多庵 -
もつ鍋の新規販路販促ツール製作とお歳暮商戦集
客・売上ＵＰ施策

1263 福岡県 ＣＥＣＩＬ福岡 -
安心・安全なバストアップ施術を地域の女性にお届
け！

1264 福岡県 ＨａｉｒＳａｌｏｎＧＲｏｗｔｈ - 理容店で行うメンズ脱毛サービス

1265 福岡県
はるまち駅前整骨院・鍼
灸院

-
予防医療の最先端トレーニングと院内設備の充実に
よる販路開拓

1266 福岡県 株式会社　中山吉祥園 6290001047411
ハラール粉末茶の製造と販路拡大及び品質基準づ
くり

1267 福岡県 駅前饅頭店 - 店舗レイアウト変更による売上増加作戦！

1268 福岡県
プレミアムカットラウンジ
ロダン

-
男性向け脱毛ネイルサービスに向けた店舗改装に
よる販路開拓事業

1269 福岡県 有限会社渡辺自動車 4290002034617
待合いスペースの確保によるオイル交換客数、車検
客数の増加

1270 福岡県 大木町整骨院 -
事前教育システムを導入したサイト構築による販路
拡大事業

1271 福岡県 平食品株式会社 9290001052994
ブランディングに挑戦し販売力向上と情報発信力強
化

1272 福岡県 株式会社都甲商店 1290801014417
自社サービスのPR活動推進による新規顧客獲得事
業

1273 福岡県 女将ごころ研究所 -
女性後継者育成プログラムの周知による新規顧客
の開拓

1274 福岡県 有限会社　大友ゴム工業 3290002040640
ゴム・シリコーンのトータルサポート事業による新規
顧客の獲得

1275 福岡県 石橋餅加工所 -
看板作成による当社認知度向上による売上･利益の
拡大
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1276 福岡県 有限会社　割烹丸一 5290002032669
イカの活き造りを提供することによる、法人需要の取
り込み

1277 福岡県 石川会館　有限会社 8290002052945
地産地消の新メニューによる女性向け飲食店の営
業展開事業

1278 福岡県 ビジネスホテルおがわ - 泊まって治せる治療院の新規顧客獲得計画

1279 福岡県 タートル株式会社 9290001045494
インバウンド向け「和太鼓体験」をHP等でPRして集
客UP！

1280 福岡県 あいはなカフェ -
オリジナルシフォンケーキの小売販売による新規顧
客の獲得事業

1281 福岡県
鍼灸整骨院はりラックス
五条

-
猫背矯正や台湾式鍼灸など他にない施術ＰＲで新規
顧客の開拓

1282 福岡県
アース・ヒヤリング・サービ
ス

-
聴力測定器を使った「ワンストップサービス」で補聴
器の売上増大

1283 福岡県 ケーキショップ　T.ｓｔeｒｎ -
機械導入による製造工程の効率化と新商品開発に
よる販路拡大

1284 福岡県 合資会社　鳥志商店 6290003003346
新たに開発する植物性100％商品のパッケージ開発
と販路開拓

1285 福岡県 株式会社　熊谷ゴム工業 1290002044008
高性能モーター用ゴム製品への事業参入に伴う新
分野へ進出

1286 福岡県 株式会社　かねいち物産 9290001075095 地域一番店を目指すための小売部門販路強化事業

1287 福岡県 有限会社　来夢 9290002033003
メンズエステサービスの拡充と知名度向上による販
路開拓

1288 福岡県 あゆき農園加工 -
農業出身者の弁当・惣菜販売車がおこなう新店舗
オープン事業

1289 福岡県 BLESS LEATHER -
革製品加工業者が行うプレス機を使った新商品開発
事業

1290 福岡県 大楠 -
オリジナル酵母による健康志向の人向けのパン商
品開発で販路拡大

1291 福岡県 （有）今橋書店 9290802016784
卓上フィルムコート機を導入し、図書館書籍売上を伸
ばす

1292 福岡県 株式会社　ワイエスピー 5290001045804
直売所（アンテナショップ）で当社独自の豆乳の販路
拡大を目指す

1293 福岡県 ＮＡＮＡＣＡＦＥ株式会社 6290001018098
商品価値を高めるパッケージ開発とＰＲ強化による
積極的販売促進

1294 佐賀県 遊漁船せいりょう -
船釣り部門へ本格参入。釣果アップで顧客満足度向
上！

1295 佐賀県
有限会社イーグルゴルフ
ガーデン

8300002004424 情報発信力の強化による来場促進事業

1296 佐賀県 旅館豊洋荘 - インバウンド対策並びにバリアフリー化

1297 佐賀県 井上米穀商店 -
安全安心の自家栽培みやき米に伴う新規顧客の開
拓と情報発信事業

1298 佐賀県 Ｍａｒｉｋｏ　Ｋ -
新規開業のＰＲと持続的な経営に向けた革靴生産体
制の整備

1299 佐賀県 アトリエプラスワン -
「髪のお悩み相談」ヘッドマッサージによる頭皮健康
施術

1300 佐賀県 エディオン赤司電器 -
まちの家電屋のリフォーム事業（新分野）進出に伴う
新規顧客開拓
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