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639 高知県 株式会社 StoryCrew 8490001008300 東京拠点における販路拡大事業

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

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

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

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

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

645 福岡県
DOG SALON & CAFE
ARALE

―
スキンケア専門ドッグサロンとしての周知活動と新た
な顧客開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

658 福岡県
グローバルアーク株式会
社

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

659 福岡県
トータルナーシングサービ
ス

―
参加者の安全を確保し、主催者責任を軽減するイベ
ント救護の拡販

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

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

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

663 福岡県 末永商店 ― フレコン対応による新たな問屋の開拓

664 福岡県
田中伸幸創作人形研究
所

―
店舗内ギャラリーの充実及び誘導看板設置による販
路拡大事業

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

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

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

669 福岡県
子供育成ランゲージス
クールＴｒｉ－ｅｄｕ

―
民間学童保育所の新規顧客獲得広告展開と新サー
ビスの提供

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

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

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

673 福岡県
有限会社　西田モーター
ス

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

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

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

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

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

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

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

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

―
ネット通販による広範囲の顧客開拓と新商品提供に
よる満足度向上

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

682 福岡県
ムナカタキュイジーヌイシ
ダ

―
新メニューによる新規顧客獲得と業務効率化による
サービス向上

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

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

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

686 福岡県
那珂川保育園どんぐりク
ラブ

―
ママの職場復帰をサポート！0歳から2歳児にやさし
い保育園

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

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

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

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

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

692 福岡県
カルチャースタジオスイッ
チ

―
入店しやすくなるための情報掲載と店舗認知度向上
で集客ＵＰ！

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

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

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

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

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

699 福岡県
久留米かすり工房　藍の
詩

―
直販拡大のための工場見学と体験コーナーの常時
設置に取り組む

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

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

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

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

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

705 福岡県
九州筑豊ラーメン山小屋
広川店

―
女性顧客を取り込むため新メニュー開発と衛生環境
整備事業

706 福岡県
天然酵母ベーカリートヰ
チ屋

― 認知度・集客力向上のための看板設置

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

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

709 福岡県
欧風キッチン　ビストロ
リュバン

―
来店者アップの為の駐車スペースの明示とチラシ作
成

710 福岡県
木工房＆ぎゃらりー　ふじ
やん

―
WEBサイトの再構築と集客チラシ作成による新規顧
客獲得事業

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

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

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

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

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

716 福岡県
有限会社　メイジ東部宅
配センター

5290002034434 新規顧客獲得による販路開拓のための広報活動

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

729 福岡県 天翔 ― 集客アップのための看板設置と店内改装

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

※

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

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

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

734 福岡県
テクニカルファクトリーブレ
イン

―
愛車のメンテナンスはおまかせ！ブラストマシンで販
路拡大

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

736 福岡県 湊家 ― お客様のニーズを反映した女子向けランチの開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

752 福岡県
楽市焼肉ホルモンセン
ター

―
近隣には無いバス送迎サービスありの焼肉屋PR事
業

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

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

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

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

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

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

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

761 福岡県 百武総建 ― 特殊工法Ｒe・テックウォールの広報活動の強化

762 福岡県
プライベートエステ
skygarden

―
子育て世代向けエステ及びイベント商材広報と販促
フェスタ実施

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

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

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

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

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

768 福岡県 髪遊 ― 個室で施術するWax脱毛、エステのメニュー拡大

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

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

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

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

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

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

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

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

777 福岡県 燦燦不動産 ― 空き家活用の専門家としてのブランド化

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

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

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

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

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

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

785 福岡県
株式会社西日本新聞エリ
アセンター小郡三国

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

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

787 福岡県 旅館　佐藤荘 ― 美容温泉水の販促ツールで売上アップ

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

789 福岡県 いのくち輪業 ― 電動アシスト自転車の販路拡大

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

791 福岡県
ヴェルデマネジメント株式
会社

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

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

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

794 福岡県 べーる ― 八女市初！「タヴェルナ」によるランチの本格展開

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

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

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

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

799 福岡県
有限会社ライジングハリ
ウッド

7290802023592 短時間で印象付ける展示ブースでの国内販路開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

821 福岡県
ダンスワールド髙橋・鉄板
ダイニングついてる

―
ランチ営業・テイクアウト開始に伴う設備購入と広報
活動の強化

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

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

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

825 福岡県
株式会社P.Sプロモーショ
ン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

835 福岡県 こなみ ― お土産用商品の販促ツールの製作

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

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

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

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

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

841 福岡県 ＳＴＯＲＹ of　hair ―
スパのメニュー拡大のためスチーマー導入すること
で、売上増加

29/81



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名 条件付き採択

平成２９年度補正予算

小規模事業者持続化補助金

842 福岡県 田中羊羹本舗 ― みやま周遊の情報発信を行う隠れ家「コミ茶屋」開設

843 福岡県
山下インテグレート株式
会社

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

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

845 福岡県 VAL・OTTO ― 海外展示会出展による販路開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

856 福岡県 From30 ― 髪に優しい白髪染めで高齢者向けの販路開拓

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

858 福岡県 田端　瞳 ― アーユルヴェーダ医学事業の販路拡大と事業拡大

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

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

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

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

863 福岡県 大西商産 ― 女性顧客へ看板設置によるの販路開拓強化事業

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

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

866 福岡県 箱島造園 ― 大木伐採と新規事業（薪の販売）の販路拡大ＰＲ

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

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

869 福岡県
有限会社ココナッツカンパ
ニー

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

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

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

873 福岡県
株式会社ミノリ・トレーディ
ング

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

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

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

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

877 福岡県
常盤公認会計士税理士
事務所

― 小規模事業者のための高品質低価格の税務顧問

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

897 福岡県
ワールド・ホールディング
ス株式会社

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

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

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

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

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

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

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

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

906 福岡県
合同会社エストマネジメン
ト

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

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

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

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

910 福岡県
株式会社トータルサポート
オーク

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

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

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

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

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

915 福岡県 小石原焼上鶴窯 ― 上鶴窯オリジナルパンフレット・ロゴ作成

916 福岡県 いっ福 ― 店舗の利便性改善PR活動による顧客への周知

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

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

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

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

921 福岡県
株式会社ナッドプランニン
グ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

932 福岡県
株式会社にくづきゆたか
さ

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

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

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

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

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

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

938 福岡県
株式会社　リビングデザイ
ン

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

951 福岡県 ことばの教室　ことりんく ―
ホームページの改定とポスター作成による販路開拓
の取り組み

952 福岡県 石川会館(有) 8290002052945 ディナー部門の強化に伴う視認性を高める広報事業

953 福岡県 イマムラ企画 ―
太宰府の魅力を伝承し発信する地域コミュニティサ
ロンの展開

954 福岡県 金沢屋　筑紫野店 ―
地域密着でホームドクター的な建具店による小回り
営業の販売促進

955 福岡県 有限会社慶寿園 5290002050596
フラワーギフトの個人・法人向け提案型営業による
販路拡大

956 福岡県 howl ―
中華と洋食が若い女性向けに融合した創作料理居
酒屋の展開と販促

957 福岡県 パン工房　ミゲル ―
女性の味方！「食べてキレイに健康になる」新商品
開発と販路開拓
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958 福岡県 吉井スタジオ ―
人生100年時代。町の写真屋が取り組む新技術提供
で販路開拓

959 福岡県 株式会社　渡辺農産 2290001042853
国産ハト麦糠を用いたボディウォッシュの商品開発
及び販路開拓

960 福岡県 ORANGE LoCo ―
新部門トータルビューティサロン事業強化に伴う販路
開拓

961 福岡県 美容室シャンゼ ―
50歳代以上女性に特化したアンチエイジングサロン
の展開

962 福岡県 工房はーべすと ―
家族や店の「顔」となる木製玄関ドアを主力商品とし
た販売提供

963 福岡県 丸筑魚苑 ―
住宅事情の変化に伴う新たな錦鯉の飼い方の提案
による裾野の拡大

964 福岡県 株式会社　宝パック 3290001047661
自社製品の販売サンプル作成及び販売ページ等の
構築

965 福岡県 有限会社　豊城フーズ 1290002052423
古民家を活用した居酒屋が実施する若者向けイベ
ントによる集客

966 福岡県 宝島染工 ―
MADEINJAPAN天然染製品販路拡大の為のWeb構
築事業

967 福岡県 有限会社馬場乳販 6290002047484
「骨の健康チェックと試飲会」の体験型イベント営業
で顧客開拓

968 福岡県
株式会社スポーツ・プラス
ワン

7290001078595
ニーズに応えた運動教室の拡充と新たな受講生の
開拓

969 福岡県 ノエルの樹 ―
当店のパフェの強みを活かした太宰府梅パフェの開
発及び販路開拓

970 福岡県 (有)ハリカ三潴店 3290002053816
香典返しと香典帳整理に特化したサイト構築による
全国展開事業

971 福岡県 株式会社井上組 4290001036911
近隣住民の方にも配慮した工事施工とそのPRで新
規顧客開拓

972 福岡県 花洋裁店 ―
観光客向け体験型ワークショップ開催による販路開
拓

973 福岡県 今村建設 ―
健康志向住宅の提案によるリフォーム分野顧客の
発掘事業

974 福岡県 グリーン曽田 ―
庭の良さを伝えるための空間整備及び情報発信の
強化

975 福岡県 伊都コミュニティネット ― 野菜ジャムの販路開拓とドライピクルスの開発

976 福岡県 かぶらや　若林商店 ―
敷地整備によるバリアフリー化とイベント開催による
新規顧客獲得

977 福岡県 フラワーショップ遊花 ― 店舗増床によるオリジナル商品開発とレッスン拡充

978 福岡県 Kashikichi星の村 ―
製造量UPとそれに伴う販路拡大の為の作業場拡張
工事

979 福岡県 吉積米穀店 ―
自社ブランド商品「タジカラ米」のブランド化による販
路開拓事業

980 福岡県 ㈱ヤサイプロジェクト 7290001079759
ビタミン・ミネラル・機能性成分の多い野菜セットの販
路拡大

981 福岡県
行政書士田中雄三法務
事務所

―
当事業所の認知度アップを図り建設業特化で地域
No1を目指す

982 福岡県 株式会社　黄河 9290001024003
カスタマイズ可能なラボ用のクラフトジン蒸留装置の
試作開発

983 福岡県 一九ラーメン・いちり ―
店舗外観・案内看板のイメージUPによる集客・周知
の向上事業

984 福岡県
L’atelier　fur （ラトリエ
フォー）

―
ヘッドスパ・リラクゼーション新メニューと環境づくりで
売上拡大

985 福岡県 モツ鉄板鍋たんたん。 ―
五感を刺激するランチ・オリジナル肉丼の開発によ
る販路拡大

986 福岡県 VillageHair ― 糸島発！ヘッドスパサービスの導入と新規顧客獲得
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987 福岡県 有限会社博多海苔 2290002033439
博多海苔商品の認知度向上に比例した販路拡大・
売上向上

988 福岡県 創作ＩＺＡＫＡＹＡ四季彩 ―
これまでにない創作居酒屋が作るハバネロ調味料
の販路開拓

989 福岡県 ペットサロンメイプル ―
安い!早い！きれい！ペットのＱシャンプー開始によ
る販路開拓

990 福岡県 太宰府草の家 ―
音楽を気軽に楽しめるカフェの認知度向上と席数増
設で集客ＵＰ

991 福岡県 有限会社トゥインクル 2290002041929
庭の定期管理をチラシと自社ＨＰでＰＲ！新規顧客
の開拓を図る

992 福岡県 串焼き　時松 ―
女性でも気軽に入れる居酒屋へ改装しチラシでＰ
Ｒ！売上増加計画

993 福岡県 緑水茶房 ―
小さな茶舗の2代目が挑む！開発した新商品で新規
顧客の開拓

994 福岡県 きりかぶ工房 ―
日本初！割れない丸太輪切りと輪切り製品の本格
販売開始

995 福岡県 株式会社Gatou 3290002050697
日本伝統美を継承するアートファブリック(布)の販路
拡大計画

996 福岡県 まんまる食堂 ― 商店街発！子供用施設開設による販路拡大

997 福岡県 株式会社アダマス 9290001069709
天然石専門店の認知度アップと自社ＨＰを刷新して
新規顧客を開拓

998 福岡県 スンミスタイル ―
耳つぼセラピーと耳ヨガトレーニングのメソッド開発と
販路開拓

999 福岡県 五条駅前保育園 ―
育児設備を充実させてチラシや看板でＰＲ！入園者
増加を目指す

1000 福岡県 株式会社芳香園 7290001043533
茶道具のプロが丁寧解説付きで自社ＨＰにて販売！
収益ＵＰを図る

1001 福岡県 ＥＰＩＣ　ＣＲＡＦＴ ―
海外製日本車の逆輸入が気軽にオーダー可能！販
路開拓し売上ＵＰ

1002 福岡県 株式会社宝満建設 6290001041158
看板・イベント・チラシで知名度アップ、受注拡大作
戦！

1003 福岡県 COZA -par ici- ―
雑貨屋が手掛けるオシャレな土産商品の開発で売
上ＵＰを図る

1004 福岡県 カレーとケーキの店　さら ―
集客アップを図り、新メニュー「縁結びカレー」の売上
を伸ばす！

1005 福岡県
ネイルサロン　little
happiness

―
ネット集客導入・サービス向上でお客様満足度と客
単価を同時ＵＰ

1006 福岡県 有限会社ＳＮＣ 9290002028333
高度診断機の導入による電気系統の総合修理店の
確立

1007 福岡県 ACT LINE株式会社 5290001072749
地元地域と建設業者に特化したマッチングサイト
サービス事業

1008 福岡県 株式会社SING 9290001056293
シリコーン商品並びにご当地プリンの販売による新
規顧客の獲得

1009 福岡県 有限会社　斉藤園芸 8290002039208
「宝満石を使った庭園づくり」の提案による新規顧客
の開拓

1010 福岡県 ナガタ地所株式会社 1290001040998
「360°動画掲載地域№1」のPRによる新規顧客の開
拓

1011 福岡県
株式会社JAPAN FOOD
PROJECT

5290001067897
太宰府観光客のリピータ対策！冷凍からあげのネッ
ト販売事業！

1012 福岡県 株式会社IKD企画 7290001062946
インテリアの販売施工が出来るカフェのPRによる新
規顧客の獲得

1013 福岡県 くわの鍼灸院 ―
新しい太宰府土産「太宰府ジンジャー」で太宰府の
経済を活性化

1014 福岡県 すざく鍼灸整骨院 ―
オーダーメイド施術（自費治療）のPRによる新規顧
客の獲得

1015 福岡県 有限会社太宰府電工 1290002039585
IoT技術を活用した防犯システム開発による販路拡
大への取組み
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1016 福岡県
有限会社ミュージックギャ
ラリー福岡

8290002028565
習い事ＷＥＢサイト運用による講師・受講者マッチン
グ事業

1017 福岡県
ジオマリンサイエンスリ
サーチ

―
オリジナルクレイクラフトのレンタル・販売による新規
顧客の獲得

1018 福岡県 株式会社　浄美堂 6290001062402
自社ＨＰ改良とペット供養のネット販売による新規顧
客の獲得

1019 福岡県
株式会社ワイ・エイチ・
ティ・トレーディングカンパ
ニー

6290001041315
「スケート靴専用のプリント紐」の開発による新規顧
客の獲得

1020 福岡県 株式会社　ヨシタケ 8290001050735
常用草刈機を中心とした農業用機械のレンタル事業
の開始

1021 福岡県 株式会社ウィズキュリオス 9290001059040 PB商品の展示会出展事業

1022 福岡県 焙煎工房まめや総本店 ― 「見て楽しい・味わって美味しい」ドリンクで販路開拓

1023 佐賀県 有限会社旅館松園 7300002006322
ホームページ＆客室案内の多言語化による外国人
集客強化事業

1024 佐賀県 カーテック岸元 ― 「大口径タイヤ持ち込みでの組み換えサービス」

1025 佐賀県 有限会社藤武建設 2300002007440
老前リフォーム需要を先取りするバリアフリー商談ス
ペースの設置

1026 佐賀県 有限会社重富呉服店 8300002007179
全国を視野に「貴女の足にあわせて挿げる」草履の
ネット販売事業

1027 佐賀県 有限会社松尾石油店 1300002007400
有明海沿岸道路開通目前！サインポール整備によ
る大型車誘導作戦

1028 佐賀県 味彩あらい ―
団体客獲得のための送迎用ラッピング車両による広
告宣伝活動

1029 佐賀県 光洋自動車 ―
かゆいところに手が届く地域密着トータルメンテナン
スセンター

1030 佐賀県
有限会社渕野陶磁器原
料

1300002007020
ブランド力強化のための自社メディア構築とセミナー
集客

1031 佐賀県 たかだ電動機株式会社 1300001009513
視覚障害者の自立支援を目指したスマートサイトの
推進

1032 佐賀県 中里染物店 ―
ホームページを活用した日本伝統「手染め大漁旗」
の販路開拓事業

1033 佐賀県 有限会社一福荘 3300002007043
インバウンド観光客獲得のため多言語HPでの海外
へ情報発信

1034 佐賀県 トワール ―
店舗認知度向上のための看板設置とオリジナルT
シャツ受注の拡大

1035 佐賀県 有限会社原田製樽所 8300002001735
ネットショップ開設によるBtoC実現と商品開発による
販路拡大

1036 佐賀県 有限会社徳島緑化建設 8300002004127
「笑う門には（庭）福来る」メニュー開発と情報発信事
業

1037 佐賀県 株式会社清峰 1300001004464
高齢化社会に抗う認知症の予防・改善に効果のある
機能訓練の導入

1038 佐賀県 牛島建具店 ―
建具職人の技を活かした組子の新たな市場開拓と
情報発信

1039 佐賀県 渕上酒店 ―
「小さな商店街」を再現！販促イベント開催のための
駐車場整備

1040 佐賀県 菜の菜 ―
滴る肉汁に火傷注意！白石産玉ねぎたっぷり豚ま
んの販路拡大事業

1041 佐賀県 一ノ瀬理容院 ―
エレガンスな雰囲気とホーロー洗面台導入による顧
客満足向上計画

1042 佐賀県 有限会社白石鋼業 9300002007186
鉄骨専用新型CADの導入による高難度鉄骨工事の
内製化計画

1043 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506
花酵母で醸した日本酒のフランスにおける販路開拓
及び情報発信
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