
県名 申請者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 福岡県 広門たたみ店 ー
顧客ニーズにマッチした提案型による畳
製品の販路開拓

2 福岡県 Mellows Cut Store ー
リラクゼーションメニューの提供開始に
よる販路開拓

3 福岡県
豊の国司法書士事務
所

ー
相続対策の必要性を打ち出したクライア
ント目線のＨＰ作成

4 福岡県 杉元整骨院 ー
睡眠不足の患者、スポーツ選手の疲労回
復を促進する為の事業展開

5 福岡県
学生服の店　なかし
ま

ー
工業用ミシンを導入し、補正サービス強
化による新規取引先の開拓

6 福岡県
ヘアメイクアビリ
ティ

ー
レンタルサロン事業による販路開拓と起
業機会の提供について

7 福岡県
株式会社カシマ製作
所

8290001046601
需要が高い高速道路の床板取替をCAD／
CAM導入で受注拡大

8 福岡県 遠賀野珈琲まめきち ー
あなただけの焙煎「オリジナルブレンド
豆」の販路開拓

9 福岡県 焼豚足カースケ ー
生産体制の改善と新店舗による新たな客
層獲得

10 福岡県 デｲリーショップ河野 ー
子育て世帯の若い人のイベントに向けて
販路拡大

11 福岡県 原口海産物専門店 ー
ネット通販機能を含むリニューアル及び
機械導入による売上向上

12 福岡県 mina  pann ー
食パンの販路拡大、売り上げ増を目指
す！

13 福岡県 ホワイト　ハウス ー
エアコンクリーニングによる新規個人へ
の販路開拓及び集客力向上

14 福岡県 T・A・B ー
全車種に対応！同業者向け診断サービス
にて売上アップ

15 福岡県 glassy ー
電子カルテ管理による満足度アップと訪
問美容強化への取組み

16 福岡県 こみせ ー
冷凍販売の開始とメニュー表配布による
リピート獲得

17 福岡県 本田鈑金工業 ー
調色用コンピュータ導入で効率・質・お
客様数アップ！

18 福岡県 居酒屋からす ー
酒蔵の町を活かすインバウンド需要の取
り込みについて

19 福岡県 toconobar ー
レスポンシブWEBサイト制作並びに店舗改
修による新規顧客開拓

20 福岡県 有限会社老木園 2290002052505
和モダンを取り入れたバリアフリー庭園
の提案・販路開拓

21 福岡県 DIVA　float ー
美容室でこれまでにない新しい中間サー
ビスを展開していく事業

22 福岡県 株式会社昭和管工 9290001046666
新規事業土木・建築業者向けの工事進捗
管理サービスの販路開拓

23 福岡県
株式会社　三浦工務
店

3290001029354
優秀な建築職人の組織力を生かした新規
ゼネコンの顧客開拓
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24 福岡県 麺屋　華一 ー
お一人様大歓迎！帰りに寄りたくなる店
№1

25 福岡県 奥村建設 ー 木造建築の理解促進による販路開拓

26 福岡県 有限会社　桐島商店 3290002033677
福岡で愛されている「おきゅうと」を全
国に普及させていく事業

27 福岡県 合同会社LUOGO 5290003004980
子供が多い地域を生かした託児ルーム併
設のまつ育コーナーの設置

28 福岡県 七輪焼肉　炎牛 ー
会員制導入で期待される需要拡大と認知
度向上による顧客獲得

29 福岡県 翔志園 ー
造園業の受注増大に向けた設備導入と広
報活動事業

30 福岡県
㈲エヌ・ティー・ケ
イ

7290002038697
新商品マグロを使用した魚介カレーの開
発・販路開拓

31 福岡県 タルト＆スイーツＦ ー
販路開拓に向けた冷凍設備導入と新聞折
り込み広報展開

32 福岡県 和膳　はんなり ー
新サービス「サロン事業」開始に伴う広
報展開

33 福岡県 MATCH CYCLES ー
マウンテンバイク専門店による新規顧客
獲得に向けた広報事業

34 福岡県
ピカソ　ライフ
ワーク

ー
ホームページ充実による、定期受注及び
客単価向上の実現

35 福岡県 矢羽田ガーデン工房 ー
独自ホームページでの集客転換と提案書
による成約率向上

36 福岡県 悠工 ー
体感型ショールームを活かした新施工
サービスの展開・販路開拓

37 福岡県
毎日新聞古賀セン
ター

ー
ポスティング型フリーペーパー配布によ
る広告売上拡大事業

38 福岡県 建築研究所株式会社 7290001083562
提案型付加価値リフォーム事業による新
規顧客獲得

39 福岡県 株式会社リバース 8290001066608
施工実績に基づく技術を一般個人宅へ販
路拡大！！

40 福岡県 花酢　つじ蔵 ー
地元の味を全国へ！WEB媒体やチラシによ
る販路拡大事業

41 福岡県
クリーンアドバイ
ザーナカオ

ー
整理収納アドバイスを付加したハウスク
リーニング等清掃業の展開

42 福岡県
博多南ナチュラルビ
アガーデン

ー
博多南ナチュラルグランピングガーデン
事業

43 福岡県 有限会社黒木商会 7290002053250
オーダー靴・靴修理業務を告示する屋外
看板製作

44 福岡県 BODY　REPAIR　EIGHT ー
事故車の修理・販売特化および業務内製
化による、販路拡大。

45 福岡県
からあげはうす　ぽ
ぷり

ー
自家製カボス胡椒の販売及びオリジナル
新商品の展開

46 福岡県 Le mieux ー
高齢者にやさしいヘアカット出張サービ
ス事業の展開

47 福岡県 有限会社　宝栄 6290002038434
ドローンが案内する不動産紹介事業の展
開
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48 福岡県
企業組合　石貫米穀
店

9290005002624
宇美町でとれた間伐材を活用した新商品
の開発・販売展開

49 福岡県 有限会社プロスト 6290002038252
不動在庫を活用した石材のオリジナル製
品やオーダー製品の販売

50 福岡県
株式会社ちくし号農
機製作所

4290001038395
農業法人向け大型洗浄機用樹脂製ロー
ラーの開発と販路開拓

51 福岡県 パティスリー　ノア ー
お客様の特別な日を演出できる店づくり
で集客をはかる

52 福岡県 中島商店 ー
集中監視システム導入で高齢者向けサー
ビスの充実及び販路拡大

53 福岡県
有限会社マルト醤油
醸造元

2290002037043
小サイズ加工調味料の開発と百貨店ルー
トの開拓

54 福岡県 めぐみ整骨院 ー
チラシの作成・配布による認知度向上・
新規患者の獲得

55 福岡県
株式会社　樋口
パーソナルトレーニ
ングジム　SWING

3290001081231
パーソナルトレーニングジムの集客を行
う為のＨＰとチラシ作成

56 福岡県
有限会社　栄和製作
所

9290002000015
手すりからのビジネス・ラプソディ　～
現在の柱と将来の柱～

57 福岡県 有限会社吉野自動車 4290802025402
「カーエアコン洗浄サービス」による新
規客開拓と顧客満足度向上

58 福岡県 ジョウシン ー
ミニパワーショベル導入による人手不足
解消と作業効率向上

59 福岡県 喫茶カンフォーラ ー
ホームページ公開とステンドグラス商品
販売による来客数UP作戦

60 福岡県 (有)江口かまぼこ 8290002054751 新商品のパッケージ作成事業

61 福岡県 パール美容室 ー
女性や年配の方の為の駐車場拡張工事・
カラー提案による販路開拓

62 福岡県 らーめん六長屋 ー
店舗外スペースの有効活用による、待合
席・飲食スペースの設置

63 福岡県 株式会社ホーオン 1290001044495
自社サイト構築による売上増加と顧客満
足度アップ

64 福岡県
株式会社サンシステ
ム

2290001062216
一社依存型を見直し地元工務店、消費者
からの直接受注拡大を図る

65 福岡県
Patisserie Le
Printemps

ー
家族で楽しめるスイーツ提供・アウトド
アの方にも入りやすい店舗

66 福岡県
インテリア DE ショ
ウ

ー
壁紙等の内装資材の販売と施工指導サー
ビスにより個人客の獲得

67 福岡県
株式会社　Life
Group

9290001085400 HPを使って地域に貢献できる組織の構築

68 福岡県 イーケイ電建 ー
「ｅーコンシェルジュ」としての地位確
立による販路開拓

69 福岡県 有限会社　エアーズ 3290802019933 KYATANA(キャタナ）脚立の棚の販路開拓

70 福岡県 グリングリン宇美 ー
家族連れや年配の方に来店しやすい店舗
改装・宅配による販路開拓

71 福岡県
ハーツモーターハウ
ス

ー
大口径対応タイヤチェンジャーの導入に
よる新たな顧客との連携
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72 福岡県
美容室coloris（コロ
リ）

ー
アンチエイジングサービスの提供による
中高年女性客の取り込み

73 福岡県 和ごころ ー
プライベート空間づくり・和の演出・団
体客の受け入れ体制作り

74 福岡県 いけうら寿司 ー
地域の魅力を伝える地元宗像産の穴子を
使った新商品開発

75 福岡県 アイムズ ー
ホームページ開設と看板設置による問合
せ、来店数の向上

76 福岡県
株式会社　井上工務
店

1290001068057
古民家再生技術の継承にならう、リ
フォーム・リノベ販路開拓事業

77 福岡県 居酒屋 成 ー
店舗改装による団体客の獲得及び客席稼
働率の向上

78 福岡県
Rococo（Chocotto編
集部）

ー
自社お土産品の販路開拓のための製造設
備の導入

79 福岡県 Hair Salon Assist ー
新規開業に伴う店舗概要を周知する看板
の設置

80 福岡県
ハウジングステップ
ヤスマル建装

ー
リフォーム・外構・塗装を１社でできる
コスパ特化の販路開拓

81 福岡県 株式会社ダイショク 7320001003938
自社ホームページ改良とバナー広告を活
用した新規弁当販売

82 福岡県
隠れ家アロマサロン
馨～kaoru～

ー
出産前後の心身の不調で悩む女性を助け
る為のアロマサロンの展開

83 福岡県 有限会社やの 7290002031181
旅行代理店との業務提携による新たな顧
客獲得プロジェクト

84 福岡県 東九州テント工房 ー
テント看板の製作と有効的な宣伝方法の
提案による販路開拓

85 福岡県 大黒家 ー
看板設置とチラシ配布で取組む認知度向
上と商品・サービスのPR

86 福岡県 朝倉物産株式会社 6290001043930
青ねぎ、ねぎドレッシングのホームペー
ジ構築による販売力の強化

87 福岡県 有限会社中村製畳店 6290002049638
高齢者及び若い世代向け特殊畳の宣伝強
化による販路開拓

88 福岡県
株式会社福岡生物産
業開発研究所

2290001050550
微生物を活用した畜産農家の将来に革命
を起こす販路開拓事業

89 福岡県 炎のステーキ ー
富士山溶岩石で焼くアツアツステーキ販
売促進事業

90 福岡県
有限会社鬼丸雪山窯
元

5290002043435
高取焼陶器スピーカーの専用WEBページと
カタログ製作

91 福岡県 よしなか洋品店 ー
店舗イメージと認知度アップのためのPR
活動による新旧顧客開拓

92 福岡県 美容室アティック ー
ヘアリセッターとの複合メニュー開発・
新規客獲得

93 福岡県 合同会社改車屋 3290803002987
板金塗装の潜在需要の掘り起こしによる
受注拡大のための取り組み

94 福岡県
ＹＯＳＨＩＩふなき
ベーカリー

ー
こだわりのミニ食パン開発とＰＲによる
顧客の獲得

95 福岡県 KOYASU　FARM ー
宇美町とヤギミルクを掛け合わせた「新
メェ～産品」の開発・販売
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96 福岡県 REPLACE ー
ライフスタイルの変化に対応できる家具
の開発・販売事業

97 福岡県
からあげ大吉　杷木
店

ー
イートインスペース設置によるからあげ
提供で集客アップ

98 福岡県 ｃｏｂｏ． ー
キッズスペースの拡大・充実による満足
度向上・売上増加事業

99 福岡県
ヘアークラフト グレ
イス

ー
髪質改善技術「リセッター」を活用した
販路開拓

100 福岡県 ㈱原口想建 1290001065698
設計事務所による工務店が利益を残せる
プランニングの提案事業

101 福岡県 前田畳襖店 ー
畳コンシェルジュとしての活動とＨＰリ
ニューアルによる受注増

102 福岡県
アイ・フィックス株
式会社

9290001082042
「総合おうちコンサル」による他社との
差別化のＰＲと販路拡大

103 福岡県 黄河 ー
快適な時間の提供と持ち帰りサービスの
販促による販路開拓

104 福岡県
㈱スタッフエージェ
ント

6290001034847
シフトベースと特許取得技術をPRするた
めの広報活動

105 福岡県
オートガレージロッ
キー

ー
ヘッドライトテスター導入による充実し
たサービスの提供

106 福岡県 手打ちそば蕎波人 ー
店舗改装およびインスタ映えする新メ
ニュー開発による客数の向上

107 福岡県
株式会社　太宰府工
芸

3290001042464
屋久杉製品の端材を有効活用した新商品
開発・販売の展開

108 福岡県 文月 ー
食べ放題コースを近隣住民にPRをして新
規顧客獲得事業

109 福岡県
ハートボックス株式
会社

2290001060351
箔押機導入による新商品の製造・市場開
拓を目指す

110 福岡県 On-Dor ー
コ・メディカル指導に基づいた女性サ
ポートによる売上向上

111 福岡県 中ムラ建設有限会社 8290002035330
自社の存在と事業内容をアピールする看
板と広報で新規顧客開拓

112 福岡県 Volta ー
健康増進に貢献するヨガスタジオの広告
宣伝による会員数拡大

113 福岡県 水城らあ麺 ー
太宰府観光客をターゲットにした水城堤
防ちゃんぽんの開発・販売

114 福岡県
cafe coccolo(カフェ
コッコロ)

ー
太宰府産農産物を用いた、地産地消によ
る新商品の開発と販促

115 福岡県 ティーケイピー ー
建設機械全般の診断・メンテナンスサー
ビスの展開

116 福岡県
グリーンサービス産
業株式会社

1290001084450
緑に優しいイメージの醸成による受注増
加と組織強化事業

117 福岡県 ケイズ企画 ー
根本的な「体臭改善」ができる健康食品
の販売促進

118 福岡県 梶原博多人形工房 ー
インバウンド向け販促活動と設備整備に
よる顧客拡大

119 福岡県 サルーテ ー
縁結び赤い糸イタリアンシリーズによる
女性参拝客の取込み
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120 福岡県
筑紫野棋苑・轟米穀
店

ー
子供囲碁十徳を基にした当道場オリジナ
ル指導よる入門者の増加

121 福岡県 福岡サバゲーランド ー
スマホアプリ制作による予約の自動化と
リピート率の向上

122 福岡県 四季彩膳 彩羽 ー
来店数が増え始めた「訪日外国人旅行
者」の受け入れ体制整備

123 福岡県 スマイルライフ ー
九州と健康をテーマに「食べ方の提案」
を重視した食品の通信販売

124 福岡県 オーガ自動車 ー
高性能の自動車診断機導入により次世代
自動車を整備・販路拡大

125 福岡県 アトム総合事務所 ー
承継予定者が中心となり取り組むWEBサイ
ト改善等のＰＲ強化

126 福岡県 守永接骨院 ー
顧客ニーズを捉えたファスティングダイ
エットで新規顧客開拓

127 福岡県 柿口自動車 ー
品質を維持した高速磨き処理技術による
販路拡大事業の展開

128 福岡県 ガレージリンク ー
インターネットで購入したタイヤの交換
サービスによる販路開拓

129 福岡県 岩永庭園 ー
思い出深い枯れた庭木をオブジェとして
再生するサービスの実施

130 福岡県 株式会社　大橋建設 7290001054935
売却型合同展示場（モデルハウス）でア
ピールし販路拡大

131 福岡県
丸太工房　ナガイ商
店

ー
オーダーメイド丸太トーチの商品開発・
売上向上

132 福岡県 博多王将 ー
テイクアウトを調整できる健康志向本格
中華メニューの展開

133 福岡県 有限会社ゆう紀 5290002035754
オートネイルサロン事業を通じたウェブ
による新聞新規顧客の獲得

134 福岡県 ルーインズ ー
令和万葉をイメージした体に優しいライ
フスタイル向上商品の提供

135 福岡県 入部薬局株式会社 3290001033777
検査機器を導入し提案型の漢方薬局で新
規顧客の開拓

136 福岡県
株式会社西日本自動
ドア

8290003001604
看板設置、パンフレット配布、ＨＰ作成
による顧客獲得事業

137 福岡県 有限会社白石木材 9290002036443
㈲白石木材のブランディングを図るホー
ムページリニューアル

138 福岡県 With　Life ー
提案型営業強化および重機導入による効
率化

139 福岡県 株式会社中嶌家 5290801024412
「アスリート弁当」の販路拡大に向けた
広報力強化事業

140 福岡県 有限会社　興和 2290802017079 店舗外装リニューアル・周知事業

141 福岡県
株式会社進学教室ス
カイ

4290001039798
『内申点対策！宇美町中学別特別カリ
キュラム』の導入と販路拡大

142 福岡県 文化不動産 ー
社会問題である空家買取リフォーム再付
加価値化の告知活動

143 福岡県 株式会社丸商 5290001059746
ホームページの新設と看板設置により集
客力アップ事業
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144 福岡県 株式会社プロナビ 5290001074555 塾内環境改善による顧客満足度向上計画

145 福岡県 緒方旗染工芸 ー
個人顧客向け販売をアピールする看板設
置による販路開拓

146 福岡県
株式会社片山金型工
作所

6290001040564
ＩＴ技術駆使した最新金型設計技術をコ
アとする金型製作事業

147 福岡県 健整骨院 ー
福岡初！体幹鍛えてみんな元気に！砂場
トレーニング

148 福岡県
有限会社内田ミシン
商会

1290002051581
店舗外観の刷新により誰もが気軽に入店
できるミシン専門店へ

149 福岡県
㈱マルサン醤油醸造
元

5290001018082
体験型コト消費提供による販路拡大と販
売展開

150 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069
女性向け食と健康と美容の複合施設ア
ミュゾンエスポワールの広報

151 福岡県 ㈱児童発達支援協会 2290001084706
感覚統合療法の実施とその周知による利
用者の獲得

152 福岡県 金沢屋 福津店 ー
畳店とコラボレーションした和紙畳のＰ
Ｒと新規顧客の獲得

153 福岡県 ＨＡＮ ー
飲食と農業体験による食育の場を提供す
るカフェへの改築

154 福岡県 LiV KiTCHEN ー
市内外のイベント出店による店舗集客UP
事業

155 福岡県 株式会社九千部 4290001033792
オンライショップ構築による「九千部朱
薯」ブランドの認知拡大

156 福岡県 堤自動車 ー
自動車板金専門業者から板金塗装業者と
なり新規販路開拓事業

157 福岡県 串屋せん ー
地元食材を使った菓子製造に用いる設備
導入

158 福岡県 ＨＩＫＡＲＩ ー 来店客数増加に向けた壁面看板設置工事

159 福岡県
株式会社ギフトギャ
ラリー

2290001054741
職業用刺繡ミシン導入による新商品開発
と新規顧客開拓

160 福岡県 スタジオ桑野 ー
想い出をキレイなまま残したい！営業写
真店の販路拡大

161 福岡県
株式会社　ネオバン
ジー

3290001058691
ドレッシングスタンドの開発と通販サイ
トの構築による販売力強化

162 福岡県 モダン屋結納 ー
業界初！当店にしかできないオリジナル
結納品の販売拡大

163 福岡県 宅配の宗像屋 ー
移動販売車の導入による販路拡大と人が
集う場づくり

164 福岡県 江藤竹工所 ー
製造能力向上による機会ロス解消及び一
般消費者への販路拡大

165 福岡県 BAGUS　HAIR ー
新メニューの提供に伴うホームページを
利用した告知活動

166 福岡県 Lien ～リアン～ ー
日本の伝統食と地元食材を使った商品開
発による情報発信強化

167 福岡県
株式会社エスピープ
ラン

8290001037740
商談会等の出展による自社オリジナル商
品の販路拡大
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168 福岡県 倉満 ー
顧客サービス向上の為の予約・顧客管理
可能なウェブサイトの構築

169 福岡県
宴屋う免／OPOL（オ
ポロ）

ー
若い女性向け太宰府梅カフェセットとカ
フェ空間による売上向上

170 福岡県 王様のチャーハン ー
チャーハン専門店の逆襲！再スタートに
よるFC事業への新展開

171 福岡県 ローテンブルグ ー
看板によるアプローチと業務効率化によ
る職場環境つくりへの取組

172 福岡県 韓国苑 ー
新サービスに伴うホームページを利用し
た告知活動

173 福岡県 あおぞら整骨院 ー
ＭＣＣを併用していつまでも元気な身体
づくりの確立・収益力向上

174 福岡県 happy place ー
キッズ向けワークショップ展開に伴う
ホームページ利用の告知活動

175 福岡県 Amel hair apparel ー
美しくありたい方への認知度向上と生産
性向上の売上拡大事業

176 福岡県 株式会社　舘原商店 3290001045483
『安全安心コミュニケーションズ・スー
パーマーケット』事業

177 福岡県 CAR RELATION藤村 ー
車とお客様への『ヒーリング・トータル
カーサポート』事業

178 福岡県 モードエルフ ー
「モードエルフ」ブランドカテゴリー拡
張による販路開拓

179 福岡県 松岡自動車 ー
広報活動・処理効率向上による受注数増
で付加価値を向上

180 福岡県
有限会社プラグレ
ス・ヒロ

3290002037835
ＨＰのリニューアルによる通信販売の売
り上げ対策

181 福岡県 天龍ラーメン ー
看板でcome back！看板効果で認知拡大、
集客力向上！！

182 福岡県 セルラボ糸島 ー
発酵品の物販とワークショップを通じた
健康増進と発酵文化の拡充

183 福岡県 MIGHTY ー 実店舗販売による販路拡大

184 福岡県 Item　Island　JP ー
和訳取扱説明書添付による新たな顧客の
獲得

185 福岡県 手作りとうふ高田屋 ー
こだわり豆腐と自作有機野菜を使った商
品開発で売上アップ

186 福岡県 株式会社サンエイ 4290801021864 補修工事の安全面への対応、業務拡大

187 福岡県 KFY内外美装 ー
自動壁紙糊付機及びポリッシャー導入に
よる新事業展開

188 福岡県 佐与自動車工業 ー 塗装機導入による受注件数増加事業

189 福岡県
ARCO COMPANY　株式
会社

8290001080625
ちらし及びパンフレット配布による認知
度アップ、売上アップ！

190 福岡県 ＨＡＮＡＭＡＲＵ ー
設備導入による出荷増加及び新規サービ
スＰＲ事業

191 福岡県 ラブレド ー
フライヤー設備導入による新商品開発事
業
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192 福岡県 糸島食品 ー
無添加もろみ生搾り醤油キットの開発・
販路開拓

193 福岡県 有限会社まつよし 8290002044455 木材加工の自動化による売上UP

194 福岡県 三月の羊 ー
糸島発！全国に世界に！真のorganicコス
メ販路拡大事業

195 福岡県 S,LABO ー
自動研磨サンドブラスト器導入による新
素材加工事業

196 福岡県 ㈱玉広食品 9290001033350
イートインスペースの設置による観光客
への販路開拓

197 福岡県 nail　salon　simmer ー 手足同時施術による予約UP事業

198 福岡県 ハニー珈琲糸島店 ー
珈琲を家庭で楽しむ方へのオーダーメイ
ドコーヒー豆の販売

199 福岡県 KITANO ー
タイヤチェンジャーによる迅速な交換と
チラシ作成による売上確保

200 福岡県
株式会社　グラン
テック

2290001067396
施工管理ソフト導入で受注拡大による売
上UP

201 福岡県 カネヨシ醤油醸造元 ー
直売スペースの改装と看板のリニューア
ルによる販売促進。

202 福岡県 吉田自動車 ー
安全な作業環境づくりによる作業効率向
上と積極的な営業PR

203 福岡県
有限会社　畠中育雛
場

8290002044447
売場拡大及び新商品販売によるチラシ配
布事業

204 福岡県 居酒屋純 ー
特産品『トンパリピーポー』生産拡大事
業

205 福岡県 有限会社富士工務店 7290002033905
高断熱・省エネルギー高性能分譲住宅に
おける販路開拓事業

206 福岡県
トータル・ヒューマ
ン・ヘルス

ー
真空包装機の導入による高付加価値商品
開発及び販路拡大事業

207 福岡県
炭焼豚丼と塩ホルモ
ンの店　西北の杜

ー
ふるさと納税返礼品にかかる地域資源を
活用した地場産品の開発

208 福岡県 野田瓦工業 ー
ポスティングによる顧客の絞込みで効果
的な新規顧客の獲得

209 福岡県
パソコン修理のＫ４
６

ー
女性スタッフ同伴によるパソコン修理
サービスの新規顧客開拓事業

210 福岡県 あんじゅ ー
国菌と健康を気軽に楽しく〝守る〟〝育
む〟商品開発

211 福岡県 広瀬産業株式会社 9290001047466
お客様の高齢化に伴う買い物支援と空間
づくり

212 福岡県
株式会社エコプラ
ネット

4290001052140
“ブロック塀改修工事”事業への参入に
よる新規顧客開拓

213 福岡県 株式会社SYNC 5290801019503
レディ・メイド製品開発による新たな販
路の拡大

214 福岡県 オートサポート ー
機械導入による期間限定販売システムの
確立と広報力強化

215 福岡県 株式会社保利建設社 3290001033117
「断熱から遮熱の時代へ！」PRによる販
路拡大
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216 福岡県
石塚住設ガス株式会
社

5290801012664
水回り専門リフォーム事業への新事業展
開による販路開拓

217 福岡県 奈良田書士事務所 ー
顧客開拓・営業のための販促ツールの作
成

218 福岡県 株式会社　白石商業 3290801024414
玄米買取サービス、高齢者向け少量配達
サービスにかかる広報戦略

219 福岡県
株式会社アスリート
スタイル

1290001081043
新事業トレーニングジム連携型整骨院の
ホームページでの販促計画

220 福岡県
吉武ドッグトレーニ
ングスクール

ー 老犬ホーム事業への参入への取組み

221 福岡県 株式会社　丸越 1290801011315
国産家具をPRした集中的な広報戦略によ
る新規顧客獲得

222 福岡県 マツモト看板店 ー
顧客ニーズに合ったワンストップ広告・
販促品での販路拡大

223 福岡県 美容薬理株式会社 8290801011696
地域活性化に寄与する「“美容の森”プ
ロジェクト」広報ＰＲ事業

224 福岡県 株式会社カネガエ 2290001047605
試食イベント企画によるオリジナルブレ
ンド米の周知PR事業

225 福岡県 合同会社福寿丸水産 9290003008053
商品のパッケージ変更による新たな販路
開拓

226 福岡県
はるまち駅前整骨
院・鍼灸院

ー
最先端EMS×体幹トレーニングによる販路
拡大

227 福岡県
株式会社 MACRO
JAPAN

2290001082445
サイト改修による顧客購入率向上とモバ
イルユーザーの取込み

228 福岡県 1MARCS ー
パーソナルブランディング理論に基づく
メンズシューズの開発販売

229 福岡県
有限会社原野製茶本
舗

6290002047492
「八女美茶 YAME BeauTEA」直販拡大の取
組み

230 福岡県
有限会社ユーエス
オート

6290002046296
法人顧客に特化した車のトータル管理
サービスで販路拡大

231 福岡県 株式会社みやま技建 9290001083767 新規取引先の開拓と建築工事受注の拡大

232 福岡県 VIGOR（ヴィガ） ー
接客重視のアパレルショップのSNSとウェ
ブでの新規顧客誘導！

233 福岡県
Crashift.（クラシフ
ト）

ー
会社の認知度向上による、安定的な集客
増大の実現

234 福岡県 炭火焼鳥　睦 ー
新たな設備投資による品質向上と販路開
拓

235 福岡県 HACHI ー
無料送迎サービスに係る広報力強化と新
たな顧客層の獲得

236 福岡県
らくらく車検セン
ター

ー
「一日メンテナンスサービス」の開始に
よる販路開拓

237 福岡県 株式会社Danae 2290001069789
新商品「尿ケア用」布ナプキンの販売促
進

238 福岡県 たこやきジャンボ ー
移動販売の戦略的活用による本店常設商
品への誘導

239 福岡県 有限会社マエダ企画 9290002033936
セキュリティ強化を切り口としたシステ
ム開発事業の販路拡大
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240 福岡県
有限会社ライジング
ハリウッド

7290802023592
人口減少社会に対応するための、経営基
盤の再構築事業

241 福岡県 おやつ屋風樹 ー
宗像発食物アレルギー・菜食主義対応焼
き菓子のPR・販売事業

242 福岡県 株式会社 白香苑 7290001048838
動画を活用した高齢者にも優しく選ばれ
やすい情報発信

243 福岡県 有限会社双葉自動車 9290002041947
車の専門的な新清掃システムを取入れ新
規個人客の獲得

244 福岡県 株式会社TANNAL ー
オールシーズン提供できるいちご商品の
開発による販路拡大

245 福岡県
まるよし食肉株式会
社

3290001041193
百貨店クラス「プレミアムミート」の
ネット販売による販路開拓

246 福岡県 田中羊羹本舗 ー
大切な人に羊羹を贈る「ちょこっとギフ
ト」の開発

247 福岡県 吉田大学堂 ー
福岡都市圏における粉末はとむぎ茶の新
たな販促用ＰＲ

248 福岡県 江の浦海苔本舗 ー
有明の宝　海苔を食べてもらうための新
商品開発

249 福岡県 海岸通り不動産 ー
「売主専門ホームページ」を立ち上げ
て、売却物件の獲得を目指す

250 福岡県 株式会社油人 5290001084645
当社商品「ボトルネック」の効果を説明
する動画を用いた販促活動

251 福岡県 TAKE　ONE ー
ホームページで若年層の販路開拓とシス
テム導入による事故防止策

252 福岡県 ベストリサイクル ー
新規割引サービス開始に伴うホームペー
ジを利用した告知活動

253 福岡県
株式会社大渕パッ
ケージ

6290001064019
パイプ製品事業の拡大に向けた新規取引
先獲得のための展示会出展

254 福岡県 坂井正記瓦 ー
事業所の認知度向上と屋根工事の販路拡
大の為のチラシ作成・配布

255 福岡県 八女茶のきた村 ー
催事における販売力強化とリピーター確
保に向けた販売強化

256 福岡県
株式会社ドトキュー
ブ

5290001082665
自社製オリジナルデジタルサイネージの
開発による新規顧客の獲得

257 福岡県 Grappe ー
手間暇をかけたフレンチ惣菜テイクアウ
ト事業の展開

258 福岡県 株式会社　小郡葬祭 7290001050406
リニューアルに伴うＰＲ・ホームペー
ジ・ＤＭ・看板の作成

259 福岡県 仁光機械有限会社 7290002033145
高齢者が安全・安心して自動車運転でき
るをサポート

260 福岡県 株式会社メロウ 6290001081055
当店オリジナル化粧品の卸し販売の強化
による販路拡大

261 福岡県 学研かがやき教室 ー
そろばん教室効果ＰＲによる顧客層拡大
と教室稼働率向上事業

262 福岡県 CRAWT株式会社 8290001081318
「楽器に特化した趣味用品の専門店」と
しての付加サービスの提供

263 福岡県 パティスリールイ ー
当店の看板であるタルト生地を使った新
商品の開発による販路開拓
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264 福岡県 独楽 ー
市場ニーズを捉えた新規販路開拓推進事
業

265 福岡県 Bacchus（バッカス） ー
ほっとする店づくりと甘いデーツで癒し
を提供

266 福岡県
有限会社ＢＭエンジ
ニアリング

9290802021413
新商品開発の実施及び新たな販路開拓実
施事業

267 福岡県 建成工業 ー
旗竿地の解体に対応した解体工事体制の
強化

268 福岡県
小屋のある暮らし
BASE PLUS

ー
小屋モデル、ショップカード、看板作
成、等によるPRの強化

269 福岡県 有限会社川久保酒店 2290002032671
全国各地の銘酒とおつまみで「もてなす
酒屋」の販路開拓事業

270 福岡県 株式会社田中米穀 5290001064985
食味計「品質評価値」導入による利益率
向上のための販路開拓

271 福岡県
トリミングハウスじ
ぐざぐ

ー
ペットホテルの安全性強化による新規顧
客獲得事業

272 福岡県
株式会社フィールド
ベース

2290001077635
九州産ドライフルーツのネット販売と催
事集客連携による販路開拓

273 福岡県
株式会社グリーンペ
ダル

6290001043550
地域初！最先端手洗い洗車機導入による
新店舗前原店の売上拡大

274 福岡県
株式会社Like
innovation

8290001062268
居宅介護支援事業所の併設による利用者
満足度の向上

275 福岡県 石川会館有限会社 8290002052945
ブランディング強化に向けたPB商品開発
と顧客満足向上事業

276 福岡県 株式会社きくち 8290001042856
新商品「梅香もち」の開発による販路拡
大

277 福岡県 アフロディーテ ー
新マシン導入による商品アイテムを拡充
した販路拡大事業

278 福岡県
株式会社スターク
レーン

7290001072615
クレーン揚重と小運搬まるごとサービス
の導入による販路開拓

279 福岡県 合資会社鳥志商店 6290003003346
効果的な提案型営業を実現する営業ツー
ルの開発と物産展出展

280 福岡県
有限会社タイヤ
ショップヨシムラ

6290002032783
大型車両のタイヤチェンジャーサービス
でBtoB新規顧客獲得

281 福岡県 協和物産有限会社 1290002056606
環境に配慮した縁起物熊手普及による伝
統承継と販路拡大事業

282 福岡県 One’s ー
「人との繋がり」を大切にするリフォー
ム工事店の一般顧客開拓

283 福岡県 和カフェ ー
顧客満足度向上のための店舗空間造りの
実現

284 福岡県 Princess４～for～ ー
新規客獲得の為のサロン認知開拓、新
サービス、新メニューの導入

285 福岡県 株式会社Gatou 3290002050697
インバウンドに向けた伝統工芸品の販売
促進計画

286 福岡県 ママドッグ ー
店舗とお店応援団からの情報発信による
絆づくりで新規顧客開拓

287 福岡県 甘木屋 ー
栗を使った新商品の販売で、インバウン
ドの顧客増大を図る！
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288 福岡県
有限会社ジェイエヌ
開発

6290002056634
空き家所有者・相続者への提案型解体業
のＰＲによる顧客獲得

289 福岡県 楠森堂 ー
ネット販売システム構築による新規顧客
獲得

290 福岡県 合同会社プロスパー 1290003004951
集中・継続型広報活動による店舗誘引率
を高めた販路開拓事業

291 福岡県 有限会社ユウキ 9290002042417
運送会社様の経営を下支えするＤＰＦマ
フラー洗浄事業の広告強化

292 福岡県 ㈲辰美商店 9290002032780
カウンターカルチャーを主軸としてギャ
ラリーによる販路拡大

293 福岡県 味楽 ー
情報発信とトイレ改修により女性目線の
食堂に転換

294 福岡県 はれるや ー
糸島ざんまい！宴会コースの新設と店舗
改装による新規顧客獲得

295 福岡県 糸島　内場農園 ー
醗酵ハバネロの小サイズ化およびプレミ
アム商品の開発・販路開拓

296 福岡県 松田商店 ー
生産者への直接販売の取り組みによる卸
売業からの脱却

297 福岡県 一力寿司 ー
高級ラーメン店のイメージ構築の為の店
舗改修による販路拡大

298 福岡県 きりかぶ工房 ー
日本初！幼児向けギフト『木育年輪パズ
ル』の開発

299 福岡県
西日本電機システム
ライン

ー
ドローンを活用した太陽光パネルの点検
と電力自家消費の提案

300 福岡県 株式会社アンダンテ 7290001078174
「おかずジャム」レシピの開発による新
しいジャムの食べ方の提案

301 福岡県 樋口石油店 ー
給油から整備まで！本当のフルサービス
型ガソリンスタンドの展開

302 福岡県
株式会社　中山吉祥
園

6290001047411 抹茶サンプル製造為の粉砕機購入

303 福岡県
辛川醤油醸造合資会
社

7290003002041
小口の特注品、オリジナル商品生産サー
ビス事業による販路の拡大

304 福岡県 立花精肉 ー
旨みと甘みに優れた国産小格馬肉加工品
の開発及び販路開拓
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