
県名 申請者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 福岡県 BlueClover
オリジナル商品の製作と新規来店客獲得
のための広報活動

2 福岡県 美・ステーション
知っていただき来店していただくための
当店と当店商品PR事業

3 福岡県 有限会社　喜八荘 5290002033130
宿泊客増に対応した小荷物専用昇降機の
新規導入

4 福岡県 株式会社　今泉設備 2290001081397
下水道切替工事獲得による販路開拓につ
いて

5 福岡県 大島村商店
設備導入による製造能力向上と自社商品
ブランド化のための広報

6 福岡県 桑野自動車
高性能スキャンツールを使用した電子制
御車両の整備を始める

7 福岡県 ドッグカフェBeBe
「ボックスドライヤー」導入による人と
ペットの快適空間づくり

8 福岡県
オートガレージ夢工
房

オリジナルメンテナンスパックサービス
の開始

9 福岡県 有限会社クスクス 7290002030547
製造小売事業開始に伴う店舗販売力強化
と販売管理業務の効率化

10 福岡県 熊谷電器株式会社 7290001023163
工務店等事業者を中心としたペレットス
トーブPR活動の実施

11 福岡県 内野税理士事務所
税理士×行政書士　ワンストップでス
ピーディーに経営サポート！

12 福岡県
吉村泰美社会保険労
務士事務所

「人を育てる」人事制度による働きやす
い職場の拡大

13 福岡県
Cafe＆Restaurant
COCON

アットホームな空間で家族が集うディ
ナータイムの新規開拓

14 福岡県 ㈱かごしま屋 1290801024044
焼酎の日キャンペーン新商品麦焼酎「耳
納」の販路開拓

15 福岡県 Sｋｉｐ
見た目も可愛い「うさぎの最中」で新た
な販路開拓

16 福岡県
ＲｏｓａＡｍｏｒＭ
ａｎａｎｔｉａｌ

働く女性の時短ニーズに応える出張ボ
ディケア

17 福岡県 株式会社奥竹葬祭 7290801021333
ホームページによる情報発信、広報で販
路開拓

18 福岡県 はなまる工房
お客様の細かい要望に応えるメモリアル
畳の商品開発・販売展開

19 福岡県 住吉車輌
インターネットを利用しての新規顧客獲
得計画

20 福岡県
有限会社　谷口オー
トサービス

6290002037659
電動車いすのトータルサポートサービス
展開

21 福岡県 時安建具店
オリジナル製品開発におけるホームペー
ジを活用した販路開拓

22 福岡県 アイ・ストーン
墓石の体験型彫刻サービス導入による販
路開拓
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23 福岡県 ひだまりパン
朝食パンの開発による販路開拓と婦人服
店の新装開店について

24 福岡県 株式会社　太陽工機 9290001038382
HP内容改編と紙媒体との新しい相互連携
による潜在顧客の顕在化

25 福岡県 大内田建築板金 看板設置で災害復旧工事受注を推進する

26 福岡県 竜建工業
チラシの配布と機械の導入により認知度
と顧客満足度の向上を図る

27 福岡県 Rudy BLACK HAIR
新規のお客様を確実に来店に繋げる為の
看板の設置事業

28 福岡県 三社丸
中型乾燥機導入による生産能力向上と店
舗の集客力向上

29 福岡県
地島宝船あかもくの
会

健康志向商品における品質向上と通年販
売計画

30 福岡県
ステーキ＆ハンバー
グくずはら

古屋改装での家族席設置、新メニュー開
発及び広報による販路開拓

31 福岡県
トップリライアンス
福岡

外国人雇用企業・留学生受入学校向け、
海外遺体搬送等展開事業

32 福岡県 海風
地域のＰＲを兼ねた地元ブランド牛を使
用した商品開発

33 福岡県 irodori space
店内照明と広報による認知度向上、ミシ
ン導入による売上増加事業

34 福岡県
遊び心の陶舎やよい
窯

高齢者施設をターゲットとした出張陶芸
教室による販路開拓

35 福岡県 洋菓子工房ラ・ペ
パッケージの刷新によるはとむぎを使っ
たフランス菓子の販売促進

36 福岡県 （株）井手組 1290001062704
新型測量機による情報化施工実施で販路
拡大

37 福岡県 ステージＯｎｅ
自社開発ディスプレイ・ショーケースの
周知による販路拡大

38 福岡県
合同会社クリーン
ネット

8290003006611
新サービス周知のためのパンフレット配
布及び看板設置

39 福岡県 あすかの看板店
手書き提灯をPRするための展示スペース
設置による販路開拓

40 福岡県 株式会社　筑前福岡 3290001038850
食べきりサイズの自社オリジナル明太子
の開発・販路拡大

41 福岡県 峠のパン屋
イートインスペースを拡充し新たな食の
提供とコミュニティの創出

42 福岡県
ひまわり書店・瓢鰻
亭

自主性・想像力・社会性・国際性を育む
塾経営による販路開拓

43 福岡県 松枝店舗
パンフレットの作成と3D-CADの導入によ
り売上増加を図る

44 福岡県 Bistro Ishizu
コンセプトにそったフレンチの店作りの
完成と集客活動の強化

45 福岡県 イトウ内装
一般個人顧客の新規開拓と機械導入によ
る現場掛け持ち対応

46 福岡県 楠田塗装
一般住宅塗装工事（B to C）の受注を増
やす販路開拓事業

47 福岡県 仕出しふか田
宗像の幸を使ったオリジナル商品の開発
と販売促進活動



48 福岡県 神湊鍼灸院
地域密着型「健康生活維持の拠点づく
り」で販路開拓

49 福岡県 山下理髪店
理容と美容のワンストップ化による新規
顧客の開拓

50 福岡県 １LDK Hair Room
あきらめないで！見た目年齢－5歳の美髪
に

51 福岡県 KIJI
旧工場を改装した老若男女が活用できる
多目的休憩所の創出

52 福岡県
合同会社ロイスライ
ン

4300003000748
塩石鹸の再ブランド化による販路開拓事
業

53 福岡県
リラクゼーションサ
ロン雅

お客様と長く付き合っていけるあらたな
サービスの実施

54 福岡県 YRE株式会社 8290001081706
ネット契約客増加向上による紹介客増
大、付帯工事売上増加の実現

55 福岡県
フォレスト・デ・フ
ロリスト

高齢層・富裕層・企業の新規顧客獲得に
よる事業拡大

56 福岡県 吉井商事株式会社 1290001037128
広報活動強化によるカーリース等の売上
拡大と新たな顧客層の開拓

57 福岡県 インテリアナカムラ
電照看板、立体文字で知名度UP！地域を
照らす販路開拓事業

58 福岡県 舌間造園計画
低騒音機械（バッテリー）と大型チェン
ソー導入による販路拡大

59 福岡県 上野サッシ
高付加価値商品取扱による経営多角化及
び新規顧客開拓・売上増加

60 福岡県 千石屋
新商品のパッケージなど作成による販路
拡大及び売上増加

61 福岡県 ＣＩＲＣＬＥ
認知度向上のための待合室兼カフェス
ペースと店舗看板の設置

62 福岡県 株式会社小田家 6290801025582
お客様の声を形にした法事・慶事サービ
ス提供で目指す販路開拓

63 福岡県 ヘアーサロン西海
ヘッドスパメニューの開発による販路開
拓

64 福岡県 ツーエム金属 人工芝の敷設をPRする為の販路開拓

65 福岡県 石原商会
ＰＲカタログ活用による高品質エンジン
オイル添加剤の提案力強化

66 福岡県 内野ストアー
惣菜コーナーの拡張と自社ホームページ
の構築による顧客層の拡大

67 福岡県 馬場ファーム
ホームページ及びネット販売サイトの構
築による新規顧客の開拓

68 福岡県 あしたばくらぶ
店舗拡張に伴うＰＲ強化と予約システム
構築による新規顧客の獲得

69 福岡県 アシスト
高度化する自動車整備（車検等）の診断
設備の強化による顧客拡大

70 福岡県 高取焼楽山窯
窯元の魅力や来歴を紹介する動画とパン
フレット等による販路開拓

71 福岡県 有限会社ドゥラム 3290002030609
コンセプト強化の店舗リニューアルによ
る観光客の集客計画

72 福岡県
合同会社糸島教育研
究所YES

5290003005236
Web広告による個別指導・右脳教育アピー
ルで生徒数アップ



73 福岡県
株式会社プロジェク
ト4

2290801016008
輸入車とキャンピングカーの広報強化で
目指すターゲットの集客

74 福岡県 （有）オカ電 8290002045569
新規『乾燥特化型コインランドリー』PR
事業

75 福岡県 イキイキフーズ㈱ 3290801021642
宮崎牛加工食品開発で目指す新たな市場
開拓と売上向上

76 福岡県
森のレストラン　女
神のテーブル

森をイメージした店内改装工事とその広
報による販路開拓事業

77 福岡県 ワールドプラス
ホームページの開設による省エネ関連事
業の販路開拓

78 福岡県 有限会社井上興業 9290002043381
高性能バックホウによる民間工事の受注
拡大

79 福岡県
株式会社　林緑化建
設

2290001044148
粗挽きそばの提供とスイーツの充実で販
路拡大

80 福岡県 株式会社レンビス 7290001074215
自社開発の管理システムアプリを核とし
た販売強化事業

81 福岡県 アシストクリーン
個人客の取り込みによる売上・利益拡大
事業

82 福岡県 株式会社吉森商会 7290001044226
防災対策用「浄化槽ポンプアップ層」製
造効率化による販売促進

83 福岡県 有限会社　井上商店 8290802016554
お墓の小売事業への新規参入にかかる広
報力強化

84 福岡県 ㈱福田工務店 5290801012598
インターネットを活用したエコバルブレ
ンタル事業による販路拡大

85 福岡県 株式会社フタキ 8290001039539
インターネットを利用した拡販による宅
配業界の労働環境の改善

86 福岡県
株式会社　ピュアス
リム

4290001037546 ネットショップ制作での販路拡大

87 福岡県 シゲパン
イートインスペース設置と新商品開発に
よる新規顧客層の開拓

88 福岡県 合同会社HOC 3290003004974
新規獲得とリピータ客増大、及び客単価
向上の実現

89 福岡県 株式会社　つじ 6290801011145
ホームドクターとしての広報力強化によ
る新規顧客獲得

90 福岡県 有限会社大長 9290802023236
「いわしのじんだ煮」の本格的な販売に
よる売上拡大

91 福岡県 明和運輸有限会社 4290802016748
広報活動強化による企業ブランドの更な
る発展

92 福岡県
アトリエＲＡＩＮＢ
ＯＷ

オゾン頭皮筋肉スパマッサージの広報力
強化による新規顧客開拓

93 福岡県
いろどり野菜ビュッ
フェＮＩＮＯ

店舗看板設置、フリーペーパー出稿によ
る集客増加、販路開拓事業

94 福岡県 かくうち嘉
顧客増加に向けた快適な空間づくりと新
メニュー開発

95 福岡県 大鯛寿司
こだわりの寿司のアピールによる店舗へ
の誘導と新規顧客の獲得

96 福岡県 よしむら工務店
耐震診断サービスによる安心安全住宅リ
フォーム事業の展開

97 福岡県
有限会社アラペイザ
ンヌ

3290802020003
地元客獲得と来店頻度UPを目指したオリ
ジナルパンの販売強化



98 福岡県
オートガレージタナ
カ

板金塗装技術力PRと継続的なカーライフ
提案による客単価増加

99 福岡県 買遊館
HP、チラシ、フリーペーパーによる新規
事業周知と販路拡大

100 福岡県
有限会社アーリー
バード

2290002035609
メディア機能を持ったホームページ改修
と全国紙を使った広告戦略

101 福岡県 makarin　home
DIY教室等新サービスに伴うホームページ
を利用した告知活動

102 福岡県
Delikitchen sea-
sun’s

HPとチラシを活用した新規客獲得と屋根
設置による客単価UP

103 福岡県 安全産業
同業他社からの刺繍作業請負による販路
開拓事業

104 福岡県 井上商店 当日コースプラン作成による販路開拓

105 福岡県
HORSE　KUSTOM（ホー
スカスタム）

男のアメリカンビンテージ空間を提供す
るインテリア・家具の販促

106 福岡県 ジュビランailes
癒しを追求したアロマキャンドル等新商
品の開発及び販路開拓

107 福岡県 ジュビランエクラ
新たな高単価サービスの認知獲得に向け
たHP制作による販売促進

108 福岡県 株式会社匠永工務店 8290001068918
セルロース断熱工事の自社施工とPRの実
施

109 福岡県 ハニーベル株式会社 1290001076316
「れんげいっぱいプロジェクト」との連
携による集客力向上事業

110 福岡県 株式会社髙岡造園 4290001037703
ドローンを使用した高効率・高精度な薬
剤散布とそのPR事業

111 福岡県
あじあんカフェ＆バ
ル　ビンタン

「煎りたて、挽きたて、淹れたて」３た
て珈琲のお届けサービス

112 福岡県 With coffee
本格的コーヒーが飲めるコワーキングス
ペースによる新規顧客開拓

113 福岡県
炭火ダイニング　ば
ん鶏

半個室へのリニューアルによる新規顧客
の獲得

114 福岡県
株式会社リンクホー
ム

6290801024790
大都市北九州市への通勤者へ向けた店舗
認知拡大と呼び込み

115 福岡県 おひさま唐揚げ
キッチンカーの改装によるイベント出店
売上の強化

116 福岡県 居酒屋　中祥
うちの輪食をテーマに小さい子供連れの
家族を対象にした販路開拓

117 福岡県 inty Hair Design
予約可能なホームページ製作及び新メ
ニューを中心とした告知活動

118 福岡県 ときお整骨院
新メニュー体質改善ダイエット導入事業
による新規顧客の開拓

119 福岡県 居食屋　一栄
外国語表記を入れた看板設置によるイン
バウンド事業への取り組み

120 福岡県 大西商産
女性・高齢者顧客へのバリアフリートイ
レ設置による顧客満足向上

121 福岡県 株式会社　櫨川工業 6290001080230
元請依存の脱却！『遮熱ハウス』のブラ
ンディングによる販路開拓

122 福岡県 株式会社梅田建設 1290001036914
ICT測量機器導入による業務効率化と受注
可能工事内容の拡大



123 福岡県 あおい整骨院
医療機器・矯正用器具の導入及びＨＰを
リニューアルし販路拡大

124 福岡県 Mond　camellia
新規創業『ファッションサイト構築及び
PR』事業

125 福岡県 有限会社佐藤木材店 2290002035823
古材を使ったミニハウスとマッチング空
間による顧客提案力向上

126 福岡県 TCプレス工業 分割金型導入による加工品目増加事業

127 福岡県
株式会社マサエイ水
産加工

7290001083059
商談会出展による関東地方・全国への販
路拡大

128 福岡県 晴る家こうむ店
貴重な建築物の保存のための再利用リ
フォーム提案事業

129 福岡県
Rim-パンとガルニ
チュール-

野菜・果物パンとお酒に合うパンの開発
による販路開拓

130 福岡県 株式会社　伸宅建設 7290001053549
高性能住宅の販路開拓のためのソフト
ウェアの導入とチラシの作成

131 福岡県
株式会社博多の味本
舗

4290001065308
デキストリンを使用しないベビーフード
の開発・販売展開

132 福岡県 とり須恵
快適空間づくりによるファミリー層の販
路開拓

133 福岡県 瑞穂錦酒造株式会社 9290001049652
鰻レストランが法事会席を取入れご高齢
親族の来店者数を拡大

134 福岡県 いろは寿司
新サービスに伴うホームページを利用し
た告知活動

135 福岡県 カーサービス中村 ホームページを活用した告知活動

136 福岡県 有限会社　e-model 8290002038440
「うまい、やすい、はやい」をもっとわ
かりやすく伝えよう

137 福岡県
有限会社　新和建設
工業

6290002018808 LED高所作業の新分野確立による事業拡大

138 福岡県 dining Bar Ash
広報紙とトイレ改装による顧客開拓と店
舗滞在時間伸長への取組み

139 福岡県
有限会社　やまめ山
荘

3290002043916
やまめ山荘パンフレット制作～非日常的
空間と時間を提供できる店

140 福岡県
株式会社イン&エムス
クエア

7290801025482
新事業に特化したホームページで販路開
拓

141 福岡県
有限会社オートサー
ビスサンルイス

5290002030821
ホームページの一新による自社PRとセラ
コートの販路開拓

142 福岡県
有限会社　ダイオー
建設

2290002044378
狭小地や傾斜地作業に対応した業務体制
強化による販路拡大

143 福岡県
有限会社福岡水産運
輸

8290002033326
食品輸送の為の駐車場整備及びチルド車
をいかしたHP作成

144 福岡県 本田工業株式会社 6290001037081
屋根レスキュー隊によるドローン屋根点
検の販促事業

145 福岡県 Kz補償
積算ソフト導入による業務効率化・納期
短縮による販路開拓

146 福岡県 割烹桂川
懐石料理のＰＲ及び店舗スペースを活用
した土産コーナー設置

147 福岡県 アベニュー
イスの張替技術を生かす工業用ミシンに
よる新たな販路先への提案



148 福岡県 村田木型製作所
「木型屋のリバースエンジニアリング
サービス」販売促進事業

149 福岡県 デミーズソフト
ロボットプログラミング教育事業開始に
伴う設備導入と広報活動

150 福岡県
ヘアーサロンいのう
え

ブランディングを施した看板設置で顧客
獲得

151 福岡県
ｃｏ－ｓｔｅｐ
（コーステップ）

ネットショップを利用した、海外輸入品
の物販及び中古品販売

152 福岡県 ニコラス
高齢運転者サポートとコミュニティス
ペース子供カフェ（仮）設立

153 福岡県 旬菜ダイニング郷
ホームページとチラシを活用した軽減税
率対象商品の販売促進

154 福岡県
株式会社アグリツ
リー

4290001082311
ソーラーシェアリング事業の周知と新製
品の開発による販路拡大

155 福岡県
株式会社タツナリー
ス

8290001076672
解体事業及び遺品・生前整理事業への新
規参入による販路拡大

156 福岡県 riru.
痩せる潜在意識メソッドをriru.ブランド
として確立させる

157 福岡県
株式会社井口タタミ
フスマ店

2290001041731
『ゆかぽん畳』の活用による気軽に
『和』が感じられる空間の提供

158 福岡県 PUNTO　MARE
アペリティーボの開発とそれを楽しむ空
間づくり、並びに広報

159 福岡県
ハーブの専門店
ファルム

認知症予防のハーブ活用セミナーによる
シニア層販路拡大事業

160 福岡県 一級染色補正　翔
染色補正店が行う着物の着付け教室の展
開による販路拡大事業

161 福岡県 R－AUTO 看板設置及び新たな溶接機器の導入

162 福岡県 豊村酒造有限会社 9290002034505
奈良漬けを贈答・お土産品として定着さ
せることによる販路拡大

163 福岡県 肉料理　喜多屋
肉料理店が手掛ける串焼き商品のテイク
アウト販売による販路拡大

164 福岡県 福岡管工設備
設備導入による水道引き込み工事への参
入及び販路開拓事業

165 福岡県 悠鳳
創作日本料理店が手掛ける高付加価値ス
イーツによる販路開拓

166 福岡県 宮若生花店
ＢｔｏＣ向けの事業展開及びホームペー
ジを利用した告知活動

167 福岡県 秋好不動産株式会社 7290001084528
看板・チラシ・ネット広告による会社の
認知度と集客力アップ

168 福岡県
Ｍ’ＳＥＬＥＣＴＩ
ＯＮ

女性が上質な服でお洒落する楽しみを
Ｍ’ＳＥＬＥＣＴＩＯＮで！

169 福岡県
内堀健太鍼灸院
YUUZEN SPA

売上を持ち上げろ！HP改修と情報誌への
広告で新事業の顧客開拓

170 福岡県 鶴見窯元
鶴見窯元のシズル感が伝わるリーフレッ
ト創作

171 福岡県
写真工房写真のシラ
イ

スタジオ機器無線化による出張撮影サー
ビスの開始

172 福岡県 株式会社　福吉水産 5290001082384
珍魚・沖げんげの新メニュー開発と少数
グループ客の集客



173 福岡県 有限会社花田酒販 5290002035358
素材に拘ったカフェタイムのメニュー展
開と広報による顧客開拓

174 福岡県
有限会社　アポロ燃
機工業

3290802016542
ホームページのレスポンシブ化及び常時
ＳＳＬ化

175 福岡県
リラグゼーションく
るる

「温活」にかかる新メニュー開発と広報
力強化による新規顧客開拓

176 福岡県 喫茶ラ・セーヌ
サービス強化による既存客のファン化促
進と新規顧客の獲得の取組

177 福岡県 ペットサロンりぼん
「インスタ映え」する撮影ブース造作に
よる新規顧客獲得

178 福岡県 株式会社つるや 1290001042185
商品受渡所設置による来店型ふとんレン
タル・リース事業開始

179 福岡県
小顔矯正リンパ専門
店CIEL

無痛の『小顔矯正』などの広報力強化に
よる新たな新規顧客の獲得

180 福岡県
ペットサロン　エブ
リ・ワン

BOXドライヤー導入による中型・大型犬へ
の対応と販路の拡大

181 福岡県 hair salon tomonaga
バリアフリー化に伴う、車イスや歩行困
難者への対応と販路拡大

182 福岡県 有限会社百田建具店 1290002037878
「簡易リペアサービス」の周知による
BtoC事業への販路拡大

183 福岡県 スウィープ
ホームページ作成によるIRATA技術の周知
と新規取引先の開拓

184 福岡県 クリフクバーノ
借地スペースでの対面販売のPRによる売
上拡大

185 福岡県 カットルームOrigin
美容室専売品の販売によるインターネッ
ト顧客の開拓

186 福岡県 いしまつ園芸店
倉庫を利用した新店舗オープンによる顧
客の開拓・販売促進

187 福岡県 鬼王荘
企業向け宿泊型研修プランの提案による
販路開拓事業

188 福岡県
Beauty Marche
Cocowa

美容室における身体の内側から健康にな
るサービス提供

189 福岡県 モトショップエイト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

190 福岡県 農業　福島園 宗像日本酒プロジェクト広報力UP事業

191 福岡県 えがお整骨院
コーチング事業展開のための環境整備及
び宣伝強化による販路拡大

192 福岡県 レストランかつ亭 遊休店舗を活用したコース料理の提供

193 福岡県 カラダケア日の里
理学療法士による高齢者向け足指の爪切
りサービスの事業化

194 福岡県 カフェオフコース
高齢者が安心して来店できる施設・料理
の提供

195 福岡県 亀屋自動車
キャンピングカー等修理・整備事業実施
PRによる新規顧客獲得

196 福岡県
plants funshop
natur

多肉カフェの認知度向上と新市場開拓事
業

197 福岡県 ＰＯＴ
全国のよもぎ蒸しサロン女性起業家誕生
による販路開拓



198 福岡県 わかまつ農園
新商品『オリーブロールケーキ』の菓子
製造業取得への店舗改装

199 福岡県 TANA TETSU
手の平サイズから大型案件まで多様な金
属加工で新規顧客開拓

200 福岡県 重野モータース
法人営業を強化し、社用車一般整備の受
注拡大を狙う

201 福岡県 株式会社ジャックス 8290001077150
ネットショップページ製作での販路拡大
事業

202 福岡県 株式会社ICHOU 4290001084729
2号店開店に当たり大川市近郊エリアの顧
客開拓に取り組む

203 福岡県
プレミアムカットラ
ウンジロダン

移動理美容車における出張サービス事業
導入による客数向上

204 福岡県 飯塚制動有限会社 7290002044902
店舗販売への事業拡大に伴う広報活動の
強化

205 福岡県 坂本食品工業所
100年の伝統的な製造法でつくる高菜漬け
の価値を伝える事業

206 福岡県
佳穂資産管理合同会
社

4290003006532
顧客ニーズ対応に伴う新販売形態による
販路開拓及び新規顧客獲得

207 福岡県 合同会社宝町整骨院 6290003008188
高齢者をターゲットとした集客と固定客
の獲得

208 福岡県 らーめん屋天照
市場の変化に合わせた経営で地域内集客
を高める事業

209 福岡県 株式会社　ククル 2290001070631
新商品紹介や同業他社向けシステム紹介
の為のウェブサイトの構築

210 福岡県 坂口電設
強みを活かし地域の電気なんでも屋さん
になる事業

211 福岡県 玉水酒造合資会社 1290003003202
まず手に取ってもらうための少量お試し
商品の開発

212 福岡県
ミートサンフレッ
シュ

精肉店の強みを周知し地域密着型販売へ
の取り組み

213 福岡県
筒井時正玩具花火製
造所株式会社

0290001066392
伝統的な花火文化を守る為に情報発信を
強化する取組み

214 福岡県 株式会社キイチロウ 2290001078113
「うまみ」という新しい価値を提供し家
庭料理を楽しくする

215 福岡県 アサミヤ
地域で繋がり販路を開拓　顔が見える営
業の促進

216 福岡県 株式会社ズッペン 9290001063959
乾燥機を使った商品を開発し地域の野菜
を美味しく提供する事業

217 福岡県 株式会社GoodLife 9290001074601
高齢化に対応する為のレクチャー型家電
販売の実施

218 福岡県 be one AQUA
顧客ニーズに合った髪と頭皮に優しい美
容液での販路拡大

219 福岡県
おしゃれの店　たな
か

店舗前と駐車場への看板設置・チラシ折
込・トイレ改修で販路拡大

220 福岡県 有限会社野田物産 1290002053776
畳のファンに！ニーズに合わせた新商品
の製造・宣伝事業

221 福岡県 OIE salon..
有名専門誌注目ネイルサロンがデザイン
力・技術力をウェブでＰＲ

222 福岡県 合同会社おもむき屋 1290003007005
新しい土産品の開発による売上高増加、
および販路拡大



223 福岡県 CEYLON　MARKET
日本初輸入紅茶シロップ卸し先新規開拓
と新開発商品のウェブ販売

224 福岡県 清永製箸所
国産高級竹箸向け竹材開発と工芸職員向
け販路開拓

225 福岡県 株式会社　愛香園 3290001018753
新規顧客獲得のための室内壁面緑化とイ
ベント装飾事業

226 福岡県 株式会社共夢 4290001079605
６次化を実現する為の各種デザイン制作
と販路開拓取組み事業

227 福岡県
桜ランドスケープデ
ザイン

造園の知識、技術を活かした駐車場増設
工事による新規顧客開拓

228 福岡県 有限会社ＡＹＡＸ 4290002042751
リフォーム会社が「御用聞きサービス」
を開始！顧客増加計画

229 福岡県
株式会社ムナカタ
ミュージックマン

1290001071201
イベント事業の受注拡大と連携事業の拡
大

230 福岡県 立花ワイン株式会社 2290001047340
試飲試食スペースの整備による滞在時間
ＵＰの取り組み

231 福岡県 ＰＬＵＳ×１
業務効率化で生産性を2倍に上げ、新たな
販路開拓を行う

232 福岡県 荒巻畳店
「へりなし畳」の生産性向上と新たな商
品提案による販路開拓

233 福岡県 株式会社アダマス 9290001069709
希少価値の高い商品をBtoB向けに販売！
新規顧客の開拓を図る

234 福岡県 株式会社篠﨑建築 8290001036346
無垢材を使った高付加価値型注文住宅の
提案による販路開拓

235 福岡県
だい好き太宰府株式
会社

6290001085196
太宰府の土産品「梅水引」の新アイテム
開発と販路開拓

236 福岡県 株式会社飛梅商店 8290001079469
美容・整体・ゴルフをトータルサポート
するコースの販促

237 福岡県 (有)小池商店 7290002036362
制服販売における地域交流活動を通した
新規顧客の開拓

238 福岡県
鍼灸整骨院はりラッ
クス五条

福岡唯一の施術で「アンチエイジングで
きる鍼灸院」の集客強化

239 福岡県 うどん人生たもん
オリジナル性溢れたポールサイン設置と
新メニュー導入でＰＲ強化

240 福岡県
イズミクリーン株式
会社

3290001039238
スマホコーティング事業開始で顧客開拓
と既存顧客の客単価UP

241 福岡県
タイヨウホーム株式
会社

6290001084553
夫婦二人の住宅会社が30代をターゲット
に販路開拓に取り組む！

242 福岡県
ヘアーサロン イノク
チ

設備機器導入による施術サービス改善と
くつろぎ新メニューの提案

243 福岡県 more JOURNEY
リニューアル店舗のPR充実化！認知度向
上からの顧客獲得事業

244 福岡県
トータルファッショ
ンふくや

女性の活躍を応援するネットショップ事
業の新規展開

245 福岡県 株式会社WABISUKE 2290001035808
新規顧客獲得のためのホームページ導入
と広報活動

246 福岡県 株式会社　日田屋 3290001043859
看板設置等の設備投資で認知度を向上し
売上拡大

247 福岡県
トータルフィットネ
スB-LAB

「オンラインプログラム」のPR強化によ
る新規客獲得への取組み



248 福岡県 仙寿園
新分野進出と新規客獲得のためのホーム
ページ開設

249 福岡県 ラヴィレコヤナギ
バイヤー・一般客への営業力と販路拡大
の為の宣伝力強化事業

250 福岡県 中村屋
共働き世帯を当店が支援!新たな商品陳列
で販路開拓事業

251 福岡県 株式会社石橋 1290001063660
地産地消の見える化を図った店舗改装で
新規顧客層の開拓

252 福岡県 龍商店
お祝い事のごちそうを日常で味わえるお
弁当の提供

253 福岡県 大石ファーム
売れるホームページへの全面的リニュー
アル＆チラシ作成

254 福岡県
株式会社オールデザ
イン

7290001035340
浮き指改善インソールと足袋ソックスの
ブランディングとＥＣ戦略

255 福岡県 ぽっかぽか
改善したい悩みや症状に沿ったオリジナ
ルメニューの開発、提案

256 福岡県 SCATOLA 生産拠点併設の店舗開店による販路拡大

257 福岡県
行政書士福永晃大事
務所

特定技能外国人受け入れ支援と相続関連
業務に特化した販路開拓

258 福岡県
いとしまコンシェル
合同会社

8290003008434
脱プラスチック商材および糸島ブランド
商材の販路開拓

259 福岡県 Storya
「髪の悩みを解決する美容室」のPRによ
る新規顧客の獲得

260 福岡県 馬場建設 DIY参加型工務店・施主様支給品もOK!

261 福岡県 株式会社ANEXST 3290001084589
自社公式ホームページ開設による販路開
拓

262 福岡県 アンダンテ整骨院
整骨院の自重トレーニング事業による新
規顧客の獲得

263 福岡県
有限会社　丸和パー
トナーズ

4290002050572
情報発信力強化による、効率的営業体制
の確立

264 福岡県
有限会社アイワ不動
産

5290002038575
ワンストップマッチング支援事業による
新規顧客の獲得

265 福岡県 株式会社SING 9290001056293
アウトドア向けシリコーン商品の販売に
よる新規顧客の獲得

266 福岡県 べーる
「タヴェルナ」が始めるイタリアンテイ
クアウトメニューの展開

267 福岡県 MISAスクール
地域の子供達の英語とのふれあいの場｢会
員制図書館｣の開設

268 福岡県 Yoga musubi
プライベートレッスンの提供による新規
顧客の獲得

269 福岡県
クワトロデザイン株
式会社

3290001064161 UVプリンター導入による新規顧客の獲得

270 福岡県
有限会社　井手製茶
工場

1290002046978
情報感度、健康志向の高い若年層を狙っ
たリーフ茶市場の回復

271 福岡県
株式会社ナノテッ
ク・Ｄｏ

2290801021916
「液晶フィルムを使ったオフィス家具」
の開発による売上増加

272 福岡県 山歩
みのう豚足カレーの開発と持ち帰りサー
ビス開始による販路拡大



273 福岡県 たいやき新八
潜在客を呼び込むメニュー看板と新商品
提供による売上拡大計画

274 福岡県 髪のにしかわ
新たなサービスの展開による既存顧客の
確保と新規顧客の獲得

275 福岡県
田舎ダイニング
Basara

田舎ダイニングの『プチ贅沢』イベント
と魅力発信による集客強化

276 福岡県 有限会社フーデスト 2290002056935
野菜党ラーメンの存在をより浸透させる
ためのPRツール作成配布

277 福岡県
株式会社総桐箪笥和
光

1290001053372
ショールームリニューアルと外観力向上
で新規成約獲得事業

278 福岡県 立石工芸社
高画質プリンター導入による訴求性を追
求したサイン需要の獲得

279 福岡県 あらい有限会社 6290802020723
クラウドファンディングの声を取り入れ
た包装などの見直し事業

280 福岡県 ㈱海と山と太陽の村 2290001060178
HP・チラシ・パンフと看板による介護技
術の周知と利用者拡大

281 福岡県 株式会社巨峰ワイン 6290001050670
フルーツスパークリングワインの開発に
よる新たな顧客層の開拓

282 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

283 福岡県 ＣＯＣＯ
地元の子育て世代の母親が気軽に来店で
きるお洒落なカフェの展開

284 福岡県 株式会社MATSUO． 4290801024628
自社ショールーム販促活動強化による事
業拡大計画

285 福岡県 テナント田中
販促力強化の為のネット販売ページ改良
及び店舗改装

286 福岡県
有限会社ミネルバ・
フィットネス・クラ
ブ

3290802020718 自社サービスの強みを生かした売上拡大

287 福岡県 坂口塗装
顧客満足度向上と営業力向上の相乗効果
による顧客の拡大

288 福岡県 花屋　心一つ
ブランドイメージ確立とアドバイザリー
サービスによる販路拡大

289 福岡県 有限会社　羅漢 6290002033162
終末期医療患者とその家族に向けた旅行
サポート事業の開始

290 福岡県 有限会社山水社 2290002040807
生前に感謝を伝える終活サービスによる
会員との関係性強化

291 福岡県
ヘアースペース美鈴
が丘

東洋・西洋医学を用いた頭皮改善サービ
スの周知と新規顧客獲得

292 福岡県 鶏笑　春日上白水店
定期的な自社商品開発と店外広告活動の
強化

293 福岡県 お茶の千代乃園
オーガニック八女茶のサイトリニューア
ルと販売促進

294 福岡県 ホームリメイク㈱ 5290001031218
顧客管理システムとホームページ改良に
よる顧客囲い込み事業

295 福岡県 仁田原花園
男性が女性へ贈るギフトセットの開発と
男性客の販路開拓

296 福岡県 ㈱五十嵐総合事務所 7290001042840
ポスティングによる生命保険事業強化の
周知及び販路開拓

297 福岡県
有限会社チタンエン
ジニアリング

1290002052324
日本初！チタン製会社印判の販売開始に
よる新規顧客獲得事業



298 福岡県 オフィスファイン
若手リーダー育成カリキュラムの開発・
実施

299 福岡県
溶岩石焼き食堂　波
平

田主丸産新名物みのうソフトの開発によ
る新規顧客の獲得事業

300 福岡県 田主丸フーズ
地域に密着した農家発八百屋の開店によ
る新規顧客獲得事業

301 福岡県 長谷尾建設
ペットと楽しく暮らす住宅への注力と周
知徹底・新規顧客獲得事業

302 福岡県 株式会社　百笑屋 4290001071702
農家がつくる「百笑納豆」「必笑納豆」
のネット販売強化

303 福岡県 田中油糧工業㈱ 3290001040889
創業118年の老舗油屋が作る最高級コスメ
のプロモーション戦略

304 福岡県 瑛鳳堂
チタン加工を施した和紙を使用したリ
フォーム事業の開始

305 福岡県 ペガホープ
今までにない「送料を考慮したパッケー
ジデザイン」提供事業

306 福岡県 LARTISTA
家族連れ・小規模な団体客を取り込んで
販路開拓

307 福岡県 あまつ風
シェアハウスでの暮らしや交流の配信に
よる新規入居者の獲得

308 福岡県
有限会社糸島手造り
ハム

4290002032620
自社主力商品を中心とした卸売業向け会
社案内、パンフレット作成

309 福岡県 エポカ
糸島産小麦と糸島食材を美味しく楽しむ
ピザの開発による販路拡大

310 福岡県 トルペ
ネットショップ作成によるブライダル
ペーパーアイテムの販路拡大

311 福岡県
ボディーリペアＹ
‘ｓ-ＦＡＣＴＯＲＹ

機会ロスをなくし、売上増加及び販路拡
大のための設備投資

312 福岡県 クリーンテック福岡
生活サポートサービスを入口としたハウ
スクリーニングの顧客開拓

313 福岡県 有限会社　親水 7290002032741
アクティブな高齢者をターゲットとした
店舗整備による販路開拓

314 福岡県
株式会社エルマー
ジュ

8290001033343
美肌と脱毛でサラサラ素肌サービスの開
発と新規顧客獲得

315 福岡県 オリーブに恋して
販促ツール強化により卸売販路開拓、拡
大

316 福岡県 ＢＭＥ株式会社 7290001027882
春日市に情報戦略基地の設置！活動の原
点は春日から発進！

317 福岡県 オフィス・パル
旅行のプロが作る糸島土産「練練もな
か」の開発と販路開拓

318 福岡県
有限会社ワンガーデ
ン

8290002042293
新規顧客の集客並びに新サービスの告知
事業

319 福岡県
PACHAMAMA YOGA
HOUSE

こんな近くにヨガスタジオがあったんだ
と気づかせよう！

320 福岡県 アウトモビリズモ
診断機導入により、新規顧客の開拓と既
存顧客の深耕を図る

321 福岡県 株式会社筑紫庭園 7290001041512
来店型の気軽に相談できる地域の造園屋
さんとなり売上増加を図る

322 福岡県
株式会社熊谷ゴム工
業

1290002044008
ゴム製インソールの開発に伴う福祉業界
への進出



323 福岡県 ソエル自動車
店舗看板と電光掲示板設置による二輪取
扱店の周知と新規顧客拡大

324 福岡県 松尾写真館
気軽にスマホ相談が出来るお店としての
販路開拓

325 福岡県 moribito
交流拠点である宿泊施設と体験事業の展
開

326 福岡県 株式会社吉泉園 3290001047554 販路拡大・顧客増に向けた店舗改装

327 福岡県 株式会社　井手電工 8290001047962
省エネ補助金申請ノウハウの工事業者へ
のインターネット販売事業

328 福岡県 木村屋 ECサイトによる新規顧客の開拓

329 福岡県 ゴーバル工芸
高級感あるオーダー家具の認知度UP若い
層も購入できる販路開拓

330 福岡県 MACARONI
当店オリジナル「あまおうガトーショコ
ラ」の開発による販路開拓

331 福岡県 Beauty.Studioシオン
プライベートサロンとパーソナルトレー
ニングのコラボ発信！

332 福岡県
中元寺みらい農業株
式会社

8290801024483
『元気な野菜』をＰＲするためのホーム
ページ制作及び広報活動


