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1857 高知県 株式会社　香美水道組合 7490001006362
大型コアドリルと大型管に対応するビット
（刃）の導入

1858 高知県 株式会社　コミコムジャパン 1490001006608
エアコン増設による快適空間の創出、業務効
率化

1859 高知県 利休
新商品「生けんぴ」の開発とホームページリ
ニューアルによる拡販

1860 高知県 有限会社長嶋自動車商会 7490002008886 ホイールバランサー導入による販路開拓事業

1861 高知県 西尾住建 建築相談スペース改善に伴う販路開拓事業

1862 福岡県 HAPPY　MOJI
ウェブテンプレートで選べるデザイン文字の
オンライン販売！

1863 福岡県 （株）ヤスタケ福岡 9290001088279
ホームページ作成パンフレット作成により認
知度向上及び販路開拓

1864 福岡県 N4　BALLET　STUDIO
インターネットを活用したバレエレッスン事
業の展開

1865 福岡県 株式会社志水ミート 6290001038311
企業内給食及び新たなバリエーションのお弁
当の開発・販売展開

1866 福岡県 札幌ラーメン　えぞっ子　宇美店
地域ブランドを活用した商品を快適な空間で
食して頂く事業展開

1867 福岡県 技工ボウディ
当ラボの技術力とセラミック材等を用いた自
費技工分野の販路開拓

1868 福岡県 ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ 宇美町とヤギミルクから産まれる持続型産業

1869 福岡県 奥村醤油醸造場
老舗醤油醸造場による醤油加工品の新たな魅
力発信事業

1870 福岡県 和光有限会社 2290002035807
あご丸ごと１本！「博多香味あごだし」の商
品開発と販路開拓

1871 福岡県 梶原たたみ店
自社オリジナル商品「やすラグ(仮)」による
新たな販路の開拓

1872 福岡県 柚乃香本舗
旬の商品をＰＲするチラシの作成・配布およ
びＤＭによる販売拡大

1873 福岡県 手嶋モータース
需要に応えるリフト導入と広報活動で、販路
開拓を実現！

1874 福岡県 ヘアーサロン　ササキ
高齢化やプライバシーに気を配ったヘアーサ
ロンづくり

1875 福岡県 吉田窯業
コーポレートサイト及びECサイトを利用した
新時代の陶磁器販売

1876 福岡県
CEYLON MARKET　セイロンマーケッ
ト

オーガニック紅茶のラッピング商品開発でイ
ンスタ映え拡散販売

1877 福岡県 有限会社佐藤木材店 2290002035823 展示会出展による販路拡大、業務提携先開拓

1878 福岡県 Nice Time
浴室完備のウェイクボードレッスンPRによる
販路拡大

1879 福岡県 合同会社 華の実 7290003002140
ダイレクトメール拡充による既存顧客への購
買訴求

1880 福岡県 ＭＡＴＣＨ　ＣＹＣＬＥＳ
ターゲット拡大のためのコーヒー提供サービ
ス開始と広報事業

1881 福岡県 株式会社H.R.D 2290001082379
不動産（マンション等）のオーナー向け広告
宣伝強化事業

1882 福岡県 守窯
若年層顧客獲得のための新商品開発および展
示会出展事業

1883 福岡県 Ｂｕｇｓ＆Ｇｕｉｌｄ合同会社 7290003008947
自社の強みをＰＲするイメージ動画とホーム
ページ作成による広報

1884 福岡県 ＨＡＮ
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

1885 福岡県 UDON　HIRO
独創性の高いうどんで、他店と差別化をはか
り販路拡大
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1886 福岡県 福田酒店
オリジナル商品「甘酒アイス八女抹茶味」の
開発と販売

1887 福岡県 株式会社ハーフィーズ 2290001037580
工場レイアウト変更と洗浄工程を改善して売
上を拡大する事業

1888 福岡県 合同会社ミコー漢方処 8290003009432
血管スキャンで、あなたの血管と人生を見え
る化

1889 福岡県 株式会社スマイルカンパニータケ 4290801023687
遺品整理等に悩んでいる方が安心して依頼で
きるホームページ作成

1890 福岡県 株式会社UNRYU企画 4290001086691
若い世代への認知度向上にホームページを活
用した販路拡大事業

1891 福岡県 プリンヘアルーム
いつでもどこでも寄り添う未来の美容アドバ
イザーサロン展開

1892 福岡県 Doya
固定店舗（プレハブ）設置と商品の拡充によ
る新規顧客の獲得

1893 福岡県 株式会社九州男 4290801023241
九州男グループホームページ完全リニューア
ルによる販促強化事業

1894 福岡県 Patisserie　Le　Printemps
手軽に季節のスイーツを提供する取組及び店
舗を活用した看板設置

1895 福岡県 合同会社キブン 9290003009191
生前整理とエステートセールを組み合わせた
販路開拓

1896 福岡県 神山事務所 「セミナー開催」による販路開拓。

1897 福岡県 ブロカントデザミ
撮影スタジオ開始のための店舗改装とウェブ
サイト、販促物制作

1898 福岡県 らす工房
ＷＥＢサイト制作による自社商品の周知・販
売と販路開拓

1899 福岡県 株式会社二光 6290001037362
雑草対策見積シミュレーションシステム導入
による販路拡大

1900 福岡県 シエラグラム
「マイクロナノバブルシャンプー」のサブス
クによる髪の悩み解消

1901 福岡県 株式会社恒盛商事 2290001057249 産廃ボックス設置による収集運搬サービス

1902 福岡県 いやし家
主力商品のデリバリー＆テイクアウトサービ
ス

1903 福岡県 有限会社　クルーズ 7290002042939
オリジナル車両部品エアーサスペンションの
開発及び販売促進

1904 福岡県 株式会社梅商店 8300001010150 ECサイトの更新とコーポレートサイトの作成

1905 福岡県 安全産業 セルフ刺繍施設の開設による販路開拓事業

1906 福岡県 株式会社カークリエイトコガ 1290001066622
輸入車の長年の悩みの種「アルミメッキモー
ルの白濁」対策

1907 福岡県 株式会社マッスルウェポン 8290001081160
ウェブページを利用した新ジムマシン機器の
新規販路開拓

1908 福岡県 ＭＯＮＯトレーダーズ株式会社 1290001063603
評価の信頼度を強みとした価格改定ツールの
作成と新規顧客獲得

1909 福岡県 炭焼工房暖 新規出店先への参入による販路開拓事業

1910 福岡県 株式会社　ヒイズル 5290001074480
ライトアップ及び看板設置による周知強化事
業

1911 福岡県 株式会社KIZUNA 4290001056793
フルソフトウエア溶接機導入による売上増加
事業

1912 福岡県 ワイン食堂GLUGLU 高価格ワインの提供と食品ロス削減事業

1913 福岡県 株式会社　筑紫商会 5290001040912
耐震化に対応する工事受注UPの為のHP作成と
機械導入

1914 福岡県 株式会社ラックシステム 2290001037291
長期レンタカーサービス事業の展開における
販路開拓事業
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1915 福岡県 Kotoyoga太宰府
高齢者向け健康寿命メンテナンスに特化した
ヨガによる販路拡大

1916 福岡県 こうじや整骨院
カッピング療法と整体を組合せた整体カッピ
ング療法の開発・販促

1917 福岡県 有限会社　石垣農産物加工場 9290002050452
ホームページを新たに開設し、水産業者等へ
の販路開拓に繋げる

1918 福岡県 台湾料理　福来たる お弁当配達サービスで販路開拓

1919 福岡県 丸亀絣織物工場
インターネット販売の構築による顧客の取込
みで販路拡大

1920 福岡県 武末建設 愛犬家の願いを叶える住まいの提案

1921 福岡県 order made cake ToiToi ショーケース新設による販売拡大事業

1922 福岡県 リンパサロン　madoromi
店舗アピールと集客にて発見、実感そして沼
への導き

1923 福岡県 plants　funshop　natur
親子ワークショップ開始と店舗改装により
ファミリー層の顧客開拓

1924 福岡県 株式会社MACRO JAPAN 2290001082445 釣りガール専門ルアーメーカーの立ち上げ

1925 福岡県 株式会社S.style 3290001071050
男性専用美容脱毛サービスの開始による新規
顧客開拓

1926 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
オリジナル濃厚「茶まんじゅう」の開発と販
路開拓

1927 福岡県 Patisserie tana
季節限定のスイーツ着手の為の設備導入及び
SNSを活用した広報

1928 福岡県 島風
商品保管置き場を活用したセルフ牡蠣小屋で
の販路開拓

1929 福岡県 株式会社　樽味屋 9290001041907
飲食店へ認知度向上にホームページとLP広告
を活用した販路拡大

1930 福岡県 バースエンジニアリング
新型車両でのストレッチリムジン製作車両の
開発・販路開拓

1931 福岡県 わかまつ農園
直売所でイベント等が開催できる快適空間へ
の店舗改装

1932 福岡県 ㈱サンテフラン 1290001068180
新商品『スリマフラミンゴ』の新規顧客獲得
の効率化

1933 福岡県 Sweets Cafe egao itoshima
移動販売車導入による、販路開拓と買い物弱
者支援

1934 福岡県 クレッシェンド
ＥＣサイトを活用したオリジナル商品の販路
開拓

1935 福岡県 株式会社博多の味本舗 4290001065308
新型コロナ対策の殺菌＆保湿の泡形状ハンド
クリームの新規開拓

1936 福岡県 有限会社タイセイ自動車 7290002045074
先進安心技術搭載車両の機能点検による新規
顧客の獲得

1937 福岡県 串揚げ鮮魚　土竜 LINEアプリを利用した集客ツールの制作

1938 福岡県 ㈱T・P・T 4290001027860
企業認知を高め、業務を効率化し、顧客から
の受注増加をする

1939 福岡県 エガリテ
販路開拓のための、新商品開発とホームペー
ジの開設

1940 福岡県 ふるさと管理綜合株式会社 2012401030969
ホームページのリニューアルによる『緑ある
くらし』の提案

1941 福岡県 パシフィックグレース
新サービス「よもぎ蒸し」開始に伴う準備と
広報活動

1942 福岡県 みのう屋
「さしみこんにゃく」の新しい食べ方提案に
よる集客強化

1943 福岡県 株式会社　浄美堂 6290001062402
ポータブルサイト構築による手元・ペット供
養のネット販売の取組



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1944 福岡県 株式会社ソルブ 9290001043622
電子麻酔記録付き注射薬認識システム広告・
宣伝事業

1945 福岡県 有限会社かすが機工商会 5290002040688
“ここに来ると解決する、創作意欲が湧く”
ワクワク型店舗の運営

1946 福岡県 株式会社アズアイム 1290001070392 ヴィーガンクッキーによる販路開拓

1947 福岡県 宴屋う免／OPOL
テイクアウト並びにインターネット販売によ
る新規顧客の獲得

1948 福岡県 affordance
地元の認知度向上を目的としたアトリエ
ショップのPR強化事業

1949 福岡県 原畳店
和モダンテイストPR強化による新規開拓及び
利益率向上の実現

1950 福岡県 二日市グリーンホテル クロスの新調による清潔感のある客室作り

1951 福岡県 株式会社ヒストリー 7290001048202
営業強化へ向けたパンフレット制作とリス
ティング広告の運用

1952 福岡県 アップフィールド 高付加価値プリンの販路拡大と生産性の向上

1953 福岡県 アークラプロ株式会社 2290001044940
酒の会開催による家庭需要増加・認知度向
上・売上構成比改革

1954 福岡県 株式会社フクモト工業 8290801014575
地域密着型の塗装店としての広報周知活動と
販路開拓事業

1955 福岡県 110west.inc
歴史遺産を表現した新しい土産用焼き菓子の
開発による販路開拓

1956 福岡県 gattija
帯地バッグの開発とブランディングによる販
路拡大事業

1957 福岡県 株式会社翼Ｃｏｍｐａｎｙ 3290001083541
テイクアウト商品、お取り寄せ商品の開発に
よる販路開拓の実施

1958 福岡県 ノエビア立花南販社
ホームページ改良によるサービス内容の見え
る化と販路開拓

1959 福岡県 サロン　La　mere
久留米初の再生美容エステで輝く女性を生み
だすサロンの顧客獲得

1960 福岡県 カレーとケーキの店　さら
新商品をブランド化して、当店の知名度を上
げ集客力を強化する

1961 福岡県 COFFEE　LANTERN
エスプレッソマシンを利用しての営業・新規
顧客獲得。

1962 福岡県 DRAISINE
「旅する自転車」で巡る！上質な太宰府旅の
PRで新規顧客の拡大

1963 福岡県 メガネの正美堂
まちの眼鏡店が看板等を刷新して新規顧客層
の開拓を図る！

1964 福岡県 絵届け問屋「kousuke」
自閉の画家・太田宏介の絵で日本を明るく元
気に！

1965 福岡県 あどべじ
野菜ソムリエ日本一が野菜に新しい価値を与
え、福岡に活力を。

1966 福岡県 株式会社友進 3290001074838
食品加工の全工程内製化で作業効率を上げ更
なる販路開拓を行う！

1967 福岡県 合同会社まほの屋 7290003001968
「太宰府から世界へ」和のエンターテイメン
トPV制作で販路拡大

1968 福岡県 EG　works
リサイクル店の集客強化！店内改装で新規顧
客の開拓

1969 佐賀県 株式会社フリーマム 6300002005713
オリジナル除菌剤の安定供給による安心・安
全貢献企業を目指して

1970 佐賀県 有限会社小林薬局 1300002004083
全国の方に心の健康を！自社サイトによる情
報発信で新規顧客獲得

1971 佐賀県 株式会社　野口建材店 7300001005052
Webサイト制作によるエンドユーザーへの認知
度向上

1972 佐賀県 六田竹輪蒲鉾企業組合 4300005004854
地域農産物とコラボした新商品の販路開拓事
業


