
　

No 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第4回受付締切分採択者一覧

※重要

採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

2341 高知県 高岡自動車 スキャンツール導入で整備環境の内製化による販路拡大

2342 高知県 内外典具帖紙株式会社 7490001005397 変わりゆく時代でも活躍できる和紙製品作りへの取り組み

2343 高知県 株式会社松本商店 3490001007637 自動梱包機導入により販売機会喪失回避と販路拡大

2344 高知県 株式会社 クリニカルサポートMT 9490001009470 地域の医療体制を強化する『超音波検査技術者の養成塾』の開設

2345 高知県 はるの総合労務管理センター・石川悠樹行政書士事務所 ダブルライセンスを活用したワンストップサービスの提供

2346 高知県 高瀬石材店 新規ホームページ開設による情報発信と新規顧客獲得事業

2347 高知県 Clair  Dieu マイクロバブル発生装置導入による販路開拓事業

2348 高知県 有限会社矢野青果 4490002009870 自動梱包機導入による増産体制強化事業

2349 高知県 恭めだか ハウス換気扇及び販売ブースの設置

2350 高知県 宮川豆腐店 新商品製造のための設備導入事業

2351 高知県 清流四万十の里　十和温泉 四万十ヒノキを使った移動式屋外サウナ導入で顧客満足度アップ

2352 高知県 株式会社マルキョウ 1490001007507 商品生産体制強化による販路開拓強化事業

2353 高知県 永真工業 土木工事積算システム導入による公共工事の受注拡大

2354 高知県 有限会社　窪川タイヤ商会 9490002010832 タイヤ交換工具増設による販路拡大事業

2355 高知県 上村製材所 製材所の廃材を有効活用した国産木材製品の開発による販路開拓

2356 高知県 株式会社　光照 3490001009583 伐採木材粉砕機導入による作業効率の大幅な向上と受注拡大

2357 福岡県 Calla 目指せマスク美人！目元のアンチエイジング導入による販路拡大

2358 福岡県 （有）ハイデルベルグ 6290802016705 フードプリンター導入による高付加価値商品の開発

2359 福岡県 株式会社岡田設備 3290801016097 顧客コミュニケーション向上による水回りリフォーム事業の展開

2360 福岡県 てもみ屋 岡垣町の住民に絞り込んだ広報の強化による地域１番店の確立！

2361 福岡県 株式会社梅野隆製菓 7290001073869 職人技の「もなか種」なつかしさと共に新ニーズに対応し販路拡大

2362 福岡県 Office Maman　 ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰｵﾝﾗｲ講座とﾀｯﾁｹｱの出張型サービス開始

2363 福岡県 株式会社コーリン・プロジェクト 6290001039276 ホームページリニューアルによるBtoCへの対応と販路の開拓

2364 福岡県 第二成幸丸 顧客獲得のためのHPリニューアルと身近で「優しい釣り」の実現

2365 福岡県 FLORIST Classic Bouquet グラフィックデザイン事業の新規立ち上げ等による販路開拓

2366 福岡県 ケーキのメルシィ 洋菓子店が展開するパンの製造販売による販路開拓

2367 福岡県 株式会社フリーダムデザインオフィス 8290801024509 仮設足場製図におけるオンライン商談とテレワークの環境整備

2368 福岡県 有限会社福岡第八アイビー化粧品販売 8290002041114 サロン内の環境改善による顧客満足度の充実と集客率の向上

2369 福岡県 デンタルラボコレクト 新素材を使った金属不要の義歯製作体制を整え高価格受注を増やす

2370 福岡県 株式会社南畑ぼうぶら会議 3290001080852 地元農産物「やまもも」を活用した地域特産品の開発と販路開拓

2371 福岡県 小麦の実　ふぁいみーる 食事用ラスクとカフェスープの開発と外カフェによる販路開拓

2372 福岡県 エクサー不動産株式会社 9290001080566 エンディングノートを活用した不動産売却希望者の集客

2373 福岡県 ＲＯＳＥＲＡＩＥ（ロズレ） ホームページの拡充とウェブ広告の実施

2374 福岡県 信映電設 「身近な町の電気屋さん」の広報力強化による新たな販路の開拓

2375 福岡県 Ｊｆｐ株式会社 9290001086522 当社特許工法を用いた施工会員の増加及び新規顧客の獲得

2376 福岡県 (株)TANAKA　Holdings 6290001065966 ブランド化で若年層へデザイン性の高いリノベーション販路開拓

2377 福岡県 翼宿 糸島無農薬野菜加工品：野菜チップスの新商品開発と販路開拓

2378 福岡県 グレートヘルプ ホームページやＳＮＳ等、ＷＥＢを活用した販路開拓と認知向上

2379 福岡県 角鮮魚店 年間を通したマグロの取り扱いによる販路開拓・販売拡大

2380 福岡県 株式会社リノテックペイント 4290001089868 直接顧客の獲得施策としてのホームページ開設による販路開拓

2381 福岡県 合同会社ＥＨカンパニー 7290003009565 ホームページ開設によるネット販売の構築と地域顧客の集客力向上

2382 福岡県 髙田自動車 経営基盤を固めよう！展示場の拡大工事による新規顧客の獲得事業

2383 福岡県 安部燃料店 ITを活用した暮らし安心サポート事業の展開

2384 福岡県 手打ち蕎麦朴味 「日本料理と手打ちそば」を融合した料理のおもてなし事業展開

2385 福岡県 株式会社明広建設 8290001065205 顧客が相談しやすい店舗入口改装工事及び販路開拓の為の看板作成

2386 福岡県 株式会社貴翔 6290001066378 ホームページリニューアルで初心者向けコースレッスンの販売促進

2387 福岡県 株式会社吉森商会 7290001044226 新たな売上の柱を獲得するためのホームページ作成事業

2388 福岡県 本田テクノロジー合同会社 5290003010582 店内環境の改善とカフェメニューの拡充による販路拡大

2389 福岡県 大和美装 ホームページの作成とチラシの配布による新規顧客の獲得

2390 福岡県 雷山房 茶室にて伝統文化再認識・海外への日本文化発信による販路開拓

2391 福岡県 HKcompany ホームページや看板設置による広報力強化で新規販路開拓！

2392 福岡県 ＡＳＡＰ　ＳｉＳ. 四つ葉のクローバーを使用したキャンドルタワーの製作・販売事業
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2393 福岡県 有限会社トライ食品 1290002044247 長年培ってきた人脈・ノウハウを活かしたネットショップの運営

2394 福岡県 花木蓮 短時間ドライヘッド施術サービスの展開による販路開拓事業

2395 福岡県 ステンドギャラリーツツイ メダカ販売事業の販売力強化による販路開拓

2396 福岡県 株式会社マル玄 8290001050553 精米品位データを活用した商品提案による業務用米の販路拡大

2397 福岡県 salone Coya 高齢女性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

2398 福岡県 有限会社　羅漢 6290002033162 離れていても参列出来る【オンライン葬儀】の展開

2399 福岡県 中野果実園 観光農園、インバウンド客依存体質の改善と出荷作業の効率化計画

2400 福岡県 コメカラパン 個別オーダーに対応したパン製品の外販強化による経営安定化

2401 福岡県 今村弘建設 一緒にDIYが出来る町の大工さん

2402 福岡県 Donelu お家時間の充実と地域の元気に貢献する、福岡発ハンドメイド事業

2403 福岡県 うきはんと 通販用の新商品開発とインターネット販売への取組

2404 福岡県 八女茶業本舗株式会社 2290001053297 チラシ配布による抹茶クレープの認知度向上と茶製品の売上拡大

2405 福岡県 川勝大作 六次産業の拡大に向けたホームページ開設

2406 福岡県 焼きたてパン笑笑 ラベルプリンターの導入による販路拡大。

2407 福岡県 ナーシングプロジェクト虹いろ HP開設で集客アップ・安心移送のための医療機器充実

2408 福岡県 古賀薬局 漢方薬局店の改装、HPの開設により集客の強化を図る。

2409 福岡県 森山林業 コンテナ苗生産販売事業と周知活動

2410 福岡県 株式会社カラーリングファーム 9290001056145 レシピ開発と調理動画作成によるラディッシュ消費量の増大

2411 福岡県 KashiKichi 星の村 特注シリコンモールドを活用した星型のチョコレート菓子の開発

2412 福岡県 ペットサロン　Poco a Poco 社会化期の犬に向けた「犬の幼稚園」の展開

2413 福岡県 三潴設備株式会社 2290001087709 多くのお客様へ非日常体験を楽しんで頂くための広報計画

2414 福岡県 ベーカリー　ラモン 屋外広告を強化して地域のお客様認知度向上に向けた看板設置事業

2415 福岡県 有限会社日本フードシステム 5290002033329 人気メニューの広報で新型コロナウィルスに負けずに販路拡大

2416 福岡県 リラクゼーションエステサロンR ズームやユーチューブから新規顧客を開拓するホームページの作成

2417 福岡県 シェフのごはん屋さん四季彩 テイクアウトメニューのホームページ作成及びチラシ作成

2418 福岡県 株式会社　中島製茶本舗 5290001047404 若年層の顧客化に向けた新商材投入とネット通販の利便性拡大

2419 福岡県 ミスミデンキ 老朽住宅の適正配線工事受注に向けた販促策の実施

2420 福岡県 株式会社　JSE 1290001067653 酵母で菌活。プロテインで筋活。Wのキン活プロテインの販路開拓

2421 福岡県 ＧＥＬＡＢＯ オリジナルカップアイスの開発とネット販売による販路拡大

2422 福岡県 御菓子司　筑紫野松庵 「はらふと餅」の看板商品化及び贈答用販売の強化

2423 福岡県 有限会社　岡部農園 6290002038839 付加価値を付けた苗「旨極シリーズ」の販路開拓

2424 福岡県 COCONCAFE＆GELATO 新しい生活様式に対応したテイクアウト事業による新規顧客開拓

2425 佐賀県 ティンバース　カフェ 手造り石窯を使用した自家焙煎のコーヒー豆の通信販売で販路拡大

2426 佐賀県 溝口自動車工業 ゴミ取りを解消する塗装ブース導入で特殊塗料の短納期塗装の実現

2427 佐賀県 ふるかわかんばん コロナに負けるな！こだわりマスクで見た目明るく！感染防止！

2428 佐賀県 有限会社　鮮商事 9300002011527 コロナ禍でも呼子の新鮮なイカの活き造りをご自宅へ届けます！

2429 佐賀県 ミアテック ３DCAD導入による受注増加、新規顧客確保、図面作成時間短縮

2430 佐賀県 田中呉服店 洋服の悩みを解決！店舗のLED化と相談会の開催による販路開拓

2431 佐賀県 森山帽子店 お客様の声に応えた四季を感じる帽子の開発と魅せる店舗づくり

2432 佐賀県 中央軒 気軽に気にせず気持ちよく！おもてなし空間向上事業

2433 佐賀県 如菴陶房 真空土練り機の導入による高付加価値建築用タイルの新規販路開拓

2434 佐賀県 鳥巣窯 WITHコロナ対応展示場、コラボレーション会場の創設

2435 佐賀県 有限会社久我商店 6300002004995 スーパーのノウハウを活かしたネット販売及びふるさと納税の取組

2436 佐賀県 Nakayama Farm KASAKOYA 自家農園のフルーツスイーツ開発と地元購入店舗整備及び販路拡大

2437 佐賀県 本家ときわ家 新商品による販路開拓及び生産性向上事業

2438 佐賀県 鶴商店 マルチに使える乾燥食品の提供で「食卓を楽しみ美味しさを満喫」

2439 佐賀県 自然正体ゼロ 忙しい女性のための環境整備と美容整体メニュー導入で顧客開拓

2440 佐賀県 有限会社古賀製麺 4300002004080 神埼桑菱そうめんの先駆けとして需要を掘り起こす広告宣伝活動

2441 佐賀県 永喜LaKaren ペットにも有田焼を！都市部での販路開拓およびPR事業

2442 佐賀県 にいじ接骨院 女性客獲得の為の施術室改装、ほっと落ち着く空間で新規顧客獲得

2443 佐賀県 磯頭 いつでもふわふわ快適に！「敷き布団」丸洗いサービスのPR事業

2444 佐賀県 TEWOFURU 染色木材（スタビライズドウッド）の認知向上と観光体験発信事業


