
※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あげます。

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６回締切分採択者一覧

2274 愛媛県 （株）G・Uコーポレーション 9500001023544 新事業セレクトショップオープンのためのリフォーム

2275 愛媛県 core（コア） 生産能力向上と広告宣伝の強化による新規顧客の獲得で売上の拡大

2276 愛媛県 有限会社　井上徳太郎商店 4500002008367 自社ブランド商品販売のための店舗外観改善事業

2277 愛媛県 株式会社　いぶき建築 6500001022722 ホームページを通しての認知拡大から集客への事業

2278 愛媛県 株式会社　三洋建設 8500001004652 事業所移転に伴う看板の刷新とショーケースの導入事業

2279 愛媛県 エコ寅 中古バイクの販売促進事業

2280 愛媛県 むつみやＢＭ 来客者用トイレ改修及び、配達発注業のための店舗HPの充実

2281 愛媛県 酒匠米匠　森の駅 新店舗移転の周知と品揃えの強化による経営改善事業

2282 愛媛県 株式会社Thomas 5500001023713 店舗改修＆エスプレッソマシンで販路拡大と売上アップを目指す

2283 愛媛県 鎌田　建一郎 デジタル魚探導入による漁獲高向上とフリーマーケットでの販促

2284 愛媛県 太田屋 空気清浄機能付きエアコンの導入による安全安心な飲食環境を実現

2285 愛媛県 株式会社日進鋳造 7500001010404 HP制作による新規販路拡大と知名度・認知度の向上

2286 愛媛県 Handmate　Mommy 店舗改装と高機能ミシン導入による魅力ある手芸教室づくり

2287 愛媛県 ブーランジェリー・ラポール 分割機・丸め機導入による生産性の向上及び新商品の開発

2288 愛媛県 宗方喫茶室 エスプレッソマシン導入によるエスプレッソを使ったメニュー開発

2289 愛媛県 鍼灸院　一鍼 患者リピート率９０％を目指す治療院作り

2290 愛媛県 GPS　CREW　合同会社 3500003002683 スタジオ構築・看板設置により認知度向上と販路開拓

2291 愛媛県 torque サイクリング事業における団体客受け入れ体制構築による顧客獲得

2292 愛媛県 重松幸弘土地家屋調査士事務所 新型測量ソフトの導入と作業の効率化事業

2293 愛媛県 花道 買い物弱者向けの弁当配達事業への参入

2294 愛媛県 森海産物有限会社 5260002032523 漁師町の乾燥エビ開発・販売事業

2295 愛媛県 有限会社マルヨシ水産 7500002012457 「食育」に着目したミールキットの開発による新規顧客の獲得

2296 愛媛県 有限会社栄電機設備 8500002008784 営業所の新設と最新工具導入により新規工事の受注を目指す

2297 愛媛県 近藤建設工業有限会社 8500002022348 防音型高圧洗浄機による住宅密集地・市街地への販路開拓

2298 高知県 Smileｉcreation株式会社 1490001008042 住環境を豊かに。地域の特性を活かした賃貸物件の販路開拓事業

2299 高知県 ウシオ製作所 株式会社 5490001008906 車両部門強化の為のホームページ作成

2300 高知県 アンジェ 脱毛・エステ事業開始に伴う業務用脱毛器の導入

2301 高知県 レディース整体neena 女性の心と身体を癒すことで元気にする女性専用整体事業

2302 高知県 菓子’S　Foo to Mee 冷蔵冷凍庫及び冷凍庫の導入で冷凍エクレアによる販路拡大

2303 高知県 株式会社　山田屋 8490001006493 整備工場改修によるスペース確保と作業効率化による受注拡大

2304 高知県 株式会社シンコウクリーン 6490001006660 清掃用コードレス機材導入による業務効率化と新規顧客獲得事業

2305 高知県 株式会社香北ファーム 3490005004580 廃棄ロスを改善する為の洗浄装置を導入した椎茸の増産計画

2306 高知県 有限会社香北自動車工業 9490002011244 ＣＶＴフルード交換機導入によるサービスメニュー強化と販路拡大

2307 高知県 株式会社湖畔遊 3490001006589 プロモーションムービーの制作と飲食スペースの拡張事業

2308 高知県 ばんきん屋ＹＡＭＡＮＡＫＡ ADAS搭載車両向け新サービスの提供による新規顧客獲得事業

2309 高知県 株式会社　下元建築板金 2490001009584 動力折曲機導入による生産性の向上、販路拡大

2310 高知県 カフェ・デュ・グラス 大学と共同研究開発事業「新技術での果汁改良」・新商品開発

2311 高知県 cafemomoca 新型飼育ゲージを導入し、“健康豆柴”誕生計画

2312 高知県 テクノクライム 顧客ニーズに対応し、修理売上を上げる為の設備導入

2313 高知県 中田自動車整備工場 スキャンツール導入でフルサポート体制の確立と販路開拓

2314 高知県 有限会社　戸田商行 8490002009792 新分野展開のエッセンシャルオイルで顧客の心を掴む販路開拓事業

2315 高知県 株式会社田村モータース 3490001007331 カーエアコンサービスステーション導入による最新技術の提供

2316 高知県 株式会社　浅川自然食品工業 3490001006812 設備導入で調味料商品の生産体制確立による新市場への販路開拓

2317 高知県 椎名産業 伐採業務効率化・良質な原木調達によるブランディング化

2318 高知県 株式会社三彩 6490001005381 ショッピングモール出店による新規顧客獲得の販路開拓・販売強化

2319 高知県 さくらベーカリー 店舗内外の統一したブランディング効果で企業価値向上戦略

2320 高知県 大西設備 ミニバックホーの導入による機会損失の解消と売上の向上事業

2321 高知県 株式会社　松尾 8490001007525 割烹が手掛けるパスタソースで新市場への参入

2322 高知県 食事と図書 雨風食堂 アフターコロナの販路に拡張性をもたらすテラス工事

2323 福岡県 CARPORT141 法人の顧客割合を増やすことによる対人接触機会の減少対策

2324 福岡県 スプリント デザイン力と企画力を活かした衣類の特殊印刷事業の販路拡大

2325 福岡県 株式会社ヤスタケ福岡 9290001088279 手ぶら楽々「保育園向けお昼寝布団レンタル」で販路開拓

2326 福岡県 RELAXY 多面的・集中的な広報により認知度を高め集客につなげる取組

2327 福岡県 ピザカフェげんき畑 新鮮なオリジナル冷凍ピザの製造販売事業開始と販売促進

2328 福岡県 santai（サンタイ） 脱毛メニューの導入

2329 福岡県 silver-lug プロモーションと顧客フォローの強化による売上拡大

2330 福岡県 ビカンテック飯塚市綱分店 広告宣伝活動の強化による特殊洗浄業の認知度向上と新規顧客獲得

2331 福岡県 株式会社filo 3290001077741 地域を絞った広告による地元客獲得と新メニューによる客単価向上

2332 福岡県 SHIZUKU 災害時等に迷子にならない為の犬猫用迷子札の開発及び販路開拓

2333 福岡県 脇田時計店 認定補聴器技能者が行う新たな補聴器サービス提供による販路拡大

2334 福岡県 株式会社　日新建設 8290001037047 建築資材、足場材料のレンタルのシステムを取り入れたHPの開設

2335 福岡県 陶工房浩 器から食の提案、ポストコロナの家食を器で応援！

2336 福岡県 株式会社タケシタ 5290001253006 廃棄用牡蠣殻を再利用した国産ミネラル牡蠣殻チップの販路開拓

2337 福岡県 合同会社　十八 2290003004364 新サービスによる販路拡大のためのチラシ配布と看板設置

2338 福岡県 Cattery夢猫庵 ラパーマの認知度向上による販売拡大のためのwebサイト作成
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2339 福岡県 Little super star ＬＩＶＥ配信の為のリアル店舗改装事業

2340 福岡県 （株）Ｊａｐａｎ　Ｎａｖｉ 9290003007492 全国に！当社実績を周知するHP刷新による営業強化で売上向上

2341 福岡県 カネヤス左官 チラシおよびホームページによる現代しっくいを用いた販路開拓

2342 福岡県 楠田ヨシエ 落花生農家の新たなターゲット創出事業

2343 福岡県 株式会社レゾナンス 5290001088885 コロナ禍に負けないキレイを！新美容サロンの新規顧客獲得

2344 福岡県 ダブルフェイス 業態転換によるテイクアウト参入と事業継続の取組

2345 福岡県 有限会社刀根化粧品店 1290802016684 フェイシャル（美顔）エステサービス開始による新規顧客獲得

2346 福岡県 開成館アカデミー プログラミング教室の認知およびデジタルイラスト教室の開設

2347 福岡県 株式会社三和不動産 4290001090834 知名度をアップし買取と賃貸管理強化による地域一番店を目指す！

2348 福岡県 アテネ塾 HP改良とチラシによる認知度向上と新規入塾者獲得

2349 福岡県 KAFE　MJUK 販促物による販路開拓と機材導入による新商品開発と生産性向上

2350 福岡県 野田建設 ”あなたの街の大工さん”の新サービスPRによる新規顧客獲得

2351 福岡県 須恵ミュージックサロン 未就学児のためのピアノ絵本教材制作による新規生徒の募集

2352 福岡県 絵届け問屋「kousuke」 ヨーロッパ絵画展。全国郵送、絵画のサブスクリプション。

2353 福岡県 UN コロナに負けない身体づくり！総合機械の導入により人類を救う

2354 福岡県 イトシマン 飲食店のブランディングと加工食品販売の開始で販路拡大

2355 福岡県 明空工房 移動販売車へと改装して新商品販売と自店ＰＲを行う販路開拓事業

2356 福岡県 後藤商店 こだわり店主による「お酒と食を提案」で、新規顧客の開拓

2357 福岡県 日匠 事業承継を見越しブルーオーシャンを開拓！看板外構相談窓口開設

2358 福岡県 有限会社川崎屋 6290002043459 ガスの安全な使い方と料理教室！加えてガス衣料乾燥機の実演

2359 福岡県 大谷ファーム イチゴ加工品生産の取組みによる販路開拓、顧客サービスの充実

2360 福岡県 阿部饅頭店 老舗和菓子店がつくるこだわりのソフトクリームによる販路開拓

2361 福岡県 桜丘総合事務所 不動産の相続業務に特化したＨＰ作成・配布資料の印刷

2362 福岡県 株式会社クリーンネットワークカンパニー 7310001007122 新たなホームページで明確に！新事業「アンテルス」の販路拡大

2363 福岡県 永順産業株式会社 9290801018369 砕石の小売販売事業の開始と大型看板設置による広報力強化

2364 福岡県 株式会社アクア・プロ 8290801022264 ホームページやSNSを活用した広報力強化とBtoCへの開拓

2365 福岡県 株式会社縁 4290001087079 冠婚葬祭への参加サービスとホームページによる販促強化

2366 福岡県 吉武ドッグトレーニングスクール リハビリステーション機能を付加し老犬の介護ケアを確立

2367 福岡県 有限会社モリナガ 2290002056729 新規獲得のためのホームページリニューアル

2368 福岡県 有限会社　有岡食料品店 2290002038545 新鮮な果物を使ったフルーツサンドの販売による新規顧客の獲得

2369 福岡県 瓦のカコオ 一般住宅メンテナンス・改修工事の直接受注に向けた販促策の実施

2370 福岡県 Chef　Daichi ジビエ専門イタリア料理のケータリング事業による販路開拓

2371 福岡県 株式会社　藤田組 8290002036651 ホームページ、チラシを用いた不動産業者に向けた販路開拓

2372 福岡県 皇法健康所　宗像支所 絵本専門誌への広告掲載による食育絵本の売り上げ拡大

2373 福岡県 合同会社SIS JAPAN 7290003003799 HP作成による認知度向上とチラシによる顧客掘り起し

2374 福岡県 髪と頭皮にやさしい美容室　be one AQUA web広告による集客と新メニューエステの提案及び商品販路拡大

2375 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069 地元食材にこだわった本格イタリアンレストランへのリニューアル

2376 福岡県 イエス 対人接触機会減少と新規顧客獲得のためのテイクアウト事業の開始

2377 福岡県 STONE MOVIES ホームページと郵送DMによる新規客獲得

2378 福岡県 株式会社マルサン醤油醸造元 5290001018082 新商品「朝採れ野菜の食べるドレッシング」による販路開拓事業

2379 福岡県 オフィスグリーンライフ２４ VYVO ウォッチモニター愛用者募集による販路拡大事業

2380 福岡県 株式会社APE　Japan 1290001085151 動画が「思い出をかたち」にする新たなPR事業

2381 福岡県 Reine 新規出店を周知するための広報力強化による新規顧客獲得

2382 福岡県 塩月慶多行政書士事務所 建設業に向けた電子化対応サービスの広報強化による新規顧客獲得

2383 福岡県 合同会社オートフィールドレンタカー 8290803002280 カフェスペースの造作と広報力強化による新規顧客獲得

2384 福岡県 株式会社エムワイ技建工業 6290801023280 大型のクーラント洗浄設備開発による新規顧客開拓

2385 福岡県 中華バル武遊 産学連携による冷凍肉まん、苺まんのパッケージ制作と販売拡大

2386 佐賀県 古賀ボデー 社員の作業負荷を軽減し、新たな売上確保の為の仕組みを作る

2387 佐賀県 長井自動車整備工場 UV照射機で作業時間62%削減！！新たな顧客層を開拓する

2388 佐賀県 DOG　SALON　DAYS 最新シャンプー機導入による顧客ニーズへの対応と、事業効率化

2389 佐賀県 福田とうふ店 新たな店頭看板を設置し、集客と売上のダブルアップ事業

2390 佐賀県 リンパサロンHONOKA 不妊で悩む方・妊婦のための設備導入及び周知のための看板等設置

2391 佐賀県 有限会社基山建設 8300002009299 動画マーケティングによるホームページにアクセス増加策

2392 佐賀県 有限会社電化センターキハラ 6300002004475 ホームページの作成による「家電と安心お届けサービス」の提供

2393 佐賀県 合同会社Starting　Over 2300003001657 PPC広告・筋力アップ特化型サービスによる顧客満足度向上

2394 佐賀県 坂井ガレージ 調色カメラで生産性向上、処理台数増加にて売上ＵＰ

2395 佐賀県 特定非営利活動法人COOL　BEAT　DANCE　SCHOOL 1300005006358 ポスティングとSNS広告によるオンラインレッスンの販路拡大

2396 佐賀県 菖蒲商店 新たに水産加工業と取引することにより事業拡大を目指す！

2397 佐賀県 Hacchi（ハッチ） スマート農業化に貢献！国産ドローン導入による販路開拓

2398 佐賀県 山北建設 地元密着型工務店がホームページ活用による新規顧客開拓事業

2399 佐賀県 宝屋時計店 新しい聴力測定器・専用洗浄機等の導入による補聴器販売の向上

2400 佐賀県 トートト工房 コロナに負けない新しい販売方法の実施と新商品販売事業

2401 佐賀県 仕出割烹　枡屋 昔懐かしい名物駅弁「むつごろうちらし寿司」復活事業

2402 佐賀県 有限会社芙蓉 1300002007359 実際に見て、触れて、話してみて！　リアル展示販売会開催事業

2403 佐賀県 坂口電機 個人顧客向けの電気・空調設備メンテナンスサービスＰＲ事業


