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※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。

2129 高知県 ラブアンドピース 感染リスク低減と顧客回転率増加の為の業務用スチーマー導入事業

2130 高知県 うどんの庄真田 人手不足の解消と顧客満足度の向上を目的とした設備導入計画

2131 高知県 Dog and Sea 手作り鹿肉ドッグフードの商品改良と新規顧客開拓、SDGs貢献

2132 高知県 クボタデンキ LED工事用工具類の導入による業務効率改善と売上増加事業

2133 高知県 脱毛サロンkai HPの開設とチラシ等の配布による新規顧客の獲得事業

2134 高知県 Sugimoto farm 6次産業化に向けた設備の導入による新規顧客の獲得事業

2135 高知県 高知ビニール株式会社 9490001001205 プラスチックリサイクル粉砕工程を監視するAIソフトウェア開発

2136 高知県 森の中の整体屋さん 客数増加と感染症対策の徹底のためのユニットハウスの導入

2137 高知県 高知くるま旅レンタカー 折り込みチラシとCM実施により認知度向上と県内客の獲得を図る

2138 福岡県 みどりの館 地元産蕎麦を使用した蕎麦メニュー復活による販路開拓

2139 福岡県 藤米穀店 色彩選別機導入による飲食店及び事業所との取引拡大・販路開拓

2140 福岡県 happy mother life 子育てとママ起業の完全オンラインサポート化に向けた販路開拓

2141 福岡県 器家EMU 保育園向け0歳から年長までの継続した陶芸教室

2142 福岡県 MAVIE 海外ファッション輸入で女性の個性を活かすアパレル用品の販売

2143 福岡県 Ka　Pilina まつ毛エクステンション・パーマの施術開始による顧客層の拡大

2144 福岡県 有限会社　荻野機工 4290002043444 切断作業効率化で生産性を向上！頼れるサプライヤーへ向けた挑戦

2145 福岡県 マルイチ 2代目の挑戦！新調理機器により商品開発を急ぎ売上と原価率改善

2146 福岡県 株式会社イン&エムスクエア 7290801025482 伝えることにこだわったパンフレットでターゲットへの魅力発信

2147 福岡県 ペットショップ　みどりや 猫のお産部屋の環境整備に伴う出産増加による売上拡大

2148 福岡県 design office めばえ 広告にかかるワンストップサービス提供による新規顧客開拓

2149 福岡県 古賀精密彫刻 ネームプレート・表札のネット販売体制確立

2150 福岡県 安武自動車工場 自動車の修理を一括サポート！創業60周年の頼れる自動車工場

2151 福岡県 スタジオ桑野 イベント出張撮影同時販売システム導入による販路拡大

2152 福岡県 行政書士きらりぼし法務事務所 お客様に喜ばれるOSS申請による自動車登録業務の確立

2153 福岡県 なごみ 栄養バランスを考慮した定食とコロナ禍に対応した店舗改装事業

2154 福岡県 有限会社許山酒販 2290002035682 ヴィンテージワインセラー庫の整備による販路開拓事業

2155 福岡県 シンクリエイト インターネットから簡単に注文できるWEBサイトの制作

2156 福岡県 エルカミーノアフロ 訪問美容専用のライティングページ制作等による広報力強化事業

2157 福岡県 アンドカフェ 製造作業場拡張による、生産能力の向上と売上の拡大

2158 福岡県 雀のお宿　三輪店 看板設置による認知度向上とテイクアウト商品の販売強化

2159 福岡県 合同会社　空間経営研究所 7290003010878 建物診断サービス強化のためのソフトウェア導入と販促計画

2160 福岡県 株式会社TCF 5290001057650 室内を快適にするトータルコーティングサービスによる販路開拓

2161 福岡県 HAIR design ナナマリア 新メニュー、本格ヘッドスパ提供による販路開拓

2162 福岡県 福祉タクシー　ジェントル 福祉タクシーの顧客満足度向上とタイヤ交換サービスの新事業展開

2163 福岡県 株式会社サンズクラフト 3290001095487 ＦＲＰ商品製造技術の販路拡大・広告宣伝とホームページ作成

2164 福岡県 株式会社ディー・ワークス 5290001063013 スマートフォンユーザー向け販路開拓のためのリニューアル

2165 福岡県 尾倉緑化 室内に置けるペット専用のお墓・遺影の小売販売事業

2166 福岡県 CEサロンLarimar オーガニック・エステサロン開業に伴うサービス及び広報力強化

2167 福岡県 三日月とほたる 当店オリジナル冷凍食品通販事業の展開による販路開拓

2168 福岡県 SKK FIELD株式会社 6290801026928 戸建て用地の探し方＆住宅設計セミナーの開催と告知HP構築

2169 福岡県 上り藤株式会社 5290801028173 医療従事者・介護従事者に向けた子供預かりサービスの提供

2170 福岡県 窪田建機株式会社 8290801021687 自社専用ホームページ制作による広報力強化

2171 福岡県 美・巡りサロンTiare 新規顧客獲得の為の広告とHPの充実及び痩身メニューの増設

2172 福岡県 有限会社　江口かまぼこ 8290002054751 新商品！無添加フィッシュプロテインバーの販路拡大

2173 福岡県 Amel hair apparel ワンストップで叶える美しさと客単価向上の売り上げ拡大事業

2174 福岡県 ちくごちゃんねる 「ちくご旬だより」「新定番調味料」の開発と販路拡大

2175 福岡県 トータルケアげんき 靴販売・集客、全身揉みほぐしのメニュー化による販路拡大事業

2176 福岡県 なかいち亭 焼き鳥専門店が取り組む販売形態の多角化による新たな顧客獲得

2177 福岡県 洋品雑貨の後藤 高齢者施設に向けた出張販売サービス周知と店舗PRの取組

2178 福岡県 糸島手造り工房　爽風 イートインスペース設置とイートイン限定商品の開発

2179 福岡県 酒とバラの日々 キャンプや自宅での焼肉シーンでの焼肉セット販売の販路開拓

2180 福岡県 株式会社ジ・ファム 6290001074208 展示会への出展、販促用のチラシ作成、ウエブサイトの導入

2181 福岡県 株式会社愛菜華田中ファーム 1290001075508 とうもろこしのパッケージ強化とピューレの開発による販路開拓

2182 福岡県 ＣＵＴ ＨＯＵＳＥ ちょっきん・くらぶ 女性向けメニューと快適設備導入で常連客、新規客獲得ロックオン

2183 福岡県 株式会社　久保薗組 2290001045146 現場管理専用機導入による生産性向上と販路開拓への取組

2184 福岡県 らくらく庵　桂川 働く世代の取り込みと認知度向上による売上アップ
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2185 福岡県 NEXTRY 最新式整備設備導入による内製化と顧客データ活用による売上増加

2186 福岡県 さわらたけのこの里森のパン工房 高度浄水器によるパン新商品の開発、ＩＴ化推進による販路拡大

2187 福岡県 吹きガラス工房琥珀 酒蔵と共同開発による商品の販路開拓及び売上アップ事業

2188 福岡県 Luana 子ども向け脱毛サービスの展開による販路開拓事業

2189 福岡県 株式会社ＩＣＭエンジニアリング 1290001046533 事業継続の防災工事の強化及び機械導入による作業効率アップ事業

2190 福岡県 合同会社M・K・W　MOTORS 9290003009976 タイヤニーズを逃さない積極設備投資で売上増加戦略

2191 福岡県 株式会社共新金属 4290001046571 アームロールコンテナの導入で売上アップ・新規顧客獲得事業

2192 福岡県 合同会社OBUTO 1290003011733 ネットショップを利用した、海外輸入品の物販

2193 福岡県 Current Location 未来共創塾：カレントロケーションを小郡に広めよう宣伝事業

2194 福岡県 サロン・ド・ボーテ　Non-non フィトテラピーを導入した新メニュー構築による顧客開拓

2195 福岡県 ｒｏｏｍ　ｃａｆｅ　ｍａｎａ 個室造作によるランチ需要の新規顧客開拓

2196 福岡県 七福 定例骨董市開催による近隣から県内及び隣県までの買取販売強化

2197 福岡県 株式会社　中川プレタ 5290001046240 HP作成による新規顧客獲得

2198 福岡県 いのくち寝具店 レンタル事業のBtoC部門拡充における販売促進と展示場の設置

2199 福岡県 墓石のはなさき 建材用花崗岩の販売開始による売上の拡大と新規顧客開拓

2200 福岡県 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 3290801025412 自社ＷＥＢサイト作成、ＳＮＳ連動による販路開拓事業

2201 福岡県 eel合同会社 6290003008510 店頭での販路拡大を目的とした展示会出展

2202 福岡県 One’s Pal 油圧テーブル導入による作業効率化と看板設置による売上アップ

2203 福岡県 大木商会 外注作業の内製化による納品スピードの短縮計画

2204 福岡県 ニューヨーク１番街 高齢者・障がい者（車いす）のお客様取込みの為のバリアフリー化

2205 福岡県 Aroma Life Design　RIKKA 八女市発！地元特産品を活用したオリジナルアロマの本格展開！

2206 福岡県 Rosemary Trading ギフトショー出展による全国規模の販路拡大とブランド認知力向上

2207 福岡県 Le ISSEI プロの撮影技術×ニーズに合った自然光による新撮影メニュー提供

2208 佐賀県 きみどりバーガー ウィズコロナ！生き残りをかけたBtoB開始による売上倍増計画

2209 佐賀県 Muku　Muku お客様ファースト！夢を叶えるフォトスタジオであるために！！

2210 佐賀県 株式会社ハウツ 2290001041830 WEBサイトを通じて「#神野公園こども遊園地」に集まろう‼

2211 佐賀県 有限会社丸久 1300002009363 デザインとSDGsを融合させた「SAKE」CAN消費拡大事業

2212 佐賀県 藤本商店 新規ネット通販への参入に向けた食品表示ラベルプリンターの導入

2213 佐賀県 GoodBoyHeart シンボルのオポハウス（スクール家屋）外観改装によるアピール！

2214 佐賀県 どさんこミラファーム ホームページリニューアルで「滞在型体験民宿事業」の販路拡大

2215 佐賀県 閑古錐 設備導入により生産性向上と販路開拓を実現！

2216 佐賀県 有限会社きはら 5300002006200 嬉野温泉新名物の“よもぎ団子”等のギフト商品開発と販促事業

2217 佐賀県 南田産業株式会社 6300001003255 完全下請け脱却を意図したオリジナル開発商品ECサイト構築

2218 佐賀県 整体処かりて 治療系整体店のリラクゼーション事業進出に伴う認知度向上計画

2219 佐賀県 りゅうせい 釣果アップで満足度もUP！ファンづくりで当船稼働率向上計画！

2220 佐賀県 石丸自動車 次世代自動車対応テスターを導入し新規顧客獲得・客単価上昇へ

2221 佐賀県 海童自動車整備 お客様の身近な存在であり続けるためのスキャンツール導入計画

2222 佐賀県 有限会社　森石州瓦 5300002005359 新規顧客開拓のための新マーケティング事業

2223 長崎県 佐々木整骨院 長崎県北地区初、整骨院での「よもぎ蒸し」効果で販路開拓

2224 長崎県 株式会社　吉本養蜂場 7310001014382 雲仙市初！蜂蜜専門店オープンに係る、集客力向上事業

2225 長崎県 遊漁船第５満生丸 遊漁船事業への取組みによる新規顧客獲得と販路開拓

2226 長崎県 有限会社伊﨑製材所 2310002018370 木材展示場開設によるコロナ過適合型個人客DIY市場開拓事業

2227 長崎県 5アイランドPLUS 10日保存可能な魚の仕立技術を分析！客観的なデータで販路開拓

2228 長崎県 株式会社こじま 7310001009812 中華麺製造工場の空調機能強化による労働環境と生産性向上推進

2229 長崎県 まんま亭 『顧客用トイレ開設』による顧客利便性及び満足度向上事業

2230 長崎県 板屋 地元「龍泉寺」「智性院」との連携による『法事会食』新事業

2231 長崎県 有限会社菱甚 1310002018396 ラベルプリンター導入による出荷体制の迅速化と業務の効率化

2232 長崎県 株式会社上村製麺 3310001016820 新工場完成の増産体制確立を活かしHPによる小売直売拡大事業

2233 長崎県 有限会社吉村潜水 5310002014524 ギフト部門強化による売上拡大事業

2234 長崎県 西岡屋 「こだわりの長崎県産高地米・棚田米」の個人向け販売拡大事業

2235 長崎県 みどりや 斎場への導線バリアフリー化事業

2236 長崎県 壱岐の島　このみ農園 壱岐島アスパラガスのブランド力向上事業

2237 長崎県 梶田製菓 「洋菓子とベーグル」新商品開発によるネット販売の事業展開

2238 長崎県 アドバンス長崎 キッチンカーによるご当地ドーナツの販売

2239 長崎県 アイランドファーム 子ども向け体験型農業施設改修で個人向け売上アップ事業

2240 長崎県 Future株式会社 3310001004825 コロナに喝！家族友人との保養と思い出づくり新たな観光客の創出


