
No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

【商工会地区】 第8回締切分採択者一覧

※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あげます。

2014 高知県 柏島ヴィレッジ お土産・通信販売の商品開発、販売による収益増加計画

2015 高知県 カゴノオト ギフトに特化した商品（フラワータルト）開発事業

2016 高知県 オーツリーカイロプラクティック 高性能施術用テーブルによるサービス向上、回転効率改善事業

2017 高知県 株式会社KURASU 8490001009736 地域の連携と強みを活かした住宅販売セミナーや提案営業の実施

2018 高知県 西山　香苗 ピラティスマシン導入によるセミプライベートレッスン事業の開始

2019 高知県 しまんとハウス オンラインジャグリング教室事業

2020 高知県 上川口自動車 エーミング対応スキャンツール導入による販路拡大事業

2021 高知県 株式会社ピース 5490002008277 屋外広告を利用した広報強化による新規顧客開拓事業

2022 高知県 合同会社ふぉれすと 4490003001298 在庫ロス販売管理のためのクラウドPOSレジ導入による利益増加

2023 福岡県 LE　COEUR 脱毛機器の購入による低年齢層の顧客の獲得

2024 福岡県 ペットサロンＰＵ～ 筋膜リリース機の導入によるペット向けマッサージサービスの展開

2025 福岡県 合同会社moritaba 4290003011747 作業スペースの確保による販路拡大

2026 福岡県 株式会社坂口MARCHA 9290001093510 コロナ禍でも継続可能な体験型コミュニティ農園事業の立上げ

2027 福岡県 フラワーショップ花urara 初心者セット販売による若年層のお客様獲得と販売体制の見直し

2028 福岡県 有限会社サカモト 3290802020775 テイクアウト商品の開発および販売による新たな販路の開拓

2029 福岡県 株式会社フリーダムエンタテイメント 4290001029592 地方紙掲載によるPrincessKAGURAJapanの周知

2030 福岡県 糸島美咲塾 地域広報誌の活用およびWeb検索による広告活動等

2031 福岡県 Lune Lapin 自社の強みを活かしたソフトクリームの新商品開発

2032 福岡県 ララ・クゥール株式会社 2290001095315 結婚事業者が婚活事業に進出！結婚式までトータルサポート！

2033 福岡県 有限会社三栄建工 5290802018322 設備投資による基礎工事の高品質化と短工期化による新規顧客獲得

2034 福岡県 Clear Box 付加価値としての脱毛サービス開始による「毛」のお悩み解決事業

2035 福岡県 株式会社ナオケンサービス 8290001092612 家庭では丸洗いできないマットレスなどの洗浄事業による販路開拓

2036 福岡県 釜崎木工所 廃材である昭和ガラスを活用した食器開発による新規顧客開拓

2037 福岡県 Ro5Ro5 SNS映えをするオリジナルパッケージ＆ECサイトリニューアル

2038 福岡県 株式会社ジェイアイランド 2310001014073 インバウンドから国内へ！看板設置による貸切バス、運転代行PR

2039 福岡県 Tech Line Auto 故障診断業務で一石三鳥を実現する事業

2040 福岡県 あげもの専門　楽々亭 豊富な揚げ物メニューを活かす「あげものオードブル」の販売強化

2041 福岡県 しのざき農園 トマトの生産体制・直接販売の強化と体験農園による売上向上

2042 福岡県 espritSFS株式会社 4290001084530 安心安全な地場産野菜を用いた新メニューの開発と販路開拓

2043 福岡県 Vestio オリジナルブランドの販売に伴うギフトパッケージの制作

2044 福岡県 Dear Green 地域資源を使用した移動式野外薪風呂体験アクティビティー事業

2045 福岡県 わたなべ行政書士事務所 新たな特産物をつくる新規事業立ち上げのための環境整備

2046 福岡県 株式会社tracks 8290001090450 新規顧客獲得のための地域広報及び小売、卸売り事業の強化

2047 福岡県 きずな整骨院 チラシによる腰痛専門院の宣伝アピールと運動指導で販路開拓

2048 福岡県 シオンフードサービス有限会社 5290002054671 コロナ禍における店内飲食強化と新しいテイクアウト宅配強化事業

2049 福岡県 徳風 廃油買取で得た人脈と培った油産業ノウハウを駆使した唐揚げ店！

2050 福岡県 バルーンハウス柳川COUCOU SNS映えする看板・写真スポットの設置による宣伝強化

2051 福岡県 古賀材木店 材木屋が造る木の家　安心・快適住宅のPR

2052 福岡県 メディテクノ 病院管理者層へ直接自社のサービスを周知する雑誌広告

2053 福岡県 株式会社日唐石工 2290001065912 防草シート10ｍやオリジナル防草シート、人工芝等の販売拡大

2054 福岡県 ハローコーヒー カフェのみの業態からカフェ・バー業態への転換に伴う改装事業

2055 福岡県 Hanabusa music and coach　 新規生徒獲得のための環境リニューアル事業

2056 福岡県 株式会社クリデン 5290801023166 技術力をアピールするパンフレット配布による大型案件の受注増加

2057 福岡県 株式会社三国建装 2290001089085 販路エリア拡大を狙った塗装専門ショールームのPR事業

2058 福岡県 株式会社OｔｔO響育社 8290001096324 障がいのある方への音楽教室を幅広く知ってもらうための講演会

2059 福岡県 HairSalon　Minami ヘアカラーを美しくお見せするための改装・紹介による集客の強化

2060 福岡県 志摩スモークハウス アフターコロナを見据えた、観光客などに向けた直販体制の強化

2061 福岡県 株式会社ダスメルクリーン 9290001084617 高圧洗浄機を活用した「温水除草システム」の導入による販路拡大

2062 福岡県 株式会社　末安商店 8290001097446 高品質な玄米を提供することによる米穀専門店への新たな販路開拓

2063 福岡県 青い鳥鍼灸整骨院 新規顧客の獲得のため広報と新HP、及び視認性向上の看板設置

2064 福岡県 株式会社ライズワン 4290001071743 新商品2種を中心としたDM発送による新規顧客開拓

2065 福岡県 幸のとり 冷凍からあげの開発、販路開拓

2066 福岡県 クリフチャンネル株式会社 3290001089274 飲食からITへ顧客流入のテラス席、ECサイト、ポスター作成
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2067 福岡県 ThousandKitchen 愁月 おひとり様向け季節のパスタランチ提供の開始

2068 福岡県 YOSA　PARK　ラシェリー チラシの配布と陳列棚の購入により、物品販売力強化に取り組む

2069 東京都 株式会社トップレディ・ジャパン 7011601011650 過疎地域での戦略的出店で新たな販路開拓をし生産性と売上アップ

2070 福岡県 田渕歯科技工所 生体親和性の高いチタンの加工設備導入による販路開拓

2071 福岡県 バニーズ 新商品「具材の大きなおにぎり」開発と新店舗出店による販路拡大

2072 福岡県 ケーキハウス　シャルロット ラベルプリンター導入による販路開拓と自店舗売上増加事業

2073 福岡県 アクアショップエクスティア 抜本的な店内改装による高級小型魚販売の開始と新規顧客の開拓

2074 福岡県 いのくち輪業 ショーウィンドウ造設による電動自転車の広報強化事業

2075 福岡県 行政書士　松本法務事務所 新規顧客獲得のための広報力強化

2076 福岡県 有限会社日本収録研究社 2290802016931 Live配信支援事業への事業拡大による新規顧客開拓

2077 福岡県 ツナグミライ 筋力測定器の自社導入による測定会の定期開催及び収益力の向上

2078 福岡県 あんすけ ソフトクリーム製造機を導入し、新規顧客及び売上の増加を図る

2079 福岡県 CarstudioDome レンタカー事業開始のための環境整備と広報力強化による販路開拓

2080 福岡県 株式会社和光舎 8290001038689 複合的洗濯施設「みなみざと洗濯広場」

2081 福岡県 ねむ鍼灸院 地域の人々の「きれい」を推進するための看板・チラシ製作

2082 福岡県 株式会社フカマチ 3290001079589 資源回収BOX設置で地域の再資源化の取り組みに貢献

2083 福岡県 バレエ　クラージュ レッスン場拡張と多様なクラス新設で地域課題解決と併せ売上向上

2084 福岡県 株式会社　flat 7290001097117 冷凍あまおうの製造、及び販売拡大のための冷凍設備導入

2085 福岡県 株式会社ニッシン 2290001041533 オートプレス機導入とHP改良による新規顧客獲得の取組

2086 福岡県 株式会社ブレーン・コーポレーション 3290001066018 個人向け着物クリーニング・保管専門店の展開

2087 福岡県 MOMO 店舗改装による小売り事業の開始

2088 福岡県 スーク 情報発信！学習環境過渡期の荒波から子供を守る地域密着塾の挑戦

2089 福岡県 有限会社長沢ストアー 9290002036740 元スーパーによる『惣菜カフェ』で地域活性化と売上増大計画

2090 福岡県 有限会社サンケイ装業 5290002037511 廃材を生かしたリノベーション家具の販売で売上増大を図る！

2091 福岡県 和洋めし　よはく ウィズコロナに向けた贈答用商品の生産体制の構築と広報力強化

2092 福岡県 よつばジェラート 同業他社に無い商品開発による新規顧客開拓

2093 福岡県 株式会社KTSエンジニア 6290801028024 保護協調まで行う無料点検サービス開始による新規顧客開拓

2094 福岡県 ココル 対象顧客に適した新サービス及び販促施策の導入による売上改善

2095 福岡県 ALES Café プリン工房の新設による販路開拓

2096 福岡県 セカンドガレージ ホイールバランサー導入によるタイヤ売上拡大への取組

2097 福岡県 有限会社吉富亭給食センター 6290802022001 一般消費者向け飲食サービス「昭和食堂」部門の広報と効率化

2098 福岡県 もり・はりきゅう・漢方薬店 『少々痛いけどしっかり効く鍼』として新規顧客の開拓

2099 福岡県 株式会社TANNAL 1290001085647 あまおう農家が作る冷凍スウィーツの開発と販売

2100 福岡県 ブティック来夢 看板設置とチラシ配布による顧客来店誘導への取組

2101 福岡県 グリーンサービス産業株式会社 1290001084450 『樹木治療導入』による販路拡大の取組

2102 福岡県 平山モータース エアコンフレッシャー活用による他店との差別化への取組

2103 福岡県 筒井時正玩具花火製造所株式会社 8290001066392 国産花火(自社ブランド)を積極的に広げるための販路開拓事業

2104 福岡県 玄海通商株式会社 4290001034576 特許取得の新素材PMUを広報する為のチラシとHP作成

2105 福岡県 紀文 パティシエがいる割烹旅館が強化するスイーツ事業

2106 福岡県 Sleep Coffee and Roaster コーヒー豆製造の生産性向上による経営安定化と販路開拓強化

2107 福岡県 有限会社大田薬品 6290802023321 女性が安心して相談できる女性特有の症状改善に強い漢方相談薬店

2108 福岡県 ペンギン夢楽 移動販売　手と手をつなぐ「ご用喜来」地域の買物弱者対策実施

2109 福岡県 BRINDLE 京築地域内の40～50代女性層の開拓による販売拡大策

2110 福岡県 色緑 オーガニックティーブランド「色緑」の商品開発・有機茶販売事業

2111 福岡県 ちょう楽 ポスティングによるデリバリーの販路開拓とテイクアウト強化

2112 福岡県 Locavore テイクアウトメニュー、手土産菓子の開発及び販路開拓

2113 福岡県 KアンドAｄ合同会社 5290003010145 自社の強みを生かしたオンライン販売戦略で撤退事業地の再生

2114 福岡県 newcompe合同会社 1290003012087 新サービス顧客獲得のための広報及び自社製品の製造設備導入事業

2115 福岡県 八女茶業本舗株式会社 2290001053297 店舗面積の拡張及び新たなメニューの開発による集客力の強化

2116 福岡県 株式会社シンクロライフ 6290001078183 経営安定化に向けた３つ目の収益の柱、パン事業の立ち上げ。

2117 福岡県 株式会社マサエイ水産加工 7290001083059 海藻加工品の通販サイト向け卸売り事業の開始による売上拡大

2118 福岡県 スマソル嘉麻 スマホのことなら何でもご相談！スマホ教室の開催！

2119 佐賀県 えがお合同会社 1300003001328 多様化する高齢者・障害者の移動手段に対応するための整備事業


