
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9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。

2073 愛媛県 株式会社片岡マテリアル 8500001018041 職員の安全と製品の高品質化を両立させるための設備投資

2074 愛媛県 Npearl 宇和島真珠を活用した新商品開発で販路拡大と地域経済への貢献

2075 愛媛県 アカネ食堂 高齢者に使いやすいお店づくりで利便性向上・イメージアップ計画

2076 愛媛県 有限会社井口農園 2500002012057 体験型植物園整備と掘取の作業効率アップで売上増

2077 愛媛県 民宿みちもと コワーキングスペースへの改修と活用

2078 愛媛県 宅建LABO 相続法律相談所が存在することをPRし地域の空き家問題を解消

2079 愛媛県 ヘアー＆カフェ　インセンス 障がい者・高齢者・医療関係者が来店しやすい美容室

2080 愛媛県 ピエルパン ミールキット事業の広報強化と店舗改装によるテイクアウト開始

2081 愛媛県 田縁農園 DX灌水による柑橘の新付加価値商品の持続的生産技術の確立

2082 愛媛県 Ripple Links 子ども向けのプログラミング学習専門スクール開校

2083 愛媛県 有限会社ヤマイチ 6500002000355 自家栽培による費用削減及びガーデニングのモデルケースの提案

2084 愛媛県 映光自販株式会社 9500001017645 新商品導入による法定整備内製化と新規顧客開拓事業

2085 愛媛県 幸丸 大型魚を狙える魅力ある遊漁船のための船内設備の充実事業

2086 愛媛県 有限会社スカイブルー 6010902026160 息抜きができる環境整備と顧客満足度の向上による集客増強

2087 愛媛県 合同会社しまなみ池田 4500003002600 ドッグランスペースの確保による販路開拓事業

2088 愛媛県 U CHOCOLATE CLUB お洒落でリラックスできる独自の空間作りを目的とした店舗改装

2089 愛媛県 大和倉庫株式会社 1500001021464 こだわりフルーツ店が提案する新たな挑戦

2090 高知県 株式会社ドルチェ 4490001006522 商品ラインナップの拡充に向けた封入（シール）作業自動化

2091 高知県 そら農園 認知度向上の為の看板設置及び、ニンニク売上拡大の為の設備導入

2092 高知県 株式会社　鉄筋岡﨑組 9490001008571 新規設備導入による効率的な施工管理体制の構築と経営力の強化

2093 高知県 合同会社　西中商店 9490003001599 テイクアウト珈琲販売と自家焙煎珈琲豆の販路開拓事業

2094 高知県 有限会社　吉村デンソー 3490002009649 エーミング機材導入による事業拡大及び販路開拓

2095 高知県 株式会社　丁野製作所 2490001009915 設備導入による作業効率向上と取引先深耕での受注増加計画

2096 高知県 越知物産 ラベルプリンター導入により、取引量の増大及び販路開拓を図る

2097 高知県 ヘアースポットマギー 情報発信と強みの磨き上げによる新規顧客開拓

2098 高知県 株式会社濱田水道工務店 8490001006394 チルトローテータ導入による生産性向上及び事業拡大計画

2099 高知県 有限会社カネアリ水産 3490002013072 四国一小さい町の魚屋の新商品による販路拡大事業

2100 高知県 株式会社　スカイ電子 8490001005867 販路開拓のための展示会参加

2101 高知県 有限会社タネダ 1490002009782 子宝漢方の啓蒙と漢方相談がしやすい環境整備による健康増進計画

2102 高知県 栄楽 お客様に優しい店づくりによる顧客満足度向上計画

2103 高知県 文本酒造株式会社 8490001005875 四万十町老舗酒蔵の高付加価値化新商品の開発と直販体制整備事業

2104 高知県 合同会社　四万十かっぱ組合 4490003000597 アフターコロナを見据えた新造船導入による観光客受け入れ強化

2105 高知県 株式会社　黒潮環境クリエイト 8490001007541 「見える化による納得修理」で売上・利益向上事業

2106 高知県 大谷商店 新規漏水探索機の導入による販路開拓・新規顧客の獲得

2107 高知県 牧工房 ワークショップによる販路開拓とブランド力の強化

2108 高知県 むすび食堂 お弁当製造数増加のためのスチームコンベクションオーブン導入

2109 高知県 松井ブロック有限会社 1490002009849 新事業実施に必要な大型コンプレッサーの導入

2110 高知県 株式会社　グランディール 5490001005713 「土佐茶」100％使用の粉末茶商品の開発・販売事業

2111 高知県 マルイスポーツ有限会社 5490002009853 新規顧客獲得、来店回数増加に向けたストリングマシン導入

2112 高知県 パティスリー＆カフェ　プルメリアラクーン 流通チャネルに合わせた販促物拡充による販路拡大事業

2113 高知県 株式会社香南モータース 1490001006640 車両の重量化に対応する設備導入で受注機会増加及び売上向上計画

2114 高知県 みやざき 冷凍ストッカーの追加導入による製品の安定生産と販路開拓

2115 高知県 Laugh Dance Club 高知の子供たちにダンスの楽しさを知ってもらうための広報事業

2116 高知県 株式会社　ハート 6490001001819 新しいブランド(SaFo)構築による増産体制の確立

2117 高知県 農家食堂ファミリー大杉 「どぶろくアイスクリーム」開発による売上及び集客力向上計画

2118 高知県 株式会社　ゆうきのもり 9490001009479 大口受注のための有機加工食品生産性向上設備導入

2119 高知県 ラッキー農園 有機JASしょうがの生産・販売の拡大による雇用条件の改善

2120 高知県 お菓子工房　Dolce&Merenda　 『本格的なイタリア生菓子販売のための取組み事業』

2121 高知県 グリルジョイン 当店オリジナルソースの製造・販売を通じた地産外商の実現

2122 福岡県 Piano Salonおとのとり プロの現役ピアニストがWEBを活用し出張ピアノ教室で販路開拓

2123 福岡県 カットハウスカワベ 地域初、「頭浸浴」ヘッドスパの導入

2124 福岡県 アンベアー 早くてキレイ！優しく感動する脱毛！美のお手伝いで幸せの瞬間を

2125 福岡県 株式会社西村塗装 1290801027889 ショールーム新設に伴う広報戦略強化による新規顧客獲得

2126 福岡県 株式会社えん 2290001072470 動画とチラシ・パンフレットによる整骨院の認知度向上・販路開拓

2127 福岡県 株式会社House West 7290001077390 子育て世代に特化した新店舗で売上UP計画

2128 福岡県 cobo labo coffee キッチンスペースの設置による販路開拓
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2129 福岡県 スッフルデール 地域特産品のぶどう（巨峰）を使ったドレッシングの開発・販売

2130 福岡県 辰企画 調査診断設計業務の短納期化による新たなニーズへの対応

2131 福岡県 くらて天徳整骨院 EMS機器を用いた筋肉ケア及び健康増進による新規顧客の開拓

2132 福岡県 カーリレイション藤村 軽トラキャンプ用テントキットの製造・販売による新事業展開

2133 福岡県 安河内笑店 地域へタイ式マッサージの魅力発信

2134 福岡県 Ken EXPRESS 1日1組限定【びっくりするまで徹底クリーニング】の開始

2135 福岡県 有限会社　ピュア保険事務所 8290002023244 セミナー開催による新規顧客の獲得

2136 福岡県 お菓子工房aonoki 顧客ニーズ・時代背景にマッチした自動販売機設置による売上獲得

2137 福岡県 Vegefrulife カッティングフルーツギフト等の魅力を伝える販路拡大

2138 福岡県 ゆうひ整骨院 WITHコロナを見据えた「運動できる整骨院」を目指す販路開拓

2139 福岡県 炭火ダイニング ばん鶏 炭火焼きメニューの製造方法強化による客数及び客単価の増加

2140 福岡県 F-BOX 遊休山林と畑を活用した自然薯栽培の取り組みとその販路開拓

2141 福岡県 御菓子処やかべ 小郡特産「鴨」にちなんだ「ご当地和菓子」の開発による顧客開拓

2142 福岡県 かくれ酒場　ココハレ この町一番の居酒屋、「かくれ酒場　ココハレ」事業

2143 福岡県 このこのぱん イートインスペース設置と犬用おやつ販売による新規顧客獲得計画

2144 福岡県 poponore ヘッドスパルームの防音工事により「究極の非日常空間」の創造！

2145 福岡県 株式会社まごころ社 1290001089788 新斎場「七夕の杜」新規オープンに伴う販促展開と新規顧客獲得

2146 福岡県 島風 水槽設備導入による仕入商品管理販売強化及び看板による販路開拓

2147 福岡県 フコイダンジャパン スポーツ・干支人形の内製化の取り組みと量産化による販路拡大

2148 福岡県 トータルフィットネスB-LAB 新規顧客獲得のための食事指導サイトの立ち上げ事業

2149 福岡県 ドックヘアーエピ トリミング施設に併設した「ドッグラン」サービスの提供

2150 福岡県 合同会社アイフィールド 4290003011508 利用者数増加を狙った新カリキュラムの導入とＰＲ強化事業

2151 福岡県 小野珈琲焙煎所 高度な焙煎技術で焙煎されたオリジナルコーヒーによる販路拡大

2152 福岡県 こうた整骨院 店舗看板の設置による来店者数増加と院内PRによる新規患者開拓

2153 福岡県 株式会社ならはら菜園 5290001085164 農園から食卓へ！こだわり野菜を個人宅へ直接お届け。

2154 福岡県 サロンBody＆Soul 男性専用脱毛サービスを提供するエステ事業の開始

2155 福岡県 カウロードアンドヘアケアサービス 韓国人が作る「本場の味キムチ」のネット販売拡大による売上向上

2156 福岡県 こうちゃん 中食需要の高まりに対応した店内販売事業

2157 福岡県 ちいさなアロワナ屋 初めてでもすぐに熱帯魚を飼うことができる店づくり

2158 福岡県 有限会社江口へら鉸り製作所 1290002052266 へら鉸り加工技術を活用したエンドユーザー向け商品の販売強化

2159 福岡県 POPALAN　SALON 子供連れでも利用しやすい環境整備と広報活動による販路開拓

2160 福岡県 コリアンダイニングHAN 独自レシピの新商品販売による販路拡大事業

2161 福岡県 シロダーラ・ヘッドスパサロンKANDY. 実感性を高めるビフォーケアサービスの開始による販路開拓

2162 福岡県 ドッグサロンフェリーチェ 犬の美容サービスメニューと物販商品の拡充による来店の促進

2163 福岡県 ワイン食堂GLUGLU テイクアウト商品開発と販路拡大の取組

2164 福岡県 株式会社モトヨシ 3290001096808 溶接機導入によるステンレス管工事受注への取組

2165 福岡県 有限会社ダイオー建設 2290002044378 高圧洗浄機導入による洗浄サービス導入と工事安全性の確保

2166 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 小石原焼×奥八女茶のアトツギ連携で茶香炉Chakai～癒～

2167 福岡県 泉原自動車板金 低価格戦略を広くPRする広報力強化とサービス提供体制の強化

2168 福岡県 達磨 おでん×日本酒の王道パターンによる新規顧客開拓

2169 福岡県 エクティブ 子育て世代に向けた自宅での適切なセルフケア配信サービスの提供

2170 福岡県 Acenail ネイル サロンでトータルビューティ を提案する事業

2171 福岡県 有限会社浅川興産 4290802013266 木材を活用した新商品開発によるBtoC事業への展開

2172 福岡県 左官業昇技建 タイルデッキに特化したPRと静音のための工事体制の構築

2173 福岡県 珈琲舎ブラッサム 高齢者に寄り添った店舗改装やイベント開催による新規顧客開拓

2174 福岡県 はないさ 「食で生活習慣病を改善」高齢者にもわかるチラシ作り

2175 福岡県 溝上車輌工房 特定整備への対応と自転車・オートバイの修理業務の受入れ拡大

2176 福岡県 黄色い麦わらぼうし チラシ作成及び周辺地域へのポスティングによる新規顧客の獲得

2177 福岡県 うどん人生たもん 液体凍結機の導入で新商品を開発し、SNSの情報発信で売上UP

2178 福岡県 BUNNY’S 全自動マシン導入によるテイクアウト増加と業務効率化の取組

2179 福岡県 UN GRAIN 飲食店開業と厨房機器の充実による販路拡大

2180 福岡県 株式会社Hisheri 2290001083864 高級食材を使用したレトルトスープで高付加価値化により販路拡大

2181 福岡県 カラオケステージとんちんかん 特製お好み焼きの開発・宣伝とライブ感ある演出による販路開拓

2182 福岡県 株式会社　江の浦本舗 1290001086100 海苔加工品、生産方法強化による取引先拡大

2183 福岡県 かわせみ整骨院 新施術メニューに伴う院内改装で新規顧客獲得

2184 福岡県 サンタモニカ ハンバーガー事業のDX化と広報活動による経営安定化の取組み
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2185 福岡県 合同会社まほの屋 7290003001968 日本古来の伝統美がコンセプトのお面開発事業構築及びPR事業

2186 福岡県 アトリエMOGA 究極の心地良さを追求した新たな美容サービスの構築及びPR事業

2187 福岡県 株式会社ステイブル 2330001019343 コロナ禍に安心うれしいファミリールームに特化したサービス展開

2188 佐賀県 西一級建築設計事務所 構造計算ソフト導入による業務効率化及びプロモーション強化事業

2189 佐賀県 有限会社白石中央自動車 6300002007189 トイレ改修により、女性・高齢者に愛される事業者へ変貌する事業

2190 佐賀県 マニアックガレージ 新しいブラスト処理による顧客満足度の向上と販路開拓事業

2191 佐賀県 株式会社お菓子のじろう 6300001011019 地域資源を活かした季節のどら焼き新商品開発と情報発信事業

2192 佐賀県 和懐石山志田 新サービス提供用・作業効率化用設備導入及びプロモーション展開

2193 佐賀県 Flower Works Coco+ 若い世代に”ブリコラージュフラワー”商品開発販売と教室開催

2194 佐賀県 草木染工房　よもぎ 新たな販路開拓と原価高騰対応のための草木染めタペストリー開発

2195 佐賀県 株式会社ワイズガレージ 8300001007931 車への愛着創出！収益確保に向けた長期利用カーオーナー増加事業

2196 佐賀県 なおちゃん農園 自家農園栽培レモンの冷凍加工による販路拡大事業

2197 佐賀県 陽だまり 年齢の若い新しいお客様を獲得するための看板の設置

2198 佐賀県 株式会社永電工 7300002004623 国民スポーツ大会の建設需要に対応するために掘削機械導入

2199 佐賀県 株式会社トーセン農場 1300001008028 栄養豊富な魚粉の一次産業者向け小売業の開始と販路開拓事業

2200 佐賀県 有限会社山田運送 1300002005107 新サービス提供のための設備導入による販路開拓・売上向上事業

2201 佐賀県 マリコケー 地元プロフェッショナルコラボによるパーソナルスタイリング事業

2202 佐賀県 東名佐賀工場 新型刺繍ミシンとアナクロ技術の融合によるオンリーワン商品制作

2203 佐賀県 黒髪企画室株式会社 5300001011309 有田焼窯元での新しい飲食サービス展開と販売事業の承継

2204 佐賀県 城野仏壇店 SNSによる自社サービスの宣伝と設備導入による生産性向上

2205 佐賀県 LANDREC 新規演出機材導入による販促サンプル動画制作事業

2206 佐賀県 オートショップDRAG スキャンツールによる先進自動車の改造・カスタム需要獲得計画

2207 佐賀県 株式会社愛工務店 2300001011682 土木事業参入による元請企業依存体制からの脱却及び販路拡大

2208 佐賀県 ゆめのたねLaboratory ウェブサイト・チラシを活用した新規顧客獲得と支援体制の確立

2209 佐賀県 白石鍼灸整骨院 女性の冷え症とスポーツのパフォーマンスを高める新施術法の確立

2210 佐賀県 炉ばた焼大作　白石店 専門店に負けないオリジナル唐揚テイクアウト事業へのチャレンジ

2211 佐賀県 九州ライフネット株式会社 2300001004488 「老い・介護」の固定概念を覆すパンフレットによる新規顧客獲得

2212 佐賀県 アカバエデザイン 企業のPR・DX化の手助け！設備導入による収益性向上事業

2213 長崎県 荒木鮮魚店 製氷機導入で鮮度の維持伸長による販路開拓と生産性向上

2214 長崎県 La Spiaggina コロナ禍需要に対応！自宅で楽しむ本格イタリアンで販路開拓事業

2215 長崎県 志水鮮魚店 買い物困難者のニーズに応える冷凍・冷蔵庫完備移動販売車の導入

2216 長崎県 株式会社溝田建築工業 6310001016652 持続可能な事業構築に向けた新たな柱となる解体工事業の本格始動

2217 長崎県 株式会社ライテック 4310001017041 タイヤチェンジャー導入による中古タイヤ・ホイールの販売促進

2218 長崎県 株式会社ながいけ 3310001009741 新設するペット用品事業の新規客創造の為の環境整備＆販促事業

2219 長崎県 びぎん・じゃぱん株式会社 5310001015044 小型電気炉導入によるオーダーメード陶磁・照明製品の販路開拓

2220 長崎県 ミヤガワサッシ店 設備投資でデジタル化を推進し専門分野強化と新分野進出を図る

2221 長崎県 株式会社よかろ物産 5310001015829 シイラを使った新商品開発と設備導入による店舗販売強化事業

2222 長崎県 合資会社　三ツ池 9310003002078 「めぐみやキッチン」展開による新規顧客及び休眠顧客発掘事業

2223 長崎県 内田智之製麺 コロナ禍による巣籠需要を追風に手延素麺エンドユーザー拡大戦略

2224 長崎県 こせら社会保険労務士事務所 ホームページ作成及びチラシ配布による広報活動を行い顧客獲得

2225 長崎県 有限会社アーク・プランニング 3310002016497 県産品を使用した高付加価値スイーツ販売による顧客獲得事業

2226 長崎県 合資会社やまさ印刷所 1310003001748 インボイス制度をビジネスチャンスに、製本テープ貼機で販路拡大

2227 長崎県 リム 創業から事業化までの時間を大幅に短縮させるための事業

2228 長崎県 八番・エトワール お客様の来店しやすいお店づくりをして販路拡大をめざす事業

2229 長崎県 漁師旅館　中村家 国境の島で快適なサービスを提供して宿泊需要を拡大する事業

2230 長崎県 まるぜん 長崎初！旨塩から揚げと創作スイーツの自販機による販売促進

2231 長崎県 あられ茶房 観光客利用機会の増加により、SNS掲載頻度アップで売上拡大

2232 長崎県 今村　かおり 手と足の爪のお手入れで、心も身体も人生もプラスに

2233 長崎県 株式会社Madder Red 2310001017489 無添加・特別栽培のミニトマトスープカレーの開発・販路開拓事業

2234 長崎県 小島商店 小島商店の商品ブランディング事業

2235 長崎県 株式会社GreenPeace 3310001016399 平戸特産品の販路拡大のためのプラットフォーム構築

2236 長崎県 有限会社吉長 3310002016729 温泉街の老舗飲食店によるスポーツ関連客獲得事業

2237 長崎県 株式会社 夢 6310001011934 インバウンド需要に備えた、設備改修による新規顧客獲得事業

2238 長崎県 森田整骨院 「訪問整体」と「スポーツ整体」を取り入れた新たな形づくり

2239 長崎県 株式会社真陽建設 2310001014858 最新脱毛機導入による脱毛事業の立ち上げ

2240 長崎県 居酒屋喜楽 国産うなぎを使用した新メニューで、新規顧客獲得事業


