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【商工会地区】 第10回締切分採択者一覧

※重要

「交付決定通知書」につきましては、交付決定が可能と確認でき次第、順次発送いたします。

なお、申請書類の一部修正が必要となる事業者様には、修正依頼をお願いし、後日、交付決定が可能な段階となった時点で通知いたします。

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。

1675 愛媛県 有限会社イノウエ 4500002023944 ホイールバランサー導入による顧客獲得と囲い込み戦略事業

1676 愛媛県 池田タクシー株式会社 1500001007819 アフターコロナでの高齢者ツアー需要に対応した車両改造

1677 愛媛県 新崎旅館 老舗旅館の挑戦！明るいイメージで集客事業

1678 愛媛県 株式会社　正岡葬儀社 8500001017753 会館案内看板設置及び当社施設等パンフレットでの顧客確保・獲得

1679 愛媛県 カワモト自動車販売 自動車販売整備店の顧客対話のアメニティ整備事業

1680 愛媛県 有限会社大石自動車 9500002012307 高性能設備導入による整備体制の確立で販路拡大・収益向上

1681 愛媛県 カワイシ醬油株式会社 8500001008281 高効率化設備導入による生産効率による営業活動強化

1682 愛媛県 株式会社山内工務店 7500001014917 耕作放棄地・荒地整地のための機械導入による新事業の開始

1683 愛媛県 kul マシンピラティス部門新設で新規顧客の獲得＆既存顧客の固定化

1684 愛媛県 株式会社開成工業 7500001020840 足場工事資材のレンタル事業強化により売上拡大を図る

1685 愛媛県 株式会社エフト 8500001023727 商品開発と商品のデザイン一新による新規顧客獲得

1686 愛媛県 茉莉花 新規事業「花の移動販売」による販路拡大と認知度向上

1687 愛媛県 株式会社イルミファーム 4500001024076 高麗人参茶の試供品等による顧客との多様なタッチポイントづくり

1688 愛媛県 山本司法書士事務所 リピーターの確保や新規顧客の掘り起こしによる販路開拓と拡充

1689 愛媛県 英会話SOL ピカピカ教室でやる気アップ生徒数アップ大作戦

1690 愛媛県 ミスタースミス 「販促ツールを活用した認知度向上による販路拡大」

1691 愛媛県 それいけ整骨院 新サービス開始に伴う広告看板設置による集客力向上計画

1692 愛媛県 有限会社南予てんぷら販売 4500002012716 真空包装機新規導入による製造体制の改善で受注アップと販路拡大

1693 愛媛県 有限会社赤宗商会 3500002020224 持ち込みカー用品取り付けサービスの事業化による新規顧客獲得

1694 愛媛県 ボッコ製菓 原材料・光熱費高騰に負けないための集客力向上事業

1695 愛媛県 Musicking ピアノスタジオ改装による地域コミュニティへの新規参入事業

1696 愛媛県 浜田塗装 足場設置業務の内製化による効率化・販路開拓事業

1697 愛媛県 Yuta Takahashi Design Studio Co. デザイン業務から写真撮影まで一貫して業務を遂行する販路開拓

1698 高知県 サイクルスペース南国 修理受注拡大のための工具キャビネット導入

1699 高知県 ゆめの篝火 竹炭のパウダー加工及びそれを使用した製菓販売

1700 高知県 PMサービス株式会社 2490001009337 SDGsを意識した装置導入で整備の稼働を高め収益増を図る

1701 高知県 カフェ　お弁当の初音屋 カフェ新設による経営安定化事業

1702 高知県 Berry農園山本 飲食スペース新設での収容力強化による来客数増加事業

1703 高知県 土佐キムチ 安心・安全キムチ食材提供の為の卓上トップシーラー導入計画

1704 高知県 有限会社　松崎冷菓工業 5490002012964 巣ごもり需要を対象にファミリータイプ製品化事業

1705 高知県 リラクゼーションスペース凪 よもぎ蒸しメニュー追加による販路拡大

1706 高知県 合同会社ぐっどりばぁー 7490003001320 移乗リフト導入による介護環境の改善並びに顧客満足度向上事業

1707 高知県 有限会社浜吉ヤ 3490002009830 マルチスイングカッター導入による鰹加工技術と商品開発力向上

1708 高知県 いりぞう農園 文旦の生産量増加を図るための設備投資の実施

1709 高知県 テクノライフハカタ 新事業PRと企業価値向上計画

1710 高知県 野村　良喜 ネック工程である泥染め作業改善のための設備投資

1711 高知県 合同会社ＮＦ 9490003001681 昼営業の開始と新メニュー提供のための設備導入計画

1712 高知県 株式会社圓和工業 5490001009152 増加する受注依頼に対応するための設備投資の実施

1713 高知県 有限会社　豚太郎高岡店 5490002009795 座敷席とトイレ改装によるファミリー層とご年配顧客の獲得

1714 高知県 K－WORK合同会社 6490003001619 資材倉庫改修による商品保管バックヤード充実化で売上増大へ！

1715 高知県 SUNLIFE　COFFEE エスプレッソマシン導入による販路拡大事業

1716 高知県 株式会社　貴水 8490001005974 ３トン油圧ショベル導入による生産性向上及び販路開拓事業

1717 高知県 ocho 8 リバーアクティビティによる顧客開拓とブランドイメージの向上

1718 高知県 株式会社西土佐四万十観光社 7490001005199 ラフティングボート導入による売上拡大と広報強化による顧客獲得

1719 高知県 筒井事務所 設備導入による顧客満足度の向上と市場開拓計画

1720 高知県 てっぺんテラス てっぺんで楽しむグランピングコテージの開設

1721 福岡県 ひまわり書店・瓢鰻亭 心身ともに満たされ季節感を感じる配食事業の開始による販路開拓

1722 福岡県 HOMIE フードトラック改修とフードメニュー強化による客単価の増加

1723 福岡県 Cafe　Lanai 差別化を図った絶景カウンター席を新設し集客力UPを目指す

1724 福岡県 にしきサービス 地域の課題を解決するためのリサイクル事業の販路拡大

1725 福岡県 株式会社メディコア 4290002037157 一般衣類向け吸湿消臭機能ベストの展示会出展および販路拡大

1726 福岡県 atelier WAKON ウルトラファインバブルで美髪にしながら単価up！！

1727 福岡県 古賀ブルーベリー農園 ブルーベリー農家から「観光農園事業」への業態転換

1728 福岡県 居心地処MAKOYA 玄界灘の海の幸の魅力をお届け！キッチンカーの活用戦略
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1729 福岡県 英彦岳食堂 生産体制強化及び通信販売環境の構築によるリピート購入の増加

1730 福岡県 やりみず農園 糖度保証で顧客満足！売上向上！

1731 福岡県 株式会社築上重機 3290801015157 クレーン先端カメラ・運転席モニター導入による新規取引先の獲得

1732 福岡県 有限会社オートサービスサンルイス 5290002030821 全自動フロンガス充填機導入による新サービスの展開・販路開拓

1733 福岡県 GARAGE CA-Z 自動車整備事業への進出によるワンストップサービスの提供

1734 福岡県 末長整骨院 昼間の時間帯の稼働率向上と新規顧客の獲得

1735 福岡県 お肉の大ちゃん 真空パックを使った商品開発及び販路拡大

1736 福岡県 株式会社俊建工房 7290002041791 地元工務店によるプチリフォームde快適生活プランの販路開拓

1737 福岡県 こころからだあんしんラボ株式会社 4290001073483 敏感肌向けスキンケア新商品（透明石鹸）の研究開発・販売促進

1738 福岡県 株式会社 Ca-luck 3290001087848 塗装業務の生産性向上で新規顧客の開拓を実現する事業

1739 福岡県 MARIYOGA ピラティスリフォーマーを使ったプライベートプログラム事業 

1740 福岡県 有限会社アーリーバード 2290002035609 新たな機械設備導入による生産性の向上及び売上拡大

1741 福岡県 農地所有適格法人株式会社宇佐川農園 7290001099534 全国へ野菜を届けるUSAGAWAvegetable事業

1742 福岡県 研醸株式会社 9290001050577 製造工程の刷新と長期洋樽熟成酒の商品化による家飲み需要の開拓

1743 福岡県 てふてふ。 看板・HP作成で新規顧客を開拓し、改装で癒しのサービスアップ

1744 福岡県 有限会社SQコンサルタント 4290002051505 スープカレー専門店のご当地レトルトカレーの開発と販路開拓

1745 福岡県 DONI　FARM デザイン化によるブランド力の向上とECサイトによる販路拡大

1746 福岡県 Lagom pilates&conditioning ピラティスマシン導入による初心者レッスン始動で新規顧客獲得

1747 福岡県 焼きとりふじ 真空包装機を活用したテイクアウトサービスによる販売力強化

1748 福岡県 有限会社セモルシージャパン 3290002041804 まつエクショップ直営店開設と相乗効果で売上・利益率向上

1749 福岡県  ふわりノ 上質な美の提供による顧客満足度の向上で売上・利益増大を目指す

1750 福岡県 ヘアーサロンY’S お客様目線に立ったサービスの提供で目指す集客力向上の取組

1751 福岡県 うきはの宝株式会社 3290001086734 おばあちゃんの味でレトルトカレーの開発をして通信販売

1752 福岡県 南郷電気株式会社 3290001037043 オンラインで本体のみ購入したエアコン取付けに特化した広告制作

1753 福岡県 株式会社ダイショク 7320001003938 生き残りをかけ、新天地で展開する古民家カフェレストラン

1754 福岡県 株式会社　川端組 2290001045170 乗用草刈機導入による草刈事業の強化と販路開拓による売上増加

1755 福岡県 武遊プロセッシング株式会社 8290801027973 自販機に特化した商品開発から販売までの新たなパッケージづくり

1756 福岡県 株式会社　白香苑 7290001048838 地域密着型の葬儀社だからできる終活のお手伝い

1757 福岡県 株式会社　一龍 8290001069742 学生寮食堂の空き時間を利用した飲食店業務の展開

1758 福岡県 JohnLemon フードトラック（キッチンカー）移動販売計画と効率・生産性向上

1759 福岡県 とよだ電器 メンテナンス事業の内製化や顧客・地域データを活用した販路拡大

1760 福岡県 ラシック行政書士事務所 増加し続ける高齢者の安心に応える家族信託の普及による販路開拓

1761 福岡県 ウォルバデザイン イベント等の映像制作事業、CGを使った映像制作事業

1762 福岡県 ノアーズアーク 地域初のシミケアメニュー導入でシニア世代の新規顧客を増やす

1763 福岡県 カフェコンディトライ ウィーン 認知度向上と固定客獲得のための季節別年間タペストリーの製作

1764 福岡県 株式会社ケイターズ 9290001070534 脱炭素化!ハイブリット車検・修理サービス開始による顧客開拓

1765 福岡県 かに聖 テイクアウトで気軽に内食できる新商品開発と新たな販路開拓

1766 福岡県 大石ファーム 厨房を加工場仕様にリフォームし、加工品の製造を充実させる。

1767 福岡県 CEサロン　アイリー 脱毛サロン業界への参入による新規顧客獲得のための広報力強化

1768 福岡県 かくうち嘉 ロードサイド店舗開設による売上高向上と地域の課題解消サポート

1769 福岡県 Ｍａｍａ　Ｖｅｉｌ 通院・往診対応の妊活継続支援体制の強化による新規顧客獲得

1770 福岡県 坂本食品工業所 工場直販で中食需要への販路開拓と事業承継を見据えた業務効率化

1771 福岡県 玉水酒造合資会社 1290003003202 リターナブル瓶の利用促進による来店機会増加及び顧客囲い込み

1772 福岡県 有限会社パナス 4290002053798 家電のお困りお助け事業及び看板リニューアルによる新規顧客獲得

1773 福岡県 オハナヘアー バリアフリー化で気兼ねなく来れ、オシャレを楽しめるお店作り

1774 福岡県 ジュビランはなもも セルフメニューの導入と物販強化による新規事業展開

1775 福岡県 key craft works ショールーム整備による販路強化事業

1776 福岡県 ととや 石釜の名水を使用した「旬の魚を中心としたお惣菜とお弁当」事業

1777 福岡県 Hair & Make Cheri Cherie マイクロバブルシステム装置の導入による付加価値向上と売上拡大

1778 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 味噌屋の四代目が取り組む味噌スムージーの開発と販路開拓

1779 福岡県 株式会社団地緑化サービス 3290001005405 営業ツールの強化と環境配慮型機器導入による民間市場への進出

1780 福岡県 PIZZERIA　GRAFFITO 新規に本格ジェラートの製造販売を行うことで客単価増加の取組

1781 福岡県 笑福整体院 送迎サービスの周知と院内バリアフリー化による顧客増加の取組

1782 福岡県 株式会社松尾農園グループ 5290001056256 デジタル弱者に向けたオフライン集客による新規顧客の開拓
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1783 福岡県 友建設 地元の木材を使った家造りの提案による新規顧客の開拓

1784 福岡県 お茶の千代乃園 八女のオーガニック烏龍茶開発による発酵茶の販路拡大

1785 福岡県 寿扇苑丸寿 近隣への周知の為にチラシの配布と学習環境整備による生徒獲得

1786 福岡県 石川会館有限会社 8290002052945 カフェ店併設に伴う改修と新商品提供のための設備導入

1787 福岡県 株式会社総桐箪笥和光 1290001053372 看板を設置する事による販売店及び一般顧客のPRと来社促進事業

1788 福岡県 田中塗装 看板ホームページＳＮＳで認知度・信頼度向上により新規顧客獲得

1789 福岡県 買取工具MAN キッチンカーを動く広告塔に！フリーマーケット開催で販路開拓

1790 福岡県 浪漫LABO オリジナル性の高い模型等の小売販売開始による新規顧客獲得

1791 福岡県 玉江総建 駐車場増設工事の特化型戦略による元請一社依存体制の脱却

1792 福岡県 スナック心 利便性向上のための時間制メニューでの痩身エステによる販路開拓

1793 福岡県 kick occu 新規出店にともなう広報力強化による新規顧客獲得

1794 福岡県 株式会社ティア福岡 2290001053660 ドローンを利用した非破壊検査サービス強化事業

1795 福岡県 ５５DOG 新商品を開発！地元特産品『やまもも』のフルーツ綿飴で売上UP

1796 福岡県 UNISPEED株式会社 8290001079510 アジアの肉料理を提案する食肉専門店として集客アップを図る！

1797 福岡県 KajiCoffee Roastery 新規顧客獲得及び販路開拓のための直売所の開設

1798 福岡県 株式会社テック・スリー 3290001082056 アウトドア用品OEM受注による販路拡大に向けた取組み

1799 佐賀県 フルヤスタジオ ドレッシングルームを備えた写真館として認知度を高める広告宣伝

1800 佐賀県 ON THE CLIFF 「魅力ある松島」の観光資源を活かした新たなビジネスモデル創出

1801 佐賀県 木室畳店 安心安全な生活を守る”ペット用畳”、”介護用ケア畳”販路開拓

1802 佐賀県 ブックマウンテン 高度デザインでの木製家具・小物開発&グリーンウッドワーク推進

1803 佐賀県 福田とうふ店 店頭販売専用スペースの新設による売上増加と業務の効率化

1804 佐賀県 LIFE １つの店舗で年齢性別問わずに、美容とリラクセーションを提供！

1805 佐賀県 古賀ボデー 機会損失『0』を目指し100年に1度の大変革時代を乗り切る

1806 佐賀県 有限会社江口自動車工業 5300002001705 事業領域の拡大、高収益体質への変貌を遂げる事業

1807 佐賀県 BASE HAIR 「脱毛ができる理容室・美容室」認知度向上のプロモーション戦略

1808 佐賀県 中島自動車工業 独自の「タイヤ無料預かりサービス」強化による新規顧客獲得事業

1809 佐賀県 有限会社サン商事 2300002004099 事業領域拡大と台当り単価向上、生産量増大を実現する事業

1810 佐賀県 桃林窯 森の中で楽しむカフェサービスの開発及び新規顧客獲得

1811 佐賀県 天山荘 全国旅行支援・国スポの需要を取り込み！受け入れ態勢整備事業

1812 佐賀県 EBI江口魚株式会社 2300001011708 海老の殻を用いた「幸せいっぱい海老の殻の粉末出汁」開発事業

1813 佐賀県 AROMAいと リラックス効果抜群「アロマトリートメントサービス」宣伝強化

1814 佐賀県 アトリエ石田 ”屋外の小さなギャラリー”新設による集客アップ事業

1815 佐賀県 大福丸 「美味しさ新発見！有明海御膳」メニュー開発と情報発信事業

1816 佐賀県 la vie サービス向上・業務効率化のためのヨガスタジオ機能強化事業

1817 佐賀県 Camin サービスの充実化と販路開拓による新規顧客獲得事業

1818 長崎県 きもの着付け さくら 着付・カラー診断・美容師を融合させた新たなビジネスモデル構築

1819 長崎県 株式会社トーエー 7310001013673 若年層獲得事業

1820 長崎県 ヘアーステーションアーム 完全個室「ドライヘッドスパ」で顧客満足度の向上と新規顧客獲得

1821 長崎県 上海 地域の少子高齢化に適合する中華料理店のバリアフリー化推進事業

1822 長崎県 高来建設株式会社 2310001014230 建設業のＤＸ化、ＩＣＴ活用工事への新規挑戦による受注拡大事業

1823 長崎県 有限会社ベース 5310002008311 真の美は『足元』から！ ！ 新規事業で利益率向上を目指す

1824 長崎県 ユウキ電装 定期メンテナンス事業への進出

1825 長崎県 ミヤザキオート OBD診断機導入に伴うサービス拡充による新規顧客獲得事業

1826 長崎県 大杉車輌 ITツールと連動した整備機器を導入し、特定整備による顧客獲得

1827 長崎県 株式会社　はぎ工業 2310001009346 ICT対応測量機器・レベリング用ポンプ導入で新規受注拡大事業

1828 長崎県 轟涼庵 名水百選・轟峡の景観と名水を活用した食事処販路開拓事業

1829 長崎県 田前工務店 宮大工の技術×ライフスタイルに合ったリフォーム提案で受注拡大

1830 長崎県 有限会社藍染窯 7310002012328 クッキングギアブランドのラインナップ拡充と営業ツールの作成

1831 長崎県 株式会社中瀬草原キャンプ場 8310001016270 在日・訪日外国人の利用促進を目指したサービス拡充事業

1832 長崎県 株式会社あるある不動産 5310001017635 新たな PR、ブランディングによる空き家活用促進

1833 長崎県 有限会社名物工房 2310002008883 カタログとECサイトの刷新による差別化とそれに伴う競争力向上

1834 長崎県 魚徳 新規顧客の拡充及び出前メニューの販売強化

1835 長崎県 炉端　大和 居酒屋による地域の果物を活用したスイーツ事業

1836 長崎県 植木製麺工場 初代の商品開発技術と2代目のIT発信力活用による通販拡大事業


