
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
福岡県 有限会社和多屋蒲団店 眠りのカウンセリング（オーダー枕売場）を広く告知して新規顧客開拓
福岡県 株式会社トリップインサイト インドネシア及び周辺東南アジア地域向け旅行商品の販路拡大事業
福岡県 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 地域NO.１高音質レコーディングスタジオによる地域活性事業
福岡県 ＤＵＫＵ工房 季節の果実を使った還元麦芽糖ジャムの開発

福岡県 Paw Waw（パウワウ）
専門スタッフの拡充とワンプロ組織の立ち上げ及び自店プロモーション
体制の構築

福岡県 クリスタルアイ アロマスクール開校及び精油販売と卸
福岡県 小西公認会計士事務所 「ママのための起業力アップセミナー」開催等の女性起業支援
福岡県 株式会社すぱいす・１ テレビショッピングへの出店による新規顧客拡大
福岡県 タイ料理カオサン 店内をタイリゾートの雰囲気にするための改装
福岡県 有限会社伽楽 新装開店に伴うカフェスペース・喫茶部門の設立
福岡県 株式会社咲ら化粧品 「咲ら」の販売促進と、更なる顧客満足UPの為の商品リニューアル。
福岡県 河上康洋税理士事務所 創業３年未満の企業を対象にしたワンストップ支援「創業三年生」
福岡県 ジオ・アーキテクツ株式会社 人生の２大買い物「住宅・保険」をサポートする誘致型相談事業
福岡県 株式会社ピュアヘルス アンチェイジングサポート事業
福岡県 有限会社野菜王国 自然薯を使ったとろろ商品の販売促進事業、並びに新商品開拓事業
福岡県 ＪｉＬＬ　Ｈａｉｒ（ジル ヘアー） ヘアサロンを活用した、地域産品マルシェ事業のキャンペーン展開
福岡県 アトリエキャプリーヌ オーダー婦人服販路拡大のためのイメージ構築・ホームページ作成等
福岡県 有限会社アルゴプラン 「茶柱縁起茶」WEBとネットによる広告とECサイトの開設
福岡県 アイ・プルーナ株式会社　 香港における販路開拓のための試作品開発
福岡県 清田公認会計士・税理士事務所 相続・事業承継対策支援のワンストップサービス事業の展開
福岡県 株式会社ウォータームーン 本物志向の女性に向けた最高品質の商材と技術によるサロンの出店
福岡県 株式会社エフ・ティ熱学 ＥＭＳ向け省エネ製品・ＥＮＧ事業の販促活動と販売ルートづくり
福岡県 有限会社ＧＭＧコーポレーション フコイダン等を使った新発想スキンケアの一般市場への販路拡大。
福岡県 有限会社味平 スルメ形メール便『するめーる』の配送
福岡県 北九ネットまちづくり合同会社 “超”地域密着型共同チラシ事業の開発
福岡県 燗晩娘 折尾名物「特ちゃん」復活計画
福岡県 有限会社村本建具製作所 小倉組子販売促進のためのＨＰ改変と展示室の設置
福岡県 有限会社江藤工務店 短納期で安心のトイレ洋式化工事の提供
福岡県 株式会社松尾農園グループ 顔が見える農産物の乾燥加工による農産物の有効活用事業
福岡県 株式会社三宝水産 地域密着型行商システムによる鮮魚の販売
佐賀県 株式会社水匠  スイーツの店内販路拡大・炭焼きハンバーグのメニュー導入とその広
佐賀県 芳水書道塾 カルチャースペース「シロクロ」のプロモーション
佐賀県 有限会社あんじん ブランド力強化と販路開拓を目的とする見本市出展事業
佐賀県 山口製茶園株式会社  伊萬里茶や九州のお茶等の海外への販路開拓について
佐賀県 株式会社大慶 商品パッケージの開発による小売店ルート(GMS)販路の開拓
長崎県 スローフードファトリー 居心地の良い美しい店舗改装による多目的空間の創出
長崎県 ファーマコセル株式会社 ＢＢＢ　キット™の海外市場開拓

長崎県 ブックスれお
古書のインターネット販売の為の店内データベースシステム及びホー
ムページ販売体制の更新

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター 海外並びに都市圏への販路拡大のための営業ツールの製作
長崎県 アルタイの恵 ロシア産非加熱蜂蜜の販売促進
長崎県 ピーシードクター パソコン修理事業の拡大

長崎県 ショップ＆カフェ　とっておき
お客様の要望にこたえる為のバリアフリー等の整備事業と夜間の事故
防止の為の、照明工事。

熊本県 ビオ天粧錦ケ丘 マクロビオテック関連商品に特化したインターネット通販事業
熊本県 株式会社九州情報処理活用支援センター パソコン送付修理（仮称あんしんパソコン修理便）
熊本県 森田コンサルティング事務所 事業効率及び質の向上に伴う新規顧客開拓事業
熊本県 株式会社倉崎 プレス製法によるバリアフリー対応（最薄１０ミリ）置き畳の販路拡大
熊本県 カフェヴィアーレ ターゲット層の拡充と熊本の豊かな自然への意識向上事業
熊本県 自家焙煎珈琲豆専門店　珈琲市場 Café部門の強化とTake out Coffeeの販売開始
熊本県 小料理ＢＡＲ　酒場　梅ちゃん家 新規顧客獲得の為の広報関連事業
熊本県 かき小屋 ファミリー層の顧客開拓の為の施策。
熊本県 中幸旬菜　燕燕 ライト付き看板の導入

熊本県 合資会社まる味屋
新感覚・瞬間フローズンアイスコーヒー【仮称】（注いだら凍る冷たいア
イスコーヒー）

熊本県 バー　フォルチャ（ＢＡＲ　ＦＡＩＬＴＥ） 『人財』育成・新メニューの考案及び顧客の増収
熊本県 株式会社　 皇帝塩本舗 試作した無添加お菓子の広告宣伝

熊本県 株式会社熊本東タカミホーム
高見ホームオリジナル天然素材住宅「REVEN」の宣伝広告及びポス
ティング

熊本県 有限会社山田陶苑 新商品（ミーリー工房「キリム・ギャッベ絨毯」）を九州主要都市で展示
熊本県 有限会社津本屋酒店 オリジナルラベル商品専門店（ホームページ）
熊本県 Ｄｏｉ　ＫｅｂａＢ（ドイケバブ） 外販部門新設による新規顧客の獲得
熊本県 銀座屋 質店における貴金属・リユース品の買取事業の強化
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熊本県 有限会社HANAKO
ゆったりとした空間でのリラクゼーションエステをお値打ち価格で提供
する事業

熊本県 寿司・割烹　昌六 高齢者にやさしい快適空間の提供
熊本県 株式会社ユノックス 商品情報の整備（総合カタログの作成）
熊本県 薬草園キッチンライフ 薬草「メナモミ」とトマトの種の組合せによるタブレット化による新商品開
熊本県 株式会社ラッシュハート 手元供養品販売事業
熊本県 深野酒造株式会社 熊本県特産品「万次郎かぼちゃ」を使用しての球磨焼酎の製品化及び
熊本県 銘木工房　乙益 希少価値のある銘木で製作した仏壇やテーブルのＰＲと販路拡大
熊本県 樹木の子 私が作った安全な国産キクラゲを安価で食卓へ！！
熊本県 ヤキトリマン 炭火焼鳥場の増設と惣菜厨房の新設
熊本県 イソップ製菓株式会社 1個からできるオリジナルギフト菓子の開発
熊本県 合資会社吉田接骨院製薬所 栄養機能性食品のパッケージ化と通信販売の構築

大分県 株式会社トランスコミュニカ
自社開発太陽光発電遠隔監視システムのアプリ化（スマフォ、タブレッ
ト対応）

大分県 サクラグラフィック ギフトカタログ発刊および広告物設置によるアートグッズ販売事業
大分県 ＲＡ’Ｓ　ＤＥＮ　ＲＥＣＯＲＤＳ（ラーズデンレコーズ） 「小売部門の強化による、新たな顧客層の開拓事業」
大分県 ハートリハ 　ソラ 若手理学療法士の臨床力の向上を目的としたセミナー開催
大分県 日田焼窯元 大規模商圏におけるメイドイン日田の陶器と産品の販路拡大
大分県 株式会社ニシジマ 「修理難民」のための時計修理サービス。
宮崎県 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｈｏｔｏ 写真プリントサービス・雑貨販売
宮崎県 ゆいま～るぱそこん ハッピーネットライフ事業
宮崎県 アトリエｃａｆｅ　ｂａｎｂａｎｈｅｙ 地域密着型『人と人をつなげるコミュニティカフェ』
宮崎県 ワールドワイドトレード株式会社 再生可能エネルギー（パーム核粕）の輸入及び販路開拓事業

宮崎県 株式会社ワゴン

"自社ショートパンツブランドの販路開拓
【ショートパンツブランドコンセプト】
　宮崎には、豊かな自然、海、山が広がり、カジュアルなスタイルを好ま
れるお客様が大勢いらっしゃる。平成５年の創業から現在まで、半歩先
のカジュアルスタイルを提案し続けた弊社は、「28歳独身男女のライフ
スタイル提案」というテーマで経営革新の承認を受けた。
そのコンセプトに基づき、自社店舗の商品構成や、若草通内の自社テ
ナントビルのテナント様の選定を行ってきた。
　その過程において、相当数のお客様がカジュアルスタイルを好むこと
が分かり、ショートパンツの需要があることが分かってきた。
　また、お洒落で着心地がよく、デザイン性の高いメンズショートパンツ
専門のブランドは日本にまだ少なくチャンスがあると考えた。
一年中温暖で過ごしやすい宮崎から日本のショートパンツ文化を創造
し、発信していく気概で取組む所存である。"

宮崎県 ハッピーライフサポート 宮崎県ゆるキャラ「みやざき犬」グッズの製作・販売
宮崎県 相馬印ばん店 一級技能士監修によるセカンドブランドによる新規開拓と’印育’
宮崎県 わかるパソコン教室 ①資格取得対策講座の新設②ホームページ制作のシステム導入
鹿児島県 成尾建設株式会社 高性能戸建注文住宅紹介ホームページ作成による新規顧客獲得事業
鹿児島県 株式会社ＴＳグループ 女性力を活用したイベント出展拡大による宅配水部門・新規顧客獲得
鹿児島県 株式会社カナルファ 家庭の「絆」を大切にした結婚式・葬儀のプロデュースによる営業強化
鹿児島県 有限会社山竹商会 エンドユーザーの要望に応えた新しい釣餌の製品開発

鹿児島県 Ｍ’ｓ ＨＥＡＲＴ
新規顧客を確保するために効果的な広告媒体等を活用した来店促進
事業の実施

鹿児島県 株式会社小田畳商会
多様化するニーズに対応する“畳”商品の売上アップのための販路開
拓事業

鹿児島県 ワインショップ　ヴィーニャ イタリアをモチーフにした魅力的なファサード整備等の改装事業
鹿児島県 有限会社テイクワイズ・コーポレーション ファスティング等に係る新規顧客獲得に向けたシステム構築
鹿児島県 寿幸 土産品用としての商品パッケージのリニューアル
鹿児島県 竹原自転車商会 広告・営業強化と仕入れ開拓による取扱い商品の拡充
鹿児島県 有限会社三愛商事 商品パッケージの新デザイン事業
鹿児島県 株式会社アイテックスマーケティング 滞在型ビジネスホテル進出のための広報及びデザイン
沖縄県 南ノ島の福朗まん 手作り豚まんの冷凍販売(卸及びインターネット販売）
沖縄県 有限会社オービック 名刺・顧客管理システムの営業活動強化
沖縄県 ＩＮＯＲＩヒーリングショップ 新商品「琉球フレグランス」販売での新規顧客獲得
沖縄県 暉義塾高等学院 コミュニケーションプログラムを取り入れた大学進学向け自習支援事業
沖縄県 株式会社ティダフファクトリ 宮古島産規格外農産物の付加価値向上
沖縄県 株式会社パダーム フェイシャルマスクの販売
沖縄県 株式会社クロトン 顧客満足度向上“ワンストップサービス”強化事業
沖縄県 株式会社オフィスハート 木のおもちゃで遊べる「プレイパーク」サービスの普及


