
福岡県 大石英治製茶 高齢者とその家族が入店しやすい店舗改装

福岡県 有限会社ゼッツコーポレーション 医療現場における環境衛生を目的とした新商品開発プロジェクト

福岡県 サンキュウ株式会社 エコ洗浄剤の実証分析データ取りと販路拡大のためのカタログづくり

福岡県 有限会社インヴォイス 日本人が発掘出来ないレアな本物志向のブランドを紹介！

福岡県 カラオケリースＤＳＫ 筑豊ご当地アイドル「Ｓｍｉｌｅ」のアーティストグッズの開発

福岡県 Ｓｐｕｔｎｉｋ カーゴバイク＆ユーティリティバイク拡販ＰＲ作戦

福岡県 有限会社アイテールハウス 看板や情報誌を使った「塗替銀次」のＰＲによる新規顧客の獲得

福岡県 株式会社　アリエル 新規顧客の開拓、顧客満足度の向上

福岡県 房飲房食「にぎやか」 見せる「いけす」の設置による、見て、楽しみ、鮮度を感じる魚料理の提供

福岡県 兼定興産株式会社 塩化カルシウム液の開発及び製造

福岡県 株式会社タケマン 当社オリジナル商品「熟成めんま」のＤＭとネットによるＰＲ

福岡県 染織工房シルクトーン ランダム織生地の特許取得及び「パリコレ」への事業展開

福岡県 株式会社テレバイス 「しごとっぷ」の認知度向上及びマッチング率強化への取り組み

福岡県 薩摩やき鳥　てんがらもん 『“博多発”水炊き・オリジナルドレッシング等の販路拡大事業』

福岡県 株式会社リクト 自社運営サイト新設に伴う、ＰＲ強化

福岡県 株式会社イチニチ・イチリキ イベントの実施によるＰＲの強化と、サービス拡充に伴う新店舗開業。

福岡県 有限会社　ピアネット 多世代共生ハウス【高齢者とシングル子育て世帯】の入居者募集に関するプロモーション事業

福岡県 かんまる家 女性１人でも行ける健康的で美味しい“熟成赤見肉”専門の焼肉の開発と店舗のＰＲ

福岡県 みのりや 健康食・治療食宅配事業の新規利用者獲得及び販売網づくり

福岡県 ３ｐｏ　ｃａｆｅ 当社オリジナル商品の開発・製造と小売店・飲食店への販路開拓及びＷＥＢによる個人客の開拓

福岡県 株式会社エムエイケイ 日本女性の肌にあう「神楽」化粧品の開発・販売に伴う製造・広告

福岡県 有限会社石橋屋 「雑穀こんにゃく麺」の海外向けパッケージ及びポスター等の製作

福岡県 誠環境株式会社 事業所様向けごみ分別の意識改革を促す広報パンフレット類の作成

福岡県 ＡＦＣ・てる合同会社 ドライフルーツ「くだものほしや」の商品開発

福岡県 有限会社タケシゲ 全国展開に向けた商品力の強化と販路拡大

福岡県 松山櫨復活委員会 全国初の櫨蝋を使った化粧石鹸開発と展示会出展

福岡県 株式会社オフィスビンアダチ 訴求力の高いデザインと地域食材を活用したブランド力強化事業

福岡県 株式会社Ｆ＆Ｓ 手作りイタリアンジェラートの販売

福岡県 株式会社ＴＲＵＥ　ＵＰ デジタルサイネージとスマホアプリを利用した集客戦略事業

福岡県 株式会社種商 当社オリジナル商品拡売の為の全国規模展示会への出展

福岡県 野口食品株式会社 安全・安心・健康・美容ニーズに応える三池高菜漬商品の販路開拓

福岡県 花畠自動車板金 塗装工程の時間短縮化に向けた塗装設備用ファンの能力向上対策

福岡県 レストラン加里部 店内でのベーカリーの提供及び、テイクアウトによる顧客の拡大

福岡県 木下木芸 「組子ランプシェード」など当事業所の技術力紹介パンフレットの作成

福岡県 有限会社グレマ 全国大会優勝のエステ技術ＰＲ看板とＬＥＤ証明での癒し空間作り

福岡県 有限会社ソバックス オゾン除菌脱臭機器販売・施工・メンテナンスを当社の柱に替える企業変革事業

福岡県 Ｋ’ｓ ＳＴＹＬＥ 営業時間延長サービス（早朝と夜間）、新規顧客開拓と現顧客へのサービス向上

福岡県 有限会社シャカ 訪問出張美容　自宅及び施設への美容室業務の出張

福岡県 株式会社 潑剌 『低料金会員制による通い放題プラン』中学生集客拡大事業

福岡県 ＢＩＳＴＲＯ ＩＵＫＩ ケータリングの確立により幅広い客層のニーズに応えるレストラン

福岡県 馬力魂 地域初の女性限定個室付焼肉店で女性の集客力を拡大

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

福岡県 有限会社　ヒロユキ ２階に宴会場を整備・改装し、宴会を誘致

福岡県 株式会社 Ｕｎｉｔｅｄ Ｈｏｍｅ’ｓ インテリア・雑貨オンラインショップ事業の拡充強化と実店舗計画によるブランド化

福岡県 Ａ－ＷＩＮＧ株式会社 自然エネルギーを利用した淡水化装置の販路開拓事業

福岡県 有限会社玉寿司 プロジェクト　メニュー作戦　メニューの確立でお客様拡大

福岡県 四季の味　麻以虎 割烹料理謹製の、ワインに合うクリームチーズ豆腐の販路開拓事業

福岡県 株式会社ＶＩコンサルティング 女性プチ起業に特化した通信教育講座（動画配信サービス含む）の開発

福岡県 レストラン　シャンフレーシュ ・真空低温調理システムの導入による新メニューの開発と広告宣伝によるＰＲ。

福岡県 岩永悠税理士事務所 オーダーメイド型　相続・事業承継対策の提供

福岡県 デコルーチェ 暮らしの明かりオリジナル『ゆるり灯ＢＯＸ』の販路開拓プラン

福岡県 カミヤ　ラクウ 地域初、美容師が異業種と協力し「貴方らしさ」をプロデュース　訪問美容の新サービスの提供

福岡県 有限会社クルーザーガレージ アダプテーションパートナー（当社代理店）募集と新規顧客獲得に向けた販促強化

福岡県 有限会社インターリンクジャパン ネットショップでの販路開拓

福岡県 楽子 出産・ペット用ギフト『小倉織×抱っこひも』のＰＲ・全国展開

福岡県 酒菜　まつげん 高齢者や女性、家族連れが安心して食事を楽しめる店創り

福岡県 らん萬 炭火焼き鳥店による「さばサンド」の提供と店内外装の整備

福岡県 有限会社イマヤマ マグネットがつく不燃建材の見本帳作成と配布

福岡県 メゾン　ド　ウエノ ウエディングシューズの販売促進と業界への販路拡大

福岡県 こだわりの米　小野屋 大分県玖珠産の本物の高原野菜・米を食べて頂く為のチラシ、ギフト作成販路拡大

福岡県 株式会社ケーワン 特許取得『ケーワン工法』営業ツールの見直しによる営業効率化

福岡県 株式会社オーラテック 当社ホームページの商品サイトの英語版作成とパンフレット、取扱説明書などの英語版作成

福岡県 株式会社博多の味本舗 天然素材のみで造る醤油とだしぽん酢の完全無添加商品の開発

福岡県 宅配クック１２３筑後店 新商品ボリューム弁当の発売を機に広報営業と接客力強化の展開

福岡県 重光造園 「集客効果を生むチラシ」と「庭を作りたくなるパンフレット」で『重光造園を庭のブランド化』へ

福岡県 ＲＡＫＵＰＡ（ラクパ） ニュースレター作成代行サービスの見込客づくり

福岡県 お菓子のキタハラ 主力商品と新商品の販売促進ツールの製作と販売用什器の導入

福岡県 一級建築士事務所　ののデザイン 新リノベーション規格プラン『木ノべーション』販売促進事業

福岡県 Ｓｈｉｎｏｂｕ　Ｓｐｏｒｔｓ　＆　Ｒｉｄｅｒｓ オリジナルブランド商品の販売強化とネット販売システムの構築

福岡県 有限会社贈酒田中屋 「三方よし」による喜ばれる新製品開発事業

福岡県 ＲＳ　ｐｈｏｔｏ 記録に残そう！撮影データお渡し型スタジオの販促事業

福岡県 株式会社アキヤマインダストリー 地域木材の木造・木質化を最大限に活かした建築設計・施工の普及

福岡県 プロライト株式会社 新照明「エコ太郎バージョン３」の開発及び、宣伝戦略と製造管理システムの構築事業

福岡県 ハートフルスプーン 新商品の開発及びイートインスペースの設置で集客増を図る

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ 新・天然素材「スイゼンジノリ」化粧品のアプローチブックの開発

福岡県 カリフォルニアベイブ ヨガウェアの一般女性向けの販路拡大のための広告宣伝

福岡県 株式会社ごとう醤油 １００年続く醤油醸造元の”こだわり調味料のブランド化”事業

福岡県 ｉｌｏ　ｉｔｏｏ 商品の安定供給を目的とした日本とグアテマラでの生産体制の確立

福岡県 株式会社稲永ガラス店 携帯型のサーモグラフィー（熱感知装置）診断装置の導入

福岡県 株式会社夢クリエイト 『マンション型レンタルオフィス事業』　販路拡大のための広告宣伝

福岡県 弁護士　中村亮介 日本企業の海外進出及び外国人・外国企業の対日投資に関する販路

福岡県 有限会社セブンドリームス チタンリングを中核とする販路開拓

福岡県 株式会社エクストプランニング ポスティング管理地図システム（ソフトウェア）の導入



事業名事業者名都道府県

福岡県 天神北整骨院 本場タイで学んだオイルマッサージのホームページでの集客活動

福岡県 荻原　高 商品販売や販路開拓に向けた顧客の販売支援用ツールの制作

福岡県 匠アーツアンドクラフツ 新ブランド＜匠＞のイメージづくりと販売拡大事業

佐賀県 株式会社　エムズ 髪を傷めない新しいカラー剤「ベリーずカラー」のプロモーション

佐賀県 食事処　一成 新メニュー開発と店舗改修で女性のお客様のリピート率アップ

佐賀県 安田染工場 和の伝統「手染め」。その新たなファンを獲得するための広報活動

佐賀県 有限会社前田ボディリペアーセンター 高張力鋼板対応の新型溶接機械を導入し、売上アップを図る

佐賀県 株式会社川副青山 「青山窯ネットショップ」の立ち上げ

佐賀県 有限会社トムズカンパニー 伊万里で業界初となる、『お洒落＋美と若々しさ』を提供する会員制組織の立上げ

佐賀県 株式会社エ・ラベル 「ライフプランから考える住まい購入」ＦＰサポート事業

佐賀県 サラダ館若楠店 お客様との「出会いの方程式」を補完する情報発信と商品企画開発

佐賀県 有限会社テイクワンフーズ 外壁店舗看板の付け替え及びテラス照明設置

佐賀県 株式会社テイスティフーズ 地域の素材を生かした女性向けのスイーツ風おむすびの開発

佐賀県 岩本商店 唐津産煮干しいりこ及び無添加干物のブランド化による販売促進

佐賀県 株式会社まんてん 「オープンセサミプロジェクト」立ち上げによる新商品「鍋島小紋」シリーズの開発・販路開拓

佐賀県 株式会社北島商店 地元産規格外・余剰野菜を利用した乾燥粉末野菜の販路開拓

佐賀県 有限会社れんげどう 交配用ミツバチ産地直送のパンフレット製作および発送

佐賀県 株式会社モンデン 顧客の若返りに向けたブライダル強化とネット環境の充実

佐賀県 マツキン醸造株式会社 海外市場参入のためのＷＥＢサイトリニューアル

佐賀県 Ｌｕｎａ（ルーナ） 今までにないカジュアルな唐津焼の箸置きの開発と販売促進事業

佐賀県 古伊万里酒造有限会社 ネットとリアルでの広報活動と販路拡大

佐賀県 ポアソン洋菓子店 鳥栖米ヒノヒカリを使用した塩ブッセを男性へ販売促進する

佐賀県 株式会社弥生が丘養蜂園 「蜂蜜で体がよろこぶ朝食スタイル」の提案及び商品パッケージ改良

佐賀県 有限会社佐賀メイト マニュアル等ビジュアル化と提案営業による保育園等への販路開拓

佐賀県 ＴＯＭＡＴＯ　ＨＥＡＤ 伊万里市内初の本格ピッツェリアで「ミックス（集客）」戦略

佐賀県 ＴＢサロン・Ｍａｒｙ プチＶＩＰメイクアップルームで新サービス導入と収益アップ

佐賀県 丸秀醤油株式会社 子育て世代に向けた食物アレルギー情報発信のためのＨＰ作成

佐賀県 有限会社ビューティック二葉 新規がん患者・高齢者用プライベート美容スペース（個室）によるサービス向上を目指します

佐賀県 カーウォッシュワン チラシポスティング・ホームページ工事・紹介チケット配布による売り上げＵＰ

佐賀県 有限会社弘文社 壁面広告看板設置及び店内当社及び他社製品比較展示スペース拡充

佐賀県 株式会社アズハート おもてなしの心で日本の介護を変えるプロジェクト

佐賀県 カレーカフェサブロー 店舗立地を活かした結婚式の２次会・３次会トータルプランの販促事業

長崎県 株式会社山本電器 「街の電気屋さん」がお届けする　単身赴任者等のための生活不安解消リース事業

長崎県 有限会社鈴屋 過疎地域への出張販売の構築（街のお買物便）

長崎県 合資会社山崎本店酒造場 発泡性酒類の製造

長崎県 有限会社上田自動車 マイカーコンサルショップ

長崎県 有限会社　くさの惣菜 情報発信強化に伴う、商品カタログ・ホームページの充実

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 県内初・少子化対策を担う本格婚活セミナーの周知及び実施の強化

長崎県 シャディサラダ館日野店 佐世保産品でギフト商品「佐世保の贈り物」の企画開発と販路開拓

長崎県 チャイオーン株式会社 新商品開発に伴う機械購入と新規顧客獲得の為のチラシ作成と配布

長崎県 有限会社メガネのポイントセンター ショップブランディングの確立（ファッション性を追求する顧客への情報発信）



事業名事業者名都道府県

長崎県 硝子屋 ステンドグラス工房設立とガラス商品の販売促進のシステム構築

長崎県 学童保育ドリームキッズ 良質な学童保育の提供と学童空白地区の児童獲得による待機児童の解消

長崎県 有限会社更紗 「希少な天然クエの鍋セット」等通販用商品の開発と販売

長崎県 株式会社ヘルシーラボ スマホ対応ネット販売システムの構築と販促素材等の製作

長崎県 有限会社広井テント 介護用移動補助具の製品改良と、販促ツール強化による販路拡大

長崎県 株式会社九州アイビーシーコーポレーション 月桃、グァバを活用した新商品の開発とネット販売システムの構築

長崎県 株式会社臥牛窯 「関東地区顧客向け直売作品展の実施」

長崎県 有限会社丸一薬局 一般医薬品・健康食品の拡販及び同宣伝広告

長崎県 レストラン ペーパームーン パッケージのデザイン一新と販路拡大のチラシ制作

長崎県 有限会社モンアミ 新長崎名物　トルコライス春巻きのお土産としての開発、製造。

長崎県 ハンバーガー＆クレープショップ　トミーズ ’’月刊１０，０００本売れた！’’トミチキの通信販売の開始

長崎県 株式会社りぼん 布ナプキンの新規パッケージの製作と認知度拡大事業

長崎県 有限会社草加家 長崎県産さつまいもを使った、赤ちゃんから高齢者向け商品のパッケージ作り、販促品作り

長崎県 株式会社クラーク 子どもたちのやる気を引き出す「児童英語教室」

長崎県 マカ・ナチュラリー 手作り石鹸の良さを活かした「椿油入り化粧石鹸」の高付加価値化

長崎県 株式会社エスプランニング 「九十九島とらふぐ明太子」等の商品開発

長崎県 丸阿蒲鉾有限会社 ブランド力向上による福岡都市圏への販路拡大事業

長崎県 酒井タタミ店 新型畳表折曲器導入による販売促進事業

長崎県 株式会社トゥスタート 「空きスペース」の新しい活用提案を通じた主軸商品サービス「アシストマップ」の広報強化、売上増

長崎県 株式会社米粉屋 販売促進・生産効率化による安全・安心「米粉のパンケーキ革命」事業

長崎県 布団の丸洗い あらいちゃん 小規模グループホームをターゲットとした新たな市場開拓に向けての広報宣伝

長崎県 洛美屋 医療用ウィッグの販売強化と新規レンタル事業のプロモーション事業

長崎県 有限会社今福屋商店 低温保管と展示によるワイン愛好家の販路開拓・拡大事業

長崎県 合同会社てあーて・ながさき １）介護予防事業（お手軽フィットネス　、高齢者の知的財産サポート事業、足湯、フットマッサージ

長崎県 藤村昆布海産有限会社 地場特産品を主としたインターネット通販システムの再構築事業

長崎県 角田大吉かまぼこ店 商品パッケージの一新と土産用化粧箱の作成

長崎県 長田食品 地域資源を活用した商品（無添加だしパック）の販売促進

熊本県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＲＯＳＳＯ 外国人客の獲得を目的とした販促物の作成と認知度の高い告知方法の開発

熊本県 サプライズ居酒屋南国食堂ヤシの樹 満足度向上による循環型顧客増客事業

熊本県 るるわ珈琲 カフェインレスコーヒー豆のパッケージ作成・販売促進活動

熊本県 五島石材店 次世代に続く安全な墓石づくり

熊本県 エーニット
工房を「男の編物作家が実演している手づくり和素材ニットショップ」へ店舗改装して日本の伝統技術
の良さをアピールする事業

熊本県 有限会社長嶺リフォームセンター 地域密着型中古住宅管理事業における資産価値向上の提案と周知について

熊本県 ブリッジリッジランゲージスクール 園児向け「紙芝居＆五感で学ぶ英会話講座」の提供

熊本県 ＧＩＮＲＩＮ　健軍店 ガイド付きレンタサイクル事業「わくらくレンタサイクル」による新規客獲得＆リピート率アップ策

熊本県 宮崎ハウジング 世代間安心住み替え推進事業

熊本県 株式会社山一 お茶より喜ばれる法事向けギフトのラッピング刷新

熊本県 株式会社ＡＰＬＵＩ
セミオーダーラインの確立とＪＵＮ　ＯＫＡＭＯＴＯブランドの強化、そしてこの２つをリンクさせることに
よる新しい販売モデルの為の販売戦略

熊本県 ライムライト 店舗周知及び集客効果を狙った経営戦略事業

熊本県 有限会社サンパレス松坂 大浴場男女トイレ、フロント・宴会場男子トイレ改修事業　高齢者に優しい施設づくり事業

熊本県 有限会社吉ふく 新たなメニュー表作成と店舗改装に係る販売促進事業



事業名事業者名都道府県

熊本県 株式会社ブレス 価格競争から提案力を品質競争へ脱皮するためのプロモーション戦略の実施

熊本県 橋本醤油合資会社 熊本県産大麦を活用した新商品（大麦麹飲料及び、大麦麹食品）の、首都圏に向けた販路開拓

熊本県 有限会社ソルト・ファーム 熊本県産の「塩」と「農産物」をマッチングし食材に合う新しい形の調味料の開発と販売促進

熊本県 あいだデザイン／ＡｃｔＦｉｌｍＪａｐａｎ 既存ＨＰを短期間、低コストで動画化する販売促進支援事業

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 食事パイのテイクアウト販売のための店舗塗装とプロモーション

熊本県 有限会社神戸屋 「地元密着のサンドイッチ専門店が提供するこだわりサンドイッチ販路拡大事業」

熊本県 ノアノア電気センター 太陽光発電設備に係るトータルサービス

熊本県 ＷＡＶＥ　ＡＣＴ ＳＵＰ（スタンドアップパドル）体験クルージングによる商品販促

熊本県 有限会社幸村製菓 八代産トマト・晩白柚を使ったお菓子の開発と販売

熊本県 ワイケイソーイング 上下送りミシン導入による、品質安定性および生産効率の向上、受注拡大。

熊本県 サンアメニティ 木成り完熟甘夏みかん・日本蜜蜂を使った本物志向商品　開発・広報

熊本県 株式会社ハーベストタイム 天草大王の販路開拓に伴う新商品開発及び販売ツール構築事業

熊本県 株式会社シゲスミス アクセサリー作家へのギャラリーレンタルスペース

熊本県 ビデオスター 宅配レンタルビデオ＋貴金属等の出張買取り事業の開発

熊本県 株式会社ディカーナ イベント機材の宅配レンタル事業の開発と販路拡大

熊本県 有限会社よねはくビル 「鍋もち」「朝食もち」による新たな食文化創出事業

熊本県 株式会社バース セルフ卓上調理＋食べ放題スタイルの焼き鳥店の開発・展開

熊本県 株式会社エナ 障がい者（知的・精神・身体）、難病者への安心サービス提供事業

熊本県 株式会社グロースンドリーム 電動バイク販売促進とレンタル事業の開設

大分県 アグリコ株式会社 にんにく練酵素の開発　にんにく練酵素の販路開拓

大分県 さこう整骨院 キッズルーム改装・周知　女性に優しい院内整備

大分県 有限会社八宝堂 若い方も、大分の美味しい椎茸を、気軽に使ってみて、食べてみて！

大分県 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ ウェディングブーケ、小物・ドレスレンタル事業と既存事業の広報

大分県 佐久間建設工業 近隣住民を対象とした外壁塗装“勉強会”開催による新規顧客獲得戦略

大分県 有限会社せれくと 「カーコーティング事業の拡充及び、業務用ケミカル製品の研究・開発」

大分県 株式会社　お茶屋お福 もっと気軽に訪れることのできる料亭づくりと販路開拓事業

大分県 有限会社旅館関屋
東京五輪へ向けて、海外からのお客様に別府温泉の良さを知ってもらい、別府市への海外からの旅
行者を誘致するためのホームページリニューアル事業

大分県 焼肉レストラン平安閣横尾店 新メニューの作成とその広報・宣伝による新規顧客獲得と売上向上

大分県 有限会社タケダ 新規起業家向けシェアオフィス事業のＰＲ（利用者・入居者の募集）

大分県 有限会社別保自動車整備工場 「安全でエコな４輪電動バイクを大分で売り出す大作戦」

大分県 有限会社ジャグハウス 店舗への誘導看板設置・ファサードのイメージ向上による販促事業

大分県 株式会社　ルージュフィル 新規顧客を増やすためのイベント開催と販路開拓事業

大分県 株式会社アルマナ９９ デジタル口腔撮影装置及び真空攪拌機導入による自社ブランド確立事業

大分県 タウトナコーヒー ＱＲコードを利用したパッケージ導入による珈琲豆販売の販路拡大

大分県 株式会社キャリア・コンシェルジュ大分 電子書籍の出版で支える、大分県の女性起業家発展支援

大分県 はりとお灸の笑豊堂
「一家に一人整体師」家族の為のセルフケアを習得！６回１クールの施術プログラムの販路開拓事
業

大分県 ペットシッター　かまって。 地元紙折り込みで認知度アップ！販路開拓事業

宮崎県 有限会社かつかい州 店舗外周りの竹垣等及び看板のリニューアルによる新規客獲得戦略

宮崎県 古澤醸造合名会社 純米焼酎の八重桜へのブランド一本化

宮崎県 有限会社ユー ＰＢ商品開発による低価格商品で新規出店し、新市場開拓をはかる

宮崎県 笑福舎 ・新商品の開発（試作品の原材料、デザイン、加工など）・来店客の増加をねらい店舗一部改築



事業名事業者名都道府県

宮崎県 有限会社飯干商店 ＦＳＣ認証乾しいたけ台湾販路開拓推進事業

宮崎県 合名会社高橋水産 特許取得の乾燥技術と個包装設備の導入による「土々呂天然だしパック」の試作開発

宮崎県 城山ふとん店 加熱蒸気システム導入による新規需要の開拓並びに貸しふとんの顧客満足の向上

宮崎県 有限会社緑の里りょうくん 国産グレープフルーツ・レモン・日向夏等のピューレ販路拡大事業

宮崎県 オートフィールド 低価格志向の宮崎観光・サーフィン客向け格安レンタカー提供事業

宮崎県 株式会社クレハ 地域密着の既婚女性をターゲットにした新規顧客層の開拓事業

宮崎県 浅井万十店 地域発（初）新商品とデザインの融合によるギフト提案拡大事業

宮崎県 有限会社利榮商事 宮崎初！変身写真館の広報とオリジナルメイク道具の販路開拓事業

宮崎県 片平タイヤ工業所 「車ピッカピカのポリマー加工で新規客を獲得する」

宮崎県 ｇｉｎ　ｚｏｕ 靴の伸張器導入による顧客満足の提供

宮崎県 有限会社アキ オリジナル婦人服ブランドの展示会出展による販路拡大事業

宮崎県 ＮＳファーム 新鮮な完熟マンゴーの直販システムの構築、加工品の開発

宮崎県 モイスティーヌ日南サロン 新規顧客を増やす為のカウンセリング強化と販促ツール構築事業

宮崎県 有限会社高田造船所 工場の拡張工事による、かつお船一本釣り漁船の受注拡大事業

宮崎県 Ｙａｃｈｉｙｏ 和風デザイン／ツートンカラーデザインの開発及び販売促進事業

宮崎県 株式会社アーム 「劇的に変化させる内装デザイン　＋　使いやすさ抜群のシステムキッチン」提案事業

宮崎県 株式会社東謄写堂 事務所改修工事による快適な空間作りとブライダルブース拡大事業

宮崎県 ＳＯＮＮＥ 屋外席新設による、新たな利用価値創出事業

宮崎県 山元酒店 店舗のファサード及び店内の陳列棚整理等による来店誘導

宮崎県 アドリイヴ合同会社 宮崎産杉で作るカルトナージュ専用箱『ＤＥＣＯｂａｋｏ』の販促

宮崎県 株式会社百姓隊 既存商品のバージョンアップとピクルス等の新製品開発・販路開拓事業

宮崎県 ｍｉｎｉｍａｌ 子供向け教材・環境学習発電セットの開発

宮崎県 Ｈａｉｒ Ｅｓｐａｃｅ サロンパンフレットとニュースレターの作成

宮崎県 四季菜　和がや 親子三世代で楽しめる地域密着型飲食店展開に係る認知度向上事業

宮崎県 有限会社プロックス 規格外のラッキョウを加工した「大玉おやつラッキョウ」の開発販売

宮崎県 お菓子屋ｍｉａ 新しいフレーバーを使った、新たなアイシングクッキー作品の開発と販売体制の強化事業

宮崎県 有限会社松本花屋 顧客の花注文を楽にする独自リーフレットによる販路拡大事業

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ シモン製品の新商品開発、及びデザインの企画・作製

宮崎県 有限会社ワイエーエム 海釣りの魅力発信のためのカレンダー作成及び看板製作

宮崎県 有限会社まつおか すっきり・ぐっすり　ねむり体験によるＰＢ商品の販路拡大

宮崎県 ナストーヨー住器株式会社 サーモグラフィーカメラによる窓の省エネ診断・窓省エネ製品販売

宮崎県 株式会社マスジュウ エンディングサポートみやざきブランド化事業

宮崎県 スマイルヘアーヨシダ 癒しの空間づくり事業

宮崎県 リューヌ・ドゥ・プランタン オリジナル３Ｄケーキの販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 有限会社Ｐ．Ｒ．Ｄ 一人でも気軽に来れる本格ナポリピッツァ店の開店に伴う広報・店舗改装

宮崎県 有限会社東京庵 店舗１階のホール改装による個人客の拡大事業

鹿児島県 美容室　Ｔｏｕｒｔｒｏｗ 癒しと共感が胸を打つ。思わず足を運びたくなる美容室大作戦！

鹿児島県 ブーランジェリー・クープ 子育て応援地域１番店を目指した店舗レイアウト等変更事業

鹿児島県 有限会社ナイスファーマシー 専門薬剤師による完全予約制の不妊・子宝（こだから）漢方相談

鹿児島県 ねぎらーめん 店舗改装による集客力向上とＨＰ作成等による情報発信事業

鹿児島県 湯砂菜企画 鹿児島版ノンアルコールビアテイスト飲料の開発



事業名事業者名都道府県

鹿児島県 有限会社トモヤ 新規顧客獲得に向けた効果的な広告によるＰＲ・来店促進事業と展示会参加

鹿児島県 一庵エッチングスタジオ 「ＡＲ入りメッセージ焼酎の販路拡大」

鹿児島県 有限会社　明豊エコ・テクノ この指とまれ、ライセンスで「廃棄物、活かして使えばバイオマス」に貢献

鹿児島県 ヴァリーヘアー 「動く散髪屋さん」の新規顧客の発掘計画

鹿児島県 株式会社ＫＡＩ－ＳＨＩＮ 「レストランウエディング事業」の積極的展開に向けた販促強化

鹿児島県 株式会社フジ薬局 オーダーメードのダイエットを強化した新店舗の設立

鹿児島県 児玉ホームサービス 自動壁紙糊付機の導入によるクロス張り替え工事の獲得事業

鹿児島県 株式会社クロノス 美容レッスンを中心とした若年層新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社親和興業 ミセス＆シニア向け健康・エコリフォームバスツアー事業

鹿児島県 株式会社ＡＥエンジニアリング 医療機器専門の電気工事とメンテナンスに特化した新事業の展開

鹿児島県 有限会社ＳＷＥＥＴ ＬＡＢＥＬ 鹿児島の食材を活かした婚礼引き菓子、ギフトスイーツの商品開発

鹿児島県 株式会社デンセツ工業 エンドユーザー向け電気のトラブル解決事業「エレクル」のブランド化

鹿児島県 有限会社美来空間 ブランディング戦略に不可欠なツール制作と販路拡大のための営業

鹿児島県 有限会社御菓子司鳥越屋 統一された魅力あるデザインの開発

鹿児島県 株式会社黒桜 夏場需要対策の製氷機等の導入による客単価・利益率向上事業

鹿児島県 オフィスメイキッシュ 経営者の理念を従業員に伝わりやすくする「経営ビジョンプログラム事業」の顧客開拓

鹿児島県 和裁工房きぬ屋 教室の宣伝広報・映像コンテンツおよび顧客管理テンプレートの作成

鹿児島県 有限会社尾塚水産 自社ウニ製品の販路拡大事業

沖縄県 川上　食品
「美味・安全・新鮮で付加価値のある豆腐」を近隣地域住民へ直接販売する」ことで新規獲得し販路
拡大するための直売所の設置及び広告戦略

沖縄県 株式会社からだ元気治療院 高齢者・障がい者の社会問題を解決！　からだ元気治療院ＦＣ全国展開事業

沖縄県 合名会社Ｐｅａｒｌ　Ｒ 新・観光土産　県内初【国産米粉１００％ちんすこう】の販売・販路開拓

沖縄県 株式会社沖縄ゴールデンファーム 既存商品の和装箸袋のブラッシュアップと全国区として通用する新商品開発のための素材開発

沖縄県 株式会社ＡＲＳ  ＬＯＮＧＡ 「レストランの味を青空の下で」新規ケータリング、移動販売事業のブランディング及び販促ＰＲ活動

沖縄県 株式会社イッセイナナ産業 近隣交流イベントの為の人員増加とそれに対応する店舗の改装

沖縄県 ｄｅｓｉｇｎ ｃｌｉｐｓ 新しいカフェスタイル ！人が集い、情報や技術が集まる「学びのカフェ」プロモーション事業

沖縄県 合同会社浦添印刷 地域密着型広告事業

沖縄県 ブリリアンテ　モトブヒルズ 沖縄の輝く宝石のような果物・野菜を全国へ

沖縄県 アントレ 「県産ブランドあぐー豚まん」お土産、通販販売商品の開発

沖縄県 株式会社レキオ・ウイング 愛犬家・愛猫家を対象としたペット管理事業及び新規顧客の獲得

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） 沖縄発ＮＥＷデザインブライダルリングの開発と新顧客獲得のためのインターネット販売

沖縄県 株式会社アピアランス 葬儀の営業展開・新葬儀プランの作成、広報ツールの作成

沖縄県 合同会社オムニバス コンテンツ制作用スタジオ整備で撮影サービス・機材の販路拡大

沖縄県 キッチンバルＬａ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ コンセプト見直しと告知。ニーズに応じた店内改装

沖縄県 ＬＯＶＥうちなー家 トッピング方式とスチーマー導入によるイカ焼き販売促進

沖縄県 みやぎストア トイレ改修事業

沖縄県 アロマリライフ 福利厚生としての企業内アロマエステによるリラクゼーションサービスの展開

沖縄県 株式会社大賀企画 就活のための資格取得講座支援事業
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