
採択事業者リスト

福岡県 株式会社たんぽぽ 東洋医学でつわり解消！快適なマタニティライフ（＊＾＿＾＊）

福岡県 テキスタイル長尾 生活空間を彩る染織品による販路開拓、染織体験ギャラリー活性化　事業

福岡県 持田総研株式会社 シール・切り文字の内製及び新規印刷加工品の販路開拓と商品告知事業

福岡県 アジア総合法律事務所 「交通事故の整骨院向けマーケティングセミナーの開催」

福岡県 有限会社吉井商事 グリーンツーリズムによる手作り野菜「サラダ便」の販売促進

福岡県 西日本電元株式会社 専門技術の出番だ！急成長のスマートフォン修理市場を開拓せよ！

福岡県 アイ・プルーナ株式会社 海外展開のための自社オリジナル商談ツール制作・試作品製作と商談会参加

福岡県 株式会社メリーグラシス 「色彩講演・セミナーを活用した靴・足関連商品販売促進」

福岡県 ＰｏｕｒＶｏｕｓ 「弱酸性美容法」と「送迎サービス」がある美容室の広報活動

福岡県 株式会社パークウエスト 店舗の付加価値向上に向けたイートインコーナーの設置事業

福岡県 旭東洗化有限会社 シミ抜き技術を切り口にした新規・継続顧客獲得事業

福岡県 グルーヴセンス株式会社 映像をベースにしたブライダルプロデュース事業立ち上げに伴うＰＲ事業

福岡県 研機株式会社 新型乾燥機ＫＥＮＫＩ　Ｄｒｙｅｒの国内外拡販のためのＰＲ事業

福岡県 エフエスメンテナンス株式会社 空家保守管理事業による地域活性化のための大分県での販路開拓。

福岡県 ＴＬＣ株式会社
着付け不要で誰でも一瞬にして美しい着姿になれるオーダーメイド着物の販路
開拓

福岡県 ボン・ルパ ペットフードの無添加おやつに特化した事業の新商品開発と販路拡大

福岡県 株式会社グラシズ 自動Ｗｅｂアクセス解析レポートシステムの開発・販路拡大

福岡県 有限会社スタディオパラディソ 運動指導者になりたい人集合！新設サテライト養成コースで販路拡大

福岡県 アールクラウン まつげエクステスクールの事業とＰＲ強化

福岡県 株式会社ＲＥＥＨＡ 通所介護利用者増加のための拡張とパンフレット作成

福岡県 株式会社とり祥 「水たきセット」をメインとしたネット通販による販路拡大事業

福岡県 株式会社ＩＫＵＴＡ　Ｋｉｔｃｈｅｎ のりジェノベーゼの商品開発と販路拡大

福岡県 ベビーズママ 産前・産後の女性に対するベビー用品のレンタル商品の販路開拓

福岡県 アイラッシュサロン　ｈａｌ＋（ハルプラス） 好きなことを一生の仕事にできるまつげエクステスクールの開校

福岡県 有限会社タケシゲ 料理レシピ投稿機能等を付加したホームページの情報発信力強化

福岡県 株式会社ＡｌｉｖｅＣａｓｔ 通販アプリＥｘＯｒｄｅｒ（エクスオーダー）の販路拡大

福岡県 株式会社ルネサンス・プロジェクト 生きたＬＧＧ乳酸菌入りヨーグルトリキュールの企画・開発及び販路拡大

福岡県 株式会社キバックスインターナショナル 日本初！ポジティブ教育を導入する子供英会話教室の販促活動事業

福岡県 スピードモーターガレージ 「ミニモーターショー」開催による三輪バイク試乗体験型広報展開

福岡県 グリーンストリート株式会社 目線で植物を飾れる植栽装置の普及、販売のシステム構築事業

福岡県 株式会社Ｅｌｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｇｏｏｇｌｅインドアビューオンライン販売事業

福岡県 株式会社デザインアンドテクノロジー レゴブロック教室で幼児層を増やすための改装とチラシの作成

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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福岡県 ＧＵＳＫ 海外広報を推進する大学教授に特化したポータルサイトの構築

福岡県 託児ルームアンジュブラン 子育て中のお母さんに気軽に利用してもらえる託児所周知事業

福岡県 弁護士　後藤　健太郎 相続関連分野に特化した広告事業

福岡県 株式会社Ｋａｎ－Ｚ
メタボリックシンドローム予防、妊娠応援をメインとした個人向けの献立Ｗｅｂ
サービス

福岡県 株式会社うまみ 明太生ジャーキーのパーソナルギフト用のデザインと販路開拓

福岡県 ウィズ・パートナーズ株式会社 新時代の営業ツール制作による販路拡大及び雇用創出事業

福岡県 石橋武道具店 武道具店閉店地域で営業活動を強化し、新規顧客獲得と利便性改善

福岡県 Ｔｒｅｅ　ｏｆ　ｏｎｅ（ツリーオブワン） 情報誌に「結婚」のテーマを加え、新規販路・読者開拓に繋げる。

福岡県 有限会社博多ビジネスセンター 女性・シニアのための「スタートアップオフィス」の販促展開

福岡県 株式会社エイトミリオン ＡＳＰ型コールセンター業務管理システム販路拡大に伴う販促

福岡県 アトリエあるふぁ
流行を追わず、自分らしい道を！！リノベから始まるオリジナルファッションの
ＰＲ

福岡県 Ｙｕｍｉｃａｆｅあなたとつくるキャラ弁教室 キャラ弁教室、実演等とキャラ弁当販売のための販路開拓事業

福岡県 西日本事務センター 福岡市の起業者支援のための事務代行業ＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社　シー・アゲート 門司港から博多の名物へ！宅配事業開始による、店舗改装・ＰＲ活

福岡県 株式会社ｔｅｋｓｔ 鳥用の消毒・掃除スプレーの新規開発・販路開拓

福岡県 株式会社ＮＯＫＹＤ 創業１０年の経験と実績を基にしたＰＲ事業と顧客拡大

福岡県 ビリーブ行政書士事務所 顧客ニーズに合わせた障害福祉サービスに特化した販路開拓事業

福岡県 山王ひなた美術教室 地域に根差した美術教室実現の為の店舗改装及び販路開拓

福岡県 執行　大輔 身体のほぐしを通しての、ストレス緩和と不眠の解消の普及

福岡県 ＰａｋｉｒａＡｒｔＤｅｓｉｇｎ 製造業向け営業支援サービス「ＰｒｅＺｅｎ」の販売促進

福岡県 株式会社ＬＯＮＧＴＡＩＬ 「交通事故に遭われた患者様のいち早い回復」を目指す当院への集患事業

福岡県 ＬｉＢ　ｏｆ　Ｈａｉｒ ホットペッパーでネット広告掲載・チラシ配布

福岡県 子宮温活サロンＭｏｔｈｅｒＭｏｏｎ 妊活をスムーズに行う為のサポートアプリ制作・販促

福岡県 株式会社綾蔵 紙の和雑貨ブライダルギフトのカタログ販売・販路開拓

福岡県 株式会社翔進産業 ヌタウナギの仕入先開拓及び販路開拓

福岡県 株式会社マイサ Ａｒｃｈｉ　Ｓｋｉｎの新商品の開発と新規顧客開拓

福岡県 株式会社プリムス 幅広い年代層をターゲットとした新規顧客の販路開拓事業

福岡県 藤吉盛樹園 店舗のグリーンテーマパーク化の推進による顧客獲得機会の創出

福岡県 クライミングジムＪＯＹＷＡＬＬ 生涯スポーツとして楽しむファンユーザーの為のクライミング施設

福岡県 株式会社ウォータームーン 新たな顧客・雇用の創出とスクールの開校と店舗ブランディング

福岡県 焼鳥日吉丸 女性客・家族連れにやさしく、愛されるための店舗改装

福岡県 有限会社三瀬製材所 住宅リフォーム事業の販路拡大。
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福岡県 株式会社オリーブアカデミー 九州産オリーブ葉オリジナル商品のネット販売のためのサイト構築

福岡県 シャディサラダ館到津店 ギフト商品販売強化サービス開発とその販路開拓事業

福岡県 株式会社今村工務店 お客様とより良いお付合いを続ける為に経営を安定化する事業

福岡県 １５０年のぬか床保存会 ぬか床のメンテナンスサービス「ぬか床お助け隊」の開始

福岡県 ＆ＧＲＡＣＥ 健康と美意識の高い新顧客獲得によるエステ・整体サロンの新展開

福岡県 有限会社フィーノ 海外の趣味人男性に向けた木工のまち大川の和モダン家具のＰＲ

福岡県 合資会社妹尾商店 老舗の和菓子店のおもてなしのカフェ事業

福岡県 株式会社まるじゅう 宅配事業販売促進

福岡県 タックルベリー八幡西店 他店在庫引取販売による売上げ拡大

福岡県 株式会社ブルーリング ペット健康管理アプリのＤＬ販売システム構築等による販路開拓

福岡県 洋菓子のミロ 開業５０周年記念イベントの立案・周知、販路開拓

福岡県 株式会社ケイエス企画 ドローンを利用した釣り場空撮と動画配信によるＰＲ・販売化事業

福岡県 ニコニコキッチン門司店 ポスティングによる販路開拓の実施

福岡県 有限会社　藏元 新しいオーダーメイド自転車ショップの新規顧客開拓事業

福岡県 マフレン株式会社 ベルトクリーナーの販売拡大

福岡県 株式会社禱繊維紙工 新システム導入で、着物お手入れのデモンストレーション＆ＰＲ

福岡県 あとりえ温 オリジナルギフト『緑瓦』の改良・ＰＲを通してのブランディング

福岡県 総合探偵社ドッグ 探偵・行政書士ワンストップ民事慰謝料相談センターの発足

福岡県 介護ぷらす 「介護保険を頼らずに」高齢者の生活を支援する業務等の普及活動

福岡県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｂｒｉｑｕｅ（カフェドブリック） カフェドブリックＢＡＲ展開による新規客層の開拓

福岡県 パブリックハウスブラボー 未知との遭遇！地ビールをもっと知って欲しいプロジェクト

福岡県 株式会社機能性食研 新機能性表示食品の届出可能な「鰻油入りソーセージ」の商品化

福岡県 株式会社リブート 若年層の未経験者を対象とした、技術職への転職支援事業

福岡県 掃除戦隊キレインジャー 新規開拓を狙った新しいターゲットごとへのＰＲ２種計画

福岡県 エヌテック株式会社 人工大理石に使用する添加剤の受託加工（粉砕・分別）

福岡県 エムアールフーズ 江戸情緒溢れる景観を活かしたコミュニティカフェのオープン

福岡県 レクサー合同会社 トイレと浴室改装工事による顧客満足・顧客安定化事業

福岡県 新正モータース タイヤチェンジャーの導入とカスタム化による新規顧客の開拓

福岡県 近藤文具店 専門商材や勉強会をワンストップ提供ができる文具店へチェンジ

福岡県 株式会社よしなが企画 ・高齢者見守り強化に向けての販路開拓

福岡県 ウメノ商店 『おちゃ胡椒』『ライスミルク』新商品開発と販路開拓

福岡県 株式会社松尾農園グループ 顧客生涯価値向上のための地域農産物による商品開発及び市場創造
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福岡県 有限会社たにがわ亭 メインターゲットシニア層の更なる獲得に向けた店舗改装

福岡県 味の番頭田蔵 「田川マイスターショップオープン・マイスター商品の開発拡売

福岡県 有限会社天心堂 オリジナルの漢方入門ガイドを用いた漢方薬の普及・販路拡大

福岡県 有限会社清柳食産 自社製造冷凍カレーのレトルト化に伴うパッケージ開発

福岡県 いろは食肉店 一頭買い鹿児島黒牛（和牛）等の新冷凍商品開発による販路開拓

福岡県 大川精工株式会社 海苔生産者向け会社概要・製品パンフレット及びホームページの作製

福岡県 若波酒造合名会社 若波酒造ブランドの認知度向上と販路開拓計画

福岡県 有限会社丸惣 ＷＥＢによる家具のＢｔｏＣのブランディングとエンドユーザー直販

福岡県 ナカヤマ木工 ストーリーのあるショップにするためのホームページ改良事業

福岡県 ヘアーステージオネスト 高価格サロン化の為のＷＥＢ予約とホームページの改良

福岡県 あや末 筑後広域で栽培される果物を使った特産フルーツ大福の新商品開発

福岡県 近本畳工業所 有機減農薬イグサを使用した「天然イグサの癒し畳グッズ」の開発・広報

福岡県 まるしんうどん 「店舗入口看板設置による新規顧客獲得と常連さんへの誘導」

福岡県 大石青果 地元農産品を使ったカット野菜の販売

佐賀県 丸秀醤油株式会社 直販部門に特化した商品開発およびパンフレット作成

佐賀県 有限会社忠兼総本社 バイヤーを意識したパッケージ変更による自社商品の再ブランド化

佐賀県 有限会社サガ・ビネガー ６次産業化商品の販売活動と情報発信（ネット活用）を一緒に行います。

佐賀県 サイクルショップブリット
認知向上による新規顧客の増大、および作業依頼の増加による工賃売上向
上の実現

佐賀県 株式会社美穂野 インターネット販売と海外客をとりこむ為のチラシ作成

佐賀県 染・呉服みゆき有限会社 着物の悩み解決！往診サービス充実化に向けたＨＰの新規作成

佐賀県 コピーヌ 顧客満足度を高める「癒し」と「健康美」の個室空間の創造

佐賀県 有限会社あんじん 営業補助及び販路開拓を担うウェブサイトの再構築とその展開

佐賀県 さかえ菓子舗 商品のリニューアル、店舗工場のリフォーム等による販路拡大

佐賀県 有限会社川原食品 新商品のホームページを立上げて、ＢｔｏＢによる販路開拓事業

佐賀県 株式会社ＥＶＥＲ　ＦＯＯＤ 鶏生ハムの商品紹介・販促用チラシの作成

佐賀県 カレーカフェサブロー 人気Ｎｏ．１の「佐賀牛カレー」を注目スポットでワンコインにより販売する事業

佐賀県 株式会社プラザリ 新規市場開拓のための増店とスマホ販売チャネルの開拓

佐賀県 美容サロンＷｉｔｈ 洋から和への変身サロン開設及び講師養成プレミアムコース設立

佐賀県 株式会社ＳｈａｍｐｏｏＬａｂｏ 顧客名簿から３，２００人を選び、サンプルＤＭを配布し販路拡大

佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 有田焼新商品を世界に販売するための海外向けパンフレットの製作

佐賀県 有限会社一休舎 地域密着からの信頼関係を生かした潜在顧客へのアプローチ

佐賀県 株式会社大慶 オリジナル商品を主としたネット販売システムの構築と販路開拓
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佐賀県 陶祖李参平窯 有田焼創業４００周年に向けての新商品（お土産）の開発

佐賀県 有限会社有田タクシー 子育てタクシー運行開始にともなうＰＲ事業

佐賀県 株式会社ラグジュリアス 有田焼を用いた本格的なジュエリーの開発、制作、販売

佐賀県 大串翠紅堂 『ショッピングサイトを活用した有田焼上絵具の販路開拓』

佐賀県 有限会社金照堂 法人ギフト市場参入のための「販促ＥＸＰＯ」展示会出展

佐賀県 株式会社田清窯 新ブランド立ち上げに対するパッケージ及び制作展示室部分改築

佐賀県 有限会社福泉窯 外部デザイナーによる家庭用テーブルウェアの総合プロデュース

佐賀県 サンディア 高齢化する地域の消費者へ癒しと交流の場を提供　来店促進戦略

佐賀県 佐藤農場株式会社 販路開拓と新しい個人の顧客の獲得

佐賀県 居酒屋わらべ 高級居酒屋志向に対応する個室空間の整備

長崎県 株式会社冨美屋園 「レトロ衣装」および「かんたん着物」レンタル＠眼鏡橋

長崎県 有限会社京弥 クローゼット用着物ハンガーの販路開拓による着物の売上増加

長崎県 割烹としポン酢株式会社 ブランド力向上のためのパッケージ変更に伴う販路拡大

長崎県 有限会社丸一薬局 一般医薬品・健康食品などの販売拡大、及び宣伝広告

長崎県 有限会社Ｔ．Ｍエンタープライズ
新種の抗菌消臭能力を持つ微生物を用いた自社ブランド抗菌消臭製品の販
路拡大

長崎県 Ｌａｐｉｓ　Ｎａｉｌ 長崎県内初【身だしなみとしての爪のお手入れとクリニック】の普及拡大

長崎県 有限会社梅寿軒 新規顧客層獲得のための容器およびパッケージの更新

長崎県 株式会社　介護の泉 介護移送支援事業のＰＲ拡大による顧客拡大事業

長崎県 酒楽房ととろ 笑顔の女性客が集い、シェフの洋食の技が輝く店舗へのリニューアル

長崎県 有限会社髙野屋 観光客および若い世代への「からすみ」の販路拡大

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 動画作成・屋外広告看板設置による事業周知・販路開拓

長崎県 株式会社新生 治療効果の「見える化」による来院の動機付けと顧客の維持・拡大

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター ドイツ国ヘッチェンス陶芸博物館における展示及び体験拠点化事業

長崎県 はり灸大丸健康院 鍼灸院と漢方薬店の融合による新たな付加価値の創造

長崎県 有限会社嘉泉製陶所 お客様のより豊かな生活に寄り添う本物の器を発信するＨＰ制作

長崎県 つながる雑貨屋てとて舎 フェアトレード商品の認知度向上、啓発活動による販路開拓

長崎県 株式会社東明 元請け戸建て住宅の受注を２倍に拡大するための広告強化事業

長崎県 シューレスキューアルク 機械導入による新規顧客獲得と既存顧客の満足度ＵＰ

長崎県 株式会社　玉乃舎 主力商品の販路拡大事業

長崎県 美容室レイジー 新システム導入における利益の確保と新規客の開拓

長崎県 美容室Ｍａｒｓ 抗ガン治療者等の患者や高齢者客への福祉的美容サロン事業
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長崎県 かきごや　こんねこんね 港町灯り一つ。女子も背広も旅人も懐かし居酒屋、こんねこんね！

長崎県 株式会社志佐ガス 災害時対応ガス器具販売の為のウェブサイト構築事業

長崎県 松尾農園 長崎初！種苗店の『新野菜直売所』を開設！

長崎県 エディオン　ナガタ電器 商品陳列の改善により購買意欲の促進とリピート顧客創出の事業

長崎県 ｇｒｅｅｄｙｇｉｒｌ（グリーディーガール） まつ毛パーマ・エクステ、ヘッドスパ新サービスによる新規顧客獲事業

熊本県 イタリア料理トレ・ステッレ 『親子で食育、本格イタリアン』熊本唯一の食育レストラン事業

熊本県 スカイリテイル株式会社 専門サイトと動画活用で車離れ世代等の潜在顧客誘導戦略事業

熊本県 株式会社ユーロヒュース 「施工事例ＰＲキャンペーン（仮）」による、見込み顧客獲得事業

熊本県 乳菓子屋 若年層を狙ったネット予約システム構築とメディアミックス戦略

熊本県 株式会社グリーンキューブ ブランド『かぐや鯛』をダイレクトマーケティングで販売

熊本県 創作からあげの新星 広宣活動の強化とヘルシーからあげ等の新商品で潜在顧客の開拓

熊本県 メイキット ドクターフィッシュの繁殖技術確立による原価低減と販路拡大

熊本県 天神整骨院 顧客間の口コミを狙うために必要なツールとブランドの作成

熊本県 リボンガス株式会社 温水床暖房販売促進支援ツールの作成

熊本県 有限会社Ｂｉｚ　Ａｓｓｉｓｔ 顧客毎にアレンジ可能な低糖質・高食物繊維質パン等の販売

熊本県 ｃａｆｅ＋ａｎｔｉｑｕｅｓＫＯＫＯＰＥＬＬＩ Ｅｎｇｌａｎｄに出会える里山－アンティーク家具の販路開拓－

熊本県 株式会社モリシマ 黒川温泉の「名物土産物」開発及び集客強化事業

熊本県 キーメーカー 業務用金庫開錠施工の受注に向けた業務拡大展開策

熊本県 株式会社談 中国人観光客をターゲットにした免税店情報提供サイトの運営

熊本県 株式会社山一 おだし教室を軸とした販路拡大に向けたＨＰ刷新とイベント開催

熊本県 有限会社日子 自社ホームページの機能強化による中国人顧客獲得等による売上拡大

熊本県 クロッカス 「ママの名刺」テンプレートデザイン販売サイト制作

熊本県 あだち株式会社 空間リニューアルに伴う新規顧客の開拓事業

熊本県 株式会社中央マテリアル 羽衣台墓園での小規模墓石の販売を通した顧客ニーズの収集

熊本県 有限会社アワデント 自社サービス認知度向上のための自社ＨＰの一新とＤＭおよびメディア広告

熊本県 株式会社ＩＤＥＡコーポレーション 『野菜豚巻き串のチーズフォンデュ』の販路拡大

熊本県 有限会社蓮 ニーズに沿った個室の整備。目指せ！売上機会ロス０の取組み。

熊本県 チャイナダイニング天翔 高齢者と女性の心を掴む新メニューの開発と店舗外観の改修

熊本県 青山株式会社 水前寺地区における古材を再利用したリフォームの発信事業

熊本県 有限会社一坊 百貨店への出店による新規顧客開拓と店舗・商品ブランド力の向上

熊本県 ムス・ラボ ＳＮＳ活用のためのコミュニケーション開発事業のＰＲと顧客獲得

熊本県 デコラーレ 食品、ワイン保管の為の冷房空調設備、セラーの新設
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熊本県 株式会社Ｌｕｎａ　Ｒａｉｎｂｏｗ スチームコンベンションオーブン活用による新商品開発で販路拡大

熊本県 株式会社フラットビート アメリカンスタイルの集約型店舗による販売促進事業

熊本県 株式会社森羅万象堂 新製品「桑の葉ゼリー」のインターネットでの広告による販路開拓

熊本県 ＷＩＤＥ　ＯＰＥＮ 染色技術を応用した特殊加工皮革製品の製造に伴う販路開拓事業

熊本県 社労士事務所ＨＩＫＡＲＩ 企業のマイナンバーの適切管理を支援することによる顧客拡大

熊本県 株式会社倉崎 敷かない畳！畳の新たな活用方法を提案「壁掛けファブリック畳」

熊本県 日本お米協会 無農薬米をはじめとする産品の生産者直送と店舗販売事業

熊本県 ｏｒａｎｇｅ・橙書店 若者のための文化的場所づくり

熊本県 九州進学研究会　熊本校 高認試験（旧大検）を経ての大学受験フォロー計画

熊本県 株式会社平成不動産 家主、顧客向けサービス向上のための店舗改装と広報活動による販路開拓

熊本県 有限会社エージースクエア カービングスクールの新規受講生獲得のためのＰＲとネットショップ開設事業

熊本県 有限会社オートリパイヤー・オカザキ ホームページによる広報と販路開拓

熊本県 日奈久水産株式会社 水産物問屋が取り組む安くておいしい加工品製造販売事業

熊本県 問天パソコン教室 高齢者の情報格差解消によるハッピーライフ事業

熊本県 八代観光株式会社 店内デザインの統一感による「白馬ブランド」再展開事業

熊本県 Ｌａｖｉｅｎ　Ｃｈｅｒｉｅ株式会社 親子で体験する模擬ウェディングと婚活イベント事業による未婚者層開拓事業

熊本県 株式会社ゴールデンリバー 既製品にはできない世界で一つネームネックレスの開発・販路開拓

熊本県 株式会社ユニバーサルアカデミー 幼児・小学生の視覚トレーニングの認知・販路開拓事業

熊本県 プレスファクトリー 飲食やおしゃべりを楽しめる”ふれあいデッキスペース”の設置

熊本県 有限会社球磨川ＡＢＣ 野外ＢＢＱの価値を高め、海外客を誘客し地域を盛上げる事業

熊本県 有限会社太陽住宅設備 他にない斬新なデザインのトイレを開発ＰＲし観光地を盛上げる事業

熊本県 株式会社山德 こだわりのお茶・椎茸のネット販売による地場産品の販路開拓事業

熊本県 株式会社人吉旅館 外国人観光客誘客の為のスマートフォンサイト制作とＷｉ－Ｆｉ設備の充実

熊本県 合資会社宮崎一心堂 既存の書店内に地産地消型Ｃａｆ´ｅの併設

熊本県 株式会社水俣葦北オーガニクス 作業能率の向上のためのディフュージング商品の開発

熊本県 サンアメニティ 日本蜜蜂養蜂を活かした商品のブランド確立と販路開拓

熊本県 佐野写真館陣内スタジオ 七五三・成人衣裳の充実と、衣裳＆撮影のセットキャンペーン実施

熊本県 株式会社たいよう福祉会 家族のための利用者見守りシステム構築事業

熊本県 まくろびカフェひより 天草初！玄米焙煎茶の量産化とそのパッケージの開発及び販路開拓

熊本県 合資会社栄美屋旅館 天草ならではの新鮮な魚と安らぎの時間の提供及び情報発信

熊本県 株式会社グリーンフィールドプロジェクト 国内初のヨーロッパ有機認証「有機種子」の販路開拓

熊本県 和牛焼肉だんだん 乳幼児や高齢者連れ家族客をより一層集客するための店舗等改良
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熊本県 有限会社歩産業 安価な田んぼ見守りシステムの開発と販売促進

熊本県 株式会社ヴェルジェ 骨盤の歪みを改善＆メタボ健診をパスし健康美へ！

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 買い物弱者への配置ロコモ製品のパッケージ化と販売方法の構築

熊本県 有限会社つばめ薬局 設備投資及び、医療機関への啓発に伴う、在宅医療市場の開拓事業

熊本県 アワヤクリエイトカンパニー有限会社 電光掲示板設置等による新規顧客獲得事業（見直す和の心）

熊本県 八十八夜 オリジナルブランド大豆「八十八夜豆」の開発、販売促進

熊本県 Ｓｏｒａｍｏｍｏ　Ｍａｎｌｙ 店舗移転拡張に伴う、新店舗建設事業

熊本県 共楽園＆Ｐｉｘｙ 近隣ギフト店との相互連携による集客アップとリターン客の確保

大分県 はちみつ工房芳苑 九州自動車道開通を機に、新たな観光客誘致のための視認性強化

大分県 関西風鉄板焼き大阪 新商品・新サービスの提供による新規顧客開拓事業

大分県 御宿　温泉閣 通販用プリン及びレーズンを使用した氷菓と焼き菓子の開発・販路

大分県 有限会社山地食料品店 老舗八百屋が提案する新しいカタチの「８０８（やおや）」の展開

大分県 ＭｏｗＬｉｆｔ 枠組みを越えた新しい取り組みを、当店舗から大きく発信

大分県 うな重 高齢者に優しい店づくりを通した新規顧客獲得と既存顧客層の深耕

大分県 株式会社高山活版社 高山活版室新ブランドの商品開発および販路拡大

大分県 ＭＫヴォレ株式会社 新規客層の獲得に向けたテラス席の改装

大分県 株式会社アドグラフィー 宿泊施設向け写真撮影込みのホームページ制作サービスの販路拡大

大分県 コモンヘアデザイン ホリスティックビューティーヘアサロンの認知度向上

大分県 ＭＨＳ音わか 「音わか」の広報・宣伝による認知度の向上

大分県 アルテユース社会保険労務士事務所 内縁関係・事実婚の妻の遺族年金代行サービス事業のＰＲ

大分県 大分クライミングジムＤＡＩＢＵ 看板設置とシティ情報誌の広告による地域の顧客獲得

大分県 髙橋塗装株式会社 ポスティングチラシからの集客・ホームページへの誘導及び集客

大分県 有限会社せれくと 新製品の拡販と社内コーティング場の作業環境改善

大分県 ＣＨＯＵＣＨＯＵ　ＬＡ　ＳＹＬ． 周辺近隣住民を中心とした新規顧客の獲得

大分県 Ｃａｒｄｉｎａｌ 広報・宣伝による新規客獲得と新規老人介護施設獲得

大分県 有限会社桜木硝子店 「すぐ来る」ガラス・ドア・サッシの修理・補修サービスの展開

大分県 ハロー！パソコン教室フレスポ春日浦校 高齢者・障がい者向けパソコン学習支援サービスの拡充

大分県 染矢インテックス有限会社 新商品「手作り餃子の素」の販路拡大による、業態転換の成功

大分県 ママサン号河野 地域高齢者の憩いの場を兼ねた移動販売

大分県 さいきりーふ 佐伯市うまいもの特産品の商品開発、販路開拓および発信強化事業

大分県 金只建材工業株式会社 遮熱シート施工で光熱費削減を提案し、新規法人客の開拓

大分県 有限会社野上畜産 移動販売事業・範囲拡大による買物弱者支援強化
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宮崎県 三愛製薬株式会社 「低分子水溶性キチンキトサンＳＡⅢ」の商品化および販路開拓

宮崎県 ＰｏｋａＰｏｋａ アレルギーの方に喜んで頂けるお菓子やケーキの販路拡大

宮崎県 有限会社ギャラリー二一二 本店オンラインショップのホームページリニューアル

宮崎県 株式会社都城田中家 しいたけ収穫体験型サービスの展開及び販路開拓

宮崎県 柳田酒造合名会社 本格焼酎の海外向け商品パッケージ、販促資料作成とＷＥＢ構築

宮崎県 彩コレクション 服飾展示会開催による新たな需要の創出事業

宮崎県 クロマツ設備株式会社 地域の方に求められ、必要とされる会社にる為の広告戦略！

宮崎県 キトサン食品工業株式会社 ペットサプリメントの市場開拓

宮崎県 株式会社服地のサカモト 老舗の強み（立地と人材技術）を活かした３Ｈソーイング教室の促進

宮崎県 いちりゅう南宮崎店 子ども連れの家族の来客数を上げるための広告戦略事業

宮崎県 Ｌ．Ｉ．Ｂ株式会社 遺影と展示会及び出張ヘアメイクサービスによる販路開拓

宮崎県 株式会社サトウ毛糸店 手作りフェアーの開催による販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 リリー・イン・ザ・フィールド 自社商品の開発及び販売促進と「婚活講座」の普及

宮崎県 有限会社ボールパークドットコム 試用からアフターまで一貫した少年練習用竹バットの推進事業

宮崎県 株式会社ワゴン 期間限定展示会開催とカタログ配布による商品の販路拡大事業

宮崎県 株式会社ＡＰ 新サービス導入による店舗改装および広報による新規顧客獲得事業

宮崎県 株式会社南九州プロジェクト １００％宮崎県産無添加無加糖ドライフルーツの消費拡大事業

宮崎県 エムビーアール 宮崎初！世界一流の空から視野３６０°

宮崎県 海汐プロダクション 生徒増加の為の事務所改装と看板設置・新事業に伴うサイト更新

宮崎県 やまぐち橄欖（オリーブ）店 宮崎初！オリーブ専門店の認知度向上及びファン獲得の為の施策

宮崎県 ｓｉｅｎａ－ｓｈｉｎｏ 農家定期取材を土台にした日台レシピ考案業務の認知度向上事業

宮崎県 有限会社宮崎潜水 エンリッチドエア充填設備設置・サービス開始・販路開拓

宮崎県 水研テック株式会社 「目に見えない地下漏水」を新工法で「見える化」事業の推進・販促活動

宮崎県 株式会社延岡シネマ 映画をツールとしたティーチインカフェスペースによるにぎわい創生事業

宮崎県 城山ふとん店 既成概念を打ち破る！伝統を継承した素肌ふとんのブランディング

宮崎県 ショップｎｏｉｃｈｉｇｏ 心温まるオリジナル書を通じ、全国へ笑顔の輪を発信♪

宮崎県 ｍｉｌｕｍｅ ＵＳＥＤドレスのレンタル・販売事業の開始、並びに顧客満足度の向上

宮崎県 ベーカリー原田 山間地域へ作り立て・焼きたてパンの出張販売事業

宮崎県 福祉タクシーわかば 福祉タクシー利用の交通弱者向け買い物補助・観光案内サービス

宮崎県 ペットショップＲＡＭ＆ＪＵＡ 飼い主とペット双方の高齢化を見据えた「ペット総合サービス」の展開

宮崎県 清香堂 旬・地元の食材を使った週替わり（５２週）スイーツメニューの開発

宮崎県 有限会社飯干商店 自社包材開発による中間所得層向け商品の台湾販路開拓事業
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宮崎県 川長物産合資会社 細島イワガキを活用したローカルソウルフード販売普及事業

宮崎県 高鍋パソコン教室 子供の安全と家庭教育に役立つタブレット講座の認知度アップ事業

宮崎県 株式会社ヤミー・フードラボ リパッケージングによる新商品開発および販路拡大の実現

宮崎県 ビッグスポーツ平原 オリジナルグッズ作り提案とイメージ戦略による販路開拓事業

宮崎県 有限会社福岡生花店 芳香剤いらず！！本物の花の香りがするフローラルトイレ事業

宮崎県 アロハレインボー アロマエステサロンあらため、ヘナ＆アロマ美容室経営へ

宮崎県 有限会社松浦工務店 自社オリジナル企画住宅「次世代省エネの家」広報宣伝販売

宮崎県 株式会社　侑 スマホでスタイリッシュに予約できるスマートＢａｒ事業

宮崎県 ながつみかん園 こだわりレモンのスイーツ開発と店舗ディスプレイ改善

宮崎県 小玉醸造合同会社 伝統的手造り（手麹）焼酎の輸出を通じ焼酎文化を伝え売上増をはかる。

宮崎県 合同会社五和 “食の安心、老いの安心”買物弱者対応全国初の書店内農産物直売事業

宮崎県 有限会社黒潮市場 宮崎県特産品の高級ギフトショップへの特化事業

宮崎県 ニュー・クリエイティブ 高齢者を対象としたＤＶＤ映像制作と地域密着サービス

宮崎県 古澤醸造合名会社 ホームページとパンフレットの作成によるブランド力強化事業

宮崎県 山元酒店 認知度向上の為の屋上及び屋外広告とホームページリニューアル

宮崎県 有限会社久保自動車 多忙な子育て世代に、清潔で安全な車内空間を提供する事業。

宮崎県 サッシガラスカワノ 高齢者世帯への防犯対策に特化したサッシガラス・鍵・面格子の普及

宮崎県 株式会社こめや陶堂 防災用セラミックマーカーを全国販売する為のパンフレット等作成

鹿児島県 パティスリー　ティー　タビラ 地元活性化のための「元気マドレーヌ」販売展開事業

鹿児島県 株式会社さばくる スマートフォン向け専用サイトで体験プランの販路を拡大する

鹿児島県 株式会社デーアンドエーデー デザイン戦略で差別化！鹿児島食のブランドコンサルサービス

鹿児島県 有限会社わくわくコーポレーション 医療施設向け安全啓発マンガポスターの拡販事業

鹿児島県 株式会社津曲商店 新たな販売システムの構築と個客満足度の向上を図る

鹿児島県 株式会社ＴＳグループ塗装防水専門東翔 塗装職人を安定高収入な憧れの職業にする、直売職人集団化計画

鹿児島県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　Ｋ 顧客増・継続受注増に繋がる展示スペース等の拡充・整備

鹿児島県 餃子専門店まる千餃子 ネットショップシステムの構築と販売店舗開等による販路開拓

鹿児島県 とりしょう 新規顧客獲得に伴う看板設置、店舗改装、機材購入

鹿児島県 ミリオンシールド株式会社 ミホちゃんブランドの確立と、それに伴うＨＰ等の整備、刷新。

鹿児島県 ＴＲＵＮＫ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ お年寄りを美容で笑顔に！元気に！福祉的出張美容サービスの展開

鹿児島県 有限会社三翔 空きテナントの創業者むけのシェアオフィスへの改装

鹿児島県 有限会社しらゆき 簡易な店舗改装で新規顧客獲得を狙い地域１番店を目指す！

鹿児島県 ｋａｓｈｉｗａ　ｆａｒｍ 新商品開発（ドライフルーツの作成）商品ラベルの改良
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鹿児島県 株式会社西尾 鹿児島の郷土料理「豚肉なんこつの煮物」の全国発信及び販路拡大

鹿児島県 行政書士恒盛隆事務所 エンディングノート作成支援　《あなたの幸福が私の幸福です！》

鹿児島県 有限会社パン工房麦穂 鹿児島県知事賞優秀作品での新規顧客獲得と店のブランディング化

鹿児島県 株式会社いぶすき紬 お蚕チョコレート・シルクスイーツの開発と顧客開拓

鹿児島県 だいにんぐ味彩 美肌女子会メニュー開発と厨房作業効率アップ事業

鹿児島県 株式会社エー・アイ・コーポレーション 栄養士監修の「ちょこっとさくら弁当」宅配及び広告強化事業

沖縄県 南方資源 海ぶどうの活性化養生設備の導入と消費期限延長方法の確立

沖縄県 南西食堂株式会社 沖縄初の全世界ベジタリアン対応のレストラン開発

沖縄県 株式会社オリエンタルホビー 展示会出展での販路拡大と新店舗での販売力強化

沖縄県 キューカンパニー株式会社 「スポーツする世界の肌を、沖縄の自然の恵みでサンブロック」

沖縄県 長浜商店 アロエベラ商品開発・販路開拓

沖縄県 合同会社浦添印刷 経営の多角化による商圏の拡大と新商品の提案による販路の拡大

沖縄県 ＷｅＭＡＳＨ（ウィマッシュ） ブラスト加工で世界に一つ！記念泡盛ボトル等の開発・県内外販路開拓

沖縄県 株式会社トマス技術研究所 小型焼却炉及び廃熱利用設備の販路開拓

沖縄県 株式会社ＦＩＮＥＳＳ 『沖縄の理美容業界を元気にするＷｅｂプロモーション事業』

沖縄県 株式会社美・カーナ 沖縄発祥の海水療法を県内外へ開拓を視野に入れた店舗づくり

沖縄県 アイリス音楽教室 コンセプトに合わせた媒体・店舗イメージの統一と新規集客
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