
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社エブリバイト 4290001075018 地方菓子・ＰＢ菓子を自社ＥＣサイト＆自己物流で海外へ直接販売

福岡県 株式会社美術しみぬき家紋高瀬 1290001074154 洗張作業の導線改善と看板・チラシによる店舗認知と新規開拓

福岡県 博多串焼き炉ばた虎乃家 － 虎乃家３階部分改築及びパーティールームの増築・集客増への事業

福岡県 つみきや － オリジナルブランドの構築～パッケージ改良と新製品開発～

福岡県 ホリスティックビューティージャスミン － 人生のターニングポイントを作る女性専用パーソナルトレーニング

福岡県 株式会社三協舎印刷所 5290001007671 高齢者・女性に優しい弱筆圧複写伝票のＷｅｂを使った販路拡大

福岡県 ＴＡＫＵＭＩ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ － 男性向け商品及び販促品開発による新規販路開拓とネット販売強化

福岡県 あとりえｅｎ －
コンセプト看板設置・折り込みチラシ・ＷＥＢ媒体の相乗効果による新規客獲
得、疎遠客の再来店及び固定化

福岡県 株式会社ｎ．ｐｌａｎｎｉｎｇ 4290001064144 中小規模事業者を対象とした、販促ツール制作の新サービス

福岡県 有限会社荻　原 6290002004477 いつでも買ったばかりの新鮮さ！保存できる真空包装魚介パック

福岡県 株式会社スカラ 2290001068097 インターネットを活用したテナント仲介事業の集客および売上促進

福岡県 株式会社マルヲ 1290001027780 弁護士事務所等への遺産相続査定・鑑定ＰＲチラシ作成

福岡県 株式会社ＩＶＹ　ＣＩＥＳ 4290001074523 新商品開発と展示会の出展による販路開拓及び販促活動

福岡県 結デザイン有限会社 2290002031194 フルフィルメント対応ＢｔｏＢＥＣモールの構築による販路拡大

福岡県 體整骨院 － 「ストレスボディ・コース」サポートグッズの商品開発

福岡県 空デザイン － 新商材で装飾とＩＱボールのＥＣサイト販売による販路拡大活動

福岡県 ＰＬＡｃｅ株式会社 6290001070900 組み立て玩具のパートナーを通じた販促と新ラインナップの検討

福岡県 株式会社Ｈｏｎｅｙ　Ｍａｒｋｓ＆Ｃｏ． 9290001058513 展示会出展とカタログ作製による既存市場の浸透と新規販路開拓

福岡県 有限会社リソール 7290002031611 飲食店向けｅｅブレーカー拡販のためＥＳＣＯ事業の立ち上げ。

福岡県 イエナコーヒー － 通行者の目にとまる、素敵なショーウィンドウヘの改装！

福岡県 合同会社ハートステーション 2290003005692
衣服の買い物へ出かけることができない高齢者の下へ服の移動販売を行う
事業

福岡県 三徳商事株式会社 2290001013425 離乳食用切身魚パック製品の開発及び販路開拓

福岡県 ＲＩＮＫ　ＬＩＦＥ　ＤＥＳＩＧＮ － 人気育児情報誌とのタイアップ企画実施による販路拡大

福岡県 株式会社ＷＯＯＯ 5290001075074 隠れ家フランス料理店発！福岡ブランド特製マスタードの販売

福岡県 Ｍａｌｅｒｉｓｃｈ　（マーラリッシュ） － 贈る人の心を表現した“感動”フラワーアレンジメントの販路拡大

福岡県 株式会社ＢＲＯＮＺＥ　ＥＹＥ 1290001064114 ブロンズアイ主催、松風公認まつげエクステ試験対策セミナーＰＲ

福岡県 ＴＡＧＳＴＡ － ＷＥＢショップページ開設によるアーティスト作品の販路拡大

福岡県 ＢＡＮＫＳ －
ブリトー製造ファクトリーの設置、新規店舗開店！ブリトー専門事業者の挑
戦。

福岡県 カラープライマリー － ネイル業界に特化した色彩教育事業

福岡県 はるスポーツ鍼灸・整骨院 － アスリートに対する新しい治療メニューの提供と新規顧客獲得

福岡県 株式会社メッサ 7290001002373 廃材を活用した『メッセージ文字エコ積み木』開発で新規顧客獲得

福岡県 山法師 － ステンドグラスで作る「光の窓と扉」で神秘的な採光、癒しの空間

福岡県 株式会社富士マネージメントアカデミー 7290001010211 広報ツールの作成による　経営者・経営幹部育成事業の販路開拓

福岡県 株式会社三浦工務店 3290001029354 リフォーム業界信頼度底上げと弊社イメージアップの為の冊子製作

福岡県 清角縫靴店 － 中国・東アジア市場向け日本製紳士靴の商品開発及び販路開拓

福岡県 パン・ド・カイチ － こだわり食パンの更なる開発とくつろぎ空間の整備による販路拡大

福岡県 株式会社ボーテ 8290001034127 既存の顧客の満足度向上と高付加価値商品販売のための店舗改装

福岡県 株式会社大濠メディカル 9290001069758 ウェブサイト改善による見込み顧客獲得型営業の実施

福岡県 ハンバーグハウス牛車 － ただ美味しいだけじゃない！　店内はバリアフリーで安心・安全！

福岡県 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － ブライダルキャンドルの短納期生産と一般顧客向け販路開拓活動
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福岡県 株式会社アトリエミラネーゼ 1290002049089 販売代理店を募集してブライダルジュエリーブランドの全国展開

福岡県 有限会社カンナ 5290002052411 中高年から高齢者までもっと気軽にリラックス炭酸泉ケア

福岡県 福澤税理士事務所 － 女性にやさしい税務申告で企業の成長と地域の発展

福岡県 有限会社ディンプル 8290002049529 大切な商品を安全に保存！プレハブ冷蔵庫販売サイトの構築

福岡県 有限会社渕上熔接 5290002049944 脱下請け及び３次元ＣＡＤソフト導入によるイメージの具現化

福岡県 株式会社小林組 9290801001374 介護リフォーム会社としての販路開拓。

福岡県 ワタリセ自然農場 － 北九州ワイン特区での専用品種栽培、醸造までの一貫生産体制構築

福岡県 広親株式会社 7290801019930 塗装新工法（ＷＢ多彩柄仕上工法）の広告宣伝による販路拡大

福岡県 株式会社さくら産業 9290801008758 ミシュラン獲得名店寿司店による高級仕出し弁当事業のエリア拡大

福岡県 林田興産株式会社 3290801003054 海外観光客への販路拡大のための広報・システム構築

福岡県 有限会社ＡＣＭ商会 7290802011242 福祉施設へのアロマセラピー導入営業にかかる広報・体験会実施

福岡県 タクミク・ＡＴＲ合同会社 9290803001406 クラウド型マニュアル作成システムの販促と販路開拓

福岡県 北九州児童福祉サービス合同会社 2290803002781 放課後等デイサービス施設充実による療育プログラム強化事業

福岡県 有限会社和光研磨 1290802015744

福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 輸入車整備に特化したＨＰ・ＳＮＳの活用による新規顧客獲得

福岡県 株式会社九州ナガラ 2290801009119 新たな販売管理システムの導入による効率的な新規顧客開拓

福岡県 犬とくらす株式会社 8290801023394 地域密着型高齢者へのペット用品販売及び関連情報提供事業

福岡県 ｕｒｕｐｈｏｔｏ（ウルフォト） － 新たなスタジオの設置による記念写真提供プランの販路開拓

福岡県 ＷａｎＬｉｆｅ － 犬の躾教室・幼稚園で地域一番店を目指す潜在顧客アプローチ事業

福岡県 株式会社上津役製作所 9290801009954 生産工程管理システムの導入により効率化・短納期化の実現

福岡県 ＯＦＦＩＣＥ　ＧＯ　ＳＥＥ － プレゼントワインショップＲの完全ＳＳＬカートシステムの導入

福岡県 九州車輌販売有限会社 2290002048701 商品説明動画による新規顧客の獲得

福岡県 有限会社美川漢方堂 9290002055831 毎朝爽快ＤＥＴＮＡの販路開拓と新規顧客層開拓

福岡県 Ｊ．ｕｋｏｎ － 沖縄産ウコン類根茎で製造した商品のＤＭによる顧客獲得事業。

福岡県 からあげ＆カレー焼き次元 － 専用シートを活用した「お好み鯛焼き」の商品開発

福岡県 株式会社そのだ 8290801022768 新規顧客獲得のためのイベントと情報発信の強化

福岡県 川北機械株式会社 1290801021693 三次元測定機導入による信頼性強化、高精度化と販路拡大

福岡県 有限会社そめもんや 1290002047282 卸売業からの脱却。広報ツール製作とネット販売システムの構築

福岡県 しまたて商店 － 新規事業、飲食コーナーのコンセプトに沿った設備導入と店舗ＰＲ

福岡県 天心堂Ｌ＆Ｃコンサルティング － ＷＥＢサイトを活用した全国の中小薬局の販促・集客サポート事業

福岡県 柳川ゲストハウスほりわり － 地域情報提供とカフェ事業拡大による観光客と地域住民の交流創出

福岡県 こころ接骨院 － ダイエットコース新設に伴う体組成計導入計画

福岡県 大川精工株式会社 6290001052741 新製品のデザインを施した研磨済み刃物の返送用パッケージの作成

福岡県 桐里工房 － 新しい商品のパンフレット製作・ホームページ製作による販路開拓事業

福岡県 有限会社入江木工 9290002052993 『住空間に彩りと楽しみを生み出すマグネット家具の販売促進』

福岡県 エコリスト － コンサルティング業務多角化に伴う自社サイト一新での新規客開拓

福岡県 合資会社内橋商店 4290003002374 嘉麻市産ジャージー牛乳使用「和菓子屋のチーズケーキ」の開発

福岡県 新川桂株式会社 6290001047279 安心・安全な睡眠を提案する寝具の工場見学バスツアー！！

福岡県 株式会社グランドホテル樋口軒 2290001047217 高齢者・幼児にやさしい家族で行う小規模宴会の取組

福岡県 株式会社白水 9290001044083
ギフト販売拡大と既存事業強化に向けネット販売構築とカルチャー教室の開
始
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佐賀県 サイクルショップリット － パンプトラックでスキルアップ！「安全でカッコよいライダー」を育てる！

佐賀県 居酒屋金柑 － ＩＴ活用とホームページ作成で、販路開拓と事業承継を整える

佐賀県 株式会社辻組工務店 6300001000500 お客様に愛されてきた看板を活用した辻組工務店ブランドの確立

佐賀県 株式会社ローリングキッズ 3300001008125 後継者世代の若者に大満足のカーライフを提供し地域の発展実現

佐賀県 有限会社玉喜 5300002000814 全てが九州産！新食感「炊き込みご飯の素」でママの時短調理応援

佐賀県 司法書士　純典法務事務所 －
他業種コラボセミナー、無料相談会、出張相談による新規顧客獲得、ＨＰから
法的サービス動画配信

佐賀県 小松飲料株式会社 6300001007702 “お客様のアイデアを形にする！”ＯＥＭ事業強化による成長戦略

佐賀県 株式会社グロー 9300001007674 プロモーション強化のための自社ＨＰ開設・看板設置等事業

佐賀県 有限会社すえひろ 3350002017533 家庭の購買意欲上昇を促す広告宣伝での販路拡大

佐賀県 玄海漬株式会社 6300001007173 「当社自慢の商品開発力×商品パッケージ刷新」による販路開拓

佐賀県 有限会社ふるさと倶楽部 8300002010645 特殊決済システム導入による顧客数拡大への取り組み

佐賀県 株式会社武藤開発 1300001005660 「見えない部分」も「見える化」する新たな営業手法での販路開拓

佐賀県 ＩＭＡＲＩ株式会社 2300001005445 写真スタジオ設置によるネット通販事業の売上拡大へのチャレンジ

佐賀県 有限会社朝日屋 7300002007618 “座れない供養のお客様に座っていただく”おもてなしで販路開拓

佐賀県 株式会社ハヤトホーム 3300001007622 お子様連れの子育て世代層の集客拡大事業

佐賀県 株式会社アースマインド伊万里 8300001009184 パプリカの加工食品開発と業務用市場への新たな販路開拓事業

佐賀県 ＲｅＢｏｒｎ － 動作分析を駆使した身体パフォーマンス向上の提供による顧客開拓

佐賀県 鳥栖スポルト接骨院 － ①腰痛治療の強化、②販売促進、③経理システム導入に関する事業

佐賀県 智泉 － 新規顧客獲得とリピート率向上のためのＷＥＢプロモーション活用

佐賀県 株式会社はなぶさ 8300001007031 真空包装機、半自動梱包機ＰＲによる販路開拓事業

佐賀県 Ｆｉｅｌｄｓ（フィールズ） － 広告用Ｗｅｂサイトとメールマーケティングのシステム構築

佐賀県 株式会社小島芳栄堂 2300001005734 ホームページの新規作成による新業態への転換

佐賀県 ＤＭ－ＡＵＴＯ － 認証工場の認知度向上と顧客満足度向上による販路開拓

佐賀県 有限会社伊万里陶芸 9300002008242 お茶・コーヒーの新商品開発による自社ブランド強化と新市場開拓

佐賀県 株式会社スチームシップ 4300001010781 地域だからできる地方創生人材獲得のための自社ＨＰ作成

佐賀県 辰也工房 － 陶芸村から世界へ！　海外へ伝える販路開拓

佐賀県 野中畳店 － 激しい市場環境に対応していくための、情報発信力強化事業

佐賀県 小笠原表具店 － 高級表装事業のチラシやＤＭ送付による売上拡大

佐賀県 炭焼き専家　七輪屋 － 新規顧客獲得・販路拡大のための外装看板の刷新

佐賀県 西部塗装 － ホームページ・チラシを活用した新規顧客の拡大

佐賀県 創作料理　馳走屋　えん － 顧客にやさしい椅子・テーブルの導入による売上・利益の拡大。

長崎県 有限会社高橋時三郎商店 7310002003054 刺繍サービス導入によるオンリーワン商品製作で売上アップ事業

長崎県 有限会社ぼんぼん 9310002005057 見やすい、手に取りやすい、試し履きし易い売り場づくりによる販促事業

長崎県 ＯＫ写真場 － 写真・編集技術を生かし、人生の節目に役に立つ新商品で販路拡大

長崎県
合同会社スローフードファクトリー長崎あ
ぐりの丘

3310003003255 江戸時代のパンを再現した「出島パン」のブランド化と販路拡大

長崎県 Ａｓサポート － 長崎初！子供も大人も楽しく学べる簿記会計教室のＰＲと販路拡大

長崎県 うぃずだむ株式会社 6310001014152 地域での暮らしを支援と広報力強化によるデイサービスの利用拡大

長崎県 平野楽器店 － 新規顧客獲得のため稽古場の整備と店舗紹介カタログの製作

長崎県 有限会社中野蒲鉾店 4310002003981 高性能冷凍庫の購入による製造効率化とネット通販システムの改良

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 9310001005017 スマートフォン対応性格適性診断システムの構築による顧客見込層の取込
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長崎県 ナガサキ・マジェンタ１００ － 長崎産真珠の催事販売ブース魅力向上とリピーター獲得施策

長崎県 割烹としポン酢株式会社 7310001004821 ブランド力強化のためのパッケージング・販促ツール制作と体制強化

長崎県 有限会社更紗 6310002002164 店舗での家族利用の新サービスとお取り寄せ商品の開発と販路開拓

長崎県 佐世保の鳥カフェ　ふわふわインコ － 九州初！大型・中型専門の鳥カフェ「ふわふわインコ」の販路開拓

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター 1310001007697 陶芸紙の価値を存分に発揮した新商品の開発・拡充による販路拡大

長崎県 ポッポ － 買い物弱者とは言わせない！楽しい買い物の機会を作るための販路開拓

長崎県 ノマド・コーヒー － にある珈琲プロジェクト～ソーラーシステム搭載の移動喫茶店～

長崎県 株式会社エスプランニング 7310001011256 「護衛艦くらま」の装備品を展示活用したオンリーワンな道の駅づくり

長崎県 有限会社セキュリティヨシダ 8310002010487 地域の安心安全「レンタル防犯カメラシステム」事業開始に伴う広報宣伝

長崎県 はるいろ。 － 着物の楽しさと安心感を分かりやすく情報発信して売上向上！！

長崎県 有限会社石井産業 9310002017853 売上増加の為の高齢者の挙動を考えたトイレ体験展示場設置

長崎県 合資会社玉屋 6310003001958
「また来たい！」と思える店舗へ　老舗婦人服店が取り組む新規顧客獲得へ
向けた新しい挑戦

長崎県 株式会社イノウエ 8310001007872 宝石リフォームサービスのＰＲで新規顧客獲得・生涯顧客の創造

長崎県 株式会社諫早スイミング 1310001007870 送迎バスの魅力化とシステム変更による利便性向上で会員増作戦

長崎県 Ｋｙｒｉｅ － インターネットの更新とパンフレット配布等による新規顧客の開拓。

長崎県 アキヤマ工芸 － 当社サイト刷新による、“みえる化”推進と新規顧客の獲得事業

長崎県 株式会社エン・ダイニング 4310001012083 ウェブサイト作成による販路開拓事業

長崎県 株式会社Ａｎｎｅ 9310001009059 新規サービス浸透の為の、ホームページのクオリティ向上

長崎県 長崎空港食堂みしま － 後継者の健康食メニューによる新たな業態付加と新たな客層の開拓

長崎県 有限会社武田呉服店 6310002017369 リユース、仕立直し、中古着物の販売・レンタル事業での販路開拓

長崎県 かきごや　こんねこんね － 世界遺産登録を見込み観光客の受け入れ態勢強化と別２部門の設立

長崎県 ＣＨＩＣ － 新メニュー製作及び店舗リニューアルをＳＮＳ情報発信、売上拡大事業

長崎県 福井製菓店 － 超地域密着型店舗づくりと、「福」ネーム活用による販路拡大事業

熊本県 株式会社四ツ山食品 8290001054942 酒粕を利用した若者向け新感覚スウィーツの開発と販路開拓

熊本県 株式会社ら・らぽーと 7330001022631 売上増加に繋がる流れの構築と広告宣伝等による集客力の向上

熊本県 株式会社モアハウジング 4330001004665 「妻が美しく輝きだす家～女性が活躍しやすい住環境の提供～」

熊本県 山湧産業 － 女性世帯主向けの水回りトラブルのワンストップ解決サービス強化

熊本県 ジー・ティー・オー － カット作業の自由化＆自動化でさらなる顧客満足度アップ

熊本県 小雀斎漢方針灸治療院 － 鍼灸・漢方薬による不妊症治療患者の集患強化

熊本県 有限会社西里生花店 6330002007797 ホームページとＳＮＳとの連携で新規顧客層へアピール！

熊本県 フジプルーフ工専有限会社 8330002013199 新しい住宅模型の形となる「住宅模型キット」の販路開拓

熊本県 株式会社Ｒｅ学 3330001021975 新たな売上となる認定資格の構築と広告宣伝等による集客力の向上

熊本県 合資会社宮本輪業 1330003004583 新商品陳列に伴うインテリア棚の設置

熊本県 和　ＮＯＤＯＫＡ － ゆっくり癒される和風エステサロンの顧客満足度・認知度向上事業

熊本県 Ｋ・Ａパートナーズ税理士法人 8330005002174 相続に強い税理士が行う事業承継支援への本格参入及び認知度向上

熊本県 有限会社鳳凰石材 4330002013624 新聞折り込み広告・地域情報誌を活用した販路開拓

熊本県 行政書士　恵法務事務所 － 行政書士のワンストップサービス認知度向上で新規顧客獲得事業

熊本県 有限会社ＩＳＥＥＹ－１ 4330002015298 オリジナルのファッションブランドの商品提供による売上増加策

熊本県 ホーム・クラフト － ３Ｄ　ＣＡＤによる「省エネ・耐震性能」見える化住宅販売強化事業

熊本県 株式会社ビィディプランニング 2330002008535 和装着付技能士、メイク技術者を育成するアカデミーの企画広報
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熊本県 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　Ｇｒｅｅｎ＆Ｒｅｄ － ライフスタイルショップの集合店舗販促プロジェクト

熊本県 合同会社Ｆｅ技工 9330003006052 人材育成による多機能工化と主体的な現場マネジメントによる仕事獲得

熊本県 ｉスクール － 情報力発信強化による、志望校１００％合格の実績倍増事業！

熊本県 鉄板お食事処いずみ － 安くて、ボリュームがあり、美味しい！県庁前の定食屋の出店

熊本県 株式会社山西商事 5330001018953 地域内不動産情報の相互交換と情報基盤整備事業

熊本県 株式会社橋口石彫工業 5330001003757 『こだわりを詰め込んだパンフレット』作成事業

熊本県 乳菓子屋 － 購買意欲を高め売上増加につなげるための製造工程の見える化事業

熊本県 株式会社ＡＴＴホールディングス 1330001019047 事業基盤安定と顧客満足度向上を実現する情報基盤の整備

熊本県 ＡＭＩＧ　アミッグ － 瞬間の表情をリアルに再現する３Ｄフィギュアの認知度向上事業

熊本県 寿司魚政 － 魚の世界を広げる寿司屋へ。産直の小規模寿司店の挑戦。

熊本県 小屋敷順子税理士事務所 － 税理士による顧客のＨＰ作成・改善指導とビデオメッセージ作成

熊本県 ＴＯＫＯｓｉｅ　ＪＡＰＡＮ合同会社 7330003006673 「天草産天然ひじき」を用いた世界で唯一のバーニャカウダソース

熊本県 Ｓｉｃｉｌｉａｎ　Ｂａｒ　Ｈａｎａ － トレンドを取り込んだ新メニュー提供と居心地向上による顧客拡大事業

熊本県 ワウルド・スタディ合同会社 2330003006232 学生主体のフィリピン留学普及活動の実施

熊本県 旬彩　丹波 － チラシ、パンフレット作成による新たな顧客獲得事業

熊本県 居酒屋　とみ十 － 若者・ファミリー層をターゲットとした改装に伴うＰＲ事業

熊本県 有限会社まこと商会 2330002026355 「親しみやすい自動車リサイクル工場」のＰＲによる個人客獲得事業

熊本県 疋田畳工場 － 体感してもらえる新しいスタイルの畳店

熊本県 株式会社ＷＡＶＥ 6330001013937 ＥＣサイト、フリーペーパー広告での販路拡大で他店舗との差別化

熊本県 株式会社若新 5330001012642 「野菜粉末ふりかけ海苔」の販路開拓に伴う安全な衛生環境の整備

熊本県 窓工房 － 機械導入による製品開発、作業効率アップからの展示会等への参入

熊本県 ビジネスホテル丸一 － 『女性客の為の快適空間と充実した設備の提供』

熊本県 合資会社釜田醸造所 7330003004157 ホームページ等のタイムリーで充実した情報発信による販路拡大

熊本県 有限会社町田印刷 6330002030527 売り場の充実で顧客に「美しさ」を提供するサービス向上事業

熊本県 有限会社水俣メガネ 3330002027963 補聴器調整用インターフェース機器導入による語音明瞭度測定

熊本県 中山大吉商店 － 商品イメージ統一とメディアミックスによる販路拡大事業

熊本県 インテリアＴ－ｗｏｒｋｓ － リフォーム工事の「早い」・「安い」・「上手い」の実現。

熊本県 有限会社栗原等商店 5330002018985 今しかない！国道に新交差点誕生！新規客獲得の看板設置事業

熊本県 燻製工房　縁 － 真の燻製マイスターへ！高価格商品の販売拡大作戦

熊本県 旅館かどや － 館内設備の改善とサービスの強化による満足度向上

大分県 有限会社ホテルニュー松実 2320002012406 「ＨＰ・パンフへ欧州言語追加によるインバウンド獲得事業」

大分県 小畑時計店 － 電池交換及び貴金属買取による地域顧客獲得とネット販売拡充

大分県 株式会社Ｌｉｎｅｗｏｏｄ 7320001004473 キッチンは“命の教育する場所”を伝え食育体験からの販路開拓

大分県 クロッシュ － 貸サロンの集客・稼働率を向上させるための店舗改装

大分県 有限会社男子専科マルサン 9320002004371 店舗改装によるウェブ用商品写真の撮影環境整備での販路拡大

大分県 和み家 － 路面看板設置及び店内改装による認知度向上・団体客獲得事業

大分県 フューズ有限会社 4320002006001 中古レーシングカートの取引サイト開発による収益力向上

大分県 オートライン － エアコンガスクリーナー【循風】を活用した顧客拡大

大分県 有限会社木村クリーニング店 3320002020556 高品質クリーニングのＰＲによる新規顧客獲得事業

大分県 有限会社丹羽茶舗 3320002020960 「丹羽茶舗ブランド確立の為の取り組み」
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大分県 帯ときもの　まつお － 地元以外の消費者や若者への販路開拓及び、業務効率化

大分県 有限会社割烹丸清 2320002020524 ホームページの多言語対応化によるインバウンドへの魅力発信

大分県 有限会社小林鮮魚店 1320002019071 魚をもう一度食卓に取り戻そう！！

大分県 有限会社ナノテック 9290002027715 『ペットロス』飼主の心情に寄り添った　真心の火葬代行サービスの販路開拓

大分県 有限会社すぎのこ村ネットワーク 9320002019155 【かぼちゃ（万次郎・宗麟）】を活用した新たな地場産業の確立。

大分県 株式会社井上酒造 9320001010247 母娘で繋ぐ「酒造り」～プレミアムブランド化による販路開拓

大分県 有限会社宮明薬局 3320002017338 コンサルティングおよびコミュニティースペース整備事業

大分県 ビストロ　甲丙 － 美味しいイタリア産ワインを活用した老舗イタリア料理店の売上げ倍増計画

大分県 合同会社新栄丸 9320003002390 さいき大入島『新栄丸』ブランド構築及び発信強化事業

大分県 Ｒｅｇｇｏｐａｎｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ － 生け花部門売上強化の施設整備及び新規営業ツールにて販路開拓

大分県 有限会社トラベルイン吉富 6320002017970 九州アルプスの山と自然を繋ぐ旅宿、おもてなしの心でファンづくり

大分県 八世屋 － 世界に誇る竹田産サフランの販路拡大と新商品開発

大分県 有限会社染と織　三木 3320002013956 八幡の里・宇佐から着物文化の復興を期す各種事業の情報発信

宮崎県 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｈｏｔｏ － エタニティフォト専用スペース増設とＰＲによる新規客の開拓事業

宮崎県 大浦酒造株式会社 9350001007876 農商工連携によるマーケティングおよびブランディング事業

宮崎県 有限会社あかつき 6350002014866 「農福連携」とＷｅｂマーケティングによる情報発信事業

宮崎県 有限会社日本料理瓢亭 8350002014658 老舗料亭のリピート率及び顧客満足度を上げるための設備改修計画

宮崎県 有限会社ハートライフノア 3350002013887 地域密着型介護福祉事業の新規エリア開拓

宮崎県 焼きたてパン童夢 － 目玉となる新商品の開発及び店舗改善による売上拡大

宮崎県 はんぺん亭 － 店舗改装による顧客満足向上及び若年者のイタリアン利用促進事業

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ 2350001005168 植物の力を生かした農園生まれの自然派養毛剤の開発

宮崎県 今井美恵子書道会 － 「日本の芸術文化を持ち歩く　～ニューヨーク編～」

宮崎県 外山食堂 － 宮崎新目物！「トンテキ」新メニューで新集客・販路開拓

宮崎県 Ｌａ．凛ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － 大学と工場の街で紙媒体とデジタルツールｍｉｘで新販路開拓

宮崎県 きものと帯　さつまや － 「宮崎のインバウンド戦略・着物で書道」

宮崎県 旅館　小戸荘 － 海外観光客に対する情報発信及び対応力強化による宿泊売上増大

宮崎県 株式会社ラヴィータ 1350001013444 健康と美容に関心の高い顧客獲得のための販売促進事業

宮崎県 株式会社金丸建設 5350001002666 建物屋根・外壁等の調査に効率的な機器の導入による販路拡大事業

宮崎県 有限会社アイネット 1350002006281 中小企業向け低価格サポート付セキュリティーサービスの販売促進

宮崎県 欧風パンリビエール － 地元調味料・農産物とコラボした「じもっとパン」の普及事業

宮崎県 株式会社大塚ハピネス 4350001009241 みんな知ってねこの施設！！安心安全楽しい施設づくり事業

宮崎県 胃袋直撃食堂チャンプ！！ － 「路地裏の名店」復活の為の認知度向上・空間演出事業

宮崎県 有限会社タケシマ 1350002008880 バリアフリーのお店づくりと新メニュー開発のための店舗改装

宮崎県 合名会社森久呉服店 7350003001061 振袖市場におけるＷＥＢ広告の活用による販路開拓

宮崎県 有限会社イエムラ 5350002011740 「　地域材を使った幼児向け木製家具・遊具の開発と販路開拓　」

宮崎県 おやつの店みさとなパイ － 合言葉は「ベジ食べる」ヘルシーおやつで販路拡大

宮崎県 ＢＬＵＥ　ＯＷＬ － 冷蔵庫・新パッケージで多チャンネル販売力強化事業

宮崎県 清香堂 － 健康的に美味しいものを（ローフード認知度アップ事業）

宮崎県 アヤヒムカ － 地域初！自然食品と惣菜を融合したナチュラルデリストアヘの転身

宮崎県 日向茶業有限会社 7350002010897 ワンクリックで宮崎県北の旬のおすそわけパーソナルギフト。
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宮崎県 割烹旅館はまぐり荘 － 贅沢はまぐり活コース・ランチメニューの開発による販路開拓

宮崎県 新装社　（シンソウシャ） － 賃貸住宅リフォームに絞った　多能工型人材育成と販売促進事業

宮崎県 フイットネスクラブＴＦＣ － 業務拡大、新店舗移転に伴うプロモーション活動

宮崎県 高鍋赤ちゃん堂 － 集客を図るおむつ交換スペースのある洋式トイレへの店舗改装

宮崎県 おびむらさき － 古民家宿のオンラインマーケティング推進事業

宮崎県 やまの工房ほのか － 自社栽培の安心安全な野菜と漬物等の製造販売促進事業

宮崎県 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＢＲＡＮＤ　植村理髪店 － 今後増加する外出困難者向けの出張理美容サービスの強化事業

宮崎県 株式会社ひなもり銘木 1350001010160 小物品販売強化のためのＷｅｂ構築及び販促ツール作成

宮崎県 株式会社市原呉服店 7350003000732 いちはらブランド構築とイメージ統一のための販促ツール作成

宮崎県 モンマートよしむら － 『ワイン選びバイブル』作成による消費拡大と弊社の来店客ＵＰ事業

鹿児島県 ＨＩＮＯＳＡＳＵ － 出張！本格スタジオセット撮影で地方・離島のプロモーションＵＰ

鹿児島県 株式会社ＮＳファーム 4340001015868 ホームページ開設による黒さつま鶏の全国知名度向上と販路拡大

鹿児島県 綺綸堂 － 新たな販路として、福岡を拠点とした確かな着付け技術の展開事業

鹿児島県 整骨院　誓志 － 体の中から健康に綺麗になる美容プログラム開発事業

鹿児島県 株式会社オーセンティック・リビング 9340001015905 インターネット広告および窓広告による新規顧客獲得

鹿児島県 合同会社なぶらカンパニー 4340003002328 廃棄部位を活用した低原価率商品の販路開拓事業

鹿児島県 有限会社ノーティス 8340002011243 ストレスチェックの普及率向上に向けたＰＲ活動と受入体制の整備

鹿児島県 田丸自動車 － 幹線道路への電光看板設置による集客力向上事業

鹿児島県 新屋商店 － 新事業『自家製有機肥料の製造』による新たな販路の開拓

鹿児島県 有限会社川内北義肢製作所 8340002016754 顧客ニーズを捉えた義肢装具の製作による販路開拓の取り組み

鹿児島県 株式会社源 6340001008457 ゲート式看板で認知度向上を図り家族連れを対象とした販路開拓

鹿児島県 旅プロモおおすみ － 出かけたくなる「旅のオーダーメイド」販売による新規顧客開拓

鹿児島県 西尾製茶 － 英語版リーフレットの新規作成による海外での販路開拓事業

鹿児島県 太郎寿司 － 最新設備導入とおもてなし認証獲得で顧客満足度の向上を実現！

鹿児島県 アキノ染色工芸 － ＨＰ作成で販路拡大！印染業の認知度向上と企画商品の展開

鹿児島県 あまみふりー株式会社 4340001019976 奄美オリジナルＴシャツと自然クラフトの手作り観光お土産販売

鹿児島県 れすとらん　竹の子 － 店舗のイメージアップ家族連れ集客アップの為の店舗設備の改装

鹿児島県 有限会社なかの 9340002023295 鹿児島県内初！環境に配慮した「電解温水クリーニング」ＩＴ販促

鹿児島県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ爪屋 － 爪のトータルサポートとしての技術導入とお客様の利便性向上

鹿児島県 山本刃物店・山本園 － 消費した分だけ料金を徴収する「置き茶事業」

鹿児島県 ＢＡＲＩＱＵＡＮＤ（バリカン） － 新サービスと美容器具導入による新規女性客獲得と客単価のアップ

鹿児島県 有限会社ドコデンくぼ 7340002017794 住宅リフォーム新規見込客の店舗集客強化と店内への導線確保

鹿児島県 株式会社ステック 6340001007277 お片付けサービス周知で知名度向上、潜在的顧客獲得で販路開拓

鹿児島県 エステティックＴＯＭＯ － ワンクリックで理想的なお肌のカウンセリングサービスの展開

鹿児島県 パソコンおまかせ隊 － 年配者への認知度を向上させて、年配者のＩＴトラブル解消作戦

沖縄県 オフィスＹＯＲＩＫＯ － 店舗入り口の「インパクト」「入りやすさ」改善

沖縄県 クーパーデザインルーム － “しろませいゆう”ブランディングと商品開発での売上向上の実現

沖縄県 チーズショップチアーズ － チーズスナックとギフト需要取込みの為の常温商品開発・販路開拓

沖縄県 沖縄ラジオ株式会社 2360001008302 インストアライブに適した音響システム導入による販路拡大事業

沖縄県 Ｂａｒ　ＢＯＤＥＧＡ － パーティー・イベントの企画、開催による新規販路開拓事業
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沖縄県 株式会社Ｂｏｎｄ　Ｏｋｉｎａｗａ 4360001021071 ハンドメイドによるオリジナルウエディングアイテムの制作・販売
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