
平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 ＮＡＯ商事株式会社 4290001039690 「チーズケーキのネット販売」

福岡県 有限会社自然薯王国 1290002020826
自然薯の皮・小片で作る自然薯生キャラメル・自然薯ゼリーの開発・販路開
拓

福岡県 松喜寿司 － 新商品ＰＲのためのメニューブック作り及びホームページの刷新

福岡県 Ｌｉｖｒａ － Ｌｉｖｒａ個人向けサービス・法人向けサービスの販路拡大

福岡県 Ｙｕｋｏ’ｓ　ｄｉｓｈ － 料理教室にホームページの導入と商品の開発・販売

福岡県 株式会社デザインアンドテクノロジー 3290001023472 レゴ教室のセキュリティ対策及びスマートフォン用ＨＰの新設

福岡県 原田写真館 － 毎日の暮らしをハッピーにする自然な写真の提唱による新規開拓

福岡県 株式会社イエス，アンド 4290001075918 九州初、女性による運輸安全コンサルティングの販路拡大

福岡県 株式会社グランムート 6290001073267 ファミリー用物件と直接販売を重点においた販路拡大

福岡県 ＣＲＣ（めぐりヨガ） － ヨガインストラクター養成事業の展開、ＨＰ改修による顧客の獲得

福岡県 ｎｏｉｒ －
チラシ作成、クーポンサイトやチラシ用の写真の内製、ポスティングでの新規
開拓

福岡県 くま税理士事務所 － 税理士事務所の高度ＩＴ化

福岡県 ピースマイル － 新しい設備導入。自家製ドリンク・ソース開発

福岡県 株式会社イノベーション 5290001006293 シニア向けマジック教室「魔法道場」及び生涯生活設計講座の展開

福岡県 株式会社アイ・カンパニー 6290001060265 福岡の接客・サービス業界活性化につながる採用支援事業立ち上げ

福岡県 有限会社スゥィンク 3290002026235 台湾での商談会、当社商品ＰＲイベントで取扱店の販路開拓

福岡県 ギャラリーマップ － アート業界九州発！若手作家紹介スマホサイト構築事業

福岡県 ユージーデザイン － 福岡市で初！　１５分単位で発注できるデザイン事務所の顧客開拓

福岡県 ＱＢＣプロモーション株式会社 7290001080262 施設内型脱出アトラクション「世界遺産の冒険」の広報ＰＲ事業

福岡県 酵素風呂Ｙｕ＊Ｓｏｐｈｉａ － 足湯酵素風呂を通じ、多くの方に興味をもってもらい、新規顧客を開拓！

福岡県 合同会社エフプロ 1290003005818 女性経営者のネットワーク化ポータルサイトの開発

福岡県 ふくおか司法書士法人 8290005013861 Ｗｅｂサイトとパンフレットで専門分野への明確な窓口構築事業

福岡県 株式会社カンファレンスサービス 1290001057852 学術会議で使用するための高品質かつ低コストなＷｅｂアプリ開発

福岡県 リラクゼーションルームＬＡＭＰ － 福岡初！最新美容機器と中国の究極のデトックスで４０代女性をサポート

福岡県 合同会社ＧＩＯＲＮＯ 9240003003439 初心者でも楽しめるヴィンテージウォッチ専門店の販路拡大。

福岡県 株式会社プラン・ドゥ 7290001030804 新コーナー君の販路開拓

福岡県 合名会社ｌａ　ｐａｉｘ 7290003000978 女性が思わず興味を抱く商品アピールと、単価アップ戦略の実現へ

福岡県 Ｓｉｍｐｌｅ－Ｓｍｉｌｅ（シンプルスマイル） － 人材の育成と顧客の開拓を目的としたデザイン・絵画教室の開講

福岡県 有限会社え・ん 9290002033473 新商品「九州大吟醸甘夏カステラ」の開発と販路開拓

福岡県 ＣＡＮＴＥＲＡ － 個人に最適化したロボットプログラミングコースの開発・ＰＲ

福岡県 ヘアーサロンスィルキー － 利便性良き店舗へ移転し、集客と売上アップを目指す事業！！

福岡県 ＨＡＰＰＹＨＩＬＬ － 新メニュー開発と販促・ロス削減の為の看板付吊り棚の設置事業

福岡県 合同会社ますます 3290003007473 経営者への相続・事業承継の啓発活動とコンテンツ開発・販路開拓

福岡県 有限会社もとまつ写真場 4290002009081 ギフトとしての写真を提案することによる新規顧客開拓

福岡県 でんホーム株式会社 4290001059037 自然素材・高機能な低コスト新築住宅の新作展示発表会への誘致

福岡県 株式会社福岡事務サポート 5290002029839 ホームページと紙媒体による強み伝達チャネル４倍化事業

福岡県 株式会社Ｃｒａｓｔｉ 9290001080203 オンラインでの食事指導サービス（Ｔａｂｅｇｒａｍ）

福岡県 株式会社全医療器 6290001001525 ＩＴの活用で、「待ち」から「攻め」の営業スタイルへの事業転換

福岡県 株式会社かな川 2290001032037 ユーロリーフ認証のゆず茶でフランスオーガニック市場へ販路開拓

福岡県 株式会社Ｈ＆Ｃ 2290001034207 元祖「ねこ耳どらやき」オリジナル新商品販売促進

福岡県 Ｂａｒ　＆　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｃａｖｅｍａｎ － 女性客の来店者数アップに向けた唯一無二のトイレ空間作り
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福岡県 森林住宅有限会社 9290002019571 地域活性化と高齢者層への信頼獲得を両立させるスペースの設置

福岡県 整骨院　徳重 － 自費施術整骨院として強みをＰＲし患者数増加を目指す取り組み

福岡県 理容ながおさ － 地域の高齢化に伴うサービス向上と女性客・若年層の販路開拓事業

福岡県 ＧＡＲＤＥＮ　ＬＥＴＴＥＲ － 海外スタイルのウェディングペーパーアイテムの開発・販売

福岡県 かみいさん　誠 － 映像機器と床のバリアフリー化による集客、及び店販の強化

福岡県 オングリット株式会社 4290001080793 アウトソーシング事業における業務体制の構築・販路開拓

福岡県 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307 ＩｏＴスマートハウスの顧客開拓のためのモデルルーム開設と広報

福岡県 シンス株式会社 1290001075961 インターネット広告とセミナー開催を組み合わせた新規顧客開拓

福岡県 Ｆａｍｉｌｙ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｅｎｙｏ － スマホ対応ＨＰへの刷新とブログ開設による新規顧客開拓

福岡県 株式会社食選館 1290001077917 自社商品（だしパック）の開発とＥＣサイトによる販路拡大事業

福岡県 ハイクコンサルティング株式会社 6290001078076
ＩｏＴとクラウドを活用した中小規模農家のスマート農業を支援するセンサ機器
の開発

福岡県
スーパースカルプ発毛センター博多祇園
駅前店

－ 新規予約枠の増加の為、施術用機械の購入。

福岡県 ＢＡＳＫＩＮＧ　ＣＯＦＦＥＥ － 出展イベントを活用した新規顧客開拓

福岡県 有限会社アーバン 2290002007491 訪日外国人観光客向け・博多名物づくしのコースの開発と販路開拓

福岡県 カットサロンともき － いつまでもカッコ良くいたい男性を虜にするバーバーチェアで業界革命！

福岡県
咸宜ファイナンシャル・アドバイザーズ合
同会社

7290003005705 人生設計書を作ろう！オリジナルシートを使ったワークショップ

福岡県 Ｔｈｅ　ａｒｏｍａ　ｏｆ　ｂｅａｎｓ － ホームページ開設・通販システム構築・オリジナルギフト商品開発

福岡県 宏光食品西福岡店 － 店舗外装工事による訴求・誘導機能の向上事業

福岡県 カットサロン末次 － 理容椅子を導入して孫世代に繋げる新規顧客を獲得する事業

福岡県 株式会社ＢＡＲＡＮ 8290001077968 居住用マンション向けデジタルサイネージの販路拡大

福岡県 インターナビューティースクール － 働き方改革　女性活躍推進法　関連の新講座で新販路開拓

福岡県 合同会社ＪＥＸＰＯ 2290003004975 フランス人を短期受入れ海外展開を目指す事業者の支援体制を確立

福岡県 福岡西法律事務所 － 困ったときはすぐ電話！弁護士のお助けシール販売事業

福岡県 有限会社ケイツーコンタクト 8290002027542
コンタクトレンズの販売方法の改善・通信販売業務の効率化・顧客リストの一
元化

福岡県 有限会社ジェイズファクトリー 8290002022980 売上向上のためのイメージアップと働きやすい動線作りの店舗改装

福岡県 ハートフルフラワーキャンドルズ － リピート率８０％以上の花の技術で若い世代の無購買層の需要を拡大する

福岡県 野中茶舗 － 新商品と新たなウェブショップを、店舗と地域イベントで発信する

福岡県 株式会社マイソル 9290001078791 「ＬＧＢＴ相談窓口」コールセンターの開設と販路拡大

福岡県 株式会社エイド 2290001027664 訪日中国人学生向けの、短期集中型介護人材教育講座の開講

福岡県 Ｃａｍｉｎｏ － 脱毛を伴う抗がん剤治療前後の方へ向けたヘアケアの提案

福岡県 木工百科ぶんぶく堂 － 木工百科ぶんぶく堂のブランド力向上と新規顧客獲得戦略

福岡県 セールスアドベンチャー合同会社 5290003007884 「セミナー開催による新規クライアント獲得」

福岡県 株式会社マイプレジャー 3290001070754 優良中古物件確保に向けた新販売促進策と顧客（商談）管理の整備

福岡県 株式会社ファラビ 6290001069430 百貨店の顧客層への販路拡大を目指した魅力的なブランドづくり

福岡県 株式会社うまみ 7290001067235 自社ＥＣサイト構築による収益向上と新たな販路の開拓

福岡県 エイジングラボ － 体質改善のできる若返りエステサロンの売上拡大施策

福岡県 博多海鮮道楽ふじや － 一見客誘客のための営業活動と業務用食洗機導入による業務効率化

福岡県 エイムアテイン株式会社 2290001070929 貸会場の差別化を図るレストラン改装による売上げ拡大

福岡県 株式会社金澤バイオ研究所 7290001031018 アメリカへの「日本型オーガニック農業システム」の展開

福岡県 はじめグローバル株式会社 4290001074960 フットケア事業の新規ユーザー開拓ツール製作と活用

福岡県 ｍａ　ｃｏｕｌｅｕｒ － 主婦隙間時間・ハンドメイド技術の活用ｂｙがま口アイテム
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福岡県 株式会社博然 1290001073180 日本伝統工芸品の海外輸出

福岡県 株式会社ビゼスト 6290001081096 ＡＩデスクトップ外観検査装置の開発、販路拡大

福岡県 有限会社アサイラム 9290002028044 新商品販売販促ならびに自社ブランドファンの獲得

福岡県 株式会社ＳＡＳＡＰＬＵＳ 9290001073140 オリジナルハーブソルト「ささっとそると」販売促進事業

福岡県 株式会社ステッチ 6180301021738 動画と小冊子を活用した東洋思想のセミナー事業と整体事業の売上向上

福岡県 ＳＵＮ－ＰＲＯＪＥＣＴ － ダイビング情報サイトを利用した玄界灘エリアへのダイバー誘致

福岡県 万華鏡 － 展示会にて艶のある帯で作った「帯バッグの万華鏡」知名度ＵＰ！

福岡県 鍼灸　かんなり治療院 － 不登校の子どもを救う！起立性調節障害専門鍼灸治療

福岡県 フォトスタジオ村上 － 従来の電源や電気コードに支配される撮影スタイルからの脱却！

福岡県 Ｍｏｎｏ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ － 親子で楽しむボルダリングエリアへのリニューアルによる販路拡大

福岡県 長崎和牛ステーキ　わぎゅう － 南蛮秘伝ソースで長崎和牛と一緒に長崎の文化を食べてみんね～

福岡県 有限会社水たき元祖　水月 8290002013286 新規リフトで二階宴会場の稼働率アップによる客の回転数増加

福岡県 Ｐａｌｅｔｔｅ － ＡＩ利活用を見据えた、発達障害療育相談システムの構築

福岡県 株式会社ＰＬＵＳＴＲＹ 3290001080448 パーソナルトレーニング事業をホームページを通じて、顧客開拓。

福岡県 Ｂｏｎｈｅｕｒ － 商品促進の為の自社サイトの構築リアル店舗とネットの融合

福岡県 松本興産株式会社 9290001019399 モールドウォーターの業種別チラシを使用しての販売促進事業

福岡県 株式会社コウダプロ 3290001073749 【明日がある】二日酔い防止の一包を広める為の販路開拓

福岡県 Ｍｉ　Ｃａｓａ　Ｅｓ　Ｓｕ　Ｃａｓａ　Ｐｒｅｓｃｈｏｏｌ － Ｍｉ　Ｃａｓａ　Ｓｃｈｏｏｌの新規顧客開拓に向けたＰＲ事業

福岡県 ＫＫアドバンス合同会社 3290003007589 画期的な自社システムを搭載した機器の普及による脱毛患者の悩み解消

福岡県 株式会社アグリーブ 1120001208513 オリーブオイル、蜂蜜の仕入・販路開拓

福岡県 株式会社ヒラコ― 5290001081106 運転代行検索アプリの利用者と業者獲得に伴う広告事業

福岡県 有限会社デザイン見聞録 3290002038230 多拠点暮らしを叶える小さな家、マイクロハウス事業の販路拡大

福岡県 エクスコード株式会社 7290001067425 問題解決能力の高さを訴求し下請け脱却と新規顧客の獲得

福岡県 ＳＮＯＷＤＲＯＰ　ｈａｉｒ － 看板設置による機会喪失の防止とＷＥＢ媒体による新規顧客獲得

福岡県 有限会社タケシゲ 8290002002116 店舗改装による集客力向上とＳＮＳクチコミ活用による拡販

福岡県 ＡＶＡＮＣＥ（アヴァンセ） － 継続的な女性活躍推進のための教育や環境整備のコンサルティング

福岡県 株式会社モナドブランディング 1290001075474 九州産「さつまいも」とアジア消費者をつなぐ地域新ブランド展開

福岡県 ふくしょう － ホームページを充実させ顧客が求める情報提供により売上向上

福岡県 株式会社ＭＩＫＩ・ファニット 7290001033328
自社スタッフが「低コスト」「リアルタイム」に情報発信し、集客できる仕組みを
構築

福岡県 株式会社Ｕｎｉｔ．ｙ 4290001081230 非日常空間と接遇に特化した日本式ブライダルサービスの海外展開

福岡県
社会保険労務士・行政書士ステア法務労
務オフィス

－
助成金を活用した人事トータルサポート（採用→育成→定着）のパッケージ化
と販路拡大

福岡県 株式会社コーホー部 7290001076401 現代版見て盗め！人財育成ソフト「ＶＲ師匠」開発・事業化

福岡県 つみきや － オリジナルブランドの構築～新製品開発とマーケティング～

福岡県 株式会社アルテリア 1290001079021 「アルテ」サービスのＰＲのためのホームページ制作と販促活動

福岡県 株式会社ワンビジョンプラス 5290001029006 介護見守りシステム「ＳｌｅｅｐＶｉｓｉｏｎ」の新規販路開拓

福岡県 ユニゾンエバー合同会社 5290003005491 民泊新法施行をビジネスチャンスと捉えた宿泊管理事業の拡大展開

福岡県 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｐａｃｅ　ＨＡＮＡＧＯＫＯＲＯ － フレグランスフラワーボックス制作による販路拡大案

福岡県 ｖｅｒｙ　ｓｍｉｌｅ． － ベリスマ流花装飾アドバイザー資格取得プランの開講と販路開拓

福岡県 株式会社キョーワ九州 5290001066742 産業機械業界へＨＰを通じての情報共有で当社の知名度ＵＰ！！

福岡県 ダンススクールライジングスター － グローバル化に対応する外国人講師雇用に伴う販路拡大事業

福岡県 グランリッジ株式会社 4290001066339 新規ブランドマーケティング事業の販売促進による事業拡大
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福岡県 株式会社とらや眼鏡店 5290001049268 品質向上および集客のための最新機器導入・店頭デザイン変更

福岡県 株式会社ベルディオ・ファクトリー 5290001062064 楽天・Ａｍａｚｏｎに出店してクレープの売上ＵＰ

福岡県 整骨院バランス － 若い女性をターゲットにした、地元情報誌の広告による販路拡大

福岡県 有限会社マスター理容室 7290002050033 大人の男達を取り返す。癒しと画期的な育毛システムで販路の拡大

福岡県 井上籃胎漆器株式会社 3290001048395 籃胎漆器販路拡大のためのレスポンシブデザインＷｅｂ店舗構築

福岡県 みどり整骨院 － 未病（予防）による自由診療患者の拡大

福岡県 ハンバーグハウス牛車 － 一緒に大きな看板を！存在感アピールで相乗効果を狙おう！

福岡県 株式会社ぼたんや 1290001049577 生き残りをかけた服地販売でボタンアートを用いた広告で販路拡大

福岡県 株式会社ＳＡＮＣＹＯ 6290001073259 福祉事業にイノベーション　ＷＥＢ制作事業　若き経営者の挑戦

福岡県 ベストライフサポート合同会社 3290003005898
看板やポスター掲示、ポスティング、セミナー開催等、認知度向上による販路
開拓

福岡県 有限会社クラビアート 1290002050550 米国製高級ピアノ椅子修理買取り販売等リユース事業の販路開拓

福岡県 フリーランスプランニング株式会社 9290001051749 「ねんきん定期便」を活用した就労不能リスクマネジメント提案

福岡県 株式会社旅ステージ 5290001080867 新社会人応援プラン“旅の恩返し”をＨＰ掲載と販路開拓

福岡県 株式会社オーラテック 1290001049222 臭いが残らない化粧品製造装置と設備導入で受託製造の体制確立

福岡県 Ａｉｒｕベビーシッターサービス － 育児中の保護者や地域の企業に密着した保育応援ＰＲ事業

福岡県 ｅｓｔｈｅ＆ｍａｋｅ　ＲＵＢＹ － 既存のスクール事業（ヒマラヤンセラピー・メイクアップ講座）の販路拡大

福岡県 レソルエナジー株式会社 9290001077645 特設ＷＥＢ蓄電池サイト開設による訪問販売業務管理システムの販促

福岡県 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － 高齢者向けアロマ精油・アロマ商品開発ＯＥＭ化と販路開拓事業

福岡県 株式会社カリスクリエイト 7290001072499 ブライダルジュエリーの新規顧客獲得を狙ったＰＲ事業

福岡県 トレーニングスタジオコア － トレーニングマシンの充実及び積極的な広報活動による新規客獲得

福岡県 アールヘアー　荒木栄二 － 育毛に悩む顧客ニーズに対応する美容室の販路開拓

福岡県 有限会社サンジュエリー 1290002049089 アークスポット溶接機を導入し請負業務の拡大と効率化

福岡県 たけ屋 － 福岡県産の食材を活用した新商品の開発による自社ブランドの確立

福岡県 ＡＳＰＥＮＧＬＯＷ有限会社 8290002052219 インターネット媒体の相互利用による販路拡大と人材確保

福岡県
ｄｏｇ　ｂｅａｕｔｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓａｌｏｎ　ワンコｄｅ
ワンコ

－ 新規顧客獲得の為、犬飼育家庭への宣伝活動で周知度アップ

福岡県 株式会社フィジコ 7290001072482 医師の街　久留米で医師より身近なパーソナルケアの為の店舗開設

福岡県 フードアトリエ湖舟 － 料理研究家がナレーションと動画でお店の魅力を語るＨ・Ｐの制作

福岡県 ＳＣ第一ファクトリー株式会社 4290001079324 倉庫内の改装で業務用介護用品の一般ユーザー直販開始！

福岡県 天寿司 － 団体のお客さまに快適空間の提供！寿司屋の親父の販路開拓。

福岡県 北九実業株式会社 1290801001150 福岡県初「セルフ飲み放題」と福岡名物「とりかわ串」の売上拡大

福岡県 株式会社藍島ぶらんど倶楽部 6290801020641 顧客ニーズに対応した冷凍食品開発と商談会参加による販路の拡大

福岡県 Ｉｔｏｈｅｎ．Ｍ － 思い出の布をジュエリーにして～次世代につなぐメモリアル事業～

福岡県 有限会社ワカニ 9290802007107 ２４時間利用可能な宅配ボックスの設置及び地域生活支援事業

福岡県 行政書士藤井事務所 － 自動車保有関係手続ワンストップサービス推進で効率化と売上ＵＰ

福岡県 Ｖｉｅ　Ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ － ママカメラマン出動！生まれたて赤ちゃんを胎児ポーズで出張撮影

福岡県 株式会社平尾水産 1290801003130 中国向け日本製フェイスマスク開発販売による新事業の展開

福岡県 フェアリーテマチルダ － エステを教養として学ぶエステスクールの販促強化事業

福岡県 株式会社ドッグエンタープライズ 7290801013405 盗聴被害を予防！電波のクリーニング検査で安心安全な生活を。

福岡県 Ｒｅｔｒｅａｔ（リトリート） － 新メニューの導入（ヘッドスパ）と販路開拓

福岡県 元気悠遊の里 － 独自の強みを活かした「ゆずこしょう」商品リブランディング展開

福岡県 株式会社ほくと住宅 7290801010534 ＨＰと見学会を連携させた戸建新築事業への積極的な進出
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福岡県 サウンドピュア株式会社 6290801023693 自社製造の高品質・低価格ワイヤレスマイク販路開拓

福岡県 有限会社宮本旗店 2290802013037 本染め専門　地域一番店をアピールし新規顧客の開拓

福岡県
合同会社ｃｌｏｕｄ．９　ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯＲ
ＡＴＯＲＹ

3290803002748 病院内新人歯科技工士の教育コンサルティングサービスの展開

福岡県 株式会社ｃｏｋｉ 8290001064520 ＳＴＥＭ教育＆プログラミングスクール「ステモン！」の拡充

福岡県 株式会社秀友 7290801019872 販売促進活動の増強に伴う増客・売上げアップ

福岡県 エアーテック株式会社 6290801005139 小型制御ボックスでの新規顧客獲得に関する施策

福岡県 株式会社ネクストクリエイション 4290801021014 世界から北九州市へハート餅を通じた地域活性化事業

福岡県 株式会社ｉＮＵＫＯ 1010901037758 新規顧客獲得のためのＷＥＢ掲載用商品データの作成

福岡県 製鉄給食株式会社 6290801009247 給食屋さんだから安心安全！冷凍健康グルメカレーのネット販売

福岡県 フラワーシャンテ － 教室運営多角化に伴うホームページ一新での新規顧客開拓

福岡県 有限会社牛島時計店 6290802018759 顧客データのオンライン化とマイページ運用による満足度向上

福岡県 株式会社アクアエナジー 7290801020319 安全の見える化「水の体験イベント」開催による新規顧客獲得

福岡県 Ｃｈａｒｍ － 女性がん患者向け医療用ウィッグの訪問販売事業の展開

福岡県 株式会社重永建設 6290801013760 住宅建設会社における「子育てママ社長」のイメージ構築と周知

福岡県 マーク折尾 － 「おうちマイスター」事業ＰＲ作戦

福岡県 永久工業株式会社 2290801009333 北九州エリアの【顧客と工事店と職人】をつなぐウェブサイト開設

福岡県 日本健康食住株式会社 4290801019388 販路開拓のための配布物作成と配布、ＨＰのリニューアル

福岡県 合同会社企画室Ｍ 2290803003029 子ども向け教育のキュレーションメディア「ミラ窓」の構築

福岡県 千春 － 日本初、関門海峡たこ料理の常温テイクアウト商品の開発販売

福岡県 Ｄｒｅｓｓｗｅｌｌ － 外観改装による店舗イメージの洗練化と視認性向上に伴う認知拡大

福岡県 パソコンカフェひびき － パソコン教室による理数系に特化した子供向け学習教室への展開

福岡県 株式会社スカイキャンバス 2290801023747 ドローン農薬散布代行サービスの広報強化による売上向上事業

福岡県 ライフＰｒｏ株式会社 6290801024064 「生前・遺品整理のお悩み」をワンストップで解決！

福岡県 学童クラブすだち　小倉西教室 － ホームページの作成による学童クラブの周知・情報発信

福岡県 株式会社ｕｎｄｅｒｍｏｕｎｔａｉｎ 1290801019556 ホームページの自動見積もりフォーマット追加による販路拡大

福岡県 Ｄａｈｌｉａ（ダリア） － グーグルストリートビューと連携したＨＰ・広告による販路拡大

福岡県 門司印刷株式会社 8290801005748 ３Ｄプリンターを活用した点字名刺作成の新技術開発と販路開拓

福岡県 株式会社サン友創作工房 1290801018500 自社施工した高機能住宅を一時借用でモデル住宅化し販路を拡大

福岡県 ポシェジャルダン － 外国人も楽しくすごせるレストラン「ポシェジャルダン」

福岡県 株式会社モーベリーホーム 3290801006791 お風呂貯水型耐震シェルター等販路開拓スキームの構築

福岡県 リベルタコーヒー － 自家焙煎コーヒーの若い世代への認知と販売拡大に向けた店舗改装

福岡県 有限会社ヘアークリエイション 6290802005732 「美容師が手掛ける貸衣裳＆フォトスタジオ」のＰＲ

福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 カーコーティングに特化したＨＰ・ＳＮＳ活用による新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＳＡＫＵ 6290801021821 小麦アレルギー患者向けの「グルテンフリー菓子」の商品ＰＲ強化

福岡県 エアーテックホールディングス株式会社 8290801018163 外国人観光客への接客マニュアル作成とそれを用いた企業研修事業

福岡県 お食事処　万よし － 店舗の経年劣化の修復による作業効率の向上、並びに顧客の定着化

福岡県 どんぐり整骨院 － 予約システム導入による新規顧客開拓

福岡県 有限会社石橋屋 8290002054917 「新商品を活かした東南アジア市場の開拓」

福岡県 中村自動車鈑金塗装 － 「特別無金利展示会」の開催による集客拡大と中古車売上アップ

福岡県 九州車輌販売有限会社 6290002055124 高齢化にマッチしたリアル体験型販売による販路開拓

福岡県 有限会社大牟田エコクリーン 7290002056170 災害復旧・小規模工事用「固化材」の袋詰め装置開発及び販路開拓
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福岡県 有限会社エコー商事 3290002054962 シニア層団体客向けコース料理の開発、販路開拓

福岡県 有限会社カーメイトオガワ 7290002055627 子育て夫婦及び高齢者ドライバーの安全・安心ドライブサポート事業

福岡県 茉莉花 － セルフ型一品料理の提供によるカジュアル化と新規顧客の開拓

福岡県 旅館　清風荘 － 老舗純和風旅館のレディースプランの改良による集客拡大

福岡県 ＲＵＤＩＥ’Ｓ株式会社 9290001073289 釣人のニーズを追及した動画主体ＨＰと自社ブランドのネット販売

福岡県 有限会社カホテクノ 1290002046193 獣医領域で役立つ新規微生物遺伝子検査サービスの販路開拓

福岡県 らくらく庵 － 新サービスの導入に伴う看板設置等での販路開拓

福岡県 ＦＲＯＭ － 自衛隊客の取り込みでの販路開拓と業務の効率化

福岡県 株式会社元野木書店 5290001045762 コミュニティスペースの設置で新規顧客の獲得と店売売上拡大事業

福岡県 有限会社ＪＥＷＥＬＲＹ　ＡＴＥＬＩＥＲ 7290002046238 故人のことを思うことができる「遺骨が入る指輪」の販売促進

福岡県 有限会社永松商店 8290002045809 新規顧客獲得のための製品拡販に伴うＨＰ更新とリーフレット作成

福岡県 ステッチハウス － コミュニティフロアの新設による顧客満足確保とリメイクニーズの取込み

福岡県 イシダファーム － ショッピングサイトの導入によるお客様がループするビジネスモデルの構築

福岡県 株式会社ライズアップ 2290801020711 食品展示会出展によるドライフルーツ「アイコ」の販路開拓

福岡県 有限会社エンゼル 4290802020452 イートインスペース増設とＳＮＳ情報発信等による店舗売上の拡大

福岡県 ギャラリーレストラン　Ｂｕｏｎｏ － 小規模ながら本格的なウエディング事業の立ち上げ

福岡県 株式会社博有 4290801007228 レーザー加工による新素材グラウフィルターの用途開発と販路拡大

福岡県 田中製粉有限会社 4290002047874 情報発信ツールの強化と展示商談会での商品ＰＲ

福岡県 株式会社永尾モータース 1290001047399 販促ツールを駆使した地域密着型営業による販路・新規受注の拡大

福岡県 有限会社イシケン機工 1290002048165 床の防滑商材「クリアグリップ」の販路開拓

福岡県 下川織物 － ウェブサイト、ＳＮＳによる店舗来店促進

福岡県 斎藤茶園 － 独自農法で栽培された八女茶の認知率アップと販路開拓

福岡県 びゅーあんどだんでぃ　へあ － ホームページ制作で美容室の新規開拓

福岡県 有限会社茶匠むろぞの 4290002047783 スマートホン対応ホームページ作成による新規顧客獲得

福岡県 有限会社鵜ノ池製茶工場 2290002048180 八女茶及び八女茶加工品の輸出事業

福岡県 株式会社マルコ物産 5290001047511 ホームページ、パンフレット、チラシ作成配布で椎茸販路開拓

福岡県 アオカフェ － カフェの中にお菓子屋さんが！！大人気アオカフェのケーキ販売！！

福岡県 有限会社斉藤産業 6290002047179 新規顧客獲得のためのＷＥＢショップ立上げ

福岡県 有限会社おかべ企画 3290802025618 運動指導（指導的アプローチ）のメニュー導入と販路開拓

福岡県 はびりす株式会社 3013401007411 新規事業所開設による新規顧客の開拓

福岡県 株式会社ＢＯＯＫ 3290801022467 いいかねＰａｌｅｔｔｅの２事業の売上拡大のための販促施策

福岡県 無量無辺 － エステティックサロン事業強化による中高年顧客の深耕と新規開拓

福岡県 筑豊ダンススタジアム － 施設のフリーレンタルサービス開始と費用対効果に優れる告知活動

福岡県 アジア商事有限会社 9290002052903 高齢者住宅リフォーム工事の提案強化により販路開拓

福岡県 古賀儀八商店 － ホームページの作成による販路拡大と佃煮ブランディングの確立

福岡県 九州物産株式会社 8290001052806 自社ブランドの認知度を上げる商品紹介動画の制作及び販路開拓

福岡県 和のつくり　泉 － 機能性健康靴のトータルサービスの認知と販路開拓

福岡県 アド・プランニング　スタジオ勝 － 飲食店・小売店へ、企画・デザイン力をＨＰ・ＤＭでアピール！

福岡県 株式会社新々 4290001073797 仕出し料理の開発および販路開拓事業

福岡県 株式会社ＳｏｉＬ 1290001075251 洋服のお直しサービスによる販路開拓

福岡県 株式会社トミヤス 7290001073076 インバウンド販路開拓に向けたホームページの作成
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福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482 働き方改革に向けて業務効率化と従業員の処遇改善及び広告強化

福岡県 有限会社かね祥フードサービス 5290002054630 高齢者に優しい全席テーブル席導入による店舗集客向上の取組

福岡県 株式会社東洋モータース 8290001053341 働く車のレスキューカーによる巡回・クイックサービスの提案事業

福岡県
株式会社シーダブルエフ・グローバル
マーケティング

2290801018441 コーティング専門ブース設置による作業工程見せるか事業

福岡県 ぴりかのんの － 行橋の名産でつくる「食べられる入浴剤」働くママの応援ビジネス

福岡県 からだ快福整体行橋 － 効果を実感できる！骨盤ダイエットの販路開拓

福岡県 洋菓子工房トリオレ －
「原料から加工まで」こだわりの生姜を使った商品開発・パッケージの作成と
販路拡大

福岡県 整体サロンｎａｔｕｒａ － 整体の認知とホームページのスマートフォン対応による販路の拡大

福岡県 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ケアトレ － 大川市初のパーソナルトレーニングジムで大川市民をより健康に

福岡県 桐里工房 － コマーシャル動画の製作・ホームページ製作による販路開拓事業

福岡県 若波酒造合名会社 7290003003171 海外専用日本酒のパッケージ開発と海外市場開拓計画

福岡県 あおば整骨院 － ＨＰ新規作成によるあおば整体院認知度アップ

福岡県 有限会社イマヤマ 1290002052992
壁紙クロスにマグネットつく、壁紙クロスの下地パネル『ピタバンＢＳＳ』のカタ
ログ作

福岡県 ギフトハンズきのした － オフィス向けおやつの定期宅配事業の販路開拓

福岡県 とり幸 － 地域一番の食肉専門店になるためのブランディング＆広告戦略。

福岡県 エコリスト －
「自社ＷＥＢサイトでの求人採用サービス」販売のためのＤＲＭ導入による新
規客開拓

福岡県 有限会社おおくぼ 9290002046384 新たな販路開拓の基礎となるＷｅｂサイトの構築

福岡県 ビューティハウスあさひ － 育毛スパ導入でメニューの強化による新規顧客の開拓

福岡県 Ｃｏｚｙ　Ｆｌａｔ － 「５０年使えるソファーと一枚板とギャッベ」に特化した販売戦略

福岡県 株式会社カマチ鉄工 5290001049805 新規分野（歯切り加工）への取り組みと新規顧客開拓の拡大

福岡県 合同会社綺麗ごとの裏側からピース 3290003007218 地元食材を使った本格窯焼きピザのＰＲ事業

福岡県 株式会社武久 6290001047329 しいたけワンダーランドへの集客強化事業

福岡県 株式会社大藪瓦工業 1290001047151 瓦チップ製造振るい機増設、販路開拓

福岡県 株式会社スラクトリー 9290801014500 自社オリジナル商品の開発販売による新規顧客の開拓

福岡県 活魚　末廣 － 鹿児島黒豚を使った新メニューの提供と明太子の製造販売等

福岡県 有限会社三晃インテリア 3290002043569 リフォームを提案できるショールームへの店舗改修事業

福岡県 フエフーズ・ジャパン株式会社 3290001025725 焼酎の原点であるベトナム焼酎を“お歳暮”で売上５００万円！

福岡県 ケーキ工房かしの実 － イートインスペース確保の為の、収納庫設置工事

福岡県 株式会社ビクトリー 6290001044268 インバウンド獲得にむけた環境整備事業

福岡県 株式会社白水 9290001044083 葬祭プロデユースサービス事業とオリジナルギフト商品の販売促進

福岡県 株式会社ドロップ 3290001081124 顧客ニーズにあわせ様々なシーンに活用できるテラス席の充実と広報

福岡県 武友工房 － 事業承継を見据えた名入れギフト事業の確立

佐賀県 野口コイン株式会社 2300001008539 スタッフを楽にする複数ＥＣサイト連携更新システムの導入

佐賀県 サイクルショップブリット － スポーツバイクを通じて安全を理解した格好良いライダーを育てる

佐賀県 有限会社サガ・ビネガー 7300002001249 「酢ってどうやって造るの？」楽しく学ぶ見学会で繋がる販路開拓

佐賀県 囲炉裏居酒屋朋 － 排気設備導入による居心地の良い空間作りと新規メニューの提案

佐賀県 株式会社コア 1300001007987 空き家住宅のＤＩＹリノベによる新規顧客獲得と新たな売上の創出

佐賀県 居酒屋金柑 － 外国人、　お身体の不自由な方、　シニア層の販路開拓とバリアフリー

佐賀県 有限会社旅館あけぼの 7300002001653 地元素材「貝灰漆喰」で客室を和リノベーション

佐賀県 ＮＩＨＩＬ　ｂｅｓｐｏｋｅ　ｓｈｏｅ － ショースペースおよび接客スペース確保のための工房拡張

佐賀県 株式会社まんてん 1300001001429 現ＨＰ改定と英語版作成及び展示会・商談会向け販促グッズの作製
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佐賀県 合同会社むつごろう商店 3300003000848 インドネシア産木材販路拡大のための集客

佐賀県 かもはら写真館 － 店舗改装とホームページ開設による新規顧客の獲得

佐賀県 有限会社信栄商会 9300002000653 断熱塗装の体感ルームで「魅せる」、来店型営業での販路開拓

佐賀県 有限会社ふるさと倶楽部 8300002010645 オンラインショップにおけるギフトサービス等拡充による販路開拓

佐賀県 有限会社福助 6300002010614 駐車場側入口の看板設置と入口ＵＤ化による客数・売上アップ事業

佐賀県 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｄｉｒｏ － 顧客のくつろぎ空間創出とプロモーション強化による売上拡大事業

佐賀県 有限会社小松屋 5300002010276 八方ミシン導入による対応できる修理の拡大と作業効率の改善

佐賀県 ＯＦＦＩＣＥはじめてＷＥＢ － 中国人対応の飲食情報サイト及び飲食店向けＨＰ構築での販路拡大

佐賀県 曳山吉屋 － 縁起物としての陶磁器製唐津くんち曳山置飾りの製造販売事業

佐賀県 有限会社開花堂 4300002010236 和菓子屋の思いを伝えていきたい若年層へ発信する事業

佐賀県 株式会社ｃｏｒｅｓｔ 2300001009677 サロンアシスタント戦力化によるスパ・マツエクｐｒｏｊｅｃｔ

佐賀県 城工務店 － 薪ストーブ用「建築端材リサイクル薪」製造販売及び販路拡大事業

佐賀県 びんつけや茶舗 － 五感に訴えかける空間演出で販路開拓

佐賀県 有限会社江口ホンダ販売 2300002010188 店舗訴求力アップのための店舗看板全面リニューアル

佐賀県 鳴滝酒造株式会社 9300001007278 自社単独ホームページ構築及び大規模ショッピングモールへの出店

佐賀県 株式会社カーウォッシュワン 4300001009808 近郊都市部のイベント出展での顧客獲得による売上ＵＰ

佐賀県 株式会社ＭＵＫＡＩ 8300001006099 業界初「雨漏り修理（１０年間の再発保証）」を消費者へ直接販売

佐賀県 三宅製陶所 － 魅せる“小さな工場”で創造あふれるものづくりを伝える販路開拓

佐賀県 伊万里ホテル － 優しいドアで開くホスピタリィ　ハンディキャップ対応の販路開拓

佐賀県 有限会社畑萬陶苑 5300002008023 ギフトカタログを新たに作成しギフト市場を新販路として開拓する

佐賀県 ｋａｔｅ　ｃｕｏｒｅ － 人口減少の地方へ“美味しさで若い世代を呼び込む”販路開拓

佐賀県 有限会社石見屋呉服店 8300002007600 絶景のビューポイントを生かす“一生撮り”でつながる販路開拓

佐賀県 天婦羅割烹　吉峰 － “伊万里の中心で宴会を繋ぐ”断らない料理屋の販路開拓

佐賀県 株式会社エコライフ・ニブ 5300001006102 佐賀県で唯一のマイホーム　夢ハウスでの販路開拓

佐賀県 株式会社瀬兵 4300001005542 ＯＥＭ市場を新たな販路とし売上改善、処遇改善、産地活性の実現

佐賀県 有限会社古川陶磁器 6300002008039 “つなぐ”新たなうつわで販路開拓　ＷＥＢ上の伊万里コレクション

佐賀県 鍋島虎仙窯 － 鍋島虎仙窯の新ブランド「ＫＯＳＥＮ」の販路開拓・拡大事業

佐賀県 有限会社亀や 9300002007731 「着せたい親と見せたい子」親子で来店いただくための販路開拓

佐賀県 中野スタジオ － ホームページを起点にした集客の仕組み作りと出張撮影の新提案

佐賀県 株式会社小嶋や 9300001011049 伊万里産パプリカの地元への知名度向上と販路開拓

佐賀県 株式会社伊万里陶苑 9300001005546 自社ブランドの確立とＷＥＢ直販環境の構築による販路開拓

佐賀県 株式会社ｂｅ　ｈａｐｐｙ 6300001006101 “毎日をお手伝いする”ホームケア商品売上拡大及び作業効率改善

佐賀県 有限会社力武木材 8300002008210 「Ｆｏｒ　ｍｅ　ａｎｄ　ｙｏｕ」オリジナル商品開発による販路開拓

佐賀県 株式会社小笠原藤右衛門 1300001005677 待ちの営業姿勢から脱却するための商品開発と販路開拓

佐賀県 株式会社タシマ 8300001006512 調色シールのサンプル室設置と来店周知で、一般顧客へ拡販

佐賀県 株式会社テイスティフーズ 9290001062746 オリジナルブランド商品の販売強化のための営業ツール作成

佐賀県 ニコ道場 － パーソナルトレ－ニングの新規顧客開拓に向けた広報活動の強化

佐賀県 たまゆら整骨院 － 看板・照明設置、チラシ作成による販路開拓

佐賀県 有限会社ぷらざＴＯＢＵ 3300002009741 スマートフォン対応によるデジタル情報提供と新規広告掲載店の開拓

佐賀県 ＳＳ＞＞ＬＩＮＥ（えすえすらいん） － カスタムオーダー車受注による、一般顧客の販路開拓

佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 8300002008391 有田焼オンリーワン商品のＯＥＭ受注に特化したＨＰ製作
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佐賀県 坂本窯陶工房 － 有田焼「坂本窯陶工房」自社展示場誘導による新規顧客獲得

佐賀県 株式会社陶楽 8300001005778 有田焼チェス駒「チェジェル」の世界に向けたプロモーション

佐賀県 有限会社田中陶器店 9300002008449 店舗棚・内装の改装によるインバウンド新規客獲得

佐賀県 有限会社椛島 6300002008328 佐賀県内の地酒に特化した業態への変更とプロモーション

佐賀県 篠英陶磁器株式会社 8300001005737 東京インターナショナルギフトショー出展による販路開拓

佐賀県 株式会社西富陶磁器 3300001005782 新規販路開拓の為の商品開発とＳＮＳを活用した効果的な情報発信

佐賀県 ビデオクリップ － 機材を活かす技術で都市圏の企画会社を新たな販路として開拓する

佐賀県 有限会社大月自動車 7300002004524 ロードサービスに新たに参入することで安全なカーライフの提供

佐賀県 有限会社武村工務店 4300002004576 厳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 有限会社桜月堂 9300002004530 若者向けのデザインでネットショップの売上拡大

佐賀県 株式会社ナカノデザイン 5300001009807 ターゲット顧客の変更に伴う「攻め」の営業による新規顧客獲得

佐賀県 西部塗装 － 防水工事への新規参入で売上・利益拡大

佐賀県 杉彫 － 伝統技術を活かした新商品にさらなる付加価値を付け、集客アップ

佐賀県 大阪屋本店 － ４０～５０代をターゲットとした親子紹介キャンペーンの実施

佐賀県 佐藤農場株式会社 9300001008441 日本一の有機柑橘類の生産者として新販路である通信販売に挑戦

佐賀県 井手商店 － 外国人観光客が買いやすい伝統的菓子土産のリニューアルと販路開拓

佐賀県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｓｈｏｐ　ｉｒｏ － 「肌に優しい洋服づくりの教室」開催による販路開拓

佐賀県 有限会社田雑商店 6300002006802 １２０年続く伝統の奈良漬をブランド化し全国へ拡販する事業

佐賀県 株式会社タラッタ 6300001009211 顧客が求めるミカン作りで、自社ブランドの確立と売上・利益確保

佐賀県 美容室ドラゴン・アイ － 誰にも気づかれないプライベート空間でのプチ増毛

佐賀県 有限会社中島商店 2300002006830 幼児施設の栄養士様、給食担当者へ宣伝するホームページ

長崎県 有限会社長崎製作所 8310002007475 メイドイン長崎のクリーンボックス９００を日本全国に

長崎県 和み庵 － 地産地消こだわりの店の新メニュー開発及び販路拡大

長崎県 花なぎ － 団体客獲得による売上５％ＵＰとリピーター客５％獲得作戦！

長崎県 有限会社宗家紅白庵 2310002002787 規格設備導入による業務効率化と安定した品質の商品製造事業

長崎県 エステーヌ長崎 － 店内イメージ刷新による買いやすい店舗づくりと顧客増加の取組み

長崎県 デジマグラフ株式会社 1310001015130 ブランディング案件新規受注開拓のためのブランディングＰＲブック

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 9310001005017 ＳＮＳコミュニケーションツール構築による婚活イベント客の会員取込

長崎県 株式会社Ｄａｎｋｅ 8310001015289 高齢者に寄り添い、気軽に集える美容室をめざして！

長崎県 株式会社さくら整体 3310001004123 自分への癒しをお土産に　長崎特産ビワ葉を使った観光客向け商品開発

長崎県 有限会社西村真珠養殖場 8310002007616 長崎老舗真珠販売店の中国・台湾展示会出展による国外顧客獲得

長崎県 有限会社日見フランソア 8310002004588 しょうがを使った温活パンの販路拡大と生産性向上

長崎県 マッサジャパン合同会社 2310003003165 長崎初「英語多読」教室を開校し県民の英語力ＵＰ＆観光業に貢献

長崎県 株式会社きたじま 7310001012857 キッチン設備設置による家電商品の実演ＰＲ充実で新規客獲得事業

長崎県 有限会社ドラッグ 4310002003610 若い２０代以上の新規顧客獲得の為の新サービスの導入と広報の強化

長崎県 松岡いずみ行政書士事務所 － ｆｒｅｅｅ認定アドバイザー×行政書士によるクラウド会計推進事業

長崎県 お好み焼マツダ － 地域密着お好み焼き屋のＳＮＳ活用による集客と内部体制の強化

長崎県 ＰＲＩＳＭ！ － 地域デザインのアピールで親近感！ＨＰリニューアルで新規顧客獲得！

長崎県 有限会社ダブ 1310002003183 健康志向の女性へ「針なし蜜蜂のハチミツ」の情報発信と販路拡大

長崎県 チャイオーン株式会社 1310001010379 見本市での食品バイヤーとの関係構築による新たな販路開拓事業

長崎県 Ｋｅｒｓ　ｈａｉｒ　ｕｃｈｉｄａ － 地域密着理容室の店舗移転と新規顧客の獲得への取り組み
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長崎県 ストレスケア長崎 － 長崎初！介護職員への「ストレス対処法」の職員研修と出張ケアサポート

長崎県 有限会社萬順製菓 9310002005131 伝統菓子『月餅』の進化系として、新たな長崎土産を創る。

長崎県 ０ＦＬＡＰ － デトックスマシンと手技による体質改善専門店のペア顧客拡大事業

長崎県 株式会社メカトロニクス 5310001006076 「非破壊糖度計Ｎ－１」・「卓上測定用オプション装置」の販路開拓

長崎県 重松壮一郎音楽事務所 － Ｗｅｂサイトリニューアル及び子ども向けピアノコンサートの開拓

長崎県 株式会社あいほん市場 2310001015443 ｉｐｈｏｎｅ修理店のＦＣ展開による販路拡大

長崎県 ＨＡＩＲ　Ｐｒｏｄｕｃｅ　ＴＯＭＯ － 衰退する業界に光を！女性理容師が地域住民の集う店づくりに挑戦

長崎県 ＭＯＮＡＮＧＥ － 個人作家からアクセサリーブランドへの成長戦略事業

長崎県
オーシャンソリューションテクノロジー株式
会社

4310001015318 漁業者支援ソフト「トリトンの矛」発売に伴う広報宣伝

長崎県 株式会社茶の間 6310001014854 長崎のお茶をもう一度！リピートのお客様づくりに向けた販路開拓

長崎県 Ｓｗｅｅｔｓ＆ｃａｆｅ　はやまこうぼう － 無農薬みかんを使った新商品「針尾の無線塔」開発・販路開拓

長崎県 ＣｏＣｏ整骨院 － ＡＬＬ女性整骨院が取り組むリラクゼーションメニュー強化と販路開拓

長崎県 合同会社Ｓｋｙ－ｈｉｇｈ 2310003002778 若い世代をターゲットとしたネット広告強化による新規顧客開拓

長崎県 有限会社堤常仁堂薬局 1310002010758 まちの保健室としての機能を強化する店内改装

長崎県 有限会社ひろや酒店 2310002011409 ホームページで価値提案！老舗酒店の情報発信力強化

長崎県 志げる製菓舗 － 「洋風テイストのＷＡＧＡＳＨＩ」ブランドを向上させるギフト箱の開発

長崎県 まる整骨院 － 女性限定のご褒美エステ付パーソナルトレーニングのさらなる充実化

長崎県 有限会社川口家染工場 1310002009585 四代１００年続く染物屋の仕事をネット発信

長崎県 株式会社クリエイト 1310001009974 島原から全国へ向けた、自社ブランド拡売への挑戦

長崎県 合資会社廣瀬商会 9310003001988 幹線道路入口に大型看板設置及び店舗正面に大型ショーケース導入

長崎県 株式会社田上自動車 5310001013543 軽キャンの開発と島原の大自然を活かしたアウトドア情報の発信

長崎県 三勇堂菓子舗 － ブランド化したＨＰとリーフレットを武器に外販新規開拓を実現！

長崎県 好光鍛冶工場 － 県外の顧客増加と販路拡大

長崎県 合資会社林醤油本店 4310003001984 創立１００周年記念ロゴとＨＰによるブランド力向上

長崎県 Ｐｓｙｃｈｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ － 新商品スマートフォンケース開発・販売促進事業

長崎県 有限会社島原食品 6310002018656 ホームページでのギフト販売と移動販売車位置・商品情報発信

長崎県 有限会社ひらの 6310002016676 消耗品傘からオリジナル傘にする付加価値向上のための彫刻機導入

長崎県 からあげ味王 － 認知度向上、新規顧客獲得を図る看板、ラッピング装飾事業

長崎県 有限会社ふなき電器 8310002015536 地域住民の安心安全な生活サポートための防犯製品取扱広報事業

長崎県 有限会社辻建板工業 4310002015341 ホームページ開設と看板及びのぼり旗、建設現場用シート製作

長崎県 株式会社諫早スイミング 1310001007870 新商品や新プログラムの開発と捨てられないチラシで認知度アップ

長崎県 有限会社諫早第一ホテル 5310002014920 スチームコンベクションオーブンの活用で生産性向上・業務効率化

長崎県 株式会社ハクライドウ 4310001014484 シニア富裕層向け＆ヘルシー＆グルメのえごま商品の販路開拓事業

長崎県 株式会社モリシタデンキ 6310001012858 新規顧客獲得のための看板設置と店舗改修による新サービスの提供

長崎県 合同会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5310003002882 “他力本願型”機械導入による現代人ニーズに即したサービス提供

長崎県 きれいなおへや －
個人から企業まで！『片付け』の販路開拓に繋がる集客動線の追加、および
収益率向上の

長崎県 株式会社亀八 3310001014527 テイクアウト事業の為のメニュー・看板設置による販路開拓事業

長崎県 株式会社グレース 8310001008739 酵素新パッケージ開発とオーガニック食品宅配サービス

長崎県 株式会社本澤崇設計事務所 1310001011591 「こどもかぐＰｒｏｊｅｃｔ」拡大事業

長崎県 ジュエルきしかわ － タンス肥やしにさせない！家に眠るジュエリーリフォームによる事業

長崎県 秋寄事務所 － 地域初！測量業務でドローンを活用して売上拡大
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長崎県 株式会社ドラゴン 3310001011631 中古車のオークション事業を取り入れたホームページへの刷新

長崎県 クリーニング　エイトドライ － 会社イメージの刷新とお客様の利便性に応える新規事業の推進

長崎県 満開株式会社 2310001011871 ＩＣＴを利用した重点事業の営業力強化と生産性向上

長崎県 株式会社コーロラインズ 7310001009283 家族化ペット対象商品の開発とＳＮＳ広告を活用した販路開拓事業

長崎県 キラク－ｋｉｒａｋｕ－ － どこでも最先端治療を受けらるための機器導入と施術環境改善

長崎県 株式会社ライトニング五島 8310001012146 遊漁船で釣った魚を調理して食すことのできる家主不在型の民泊経営

長崎県 吉本クリーニング － 商品一覧表（価格表）広報事業と店舗改装が生む販路拡大事業

長崎県 有限会社Ｇクレスト 9310002020469 鬼岳プリンを売り出すホームページ開設及び展示会参加による販路開拓

長崎県 フラワーショップ花の村 － 看板設置で認知度アップ！新たに観葉植物で本格的に販路開拓へ

長崎県 香澄はりきゅうマッサージ院 － 外壁看板設置及び店舗面積拡大による観光客・新規顧客集客

長崎県 ｍａｒｕのおまかせ便 － 五島列島の恵みを連携して首都圏に届けるコラボデリバリー事業

長崎県 天狗党 － 新たな顧客拡大と満足度向上によるリピーター客増で売上増の実現

長崎県 有機農園ひらんの里 － 本物志向の黒にんにくリピーター顧客獲得＆新感覚スイーツ開発

長崎県 有限会社森酒造場 7310002019521 平戸から世界へ発信！オール平戸の日本酒で販路拡大

長崎県 白孝屋かまぼこ － 平戸産初！クロアナゴかまぼこの開発とギフトセットで売上増加

長崎県 松尾農園 － 『旅する種屋さんのカフェ』　～インターネット販売連携事業～

長崎県 ｋｏｗｋｉｌａｂ（コウキラボ） － ＨＰ，ＳＮＳを活用した古民家再生プロジェクトの広報活動

長崎県 深流（ふる）リンパケアＳａｗａ － 健康的な体づくりに貢献！商圏内の認知度向上による新規顧客開拓

長崎県 カイロプラクティック康世施術院 － 可視化診断システム導入による新規顧客獲得と来院者数増加策

長崎県 守山ファーム － 超減農薬のＰＲイメージ戦略によるイチゴ狩りへの集客拡大

長崎県 きらく － 地方発信のお土産品や保存食品開発事業

長崎県 金井田石材店 － 地元のお墓継承のためのプロモーション強化事業

長崎県 株式会社松永鉄工 8310001010661 生産性向上ＣＡＤ導入による高精密・短納期力を活かした販路開拓事業

長崎県 でんきやみやざき － リフォーム家電販売のための店舗空間整備と販促事業

長崎県 株式会社ミュー百武 3310001010575 ご来店が不自由な方に見える感動体験を「眼鏡出張訪問サービス」

長崎県 ＦＵＳＥ － 子供写真撮影用スタジオオフィス改装

熊本県 株式会社ファクトリー・クリーンシステム 1330001008537 Ｗｅｂサイトのリニューアルで事業ドメインを可視化し売上増加

熊本県 ＬＩＦＥ － 自社スマートフォンアプり作成による美容室の未来運営計画

熊本県 有限会社栄田実業 3330002004335 「映像と音の喜びの空間の創造事業」

熊本県 川尻ラーメン　けんだま － 塩系ラーメンの秘伝スープを活用した新メニューの展開事業

熊本県 オフィスＫＯＧＡ － フラメンコ生徒数の増加とレンタルスペースの利用者獲得事業

熊本県 ＲＡＺ　ＬＥＡＴＨＥＲ － カート機能付きホームページ制作による販路開拓

熊本県 株式会社Ａ・ｖａｉｌ 2330001022850 Ｗｅｂツールを活用した新規顧客獲得と事業者ネットワークの構築

熊本県 合同会社アトラスイングリッシュスクール 4330003007336 新規クラス拡大の為のＰＲ活動と安心安全な教室作り

熊本県 株式会社平成広告宣伝事務所 3330001017552 「消費者のニーズに訴求するホームページ構築」の販路拡大事業

熊本県 株式会社Ｆｅ技工 9330003006052 Ｗｅｂを用いた潜在顧客への集客システムの構築

熊本県 株式会社ロベール 8330001004975 ミツバチを利用した花粉交配事業新規参入への取り組み

熊本県 株式会社山川塾 5330001019530 動画・ＳＮＳを使った自立学習スタイル学習塾の顧客獲得事業

熊本県 整骨院溝口 － 高齢者の患者獲得と継続的通院のための施策

熊本県 足立珠算教室 － ホームページの構築による販路拡大事業

熊本県 有限会社むろや 8330002010568 熊本地震後の復興需要に伴う建設会社への駄菓子玩具問屋の販促策
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熊本県 フロラクロマヘアサロン － 美容室でセルフホワイトニング、健康的な美しさの提案

熊本県 上通古美術いとん － 地域の枠を超えた、古美術業者との連携と展開

熊本県 ＴＯＫＯｓｉｅＪＡＰＡＮ合同会社 7330003006673 熊本県産素材のウェディングバーガー開発とギフト商材の販路開拓

熊本県 あおい舎 － ワークショップ開催とＳＮＳ活用による新規顧客開拓

熊本県 チルドレンジャパン合同会社 3330003007089 ＨＰ・ＳＮＳ・フリーペーパーでの広告宣伝による販路拡大売上増

熊本県 有限会社熊本建設 6330002028447 「目で見て触って感じる！リフォーム展示場」による販路拡大事業

熊本県 カットクラブ　オプション － 店舗の視認性向上による「家族ぐるみ」の来店数増加作戦

熊本県 ＦＧＭｓｔｕｄｉｏ － 「４ＤＦＸマッピング」による究極のプロジェクションマッピング

熊本県 有限会社小川システム 6330002001866 「誰でも簡単に操作できるタクシー業務システム」販売に向けた事業

熊本県 喜楽里や －
「来やすい・人に優しい・美味しい」を目指した“喜楽里や”のリニューアルプラ
ン

熊本県 有限会社丸弘 9330002009964 リーズナブルな出前メニュー配達で販路拡大

熊本県 天神整骨院 － デジタルサイネージと動画制作による既存新規顧客の囲い込み事業

熊本県 株式会社Ｒ－ＣＯＮＮＥＣＴ 2330001007819 Ｗｅｂサイトのスマートフォン対応による潜在顧客へのアプローチ

熊本県 株式会社ＤＥＳＳＩＮ 4330001024176 起業クリエイター達と消費者の情報サイト構築による売上拡大事業

熊本県 有限会社ビツグピンク 1330002008701 見積もり依頼数アップで売上増！ホームページリニューアル事業

熊本県 株式会社山一 1330001004718 だしとの遭遇　～手作りキットの展開による顧客の深耕と開拓～

熊本県 株式会社アバンセ 9330002000444 スマホ対応ＨＰ導入による自社セールスポイント認知と販路拡大

熊本県 ワウルド・スタディ合同会社 2330003006232 バギオ総合情報サイト「バギオ留学ジャーナル（仮称）」の立上げ

熊本県 株式会社和げん 3330001015820 新規顧客獲得と店舗知名度拡大のためのホームページ作成

熊本県 株式会社お茶の堀野園 1330001007225 ブランド力・海外展開の強化を目指した商品開発と製造業務効率化

熊本県 ｄｉｓｈ － 自社ブランドＳＯＷＢＯＷの販路拡大事業

熊本県 ＴＯＴＥＭＯストア － これまでなかった片手で撮影できるスマホケースのＰＲ・販路拡大

熊本県 学生服リユースＳｈｏｐ　さくらや － 不要となった学生服等を活用したリユースショップ事業の展開

熊本県 合同会社ＬＳＴ 3330003007320 ＨＰ作成、ＰＲ活動による「不妊牛に対する新規治療方法」の認知度向上

熊本県 トラットリアオッジ － カップル限定メニューと専用テーブルによる販路拡大事業

熊本県 旬彩　ちとせ － 「田楽味噌の商品化」及び「仕出し強化」で売上拡大！

熊本県 株式会社モリシマ 2330001005426 市場開拓のためのＨＰリニューアルによる営業活動支援

熊本県 株式会社ライズナー 7330001013382 ヒト幹細胞培養美容液の開発及び販路開拓

熊本県 パズル － プロの清掃業者が行う安心な遺品整理サービスへの参入と販路開拓

熊本県 株式会社亀八 9330001021631 仕出し弁当の製造販売事業

熊本県 織田保険サービス － ネットを活用した営業手法の強化による新規顧客の獲得事業

熊本県 Ｆａｖｏｒ　ｈａｉｒ － 店舗のリニューアルとエステ部門・育毛部門の宣伝で新規客獲得

熊本県 株式会社ＶＡＶＩ 3330001021942 立地条件を活かした広告宣伝で新規顧客の獲得！

熊本県 天素体流（テンスタイル） － ストレスマネジメント講座及び講演の顧客獲得のための販路開拓

熊本県 有限会社よねはくビル 2330002011282 「百年長餅」の商品開発による住宅市場の販路開拓及び営業強化

熊本県 株式会社桃 8330001006360
「熊本美少女図鑑」×創造的復興プロジェクト～自社メディア制作による販路
開拓事業～

熊本県 世安湯 － 広報活動による認知度の向上と新規顧客獲得の実現

熊本県 株式会社さくら塗装 8330001025204 「ドローンによる動画撮影での無料建物劣化診断」のＰＲ事業

熊本県 委託販売のさくら結び － 団塊世代へ片づけ支援と資産査定で、より良い生活環境を支援

熊本県 株式会社ユーズプラン 8330001014792 「動画」を活用した広告商品開発事業

熊本県 株式会社森羅万象堂 7330001014868 ７種類の「馬油アロマ」の試作開発と、博多の商談会の参加
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平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

熊本県 株式会社グローカル・パートナーズ 4330001025042 中国を中心とした外国人富裕層向けデンタルツーリズム事業構築

熊本県 有限会社橋本商店 5330002008251 シンプルかつ味わい深いおむすびの開発及びイベント出店での販路開拓

熊本県 三和石材店 － 最新のお墓づくりと石のある生活提案のための広告ツール強化事業

熊本県 らいむぐりーんｎａｉｌ － リニューアルとホームページで知名度アップして新規客獲得

熊本県 株式会社東亜不動産 6330001020644 空き家に特化した買取・リノベーション・販促のチラシ配布事業

熊本県 レディ － 新規顧客の獲得促進と新規ブランド商品のプロモーション事業

熊本県 株式会社オンサイト 3330001024879 耐震診断サービス提供の周知と業務効率化の為のソフトの購入

熊本県 勝工石 － 石材製品の展示場を活用した個人顧客の販路開拓事業

熊本県 株式会社倉岡紙工 8330001001279 日本語・英語ホームページの開設による積極的な販路開拓事業

熊本県 二つ茶屋 － 自家菜園で無農薬のパンプキンパイで狙う利益向上と販路拡大

熊本県 合同会社Ｐｉｎ－ｈｅｅｌ　Ｃｏ． 1330003006836 顧客満足度を高めるオーダーシューズの開発

熊本県 株式会社熊本不動産ネット 4330001006249 一般消費者向けスピーディーな土地情報提供サービスの認知度向上

熊本県 前田釣竿製作所 － 釣竿ブランド立ち上げと展示会開催による販路開拓

熊本県 株式会社利庵 4330001024300 お弁当新業態の創出！イートインと個人宅配の強化で販路開拓

熊本県 笠農縁 － 南阿蘇産農産物の高付加価値直売及び加工品製造

熊本県 ボディバランス刈草 － 子育て世代の女性の為に産後の骨盤ケアで熊本の女性を元気に！

熊本県 Ｌａｇｏｍｔ － 雑貨店における高粗利率サービス受注のためのツール制作事業

熊本県 Ｃｈｉｍ　Ｃｈｉｍ　Ｃｈｅｒｒｙ － 昼はバーガーカフェ、夜はスポーツカフェバーへのリニューアル事業

熊本県 株式会社モアタイム 1330001003455 地域に密着した終活のためのリフォームの提案強化及び認知度向上

熊本県 遊工房有限会社 9330002012159 靴用プレス機の導入による靴修理のサービス開拓事業

熊本県 ｎｉｍｓｐａ － 最高級リゾートスパのおもてなし認知度向上促進事業

熊本県 シリウス電工株式会社 8330001016541 地上４Ｋ８Ｋ放送開始に向けての受信調査事業への新規参入

熊本県 Ａｉｄｅ － Ｍａｃ　修理受付　ＷＥＢ　サイトの作成

熊本県 ひまわり － ウェアラブルカメラ撮影による調査・工事の信頼性向上事業

熊本県 Ｍｅｌｏｎｚ合同会社 9330003007397 パン屋さんの魅せるイメージアップ戦略で新規顧客開拓

熊本県 有限会社マクロン 7330002012532 業務効率・顧客満足度・新規売上アップのためのＥＣサイト構築

熊本県 株式会社バース 5330001016899
外国人観光客向け多言語化使用のホームページ制作による域内広報活動、
販路開拓事業

熊本県 Ｎ－ｏｒａｎｇｅｔｔｅ － 店舗周知誘導と合わせたお客様満足度向上計画

熊本県 Ｅｌｌａ － ０次会からフレンチ・イタリアン料理をバール形式で堪能する事業

熊本県 株式会社お風呂のシンドー 9330001002268 浴場の衛生管理に適した薬剤と自動供給装置セットの販路拡大事業

熊本県 株式会社グランモッコ 9330001023644 熊本伝統のおんぶ紐を日本・世界に広める事業

熊本県 株式会社アルカ 1330001006061 国内の高齢者の健康寿命を延ばす介護予防トレーニング器具の販売普及。

熊本県 シホ・サンフラワー － ネットショップ開設と新たなぬりえブック制作による販路拡大

熊本県 江津湖畔　湖桜茶寮 － 江津湖の美しい自然に囲まれた上質な和を楽しむ世界へ誘う戦略づくり

熊本県 学習指導教室ＧｒｏｗＵｐ － 学習指導教室の販路開拓のための看板設置とテナント改修

熊本県 有限会社一坊 8330002013868 外国人観光客等の新規顧客獲得とイベント出店販売による売上増加

熊本県 ＫＩＴ－ＣＣ株式会社 7330001022251 ３ＤＣＡＤ導入による次世代インクジェットプリンタ開発環境整備

熊本県 ＩＮＳＣＡＰＥ － サイズ調整できるカーテン「スケープ」の販路開拓と商品開発

熊本県 欅弁当 － 高級弁当をホームページから予約販売し新規売上アップ

熊本県 株式会社ありえの家 7330001023679 燃費性能の良い家のプロモーション動画で新規顧客の開拓

熊本県 株式会社ルームス 9330001022258 熊本初！「寝る瞬間に」至福の体験ができる、泊まれる本屋の開業
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平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

熊本県 インソール専門店　Ｏ－ｓｕｐｐｏｒｔ － 理学療法士が造るオーダーメイド・インソールで販路開拓ＰＲ事業

熊本県 ＰＨＯＴＯ　ＣＡＭＥＲＲＹ － カメラ雑貨店の高粗利率サービスの受注増加の為のツール制作事業

熊本県 福祉タクシー　エンジェル － 福祉タクシー事業の認知度向上及び販路開拓

熊本県 ル・コントワール － 製菓事業拡充のためのパッケージ作成及びオンライン販売開設

熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015260 おもてなし力向上のためのドリンカー移設改修による売上アップ

熊本県 有限会社宮川塗装 7330002010370 防犯に効果的な足場の普及による安心な塗装工事の実現と販路拡大

熊本県 株式会社フジサンプランニング 6330001018151 健康で高耐震性「幸せを生む住まい」づくりの広報・販路開拓事業

熊本県 ＥＩＢＡＮ － 看板業の販路拡大のためのＷｅｂサイトとパンフレット制作事業

熊本県 ＡｙａｍｅＯｒｇａｎｉｃ － ＡｙａｍｅＯｒｇａｎｉｃの認知度及び売上アップ作戦

熊本県 Ｏｒａｎｎ － オリジナル商品の作成とオンライン販売開始事業

熊本県 株式会社コマンドディー 6330001024785 ドローンパイロット向けオリジナル専用作業服等商品開発事業

熊本県 ヤサカ電気株式会社 9330001007639 ドローンを用いた防犯設備設置テストの簡易化及び差別化事業

熊本県 アンド社労士事務所 － 各専門分野と連携した中堅企業向け労務課題解決事業

熊本県 株式会社Ｅ 4330001022766 世界初、有明海苔新技術「地下海水海苔」の漁師直販推進事業

熊本県 株式会社チームワーク 7330001024578 小規模な飲食店等向けＩＴ化支援サービスによる新規顧客獲得事業

熊本県 Ｇｌｏｃａｌ　ＢＡＲ　Ｖｉｂｅｓ － 熊本人と外国人交流のＢＡＲを世界発信！地域に帰る土産創り

熊本県 株式会社ＪＰＧｒｅｅｎ 7330001020461 女性目線でヘルシーに！高齢者向けのメニュー開発と販売促進事業

熊本県 株式会社あんらく 9330001021689 鳥獣撃退器具のプロモーション動画とホームページ制作

熊本県 串揚げ　からり － ＰＯＳレジ導入による本場の味を周知・集客！女性ファン獲得事業

熊本県 株式会社美－１さとう総合管理 8330001023562 当社の働き方改革！販路開拓を行い、かつ業務効率化を図ろう！

熊本県 Ｎ・Ｉ建装 － 丁寧かつ低コストな塗装・内装工事の店舗等商業施設への販路拡大

熊本県 ＴＡＴＯＭＩＹＡ － こだわりサンドイッチのおいしさ広がる販路拡大事業

熊本県 株式会社ＳＡＢＵＲＯＫＵ 5330001023747 ＤＩＹに適した自由度の高い住宅建築サービス強化及び認知度向上

熊本県 癒しどころ眠眠 － 県内外向け・インバウンドクロスメディア戦略事業

熊本県 木下兄弟株式会社 2330001024203 歯科診療所向け安価な高性能パソコン・モニターアームの販路拡大

熊本県 旬彩　丹波 － 弁当メニューリニューアルとお客様要望に応えるサービスの展開

熊本県 ヴェロニカ美容室 － 季節ごとのコーディネートイベントによる顧客創出事業

熊本県 さつまや － 店舗の認知度の向上とテイクアウトメニューの推進事業

熊本県 谷口鍼灸院 － 新規顧客獲得に向けた新たな施術メニューの作成事業

熊本県 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ＫＡＴＳＵＭＩ 4330001017485 より時代のニーズにあった写真館に生まれ変わるための事業

熊本県 株式会社エコ・ストリーム 8330001018587 「２０１８“よい仕事おこし”フェア」出展　販路開拓推進事業

熊本県 合資会社田中商店 7330003003233 インバウンド市場を見据えたキューブパッケージ商品企画事業

熊本県 串揚げダイニング　だんらん家 － 義母が作る辛子レンコンの味の承継と串揚げのテイクアウト事業

熊本県 松永商店 － 新形態！　中古コンテナ活用！　街からの脱却！　攻める弁当販売事業！

熊本県 ＫｏＫＩＮ’ － 和の伝統と熊本の文化を伝える紙と風呂敷の包装ツール開発

熊本県 グローバルキッチンバンブーカフェ － 御当地グルメ開発とフェアトレード・ハラール認証でブランド強化

熊本県 有限会社寿司大関 8330002021020 「店舗前を素通りさせない！明るく見やすい看板」設置事業

熊本県 株式会社中尾水産 7330001023299 高齢者・若年層に対する個食化、時短ニーズを捉えたお惣菜の提供

熊本県 有限会社大石建設 2330002021686 中古住宅需要に対応！「リフォームに特化したホームページ」作成

熊本県 有限会社綺麗 3330002021719 育児中のママの時短ニーズを捉えたエステ事業の開設

熊本県 ｊｉｎ　ｂｏｄｙ　ｓｈｏｐ － 店舗移転に伴う知名度向上のための「車屋らしくない看板」の設置
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熊本県 フローリストＴｉａｒａ － 小さな花屋の花職人がお届けする、「フラワーお届け定期便」

熊本県 有限会社ＫＯＭＯ 7330002021731 当酒店のイメージカラー「ワイン色」の看板設置による集客アップ

熊本県 ＤＯＵＢＬＥ　ＢＥＡＵＴＹ　ＫＯＭＡＣＨＩ － 舞妓着付け体験を通じた観光客誘致・販路開拓事業

熊本県 合資会社朝陽館 9330003004196 ホームページの更新と多言語化による外国人観光客獲得事業

熊本県 有限会社おおがスイミングスクール 7330002030014 温水プール、温泉を利用できる宿泊業オープンに向けての広報事業

熊本県 株式会社球磨川ファーム 5330001016362 空店舗を国宝青井阿蘇神社に因んだレストランへ再生活用する事業

熊本県 有限会社牛車 5330002030684 無料サービスから有料への転換による顧客満足・販路開拓事業

熊本県 衣装処　ｋｉｒａ８ － 多言語化のチラシや看板作成による外国人観光客販路開拓事業

熊本県 炉端焼き　孝八 － 多言語化広報ツール作成による外国人観光客獲得販路開拓事業

熊本県 球磨焼酎ト球磨ノ食「開」 － 観光客獲得による売上ＵＰ広報戦略事業

熊本県 有限会社ヴィヴァルディ 6330002030659 美容室を２階から１階へ移設し利便性を図り、既存顧客維持・向上

熊本県 有限会社栄松フードシステムズ 7330002030690 麺類と鰻の新献立開発と店舗充実化、情報発信による販路開拓

熊本県 マッハ・カーステーション株式会社 3330001016281 ホームページ構築で情報発信による売上維持拡大事業

熊本県 ＢＬＡＮＣＨＥ － プライベートな空間での高付加価値のサービスの提供

熊本県 肥後流通株式会社 4330001023707 球磨焼酎カステラ・球磨栗焼酎カステラの開発・販路開拓

熊本県 有限会社永尾商店 5330002030354 工場直売による新鮮な浅漬けの品揃えで、一般顧客への販路拡大

熊本県 大衆酒場　ＣＨＡＢＯ － ネット販売システムを利用した鶏肉、加工品、米の販路開拓事業

熊本県 株式会社人吉旅館 4330001015984 外国人宿泊客数の倍増を目指す為のホームページ構築事業

熊本県 有限会社プラグレス 2330002027898 連携でのＭＩＮＡＭＡＴＡアウトドア・フード開発と販路開拓事業

熊本県 渕上畳店 － 重い畳の移動・運搬を機械化して、時間短縮と収益アップに

熊本県 合資会社一期﨑畳店 9330003003677 畳の新商品「ライトマット」販路開拓事業

熊本県 味の駅たけんこ － 水俣地域農水産品を使った、店外販売商品の開発と販売体制の整備

熊本県 志水自転車店 － 高齢者の健康に寄与する店作りのための店舗改装と広告宣伝

熊本県 ＣＵＴ　ＳＨＯＰ　ミチグチ － プレミアムな時空間提供による客単価アップと新規顧客獲得作戦

熊本県 佐野写真館陣内スタジオ － ロケーション撮影サービス強化のための撮影機材の新規取得

熊本県 ネイルサロン　スーリール － サロンの認知度向上と新規顧客の増員

熊本県 有限会社川口商店 9330002028386 新パッケージの追加とリーフレットの製作による新規顧客獲得事業

熊本県 有限会社浦田帆屋 5330002028200 遊漁船事業者へのスパンカーセイル販売拡大の為の新生産体制構築

熊本県 有限会社天草民報社 6330002028125 ドライコーター導入で完全内製化実現による販路拡大と収益の向上

熊本県 ものがたりＪＡＰＡＮ株式会社 4330001017452
買物弱者対策の移動販売・出前サービスと新商品開発による経営力強化事
業

熊本県 ヘアルームＲＡＧＵ － 顧客の不満解消と新たな要望を満たすエステ新サービスの提供

熊本県 有限会社柏原 3330002021405 買物弱者対策としてハンディ検眼機購入と、店舗のバリアフリー化

熊本県 株式会社藤木水産 6330001011486 移動販売車による新鮮なお魚の提供から始まる地域の御用聞き営業

熊本県 有限会社村中酒店 6330002021237 地元地域のコミュニティー活性を目的としたフリースペースの設置

熊本県 嶺敦 － 販路開拓へ向かう新商品開発及び生産性向上のための設備導入

熊本県 合資会社瀬崎酒店 8330003002424 マルチな“お客様利便性向上”による小売部門の販売促進・顧客開拓

熊本県 ハマダエンタープライズ有限会社 7330002021137 高齢化に対応した店舗改装と新メニュー開発による円滑な事業承継

熊本県 原田洋品店 － ハラール認証取得の商品開発によるブランド力強化と事業の多角化

熊本県 有限会社つばめ薬局 2330002022503 「しおなおし」自分の塩分摂取量を知り適正な塩分摂取習慣を作る

熊本県 中山大吉商店 － 新商品と贈答用のパッケージ制作による新規顧客獲得事業

熊本県 有限会社吉田写真舘 5330002021270 近隣地域への広告宣伝による新規顧客開拓と看板による認知度向上
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熊本県 スワンキーパフォーマンス － 自社ＷＥＢサイト在庫情報同期化による販売機会獲得及び新規顧客開拓

熊本県 有限会社善 9330002021011 人と環境に配慮したエシカル事業による商品開発・売上げ促進事業

熊本県 アグリ一瀬 － ６次化促進・多角化を図り経営力強化による事業承継

熊本県 ＧＡＲＡＧＥ　ＪｅｅｅＮ － セルフメンテナンス事業立ち上げによる販路拡大事業

熊本県 有限会社パティスリーのなか 1330002018980 人の記憶に残る、店舗イメージアップ及び商品ＰＲ事業

熊本県 メトロカフェ － 「メトロ移動図書カフェ」事業等向け作業場増設とガスオーブン導入

熊本県 有限会社ティーフ・クラフト 5330002018911 脱毛・フェイシャルエステ部門の開始による顧客獲得と売上拡大

大分県 別府自動車工場 － 次世代自動車に対応した故障診断の導入による販路拡大と効率化

大分県 株式会社ＭＴＧ 4320001011803 在宅ワーク可能なタブレットを使用した効率的なＩＴ配車システム

大分県 合同会社ＲＳＢ 7320003002194 多様性のある働き方の為のシフトシステム導入と外国人観光客獲得

大分県 株式会社幸建設 9320001006633 ＳＮＳ等を活用した起業ブランディングによる顧客獲得事業

大分県 ワダ画材 － ギャラリーの活用による新規顧客の獲得と販路拡大

大分県 有限会社シックアート 2320002010814 次世代断熱セラミック塗材「ガイナ」「ノン結露」の販路開拓

大分県 エステティックサロン　エーアイ　ルミナス － 新卒雇用に係るベッド数の増加と男性客の固定化促進

大分県 有限会社藤田屋 6320002012253 単価向上と業務効率化のための自動巻寿司機購入

大分県 Ａｎｎ　Ｗａｖｅ － リンパケアによるセルフメディケーション促進

大分県 季節料理ちくでん － 老舗和食店が薬膳・薬草精進料理と融合した新メニューの販路開拓

大分県 株式会社ホームクリーン 1320001007192 ホームページで事業ＰＲと新規客層への販路拡大事業

大分県 喫茶アップル － コーヒーが苦手な方でも注文したくなる目で見て楽しいコーヒー

大分県 株式会社吉弘鈑金塗装 4320001007487 小さな町工場もお客様の選択肢に！！

大分県 有限会社家具の丸高 2320002011110 家具コンシェルジュによる新たな提案サービスの広報・販路拡大

大分県 有限会社荒金綿店 4320002010853 「昔ながらのエコなお布団ライフ、認知度アップ大作戦！！」

大分県 オステオパシー整体院ナチュラル － 「心」と「技術」で応える、オステオパシー療法の知名度向上事業

大分県 有限会社北方鮮魚店 1320002011219 「鮮魚を使った加工食品」の開発と小ロット・配達販売事業」

大分県 有限会社花岡鮮魚 1320002012118 アウトドア・インドアのレジャーイベント市場への食材販売による販路拡大

大分県 有限会社泉匠 8320002011674 外国人観光客に当社のファンになってもらうための仕掛けづくり

大分県 株式会社ＭＣＰ　ＪＡＰＡＮ 8320001015404 ネット広告／チラシ媒体を活用した潜在顧客への自社製品のＰＲ事業

大分県 株式会社えどや 5320001006050 ドライブスルーの周知および作業効率化で売上確保を目指す

大分県 岡村工業株式会社 7320001007427 養鶏場むけ低温熱分解炉試作機製作による販路開拓

大分県 有限会社ＣｏＬｏＲｓ 5320002010423 高級店を目指し、差別化するための店内設備改善ファーストステップ

大分県 はら整骨院 － 南大分初のエコー導入による地域の健康増進を図る販路開拓

大分県 株式会社プライム 6320001002445 ホームページを活用し、女性意見をダイレクトに反映した家づくり

大分県 株式会社日本工事広告 7320001002139 インバウンド消費を支援する、外国人にわかりやすい看板の販売

大分県 有限会社高橋木工製作所 5320002004334 オリジナル商品の販路拡大の為のホームページリニューアル

大分県 幸設備工業株式会社 3320001004741 遠隔監視による水道メーター検針および見守りサービスの提供

大分県 総合ユニフォーム　ユニ・センス － 当店自慢の縫製技術と廃番生地の融合で新商品販売にネット活用

大分県 Ｔｏｍｏ　Ｃｌｏｖｅｒ　大久保食堂 － 新サービス「オリジナルレストランチケット」の導入と販路開拓

大分県 ぱんカフェＣｏｄｕｃｈｉ － ぱんカフェＣｏｄｕｃｈｉブランド化と販路開拓及び顧客深耕

大分県 河野浩延税理士事務所 － ＨＰ＆販促ツール導入で小規模事業者向け税理士のイメージ戦略

大分県 有限会社千豊 6320002003863 地域密着！女性ならではのきめ細かい家事代行で不安はＩＮＥＥで解消

大分県 Ｃｈａｒｌｉｅ（チャーリー） － 九州初ＬＥＡＤＥＲＢＩＫＥＳフルオーダーピストバイク販路拡大
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大分県 有限会社エムライフシティ 7320002009975 留学生を活用した九州大分の地域特産品グローバル展開加速事業

大分県 ｇｒａｃｅ　（グレイス） － 美眉、美まつげで印象力アップ。目元専門サロンの認知度向上

大分県 有限会社信和車体工業 9320002003662 新規顧客を呼び込む明るい外観づくり

大分県 ヘアークリエイト　ハインツ － バックシャンプー導入による作業効率の向上と客単価のアップ

大分県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＬｉｔｔｌｅＮｅｗＹｏｒｋ － ネオン看板設置によるインパクトとＨＰ・フライヤーでの店舗周知

大分県 Ｅｘｉｓｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 8320001014983 障害者支援事業オリジナルＬＩＮＥスタンプ制作サービスの展開

大分県 あべ整骨院 － ポータブル超音波画像観察装置による障害鑑別・負傷患者の集客

大分県 有限会社クローネ 6320002005711
子育てママの悩み解決！【チャイルドシート全国宅配クリーニング】認知度向
上

大分県 株式会社イグジット 1320001014593 町内会・マンション向け「オモシロ防災訓練」の全国展開

大分県 有限会社佐々木仏壇店 9320002002978 仏活　『新しいお仏壇との出会い方』ネットショップによる販路開拓

大分県 株式会社プラザマネジメント 7320001013202 ＨＰ多言語化導入に伴う、インバウンドシェアの拡大及び売上向上

大分県 株式会社らくしょう 9320001011311 もっと大分の名物を知って楽しんでいただきたい！居酒屋の取組み

大分県 二豊製畳有限会社 1320002020962 ネットによる広告、販売システム構築による顧客増大と販路開拓

大分県 菓子舗丸円堂 － 当店独自商品とご進物用のラッピングサービスによる販売促進計画

大分県 株式会社フェイス 2320001015896 事務所を改築し情報発信スタジオを作って新規顧客を開拓する。

大分県 有限会社丹羽茶舗 3320002020960 自家製お茶アイスの製造販売により売上増加計画

大分県 有限会社レオン 4320002021644 新たな販売チャネルの開拓による潜在的ニーズの掘り起こし

大分県 福祉タクシー　花ふじ － 買い物弱者対策巡回サービスを活用した販路拡大事業

大分県 Ｗｏｏｄ　Ｊｏｙ －
品質向上と適正価格化の実現及び木育遊具の開発と木育スペースの企画立
案

大分県 足育ひろば　足もと屋 － 『爪』から始まる足もとの健康ケアと北欧型ウォーキングで健康促進

大分県 琴音庵 － まるで氷の魔術！進化系「ドルチェかきこおり」の供給体制の強化

大分県 寄り処　華大和 － 市場ニーズにマッチした店づくりと顧客満足度向上を目指す

大分県 有限会社中島農場 5320002020298 休耕田を活用した過疎地雇用促進の為の『つくこね餅』生産性向上

大分県 福地のうなるホルモン － 「ホルモン専門店」日田の庶民派グルメで全国展開

大分県 株式会社クマガエ 3320001010013 未来こんにゃくの創造　ＨＰ活用による潜在Ｂ２Ｂの共同開発開拓

大分県 浦塚木履工場 － 日田下駄をスニーカー感覚で　ジーンズで履ける新しい下駄の展開

大分県 株式会社古川製菓 6320001009093 お菓子×カフェ　サードプレイス創出による顧客獲得事業

大分県 ヘア＆メイク　あゆみんち － 髪と地肌のアンチエイジングスパ発毛促進施術

大分県 ａｉｕ株式会社 4320001011877 初代グランプり『たこやき屋っちＭＯＭＯ』の販路拡大・発信強化事業

大分県 合同会社ユスキ 4320003002206 ヘッドライトの表面再生コーティング

大分県 株式会社樹の家こころ舎 6320201000505 『　家づくりの見える化　』による販路開拓と業務効率化

大分県 住宅工房ＲＥボックス － ケアマネジャーを介した新たな販路の開拓

大分県 銀座調髪所 － 高齢者の体に優しい設備設置とヘッドスパによる新規顧客開拓

大分県 有限会社山本鳳凰堂 3320202000473 若い世代への「祈り文化」の継承による新規顧客獲得事業

大分県 株式会社太田商店 4320201000184 常温商品・新パッケージの開発・販路開拓

大分県 株式会社ｎｅｗｆｏｃｕｓ 5320001013864 自社での竹油抜きと廃材処理で作業効率向上と販路開拓

大分県 光和 － 特殊印刷加工検査機器導入による人手不足解消と新規顧客獲得

大分県 渕　書店 － もうひとつの書斎　～「サロン型書店」で固定客確保！安定売上を実現！！

大分県 ＨＩＢＩＮＯ － 薪ストーブで新メニュー開発・体験型イベントによる新規顧客獲得

大分県 有限会社河野庭園 6320002014398 ホームページの開設、ＱＲコード入りのポストカード制作

大分県 有限会社トラベルイン吉富 6320002017970 飲食部門の刷新による顧客拡大とシニア雇用のための業務効率化
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大分県 やいの夢 － 無農薬有機栽培穀物による新商品開発と販路開拓

大分県 からあげ　すずや － 業務用真空包装機導入による作業効率アップで販路開拓

大分県 アンティークギャラリーのんきや － 宇佐神宮でインバウンドも視野に日本の文化を届けるお店作り

大分県 東鈑金 － 作業効率の改善による生産性向上と販路拡大

大分県 ＫＵＲＵ － 店舗客席増設・調理場増設に伴う店舗改修

大分県 ジョイカル宇佐敷田店 － 国道沿いの看板設置とコーティングスペースの増設

大分県 佐々木商店 － チラシ・看板作成による新規獲得・販路拡大

大分県 おきらく酒家うっかり八兵衛 － 垂れ幕看板設置による情報発信と団体客の効率的な取込み

大分県 坂本商店 － ホームページ開設による商品のブランド化及び販路開拓事業

宮崎県 有限会社トップ・インテリア 6350002015708 鏡面仕上げの塗り壁の開発とその販路・販売の拡大事業

宮崎県 三愛製薬株式会社 1120001120511 生活習慣病（糖尿病）予防サプリメントの開発および販路開拓

宮崎県 トリミングサロンＢｅｅ－ｂｅａｎ’ｓ － 店舗のブランドイメージ及び認知度向上とホテル部門の設置事業

宮崎県 くによし整骨院 － 脊柱管狭窄症患者のマーケット拡大、販路開拓。

宮崎県 敬子のＬＯＶＥらぼキッチン － ４歳から親子で学べる！「通信子ども料理教室」

宮崎県 ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　Ｌａ＞Ｌａ － 休眠美容師活用による訪問美容のためのＷｅｂマーケティング事業

宮崎県 優企画 － 企業発展の鍵、地域密着型キャリアコンサルタント周知と販路開拓

宮崎県 ファッション松山 － 『事業拡大の為のＨＰ作成と効率向上と動線確保の為の昇降機設置』

宮崎県 有限会社英建設 2350002014746 「庭回りのお困り事解消サービス」事業の広報による売上拡大事業

宮崎県 芽ぐむ和合同会社 6350003003034 発芽にんにく商品の知名度ＵＰと栽培小売店舗開設で売上拡大

宮崎県 イタリア料理　坂元食堂 － 本格イタリアンへのリブランディングによる店舗改装

宮崎県 株式会社お菓子の昭栄堂 3350001012196 ｗｅｂサイトによる自社のブランディングとネット販売の構築

宮崎県 サロンド・ベル － ホームページ開設を活用した商圏拡大・顧客満足度向上の促進事業

宮崎県 炭焼小屋　竜ちゃん － シーザー風ドレッシング試作品開発及び業務内容効率化事業

宮崎県 株式会社アミコｇｉｆｔ 8350001014931 新郎新婦向け　結婚式ウェブサイト作成サービスの開発、作成

宮崎県 株式会社ターミナル 8350001010352 新店舗の新規顧客獲得および買上率向上のための店舗改装事業

宮崎県 ｃｈｉｂｉｅｇｇ － 商材変更によるイメージ払拭の為の店舗改装と販路拡大の為の旅費

宮崎県 薬膳スープカレーのお店ｍｅｒｒｙｇａｔｅ － 集客拡大に向けた美味しく健康的な新薬膳メニュー提供と店舗改装

宮崎県 株式会社アーユスコーポレーション 6350001014157 プライベート空間演出によるスクール＆サロン販路拡大！

宮崎県
ビューティー＆リラクゼーションジュンク
オーレ

－ 更年期症状に悩む地域の女性のための心と身体の支援計画

宮崎県 有限会社エステル 9350002008213 新原料「マスティハ」の積極的な情報発信による販路開拓事業

宮崎県 ほりうち鍼灸整骨院 － ランディングページによる認知向上と成約率向上の広報施作事業

宮崎県 ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ － 地元食材を使ったフレーバードリンク充実と店舗販促ツールの設置

宮崎県 ＰＡＵＳＡ～ぱうざ～ － 近隣見込客の視認性を上げる外観改善及び新規客の促進事業

宮崎県 有限会社はにわ広告事務所 4350002003672 商品開発を兼ねた販促ツールとしての絵本作成

宮崎県 誠屋 － 無添加の鶏炭火焼きギフトセットの店頭および通信販売事業

宮崎県 ａｓａＢＡＫＥ　ＣＯＦＦＥＥ － パコジェット（凍結粉砕調理器）導入による夏場の販路拡大及び採算改善

宮崎県 ＬＥ　ＰＯＴＩＲＯＮ － 業務効率化による生ハム料理メニュー開発事業

宮崎県 ｍｅｍｅ － 顧客満足度の向上によるリピータ客増大、および客単価向上

宮崎県 株式会社マスジュウ・リノ 1350001000054 ワンストップ対応の生前整理や遺品整理のさらなる認知度ＵＰ計画

宮崎県 株式会社新福 4350001000786 客室内装リニューアル及び広報強化による集客・売上向上事業

宮崎県 すずのや － ロボットプログラミング・プログラミングミニ教室部門の開設
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宮崎県 たんぽぽ鍼灸整骨院 － 電気的筋肉刺激による筋力向上・ロコモティブシンドロームの予防

宮崎県 カイロプラクティックＵｓａｈａｎａ － 宮崎県の全ての女性を応援！美容と健康のトータルサポート事業

宮崎県 株式会社スタディプレイス．ｍｅ 2350001014994 塾ＰＲイベント実施及び広報活動による認知・顧客の獲得

宮崎県 ｈａｉｒ　ｆａｃｅ　ＣＯＬＯＲＢＡＲ － 地域内高齢者や障がい者の顧客満足度向上と新規客の来店促進事業

宮崎県 居心家　柊 － 平日サラリーマン限定特典集客と団体集客を増やして新販路開拓

宮崎県 今井美恵子書道会 － ～日本の文化芸術を魅せる～２０１８年日本秋祭ｉｎ香港

宮崎県 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｃｈｏｉｃｅ 9350001014864 デジタルサイネージで集客課題を解決する事業創業で新販路開拓

宮崎県 ｇａｒａｇｅ　ｃｏｆｆｅｅ【ガレージコーヒー】 － カフェ事業から新ロースター購入でコーヒー豆の卸の新販路開拓

宮崎県 ひむか村の宝箱合同会社 4350003002608 店舗リニューアルによる認知向上とインバウンド向けの販路開拓

宮崎県 有限会社あかり 3350002010950 宮崎に来るサーファー向け専用レンタカー事業の新規顧客開拓

宮崎県 株式会社アーム 8350001004718 「働きやす空間づくり」で社員満足を図り地域活性化に繋げる事業

宮崎県 池田弓具店 － 「宮崎から世界へ」未来へつなぐ伝統工芸承継事業

宮崎県 株式会社ＮＳ企画 9350001014443 販促ツール作成等による認知度向上及び新規顧客獲得推進事業

宮崎県 青空エール合同会社 6350003002705 リーフ作成等による青空エール認知度向上及び顧客快適度向上事業

宮崎県 旬魚苑　龍 － 平日客と週末地元団体客ターゲット別集客ツールで新販路開拓

宮崎県 八幡屋商工有限会社 5350002005008 八幡屋ブランドの確立と販路拡大のためのホームページ構築計画

宮崎県 癒しの木 － 宮崎初女性鍼灸師の運営する女性の為の新鍼灸メニューで販路開拓

宮崎県 Ｃａｆｅ　ｄｉｎｉｎｇ　ＧＲＥＥＮＡ － 地元企業家連携による相乗効果で地域経済活性化事業

宮崎県 有限会社錦屋衣裳店 2350002003443 自社ＨＰリニューアルに伴うフォトウェディング集客向上事業

宮崎県 おはなしと音楽の森 － “こどもアナウンス”出張講座の新事業展開による販路拡大

宮崎県 いちりゅう南宮崎店 －

宮崎県 アクアエレガンス － アラフィフ世代に最新エイジングケアで５年後より美しい肌を提供

宮崎県 株式会社大阪屋 6350001000264 地域美化・業務効率化につながる防鳥ネット設置事業

宮崎県 株式会社宮崎合同食品 1350001001671 九州産椎茸を使用した商品開発と販路開拓

宮崎県 ＤｏｇＳａｌｏｎ＊ＯＮＥ＊ － ペットホテル導入による新規客増加・既存顧客の満足度向上事業

宮崎県 有限会社慶光商事 6350002011995 健康志向揚げ物メニュー開発および店舗改装による販路開拓

宮崎県 株式会社森久 7350003001061 顧客管理ソフトの導入による営業力アップと販路開拓

宮崎県 有限会社マルウッド 8350002013478 宮崎県産木材による木製遊具のパンフレット及びホームページ作成

宮崎県 アルミサービス宮崎 － 家探しからリフォームまで！顧客の希望をかなえる「終の棲家」の提供

宮崎県 ＣＡＦＥ　ＭＡＨＯＧＡＮＹ － 夜の営業開始と新メニューの提供に伴う厨房機能の再編成

宮崎県 有限会社メガネのサトー 6350002012770 小型・軽量の「携帯検眼システム」導入による眼鏡の出張サービス

宮崎県 株式会社グレース 6350001007375 メンズ・子供向け美肌脱毛サービスの拡充による新規顧客の開拓

宮崎県 株式会社ＲＩＴ 8350001014650 津波対策　救命ボート・防災シェルター普及事業

宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 「松長鐵工ブランド」を浸透させる！商談会での新規顧客の開拓

宮崎県 水研テック株式会社 2350001006819 【アナログとデジタルを駆使した】即戦力につながる販促強化事業

宮崎県 日向ととろ株式会社 7350001014164 南蛮商品と燻製商品のブランド化と効率化するための事業

宮崎県 器と暮らしの道具ＯＬＩＯＬＩ － 作家個展の積極開催と自家焙煎珈琲ブランド化による売上向上計画

宮崎県 谷岩茶舗 － 日本茶の魅力を伝える為の店舗改装による新規、若年層顧客の開拓

宮崎県 あずきとまろん － 米粉のデニッシュ及びクロワッサンの量産による販売拡大

宮崎県 雑貨＆カフェ　民 － トイレと試着室設置で新規顧客開拓と売り上げアップ

宮崎県 有限会社寺原畳工業 9350002010739 ヘリナシ薄畳の販売促進による新しい和室の提案
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宮崎県 合資会社きものゝ京屋 4350003000883 着物のおしゃれを身近に、着物ファン増加推進事業

宮崎県 訪問整体院　笑ごころ － 県内初、骨格調整と腸内環境施術訪問サービス事業

宮崎県 村田靴店 － アフターおまかせ、一般客からコレクターまで、靴鞄の修理事業

宮崎県 美容室Ｐｉｓｏｌｉｎｏ － 縮毛矯正と低温デジタルパーマで、髪のお悩み解決します事業

宮崎県 永友モータース － 高機能スキャンツールの導入と広告による客数・単価アップ事業

宮崎県 有限会社泉設備工業 5350002008927 業務効率化と売上増加のための設備導入と広告事業

宮崎県 原田寫眞 － マタニティからの「一気通貫」深耕販路開拓事業

宮崎県 サイクルショップイノウエ － サイクリングを応援しロードバイクの売り上げ増加を図る事業

宮崎県 ＨＡＮ’Ｓ株式会社 6350001015114 ＨＡＮ’Ｓ地域貢献型コーポレートサイト事業

宮崎県 合名会社都写真館 1350003001661 小型カメラ等導入による出張撮影での集客増加対策事業

宮崎県 古澤醸造合名会社 9350003001654 アメリカ進出のためのパンフレット作成による販路促進事業

宮崎県 大堂津ドック － 遊漁船のレンタル等による個人向け新サービス事業

宮崎県 もりした整骨院＆Ａｃａｆｅ － 体型を気にする女性の悩み改善達成を図る新メニュー普及事業

宮崎県 株式会社元祖おび天本舗 1350001009426 伝統の味とシズル感を伝えていくホームページリニューアル事業

宮崎県 ＮＩＴＴＡＫＥ　【ニッタケ】 － 個人への竹灯籠販売からＢｔｏＢ案件を増やす販路開拓事業

宮崎県 とうごう整骨院 － 季節ごとに差替え可能な屋外看板設置による認知度向上アップ事業

宮崎県 株式会社マタウマリンサービス 9350001013965 体験型メニューの充実強化による集客力の向上と新たな収益の構築事業

宮崎県 合同会社さき 2350003002964 高齢者の食生活を守るデリバリーサービスによる販路開拓事業

宮崎県 あすか村 － 過疎化の農村を支える女性就農家によるあすか村ブランド発信事業

宮崎県 ｐａａｋ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5350001014777 地域事業における利益率の向上と受注率の向上の実現

宮崎県 合同会社安徳産機 8350003002265 お客様からの見た目向上及び作業効率化計画

宮崎県 有限会社高津佐酒店 9350002017817 情報発信強化及び試飲会の開催等による集客力向上及びファン拡大

宮崎県 川﨑クラフト株式会社 5350001014232 主力製品“ままごとキッチン”と親和性の高い新製品開発・販路拡大

宮崎県 ｅｍｉｅｓ － 「販路拡大・生産量増加のための加工場兼自宅店舗新装」

宮崎県 株式会社ひなもり銘木 1350001010160 新商品開発と販売促進のための事務所ショールーム化改装工事

宮崎県 喜多米穀店 － 米屋のサンドイッチで街に元気と笑顔を届けて売上拡大事業

宮崎県 株式会社木村工業 1350001013188 リフォーム・エクステリア事業による新規顧客の獲得と事業拡大事業

宮崎県 ＩｎｔｅｒｉｏｒＧ－Ｓ－Ｓ － ハンドメイド家具のＰＲによる周知と売上の拡大事業

宮崎県 すし善 － 新店舗オープンのＰＲにより新規顧客の獲得とリピーターの拡大事業

宮崎県 有限会社ふくしげ印刷 1350002009458 生産者（農家）向けトータルパッケージ事業

宮崎県 有限会社ミッキークリーニング 8350002009492 補正、学生服リユース部門強化と顧客維持拡大等のための設備導入

宮崎県 有限会社スマイルカンパニー 6350002010007 商圏のお客様への再アプローチのための店舗改装とネット販売強化

宮崎県 フレッシュ館かわの － 店頭レイアウトの変更による待合所、飲食コーナーの設置

宮崎県 なごみ治療室 － 自宅で安心！リラックス！出張鍼灸治療サービスによる販路開拓

宮崎県 江戸長 － 顧客満足度の向上によるリピータ客増大及び業務効率向上事業

宮崎県 ベーカーズ・ロイ － 生産者の想いも贈る地元産を活用した商品開発による販路開拓事業

鹿児島県 フロールヨハン有限会社 4340002011429 広告掲載やＨＰリニューアル等でプリザーブドフラワーの販売強化

鹿児島県 株式会社ナインステーツ 7340001021095 地元企業と連携したメンズ脱毛サロンの新規プロモーション

鹿児島県 株式会社エコスペース 2340001006472 中古リノベーション「売り手側」の掘り起こしセミナー開催事業

鹿児島県 有限会社理容室ピース 4340002010439 当店の取り扱うサービス及び事業の普及に向けた、広告宣伝事業

鹿児島県 Ｗｅｌｉｎａ鹿児島 － がん患者の為のウィッグサロン移転で、より多くの女性をポジティブにする

20 / 24 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

鹿児島県 株式会社ドリームワン　カゴシマ 5340001016386 『鹿児島のお茶栽培向け屋外フィールドサーバー開発と新市場参入』

鹿児島県 株式会社冨永デザイン 1340001013313 デザインのチカラを世界へ発信し、新規顧客獲得計画

鹿児島県 ＳＵＮ　ＳＵＮ　ＢＡＲ － 新規オープン！チケット制バーの売上増加・販売促進事業

鹿児島県 社労士事務所　窓 － 障害年金・遺族年金の特性をいかしたＨＰと集客方法で売上ＵＰ

鹿児島県 彩美建創（サイビケンソウ） － ホームページを活用した外壁メンテナンスの重要性を伝える事業

鹿児島県 みずき整骨院 － 新規利用患者獲得及び固定患者増加の為の宣伝広告活動

鹿児島県 とのうち整骨院 － 症状の早期改善・根本的な改善を実現する施術法の認知活動

鹿児島県 株式会社ロスフィー 7340001004595 環境製品フラクタルひよけこもれびの海外販路拡大

鹿児島県 株式会社名山きみや 7340001019486

鹿児島県 Ｎ．Ｎ．Ｂｕｓｉｎｅｓｓサポート － 小規模零細企業のためのＢＣＰクラウドサービス網構築と顧客開発

鹿児島県 株式会社ＲＨＹＴＨＭＯＳ＆Ｃｏ． 1340001018659 Ｗｅｂサイト改善による若年層の顧客開拓と集客力の向上

鹿児島県 株式会社水環境プランニング 7340001017770 企業ＰＲによる販路拡大を目的とするホームページ開設事業

鹿児島県 有限会社南日本新聞郡元南販売所 4340002009530 既存顧客の遊休情報を活用したサービス提供の広告宣伝事業

鹿児島県 株式会社三州園 5340001001982 新商品開発に伴う大島紬柄のティ―バッグパッケージ作成事業

鹿児島県 西田整骨院 － 美と健康をあなたに！美容鍼のブランド強化広報戦略

鹿児島県 第一総合鑑定株式会社 7010401098717 賃料適正化コンサルティングを通じた九州圏内未開拓市場の発掘

鹿児島県 有限会社井上創建 2340002001415 リフォームガイドブックを活用したリフォーム適齢顧客層の開拓事業

鹿児島県 ＯＮＥ　ＫＩＬＮ　ＣＥＲＡＭＩＣＳ － 販路拡大の為のＨＰやリーフレットの作成ならびに展示会への出展

鹿児島県 オステオパシー治療院　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｈｅａｒｔ － 女性疾患専門治療院としての広告掲示による販路拡大事業

鹿児島県 合同会社オフィス・イエローシード 9010403006551 中小企業向け健康経営導入・定着サービスの販路開拓・広報事業

鹿児島県 株式会社Ｍａｋｒｏｏｄ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2340001019160 ハーブティーの販路開拓及び自社栽培ハーブを使用した新商品開発

鹿児島県 有限会社大同食品工場 8340002005699 「食材」の販売から「付加価値」を送り届けるビジネスへ

鹿児島県 フクヤ薬品 － 店舗前の歩行者向けの広告宣伝事業

鹿児島県 Ｄｉｒｅｃｔ － 更なる快適空間創出に向けたブラッシュアップ事業

鹿児島県 買取専門　楽福 － 専門家と提携する生前整理遺品整理のワンストップサービスの構築

鹿児島県 東亜建硝株式会社 1340001002885 施工データ分析システムによる生産性向上及び販路拡大

鹿児島県 有限会社希世久 1340002011316 内陣の修復における幅広いプランに対応する提案型営業での新規開拓

鹿児島県 アプリファクトリーはるｎｉ株式会社 9340001019360 ゲームアプリ開発業者のプログラミングスクール認知度向上事業

鹿児島県 Ｏｒｄｅｒｍａｄｅ＆Ｒｅｍａｋｅ　おはりこ － 生涯おしゃれ人。わたし色の療養パジャマの試作と受注展示会出展

鹿児島県 貴茶 － ＨＰ作成による販路開拓とＳＮＳ連動による若い世代への情報発信

鹿児島県 有限会社テイクワイズ・コーポレーション 1340002003156 地域密着指向店舗を目指した広報事業

鹿児島県 － チームアスリート向けスポーツパフォーマンス向上ジムの展開

鹿児島県 株式会社Ｔｏｋｙｏ渋谷ダンサーズ学院 9340001002119 社交ダンスを活用したメンタル強化事業に係る広告宣伝事業

鹿児島県 弁護士法人下村法律事務所 8340005008055 「生産性向上のための顧客管理ソフト活用計画」

鹿児島県 たっちゃん農園 － たっちゃん農園によるＨＰを活用した桜島産ツバキ油のＰＲ大作戦

鹿児島県 株式会社東英学院 4340001006578 効率と安定性を目指す中高一貫指導をする塾へ

鹿児島県 有限会社寿司孝 6340002005189 総合メニューパンフレットの配布による出前促進事業

鹿児島県 ｂｒｅａｄ．ｓｔｕｄｉｏ．ｖｉｏｌａ － 「駐車場の拡大による新しい顧客層の獲得」

鹿児島県 土地家屋調査士はまだ事務所 － 業務効率化の空き時間に顧客獲得を図る宣伝用ホームページの製作

鹿児島県 株式会社ＴＥＮＫＡ 2340001019664 『高いリピート客の囲込み戦略～ブログ付き自社ＨＰによる情報発信～』

鹿児島県 カルスコ株式会社 5340001012278 『小売部門の販売力強化。それに伴う商品と売場の一体感創出事業』
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鹿児島県 ＣＯＣＯ　ＣＬＯＣＨＥ － 『鹿児島唯一のパーティードレスレンタル広報宣伝及び備品補充』

鹿児島県 株式会社スミルズ 3340001019201 障害者が活躍し作り上げるサステイナブルなカフェ作りとそのＰＲ

鹿児島県 Ｒｉｎｇ－Ｗａｙ － 中古ジュエリー販売ブースと和菓子カフェスペースの併設

鹿児島県 株式会社キネス 9340001001302 あかりキラリ館ＥＣサイトのリニューアルによる照明器具ＢｔｏＢ全国販路開拓

鹿児島県 株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ 8340001019683 『アスリート健診自己採血キットの販路開拓に向けた展示会出展事業』

鹿児島県 Ｐｉｃｏ － 設備充実、練習環境整備による卓球教室利用者増加計画

鹿児島県 有限会社ナイスファーマシー 4340002017582 子宝・漢方相談専門薬局の「子宝サプリメント」のブランド化事業

鹿児島県 さつま中央司法書士事務所 － 視認性の高い看板を活用した認知度向上と新規顧客の獲得

鹿児島県 かかりつけ言語聴覚士　そらまめ － 発達や学習に困り感のある児童のための学習教室の販路開拓

鹿児島県 ＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬ　ＳＨＯＰ　Ｈｏｏｐｎｓｋ － ホームページと顧客管理ソフトを活用した受注・リピート率の向上

鹿児島県 整体院ＳＯＬＡ － 「オイルマッサージ事業集客とリピート率向上ための環境整備計画」

鹿児島県 ＴｏＲｏＲｉ － 電光看板設置による効果的なＰＲでの販路開拓

鹿児島県 ＨＯＭＥＭＡＤＥＣＡＦＥ翼 － 魅力的な看板とオリジナルメニューによる差別化で販路開拓

鹿児島県 有限会社手づくり田原ハム 7340002016870 鹿児島県産赤鶏を使用した「稲荷寿司」の販売促進事業

鹿児島県 株式会社サンシャイン 1340001015549 会議スペースの確保と予約システム導入によるリピート率の向上

鹿児島県 ＴＨＥＤＡＹＳ － 外国人のお客様をおもてなしできるグローバルな美容室展開事業

鹿児島県 ねぎらーめん － 当店名物本格「油そば」の新たな販売方式導入による販路開拓事業

鹿児島県 おいもｄｅカフェ － 認知度向上による来店客数の増加と売上拡大

鹿児島県 株式会社アベマツ製作所 1340001019649 搬入機械導入で受入能力の向上・納期短縮と生産規模拡大実現事業

鹿児島県 株式会社とおや 5340001014027 自社ホームページの改修を中心とした情報発信力・訴求力の強化

鹿児島県 有限会社神川酒造 1340002025167 独自の販促ツール作成による販売店との連携強化と新規開拓事業

鹿児島県 マリンスクール鹿屋海技 － ホームページ作成による情報発信力・利便性向上および訴求力強化

鹿児島県 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｅｔｕ － ハーブによるオーガニック商品開発と新メニュー売上促進事業

鹿児島県 合同会社まくらざき桑本舗 7340003002333 桑茶，桑茶粉末タイプの販路開拓

鹿児島県 マルニシ電機有限会社 9340002023907 ためしてねっとカタログを活用した新規顧客創出事業

鹿児島県 有限会社佐賀屋醸造店 3340002022435 醤油工場を観光地へ転身！新規顧客獲得を図る販路開拓事業

鹿児島県 有限会社まるや衣料店 9340002022900 子供から高齢者まで、みんなが笑顔で集える安全なお店づくり

鹿児島県 株式会社三昌亭 4340001020439 販促強化のためのウェブショップ開設と商品開発

鹿児島県 株式会社アミティエル 9340001019286 奄美大島発！！新事業『島リユースプロジェクト』広告宣伝事業

鹿児島県 ＭＹＬＩＦＥＳＴＵＤＩＯ － スタジオ撮影からの脱却！新ストロボでロケ撮影を主力に！

鹿児島県 麺屋秀ちゃん － スロープへの改修と地域資源である砂像設置で集客力アップ

鹿児島県 有限会社長島商店 9340002022644 農家と専門家を繋ぎ、地域農業の活性化と新規顧客開拓に取り組む

鹿児島県 横内整骨院 － 健康で痛みの出にくい体作り・温熱治療と筋肉増強による販路開拓

鹿児島県 岩﨑美容室 － 事業承継リノベーションで若返りとボヌールエステのＩＴ販促事業

鹿児島県 エレファント体操塾 － 新事業大人向けプログラムの設備導入と会員増加の為の広報活動

鹿児島県 株式会社ワイズプラス 2340001007058 県内初！科学的根拠にもとづく開発支援の専門性向上で売上アップ

鹿児島県 有限会社池田屋 7340002022142 専門販売員とアライアンスしたイベント開催とＩＴ販路拡大事業！

鹿児島県 パティスリーモンブラン － 創業５０周年リノベーションとコンクール受賞商品のＩＴ販促

鹿児島県 ドウワキ自動車販売有限会社 6340002022622 新サービスでお客様の心と笑顔に磨きをかける！！

鹿児島県 株式会社やまげ 8340001018066 新商品『スターオブディビッド』の販路開拓事業

鹿児島県 Ｍｅｒｃｉ － 新たに取り組むスキャルプケア事業による販路開拓
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鹿児島県 池田自動車 － 自動溶剤再生装置導入による経費削減と人材育成による取引拡大

鹿児島県 亀﨑染工有限会社 9340002017792 新ブランドの構築とサイト・パンフレットの刷新とによる販路開拓

鹿児島県 旬彩　とど家 － 地域素材を生かす居酒屋メニューによる販路開拓と店内環境改善

鹿児島県 株式会社ブルグラス 7340001007714 イベントは街を元気にするカンフル剤！活気ある商店街を作る！！

鹿児島県 有限会社マクール・エンタープライズ 5340002014182 時代のニーズに合った新事業の認知度向上による新規顧客獲得の取組

鹿児島県 井ノ上珈琲有限会社 7340002015311 顧客教育によるコアなファン拡大のためのブランド力強化への取組

鹿児島県 トラットリア・ダ・シン － 特別な日の特別な料理提供によるブランド構築と集客イベント実施

沖縄県 株式会社フコイダン沖縄 3360001004754 健康と笑顔の応援プロジェクト（年齢層の高い方へのＰＲ活動）

沖縄県 工房くばやー －
◇やちむん（焼物）の新商品開発及び無料体験ワークショップ開催による新
規顧客の獲得

沖縄県 めん処夢ノ弥 － 認知度の低いつけ麺の美味しさを発信して新規顧客の獲得！！！

沖縄県 株式会社デジリード 1360003007583 多言語対応ＡＩサービスにおける国内外販路開拓ツールの開発事業

沖縄県 ＩＮＴＥＲＩＡＮ － 商品のブランド化、広告から顧客獲得による持続可能な事業の確立

沖縄県 和生株式会社 7360001002325 戦略的Ｗｅｂマーケティングによる販路開拓

沖縄県 Ｕ－ＫＡＦＵ　Ｈａｉｒ　Ｃｅｎｄｒｉｌｌｏｎ － 炭酸ジェルスパの開発

沖縄県 株式会社ＪＣビジネスコンサルティング 5360001016062 インバウンドニーズに対応した中国語人財育成事業展開

沖縄県 Ｓｅａ　Ｍｏｎｋ － 新規顧客獲得のためのＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）の新規参入

沖縄県 株式会社エマオ 2360001007114 業態変化に伴う建築工事受注拡大の為のＰＲプロジェクト

沖縄県 花屋ちゅらパナ － 店内レイアウトなど変更による業務効率化の店づくり

沖縄県 アアキ前田株式会社 1360001019622 不特定多数への宣伝効果に寄与するシート看板製作

沖縄県 シュービー － リゾートサンダルの発売による顧客満足度アップと新規販路開拓

沖縄県 やさいや － 高鮮度凍結技術を使ったお総菜及びマンゴー販路拡大計画

沖縄県 株式会社プロ機材ドットコム 6360001006979 新規顧客の取込み強化と顧客満足度向上による販売促進計画

沖縄県 ｔｕｉｔｒｅｅ － 作家と作る当店限定の文化的コラボ商品ブランディングとＰＲ活動

沖縄県 美健わかさ － 認知度向上による来店客の増加とスタッフの収入向上の実現

沖縄県 沖縄土産やちむん工房　ハーモニー窯 － アジア圏観光客向け新商品開発事業

沖縄県 株式会社ブルーバード 6020001031318 多言語対応によるインバウンド受入対応と物販強化

沖縄県 ＭＳふあみーゆ株式会社 3360001011486 体験ダイバーをライセンス取得申込に誘導するパンフレット制作

沖縄県 技術士の学校 － 新講座の開発とＷｅｂ　・ＳＮＳ等による販路拡大

沖縄県 琉球ミライ株式会社 7360001021432 実践型英語教育プログラム「まちなか留学ハローワールド」

沖縄県 － スマホ対応ＨＰへの変更と新サービス開始による売上増加計画

沖縄県 美容鍼灸サロンＬｕｐｉｎｕｓ － 美容鍼灸サロン施術スペースの整備による販路開拓事業

沖縄県 甘味処　万丸 － ＨＰ開設にネットショップを共に開設し販路開拓

沖縄県 井口千秋税理士事務所 － 民泊のリーガルプロモートによる地場観光産業の活性化

沖縄県 食堂黒猫 － メルボルン流食文化を自家製品とコンサルティングで全国展開

沖縄県 スタジオフィールド － 外国人取込！機材レンタル＆レクチャー事業の総合販路開拓

沖縄県 小林流守武館 － 道場の倉庫整備とＩＴ活用による広報活動で販路開拓

沖縄県 ブリッヂヘッド株式会社 1010001165393 自社プロモーションビデオによるリゾートスタジオ利用促進提案

沖縄県 Ｍｉｎｔの誘惑 － ハーブを使った独自商品開発でブームを巻き起こす

沖縄県 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ｅｓｐｒｉｔ － 業務効率化　並びに　フレンチ惣菜テイクアウト

沖縄県 Ｔｉ－ｍｕｎ － 新規顧客創出の為の販路開拓・マーケティング事業

沖縄県 豚々茶舗 － 冷凍パックの販売を強化させる、最新冷凍ショーケースを導入
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沖縄県 株式会社ウォータージャパン 4360001010215 「地域ブランド（ハルサーガード）の販路拡大事業プロジェクト」

沖縄県 真奈企画株式会社 7360001016473 大柄な外国人サイズに合った「美ら着物」の開発

沖縄県 三建設備株式会社 4360001007327 ハウス清掃事業の波及効果で修理・メンテナンスの売上拡大を図る

沖縄県 お好み焼き工房　やっぱ好きやねん － お客様からのＳＮＳ発信誘発とこだわり周知による新規客獲得事業

沖縄県 沖縄ラジオ株式会社 2360001008302 イベント事業における営業用・報告用のため映像記録機材導入事業

沖縄県 株式会社ファンファーレ・ジャパン 9360001018030 新規顧客（インバウンド・国内）獲得の為の運営ホテルホームページの刷新

沖縄県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＩＰＰＥＩ － ワインの品質管理向上と高価格メニュー開発による他店との差別化

沖縄県 株式会社ｎｏｔｅ 6360001021326 海外顧客獲得のためのＨＰ整備及び展示会、旅行代理店での商談

沖縄県 ｃｏｊｉｃａｆｅ － 糀食品メニューの開発と中高年女子＆中高年男子顧客獲得事業

沖縄県 中部たたみ店 － フローリングに設置できる薄畳・薄置き畳のＰＲ

沖縄県 有限会社エレメンツ 3360002014232 新たなプリント技術を使った新商品開発で顧客拡大を図る

沖縄県 株式会社エフエムみやこ 7360001013900 インターネット放送によるリスナー開拓と放送エリアの拡大

沖縄県
株式会社プロザウス（パーラー　レッドドラ
ゴン）

9340001010419 レッドドラゴンシュリンプを宮古島名物に！

沖縄県
農業生産法人株式会社オルタナティブ
ファーム宮古

3360001016130 体験型・観光農園の観光集客・物販事業の強化

沖縄県 株式会社シーポイントアジア 3360001019760 タイ人向けお土産購入代行マッチングサービスの利用促進

沖縄県 株式会社イチデザイン 2360001021577 新規受注ＵＰのための既設ホームページ改善＆対策

沖縄県 ＣＯＫＯＦＵ沖縄合同会社 1360003008219 県産黒糖シロップの開発及びココフ流グローサラントで販売促進

沖縄県 魚福 － 体験型小型船舶貸切り小規模観光サービスの実施事業

沖縄県 有限会社拓実住宅 9360002016264 「想い続く家族になろう」相続対策支援事業

沖縄県 丸八　宮良そば － 宮良そば　こだわり商品の県外発送強化による販路開拓
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