
平成３０年度第２次補正予算　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 ヴェルデＴ・Ｋ株式会社 6290001083092 八女茶の認知度向上と店舗環境改善による顧客満足度向上事業

福岡県 ＫＩＨＯ － ＨＰ制作におけるモデル起用とＳＮＳ広告による新規販路開拓

福岡県 アシスト福岡南 － 子育て世代の多い好立地で生徒数アップを図る看板設置とＨＰ改正

福岡県 株式会社ライフ・バリュー・クリエーション 2290001077247 地元商店と連携した不動産チラシで地域深耕による販路拡大

福岡県 イリノイ株式会社 9290001077414 「ラグ＆マット専用」メーカー直営自社サイトオープン

福岡県 有限会社吉造 4290802007350 和のテイストを活かした独自の店舗デザイン設計の広報活動

福岡県 Ｓｃａｎｔｅｃ福岡 － 簡易検索システムの無償提供とチラシ同梱サービスによる顧客開拓

福岡県 ステレオフューチャー株式会社 3290001058386 輸入経験を生かした、新規取扱商品ＰＲのための展示会出展

福岡県 株式会社ＣＨＡＭＢＥＲＳ 4290001085355 専用ＨＰで「若者向けルームウェア」付きゲストハウスＰＲ事業

福岡県 株式会社ニューアイデアル 3290001083517 差別化のための３つの取り組み＜収納提案・見える化・隙間の掃除＞

福岡県 原田写真館 － 自然な写真のさらなる認知度向上と新規顧客獲得

福岡県 株式会社コム・シェ・ヴ 8290001073538 既存サービスの周知とテイクアウト商品による新規顧客獲得事業

福岡県 ０８２ＫＩＴＣＨＥＮ － ＢｔｏＢ，ＢｔｏＣ両面での販路拡大事業

福岡県 株式会社彦星フィッシング 4290001082939 釣り情報発信基地を目指して多店舗モール展開をＷＥＢで

福岡県 たかの財形事務所 － 相続、年金、住宅ローンで２割得するお金のハナシ

福岡県 行楽日和合同会社 5290003008692 福岡の新インバウンド事業～事業者連携による「体験」の提供～

福岡県 カスタマーグロース合同会社 6290003008758 令和時代に必要なＩＴツール導入支援

福岡県 山繕株式会社 8290001057185 レーザー計測による山林の資産価値評価及び山林仲介事業の拡充。

福岡県 株式会社マナビノ 2290001073106 福岡市で行う新規学習塾事業の夏休み中の広告を利用した顧客獲得

福岡県 株式会社マルモリカンパニー 3290001083459 全国中小住宅会社の提案力アップ！ＣＧパース自動出力サービス

福岡県 ＢＡＳＫＩＮＧ　ＣＯＦＦＥＥ － 焙煎ワークショップによる新規顧客開拓

福岡県 株式会社みらいデザイン 4290001064994 「就職希望者のための就職機会の拡大と正社員化の推進」

福岡県 中弥　福岡空港南店 － 博多の名産どんたく明太を多くの顧客に広め、地域活性を行う

福岡県 株式会社Ｔｒｉｐ 5290003005574 ＢｔｏＢ向けクレジットカード決済システム導入

福岡県 ソンブライト － ウエディング等の各種演出に特化したＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社クリエイトフォー 3290001072767 ホームページの新規作成とインスタ配信・動画配信の充実で利益率ｕｐ計画

福岡県 ＩＢＳ － レンタル事業の拡大並びに新サービスの提供による売上アップ

福岡県 かつきち － オーガニック野菜と豚肉専門店が作るタコスで新規顧客の獲得

福岡県 株式会社エージェンシー 7290001079882 インターネットマーケティングによる新規顧客の獲得

福岡県 有限会社ミレピィ 1290002028588 カタログ送付とホームページ改修による新規取引先開拓強化策

福岡県 オングリット株式会社 4290001080793 高所点検ロボットに関する販路開拓

福岡県 オルケスタ税理士法人 2290005016853 海外取引がある会社の税務専門サポート事業

福岡県 あさひれたっち － 出張撮影やウェルカムボードなどをホームページを通じて販路開拓

福岡県 7290001060181 大学入試制度改革に伴う、『論理的思考育成プラン』集客拡大事業

福岡県 株式会社空と地 4290001071784 ウェブ広告活用にて外部からの流入による売り上げ拡大。

福岡県 株式会社十三代松屋利右衛門 4290001084968 通信販売を強化する専用ホームページの制作
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福岡県 メディカルセゾン － 寝たきり防止の円背予防ポジショニングクッション開発

福岡県 でんホーム株式会社 4290001059037 地域密着でのシニア建て替え層向け新築住宅の広報活動

福岡県 株式会社ＤＡＲＡ 5290001084991 未内見客への遠隔内見・外国人窓口のある店のアピール

福岡県 有限会社佐竹商店 2290002004919 中内食向けの対応棚及び精肉ショーケース設置、ＥＣサイトによる販路拡大

福岡県 リノス株式会社 4290001083508 海外顧客インバウンドへの美髪事業

福岡県 プライベートサロンＭＥＧＵＲＩＫＡ － 福岡初！男性専門のエステスクール事業による新たな販路拡大

福岡県 アイプロダクト株式会社 3290001083070 お客様の声を拾えるサイト【コエヒロ】販促プロジェクト

福岡県 株式会社ｔｒｉｎｉｔｅ 9290001026040 Ｗｅｂを中心とした販促活動による若年層女性への集客力強化

福岡県 シンチャオ － 本場ベトナム料理ファンのディナー客を増やす販促活動

福岡県 株式会社エー・ワン 8290001034028 養鶏用小型焼却炉の使用方法変更よる、ジビエ市場の新規開拓

福岡県 株式会社富士情報デザイン 2290001010190 「香り改革プラス」の販路拡大

福岡県 株式会社エンジェルロード 2290001061358 シニア向け婚活イベント・パーティーの開催と新規会員の獲得

福岡県 立石蒲鉾店 － ギフト商品に注力するホームページ改良とパッケージ作成事業

福岡県 株式会社Ｌｏｇｉｃａｌ 3290001069656 自家農園と自社狩猟による高付加価値食材の情報発信

福岡県 株式会社セゲル 3290001034643 可視化による生産性向上を実現する配送管理システムの拡大事業

福岡県 株式会社富士イノベーションセンター 6290001000535 「青葉の健康第一くん」のＢｔｏＢ販路開拓

福岡県
パーソナルトレーニング・整体Ａｒｄｉ－アル
ディ－

－ 軸のある”美カラダ”を求める女性向けプログラムの提供とＨＰ開設

福岡県 ａｎｄ　ＳＰＯＲＴＳ株式会社 4290001083854 シニア向けデリバリーパーソナルコンディショニングサービス事業

福岡県 株式会社わの栞 4290001075042 久留米絣の若者世代、インバウンド向けの販路開拓

福岡県 ＴＡＫＵＭＩ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ － ベビー用ギフト商品開発並びに全国への販路開拓の為の展示会出展

福岡県 株式会社フクハク 1290001024919 パッケージを一新し、「人に渡したくなる」商品を開発する。

福岡県 とみや株式会社 1290001082396 ホームパーティに最適！「おうちでフレンチ」の開発・通信販売

福岡県 有限会社インテリア寝具ほんとく 6290002021084 新規顧客流入拡大のためＳＥＯ対策専門家との新ホームページ作成

福岡県 株式会社安森積算 5290001040219 公共施設に強い設計事務所に向けた躯体積算サービス強化事業

福岡県 溝口労務管理事務所 － 社労士が実現させる、中小企業のＩＴ化、人材定着化支援事業

福岡県 株式会社ＺＥＮ 9290001026775 店頭でのアイスキャンディー販売による集客アップの取り組み

福岡県 ｋｅｄｏｍｏ － 顧客が繰返し訪れ、マッチングにつながるｗｅｂサイト制作

福岡県 株式会社ケイアイ 9290001067638 仲卸機能のＢ２Ｂ対応におけるデジタル化、通販化

福岡県 株式会社ファラビ 6290001069430 「ビジファ制度」を活用したリピート率の向上及び新規販路拡大

福岡県 Ａｘｉｏ － オリジナル医療用ウィッグの商品開発・販路拡大

福岡県 株式会社ｆａｉｔｈ　ｐａｌ 3290001059203 消費者ニーズに訴求する新規ＨＰ開設、チラシ配布による販路開拓

福岡県 スルー株式会社 1290001071176 ブロックチェーン教育事業をＰＲするホームページ等の制作

福岡県 Ｂｕｃｋｓｔａｒ株式会社 7290001062558 オリジナルカーコーティング剤の女性及び海外への展開事業

福岡県 株式会社コンテントメント 6290001079272 Ｗｅｂ集客により下請けから元請けへ

福岡県 友泉亭整骨院 － 痛みの早期改善などの患者ニーズに応える新メニューの導入

福岡県 有限会社グリーン・グリーン 3290002031953 水耕栽培キット　販売チャネルの開拓
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福岡県 Ｎｅｉｇｅ　ＣＲＥＡ － ホステスに特化したメイクから店舗プロデュースへ繋げるための取り組み

福岡県 株式会社スカイ 8290001026322 自社サービスＰＲのための会社案内とホームページの新設

福岡県 よつばドーナツ －

福岡県 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｉｅｂｅ － 店舗改装・棚什器の活用による売上向上策

福岡県 ハルデンタル － ハルにおまかせ！体験しながら楽しく学べる審美歯科の最前線

福岡県 村上　善亮 － 「中国版ＳＮＳ（Ｗｅｃｈａｔ・Ｗｅｉｂｏ）」による宿泊事業の販路拡大

福岡県 Ｔａｂｅｎｎｅｔ － 戦略的ホームページと連動した限定イベントで法人顧客へＰＲ！

福岡県 一級建築士事務所やどり木 － Ｗｅｂや広告物作成による集客拡大

福岡県 株式会社就面 7290001057145 研修・講座が少ない「福岡県外」企業経営者ＤＭ＆セミナー戦略

福岡県 八坂圭 － 光のアーティスト・八坂圭の「アート財布」による新規顧客の獲得

福岡県 競技の問屋合同会社 8290003008806 競技力向上のための定量的・空間的な競技力分析推進事業

福岡県 ＣＲＯＳＳＨＥＡＲＴ（クロスハート） － キャッシュレス決済サービス診断サイト作成

福岡県 株式会社モナドブランディング 1290001075474
福岡県産「あまおういちご」を使用した、コンフィチュールブレッド『あまおうとガ
トーショコラ』海外販売

福岡県 貞木行政書士事務所 － ホームページ開設による情報発信と専門知識の深化による販路開拓

福岡県 ヨシダカイロ健康回復センター － ＨＰリニューアルで適切な情報発信、平日昼間の集客キャンペーン

福岡県 ＳＰＩＣ　Ｓａｌｏｎ　福岡赤坂店 － 育毛・発毛メニューの導入と販路拡大

福岡県 有限会社つちや 5290002011805 外国人来店客増加に伴う縁起菓子「博多運盛」のインバウンド対策

福岡県 こころからだあんしんラボ株式会社 4290001073483
妊娠中・産後の女性向け通信販売事業においてのインターネット広告投資事
業

福岡県 ＳｗｅｅｔｓＨｏｍｅ株式会社 9290003007897 独自開発駐車場マッチングアプリの運営

福岡県 リーブイット － リアル店舗様向けＷｅｂプロモーションの展開

福岡県 ｅｔｃ不動産 － 外国人及び海外駐在員向け住宅斡旋事業による経営力強化

福岡県 株式会社ＬＩＴＡ　ＧＲＯＵＰ 7290001085278 整骨院院長考案の五本指ソックス！子供の姿勢と成長を守る事業

福岡県 ベニールインク株式会社 3290001078640 ランチへの新規顧客獲得のための大きなロゴの電光看板設置

福岡県 松本興産株式会社 9290001019399 モールドウォーターのＷＥＢ広告によるテストマーケティングの実施

福岡県 Ｋｓ　ＳＴＹＬＥ － 若年世代へ髪の悩み相談・疲れの癒し空間など付加価値の提供

福岡県 有限会社シャルドン 3290002011303 インターネットを活用した予約獲得と自社商品の通販拡大

福岡県 株式会社ＩＷ 4290001080991 地方農泊に革命を！滞在型観光プラットフォーム！Ｈａｎｄｓ－ｏｎ　Ｌｏｃａｌ

福岡県 原酒店 － 令和の時代に漂う昭和の香り、店内で飲んで買える酒屋

福岡県 有限会社もとまつ写真場 4290002009081 衣装レンタル部門立ち上げによる新規顧客開拓

福岡県 株式会社ゆたか不動産 8290001084386 ㈱ゆたか不動産のブランディングを図るホームページの制作

福岡県 日本茶専門店　茶舗ふりゅう － 新規顧客獲得の為、喫茶室新設と宣伝活動で周知度アップ

福岡県 Ｂａｒ　秋吉 － イタリアンメニューの開発とそれを楽しむための店舗改装

福岡県 株式会社ＴＹ２グローバル 7200001027759 外国語（英語、中国語）ＨＰ作成による海外販路開拓

福岡県 ハラペコラボ － 「サラダロードシートで本格パーティーをご家庭に。」

福岡県 株式会社ｃｏｌａｄａ　Ｊａｐａｎ 6290001084834 当社の広報活動及びＨＰ閲覧者向け自動回答システムの導入

福岡県 Ｃ＆Ｃ株式会社 5290001069869 中国向け輸出運送と通関申告手続きのシステム化
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福岡県 株式会社三楽 3290001052182 無添加めんたいこＯＥＭ生産の対応力強化のための設備導入

福岡県 株式会社健康の風 9290001063075 定期コースの回転率アップ（年間注文回数増加）による売上増加の実現

福岡県 株式会社ＴＦＫ 1290001027104 業務横断的な経理・事務担当者及び責任者向け実務教育の実施

福岡県 ＳＵＮＳ　ＤＩＶＥ株式会社 4200001084183 フォト派ダイバー誘致のための水中フォトセミナー開催

福岡県 Ｃｈｉｌａｘ　Ｓｙｓｔｅｍｓ － 事業者が本当に欲しいツールを手に入れる為のＩＴコンサルティング

福岡県 美　菜 － ネイルケアで障がいを持つ方の社会参加、生きがいを応援する事業

福岡県 株式会社ＣＡキャリア 6290001060265 客室乗務員を中心とした「女性のセカンドキャリア支援事業」の立ち上げ

福岡県 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ － 誰でもできるキックボクシングのトレーニングプログラム

福岡県 株式会社百福 5290001081122 アナゴ刺し身　のｅコマースによる販売

福岡県 株式会社クーバー 5290001080223 ＥＣ及び観光サイトの制作実績を活かしたＨＰのリニューアル

福岡県 株式会社ＴＡＩＳＥＩ．ｇｕ凛 9290001030620 ＨＰ及び体験型イベント活用によるグリーンライフスタイルの提案

福岡県 ワタナベコンサルティング － 新商品　「６ヶ月間の女性活躍コンサルプラン」　周知による販路開拓

福岡県 ＦＦＭ － 店舗とデジタル製版設備を生かしたウェアプリントサービス開発

福岡県 株式会社ｎａｉｌ　ｉｔ 1290001084228 出張ネイルサービスの広報活動

福岡県 株式会社小山千緑園 2290001003112 販促物を活用し認知度向上による販路開拓と個人邸工事の受注拡大

福岡県 朝陽産業株式会社 2290001002584 出前の受注拡大を目指した板場改装による生産性向上とブランド力強化

福岡県 ほぐし専科ガーデン － 男性のコンプレックス解消に特化した安心の脱毛コースの導入

福岡県 イシズエワークス株式会社 6290001059778 アセスメントを活用したパワハラ対策研修等の研修事業の拡大

福岡県 多田陽子税理士事務所 － 起業家経営サポート事業の知名度向上のための販促用ＰＲ

福岡県 株式会社ＹＯＧＯ　ＢＲＥＥＺＥ 8290001044935 世界で流行している“バイクエクササイズ”の設備強化で会員増加

福岡県 株式会社Ｕｎｉｔｙ　Ｇｒｏｗ 8290001073661 ホームページ改修によるターゲット明確化と発信による販路開拓

福岡県 旅の輪九州株式会社 3290001075563 福岡発信「島旅魅力ＰＲプロジェクト」の商品開発と販路拡大

福岡県 株式会社福岡ペットトラブル・ラボ 9290001078701 ペットトラブル解消事業の販路拡大と効率化の為のＨＰ改善と機械化

福岡県 德永千香子税理士事務所 － クラウド時代に対応！～仕訳入力をラクにしませんか～

福岡県 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ　ＳＱＵＡＲＥ 4290001082798
多言語対応地域密着型ウェブサービスの作成による情報発信サービスの提
供。地域活性化及び集客拡大並びに地域活性化。

福岡県 有限会社アサイラム 9290002028044 複数店舗展開の確立

福岡県 たこ丸 － ネットとチラシの連動クーポンで行う囲い込みと知名度ＵＰ事業

福岡県 オートワークス株式会社 1290001082735 集客力向上のための商談スペース改装及びトイレ水洗化に伴う下水道工事

福岡県 マウントウェーブ株式会社 8290001083933 自社にて知育玩具の通販サイトを立ち上げ運用、受託案件の顧客に還元。

福岡県 株式会社ＰＡＲＡ－ＤＥＳＩＧＮＬＡＢ 3290001066075 自社保有木材を活用したオーダーメイドプロダクトの販路開拓

福岡県 エステートホームズ株式会社 6290001072839 ホームページとＳＮＳを使った家具付き住宅の認知度・集客アップ

福岡県 株式会社Ｒｅ．ＢＯＲＮ 5290001082938 ２４時間対応！見つけたお部屋を問い合わせると仲介手数料が無料

福岡県 ＡＳＴＲＯＮ株式会社 4290001082807 「高栄養価野菜の認知度拡大と現代日本人の健康増進を目指す事業」

福岡県 ＳＴＯＮＥ’Ｓ　ＢＡＲＢＥＲ － 髪質に合わせたカットカラー提案・インスタ活用による販路拡大

福岡県 ＣＡＮＴＥＲＡ － 新しい顧客層を獲得するための幼児個別指導コースの開発・ＰＲ

福岡県 インターアクト株式会社 8290001027865 近年注目される台湾文具の販売強化と顧客獲得のための展示会出展
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福岡県 株式会社マイソル 9290001078791 「ＬＧＢＴ社外相談窓口」東京・九州エリアの販路拡大

福岡県 未来図 － フードプリンタで小ロットのオリジナル米粉バウムクーヘンの製造

福岡県 Ｋａ　Ｌｕｎａ大濠 － 他社との違いと自社のコンセプトを明確に示すＨＰの作成及び広告

福岡県 ＲＵＭＢＬＥＦＩＳＨ － ファッション誌と連動する卸売事業の本格稼働計画

福岡県 エステティック　Ｐｏｉｒ　ポ・ワール － 小規模個人サロン顧客増加のための広告強化。

福岡県 株式会社食選館 1290001077917 商品紹介用Ｗｅｂサイト制作による販路拡大

福岡県 合同会社Ｊ－ｃｏｎｎｅｃｔ 1290003006700 生おから配合麺「ＳＯＹ麺」の新ブランド展開。

福岡県 ｖｅｒｖｅ（ヴァーヴ） － 【新規顧客開拓】オンラインツールでセルフプロモーション

福岡県 株式会社ＴＡＮＩ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 3290001071182 日本のノウハウを海外に！英語圏向けセルフケアの電子書籍販売

福岡県 ミネルヴァ・リユースプロダクト － ホームページアクセス数およびコンバージョン率向上に向けた改良

福岡県 ｂｕｎｃｈｉ － カフェに気軽に入りやすくするための外観と入口周辺の整備

福岡県 脱毛工房３６．ｃ － 高級業務用脱毛機を用いた脱毛工房３６．ｃセルフ脱毛の広告宣伝活動

福岡県 ｅ’ｃｌａｔ　ｐｌｕｓ（エクラプラス） － メンズ・トレーニング集客に関するＨＰ、広告関係の作成

福岡県 フォトスタジオ村上 － 自然光スタジオへ流れているお客様の奪還！を目的とした内装工事

福岡県 合同会社グッドサポート 4290003008693 お出かけサポート、リハビリサポートを通じた販路開拓

福岡県 株式会社ＭＩＫＩ・ファニット 7290001033328 「動画マーケティングを活用した人材発掘および育成と教室展開」

福岡県 輝翔法律事務所 － ホームページを作成して得意分野・強みを活かせる新規顧客を開拓

福岡県 株式会社キバックスインターナショナル 9290001066929
日本初！！世界のレジリエンス理論を使ったコーチングサービスの販促活動
事業

福岡県 Ｃｒｅａｔｏｒｓ － 女性クリエイター集団「Ｔｅａｍ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ」の体制整備と事業拡大

福岡県 Ｌｕｃａ＆Ｃｏ．株式会社 1290001083270 病院ホームページを作成し、専門診療の価値と病院概要を周知する。

福岡県 株式会社キュービ 7290001080361 新ブランド専用ＨＰ制作による販売促進

福岡県 キレイメンテナンスサービス株式会社 2290001084813 フロアコーティングなどの認知度向上による新規顧客の販路開拓

福岡県 株式会社ニコロ 8290001080138 定年後の生活に彩りを。生涯学習に二胡をお勧めする事業

福岡県 やきとり桜坂 － ＨＰの開設と看板設置による新規顧客の獲得

福岡県 アンベリーノ － ホームページとインスタグラムを活用した集客

福岡県 柴田翔吾公認会計士事務所 － 公的機関特化型会計事務所！信頼度向上のためのホームページ作成

福岡県 株式会社エフ・ディ 7290001031918 他県でのデザインスクール展開に向けたマーケティング事業

福岡県 株式会社響プランニング 6290001060760 海外インフルエンサーを活用し、新たな顧客層を確保！

福岡県 クエスリート － ネット販売の複数店舗展開とリピーター獲得

福岡県 株式会社ＩＳＭ 5290001047016 医療介護施設に向けた「抗菌ラボ事業」の本格的展開

福岡県 株式会社ＣｈｏｕＣｈｏｕ 2290001077973 園の情報発信の中心となるホームページの作成！

福岡県 イタリアワインの店　白樺 － イタリアワインを料理と共に楽しめるお店への転換。

福岡県 株式会社ユニティクス 2290001042259 特許技術！いつでもどこでもモニタリング！遠隔監視システムの販路拡大

福岡県
アートブックカフェ　ビゴネス　ａｒｔ＋ｂｏｏｋ
＋ｃａｆｅ　ｂｙｇｏｎｅｓ

－ モバイルカーボックスでの本の販売と自費出版支援による売上促進

福岡県 株式会社スマイルアカデミー 7290001063201 結果を格安で保証可能なパーソナルトレーニングジムの販路拡大

福岡県 ベジタブルデイズ － 畑から販売まで！全てが見える農作物の定期購入のしくみ作り
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福岡県 ＳＨＯ　ＮＡＧＡＴＡ － 新コレクションの試作開発及び広告戦略による販路開拓

福岡県 株式会社ヴァリュークロス福岡 6290001057294 新商品、感動動画広告スタートアップパッケージ！

福岡県 株式会社トライローグ 8290001059594 パブリックセクター向け組織変革支援サービスの構築

福岡県 株式会社ＴＡＢＩＳＡＩ 4290001083111 住宅宿泊事業法の許可からホテル旅館業法の許可への変更事業

福岡県 株式会社ＩＦＡフィナンシャルグループ 4290001080694 ＩＦＡを分かりやすく紹介するアニメーション動画作成

福岡県 株式会社玄繕 1290001082462 インターネットを通じたゼネコン、建築関係者への認知度の向上

福岡県 株式会社ＥＧＦ 3290001085133 日本らしい紹介に溢れるサイトへのＡＭプラセンタサイト更新

福岡県 ＲＥ．Ｐｈｏｔｏ＆Ｓｕｐｐｏｒｔ － 無修正なのに修正並みの写真撮影で女性に輝いてもらう

福岡県 株式会社プラネット 8290001004030 若い年齢層の新規顧客獲得を目指すホームページ作成

福岡県 株式会社Ｆ・Ｉ・Ｔソリューション 1290001055600 美容専売品を取り扱うＥＣサイトによる美容室の通販サポート事業

福岡県 株式会社ｗｉｌｌ 7290001076483 保育業界の問題解消の為の保育者育成・組織改善事業のウェブ販促

福岡県 株式会社ＩＬＹ 2310001014445 ホームページとＳＮＳを連動させた広報活動による販路開拓

福岡県 株式会社マーキュリー 4290001028215 ＳＮＳを活用したサービス広報と集客導線の構築による販路開拓

福岡県 ファルーカ株式会社 2290001069780 ファルーカモデルズＣＭ制作、動画解りやすくファン獲得！

福岡県 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307 ″くらし″に関わる人達の物語を紹介するＷＥＢメディアサイトの作成

福岡県 株式会社トータルケアセンター福岡 9290001085350 諦めず希望を実現化させる、保険適用外の選択肢でのリハビリ

福岡県 合同会社ふぁみりぃスマイル 6290003005417 インターネット活用による相談件数・成約件数の向上

福岡県 ヘアメイク着付け専門店Ｌａ　ｐａｎｉｅｒ － Ｌａ　ｐａｎｉｅｒに来れば、ヘアメイク着付け撮影までできる

福岡県 株式会社ＮＰＣ 3010001109695 双方向コミュニケーションで集客！「紙とＩＴ融合ツール」の開発

福岡県 ＨＡＴＴＥＲ － 古着、古着物のリメイク事業、販売促進。

福岡県 コックソース株式会社 3290001007533 自社ロゴ、自社商品デザインの改良によるリブランディング事業

福岡県 株式会社７１９ 6290001064191 旬の魚の品質保持と仕入れ調整による利益率と販路の拡大

福岡県 株式会社フェリスマネジメント 9290001083172 不動産総合会社としての魅力を発信するためのプロモーション戦略

福岡県 株式会社ｅｎＧｕ 9290001057936 ターゲットの再設定で生まれた新たな顧客層へのＰＲ事業

福岡県 ＣＲＣ － ヨガインストラクター指導者養成講座通信教育の事業開始

福岡県 ＲＹＭ２（リムツー） － これで安心！パニック症患者を独自のＬＩＮＥテーピング治療で救う

福岡県 モバイルＺ － スマホ液晶パネル再利用スマホ修理事業

福岡県 Ｆｒｉｅｎｄｓ　Ｆｒｉｅｎｄｓ － ビジネスマンのコミュニケーションゲームバー

福岡県 株式会社エスエルエスクリエーション 5290001060118 新規事業のウェブサイトで広告宣伝による新たな販路の拡大

福岡県 アンジュ合同会社 2290003008308 新規顧客開拓による広告宣伝の拡大と新メニューの導入

福岡県 株式会社ルーチェ 9290001072893 痩身に一役！エステサロン考案『ブレンド生姜茶』の販路拡大！

福岡県 株式会社アーツ 8290001035793 新商品、新サービス向け！広告メディアミックスパッケージ！

福岡県 ＧＡＲＤＥＮ － 〈クリニック開業ＰＲツール・デザインパッケージ〉の訴求

福岡県 株式会社アデル 8290002009458 メーカー向け製品情報ＷＥＢ更新システムの販路開拓。

福岡県 株式会社ＫＡＩ 8010001180205 次世代賃貸のＷＥＢメディアサイトの作成

福岡県 ＣＲＡＣＫ　ＨＯＵＳＥ － 新たな看板を設置、店内売場を改装、客数、認知度、売上高の上昇
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福岡県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｅａｓｏｎｓ － 美容室に革命を！深頭筋を捉えた温活ヘッドスパ新メニュー導入

福岡県 楽しい食卓株式会社 7290001029854
福祉施設に向けた「利用者の健康促進・食事提供効率化研修」の作成及び
販売

福岡県 株式会社福岡こどもクラブ 7290001009930 ＷＥＢ広告による新規顧客開拓事業

福岡県 合同会社日本未来推進機構 5290003008957 「九州産オリーブリーフ」の東・東南アジア市場でのサンプル検証

福岡県 Ｂｒｉｌｌｅｒ　Ｂｅｌｌｅ（ブリエベール） － 福岡発！エステにウェブ集客をかけ脱毛とエラスチンサプリを周知徹底！

福岡県 株式会社アルテレゴ 9290001070410 欧風天吊りヒーター、エアコン導入によるテラス席の快適化

福岡県 株式会社とらや眼鏡店 5290001049268 販路開拓に必要な機械設備の導入

福岡県 ｅ－ｐｌａｎ－ｎｅｔ　（イープラネット）　久留米 － 親世代の責任としてのお金の知識の向上

福岡県 ＤｏｇＳａｌｏｎ　ＳｔｏｒｙＨｏｕｓｅ － 屋外店舗看板設置による認知度向上及び新規顧客の開拓

福岡県 レストランシェ・ワシズ － ＷＥＢおよび・チラシ広告を活用しての、新たな販路開拓事業

福岡県 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － 企業向け悩み別アロマ開発・ＯＥＭ化と販路開拓・拡大事業

福岡県 はなこトラベル － 訪日外国人向け久留米市体験ツアー情報サイト制作

福岡県 株式会社茶花の里 3290001049187 ガーデン・リノベーションの情報発信と創客による経営強化

福岡県 株式会社ビッグエム 4290001049467 食肉のプロが開発した食肉加工品のＷＥＢ通販と業者卸への展開

福岡県 合同会社ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＭＡＴＳＵＢＡＲＡ 7290003008550 クッキー成型機導入による作業効率アップと機会ロスの削減

福岡県 有限会社中村 1290002049634 １階ラジコンコース改装工事による集客力アップ

福岡県 ベルテンポ － 新店舗によるインテリアグリーン、雑貨販売の新規開拓

福岡県 久留米焼鳥つかさ － 団体と個室どちらも対応可能な掘りごたつ席改装による集客力強化

福岡県 有限会社グレイスカンパニー 9290002048884 美と健康の伝道師「酵素風呂ゆい」の集客力強化。

福岡県 もちづき眼鏡店 － 他店との更なる差別化の為の顧客用視力測定機械の導入

福岡県 カフェ食堂Ｏｔｏｇｉ － カフェ食堂Ｏｔｏｇｉを世間に周知し販路拡大の為の広告宣伝事業

福岡県 ＣＯＬＯＲ　ＳＴＹＬＥ － 片づけの需要拡大へ！認知度向上に向けたホームページ作成

福岡県 土地家屋調査士村山隆徳事務所 － ＵＡＶ（無人航空機）を利用した境界測量および３Ｄ現況把握調査

福岡県 株式会社２１福岡 6290001051561 生産性向上と顧客満足度向上への設備設置事業

福岡県 風のおくりもの － 接客販売の効率化を図る為の久留米絣専門店の店舗販売環境の改善

福岡県 株式会社Ｇｒｏｕｎｄ　Ａ　ｆｉｅｌｄ 2290001082486 新規顧客獲得と美容整骨矯正の知名度アップ為の看板・のぼり等の設置

福岡県 ＢＩＰＳ － 肺音学習ソフトウェアの製作

福岡県
株式会社農業都市デザインシステム研究
所

7290001051692 開発した冷凍柿（秋王）の販路開拓

福岡県 出張洗車くるめや本舗 － 出張洗車サービスの販路開拓・施設営業用ツール制作

福岡県 コックス株式会社 9290001049982 農業ＩоＴ自社製品サンプルによる販路拡大と受託開発広告塔戦略

福岡県 株式会社フードラボ 4290001065076 低温調理法による魚を使った新たな和食メニューの開発

福岡県 Ｃａｆｅ　ＰＥＡＣＥ倉庫 － 顧客満足度ＵＰ！メニューの増大・提供時間短縮のための機械導入

福岡県 誉コンサルティング合同会社 9290003008152 誉で働き方改革！誉でコンサルティング！

福岡県 玄米工房ｓｗｅｅｔｓある －
山形産の食材を使った新メニュー及び土産品の開発とパッケージの開発・販
路拡大事業

福岡県 天風 － ますます元気になるシニアと子どもに担々麺を食べてもらおう！

福岡県 松永鍼灸院 － 積極訪問鍼灸治療で、身体状況も隅々まで把握できる予防ＰＲ事業

7 / 43 ページ



平成３０年度第２次補正予算　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 カントリーハウス株式会社 5290001066288 自衛隊専門の他にない販路開拓。アメリカンガレージ販売拡大事業

福岡県 株式会社エイワ 6290801010997 特注溶接Ｈ形鋼の新生産体制構築における新規顧客開拓

福岡県 有限会社ジドウシャ工房 5290802009503 ボウリングに特化したスポーツ車椅子の開発・販路開拓

福岡県 犬とくらす株式会社 8290801023394 可愛い「犬の車椅子“れいんぼーＣＡＲＴ”」の販路開拓事業

福岡県 サンクチュアリ・フォー・ヘアー － 店舗外観の改装による高級感の醸成と付加価値メニューの導入

福岡県 有限会社ＨＡＲＭＯＮＹ 4290802011724 ＨＰのリニューアルによる若年層顧客集客とリピーター化

福岡県 株式会社ビザアシスト 9290801025076 特定技能外国人の活用支援で企業の人材不足をアシスト

福岡県 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙｓｐｉｃｅ 2290801021040 インターネットで手軽に簡単！招待状・席次表作成システムの提供

福岡県 パン工房さくら － 認知度アップのための看板設置・外観改装とホームページ開設

福岡県 富士ＦＰ株式会社 8290801020598 ４０代～５０代の相続不安世代向けＱ＆Ａ冊子とＷＥＢサイト作成

福岡県 ヒビト・デザイン － 子どもの絵や作品を整理し、保存・活用する新サービスの構築

福岡県 ＭＨＣＦ株式会社 7290801024534 薬局製剤医薬品の店舗販売とインターネット販売

福岡県 Ｉｔｏｈｅｎ．Ｍ － 伝統織物×革新的な技術～ユニークで広がりあるアクセサリーへ～

福岡県 学童クラブすだち　小倉西教室 － 学童クラブ拡張に伴う、中学生以上の自習室開講

福岡県 株式会社ミューズ・ジャパン 1290801025091 ショッピングモール楽天市場への出店による直接販売機能の強化

福岡県 株式会社クリーク・インキュベート 2290801017187 多店舗対応型の受発注効率化とＷＥＢ広告代行運用による販路拡大

福岡県 介護ぷらす － 介護事業所に特化した人材確保を支援するサービス

福岡県 株式会社ＳＵＫＵＳＵＫＵ 4290801017152 バルーンラッピングマシーン導入による販路拡大と客単価の増加

福岡県 株式会社エディックス 7290801004214 販売管理・会計ソフトの導入による現状分析を生かした販路開拓

福岡県 有限会社三晃社 7290802002852 広報用ホームページ開設とオンライン営業販売管理システムの確立

福岡県 株式会社めぐみ補聴器 6290801024295 「目で見てわかる」補聴器専門店の周知

福岡県 有限会社出島商会 8290802004245 デジマがつなぐ「ふるさとライフライン」事業

福岡県 合同会社びーすたいる 5290803003100 良質なＷＥＢ制作の為の特殊撮影機器導入・カフェ事業の販路開拓

福岡県 プリティフラワー － 新郎新婦の思い出をドライフラワーにするウェルカムボードの制作

福岡県 株式会社シュックルブラン 2290801008987 自社商品「門司港レトロバナナ」の販促品刷新と通販サイト構築

福岡県 エアーテック株式会社 6290801005139 ＩｏＴ化に対応した新型ドレンタイマーバルブの試作機の開発

福岡県 Ａｅｒｉａｌ　Ｙｏｇａ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＦＥＥＬ － 美容・健康志向が高い２０～４０代の女性向け物販メニューの開発

福岡県 楠本拓也税理士事務所 － ＣＲＤを活用した財務コンサルサービスによる顧客の獲得

福岡県 株式会社花空 7290801019534 地域発独居や高齢のご家族への弁当宅配サービスの実現

福岡県 株式会社アクティブ・ライフ・サポート 3290801023119 レジスター・ラベルプリンター導入による商品管理・販売能力強化

福岡県 有限会社宇佐美 1290802011603 「百年床の宇佐美」が手掛ける　業界初　ぬか炊きの缶詰品の開発販売

福岡県 ライトウォーク・ラボ － スマートウォーク（研修体験講座）の新サービス実施とＰＲ

福岡県 株式会社ＳＡＫＵ 6290801021821 小麦アレルギーの方に笑顔と安心を提供！１００％米粉パンの開発

福岡県 畳工房天草や － 畳との一体的な色調提案によるクロス工事の販路開拓

福岡県 ぎょうざ工房　風人 － 餃子のブランディング強化及び全国規模の販路開拓

福岡県 合同会社ＡＭＰＨＩＢＩＡ 6290803002968 企業も従業員も幸せに！女性社労士による働き方改革支援ＨＰ開設
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福岡県 株式会社マリンテック 6290801017464 ＷＥＢ広告を活用した、ネットショップの新規顧客開拓

福岡県 半導体装置革新研 － 半導体装置の革新的技術開発によるライセンス・ベンチャー事業

福岡県 株式会社ナオブランド 4290801019990 日本伝統の金平糖の継承持続事業～ネット通販でグローバル化～

福岡県 株式会社平尾水産 1290801003130 小規模佃煮専門店の製造工程革新による生産性向上で販路拡大

福岡県 ＢＡＬ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 中高年齢者が安心かつ快適に利用できる店舗の改善への取組み

福岡県 株式会社ティリィア 4290801011584 健康経営を促進する新サービス「耳ストレッチ」の拡販ツール開発

福岡県 Ｄｅａｒ　Ｈ　（ディアエイチ） － 健康経営に寄与する企業向けサービスと整体師の働き方改革事業

福岡県 染織工房シルクトーン － 博多織大相撲化粧回し職人が開発したランダム布製品の海外展開

福岡県 ティーアップヘアー － 地域の高齢化に寄り添って　お店も高齢者に優しい化

福岡県 株式会社日本デンソー 3290801009340 販促チラシ、大型垂れ幕製作・商品動画作成及び動画ネット開設

福岡県 スペイン家　ＧｒａｎＡｒｒｏｚａｌ － 夫婦で楽しめるサードプレイス　創作スペイン料理店の認知度向上

福岡県 マーク折尾 － ＬＩＮＥ＠活用と創業祭による販路拡大

福岡県 有限会社ＦＰＦ 2290802011957 ウェブサイトを用いた技術力の発信及び自社のブランド化

福岡県 株式会社グリーンニッポ 6290801009156 ３次元グラフィックス動画を用いたシートパイプ工法の販路拡大

福岡県 ダイニングバー杏庵 － 女性スタッフだけの和風ダイニングバーのデジタルＰＲ戦術

福岡県 株式会社ごとう醤油 6290801018487 北九州が誇れる職人の技調味料及び加工品の製造工程改善で販路拡大

福岡県 ４７ｅｆ － 食材紹介システム　食の６次産業化ヒーローＰｒｏｊｅｃｔ

福岡県 株式会社ルピエ 1290801018681 乳がん患者用の前開き着脱楽なブラジャーと乳房補正パットの開発

福岡県 株式会社ｎａｎａ 8290801021621 オーダースーツのインターネットショッピングサイト立ち上げ

福岡県 株式会社ＮＯ　ＥＸＣＵＳＥ 7290001055000 ＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック）を活用した広告活動

福岡県 株式会社常友自動車 8290801020557 ホームページ及び看板を活用した特殊車両再生事業の販路拡大

福岡県 株式会社コスモハウジング 9290801001432 在留外国人向け不動産仲介サービスの充実

福岡県 ｈａｉｒ　ｆａｓｈｉｏｎ　ＬＩＲＩＳ － ウイッグレンタルサービスによる顧客拡大

福岡県 シャン・ド・フルール株式会社 7290801023321 ホームページによる宣伝広告

福岡県 株式会社ＳＥＯ 9290801025299 就労継続支援施設（Ｂ型）の新設に伴う周知・利用者募集

福岡県 株式会社Ｐｉｖｏｔ 7290801020368 身近なお困りごとを懇切丁寧にお手伝いするサービスの周知事業

福岡県 株式会社サークル・オブ・フレンズ 2290801025553 「フォーカスマーケティング」を活用した新規顧客開拓の展開

福岡県 株式会社アロック 8290801013718 オンラインストアでの海産物小売にあたっての販路拡大施策

福岡県 まる寿司 － 宅配寿司のチラシ印刷・ポスティング

福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 洗車・下地処理に特化したＨＰ・ＳＮＳ活用による新規顧客獲得

福岡県 株式会社ネクストクリエイション 4290801021014 弊社オリジナルのカードゲームを使った楽しい会議術の提案

福岡県 エアーテックホールディングス株式会社 8290801018163 外国人による外国人のためのインバウンド事業活性化サービス提供

福岡県 野田自動車鈑金塗装 － 目指せ“ワンストップサービス”顧客開拓に向けた広報と設備導入

福岡県 インテリアユキ － 診療所・介護関連施設への自社アピールによる販路開拓

福岡県 アトリエ花むすび － 利用客にやさしい独自サービスのＰＲ・販促による新規顧客の開拓

福岡県 昭和住宅株式会社 2290001053883 ＳＤＧｓ導入＋お施主様インタビューによるＺＥＨの販路拡大
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福岡県 ＷＡＳＨ　ＵＰ － 建物外清掃のニーズに応えるための販促ツール整備、屋号の変更

福岡県 ＦＲＯＭ － ホスピタリティの充実による女性客にも優しい店舗づくり

福岡県 ケーズクルー有限会社 7290002045462 居酒屋店舗、２階の改装工事

福岡県 魚佐 － 高齢者が好む１階椅子席を増やし食事提供スピードを上げ売上拡大

福岡県 北川製餡株式会社 5290001058681 ＷｅｂサイトでＰＲと商品情報提供による個人客へのアプローチ

福岡県 株式会社イージーランド 3290001045681 駐車場を活用した店のクオリティーのＰＲ事業

福岡県 株式会社ライムワークス 3290001066083 施術とメンテナンス指導を組み合わせた自費プログラムの売上拡大

福岡県 ＭＡＫＥ　ＭＩＲＡＣＬＥ株式会社 6290001080536 ランチ営業の開始による新規顧客層への販路開拓と宣伝広告

福岡県 博多人形　古今 － 体験型の新サービスの提供と『＃令和装』人形の新商品開発事業

福岡県 香りの里きのこ園株式会社 6290001073382 ウェブでのそば屋来店誘導とライン＠を使ったリピート促進事業

福岡県 みそらぼ － インバウンドユーザーに向けたプロモーション型販路拡大

福岡県 グレープ・きぬや呉服店 － 「紹介優遇クーポン」活用による成人式レンタルのシェア拡大

福岡県 有限会社ＪＥＷＥＬＲＹ　ＡＴＥＬＩＥＲ 7290002046238 低価格の結婚指輪の販売による販路拡大

福岡県 ファンタジアピアノ教室 － ホームページを利用した告知活動及び動画配信サービスの確立

福岡県 大和プラスチック － Ｗｅｂサイトを活用した難燃性銘板の新規顧客獲得

福岡県 飯塚自動車ガラス － ２４時間受付対応サービス確立に伴うＨＰを利用した告知活動

福岡県 株式会社Ｃｌａｐ 2290001070771 「飲食スペース（芝居茶屋）拡大」による集客力と売上の向上

福岡県 ＫＡＲＩＭＡ（カリマ） － 新規集客広告を紙媒体からウェブに変更したエステサロンＰＲ方法

福岡県 ＣＯＳＭＯ　ＡＲＴＳ株式会社 5290801025195 Ｗｅｂと連携した販売管理システムで業務効率化と販路開拓を図る

福岡県 有限会社ファルコン 5290802020583 販路拡大のための自社ホームページ開設

福岡県 Ｃｏｆｆｅｅ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｓｋｅｔｃｈｅｒｓ － 自社ブランド「デザインアートシフォン」の販売促進事業

福岡県 Ｂａｍｂｅｅ － 新店舗オープンに伴う毛髪改善と体質改善新サービスの提供

福岡県 株式会社ライズアップ 2290801020711 オリジナルギフト箱での通販ギフト販路開拓事業

福岡県 有限会社イシケン機工 1290002048165 防滑施工「グリップシリーズ」の企業・施設向けの販路開拓

福岡県 株式会社松尾農園グループ 5290001056256 地域に根ざした農業生産加工体験による顧客生涯価値向上プログラム

福岡県 クマノス － お客様の要望を形に変えるクマノススタイルの展開と定着

福岡県 Ｏｌｉｖｉｅｒ　Ｒａｉｎ － 専用オーブンで八女初のヴィエノワズリー商品化！！

福岡県 平島農園　太陽梅 － 梅の木オーナー制度による、作業体験見学会の実施

福岡県 坂田商店 － ブランディングデザインによる新規顧客獲得

福岡県 株式会社日本健康寿命延伸協会 9290001067159
福岡県初の共生型デイサービスにおける新たな障害者雇用の構築・引きこも
り対策

福岡県 アズ八女店 － 地域密着！街の電気販売店の強みと利用方法を周知するＨＰ作成

福岡県 有限会社総合 6290802024204 フリーペーパーとホームページを活用した新規顧客獲得事業

福岡県 めがねファクトリー － 白内障検査にも対応した検査機器の導入による新規顧客開拓

福岡県 筑豊三豊アルミ株式会社 9290801016414 商品展示場設備によるアクティブな営業活動への転換

福岡県 相互鈑金塗装工場 － 鈑金塗装環境と接客環境の整備による販路開拓

福岡県 Ｄ、ｍａｒｉｐ（ディーマリップ） － 看板の設置と地域の祭りに合わせたイベント開催による広報活動
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福岡県 有限会社おかべ企画 3290802025618 個室の整備と「インボディ」の活用による販路開拓と宣伝広告

福岡県 株式会社アイエムプランニング 6290801016268 １８万円家族葬儀のウェブサイト活用による販路開拓と販売促進

福岡県 有限会社恒遠石材彫刻店 2290802024281 文字彫刻作業の効率化による受注販路拡大及び作業負担の軽減

福岡県 ｊａｍｓ　ｎａｉｌ － 店舗オープンに伴うホームページを利用した告知活動

福岡県 Ｕ，ｍａｒｉｐ　＆　ｙａｍａｎｏ － ＴＡＧＡＷＡ謹製ブランド健康食品ケイ素飴の商品開発と販路拡大

福岡県 Ｆｏｒ　Ｙｏｕ － 肌疾患対策化粧品の周知と肌診断機導入による販路拡大

福岡県 ＤＯＧ　ｅｙｅ　コミュニケーション － 訓練用のドッググラウンド整備による付加価値サービスの提供

福岡県 味処　源六 － 有明海産１００％懐石「柳川の宴」シニア層向け販路開拓事業

福岡県 株式会社ＳｏｉＬ 1290001075251 就労支援を創出する地域ポータルサイト運営メディア事業

福岡県 紅茶の店　Ｒｉｖｅｒ　Ｆｌｏｗ － 新たな看板設置で店舗認知度の向上と定着

福岡県 ゴリラジム － ジム出張無料体験セミナーから繋げるシニア層の顧客獲得策

福岡県 九州物産株式会社 8290001052806 販促ツールとして活用できるＷＥＢカタログの制作及び販路開拓

福岡県 かまち設計一級建築士事務所 － 安全・迅速な設計プランを提供する顧客満足度向上事業

福岡県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｏｒｅ　（ヘアーメイクコア） － 施術環境の改善による身体的負担の軽減、滞在時間の質の向上。

福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482 食品表示法改正に伴う自社の新商品開発とブランド力強化事業

福岡県 ａｉｍ － ファインバブル製造機導入による髪や頭皮を守る新メニューの提案

福岡県 酒屋あづま － 酒小売店が企画するオリジナルブランド日本酒の開発と販路開拓

福岡県 株式会社ビッグバン 2290801015307 自社独自の麹調味料の開発及び販路開拓

福岡県 有限会社光和ルーフ技建 8290802022866 大規模草刈り業務の宣伝拡大による新規顧客の開拓

福岡県 株式会社ハンドスタンド 1290001080615 体操教室の拡大とアクロバットショーの販路拡大

福岡県 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ケアトレ － 移転＆事業拡大（スタジオ併設）のＰＲをし、当店の認知を図る

福岡県 晴れる家 － バリアフリーを中心とした新規顧客開拓の為の店舗改装

福岡県 合同会社トロフ 6290003006844 家具撮影スタジオ改装による付加価値訴求及び販路開拓

福岡県 仁田原建具製作所 － 大川から世界中に組子の真の価値を製作体験を通して発信する

福岡県 ＬＯＨＡＳ＋Ｒ － “女性を心身ともに健康にする空間づくり”場所開設事業

福岡県 カネックス刃物工業株式会社 8290001052756 炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）加工用刃物の販売促進

福岡県 ヘアーステージオネスト － 看板設置による顧客獲得とリピート率向上の為の新メニュー開発

福岡県
株式会社エレガントウッドコーポレーショ
ン

6290001052683 メゾン・エ・オブジェの展示会で弊社の魅力を伝えるパンフレット

福岡県 ギフトハンズきのした － 企業ＰＲ用大型印刷物のジョイント提案を「橋頭保」に関連商品受注増

福岡県 ＳＴＡＲ　ＧＩＲＬ株式会社 7290001078752 自社の販促物制作＆インバウンド企画

福岡県 桐里工房 － 台湾向新商品コマーシャル動画・パンフ製作による販路開拓事業

福岡県 ｍｅｎｓ　ｈａｉｒ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ － インターネットを活用した集客及び認知度向上事業

福岡県 ジャンブルファニチャー － 寺院・飲食店向けのテーブルの開発・販路開拓

福岡県 株式会社ＤＯＩＮＧ 8290001068034 ホームページとＳＮＳを連動させた集客導線の構築による販路開拓

福岡県 株式会社馬場木工 9290001053142 ストリートビューで日本国内生産をアピールしたホームページ開設

福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642 リノベーションマーケットへの参入の取組
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福岡県 株式会社亀草庵 4290801021906 ＢｔｏＢ戦略に伴い適正包装の標準化を図り企業の体力強化

福岡県 有限会社西村園茶舗 2290802024703 葬儀社への新規参入と幅広い世代のニーズに応える粉末茶の提案

福岡県 エコリスト － 自社ＷＥＢサイトでの求人採用を成功させるセミナー開催での新規顧客開拓

福岡県 株式会社赤崎ストックファーム 8290001081367 暖かみがあり入店しやすい店構えへと生まれ変わる店舗改修事業

福岡県 株式会社武久 6290001047329 日本古来の旨味を手軽に継承するためのブランド事業

福岡県 ボディケア＆スポーツ整体幸～ｋｏｕ～ － 急性期・スポーツ障害に有効な電気治療器を導入し施術の幅を拡大

福岡県 野歩ほん － お客様に対して作り手の想いの届く商品開発と販路開拓

福岡県 株式会社藤色の小雨 2290001081538 日本伝統芸能を中心とした新しい観光体験サービスの構築と周知

福岡県 とみなが自動車 － ～車も人も守る快適空間づくり！～

福岡県 新川桂株式会社 6290001047279 機械移設（レイアウト変更）で高齢者の負担軽減と工場見学の効率アップ。

福岡県 栄養味噌 － ホームページリニューアルによる営業活動促進事業

福岡県 福島産業株式会社 8290001047467 教室リニューアルによる新規顧客層獲得

福岡県 ウエストビレッジ － 新規顧客獲得の為の看板設置とＨＰ作成事業

福岡県 江崎製麺有限会社 3290002047025 運命の赤い糸（筑後市、恋木神社コラボ）の販路拡大

福岡県 まるしんのてぬきうどん － 「皆さん、聞いてください！」

福岡県 有限会社光延織物 1290002048000 ホームページリニューアルによる弊社イメージの改新と販路拡大

福岡県 有限会社アルファー 3290802021476 オンラインショップの再構築による集客力の向上と売上の増加

福岡県 株式会社ＰＴＲ 9290801024664 人材紹介事業展開に伴うホームページを利用した告知活動

福岡県 有限会社アムリタ 8290002044083 パソコン博士を育てる！「きっずパソコン教室」・販路開拓

福岡県 ウィルズキッチン － 朝倉市に洋画のワンシーンに出てきそうなアメリカンな飲食店を作る

福岡県 にこる亭 － 各世代に寛ぎと癒しの空間を提供する店舗改装

福岡県 髙良たたみ店 － 新商品「健やかダイケン表　縁なしカラー畳」の開発、製造販売。

福岡県 日ノ目スタヂオ － 画像、動画を駆使したクロスメディア戦略

福岡県 株式会社ヨシヅカ 6290001044227 文具は文化！ヨシヅカは企業のＩＴドクター事業！

福岡県 エステルームみるたすガーデン － ★店舗まるごと看板計画で身体も心もキレイキレイ★

福岡県 深町工業株式会社 4290001044162 廃材と流木の有効活用！薪づくりプロジェクト

福岡県 株式会社ポルテ 9290001084542 不用品を地球に優しいリサイクルショップ

福岡県 志学塾 － 志学塾ＩＴによる顧客獲得と利便性向上

福岡県 白橋　法幸 － 在庫増加による在庫スペース確保のための倉庫改築

福岡県 ラケットショップなかま － プリント用プリンター導入による販路の拡大及び業務効率化

福岡県 幸人 － 高性能機械導入による生産量の増加と販路拡大

福岡県 株式会社三寿 1290801018599 双方向コミュニケーション・ツールの開発と導入による売上増

福岡県 株式会社マル五 9290802017493 うなぎご飯の素・マルゴめんのラジオＣＭ、イベントでの販路開拓

福岡県 富士企画株式会社 7290001072243 ホームページの読み込みスピード改善とＳＥＯ対策による集客強化

佐賀県 有限会社ＩＣＵ 2300002011500 Ｗｅｂによる顧客開拓と魅力的な新店舗づくりによる売上拡大

佐賀県 株式会社稜甚 7300001007098 ご親族を呼びたくなる場所へ
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佐賀県 ４６８　ＳｉＭＢＡ　Ｃｏｆｆｅｅ － 顧客の嗜好にあったＣｏｆｆｅｅ豆の商品開発と販路開拓

佐賀県 やなぎパソコン教室 － 小学生、中学生のためのプログラミング教室

佐賀県 ＨＡＩＲ－ＭＡＫＥ　ａｒ － きれいと元気を与えるヘアカラーのための新たな機械設備の導入

佐賀県 ＮＩＨＩＬ　ｂｅｓｐｏｋｅ　ｓｈｏｅ － ホームページリニューアル等による新規顧客獲得と売上の創出

佐賀県 有限会社中村鉄工所 7300002001075 ウェブサイト構築等による新規顧客の獲得と新たな売り上げの創出

佐賀県 つかはら施術院 － ぎっくり腰の原因となる「お腹の柱」を立て直してはつらつライフ

佐賀県 デリス・ドゥ・ラ・マルグリット － イラストケーキ、プチガトー等の商品の魅力を伝えるお店づくり

佐賀県 株式会社美穂野 2300001008134 ＨＰの営業力強化とパンフレット等によるブランド力向上

佐賀県 ＣＵＢＩＥ － ＷＥＢ／ＳＮＳを活用したブランド価値の確立とビジネススケールの拡大

佐賀県 Ａｎｔｙ － 集客力の高い看板設置で、女性専用シェービングサロンの集客強化

佐賀県 ｋｏｉｃｈｉ － ヨーロッパ古着の商品化に伴う体制強化と仕入・販売ルートの構築

佐賀県 株式会社コア 1300001007987 グランピングと融合させた民泊事業による新規顧客と売上の創出

佐賀県 予防医療アロマテラピーＶｉＳＳ － 安心・信頼の「ＶｉＳＳオリジナルアロマ」ブランド確立による販路開拓

佐賀県 よし姿勢＆スポーツ整骨院 － 健康のプロが薦める新メニューとそのプロモーション活動

佐賀県 シュエットストーリー － オゾン水を使った新しい美容サービスの提案とプロモーション活動

佐賀県 有限会社富永製作所 6300002002520 ＨＰの構築とＣＡＤソフト導入による新規顧客獲得と売上の創出

佐賀県 野田板金加工所株式会社 4300001005443 エンドユーザーに向けての新規顧客開拓

佐賀県 レシップアーレ － 女性整備士がいるから安心！自動車整備工場のファンづくり

佐賀県 ＡＳＳＵＲＥ － “覚悟不要”の男性脱毛　最新機械で失客しない販路開拓

佐賀県 ｉｋｏｅ － ビジュアルで訴求する　無難に売れない緞通アクセサリーの販路開拓

佐賀県 有限会社海人 1300002002211 佐賀県原産キノス入りぽん酢の新パッケージによる販路開拓

佐賀県 司法書士　純典法務事務所 － 改正法に対応した遺言セミナー、遺言用財産目録作成代行手続

佐賀県 アルファー教室 － フラドレスデザイン、技術を活かすペットドレスの試作とネット販売

佐賀県 有限会社玄洋 3300002010303 対高齢者新規顧客開拓に伴う、椅子・テーブル席導入計画

佐賀県 有限会社伊東商事 3300002010146 「幸せの基（もと）」につなぐ販路開拓

佐賀県 ＦＩＬＥ（ファイル） － ストリートに根付くオリジナルプリント商品開発での販路開拓

佐賀県 株式会社唐津海 7300001011224 カラスミパウダーでレストラン新規開拓策

佐賀県 有限会社中川茶園 7300002010530 茶、ティーバッグ商品の新デザイン開発と販路拡大

佐賀県 株式会社クラベル・ジャパン 2300001010619 “光の国の人生を飾りたくて”オンリーワン花加工品の海外展開

佐賀県 川島豆腐店有限会社 8300002010249 ホームページを作成することで販売の仕組み構築と新たな販路開拓

佐賀県 有限会社御宿　海舟 4300002010582 高齢者のニーズに対応した環境整備による販路開拓事業

佐賀県 牟田金銀細工所 － 魅せるフルオーダーアクセサリーで販路開拓

佐賀県 中野陶痴窯 － 江戸時代より現存する最大の唐津焼登り窯再生プロジェクト

佐賀県 唐津　孤高の肉バル　カルネスタ － お弁当事業するためのリニューアル内装工事。

佐賀県 佐志接骨院 － スポーツ現場での治療やリハビリを可能とする低周波治療器の導入

佐賀県 中川法律事務所 － 新規ホームページ開設
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佐賀県 ＪＯＹプリント唐津 － 体験型ワークショップの展開及びお土産Ｔシャツ販売の拡大！！

佐賀県 エスプロアンドサンズ － 一般住宅戸建、アパート等の住宅リフォーム外壁塗装の販路開拓

佐賀県 有限会社川原酒店 7300002010225 魅力的なワイン情報発信を目的としたホームページ制作

佐賀県 株式会社アクティブスペース智 5300001010764 『鉄の扉からの解放。帰りたくなる場所へと繋がる、販路開拓。』

佐賀県 やました手芸店 － 小規模手芸用品専門店のブランド戦略のための製品開発と販路開拓

佐賀県 合同会社ロジスト 3300003001086 外国人旅行者のストレスフリー環境づくりの為の多言語対応の充実

佐賀県 株式会社伊万里陶苑 9300001005546 お客様をおもてなしできる工場を目指した改修工事

佐賀県 有限会社伊万里商会 9300002008713 店舗改装による来店客滞在時間の延長と購入機会の増加

佐賀県 株式会社海洋開発技術研究所 2300001005503 全国大会への出展による小水力発電関連事業の販路拡大

佐賀県 民泊　さくら亭 － “二つのさくら”をつなぐ道標　“彩るプラン”で過ごす販路開拓

佐賀県 株式会社瀬兵 4300001005542 ＯＥＭ販路の新規開拓を目的に展示会・商談会参加と販促物の作成

佐賀県 ヘアースタジオＪＡＭ － 知らせる手段と入り易い店舗で“繋がるシニアレディースデー”

佐賀県 ＩＭＡＲＩ株式会社 2300001005445 パイオニア企業が取り組む安全軽量な『アソビ段』での販路開拓

佐賀県 おしゃれの店きしかわ － “魔法の手”と最新設備が生み出す“オンナ磨き”で販路開拓

佐賀県 有限会社徳永製陶所 3300002007976 デザインで再発見。窯元市で掘り出す伊万里焼の魅力と賑わい創出

佐賀県 松本水産 － 伊万里産とらふぐの加工品開発と食品商談会出展による販路開拓

佐賀県 有限会社畑萬陶苑 5300002008023 ＳＮＳ　の活用及びギフト需要に即したオンラインによる販路拡大

佐賀県 富永窯 － 情報発信力の強化による入店率アップで売上増を目指す

佐賀県 有限会社亀栄プロパン 9300002007673 デモ機導入“ここだけガスでも便利”“壊れる前に買い替え提案”

佐賀県 バイオワース株式会社 1300001009785 非セメント系固化材「カタツムリ」の販路開拓

佐賀県 ＬＩＢ　ＣＯＦＦＥＥ　ＩＭＡＲＩ － イマリヤキコーヒーの開発（コーヒー豆の自家焙煎）

佐賀県 鍵と錠のＳＯＳ鍵屋ヒワタシ － “デジタルとアナログ２つのマシン”で解決　遠隔地の鍵トラブル

佐賀県 有限会社前田ボディリペアーセンター 8300002008128 女性目線も生かし個人客集客を実現するＷＥＢリニューアル

佐賀県 鍋島虎仙窯 － 鍋島虎仙窯ブランドの開発と販路開拓事業

佐賀県 株式会社海の郷玄海丸 2300001005890 探す人にはすぐわかる！お店発見　大看板の設置事業

佐賀県 合名会社ひさご 6300003000416 慶弔祝事　季節のおすすめ料理　イベント等のチラシ作成とＤＭの配布

佐賀県 有限会社福吉 2300002008042 “居酒屋デビュー”を応援世界基準トイレと美味しいショーケース

佐賀県 株式会社ＫＡＩ 5300001006052 ペットと共に暮らす“一生の想い出づくり”への販路開拓

佐賀県 有限会社下平商店 5300002007850 細分化するイベント需要を取り込む“自由設計のプレゼント”提案

佐賀県 株式会社カーウォッシュワン 4300001009808 機会損失削減のための施工ブース増設による収益向上

佐賀県 ｃｏｃｏ　Ｔｉａｒａ　ココ・ティアラ － 産前産後ケアの経験を生かし、肌トラブルを解消させ売上増加

佐賀県 ＴＢサロン・Ｍａｒｙ － 地域初シェービングができる肌の専門職サロン

佐賀県 青木陶房 － “生地から作る”唯一無二の“氷青磁”で差別化する販路開拓

佐賀県 ｅ－ｐｒｏｊｅｃｔ － 伊万里発！大型モニター設置による広報事業

佐賀県 刺繍工房うさぎ － フォト刺繍とオリジナル商品による販売拡大

佐賀県 智泉 － 人体模型を使用した動画配信でＷＥＢ活用と新規販路開拓を狙う
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佐賀県 タナカフォトカメラ － 撮影場所工事による家族写真新規顧客獲得策

佐賀県 ベストパフォーマンス － 新規の戸建所有者とその家族向けのチラシ・ホームページ作成事業

佐賀県 鳥栖卓球センター － 外灯付看板による新規客誘導とマシン導入による練習効率ＵＰ

佐賀県 株式会社鳥栖セントラルゴルフ練習場 1300001006964 地域の身近な「生涯スポーツの場」「憩いの場」としての販路開拓

佐賀県 株式会社アジリット 3300001010394 販売促進費を活用した、ネットショップ販路拡大

佐賀県 エムアンドケイ株式会社 9300001009051 自社独自の小型塗布装置を用いたポリウレア防水コーティング事業の展開

佐賀県 株式会社エアーエナジー 2300001011690 顧客管理ソフト・予約管理ソフトの導入でリピート率向上を図る

佐賀県
リカバリーリンパ＆ハーブセラ温活　Ｒｅｓ
ｅｔ

－ リカバリーリンパの認知度向上のためのＨＰ作成

佐賀県 大島　悠樹 － 海外飲食情報サイトに店舗掲載し、新規インバウンド開拓

佐賀県 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＭＡＲＵＫＯ － こだわりのドッグサロンサービス周知による新規顧客開拓

佐賀県 株式会社アズハート 9300001009167 おもてなしの心を育成する研修型飲食事業の集客強化

佐賀県 Ｃ．ＭＡＲＩＥ － 「メンズバッグ通勤バッグの開発による顧客拡大と認知度アップ」

佐賀県 株式会社カーショップトリミ 6300001010706 ２５周年記念イベント開催による、イタリア車の販売促進事業

佐賀県 株式会社天の川 6300001011398 終活相談を含めた、高齢者サポート事業の広報活動

佐賀県 拳栄会館 － 青少年の克己心を育むためのトレーニング環境の整備

佐賀県 有限会社山田建設 1300002009264 ＨＰリニューアルによるネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの普及

佐賀県 練り上げの器　艸窯 － 窯内三作家の商品ライン確立と後継者による単独出展販路開拓

佐賀県 梶謙製磁有限会社 5300002008246 日常使いで幸せ感じる“縁起物”ブランドの開発

佐賀県 有限会社皓洋窯 7300002008558 ものづくりと食卓を繋ぐ、有田焼のＨＰ販売サイトとカタログ制作

佐賀県 有限会社金照堂 3300002008256 麟Ｌｉｎ　Ｔｉｌｅ（タイル）の施工による販路開拓と店売りの売上アップ

佐賀県 株式会社深海三龍堂 1300001005792 素敵な生活シーンを想わせる魅力のある写真で集客と売上ＵＰ

佐賀県 株式会社大慶 4300001005831 東京ギフト・ショー、大連日本商品展覧会への出展・販路開拓

佐賀県 有限会社フキヤ 4300002008536 フリーペーパー、ＳＮＳ、着物講師による新規開拓事業

佐賀県 株式会社フジタ 7300001005837 純国産「粉きくらげ」の商品開発及び廃棄率の削減

佐賀県 陶祖李参平窯 － 陶祖李参平窯ギャラリーショップＶＭＤ導入事業

佐賀県 西　隆行 － 有田・唐津・薩摩　陶芸家３人展　渋谷ヒカリエ出展事業

佐賀県 有限会社貝山製陶所 3300002008702 工場内レイアウト変更による作業の効率化とオープンファクトリー

佐賀県 株式会社田清窯 7300001005762 「ＭＵＳＵＢＩ」シリーズカタログ作成による販路の拡大

佐賀県 有限会社篠原渓山 1300002008407 新ブランド「もぐとごく」の商品開発及び新たな販路開拓への挑戦

佐賀県 大吉陶苑株式会社 1310002012416 ＳＮＳとランディングページの連動による生産性の向上

佐賀県 有限会社ひのでや 9300002004365 スマートインター開通で地の利“知識で食べる”鯉料理の販路開拓

佐賀県 Ｌｉｓｔｅｎ － ＤＡＮＴＥネットワークスイッチを導入し新たなイベントの開拓

佐賀県 株式会社山東美建 5300002005565 築年数が古い物件の空室対策のお手伝い

佐賀県 株式会社木寺商店 8300001005373 パンフレット作成とＨＰ開設によるブランディングによる販路拡大

佐賀県 Ｋａｊｉ　ｓｙｎｅｒｇｙ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ － 効果的な情報発信による顧客獲得とリピート率向上

佐賀県 有限会社北川電気工事 5300002005895 外国人労働者向けホームページの整備による人材確保・育成
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佐賀県 金岡石油 － ガソリンスタンドから車のワンストップサービス店への転換

佐賀県 株式会社肥前浜宿まちづくり公社 9300001011131 インバウンド集客を狙うゲストハウス情報を多言語化する事業

佐賀県 有限会社まちなが鍼灸整骨院 4300002007546 リハビリを軸とした販路拡大のための専用設備導入

佐賀県 藤津製氷株式会社 3300001004974 「純氷さがん氷」飲食店への販売強化！

佐賀県 川田食品 － パッケージの刷新！地元有明海海産物を中心に販路拡大！

佐賀県 株式会社タラッタ 6300001009211 付加価値を付けたミカンの販売増と利益向上、新たな顧客層の獲得

佐賀県 伊東屋 － 刺繍ミシンでお客様の満足度プラスができる仕上がりを実現

佐賀県 岡屋　Ｆａｒｍ＆ｉｌｙ － ホームページ並びにネットショップによる売上拡大、ブランド力強化

佐賀県 有限会社赤門堂 1300002006658
佐賀県の伝統的なお菓子丸ぼうろの自社ブランド「兄弟ぼうろ」を核とした販
路開拓

長崎県 陶房大林 － ろくろ成型による新商品開発とホームページを使った新規顧客開拓

長崎県 アップトゥーユー合同会社 4310003003469 長崎初！見守りパック付き新不動産管理サービスの広報・顧客開拓

長崎県 長崎サーロイン食堂 － 厳選「豚サーロインステーキ重」でランチ難民を救う！

長崎県 中華酒家　てんねん　ｍａｒｋｅｔ － 「中華」「長崎」「スウィーツ」メニュー開発・広報事業

長崎県 洋菓子のルフラン － フードプリンター導入による「オリジナルケーキ」等の販売強化

長崎県 株式会社椿 8310001004952 地元客と観光客が触れ合うコミュニティースペースの創出

長崎県 有限会社中央塗料商会 1310002003241 リアルタイム検索対応！！ホームページ開設で元請受注アップ事業

長崎県 株式会社セブン企画 9310003000536 ショップカードを活用し、様々な見込顧客を自社サイトに誘引

長崎県 有限会社松竹商事 6310002005209 洋式ウォシュレット設置とパンフレット通して新規顧客の拡大

長崎県 焼き肉　浜ちゃん － 肉と魚のよくばりグルメ客へのインターネット広報事業

長崎県 ｈａｉｒｃａｆｅｋｏｔｏｎｏｈａ － 地域美容室の花と繋がるオンリーワンサロン計画

長崎県 珈琲　冨士男 － 長崎老舗珈琲店のＳＮＳ活用・高齢層回帰をねらった内装工事

長崎県 株式会社スカルパ 2310001002524 長崎特産のびわ関連商品の販路拡大と生産性・品質向上の取組み

長崎県 有限会社京弥 3310002001474 クローゼット用着物ハンガーの仕様変更による販路拡大

長崎県 Ａｉ国際医療研究所 － インバウンドウェルネス観光客獲得のための広告宣伝事業

長崎県 有限会社エーカ 9310002007193 中小企業のためのＩＣＴワンストップサービスの販路拡大

長崎県 てんねん企画株式会社 3310001004164 『スマートフォン対応！！多言語ＨＰ開設で外国人観光客集客』

長崎県 割烹としポン酢株式会社 7310001004821 長崎伝統農産物「ざぼん」と「ゆうこう」を使った商品開発と販路開拓

長崎県 Ｇｒｉｓ　Ｈａｕｓｅ　ＮＡＧＡＳＥ － 地元の素材を使った健康志向のハムの商品開発と広報宣伝の強化

長崎県 ベルジュール － 長崎初のアクセサリー＆カフェバーとカウンセリング販売事業

長崎県 株式会社りぼん 7310001012502 電子ＰＯＰ・ホームページを活用した販売促進による全国展開事業

長崎県 脳トレ教室わかば － スマホ対応ＨＰの変更と体験教室を活用した販売促進売上拡大事業

長崎県 有限会社博多屋武道具店 6310002004318 海外から脚光の武道を長崎から。外国人向けの武道具の販売強化

長崎県 有限会社大門 3310002006382 孫請けを脱却し、売上拡大・利益確保・生産性向上への取り組み

長崎県 株式会社ＫＴ 4310001015986 『長崎発祥のルーツをＰＲ！ＨＰ開設で外国人観光客集客アップ』

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香港バイヤー獲得による欧州への販路拡大

長崎県 株式会社コーロラインズ 7310001009283 振袖レンタル事業の構築と販路開拓
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長崎県 山道水産株式会社 1310001002285 ホームページ改装による新たな顧客層の集客及び獲得

長崎県 百花苑 － ２０～４０歳代の顧客獲得のためのホームページ開設事業

長崎県 有限会社ライテックヨシダ 5310002006042 「今以上に負担を掛けない省エネ・節電」の企画提案ツールの強化

長崎県 株式会社アクアポーター 7310001000044 『長崎名水ＰＲ！！　ホームページ刷新で新規顧客獲得＆顧客満足アップ』

長崎県 株式会社髙松設計コンサルタント 9310001001065 ホームページ改良による取引先開拓発注の精度の向上

長崎県 個別学習塾　勉強ラボ － 長崎初！学校が苦手な通信制高校性のための卒業サポート事業

長崎県 ａｎｉｍａ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ － 『一眼レフ動画を活用した婚礼オリジナル新商品の開発と販路開拓』

長崎県 銀屋町整骨院 － 国家資格者による本気の姿勢矯正のＰＲと顧客獲得

長崎県 花楽 － 看板猫がいるフラワーショップ発！インテリアフラワーの販売促進

長崎県 Ｋｕｕ株式会社 9310001014439 うつ病再発予防メンタルトレーニングのＰＲ事業

長崎県 月香園製茶株式会社 6310001003287 日本一のそのぎ茶オリジナル新ブランドギフトの開発と販路開拓

長崎県 トータルフットケアサロン　アヒナヒナ － フットケアとヘルスケアを融合した新サービスの販路及び売上拡充

長崎県 寿し居酒屋　ひらの － 老舗居酒屋の新規顧客獲得のための広報事業

長崎県 佐藤製麺所 － 製麺所から直で楽しめる画期的なちゃんぽんによる売上アップ

長崎県 松本商事株式会社 1310001002046 竹炭めんの商品・パッケージ開発とネット販売強化によるの販路拡大

長崎県 ブライトン － 新しいヴィジュアルを提案するドローン

長崎県 漢方薬局キンカン健康館 － ウェルネスツーリズム観光客向け薬膳健康体験のＰＲで収益アップ

長崎県 株式会社ＴＪＴコーポレーション 1310001013101 トルコからのインバウンド受入及びＭＩＣＥコーディネート事業

長崎県 株式会社リンク 9310001003499 ドローンスクール開校とドローンを用いた新規事業による売上拡大

長崎県 リードマップ株式会社 9310001016096 長崎観光誘致と市場調査（マーケティングリサーチ）

長崎県 有限会社いずみや 5310002009152 商店街を守る老舗が取り組む店舗集約戦略による効率化と販路開拓

長崎県 有限会社法本胡麻豆腐店 5310002011521 胡麻豆腐の展示会・催事のディスプレイ強化による販路拡大

長崎県 Ｈｉｔｏｔｅｍａ － レシピ動画・リーフレット・ＰＯＰ製作による購買率アップ

長崎県 有限会社トモハウス 7310002010827 家づくりへの意欲が増すお客様目線のホームページリニューアル

長崎県 宮スポーツ整骨院 － クライミングスペース導入による集客強化

長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165 新商品「ジン」の製造設備導入で事業拡大と競争力の強化

長崎県 合同会社Ｓｋｙ－ｈｉｇｈ 2310003002778 新規客掘り起こしのため取り組む新規事業（ネイル）のＰＲ強化

長崎県 バイカーズフレンドＲ．Ｅ．Ｐ － 若者顧客獲得のためホームページ新規開設及び店舗リニューアル

長崎県 ｓｗｅｅｔｓ＆ｓｃｈｏｏｌえがお － 女性起業家による個店グループ『＋ｓｍｉｌｅ　ぷらすスマイル』の販路開拓

長崎県 行政書士鶴田雄一郎事務所 － 地域の人手不足解消！外国人雇用の推進で売り上げ拡大

長崎県 株式会社メカトロニクス 5310001006076 「ＩｏＴ警報装置　／　定点カメラ」の販路開拓

長崎県 株式会社ビッグマン 2310001007127 デリバリー事業の本格参入にかかる広告宣伝

長崎県 有限会社平戸洸祥団右ヱ門窯 9310002011393 日本と海外からの当窯ショールームへの誘客事業

長崎県 株式会社江口製菓舗 1310001011625 創業１００年に向けて！もっと親しまれ魅力ある店になるための販路開拓

長崎県 株式会社セイントラック 3310001014469 長崎初出店！ゴーゴーカレー長崎佐世保スタジアムＳＮＳキャンペーン

長崎県 株式会社茶の間 6310001014854
遠隔地に居住する事業継承者によるＳＮＳ広告を活用した新規顧客開拓と売
上向上
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

長崎県 菜～さい～　Ｎａｇａｓａｋｉ　Ｃａｆｅ － 地域で助け合いつなぐ「ふくしの相談室」併設カフェの認知度向上

長崎県 株式会社福祉工房Ｋ´ｓ 3310001013396 有料老人ホーム・放課後児童デイ等の新規開設にかかる広告宣伝

長崎県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｍｉｎｍｉ． － ニューボーンフォトの認知度向上のための広告宣伝

長崎県 お食事処みっこ － 再来店促進のための広告宣伝及び第２収入源の構築始動

長崎県 ヘアーサロンＴ・Ｙ － 理容室と美容室の二刀流とトイレ改修による女性客の獲得で売上ＵＰ

長崎県 合同会社石橋工業 9310003003456 ホームページとＳＮＳを連動させた若年層向け広報による販路開拓

長崎県 川口機工 － 新型溶接機の導入による業務拡大と生産性向上、高品質化

長崎県 アカウントリンクス株式会社 2310001015212 インスタグラムＡＩを活用した集客システム構築による販路開拓

長崎県 ＬＡＶＯＲＯ － ＳＮＳとホームページを連動させた集客導線の構築による販路開拓

長崎県 千穂寿し － 真空包装機導入によるふるさと納税商品の充実

長崎県 有限会社丸富水産 7310002011701 「コロコロ焼あご」の販路拡大のためのＰＲ事業

長崎県 株式会社ダイワハウジング 6310001005969 ランディングページとＳＮＳ集客導線の構築による販路開拓

長崎県 ＳＡＳＥＢＯピザ食堂 － イングリッシュ対応の充実による英語圏の顧客層開拓

長崎県 有限会社ひろや酒店 2310002011409 オフタイムに彩を添える食生活をお手伝いする店舗の魅力向上策

長崎県 ＴＲＡＦＦＩＣ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ － リラクゼーションシャンプー台導入による来店頻度向上と顧客獲得

長崎県 塚野デザイン事務所 －
イラスト・デザイン制作から手刷り印刷のオリジナル商品を開発・販路開拓し
売上向上の実現

長崎県 テルミ美容室 － トイレの改装、手すり設置により安心できる美容室

長崎県 合資会社廣瀬商会 9310003001988 店舗内に自転車工房を設置し、広域にチラシで告知

長崎県 お食事処　都一 － 設備投資によるお客様の利便性の向上でリピート客の増大

長崎県 ダイニング　味遊 － 老若男女に愛される地域に必要なお好み焼き屋を目指して。

長崎県 Ｐｓｙｃｈｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ －
体験型観光「武家屋敷で、日本文化を楽しく　見て・聞いて・味わって体験」事
業”武家屋敷 柚子庵 日本文化カフェ”プロジェクト

長崎県 近藤酒店 － 列車が見える観光スポット作りと地域を守る新しい酒屋作り

長崎県 ｃａｆｅ　ｏｌｕ　ｏｌｕ － 飲食店の予約制導入と調理器具充実による売上拡大・収益改善事業

長崎県 有限会社梅桜亭 9310002018777 タイムリーなチラシで新規顧客の開拓

長崎県 島原せんべい本舗 － 昔ながらの煎餅の付加価値を上げた商品開発と販路開拓事業

長崎県 杏てい － 地元食材を活用したメニュー開発と中食市場の開拓

長崎県 ワークショッププレミアム － 洗車事業を立ち上げて新規顧客を獲得する販路開拓事業

長崎県 Ｋａｎｏａ　Ｗｅｄｄｉｎｇ － 長崎発自由な結婚式を増やすためのホームページリニューアル事業

長崎県 ＲＯＯＴＳ　ＢＥＧＩＮ － ホームページで顧客獲得！ラリーカードでリピート率アップ！

長崎県 ＴＭ事務ソリューション － ブラックボックスと化す経理業務への働き方改革の導入支援事業

長崎県 居酒屋ＢＡＲ　ＬＯＧ － 長崎初！お座敷でゆっくり飲める居酒屋ＢＡＲで新規顧客の開拓

長崎県 株式会社サンエイ 6310001007965 オフィス家具、リノベーションへの注力による新規顧客獲得

長崎県 株式会社コンサルタント・オオクボ 5310001008411 新たな３次元測量ＣＡＤシステムへの移行と宅地造成技術の強化。

長崎県 有限会社堀川総本店 9310002016624 都市型モダン仏檀コーナー新設に伴う看板設置、展示台の新設事業

長崎県 甘味処　日和 － 昭和レトロな甘味喫茶の作品展示スペース事業

長崎県 合資会社仲野時計店 3310003001795 眼鏡１００選の店発！展示会開催とゆっくり買い物ができる店舗作り
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長崎県 株式会社亀八 3310001014527 ステーキ型パンフレットでインバウンド需要取込による販路拡大

長崎県 居酒屋　ｈｏｍｅ　ｇｒｏｕｎｄ － 焼き台用換気ダクト・軒先テント設置による販路開拓事業

長崎県 かつて畳内装株式会社 3310001013025 若者向けの畳・内装工事、情報提供のためのホームページ作成事業

長崎県 田中鎌工業有限会社 8310002017342 伝統５００年の松原包丁を海外へ！ダマスカスの模様入り包丁開発

長崎県 カットハウス伽羅 － 家族で協力して取組む訪問理美容事業のための設備投資と広報事業

長崎県 有限会社サン・ドール 1310002017233 『　お客様にやさしい店づくりプロジェクト　』

長崎県 株式会社黒田板金工業 3310001008735
自社ビル（黒田ビル）屋上広告看板の改良事業及びその他広告媒体製作事
業

長崎県 Ｍ．Ｃ．ＢＡＫＥＲＹ － 地元特産物とのコラボ看板商品デニッシュ開発と業務改善プラン

長崎県 小中尾石材 － お墓のアフターサービスで販路拡大

長崎県 有限会社トップ 5310002017436 ホームページ開設による集客力強化事業

長崎県 合資会社美砂商店 7310003001759 健脚創造計画　（　フットスキャナーシステムで生涯健康生活　）

長崎県 エステティックサロン和～ｎａｇｏｍｉ～ － 【寝たまま痩せる！ＮＯ運動！ＮＯ食事制限！】

長崎県 教育プロジェクト清水塾 － 教室改装（教室と、サテライト兼自習室のパーティション工事）

長崎県 株式会社サンダイ 1310001008761 長崎県産農産物を活用した機能性表示食品の新商品開発及び販路開拓

長崎県 有限会社キャンビー 9310002016921 ホームページリニュアルによる来店促進事業

長崎県 株式会社ゆかり 4310001015912 医療／福祉サービス利用度の向上を図り、各地域満足度向上の実現化

長崎県 株式会社ドラゴン 3310001011631 電子ディスプレイ導入によるネット会員増加への取り組み

長崎県 あさころパン － 冷凍でのパンの販売と店舗入り口のテント設置

長崎県 ビッグ・カントリー － ホームページやチラシなどの販促媒体を使用した集客力強化事業

長崎県 ＳＬＯＴＨ（スロース） － タピオカ専門店の生産性向上と品質アップのための設備導入

長崎県 株式会社グレース 8310001008739
【新規顧客を獲得！魅力ある店舗づくりと毛細血管診断による健康指導サー
ビス】

長崎県 ｍｅｄｅｌ　ｍｅ － 長崎県初「障害児母親をラクにするバリアフリー衣類」で売上増加

長崎県 株式会社麻生測量設計 7310001014309 モータードライブ搭載機器を用いた半自動化による生産性の向上

長崎県 竹松整骨院 － 来院者年齢層別で比率の低い、１０代患者の集客力強化事業

長崎県 大村街づくり株式会社 5310001008758 周辺環境（ミライｏｎ図書館の開館等）の変化に対応した集客導線づくり

長崎県 株式会社ＯｒａｎｇｅＳｈａｒｅ　大村営業所 3310001004833 中小企業向けオウンドメディアのテンプレートを制作し全国展開を行う

長崎県 マッスルジム － 筋肉で人生を変える為の食品・サービスをＨＰ等でＰＲし販路拡大

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 ホビーＢＡＲ好き間 － 女性顧客へのアプローチ強化

長崎県 五島市民電力株式会社 9310001015569 島内向け販路拡大による電力の地産地消

長崎県 有限会社光洋社 4310002020465 まちの文具店から五島ブランドを発信する魅力的な店づくりへ！

長崎県 ＭＡＮＡ － 大物ヒラマサ・鯛を釣らせる初心者コース設置で遊漁船の顧客拡大

長崎県 株式会社ドゥサンクィル 4310001014253 長崎県五島市の特産品を使用した基礎化粧品の販路拡大事業

長崎県 ＰＡＰＡ’Ｓ＆ＭＡＭＡ’Ｓ福江 － 観光客等が欲しがる五島独自ファッションアイテム開発で販路開拓

長崎県 ｍｏｎｔｅ　ｃａｎｇｅ（モンテカンゲ） － 椿油で心も体もいキレイになる場を作り商店街を元気にしよう事業

長崎県 株式会社神田商会 6310001010969 電力小売り事業の開始に伴うホームページ開設による販路拡大事業
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長崎県 丸宗水産 －
ＳＮＳ及びダイレクトメール、新聞チラシを活用して新たにお客様の獲得で売
上アップ

長崎県 うま亭 －
福江港から店舗へお客様（観光客）の誘導を行いながら雇用問題に対応する
事業

長崎県 有限会社山田呉服店 5310002020621 店内にお客様の集いスペース設置＆お客様に周知することで販路拡大

長崎県 有限会社もり塗装工業 1310002020609 新たな事業進出による販路開拓が売上アップを導き出す。

長崎県 株式会社花村潜建 4310002020564 五島の海を活用したダイビング促進事業

長崎県 心優　－ｃｏｔｏｙｕ　ｓｗｅｅｔｓ－ － 最西端の地でも女性が主役！魅力ある商品をＩＴ活用で販路を開拓！

長崎県 有限会社きのこ屋 6310002019605 有機きのこ加工食品製造・生産向上・付加価値有機商品の販売促進

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

長崎県 モリヤマファーム － 団体客集客の為の設備とパンフレット作製による広報事業

長崎県 ｋｏｗｋｉｌａｂ － 古民家モデルハウスの機能強化及び幅広いプロモーション活動事業

長崎県 割烹旅館　鶴屋 － 商店街の核となる老舗旅館を活用した「おもてなし」と「鰻」の旬ＰＲ事業

長崎県 桃李株式会社 2310001013604 安心できる住環境を提供する「高齢者シェアハウス型施設」事業

長崎県 株式会社みすみ養鶏場 7310001014589 ブランド再構築に係るパンフレット・商品・販促物のデザイン製作

長崎県 松尾農園 － 種苗店お薦めの珍しい野菜を自ら生産！全国に発送！

長崎県 行政書士事務所グッド － 資産承継事業のための周知・ＰＲ看板の設置と相談所設備の整備

長崎県 合同会社ＭＴＹ 2310003003082 ＡＩとアナログ広告戦略による販路拡大

長崎県 岩元製菓舗 － 新規顧客獲得の為の餅つき機導入と新商品開発事業

熊本県 らいむぐりーんｎａｉｌ － ＱＲコード利用でホームページへ誘導する地元エリアへのチラシ配布

熊本県 合同会社プロズ無線 1330003007405 無線機レンタル開始！ホームページとＱＲコード活用で新規客獲得

熊本県 Ｆａｍｉｌｙ　Ｐｌａｃｅ － 顧客満足度を重視した居心地の良い美容室を目指した集客強化

熊本県 株式会社Ｆｅ技工 9330003006052 保有設備の充実による新規案件獲得事業

熊本県 マッキー － インターネットによる地域情報発信と司会業等の顧客の獲得

熊本県 有限会社ビリーバーズ 9330002014122 引き籠り等の悩み解決を目的としたサポート塾による新規顧客開拓

熊本県 世安湯 － 快適環境の実現によるリピート率の向上

熊本県 株式会社ネクステイジ 6330001025404 ホームページ再構築による販路開拓と人材マッチングの促進

熊本県 サウンドシティ熊本 － 「オーディオ・ホームシアターの販売強化と新たな顧客獲得」

熊本県 株式会社センター建設 3330002005886 子育て世帯向けカリフォルニアスタイル住宅のパンフレット作製

熊本県 ｓｌｅｅｐｉｎｇ　ｂｅａｕｔｙ － 心と体を整えるエステサロンの認知度向上による顧客獲得事業

熊本県 株式会社河内研究所 6330001026328 広告お悩み受注専門サイトの作成

熊本県 ポムドテールＴ－ＬＡＢ － 「食は幸福の種」デリ開発とトータルデザインによる販路開拓

熊本県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　ＫＡＴＬＵＡＮＧ － ミストと外壁緑化で視認性＆テラス席活用ＵＰで顧客獲得事業

熊本県 Ｄｉｎｏ（ディノ） － 「熊本学修館」の指導内容認知度ＵＰによる新たな販路拡大

熊本県 よあけデザイン － デザインをもっと身近に！開業・リニューアルデザイン制作セット

熊本県 九州中央トラベル株式会社 2330001001185 ホームページ構築によるラオス国への新旅行プランの販路拡大事業

熊本県 的場利彦土地家屋調査士事務所 － 測量機器の導入による業務効率化及び新規広告宣伝事業

熊本県 合同会社Ｔａｍａｇｏ 5330003007558 ＩＴの利用による効果的な広告宣伝及び貿易に関する調査事業
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熊本県 炭火　焼きとり縁 － 桜姫鶏を使ったこだわり焼きとりの魅力発信によるファン獲得事業

熊本県 ＬＩＺ　ＧＲＡＰＨＩＣ － ワンランク上のイベントデザインの提案

熊本県 堀川整骨院 － 美容整体への進出及び既存顧客の満足度・認知度向上事業

熊本県 株式会社アートフル 1330001025334 「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 ＺＯＯ　ＴＲＩＰＰＥＲ － 結婚相談所の事業承継に伴う情報誌への広告出稿と紹介ツール制作

熊本県 有限会社マサミ金属工芸 7330002009751
デザイン性に優れた新たな商品開発による顧客開拓と在庫管理のための倉
庫改修

熊本県 サン・ドリームファーム株式会社 3330001020903 ブランド包装パックの開発とＥＣサイトサイト構築

熊本県 株式会社Ｅ 4330001022766 九州各県の作り手が見える、カタログギフト製作事業

熊本県 Ｄｏｎｂｕｒｉ　Ｃａｆｅｔｅｒｉａ　ＭＩＸＴＵＲＥ － 「カフェタイム」新設「手作りスイーツ」販売による顧客獲得事業

熊本県 小雀斎漢方針灸治療院 － 高齢者を主な対象とした相談型漢方薬通販サイトの新設

熊本県
ＨＡＰＰＹＣＬＯＳＥＴ　＆　ＷＡＳＡＭＯＮＨ
ＯＳＴＥＬ

－ 低評価の室内環境改善による宿泊率の向上の試み

熊本県 株式会社ビィディプランニング 2330002008535 「都市型ブライダルで始まる新しいヘアメイクチームビルディング」

熊本県 乳菓子屋株式会社 3330001024516 看板・パッケージ制作でブランド統一と季節限定商品の売上増加

熊本県 合同会社ペットセレモニーｋｕｍａｍｏｔｏ 9330003007892 フリーペーパーを活用した「移動式ペット葬祭」の販路拡大事業

熊本県 ＴＨＥＥ　ＲＯＣＫ　ＣＡＳＴＬＥ － 厨房設備の増設で人気商品を増産し新規顧客獲得

熊本県 フラッグス株式会社 3330001019482 一般消費者向け「高性能な消臭・抗菌加工商品」の販路拡大事業

熊本県 株式会社ＺＥＲＯ　ＭＯＺ　ＪＡＰＡＮ 2330001014930 ラオス国への「蚊の発生抑制剤」の販路拡大事業

熊本県 有限会社木村ガーデンセンター 4330002002643 営業時間延長による「多肉植物」販売への販路拡大事業

熊本県 株式会社あんらく 9330001021689 窃盗犯撃退器具（コナイくんⅢ型）の試作開発

熊本県 株式会社Ｖｅｇｅ－ｆｒｕ　ａｒｔ 7330001025353 新商品開発によるべジフルアート事業の展開からのＳＤＧｓ

熊本県 株式会社まつしん 2330001025705 「サッカクキング」のブランディング化による販路拡大事業

熊本県 株式会社ＲＯＣＫ’Ｓ 2330001022322 ４Ｋストック映像制作による、地域の魅力を生かした映像編集制作

熊本県 有限会社やざき葬祭 9330002014015 ホームページ構築による「お別れ式プラン」の販路拡大事業

熊本県 株式会社葵不動産 2330001024483 専門家団体と提携した住宅等の任意売却支援強化の認知度向上

熊本県 原田調整店 － ＨＰ開設とタブロイド紙への広告掲載で新規顧客獲得・売上アップ

熊本県 タカギ屋 － 新規広報活動及び基盤的なＩＴの導入による生産性向上を図る事業

熊本県 堤　商店 － 高齢者さまへ、食の手助けをしたい！

熊本県 株式会社ネオネクスト 5330001008814 インターネットを活用した中年働き世代への販路開拓事業

熊本県 有限会社肉の大栄 1330002007760 ヘルシーな「くまもとあか牛」で当店の認知度を上げて販売促進

熊本県 喰処　いし丸 － 居心地の良い環境づくりと自慢の大皿料理で若年層の心を鷲掴み！

熊本県 有限会社山川 4330002010869 健康寝具特化型ふとん店の睡眠改善による新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社ＨＩＬ 3330001026289 生活習慣管理プログラムの広報と販路開拓

熊本県 天神整骨院 － 新サービス開発による売上増加と健康意識の高い顧客獲得

熊本県 株式会社Ｒ－ＣＯＮＮＥＣＴ 2330001007819 コンテンツマーケティングによる情報発信と顧客獲得

熊本県 株式会社フュージョンテク 7330001019462 ＩｏＴデータプラットホームの開発

熊本県 株式会社エスエス・アシスト 1330001026225 脱毛・痩身の最新設備を導入したエステサロンの認知度向上事業
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熊本県 株式会社山川塾 5330001019530 学習塾の開校１０年看板リニューアルによる認知度向上事業

熊本県 株式会社ユーロヒュース 2330001005277 フリーペーパーとメディアサイトを活用したメディアミックス広報

熊本県 株式会社タケウチ包装 5330001002841 オリジナルカタログ製作による「紙製ステッカー」の販路拡大事業

熊本県 和処　味彩 － テイクアウトと刺盛出前の新サービスによる販路拡大事業

熊本県 Ｆｏｏｄ＆ｂａｒ　Ｐｅａｃｅ － ホームページとインバウンド対策による新規顧客獲得事業！

熊本県 ＰＯＩＮＴ － 若い顧客を獲得する為明るくクリーンなお店を目指すための事業

熊本県 ミドリネコ舎 － ＨＰリニューアルによるこだわり雑貨の全国への認知度向上

熊本県 株式会社山麓園 9330001017662 需要低下を新事業と機能性表示商品の展開及びネット販売で脱却

熊本県 バー　マーノ － 換気扇の設置による副流煙の予防、ホームページによる集客

熊本県 シャワー通り美容室　Ｒｅｆｌｕｓ － 「オゾン」を使ったクレンジング＆スパで最高の美容体験を

熊本県 トラットリア　フェデリコ　ヌォーヴォ － テラス席設置によるイタリア料理店としての専門業態深化事業

熊本県 有限会社安坐 1330002014245 掘りごたつを新たに設け新規高齢者を取り込みながら客単価アップ

熊本県 有限会社ＫＯＵＳＯＫＵ 6330002014158 小型で高性能カメラ搭載型ドローンによる航空写真撮影

熊本県 Ｍｅｒｃｉ － ホームページを使った独自のブランディングで集客を行う

熊本県 宮﨑亜衣　行政書士事務所 － 高齢化社会対応と遺言・相続に特化した行政書士ビジネスの展開

熊本県 志岐産業株式会社 6330001002221 ホームページ刷新による業務効率化・販路開拓

熊本県 行政書士みつおか事務所 － 外国人労働者の増加に向けたワンストップ事業に係る広報活動

熊本県 Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｓｐｏｏｎ － 家づくりフィルムの販路開拓及び制作コストの低減

熊本県 有限会社松藤薔薇亭 4330002009853 店舗改装による業務の効率化と限定メニューによる販路拡大事業

熊本県 欅弁当 － 高齢者向け「日替わり煮物弁当」を移動販売し新規売上アップ

熊本県 Ｇｉｒａｓｏｌｅ － レモンケーキ専門店のこだわりの塩レモンソフトクリーム開発・販路開拓

熊本県 Ａｒｔｇｒａｍ － 雨の日が楽しくなる、『ワン！』ダフルなレインコートの提案

熊本県
合同会社熊本まるかんついてるレイン
ボーエンジェル

5330003006444 リピート商品を取り扱う会社への商品販売研修の実施

熊本県 株式会社キヨタ 7330001024165 ホームページ構築による「住宅のリフォーム」の事業の販路拡大事業

熊本県 ギャラリーこうし － 本物を求める人に優良な民藝品を届けるためには！

熊本県 株式会社ナラハシ 5330001003393 オリジナル商品の認知度向上・ブランドイメージ向上の為の展示什器の充実

熊本県 明工計装株式会社 5330001004631 販促ツールの充実及び会社移転による営業看板の新設

熊本県 サンテビバボクシング＆フィットネスジム － ホームページを活用した無料体験キャンペーン周知からの集客力向上事業

熊本県 株式会社Ｋ＆Ｋ 4330001021883 ホームページを活用したイベント告知からの集客力向上事業

熊本県 エスポワール － イラストケーキで来店促進とテイクアウト販売による販路拡大

熊本県 焼きとり鳥生 － 日本酒セットの新メニューによる販路拡大事業

熊本県 株式会社ｇｒａｖｉｔｙ 1330001017934 低単価雑貨の取り扱いに伴う店舗のリニューアル

熊本県 蔵王 － ＨＰを使った作品配信とＨＰを宣伝するためのＳＮＳ広告の活用

熊本県 株式会社優心不動産 4330001024366 「相続・認知症対策に強い不動産会社」とのアピールで売上増加

熊本県 西班牙角打　ＥＬＣＡＳＴＩＬＬＯ － 「３０～４０代の働くお母様向けテイクアウト事業の周知事業」

熊本県 スリムフィットネス　家トレ － ＨＰを活用した無料訪問型トレーニング体験からの集客力向上事業
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熊本県 有限会社佳山 4330002002321 専用カウンターにて店主お任せ料理による販路拡大事業

熊本県 ＴＲＩＰＬＥＩＧＨＴ合同会社 6330003007202 地域ぐるみで子どもの個性を育てる新型保育園の認知度向上

熊本県 ＡＮＪＯＵＲ － 足の爪専用ケア器具の開発と新規顧客開拓

熊本県 ツールボックス － 高精度４Ｋとドローン映像による熊本地域映像ライブラリの構築

熊本県 Ｔａｐｐｉｅ － ①シーラーの導入②カップと蓋にロゴマークの印刷

熊本県 株式会社バース 5330001016899 新規ＨＰ開設及びＳＮＳ活用にとチラシ配布による販路開拓事業

熊本県 株式会社コマンドディー 6330001024785 水中ドローンの活用とドローンを用いた観光サービス事業の構築

熊本県 フランス食堂　ル・ブリアン － ＃インスタグラム／カップル限定メニューによる販路拡大事業

熊本県 株式会社ＭＴＳ 8330001006674 学校関係者と連携した不登校生徒の学校復帰支援事業

熊本県 株式会社ＢＯＮＤ 8330001024742 安心職人紹介サービスによる適正価格リフォーム及び認知度向上

熊本県 ボディバランス刈草 － 地域の母子の体と心を改善する『骨盤調整とこども整体』の告知

熊本県 株式会社オートトレーディング・クルー 5330001019927 高齢者運転もサポカーで安全、安心！快適ドライブ！

熊本県 有限会社ビルメイト 3330002008848 ロゴ・キャラクター作成による、店舗ブランディング向上事業！

熊本県 黒川温泉湯音 － 黒川温泉のインバウンド需要に対応出来るシステム構築

熊本県 ビオ天粧　錦ヶ丘 － 令和だからこそ冷食～「健康寿命延伸」と「食品ロス削減」～

熊本県 深川金物店 － ホームページを活用した「まちの鍵屋さん」の販路拡大事業

熊本県 Ｌｉｆｅｐｒｏ － ソウルキッチンのウェブサイト作成及びライン＠予約システム導入

熊本県 ジェントルフォルテ株式会社 7330001024842 店舗外観リニューアルによるブランド力強化と新規顧客獲得

熊本県 株式会社ジェイ・インターナショナル 8330001006468 健康と美の祭典！開催によるスクール広報事業

熊本県 有限会社リンクス 4330002011388 少子高齢化・核家族化により発生した空き家のリノベーション事業

熊本県 三和石材店 － 「想いをかたちにする」新規事業の展開

熊本県 Ｔｉａｒａ（ティアラ） －
育毛まつ毛パーマおよび美肌診断機導入による新サービス展開で他店との
差別化を実現

熊本県 合同会社倉永養蜂園 4330003006362 「熊本県産ハチミツ」およびオリジナルはちみつ商品の通販による販路拡大

熊本県 フジプルーフ工専有限会社 8330002013199 初心者でも２０分で完成する住宅模型キットの周知・販路開拓事業

熊本県 水前寺　時雨 － トイレ改修とメニュー改善による新規顧客獲得及び満足度向上事業

熊本県 有限会社京文堂 1330002002737 地域交流の場としての店舗ＷＥＢサイトの構築

熊本県 カンタービレ － ホームページ刷新による発信力強化と売上増加事業

熊本県 有限会社むろや 8330002010568 イベント運営手引書作成とダンボールの備品等開発による販路開拓

熊本県 Ｓ．Ｎ．Ｋ．プランニング － 新規ホームページ開設と動画配信による新規顧客開拓事業

熊本県 株式会社熊本不動産ネット 4330001006249 土地情報の提供力向上と顧客満足度向上による販売力強化事業

熊本県 ａｇｅ． － 自動シャンプー機器導入で回転率向上！売上と利益の最大化を実現

熊本県 アシェット　ドゥ　木村 － ＰＲ看板の設置で認知度アップ＆フランス料理の需要の拡大

熊本県 合同会社えん 8330003006994 弱みを強みへ！ニーズへ対応したエンターテイメント居酒屋事業

熊本県 Ｖｅｒｔｅｘ － 効果的な広報活動及び新規参入の貿易事業の調査に関する事業

熊本県 ＯＳＣＡＲ　ＢＡＲ＆ＤＩＮＩＮＧ － カップル専用カウンターテーブル構築による販路拡大事業

熊本県 シホ・サンフラワー － ぬりえ事業展開に向けてのサンプル開発、販路拡大に向けてのチラシ制作
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熊本県 ベラローザ株式会社 7330002007516 ＷＥＢ広告でベラローザ（クレイ洗顔）の知名度アップ＆顧客獲得

熊本県 Ｎ－ｏｒａｎｇｅｔｔｅ － 需要の高まりと販路開拓による店舗周知と顧客満足度ＵＰ計画

熊本県 ＱＵＡＴＴＲＯ　ａｂｉｔｏ － 内装改良とインバウンド対策強化による、次代顧客創造事業！

熊本県 サブリー － 熊本の特産品を活用した３種のフレーバーポップコーン開発事業

熊本県 ＭＵＳＫＡＡＮ － 新作既製品の販売促進・販路開拓、ＳＮＳでの情報拡散

熊本県 スターズバー － 富裕層を意識した客単価アップ新規客開拓ができる店づくり

熊本県 株式会社伸和住拓 9330001002441 アウトドアに特化した宿泊体験とＷｅｂ広告で新規顧客の獲得

熊本県 おうちヨガＡｓｏｂｙ － 成長するヨガマーケットにおける個人スタジオの顧客獲得事業

熊本県 有限会社都甲額縁製作所 1330002007273 新設した貸ギャラリーでの展示会開催者の開拓

熊本県 片山　佐知 － 子育てママによる在宅ワークやブログ起業の新規顧客と販路拡大

熊本県 ワウルド・スタディ合同会社 2330003006232 インフルエンサー活用によるフィリピン英語留学の普及

熊本県 炭焼　一鶏 － ワインサーバー導入による外国人観光客及び新規顧客の獲得

熊本県 餃子屋田中 － 情報力発信強化による、店舗ブランディング向上事業！

熊本県 株式会社アルカ 1330001006061
防災×アウトドア×日常生活をシンプルに心地よく楽しめるキットの開発事
業。

熊本県 はらぐち社会保険労務士事務所 － 福祉・介護向けのＨＰとチラシ作成を中心にした集客力向上

熊本県 Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ・Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 4330001017592 会計処理におけるＲＰＡ導入による業務の効率化

熊本県 株式会社まつもと２１ 5330001021073 熊本へのインバウンド客に対する認知度を高めて販路拡大

熊本県 合同会社ＰＬＯＮＳＴＥＲＳ 2330003006843 「見せ続けられる商品」モデル住宅兼事務所による新規顧客の獲得

熊本県 公認会計士園田剛士事務所 － 「働き方改革」を経理専門家としてサポートする経理代行事業

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 4330002013566 集客力アップのための看板サイン・オリジナル販売台の製作

熊本県 いきなり団子のかんしょや － 継続的な売上と粗利確保を目的とした販路開拓

熊本県 株式会社陽果物産 2330001020672 熊本の農作物を使用したハラール認証・地産地消の保存食の制作

熊本県 株式会社ＣＬＡＰＳ 6330002015370 自社ホームページ運営、インスタグラムを活用したネット販売。

熊本県 Ａ　ＳＰＥＣ　ＭＯＴＯＲ － 車体の耐久年数を延ばす　「建設系車両リペアサービス」　事業

熊本県 株式会社東亜不動産 6330001020644 空き家の利活用の為のホームステージング推進事業

熊本県 株式会社イーアスリンク 8330001024817 ＤＭ・パンフレット配布・ホームページによる建設業向けソフトの販売促進

熊本県 有限会社一歩 3330002000821 若年層とインバウンドを狙え！新規顧客獲得事業！

熊本県 プラスハウジング株式会社 7330001018794 低コストかつ高デザイン性住宅のＣＭ連動企画による認知度向上

熊本県 株式会社セレンディピティ 1330001022190 ～かけがえのない人生を形にのこす～「ライフ・ストーリー・ブック」事業

熊本県 合同会社レイバーコミットメント 1330003005367 個人申込向けスマホ対応・決済機能付ＨＰ作成等による集客力向上

熊本県 株式会社グランモッコ 9330001023644 新製品を開発し、販売促進動画を作成する事業

熊本県 笠農縁 － 農機具溶接修理メンテナンス業務への新規参入

熊本県 たけだや城見亭 － ホームページ刷新を主軸とした新規顧客獲得事業

熊本県 湧泉の宿　藻乃花 － ホームページ一新、及び多言語化によるＷＥＢ予約開拓事業

熊本県 株式会社クラブハウスエステート 4330001007354 「住み替え応援サービス」宣伝告知による販路開拓及び認知度向上

熊本県 タケモトデンキ株式会社 8330001010073 太陽光発電の活用に有効な蓄電池の販路拡大と地域での認知度向上
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熊本県 株式会社ツナギフーズ 7330001023118 ホームページ、スマホの構築と新商品の焼菓子ボーロの開発

熊本県 カーセレクトオリオン － ２０～４０代向け新車購入応援事業による販路拡大及び認知度向上

熊本県 酒のかわしま － 新規顧客の獲得並びにリピーターの増加、購買意欲を高める店作り

熊本県 合同会社ＳＧ．ｏｆｆｉｃｅ 9330003001854 司会業＋ウェディングプランナー業務の相乗効果による販路拡大

熊本県 ヘナショップ　ＢＬＯＯＭ － ヘナ愛用者向けシャンプー、コンディショナーの開発・販路開拓

熊本県 長野洋平社会保険労務士事務所 － クラウド型労務管理システムを導入し生産性向上を目指す社労士

熊本県 株式会社縁 1330001023577 個室ニーズに応える為、改装により個室を増室

熊本県 ハレノヒ － 若年層向け日本酒専門性強化による顧客満足度向上事業

熊本県 東大門　タッカンマリ　熊本店 － ウェブツールを活用した認知度向上とチラシ配布による新規顧客獲得

熊本県 有限会社丸和一商店 1330002010095 ｍｉｋｉ　ｂｕｔｔｅｒの発展とブランディング化に向けて　九州からアジアへ

熊本県 株式会社ＴＮＡホーム 4330001026263 潜在顧客への集客強化を兼ねた自社Ｗｅｂサイト制作

熊本県 ルフェール株式会社 1330001025540 訪問美容サービスのパンフレット製作

熊本県 有限会社ファミエール 3330002011827 当社リフォーム事業、個人オーナーの賃貸物件宣伝用ＨＰ作成

熊本県 有限会社立石工務店 2330002006605 販路拡大のための当社スペースリニューアル

熊本県 Ｂｏｄｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｔｙｌｅ－１ － 身体のコンディショニングで熊本のアスリートを応援！

熊本県 ア・ラモート － 空きスペースを活用した販売専業から軽飲食対応店舗への環境整備事業

熊本県 Ａｌｂａ－Ｒｏｓｓｏ － イタリアン「ＵＦＯフォンデュ」の新商品広告による販路拡大事業

熊本県 株式会社ＳＰＩＮ 7330001025799 地域社会活性化のための街路灯看板設置とバリアフリー化

熊本県 しあわせホーム株式会社 8330003005303 エネルギー循環型・イージーオーダー住宅の販売促進事業

熊本県 株式会社バランスネットワーク 3330001017882 「事務業務代行サービス」のアピールと認知力拡大戦略で売上増加

熊本県 株式会社くませれ 9330001024394 堀り炬燵で外国人もゆっくりくつろげるプライベート空間の提供

熊本県 有限会社宮村石材店 1330002010434 自社企画墓石「なごみ」の営業強化で新規建立件数アップ

熊本県 ダル　フォルノ － ウェブサイト開設に伴う販路拡大及びチラシ配布周知活動

熊本県 株式会社ＤＯＫＯＳＡ 8330001024156 ＪＧＡＰ認証作物を使った弁当／苺大福販売販路拡大＆新事業集客

熊本県 株式会社佳紋 3330002001919 オリジナルドレッシングの売上と販売店数アップ

熊本県 ソウヨウファーム株式会社 8330001007020 ＪＧＡＰ認証米取引の販路拡大＆ネット販売による一般顧客獲得

熊本県 株式会社ウーマンライズ 5330001023912 ジャムレーベルスキンケアシリーズ全国販路開拓

熊本県 株式会社ＲＡＤＡ 2330001021456 フェアトレード認証を取得した健康食品開発とネット販売構築

熊本県 華ファミリーセンター － 発芽玄米の麹立てとその麹での味噌作り教室

熊本県 株式会社プラマ　コーポレーション 4330001021529 グッズ制作による知名度アップ・社会貢献・地域貢献とＳＤＧｓ

熊本県 有限会社大和コーポレーション 3330002013823 鍋スープ開発による夏場の売上拡大

熊本県 合同会社北印度会社 7330003004693 個人飲食店の売上アップお手伝いプロジェクト

熊本県 川尻ラーメン　けんだま － 厨房内店舗改装による業務効率化と新メニューによる販路拡大事業

熊本県 株式会社芋屋長兵衛商店 4330001023938 ＨＰリニューアルによる販路拡大とチラシ配布による認知度向上

熊本県 有限会社エール 3330002014061 ＨＰリニューアル、ＳＮＳ連動及びチラシ配布による販路開拓事業

熊本県 学習指導教室ＧｒｏｗＵｐ（グロウアップ） － 学習指導教室のより良い教育環境のための事業改善
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熊本県 有限会社ティアンドティ・ジャパン 7330002013571 日本語教師就業希望者と採用希望企業情報の取得、一元管理の構築

熊本県 有限会社松魚村平 1330002009765 「温故（粉）知新、承継と共に食の新時代へ老舗かつお節屋の挑戦」

熊本県 レディ － 新商品と商品特典によるブランドイメージの定着と商品再認知事業

熊本県 Ｍ－Ｔｒｕｓｔ － 人も車も健康第一！「愛車の健康無料診断」イベント事業

熊本県 株式会社フジ経理センター 2330001004056 新規創業者向け低料金サポートシステムの運用と新規顧客の獲得

熊本県 サロン京 － 新規顧客獲得のための着物保管業の充実

熊本県 有限会社浩之勗 6330002015478 「競合から協調へ」時流に合った新たなプラン提供と新商品の開発

熊本県 司法書士・行政書士西本清隆事務所 － 「外国人の就労ビザ取得サポート」で販路拡大及び地域貢献

熊本県 株式会社有明漁師海苔 6330001025800 海苔の評価基準を逆輸入する、有明海苔の輸出事業

熊本県
有限会社ダウンタウンアートカンパニー
浅草屋

1330002006267 インバウンド誘客をきっかけとした販路拡大事業

熊本県 ブレッシングフェバー株式会社 7330001004150 料理に旨味と深いコクをもたらす無添加魚醤の販路拡大事業

熊本県 旬彩　ちとせ － 看板の設置により、新規顧客の獲得で売上拡大！

熊本県 株式会社ＳＡＢＵＲＯＫＵ 5330001023747 カリフォルニア住宅特化をアピールし認知力アップ＆売上アップ

熊本県 株式会社Ｆ．Ｎ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 6330001021849 魅力発信ためのＷｅｂサイト構築による新規顧客の開拓

熊本県 株式会社Ａｉｓｌｅ 7330001025642 ＨＰリニューアルとＳＮＳの連動及びチラシ配布による販路開拓

熊本県 有限会社アルファ 6330002000579 顧客獲得における終活サポート紙媒体の提案事業

熊本県 ライフアドベーション株式会社 8330001026458 地域で不安を抱えて生活している方及びその介護者に向けた周知活動

熊本県 にしかわ整骨院 － 整骨院が行う、ピラティス事業強化とそれに伴う院内設備工事

熊本県 温活ヨガスタジオＦＵＲＥＡ － 温活ヨガを発展させるための情報発信強化事業。

熊本県 ネクストイノベーションオファー株式会社 6330001025866 熊本の中小企業を応援する補助金活用の情報発信力強化

熊本県 Ｃｏａｔｏｌｉｅ － 企画提案型縫製事業

熊本県 ＥＩＢＡＮ － コンテンツマーケティングによる高利益率の顧客獲得

熊本県 パティスリートランテアン － フードプリンター導入に伴う販路開拓

熊本県 竹林亭 － 人気Ｎｏ．１メニュー「麻婆豆腐」のテイクアウト商品化

熊本県 株式会社フィールドワークス 8330001018769 定額制レンタルアートサービス「ＴＯＮＥ　ａｒｔｓｔｏｃｋ」の事業化

熊本県 Ｇｌｏｃａｌ　ＢＡＲ　Ｖｉｂｅｓ － 来るスポーツ世界大会に備えたお客様満足度ＵＰの店創り

熊本県 ＲｉｔｏＨ　Ｌｏｃｕｓ（リトーロカス） － 新ブランドライン製品の開発・販路開拓

熊本県 Ｄｒａｍａｔｉｑｕｅ － アトリエ店舗有効活用とオンラインショップ構築による販路拡大

熊本県 株式会社エーアイプラス 3330001021777 ホームページでのこだわり紹介による集客・訴求効果拡大事業

熊本県 株式会社倉岡紙工 8330001001279 高付加価値パッケージ分野への参入に向けた販路拡大と生産性向上

熊本県 ジェラテリアカプリ － 「グルテンフリージェラート」で海外市場へチャレンジ

熊本県 株式会社ＷＡＫＯ８７ 4330001026222 大型プリンター導入による贈呈用ギフト新商品開発による販路拡大

熊本県 ＤＩＳＣＯＶＥＲ　ＢＡＬＬＯＯＮ － Ｗｅｂ上での販売開始と、より精度の高い製品作りによる売上増加事業

熊本県 パルテ熊本 － 時代を先駆けるスマホサイト構築による売上拡大、顧客満足事業

熊本県 ＰＨＯＴＯ　ＣＡＭＥＲＲＹ － 既存利用者の周辺者に対するＰＲによる新規顧客獲得事業

熊本県 高橋重美子税理士事務所 － 「専用ホームページ開設・ＩＣＴ機能拡張による販路開拓事業」
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熊本県 ｈａｉｒ　ｄｏ　ｎｅｅｄ － 高齢者を対象とした新規顧客獲得の為の移動式シャンプー導入事業

熊本県 Ｅ・Ｉ・Ｃ － ヨガ・ピラティスインストラクターと企業をつなげるＷｅｂサイトの運営

熊本県 有限会社野中建築事務所 2330002008130 ＨＰリニューアルと最新ＣＡＤソフト導入による新規顧客獲得事業

熊本県 有限会社Ｍｉｃ　ＣＲＥＡＴＩＲＥ 4330002014267 働く女性を応援！悩みに寄り添う新サービスメニューの開発

熊本県 骨気サロンＤｏｕｂｌｅ － 新サービス導入による親子の来店機会創出事業

熊本県 ＲＡＦＴＩＮＧ－ＪＡＰＡＮ － 地域資源を活用した体験型観光で新規顧客開拓事業

熊本県 合資会社松岡商店 4330003003343 若年就農者との連携強化による販路開拓事業

熊本県 夢・ドリーム株式会社 3330001013972 顔の見える積極的な合宿誘致事業

熊本県 リンパケアサロン蒼空 － 顧客ターゲットの明確化による新規顧客の開拓事業

熊本県 有限会社上村鉄工所 5330002025577 老舗鉄工所が造る高耐久性の鉄製天板家具の販路拡大事業

熊本県 有限会社嶋田車体 6330002025931 個人オートリースでの販路開拓

熊本県 株式会社ｈ＆ｔ不動産コンサルタント 4330001021454 賃貸物件運営の不安を解消する不動産管理サービスと販路開拓

熊本県 柳屋旅館 － “柳屋旅館リニューアル”大作戦　家族の絆一つに

熊本県 有限会社松岡乳業 6330002026368 「骨の健康チェックと試飲会」の体験型イベントでの新規顧客開拓

熊本県 タカタ工務店 － ドローン活用による屋根瓦診断とＶＲ完成見学会による顧客獲得

熊本県 有限会社めがねの開眼堂 8330002026449 眼鏡店の視覚機能向上作戦　～ビジョントレーニングの導入～

熊本県 ゆずの木保育園 － ゆずの木保育園の認知度向上と新たな園児獲得ＰＲ事業

熊本県 フローリストつつみ － 地域密着・持続可能な会社にするための魅力ある店舗改装

熊本県 株式会社セールスエンジ 8330001012053 水質改善の実証機レンタルサービスで品質見える化による販路開拓

熊本県 コクーン株式会社 6330001015834 新商品開発による事業承継後の円滑な経営基盤の構築とＳＤＧｓ

熊本県 小柳生花店 － 車で来店されるお客様の利便性向上を図る事での利益率向上作戦

熊本県 有限会社ＫＯＭＯ 7330002021731 ホームページの作成とウェブストアの開設で売り上げ拡大を目指す

熊本県 株式会社ゴールデンリバー 3330001012108 楽しい猫助けのブランド「Ｃａｔｔｏｎ」認知度アップによる新規顧客開拓

熊本県 グリーンファーム － 儲ける農業を目指す！珍しい野菜や果物に特化したネット通販事業

熊本県 からあげ虎一 － 看板及び懸垂幕の新設とチラシ配布による店舗・商品の認知度向上

熊本県 株式会社Ｆａｌｃｏ 5330001024778 ＯＥＭ商品開発と広告戦略と仕入れルートの強化による販売戦略

熊本県 有限会社煌り 7330002022705 販促物を活用した顧客育成体制の整備による販売促進

熊本県 Ｌａｖｉｅｎ　Ｃｈｅｒｉｅ株式会社 8330001021252 最高の一日を諦めない！夫婦円満、家族が幸せになれるパパママ婚

熊本県 酒処ちりちり － 店舗＆駐車場のライトアップで売上ＵＰ！「店舗視認性向上事業」

熊本県 合資会社朝陽館 9330003004196 温泉施設の改修とパンフレットの多言語化による外国人観光客獲得

熊本県 有限会社グルメ桑原 9330002030128 九州産うなぎ専門店の店舗充実化と情報発信による顧客開拓事業

熊本県 松尾茶道教室 － 若い女性観光客向けに日本文化体験（着付ｘ茶道）を提供する事業

熊本県 ＳＡＳＯ　ＨＡＩＲ － 新しい美容空間へようこそ！癒しの提供による顧客満足度事業

熊本県 ラプラス・クリーン － きれいなお湯で安心お風呂！高齢者向けの安心提供による販路開拓

熊本県 カジュアルバー　アジト － カジュアルバーへようこそ！店舗充実化と情報発信による販路開拓

熊本県 株式会社人吉旅館 4330001015984 中国語圏・韓国語圏観光客の販路開拓と宿泊の顧客満足度向上事業
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熊本県 有限会社おおがスイミングスクール 7330002030014 顧客満足のための設備充実とＰＲ強化

熊本県 大衆酒場　ＣＨＡＢＯ － 人吉球磨産地鶏店の店舗充実化と情報発信による顧客開拓事業

熊本県 合資会社塚本酒店 7330003004198 人吉の酒類販売店へようこそ！店舗改装による顧客満足向上事業

熊本県 丸一そば屋 － 創業１２１年！人吉老舗そば屋の情報発信による新規顧客開拓事業

熊本県 立山商店 － 海外観光客向け老舗お茶屋の新商品開発と情報発信による販路開拓

熊本県 Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ　Ｌｕｃｉａ － 人吉のセレクトショップへようこそ！販売戦略事業

熊本県 ＬＵＸ　ＤＭＣ　ジャパンデスク － 在ハワイ日系アメリカ人対象の人吉球磨ツアー客獲得事業

熊本県 坂田薬品合同会社 7330003007903 世界の人々に日本の商品を手に取ってもらう海外販売戦略事業

熊本県 清藤左官工業 － 体験や展示物を通して「手仕事」を家づくりに

熊本県 有限会社町田印刷 6330002030527 地域初！ＳａｉＶＩＳによる広告宣伝事業

熊本県 らーめん龍風 － 機械導入によりこだわりの美味しい中食の開発および作業効率ＵＰ

熊本県 炉端焼き孝八 － 経営革新計画に沿ったポン酢製造による域外販路拡大事業

熊本県 花曜日（はなようび） － テラス新設による集客効効果、滞在時間増による客単価向上事業

熊本県 バルエイト － 真空包装機導入による食品ロス軽減と域外への販路拡大事業

熊本県 球磨焼酎ト球磨ノ食　「開」 － かつお節削り機器購入による出汁製造時間短縮による増産体制の確立事業

熊本県 深野酒造株式会社 1330001016226 被災地応援・被災地連携プロジェクトでの出展・販路拡大事業

熊本県 ＫＡＪＩＹＡ　まちカフェ － 『人吉の魅力を鍛冶屋町通りから発信！！』

熊本県 株式会社三井鈑金塗装工業 4330001020720 最新設備と技術力のＷＥＢ配信による新規顧客の獲得と売上増加

熊本県 サカグチ印刷 － ポータブルプリンター導入による地域唯一のプリントサービス強化

熊本県 有限会社カワタ本店 5330002027730 レンズ加工機の導入による新規顧客の獲得及び販路開拓・売上拡大

熊本県 有限会社天草民報社 6330002028125 新サービス確立で顧客サポーター的役割による相乗効果で利益向上

熊本県 ＤＥ・ＪＡ・ＶＵ － ゆっくりくつろげるこだわりの美容室

熊本県 中国料理　煌 － 本格四川料理を訴求する看板設置と席数増加に伴う空調設備の改良

熊本県 中山大吉商店 － 自社ＥＣサイト制作によるインターネット販売の拡大

熊本県 有限会社ロワゾー・ブルー 8330002022539 恒冷湿ショーケースによる視認性・顧客満足度向上による売上ＵＰ

熊本県 有限会社霜上製菓 5330002020999 包装圧着機による業務効率化と包材によるリーチ率向上

熊本県 ものがたりＪＡＰＡＮ株式会社 4330001017452 地域産業資源を活用した機能性表示食品の開発とネット販売の構築

熊本県 丸徳造園 － 日本の文化と自社の造園技術を広め新規客を獲得、作業効率アップ

熊本県 はざま整骨院 － ホームページとチラシで当院の周知を図り顧客に選ばれる新規開拓

熊本県 嶺敦 － 販路拡大に伴う生産性向上のための設備導入ならびに環境整備

熊本県 イチノセ・ファーム株式会社 3330001020713 プレミアドッグフードの販路拡大事業

熊本県 速治膏の吉田整骨院 － つぼマッサージを融合させた整骨院独自の新商品開発とネット販売

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 3330003002404 菊池川流域日本遺産認定をアピールするための集中ケア美容液開発

熊本県 有限会社善 9330002021011 日本遺産・ハラール認証取得の災害保存食開発による販路拡大

熊本県 ＨＩＧＨ　ＢＵＲＹ － フェアトレードコーヒーを使用した新商品の提供によるＳＤＧｓ

熊本県 ハマダエンタープライズ有限会社 7330002021137 フェアトレード商品開発による地域貢献・社会貢献からのＳＤＧｓ
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熊本県 ＣＡＦＥ　ＨＥＡＲＴＦＵＬＬ － 地産地消・フェアトレードによるハートフルなおもてなし

熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111 ハラール認証・日本遺産商品開発による「５方よし」事業の構築

熊本県 青木設備 － 移動販売車事業を強化した業務の構造改革による経営の多角化

熊本県 荒木直平商店 － 買物弱者対策・業務効率化による収益強化・地域防犯事業

熊本県 有限会社フレッシュミート宮本 3330002021181 顧客ニーズに対応した店舗改装とフードロス削減による利益率向上

熊本県 割烹よこて － １０年後も見据えた高齢者向け椅子・テーブル導入による売上拡大

熊本県 有限会社むら本 9330002018882 高齢者・障がい者の方への対応力強化による売上拡大

熊本県 株式会社熊本ベリー 4330001025620 ６次産業化を見据えた、高級ギフトおよび冷凍いちごのネット販売

熊本県 カフェレストラン　アンクレール － 女性客目線での店舗空間づくりによる売上拡大

熊本県 株式会社立山建設 6330001010356 ホームページリニューアルとＧＤＮ広告での認知拡大と販路開拓

熊本県 だるま餅屋 － 棚型蒸し器の導入による生産性向上と売上拡大

熊本県 燻製工房　縁 － 設備導入による生産性向上と受注対応力強化を図り売上拡大に挑む

熊本県 合同会社さかなし化粧品店 1330003006976 エステルーム拡張によるお客様満足度アップ事業

大分県 藤原春峯堂表具店 － ７０年前から元気に営業中！！ホームページの刷新で活気ある表具屋へ

大分県 有限会社いなづま 9320002010915 「皮革染色師のいるクリーニング店　まちの修理屋さん」広報事業

大分県 ＥＮ－ＪＩＮＧ － 《福岡へのグローバル人材を育成するシェアハウス出店》

大分県 株式会社Ｍｏｃｈａ　Ｏｒｉｇｉｎｓ 2320001016754 コーヒーの本場イエメン産のコーヒーの販路開拓事業

大分県 株式会社大和総検 8320001014793 社員満足が顧客満足に続く社員活躍事業

大分県 有限会社かぼす本家 5320002011157 世界に向けての自社ブランド発信と業務の効率・安全性確保事業

大分県
Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｓｔａｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｅｓｃ
ｈｏｏｌ

－ 別府から世界へ通じる人を育てる～プリスクール広報事業～

大分県 有限会社みやざき呉服店 6320002012600 インバウンド観光客に向け和文化体験プログラムによる販路拡大

大分県 合同会社夢ソリューションズ 1320003002828 「美しい暮らしを創る」住環境と心のオーガナイズで豊かに暮らす

大分県 ｓｗｅｅｔｓ　ｓｈｏｐ　Ｓｈａｍｒｏｃｋ － 小さなケーキ店でもできるイベントを利用した顧客獲得と販路開拓

大分県 旬酒処　壱 － 顧客ニーズに伴う店舗改装と看板設置で新規顧客開拓事業

大分県 有限会社安部技建 9320002013109 ホームページの開設・完成見学会実施による販路開拓事業

大分県 有限会社鈴木コーポレーション 3320002011638 ようこそ別府へ来ちょくれ鈴よしへ　～新たなアプローチ～

大分県 有限会社中野モータース 6320002011998 月々定額「スーパー乗るだけセット」の販路開拓事業

大分県 ここちカフェむすびの － 顧客ニーズに対応した商品提供による販路開拓事業

大分県 株式会社ダイシン 7320001015685 別府匠集団（株）ダイシン地元に根付く各種匠が責任施工するチーム

大分県 有限会社まるにや 5320002015901 集塵機械により粉砕商品加工の効率化による生産性の向上と販路開拓

大分県 有限会社おやど湯の丘 4320002011083 インバウンド対策と新規客の増を担うＨＰの作成・販促品の開拓

大分県 酒井理容店 － 『千の眼のギャラリー』立ち上げとインターネットビジネス展開

大分県 美容室　ＫＯＴＯＲＩ － ＨＰの作成による新規顧客獲得と、その運用による顧客管理整備

大分県 焼肉　かねだ － オリジナルの「タレ」を食卓へ。新規販路開拓事業

大分県 株式会社かがやき 4320001013130 かがやき事業所周知・理解促進事業

大分県 ＲＩＳＥ　ＷＯＲＫ’ｓ － 「ファンタジーコンクリート」と「バリエステサロン」の販路開拓事業
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大分県 有限会社恵比寿屋　二宮酒舗 4320002010969 インバウンド向け日本酒試飲コーナー設置による販促事業

大分県
有限会社安部電工（デカ弁別府駅前本
舗）

7320002011931 写真付きメニューでネット弱者にアプローチ！

大分県 株式会社ミナクル 4320001013650 ＶＲビュー動画・ＰＶ動画を組み込んだＨＰによる新規顧客の獲得

大分県 薪窯ピッツァ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　花民 － 薪窯ピッツァとギャラリーの相乗効果を狙った新規開拓事業

大分県 北浜カーサ － Ａランチ集客　Ｂ外国人集客　Ｃ結婚式二次会集客

大分県 朝見ゲストハウス　旅まくら － 宿の近くの参道で飲食店舗を整備し宿泊客の利便性を向上させる

大分県 8320001015255 １人客需要に応える為の客席改装及びテイクアウトメニューの開発。

大分県 小名川土木有限会社 6320002003525 チャンスを掴め！ＨＰ新設で短期元請け工事の販路開拓と事業周知

大分県 ＡＮＣＨＯＲＳ － ・大分初のアメカジワンストップショップの創出

大分県 焼肉平安閣横尾店 － 高齢者をターゲットにしたリフォームと新メニューの為の設備導入

大分県 株式会社えどや 5320001006050 メニュー見直しと持ち帰り強化・店舗改装で売上増を目指す

大分県 サファリコーヒーロースター － 特別を日常に「スペシャルティコーヒー　」による新規顧客獲得

大分県 企業組合なごみの会 2320005002239 「ＭＡＭＹｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ」ブランド構築準備のための設備導入

大分県 ピュア販売大分 － 美容サロンの商品リピート販売を促進する店販システムの拡販

大分県 このみの空企業組合 5320005009693 いつでも誰でも気兼ねなく！看護師によるお出かけ添乗サービス

大分県 リクエイト － 「自社ブランドの認知度向上の取り組み」～海外進出の起爆剤として～

大分県 有限会社九州食肉学問所 4320002006991 宅配バーベキューのホームページリニューアルによる新規顧客獲得

大分県 有限会社佑幸 5320002007056 オリジナルＡＬＩＶＩＬＡ石鹸のリニューアルによる売上拡大事業

大分県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＲＥＩＺ － 店舗改装と看板設置による売上拡大事業

大分県 有限会社せれくと 9320002003877 カーピカネット通販事業における新規顧客開拓と購入率の改善

大分県 Ｏｈａｎａ　ｈａｉｒ － ネット媒体を通じたカラー会員制度による優良顧客集客計画

大分県 Ｅｘｉｓｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 8320001014983 障がい者支援としてのフォトプロップス制作サービスの展開

大分県 司法書士法人大分司法事務所 9320005002538 ＨＰを活用した相続・家族信託業務獲得事業

大分県 株式会社イグジット 1320001014593 自治会向け「助け合える避難所運営訓練プログラム」の販路開拓

大分県 株式会社ベーシッククリーン 2320001006111
女性ならではの感性を生かした診療所および薬局に特化した清掃業務の準
備

大分県 美容室Ｖｉｌｌａ － ネット媒体を通じたカラー会員制度による優良顧客集客計画

大分県 合同会社アイ．ジー．シー 9320003002168 『女性起業家コミュニティ運営システム』の全国展開にむけた情報発信

大分県 株式会社Ｃｌａｓｓｏ 9320001014140 法人・事業所に対するジム・ヨガの活用提案による販路開拓

大分県 株式会社セル２１ 1320001012721 オール電化及び太陽光発電システム・蓄電池等のホームページ作成

大分県 株式会社スカイファーム 6320001015926 ショッピングカート付きホームページの開設による販路開拓

大分県 みらいマネープランニング － 新サービスをＨＰで発信「ねんきん定期便で年金を確認しよう」

大分県 豊ｙｕｔａｋａ　ｏｉｔａ　ｓｏｕｖｅｎｉｒｓ － マルシェ用大分県産杉材折り畳み式テントの販路拡大事業

大分県 ウェディングカフェアンジェリカ － 新規事業『ゆとりっぷウェディング』の事業促進の為の取り組み

大分県 Ｌａｚ　ｈａｉｒ － シニア層の利便性向上　トイレのバリアフリー化事業

大分県 中和国際株式会社 2320001014163 大分県インバウンド旅行者増大プロジェクトとキャッシュレス推進

大分県 眞名井鍼灸研究所 － 目で見て実感！数字で納得！健康血管プロジェクト
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大分県 税理士法人シーウエイブ 1320005001984 「明るく」「見やすく」「伝わる」ウェブサイトで販路開拓

大分県 そば会 － 「挽きたて・打ちたて・ゆでたて」を常時可能に向けた取組み

大分県 有限会社山田建設 8320002007012 ＨＰ開設による販路開拓で地域に根ざす宅地整備サービスを！

大分県 株式会社トライアクシス 8320001003895 海外向け石材用保護剤ＴＢ－ＣＯＡＴの販路開拓

大分県 株式会社シードリン 6290001068309 日本の伝統文化発信による外国人向け婚礼撮影サービスの展開事業

大分県 合資会社ヱトウ南海堂 1320003000518 超老舗レコード・ＣＤ店の逆襲「また、レコード始めました」

大分県 合同会社ＺＡＰ 2320003002752 髪も歯もキレイに！ＺＡＰＨＡＩＲでトータルビューティー！

大分県 有限会社モコ 7320002006865 美容室モコは髪だけじゃない！白い歯でお客様をもっと笑顔に！

大分県 株式会社コンクリート・ショップ 2320001014072 コンクリート販売専門ネットショップの販路開拓

大分県 リーガルゲート行政書士事務所 － 建設業許可申請業務受注用ＨＰ開設とＳＮＳ運用

大分県 ヘアデザインデイジー － オリジナル会員制度の強みを生かしたネット媒体を通じた販路開拓

大分県 有限会社東和電機工業所 8320002020873 待合室の環境整備による新規顧客獲得事業

大分県 株式会社九州ダイト 2320001011169 国際博物館会議への出展を通した木育事業の販路拡大

大分県 小川パン教室 － 中津から全国へ、販促物開発・ＩＴ利活用による口コミ拡散事業

大分県 ＫＩＳＡＫＩＳＡＮＤ － スポーツバーによるナイトタイム活用・顧客満足度向上事業

大分県 夢ごこち － 最良の日を迎える母娘に訴求し新たな顧客に結び付く販路開拓事業

大分県 株式会社マルトモ物産 6320001010968 焼き乾椎茸パウダーの開発・販路拡大

大分県 二豊製畳有限会社 1320002020962 オンラインストアの開設による商圏の拡大と売り上げアップ

大分県 写真の光陽 － ドローンによる空撮サービスおよび動画制作事業の開始

大分県 有限会社フッラワーショップ　いしばし 5320002021065 ゆめマート中津店への出店による販路拡大

大分県
株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＢＡＳＥ　ＮＡＫＡＴ
ＳＵ

7320001016270 ホームページを公開して秘密基地中津の利用者拡大

大分県 Ａｕｎｔ　ｈｏｎｅｙ － 薔薇の美学　～本質的な美を提供する為のオリジナルブランドをつくる～

大分県 書法研究會 － ことごとく宜し　ネット型書道学習システム『書法』の販路開拓

大分県 すなっく　絆 － ウェルカム海外観光客！明朗会計『日田ナイト』おもてなし戦略

大分県 有限会社カーステーションエムアイ 2320002019112 次世代自動車への対応力の向上による販路の開拓

大分県 有限会社ジャパンプロシューマー 8290002039298 ホームページの開設によるオリジナル商品構成と広域顧客の結合

大分県 水谷直海商店有限会社 7320002020321 老舗乾物問屋の三代目が挑む！伝統の味と心を世界へ次世代へ繋ぐ

大分県 ヘアークラブＣＡＮ － 秘密の入口で…『いつまでも女でいたい』髪に悩む淑女へ課題解決

大分県 旬ノ宴 － 日田杉を活用した「くつろぎの空間」と地域一番の「お値打ち」料理の提供

大分県 有限会社森菊商店 4320002019507 キッチンカーでの移動販売（Ｈａｎｄ－ｍａｄｅ　ｆｏｏｄｓなばこ）

大分県 永露商店 － 災害ボランティア専門ネットショップの新規構築

大分県 ＳＨＯ（ショー） － 地場産品を使って本物のメイドイン日田　スイーツを全国へ

大分県 ステップス － 飲んだら出ちゃう！魅惑の「おもしろトイレ」もてなし計画

大分県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　髪風 － 特別な瞬間を迎えるあなたへ極上のサービスのご提供

大分県 いまだ鍼灸整骨院 － 「子供のスポーツ障害予防とパフォーマンスアップの運動教室」

大分県 有限会社錦寿司 2320002017082 椅子席導入で店舗高級化と新たな顧客層の取り込みによる売り上げ増加
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大分県 株式会社Ｕｐ 7290001073200 国内初！大分県産養殖ブリの内臓を使用した新商品の販売

大分県 有限会社日豊メンテナンス 4320002017097 ＣＡＴＶ整備に係る融着接続機導入による業務拡大事業

大分県 プライベートサロンＦＵＦＵＲＡ － 光脱毛キャンペーンによる新規顧客獲得事業

大分県 株式会社日豊 2320201000129 竹箸等のデザイン開発・委託販売等による新規販路の開拓

大分県 ａｔｅｌｉｅｒ－Ｂ － 犬の美容室でのお手入れ教室と皮膚病改善のための温治コース

大分県 松田玉香園茶舗 － 高齢者に気持ちよくゆっくり滞在してもらう店内設備の導入

大分県 穴見自動車工場 － 先端技術対応のスキャンツール導入によるワンストップ自動車整備

大分県 有限会社片岡写真館 1320202000161 終活写真の提案とスタジオ設備の充実による販路開拓

大分県 木津製パン － 商品のアレルギー対応と生地バリエーション展開による販路開拓

大分県 フローリスト高野 － 生花とかき氷のセット販売による売上増進と販路拡大

大分県 菜肴自然鶏園 － ホームページ開設による新規開拓と請求書管理システムでの効率化

大分県 株式会社ｎｅｗｆｏｃｕｓ 5320001013864
自社の既存事業の作業効率向上と新しく８Ｋコンテンツの制作を行い日本の
魅力を世界に発信し国内外で販路開拓

大分県 有限会社花れん 4011702016923 ホームページ導入による実店舗・インターネットでの売上アップ！

大分県 豊後高田整骨院 － ホームページ作成で新サービスの情報を発信し若年層を獲得

大分県 十五万石ラーメン竹田店 － 店舗のバリアフリー化とご当地メニューＰＲによる販路開拓

大分県 合同会社ｓｏｌａｉｒｏｄａｙｓ 6320003002518 旅先と人と宿の魅力を伝えるＰＲ映像等制作と発信による販路開拓

大分県
元気・健康・理想からだつくり広場　まっ
する

－ 市内初！ジムトレーニングによる健康づくりとケア

大分県 有限会社暮らしの衣料みやざき 2320002017867 “脱・暮らしの衣料”看板一新による店舗イメージ大変革事業

大分県 セ・デュ・ナナン － 健康的で美味しく、安心、安全な商品を多くのお客様へ届ける事業

大分県 宇佐産業株式会社 3320001007595 商談スペース改装工事によるあたたかいおもてなし

大分県 株式会社ＢＩＧ１ 9320001016483 真空包装機導入による作業負担軽減と商品化及び地道な販路開拓

大分県 山口ガラス店 － 工事施工の精度向上によるエクステリア事業の中核事業化への推進

大分県 有限会社宿利自動車 8320002013919 新規シャッターのイメージアップとアピールで集客アップ！

大分県 株式会社アリラン食堂 2320001008074 誰もがシェフになれる万能生だれで販路拡大・生産率向上

大分県 合同会社ユー・ティー企画 1320003002753 女性が安心して快適に出産できる「ｈａｈａｇｉ」の制作、販売

大分県 自家焙煎ＣｏｆｆｅｅＳｈｏｐ樹豆珈琲 － 顧客ニーズの高い「エスプレッソ」の提供による売上向上計画

大分県 有限会社原花店 8320002014074 新規事業「アンティーク家具・雑貨」の販売で閑散期の売上増加

大分県 佐々木商店 － ニーズの多い柔らか薄畳の商品化による売上向上

大分県 黒川さんちのパン － 「小麦畑でパンを食べる」自家製小麦を活用したパンの販売促進

大分県 タイヤセンター瀬口 － タイヤ販売に付随した板金塗装による売上増加

大分県 合同会社ヘルサポ 4320003002908 海鮮丼及びカレーの仕出し・デリバリー営業及びレトルトパック販売事業

大分県 ＫＵＲＵ － コーヒー豆焙煎機導入による、アメリカンプレスコーヒーの提供

宮崎県 株式会社ひまわり不動産 6350001007920 不動産売買・賃貸業務における販促用ホームページクラウド導入

宮崎県 Ｍａｙｕｇａｒｄｅｎ － Ｌ字長財布の生産体制強化とブランディングによる売上拡大事業

宮崎県
巻き爪補正・フットケア専門店　巻き爪ＨＩ
ＳＨＯ～比昌

－ 巻き爪補正の認知度ＵＰ目的と集客増加計画

宮崎県 こおりもと鍼灸整骨院 － 自費施術割合の増加を図るための設備導入と販路拡大事業
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宮崎県 よろい － 寿司店が営むだし巻たまごサンドの販路開拓と新商品の開発

宮崎県 焼きたてパン童夢 － 夏場の売上減少に対する新商品（要冷蔵）開発及びイベント出店

宮崎県 サンセットれもん － 新たなテナントシステム構築事業

宮崎県 合同会社輪ｓｙａ 6350003002432 スペース活用と新商品開発による売上拡大

宮崎県 池田美容室 － 高齢者を中心とした身体が不自由な人向美容室への送迎付サービス

宮崎県 合同会社聖 4350003002442 事業所の周知徹底に伴う看板設置・労務管理システムの導入

宮崎県 有限会社森精肉店 2350002015901 商品ブランディングの再構築による市場浸透戦略

宮崎県 ステレオテニス － 在庫商品だけを利用したビンテージメガネのウェブショップ事業

宮崎県 Ｍａ－Ｓａ　ｍｕｓｉｃ　ｓｔｕｄｉｏ － ＨＰ刷新とチラシによるピアノとアドラー心理学のＰＲ事業

宮崎県 食亭やまだ － 新規顧客及び顧客満足度を上げるためのＨＰ改修と設備増設計画

宮崎県 大和フロンティア株式会社 2350001008781 「竹」を活用した飼料・肥料「乾燥笹サイレージ」の製造

宮崎県 炙りやかつみ － ホームページによる販促とイメージ戦略

宮崎県 行政書士　たなか法務事務所 － 地域を支える外国人労働者と雇用者の為の在留申請サービスの展開

宮崎県 鍼灸治療院ＹＥＬＬ － 各ターゲットに確実に訴求するパンフレット作成で顧客獲得事業

宮崎県 Ｂｏｄｙ　ｍａｋｅ　ｓａｌｏｎ　Ｌｉｌｙ － 都城初！ピラスティスリフォーマー導入による新規顧客獲得事業

宮崎県 ＢＩＳＴＲＯ１９５８ － 来店しやすいイメージと環境作りで認知度向上・新規顧客獲得事業

宮崎県 さいしょ酒店 － ブランディングによる既存顧客の深耕及び新規顧客獲得

宮崎県 Ｋ＆Ｅ　ＤＩＮＥＲ － アメリカンダイナー外観演出による誘客向上

宮崎県 有限会社おたべ 3350002015792 無店舗販売による販路拡大売上向上計画

宮崎県 クリーンエンジェル － 業態転換による新サービスの口コミ拡散のための販促物製作

宮崎県 Ｒｅｌａｌｕｖｏ －
クチコミ拡散のための販促物制作及び総合型サロンに向けたＨＰリニューア
ル

宮崎県 とんこつラーメン専門店無我夢中 － 『しいたけとんこつらーめん』商標出願、登録・開発・販路開拓

宮崎県 フードギャラリー空そら － 新規顧客、個人観光客の誘客環境整備事業

宮崎県 株式会社お菓子の昭栄堂 3350001012196 「菓心なごみ」の新規格パッケージによる新市場開拓事業

宮崎県 株式会社ＣＨＡＭＥＬＥＯＮ 1350001014293 国内商圏拡大に向けた結婚式「プロフィールムービー」事業

宮崎県 サンドイッチ　麦畑 － ベーカリーカフェ麦畑

宮崎県 みやこんじょビレッジ － 顧客環境の快適化を図りそれを広報、更なるリピーターを獲得事業

宮崎県 ＡＴＥＬＩＥＲ．Ｅ２ＳＨＩＩ － 店舗ブランドイメージ及び認知度向上とミシン導入による売上拡大

宮崎県 ピックアップオート － 人に合った車の選択地域密着車屋～高齢者の事故を減らしたい～

宮崎県 サロンド・ベル － 痩身メニューの強化と広報活動で商圏拡大と顧客満足度の向上

宮崎県 オリーブ － 整理整頓の必要性と認知度向上

宮崎県 ＮＳファーム － 新商品の全国展開に伴うＮＳファーム販路拡大推進事業

宮崎県 宮崎食研有限会社 5350002004744 クラウドファンディング型加工食品開発事業「みやざき育て」

宮崎県 クレイワークスアトリエ － 宅配キットの開発及びワークショップ開催強化による販路開拓

宮崎県 株式会社盛和 1350001011976 太陽光発電のアフターフォローの充実を活かした販路拡大

宮崎県 株式会社アミコｇｉｆｔ 8350001014931 事業者向け撮影スタジオレンタルサービス普及推進事業
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宮崎県 株式会社新福 4350001000786 客室リニューアルに伴うインバウンド客受入対策と集客事業

宮崎県 おはなしと音楽の森 － 宅録（自宅録音）体制整備による動画ナレーション事業への本格参入

宮崎県 くす美トマト農園 － 無添加無着色【ドライ美トマト】開発・販路開拓事業

宮崎県 合同会社りすとき 4350003002707 廃棄パネルを自社再生！利益率、顧客満足度大幅ＵＰ

宮崎県 ＭＡＹＲＯ　ＷＡＴＣＨ　＆　ＲＥＰＡＩＲ － 最新の検査機等導入による時計修理の販路拡大及び生産性・品質向上

宮崎県 株式会社器 7350001010881 新商品「Ｋａｔｓｕｏ　ｂａｒ（カツオバー）」の開発・販路開拓事業

宮崎県 株式会社轟園産 5350001012079 新商品　追肥用肥料「Ｇｏ　Ｕｐ（ゴォーアップ）」の販路開拓事業

宮崎県 ＹＳプロデュース － コーチング周知のための活動および顧客の負担軽減への取り組み

宮崎県 みなとやクリーニング － 花粉付着防止加工サービスの普及と作業の効率化

宮崎県 ほぐし専科アロエ － ホームページと新店舗への看板設置による情報発信での売上向上

宮崎県 有限会社サンショー 5350002001997 Ｗｅｂサイト開設による自社認知向上・新規事業の販路獲得推進事業

宮崎県 Ｒｏｕｇｈ　Ｄｉａｍｏｎｄ － 書籍出版・ＳＮＳ広告による認知度向上・販路拡大推進事業

宮崎県 株式会社ウエディングＭ 5350001004480 改元効果による「令和婚」自社プラン認知度と売上のアップ事業

宮崎県 Ｆｒｅｎｃｈ　ＫＩＫＵＴＣＨＩＥＮ － 作業効率向上のための店舗改装と新規顧客獲得のためのチラシ作成

宮崎県 合同会社ももてつグループ 1350003003063 鶏もも焼きのレトルト真空パックの作成と楽天市場への販促事業

宮崎県 有限会社アミシックス 1350002000276 新規客の来店促進とＰＯＳレジ導入による業務効率化

宮崎県 ネイバーフッド － ブランディング・パッケージデザインと商談会出店

宮崎県 マハロドーナツラボ － モニュメント的看板設置とショーケース増設による集客増大

宮崎県 株式会社ＶｉｇｏｒＬｉｆｅ 6350001012664 測定器を使用した新サービス導入による物販売上の向上

宮崎県 株式会社オフィスＫ 5350001013465 マイカー運転サポート宮崎

宮崎県 アトリエデジャヴ － 従来顧客へのエンディング商品の認知度アップと販路開拓

宮崎県 株式会社合格不動産 7350001011343 相続した土地建物の売却に関する３０００万円控除のサポート提案事業

宮崎県 料理　渋玄 － 店舗拡張による新規顧客の増加・既存顧客満足度向上

宮崎県 工房　慎 － 経費精算できるＢｔｏＢ向けの新商品の新販路開拓の為のＰＲ事業

宮崎県 地産揚げ処　串兆 － 顧客アンケートで分かった自店課題を解決することで新販路開拓

宮崎県 合同会社オールマイティーおくぐち 3350003003235 自転車技士による「安全」「安心」修理サービスの広報大作戦！

宮崎県 株式会社Ｍｅｇｇ 8011301014135 宮崎のゲームイベント開催事業と情報Ｗｅｂサイトの運営

宮崎県 合同会社ＬＣ 9350003002124 座席数増加／生産性向上による団体客と大口顧客の獲得

宮崎県 有限会社味のくらや 6350002000189 来店促進・催事集客強化のためのホームページリニューアル制作

宮崎県 Ｈａｋｏｎｉｗａ　Ｃｏｆｆｅｅ － 商品提供の生産性向上及び新商品開発による新規顧客獲得事業

宮崎県 ＯＮ　ＴＨＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 新規顧客獲得及び既存顧客満足度向上と新商品の販路開拓推進事業

宮崎県 株式会社経理チームみやざき 7350001015344 事務経理財務ＢＰＯ受託・営業収支管理支援ソフトの販促

宮崎県 Ｍｅｎ’ｓ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｌａｃｔ － 店名記載のＴシャツ・グッズ配布による集客アップ事業

宮崎県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＤＯＵＢＬＥ － 新規リノベーション複合施設への出店による販路拡大推進事業

宮崎県 株式会社ライブリィコミュ 9350001015111 研修事業ラインナップ拡大及び自社メソッド県外ＰＲ

宮崎県 サスティア株式会社 6350001012714 カフェ併設型映像撮影スタジオ設置による売上利益拡大事業
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宮崎県 株式会社ソリューションズ 9350001013800 インバウンド＆アウトバウンド宮崎来県リピーターの極大化事業

宮崎県 イーナプリン株式会社 2350001013716 高生産性の冷凍プリンの商品開発とパッケージ・販促ツールの作成

宮崎県 株式会社ＧＡＲＡＧＥ－Ｔ 5350001012087 新車市場リニューアルオープンに際しての販売促進事業

宮崎県 ＬＯＣＡＬ　ＢＯＮＤＳ － お歳暮イベントによる新規顧客の獲得と販売促進事業

宮崎県 株式会社インパクトワークス 9350001015549 宮崎のご当地ヒーロー「天尊降臨ヒムカイザー」の事業承継ＰＲ

宮崎県 エステサロン和 － 空きスペース活用とエステの効率化でサービス向上、顧客数増加。

宮崎県 ＮＩＣＯ － 集客力及び固定客率向上を図る為の店舗リニューアル事業

宮崎県 ｓｉｅｎａ－ｓｈｉｎｏ － 台湾での日本的商品ブランド構築と販売の認知度向上事業

宮崎県 きものと帯　さつまや － 「宮崎から日本の伝統衣装・着物を世界中へ伝える」

宮崎県 野元珍松園 － 若手盆栽作家による身近な盆栽教室と展示会での新規顧客獲得事業

宮崎県 株式会社こだま 5350001000620 通販事業強化の為のネットショップリニューアル事業

宮崎県 どんげや － 「たこ焼き酒場」の展開による人と人を繋げるスペースの創出事業

宮崎県 株式会社Ｍｉｌｋ　Ｌａｂ． 8350001015319 海外輸出に対応する為の麹菌発酵乳飲料容器改良

宮崎県 株式会社Ｔｏｗｎ　ｓｈｉｐ 3350001015827 宮崎県産焼酎を全国発信！「オリジナルラベル」のネット販売事業

宮崎県 株式会社忠 9350001015425 ＨＰ制作による自社ブランド確立及び機材購入による業務内製化

宮崎県 ＷＡＴＥＲ　ＢＲＡＮＤ　ＫＥＮＧＯＲＩＡ － サーファー向けトーインフォイルによる新規顧客獲得推進事業

宮崎県 株式会社Ｂ－Ｆｅｌｉｃｅ 3350001014036 顧客にインパクトを与える新メニュー提供による口コミ及び売上拡大

宮崎県 合同会社ｌａｆ 1350003003237 宮崎初！空き家活用プロジェクト発信事業　～ＤＩＹ賃貸の促進～

宮崎県 ｇｏｏｄ　ｍａｔｃｈｉｎｇ！ － 新ポータル事業の為の集客ツール作成で新販路開拓

宮崎県 Ｌｏｃｏｂｅａｃｈ － サーファー＋αを対象とした低価格・高品質・短期宿泊業の開業

宮崎県 Ｔｈｅ　ＲＯＳＡ　ＣＯＦＦＥＥ － イベント出店強化及びボトリングドリンク開発による販路開拓

宮崎県 焼肉　犇 － 新規店舗オープンに伴う自社認知度向上及び新規顧客獲得推進事業

宮崎県 いやしの研究所 － 癒しのヘナ＆キャビスパプロコースでさらなる進化を

宮崎県 Ｍ図建築工房株式会社 2350001012528 リフォーム事業のブランディング化と雇用の安定

宮崎県 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＯＦＦＥＥ － イベント出店及びホームページ開設による新規売上・販路開拓

宮崎県 Ｔａｆｆｅｅ － 店舗移設及び新装等による認知度向上・販路拡大推進事業

宮崎県 ａｓａＢＡＫＥ　ＣＯＦＦＥＥ － 主力商品「フォンダンショコラ」のギフト商品開発・量産体制整備

宮崎県 株式会社いちりゅう 9350001012942 広告動画及びパンフレット作成によるプロモーションの強化

宮崎県 楠元整骨院 － 施術中及び施術後に行う筋力トレーニング（以下、筋トレ）事業

宮崎県 株式会社スパークリング 8350001012927 宮崎の地域情報サイトＯｒａｎｎｅ（おらんね）求人情報拡充、広報事業

宮崎県 株式会社Ｗｅｓｔ　Ｗｏｍａｎ’ｓ 1350001015408 だいこんだーの新商品開発及び広報強化による販路拡大推進事業

宮崎県 株式会社カタヤマ 4330001018913 「女性」及び「高齢者」を重点ターゲットとした店舗改善・販路拡大

宮崎県 有限会社松尾ボーリング工場 8350002004361 障がい者の手首・肘の負担軽減のための車いすギア開発事業

宮崎県 飛鳥防災システム有限会社 6350002008208 物件所有予定者が参考にできるまとめサイトで受注流れを変え集客

宮崎県 株式会社大盛うどん 3350001015711 １００年続くうどん屋のインバウンド対応仕掛けで新販路開拓

宮崎県 麺や　ふじ福 － 製麺機導入により他店との差別化を図り地域オンリーワンを目指す
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宮崎県 株式会社吉玉自動車工場 4350002012839 「ＡＴ／ＣＶＴオイル交換」の促進と作業の効率化による売上増大

宮崎県 合同会社延西 6350003002853 お金をかけず、スマホで簡単♪売り上げ管理！

宮崎県 ベーカリー幸村 － ケイタリングサービスによる販売促進

宮崎県 株式会社いのくち総合研究所 5350001015296 『ＳＮＳやインターネットの活用による見込み客への情報提供拡大』

宮崎県 ヘアメイクナチュラル － 「頭皮改善・育毛サービス」の開始と広告宣伝による顧客の獲得

宮崎県 ヒノクミコベーキングサロン　シンプリー － 宮崎の人にアメリカンホームメイドケーキの製法と味を広める

宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 新工場建設による生産性向上で２０２５大阪万博関西圏の受注強化

宮崎県 株式会社Ｗａ 2350001014532 「こどもの基礎的運動、コーディネーション運動」事業

宮崎県 伊福接骨院 － ・疲労回復！自己治癒力向上！酸素ＢＯＸ導入による顧客開拓事業！

宮崎県 シオン・パン・料理教室 － 美健・賢食で自分を磨く！女子力アップ　サロンＰＲで粗利１００万

宮崎県 天然酵母の蒸しパン屋もってぃ － 妊婦やアレルギーの方に対応した焼き菓子等の開発と販売促進計画

宮崎県 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ　Ｐｕｍｐｉｎｇ　Ｓｕｒｆ －
施設の増設、カフェの開業に伴うホームページリニューアルと予約システムの
構築

宮崎県 新装社 － 「所有から利用」へ消費者の志向の変化に対応した販路開拓

宮崎県 訪問美容サービス　ｒｅｌｉｅｙ － 福祉訪問美容サービス事業の業務効率化及び更なる認知度向上計画

宮崎県 宮崎ひむか地鶏有限会社 9350002011489 自社製品の商品力を高めるためのパッケージ・販促グッズ一新

宮崎県 株式会社ブルズファクトリー 3350001012576 ＩＴデータ活用によるＯＥＭ地域商品の販路開拓

宮崎県 黒木園芸 － トマトご飯の素レトルト新商品開発事業

宮崎県 有限会社スズキテック 8350002009030 電柱札作成自動化による作業効率向上、消耗品部材減少

宮崎県 有限会社長谷川修身商店 9350002009079 生ようかん開発に伴う店舗ＰＲ及び販路拡大事業

宮崎県 珈琲の店エルザ － 珈琲豆の販売部門強化による新規客獲得とくつろげる空間づくり

宮崎県 だっくす － 新規取引向けパッケージ等のブラッシュアップと安全性の向上

宮崎県 ＵＰ英語教室 － 集客率向上と売上増加のための店舗改修と広告事業

宮崎県 有限会社椎電化センター 2350002009011 地域家電小売店の若年層新規客獲得に向けた取り組み

宮崎県 仕出しの小澤商店 － 新事業の売上向上のための店舗不良箇所修繕と労働環境改善

宮崎県 ビッグスポーツ平原 － 新たなくつろぎスペース創造による既存客深堀事業

宮崎県 有限会社藤原牧場 1350002009103 ハーブ牛の新たな販路・商品開発のためのＷｅｂ・ネット通販の構築

宮崎県 ドッグランＳＯＬ － ドッグラン・ドッグサロンの売上増加のためのＷｅｂ機能強化

宮崎県 二代目湯浅豆腐店 － 豆腐料理専門店の新メニューと個室提供での売上拡大事業

宮崎県 有限会社スギモト 8350002016638 業務用文房具の強化と置き型文具事業による売上・利益率の向上

宮崎県 有限会社川﨑流通センター 7350002016515 引越しワンストップの新事業提供による経営力向上計画

宮崎県 カラーコスメ － ４０代女性の来店率を高めるための看板設置による認知度向上計画

宮崎県 株式会社宮田本店 1350001009517 生産量日本一の金柑等で造った大堂津リキュールでの販路拡大事業

宮崎県 小林熔工 － 建設機械の溶接修理事業推進のための機械導入及び販路拡大事業

宮崎県 小さなお菓子屋さん　ＣＯＣＯ － 生産性向上による機会損失の解消と認知度向上による売上拡大事業

宮崎県 カーエステアラタケ － 大型車の整備受入と作業効率を上げる為の整備リフトの新規導入

宮崎県 有限会社緑の里りょうくん 7350002017224 国産グレープフルーツ果汁製品の先駆けを目指す為のブランド戦略
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宮崎県 もりした整骨院＆Ａｃａｆｅ － 新感覚整骨院の魅力を伝えるための独自マーケット認知度向上計画

宮崎県 有限会社松本花屋 7350002016878 ホームページと看板設置による認知向上での販売拡大計画

宮崎県 Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｃａｌ株式会社 8350001015707 地域内他社との共存を目指す地元焼酎の販路開拓事業

宮崎県 Ｌｉｎｋ　オステオパシー　ルーム － オステオパシー認知向上の為のツール制作による新規顧客獲得事業

宮崎県 竹井醸造合名会社 6350003001640 ネット構築とパンフレット作成による醤油加工品の販売拡大計画

宮崎県 山田商事株式会社 1350001009525 ホームページ導入による「加工技術の見える化」販路拡大事業

宮崎県 大阪キッチンビリケン － 空調の導入による店内環境改善とメニュー開発による売上拡大事業

宮崎県 株式会社西ノ原牧場 6350001010395
『「なかにし和牛」を世界へ』～自社ブランド和牛の認知度向上・販路開拓計
画

宮崎県 小林まちづくり株式会社 7350001013117 コラボによる「食」のブランディング事業～日本一の美食王国を目指して～

宮崎県 株式会社ビーフ倉薗 5350001015643 販売促進グッズ・体制の整備及びネット通販等による販路拡大

宮崎県 有限会社東郷通信 8350002017933 新事業（コインランドリー事業）展開による売上拡大

宮崎県 シントータルボディケア整骨院 － 局所治療強化のための先端機器導入による客単価向上・販路拡大

宮崎県 株式会社ＡＰＰ 5350001012863 ホームページの全面更新及びネット販売機能追加による販路開拓

宮崎県 株式会社ＦＯＲＣＵＭ 2350001012908 新商品「太陽光発電・蓄電方式車両簡易消毒ゲート」の販売促進

宮崎県 ＧＡＫＵ　Ｆ　ＣＡＣＴＯＲＹ株式会社 2350001014648
高級志向のお客様に対応した店づくりとサービスの提供による売上利益ＵＰ
事業

宮崎県 株式会社木村工業 1350001013188 道路沿い看板の設置による個人向け事業の広告による売上増加作戦事業

宮崎県 株式会社オモシロホンポ 5350001012640 ニュースレターで個人ビジネスをサポートし販路拡大

宮崎県 ＴＥＲＲＡＣＥ － 事業継続のための新メニューの開発と販売促進

宮崎県 男と女の美容室ＩＫＥＤＡ － 集客を狙った看板設置・チラシ作成と理容師養成講座の開設

宮崎県 西都整骨院 － 幹線道路からの集客を狙った看板の設置による集客力強化事業

宮崎県 西都エネルギー株式会社 8350001010575 宮崎初！農業用ドローンによる農家の生産性アップで販路拡大

宮崎県 有限会社奥口商店 8350002009261 「安全」「安心」なガス器具展示コーナー設置と顧客の見守り活動

鹿児島県 株式会社ワンネット 4340001004664 ＪＡＰＡＮ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮとＪＦＭの認知度向上と販路開拓（代理店募集）

鹿児島県 有限会社南日本音響 8340002009502 シルバー・シニア世代に特化したカラオケボックスの空間作り

鹿児島県 株式会社寺師 2340001011118 飲食店向けランディングページによる情報発信及び顧客開拓の取り組み

鹿児島県 吉満菓子店 － 郷土菓子‘丸ぼーろ’の県外販路開拓に向けた取り組み

鹿児島県 合同会社ＰＥＴ’ｓ　ＭＯＭ 8340003001714 しつけや社会生活に対応させるための子犬の幼稚園事業

鹿児島県 ＧｏｏｄｙＧｒｏｕｐＣｏｍｐａｎｙ合同会社 6340003002284 チラシ導入による高効率化した販売事業

鹿児島県 株式会社ケービーワールド 1340001021761 カウンター回りの美化工事などによる快適な店舗づくり

鹿児島県
キッズプログラミング教室　ＩＴ　Ｋｉｄｓ　Ｌａ
Ｂ

－ 子供たちの「考える力」を育てるキッズプログラミング教室の展開

鹿児島県 株式会社マルマスふとん 5340001004052 美容と健康で笑顔美人プロジェクト

鹿児島県 ｏｎｄｉｉｎａ － 育毛機器導入による新規顧客の獲得と既存客へのサービス拡充

鹿児島県 株式会社Ａｄｖａｎｃｅ 1340001020920 スマホアプリ利用！最新オートネイルで新規集客アップ

鹿児島県 株式会社名山きみや 7340001019486 鹿児島の魅力を情報発信！ＫＩＮＳＥＩ　きみやの逸品おもてなし

鹿児島県 西日本印刷 － 「卸売りから直接販売へ！プロのノウハウ満載のギフトショップ開業」

鹿児島県 有限会社慧 1340002003610 アイスの美味しさや可能性を伝える空間づくり
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鹿児島県 ジニスカフェ － コーヒー業界初！メッセージ性のあるギフト商品の開発

鹿児島県 中央駅一番街司法書士事務所 － 来訪・面談数向上実現の為の高齢者法務支援ミックスメディア事業

鹿児島県 合同会社Ｂｅｅイング 6340003002359 和精油　精油雑貨の開発　体験・ワークショップの販路開拓

鹿児島県 株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ 8340001019683 栄養素特化型中食食品の販路開拓事業

鹿児島県 株式会社ＮＵＭＢＥＲ 7340001020824 結婚式を入口にしたオーダースーツによるリピート来店誘導事業

鹿児島県 株式会社徳田屋 5340001020231
・訪日外国人旅行客を対象とした専用商品の開発及び顧客獲得増加の為の
ＨＰ改修事業

鹿児島県 ＮＩＳＨＩＤＡ　ＯＦＦＩＣＥ － ～「福祉×労務」コンサルティングを知ってもらいたい～

鹿児島県 貴茶 － デザインの統一化によるブランドイメージの構築

鹿児島県 株式会社東英学院 4340001006578 新技術導入によるＨＰの集客力向上とオリジナル教材販売事業

鹿児島県 ｍａｒｊｏｒａｍ － 新しい快適空間、未体験のサービスを提供できる美容室の創造

鹿児島県 有村建装有限会社 3340002001158 人員増強と個人顧客獲得に向けたＨＰなどによる情報発信力の強化

鹿児島県 ＮＥＱｓｔｅｐ － 自社オリジナル新商品の販路開拓広報事業

鹿児島県 ＥＢＯＳＨｉ － スタンディングスタイルでのフランス料理や郷土料理　提供事業

鹿児島県 ｎｏｇｇａ　（ノッガ） － 車の個人売買お手軽登録ＷＥＢシステム構築と利用者増強施策

鹿児島県 栗野鍼灸整骨院 － 「高齢化社会に合わせた鍼灸整骨院作り」

鹿児島県 Ｒｉｎｇ－Ｗａｙ － テレビ会議対応型の終活支援サービスで新たな市場開拓を目指す

鹿児島県 Ｓｈｉｒｏ． － 新規機器を利用したサービスの質の向上を通じての新規顧客獲得事業

鹿児島県 株式会社タマリバ 2340001021901 鹿児島に特化した転職ＷＥＢサイトの認知度向上の実現

鹿児島県 株式会社コレクトプラン 7340001006261 鹿児島県産黒豚を使用した「ハム・ソーセージ」の販売促進事業

鹿児島県 Ｗｏｒｋ　Ｗｅｌｌ － 障害者への共感とフォローアップを重点においた申請代行業の開始

鹿児島県 ＲＥＡＬＨＡＩＲ － 「未来１０年を見据えた利用客の増加計画」

鹿児島県 郷中塾 － ・店舗外観整備、並びにフリーペーパー・ＷＥＢ活用による販売促進事業

鹿児島県 株式会社Ｓ＆Ｍ 4330001024449 ホームページを活用した新規顧客の獲得・求人採用情報の発信

鹿児島県 社会保険労務士法人　人事アップ 2340005008746 中小企業の為の企業型確定拠出年金（４０１Ｋ）の導入支援を行う。

鹿児島県 有限会社三州キューエル 4340002004564 地元での知名度ＵＰと自社製品直販強化のための直販スペースの確保事業

鹿児島県 小山工建株式会社 2340001009095 「ターゲットを絞った戦略的広告計画」

鹿児島県 株式会社自由画房 7340001006096 独自商品『ＰＯＰスタンド看板』の販路開拓

鹿児島県 株式会社スイートスイーツ 9340001015558 ハート型の美味しさを多くの人にお届けする売上拡大の取り組み

鹿児島県 株式会社憲 5340001021287 鹿児島初。地域最安値。飲み放題３０分２９０円で飲める海鮮大衆酒場

鹿児島県 有限会社サンク（からだ研究所） 1340002002158 ホームページ作成等による新規顧客の獲得と既存客へのサービス拡充

鹿児島県 しろくま動物病院 － トリミング事業拡大によるホームページを使った情報発信

鹿児島県 株式会社バンブー 6340001013036 フランス料理店の内外装完備に伴う大規模販路拡大

鹿児島県 フクヤ薬品 － お客様と深く・強い関係性を構築出来る店舗へ

鹿児島県 とのうち整骨院 － 腰痛とはおさらば！腰痛患者に向けた当院の施術法の認知活動

鹿児島県 有限会社吉野写真材料店 1340002010235 好立地のスタジオを設置し、誰もが注文できるスタジオ写真を提供

鹿児島県 有限会社ノーティス 8340002011243 遠隔面談システム導入に伴うＰＲ活動と受け入れ体制の整備
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鹿児島県 しのぶ整骨院 － 新規顧客開拓に向けたサービス開発・心地よい空間づくり

鹿児島県 有限会社日本製菓技術研究所 4340002007451 店舗コンセプトの発信によるブランド浸透及び商圏外顧客獲得事業

鹿児島県 カフェダイニング　ヴィスキオ － ４０代～６０代の女性客のおしゃべりが止まらない店づくりへの挑戦

鹿児島県 株式会社ライドオートサービス 5340001016007 看板広告による集客・周知度アップ事業

鹿児島県 株式会社あおぞら 9340001021779 幼児連れ家族の集客とトイレ設備改修による顧客満足度の向上

鹿児島県 ＳＵＭＡＤＯ －
最先端技術が可能にする動画の拡張演出、空間のビジュアル演出の挑戦・
取組み・実践・実施！

鹿児島県 うふふ　しろくま食堂 － 食堂メニュー拡充と宣伝媒体を使っての新規顧客獲得による売上拡大

鹿児島県 整骨院誓志 － 超音波エコー機材の導入による新たな販路の開拓事業

鹿児島県 株式会社Ｃｈａｒｉｔｅｓ 5340001016659 カーリスの挑戦！～問屋業としての販路開拓・商談会出展～

鹿児島県 フォトクリエイションゴウ － ドローンフォトワークス鹿児島校の開校による販路拡大事業

鹿児島県 ＤＩＰジャパン株式会社 7340001018959 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの事業展開を確立する為のＨＰ製作事業

鹿児島県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍ．Ｕ．Ｎ － 新パーマ導入による客単価向上とセット面増設による客数増加計画

鹿児島県 有限会社太子堂 2340002005671 ホームページ製作及びネット販売開始による新たな顧客の獲得

鹿児島県 ３３～ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　ｆｉｒｍ～ － プロジェクター設置により、結婚式二次会の利用客を獲得する！

鹿児島県 有限会社オフィスインズ 8340002011994 看板及び電光案内掲示板の設置によるラーメン店の集客強化事業

鹿児島県 美容室ＫＡＺＥ － 弱点克服！美容室ＫＡＺＥが広報に注力し新規顧客を獲得する事業

鹿児島県 株式会社アクティブ 8340001008447 子どもたちが安心して学習できるプログラミング教室の環境整備

鹿児島県 株式会社がらっぱ堂 9340001008487 安心して遊べる環境を整えた「人が集う玩具店」としての販路開拓

鹿児島県 株式会社川内建装 8340001008562 防音のニーズに特化した防音パネルシステムのＰＲ事業

鹿児島県 バドミントン専門店　ＲＫＲ － オンリーワンのサービスによる販路開拓

鹿児島県 ラーメンやまと － 新メニュー表作成とポップ掲載による客単価アップ事業

鹿児島県 株式会社ユーイン電工 2340001017783 保育施設向け、熱中症防止用遮光ネットＰＲ事業

鹿児島県 スギモト酒店 － 焼酎の「飲み方の提案」と「セット商品」による販売促進事業

鹿児島県
株式会社アクア・ビューティー・プロテク
ション

5340001017194 「ＥＣサイトを活用した売上増加計画」

鹿児島県 有限会社坂下電気 5340002016641 「３年先を見据えた入札業務の強靭化計画」

鹿児島県 小城機工株式会社 6340001008762 「既存客に対するサービスの見直しと業務効率化計画」

鹿児島県 合同会社ａ　ｈ　ｍ 1340003001943 タピオカの注文から提供までストレスフリーにするための環境整備

鹿児島県 有限会社手づくり田原ハム 7340002016870 黒豚専門店が作る「完熟トマトソース」の開発とブランド化事業

鹿児島県 ｒｅｓｏｒｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ　Ｊａｌａｎ － 脱毛及びフェイシャルエステの販路開拓につながる新メニュー開発

鹿児島県 有限会社藤井ピアノサービス 5340002017029 グランフィール関連事業の販路開拓

鹿児島県 かっぱ亭 － 快適空間の提供による顧客増加計画

鹿児島県 有限会社川内木材センター 8340002016770 経営管理システム導入による販路開拓と利益の向上

鹿児島県 ベスト青果株式会社 4340001008673 鹿児島県産「サワーポメロ」を安定供給する為の設備導入と販路拡大

鹿児島県 ＲＹＯＴＡ整骨院 － 超音波治療器導入による新規顧客獲得とリピート率の向上

鹿児島県 有限会社ｔｓｕｒｕｙａブライダルサロン 8340002025945 看板設置・駐車場整備による利便性向上及び広告による認知度向上

鹿児島県 株式会社川原建築事務所 7340001014792 自動図面作成ＣＡＤ導入による業務効率化とお客様の夢実現事業
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鹿児島県 有限会社神川酒造 1340002025167 果肉感満載の新感覚のリキュールと濃縮ジュースの開発と販路開拓

鹿児島県 ａｒｔｉｇｉａｎｏ － 大型ＰＲ看板設置による地元住民への訴求効果拡大と販路開拓事業

鹿児島県 有限会社健香社 1340002025398 鹿児島産桑の実を使用した『腸活サポートゼリー』の販路開拓事業

鹿児島県 髪飛 － 最新理容椅子でお客様も従業員もストレスフリー！癒やし空間創出事業！

鹿児島県 株式会社アベマツ製作所 1340001019649 新型溶接機導入で生産性ＭＡＸを目指す！少数精鋭型工場確立事業

鹿児島県 Ｐａｉｎｔ　Ｇａｒａｇｅ － 労働生産性向上で県内ナンバーワンの板金塗装屋を目指します事業

鹿児島県 株式会社ジーエス 7340001016095 漏水探知機導入でお客様へ安・近・短のサービス提供事業

鹿児島県 Ｏｆｆｉｃｅ　ＴＡ － 宿泊者へ地元（鹿屋市）愛を伝えたい！おもてなしバリアフリー事業

鹿児島県 洋丸水産有限会社 1340002026710 自社ホームページ開設による情報発信力強化事業

鹿児島県 南急自動車サービス － 新しい調色システムの導入による作業効率化・販路開拓

鹿児島県 株式会社とおや 5340001014027 新規ＥＣサイトの開設による全国販路開拓事業

鹿児島県 有限会社井之上電器 4340002024876 ＷＥＢ戦略の深化で店舗と街を楽しめるお店へ

鹿児島県 ファクトリー牛込 － 商談の機会増と成約率Ｕｐを兼ね合わせた事業業績の向上化

鹿児島県 サビーショップ － 惣菜（デリ）事業開始に伴う厨房、売場のリニューアル事業

鹿児島県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ － カフェスペースの拡大に伴う売上及び集客増加、販路開拓事業

鹿児島県 シエルブルー株式会社 5340001021064 ホームページ刷新による利便性向上並びに情報発信の強化

鹿児島県 炉端屋きつね － 看板設置による視認度向上と顧客満足度向上策による販路開拓事業

鹿児島県 ワークプランニング株式会社 5340001020933 インターネット広告を利用した地域雇用改善事業

鹿児島県 すし匠五条 － 営業姿勢の転換による新規顧客獲得と集客向上への実現と取組

鹿児島県 ドライブイン潮騒 － 顧客目線を大切にした店舗改装と情報発信で売上アップを図る

鹿児島県 中村青果 － 阿久根市特産果実「文旦」の新商品研究開発と他県向けの販路拡大

鹿児島県 お茶の上野園 － 町のお茶屋がお酒落に変身！認知度ＵＰで売上増！

鹿児島県 株式会社さるがく水産 1340001011977 ＩＴツール導入で「産地」の優位性を最大限に活かす販路開拓事業

鹿児島県 株式会社パナック光 4340001011818 「快適に生活を送りたい」顧客ニーズに応える新たな事業展開の推進

鹿児島県 奄美伍郷商店 － 地場産魚介類（島ダコ）を使用した新商品開発・販路拡大事業

鹿児島県 アイデックエンタープライズ株式会社 8340001020559 宿泊業の周知及び販路開拓・飲食業の顧客増加

鹿児島県 ＮＯＭＡＤ － 子育て世代家族の満足度向上に努めた売上拡大

鹿児島県 土井自動車工業有限会社 3340002022617 福祉車両専門事業者として地域のニーズを支える事業計画

鹿児島県 澤田農園 － 我が家の有機米を使用した新商品とブランド統一による販路開拓

鹿児島県 田上商店 － 出水初！無農薬米のＩＴ販路拡大と色彩選別機による生産性の向上

鹿児島県 リンパケア　ＯＨＡＮＡ － 出水市初！　産婦人科と連携したリンパケアによるＩＴ販路拡大事業

鹿児島県 株式会社たまがる 3340001017064 世界初の特許技術を活した鶏糞土壌蘇生剤「たまがっ土」ＩＴ販促

鹿児島県 株式会社ＳＨＩＭＯ製作所 2340001020886 最新設備導入に伴う広報ツールの充実による新規顧客獲得

鹿児島県 株式会社松栄軒 6340001011691 メディアとＩＴアンケートを活用した弁当宅配の買物弱者対策事業

鹿児島県 有限会社吉村金物店 4340002023036 目指せフォロワー１５万人！老舗金物店のＳＮＳ陶器販売促進事業

鹿児島県 ふく鶴むなかた － 百年への挑戦～風格の向上とプロモーション戦略～
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鹿児島県 株式会社ナカグマ 3340002022641 本格的な新分野進出に伴う広報ツール充実による新規顧客獲得

鹿児島県 株式会社岩野建設 2340001009368 ホームページ開設によるＢｔｏＣへの認知度アップ

鹿児島県 有限会社豊留自動車 2340002018707 ３ｔ超車両整備用リフト導入による新規顧客開拓

鹿児島県 有限会社やまびこ 4340002019034 魅力ある宿泊パック提供とホームページ改良・予約システムの構築

鹿児島県 絵付工房秋月窯 － 観光客向けの「絵付け体験教室」を行うことによる販路開拓

鹿児島県 有限会社きよみ花屋 8340002017810 結束作業の業務効率化と販路開拓

鹿児島県 東洋ドック － 新造船建造事業への新規参入と修繕事業の効率化による生産性向上

鹿児島県 株式会社タケシタ 3340002017939 長期優良住宅の魅力を伝える為のホームページとパンフレット作成

鹿児島県 有限会社薩南自動車 7340002017860 ブレーキディスクローター研磨内製化による販路開拓

鹿児島県 有限会社瀬戸口鉄筋工業 3340002013789 自動結束機導入による作業の効率化および、新規顧客の獲得

鹿児島県 パソコンおまかせ隊 － パソコントラブルの多い法人顧客獲得のための認知度向上作戦

鹿児島県 霧島美装 － 新サービスの認知度向上および新規顧客開拓

鹿児島県 有限会社マクール・エンタープライズ 5340002014182 格安ＳＩＭの年配者の認知度と理解向上を図り売上向上を目指す

鹿児島県 トラットリアシン － 新規来店客獲得のためこだわりと思いを伝えるホームページの開設

鹿児島県 ぱぁる。エステサロン － 店舗外装の写真入り看板設置による事業内容の認知度の向上

沖縄県 ａｎｓｈａｒｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ － 鞄部門設立に伴う設備導入事業～進化するデザインと利便性～

沖縄県 壺屋焼窯元　幸陶器 － 商品開発と新釉薬の開発による若いファミリー層への販売拡大

沖縄県 ジョブマネ株式会社 7360001023065 賃貸住宅向けクラウド型物件管理システム「住マネ」

沖縄県 株式会社オリーブグリーン 7360001023809 スキルマッチングサイトの「生活関連サービス」利用者数拡大

沖縄県 Ｒｏｔｔｓ － 炭酸泉生成装置メニュー導入による新規集客とリピーター満足度ＵＰ

沖縄県 ＣＯＶＥＲ －
ブランドの新商品開発および展示会開催における売上拡大と新規顧客の開
拓

沖縄県 夕焼けアパート － ノスタルジックな写真展で自分史の需要を掘り起こす販促事業

沖縄県 ｃｒａｆｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｓｐｒｏｕｔ － 売上向上のためのオリジナリティを追求した癒しの店舗づくり

沖縄県 有限会社カイトコーポレーション 1360002001190 墓地及び墓石販売の販路開拓

沖縄県 アアキ前田株式会社 1360001019622 沖縄を訪れる観光客に対する広報活動の為、紙媒体広告の利用

沖縄県 株式会社普天間商会 3360001001875 顧客管理システム新規導入でリピート率・新規顧客ＵＰ！！

沖縄県 アクアグリーン沖縄 － ＨＰリニューアル・商品公式ページ新規作成によるＰＲと販路拡大

沖縄県 中山仏具卸センター － 中山仏具卸センターブランディング事業

沖縄県 加治工紅型 － 紅型体験における満足度向上のための設備の充実、トイレ下水工事

沖縄県 ロボマニアックス － 組立が終わった後も楽しめるアクションフィギュアの販売促進

沖縄県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ＩＣＨＩ － 一人一人のニーズにあったパーソナルトレーニング事業の実施

沖縄県 Ｔｉ－ｍｕｎ －
ホームページ開設・スマートフォン画面対応化によって更なる持続的な販路
開拓事業

沖縄県 金城プロモーション － デジタルとアナログのマーケティング戦略を活用した販路開拓

沖縄県 ＬＯＮＤ　Ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒ － 新規オープン店の認知度ＵＰと顧客獲得・店販売上ＵＰ

沖縄県 わくわく整体院 － ドライヘッドスパとクイック整体の確立に向けた販路開拓

沖縄県 ゆい水道沖縄合同会社 3360003009272 ホームページや県内紙・業界誌への広告掲載による認知度向上
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沖縄県 株式会社かりゆしツーリスト 4360001024314 集客と顧客管理効率化を図るための自社サイト構築とシステム強化

沖縄県 株式会社Ｔ＆Ｔ 9360001001440 家づくりムービーによる成約率向上と顧客開拓チャネルの拡大

沖縄県 株式会社パナセア 8360001015978 製品パッケージのリニューアルと県内市場への販路拡大

沖縄県 株式会社メジャーサポートサービス 6360001017927 障がい者支援のためのサイト製作・ＩＴ教育プログラムの構築

沖縄県 シュービー － リゾートサンダルのブランディングと広報事業による新規顧客開拓

沖縄県 株式会社プロ機材ドットコム 6360001006979 動画配信を活用した自社ＰＲ強化による新規顧客への販売促進事業

沖縄県 ライフホームズ株式会社 9360001023633 ウェブサイトによる自社分譲建売住宅および木造注文住宅の販売

沖縄県 ｇｅｒｍｅ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ － 美容室でのセルフホワイトニング、ＯＥＭシャンプー導入

沖縄県 株式会社ＯＰＧ 3360001021634 沖縄県におけるインバウンド集客のためのホームページ多言語化

沖縄県 株式会社ＬＡＮＴＡＮＡ 8360001019624 ３Ｄプリンター導入による顧客満足度向上と販路開拓

沖縄県 有限会社スタプランニング 8360002002315 新規顧客開拓事業

沖縄県 がれーじなかださいくる － 女性顧客の増加を目的とするＬＥＤ看板の設置及び駐車場の整備

沖縄県 有限会社太幸 7360002002555 外国人観光客の集客強化による客単価、および売上アップ

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） － 新素材：ドリームダイヤモンド（人工）を施した新たなジュエリーの開発

沖縄県 沖縄エクスカージョンズ株式会社 4360001020065 沖縄料理体験の集客強化、多角化事業

沖縄県 株式会社希道社 4360001014348 ホームページの新設と企業安心度アップで売上増加計画

沖縄県 アーユルヴェーダ － 周辺への認知度向上に看板設置とホームページ作成で販路拡大

沖縄県 居酒屋　羅針盤 － インバウンド客を含む新規顧客獲得対策事業

沖縄県 久場針灸院 － 新メニュー（美容鍼灸）実施による新規顧客開拓事業

沖縄県 有限会社知名御多出横 4360002005692 製品の周知及び販売促進

沖縄県 ベイチャントストア・ピクチャーズ － 出張上映による地域コミュニティ事業～月に一度は映画鑑賞計画～

沖縄県 Ｌａｒａ　Ｗｅｄｄｉｎｇ － 集客・事業認知度向上のために、ＨＰ作成・ＳＮＳ拡散、婚礼情報誌掲載。

沖縄県 Ｂａｒ　ＢＯＤＥＧＡ － ワインを通して専門性の高い業態への集約・競争力強化

沖縄県 株式会社ウォータージャパン 4360001010215 インバウンド向けの新店舗と併設したカフェの活用

沖縄県 耳つぼダイエット美アップ － 美アップ現代～未来に向けたダイエットサロン作り

沖縄県 ロボコン　山内教室 － プログラミング教室の保護者向け勉強会と子供向け体験会の開催

沖縄県 のぼりや製菓有限会社 6360002012209 インバウンド集客で新たな販路拡大をはかる

沖縄県 有限会社エレメンツ 3360002014232 新たな露光技術を使った表現の多様化で売上拡大を図る

沖縄県 有限会社くすりのミドリ 4360002011658 「漢方煎じ薬を中心とした相談販売スタイルの確立に伴うデザイン策定」

沖縄県 株式会社ちゃのま 7360001021060 リピーター獲得のためのイベント開催、コーポレートブランド強化

沖縄県 垣花農園 － 島とうがらし、油みそ、もずく、紅芋などの加工と販路開拓。

沖縄県 株式会社エフエムみやこ 7360001013900 ラジオ中継用ＩＰコーデック導入による中継放送の機動力アップ

沖縄県 株式会社Ｒｅｓｆｉｖｅ 5360001024354 介護タクシー

沖縄県 株式会社クロトン 5360001014347 プール設計施工展開を核とした新規顧客開拓と経営体質強化事業

沖縄県 居酒屋　かず － 居心地の良い“大人がくつろげる”店内改装による顧客獲得事業

沖縄県 ＮＡＩＬ＆ＨＡＩＲ０８１＊ゼロハチイチ － 店舗改装でシェアサロンを設置し起業者の支援と相乗効果
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沖縄県 有限会社室内装飾みやぎ 4360002015964 オーダーカーテン月定額性サービス開発による改修工事販路開拓

沖縄県 ＴＨＥ　ＮＡＴＩＶＥ － 「Ｐｉｔｃｈ　＆　Ｓｌｏｗ」キャンプ用品レンタルサービス

沖縄県 合同会社Ｓｏｃｉａｌ　ａｃｔｉｏｎ 2360003009042 他職種連携と的確なサービスを提供する訪問看護事業の販路開拓
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