
採択者一覧

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 ナチュラルブレスト株式会社 7290001067012 業界初！写真データを３Ｄプリンタ一応用で格安に人工乳房製作

福岡県 ヘアーサロンミヤモト － 新規顧客開拓と店舗認知度向上の為のホームページ開設

福岡県 マフレン株式会社 6290801018966 耐磨耗性保護板の販売

福岡県 天和 －
明るく清潔感ある改修工事による若者・女性客のリピート率増加の実
現

福岡県 カンボジアトレーディング株式会社 4290001068178 カンボジアで販売するフォトブックの商品開発および販路拡大事業

福岡県 氣楽 － 不妊＆健康志向の方！「ドロドロ血管見える化サービス」新規事業

福岡県 株式会社Ｄ．Ｌ．Ｓ 5290001061421 聴覚障害・発達障害特化型サービスによる利用者集客

福岡県 株式会社レンテック 7290001034763 微生物製剤【スラッジアウト】の販促用小冊子の作成、送付

福岡県 小島製畳 － 僕らの街のタタミやさん　イメージアップ大作戦

福岡県 有限会社光昭 5290002020715
目的買い狙いで、台湾・香港情報サイト・誌に掲載するインバウンド
施策

福岡県 ワインショップ　プロッシモ・ジョルジョ － 国産（ナチュラル）チーズ＆日本ワインで客数、客単価アップ

福岡県 株式会社ＣＲＯＳＳ－Ｔ　ＪＡＰＡＮ 3290001030733 世界へ届ける！　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　！～ｉｎ　タイ～

福岡県 リーフ株式会社 3290801008508 歩行リハビリ支援ロボットの国内販路拡大と海外への導入促進

福岡県 佐藤修一公認会計士事務所 －
ネットショップ向け、クラウド型オリジナルキャッシュフロー会計・税務
サービスの提供

福岡県 ガレージロングマン － 塗装サンプル展示により注文塗装の受注拡大

福岡県 合同会社アルディ 5290803002291 安心読経葬の創設と拡販計画

福岡県 ラケットショップなかま － ホームページ作成及びプリントの内製化・販路拡大

福岡県 松本茶舗 － 老人福祉施設へのＤＭによる販路拡大と生産性の向上

福岡県 株式会社ワンダーイヤーズ 1290001033944 ネットショップにおける売上高１０％増の拡大事業

福岡県 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ＳＡＳＥ － 「美容室貸し切り個室への改装とセットメニューによる客単価アップ」

福岡県 レクサー合同会社 9290803001967 三色ステーキ重および週替わり定食の開発と販売拡大

福岡県 株式会社ＢＲＯＮＺＥ　ＥＹＥ 1290001064114 まつげエクステスクール『定額コース』新設による新規生徒開拓

福岡県 カイロプラクティック太耀 － 違いがわかる試着新サービスの導入と緑あふれる綺麗な店舗

福岡県 株式会社あなたのまちの保健室 6290801021409 自宅で暮らすがん患者の安心と安楽を訪問看護で２４時間支援する

福岡県 成川弘税理士事務所 － 資産家タイプ別企画！相続関連セミナーの開催による売上拡大

福岡県 アーネストソフィア学院 － 新サービス展開実現による新規生徒獲得事業

福岡県
フォーチュリングサロン＆スクールＢｅｎｅｋｏ（び
ねこ）

－ 心理学と占学の融合「フォーチュリング」の宣伝・普及

福岡県 アイトレーニング視快研八田センター － ボートレーサーを目指す方！新設スタジオ一貫指導で販路拡大

福岡県 ＧＲ　システム株式会社 2290801012840 イベントで目立つ！軽トラで運べる「移動式店舗」の制作

福岡県 株式会社三星舎 3290001065820
新規見込み顧客獲得と、顧客への引き上げ、リピータのサポートによ
る販売拡大について

福岡県 シンプル＆エレガンス　ダイヤ － ご婦人方まだまだファッションを楽しみませんか事業

福岡県 にくやきＺっ － 美味しい焼肉店から安くて旨いステーキ定食専門店への業態変更

福岡県 山王ひなた美術教室 － 安心・安全・信頼の美術教室で見守り「ひなたキッズ」

福岡県 Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｇｒｅｅｎ　ＴＯＫＯＬＯ － ドライフラワーのギフトボックスの開発による販路開拓
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福岡県 株式会社野崎住宅 7290801014262 ＳＮＳとＨＰをリンクさせた情報発信による新たな潜在顧客を開拓

福岡県 アイチャク２８４ － ジーンズソムリエが治します！！あなたのとっておきの１着を♪

福岡県 行政書士うめだ法務事務所 －
外国人の雇用及び在留資格申請手続のサポートに特化した支援事
業

福岡県 株式会社ピーアイティー 4290001013742 見込み客・既存顧客向け情報配信スタンド「ＰＩＴサロン」

福岡県 Ｅｄｇｅ　ｏｎ　Ｊ－Ｈｅａｒｔｓ － サラ忍マンによるブランディング・商品開発セミナーの実施

福岡県 蔵花 － フラワー教室事業で知名度向上めざします！！

福岡県 有限会社和多屋蒲団店 7290002013709 マットレスの新規顧客開拓事業

福岡県 うちわたまえビューティー －
既存の製品の販路拡大並びに、新商品の研究開発・商品化・販路開
拓

福岡県 株式会社ｅ　ｎ　Ｒ 5290001063236 食卓を『ちょっとオシャレに』彩るオリジナル食器の開発

福岡県 ＤＯＧ＠ＭｅｒｒｙＨｏｕｓｅ － スピードグルーミングにおける販路開拓

福岡県 株式会社春のうらら 9290001072159 気持ちを繋ぐコミュニケーションギフトカタログの開発と販路拡大

福岡県 有限会社阿津坂商事 4290002052908 当社人気商品「快適さらさらマット」のブランド確立による模倣品対策

福岡県 有限会社ジドウシャ工房 5290802009503 トイレカー（女性専用）のレンタル事業による販路開拓

福岡県 株式会社悪の秘密結社 2290001073139 平日の売上確保・人材確保を目的としたアクション教室

福岡県 トップリライアンス福岡 － 外国人向け、エンバーミング・海外遺体搬送等の展開事業

福岡県 きぬや呉服店 － 「グレープガールズ応援隊」会員組織づくりと魅力的ＰＲによる拡販

福岡県 有限会社スタディオ　パラディソ 6290002011366 企業の健康を促進する「アクティブ・レスト」導入で販路拡大事業

福岡県 Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｌｄ －
インバウンド需要を取り込め！「食の福岡」を世界発信するメディア事
業

福岡県 株式会社マサトー 5290801014347 ＬＩＮＥ＠を活用した飲食店等向け新規集客事業（マンガ広告）

福岡県 株式会社ぼたんや 7200001030135 新講座の開設とそれに伴う店舗改装

福岡県 株式会社ＩＳＳＩ 3290001072494 みやげ用ラーメンの開発・販売を目的とするＷｅｂサイトの構築

福岡県 株式会社エヌアイティ 6290001045381 業務用濾過装置及び電解次亜塩素生成装置の販路開拓

福岡県 ＩＣＩ株式会社 6290001027280 地方創生！地方事業者ビジネス支援サービス開業キットの展開

福岡県 ファームアイ － 人の所在把握システムで使用するタグの小型化とデザイン改良事業

福岡県 合同会社シナプスＯｎｅ 6140001059966 ツール販売事業展開のためのＷＥＢサイトリニューアルと販路開拓

福岡県 有限会社廣松突板 7290002054736 「黄金の葉（葉脈を金メッキ加工）」商品群の開発・販路開拓

福岡県 まるは油脂化学株式会社 3380001017036 ものづくり体験型カフェへの改築

福岡県 ＢＡＲ　ＤＥＥＰ － 拘りの新カクテル・料理の開発、ＰＲによる１８時～２２時の集客強化

福岡県 株式会社プラネット 4290001010288 学園祭企画運営事業の首都圏エリアでの新規顧客（大学等）の開拓

福岡県 ハッポス合同会社 8290803002074 ソーシャルビジネスの担い手たちを支援するプラットホームの展開

福岡県 株式会社マンジャ 1290001022749 九州の総力をあげてお届けするおもてなし弁当の新商品開発

福岡県 ビジット・ジャパン株式会社 7290001064934
九州を世界一のメディカルツーリズム地域へ　～医療のグローバル
化～

福岡県 株式会社東洋建設 9290801011150 民間受注拡充の為のホームページ刷新

福岡県 ＤＥＬＴＯＲＯ － ハーレー中古商品の販売による新規顧客獲得とスペース設置
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福岡県 株式会社シーエス研究所 9290002016445 企業の生産性を高めるオフィスリラクゼーションシステムの推進

福岡県 株式会社メイケン九州 7290801003678 環境と競技者に優しい「剣道場・武道場木床特殊工事」事業の推進

福岡県 株式会社ＴＦＫ 1290001027104
プライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）の新規取得及び更新サポートの
顧客開拓

福岡県 合同会社ＳＯＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 2470001014652 新サービス「ハーブパック」「Ａｇ＋」コース促進キャンペーン

福岡県 株式会社四ツ山食品 6012401011255 地元の不揃い農産物を活用した海外向けレトルトカレーの開発

福岡県 おもちゃ屋パレット － キッズスペースとイベントによるＰＲとオリジナルおもちゃの開発

福岡県 山法師 － 当店開発「麻戸」をつけて別荘にいるような優雅で快適な毎日を！

福岡県 株式会社メリーグラシス 6290001018536 紙広告媒体を活用したカウンセリング靴店の販売促進

福岡県 株式会社蓮 7290001067846 自社農園の減農薬野菜を使いソムリエのレシピで作った弁当事業

福岡県 株式会社プリムラモデスタ 5120001125952 商品認知度向上および購入利便性の改善

福岡県 ＢＡＮＫＳ － 昼間の営業を目的とした店舗改装による新規顧客の開拓

福岡県 フリーランスプランニング株式会社 9290001051749 傷害・新種保険のニーズ喚起と認知度向上による販路開拓

福岡県 株式会社大川家具ドットコム 6290001066964 首都圏子育て世帯に対する家具ブランド「ＳＴＹ」の販売促進活動

福岡県 大倉建設 － ドローン空撮事業部の新規立上げ

福岡県 株式会社キャラバン 7290001061717 インバウンド向け動画制作による自立型経営への変革

福岡県 アトリエエスプリローブ － より多くの障害者及び支援者にＰＲするためのショーへの参加

福岡県 株式会社ネクサス 1290001072406 医療系国家資格に特化した人材紹介専用システムの開発

福岡県 株式会社ディライト・ジャパン 9290001064998 「和の文化の継承」をかたちにする、販路拡大事業

福岡県 カントリーハウス株式会社 5290001066288 「自衛隊専門」カントリー調に特化した新築住宅販路開拓事業

福岡県 美塾九州 － 日本唯一のナチュラルメイク「美塾」で女性の自立支援。

福岡県 デザイン工房Ｓａｋｕｒａｇｅ － 小中学生向け・スポーツ写真アート制作サービス

福岡県 株式会社三角形 3290801021196 新規客の開拓のための誘導看板等の設置

福岡県 豆腐工房ぬくもり畑 －
地方の伝統食である「豆腐の味噌漬」を日本代表にする伝統食へ育
てます！

福岡県 ダンスインストラクター岩下愛 － ダンス指導者育成とダンス指導の場獲得のための情報発信

福岡県 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － 仏事用ろうそく・パッケージ製作費と情報発信集客のＨＰ制作事業

福岡県
合同会社ミレ・コミュニケーションヴィレッジほわ
いとうぃんぐ飯

9290003005653 「ほわいとうぃんぐ飯塚館」の新規顧客層の獲得

福岡県 フィリペペ － 現在廃棄処分になっている魚の骨を使ったスープの販売

福岡県 株式会社ＬｉｎｏｖａｔｉｏｎＷｏｒｌｄ 1290001067629 菜園管理システムの開発・販路開拓

福岡県 福田新作商店 － 「一徹の味」愛情込めたオリジナル麹・甘酒のファン獲得計画

福岡県 有限会社石橋建設 9290802018566 ・窓用建築フィルム工事のホームページ作成及びチラシ作成

福岡県 株式会社レオーネ・クオーリ 1290001058000 中小企業の住宅会社、今の時代何をどう使えばいい？セミナー事業

福岡県 おおくま整骨院 － 高齢者や部活生のニーズに対応した訪問整骨治療サービスの開始

福岡県 川北機械株式会社 1290801021693 ホームページ制作による信用力の発信と更なる販路拡大

福岡県 ２０２ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ － 福祉ネイリストの育成及び資格取得者の営業活動支援の展開
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福岡県 株式会社アメイジングポケット 3290001034949 サイネージ専用コンテンツ自動制作システムの製品化・販路開拓

福岡県 服直し工房アトリエタイタイ － 親子や家族で楽しむ、通園・通学グッズのオーダーサービス事業

福岡県 株式会社ＤＯコーポレーション 5290001051471 ３０代女性向けの新しい創作メニューを活用した販売促進事業

福岡県 西日本リユース株式会社 8290801018989 リユースショップ「リユース９６徳力店」新規開設に伴う販促強化

福岡県 フクツホーム － ポスティング・ＤＭ・テレアポを組み合わせた新規顧客開拓

福岡県 託児ルーム　アンジュブラン －
子供という、入れ替わりの多い顧客管理とサービスの向上、周知事
業、災害時の対応

福岡県 株式会社Ｉｎｆｉｄｅｘ 7290001068142 スマホ時代の集客に効果的なＬＩＮＥ＠集客コンサル販路開拓事業

福岡県 株式会社フムフム 4290801020833 ＰＣサイトを利用した作家の商品販売・資格取得・起業支援

福岡県 福岡美人工房アロマムーン － 「グリーンピール」認知度ＵＰで新規客の取り込み＆リピーター化

福岡県 株式会社未来ケアデザイン 4290801021732 【未来ケアリフォーム】広報好循環サイクルの確立とブランド構築

福岡県 こなから － 「創作うどん」・「骨なし豚足」でリピータ客増加による売上向上

福岡県 ＷＡＳＯＭＩ和奏美株式会社 5290001070901 ５分で簡単に美しく着られる着物の国内外展示会による商品紹介

福岡県 有限会社トゥデイ 7290002019202 いつでも気軽に学べる「７つのお金」の勉強会で見込み客開拓

福岡県 アールヘアー －
高電解処理水生成器の導入でお客様の美と健康を提案し販路を開
拓する。

福岡県 株式会社ごとう醤油 6290801018487 来店動機付けで直売所強化　収益拡大事業

福岡県 有限会社楽天地 2290002013671 お土産用もつ鍋セットの販売開始及び生産体制の強化

福岡県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＥＬ　ＤＯＮＩＡ － 外国人観光客に日本文化以外のおもてなしを行う新しい取り組み

福岡県 株式会社ＡＣＳ久留米 8290001051213 レッカー・レンタカーサービスの周知活動とレッカーの対応力向上

福岡県 合名会社ｌａ　ｐａｉｘ 7290003000978 業界最大の広告媒体を最大限利用でブランディング確立事業

福岡県 マツオ印刷株式会社 1290001045221 まごころ込めた商品をお届けするための梱包改善事業

福岡県 寿司好 － 本格寿司屋のカジュアルランチを活かした女性客の開拓・拡大

福岡県 有限会社サンジュエリー 1290002049089 ホームページのスマートフォン対応と海外向けのサイト構築

福岡県 株式会社ハシモト建築工房 3290801019694 クロスメディアを活用した新規顧客の獲得

福岡県 大月社会保険労務士事務所 － 雇用問題の予防と雇用促進につなげる労務管理支援事業

福岡県 早田社会保険労務士事務所 －
医療・介護事業を対象にした人事労務に関するトータル支援サービ
スの開発と販路拡大

福岡県 ハタエスポーツ － 最高のグローブを求める野球人への販路開拓事業

福岡県 株式会社ＲＥＡＬＬ 7290001072854 希望を現実にするリフォームのＲＥＡＬＬ（リアル）戦略！

福岡県 無法松酒造有限会社 2290802007600 観光客誘致で地域活性化　酒造元直販店の販路拡大

福岡県 有限会社プラスティックス 7290002024053 「情報セキュリティ管理」を強化で顧客の安心感を引き出し販路開拓

福岡県 酵素温浴Ｅｌｅｎａ　Ｄｏｎｎａ － 酵素温浴で温美人へと導くための新規獲得・新メニュー作り

福岡県 ＰＬＡｃｅ株式会社 6290001070900 組み立てボードキットの販促ツールの作成

福岡県 株式会社セオリー 9290001064783 小さな介護事業者職員の事務作業効率化をＩＴ技術で解決する事業

福岡県 アジアン料理プリンセスピピ － 「店舗ブランド強化とネット通販事業拡大」

福岡県 イエナコーヒー － コーヒー豆のギフトカタログの作成・配布による販路の拡大・開発
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福岡県 株式会社若戸物産 1290801021149 デザイナーズ＆オーダー家具で、お洒落なオフィスをプロデュ―ス

福岡県 大丸コーポレーション九州有限会社 1290002029009 元請けとして積極的に新規顧客を開拓するためのパンフレット作成

福岡県 合同会社エス・ピー・エス・ジャパン 7290003004509 現行の商品販売ＷＥＢサイトの改善およびＰＲチラシを通した販促

福岡県 有限会社トライアングル・エム・コーポレーション 2290002049600 健康意識を高めさせる「かかりつけ薬局」事業の展開

福岡県 ふれあい補聴器　柳川店 － 自分の耳型に合わせたオーダーメイド耳栓とイヤホンの製造販売

福岡県 あったらいーな本舗 －
紫外線対策商品の販売拡大を達成するための営業拡充策を実施す
る

福岡県 ル・パティシエ・ムタ － 『朝倉産のスイーツ』ＨＰを使ったＰＲ・販路拡大事業

福岡県 真心工房　革ノ花宗 － わざわざ訪ねたいこだわりのオーダーショップをつくる

福岡県 西日本リサーチ株式会社 4290001065695 飲食店と農家を繋ぐ情報配信サイト運営によるネット広告事業

福岡県 １１ＴＡＰ － 「お店の選び方」に着目した新規客獲得のための取り組み

福岡県 ドッグサロン　エルドール － 地域で一番、高齢犬・障害犬に優しいドッグサロンづくりとＰＲ！

福岡県 ＲＵＮ　ＲＵＮ　ＣＡＦＥ － 都会の楽しさを田舎のカフェで味わえるサプライズイベントの開催

福岡県 株式会社エンジョイプラス 5290001025062 「オリジナルハンドメイド材料の小ロット提供事業」による販路拡大

福岡県 ＨＡＬ株式会社 3290001073245 内装費負担抑制による安価な授業料設定

福岡県 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ 9290001068223
日本が誇る職人達の伝統工芸と海外ユーザーとを結ぶ販路開拓事
業

福岡県 ハンバーグハウス牛車 － 生活困難者・軽度発達障碍者雇用に繋げる業務効率化と販路拡大

福岡県 Ｔｒｅｅ　ｏｆ　ｏｎｅ（ツリーオブワン） － ラ・シゴーニュ　ブランドを使った妊活スイーツの開発

福岡県 Ｃａｎｄｙ　Ｆａｒｍ －
-身体と髪に美しさを-美容室の新商品『高千穂夢酵素』の国内外販
路開拓

福岡県 株式会社ジェイエネックス 4290001061554
日本製ハラル認証商品の国内外のハラルマーケットへの販売促進事
業

福岡県 合資会社ＤｒｅａｍＬｉｎｋ 1290003000991 ポイントを利用した顧客管理システム「千客万来（仮）」の拡販

福岡県 株式会社リアルクリーン 9290801020234 クリーニング・コインランドリー店のチラシ・ＨＰ等による販促

福岡県 プリティフラワー － レストラン婚礼で思いを形にして伝えるブーケ・髪飾りのＰＲ

福岡県 合同会社ＧｙａａＮ 6290803002448 ｆｕｋｕｋｕｒｕ（福来る）サービス

福岡県 Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ － テラヘルツ機能水の導入とモバイルフレンドリーによる集客促進

福岡県 ＩｇｎｉｔｉｏｎＳｗｉｔｃｈ（イグニッションスイッチ） － 自家製トマトｍｉｘソースの販路開拓

福岡県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｙｏｓｈｉ　洋風　ｓｔｙｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ － 地域初！石窯導入によるオンリーワン店戦略の展開

福岡県 ジャムマスターモータービルド －
ＦＲＰ作業場の移設による環境改善で付加価値のアップ、イメージ
アップ

福岡県 ディヴァライズ － 海外展開の取組みのためのフランス・パリ海外展示会出展

福岡県 みかく堂 － もっと優しくもっと快適に！！地域の憩いの場になるみかく堂！

福岡県 7290801000246 【エコ】タンスの肥やしに新たな息吹を吹きかけて甦らせよう事業

福岡県 ぢどり長屋 － １人９８０円の『日本酒６０分飲み放題プラン』

福岡県 ＦｕｓｕｋｕＣｏｆｆｅｅ － エスプレッソマシンの導入・販路開拓

福岡県 魚市有限会社 8290002014235 弁当屋がバル（イートインスペース）改装することによる販路開拓

福岡県 天寿司 － 寿司屋の親父の販路開拓。お客様にくつろいでいただく空間の提供
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福岡県 Ｌｉｖｅ　Ｂａｒ　Ａｃｔｏｒ － 久留米発！弾き語りとお客様の自主ライブを応援する店への変革

福岡県 株式会社フロラ 2290801008970 花販売と焼き菓子（クッキー）の販路開拓のための宣伝広告

福岡県 ゴナージ － 自社オリジナルオーガニック商品の展示会を通じた販路拡大

福岡県 株式会社ふくます水産 1290001044792 オリジナルキャラクターを用いた祝福プレートの販売展開

福岡県 楽しい食卓株式会社 7290001029854 透析・肝臓疾患病に対するおいしい減塩商品の開発および販売

福岡県 はりお整骨院 － 患者様に癒しを提供する整骨＆鍼灸リラクゼーションサロンの実現

福岡県 ＭＥＲＣＹ － 自社のコンセプトも表記したオリジナルの看板設置と販路拡大

福岡県 マンリーコーヒー － 感動のテイクアウトコーヒーで新規顧客獲得、販路開拓

福岡県 有限会社おもやいの家 6290802018602 若松産「発芽にんにく」の独自ブランド確立と広報ツールの制作

福岡県 レザーテック福岡中央　リペア革工房 － 修理期間中のバッグレンタルサービス及び革製品リペア販路開拓

福岡県 株式会社光安青霞園茶舗 6290001016903 お茶専門店による抹茶オーレ・緑茶テイクアウトによる販路の拡大

福岡県 株式会社プレム 4290001031029
ヘアコスメふわパフュ商品改良とヘアアイロン国産化によるターゲット
拡大

福岡県 株式会社スマイル・ライフ 3290001052307 九州の源泉食材満載「九州のめぐみ弁当」の販路拡大

福岡県 株式会社アンジュ 2290801020488 高齢者に“元気と希望を！”「福祉ネイル」拡大と人材育成事業

福岡県 サンライン株式会社 3290801021758 ｉＰｈｏｎｅ出張修理サービス！働く人を応援します！

福岡県 Ｈｅａｒｔｓ　Ｂｒｉｄｇｅ － 『Ｈｅａｒｔｓ　Ｂｒｉｄｇｅ　パフォーマンスセンサーのＯＰＥＮ』

福岡県 株式会社くじらシステム開発 4290001030848 自社商品をＣＴＩ連携することで販売力強化を行う事業

福岡県 松尾産業株式会社 8290001054067 業界初カメラ付盗難防止機ロスコンＫＵＳＡＢＩ販売促進計画

福岡県 エアーテック株式会社 6290801005139 ドレンタイマーバルブの新規顧客獲得に関する施策

福岡県 株式会社ゼネックワン 1290801017972 金属探知機導入による商品管理の強化と販売の多チャンネル化

福岡県 株式会社ネクストクリエイション 4290801021014 観光客向け餅作り体験ツアーの開催

福岡県 株式会社ＦａｉｒＡｒｃｈＳｙｓｔｅｍ 4290001072378 整骨院の不正防止機能付き自賠責請求システムへのレジ機能追加

福岡県 株式会社メドブリッジ 1290001070517
学会展示による販路拡大。「第２５回日本形成外科学会基礎学術集
会」に弊社製品ＧＬＯ

福岡県 耳つぼエステＭｅｉ － 【５分で小顔を体感！】耳つぼシール無料体験による新規顧客獲得

福岡県 株式会社９Ｒｅｖｏｌｖｅｒ【ナインリボルバー】 1290001026452
男女共同参画社会を実現！地球環境保全人育成事業のシステム開
発

福岡県 ＳＴＩＴＣＨ． － 東洋整体サロンの認知拡大と販売促進のためのＰＲ事業

福岡県 ヨシハラ・ラボ － クリニック・士業向けネット集客戦略パッケージの販路開拓

福岡県 ＳＥＥＤ － 新技術「カラー時の残留薬剤除去」導入の販促ＰＲ

福岡県 カレー居酒屋エンフク － 地元野菜と強烈タッグ！カレー鍋お取り寄せ通販サイトの開設

福岡県 有限会社アローズ 4290802010841 ネット業務体制の新規確立とそれに基づいた販促物の製作

福岡県 ＬＯＶＥ　ｈａｉｒ － ＫＡＲＵＴＡ　Ｄｒｅｓｓの販促ビデオの制作、海外での展示会開催

福岡県 株式会社創美 9290001014243 ６次産業化従事者向けよく売れるラベルとパッケージ作り支援

福岡県 有限会社渕上熔接 5290002049944 溶接製品の安定化及び溶接セミナーカリキュラムの充実

福岡県 株式会社ワカヤマ 1290801015623 地域特産農産加工品のブランド構築による販路拡大
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福岡県 雑煮のせき亭 － 移動型試飲棚を使ったごぼう茶等農産加工品のＰＲ・販売拡大

福岡県 サンシャイン － 不妊に悩む女性のための妊活ヨガとマタニティヨガの集客拡大

福岡県 有限会社ＨＡＮＡＫＯ 4290002028338 散らかった『お庭のリフレッシュ！』～『花壇』貸します隊！

福岡県 洋菓子工房　トリオレ － ・京築の特産物を使ったお菓子と生活習慣病の方向けお菓子の開発

福岡県 ＤＯＯＧ －
スマホ対応の動画付ホームページと地道な販路開拓での新規顧客
獲得

福岡県 株式会社キャスティングナイン 6290001019286 『プロポーズ　ｗｉｔｈ　ダイヤモンド』の推進による販路拡大事業

福岡県 株式会社Ａ環境建設 9290001048043 「水質浄化材バクチャー」を活用した浄化施設のコスト削減事業

福岡県 株式会社あんみん 3290001062438 ニーズに応えた商品の開発とそれに伴う販促方法のレベルアップ

福岡県 有限会社エリア福岡 2290002022128 自社ホームページ更新及び、メディカルマップ九州の新規開設

福岡県 株式会社インビクタス 2290001067826 婦人服専門店から、生活提案型ライフスタイル専門店への業態転換

福岡県 株式会社　たんぽぽ 3290001062611 ＊妊産婦の悩みは東洋医学ｄｅやさしく解消＊

福岡県 ＳＰＥＡＲ －
女性の若年化している薄毛・育毛対策における新規客増大、及び
ウィック（かつら）販売

福岡県 テトラグラフ － テトラグラフスタイルのリバーシブル事業

福岡県 株式会社ピーアンドケイジャパン 3290001063857
オリジナルヘアオイル等の日本製を活かしたＰＲ強化による海外販路
開拓

福岡県 株式会社　嘉之会 2290001057752
九州初！「安心・安全」ジビエ食材を使った中華ジビエ料理と新商品
開発

長崎県 有限会社ザ・ニシムラ 2310002010187 当社初！ＨＰによる「水廻りリフォーム工事」の新規客獲得事業

長崎県 リーガルナビ行政書士事務所 － 韓国人行政書士のターゲット別広報戦略

長崎県 ＬＵＳＫ　ｎａｇａｓａｋｉラスク専門店 － 市民に愛される「長崎ラスク」の認知度向上と新規顧客の獲得

長崎県 筒井宝飾 － 「どんなことでも相談できる宝石店」として、中高年層への販路拡大

長崎県 有限会社アッシュ・エフ 9310002000198 ２８歳以上をターゲット、客単価客数増加、来店頻度短縮化計画

長崎県 株式会社勝手 7310002017153 大型看板設置及び折込みチラシによる新規・リピーター顧客の獲得

長崎県 藤原剛社会保険労務士事務所 － 障害者の未来を拓く！ライフプラン型障害年金請求代行サービス

長崎県 有限会社井上商店 3310002000492
ターゲット別の鯨商品の開発・提供と鯨を知るきっかけ作りによる顧
客拡大

長崎県 オフィスドゥー － マジック公演及びマジックマナー教室の全国展開事業

長崎県 有限会社マックス 8310002015577 販促の王道「定期的な郵送ダイレクトメール」によるソフト拡販

長崎県 有限会社　アーバン・グリーン 6310002000069 『リアルタイム検索対応！！　ホームページ開設で観光客集客事業』

長崎県 有限会社まことや 9310002017630 ジャパンブランド衣料品の復活と拡大をめざすＰＲ事業

長崎県 有限会社土井牧場ハム製造所 8310002017425 クチコミ・他の会社との連携のサイトとイベント、展示会出展事業

長崎県 松尾農園 － 新カフェオレベース！ガーデニングカフェにしかないギフト開発！

長崎県 橋口Ｋ合同会社 5310003002577 ホームページの全ページリニューアルによる新規顧客獲得事業

長崎県 合資会社廣瀬商会 9310003001988 自転車の展示及び試乗会と乗れない子供のための自転車教室

長崎県 ビギン － 「１５周年記念パーティー」を契機とした新規顧客の獲得

長崎県 有限会社高橋時三郎商店 7310002003054 引出物一度限りの商いから、個人向けギフトのお得意様の獲得

長崎県 ノスドール － 長崎から日本初、釜焼き缶ケーキの販路開拓による売上の拡大
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長崎県 ペディ長崎 － 皆の健康増進を図る！看護師が行うプロのフットケア事業

長崎県 株式会社諫早スイミング 3130002010130 スイミングにおける補助浮き具具の開発と当事業所の認知度向上

長崎県 Ｇｒｉｓ　Ｈａｕｓｅ　ＮＡＧＡＳＥ － 長崎県産豚肉を使った、手作りハム・ソーセージの販路開拓事業

長崎県 株式会社小森石材彫刻 2310001004033 お墓を長く大切にされたい方へ向けた広報活動による受注増加計画

長崎県 株式会社まえだ 9310001008903 ＨＰ構築による顧客取り込み及び販売促進拡大事業

長崎県 株式会社Ｒ＆Ｄ 7310001013087 船上トイレ用汚物排出促進・逆流防止装置の販路開拓

長崎県 割烹としポン酢株式会社 7310001004821 老舗料亭が作る調味料・惣菜商品の新パッケージング事業

長崎県 有限会社西村真珠養殖場 8310002007616 中国での当社販売チャネルを活かした新商品販売

長崎県 山口整骨院 －
副交感神経を刺激する照明と最新の低周波治療器導入での集客向
上

長崎県 キラク－ｋｉｒａｋｕ－ － 「通院不要」移動整体車導入による生活・買い物弱者対策

長崎県 株式会社ＨＡＧ 7310001012840 ブランディング活動の実施による販路開拓事業

長崎県 ＪＩＰＡＮＧ鍼灸治療院・エステルーム － 自店のブランド力強化と認知度を上げる為の取組み

長崎県 ｓｗｅｅｔ＆ｓｃｈｏｏｌえがお － 安心・安全なローフードのお菓子で地域社会に健康と笑顔を拡散！

長崎県 食事処みっこ － 広告宣伝強化及び店外スペース座席設置による集客力向上の実現

長崎県 梅﨑板金 － 新規受注獲得を目的としたｗｅｂサイト開設と各種宣伝活動

長崎県 ワントック・ジャパン － スマホスタンド（ワントック）オリジナルパッケージで販路拡大

長崎県 村上彫刻 － お客様の目の前で実演製作し商品ＰＲ！イベント用小型彫刻機購入

長崎県 写真の志水 －
地域密着三代目写真館・時代に合わせてスタジオ改装＆チラシでＰ
Ｒ

長崎県 ＣＲＡＮＫ（クランク） － イベント活動や広報活動によるターゲット世代への売上増加事業

長崎県 Ｌａｐｉｓ　Ｎａｉｌ（ラピスネイル） － 自立した女性を増やすためのネイルスクールの開校

長崎県 株式会社たお 7310001003971 外国語対応とトータルコーディネート提案の強化による販路拡大

長崎県 長崎陶料株式会社 2310001005790 食器の生産性をアップする新しいやきもの原料の開発と販路開拓

長崎県 ＳＵＢＵ － チラシでの集客とデジタルパ－マ機導入により客単価をあげる事業

長崎県 有限会社マーレ 1310002006269
商店街への不足業種の補完出店及び評判の商品による新規顧客獲
得

長崎県 川上文旦堂 －
「させぼの味」を全国へ発信！自社インターネット通販サイト設置事
業

長崎県 合同会社暖 9310003002986 非英語圏ユーザーの市場獲得

長崎県 株式会社タケトシ 6310001011819 新長崎料理の観光・インバウンド集客対策

長崎県 ｓｕｎｒｉｓｅ　ｓｈｅｌｌ － サービス強化と待ち時間の短縮による男性客とファミリー客の獲得

長崎県 カイロプラクティック康世施術院 － タイプ別施術サービス展開による新規客増加策

長崎県 長崎はいからさん － 全国ＪＲキャンペーンにおける長崎観光誘致と顧客拡大

長崎県 Ｓｔｅｌｌａ　Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ － 新規客獲得のための広報エリア拡張及び強化策

長崎県 長崎炙処　とろび － 口コミの拡散力の強い女性をターゲットとした販路開拓

長崎県 金　龜 － 農薬不使用米を使用した高付加価値「米粉」の自社生産と普及事業

長崎県 有限会社カネチ本舗 5310002001191
だし材料専門店が創る「秘伝液体だし」の小売商品開発と販路拡大
事業
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長崎県 しずく整体院 － 特別な技術を用いた新規出張マッサージ屋のアピール活動

長崎県 武辺写真工芸 － ドローン導入による無人航空撮影による販路拡大

長崎県 ＹＵＭＥ　ＣＬＯＵＤ　ＳＴＵＤＩＯ － アートを楽しむ文化を提案する！新しいアート事業の周知と販路開拓

長崎県 有限会社田中旭榮堂 2310002003158 新しい味覚の栗饅頭「栗王子」の商品力強化による新規顧客の開拓

長崎県 ＲＥ　ＰＯＲＴ － 港町佐世保らしい夜の新メニュー（創作ポルトガル料理）開発

長崎県 麺や潮風 － 自家製タレ「塩鍋の基」の商品開発と「塩ラーメン」の販路開拓

長崎県 田の浦温泉 － 顧客満足度の向上によるクチコミ数ＵＰ・利用者増大に繋がる事業

長崎県 宝亀かまぼこ店 － パッケージ改良による販路開拓。販促紙の作成でリピート増の実現

長崎県 株式会社リハビリテーションケア 6310001012585 事業所ホームページ及びポスター・パンフレットの作成・販路拡大

長崎県 有限会社五島タイヤ販売 9310002020477 新たな事業展開である簡易宿泊所進出による販路開拓

長崎県 有限会社大門 3310002006382 迅速な見積もり、顧客ニーズに答えられる機器導入で売上ＵＰ事業

長崎県 桑野写真事務所 － ブライダル写真、商品写真、大判写真広告の受注拡大

長崎県 株式会社マツヤ産業 1310001002054 化粧ＣＢ（ラインブロック）の新規製造

大分県 有限会社一竹 2320002017784 宿泊者が快適に過ごせる為の客室づくり

大分県 合名会社まるはら 1320003001219 平安時代の醤油技術を使った普及型新調味料の販路開拓・ＰＲ

大分県 有限会社西出開花堂 7320002017986 従業環境改善による生産性向上とオリジナル商品の販路拡大

大分県 旭饅頭 － 日本遺産認定の教育史跡『咸宜園』を活用した新商品の販売促進

大分県 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ｈａｒｕ －
カカオを感じる手作りチョコレートを提供するＣＡＦＥと販売へのチャレ
ンジ

大分県 シェトミタカ － カフェを中心にした集客・賑わいを創出する事業

大分県 エランヴィダル － ネイルサロンにセルフ・ネイルスクールを併設し顧客層の拡大を図る

大分県 新和リファイン株式会社 4320002019770 全てにリファイン！ＨＰによる外壁リフォーム見込客の集客事業

大分県 御菓子処　不老軒石垣 － 別府湾の風景をモチーフとした新しい別府銘菓「美香月」販促事業

大分県 株式会社イグジット 1320001014593 「マンション向け消防設備一括点検サービス」の展開による販路開拓

大分県 有限会社寺司装備 5120901035978 引取り家具の改造再生品を展示販売するコンテナショップの開設

大分県 有限会社エムライフシティ 7320002009975 地場特産品ネットショップのブランドチェンジ・リニューアル事業

大分県 アルシェ － ２４時間サポート！今時仲人＝ブライダルコンシェルジュの発信

大分県 大豊運輸有限会社 6320002007740 女性によるきめ細かな心配りと言葉かけで心をこめて車を運ぶ

大分県 有限会社第一住建 5320002003971 「定額制全面改装システム」の企画販売・販路拡大

大分県 足育ひろば　足もと屋 －
高齢化時代の「歩く」を助ける、足指矯正専門店『足もと屋』のブランド
化

大分県 有限会社木村緑化 4320002013682 展示場のリニューアルによる集客の向上

大分県 味のより道　うしじま － レイアウト改善で実現する個人客と宴会客の両立による売上向上

大分県 株式会社奏美社 3200010056075 新設展示スペースを活用したビルメンサービス実演による販路拡大

大分県 大分福祉車輌株式会社 4320001014013 看板設置による福祉車輌のレンタカー事業の周知及び販路拡大

大分県 株式会社Ｗａｔａｎａｂｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8320001006064 大分の子育てママの愛車を守る！自動車リサイクル広報事業
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大分県 タウトナコーヒー － 新型焙煎機導入における動線の見通しと客席数の拡充

大分県 タイシン － おおいた県産品の国内外の販路開拓及び発信強化事業

大分県 有限会社田中醤油店 2320002020788 醤油・味噌等加工品の安心・安全向上事業

大分県 産直工房木いちご － 四十九日まで寄り添える、遺族のためのお供え物

大分県 ｐｌｕｓ　ｃｏｑｕｅｔｔｅ．．．ｌ － ペットとお揃い高品質オーダーメイドアクセサリーの全国展開

大分県 株式会社キャンデラ・プロジェクト 9320001013241 ＳＮＳにて若手現場監督への布石、電子納品プロジェクト・始動

大分県 やさいのきもち － 飼主も一緒に！無農薬野菜を使う“犬シェアごはん”のギフト販売

大分県 宇佐コピーセンター － 提案型洋服補正サービスの拡張・販路開拓

大分県 株式会社サンウッド 2320001001178 二人をつなぐ家「木愛（仮）」のパンフレット作製

大分県 合同会社フォースター 5320003001594 キッズスペース等の付加価値施設設置による物件価値向上化事業

大分県 株式会社アイシン 9320001012706 地元新聞広告・チラシ・インターネット連携による受注拡大計画

大分県 さこう整骨院 － 集客・物販・患者さんのエンパワメント支援のコンテンツ作成

大分県 株式会社ＧＥＮＳＨＵ 8320001013787 アウトドアライフを加えた「楽しめる庭」の提案

大分県 豚骨ユニバーシティ － ラーメン店でファミリーが美味しく楽しめる空間を創出

大分県 ミシンの森　日田店 － 小物でミシンの楽しさを伝える店内への改装

大分県 ＮＡＲＵＭＩ －
民宿「海の宿なるみ」の顧客名簿３，０００件を活用した新規顧客開拓
の実施

大分県 くにさき日和 － 生産量九州１！豊後高田白葱醤油と白葱ポン酢の開発と販路開拓

大分県 こだわり大分 －
大分県産原木乾椎茸及び加工品の販売促進と海外展示会等出店事
業

大分県 有限会社冨貴茶園 5320002014853 パッケージ一新とＷＥＢページへ連動したＰＲによる新規顧客獲得

大分県 株式会社花園住宅基礎 2320001014072 コンクリート杭による地盤改良サービスの販路拡販

大分県 工務トータル備工有限会社 2320002010541 日田杉わっぱめし・もやし包みの開発・販路開拓

大分県 有限会社ソーホービジョン 5320002007650 ローコストな紙製横断幕・垂幕・吊り看板製作の販路開拓

大分県 株式会社Ｌｅｃｔｕｒｅ 1320001013959 ＭＡＣＨＩＮＡＫＡ．ＷＥＤＤＩＮＧ事業化促進を図る為の戦略

大分県 コズミックトイボックス － 『商いはモノからコトへ』人気ブロガーが仕掛ける通販越境化事業

大分県 株式会社生活工房とうがらし 2320001014254 マダムゆずの「旬ゆずごしょう」新商品開発・販促事業

大分県 日田シネマテーク・リベルテ － 日田市民を中心とした集客拡大

大分県 ペットショップふぁみりぃ － 小鳥との触れ合いスペース「ことりと。」事業の展開による販路拡大

大分県 たかむら － 店舗認知度向上と人気メニューのアップグレード

大分県 藤原春峯堂表具店 －
施工期間を短縮して、もっとお客様に喜ばれるクロス貼り事業を目指
して

大分県 有限会社姫野食品 2320002018007 佃煮を「惣菜」として食卓に加えるための販売促進

大分県 自然工房　Ｍｏｒｉ インターネット及び広告等で事業内容の広域発信による売上増加

大分県 森の宿泊　リストランテ・サリモス 「森のリストランテ」をより味わえるテラス席設置による販路拡大

大分県 株式会社　クマガエ コンニャク加工開発商品のデザイン最適化による販売促進

大分県 ひた旅行センター オリジナルツアーの充実化と綿密な接客の出来る店内作り
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大分県 シャビーシック ウエブショップ開設とウエブ販売用家具及び新モデル家具の開発

大分県 福澤梨園 キウイの出荷量を向上し収益の増加を行う事業

大分県 福地のホルモン 日田のソウルフードを全国へ

大分県 中華料理店「紅灯籠」 水餃子と中華弁当のテイクアウト部門拡充による収益性向上事業

大分県 有限会社　竹田被服 店舗環境の整備、作業工程の見える化による販路開拓

鹿児島県 エール　不動産 － 空き家専門の片付け整理業による新規顧客開拓

鹿児島県 有限会社テイクワイズ・コーポレーション 1340002003156 『独自開発メソッドと商品を用いたフランチャイズ化計画の構築』

鹿児島県 下柳田タタミ店 － 『いつでもどこでも畳』の新規事業、販路開拓

鹿児島県 株式会社ドリームワン　カゴシマ 5340001016386 『鹿児島ＩＴ農業研究所』情報サービスの整備と出展事業

鹿児島県 アピール － オリジナルで撮影し、内容・デザイン共に充実したホームページ

鹿児島県 有限会社岩元精肉店 7340002001526 「専門店が作る“超高品質”な加工品」の販売促進事業

鹿児島県 Ａｒｒａｎｇｅ（アレンジ） － 中古物件リノベーション！理学療法士と連携しアスリート養成事業

鹿児島県 株式会社ＨＫカンパニー 8340001016689 単細胞化加工技術を用いたピューレ食品による農業改革

鹿児島県 株式会社小田畳商会 4340001000754 和風介護クッションのマーケティング及び販路開拓ツール作成

鹿児島県 株式会社仙夢 6340010002352 「日本畳」を使った“和風小物”の販路開拓ツール作成

鹿児島県 株式会社ＴＳグループ 4340001005786 （株）ＴＳグループあなたの町の塗装屋さん組合

鹿児島県 有限会社集景堂 7340002004941 “専門店”だからできる“高付加価値商品”の情報発信事業

鹿児島県 ｒｅｓｏｒｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ　Ｊａｌａｎ － 夜間集客向上のための看板設置及びチラシ作成配布

鹿児島県 株式会社いぶすき紬 3340001017139 オンリーワンの養蚕で、来店客満足度満点の養蚕見学整備

鹿児島県 畳のたなべや － 目指せ創業２００年「老舗企業の内製化によるシェア拡大計画」

鹿児島県 株式会社ブルグラス 7340001007714 デジタルコンテンツをアナログで宣伝！「地元の情報を地元に」

鹿児島県 福留酒店 － 店内衛生向上と省スペース化による“子育て層”取り込み事業

鹿児島県 ＯＷＬ － 商品体験型ショールーム開設による新規顧客獲得事業！

鹿児島県 インスパノランディア鹿児島 － ラ・キヌアのＰＲ～ＤＭ作成、広告掲載による新店舗顧客獲得策～

鹿児島県 有限会社　池田屋 7340002022142 創業９０周年リノベーションで買物弱者支援とサードプレイス事業

鹿児島県 株式会社からり 4340001005885 鹿児島の新食文化「天麩羅とワイン」による他店との差別化事業

鹿児島県 有限会社まえだ 4340002027210 職人技術をＰＲしたデジタル戦略とタウン誌との併用販促事業。

鹿児島県 有限会社三清屋 7340002027224 顧客満足度の向上による継続した購買・取引と利益幅増大の実現

鹿児島県 久保醸造合名会社 2340003001240 自社商品の直売所新設に伴う情報発信および新規顧客の獲得事業

鹿児島県 有限会社小松 2340002025414 「鹿屋産だっきしょ豆腐」の販売拡大と飲食スペースの快適化事業

鹿児島県 有限会社マルタ建設 3340002026469 「進化する次世代の住まいづくりの提案事業」

鹿児島県 合資会社藤本醸造店 1340003001051 今日の一品「黒豚あぶりゴロ」の開発と販促に伴う環境整備

鹿児島県 井上看板店 － 立体造形受賞による知名度アップと来店増加計画

鹿児島県 パティスリーモンブラン － 開業当時５０年前の商品デザインブラッシュアップと販路開拓事業
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鹿児島県 有限会社出水ペットショップ 5340002022177 新規客を取り込むための広報充実と入りやすい店舗整備事業

鹿児島県 カフェポツリ － 昭和初期洋館カフェの魅力ある快適なエクステリア

鹿児島県 まつだ整骨院 － 地域１番の“交通事故治療に強い治療院”を目指す販路開拓事業

鹿児島県 有限会社ヒロカネ 9340002008024 専門店ならではの「付加価値創造サービス」による新規展開事業

鹿児島県 和裁工房　きぬ屋 － 受講待機者を解消するための和裁教室の増床計画

鹿児島県 合同会社ＢｉｇＳｍｉｌｅ 3340003001850 在宅療養者の買い物不便を解消する　びっぐすまいる計画

鹿児島県 ビューティーサロンたき － 「事業承継のための顧客ターゲット層のシフトチェンジ推進計画」

鹿児島県 有限会社はじめ商事 9340002021191 新たな奄美大島紬関連商品の紹介ＨＰリニューアル事業

鹿児島県 居酒屋　酔匠の里・花もん － 若者客獲得の為の居心地の良い店舗作りとテイクアウト販売の実施

鹿児島県 株式会社ＮＳファーム 4340001015868 「黒さつま鶏」の販路拡大の為の商品開発と広告宣伝

鹿児島県 株式会社ＲＨＹＴＨＭＯＳ＆Ｃｏ． 1340001018659 取扱店舗拡大によるブランド認知度向上を目的とした展示会出展

鹿児島県 Ｓｔｕｄｉｏ８８ － ネット注文システム導入による新規客獲得と利便性向上

鹿児島県 株式会社満尾・ファミリー 2340001019219 「いのち、満ちる。」講演会事業化による個人保険加入者の獲得

鹿児島県 ｂｕｅｎｏ珈琲豆専門店ｍｉｋｏｙａ１３４ － 回遊スペース創出による新規客獲得

鹿児島県 株式会社しおかぜ 5340001017896 駐車場の整備と段差解消による高齢者や子供に愛される店作り

鹿児島県 黒ぶた食堂 － 小さな農場から食卓へ美味しい黒豚アピール大作戦

佐賀県 株式会社勝木陶仙堂 3300001005717 魅力ある有田焼の新商品開発と販路開拓により情報発信

佐賀県 艸窯 － 練り上げ技法による器作りのワークショップで販路拡大

佐賀県 株式会社プレアデス 1300001007079 お客様はがき・ホームページを使った購買促進システムの構築

佐賀県 有限会社椋露地商店 9300002008580 古陶磁器をホームページと新店舗でＰＲ

佐賀県 徳永陶磁器株式会社 8300001005753 ネット販売の構築とデジタルカタログの作成による新規顧客獲得

佐賀県 ケンテック － 展示車両の製作と活用による新規顧客開拓

佐賀県 あげまき － 和食を通じて、高齢者やお子様連れ家族へくつろぎ空間の提供

佐賀県 千綿ネーム － 軽くて通気性がある背中いっぱいの大きなマークのプリントシャツ

佐賀県 大坪米穀精米所 － 少量梱包・真空パックで「地域とふるさと」を支える販路開拓

佐賀県 和ＦＡＳＨＩＯＮ祇園株式会社 1300001008977 「継ぐ・愉しむ・煌めく　きものＨＰ作成」情報発信による販路開拓

佐賀県 民家レストラン伊萬里亭 － 新規顧客獲得のための新メニュー開発と伊万里牛フェア開催

佐賀県 カワシマオートウィング － 自動車ディーラーへの営業展開と地域一般ユーザー受注者の開拓

佐賀県 株式会社エ．ラベル 9300001008482 「確定拠出年金制度導入と継続保全」ＦＰサポート事業

佐賀県 株式会社あかり 7290001062475 酵素消臭剤のサンプルをお客様に提供し、消臭効果を実感して頂く

佐賀県 松武キッズアカデミーもとまち保育園 － 給食室の整備による園児の確保

佐賀県 ＨａｋＳｈｕ － 県内初、コレクター向け中古品カメラに特化した海外販売

佐賀県 有限会社キューシボ 4300002008882 九州初！精密金型補修溶接のＨＰ予約受注拡大新規顧客開拓

佐賀県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔ 2300001009714 顧客が特別な時間を大切な仲間たちと好きなだけ楽しめる空間作り
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佐賀県 小森酒店 － ＰＢ商品を核とした商圏拡大

佐賀県 株式会社アルフデザイン 3300001000024 災害時に活用できる美しい段ボール家具を国際家具見本市でＰＲ

佐賀県 有限会社　サガ・ビネガー 7300002001249 魅力ある佐賀県産ブランド作りに向けた高品質表示での販路開拓

佐賀県 ＳＡＴＩＳＦＹ － お客様が満足するコーヒーを提供する出張販売による販路拡大事業

佐賀県 和糀 －
認知度アップの為の各種広告実施による販路拡大及び新たな売上
の創出

佐賀県 有限会社篠原渓山 1300002008407 新ブランドの立上げと新販路開拓による「心地よい暮らし」の提案

佐賀県 西　隆行 － 渋谷ヒカリエ８／　Ｊｉｋｉｊｉｋｉ展

佐賀県 ＳＡＧＡフットサルクラブ － 「広報ツールの充実・新イベント企画による企業へのＰＲ強化」

佐賀県 有限会社久保田稔製陶所 6300002008261 コーヒー向けセラミックフィルター北米販路開拓プロジェクト

佐賀県 株式会社Ｎ．Ａ．Ｒ．Ａ． 8300001009713 “男性客も輝く”「歯のホワイトニングサービス」での販路開拓

佐賀県 オヤモコモ － “抱っこピローＲＡＣＣＯ”で育児のスタートをもっとハッピーに！！

佐賀県 エビスクリーン － 「三世代家族全員集合！」楽しく盛り上がれる焼肉店づくり

佐賀県 有限会社龍水亭 2300002008612 バリアフリー環境づくりで新規顧客開拓

佐賀県 株式会社うれしのおさかな家嬉乃 1300001008242 旨いおさかな家嬉乃の秘伝のあら炊きを一人でも多くの方へ届ける

佐賀県 有限会社吉田陶芸 1300002008497 「プチ硯セット」で書道が好きになる販路開拓

佐賀県 クロカミスクリーン印刷株式会社 1300001004497 販路拡大のためのＨＰの活用と曲面印刷による事業領域拡大

佐賀県 有限会社七島農産 2300002005502 食の自給率向上に貢献　安心安全の朝食セット開発による販路開拓

佐賀県 株式会社ファミリア 6300001010334 県内初、看護のプロが心身の健康と家計を支援する母親支援事業

佐賀県 有限会社きらく 3300002006739 会食メニュー開発と器や高齢者に配慮したテーブル・椅子の購入

佐賀県 佐藤農場株式会社 9300001008441 夏場の主力商品「冷凍みかん」販路開拓のための商談会出展

佐賀県 有限会社夢創庵中村屋 3300002006912 冷やして美味しい和菓子・洋菓子用の冷凍ショーケースの購入

佐賀県 株式会社タラッタ 6300001009211 購入回数・客単価の向上を目指した既存顧客へのＤＭ発送

佐賀県 ＬＡ　ＦＲＡＩＳＥ － 癒しのネイルサロンを実現するための備品購入

佐賀県 有限会社彩生陶器 1300002008638 有田焼仏具の展示会出展と、販路開拓

佐賀県 レストラン究林登 － “なかなかできない”から“すぐに手に取るカレー”の販路開拓

佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 8300002008391 国内・海外への販売拡大の為の「ギフトショー」展示会の出展

佐賀県 仁窯 － 海外市場開拓のための広報物制作及び展示会出展

佐賀県 株式会社有田まちづくり公社 3300001009899 新規ゲストハウス集客のためのウェブサイトとパンフレット制作

佐賀県 Ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｈａｃｏｎｉｗａ． － ツヤ髪研究所のブランディングと広告掲載による新規顧客開拓

佐賀県 原岡酒店 － 「佐賀県産地酒」の情報発信ツール製作によるＰＲ活動

佐賀県 カフェ　エクス － 新メニュー開発及び席数増による新規顧客獲得と新たな売上の創出

佐賀県 有限会社久米楽器店 8300002000398
「宅配サービスとホームページ開設による新規顧客獲得、及び新たな
売上創出」

佐賀県 ＩＰＣ － 清流にんにく生産における品質向上と販路拡大

佐賀県 株式会社クリエイト 6300001006167 押し花商材を教室向から一般顧客向に変更し販路拡大を図る
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佐賀県 ポアソン洋菓子店 － 県内の地元産品を使用し、彩り豊かな焼菓子の販売促進事業

佐賀県 株式会社ＣＯＲＥＳＴ－ＬＡＢＯ 9300001009774 佐賀県食材を使用した築２５０年の古民家庭園ワインガーデン事業

佐賀県 株式会社テイスティフーズ 9290001062746
高度衛生管理による販路拡大を目的とした商品の付加価値向上事
業

佐賀県 株式会社宮本邦製菓 7300001004673 アグリフードＥＸＰＯ東京２０１６出展による販路開拓と売上拡大

佐賀県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＢＥＣＣＡＦＩＣＯ － ナポリのおつまみとワイン　２１時からの小さな旅での販路開拓

佐賀県 株式会社メルシー 3300001010089 『オリジナルパッケージング（梱包物）の制作によるリピート率の向上』

佐賀県 カーレンタルうめざき － パンフレットとレンタル自動車のラッピングによる顧客拡大計画

佐賀県 やましろ整骨院 － 爪のトラブルに対する施術の導入による新規顧客の獲得

佐賀県 ＴＢサロン・Ｍａｒｙ － 新メニュー提供と“ご近所コラボ”での販路開拓

佐賀県 有限会社杉町鉄工所 1300002000735 ホームページによる見込み客の集客及び新規取引先の開拓

佐賀県 伊万里菓舗うちだ － バースデイケーキ配送サービスのＰＲ、及びＷＥＢ動画製作

佐賀県 水辺の窯・隆 － ロサンゼルスジャパンフェアで佐賀の陶芸を知ってもらいたい！

佐賀県 スリーログ － ＷＥＢ販売システムによるスリーログセレクト　県外への販路開拓

熊本県 ＯＰＥＮ　ＷＯＲＬＤ　ＡＣＡＤＥＭＹ － くまもと発インバウンド対策メソッド　簡単おもてなし英会話事業

熊本県 有限会社山鹿温泉寿三 6330002018943 ホームページのリニューアルとスマホサイトの制作

熊本県 万よう銘茶 － 「天草五色」をあしらったオリジナル茶パッケージ開発と販売強化

熊本県 Ｔｈｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ英語教室 － ニーズを見据えた新たな英語教室事業

熊本県 クロッカス － 「仕事」と「子育て」を両立し働く在宅ワーカーのプロモーション事業

熊本県 株式会社すてき・プランニング 3330001020093
業務効率がＵＰする５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）コンサルティング
事業

熊本県 株式会社天馬堂 8330001015246 「天草を健康の島」に健康人口アップを目指した会員増強計画

熊本県 株式会社マルエ工業 6330001008565 新規サービスの提供に係る宣伝広告および新規雇用事業

熊本県 合同会社ＷＯＮＤＥＲ 1330003005714 「美食弁当」・「おもてなし料理」の認知拡大事業

熊本県 株式会社ラジカル 2330001005780 ホームページ開設によるクライオポンプ修理業務、販路拡大

熊本県 有限会社肥後新ボデー 1330002026273 多用化した自動車整備に対応した利益拡大事業

熊本県 有限会社ビー・アート 6330002008507 理美容室向け情報ポータルサイト製作・配信事業

熊本県 ＣＡＭＰＵＳ － 子連れでもママが気軽に来店できる美容室のＰＲ事業と店販強化

熊本県 天草飴本舗　菓子工房えすぽると － 地域密着型天草南蛮菓子店から観光型事業展開へのシフト戦略

熊本県 ＤＥ・ＪＡ・ＶＵ － 天草初！新メニュ－の提案による新規客増加計画

熊本県 平川企画 － ネットショップの新規ページの作成とページ内容の改良

熊本県 牡蠣小屋 － 牡蠣小屋・出張販売の強化による集客アップ

熊本県 有限会社マリンテック・イリフネ 7330002029139 天草海洋レジャー客の新規獲得のためのＰＲ強化と屋上看板の設置

熊本県 人形のかわの －
人形店における三世代集客の為の広報強化及び店内休憩施設の充
実

熊本県 株式会社　健光 6330001016766 塗装面再生剤の宣伝用パンフレット配布による販路拡大

熊本県 まなビズ株式会社 9330001022662 子供の基礎能力開発向上のための珠算教室集客力強化事業
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熊本県 あかり整骨院 － 新規の女性顧客開拓の為の美容鍼治療の導入

熊本県 有限会社坂商 9120003008730 斑塗り技法を取り入れた新商品の広告作成及び販売強化事業

熊本県 小柳生花店 － 『好立地への店舗移転を活用した小売販売強化のための広告活動』

熊本県 ふちもと接骨院 － 幅広い患者のニーズにあった施術の提供による顧客満足度の向上

熊本県 マイホーム耐震セカンドオピニオン － 耐震セカンドオピニオンサービスの全国展開事業。

熊本県 株式会社フルビオジャパンスライブ 9330001017480 Ｗｅｂサイトを作成し、ネットショップを活用し販路開拓を実施。

熊本県 ＫＡ－ＫＩ　ＦＩＥＬＤ － 本格的な料理の提供を強みにした、店の認知度向上による顧客開拓

熊本県 合同会社ファミリー 7330003006657 生きがいプランニングで八代を健康寿命全国ナンバー１へ！

熊本県 ヘアーデザイン　リトリート － 【“酵素ヘッドスパ”で抜け毛や薄毛を改善する事業】

熊本県 ＷＡＶＥ　ＡＣＴ － 観光関連業者と連携した団体向け天草版・海の体験プランの展開

熊本県 有限会社渡辺自動車 1330002029425
新規顧客獲得に伴う回転率ＵＰのための作業場整備事業及びＰＲ事
業

熊本県 アラキ自動車サービス － 認知度向上の為の看板設置とカーメンテナンス・サポート事業

熊本県 フラワーショップ花よど － 魅せるフラワーディスプレイ！新しいお花の価値の提案

熊本県 有限会社エムエーアシスト 2330002029440 ユニットバスの改修による宿泊予約サイトの口コミ評価向上事業

熊本県 有限会社岩崎実業 6330002025551 スマホ対応！インバウンド顧客向けの予約システムの構築

熊本県 ＬＩＺ　ＧＲＡＰＨＩＣ － ロゴ・パンフ・ホームページｅｔｃトータル・デザインリフォーム事業

熊本県 有限会社牛車 5330002030684
南九州最大展示型店舗のためボートの展示ラック設置とＰＲ宣伝事
業

熊本県 円文 － 年齢別に合わせた子供向けギフトの開発と販路拡大

熊本県 合同会社ＲＯＣＣＡ 4330003006370 復興支援メニューを盛り込んだランチ新規営業開始と雇用創出

熊本県 萬石酒販有限会社 9330002020392 売れる焼酎販売サイトへの再構築とチラシで酒好き県民販路開拓

熊本県 アドベンチャー・クリエイト・ショップコンパス － 球磨川ラフティングで熊本地震復興につながるＷＥＢ集客事業

熊本県 有限会社内布冷設 7330002029989
フロン排出抑制法に伴う法遵守と販路開拓、安心技術の為の機器導
入

熊本県 株式会社オーロラ 6330001016064 美容商品をＰＲするためのメニュー開発・新規顧客拡大事業

熊本県 有限会社八代飯店 9330002026539 中華で法事！高齢者も満足の会食プラン

熊本県 合同会社ピースリボン 6330003006666 障害者向けグルメアプリ「ピースリボン」の開発・販路開拓

熊本県 合資会社津田商店 5330003003243 「やつしろ家族食堂」をテーマに売上アップ

熊本県 株式会社協和開発 5330001013533 新規会員獲得における販促ツール・ホームページリニューアル

熊本県 ｓｅｌｅｃｔ　ｓｈｏｐ　ＣＲＡＹＯＮ． － 在庫、顧客管理による顧客満足度向上事業

熊本県 ガレージチキチキマシーン 技術力の高さをＰＲし、豊かで安心なカーライフをご提案！

熊本県 ＯＹＡＭＡ　ｎｏ　ＹＡＯＹＡ
①野菜スムージーの販売による販路開拓②野菜スープの販売による
販路開拓③キッズ

熊本県 Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ 店舗の視認性向上による高齢顧客獲得事業

熊本県 株式会社熊本不動産取引 1330001022538 不動産相続の売買等、相続総合の相談所として販路開拓。

熊本県 八代台所　ＲＯＢＡＴＡ　さわだ亭 店内収容数の拡充と新メニューの開発による顧客開拓事業

熊本県 和らっく ミネラルを取り入れた施術による顧客満足の向上・販路開拓
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熊本県 有限会社フジオカ薬品 情報誌及びノベルティグッズの配付による若い世代の顧客開拓事業

熊本県 株式会社コネクト西日本 5330001022773 低振動器具導入による作業効率の改善と販路拡大事業

熊本県 株式会社ＦＳＫ 『総合リフォーム』を目指したウェブサイト構築による販路拡大

熊本県 ワインバー＆ビストロ　ヴァン・ド・オオノ 深夜時間帯での新規顧客の取り込みと既存顧客の来店頻度向上

熊本県 ガレージ　ネクサス 看板と作業用テントの設置による販売促進

熊本県 パティスリーＨｉｍａｋｉ 看板設置による集客力アップと荒尾名産の商品開発

熊本県 竹下博貴税理士事務所 ホームページ作成による新規顧客獲得事業

熊本県 ４ＬＩＦＥ　ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ 看板・ＨＰ・雑誌広告のメディアミックスによる集客強化事業

熊本県 有限会社　光洋自動車 お客様目線の看板設置と在庫環境の改善による販売促進

熊本県 有限会社くらっち ホームページ再構築による新規顧客獲得および販路拡大

熊本県 ＲＩＣＨ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ エアーウェーブ導入・美容最新機器導入による効率・単価ＵＰ

熊本県 エースネオン電装株式会社 ホームページの新規開設による新商品販路拡大事業

熊本県 ｆデザイン研究所 竹の節を生かしたユニークで使いやすい箸の商品展開と販路開拓

熊本県 丸久硝子店 チラシ・ステッカーで耐熱・省エネガラス、防犯ガラスの販路拡大

熊本県 問天パソコン教室 高齢者施設向けタブレットでのリハビリの新規展開と需要開拓

熊本県 プレスファクトリー 世界にひとつ、人生をカタチにする雑誌の販売促進の為の宣伝広報

熊本県 株式会社ステラ 看板広告及びポスティングによる新規市場の開拓

熊本県 丸亀醤油株式会社 4330001010325 営業ツールの作成とパッケージのリニューアルによる売上拡大

熊本県 株式会社九州物産マーケット 「阿蘇ミネラルウォーター開発と県産品ネット販売」システム構築

熊本県 株式会社ＢＯＡＳＯＲＴＥ 今の時代に合わせて２人で家庭を作り上げるための結婚プログラム

熊本県 ポーラ化粧品　県庁前営業所 本格エステの導入による顧客満足度の向上

熊本県 株式会社ドゥーイングジョブコミュニケーションズ 主に高齢者対象の訪問マッサージ事業

熊本県 むらかみ整骨院 ホームページ開設、来院困難な高齢者への送迎による販路開拓

熊本県 まつお鍼灸整骨院 ・ホームページ開設による美容鍼灸と根本治療の周知活動

熊本県 有限会社たまきな建設 4330002021057 熊本県地域住民の災害復旧及び予防ニーズに応える販路開拓

熊本県 株式会社　インパクト　ワン 『販路および仕入先の開拓と業務の効率化、雇用の増加』

熊本県 メモリカ 歴史ある人吉球磨の文化財を保護する事業のＰＲ広告強化事業

熊本県 一期一笑
店舗改装で販路開拓！家族連れの新規来店と既存客の来店頻度向
上

熊本県 居酒屋　祭 野菜料理とスイーツを加え女性客と高齢者へ販路開拓で売上アップ

熊本県 在宅マッサージクオン熊本東 地震によって外出できない一番の弱者の方々の手助けがしたい。

熊本県 アセットコンサルティング株式会社 不動産経営に関わるよろず勉強会・相談会の大市場への展開

熊本県 個別指導学院ヒーローズ八代校
「運動部活動生の為の受験勉強指導中高一貫コースによる生徒数
確保」

熊本県 ジェイシー工房 『ネーム刺繍で事業拡大。閑散期の売り上げアップ』

熊本県 ウッドサインショップ テンプレート型木製表札による一般顧客（ＢｔｏＣ）向けの販路開拓
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熊本県 龍　巳　旅　館 「高齢者・女性客にも配慮した客室改装による顧客満足向上」

熊本県 有限会社ＰＣクリエイト 初心者・高齢者・障がい者でも気軽に学べるパソコンカフェ事業

熊本県 有限会社　お菓子のむらた ホームページによる情報発信と買物弱者のお客様に宅配サービス

熊本県 Ｎｏｅｌ 髪へのダメージが少ない新メニュー開発による新規顧客層の開拓

熊本県 Ｌａｇｏｍｔ（ラゴムト）
新商品スイーツの販売による顧客満足度の向上と新規顧客開拓事
業

熊本県 共立機械製作所株式会社
高品質新製品の周知のためのホームページリニューアルによる販路
開拓

熊本県 木付板金工業株式会社 地震に強い、軽くて丈夫な『板金屋根』のＰＲと販路拡大

熊本県 Ｃａｆｅ　Ｂｅｌｌ お客様に好評なオリジナルカレーのテイクアウト化による販路拡大

熊本県 こが印刷工房 飲食店向けチラシ作成セミナーと看板設置による集客力向上事業

熊本県 有限会社農山畜産 販路開拓のためのパンフレット作成による商品の高付加価値化

熊本県 農業生産法人ＦｕｋｕｄａＲａｉｚＦａｒｍ株式会社 農場マルシェの開催による販路開拓

熊本県 ヤマグチランドリー 雨でも濡れずに店内へ！雨よけ庇テント設置事業

熊本県 ｔｅｎｄｒｅ お見舞用のお手紙帽子と２種類の商品カタログを軸とした販路開拓

熊本県 ヘアーサロンアルファ 訪問理容サービスプロモーション強化による販路拡大

熊本県 くまもと食品安全パートナー 細菌検査項目拡大・異物分析機能導入による販路拡大事業

宮崎県 ｓｉｅｎａ－ｓｈｉｎｏ － 野菜果実を活かした食卓に寄り添う加工品の提案加工受託事業

宮崎県 加藤養蜂場 － 国産純粋蜂蜜を活用した新商品開発

宮崎県 とぎや － ホームページを活かした個人客向けの包丁リユース販路開拓事業

宮崎県 炭焼小屋　竜ちゃん － ホームページでお取り寄せ！豆乳タルタルソース販売事業

宮崎県 株式会社餃子の馬渡 1350001012248 既存の包装パッケージをリニューアル。販促チラシ制作。

宮崎県 三谷木材産業株式会社 2350003000695 ＢｔｏＣ販売開拓　顧客満足度１００％を目指して！

宮崎県 株式会社ミート工房拓味 6350001011484 都萬牛（和牛）の生ハムを主とする加工品のＰＲと販路開拓

宮崎県 有限会社川中誠光堂 6350002011888 掛軸展示販売ツアーによる「顧客拡大計画」

宮崎県 有限会社メガネのトリハラ 7350002009502 補聴器技能を生かした、補聴器販売の為の十分な設備設置と広報

宮崎県 株式会社日本武道宮崎 1350001005103
世界初　新製法剣道具“ＴＨＥ　ＴＨＩＲＤ”を中心とした弊社取扱商品
の販路拡大

宮崎県 合同会社ＬＣ 9350003002124 外国人を含めたお土産需要の獲得と潜在的顧客に対するアプローチ

宮崎県 ｅｎｎ － ペットのための祈りのカタチ（新規ブランド名：ａｎｎ）

宮崎県 アーユルヴェーダと植物療法の店　アーユス － 宮崎産しょうがシロップの増産・販路開拓による売上向上

宮崎県 ＳＯＮＮＥ － 中食市場拡大と軽減税率導入を見据えた「お持ち帰り」の販促事業

宮崎県 おそうじ本舗　宮崎中央店 － お客様の声から生まれた風呂釜洗浄事業の展開に伴う販路開拓

宮崎県 安藤書房 － 雑誌配達の認知度向上で売上拡大をはかる

宮崎県 株式会社牛のあんらく 8350001013116 カレー風味の肉味噌開発による個人銘柄「安楽牛」のブランド確立

宮崎県 ＪＡＰＡＮカレー亭 － 特製ご当地カレーと郷土料理の発信による地域密着型の店づくり

宮崎県 有限会社白水舎乳業 6350002003613 新ホームページ構築による商品情報提供とネット販売の強化
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宮崎県 アールネット合同会社 4350003001956 「来店不要のネット不動産」を目指す自社ＨＰの改修事業

宮崎県 Ｂｉｓｔｒｏオオロラ － 町の洋食店こだわりのテイクアウトディナーＢＯＸ作戦

宮崎県 隠れ家酒場ろじうら － 大型いけすを利用した新鮮で旬な魚を魅せる店作り

宮崎県 有限会社プロックス 6350002004099 ラップフィルム引出し具「ひっぱっ手」の商品化と販路開拓

宮崎県 整体院ゆじゅ － 宮崎市民の姿勢改善計画事業

宮崎県 ＤＯＧＳＡＬＯＮ＆ＨＯＴＥＬ　Ｍｅ － ナノバブルオゾンペットシャワーと新商品の導入

宮崎県 オレンジ － オレンジオリジナルヘアケアの開発と５周年イベントでの販路開拓

宮崎県 イタリアンレストランｍｏｎａ－ｍｏｎａ － Ｗｅｂサイトを活用した完全予約制への移行事業

宮崎県 ＣＡＦＥ　ＯＲＩＥＮＴＥ － 看板による存在アピールとデザートランチで売上アップを図る事業

宮崎県 カテナ株式会社 8350001012398
九州・沖縄の焼酎のＥＵ市場販路開拓及び売上拡大〈海外展示会出
展等事業〉

宮崎県 カイメガネ － 山間地域への高齢者ニーズに応じた補聴器の販路拡大

宮崎県 有限会社大野屋 8350002008635 『フルーツカクテル』を主軸に、品質改善と原価のコストダウン化

宮崎県 株式会社福岡自動車 4350001010521 自社ＨＰ等を活用した新規顧客の獲得、顧客単価アップ事業

宮崎県 ＴＨＥ　ＳＭＯＫＥ　ＷＯＲＫＳ － 『スモーク（燻製）が食卓を彩る』宮崎初　燻製調味料の販路開拓

宮崎県 たんぽぽ鍼灸整骨院 － 超音波画像装置による患者満足度向上・正確性と診断スピード向上

宮崎県 轟有限会社 4350002003185 訴求力の高いＷＥＢサイトリニューアルによる、通販強化事業

宮崎県 ＬＯＦＴ　ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ － ＬＯＦＴ内総選挙で育ったスタッフ＋新メニューで販路開拓

宮崎県 三嶋社会保険労務士事務所 － 障害をお持ちの方に、障害年金の周知と申請を促進するための事業

宮崎県 株式会社シーパッション 4350001012996 ＷＥＢ・イベントでの展開および新パッケージ開発による売上拡大

宮崎県 ヘアーサロン中央館 － シェービング＆ヘッドスパによる新たな癒し空間づくり事業

宮崎県 柳田酒造合名会社 8350003001390 ＥＵ圏を対象とした本格焼酎の販路拡大の取り組み

宮崎県 シオン・パン・料理教室 －
活躍する女性へインナービューティーの提案「美容食学講座」のＰＲ
※インナービューテ

宮崎県 自然派ワイン専門店カロン － 店内でワインを試飲し、好みのワインを購入して頂くプラン

宮崎県 宮崎果汁株式会社 7350001009684 お歳暮ＤＭによる売上ＵＰ　＆　地域貢献事業

宮崎県 パティーナストックルーム － 中古学生服リサイクル（買取販売）による新規客の来店促進事業

宮崎県 株式会社ＲＥＡＬ 1350001013378 【空飛ぶ本格ヨガで女性の健康を応援！】

宮崎県 有限会社利榮商事 8350002005244 経営革新計画を軌道に乗せる為の変身写真館・花魁プラン訴求事業

宮崎県 みなとやクリーニング － ウェットスーツクリーニングサービスの効率化及び商圏拡大事業

宮崎県 ヘアークリエーション　ＹＡＭＡＮＯ － 赤ちゃんからお年寄りまで行ける美容室。

宮崎県 株式会社甲斐ミルクセンター延岡 7350001011525 高齢者の足となり、顧客と共に満足度を高めていく事業

宮崎県 ベーカリー原田 － 焼菓子のリピーター客増大による売上向上と生産性安定の実現

宮崎県 有限会社トウカイピア 3350002006305 知名度アップ・ブランド力アップで来店型店舗強化事業

宮崎県 唐木戸陶苑 － 国内最大陶磁器展示会への参加による新商品ＰＲと販路開拓

宮崎県 有限会社友草自動車 7350002010352 ロータススマイル車検の告知活動、広報活動、知名度アップ活動
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宮崎県 高鍋赤ちゃん堂 － 高鍋町の人気のゆるキャラ「たか鍋大使くん」よるに店舗の宣伝

宮崎県 有限会社丸山酒店 2350002004284 ＷＥＢ活用販売促進事業

宮崎県 フェリーチェ － 学生持帰りロールピザの開発・夜の貸切予約＋持込ＯＫで販路開拓

宮崎県 このはな不動産 － 女性のこだわりを追及します！女性向け不動産賃貸サイトの構築

宮崎県 今井美恵子書道会 － 全国初！書道を活用したメンタルトレーニングの認知度向上事業

宮崎県 ベビーサイン宮崎 － 菌活・腸活の認知・活用拡大のための情報発信と販路開拓

宮崎県 ユノカ商事株式会社 9350001006548 熊本地震の教訓！温水器の有効性を活用した社会貢献と顧客獲得

宮崎県 日章ビルメンテナンス － 不動産事業者をサポートするエコで安心リペアサービスの提案

宮崎県 Ｌｉｌｉａｎ － 宮崎初のアイブロウ専門店として既存顧客の満足と新規客の獲得

宮崎県 Ｌｕｃａ　ｃｈｏｕｅｔｔｅ －
ＳＮＳ連動型ホームページ作成と店舗視認性アップによる販売促進
事業

宮崎県 モンマートよしむら － 県産加工品とワインのマリア－ジュを楽しむコーナーの設置とＰＲ

宮崎県 Ｌ’ｏｒｅｅ － 「ワイン会で情報発信！」新規顧客開拓・リピート率拡大の実現

宮崎県 ひむか村の宝箱合同会社 4350003002608 観光地・県立平和台公園にあう国内外向けおみやげ品の開発事業

宮崎県 ｈａｉｒ　ｆａｃｅ　ＣＯＬＯＲＢＡＲ － ヘアケア商品販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 黒木建設 － 新工法の採用とホームページ作成等により、新規顧客の獲得をする

宮崎県 やまだ家　宮崎店 － 目指せＶ字回復！新メニューの開発＋好立地活用・販路開拓

宮崎県 ｃｏｕｃｏｕｔｏｕｃｈ － オムツケーキ売上向上による、ベビーマッサージ教室新規客増大

宮崎県 あめいろＣＡＦＥ － 宮崎県産フルーツ菓子提供及びカウンター移設等による販路開拓

宮崎県 ＹＯＵ　ＶＯＩＣＥ　ＬＡＢＯ － 宮崎初セルフ式ボーカルレコーディングスペースレンタル事業

宮崎県 株式会社ＶｉｇｏｒＬｉｆｅ 6350001012664 無理せず肉体改造！頑張り過ぎないパーソナルトレーニング！

宮崎県 有限会社飯干商店 5350002010395 加工品開発による新規定番商品の台湾販路開拓事業

宮崎県 株式会社キサヌキ 1350001006720 オーダー受注品の大量生産を可能にする体制作りによる売上の増大

宮崎県 株式会社田中写真印刷 6350001009462 ウェブ・紙媒体のクロスネットによる販売促進・商圏拡大事業

宮崎県 第三つぼや － 店舗改装による新規顧客の獲得と持ち帰りサービスによる販路拡大

宮崎県 株式会社屋台骨 7350001013026
「出前」という名のギフトホームページ・ネットショップ開設による販路
開拓

宮崎県 株式会社丸中 4350001008292 ウインドウディスプレイ改装による十三参りジュニア着物普及事業

宮崎県 いちりゅう　本店 － 小規模焼肉店における顧客満足度を向上させるための販売戦略

宮崎県 有限会社直ちゃんラーメン 7350002016721 屋外看板による認知度向上と新メニュー開発による集客力強化事業

沖縄県 Ｍａｓｈｔ　ｓｔａｒ － 一点物のベビー、キッズウェア製作販売に　よる顧客開拓事業

沖縄県 有限会社大吉宅建 2360002016205 「地域で暮らす」をテーマにウィークリー・マンスリーで空室対策

沖縄県 株式会社Ｒ＆Ａ 8360001018840 新規顧客の増加を狙った戦略的な自社ホームページ構築

沖縄県 サイタガレージ －
車種固有診断機および特殊通信機能付診断機の導入による新規顧
客の獲得

沖縄県 クラフトキッチン・コッペ － 山羊乳によるチーズの商品開発・販路開拓

沖縄県 宝石のアイボリー － 広告宣伝と店舗内装外装リニューアルで販売促進計画
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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

沖縄県 株式会社ケンテックス 6360001006806 社会ニーズに対応した民間リフォーム市場への参入・販路開拓

沖縄県 株式会社リ・インベンション 7360001017257
「ＶＯＯＲ（ブール）ソリューション」の海外販路開拓※商標登録、意匠
登録済み　特徴

沖縄県 ＳＯＨＫＥＮ　ＤＲＥＡＭ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ － 農薬不使用の野菜を使った農産物加工品の開発及び販売促進

沖縄県 株式会社　グランディール 7360001005856 沖縄県宮古島産ハイビスカスの認知度向上プロジェクト

沖縄県 浜口水産株式会社 9360001019549 伊良部島のカツオを使った「たち汁」の商品開発・販路開拓

沖縄県 井口千秋税理士事務所 － 会計事務所の工場生産ライン化による女性雇用促進

沖縄県 スタジオリセルフ － 沖縄県内作家によるジュエリー開発・販路開拓

沖縄県 有限会社オーガニック市場てんぶす 4360002014231 オーガニック冷凍商品のネット販売事業

沖縄県 ソレイユ － ＡＲ（拡張現実）を応用し動画と連動した街歩きＭＡＰ作成事業

沖縄県 天然香房合同会社 1360003003310 隣接店舗を有効活用して体験型ワークショップで経営改善を図る

沖縄県 株式会社えん沖縄 3600010055792
個室増設のための店内改築工事と看板デザインと取り付け及びＳＮ
Ｓマーケティングによ

沖縄県 株式会社バースデイ 9360001015077 沖縄県限定１ヶ月無料体験１０００名を募集

沖縄県 カットインシャンゼおもろ － 女性のシェービングと快適な個室空間の開拓

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

3690001016130 黒糖文化を『美味しく楽しく学べる』体験型の食育事業の販売促進

沖縄県 南西食堂株式会社 5360001014537 業界初のご家庭ですぐ使える雑穀加工品の販売事業
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