
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社スタジオモブ 1290001079302 顧客にニーズに対して自社の強みがアピールできるホームページへの改修

福岡県 おそうじ本舗小笹店 － 光触媒空間除菌サービスによる販路開拓

福岡県 麺屋極み金ちゃん － ＳＮＳを活用した集客システムの構築

福岡県 ｃａｒｌｍ － 居心地の良い空間を提供できる美容室、稼働率を抑えた事業拡大。

福岡県 株式会社グローカルプロジェクト 5290001073854 「旅のおうち土産」高付加価値なオンラインサービスによる販路開拓

福岡県 ａｎｄ　Ｂｌｉｓｓ － 物販における、新規販路開拓のための取り組み

福岡県 合同会社ｍｅｔａｒｕｋａ 8290003009498 ゴーストレストランから届けるフードデリバリーサービス

福岡県 ｓｙｚａ － 出張美容「ユニバーサルサロン」サービス展開と物販拡大

福岡県 ＨＡＳ　ｄｃ － ホームページのリニューアル、店舗看板等の設置による集客率向上

福岡県 素うどん華ちゃん － ＳＮＳを活用した「来店誘導システム」の構築

福岡県
株式会社カスタマーズマーケテイングプ
ロモーション

1290001018409 付加価値洗車関連の非石油系特殊溶剤販売とスタッフ研修

福岡県 リハシード福岡 － 感染リスクを抑えつつも顧客満足度を高め、新規顧客の獲得

福岡県 ＨａｉｒＳｔｏｒｙ － ＨＰリニューアルと着付け事業の強化拡充

福岡県 和菓子処兎月 － 集中的な餅の生産力で売上げ、新商品開発に取り組む為の設備

福岡県 株式会社よかタス 1290001087362 ブランド化への取り組により価格競争を脱却

福岡県 らーめん　ゆきみ家 － ＳＮＳ活用型カスタマサービスシステムの構築

福岡県 ＯＳＣｒｅａｔｉｖｅ株式会社 6290001077755 再利用生地を活用した「エシカルペット服」による自社ブランド化

福岡県 Ｊ’ｓ　ｂｏｄｙ　ｗｏｒｋ　ｓｔｕｄｉｏ － ピラティスマシン導入による指導環境の高度化

福岡県 火乃茶房株式会社 8290001059735 インターネット（ＳＮＳ）広告によるＷｅｂサイト集客と売上増加

福岡県 株式会社ＳＥＮＳＥ 7290001077416 美容師が美容室で作るオーダーメイドウィッグ事業

福岡県 入江純華 － 集客につながる起業・副業女性写真撮影とＨＰ・広告でＰＲ強化

福岡県 株式会社ＨＡＮプラス 2290001072405 世界で認められた子どもアート教育プログラムを紹介します

福岡県 ＴＨＥ　ＥＤＤＹ － 新規客獲得のための販路開拓

福岡県 アミティー福岡株式会社 5290001084488 ホームページ開設と広告展開による人材確保・派遣先開拓

福岡県 ポラリスＪＡＰＡＮ株式会社 1290001091637 ホームページ開設による販路開拓・人材確保

福岡県 合同会社ＥＮＩＳＩＡ 1290003008300 食のプロが作るお惣菜スナックの魅力を動画とチラシで販路拡大

福岡県 陶工房こもん堂 － 小型窯導入で顧客満足度アップ！新色発表と宣伝強化で集客事業

福岡県 至福のひととき － 鍼灸整体院での少人数制健康増進ヨガの教室

福岡県 ＮＥＷ　ＳＭＩＬＥ － 食の安全志向の高まりへの対応およびＨＰ作成による新規顧客獲得

福岡県 株式会社５ｗｉｎｓ 1290001092643 建築・土木・不動産分野でのドローン普及活動と、集客用ＰＲツールの製作

福岡県 和風酒場　亀次郎 － ランチ営業の新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

福岡県 株式会社ガイヤ 4290001072758 管理者と現場作業者をつなぐシステム構築を図り現場の生産高度化

福岡県 ＮＡＦＩＬＥ － 複数ナレーターの在宅収録システム構築及びウェブサイト制作

福岡県 株式会社フラカン 8340001019626 海外輸出業のサポートサービス「サンクチュアリ」ＳＮＳの開発

福岡県 株式会社ハリサーチ 3290001091115 代替医療ネット内独立開業支援サービスの実装

福岡県 株式会社Ｕｎｉｓｓｏｎ　Ｓａｎｓ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒｅｓ 9290001076523 ホームページ・ＥＣ制作による売上アップと集客・認知向上活動
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福岡県 株式会社ｎ．ｐｌａｎｎｉｎｇ 4290001064144
広告・編集制作のノウハウを生かして地域資源を活用したイベント事業の立
ち上げ

福岡県 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ　ｏｎｅｓｈｅｅｐ － 自分らしくくつろげるＬＧＢＴＱ＋フレンドリーサロン事業

福岡県 ＭＡＹＳ　ＢＥＡＵＴＥ － 漢方薬店をオープンし、新規顧客を獲得

福岡県 Ｌａ　ＣＵＣＩＮＡ － 菓子製造設備導入による商品開発とウェブサイトでのＯＬ層の顧客獲得

福岡県 駅南バルイリアリ － テイクアウト商品の販売による顧客開拓

福岡県 ｐａｐｅｌ　ｈａｉｒ　ｉｓｓｕｅ － ＰＯＳレジ導入による売上管理効率化、新規顧客の獲得。

福岡県 株式会社ＯＲＩＧＥＭ 9290001092330 広告宣伝を行い多くの方にパーソナルトレーニングを広めたい

福岡県 株式会社サンネットワーク 9290001037847 オンラインツールを駆使した非対面型営業スタイルの新規確立

福岡県 株式会社ビジネス・ナビゲーター 1290001009580 研修動画アーカイブ化及びパッケージ販売による収益性の改善

福岡県 株式会社マエスト 8290001087174 需要の変化に対応した貸切バス会社と提携し販路を拡大させる

福岡県 株式会社壱和 9290001086217 ホームページ開設！認知度向上で新規個人顧客獲得！

福岡県 株式会社アンドウフーズ 9290001073009 インターネットショッピングモール出店によるネット販売の拡充

福岡県 クロスログ株式会社 7290001091276 在宅医療専用スケジュール管理ソフトＣｒｏｓｓＬｏｇ（クロスログ）販路拡大

福岡県 アイ・プルーナ株式会社 6290001058730 ＳＮＳマーケティングを活用した国内新規顧客獲得・販促展開

福岡県 企業組合御所内米穀販売所 2290005002614 白米中の着色米、異物を徹底除去し品質の向上で新規顧客の獲得

福岡県 ヴィーナルーム － サブスクリプション型コンテンツとプロ養成講座の販路拡大事業

福岡県 株式会社西村商店 5290001088010 販売促進強化による店舗認知度アップと新規顧客の獲得

福岡県 アダプター株式会社 8290001080848 ホームページ制作会社のヒカクニン

福岡県 ユープラス － 雑餉隈で愛されるケーキ屋であるための、ＥＣ開始とお店の安心向上

福岡県 ＹＯＵＳＥＥＤ株式会社 6290001092366 オンライン講座と教材動画の販売、ＨＰ改修による販路開拓

福岡県 高橋英之 － Ｇｏｏｇｌｅマイビジネス、顧客分析ツールを使い、新規来院数を安定させる

福岡県 有限会社ボーン・イン・ザ・アイランド 2290002026905 季節・風土・食にこだわる頑固な会社のホームページ開発

福岡県 オルケスタ税理士法人 2290005016853 オンラインとクラウド専門の税務顧問サービス

福岡県 株式会社アンドローカルズ 7290001087852 地域・生産者との関係性を活かした自社製品開発と製造体制構築

福岡県 株式会社おはなみ 2290001092816 コーポレートサイト兼タレントキャスティングサイト制作

福岡県 ＫＩＷＩ － 臨床工学技士の強みを生かした医療機器安全管理支援の推進

福岡県 マイスタディ九州 － 動画付きホームページの制作とオンライン授業の実施

福岡県 梅原建設株式会社 4290001048436 オンラインセールスによる非対面化へＨＰ改修と新規顧客獲得

福岡県 服部印刷株式会社 3290001049427 脱プラスティックに配慮した紙製ファイルへの転換による販路拡大

福岡県 中野写真事務所 － 高性能カメラによる屋内外競技大会の高画質撮影事業の拡充

福岡県 株式会社啓成 7290801021779 ソフトウェアの導入による作業効率の向上と新規顧客の獲得

福岡県 エムファイン有限会社 7290802017909 超合金金型開発のための三次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフト導入と販促

福岡県 株式会社Ｎａｎａ　ｎｏ　ｍｏｅ 1290801025744 トータルビューティーサロンにてお客様の「なりたい」を叶えます

福岡県 ラストメイクあまね － ＨＰやパンフレット制作による直販顧客の開拓力向上計画

福岡県 フェリチェート － 新規顧客の獲得とオンラインサービスによる売上向上計画

福岡県 株式会社アイリフィールド 1290801025018 新ＨＰで非対面型の新規サービス展開と新規顧客獲得で販路開拓
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福岡県 株式会社夢をかなえる研究所 4290801022961 若者の自立支援教育とセカンドキャリア人材活用事業

福岡県 株式会社八七工務店 1290801022337 看板設置による新規顧客ＧＥＴ！　知名度ＵＰ！

福岡県 株式会社オフィスヤード 1290801024589 小規模～中規模事業者向け、低価格動画配信サービス

福岡県 ＢＡＬ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － インターネット予約、店内環境整備で５０代以上の新規獲得

福岡県 ＶＯＹＡＧＥ － 最先端のダメージレスサロン作り

福岡県 ｍｙネットワーク － 面白くて深層心理に留まる絵本の開発・ＨＰ作成による販路拡大

福岡県 株式会社ＳＡＴＳＵＺＥＮ 4290801026657 デジタルスポーツを使った運動教室開校によるコミュニティづくり

福岡県 スペイン家　グランアロッサル － サードプレイスの居心地とハレの日需要強化による飲食店づくり

福岡県 美骨鍼灸整骨院 － いつでもどこからでも予約できる整骨院へ。

福岡県 しばぱん － 「しばぱん」を多くの方に知ってもらうための取り組み

福岡県 有限会社ＨＡＲＭＯＮＹ 4290802011724 ダイビングのＷＥＢ広告による新規顧客の獲得

福岡県 株式会社こうひいや 3290001056943 戸外テラス新設で完全テイクアウト仕様による販路開拓

福岡県 ＭＡＲＢＬＥ　ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ － 新たなホームページで認知度アップ！地域に根差したサロンづくり

福岡県 吉栁自動車株式会社 7290001072796 法人客獲得に向けた塗装設備の導入

福岡県 ＬＩＦＥ　ＧＹＭ － 格闘家が指導するパーソナルトレーニングの新規顧客の獲得

福岡県 オフィス　ブルーミング　スマイルズ － 人財キャリア形成サポートサービスの開発と販路開拓

福岡県 株式会社悠友 3290801023886 当店オリジナルの焼き菓子とあまおう苺を使った商品の開発と販売

福岡県 ｓｔｕｄｉｏ　ｃｏｌｏｒスタジオカラー － ダンススタジオＰＲと不動産管理物件改修による新規顧客獲得

福岡県 きつきカイロプラクティック － 既存ホームページの移転・リニューアルによる新規顧客の倍増獲得

福岡県 ワイエンジニア － 自社用機械の購入とその活用による新規顧客開拓と生産性向上

福岡県 Ｃａｆｅ　帰去来 － Ｃａｆｅ帰去来のオリジナルレトルトスープ開発と販路開拓

福岡県 株式会社コスモライズ 6290001061420 排水水質の改善に繋がる新規事業とＨＰ等による販路開拓計画

福岡県 合同会社ＡＫＵＳＹＵ 8290003011165 行政書士が行う遺品整理と清掃サービスによる新規顧客獲得事業

福岡県 ＣＵＴ＆ＷＡＶＥ髪工房 － 個室型施術ブースへの店舗改装による感染症対策プロジェクト

福岡県 有限会社玉寿司 7290002054224 ランチメニューを増やし清潔な空間でおいしい料理提供作戦

福岡県 有限会社中村商店 4290002053708 ＨＰ新設による情報発信力の更なる強化と自力でのタイムリーな発信

福岡県 株式会社リボン 4290001075538 障がいを持った方でもいきいきと働くことができる水耕栽培プラントの導入

福岡県 株式会社ＳＨＡＣＫ 3290001092600 家具の写真館の認知度アップと新サービス『ＰｈｏＰｉｃ』の広報

福岡県 野田工房 － 自社製品の海外展開を含めた販路開拓の為のホームページ制作

福岡県 有限会社カメヤ家具工芸 8290002053167 ＨＰリニューアル＋オンラインを活用した販売チャネルの構築事業

福岡県 ガレージロングマン － ＧＤＩシステム搭載車両の部品再生による受注拡大計画

福岡県 株式会社リチェズ 9290001077637 ＥＣサイト作成による販路拡大と障害特性に応じた業務の多様化

佐賀県 ひなた整骨院 － 自社サイトでのオンラインサービスによる顧客満足度向上

佐賀県
特定非営利活動法人ひとり親ＩＣＴ就業支
援センター

1300005006119 営業活動強化による在宅就業事業の取引先拡大

佐賀県 有限会社光武建設 6300002001489 ２４時間全室暖房で心地よい住まいのご提案。新たな設備の周知広報

佐賀県 株式会社ＡＤＯＲＥ 4300001008603 動画で始まるスタイリッシュなＨＰ製作と新規顧客獲得
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佐賀県 マインド・コア株式会社 5300001005376 青パパイヤのブランディングと販路開拓

佐賀県 平尾山荘小路玉響佐賀駅西店 － 和風の強みを生かした商品の開発・販売と店舗改装による販路開拓

佐賀県 合同会社Ｂｉｒｔｈ 4300003001457 新たなネイルサービス導入による施術時間の短縮と新規顧客の獲得

佐賀県 有限会社サガ・ビネガー 7300002001249 首都圏へ展開コロナに負けない天然の抗ストレス効果大豆ビネガー

佐賀県 アルビープリント － 高付加価値＂モニュメントの１０年越しのリニューアル＂ＰＲ展開

佐賀県 池田畳店 － 機械化による生産性向上と売上増　事業承継と職場環境の整備

佐賀県 株式会社百姓屋 3300001008950 ナチュラルに仕事を伝える包装で若い世代へ“山ん鶏”販路開拓

佐賀県 有限会社松尾オート 2300002008141 スマートフォン対応ＷＥＢサイトに掲げる“安心の旗”で販路開拓

佐賀県 有限会社亀栄プロパン 9300002007673 エリアを超え負担を減らし”使えるガス機器”をＰＲ＆ネット販売

佐賀県 Ｎｏｐｐｏ － 新メニュー開発及び設備投資による販路拡大、新規顧客獲得

佐賀県 株式会社ＰＲＯＳ 3300001012283 最高コスパ経営コンサルティング【日報クラブ】販促サイト構築

佐賀県 ルナの樹 － オンライン、オフラインの融合による販路開拓業

佐賀県 有限会社平和商事 3300002009213 ＷＥＢ情報窓口で＂事前提案＂　世話好き不動産の＂時短＂接客

佐賀県 株式会社ＲＥＧＡＬＯ　ＨＯＭＥＳ 3300001012192 株式会社　ＲＥＧＡＬＯ　ＨＯＭＥＳ

佐賀県 ａｂｉｌｉ － “なりたい私”を時短エステで提供　“ワンストップ”で新規顧客開拓

佐賀県 はさみスポーツ整骨院有田院 － 施術環境整備を実現し、地域に根差した診療所の移転開設事業

佐賀県 艶工房 － ＷＥＢサイト立上げと展示場のリニューアルによる新規販路開拓

佐賀県 葉っぱ小屋 － 新たな商圏・顧客の獲得を目指した販路開拓事業

佐賀県 株式会社三光堂商店 9300001005736 自社差別化陶磁器のアジア市場販路開拓

佐賀県 民宿やまだ － ゲストの快適な滞在時間・空間を演出し伝える事業

佐賀県 ひまわり弁当 － 惣菜メニューを新規開発し既存顧客の満足向上と新たな販路の開拓

佐賀県 たきもと － 自慢の鯉料理を通販でお届け、新たな顧客獲得と鯉食文化の拡大

佐賀県 アームコーディネートヘアー － ホームページとＳＮＳによる毛髪改善メニューの普及と新たな顧客獲得

佐賀県 木寺メディカルサービス合同会社 9300003001246 アジア周辺国向けＥＣサイトの中国語対応とコンテンツ強化

佐賀県 ＬＡ　ＶＩＥ　ＥＳＴ　Ｄ’ＯＲ － 観光地繁盛小規模菓子店を目指したリブランディングと新商品開発

長崎県 治療院ＫＯＮ堂 － ＨＰ新設で県内初の認知症予防メソッドによる鍼灸治療の販路開拓！

長崎県 ＳＨＩＮＫＯ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 1310001016888 ＨＰ作成による長崎県内における企業認知度アップと営業力強化

長崎県 ヘアビューティーアリス － 子供とゆったり楽しくできる子育て世代の女性向けヘアサロン

長崎県 ニューポート － 『ダンディズムあふれる男の純喫茶』での若い女性デビュー事業

長崎県 合同会社楽々工房 8310003003993 びわ酢とステンドグラスの商品力強化と販売力拡大による売上増加

長崎県 ＴＥＲＳＯ． － コロナ禍におけるお客様への「癒しの空間」と「安心安全」で販路拡大

長崎県 Ａｒｃｈｕ　ａｎｄ　Ｐｕｔｉｃａ － マフィンミックス粉開発とギフトパッケージ刷新による販路拡大

長崎県 タイチ寿司 － 長崎固有の創作寿司での地元グルメ中高年層の新規開拓事業

長崎県 株式会社アライバル 2310001017200 ホームページ・看板を制作し、ターゲット顧客に当社取組みを訴求

長崎県 マワリテメクル － 長崎県産の蜜蝋（みつろう）を使用したミツロウラップの販路拡大

長崎県 濵村俊介税理士事務所 － ＰＲ動画と宣伝用の小冊子で長崎一親しみやすい税理士を目指す
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

長崎県 セルフエステエンリケ長崎店 － ホームページ開設で定額制セルフエステＰＲ

長崎県 Ｔｅａ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｇａｒｒａｗａｙ － 商品パッケージのブラッシュアップ及び紅茶のギフト開発

長崎県 六鍼灸整骨院 － 看板設置、ＨＰ作成、チラシの作成で販路拡大

長崎県 喫茶麻依子の部屋 － モーニング、テイクアウト事業開始による新規販路獲得

長崎県 ＡＤ　ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 2310001016111 脱炭素化発電設備設計の先行参入と受注拡大計画

長崎県 株式会社えびや 2310001000263 清掃管理システム化の業務効率化等の受入体制強化とホテルＰＲ

長崎県 有限会社Ｂｅｌｌｅ　Ｃｈａｒｍｅ 8310002012640 木のぬくもりを感じる木目込み人形教室の生徒募集事業

長崎県 株式会社大日ジオテック 8310001007484 モノレール仮設に伴う、レールの曲げ機械（パイプベンダー）の導入

長崎県 有限会社平戸嘉祥 6310002011396 新商品開発及び流通開拓にＥＣサイトを活用した販路転換事業。

長崎県 茶カフェなかむら － チラシ配布とタウン誌掲載による販路開拓を行い売上の向上

長崎県 株式会社Ｃｉｅｌ 7310001016619 笑顔を大切にした放課後等デイサービス

長崎県 スタイリッシュワーズ有限会社 7310002014563 幅広いお客様へ、価値ある時間を創造するためのリニューアル事業。

長崎県 まごのて － 真に利用者に寄り添う生活支援サービスの販路開拓

長崎県 丸山愛子社会保険労務士事務所 － ホームページ、フリーペーパーを活用した販路開拓

長崎県 有限会社杉村屋 4310002017981 オンラインショップの強化でさらなる売上増加を図る。

長崎県 横浜電器店 － 安心・安全のイベント開催でお客様との接点を増やし売上ＵＰへ

長崎県 合同会社ＮＡＡＴＳ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7011403002856 新規事業！国内販路開拓と広告宣伝で売上拡大・新規顧客の獲得

長崎県 有限会社アイプロ 1310002015641 ＬＥＤパネルを活用し、リアルタイム更新ができる自社広告事業。

長崎県 Ｍｏｎｋｅｙｐｏｄ － 駐車場整地による、お客様の安心安全な来店手段の確立

長崎県 サキタ技研株式会社 5310001011844 お施主様用ＨＰを充実させ「エコジオ工法」の普及と業務拡大！

長崎県 株式会社メディカルワークスえん 8310001015066 美容鍼灸部門の設立とホームページ・看板設置

長崎県 Ｓ．ｓｔｙｌｅ － 顧客に安心安全と快適空間を提供するスモールリノベーション事業

長崎県 宮﨑鍛冶屋 － 海外ユーザー向け高級「椿包丁」の改良生産と販路拡充

長崎県 めがねのまみい － ＺＯＯＭ機能を活用した顧客との双方向性ホームページの作成

長崎県 株式会社林自動車 3310001011482 ウェブサイト構築による情報発信の強化とＩＴソフトの導入

長崎県 末弘丸株式会社 4310001016893 玄界灘が育んだ唯一無二の魚介を届け、全国にファン作りを！

長崎県 旬菜・おひさま工房 － 無添加自然派「ご褒美おやつ」の定期おとどけサービス

熊本県 有限会社友新 1330002011028 ■ＨＰのリニューアルによる販路開拓及びブランディング強化

熊本県 くりさき弁当 － ポン菓子のテイクアウトメニューによる販路拡大事業

熊本県 和食宏 － 和食のテイクアウトとオリジナル商品のＰＲ事業

熊本県 ライフアベイル株式会社 3330002010779 自社オリジナル商品開発と販路拡大

熊本県 Ｒｅｎｏｖａｔｅｄ　Ｓｈｏｐ　ＦＵＪＩＴＡ － 屋根、外壁、地形及び空撮等を行い経費削減／販路拡大。

熊本県 有限会社園田自動車 8330002006046 スキャンツールを導入し、時代と共に進化し続ける整備工場へ！

熊本県 ｍｕｓｔａｃｈｅ － 新サービス「脱毛処理」による差別化・客単価アップ事業

熊本県 オフィスノープラン － オンラインライブ配信強化・コスプレイヤー集客・山鹿地域活性化

熊本県 株式会社ｌｕｌｌ 8330001025286 新オーブン導入に伴う生産性の向上および集客アップ
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

熊本県 株式会社濱田塗装 9330001025475 お家時間を快適に過ごすための塗装工事の提案

熊本県 ＺＯＯ　ＴＲＩＰＰＥＲ － コロナ渦でも来店の仮想体験が出来る動画制作とＷｅｂ記事広告

熊本県 上内工業株式会社 7330001000819 自社のブランディングと一般顧客獲得のためのホームページ制作

熊本県 有限会社九州企画ピーアール 1330002002860 「全自動転写プレス機導入で自社の生産性向上にチャレンジ」

熊本県 株式会社Ｍ’ｓ　ｏｆｆｉｃｅ 2330001028039 ホームページ作成と看板設置による新規顧客の獲得

熊本県 伊藤一農園 － 九州初生産の新品種メロンのブランディングと非対面型直販事業

熊本県 和カフェ妖葉 － ＨＰ開設チラシ作成による集客とテイクアウト販売による売上向上

熊本県 天神整骨院 － 動画コンテンツによる中年者層・若年者層の新規顧客獲得

熊本県 株式会社シナプス 4330001007461 リアル学会、展示会出展により新規販路開拓と売上アップ

熊本県 ＰＡＲＡＦＵＳＥ．熊本 － 脱毛機の購入による新サービスのスタートと販路開拓

熊本県 株式会社　東亜不動産 6330001020644 販売専門の不動産ポータルサイト制作による売買事業の売上拡大

熊本県 Ｄｒａｍａｔｉｑｕｅ － コラボレーションブランドのＥＣサイト構築による販路拡大事業

熊本県 合同会社Ｈｕｍａｎ・Ｐｒｏｄｕｃｔ・Ｆｕｎｄ 9330003007967 ＥＣサイトによる新規顧客獲得

熊本県 乳菓子屋株式会社 3330001024516 焼き菓子の販促による売上拡大と製造工程ＤＸによる業務効率改善

熊本県 株式会社ネクスト警備 8330001027159 ホームページ構築と広告で認知度向上し新規開拓と人材獲得を図る

熊本県 ののはな － ～世界に１つだけの～ハンドメイド商品のお届け事業

熊本県 Ｆａｂ　ＡＤ　Ｌａｂｏ － ヨギーニ（ヨガを愛する女性）向けアクセサリーの企画・開発・販売

熊本県 修行カレー － パクチーオイルのインターネット販売及びパクチーオイルを使用した商品販売

熊本県 ＭＫガレージ － 細かな整備等ニーズを掴む、Ｗｅｂ集客体制の構築

熊本県 株式会社ヤスタケ 2330001006060 保育園向けお昼寝布団リース楽ねむ

熊本県 熊本イタリアンテイクチェンジ － 顧客層変更による客単価向上と持帰り宅配事業実施による売上確保

熊本県 Ｙｕｔｏ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ － 情報発信力の強化とコロナ禍に対応した受注体制の構築

熊本県 株式会社ＲＡＰＴ 8330001028438 カラーシュミレーションソフト導入による新規販路拡大事業

熊本県 アイ・ケイ・エス開発株式会社 7330001000034 最新測量機器導入による生産性・品質向上による販路拡大

熊本県 有限会社渡部晴光堂 5330002011701
ホームページリニューアルに伴うＳＮＳを活用した和漢薬認知度の向上と新規
購買層獲得

熊本県 株式会社川本塗装 8330001024098 リフォーム案件の直接受注に向け塗装屋が取組むＨＰでの情報発信

熊本県 株式会社ｕｔｓｕｒｏｉ 2330001028303 ３Ｄ撮影サービスの立ち上げ、事業推進

熊本県 ワイフォー・デザイン － 巣ごもり暮らしを快適に、枯れない家庭用壁面緑化製品のＥＣ事業

熊本県 リンクオブハピネス － 看護師・医療従事者のための婚活事業

熊本県 ミキ２１スイミングスクール － ホームページリニューアルによる、新規顧客獲得を増やす。

熊本県 居酒屋円満 － 料理人だからできる貸切遊漁船でおもてなし事業

熊本県 美容室ＶＩＶＩＤ － エイジングケアに特化したへアカラーの定額制サービス

熊本県 エサよし － 遊漁船２便体制導入による少人数コミュニティの囲い込み事業

熊本県 合同会社ＳＧ 4330003007443 コロナに負けない！安心安全に利用できるアウトドアレジャー事業

熊本県 一心太助 － 非接触型での販売方法の導入と町の宝を用いた新商品の開発

熊本県 ＤＥＳＩＲＥ － スタジオの環境整備とオリジナルマスクでオシャレに感染症対策！
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
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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

熊本県 ニュートライズシステム － ３ＤＣＡＤを活用したトラック積込み作業の改善と効率化

熊本県 北崎ヒロミフルート教室 － アフターコロナを見据えたリモート演奏映像の提供とＨＰ製作

熊本県 誉寿司 － 見やすい看板設置と駐車場整備で、来店しやすい店舗づくり

熊本県 ルーチェヘア － 新サービスの認知度の向上のための看板設置、ホームページ制作等

熊本県 松尾茶道教室 － 日本文化体験（着付・茶道）を提供する事業

熊本県 有限会社町田印刷 6330002030527 マルチコプターの活用を通じた新分野進出・販路開拓事業

熊本県 山上商店 － 新規事業のための看板・空間除菌脱臭機設置による販路開拓

熊本県 株式会社Ｕ－Ｂｒａｎｄ 4330001016297 マイクロバブル発生装置による髪質改善サービスの提供

熊本県 株式会社ＨＳＦ　Ｔｅｃｈｎｏ 1330001028205 天井クレーン導入による重量物の搬出入・作業の容易化

熊本県 有限会社ロワゾー・ブルー 8330002022539 製造環境の改善による販路開拓と収益基盤の確保

熊本県 有限会社スイートサプライなかぞの 3330002019515 生産者から独自飼育したオーダーメイド牛肉のネット通販事業

熊本県 有限会社中尾自動車 9330002018874 最新検査機導入による車両整備の自己完結化と検査業務受注獲得

熊本県 山麓はっち －
山麓産玄米を使用した玄米カイロ（肩掛け・座布団等）の開発および販路開
拓

熊本県 合資会社岡崎商店 5330003002154 購買データを活用した新商品の開発・ブランディング

大分県 ハル椅子店 － 新規顧客獲得に向けた店舗リニューアルと広告宣伝の強化

大分県 有限会社ゑびす屋旅館 2320002010970 明礬温泉「ゑびす屋」物販のブランディングと販売強化。

大分県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＨＥＲＩ － ナノバブル炭酸水シャワーで美しい髪と肌を作る

大分県 デリシャスケア．オフイス株式会社 1320001017464 ◎新規事業「温泉仕立て別府豚まん」の商品開発、販路開拓事業

大分県 夢二家 － ネット受注システム構築および設備導入によるＰＲ方法改善

大分県 株式会社　メイソン 1320001002680 工事台帳等の管理ソフトのリニューアルによる競争力の強化

大分県 美藍窯　日本酒かわらばた伽兆 － ＥＣサイト付き自社ＨＰの構築による新規顧客獲得と販路拡大

大分県 ＢＡＴＯＮ． － 店内環境の改善と生産性向上の抜本的改革事業

大分県 企業組合なごみの会 2320005002239 食品の鮮度を活かした、レストランの味を家庭に届ける

大分県 瑞城株式会社 8320001014934 自社ＥＣサイト構築とライブコマース機器導入による販路開拓

大分県 株式会社三国志 5320001001200 本格烏龍茶のモバイルＥＣサイト構築で売上アップ計画

大分県 オート住友自動車有限会社 6320002003756 商品車のリフォーム用作業場の屋根工事

大分県 Ｔｉｉ － シャンプー・増毛の新規ヘアーメニューとＨＰ発信で集客アップ

大分県 旬の味わい大しま － 真空包装機等導入による、店舗出張等新サービスによる販路拡大

大分県 株式会社ふじの瓦店 9320001013753 存在感抜群バスラッピングとインターネットの相乗効果で販路拡大

大分県 合同会社幸せのスプーン 7320003001898 スーパーの惣菜売場及びテイクアウトでの惣菜商品の開発

大分県 ＳＰＥＣ建設 － ＨＰによる販路開拓と作業日報システム開発による業務効率改善

大分県 相互自動車株式会社 5320001001530 エアコン性能を１００％に回復し除菌消臭効果を高め販路拡大

大分県 シエンスプラス株式会社 3320001017479 ホームページとチラシなどによる自社サービスの情報発信

大分県 株式会社ライフグレース 4320001015886 新規顧客層への展開と顧客満足度向上を目指した販路開拓事業

大分県 株式会社ＥＡＭＤ 5320001017691 ホームページ制作及びパートナー企業との連携強化による販路拡大

大分県 ウェルネス － お客様へリラックス・安心を感じてもらうための快適空間を提供
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大分県 東洋療法整骨院 － 新メニュー導入と院内改装

大分県 建築業クスノキ － 新規顧客の獲得のため、商談スペースの改修、パンフレット作成

大分県 株式会社ＡＴＡＶＵＳ　ＳＡＴＯＨ 6320001017055 自社ＨＰ新規開設と看板リニューアルで新規顧客開拓！！

大分県 株式会社ひとよこい 7330001025717 食事処の感染防止対策による新規顧客獲得

大分県 モータードック － 塗装ブースの設置による作業効率化と新規顧客獲得

大分県 株式会社ＭＡＳＡＫＩ 7320001017979 ホームページ新規開発による事業ＰＲと認知度向上、新規販路開拓

大分県 有限会社片岡写真館 1320202000161 ベビー＆チャイルド自宅、屋外出張撮影サービス

大分県 葉な果菜 － 「乾燥機、電気オーブン導入による新規加工品製造・販売の展開」

大分県 九津自動車整備協業組合 8320205000128 デジタル式装置の導入と特定整備の開始による新たなニーズの獲得

大分県 げんき鍼灸整骨院 － 疲れた働く女性へ癒しの空間を！～潜在／顕在顧客の囲い込み～

大分県 くらしの修理屋さん・ゴトウ － 「困った時のお助けマン！」当社修理業をＨＰ等で宣伝

大分県 株式会社ワールドサポート 8180001059184
新型コロナウイルス感染症による、従業員の心理的不安を解消し生産性を向
上、新たな販路を開拓！

大分県 麺屋いち一 － 櫛風沐雨！顧客ニーズ・時代に則した新たなビジネスモデルの構築

大分県 コーヒープラザはるる － 起死回生！お客様と未来の為への改修工事

大分県 ＳＯ－ＣＯ － サービスのＰＲを行い、競合他社との差をつけ、集客の安定を図る

宮崎県 中西整骨院 － 展示・販売スペース整備によるコルセット等の販路拡大事業

宮崎県 合同会社ゼロワン 8350003003809 訪問看護と小規模福祉を両翼とした事業の利用者獲得と周知拡大

宮崎県 Ｒｙｕｘ － 衛生的な店舗作りのための改装と設備導入

宮崎県 有限会社スワイン清藤 3350002015909 自社ブランド商品の生産数増加とネット販売による販路拡大事業

宮崎県 Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ　ｋｉｉｔｏｓ － 安心して通えて受けられる増毛エクステ導入で売上獲得事業

宮崎県 パソコンプラザ都城株式会社 8350001008207 ホームページ改修及び製品パンフレット作成による新規顧客獲得

宮崎県 Ｂｏｄｙ　ｍａｋｅ　ｓａｌｏｎ　Ｌｉｌｙ － ピラティスマシンの導入で新規顧客獲得とサービスの充実化事業

宮崎県 アヴァンティ － 広報誌への広告掲載による売上増加と社会貢献事業

宮崎県 とんこつラーメン専門　無我夢中 － 商品規格リニューアルによる新市場開拓事業

宮崎県 有限会社ＷＡＧ 8350002007810 お客様に安心して過ごして頂く空間づくりの実現と新規客獲得事業

宮崎県 株式会社宮防 5350001002063 農畜産分野販路拡大のための次亜塩素酸水噴霧効果検証

宮崎県 和コントロール － 企業規模を感じさせない！！自社ウェブサイトで情報提供

宮崎県 合同会社輝 4350003003523 ホームページのＥＣサイトで農作物や加工品を全国へ物販の実現

宮崎県 押川弁当みなみ － 幅広い客層の新規獲得にむけた店舗イメージの改良と店舗改装

宮崎県 やまぐち橄欖店 － 内装の刷新と高級路線のギフトＢＯＸによる売上アップと生産性向上

宮崎県 株式会社ＳＨＩＢＡ 5350001007731 自社ホームページをプラットフォームとした集客・情報発信事業

宮崎県 大山整骨院 － サービス向上のための新機器導入、広告宣伝による新規顧客の獲得

宮崎県 まるいあん宮崎 － スマホ用に特化したホームページの新規制作およびその広報

宮崎県 ビオス整骨院 － 院内リニューアル及び広報等による顧客満足度アップ推進事業

宮崎県 宮崎施設機械株式会社 3350001001785 エレベーター→リノベーションまでワンストップ事業のＰＲ

8 / 11 ページ



令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 ＳＯＵ － ３ＤＣＡＤを使った製図作成と自社サイト導入による販路拡大

宮崎県 有限会社オッティモ 2350002004895 本店工場改修による売上回復、お誕生日ケーキ、焼菓子の販売拡大

宮崎県 海汐プロダクション － 宮崎のおしゃれが詰まったファッションサイトの構築

宮崎県 整体院リトリートラボ － 新たに肩痛・膝痛施術を開始するための専用広告ＨＰとチラシ作成

宮崎県 株式会社宮崎芝園 3350001001793 ストロン苗の生産性向上による売上倍増計画

宮崎県 株式会社Ａｍａｎ－Ｓｔｙｌｅ 7350001010766 「太陽の食卓」商品の販路拡大事業

宮崎県 有限会社延岡瓦工業 8350002012463 屋根専門サイトの構築でＢｔｏＣ販路開拓事業

宮崎県 有限会社メガネのサトー 6350002012770 新導入聴力検査機器による延岡補聴器センター訪問強化事業

宮崎県 おやつの店みさとなパイ － お使い物、お土産の需要に応える新商品開発による売上増大

宮崎県 1350001006150 漏水調査探知機等の導入による調査事業の内製化及び新規顧客開拓

宮崎県 ｗｉｔｈ　ｆｌｏｗｅｒ　ＫＯＫＯＲＯ － 店舗増設に伴う独自商品及び新サービス展開による販路開拓事業

宮崎県 ヘアーサロンドリーム － 女性理容師が提供する女性専用顔そりサービスによる新規顧客獲得

宮崎県 鍼灸サロンＳａｎＴａｎ － 多くのお客様の健康と美容を叶える新たな販路拡大事業

宮崎県 株式会社熊田原工務店 2350001009433 看板設置とパンフレット制作による知名度アップと新規顧客の獲得

宮崎県 ＯＧＡＷＡ　ＦＡＲＭ － 熱狂的なファンの同志をコアファンにする販路開拓事業

宮崎県 やのポンカン園 － 果樹生産量の拡大とＷＥＢや看板による広告で売上利益の拡大事業

鹿児島県 ＳｕｎｎｙＴｒｅｅ － 販路拡大のための店舗改装及び広報手段の構築

鹿児島県 株式会社ＴＳＵＫＵＲＩＴＥ 6340001021906 「お客様の声の“視える化”」による新規顧客開拓事業

鹿児島県 遊漁船岬丸 － マリントイレ設置で女性客、ファミリーも安心の遊漁船へ

鹿児島県 株式会社ＴＭホールディングス 4340001017559 安心・安全な店舗提供で一人客の取り込みによる売り上げ増大

鹿児島県 合同会社ｍｃｏｍｍｕｎｅ 5340003001122 事務所移転を契機とした新規販路拡大のための看板設置

鹿児島県 薩摩和紙製作所 － 鹿児島産楮の收穫量及び生産量を向上することによる売上増加計画

鹿児島県 合同会社カームハート 9340003002901 整骨院の顧客ニーズに対応した早期回復を図る先端治療器導入事業

鹿児島県 クリニカルエステ　ｃｉｃｃａ － 地域密着型サロンづくり強化のためのキッズルームの設置

鹿児島県 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｙ 3340001019275 メンズサロンとして地元の幅広い世代の男性客獲得に向けた広報活動

鹿児島県 トータルボディケア薫風館 － 新規顧客獲得の実現

鹿児島県 居酒屋さばお － 鯖料理専門店への改装で付加価値を創出する客単価・売上拡大事業

鹿児島県 ＴＥＳＵＫＩ　ｐａｐｅｒ　ｗｏｒｋｓ － 桜島の火山灰を使った商品の開発と展示販売スペースの設置

鹿児島県 株式会社アイディールスタッフ 6340001005355 人材派遣・人材紹介業のＷｅｂ媒体による求人広告拡充

鹿児島県 有限会社宝石時計よしなが 3340002008590 有限会社　宝石時計よしなが

鹿児島県 ゆう整骨院 － セルフ脱毛で体×心×健康のシナジー効果を創出する販路拡大事業

鹿児島県 石原写真館 － 新商品の情報発信強化による、新たな市場の掘り起こし事業

鹿児島県 グリンベル中村 － 自然派化粧品とエステサービスによる素肌美の提供

鹿児島県 Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － 個別ニーズに寄り添ったサービスの向上と地域の健康サポート

鹿児島県 あすな株式会社 2340001022783 ＨＰ及びＳＮＳとの連携・各種媒体の活用による新規顧客獲得

鹿児島県 有限会社マルタ建設 3340002026469 「デジタル社会で競争優位を築くためのデジタル変革」事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
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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

鹿児島県 株式会社アマミファッション研究所 9340001010518 サーフィン自社ブランドの販路開拓

鹿児島県 はーみーＣａｆｅ － ＳＮＳフル活用による販路拡大のための新メニュー開発と設備更新

鹿児島県 有限会社サツマ興発 5340002022417 世界を代表するホテルチェーン加盟のＰＲによる新規顧客獲得

鹿児島県 指宿大好き体験協議会 6700150094195 観光客集客に係る管理システム構築及び体験施設改装事業

鹿児島県 有限会社丸幸水産 1340002018798 作業場を店舗改装し新分野展開する事で販路拡大

鹿児島県 肥後商会ガス設備（有） 5340002018753 顧客の信頼を足掛かりに取り組むガス販売店の新規リフォーム事業

鹿児島県 株式会社満留建設 6340001009026 ホームページ再構築で、新規顧客獲得と営業部門再編で生産性向上

鹿児島県 エール不動産 － スマホ向けのホームページの再構築と生前整理事業による販路拡大

鹿児島県 あおぞら給食 － 宣伝広告による認知と新規顧客獲得及び管理システムによる業務効率化

鹿児島県 株式会社美来 2340001022890 「ＡＩお掃除ロボ」導入によるフロア清掃の業務効率化と販路拡大

鹿児島県 有限会社山之内米穀 2340002015316 穀粒判定器導入で検査業務を強化し美味しいお米を提供する

鹿児島県 彩本舗 － 動画を利用したオンライン営業による受注増

沖縄県 スイートヴィラ屋我地 － 「一人旅」「ワーケーション」型新プランによる販路開拓事業

沖縄県 慈恩 － オンライン技術の活用による事業及び販路の拡大

沖縄県 ＰＩＲＩＣＡＲ － 販路開拓のための設備機材等の導入

沖縄県 Ｓｈｏｍａ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｗｏｒｋｓ － ミシンを使ったオリジナル定番商品の開発と販路開拓

沖縄県 Ｏ．Ｈ．Ｍ（オ．エイチ．エム） － 工作機械導入で新規事業（エアコン取付）による売上回復・拡大

沖縄県 合同会社ココロックス 7360003007578 ＥＣモール販売強化とＳＮＳ広告を使った自社サイトへの販売拡大

沖縄県 合同会社　高良広告 2360003007392 出前用バイク及び真空パック機導入による販路拡大

沖縄県 雪花の郷　那覇店 － 物販の充実及び通販のための量産可能な設備導入と設備工事事業

沖縄県 ヒーリングサロンエイト － 最新業務用脱毛機の導入よる潜在的な美容ニーズの開拓

沖縄県 株式会社ＨＩＴＯＭＩ 6360001023561 主婦の皆さんっ、これが持続化する骨盤の歪み改善術だ！！

沖縄県 インテリアン － 有料広告とメディア露出をミックスした宣伝を行い売上増を狙う！

沖縄県 カネタカ電器 － 体感型スペースでお客様とのコミニケーションを計る店づくり。

沖縄県 株式会社ＡＶＥＮＴＵＲＡ　ＷＯＲＫＳ 7360001028163 クラウドファンディングの認知拡大と業務効率のＤＸ化

沖縄県 ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ － チタンキャスト製のダイヤモンドジュエリーの開発とＥＣサイトの構築

沖縄県 司法書士法人匠事務所 8360005001652
インターネットやチラシ等の広告媒体を利用した相続登記の新規顧客の獲
得。

沖縄県 リベルマンオキナワ － 工場店舗看板制作と自社アパレル部門＆受注案件のＳＮＳ広告費

沖縄県 株式会社ミョウガジャパンラボ 5360001021764 “期待以上の結果”を提供できるサロンの魅力を新しいＨＰで発信

沖縄県 かげやま社労士事務所 － ＨＰ更新による広報およびチラシポスティングによる新規顧客開拓

沖縄県 Ｍｅｎ’ｓ　Ｄ　ｓｔｙｌｅ － セルフ脱毛プラン導入と施術講習事業

沖縄県 合同会社Ｎｉｌｅ　ｃｒｅａｔｅ 9360003007295 新しい生活様式の実践を踏まえた空気清浄機設置事業

沖縄県 松田Ｇｒｒ公認認会計士・税理士事務所 －
女性経営者・ベンチャー企業の顧問契約獲得に向けた広報機能とブランド向
上

沖縄県 株式会社ｈａｈａｈａ　ｄｅｓｉｇｎ 2360001026097 ＡＲ商材を自社生産するためのスキル向上、および商材の販路開拓

沖縄県 Ｄａｍａｂｅｌｌａ － 県産素材を使用したオリジナルＵＳＢメモリーの製作と販路開拓

沖縄県 エステ＆リラクゼーションｐｏｃｏｔａ － エステ界独自の新サービス提供による新規顧客獲得
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沖縄県 池間島ダイビングサービス － ｗｅｂマーケティングに特化したＰＲ戦略事業

沖縄県 Ｍａｌｕｎａ合同会社 9360003007717 電子ギフトサービスの商品化

沖縄県 株式会社ちゃのまフードサービス 7360001021060 観光客×出張シェフをつなぐ宮古島グルメマッチングサイトの構築

沖縄県 株式会社クロトン 5360001014347 建物調査業務を核とした設計事務所経営体質強化事業
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