
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１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 パワーナップ株式会社 2290001088244 日本初！「仮眠専門店」の集客強化へ向けた運営・経営システムの整備

福岡県 株式会社玄繕 1290001082462 防滑改修工事の認知度の向上のＰＲ！

福岡県 株式会社みらいデザイン 4290001064994 「新卒学生及び転職希望者へのサポート事業での就業機会の拡大」

福岡県 株式会社武久 6290001047329 「陽より子」ブランドの確立及びもぐもぐだしのシリーズ化

福岡県 ジョイントシナジー株式会社 7290001070395 増毛事業のサービス強化と販路拡大

福岡県 株式会社ＡＴＷＡＬＬ 4290001085958 子ども用ウォールの設置と自動入場システムの導入による販路開拓

福岡県 河上康洋税理士事務所 － 経営者のお金の不安を解決する「パートナー型支援」の見える化

福岡県 和み囲酒屋　雅ｍａｓａ － いけすのある鮮魚囲酒屋を商談スペース化する販路開拓事業

福岡県 カントリーハウス株式会社 5290001066288 自衛隊向け住宅リノベーション事業ブランド化で販路開拓

福岡県 Ｃｕｏｃｏ　Ｉｔａｌｉａｎｏ　ＧＯＣＣＩ － 女性のモチベーションがアガる本場イタリアンカフェの販促事業

福岡県 株式会社Ａ－Ｓｔｙｌｅ 6290001078514 ひとり暮らし高齢者の困った事を解決する御用聞きサービスの展開

福岡県 クマノス － 地元の商品を活かした食べ物を開発し販売するクマノススタイル

福岡県 タクミク・ＡＴＲ合同会社 9290803001406 Ｔａｃｍｉｃ　Ｃｌｏｕｄ　Ｓｅｒｖｅｒ　の商品化と拡販

福岡県 株式会社Ｂ・ＭＯＲＥ 1240001046793 ホームページを作成し新規顧客の獲得に繋げる

福岡県 株式会社テクニカルステージ 1290801018046 ちょっとを演出！ＳＮＳにも映えるオシャレな車・バイクのお店

福岡県 ファルーカ株式会社 2290001069780 所属者スキルアップとプロダクション動画情報発信開発

福岡県 ベースメント株式会社 5290001009701 日本伝統工芸品とコラボレーション商品の開発・販路開拓

福岡県 株式会社アルテレゴ 9290001070410 店舗看板等設置による視認性の強化

福岡県 咲良美登理事務所 － 【パワハラ対策コンサルティング】の販路開拓

福岡県 かくどう行政書士事務所 － 外国人を雇用したい建設業者向けＨＰ制作及び大型看板設置

福岡県 ＡＸＩＡ博多駅前店 － 「Ｗｅｂサービスの向上およびＳＮＳ、インターネット広告促進による顧客増加」

福岡県 ＳＥＥＤ － 美容室の特性を活かした新しい美容広告事業のＰＲ活動

福岡県 イリノイ株式会社 9290001077414 自社サイトのウィルトン織りラグ専門店へのリニューアル強化

福岡県 神楽フィースト株式会社 1290801008006 ＥＣサイト拡充とＰＲ動画作成によるブランディング戦略の加速

福岡県 ビリーブ行政書士事務所 － 顧客ニーズに合わせ障害福祉サービスの支援に特化した販路開拓事業

福岡県 栁良一税理士事務所 － スポットコンサルティング業務契約の獲得に向けたＨＰの充実

福岡県 合同会社ナデシコ 4290003008792 国内初・人工ピンクダイヤを使ったブライダルジュエリーブランドの立ち上げ

福岡県 ヘアーステージオネスト － 「髪の健康」メニュー開発とネット集客の為のＨＰ刷新

福岡県 株式会社グランドホテル樋口軒 2290001047217 若い世代のお客様に魅力を感じてもらえる客室無料Ｗｉ－Ｆｉ整備

福岡県 株式会社Ｊ－ＷＯＯＤ 6290001078976 特殊木材　輸出事業

福岡県 エコリスト － 求人採用を成功させるセミナー動画サイト制作＆販売での新規顧客開拓

福岡県 有限会社薬親会薬局 8290002006208 新規顧客開拓と店舗ファンの促進事業

福岡県 有限会社若葉薬局 3290002014801 漢方薬製剤での相談領域の拡大と食品販路の拡大

福岡県 ＨＯＭＥＢＡＳＥ － 元気を応援！地域住民対象のパーソナルコンディショニング指導

福岡県 ｋｅｄｏｍｏ － 積極的な提案営業と広告宣伝による売上向上事業

福岡県 株式会社ロクリア 6010801020842 （ポータブル型）熱中症指数ＬＥＤ表示器の開発
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福岡県 楽農ファームたけした － シークレットページを活用したプレミアムあまおう販売と販路開拓

福岡県 合同会社ワタシノチカラ 6290003009830 オーガニックコスメ事業の販路拡大に伴う様々なＰＲ活動！

福岡県 Ｏｎｌｙ　Ｎａｉｌ － 新規カフェの認知度の向上のための看板設置

福岡県 佐々木鉄工所 － 町工場の認知度向上にＩＴを活用し販路開拓事業

福岡県 ＣＵＲＩＯＳＩＴＥ（キュリオジテ） － 「士業向け営業力強化サービス」のホームページ作成

福岡県 合同会社６２ｂａｎｃｈｉ 5290003006457 店舗紹介動画の制作とＹｏｕＴｕｂｅ動画広告を活用した販路開拓

福岡県 ＲＯＹ＇Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 「真空包装機導入による宅配弁当の増産体制構築・売上増加事業」

福岡県 ＰＳＴつざき －
新たな無垢材建具製造による新規顧客獲得と既存事業金物販売の営業力
強化事業

福岡県 ふれあい補聴器柳川店 － 外出自粛で来店困難な高齢者に補聴器自宅訪問サービスの強化

福岡県 ピッコロ有限会社 6290002021761 ペット用シャンプー輸入販売の販路拡大

福岡県 株式会社鈴屋商会 7290001003339 自社ブランドのクラシックカー向け部品の製造及び販路拡大

福岡県 山の壽酒造株式会社 1290001052085 インナービューティを目指す方への、酒粕パウダー・葛甘酒のＰＲ

福岡県 ラケットショップなかま － ストリンギングマシン導入によるテニス分野への新規参入

福岡県 武友工房 － ストーブガードの売上拡大と名入れ販売の強化

福岡県 新川桂株式会社 6290001047279 個人向け布団再生サービスのチラシ配布で、新しい売上をつくる。

福岡県 株式会社クースプレディン 2290801025644 韓国籍人材向け就活講座＠福岡の立ち上げ

福岡県 株式会社フカノ楽器店 2290001002171 ホームページ刷新とシステム構築で新規お客様の５０％増を狙う

福岡県 株式会社ＣＡＲＮＩ　ＣＥＲＩＡ 5290801013571 加工場を改装による小売店舗による販路開拓

福岡県 株式会社福岡こどもクラブ 7290001009930 「一年生になったら♪　（小学校体験講座）」の実施

福岡県 エアーテック株式会社 6290801005139 知られざるオンリーワン企業を目指し、新たな情報発信力への挑戦

福岡県 株式会社ネクストクリエイション 4290801021014 会わなくても大丈夫、オンラインでのアイデア創出ワークショップ

福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 洗車・下地処理に特化した専用設備導入による販路開拓

福岡県 クラウドビット合同会社 9290003007179 クラウド型顧客管理システムの販路拡大

福岡県 リールデボラ － 色彩感覚を活かしたインスタでフラワーアレンジメントの販路拡大

福岡県 こころからだあんしんラボ株式会社 4290001073483 新商品ヘアケアプロダクトの開発・販促・ＰＲ

福岡県 株式会社トラベルオンザロード 3290001040328 団体旅行集客増進を目指し受注拡大を目的とした取り組み二点

福岡県 心理カウンセリングルーム　心の扉 － 匿名性を確保し安心して相談できる新サービスによる販路拡大

福岡県 有限会社古賀商会 2290002053296 お守り作成販売と「ＦＰコード」活用の新事業による障がい者雇用確保

福岡県 株式会社ＴＥＮ－ＮＡＮＤＡ 6290001087234 上海ミシュラン監修の「大壺春の焼き小龍包」ＥＣサイト導入！

福岡県 株式会社フリーランス 8290001077002 「測れるクラウドビジョンシート（仮）」開発とその販路開拓

福岡県 メディカルセゾン － 自社ホームページ開設し販路開拓を行い商品の売上アップを行う

福岡県 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ － フィットネスの多様なニーズに対応するクラスレッスンの展開

福岡県 リノス株式会社 4290001083508 新規・既存のお客様、物販を購入したいお客様に向けたホームページの開設

福岡県 ダンススクールｅｓ － ダンススクールｅｓの事業拡大

福岡県 株式会社ＰＡＲＡ－ＤＥＳＩＧＮＬＡＢ 3290001066075 保有高級銘木材を活用した家具プロダクトの新商品開発と販路開拓

福岡県 有限会社壱八通商 4011002021509 同業他社が目を付けない屋根工事に特化した営業活動の取り組み
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福岡県 ジバイ行政書士事務所 － 外国人、離婚、交通事故関連業務に特化した販路開拓

福岡県 ｇｌａｃｉｅｒ　ＡＬＩＣＥ － 人材不足と地域貢献に挑戦し九州地方で新たな販路拡大

福岡県 株式会社一雅 4290001086072 リスティング広告による売上及び事業拡大

福岡県 有限会社三和綜合食品 7290002045537 メーカー等からのパッカー作業受注による新たな売上アップ

福岡県 ミナトオートモービル － ホームページを通じた独自仕様のキッチンカーの販路開拓

福岡県 つなぐ薬局 － インターネットとモノの融合による販路開拓と健康改善

福岡県 株式会社輪人 3290001065845 移動困難な方たち及び企業向けに癒し空間でのパソコンスクールの提供

福岡県 株式会社マーケティングサポート 7290001063663
海外留学生保険契約をふやす為に、協力企業と協働で留学促進イベントを
行い見込み客の

福岡県 有限会社ファインライフ 290802012078 人と人をつなぐ、雑誌から広げる拘りの自社ブランドと注文住宅

福岡県 グローリープラン株式会社 8290001052822 日本最大の国際福祉機器展（ＨＣＲ）への出展による認知向上

福岡県 Ｍｉｎｄ　Ｂｏｄｙ　Ｓｐｉｒｉｔ － 新規ダイエットメニューの提供と周知による販路拡大

福岡県 ネクスト株式会社 2290001073782 Ｉｏｔデジタルサイネージによる技術と商品アピールで販路開拓

福岡県 合同会社生活道具 3290003006888 地元企業をつなぐデザイン商品の開発及びブランド化

福岡県 ＭＩＮＤ　ＢＯＤＹ　Ｋｏｍｏｒｅｂｉ － ホルミシスクリーム利用者及び臨床色彩心理療法受講生の販路開拓

福岡県 ＰＬＡＴＩＮＵＭ　ＶＩＰ － 商標登録済み水上オートバイ向けスピーカーの地道な販路拡大

福岡県 株式会社アイエイシーアカデミー 7290001044606
オンラインで航空券を購入するように、自分で留学手続きを簡単にできるオン
ライン留学

福岡県 ＭＨＣＦ株式会社 7290801024534 オンライン服薬指導の体制整備と社内業務効率化

福岡県 里庵建築社 － 新規顧客獲得のための屋外看板製作

福岡県 株式会社ＫＵＫＵＮＡ 2290001061374 感染防止による経営安定化促進事業

福岡県 Ｄａｍｅ　Ｎａｔｕｒｅ －
福岡県では弊社だけが行う低温スチーミング工程によるオーガニック食品の
販路拡大

福岡県 九州製茶株式会社 7290801015203 茶専門店によるスウィーツ販売で取組む茶の魅力ＰＲと販路開拓

福岡県 行政書士佐藤智代法務事務所 － ビザ取得申請代行業務、ホームページ改良・追加作成

福岡県 株式会社モーゼ 7290001001826 ホームページとＳＮＳによる新規顧客の獲得と信頼構築事業

福岡県 トラットリア　アルティジャーノ － 最先端アプリの導入で少人数制ディナー利用の販路開拓事業

福岡県 株式会社ＦＩＲＳＴ 4290001040211 飲食店舗向けのオフィシャルＨＰシステム開発

福岡県 よっていかんね － デリバリー・インターネット等を利用した販売拡大計画

福岡県 マウンテンブック合同会社 9290803003360 ３６の栄養素を１食で摂れる朝食クッキーＧＯＨＡＮの販路開拓

福岡県 焼酎Ｂａｒ　Ｍｉｎｔ － 広報活動等の強化による集客力の向上

福岡県 株式会社重松印刷 6290001001384 Ｗｅｂ制作事業の販路拡大を通じた経営力強化

福岡県 株式会社ＪＳＨ 290801022447 ソラリアステージ店でのテイクアウト売上増のための店舗改装工事

福岡県 株式会社ＹＳ’ＯＰ 3290001067049 企業認知を高め、業務を効率化し、顧客からの受注増加をする

福岡県 Ａｎｄｙｏｕ．株式会社 5290001078705 広告で主成分を認知させ、当社商品を活用した免疫力アップを訴求

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ 1290801019399 求められるエステサロン像を構築し、共に伸びるための販路開拓

福岡県 ｅ－ＬＩＦＥ　ｍａｒｋｅｔ福岡本店 － ワイングッズ「エアレーター」の新規販売と認知施策

福岡県 株式会社ブラックハンド 1290801019804 新規問合せと既存顧客満足度向上のための自社ホームページ更新

福岡県 まぐろやしのちゃん － 電子式冷蔵庫導入で常に高鮮度な鮪の提供とテイクアウト事業展開
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福岡県 株式会社ジェイココモ 7290001063333 『漆ハンガー』の販路拡大における販促ツールの制作

福岡県 －
リニューアルした酵素足湯を含めた新事業の商品開発を行い、販路拡大・新
規顧客獲得

福岡県 富士企画株式会社 7290001072243 団体客確保のための小部屋から大部屋への店舗改装

福岡県 整体サロン　ｎａｔｕｒａ － 動画による情報発信と商圏拡大によるホームページからの集客強化

福岡県 株式会社ピーアイエス 7290001072755 コロナにも対応、ウェブ集客の強化

福岡県 センデザイン株式会社 7290001074561 ストレスを減らし潤いをプラスする“癒し空間”提案事業

福岡県 ラシン株式会社 8290001071145 電話掛け業務を外部委託する事で、顧客層への電話掛け営業を行なう。

福岡県 オングリット株式会社 4290001080793 マルっと図面化の知名度向上・販路開拓の為展示会出展

福岡県 有限会社オレンジビーチ 1290002052217 新施設の口腔ケアサービスのＰＲとそれに伴う新規利用者の開拓

福岡県 中山朝日堂 － 新商品開発と広告戦略による新規顧客獲得と収益改善化事業

福岡県 株式会社エムエスコーポレーション 4290001011955 鉄筋ジャバラユニット工法の需要拡大を目指すＨＰ作成

福岡県 株式会社ミクトコーポレーション 1290002017120 看護師勤怠管理システム関連分野の開発案件受注を目指すＨＰ作成

福岡県 ディ・マネジメント株式会社 9290001070105 ダイバーシティ２．０の実現に向けた人事向け課題解決研究会事業

福岡県 小林造園建設株式会社 9290001013204 子育て世代へのエクステリアの重要性ＰＲと販路拡大事業

福岡県 金　龍成 － オープン記念のウェブサイト制作の広告・販路開拓

福岡県 インターアクト株式会社 8290001027865
２０２０年に発売予定の新しい文具製品に対する市場の動向や、顧客ニーズ
の聞き取り

福岡県 水風 － 日傘リメイク新商品の販売促進に向けた自社ＨＰリニューアル

福岡県 響ＪＡＰＡＮ株式会社 6290001084215 新開発「ＨＩＢＩＫＩ　ＭＡＸ」の日・中・英語のホームページ制作

福岡県 株式会社オリオサント 7290001052245 通販支払方法増とコロナによる輸入不安定で国産オリーブへ転換

福岡県 株式会社田中食材 6300001000780 イラストを用いた営業ツールパンフレットの作成

福岡県 有限会社サンジュエリー 1290002049089 ブライダルジュエリーにおける新規顧客の獲得事業

福岡県 株式会社富士情報デザイン 2290001010190 オーダーメイド宅配ボックスの商品開発と販路開拓

福岡県 株式会社かなゆに 7290801012712 門司港レトロ地区におけるドローン空撮事業

福岡県 株式会社ＪｉＨＡＮ 7290001065016
ホームページのリニューアル、Ｗｅｂ広告、購買者用の決済アプリの開発によ
る販路開拓

福岡県 庵ヘアー合同会社 3290003008703 ＨＰと立体看板作成による認知度、信頼度向上計画

福岡県 齋藤経営相談事務所 － 広告宣伝物作成による認知度、信頼度向上計画

福岡県 飯屋　楽 － 新規顧客の獲得のための看板設置と周辺施設へのチラシ設置・配布

福岡県 株式会社あま・てらす 5290001075537 愛犬用すっぽんサプリメントの販売　商品名：すっぽんだわん

福岡県 株式会社ＡＲＣＨＩ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 7290001084271 ターゲット顧客のリサーチ強化と認知度アップ

福岡県
Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ・Ｈｏｍｅｔｏｗｎ・Ｓｐｏｒｔｓ株式
会社

5290001056850 福岡を代表するスポーツ事業会社の基礎を築く新たな販路拡大へ！

福岡県 ホーライ － ★ホーライの在宅ワークサポート★

福岡県 株式会社ＤＡＮ 4290001063377 お客様が楽になる新しい外国人受入ツールの提供による販路拡大

福岡県 味の番頭　田蔵 － 「地元×甘酒×サスティナブル」ほっとひと息あまざけカフェ開店

福岡県 株式会社カリスクリエイト 7290001072499
３Ｄ－ＣＡＤと３Ｄプリンターを使用したデジタルジュエリー事業　手に取って伝
える

福岡県 株式会社Ｎｅｘｔ　ＳＴＡＹ 4290001082170 ホームページ作成

福岡県 有限会社ＢＡＭＢＯＯ 1290002050641 新規キャンペーンによる会員の獲得
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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

福岡県 ろじ屋 － 箱崎新名物「明太たまごサンド」のＳＮＳ販促で箱崎活性化

福岡県 森下労働法務事務所 － 事務所の強みを前面に出したＷＥＢサイト作成による顧客拡大

福岡県 株式会社ＴＦＫ 1290001027104 中小企業で求められる情報セキュリティ対策への対応支援

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

福岡県 セルコム株式会社 7290001014212 新製品の開発による販路拡大

福岡県 株式会社就面 7290001057145 福岡市内限定「営業社員の定着専門研修」Ｗｅｂページ・ＤＭ戦略

福岡県 株式会社ＰａｒａＬｕｘ 5290801026004 ＢＲＡＰＬＡ認知のための各種広告宣伝や広報活動

福岡県 アールウェディング株式会社 7290801022851 【全国４７都道府県】結婚式ｄｅふるさと絆プロジェクトの展開

福岡県 行政書士アフィニティ法務事務所 － 建設業者のための建設キャリアアップシステム代行申請

福岡県 株式会社美和 5290001035012 ニットのスペシャリストとして周知し縁を繋ぎ売上拡大を図る事業

福岡県 アンドナイン － ＨＰリニューアルによるサービス体系の周知で顧客増加を狙う。

福岡県 合同会社ハピフューズ 7310003003053 ホームページとチラシ、実店舗による新規顧客の獲得事業

福岡県 ＮＯＢ　ＤＡＴＡ株式会社 1290001082842 分析パッケージ商品の開発とＷｅｂサイトを用いた販促活動事業

福岡県 株式会社ティ・ティ・エヌ 290001052007 有名ユーチューバーの起用と高品質記事作成サービスの導入

福岡県 クリーンアップフジカワ － 新規顧客獲得誘導システムを利用したメンテナンス販路拡大。

福岡県 いち和株式会社 8290801013288 コロナを超えて目指せ百年！老舗割烹旅館の仕出しと商品販売強化

福岡県 合同会社ポルト 290803003151 名前入りのグッズを販売するお店「ＯＨ！ＮＡＭＡＥＹＡ」

福岡県 江藤　圭 － 自主制作番組リニューアル化のためのコラボグッズ販売事業

福岡県 アールモード － セミオーダー着物ドレスの開発と新規販売ルートの開拓

福岡県 ココネイル － スクール事業の拡大により、人的資源確保もできる販路開拓

福岡県 生活の樹 － チラシＨＰで自宅から出られないマッサージ利用者へのアピール

福岡県 パーソナル鍼灸Ｐｉｎｔ － 歯のセルフホワイトニング事業の開始

福岡県 株式会社プランＢ 290001029499 糸島ツリーハウスプロジェクトのブランディングおよび広告、集客

福岡県 そらとうみ － 地域にお住いの方の身体と心を健康に！

福岡県 株式会社ＩＷ 4290001080991 生産者とつなぐ”まち”の定期便サービス「Ｈａｎｄｓ－ｏｎ　Ｌｏｃａｌ」

福岡県 ＴＵＮＡＧ株式会社 9290001074568 「今日が残りの人生の最初の日プロジェクト」

福岡県 ｈｏｕｓｅｋｅｅｐｉｎｇＣＲＥＡ － 家事代行サービスの認知度を上げ、もっと利用しやすくする。

福岡県 Ｇ＆Ｈ食品株式会社 5290001083143 店舗の空席時間対策と商品化の販促経路確保

福岡県 株式会社キミヱ 9290001055378 ＨＰ・ＳＮＳを活用した女性目線設計の建売住宅の新規顧客獲得

福岡県 有限会社神崎 1290802007270 ３店舗の差別化・同時ＰＲによる訴求力向上・販路拡大事業

福岡県 チル・ジャパン株式会社 8290001056864 常設店舗開設に向けたテスト出店の取り組み

福岡県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｎｏｌｌａ － ｎｏｌｌａが好き！個展と展示会で手作りアクセサリーファン開拓

福岡県 あきほ整骨院 － 高齢者向けパーソナルジムを開設することによる販路開拓事業

福岡県 クエスリート － 優良ブランド商品導入による新規顧客獲得の販促展開

福岡県 株式会社福山組 2290801010480 販路拡大に繋がるＩＴやパンフレットの「可視化」を通じての広報

福岡県 ｓａｌｏｎ　Ｂｏｎｊｏｕｒ！ － 自動ドライヤー導入とチラシ配布による販路拡大
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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１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 オーナーズスタイル福岡株式会社 290001082203 宅配ボックスレンタル事業の販路拡大

福岡県 株式会社ライトスタッフ 3290001025931 博多駅近！ファッションアパレルの専門家が開催する刺繍教室

福岡県 花処花道 － ネットショップ開設及びチョコレート販売のＰＲ

福岡県 株式会社ＭＩＫＩ・ファニット 7290001033328
シニアの笑顔と健康を応援するコンテンツの制作と提供～　人生１００年バー
チャル仲

福岡県 Ｖｉｔａ　Ｄｅｓｉｇｎ － 集客力向上に向けたホームページリニューアル

福岡県 ＳｉｉＮａｉｌＤｅｓｉｇｎ － ネイル業界に新風！クリーンアップとイメージ統一によるブランド確立

福岡県 赤坂メトロ － ・フランス伝統焼菓子「カヌレ」のテイクアウトショップ事業

福岡県 コルダムジカ － ♪みんな笑顔で、体幹力向上ができるバランスボードとクッションの普及

福岡県 Ｃｏｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ － 『Ｇｏ！縁ガール』のブランド立ちあげ、営業展開による会員数拡大。

福岡県 フェイトブリッジ － 建設業向けＷＥＢマーケティングパートナーパッケージ

福岡県 有限会社Ｄ－ＦＲＩＥＮＤＳ 9290002052498 カーエアコン整備機械の導入による販路開拓

福岡県 Ｃｌａｓｔ株式会社 7290001063705 店舗の新規顧客獲得と生産性向上事業

福岡県 株式会社ＳＡＫＵ 6290801021821 グルテンフリー食品の自家消費拡大を図るためのネット通販の強化

福岡県 Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏｏｍ － 新店舗出店に伴う広報広告による新規顧客の開拓

福岡県 株式会社三角形 3290801021196 テイクアウト惣菜の販路拡大の取り組み

福岡県 株式会社ユニティクス 2290001042259 特許技術！遠隔監視システムの販路拡大Ｖｅｒ．２

福岡県 株式会社松岡祐作デザインオフィス 8290001058381
宅建業・建設業の許認可追加取得を活かしての前述した４つの新規参入
サービスのＰＲ

福岡県 井尻食糧販売企業組合 4290005002637 安い・美味いを両立するオリジナル米のネット展開によるブランド化

福岡県 株式会社ステッチ 6180301021738 商業出版を通じた、認知度の拡大

福岡県 有限会社とみおかや 8290802004410 とみおかや自社ホームページ作成

福岡県 株式会社Ｗａｆｅｌ 5290801024684 イベント開催に係る動画配信サービス提供システムの構築・提供

福岡県 ちえのわ － 世界でたったひとつ自分でつくる家系図ワークショップの広報活動

福岡県 株式会社フレンド・シップ 6290801012779 キッズマネースクール「おうちの買い方相談室」の実施

福岡県 株式会社ケーズプラン 2290001075837 外国人雇用の認知度向上のためＬＰ・パンフ制作での新規顧客獲得

福岡県 ＣＨＯＩＣＥ － ブランディング強化と集客媒体を増やすためのホームページ作成

福岡県 ＰＵＲＡ　ＶＩＤＡ － 集客力アップのためのＬＰ制作とウェブ広告戦略事業

福岡県 合同会社Ｊｏｂｕｚｕ 3290003008942 ブランディング強化と集客媒体を増やすためのホームページ作成

福岡県 Ｗｏｒｌｄ　Ｌｉｎｋｓ株式会社 3290001064756 ブランディング強化と集客媒体を増やすためのホームページ作成

福岡県 炭焼庵とりこ － ＬＩＮＥアプリを利用した集客ツールの制作

福岡県 焼き鳥炊き鳥せい家 － ＬＩＮＥアプリを利用した集客ツールの制作

福岡県 株式会社ＥＧＦ 3290001085133 新サプリのデザイン開発，化粧品開発および広告宣伝動画作成

福岡県 株式会社ブループラネットツアー 5290001060654 高齢者メイン南極パンフレット制作及びウェブ広告集客強化事業

福岡県 ＮＯＮ－ＮＯＮプラス － 博多の女性に１番愛されるサロンプロジェクト

福岡県 株式会社ａｎｄＧＡＬＬＥＲＹ 6290001083943 「おっぱい展」のレンタルパッケージ化による新たな販路拡大

福岡県 有限会社ヴァルハラ 1290002029669

福岡県 株式会社スリーセンス 2290001057570 古民家風倉庫を改装した家具の展示場兼小売店舗オープンによる売上向上
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福岡県 株式会社西日本通商 3290001065655 企業認知を高め、業務を効率化し、顧客からの受注増加をする

福岡県 株式会社ドロップ 290001081124 家庭でプロの味・新鮮食材の万能ドレッシングの販売

福岡県 豆腐工房ぬくもり畑 － 新商品「ぱんに塗る豆腐～パテトフ」の販路拡大

福岡県 株式会社ＢｅａｕｔｙＧｙｍ 5290001081972 イメージモデルとサービス動画を活用した新規顧客の獲得計画

福岡県 株式会社クリエイティブ 9290801022643 ミシュラン一つ星料理人監修・無添加アイスケーキの開発

佐賀県 有限会社中島商店 2300002006830 営業に特化したルートマン作りのための生産性向上と組織作り

佐賀県 Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ山口 － インバウンド集客を狙う店舗改装事業

佐賀県 株式会社国広オートサービス 3300001011418 洗車機を導入し、新規顧客の獲得と顧客満足度の向上

佐賀県 菓子工房ｍｏｇｕ． － 作業スペースの拡充による製造体制の安定化と新たな販路開拓

佐賀県 伊万里菓舗　うちだ － オーダーケーキ受注ショッピングサイト構築による販路開拓

佐賀県 スーパー中村 － オリジナル販促品デザイン及び商品売場づくりによる新規顧客獲得

佐賀県 わかちあうくらし　ばばさんち － 健康人口アップで地域にこにこ計画事業

佐賀県 株式会社田清窯 7300001005762 女性目線での商品提案と管理ソフトを取り入れた新しい発信

佐賀県 Ｍａｋｅ＆Ｓｐａｃｅ － オンライン英会話のホームページ作成と予約管理システムの構築

佐賀県 株式会社グラッパ 3300001008257 広告投下による福岡からの顧客獲得事業

佐賀県 鳥栖卓球センター － 建物改装による顧客満足度向上と安全性確保

佐賀県 ＢＥ－ＨＯ － 商品特徴や施工ノウハウが一目で分かるウェブサイトで販路開拓

佐賀県 炉ばた焼ぽん太 － グルメが唸るメニューを年配の方も椅子席で呑んで喰って楽しく

佐賀県 株式会社大慶 4300001005831 オリジナル商品を主としたネット販売システムの構築と販路開拓

佐賀県 有限会社吉田陶芸 1300002008497 自社商品「花陶硯」ＰＲのためのカタログ等販促物作成

佐賀県 株式会社辻信祥堂 1300001005850 洋食器の商品開発による販路拡大事業

佐賀県 有限会社源氣 7300002008806 成長期にスポーツをする中高生のための施設づくりで販路拡大

佐賀県 器とデザイン － 磁器アクセサリー「ＤＩＳＴＯＲＴＥＤ」の制作・販路開拓

佐賀県 株式会社中山陶和堂 7300001005779 営業活動多角化の為の基盤整備事業

佐賀県 天馬堂 － 白磁彩菓　新商品投入とネット環境の整備

佐賀県 惣菜と弁当万惣　兵庫店 － 純手作り弁当のストーリーを伝える店舗内外装のリニューアル

佐賀県 株式会社サブローグループ 1300001010157 店舗入口部分のリニューアルによる集客アップに向けた取り組み

佐賀県 株式会社オヤモコモ 1300001011394 オリジナルベビー用品レンタル＆リユース事業

佐賀県 九州豊穣倶楽部株式会社 5300001011523 「熟成黒にんにく」の加工食品開発、及び販路開拓事業

佐賀県 食処楠亭 － 食処楠亭の人気ランチメニューのテイクアウトで販路拡大

佐賀県 株式会社グリーテクノ２１ 9300001003863 卵殻リサイクル認知度強化と新規開拓に向けた動画作成

佐賀県 株式会社プレアデス 1300001007079 レトルトカレーの生産性向上による販売数の増加を目指す

佐賀県 伊万里　二神 － 店舗リニューアルでメンズ＆ヤングミセス客獲得による販路開拓

佐賀県 ＧＥＮ　ＳＴＥＥＬ　ＢＵＩＬＤ株式会社 8300001009044 サイトリニューアル等による新規顧客の獲得・新たな売上の創出

長崎県 松下俊彦土地家屋調査士事務所 － 世界最速の光学式機械導入で現場作業の半自動化により販路開拓

長崎県 株式会社ライトニング五島 8310000101246 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
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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１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 株式会社ＡＳＴ 6310001016322 インスタホームページによる集客導線を最適化した販路開拓

長崎県 有限会社ＫＩＹＯＫＡ 8310002004588 ブライダル引き菓子需要に応えるための生産性向上と販路開拓

長崎県 フラワーショップ風花 － ネット注文に対応する自社サイト作成等による販路開拓

長崎県 右近商店 － 安心安全を伝える機器導入で業務効率化と販路開拓

長崎県 合資会社山之内時計眼鏡店 5310003002040 「デジタルジュエリー」を活用したオリジナルジュエリーの提案事業

長崎県 みやだデザイン合同会社 8310003002830 ロボットを活用したプログラミング塾の拡大事業

長崎県 株式会社ＭＡＲＵ 5310001016042
出張ストリングサービス・インソール器具導入・ホームページ作成による販路
開拓。

長崎県 有限会社ヤマサ水産 7310002012757 『長崎県産の伊勢海老ととらふぐを全国のみなさんに食べてもらいたい』

長崎県 キャリー企画 － 地方の課題解決と販路拡大に資するウェブサイトの構築

長崎県 有限会社ロッキー 2310002006160 オーダーシステム導入による新型コロナウィルスの影響の克服

長崎県 Ｍｉｎｅｒｖａ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 5310001015894 ホームページを活用した当社のコンサルティング部門の全国展開

長崎県 岩崎蒲鉾株式会社 6310001000177 社内受注システムのクラウド化による当社のネット市場の刷新

長崎県 株式会社ＥＸ 5310001015399 健康と美の価値を伝える販路開拓策

長崎県 株式会社ファインライフ 310001009180
「フルボ酸」浄化剤（ファイン・フルボ）による生簀、養殖池の水の浄化　　（活
魚卸

長崎県 株式会社アシュリー 4310001003652 海外工場との連携とネット販売システム導入の効果による販路拡大

長崎県 デジマグラフ株式会社 1310001015130 新期受注開拓のための「ブランディングデザイン展」開催

長崎県 Ｋｕｕ株式会社 9310001014439 「メンタルヘルス新規事業立ち上げにかかるプランディング・ＰＲ事業」

長崎県 株式会社ＺＡＩＳＯＮ 7310001015307 団体旅行客誘致による西海国立公園ＰＲと旅行会社の販路開拓

長崎県 Ａｉ国際医療研究所 －
外国人向けＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＷＥＬＬＮＥＳＳおよび英語対応可能店マップ及び連
動サ

長崎県 株式会社上野養豚 2310001013678 消費者直販のための未利用部位の商品化・ブランディング戦略事業

長崎県 有限会社ヤマニ 4310002005870 業界初！今までなかったから作りました。オシャレな介護肌着。

長崎県 地酒屋いわさ － 「地酒と囲炉裏でほっこりと寛げる」団体客向け店舗改装

長崎県 富陽建設株式会社 3310001008132 ＩＣＴ技術と創業７０年の経験実績の融合により受注量拡大を目指す

長崎県 株式会社ムラヤマ 9310001008184 高性能に特化したポータルサイト「すみやす家」への加盟

長崎県 松尾農園 － ご当地グルメ「アジフライサンドイッチ」のテイクアウトを開始！

長崎県 桑原酒店 － 「オリジナルお酒のギフトショップ」に向けた玄関及び店舗改装

長崎県 赤坂行政書士事務所 － 産業廃棄物許可の専門特化型サイト制作による販路拡大

長崎県 株式会社新栄建設 2310001009627 解体から新築まで。ブランディングとホームページで新規顧客獲得

長崎県 アース建築株式会社 1310001014677 先進的な営業ツール作成で新規見込客獲得

長崎県 株式会社ハピネス・倶楽部 2310001009602 会員制葬祭情報集約サイトの作成で顧客利便性向上・販路開拓

長崎県 株式会社ｉｔｏｑ 3310001016291 ＳＥＳ業界向けクラウドサービスの展開

長崎県 株式会社藤田チェリー豆総本店 3310001009700 工場見学サービスで新規ファン顧客獲得

長崎県 シビルサポート － ＩＣＴ斜面掘削事業の販路拡大

長崎県 みのるＣａｆｅ － 佐世保の夏の№１スイーツを目指す、佐世保カキ氷をつくる

長崎県 株式会社Ｓ・Ｄ 4310001013107 一般個人の施主、公共工事請負拡大！自社ホームページ作成事業

長崎県 株式会社モリ・ジュク 1310001006344 夏期広告の製作とホームページの更新・強化

8 / 17 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１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 佐藤製麺所 － 製麺工場の見せるショールーム化による新規顧客獲得事業

長崎県 東亜物産株式会社 7310001001208 長崎県産煮干の新商品開発及びネットでのＰＲと通販による販路拡大

長崎県 総合電機株式会社 3310001000948 ホームページリニューアルで省エネ・エネルギー事業新規受注アップ！

長崎県 有限会社カーショップヒガシ 8310002017144 大型タイヤ交換サービスによるタイヤ用品拡販で顧客満足度アップ

熊本県 株式会社ショクパル 2330001023304 在庫処分（在庫一掃）マーケットプレイス事業

熊本県 ｇｉｎｇｉｌａ － 熊本県産野菜満載のオードブルサービスに係る予約サイト作成

熊本県 有限会社Ｂｉｚ　Ａｓｓｉｓｔ 4330002013582 得意分野を活かした新商品開発・プロモーションと業務効率化

熊本県 株式会社クラブハウスエステート 4330001007354 高性能リノベーションハウス完成見学会の告知及び販路開拓

熊本県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＣＨＩＣ － ホームページ作成と自動シャンプーよる開拓事業

熊本県 あっとホームプラス有限会社 2330002000888 自社の魅力を発信するためのホームページ作成による販路開拓

熊本県 Ａｇｅ　Ｗｅｌｌ － 光脱毛でお肌を綺麗に！単価アップと新規顧客へのアピール！

熊本県 有限会社日本料理原口 5330002008004 伝統野菜素材のアイス商品化による客単価ＵＰと新規顧客開拓事業

熊本県 バレエスクール・エクラン － 新床材の導入により同業他社との差別化を実現する

熊本県 板前炉端　いた炉 － 地元有名グルメ雑誌に掲載し、団体客獲得のためのＰＲ事業

熊本県 有限会社マクロン 7330002012532 ＥＣサイトへの出店により販路拡大と顧客の固定化を強化する

熊本県 株式会社Ｆａｌｃｏ 5330001024778 「自社のブランディングによる販売力のアップを図る」

熊本県 スタイルダンスセンター － 年齢層を絞りチラシ折り込み、ＳＮＳでの認知度ＵＰする為の改装

熊本県 Ｅ・Ｉ・Ｃ －
ＲＹＴ２００取得クラス開講における準備・集客と卒業生が使用できるマッチン
グサイト

熊本県 シホサンフラワー －
オリジナルカラーデザイン商品のサンプル開発、販路拡大に向けてのカタロ
グデータ制作

熊本県 Ｂａｎａｎａｎ － 熊本県産の牛乳を使ったバナナジュースで販路開拓

熊本県 古閑公士行政書士事務所 － 「円満な相続の実現」に向けた支援サービスの販路開拓

熊本県 株式会社ＲＥＳＴＡＲＴ 6330001001157 ヘッドスパ等の本格参入による差別化と認知度向上事業

熊本県 フットケアサロンＬａＶｉｅ＋ － 足元から健康推進！市民ランナーの悩み解消プロジェクト

熊本県 Ｙｅｓ　コーポレーション有限会社 1330002013800 つゆいなり・穴子寿司・自社ドレッシングの販路開拓、拡大

熊本県 ものがたりＪＡＰＡＮ株式会社 4300001017452
出前サービスによる買い物弱者対策及び新型コロナウイルス感染症対策事
業

熊本県 株式会社火の国 3330001003940 コロナ対策配達サービス＆行事毎によるお子様連れ新規開拓と集客

熊本県 有限会社パワーズ 6330002008449 「お燗酒の充実」と「蔵元を交えた酒の会」を活用した販路開拓

熊本県 有限会社ニシキノ 9330002015491 「夢シート」配布による認知度向上及び販路開拓

熊本県 株式会社Ｃｒａｎｅ 7330001022516 任意売却情報配信事業

熊本県 株式会社さだめ 7330001023200 店舗内に複数のデリバリー専門店を作り、経営効率をあげる

熊本県 社労士法人トゥルーワークス 7330005009690 テレワーク導入のためのパッケージ商品の開発及び販売

熊本県 合名会社北川天明堂 330003001059 ＨＰによる販売強化と新商品開発、喫茶周知による新規顧客獲得事業

熊本県 合同会社モッコース・ジャパン 9330003002142 ＣＶ獲得特化型ＬＰ制作及びチャットボット導入による販路開拓事業

熊本県 株式会社ＲＯＣＣＡ 4330003006370 新型コロナに負けるな！持ち帰り・デリバリーサービスの提供開始

熊本県 合同会社バランスモータース 2330003007684 キッチンカー販路開拓のためのデモカー製作運用

熊本県 株式会社ロフトネットワーク 9330001023306 魅せるホームページ開設による信用度向上プロモーション事業
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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１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 株式会社シン・空間研究所 9330001006351 ホームページ刷新を中心とした新たな顧客の開拓

熊本県 矢野　健太郎 － 飲食店集客、販路開拓代行事業

熊本県 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ合同会社 2330003005085 有名老舗レストラン×リーディング生産者のコラボ商品作り事業

熊本県 株式会社ＣＯＺＹ 7330002015592 新たな販路拡大に向けた情報発信事業

熊本県 合同会社Ｍａｇｎｉｆｉｑｕｅ 5330003007566 お店もお客様も大満足～ＫＩＪＩＹＡのこだわりの味を家庭でも～

熊本県
ＨＡＰＰＹＣＬＯＳＥＴ　＆　ＷＡＳＡＭＯＮ　Ｈ
ＯＳＴＥＬ

－ 衣料品販売から飲食提供による事業の拡大

熊本県 上高橋オステオパシー整体院 － 紹介向けパンフレットの開発と販路開拓

熊本県 安本臓器有限会社 7330002010791 直販売顧客増加のためのＷｅｂサイト構築事業

熊本県 株式会社山川塾 5330001019530 安心して通える、自立学習・地域密着学習塾の顧客獲得事業

熊本県 行政書士塩永健太郎事務所 － 事務所宣伝動画作成による販路開拓及びイメージアップ計画

熊本県 オフィス的場 － ＩＴ等の活用による広報及びブランディング戦略による販路開拓事業

熊本県 株式会社野村剛不動産 8330001027150 新規案件獲得のための販促物の作成

熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605 ＳＮＳ媒体による新規顧客獲得と人時生産性アップの為の先端設備導入

熊本県 天神整骨院 － 外出自粛で運動不足による体調不良の高齢者に対する地域包括ケア

熊本県 松本園芸農場 － ホームページ開設による新規顧客の獲得と販売単価の安定化

熊本県 有限会社道田自動車サービスセンター 5330002026402 プッシュ型広告での新規顧客開拓と営業力強化事業

熊本県 株式会社ＲＯＮＧ－Ｔａｉ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6011001071354
感動をクリエイトする、新しいワンストップ・イベントプロデュース会社を熊本発
信で！

熊本県 有限会社的石商店 7330002009784 ホームページの作成による販売形態増強と販路開拓

熊本県 アッシュ　エム － 雨天時に店頭商品を出し来店数を増やす為のシェード設置

熊本県 Ｐｅｒｓｅｐｈｏｎｅ － 【新メニュー開始に伴う認知度の向上および業務効率化の推進】

熊本県 有限会社オートリパイヤー・オカザキ 9330002025648 サテライトショップ事業

熊本県 坂本祐資税理士事務所 － 地域の若い創業者向け顧客開拓の為のスマホ対応ＷＥＢサイト構築

熊本県 ＳＡＴＯＤＡＩ（サトダイ） －
ＷＥＢサイトと営業用のチラシによる知名度のアップ・ＳＡＴＯＤＡＩブランドの確
立事

熊本県 有限会社ビッグサァン 4330002013285 従業員の生産性向上により顧客満足度向上

熊本県 株式会社バルサ堂 2330001021464 自社運営ショップの開設ならびにオリジナルブランドの販売

熊本県 ＯＮ　ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ － 売上向上と生産性向上のための事業

熊本県 オフィスサイカ －
予約・受注システム構築およびランディングページ制作における販路開拓事
業

熊本県 ＡＮＤ．Ｔｈａｉ株式会社 4330001025604 タイ古式マッサージとハーブサウナで高級リゾートのスパ体験促進事業

熊本県 エイジングケアサロン　Ｒｅ　ｍｉｎｅ － 店舗改装・新商品導入によるコロナウイルス不況克服事業

熊本県 株式会社さくら塗装 8330001025204
「カラーシミュレーションによる無料外壁色合わせサービス」による販路拡大
事業

熊本県
株式会社血栓トランスレーショナルリサー
チラボ

4330001026809 販路開拓の取り組み（ＨＰ作成等）と製品開発事業

熊本県 株式会社ブレイントラスト 4330001007180 子育て情報特化型情報サイトの構築ｊおよび周知

熊本県 株式会社セールスエンジ 8330001012053 水質改善の装置リユースレンタルサブスクサービスで販路開拓

熊本県 乳菓子屋株式会社 3330001024516 インターネット用動画制作とテレビＣＭ放送による新規顧客獲得

熊本県 ＢＥＨＩＮＤ　ＴＨＥ　ＣＵＲＴＡＩＮ － 低周波ヘッドスパサービス導入による顧客満足度及び客単価の向上

熊本県 三角　由美子 － 人と人をコトバで繋ぎ、新たな価値を創造する執筆代行・出版事業
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熊本県 株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｇａｉｎ 2330001027049 地域特色を活かした交流人口増加型スポーツイベント企画創造事業

熊本県 株式会社陽果物産 2330001020672 コロナウイルス対策とホームページと連動した新事業の構築

熊本県 株式会社Ｋ＆Ｋ 4330001021883 リラクゼーションルームの活用による新たなる販路拡大事業

熊本県 株式会社エルブセゾン 5330001024852 ハーブティーで子育て応援！免疫力アップブレンドの開発

熊本県 レストラン　タイガーマン － ワインサーバー導入による新規顧客の獲得及び食品ロスの削減

熊本県 株式会社大地 6330001027053 「豚まん専門店」という新食文化を熊本に浸透させる為の広報展開

熊本県 トータルリペアｅｃｏサポート － 認知度向上と販路開拓のためのホームページ制作

熊本県 ＰＨＯＴＯ　ＣＡＭＥＲＲＹ － 中級者向けカメラ教室の教材制作および案内チラシ制作

熊本県 合同会社Ｎｐｌｕｓ 330003006738 ホームページとＰＲ映像の制作による販路開拓とブランディング

熊本県 株式会社トリコロール 8330001021632 ポップアップショップとネット販売強化

熊本県 有限会社アルファ 6330002000579 スマホサイトと紙媒体による複合的告知・集客システムの構築

熊本県 奥乃屋 － インターネット販売及びＷＥＢ広告の活用による販路拡大事業

熊本県 キャリア教育プラザ株式会社 3330001007784 オンライン授業（セミナー等）展開における販促

熊本県 Ｇｒａｎ　Ａｕｔｏ － 県内最速のスピード対応を実現するための設備導入と販路開拓事業

熊本県 西日本エレクトロニクス工業株式会社 8330001003614 無電解ニッケルめっきの生産性を向上させ、新たな販路開拓を目指す事業

熊本県 有限会社呉服の美都 6330002004101 東南アジア向け「きものレンタル」営業活動

熊本県 有限会社北村果実 2330002002595 安心感と美味しさを届ける真心プロジェクト

熊本県 ＴＨＥＥ　ＲＯＣＫ　ＣＡＳＴＬＥ － 看板設置とＨＰ開設による認知度ＵＰで新規顧客獲得を狙う

熊本県 株式会社ヘルメスリンク 4330001013476 インフレータブルカヤック　ＭａｒｉｎｅＳｐｅｅｄｅｒ　関連製品の販売促進事業

熊本県 洋食屋　Ｖａｎ－Ｓｕｎ － 洋食屋品質の弁当の開発・販売によるコロナ売上減対応

熊本県 オステリア　ダ・ルバクオーレ － 新規ＨＰ開設とチラシによる周知による売上拡大

熊本県 株式会社アクセント 2330001008775 成果にコミットするシステム提案型Ｗｅｂサイト構築事業

熊本県 車検本舗Ｒ３ － フリーペーパー広告掲載等による新サービスＰＲ事業

熊本県 フラッグス株式会社 3330001019482 「高性能な消臭・抗菌加工シート」の裁断設備整備による販路拡大事業

熊本県 株式会社Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 8330001008844 「破産・任意売却物件等の債務者」の支援事業

熊本県 ＳＴＹＬＩＳＨ　ＹＯＧＡ　ＲＯＯＭ　Ｐａｄｍａ － 第二の人生を豊かに！中年層の幸せな毎日を支えるヨガスタジオ

熊本県 ダイニングパパスアンドママス － 憩いの場へのリニューアルで集客アップ

熊本県 カンタービレ － ピアノ教室の営業強化に伴う販促展開事業

熊本県 Ｇｌｏｃａｌ　ＢＡＲ　Ｖｉｂｅｓ － 事業内容の多角化と更なる国際化による、経営基盤の強化

熊本県 株式会社くませれ 9330001024394 感染症予防にも役立つ！個室化によるプライベート空間の創出

熊本県 株式会社モジカ 6330001025619 成果の出るＷｅｂサイト制作及び運用支援事業

熊本県 株式会社住管理システム 5330001008541 訪問営業とセミナー開催による新規顧客獲得のためのカタログ作成事業

熊本県 雷ホルモン － 飲食からテイクアウト業へとリニューアル。一極集中で認知度向上

熊本県 有限会社九州ホールセール 8330002002929 顧客満足度向上のための営業体質・環境作り事業

熊本県 中華厨屯知 － 気の合う仲間や家族で楽しいお食事を味わえる快適空間の提供

熊本県 ｔｅｎｄｒｅ － 前向きに癌治療に取りくむ気持ちが出るシニア向けデザインの開発
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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１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 プレシャス － シニア応援！アロマで健康ライフサポートプロジェクト

熊本県 有限会社イズミコーポレーション 8330002000718 フリーペーパー、リーフレット、アナログツールでアクティブシニアの販路拡大

熊本県 株式会社東亜不動産 6330001020644 トランクルームの利用者獲得による販路拡大

熊本県 有限会社Ｍｉｃ　ＣＲＥＡＴＩＲＥ 4330002014267 購入者が安心できるまつげ育毛ラッシュアディクトの通信販売

熊本県 Ｋｅｉｔａ － パーソナルシェフで家庭をレストランに～イタリア惣菜とワインを日常に～

熊本県 ビジンサロンレクラ － オーラルケアで幅広い顧客層に健康促進－口腔ケアで未病提案－

熊本県 Ｎ－ｏｒａｎｇｅｔｔｅ － 廃棄ロス削減とオリジナル商品開発による新たな顧客と新規販路の開拓

熊本県 さくら結び － お客様とのコミュニティ形成で地域の課題解決へ挑戦する事業

熊本県 マリーズ工房 － ネットショップ強化！ヤフーショッピング作りで協力しあおう！

熊本県 株式会社熊本オーナーズ 4330001001357 新たな民泊サービスの構築による新規販路開拓

熊本県 荒木直平商店 － 地元事業所・農家と連携した地産地消に繋がるＳＧＤｓ収益化事業

熊本県 餃子のぶっちょう面 － 新業態でのリニューアルオープンに関する地域住民への広告宣伝

熊本県 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ － 動画コンテンツと遠隔指導サービスの実施で新規顧客倍増計画！

熊本県 株式会社ＮＩＪＩ＆Ｃｏ． 4330001017519 オリジナルデザイン書で世界にひとつだけの作品を！

熊本県 ＳＨＩＮ株式会社 4330001022312 「お持ち帰りメニュー共有サイト：よりごはん」の開発・販路拡大

熊本県 株式会社コムネットジャパン 3330001008956 防爆用無線機の専用Ｗｅｂサイト構築事業

熊本県 株式会社Ｅ 4330001022766 小規模生産者・メーカーの販売を直接支援するネット通販事業

熊本県 株式会社アルカ 1330001006061 おんぶ紐の使用方法をオンラインサポートし、販路開拓する事業

熊本県 株式会社ＲＡＤＡ 2330001021456 フェアトレード化粧品の開発と５Ｇ対応スマホサイトの構築

熊本県 株式会社猫紋 1330001026051 着物市場を悪循環から好循環へ転換

熊本県 株式会社ＩＤＥＡコーポレーション 7330001021162 サイトリニューアルで更なる認知＆集客拡大戦略による売上増加

熊本県 たつだ整骨院 － ＷＥＢサイトと院内配布物による新サービスの周知、健康促進事業

熊本県 株式会社あいだＤＥＳＩＧＮ 6330001021452 ＭＧ　研修（ＭＱ　戦略ゲーム）の集客力および収益性向上

熊本県 有限会社上三柑橘 5330002002295 房ごとまるごとドライフルーツみかんの商品化による廃棄ロス削減

熊本県 宮崎ハウジング － 地域の総合おまかせ業としての受注窓口業務

熊本県 ビザビ － ビストロ洋食店のテイクアウト商品開発と情報発信による顧客開拓

熊本県 ＥＶＩＳＵ － 多言語化広報ツール作成による地域内外観光客の獲得販路開拓事業

熊本県 ＧＹＡ－２９ － ゴルフシミュレーター導入による新規顧客獲得

熊本県 ＢＥＴＴＹ０１２ － 移動販売車による店舗認知度向上と経営の安定化事業

熊本県 炉端焼き　孝八 － ポン酢製造工程改善（業務効率化）による域外販路拡大事業

熊本県 悠斗窯 － 人吉の美しい磁器並べるギャラリーへようこそ！販売戦略事業

熊本県 唐揚げ専門店　とり福 － 女性客いらっしゃい！唐揚げ専門店のイメージアップ大作戦！

熊本県 ＩＮＳＣＡＰＥ － サイズ調整できるカーテン「スケープ」の新バリュータイプの商品開発と販売

熊本県 ファンツリー・マーケティング株式会社 6330001026360 「既存顧客ファン化セミナー」オンライン開催への集客・販促事業

熊本県 味さい食堂 － 照明付きの看板設置による夜間の集客強化・売上拡大

熊本県 株式会社Ｈｕｂ．ｃｒａｆｔ 330001024602 映像のライブ配信業務の内製化による生産性向上
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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１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 中川哲子デザイン室 － 中川哲子デザイン室ホームページ作成事業

熊本県 Ｃｒｅａｔｅ．Ｆ － 【楽♪育】楽をつくり体も脳も育む育自を広げようプロジェクト！

熊本県 一（はじめ） － 新鮮な食事の提供による、リピート率向上

熊本県 原田洋品店 － 菊池川流域日本遺産商品の「災害保存食」による事業承継促進事業

熊本県 青木設備 － 季節に応じた商品提供による売上の安定化とコロナ不況克服事業

熊本県 株式会社有明漁師海苔 6330001025800 有明海苔新ブランドのネット通販参入事業

熊本県 株式会社大夢 2330001019228 新規ＨＰ開設とチラシ、ＳＮＳによる周知による売上拡大

熊本県 ＢＡＣＫＷＯＯＤＳ － オリジナル商品製作によるショップブランディング強化

熊本県 和久 － 新規事業　懐石ケータリング（出張料理）事業の展開

熊本県 グローバルキッチンバンブーカフェ － 和洋食料理に合うくつろぎ空間演出と攻めのケータリング事業展開

熊本県 日和未来合同会社 1330003007603 ターゲットを広げる商品開発と店舗リニューアルで新規顧客獲得

熊本県 えがお整体院 － 広告媒体の有効活用で認知力拡大戦略で売上増加！

熊本県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｆｌｕｆｆ － ネイル新技術の習得・機械活用による新メニュー・サービス展開

熊本県 株式会社ティーステップ 7330001022540 イベント事業「低学年サッカー大会」の新規創設

熊本県 Ａｖａｎｉ － 熊本のオンリーワンブランドのオンラインショップ販売戦略

熊本県 Ｄｒａｍａｔｉｑｕｅ － 革とアクセサリーの融合　楽しい空間の演出による販路強化事業

熊本県 勝縁 － 熊本県産馬肉及び野菜を使った冷凍加工食品の製造販売事業

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 3330003002404 ６次産業を支援する化粧品開発とＷＥＢサイトの構築

熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111 バタフライピー農園の整備事業とコロナウイルス克服プロジェクト

熊本県 からあげ虎一 － 新たな商品及び提供方法導入による顧客のリピーター化と新規獲得

熊本県 有限会社アトム開発 6330002000406 オンラインスクール開校の為のシステム構築・改装工事による販路開拓事業

熊本県 エムスリー株式会社 7330001026483 新設する有料老人ホームの求人・入居者募集のサイト作成とＰＲ

熊本県 有限会社浩之勗 6330002015478 新商品開発に伴うギフトプラン構築と、海外取引のバリアフリー化

熊本県 ニシダ建装株式会社 8330001023182 インターネット及び折り込みチラシ配布による集客の拡大

熊本県 株式会社フジコーガク 3330001004055 顕微鏡用オリジナル付属部品製作のための加工機導入

熊本県 株式会社Ｎサイエンス 3330001006778 ＨＰ開設による「アンプルくん」「バイアルくん」ＰＲ、販路拡大事業

熊本県 合資会社緑屋本店 3330003004243 創業１１８年！人吉老舗の味噌醤油屋の情報発信による新規顧客開拓事業

熊本県 遊工房有限会社 9330002012159 革靴修理の技術を活用したスニーカーカスタムサービス展開事業

熊本県 水前寺　時雨 － 店内改装と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社ひまわり 8330001023546 新型コロナウイルスで冷え込む観光飲食業界向けのアクションプラン

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 4330002013566 高級ギフト向けのパッケージ製作と受注対応のための機械装置導入。

熊本県 中山大吉商店 － 餅製造の機械化による生産力向上と売上拡大

大分県 株式会社シンメトリカルコーポレーション 9320001016203 ホームページ開設で匠の技を猛アピール！！

大分県 株式会社ＰＬＵＳ　ＡＬＯＨＡ 2320001017100 地元タレント起用のＰＲ動画制作等インパクトのある各種広告活動

大分県 有限会社港屋 5320202000744 製造作業の機械化による品質向上・効率化とパック商材の開発

大分県 有限会社戸田自動車整備工場 1320202000681 タイヤ整備機器導入による生産性向上と広報強化による販路開拓
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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１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 広戸菓子舗 － 県産果実を活用した葛アイスキャンディの開発と製造・外販強化

大分県 Ｃｕｒｒｙ＆Ｓｐｉｃｅ青い鳥別府 － 別府レトルトカレーセット開発事業

大分県 ＢＡＲ　ｓｕｎｖｉｅｗ － 開閉式テント設置により雨天の影響を受けないテラスの利便性向上

大分県 ｇｏｇｏ － 店舗売場、業務スペースの拡張・改装　及び　ＥＣの拡充

大分県 ゆめカンパニー － 移動販売型ガチャガチャ「がちゃくる」による売上向上

大分県 有限会社せれくと 9320002003877 カーピカネット新商品『ドロップ』のＳＮＳ広告と検索連動型広告実施

大分県 シーテラスめるへん － 次世代に残す店舗づくりのための集客力向上と販路拡大事業

大分県 有限会社デイリー津久見 5320202000678 イートインの設置と駐車場整備による集客力向上と販路開拓

大分県 うすき八町整骨院 － コンビネーション刺激装置導入に伴う施術技術の向上と販路開拓

大分県 株式会社ＷｏｏｄｙＨｏｍｅ 4320001010474 優しい素材で包まれた、暮らしやすい家で、家族を笑顔に！

大分県 株式会社ワンステージ 9320001011947 地産地消メニュー導入による販路開拓

大分県 合同会社アイ．　ジー．　シー 9320003002168 全国のコミュニティをつなぐマネジメントシステムの販路拡大

大分県 株式会社ＯＮＥＫＩ 5320001016033 スリランカと日本を繋ぐＨＰ制作（人材紹介・ＥＣサイト運営）

大分県 シモセホールディングス合同会社 1320003003017 不動産事業の販路拡大のためのホームページ作成

大分県 グランエポック有限会社 1320002008017 「より美味しい」と「よりたくさん」のシュークリーム大改革

大分県 かねちょう － ＷＥＢ広告でのお宮参り着物、オリジナルスマホケースの販売強化

大分県 Ｔｉｎｙ　ｌｉｔｔｌｅ　ｄｅｌｉ － 店舗改装で安心安全、立ち寄りたくなるお店作りで集客を！

大分県 プレ・デュ・フランス － オートシャンプー導入による単価アップと販路開拓

大分県 株式会社ＡＳＯ 8320001016344 シェアオフィス利用者の拡大事業

大分県 株式会社ｅスタイル 2320001006037 デジタル集客戦略で、安心・安全なリフォームをＰＲし、顧客を開拓

大分県 株式会社古川製菓 6320001009093 安心・安全店舗で、目指せ！地域一番店

大分県 大野印刷株式会社 3320001007117 ユニバーサルデザインを知ろう！告知看板と体験展示ブースの設置

大分県 クリエイトＭ － リスク対策につながるオンライン相談や動画販売などの販路拡大

大分県 有限会社　金崎商店 1320202000145 省エネ冷凍ショーケース導入による小売卸売双方の売上増加

大分県 株式会社Ｂｏｌｔｓ＆Ｎｕｔｓ 3320001017421 売上・認知向上とセールスの生産性向上のためのパンフレット制作

大分県 株式会社ＢＳＡ 7320001004507 歯科診療所の人手不足を解消する自社開発チャットボット販売促進

大分県 株式会社コラボ 7320001016031 温泉が沸くたびに、人が繋がる宿泊型シェアオフィス

大分県 株式会社イーコンセプト 5320001005952 木質燃料用七輪グリルの開発と販路開拓

大分県 株式会社蜂の音 7320001014778 養蜂謹製【野菜も摂れる蜂蜜】で新規顧客獲得

大分県 株式会社朝来野工務店 3320001000410 受注機会拡大へブランディング強化を目的としたホームページ刷新

大分県 有限会社コンパスアセットデザイン 4290002025896 ＨＩＴＡむきなファイナンシャルフリーダム実現プロジェクト

大分県 総合探偵社　ファクト － Ｗｅｂと広告媒体の連携による販路開拓

大分県 有限会社あけぼの 7320002013762 ガラスファサードエントランスによる導線確保と新規顧客の取込

宮崎県 ＴＳＵＮＡＧＵ株式会社 6350001013274 ピンチはチャンス！大型冷蔵庫導入によるムリ・ムダ・ムラ改善！

宮崎県 株式会社モリミキ 1350001013816
新規顧客開拓、獲得、売り上げ向上のための社屋空きスペースを利用したコ
ワーキングス

宮崎県 合同会社ＨＡＲＶＥＳＴ 3350003002856 整地同時播種機（６条）導入による農業と飲食業との両立！
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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１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 Ｈａｗａｉｉａｎ　ｃａｆｅ　ＷＩＫＩＷＩＫＩ －
親子連れサービスの向上のための店舗改装、予約システム導入などのホー
ムページの充実

宮崎県 株式会社ライフカレッジ 8350001016226 福利厚生の一環として社員向けライフプランニング研修の販路拡大

宮崎県 合同会社サポート 350003003369 店舗リノベーションによる受け入れ環境の強化及び充実

宮崎県 バレルチキンＢＢＱ － 自社商品開発・ＥＣサイトリニューアル等による販路開拓推進事業

宮崎県 花蘭カフェ － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、客単価の向上の実現

宮崎県 ＬＥＥＳ　ＫＩＴＣＨＥＮ － デリバリー強化、広報強化による利益率と受注率の向上

宮崎県 株式会社創未家 2350001015290
商品カタログ作成、ダイレクトメール及びテレフォンアポイント活用による販路
開拓

宮崎県 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　ｔｈｅ　ｇａｐ 6350001015139 冷凍フレンチ惣菜「ＨＩＮＡＴＡ　ＤＥＬＩ　」開発事業

宮崎県 株式会社器 7350001010881 「宮崎魚うどん・そば」のレトルト袋開発による販路拡大、生産性向上

宮崎県 有限会社せり工房 9350002015738 新規顧客獲得の足掛かりとする納期短縮のための設備導入

宮崎県 コトブキ光熱株式会社 8350001002226 チラシ活用による自社サービス認知度向上・災害対策普及促進事業

宮崎県 有限会社藤原牧場 1350002009103 ハーブ牛手ごねハンバーグのパッケージ開発とプロモーション展開

宮崎県 優企画株式会社 3350001015570 地域密着型キャリアコンサルタント育成・販路開拓

宮崎県 ＲＩＫ株式会社 8350001015896 「デザインパッケージで認知価値を高め売上１０％以上ＵＰ計画」

宮崎県 株式会社オンザマーク 3350001010027
お客様に安心・安全・高品質をスピーディーに「伝える・伝わる」ＨＰヘのリ
ニューアル

宮崎県 サスティア株式会社 6350001012714 インターネット予約による事業の効率化及びアクセス件数増加事業

宮崎県 薬膳スープカレーのお店　ｍｅｒｒｙｇａｔｅ － 入りやすい店舗環境及び快適空間による常連及び新客の拡充

宮崎県 マネジメントオフィス・アクト － 障害年金の受給率向上に向けた宮崎障害年金申請センターの創設

宮崎県 株式会社深港美装 9350001011267 お客様目線の提案と施工をご提供！！

宮崎県 いちり健康院 － 移転に伴う、施術の効率化、リピート率向上による売上の増加

宮崎県 三愛製薬株式会社 1120001120511 子供も安心して利用できる花粉症対策商品の開発と販路拡大

宮崎県 日南麦酒株式会社 1350001014418 購入リピート率を高めるためのＨＰと商品ラベルのリニューアル事業

宮崎県 株式会社ＹＣＴカンパニー 8350001011532 ブランディング強化による食肉及び食肉加工品等のテイクアウト事業

宮崎県 いちりゅう南宮崎店 － 業務用オリジナル辛麺スープの開発と展示会及びＤＭによる販路開拓

宮崎県 職場研修センター宮崎 － ＨＰ改修とリーフレット配布によるコーチングの認知度向上事業

宮崎県 ＯＧＡＷＡ　ＦＡＲＭ － 「究極の御用聞き」で熱狂ユーザーを増やす首都圏販路開拓事業

宮崎県 森永ミルクひまわり弁当 － 高齢者向け宅配弁当

宮崎県 Ｋｏｒｋｅｎ － 高級ワイングラスでの付加価値提供による客単価・売上向上策

宮崎県 株式会社Ｍｉｌｋ　Ｌａｂ． 8350001015310 あまざけの流行を活用し優乳甘酒の商品認知度を向上させる

宮崎県 ニュー・クリエイティブ － 体験観光地の看板設置と映像で認知度と集客アップ

宮崎県 株式会社Ｆｉｌａｍｅｎｔ 7350001015666 東京店の店内装飾及びＰＰＣ広告によるブランディング、集客事業

宮崎県 美容室いけだ － 一目でサービスや料金が分かる室外看板の設置事

宮崎県 スポーツコンディショニングＡＸＩＳ － 高齢者等が来やすくなるような運動コースの開発とマシンの導入

宮崎県 有限会社梅里竹芸 6350002009965
英語版のホームページの作成と製造工程や製品紹介等の動画コーナーの作
成。

宮崎県 株式会社スパークリング 8350001012927 「宮崎”九州ブランド”」テレビ通販で販路拡大プロジェクト

宮崎県 Ｅ－ｓｐａｃｅ － Ｗｅｂマーケティング強化による販路開拓と自社ブランディング
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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１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

鹿児島県 みずき整骨院 － 真の根本回復施術による経営差別化

鹿児島県 ファクトリー牛込 － 商談の機会損失防止策で成約率増と事業効率及び業績の向上化

鹿児島県 Ｏｆｆｉｃｅ　ＴＡ － 宿泊者を地元（鹿屋市）食材でおもてなし！食事スペース提供事業

鹿児島県 株式会社ｃｏｄｅ 340001017589 少規模人数の広告制作会社が新規事業として取り組む【薬膳商品】

鹿児島県 ドラゴンクロー － ・美容師向けＨＰで、はさみの「研ぎ」と「オーダーメイド」をＰＲ

鹿児島県 有限会社Ｋ・Ｙ・Ｏセラピスト 340002012879 ケガだけではなく体のトータルケアのできる整骨院

鹿児島県 株式会社うりば 9340001020863 黒字化に向けての広報基盤（商品ページ）の強化　と　新規顧客の獲得

鹿児島県 あおい整骨院 － 脱毛器を導入した新サービスの提供による新規顧客獲得事業

鹿児島県 株式会社ＭＯＮＴＥ・ＷＯＲＫＳ 9340001020236 最新内装自動糊付設備の導入で街づくり、街づくりを行う人づくり事業

鹿児島県 渡瀬畳店 － 琉球畳、薄畳製造に注力するための設備導入による販路開拓

鹿児島県 キッズプログラミング教室ＩＴ　Ｋｉｄｓ　ＬａＢ － 「考える力」を育てるキッズプログラミング教室のターゲット拡大

鹿児島県 株式会社がらっぱ堂 9340001008487 九州一コアユーザーが集まる玩具店としての販路開拓

鹿児島県 株式会社百姓道八百屋 6340001022243 ランドマーク看板設置による地域住民への訴求効果拡大と販路開拓事業

鹿児島県 有限会社竜乃家 5340002006007 ＨＰリニューアルで祝い商品販売強化と自社ブランディング化

鹿児島県 特定非営利活動法人トポス 4340005008587 新メニュー提供と販売方法による利用者倍増・作業工賃向上計画

鹿児島県 Ｃａｆｅ　Ｅｓｐｒｅｓｓｏ　１１４ － スペシャリティコーヒーを切り口とした販促展開事業

鹿児島県 有限会社やまびこ 4340002019034 新規団体客獲得のためのダイレクトメールと営業活動

鹿児島県 ｔＯｄＯ　ＧＯＢＡＬ合同会社 340003002361 情報通信サービスを通じてお客様のライフスタイルをもっと便利に

鹿児島県 株式会社Ｃｈａｒｉｔｅｓ 5340001016659 コロナに負けるな！納豆菌の素晴らしさをネットを使い全世界に伝えたい！

鹿児島県 炭火焼肉さつま － キッチンカーを使用した鹿児島県産の黒毛和牛カレー販売事業

鹿児島県 Ｃｈｉｆｆｏｎ　ｃｈｉｆｆｏｎ（シフォンシフォン） － 絹のようになめらかなシフォンケーキを多くのお客様にお届けする取組

鹿児島県 株式会社指宿リサイクルセンター 7340001009438 ホームページ開設による集客アップ及びアスベスト調査の情報発信

鹿児島県 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｈｅａｌｉｎｇ　ＰｏｎｏＰｏｎｏ － 看板から伝わるハワイサロンの魅力で販路拡大事業

鹿児島県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　Ｋ 3340001017808 パッケージ・デザインＷＥＢ診断システム開発で新規デザイン受注増

鹿児島県 オートペイント福元 － 顧客満足度向上と販路拡大へつなげる機械導入

鹿児島県 有限会社メガネの清眼堂 6340002017143 精度の高い聴力検査機器の導入による補聴器販売促進事業

沖縄県 有限会社ナカマ家電サービス 3360002012178 自社開発商品『美石の水』浄水器の販路拡大

沖縄県 Ｍａｓｈｔ　ｓｔａｒ － ホームページ刷新によるブランディング向上と顧客開拓事業

沖縄県 テトラメイク株式会社 1360001020927 ＥＣサイト構築による新規顧客開拓とリピーターフォロー事業

沖縄県 合同会社ホット企画 2360003008151 イーアス豊崎出店による売上増加事業

沖縄県 株式会社Ｋ．Ｔｕｒｔｌｅｓ 5360001021640
フードメニュー「沖縄おにぎり：こだわりのポークたまごおにぎり」の新規導入
及び新規

沖縄県 株式会社エグゼ琉球 2360001021024 販路拡大、ウェブ問い合わせフロー構築

沖縄県 ファイナルアクセス株式会社 8360001020879 魅力的な記事の実現と独自コンテンツ入手体制構築による販促施策

沖縄県 ブリッヂヘッド株式会社 1010001165393 ホームページの３区分化事業

沖縄県 マヒナ － 「無人島上陸、短時間ダイビング体験ツアー」の開発

沖縄県 株式会社梃 1360001025678 Ｙｏｕｔｕｂｅ動画配信による集客プロモーション事業
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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 株式会社ワンブラスト 3360001023531 テイクアウト並びフードイベント強化事業

沖縄県 金城プロモーション － 動画を活用した販路開拓

沖縄県 沖縄リゾートトラベル株式会社 3360001015074 沖縄発（初）、薄さ２ミリのペーパーグラスのカスタマイズプラン

沖縄県 ＯＫＩＮＡＷＡＳＯＢＡ　ＥＩＢＵＮ － 沖縄そばの通信販売準備スタートと県外沖縄物産展でのＣＭ

沖縄県 ダイニング集 － サンドブラスト加工による記念品販売の販路開拓

沖縄県 株式会社ｎｏｔｅ 6360001021326 派遣事業サービスの開始のためのプロモーション

沖縄県 本格炭火やきとり屋吉兵衛 － 「お持ち帰りできます」サービスの開発・販路開拓

沖縄県 おきまる株式会社 9360001025902 販路拡大に向けたプロモーション用ＷＥＢサイト構築

沖縄県 ＴＥＳＩＯ － 困窮極める世界情勢を乗り切る「ＴＥＳＩＯネットショップ」！

沖縄県
ｅｌｚａｆｉｒｏＧＲＡＣＩＡＳ（エルサフィログラシ
アス）

－ 新メニュー導入による新たな販路開拓のための広告強化事業

沖縄県 芯酔屋 － 漁師居酒屋としてのブランド構築と情報発信による販路拡大

沖縄県 株式会社クロトン 5360001014347 木造赤瓦建築の設計モデル製作と木造東屋製作販売事業

沖縄県 リハコソ － 回復期病院から退院後の選択肢に自費リハビリを加えたい

沖縄県 株式会社ＯＰＧ 36001021634 ＳＮＳを駆使した集客方法の確立にかかる撮影技術の習得

沖縄県 株式会社ちゃのまフードサービス 7360001021060 観光客、増加している世帯を取り組むための業態変化

沖縄県 ＯＢＣ － 台湾販売先と共同体制での一般消費者への温熱器販売営業攻勢

沖縄県 ｋｉｄｄｏ．ｃｏｍ（キド－ドットコム） － 多様なシーンにカスタマイズ可能なウェディングドレスの販路拡大

沖縄県
株式会社プロザウス（パーラー　レッドドラ
ゴン）

9340001010419 無料宣伝効果、インスタ強化による発信力強化

沖縄県 隠れ家的ＰＩＺＺＡ野郎　ばーすぬ屋 － 製造工程の機械化と新商品（冷凍ピザ）の開発による売上向上事業

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） － 在庫を持たずにダイヤモンドジュエリーのＥＣサイトのベース構築

沖縄県 有限会社知名御多出横 4360002005692 県外進出する為の効果的な場所での周知・プロモーション活動

沖縄県 株式会社かりゆし沖縄 2360001008327 新聞広告を活用したオリジナル名入れ泡盛の販路開拓

沖縄県 合資会社角萬漆器 4360003000345 伝統工芸技術を活用したジュエリーの販路開拓と売場改善

沖縄県 ＭＳふぁみーゆ株式会社 3360001011486
スマートフォン（レスポンシブ）対応のＳＮＳ連動型のホームページへのリ
ニューアル

沖縄県 株式会社コードグラフ 290001065104 Ｅコマース特化型の写真・映像コンテンツ事業

沖縄県 旭イノベーション株式会社 9360001025794 リスティング広告を活用した販路開拓

沖縄県 株式会社マルキューズ 4360001023605 新規顧客獲得に向けた動画配信を中心としたＥＣ事業の強化

沖縄県 まごころ弁当　丹丹 － 弁当・惣菜の製造販売と食を通じた地域社会への貢献事業

沖縄県 株式会社プロアライアンス 9290001020919 新たな販促用ＰＲ（ＷＥＢ広告含む）、チラシの作成
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