
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 有限会社スゥインク 3290002026235 板壁サイン・街頭照明・サインフラッグ設置による店舗認知と新規開拓

福岡県 福岡ライフ行政書士事務所 － 高齢者向け法的支援【任意後見・死後事務委任】による役務の提供

福岡県 デリマシェリ － 従来イメージを一新する高級感と清潔感あふれる総菜・弁当店の広報活動

福岡県 株式会社因幡工務店 9290001019721 ４層スキップフロアの家【クアトロハウス】の販売

福岡県 株式会社ジャンクション 7290002020812 社内ノウハウ共有プロジェクト推進事業

福岡県 株式会社ジョンアンドマリー 1290001073750 特許「玄米粉懸濁液」を使った石鹸と化粧品の販路開拓

福岡県 ＤＯＵＤＯＵ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ － 出張美容で子育てママと女性美容師の就職支援

福岡県 株式会社インストアーズ 8290001066616 都心部以外のカタログ設置店舗の新規開拓及び販売先の拡大

福岡県 ＨａｉｒＭａｋｅ　Ａｓ － 店舗スタッフと在庫を利用した無駄のない訪問美容での販路開拓

福岡県 正上商会株式会社 2290001046862 商品認知度向上による新規顧客獲得及び客単価向上の実現

福岡県 株式会社ルックルック 2290001057298 基幹システムの統合による売上拡大事業

福岡県 有限会社アクセスオオホリ 1290002009365 理容室における毛根診断による頭皮環境サポート事業

福岡県 株式会社さくら地研 1290002031914 安心感を与えるＨＰリニューアル及びスマホ対応による販路拡大

福岡県 Ｈｏｎｏ － 福岡県産黒豆【筑前クロダマル】入り無添加レトルトカレー企画販売

福岡県 株式会社えにし日本語学校 8290001074032 ベトナム人留学生向け大学進学日本語教育カリキュラムの提供

福岡県 ｇｌａｃｉｅｒ　ＡＬＩＣＥ（グラッシェアリス） － 商標登録後の店舗と商品のブランド化で新たな販路拡大

福岡県 株式会社ミキヤ 8290001004856 弊社「キッチンスタジオ事業」ＰＲのための看板設置

福岡県 Ｅｄｇｅ　ｏｎ　Ｊ－Ｈｅａｒｔｓ － 講演用サラ忍マン紹介動画制作の実施

福岡県 おくだ茶房 －
欲しい・あげたいパッケージの作成（選べるギフトボックス・５ＴＥＡＢＡＧボック
ス

福岡県 株式会社ファラビ 6290001069430 ５０代世代以上向け日本初上陸　“ヨルダン産高保湿洗顔石けん”　ＰＲ

福岡県 株式会社松岡祐作デザインオフィス 8290001058381 中古マンションリノベーションの再販及び設計施工サービス事業

福岡県 ＰｅｃｏＲＩ － “猫”をモチーフにしたオリジナルグッズの製作・販路開拓

福岡県 ＣＡＮＴＥＲＡ － 英才教育を安価で提供する新コンテンツの開発・ＰＲ・運営

福岡県 有限会社香武堂 5290002019179 効率的な広域販売を実現するネット販売構築と顧客管理システムの構築

福岡県 株式会社くらしにあネットワーク 6290001068465 介護施設マッチングサイト『くらしにあ福岡』構築による販路拡大

福岡県 株式会社ＣＲＥＡＴＥ 3290001063361 当社が独自に開発した「電気式床暖房シート」の新市場への展開

福岡県 カンボジアトレーディング株式会社 4290001068178
カンボジアにおけるフォトブック販売のためのチラシ作成および動画配信事
業

福岡県 Ｌｏｇｉｓｔａ株式会社 2290001070739 産婦人科を対象とした「夫婦ではじめる産前産後ケア」の販路開拓

福岡県 株式会社バイオフレッシュ 2290001052142 ＨＰ作成とタイでの展示会出展による国内・海外へ販路開拓

福岡県 セブントラスト株式会社 2290001071571 カラーレーザープリンターの無償レンタル事業による販路拡大

福岡県 株式会社リフラックス 3290001065597 クラウド上でシステム開発を実現する画期的サービスの販路拡大事業！

福岡県 株式会社Ｇｉｒｌｓ，　ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 6290001065859 ｗｅｂと対面コミュニケーションの相乗効果でファン作りを行う販促事業

福岡県 まりも本店 － 福岡唯一の鴨料理店のギフトセットと宴会・ランチの販路開拓

福岡県 ドレッシングルーム・カレラ － 自社ブランド美容品の共同開発と販路拡大

福岡県 株式会社ＳＡＩＴＯ 6290001003125 様々な業種を集めたイベント開催による新たな顧客獲得と販路拡大

福岡県 九州ふるさと村 － 生鮮高麗人参新芽の販路開拓と新芽加工品の開発・販路開拓

福岡県 お魚ごはん＆カフェと料理教室今橋家 － 料理教室受講者数増加とオリジナル食品開発販売

福岡県 株式会社ｅｎＧｕ 9290001057936 顧客サポートにおけるＳＥＯ業務強化による販路拡大

福岡県 大濠鍼灸整骨院 － 体幹トレと脳トレでパフォーマンスの向上・延ばそう健康寿命

福岡県 株式会社インパクト 1290002031848 学習塾と住宅　広告受注事業
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福岡県 株式会社ＨＫ　ＳＴＹＬＥ 9290001076052 ＢＩＭソフト導入による３Ｄモデリングサービスの販路開拓・ＶＲ開発

福岡県 鉄皿食堂　にし －
新規・既存客の開拓および店舗環境の改善によるリピーター客の獲得～地
域に必要とされる顧客満足度の高い店の実現のために～

福岡県 アンチェイン　グラフィック － 創業時の登記からＨＰ公開までをワンストップでサポート！

福岡県 株式会社クラウドコンサルティング 7290001073621 クラウドサービスの利活用で顧問先の業務効率化・生産性ＵＰ

福岡県 合同会社６２ｂａｎｃｈｉ 5290003006457 ママ世代向け！ライフデザインセミナーによる集客アップ事業！

福岡県 株式会社スピリッツオブマイスター 5290001048212 「ホテル・レストランサービスコース」の新設による販路拡大

福岡県 株式会社Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｔｒｉｐ 7290001069215 オシャレ愛好家の為の僕らが今後１０年バッグを作り愛される様なＨＰ作戦

福岡県 株式会社ウイルブレイン 5290001023470 スマホ対応ホームページへのリニューアルで販路開拓

福岡県 侍．うどん － Ｗｅｂプロモーションによる集客アップ・安定化

福岡県 ｉｌｏ　ｉｔｏｏ － 販路拡大のためのオンラインショップの再構築。

福岡県 桜坂ＡＺＵＬ － デザイン性の高く美味しいお菓子の販路拡大及び量産体制構築

福岡県 株式会社ｈ．Ｓａｉｎｔｅ　Ｍａｒｉｅ 9330001018660 展示会による『大人女子専用薬膳ティ』の関東圏でのＯＬ顧客獲得

福岡県 ウエディング・ヴィレッジ － 来店不要のブライダル専門“タヒチ専用サイト”開設で全国展開

福岡県 にくやきＺっ － 地域で愛されるステーキ定食＆焼肉丼店に向けた近隣ファンの獲得

福岡県 株式会社福遼建設 8290001028095 「主婦と造る家Ｍｏｍ～まむ～」の販路拡大事業

福岡県 ＢＲＯＣＫ － 「未知の音楽体験がここに！」博多ライブハウスＷＥＢ戦略始動

福岡県 おりたて整骨・鍼灸院 － 出張はり治療のＰＲ、および新規患者獲得のための既存ＨＰの改良

福岡県 ＢＵ　ＢＵ　ＳＥＴＴＥＴＥ － 遊び心があるデザインのオリジナル洋服の商品開発と販売促進

福岡県 トレーディネート株式会社 8290001071392 貿易に関するワンストップサービス強化と認知度向上事業

福岡県 クチュールフィエルテミナ － リフォーム・リメイク事業販路拡大のためのチラシとホームページ作成

福岡県 オリーブに恋して － 販促ツール強化による卸売販路開拓・拡大

福岡県 Ｔｈｅ　ａｒｏｍａ　ｏｆ　ｂｅａｎｓ － ホームページ開設・通販システム構築・オリジナルブランド開発

福岡県 ＡＵＲＯＲＡ － アロマテラピー、ハーブの新規認定校開設と新たな生徒獲得

福岡県 Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｌｄ － 世界の観光大使をプロデュースする　マッチングサイト　Ｙｏｋａ　Ｂｙ

福岡県 助太刀デザイン － 「福岡発　グローバル化のデザイン事業」による販路拡大

福岡県 ＡＳＯＢＵ　ＡＢＳＯＲＢ － シニア層に向けた、インターネット通販サイトの提供と利用拡大

福岡県 合同会社ビリーブ 5290003005954 地域に密着した地道な周知・広報事業

福岡県 洋風居酒屋ばぶばぶ － 福岡一大きなタコスと外国人客向け新メニューによる販路拡大

福岡県 株式会社ＣｏＳｍｉｌｅ 2290001068774
水炊きスープは、水じゃない！濃厚スープが自慢の水炊き大和の認知度向
上

福岡県 陽光通商株式会社 3290001061695 タイ・ベトナムの養殖事業者向け日本産エビ配合飼料の輸出事業

福岡県 ＦＦＭ － 自社企画製造の雑貨衣類商品開発と販売網の構築

福岡県 山下税理士事務所 － 日本企業の海外展開と、外国人起業家のサポート事業

福岡県 株式会社ファインテ 6290001030061 こども用総合栄養補助食品の認知度向上・売上確保のための施策

福岡県 ジュブレ博多駅前サロン － 九州初となるシングルマザーの婚活応援事業の認知向上

福岡県 株式会社Ｉｎｄｕｓｔｇｒａｐｈｙ 1290001075193 伝統工芸品のカスタム刻印サービスとブランドサイトの構築

福岡県 ａｌｏｈａ日和 － 季節にとらわれないハワイアン雑貨の販売強化と新規顧客開拓

福岡県 株式会社アンソネット 8290001007421 無料ＣＴＩ商品によるネット検索上位表示と代理店増で販路拡大

福岡県 Ｎ．ＧＲＯＷＴＨ株式会社 9290001073982 食産業向け販促支援人材育成事業による販路拡大

福岡県 サンプラス － 店舗視認性向上、およびスイーツ、焼き菓子の開発・販路開拓

福岡県 ほぐし専科ガーデン － 近隣顧客に手軽に癒しを提供するための予約システム
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福岡県 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｍａｒｋ　Ｅｓｐｒｅｓｓｏ － テイクアウト、イベント出店用コーヒー機器の導入・販路開拓

福岡県 有限会社惠心堂 9290002028176 新メニューとＷｅｂ広告を使った、新規顧客の発掘

福岡県 ＧＭクリエイト － 「独自ＥＣサイトの改良」「ＥＣモール新規出店」による販路拡大

福岡県 クマホーム － おうちのよろず相談所を開設し、逆からのアプローチで依頼件数増！

福岡県 株式会社ファーストソリューション 9290001032699 海外展示会及び海外向けＷＥＢサイトを通じた海外事業の販路開拓

福岡県 合同会社ＤＩＣＴ 5290003005905 地域の特性を捉えた地元密着型ＩＴ教育教室のＰＲ

福岡県 まえかわ － 高齢者向け健康弁当「夜の健康箱ごはん」の開発と店舗来店の促進

福岡県 アロマの学校とサロン　キラキラ － 明日から使える！医療従事者向けオリジナルアロマテラピー講座

福岡県 株式会社ジェイココモ 7290001063333
『販促ツールの多言語対応』　と　『漆ハンガー』開発　による販路拡大の促
進

福岡県 整体院　福佳 － 福岡市で唯一の慢性腰痛治療院の宣伝・ＰＲ

福岡県 Ｃａｆｅ　Ｌｅｑｕｅｕｘ － きび砂糖でつくる季節のタルトを用いた子育て世代と大人女子の共存空間

福岡県 美容室パウダー － 中高年女性獲得の為のトータルビューティーＰＲ強化

福岡県 ナカモト商事株式会社 7290002030407 安全な九州産野菜を世界へ！見える農業革新で海外市場拡大を図る

福岡県 株式会社ＦＲＯＧ　ＫＩＮＧＤＯＭ 9290001059486 アクティブシニア施設利用集客のためのイベント事業

福岡県 遠山貿易株式会社 3290001074788 シンガポール向け販路拡大事業

福岡県 Ｌ＇ｏｉｓｅａｕ　Ｂｌｅｕ（ロアゾ　ブルー） － 肌診断機、美容バリの導入による生産性向上及び経営力強化

福岡県 ｆｒａｎｃ －
老人ホームお花教室のホームページを使った新サービスＰＲ及び新規契約
先開拓

福岡県 有限会社クラビアート 1290002050550 クラヴィアート音楽教室の新プログラム導入・販路開拓・集客

福岡県 藤吉盛樹園（ＳＡＮＴＡ　ＡＮＡ　ｇａｒｄｅｎ） － リアルモデル庭園の設置による受注獲得機会の創出

福岡県 こが電器 － まちの電気屋の挑戦！地域の高齢者見守り・貢献し隊

福岡県 たけ屋 － 乾麺と濃縮ダシのネット販売を実現するためのホームページ作成

福岡県 髪ＹＯＵひらの － ＨＰリニューアル＆性能の良い新しい鋏で新規客獲得

福岡県 株式会社ディスカバリージャパン 3290001058626 カテゴライズ体験ギフトカタログ開発

福岡県 Ａ－ｔｅａｍ株式会社 9290001051600 乳幼児・児童連れ家族の集客アップのための販路開拓事業

福岡県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＡＣＥ － バリアフリーと多目的メニュー展開のための設備改善と広告

福岡県 株式会社八州セメント工業所 2290001051037 災害時避難誘導無線通信システム「ラインマーカー」の販路開拓

福岡県 重松株式会社 9290001048943 社屋移転に伴い立地条件を活かした小売事業の強化

福岡県 心ゆるりコンサル － 助産師プロデュースの赤ちゃん安心ケア商品ブランド化と販路開拓

福岡県 ラ・スフマート － 「カラー（メイク）講座」で新たな顧客獲得を図る広報ＰＲ事業

福岡県 ヤマシタ物流加工有限会社 4290002050250 就労施設と企業をマッチングさせる地域特化型ネットワークの構築

福岡県 株式会社とらや眼鏡店 5290001049268 オートレフ更新に伴う測定時間短縮による販路拡大

福岡県 ｈｏｇｕ　ｈｏｇ．久留米店 － 待ち時間有効活用ボディケアで身体も心もリフレッシュ

福岡県 ＦＲＰコウダ － 「Ｂｉｎ－Ｂｉｎ」オリジナルパーツ開発・販売計画

福岡県 Ｇｍｅｐ株式会社 4290001074812 バイオ医薬・再生医療産業で利用される培地・試薬の販路開拓

福岡県 株式会社アクティブ・ライフ・サポート 3290801023119 店舗裏側スペースを活用した地域コミュニティ再生機能の強化

福岡県 カフェ　プティパ － 誘導看板を使った入店促進事業

福岡県 パディア － 高齢犬を持つ愛犬家が手の出しやすい介護商品ネット販売

福岡県 リフォーム工房夢屋 － 水まわりリフォーム工事の販路拡大作戦

福岡県 氣楽 － 更年期女性の方！「こころとからだのストレス見える化サービス」

福岡県 有限会社申和 4290802011963 本格的炉端焼き専門店へのクオリティーアップによる業態改革
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福岡県 有限会社ナカタ 2290802004696 電子黒板導入でＩＣＴ教育とグローバル化の取組、労働環境の改善

福岡県 株式会社ＧＲＡ－ＴＩ－ＴＵＤＥ 5290001068391 「グルテンフリーの米粉カレー専門店」の新規顧客開拓事業

福岡県 株式会社平尾水産 1290801003130 人気商品「庄屋さんの昆布」（佃煮）のイタリアンシリーズ展開

福岡県 グランド印刷株式会社 1290801005317 質感を投影できるオリジナル壁紙『Ａｒｍｓ・アームス』の販路開拓

福岡県 ＭＴ企画 － 服飾メーカー・製作者をターゲットにした裁断・縫製の受託事業

福岡県 ラートリー － 小顔矯正技術「エンドリングフェイシャル」習得講座の受講者開拓

福岡県 株式会社コンピュータサイエンス研究所 6290801021284 ロボット向け「道案内アプリケーション」の販路開拓

福岡県 株式会社Ｂａｎ建築工房 7290801006540 エコパラ住宅のメールによる持続かつ深化による安定販路拡大

福岡県 有川写真館　岡田神社スタジオ － 情報発信による新規顧客の獲得と自由な写真選択での満足度向上

福岡県 ありん － オリジナル商品の卸販売用パッケージデザイン改良による販路開拓

福岡県 ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ株式会社 4290801023167 ホームページのリニューアルによる直接集客での販路拡大

福岡県 Ｌａｐｉａ － Ｌａｐｉａ　顧客参加型診断・相談サイトの新たな構築

福岡県 侍フードサービス株式会社 2290801022765 梅テーマの和風ドレッシングの海外展開と製造ラインの生産性向上

福岡県 いえカフェ － 自家焙煎工房兼新カフェスタイル店舗とＷＥＢによる販路の拡大

福岡県 株式会社酔笑 7290801022629 街中賑わいづくり！街中ＢＢＱ成功のための集客活動と業務効率化

福岡県 株式会社環境フォトニクス 4290801019826 製造原価低減が可能なＬＥＤレンズ滴下成形手法の開発

福岡県 ヘアスペース　クリスタル － 「女性お顔そり美容法」ＰＲによる新規顧客開拓

福岡県 ＭＯＴＯＲ　ＨＯＵＳＥ － 「あなたの街のバイク屋さん」構築事業

福岡県 株式会社ｉｓｏｌａｃａｒａ 1290801022832 ３００年の歴史を持つイタリア・オリーブ園の最高級オイル販売促進

福岡県 海鮮焼鳥酒膳　鳥政 － 焼鳥の持帰り・宅配部門強化による経営の安定化

福岡県 有限会社ファインリョーコク 4290802010602 独自商品「米ダイヤモンド」のブランド力強化による新規販路開拓

福岡県 ｆｉｒｓｔ　ｂａｌｌ － 運動・学習教室『Ｓ．パワー☆キッズプログラム』のＦＣ推進拡大

福岡県 エアーテック株式会社 8290801018163 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ＳＡＫＵ 6290801021821 北九州発祥ポン菓子の実演用小型デモ機の導入とギフト商品開発

福岡県 結婚相談所サロンマリー － 結婚相談所サロン　マリーの利用促進事業

福岡県 オーナーズショップツカモト － 新カーケア商品を導入した販路拡大～車のアンチエイジング～

福岡県 株式会社プランツ 9290001072563 カフェスペースを活用した新規顧客層の開拓

福岡県 株式会社ＴＦＡ 6290001054663 エコー装置導入による３世代ファミリー層の販路開拓

福岡県 ＲＩＡＮＮＹ（リアニー） － キッズファッションショーを活用した自社ブランドの販売促進

福岡県 株式会社ワールドスケール 5290001075413 ＩＴをフル活用した高速計量機メーカーの営業ツールの開発

福岡県 ドライアイス筑豊有限会社 8290002045783 ドライアイスタイの開発と販売

福岡県 株式会社ライズアップ 2290801020711 一般販売をしていない珍しいトマトのネットショプ通販作成

福岡県 株式会社ハローケアサービス 7290801014898 福祉車両導入による重度要介護者の受け入れと買い物支援の充実

福岡県 株式会社八女特殊和紙 8290001047756 インターネットを介した販売スキーム構築と販路開拓

福岡県 有限会社鶴得介商店 2290002047356 店舗販売からＢ２Ｂへ。「オーダーインソール」販路開拓

福岡県 下川商会 － 明太子専門店として看板設置による認知度向上と新規顧客の取込

福岡県 有限会社このみ園 6290002047170 先祖伝来の意匠を活用した商品開発による首都圏・海外販路開拓

福岡県 Ｒｅｎｏｖａ　ＬＡＢＯ －
オリジナル建材パーツや施工法の展示による自社のブランド化と事業の拡
充強化

福岡県 平島農園　太陽梅 － 梅商品の広報による新規開拓

福岡県 オオキタ建設株式会社 9290001047136 地域資源の筍の廃棄物を原料とする完全有機植物活性材の販売拡大
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福岡県 ヴォーガ － 看板変更とフリーペーパー掲載による中高年層客の取り込み

福岡県 田川産業株式会社 4290801016402 新たに開発したＤＩＹ専用漆喰の為の販売用ＷＥＢサイトを新設

福岡県 花と暮らし　ｎａｄｅｎａ － 働く女性向け「フラワーアレンジ動画」による販路開拓事業

福岡県 アジア商事有限会社 9290002052903 体験体感型の最新トイレ設備展示と自社紹介チラシの作成広報

福岡県 株式会社石橋鉄工所 4290001068211 金属製オリジナルコースターの開発と販路開拓

福岡県 マツオ宝石 － 新店舗における看板設置とチラシ広告による販路開拓

福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482 店舗移転対策に伴うブランド強化広報戦略と業務効率化

福岡県 九州物産株式会社 8290001052806 自社ブランド商品の認知度を上げるカタログ作成・広告掲載

福岡県 パティスリーさくら － 柳川ご当地プリンの商品開発及びブランディングと販路開拓

福岡県 ツナプロ － ドローンを用いた写真測量の実施及び水田管理事業

福岡県 株式会社エム・ビー・アイ 1290801015373 次世代省エネ住宅のＰＲ事業による販路拡大

福岡県 ＳＵＰＰＬＥ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － 自然派素材のオリジナルヘアケア商品の開発と販路開拓事業

福岡県 株式会社ＩＴＳＵＫＩ 1290801022650 生活支援の広告・健康維持の為の講演会開催・質の高いリハビリ

福岡県 フェアリー　美容室 － 顧客増加にむけた看板の設置・サービスの拡充

福岡県 株式会社日新インターナショナル 2290801021437 販売管理システム導入による中古車パーツ事業の販路拡大

福岡県 オカハウス － チラシとＩＴの連動によるリフォーム時の家具購入者への販路開拓

福岡県 有限会社中村ツキ板 9290002053711 国産スギ・ヒノキ材を用いたオリジナル染色木材で海外市場発掘

福岡県 おにぎりカフェゑん － 夕方～夜時間の有効活用・集客を図るための店舗内改装事業

福岡県 本家相良弓矢製作所 － 伝統的弓道具の認知度向上、販路開拓に係る広告物設置・媒体活用

福岡県 麺屋　八感 － シニア層に安心して来店頂ける店舗改装とテイクアウト商品の開発

福岡県 株式会社武久 6290001047329 海外向けのホームページの整備とリピーター獲得のためのＰＲ事業

福岡県 徳田畳襖店 － イベント出演を活かし新規顧客開拓、畳小物商品の開発・販売

福岡県 修ちゃんたちの － 大幅な増客と商品種類の充実による売上ＵＰ

福岡県 美食空間　和ｆｕ － 野外スペースを活かしたバーベキューテラス席で売上、集客アップ

福岡県 有限会社大庭 2290802017310 高級日本酒・ワインの量り売り用サーバーの導入

福岡県 株式会社マル五 9290802017493 芦屋町地域ブランド商品「あしやみりん」「みりんさわら」の開発

福岡県 有限会社日高印刷所 9290802017576 ＩＴ活用で、顧客満足と企業価値を高める創注型営業への転換事業

福岡県 富士企画株式会社 7290001072243 独自性の高いカラオケ店のブランド確立による集客増加

佐賀県 サガ塗装 － 親族間事業承継とリフォーム工事参入で地域顧客のご自宅サポート

佐賀県 有限会社海人 1300002002211 沖縄居酒屋仕込みの豚足出汁鍋スープで家族みんなプルプルお肌に

佐賀県 株式会社イン・ザ・コム 8300001009374 動画により地元企業の商品やサービスを分りやすくするＨＰ作成事業

佐賀県 Ｃｏｂａｌｔ － 昼は花で憩いのスポットを演出、夜はスポットライトで映える看板

佐賀県 有限会社フットスマイル 3300002002011 ホームページとフリーペーパーの広報活動による売上拡大

佐賀県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｏｄｙｍａｋｅ － オーガニックカフェの新規運営による新たな売り上げの創出

佐賀県 有限会社フラワー花園 8300002001314 花と光の誘導路で夜間の商店街を彩る明るい店舗作り

佐賀県 有限会社ログポート 7300002005679 「海旅」をテーマとしたホテルプロモーションリデザイン事業

佐賀県 サニー建設商事 － 塗装専用ＷＥＢサイトで心のハードルを下げる販路開拓

佐賀県 有限会社北島味噌醤油店 9300002000323 伝統製法と地元食材で作られた美味安心の味噌醤油商品の販路拡大

佐賀県 エステティックサロンＥａｒｕ － プロモーション活動強化のためのホームページ作成

佐賀県 和糀 － 糀の新商品等開発とＰＲ活動による販路拡大と新たな売上の創出。
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佐賀県 いづみやコーヒーロースターズ株式会社 8300001010084 みんながおいしく飲める「カフェインレスコーヒー」の販路開拓

佐賀県 やなぎパソコン教室 － スマホ対応のホームページ作成と予約システム構築で販路開拓

佐賀県 セイワホーム有限会社 7300002004821 ３ＤＣＡＤでの立体的提案等による顧客獲得と新たな売上の創出

佐賀県 株式会社Ｉ’ｓ　ｏｎｅカンパニー 8300001008153 時間帯別サービスメニューに連動した店舗外タペストリー広告

佐賀県 水辺の窯・隆 － 出前ろくろ体験の設備とプロモーションの強化

佐賀県 矢倉寿司 － ホームページ開設と配布用メニュー表の作成による新規客開拓

佐賀県 有限会社江口ホンダ販売 2300002010188 プロモーション活動強化のための自社ホームページ開設

佐賀県 有限会社小松屋 5300002010276 ＷＥＢで伝える販路開拓　ものづくりと持ちたいバッグとの出会い

佐賀県 やすま写真場 － 生きた証である写真の新たなる提案と販路開拓

佐賀県 一天張 － 「飲食に加え居心地良い場を提供するお店への転換による新販路開拓」

佐賀県 有限会社寳當 2300002011228 「サバサンド」と「観光レンタカー」を呼び水に来島者を増やす！

佐賀県 有限会社寝装の大塚 9300002010388 介護施設・個人介護者への「やさしい寝具」の提案と販路開拓

佐賀県 牟田金銀細工所 － 切削機導入によるオリジナル製品の制作及び販路開拓

佐賀県 びんつけや茶舗 － 創業４００周年を迎える老舗のブランドイメージ再構築事業

佐賀県 あおば司法書士・行政書士事務所 － 他社との差別化のための事務所ＰＲ冊子の作成

佐賀県 昭和興産有限会社 3300002007852 防犯セキュリティシステム販売による新規顧客獲得

佐賀県 ハラデザインルーム － レーザー加工機導入による新たな商品開発と販路開拓

佐賀県 シゲマツ不動産有限会社 8300002008680 バリアフリーの入り口で高齢者に優しいドアを開く販路開拓

佐賀県 九州海陸運輸株式会社 8300001005869 新たな挑戦！空き家管理業の開始に伴う広報活動の実施！

佐賀県 株式会社小笠原藤右衛門 1300001005677 鍋島藩窯復興の為のＨＰリニューアルとカタログの作成

佐賀県 ｌａ　ｖｉｅ　ラヴィ － 美容室空間でのシェービングに関わる機械の導入とチラシの作成。

佐賀県 有限会社伊万里グリーンファーム 4300002007769 動画の活用と見本市展示会出展による新たな販路開拓事業

佐賀県 櫨ノ谷窯 － 茅葺き古民家でのギャラリーの開設とＤＭ発送による新規顧客獲得

佐賀県 有限会社源氣 7300002008806 女性向けはり灸をショップカードでＰＲして販路開拓

佐賀県 有限会社下平商店 5300002007850 イベント関連業務を周知する看板設置による販路拡大事業

佐賀県 有限会社徳永製陶所 3300002007976 器からの食育提案！伊万里焼と地域野菜生産者のコラボ食育事業

佐賀県 グリンベル － 中古４ＷＤ軽トラックを必要とする中高年顧客への安価提供の実現

佐賀県 トリマル薬品 － 新たな中高年顧客獲得をめざす「赤ミミズ乾燥粉末」の周知宣伝。

佐賀県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｓｏｒａ － 「ネット環境の充実及び体験型店舗の整備による販路拡大」

佐賀県 株式会社Ｈ．Ｊ．Ｇ 6300001009797 九州初となるワンストップ提供の中古車ＭＩＮＩ専門店のＰＲ

佐賀県 鉄板屋晴レ間 － お手頃で本格的な「鉄板料理店」周知による新規顧客開拓

佐賀県 和弘堂 － 世界に一本だけのオーダーメイド竹刀を、鳥栖市から全国に広める

佐賀県 株式会社ＥｖｅｒＦｏｏｄ 4300001006771 鶏生ハムの技術を活かした新商品開発と海外展示会での販路開拓

佐賀県 藤崎建設株式会社 2300001006286 佐賀の原産地呼称酒全種と旨い肉、旨い魚が楽しめる店づくり

佐賀県 ＬＩＯＮ　ＣＵＲＲＹ株式会社 1300001009942 本場スリランカカレーをご家庭でレトルトパック製造販売事業

佐賀県 株式会社ｉｎ　ｂｌｕｅ暁 1300001009678 カタログ・パンフレット・しおりを活用した新規顧客獲得事業

佐賀県 株式会社東洋セラミックス 7300001005754 世界の化粧品業界へ有田焼磁器製ボトルの販路開拓

佐賀県
花田　宇利　／　ＡＢＣ（アリタビジネス
コーポレーション）

－ 様々な地域の逸品と人を連携させた販路拡大の試み

佐賀県 かわたけ窯 － 異業種交流型ワークショップスペース改修事業

佐賀県 株式会社一新堂 5300001005707 ＷＥＢサイト作成による小ロット”一点もの”受注での販路開拓
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佐賀県 株式会社福珠陶苑 9300001005793 高付加価値商品の新形状開発とその販路開拓および販売促進

佐賀県 有限会社古千製陶所 1300002008266 和と洋を問わない現在の生活スタイルに即した新商品の開発と販促

佐賀県 金ヶ江寿光堂 － 食器レンタル用のカタログ作成配布による新規開拓

佐賀県 株式会社西富陶磁器 3300001005782 新規販路開拓の為のオリジナル商品開発と販促カタログの制作

佐賀県 株式会社ラグジュリアス 4300001005996 有田焼ジュエリーの海外展開向けパンフレット作製

佐賀県 有限会社マルシゲ陶器 3300002008561 とことん提案で雑貨屋さんだけでない“専門店”に向けた販路開拓

佐賀県 株式会社大慶 4300001005831 食卓をイメージした特設ステージと妻の“実演販売”で販路開拓

佐賀県 有限会社金照堂 3300002008256 ＷＥＢサイトの構築とブックレット作成による新市場開拓

佐賀県 株式会社藍土 1300001009934 新企画「ミニマムポーセリン」の商品開発による新規顧客の獲得

佐賀県 株式会社クリタ 6300001009715 木箱製品、木製品の開発による販路開拓

佐賀県 有限会社佐々木建築 7300002008401 ホームページの改編及び完成見学会チラシによる新規顧客開拓

佐賀県 三河屋 － 機能的セラミックフィルターの販路拡大事業

佐賀県 ｎｏｊｉ － 有田焼・波佐見焼を使ったアクセサリー製作による新規開拓

佐賀県 文山製陶有限会社 4300002008486 インテリアライフスタイル展出展に伴う新規顧客開拓

佐賀県 有限会社やま平窯元 1300002008588 “独自技術や想い”を魅せる観光ファクトリーでの販路開拓

佐賀県 辻精磁社 － 国内外の富裕層に向けた販路開拓サポートＷｅｂの構築事業

佐賀県 矢鋪與左衛門窯 － 薪焼成のレンガ造り連窯の築炉と情報発信による新規顧客開拓

佐賀県 陶祖李参平窯 － 泉山参平土を使用した日本茶道具開発と新規顧客開拓

佐賀県 株式会社鷹巣瑞光堂 6300001005763 店舗改装と看板の設置による新規顧客の開拓

佐賀県 坂本窯陶工房 － 有田焼「坂本窯陶工房」瑠璃釉の魅力ＰＲによる新規顧客開拓

佐賀県 あとりえ　みちくさぐみ － 業務用印刷機器の購入による民間企業の販路開拓

佐賀県 Ｑｕｅｕｅ　ｅｔ　Ｇｏｕｔｅｒ － 自社ブランド（有田焼セラミックジュエリー）販路開拓事業

佐賀県 合同会社徳なが 3300003000402 販促ツールを活かした実演販売強化と商品パッケージ作成

佐賀県 有限会社赤門堂 1300002006658 兄弟ぼうろを看板とした販路開拓と受注増加を支える生産体制強化

佐賀県 鹿島カイロプラクティック院 － ホームページ作成、施術紹介ＰＲ、予約システムによる販路開拓

佐賀県 有限会社オダカラー 2300002006698 本社撮影スタジオの応接スペースと着付け室の設置

長崎県 株式会社ひぐちワールド 7310001013500 映像コンテンツ制作に伴う地方活性化

長崎県 流行人ＢｏｏＭｅｒ楽天市場店 － 長崎産「菊芋」の地元での顧客拡大とＷｅｂでの販売力向上

長崎県 株式会社セキュリティハウスケント 3310001000931 マンション管理会社・建設会社等への「防犯カメラシステム」の販路開拓

長崎県 株式会社ぜっと屋 5310001012297 関西圏の中学校と福岡県の小学校への「龍踊体験学習」の販路拡大

長崎県 株式会社ホームコンサルティング長崎 7310001014531 リフォーム『住まいの悩み相談者』広報による新規顧客拡大事業

長崎県 居酒屋かい千 － コスパ最強！海鮮居酒屋の宴会コースの周知活動と体制強化

長崎県 ａｎｇｅ（あんじゅ） － 若年層の新規客獲得と既存客からの紹介獲得、そして固定客化事業

長崎県 エムエムクッキング － 健康料理教室の新ターゲット取込に向けた広報・体制強化

長崎県 株式会社さくら整体 3310001004123 離島高齢者への健康増進セミナーによる新規顧客拡大プログラム

長崎県 橋口Ｋ合同会社 5310003002577 エコー超音波画像診断装置の導入による新規顧客獲得事業

長崎県 株式会社長崎の路地裏ｃａｆｅ 9310001012896 「ハワイ」「熊本」ご当地ポップコーンの開発に伴うパッケージング事業

長崎県 有限会社ナンポウ 4310002006670 異国情緒あふれる街の店「てがみ屋」のリブランド・販路開拓事業

長崎県 松本商事株式会社 1310001002046 「軍艦島」パッケージの商品開発とネット販売による販路拡大

長崎県 くしあげｋｉｔｃｈｅｎ５２４ － 女性・高齢者にやさしい店作りとＬＩＮＥ会員の拡大
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長崎県 合同会社　肉のマルシン 5310003002825 ホームページ開設による自社ブランドの認知度向上と販路拡大

長崎県 ＲＥＢＩＲＴＨ　ＳＴＵＤＩＯ － ＨＰ・チラシ・ＳＮＳによる先端トレーニングＴＲＸの認知度の向上及び集客

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 Ｆ．ｌａｂｏ． － クロワッサンをおしゃれなパッケージに！ＰＲ効果で売上倍増

長崎県 さくら鍼灸整骨院 － バス広告、ガラス広告、ＤＭ掘り起こし等による周知力大幅アップ

長崎県 和光スポーツ － スポーツ愛好者へのＩＴを活用したオリジナルスポーツ用品販売

長崎県 まんまる社会福祉士事務所 － 成年後見業務サポートの新システムの開発等による顧客拡大

長崎県 訪問看護ステーション想合同会社 6310003002948 新規訪問看護ステーションの認知度向上に向けた取り組みと体制の強化

長崎県
自然療法トータルフットケアサロン　アヒ
ナヒナ

－ 九州初！足・靴・歩行のトータルケアの宣伝広告による販路拡大

長崎県 株式会社岩崎商事 2310001004859 世界新三大夜景と世界遺産を活用したインバウンド客への販路拡大

長崎県 株式会社オキトラス 1310001014198 活きイカのパック輸送調達システムの開発による販路拡大事業

長崎県 漢方薬局キンカン健康館 － 店舗外観のアイコン化、業務効率向上で収益アップ

長崎県 Ｆ．デザインＮＡＧＡＳＡＫＩ株式会社 6310001014276 飲食店が手掛ける長崎の素材にこだわった特産品ドレッシング開発

長崎県 Ｌａ　Ｓｅｃｏｎｄａ　Ｃａｓａ － バリスタの経験を活かし個々に合ったオリジナル豆を焙煎する事業

長崎県 株式会社ａｒａｎビューティー 1310001014207 大村市への２号店出店と販促体制の強化による売上ＵＰ

長崎県 菓匠　佐藤饅頭 － 和菓子店の銘菓の販売促進活動とバリアフリー化

長崎県 株式会社ユニバーサルワーカーズ 5310001004765 外国人観光客、聴覚障害者に提供する音声・映像ガイドサービス

長崎県 有限会社東京堂 8310002010891 地域若手作家とのコラボレーションによる新規顧客の獲得。

長崎県 Ｈｉｔｏｔｅｍａ － 小さい企業の「情報発信力、生産性、信用力」向上による販路開拓

長崎県 株式会社佐世保漁具店 2310001005394 新たな販路開拓のための社内システム構築とＥＣサイト立ち上げ事業

長崎県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ　Ｃｕｌｔｉｖａｔｅ － 「英語体験プログラム」ＰＲの為の写真・動画撮影

長崎県 ｉ－ＰＬＡＴ株式会社 7290001072425 地元密着型、女性による女性のための事業支援体制の認知拡大

長崎県 絵本とおもちゃ　山と帽子 － 出産祝いギフトの開発と保育施設へのＰＲ強化による販路拡大

長崎県 村上彫刻 － より見やすく！より解りやすく！ＨＰリニューアルによる売上拡大

長崎県 有限会社堤常仁堂薬局 1310002010758 まちの保健室として立ち寄ってみたくなる薬局のラッピング広告

長崎県 有限会社いずみや 5310002009152 快適な空間作りで、新規顧客開拓と買上点数アップの広報宣伝事業

長崎県 有限会社相伽和店 7310002008978 ４０年の歴史を持った肉屋の手ごねハンバーグを全国発信！！

長崎県 プレイメイト － 基地の町佐世保・外国人バーの「思わず入りたくなる」店づくり

長崎県 ダイニング味遊 － 島原から世界へ！ＰＲ事業による海外販路開拓

長崎県 合資会社廣瀬商会 9310003001988 子供自転車・自転車パーツ販売強化及び修理・買取等サービス強化

長崎県 合資会社福屋衣料店 2310003001994 地元温泉を利用した、足湯でお客様の増加と販売力増加

長崎県 ＬＡＪＥＴ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ － 多機能チェアの導入による高齢者等に優しい店づくり

長崎県 ｐｒａｗｍａｉ － ＨＰ等によるフェアトレード商品の価値向上と店舗認知度向上

長崎県 合資会社橋本屋本舗 9310003001625 「みて楽しい」菓子店舗作りとイベント開催による顧客獲得事業

長崎県 株式会社長崎さくら福祉会 5310001013584 乾麺ギフト・小袋のデザインの刷新による顧客獲得と販路の開拓

長崎県 田川自動車鈑金 － オゾンクリーナーによる車内清掃とチラシによる宣伝活動

長崎県 ワールド・ミート有限会社 6310002015736 必ず思い出に残る焼肉店、新規顧客獲得のためのホームページ開設

長崎県 有限会社竹野商事 3310002015326 通販製品のパッケージ等刷新・商談会参加による販路拡大

長崎県 株式会社さんわ 2310001008760 オーダー枕をインターネットで拡販、新規客の開拓

長崎県 パピーステップ － 老人介護施設、及びその居住者の高齢者向けのホームページの作成
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長崎県 さぬきうどんたかはし － 店舗及びメニューの認知・理解度向上による売り上げ拡大事業

長崎県 有限会社キャンビー 9310002016921 「オーダースーツのゲージサンプル作成による新規客集客事業」

長崎県 大村街づくり株式会社 5310001008758 交流拠点づくり及び施設紹介事業による未入居区画への誘致

長崎県 アーテック株式会社 1310001013530 日本国内および海外事業展開にともなう情報発信ツールの整備

長崎県 永尾茶舗 － 日本茶の見える化で新規顧客獲得！長寿家族のお茶生活をサポート

長崎県 和食屋　杏 － 長崎県産の「鯛めし、鯛茶漬け」の情報発信で観光客向け販路拡大

長崎県 トミーズ音楽工房 － ギター教室の新規生徒獲得の為の広告と教室整備事業

長崎県 ＣＲＡＮＫ（クランク） － 市とタイアップしたスポーツイベント活動による売上増加事業

長崎県 ブライダルグッズポケット － 全国で当店だけ　―　全国初の婚礼パックプランの販路拡大！！　―

長崎県 キラク－ｋｉｒａｋｕ－ － 新メニュー導入と認知度向上のための広告やイメージアップ戦略

長崎県 洋菓子工房　ル・ポン － 五島列島の郷土食かんころを使った新たなお菓子の販路開拓

長崎県 有限会社パリス 5310002020571 新しい設備によるヘッドスパメニューの更新・顧客開拓

長崎県 松勇商店 － 集客力アップ及び認知度アップによる売上・顧客増大事業

長崎県 福海哲蔵蒲鉾店 － 長崎ロマン、平戸の文化『川内蒲鉾』の販路開拓による地域活性化

長崎県 農家民宿　米吉つぁん － 平戸の魅力満載！農家民宿のインバウンド等誘客整備事業

長崎県 平戸さくら水産 － 平戸特産品（うちわえび・ひらめ等）のさらなる認知と商品開発

長崎県 白孝屋 － 平戸産の新鮮な魚にこだわった減塩蒲鉾開発とＰＲにより販売増加

長崎県 松尾農園 － 種苗店の厳選品種『ドライ野菜』を開発！インターネット販売！

長崎県 きらく － 新たな家族層、顧客層を拡大するための従業員増加と店舗改装

長崎県 有限会社浜活 8310002019792 安全性の高い釣り堀り改修及び広域広報活動による販売促進事業

長崎県 株式会社ライティア 3310001013272 一般消費者層への水耕栽培生産の芽ニンニク販路拡大事業

長崎県 たまごやフーズ － 有店舗型菓子店開設によるブランド価値向上と販売促進事業

熊本県 Ｄｏｇ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓｐｉｃｅ　Ｄｉｐ － ドッグサロン新規オープン認知度拡大ＰＲキャンペーン

熊本県 有限会社丸弘 9330002009964 好評な簡単持ち帰り用お膳の種類を増やし売上強化

熊本県 小薮　実希子 － 小規模建設業者への販路開拓の為のＩＴ導入と活用提案事業

熊本県 株式会社フュージョンテク 7330001019462 ＩｏＴ無線通信基板の設計・製作

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

熊本県 株式会社クリエイションズ 8010901034170 マレーシアにおけるビジネス商談会の開催、及びＨＰの英語化リニューアル

熊本県 Ａｖａｎｉ － 熊本発オンリーワンブランドの全国展開戦略

熊本県 福思企画 － 心に寄り添う『捨てない遺品整理』事業化の広報活動で販路拡大

熊本県 株式会社イタリー亭 4330001008146 ホームページを活用したイタリア料理販路拡大事業

熊本県 合同会社ＰＬＯＮＳＴＥＲＳ 2330003006843 熊本の資源、貴重な中古物件を守る高付加価値リノベーション

熊本県 株式会社Ｓａｋｕｒａｋｉ 6330001023275 フォトスタジオ＋リラクゼーションスペース併設型ママカフェ

熊本県 株式会社Ｅ 4330001022766 ハイセンスマダム向け、熊本県食材を使った創作洋食飲食店事業

熊本県 ８０８　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＯＰ － 店舗拡大を契機とした、カフェ＆ワインバーへの転換と集客

熊本県 ＡＳ　ＧＲＯＷ　ＨＡＩＲ － お子様連れをリピーターに。カット環境整備とセットプランの提案

熊本県 整体＆ボディケア爽 － モバイル対応のｗｅｂサイト改築で、集客力向上を

熊本県 あおいゼミナール － 快適な学習環境のための教室改装と地域への認知度アップ事業

熊本県 ラーメン　樹 － 石神秀幸氏に学んだラーメンを地域に根づかせる顧客開拓事業

熊本県 株式会社山麓園 9330001017662 商圏拡大による新規顧客をお得意様へ顧客育成事業
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熊本県 株式会社ひまわり 8330001023546 屋根のホームインスペクションへの参入による新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社デンタルレボリューション 8330001021888 ホームページ制作による販路開拓事業

熊本県 ＴＩＧＨＴ（タイト） － 唯一無二の主体性が放つショーウィンドー＆ショッパー

熊本県 ＬＰ（エルピー） － タイからはじまる、現地発信型のプロモーション事業

熊本県 熊本タイヤ有限会社 3330002003428 車の修理等の出張サービス強化による顧客満足度・認知度向上事業

熊本県 チーム武蔵 － ホームページ充実による、信用や信頼での販路開拓事業。

熊本県 合同会社オガタ 5330003006667 奏者のニーズを捉えた商品ラインナップ強化による顧客開拓事業

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 暖家 － 新規販路開拓の為の配達業務拡大事業

熊本県 串揚げダイニング　だんらん家 － 家族が“だんらん”できるお店とＰＲ事業で顧客獲得

熊本県 光心堂 － 熊本地震で被災した小規模墓地の利便性が高い墓石の復旧・修復

熊本県 ｊｉｎ　ｂｏｄｙ　ｓｈｏｐ － 店舗移転に伴う知名度向上とそれに伴う中古車販売事業の強化

熊本県 株式会社セールスエンジ 8330001012053 小規模の工場向け”水のメンテナンス事業”による販路開拓

熊本県 にしもん体育教室 － Ｗｅｂ活用による体育教室の認知向上と機材補充による経営拡大

熊本県 合同会社ひまわり 6330003004802 情報紙を用いた顧客密着・満足度向上による新規保険契約獲得事業

熊本県 有限会社益崎塗装店 6330002029073 塗装の必要性を訴求するＨＰ・チラシ作成と休眠客へＤＭ発送事業

熊本県 株式会社インパクト　ワン 3330001022247 東北営業所の開設、取引先の開拓強化と展示会参加による商材開発

熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111 有機ＪＡＳ・ハラール原材料を活用した健康食品・保存食の開発

熊本県 髪楽 － 介護施設を中心とした訪問理容提案型営業による販路拡大事業

熊本県 嶺敦 － 新たな店舗外収益増加のための設備購入

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 3330003002404 イスラム圏を商圏としたハラールオーガニック化粧品の開発、販路開拓

熊本県 イタリー亭本店みやもと － ホームページ構築にて集客拡大によるイタリア料理販路拡大事業

熊本県 有限会社いまむら 2330002018939 旅館玄関改善工事及び客室防音改善による顧客満足向上

熊本県 美味彩館味千美よし － 簡易個室の導入と新メニュー開発による新たな顧客層の開拓事業

大分県 株式会社フジヤマ時計店 6320001013285 販路開拓と修理のための中古時計（部品）買取の強化

大分県 株式会社アイプロダクト 8320001007269 キッズオンライン英会話と英語幼稚園の販路開拓事業

大分県 株式会社べっぷ温泉バス 3320001006969 べっぷ温泉バス創業１０周年キャンペーン事業の展開

大分県 関西風鉄板焼　大阪 － 商圏内の顧客層に対する新商品新サービスの市場開拓事業

大分県 株式会社マイスペース 5320001005630 「女性相続相談室」を知ってもらい、相談者を増やす為の広報活動

大分県 株式会社クリエイティブワークス 6320001003963 ＳＮＳや割引券付き名刺を使った新規顧客開拓、顧客固定化

大分県 合同会社くにさき車海老 4320003002239 「味のぎゅっと詰まった　食べる車海老ソース」による販路開拓事業

大分県 きもの美人 － 簡単に結べる帯「くるくるポン」の普及と販売促進

大分県 株式会社ふじの瓦店 9320001013753 Ｗｅｂによる屋根工事の見える化。「屋根を着替える家」配信

大分県 株式会社バイオイズム 7320001013508 ごみ収集運搬事業者の誇りとプライドを私たちのＩＴで支援したい

大分県 株式会社アイメックス 7010601040742 チラシ作成・企業配布ＰＲサービスを活用した新規売上の伸張策

大分県 有限会社宮崎マイカーセンター 5320002006727 カーリースの認知度向上による新規顧客獲得

大分県 タイシン － 地方酒蔵・日本茶の海外販路開拓による活性と食遺産保全事業

大分県 Ｏｕｔｐｕｔ株式会社 8320001013481 世界へ羽ばたく第一歩　「英語子育て」ツール開発と販路拡大

大分県 合同会社アイ．ジー．シー 9320003002168 大分の女性企業家の活躍を促進するシステムの拡大と販路開拓事業

大分県 株式会社ライフライン 9320001011732 顧客ニーズに応える害虫駆除事業充実化と広報強化による販路拡大
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大分県 有限会社木香 7320002003598 空き家活用！『女性が建てる小さな家』の商品化による販路開拓

大分県 眞名井鍼灸研究所 － 熊本大分地震で止まってしまった　九州のエネルギーを復興させる旅

大分県 株式会社イグジット 1320001014593 隔壁板蹴破り避難体験キット「トッパⅡ」の改良・全国展開

大分県 有限会社中央印刷 8320002004488 動画付き印刷物で競争力の強化と販路開拓

大分県 株式会社Ｃｌａｓｓｏ 9320001014140 未開拓地へのポスティング。３ヶ月で１００名の獲得を目指す！

大分県 有限会社エムライフシティ 7320002009975 大分県産Ｒｅａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｆｏｏｄの海外販路創出・拡大事業

大分県 ライフデザインラボ株式会社 5320001015274 全国初のサテライト型病児保育サービスの広報事業

大分県 株式会社サンコー企画 4320001001192 浴場施設メンテナンス用技術「特殊美装」の販売促進事業

大分県 株式会社セッコー 9320001010809 大分原木椎茸『とよくに』をブランド化し種菌の売り上げ増を図る

大分県 有限会社田中醤油店 2320002020788 野菜加工での新鮮度の高い安心安全な調味料開発事業

大分県 川原興業株式会社 9320001009990
若年家族の地域定住化を促進する「子育て世代応援型」規格住宅の販路開
拓

大分県 有限会社中島農場 5320002020298 待望の新商品を開発、パンフにて宣伝し販売額を向上する事業

大分県 有限会社割烹山城家 2320002016472 味力の町『さいき』うまいもん『農と食』をつなぐ発信強化事業

大分県 美容室はるな － 内臓マッサージ「チネイザン」導入と美と健康のトータルサポート

大分県 夢工房　おおと － ものづくり専門店だからできる地域活性化と技術向上の両立

大分県 丹匠合資会社 3320003001035 冷凍「佐伯寿司」の国内・海外販路開拓及び発信強化事業

大分県 有限会社いざわ 9320202000526 買い物弱者に寄添う店舗つくりを目指す事業

大分県 有限会社第一文具店 2320202000656 デザイン統一によるイメージ戦略とネットショップ開設による販路拡大

大分県 大寅屋食堂 － 高齢者及び外国人旅行者向けトイレ改修と照明変更で新規顧客開拓

大分県 今勢屋 － 「手作りサンド」の販売促進と店舗リニューアルによる誘客

大分県 おきらく酒家　うっかり八兵衛 － 女性・ファミリー層向けの新規顧客獲得販促事業

宮崎県 有限会社髙橋プロパン店 8350002016126 Ｗｅｂの開設による若年層新規顧客の獲得を図る事業

宮崎県 有限会社安藤スポーツ 1350002013732 マーク・刺繍加工の内製化による生産性向上と利益アップ推進事業

宮崎県 ｔｕｔｕ＊ － 商圏拡大と来店頻度アップを目指す！ＨＰ制作および店内改装事業

宮崎県 カレー倶楽部ルウ － パッケージのデザイン向上に伴うＷｅｂ・ＳＮＳプロモーション

宮崎県 ＮＯＮＫＵＮ合同会社 5350003002631 自社のショッピングサイトおよび業務管理システムの構築

宮崎県 Ｂ１ － ブランディング再構築による新規顧客獲得事業

宮崎県 グリートダイバーズ － 無人島を有効利用して観光客やダイバーを呼び込む事業

宮崎県 かねこ行政書士事務所 － 言いにくいことをギフトにして伝える、新しいカタチの贈り物事業

宮崎県 株式会社開　成 4350001014002 家庭にある白米が災害時に電気も火も使わず熱々で食べられる事業

宮崎県 ケイ・エス・パートナーズ株式会社 7350001013967 地域密着を目指す老人ホーム紹介事業の知名度向上と新規顧客獲得

宮崎県 三松茶舗 － 有機茶使用抹茶碾き臼２連仕様機導入による販路開拓事業

宮崎県 有限会社スモーク・エース 1350002002438 包装・誘客チラシ強化による顧客の求めるブランド育成事業

宮崎県 おはなしと音楽の森 － ＨＰ構築による講師・公演活動の情報発信強化及びブランド力強化

宮崎県 和の暮らし　和穏 － カフェ部門強化による客単価及び集客力の向上

宮崎県 有限会社大野屋 8350002008635 「外国人観光客」の獲得と宮崎の果物発信！

宮崎県 株式会社ｓｕｎａｏ　ｎａｔｕｒａ 7350001012746 宮崎の野菜加工食品リバリュー（再付加価値化）プロジェクト

宮崎県 株式会社アジャストメント・ジャパン 1240001046018 企業・行政向けの派遣事業のためのＰＲ活動と店舗の認知度向上

宮崎県 合同会社麗雅芽 5350003002301 中心市街地移転！新メニュー展開で内も外も美しく新集客・販路開拓

宮崎県 ＯＮ　ＴＨＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ － ランチの“新”メニュー開発と“新”物販による販路開拓
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宮崎県 合同会社ジョイント 5350003002697 地域の寄合い所機能を持たせたシニア向けカルチャースクール事業

宮崎県 有限会社折鶴 5350002000982 宮崎県内初！会社でリラックス！企業出張マッサージ事業

宮崎県 Ｍ図建築工房株式会社 2350001012528 元請率８０％、協力工事２０％を目標とし、安定した受注の確保

宮崎県 マツシタ電器 － 修理・メンテナンス及び家に関するあらゆる御用聞きの拡大事業

宮崎県 株式会社大阪屋 6350001000264 ふるさと納税用ギフト商材の開発とオリジナル地酒等の認知度向上

宮崎県 ルイール株式会社 4350001013532 「働く女性のためのトータルビューティーコーディネート事業」

宮崎県 ｂｏｏｆｏｏｗｏｏ － からからつみき全国保育施設向けキャンペーン告知ＤＭ

宮崎県 マスカレード － 祝４０年老舗メニューの味が自宅でも！３種ソースで販路開拓！

宮崎県 有限会社宮崎ピアノ技術センター 2350002004813 既存・新規顧客へのバロック楽器と店舗の利用活性化事業

宮崎県 大福不動産 － 地域貢献及び顧客増大実現のための空き家関連事業

宮崎県 モータウン　オートモーティブ － 工場・店内拡張工事による新規客増加・既存顧客の満足度向上事業

宮崎県 株式会社まえだストアー 1350001001614 御用聞き・見守り機能を内包した買い物弱者のための移動販売事業

宮崎県 えこる宮崎店 － 中高年層をターゲットにした免震中敷き構造健康靴の販路開拓

宮崎県 Ｐｉｚｚａ　Ｂａｒ　Ｐｅｃｃｏ － 宮崎県産「日向夏」とモッツアレラチーズのサラダ提供事業

宮崎県 株式会社ティーディエス 4350001010918 これからの人生をより良く生き切るための生前整理アドバイス事業

宮崎県 ｃｏｕｃｏｕ　ｔｏｕｃｈ － 「ベビーマッサージ講師養成講座」の新設による客単価の向上

宮崎県 いちりゅう南宮崎店 － 地域密着型焼肉店における物販商品での商圏拡大事業

宮崎県 サスティア株式会社 6350001012714 ＢＡＲの稼働率ＵＰと相乗効果を狙うビジネス系プレゼン教室の運営

宮崎県 カラオケ　リピート － ６０歳から歌で始まる青春・命を育む、・地域の力・家族の力

宮崎県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＤＯＵＢＬＥ － 店舗の弱点を克服し宮崎銘柄豚バーガーを広める為の移動販売事業

宮崎県 株式会社ＩＫＯＭＡ 9350001011176 ホームページ　リニューアルによるネット販売の拡大

宮崎県 株式会社ビックスマイル 9350001006498 会社の経費削減につながる不用切手リサイクルの仕組み構築事業

宮崎県 トータス － メンズエステサービスの拡充と知名度向上による販路開拓

宮崎県 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ　Ｃｏｆｆｅｅ － 焙煎方法の多様化と地元産酵素スムージーの開発による販路開拓

宮崎県 ０９８２株式会社 7350001010329 メディアカンパニーの挑戦！六次産業化による販路拡大事業

宮崎県 有限会社ミスオ産業 1350002012718 地産商品開発力向上のため機械導入と雇用で売上拡大する事業

宮崎県 カフェビオラ － コーヒー豆販売Ｗｅｂショップ構築・導入による販路拡大

宮崎県 インテンス － 目指せオリンピック！ボルダリング競技大会開催による顧客開拓

宮崎県 株式会社ＴＲＭ 8350001007407 ・広告入りプランターの新規開発、広告パンフ作成、ネット広告更新

宮崎県 株式会社ＨｅａｒｔＢｅｓｔ 2350001011546 「心音」制作サービスの販路拡大（サイトの充実と海外展開）

宮崎県 有限会社南日本設備サービス 8350002012760 井戸で農業を応援するプロジェクトとその仕掛け

宮崎県 硯工房相馬羊堂 － 女性向け新商品の製造による販路開拓

宮崎県 渡邊味噌醤油醸造株式会社 3350001007411 県内農産物と伝統製法を活用した新商品売上販路開拓

宮崎県 ｍｉｌｕｍｅ － お客様の問題解決型商材によるブライダル市場開拓

宮崎県 水研テック株式会社 2350001006819 【アナログとデジタルを融合した】時代に即応した競争力強化事業

宮崎県 ペットサロン＆ｃａｆｅ　ＲＡＭ＆ＪＵＡ － 交通弱者を救う「高齢飼育者向け出張トリミングサービス」の展開

宮崎県 洋装のにしざわ － 化粧品原料１００％使用のドライマーク洗剤による販路開拓事業

宮崎県 有限会社メガネのサトー 6350002012770 こだわりの高齢者の補聴器購入に関する不安・不満を取り除く

宮崎県 有限会社ウエダ 1350002011769 新規客及び外国人観光客獲得のためのＷＥＢによる販路拡大

宮崎県 ユーアンドミークリエイト株式会社 2350001011125 研修メールフォローシステムソフトウェアの開発
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宮崎県 株式会社おりなす建材 8350001006045 ホームインスペクションを切り口としたエコリフォームの拡販

宮崎県 有限会社バッケーロ 7350002011615 顧客満足度の向上によるリピータ―客増大、新規客獲得

宮崎県 菓子工房にしだ － パッケージの改善によるひょっとこお菓子の販売促進

宮崎県 有限会社若松屋本店 5350002009157 ネット等の活用による集客力の強化と、来店客への和み空間の提供

宮崎県 豆の樹だんご地蔵堂 － お客様と従業員に喜ばれる店づくりのためのブランド力強化対策

宮崎県 有限会社椎電化センター 2350002009011 地域家電販売店の弱点克服大作戦！増客増販事業

宮崎県 ヘアーサロン　ノイ － 新規客獲得のための予約システムの導入

宮崎県 イノウエスポーツ － 刺繍工程の内製化及び新事業展開による売上・付加価値向上

宮崎県 株式会社風々々 5350001013259 自社の拘りが分かるＨＰ・パンフレット・手提げ袋制作。

宮崎県 高鍋キッチン　いちからはじめ － 当店大人気！地場食材もつ鍋を全国へ　販路開拓事業

宮崎県 ストロールデザイン － 顧客満足度、認知度向上のための展示応接スペースの開設

宮崎県 とぎや － ネットでらくらく包丁研ぎ「トギポスト」周知による売上増加事業

宮崎県 工建設株式会社 9350001012059 自社工法ＰＲ（ＨＰ、見学会、看板設置）による販路開拓事業

宮崎県 Ｂｏｄｙ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ清水整体院 － 「介護保険認定者並びにそのご家族向け新規客開拓」

宮崎県 有限会社くすりの中島 2350002016420 囲炉裏のような雰囲気がある相談コーナー、照明、音響設置による販路拡大

宮崎県 ＰＨＯＴＯ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＯＲＡ － 小型ストロボセットで店舗スタジオ外出張撮影と集客増加対策事業

宮崎県 有限会社フードアーツコミニケーション 7350002016845 自宅で簡単調理♪宮崎産黒毛和牛もつ鍋の通信販売

宮崎県 株式会社ｆａｍｃｏｎ 1350001014376 企業型合宿や集客のためのＰＲ動画作成と看板設置による広報強化

宮崎県 ＬｏｖｅｌｙＳｍｉｌｅ － ＳＮＳでの拡散を目的とした店舗コンセプトを表現するオブジェ設置

宮崎県 川﨑クラフト株式会社 5350001014232 情報発信強化及び生産性向上による受注拡大・採算改善

宮崎県 國生 － 新商品“粋帯（いきおび）”の販売促進ツール導入による販路開拓

宮崎県 有限会社丸十 3350002017533 潜在顧客への広告宣伝での販路拡大

宮崎県 有限会社九州治産 2350002009291 木炭事業ネット直販システム構築及びチラシ・パンフレットの作成

宮崎県 株式会社正春酒造 5350001005702 本格焼酎「逢初」ベースの宮崎県産果実を使ったリキュールの開発

宮崎県 三谷木材産業株式会社 2350003000695 お客様と工務店との懸け橋をつくる！住宅に関するお悩み相談所事業

宮崎県 株式会社ミート工房拓味 6350001011484 スマートフォンに適した高齢者向けネットショップの開設事業

宮崎県 小田切治療院 － 無痛鍼を使用した経絡治療法のＰＲ強化による来店促進と集客向上

宮崎県 エポックカーセンター － オリジナルキャンピングカーとヘッドライトコートのＰＲ事業

鹿児島県 奄美大島アンテナショップ島の風 －
栃木県内において初となる奄美のアンテナショップ（兼、奄美群島の総合案
内所）と島料理を提供する飲食事業

鹿児島県 株式会社ツボゼン 6340001019462 鹿児島初！「企業向け訪問診療」実施による大規模販路拡大

鹿児島県 有限会社日本製菓技術研究所 4340002007451 看板リニューアルによる認知度向上及びブランド浸透

鹿児島県 中央駅一番街司法書士事務所 － 消費者訴求型広告を活用した“選ばれる司法書士”販路拡大事業

鹿児島県 Ｌｕｍｉｅｒｅ － 店舗看板の設置と店舗イメージを用いたブランディング企画

鹿児島県 志賀建築設計室 － 高単価の見込客を開拓する、『強みが見えるホームページ』の作成

鹿児島県 Ａｍｅｌｉｅ － まつ毛エクステ導入による顧客獲得及び客単価向上計画

鹿児島県 コーヒーソルジャー株式会社 1340001019590 メールを活用した、コーヒー教室型メルマガによるファン獲得事業

鹿児島県 天文館居酒屋　大漁酒場　憲 － 地元極上素材をフル活用した県内外観光客・海外観光客等獲得事業

鹿児島県 小山工建株式会社 2340001009095 サイエンスホーム！広告を使ったブランディング計画

鹿児島県 西田友博税理士事務所 － 「５０歳からの相続学校」の広報活動～相続は準備が９割～

鹿児島県 株式会社とと家 2340001016604 焼鳥と手作りのまごころ料理の見える化で新規の客層にアピール。
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鹿児島県 Ａｎｇｅ　Ｂｏｄｙ　Ｊｅｗｅｌｒｙ － ボディジュエリー認知度＆集客アップ大作戦！！

鹿児島県 有限会社ヨクラリビング 5340002010181 新規客獲得・既存客保全のためのＨＰの作成とキッズルームの整備

鹿児島県 株式会社ＫＳＫ 3340001019853 「黒さつま鶏」の販路開拓に向けた展示会出展

鹿児島県 粋魚なかま － 笠沙鮮魚の安定供給、ニーズに合った商品の提供と店舗の認知向上

鹿児島県 徳之島料理　和ちゃん － ヘルシー弁当開発による販路開拓事業

鹿児島県 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ － 店舗の視認性向上とＷＥＢ改善による販売促進事業

鹿児島県 ｅｉｃｈｅ － ホームページ刷新と看板設置による認知度向上及び新規客獲得

鹿児島県 株式会社アルスクール 9340001019105 アルスクールの認知度を高め、受講者を増やすための広報活動。

鹿児島県 ｏ－ｍｕｒｅｙｓ － 新規客開拓の為の誘導型看板設置・店入口改装による集客ＵＰ事業

鹿児島県 デイジー － チラシ・ホームページ等を通じた革張りソファの販売促進事業

鹿児島県 有限会社竹迫温泉 7340002005865 老若男女が集う銭湯の実現

鹿児島県 クリニカルエステｃｉｃｃａ － 地域１番の店を目指して～ｃｉｃｃａの売上増加・販売促進策～

鹿児島県 厚仁堂薬局 － 「町のかかりつけ薬剤師」の進展に向けた店舗・ホームページ改装

鹿児島県 株式会社ドアーズ 2340001016356 スタジオスペースの改装を通じたブライダル需要の囲い込み事業

鹿児島県 深水刃物有限会社 1340002008238 工程管理システムの導入による自社製品の安定供給と出荷数増大

鹿児島県 山口牧場カントリーカレー － 新規客の開拓と通販事業部門の売上拡大を図るための販売促進事業

鹿児島県 株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ 8340001019683 体調管理アプリの本格運用に向けた研修参加と広報宣伝事業

鹿児島県 株式会社ランコントル 6340001012483
新しい大島紬に改めて「伝統・文化の付加価値」をプラスした商品の販促強
化

鹿児島県 株式会社ジーアールコミュニケート 3340001018822 ＷＥＢを活用した認知度アップとセミナー開催による販路拡大

鹿児島県 株式会社パワー・ウィング 4340001013517 ホームページ・顧客管理システム活用によるまさ土の販路拡大

鹿児島県 ＴＲＵＮＫ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ － 特別な空間を持つ古民家再生美容室の周知活動による販路開拓

鹿児島県 楢木商店 － 安心安全な海産物専門店としての知名度アップによる売上増大計画

鹿児島県 株式会社フルール 4340001011272 大型看板の設置による機能性健康靴の認知度向上と販路拡大

鹿児島県 有限会社寿印刷 3340002016619 真空プレス機の導入による、記念品プリント事業の販路開拓

鹿児島県 株式会社ナンバーエイト 2340001019672 「女性優先ルーム」を活用しての女性客割合と客単価引上げ計画

鹿児島県 サザンエンジニア有限会社 8340002016762 競合に先駆けて電子制御部品修理に対応することによる販路拡大

鹿児島県 岩元不動産 － 自分史作成システムのＰＶ製作とＤＭ併用による販路開拓

鹿児島県 酒庵　朋 － 鹿児島県産黒さつま鶏鍋料理の効果的なＰＲによる販路開拓

鹿児島県 ソウル家庭料理福子 － 地域唯一の本場韓国料理店！新たな販路を開拓するための周知計画

鹿児島県 サツマガス工業株式会社 4340001013938 ヘルプクリーニングサービス事業

鹿児島県 進美堂 － 憩いの場を目指して「元気な東大手町商店街を取り戻そう！」事業

鹿児島県 ＢＳ　Ｈａｉｒ（ビーエスヘアー） － 安心しておしゃれを楽しむ頭皮健康イキイキ事業

鹿児島県
食と雑貨のセレクトショップＳＡＢＥＥ　ＳＨ
ＯＰ

－ ワイン販売強化の為の試飲販売スペースの整備

鹿児島県 株式会社みち 8340001019717 ひとにやさしいホールづくりによる新規顧客獲得事業

鹿児島県 肉の専門店もりやま － 美味しい新鮮なお肉をみんな食べよう！お肉のデリバリーＰＲ事業

鹿児島県 パティスリーモンアンドロワ － 記憶に残る場面を演出する特別なホールケーキを学ぶ事業

鹿児島県 有限会社出水田鮮魚 2340002024861 県外に向けた高付加価値商品を作製するための加工場の整備

鹿児島県 水明荘 － 店舗のバリアフリー化による新規顧客増加・リピート率向上事業

鹿児島県 株式会社大田 2340001018856 厨房の拡大改修による業務効率化とＨＰ・チラシ強化で販路拡大

鹿児島県 株式会社深水 9340001012621 バーコード導入による製造から販売までの管理
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鹿児島県 有限会社マルフク川畑水産 1340002022899 顧客利便性向上と販路開拓の為の商品訴求営業ツールを作る！

鹿児島県 有限会社リゼ 5340002023051 顧客満足度の向上と新規顧客獲得に向けた分析と販促による売上増

鹿児島県 株式会社キュービスト奄美 6340001010941 奄美産ドライフルーツと純生黒糖との新商品開発による売上向上

鹿児島県 株式会社奄美設計集団 8340001018140 ハイクオリティなサービス提供の見える化でリピート率アップと売り上げ増加

鹿児島県 有限会社とも屋 2340002023582 地域初プリント菓子・パン販売による新規顧客獲得事業

鹿児島県 美容室ブランコ － リラクゼーション効果向上に伴う顧客単価向上の実現

鹿児島県 井川畳店 － 洋風建築に対応した畳素材の新商品開発とＩＴを活用した販路拡大

鹿児島県 有限会社パン工房麦穂 8340002022744 出水市初公認新商品「つるのしんのたまご」の販促とＩＴ顧客管理

鹿児島県 サロンドステップ － 脱毛最新機器の導入で新規顧客を発掘するための販路開拓事業

鹿児島県 有限会社桑原建築 8340002022364 新規顧客獲得の為のブランド力と事務所アプローチの視認性の向上

鹿児島県 寿司と郷土料理の店　久松 － 新商品開発と久松ブランド統一による地域№１店への挑戦！！

鹿児島県 有限会社旅館月見荘 9340002018849 Ｗｉ－Ｆｉを整備して、外国のお客様へもきめ細やかなサービスを

鹿児島県 癒しところ　風りん － 『古民家改装による癒しのエステサロン強化で新規顧客開拓』

鹿児島県 ｐｏｎｏｂｕｏｎｏ － 広告強化による子育て世代・女性客主婦層の新規顧客開拓

鹿児島県 サインサポート － カッティングプロッタ導入とグラフィックを活用した新規顧客獲得

鹿児島県 有限会社セントラルミルクサービス 6340002017903 乳製品未開拓地域への販路拡大に向けた顧客開拓

鹿児島県 株式会社ＢｅＨｉｔ 3340001006199 自社と得意先を共にＰＲし、集客増に貢献するホームページの構築

鹿児島県 有限会社マクールエンタープライズ 5340002014182 顧客の利便性向上を狙った新たな取組みの認知度向上による新規客獲得

鹿児島県 株式会社ゴールド黒酢本舗 6010001127091 霧島市福山産もろみ末を使用した商品の全国展開

鹿児島県 松下建設株式会社 7340001007367 快適教育環境の提供による資格取得支援で販路開拓

沖縄県 ｄｅｃｃｏ（デコ） － 陶磁器焼成用電気窯の導入による生産性の向上並びに販路開拓

沖縄県 合同会社ＳＡＩ 2360003005842 次世代４Ｋカメラ水中ハウジング新規導入による受注先の開拓

沖縄県 ＩｍａｉＰａｉｎ（いまいパン） － ネット販売強化に伴う商品の保管庫及び梱包ルームの設置

沖縄県 株式会社カリタス 3360001006973 沖縄デザインの魅力を生かした紙製品販売ホームページの制作

沖縄県 はなはなアトリエカフェ － 発酵食品で沖縄の食生活を改善！観光客にも広める事業

沖縄県 食堂黒猫 － メルボルン流自家製製品の新販路・リピート購入モデルの構築

沖縄県 流求茶館 － パッケージ開発で４つの部門すべて売上アップ！！

沖縄県 株式会社みなしょう 2360001020372 くちゃパックのパッケージング・什器の開発の資材購入

沖縄県 株式会社エナジーフロー 7360001019864 地域資源を活用した提案型情報発信サイトの開発

沖縄県 有限会社タイマッサージ沖縄 4360002008225 チラシ等の作成・ホームページ等の更新による新規顧客獲得作戦！

沖縄県 株式会社エンジョイレンタカー 7360001017629 ・レンタカーのグループ利用客をターゲットとした広告戦略の展開

沖縄県 Ｕｎｅ　Ｔｒａｃｅ（アン　トレース） －
世界初ダメージレスストレートパーマ＆パーマで髪ツヤツヤ若返りプロジェク
ト

沖縄県 星野英語塾 － 新規事業ＷＥＢ教室の生徒集客のための広告活動

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） － ジュエリーの修理技術を軸としたマーケティングシステムの構築

沖縄県 有限会社琉宮 4360002008423 ブライダル仕様サーターアンダギーでの婚礼市場販路開拓

沖縄県 株式会社ワンスペース 3360001017896 「リスティング広告を用いた求人サイトのＰＲプロジェクト」

沖縄県 株式会社ブルーバード 6020001031318 看板設置及びポスティングでの販路開拓

沖縄県 錦屋旗店株式会社 4360001015098 ドライかりゆしウェア（クールビズウェア）の開発・販路拡大

沖縄県 るーずコーポレーション － 「販促物制作」、「マーケティング調査」

沖縄県 ＲＫＳ － アンテナ取付工事、レンジフード・換気扇取替工事の販路開拓
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沖縄県 有限会社プロネクスト 4360002012061 新規顧客の獲得を目的としたウェブサイトの制作

沖縄県 株式会社ウォータージャパンレンタル 8360001008032 地域に特化したサービスの周知と、作業環境の整備による効率化

沖縄県 音楽教室ヒラソル － グループレッスンクラスの確立

沖縄県 アールドナチュール － 健康補助食品の新規代理店開拓。クラウド型の販売・在庫管理提供

沖縄県 染織松尾 － 直売店舗の改装・整備と、染色技術調査及び販促ツールの作成

沖縄県 株式会社ティダファクトリ 8360001016670 「宮古島のしあわせマンゴー」宮古島島外への販路開拓事業

沖縄県 茶道裏千家　花鳥風月 － 宮古島で日本伝統文化体験「茶道・ゆかた着付けで神社参り」

沖縄県 琉球エステ天花 － リゾートブライダルエステサービスによる新規顧客開拓

沖縄県
農業生産法人株式会社シーフォーグ
ループ

1360001014045 空調機械を導入し、安定した品質管理と製造ライン体制を整える。

沖縄県 ステーキハウスビックリ大将 － 宮古牛ステーキの紹介大型看板の設置とその看板の多言語化

沖縄県 有限会社エバ 7360002014699 自社ならではの強みをタイムリーに発信していくＨＰ製作

沖縄県 フェイシャル＆ボディジュエリーＣｏｔｏ － 【セラピスト業界の売上・利益の底上げ】の支援サービス事業

沖縄県 ＫＩＺＵＫＩ　ＨＡＩＲ － 加圧過熱ヘアスチーマーによる、新メニュー展開
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