
県名 申請者名（屋号） 法人番号  補助事業名

1 佐賀県 安全石油　有限会社 7300002007238
小型タンクローリー車導入による配送力強化、合

理化と販路開拓

2 佐賀県 有限会社池田鉄工所 6300002007239
新たな設備の導入による個人向け配管工事の営業

強化と新規獲得

3 佐賀県 やまなか板金
営業力アップのための車両購入による新規顧客の

獲得

4 佐賀県 有限会社大町自動車学校 4300002007249
自動車学校の新たな経営体制確立へ！新規HPに

よる情報発信事業

5 佐賀県 手造りパン工房トミー
生産性向上と売上拡大を可能とするベーカリー設

備導入

6 佐賀県 たなごころ鍼灸接骨院
スポーツ現場や被災地での治療・リハビリ環境整

備事業

7 佐賀県 大坪デンキ
明るい電気屋さんの明るい街づくり！満足度向上

のための店舗改装

8 佐賀県 株式会社西日本髙場観光グループ 4300001005328
老若男女が料理を楽しむ店づくりと大ホール活用

による集客拡大

9 佐賀県 株式会社ローズエネパワー 5300001010178
朝採れ生シイタケの生産販売事業の拡大及び情報

発信事業

10 佐賀県 村山畳店
縁なし畳製造を実現し、マンション等洋風化家庭

新規顧客開拓事業

11 佐賀県 山下鮮魚店 高齢者のためのオーダーメイド宅配・見守り事業

12 佐賀県 原商事
顧客ニーズの高い出張販売のための車両購入によ

る経営の回復

13 佐賀県 家族庵
「大町たろめん」をいつでもどこでも！宅配によ

る大町活性化事業

14 佐賀県 株式会社アシスト 1300001009752
地域一番の総合型保険代理店として営業充実のた

めの車両購入！

15 佐賀県 和懐石　山志田
こだわりの料理とこだわり空間の演出による新規

顧客獲得事業

16 佐賀県 前田建設工業株式会社 3300001005097
顧客満足度と安全性向上のためのミーティングス

ペース設置事業

17 佐賀県 有限会社　大町環境整備 2300002006599 空き家片付け事業プラン開発と情報発信事業

18 佐賀県 株式会社内田建設 3300001005080
新たな車両導入での機動力アップによる顧客満足

度の向上

19 佐賀県 スナック　アプローズ
お客様の「ゆとりとくつろぎ」の空間創出による

新規顧客開拓事業

20 佐賀県 諸石酒店
ワイン専門店としての品揃えの充実と品質管理向

上による顧客拡大

21 佐賀県 ナカシマ鉄工
必要機器の導入による生産性向上と新たな営業展

開による売上増進
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22 佐賀県 松
新鮮な食材を使用した、本格的なちゃんこ鍋の新

規顧客開拓事業

23 佐賀県 お食事処　かみや
地元の鮮度の高い食材を利用したこだわりメ

ニューの展開事業

24 佐賀県 居酒屋NUFNUF
災害に負けない店づくりで新たな人との繋がり

を！

25 佐賀県 かま蔵うどん ４０年続く自家製やわ麺うどんの販路開拓事業！

26 佐賀県 サニークリーニング 大事な思い出の詰まった衣服を元のままに事業！

27 佐賀県 福まねき 海鮮焼きなど新メニュー開発と新規顧客開拓事業

28 佐賀県 有限会社サンワ部品 8300002006362
自動車関連部品の新たな商材取扱増進と提案型営

業体制の整備

29 佐賀県 株式会社YES 5300001010500
車両に関するトータルサービスの充実と新規顧客

獲得事業

30 佐賀県 ヘアーカスタム
美意識の高い男性客に対する光脱毛サービスの展

開

31 佐賀県 三太郎寿し
女性グループ客に五感で楽しむ旬の寿司コースの

提供

32 佐賀県 株式会社北方興産 1300001004745
大量乾燥炉、営業車両導入により、生産性向上と

営業範囲拡大事業

33 佐賀県 笠原整体院ROCK
お客が安心・気楽に相談できる治療で新規顧客獲

得を目指す。

34 佐賀県 ミヤケ機工商会
在庫商品吟味による顧客満足向上と店舗のクオリ

ティアップ

35 佐賀県 棚町酒店
高齢化社会に向けた店内バリアフリー化と宅配強

化

36 佐賀県 無庵
体にやさしいこだわり「中華そば」の販路開拓事

業！

37 佐賀県 株式会社　井手製麺 4300001008264
長尺麺対応圧延計量スリッター導入による新規販

路開拓事業

38 佐賀県 有限会社　千十里 6300002006406
外国人や女性観光客新規獲得の為のトイレ環境改

善事業

39 佐賀県 有限会社蒲原鉄工所 7300002007254
製作作業の効率アップのためのドリル研磨機導入

事業

40 佐賀県 オートガレージディースタイル
当店ユーザーに対するサービス拡充と新規顧客獲

得事業

41 佐賀県 有限会社内田自動車整備工場 1300002007243
被災地域の事業用車両の早期修復へ！設備導入に

よる整備体制強化

42 佐賀県 有限会社　緒方建設 1300002007251
新たな車両購入での作業の効率化と佐賀豪雨災害

の復旧への貢献

43 佐賀県 鳥谷モータース
高性能溶接機などの導入による自動車鈑金業務の

受注拡大事業

44 佐賀県 株式会社　リバース 4300001008586
販売エリア拡大に向けた営業車両導入と情報発信

強化事業

45 佐賀県 森永写真館
想いをカタチに。「あなただけの写真集」作成事

業

46 佐賀県 黒岩整体院 施術内容の可視化を通じた新規顧客獲得事業

47 佐賀県 有限会社　野口商事 3300002001161
バリアフリー化と新メニュー開発によるお客の満

足度UPの取組



48 佐賀県 北方看板センター
看板製作工事の作業効率アップのための軽車両購

入と営業力強化

49 佐賀県 焼肉なかやま
煙を気にしない焼肉店へ！店舗改装による販路開

拓事業

50 佐賀県 焼肉レストランふちがみ 新たなセットメニューの提供と新規顧客開拓事業

51 佐賀県 手作りハンバーグの店くれよん 新デザートメニュー開発と新規顧客開拓事業

52 佐賀県 副島鉄工所 高性能溶接機器導入による生産性向上と販路開拓

53 佐賀県 キャピタル・クリエイティブ 演奏活動強化による知名度アップと販路開拓事業

54 佐賀県 有限会社　山田食品 9300002006378
地域内女性高齢者へのお酒の楽しみ方提案による

新規販路開拓

55 佐賀県 料亭　松山
弁当、仕出しの充実を図るための車両導入で新規

顧客獲得

56 佐賀県 株式会社　相蒲商事 9300001010926
インターネットによる事業紹介と商品のピイアー

ル事業

57 佐賀県 ニュージャパンホーム合同会社 6300003001389 改装による新規入居者獲得のための取り組み

58 佐賀県 株式会社　金龍窯 5300001004832
機械を稼働させて商品の生成と新商品開発により

売上増を図る。

59 佐賀県 葉隠本陣
本格的な焼鳥をくつろぎの空間で食べる売上増進

事業

60 佐賀県 モーターランドデイトナ
設備導入による大型車両の整備事業の強化と販路

開拓

61 佐賀県 ヒゼン機工株式会社 7300001011364
自動化機器等の販売促進によりお客様の生産性向

上を支える

62 佐賀県 株式会社MTO 1300001009257
店舗改装と新メニュー提供による顧客満足度向上

と販路開拓

63 佐賀県 土橋産業株式会社 6300001004641
着工から竣工までの期間短縮と、リフォーム事業

の受注数増加

64 佐賀県 有限会社アキラコーポレーション 6300002006380
店舗機能再構築と新メニュー提供による顧客満足

度向上と販路開拓

65 佐賀県 池田写真館
高齢者の肖像写真を、穏やかな雰囲気のスタジオ

で撮影する事業

66 佐賀県 ローソン小城上砥川店
コンビニエンスストアによる「心のこもった」買

物弱者等配達事業

67 佐賀県 松尾板金加工所
個人の新築及びリフォームに係る板金工事獲得の

ための新設備導入

68 佐賀県 稲冨印店
顧客満足度を高めるための店舗改装及び接客ス

ペースの設置

69 佐賀県 ケイズファクトリー
高性能溶接などの導入による自動車鈑金業務の受

注拡大事業

70 佐賀県 焼肉三夜待
周辺地域に住む３０歳代独身男性が気軽に利用で

きる佐賀産焼肉店

71 佐賀県 有限会社牛島建設 2300002007242
個人の解体工事・土木工事の新規受注獲得のため

の営業用車両導入

72 佐賀県 松屋株式会社 2300001005098
リフォームの受注獲得のための車両導入と営業力

強化


