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九州 福岡県 R2401S00001 有限会社自然薯王国 1290002020826 緊急事態宣言特別枠 製造技術を活かした「自然薯アカモクとろろ」による新市場進出 河上　康洋

九州 福岡県 R2401S00003 マルソー産業株式会社 3290801005711 緊急事態宣言特別枠
ユニフォームレンタル事業者向け耐熱性プラスチック製ハンガーの商品開

発及び量産化
アネーラ税理士法人

九州 福岡県 R2401S00009 シーアイユー 緊急事態宣言特別枠 シーアイユー　録音部門事業　新規開拓プロジェクト 宮若商工会議所

九州 福岡県 R2401S00010 株式会社ダイユウ 6290801024667 緊急事態宣言特別枠 地域の空き家問題解決！建設機械導入による解体業への参入 楠本　拓也

九州 福岡県 R2401S00011 飯屋　楽 緊急事態宣言特別枠 新しい技術で実現できる、活サバの魅力 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00017 株式会社ハンドスタンド 1290001080615 緊急事態宣言特別枠 スポーツと放課後等デイサービス及び児童発達支援サービスの融合施設 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00019 株式会社足立マシナリー 2290001000745 緊急事態宣言特別枠 高精度治具の製造技術を活かした新規オリジナル商品製造事業の展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401S00020 稲吉　久徳 緊急事態宣言特別枠 地元美容専門学校と連携し美容サロン事業への進出 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401S00021 メンバーズシンデレラ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代の流れを捉えた台湾茶専門カフェ事業への参入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 R2401S00025 株式会社クリエイティブオフィス・ビーム 3290001076438 緊急事態宣言特別枠 養蜂で新たな資源の創出と地域を元気にするプロジェクト 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00027 クリエイトバリュー 緊急事態宣言特別枠 新スタイルの動画広報戦略による博多伝統産業等の経営力強化支援 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00029 株式会社クレイン 9290001083809 緊急事態宣言特別枠 居酒屋客席から総菜販売窓口への改装およびテイクアウト開始の取組 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401S00031 株式会社高橋商店 2290001047324 緊急事態宣言特別枠 長期サイクル型の「新しいヴィンテージ日本酒」による新価値創造 八女商工会議所

九州 福岡県 R2401S00033 株式会社本吉屋 3290001053263 緊急事態宣言特別枠 創業３４０年の伝統を受け継ぐうなぎの冷凍調理食品の製造と全国販売 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00034 合同会社ｃｏｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 1290003005339 緊急事態宣言特別枠
商業デザインの実績・人脈を活かし、団塊Ｊｒ．に響く「蒸留酒」の開

発・販売
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00035 たこやき大王 緊急事態宣言特別枠 地元農家と連携、規格外野菜を活用した冷凍食品販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00037 株式会社味王本店 4290001032935 緊急事態宣言特別枠 スマホを使用し利用者の試行に合せた学校給食事業の構築と展開 武石　誠司

九州 福岡県 R2401S00038 有限会社ジット 7290802021415 緊急事態宣言特別枠 自社のＩＯＴを活用した品質・生産性向上ノウハウの商品化 直方商工会議所

九州 福岡県 R2401S00040 ＴＷＥＥＮＥＲ 緊急事態宣言特別枠 コーヒーショップの自家製商品ＥＣ化及び店舗縮小による業態転換 福岡信用金庫

九州 福岡県 R2401S00042 株式会社大幸組 7290801002358 緊急事態宣言特別枠 地元土木会社に対するＩＣＴコンサルティングサービスを新規展開 中村　清悟

九州 福岡県 R2401S00045 株式会社アミューズプラネット 1290002019827 緊急事態宣言特別枠
ドローンを活用した土地測量事業やゴルフ場管理測量事業等を展開し新し

い事業分野を確立する
中野税理士法人

九州 福岡県 R2401S00046 株式会社アストンデザインワークス 4290001037835 緊急事態宣言特別枠 和食店奏づから会員制料理教室への業態転換計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00048 中村自動車鈑金塗装 緊急事態宣言特別枠
医療福祉業界を助ける！福祉車両抗菌サービスと設備導入による業務効率

化
大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00050 有限会社しまや 7290802020318 緊急事態宣言特別枠 仕出しから中食市場をターゲットとした総菜テイクアウトへの転換 直方商工会議所

九州 福岡県 R2401S00051 株式会社ランドアンドヒューマン 1290001017393 緊急事態宣言特別枠
アロマテラピーサロンからウェブを活用したオーガニック製品製造販売業

への転換
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00052 有限会社Ｇ＆Ｇ 1290002052522 緊急事態宣言特別枠 アロマ料理店による酵素風呂＆オイルマッサージ事業への進出 筑後信用金庫
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九州 福岡県 R2401S00053 株式会社クレーンズ 6290001051181 緊急事態宣言特別枠 弁当製造及び地域住民・施設への宅配による事業再構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00054 株式会社ＥＶＯＲＩＳＥ 3290001065952 緊急事態宣言特別枠 先進デジタル技術導入を伴った業態転換による新たな挑戦 西嶋　俊成

九州 福岡県 R2401S00055 ｈｏｗｌ 緊急事態宣言特別枠 五感で食べる鉄鍋麻婆豆腐を自宅で実現。テイクアウト事業展開 中山　翔

九州 福岡県 R2401S00056 ノエルの樹 緊急事態宣言特別枠 地域ブランドを活かした似顔絵等の創作ケーキ開発及びネット販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00058 炭火焼肉　絆繁 緊急事態宣言特別枠 『久留米市で話題の炭火焼肉絆繫の味をご家庭に、全国に』 古賀　一之

九州 福岡県 R2401S00059 株式会社ピース・ユアーズ 5290001020971 緊急事態宣言特別枠
カウンセリング型、小規模施設対応のセントラルキッチンによる配達飲食

サービス
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00060 クマノス 緊急事態宣言特別枠 酒類とバーベキューグリルおよび製材所端材を使った商品の販売 八女商工会議所

九州 福岡県 R2401S00061 株式会社新美 3290801010067 緊急事態宣言特別枠 冷凍食品製造販売事業の拡充によるレストラン事業の再構築 髙村　英子

九州 福岡県 R2401S00062 株式会社古里 9290001002223 緊急事態宣言特別枠 飲食店による新事業展開（小売・ＥＣ事業へ参入） 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401S00063 株式会社ａｎａｌｏｇｕｅ 2290001035634 緊急事態宣言特別枠
日本の伝統発酵食品の健康機能性に着目した　製造・販売・啓蒙のコンセ

プトショップの企画
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00065 株式会社ジョイクリエイト 7290001066105 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ指名ができる個人宅ベビーシッターサービス 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00066 システムフィックス株式会社 3300001010436 緊急事態宣言特別枠 国内分散型マイニング事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00067 Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ株式会社 5290001070744 緊急事態宣言特別枠 地域商品の体験サービスの提供（個室・長時間）とＥＣサイト構築 福岡県信用組合

九州 福岡県 R2401S00073 王様のチャーハン 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト拡充による販路拡大と非対面型店舗への改装 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00080 株式会社きのした 7290001087679 緊急事態宣言特別枠 ギフト事業とのシナジー発揮！ペット訪問火葬サービスの新規開発 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00083 コンセプトライズ株式会社 1290003003029 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に対応した宅配弁当事業への再構築 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401S00084 小竹正株式会社 1290001003096 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ強化に向けたオムニチャネル・スタジオ新設と福祉衣料の新分野開発 株式会社シザコンサルティング

九州 福岡県 R2401S00086 株式会社フカノ楽器店 2290001002171 緊急事態宣言特別枠 オリジナル介護予防プログラムの開発と新たな事業フィールドの開拓 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00090 株式会社タケマン 2290001064030 緊急事態宣言特別枠
飲食店に向けた自動発注アプリケーションサービスを提供する新たな事業

展開
福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00092 アイスタイル 緊急事態宣言特別枠 デザイン広告業から耕作放棄地の開拓による養蜂事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00093 有限会社ショーマンシップ 9290002020827 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術と舞台芸術による地域共創の事業化 福岡県中小企業団体中央会

九州 福岡県 R2401S00095 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｌｉｎｋ 5290001076510 緊急事態宣言特別枠 地域循環型ポイント制度（仮称：Ｈａｐｐｙ　旅　Ｐｏｉｎｔ）の推進 一法師　隆行

九州 福岡県 R2401S00099 株式会社グスク 7290001080634 緊急事態宣言特別枠 外国人起業家向けレンタルオフィス業 福岡信用金庫

九州 福岡県 R2401S00100 株式会社はつしろ 4290801011155 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト導入による活魚料理および高級仕出し弁当の宅配事業 遠賀信用金庫

九州 福岡県 R2401S00101 株式会社峰松本家 7290001016919 緊急事態宣言特別枠 新分野展開における急速冷凍機を活用した事業計画書 西野　龍太郎

九州 福岡県 R2401S00105 東家グループ株式会社 8290001082373 緊急事態宣言特別枠
居酒屋グループが挑む自社で栽培した無農薬野菜を使った農家レストラン

への初進出
福間　武士
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九州 福岡県 R2401S00106 株式会社ＦｏｏｍａｎＬＡＢ 7290001059232 緊急事態宣言特別枠 鮮魚の仲卸業ブランドを活かした居酒屋から寿司店への事業転換 安田　雅彦

九州 福岡県 R2401S00108 株式会社トータルプロデュース 4290801002534 緊急事態宣言特別枠 映像配信事業 前田　俊雄

九州 福岡県 R2401S00112 ＨＩＲＯ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9290001080252 緊急事態宣言特別枠
障がい者の生きがいづくりを目指すペット共生型グループホーム設置・運

営事業
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00113 株式会社ハコブネ 9290001035594 緊急事態宣言特別枠 廃校を活用した植物工場施設の観光利用としての再利用化 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 R2401S00115 株式会社シビルウェブ 6290001050984 緊急事態宣言特別枠 建設工事書類作成代行サービスのオンライン化による販路拡大 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401S00116 株式会社京屋 7290001032478 緊急事態宣言特別枠 セルフスタジオ新設によるビジネスモデル構築及びマーケット創出 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00118 Ｄ－ＦＩＴ 緊急事態宣言特別枠 低感染リスク型の１対１のパーソナルジム開業により健康づくりへ貢献 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00119 有限会社立野企画 4290002028214 緊急事態宣言特別枠 移動販売からテイクアウト・デリバリーへの業態転換 森　健史

九州 福岡県 R2401S00120 株式会社ｂｌａｎｋ　ｍａｐ 9290001065501 緊急事態宣言特別枠 バイオリズムをビジネスに役立てるための新分野展開プロジェクト 村田　佑樹

九州 福岡県 R2401S00125 カフェソネス 緊急事態宣言特別枠 個食オードブル、デリの通販事業とホテル・イベント事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00127 バー　グロース 緊急事態宣言特別枠 オーセンティックバーマスターが提案するお酒に合う持ち帰り焼き鳥 緒方　芳伸

九州 福岡県 R2401S00128 ＴＭＪ株式会社 9290001063050 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ推進による映像・コンテンツ制作事業 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 R2401S00130 株式会社五合 5290801021533 緊急事態宣言特別枠 口福多笑プロジェクト　美味しいモノで一人でも多くの笑顔を！！ 間宮　秀直

九州 福岡県 R2401S00131 株式会社スペックス 8290001070774 緊急事態宣言特別枠 ネットと店舗を組み合わせた、新たなアロマ商品製造販売事業への参入 池田　優子

九州 福岡県 R2401S00132 株式会社ＣＡキャリア 6290001060265 緊急事態宣言特別枠 診療所の人に関する課題解決を行う経営支援サービス業への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00133 株式会社カシマ製作所 8290001046601 緊急事態宣言特別枠 鉄と木材を用いたハイブリット構造の組立式移動販売店舗の製造と販売 アストル税理士法人

九州 福岡県 R2401S00134 株式会社フルトラック 6290001086558 緊急事態宣言特別枠
最先端ＩｏＴ音響機器を用いた音響収録・インターネット配信サービスの

開発・提供
ゼノンクリエイツ株式会社

九州 福岡県 R2401S00135 株式会社ＳＣＡｉ 5290801019825 緊急事態宣言特別枠 話し方教室・検定試験のオンライン形式への業態転換 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 R2401S00137 セルドラ 緊急事態宣言特別枠 車中泊車の制作および販売 遠賀信用金庫

九州 福岡県 R2401S00140 株式会社キャリーオン 2290001007055 緊急事態宣言特別枠 「給与週払いクラウドサービス　ｅｅｅｓｙ（イージー）週払い」の開発 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 R2401S00142 味処源六 緊急事態宣言特別枠 巣籠もり女子のハートを狙い撃ち！自社加工商品による事業拡大策 柳川商工会議所

九州 福岡県 R2401S00148 ファクトリーサンライズ 緊急事態宣言特別枠 輸入トレーラーを国内仕様に改造後キッチンカーとして販売 筑後商工会議所

九州 福岡県 R2401S00150 プチ・レストラン　やながわ 緊急事態宣言特別枠 新商品開発でＳＤＧｓと新分野転換によるポストコロナへの挑戦 大牟田商工会議所

九州 福岡県 R2401S00151 ナレ・インターナショナル株式会社 5290002030383 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション形式の語学講座動画ＷＥＢアプリの開発 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 R2401S00152 株式会社アイエイシーアカデミー 7290001044606 緊急事態宣言特別枠 大学や専門学校教育機関向け留学プラットフォームで新しい販路開拓 有馬誠治

九州 福岡県 R2401S00153 有限会社喜一プロジェクト 5290002030904 緊急事態宣言特別枠 みんなの学校　さくらんぼ先生のひみつ基地 福岡商工会議所
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九州 福岡県 R2401S00154 株式会社九秀製本ドットコム 8290002029992 緊急事態宣言特別枠 ノリトジックマガジンＤＭによる新展開と業界生き残り計画 黒岩　延時

九州 福岡県 R2401S00156 ワンスター 緊急事態宣言特別枠 複数の美容業種を集約したワンストップサービスの構築 飯塚商工会議所

九州 福岡県 R2401S00159 てば咲けいすけ 緊急事態宣言特別枠 焼肉店への転換でウィズコロナ・ポストコロナに対応 日髙　強

九州 福岡県 R2401S00161 太陽の船株式会社 6290801017233 緊急事態宣言特別枠
サブスクリプション形式を取り入れた「肉をはじめとした九州うまかもん

食材」の通信販売事業
税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 R2401S00162 株式会社Ｍ・Ｔ企画 9290001062911 緊急事態宣言特別枠 長期滞在型ワーケーション対応プレミアム客室の整備事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 R2401S00175 株式会社オフィス亜細亜 7290802023477 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した宿泊型家族葬専門ホールの展開 みやこ町商工会

九州 福岡県 R2401S00180 株式会社ＡＹＵＭＩ 9290001085697 緊急事態宣言特別枠 オンラインサロン計画 税理士法人九州パートナーズ

九州 福岡県 R2401S00182 株式会社三協舎印刷所 5290001007671 緊急事態宣言特別枠 デリバリー／テイクアウト用小冊子を小ロット、短納期で生産・販売 児玉　泰雄

九州 福岡県 R2401S00183 株式会社やますえ 9290001017634 緊急事態宣言特別枠
厳選かつ新鮮な糸島産野菜を使用した惣菜・ヴィーガン用食材の製造販売

事業
株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401S00184 株式会社光タクシー 4290801009380 緊急事態宣言特別枠 ＤＸを活用した北九州発おでかけ交通システムでコンサル事業進出 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00185 株式会社ヤマトバイオレッツ 2290001020958 緊急事態宣言特別枠 塩抜きタラコを原材料にした内食・中食市場進出に向けた新分野展開 吉水　宏

九州 福岡県 R2401S00186 スタジオ２３ 緊急事態宣言特別枠
オンラインパーソナルトレーニング並びに動画のサブスクリプション販売

の開始
北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00191 株式会社キュリアス 5290001075710 緊急事態宣言特別枠 『食』のＯＥＭ事業、地域飲食のセントラルキッチンへ 大牟田商工会議所

九州 福岡県 R2401S00194 みつき屋 緊急事態宣言特別枠 多肉植物「うさ耳モニラリア」を活用した新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00195 ＩＬグローバル株式会社 2340001019086 緊急事態宣言特別枠
観光業に関わる各旅行業者の業務効率化を支援する手配管理システムの開

発と販売
富永　一也

九州 福岡県 R2401S00199 ザシップ 緊急事態宣言特別枠 窯元と世界を繋ぐプロジェクト・地方力創造支援事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00200 株式会社Ｔｙｌｉａｎ 9290001065105 緊急事態宣言特別枠 団塊の世代に美しさを！髪と頭皮のお悩みに増毛技術を！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00202 ふれあい補聴器柳川店 緊急事態宣言特別枠 補聴器販売の常識を打ち破り、「非接触型対面方式」へのチャレンジ！ 柳川商工会議所

九州 福岡県 R2401S00207 株式会社チェック 2290801018879 緊急事態宣言特別枠
筑豊初！物件価値向上による空室対策を目的としたリフォーム事業への進

出
西岡　隆

九州 福岡県 R2401S00215 いくた精肉店 緊急事態宣言特別枠 国産食肉使用のお惣菜と高ランク食肉の小売販売についての再構築計画 アイ・グローバルサービス税理士法人

九州 福岡県 R2401S00217 プランツフードシステム 緊急事態宣言特別枠 高付加価値オーガニック製品の創出に向けた有機農産物原料製造販売事業 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 R2401S00220 株式会社ネクサス 5290001028899 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ化による一括集中型農業環境管理システムの構築で農業支援 賀口　裕史

九州 福岡県 R2401S00228 株式会社山方屋 2290001017104 緊急事態宣言特別枠 自社開発ＥＣサイトを用いた高品質商品による巣籠需要対応事業 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 R2401S00230 てっぱん雅家 緊急事態宣言特別枠 「雅家」の味を気軽に自宅で。ＥＣサイト構築による新分野展開。 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00232 株式会社ワイズ 8290801007091 緊急事態宣言特別枠
食肉加工場が地元食材中心の惣菜直売所を開設して新分野に事業進出する

計画
アスモア税理士法人

九州 福岡県 R2401S00233 甘木屋 緊急事態宣言特別枠 冷凍菓子の開発及び卸売業への新分野展開 福岡県商工会連合会
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九州 福岡県 R2401S00235 井上　知子 緊急事態宣言特別枠 低迷する民泊からコロナ渦でも成長するグランピング事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00243 若戸整骨院 緊急事態宣言特別枠 北九州の健康メディアサイト「めぐるめぐる．ｃｏｍ」の運用 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00246 株式会社いわた 6290001011648 緊急事態宣言特別枠 レンタルドレス事業 伊東　秀志

九州 福岡県 R2401S00249 株式会社エイド 2290001027664 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ時代対応型放課後等デイサービス新規事業参入 木原税理士法人

九州 福岡県 R2401S00250 リンケージ株式会社 7290001085063 緊急事態宣言特別枠 安心見守り支援システム　リンクアイ　ＬＩＮＫ　ＡＩ 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00251 株式会社岡野 3290001017937 緊急事態宣言特別枠 老舗織元の挑戦！オンラインで和のライフスタイル提案 辻本　聡

九州 福岡県 R2401S00252 合同会社シンプルトレーディング 2290003004868 緊急事態宣言特別枠 国内＋全世界発送対応型ギフト専門店事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00253 株式会社伴蔵 6290001080032 緊急事態宣言特別枠 社会情勢に対応した新たな飲食ビジネスモデルの展開と市場開拓 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 R2401S00256 株式会社博多程よし 1290001025438 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト、ＥＣサイトで販売、舞台付個室の貸しスペース事業を行う 株式会社ハッピー・メンター

九州 福岡県 R2401S00262 コーヒーとバーのカイト 緊急事態宣言特別枠 コーヒー豆とお酒のネット通販とテイクアウト販売の強化 福岡商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00002 ハタナカ電通株式会社 2300001008324 緊急事態宣言特別枠 「電気・通信・土木」の一括施工体制への新事業展開と販路開拓 大川信用金庫

九州 佐賀県 R2411S00004 日本薬品株式会社 9300001006800 緊急事態宣言特別枠 薬用炭・天然ケイ酸アルミニウム配合軟膏剤の承認取得、製造販売 立野　謙介

九州 佐賀県 R2411S00007 有限会社ファニー企画 9300002008705 緊急事態宣言特別枠 男性客の肌ケアの需要を「髭脱毛」と「フェイシャルエステ」で開拓。 井上　明彦

九州 佐賀県 R2411S00010 ｃａｆｅみちくさ 緊急事態宣言特別枠
移転とテイクアウト専門店へのリニューアルオープンによる事業再構築計

画
佐賀商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00011 タイマーの宿 緊急事態宣言特別枠 ５０人分の家庭菜園を造り、契約者に”有田からの手紙”を定期配送 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 R2411S00012 ピラティススタジオミューク 緊急事態宣言特別枠 古民家運動施設を癒しの施術室へ改修とピラティス指導者養成事業 唐津商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00013 ＬＡＮＤＲＥＣ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるイベント事業から映像関連事業への再構築計画書 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411S00014 旅館　大和屋 緊急事態宣言特別枠 今日はどれ？佐賀の恵みたっぷり届けるドレッシング事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411S00015 古伊万里酒造有限会社 6300002007800 緊急事態宣言特別枠
日本酒蔵が目に見えない環境の変化に負けない為の配信基地づくりと酒蔵

の環境整備
伊万里商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00017 ＴＩＰＳ　ＨＯＳＴＥＬ 緊急事態宣言特別枠 ゲストハウスの新しい活用「ペアレンティングハウス」 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411S00018 株式会社ホテルマネジメント 4300001007836 緊急事態宣言特別枠 温泉の魅力を活かした、宿泊日帰りを含むワーケーション事業 佐賀県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00001 株式会社ニル 8310001002460 緊急事態宣言特別枠
仮想空間上のｆａｂ　ｃａｆｅ　［ｎｉｌｌ　ｆａｂ　ｃａｆｅ］という

Ｗｅｂサイトを作る
如水税理士法人

九州 長崎県 R2421S00003 有限会社華豊 8310002018670 緊急事態宣言特別枠 老舗中華料理店の大宴会場改装による冷凍食品製造販売新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00005 炉端大和 緊急事態宣言特別枠 長崎地鶏と島原産肉巻き野菜を活用し、本格炭火でテイクアウト 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00008 うえはら株式会社 9310002020089 緊急事態宣言特別枠 雲丹の陸上蓄養及び販路開拓事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00009 是枝動物病院 緊急事態宣言特別枠 従来型にはない特許技術を持たせたペット用車椅子の海外展開。 株式会社十八親和銀行
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九州 長崎県 R2421S00010 株式会社新栄建設 2310001009627 緊急事態宣言特別枠 建設工事業のノウハウを活かしたキャンプ用品製造販売 島原商工会議所

九州 長崎県 R2421S00014 Ｆ．デザインＮＡＧＡＳＡＫＩ株式会社 6310001014276 緊急事態宣言特別枠 自社調理技術を活かした急速冷凍機導入による食品製造事業の展開 長崎商工会議所

九州 長崎県 R2421S00016 バーンズ 緊急事態宣言特別枠 軽食テイクアウト喫茶＂Ａｌｌｅｚ　ｂｉｅｎ！＂ 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 R2421S00018 有限会社医療福祉評価センター 3310002004898 緊急事態宣言特別枠 クラウド、フィンテック等を活用した経理代行サービス 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 R2421S00020 株式会社東洋軒 4310001008420 緊急事態宣言特別枠
最新の設備・システムを導入しコロナ禍で低迷する県内ＢｔｏＢ市場から

全国のＢｔｏＣ市場へ参入。
中村　良治

九州 長崎県 R2421S00022 有限会社さんえい堂本舗 1310002018504 緊急事態宣言特別枠 自宅で島半島ＭＩＲＹＯＫＵ発見～島原半島と全国への架け橋～ 島原商工会議所

九州 長崎県 R2421S00024 イートジャパン株式会社 2310001014057 緊急事態宣言特別枠 非対面営業を前提として新商品と新店舗を新たな軸とした業態転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00027 おてらごと 緊急事態宣言特別枠 お寺を活用したリラクゼーション事業への再構築計画 伊藤　壮平

九州 長崎県 R2421S00029 株式会社エスプランニング 7310001011256 緊急事態宣言特別枠 佐世保スター商品「佐世保開港ロールケーキ」等手作り工房新設事業 島浦　誠

九州 熊本県 R2431S00001 株式会社でんきのサントップ 5330001009779 緊急事態宣言特別枠
ＩＯＴ家電で『スマートライフ』を提供する新たなビジネスモデルの再構

築
熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00002 株式会社ｐｅａｒｌ　ｐｅａｃｈ 7330001026319 緊急事態宣言特別枠 セルフエステ事業の新分野展開を図るべく、最新設備機器導入計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431S00003 株式会社中米屋本店 4330001012718 緊急事態宣言特別枠 店舗面積の縮小と顧客資源を活用した着物レンタル事業 山田　崇博

九州 熊本県 R2431S00004 株式会社ディカーナ 2330001011309 緊急事態宣言特別枠 インターネットライブ配信・オンライン生番組制作（映像配信）事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 R2431S00006 水前寺時雨 緊急事態宣言特別枠 ビジネスモデルの再構築／ライセンスを活用した本格料理教室事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00007 有限会社阿蘇はなびし 3330002023013 緊急事態宣言特別枠 阿蘇ブランドを生かした専門店での新市場進出による再構築事業 税理士法人碓井会計

九州 熊本県 R2431S00009 ビストロパザパ 緊急事態宣言特別枠 地域素材を活かしたイタリアンチルドミール通販事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00012 有限会社親和商事 6330002005297 緊急事態宣言特別枠 自宅・事業所等で開催される会合向け本格的仕出し弁当配達事業 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 R2431S00017 やおっぱ 緊急事態宣言特別枠 凍結代行で食材ロス削減できるモン！地域全体Ｗｉｎ－Ｗｉｎ 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00018 ＹＥＳ・ｆｏｏｄｓ有限会社 2330002015688 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を利用した冷凍餃子と中華炒めダレ専門店の展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00022 有限会社安坐 1330002014245 緊急事態宣言特別枠 免疫力向上，基礎疾患予防食材　クルマエビ陸上養殖事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431S00023 新和精機株式会社 3330001015201 緊急事態宣言特別枠
微細加工技術と研磨レス加工技術構築による燃料電池用薄肉樹脂セル参入

事業
田河　定茂

九州 熊本県 R2431S00025 ロッコ 緊急事態宣言特別枠 シーカヤックレンタルベース事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431S00026 株式会社ステイブル 2330001019343 緊急事態宣言特別枠
オンライン配信ビジネス時代を後押しするカラオケボックス新たなサービ

ス提供で事業再構築
上野税理士法人

九州 熊本県 R2431S00028 炭焼屋　阿呆鳥 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策を踏まえた居酒屋から焼肉店への事業転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00031 合同会社Ｌ５Ｄｅｓｉｇｎ 7330003006244 緊急事態宣言特別枠 最新ＵＶプリンターを用いた、高デザインの贈答用生花販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00032 大仁産業株式会社 6330001012369 緊急事態宣言特別枠 地場産菊芋を活用したグルテンフリーのバームクーヘン製造事業 熊本県商工会連合会
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九州 熊本県 R2431S00035 スカイベアー合同会社 4330003007641 緊急事態宣言特別枠 ドローンによる空中測量及び空中点検業務への進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00037 合同会社けやき工房 7330003006054 緊急事態宣言特別枠 こだわりの無添加パン屋から地域色豊かなケーキ屋への事業転換計画 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00038 ＫＩＴ－ＣＣ株式会社 7330001022251 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴを活用したインクジェット遠隔開発支援システムの構築 島村　美礼

九州 熊本県 R2431S00040 株式会社くませれ 9330001024394 緊急事態宣言特別枠 食肉加工場兼店舗の整備と卸売業参入による焼肉店の新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00041 株式会社小田商店 8330001013209 緊急事態宣言特別枠 簡単に食べることができるお惣菜、おつまみの開発と販売方法の確立 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 R2431S00042 株式会社ゼネラリスト 6330001008598 緊急事態宣言特別枠 既存店舗からのたこ焼き業態（テイクアウト）店舗への転換 税理士法人近代経営

九州 熊本県 R2431S00044 有限会社ニュー草千里 8330002022885 緊急事態宣言特別枠 コーヒー焙煎機の導入による珈琲卸売業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431S00045 食家あすなろ 緊急事態宣言特別枠 カフェ営業ホットドッグ販売による新規顧客への販路開拓事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00046 あすあか整骨院 緊急事態宣言特別枠 地域密着型、産後ママが安心して通院したくなる整骨院づくり！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00047 やまが中央整骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けるな、新機器導入で新たな市場を開拓！ 山鹿商工会議所

九州 熊本県 R2431S00049 有限会社白水クリーニングセンター 8330002023462 緊急事態宣言特別枠 非接触型の個別包装によるコロナ対策と個人向けクリーニング展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00050 株式会社ファンラボ 2330001026174 緊急事態宣言特別枠 地域経済活性化のコンセプトに根差した動画制作教室展開事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00052 ヴェゼルワークス株式会社 9330001023859 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応の完全個室型セルフエステ店の構築による新分野展開 智原　翔悟

九州 熊本県 R2431S00057 株式会社さだめ 7330001023200 緊急事態宣言特別枠 低糖質料理専門食品ブランドの構築及び販売での業種転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00058 美鈴不動産有限会社 8330002021219 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ時代の新しい生活様式を応援し、地域顧客の獲得を目指す事

業計画
税理士法人アークス

九州 熊本県 R2431S00060 合同会社くまもとフードプロジェクト 7330003006822 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーセットレンタル＆出店立地紹介事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00062 ぱせり 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍飲食店における新トレンドを盛り込んだ焼肉店の新規開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00063 一般社団法人キャリア育成振興協会 5330005010048 緊急事態宣言特別枠 エステティシャンが常駐する人材育成型セルフエステ立ち上げ 熊本県商工会連合会

九州 大分県 R2441S00002 合資会社穐吉商店 7320003000495 緊急事態宣言特別枠 小売機能の集約、本店でＥＣサイト等で事業再構築 清末　敬弘

九州 大分県 R2441S00003 株式会社ａｍｕｏｏｌ　ｗｏｒｋｓ 9320001014594 緊急事態宣言特別枠 「仕事」と「遊び」を大満喫　～別府ワーケーションプロジェクト～ 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00004 カーサ 緊急事態宣言特別枠 新分野への挑戦　本格イタリアン惣菜と保存菜のテイクアウト事業 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00005 ななはち 緊急事態宣言特別枠 猫と過ごすスローライフカフェと、猫をモデルとした雑貨販売 大分信用金庫

九州 大分県 R2441S00011 株式会社フェローワールド 5320001002347 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン用設備機器のバックアップ電源の開発・製造 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441S00012 有限会社東條青果 4320002009937 緊急事態宣言特別枠 大分県産地場野菜の新たな産直ビジネスによる販路拡大戦略 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 R2441S00013 株式会社Ａ－ＣＡＳＴ 4290001064879 緊急事態宣言特別枠
地域限定予約ポータルサイト及び飲食店向けスマートオーダー×ＡＩＣｈ

ａｔｂｏｔの開発
株式会社豊和銀行

九州 大分県 R2441S00015 ユニコエンタープライズ有限会社 6320002008887 緊急事態宣言特別枠
他にない飲食店メニューを完全出来立て提供し家呑み需要に対応するテイ

クアウト専門店の開設
大分みらい信用金庫
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九州 大分県 R2441S00016 ＫＵＲＵ 緊急事態宣言特別枠 名物『三の宮まんじゅう』の事業継承によるテイクアウト新規顧客獲得 株式会社大分銀行

九州 大分県 R2441S00017 合同会社ＲＳＢ 7320003002194 緊急事態宣言特別枠 動画制作・配信と動画活用マーケティング、ライブコマース 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00020 Ｎｅｘｔ　ｆｉｅｌｄ有限会社 8320002001436 緊急事態宣言特別枠 大分県初「室囲炉裏専門店」出店計画 木津　俊彦

九州 大分県 R2441S00022 琴音庵 緊急事態宣言特別枠 自社のノウハウにクリエイティブコンテンツを活用した新分野への挑戦 日田商工会議所

九州 大分県 R2441S00024 株式会社笠岡商店 2320001007225 緊急事態宣言特別枠 人気のステーキ＆ドレッシングをオンライン販売で全国各地へ！ 遠藤　真太郎

九州 大分県 R2441S00025 株式会社インパクト 6320002009373 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦における飲食店の開業をキッチンカーでサポート 大分商工会議所

九州 大分県 R2441S00026 株式会社ＶＳＤ 6320001011933 緊急事態宣言特別枠 まるで化学実験・驚きの新感覚ドライフルーツで事業再構築 大分商工会議所

九州 大分県 R2441S00028 ＮＯＯＤＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＬＩＦＥ 緊急事態宣言特別枠
ラーメン店から転換！通販やテイクアウトの「商品開発施設の開設」と

「ＥＣサイトでの販売促進」
公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441S00029 Ｗａｋａｋｏ　Ｃｅｒａｍｉｃｓ 緊急事態宣言特別枠 ＡＬＬ　ＯＩＴＡ×〇〇シリーズで店舗オープン～陶芸家の新分野挑戦～ 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441S00030 株式会社こつこつ庵 1320001005254 緊急事態宣言特別枠 バーチャルレストランによるバーチャル多店舗デリバリーサービスの運営 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 R2441S00034 ヴァージン・アトム九州有限会社 9320002013100 緊急事態宣言特別枠
宿泊者と地元の名店を繋ぐ地域特化型フードオーダーシステムの開発によ

る業種転換
大分みらい信用金庫

九州 宮崎県 R2451S00001 株式会社パシック 6350001006963 緊急事態宣言特別枠 旅するひなた事業～ライブコマースを取り入れたＥＣサイトへの挑戦～ 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451S00002 株式会社ひむかファクトリー 8350001010939 緊急事態宣言特別枠 宮崎県北地域における唐揚げ専門テイクアウト事業への事業転換 辻・本郷税理士法人

九州 宮崎県 R2451S00004 株式会社一平 4350002000414 緊急事態宣言特別枠 コーヒー焙煎直販事業、FCビジネスの創出 中山　達

九州 宮崎県 R2451S00005 株式会社教育情報サービス 9350001010442 緊急事態宣言特別枠 ニューノーマルに対応するオンライン個別学習塾「スマートゼミ」の開発 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451S00008 南九州物産株式会社 2350001015456 緊急事態宣言特別枠 惣菜の自社製造及び移動販売展開による事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 R2451S00010 株式会社ユウエス 7350001016986 緊急事態宣言特別枠 独自の販促で農産物を販売し西都市の魅力を全国に発信するＥＣ事業 寺田　政弘

九州 宮崎県 R2451S00011 株式会社ホテル林荘宮崎 5350001001585 緊急事態宣言特別枠 多様なニーズに応えるマルチレンタルルームでＶ字回復を目指す！ 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451S00016 有限会社幸福温泉ハッピーユー 1350002015902 緊急事態宣言特別枠 特殊車両のレンタカー事業とドライウォッシュのカーコーテイング事業 池上　成満

九州 宮崎県 R2451S00019 株式会社顧客創造研究会 8350001014642 緊急事態宣言特別枠 オンライン自動車講習事業による事業再構築計画書 前田達宏

九州 宮崎県 R2451S00020 株式会社えびの高原ドライビングスクール 1350001010227 緊急事態宣言特別枠
自動車教習所における機能訓練型デイサービス事業展開による事業再構築

計画書
前田達宏

九州 宮崎県 R2451S00021 有限会社平成商事 6350002017142 緊急事態宣言特別枠 空き店舗を活用したバーチャルゴルフ場による事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 R2451S00023 株式会社宮崎ツアーサービス 4350001009902 緊急事態宣言特別枠
オンライン接客導入とコミュニティ・コワーキングスペースの提供による

新たな顧客創出
小林商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00024 株式会社ＣＨＡＭＥＬＥＯＮ 1350001014293 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に即したファミリースタジオ店舗展開事業 北野　孝志

九州 宮崎県 R2451S00026 芽ぐむ和合同会社 6350003003034 緊急事態宣言特別枠 農業用ハウスでのきくらげ栽培とＥＣサイトでの売上拡大 都城商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00028 株式会社Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｆｉｅｌｄ 6350001015270 緊急事態宣言特別枠 既存飲食店と連携できる飲食料品小売業の出店事業 都城商工会議所
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九州 宮崎県 R2451S00029 ジュンクオーレ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナを見据えて働く女性の為の模擬訓練型新スクール事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00030 株式会社あとひき本舗 5350001010495 緊急事態宣言特別枠 高規格キュアリング設備の導入 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 宮崎県 R2451S00032 有限会社大野屋 8350002008635 緊急事態宣言特別枠 自社工場によるアイスクリーム製造・販売による小売りの強化 明石　守

九州 鹿児島県 R2461S00003 和食バル　ジャポン 緊急事態宣言特別枠 ゴルフシミュレーション付専用車によるゴルフ関連商品の移動販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00004 株式会社福山物産 1340001007736 緊急事態宣言特別枠 旅行客向け「土産品」から地元「総菜・弁当」への事業再構築 税理士法人武内総合会計

九州 鹿児島県 R2461S00005 德田志帆 緊急事態宣言特別枠
フラメンコ教室から「レンタルスタジオ、カフェバー、ギャラリーの３つ

の機能を持つ複合施設」運営事業
鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00006 アップビレッジ 緊急事態宣言特別枠 自然素材のクラフトデザイン商材の開発製造と空家古民家改修事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00009 さつま馳走　舞田 緊急事態宣言特別枠 飲食業において人気のある商品を製造販売する事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 R2461S00010 株式会社ノギエボ 4340001006462 緊急事態宣言特別枠 イタリアン専門のデリカテッセン・冷凍商品の製造販売 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 R2461S00016 ＳＯＬＭＵ 緊急事態宣言特別枠
ＳＴＡＹ　ＨＯＨＥの日常を豊かにする作品を購入できる販売店舗へ事業

再構築
鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00017 焼酎とおでん　りんご 緊急事態宣言特別枠 鹿児島の新ソウルフード「茶ぶし」のキッチンカーによるイベント販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00019 有限会社尾﨑技研 3340002022278 緊急事態宣言特別枠 建設現場発生土　処分場開設事業 阿久根商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00022 発酵食ＬＡＢ 緊急事態宣言特別枠
日本一の遠洋マグロの郷で発酵ツナを新たな特産品に！加工場兼直売所の

新設
あさひ税理士法人

九州 鹿児島県 R2461S00027 有限会社馬場製菓 7340002019700 緊急事態宣言特別枠 店舗アプリ連動型自社オリジナルモバイルＥＣサイト事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00030 株式会社ニューバッグワカマツ 6340002007490 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトにおける商品ページ作成に係る支援システムの開発及び販売 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 R2461S00031 株式会社ｄｅｌｑｕｉ 5340001021626 緊急事態宣言特別枠
「リアルなアンサンブルを再現するジャズ練習アプリの開発」と「音楽業

界以外への高品質なウェビナーイベントの提供」事業計画
株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461S00033 有限会社高山三幸観光 1340002025480 緊急事態宣言特別枠 サーモンの陸上養殖・加工による生鮮食料品市場への新規参入事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00035 有限会社八千代 5340002019438 緊急事態宣言特別枠 新たな惣菜専門店の創出とＦｏｏｄ　Ｔｅｃｈによる新市場の開拓 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00036 フクチオートサービス株式会社 7340001006369 緊急事態宣言特別枠 可愛いペット犬販売繁殖ブリーダー・正しいペット保護事業計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00037 株式会社九州の宝 9340001021333 緊急事態宣言特別枠 三密回避もできて楽しめるグランピング機材レンタル事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461S00038 株式会社亜希和味 9340001018940 緊急事態宣言特別枠 食をキーワードにした体と心を健やかにする拠点整備事業 鯵坂　健太郎


