
有限会社アサヒ・アグリ佐賀 新商品を開発しキッチンカー導入による販路開拓

味処　十六夜 新製品開発のための設備導入による食品製造への新分野展開

株式会社飛鳥工房 コロナ禍における顧客ニーズに応える製造体制の確立

株式会社アフターコウジ
アフターコロナに向かって新分野展開による「換気事業」プロジェク

ト

有限会社アムール 1971 キッチンカー導入による新たな販路開拓と事業拡大

有限会社アラキ カフェの併設とルーム提案展示による売上向上

株式会社有明鈑金塗装 新塗装機械の導入による生産性の向上と労働環境の改善

いきや食品株式会社 新分野展開に向けた新工場建設プロジェクト推進

居酒屋　千景 キッチンカー導入で既存居酒屋の売上拡大も図る

株式会社一新堂
貼箱技術を活かした建材（主に建築木材製品・デザイン建築部品）の

開発と新規開発

有限会社伊東養鶏場 不適格卵を利用したスイーツ類の開発および販売への新規参入

有限会社伊万里食肉販売 新たな販路拡大の為の設備導入

有限会社岩崎実業（サンホテル鳥栖）
売上向上及び生産性向上を目指したスマートチェックインのシステム

構築

株式会社インテリア井上 設備機器導入による業務効率化及び生産性の向上

植木屋花みどり 青文字健康茶開発計画

鵜川建築設計事務所 不動産事務所を開設して、魅力ある不動産を開拓

株式会社内村建設 工事積算システム「GaiaCloud」導入による生産性向上計画

ＵＣＨＩＭＵＲＡ　ＭＯＴＯＲＳ 遊漁船業の開業

株式会社海男 地牡蠣の種苗採取プロジェクト

株式会社上場食肉 ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた新たな挑戦！

ASOL株式会社 クラウド型顧客管理システムの構築

Ａ－ｎｏｋｅｒ株式会社 ライブ配信キッチンカー（アスパラカレー）

有限会社江頭薬局 水剤分注機と軟膏調剤機による生産性向上と残業削減

株式会社エムズ
住宅シミュレーションアプリ「Dolive House」導入に伴う販路開拓

事業～アプリ搭載のホームページ構築と広告宣伝強化～

株式会社大島組 デジタル化による生産性向上

合同会社太田製作所 安全性・捕獲率の高い新商品を広くＰＲし、販路拡大に繋げる事業

おぐまうどん有限会社 テイクアウト用自動販売機設置による顧客開拓

株式会社カークリエイトフチノ
タイヤ関連ビジネスへの取組みによる新たな顧客の獲得及び高付加価

値提供を実現

カーレストレーションモリ ＡＳＶ自動車に対応する特定認証整備工場となり販路拡大

梶謙製磁有限会社 特徴的な釉薬を活かした新商品の開発

菓子司平川 白石産農産物を使った道の駅向け焼菓子の製造体制構築

角屋 ＥＣサイトでの販売に向けた角折包装機の導入

有限会社蟹御殿 はなれ客室のプライベートサウナで高付加価値化向上事業

唐津月星販売株式会社 完全自動化受発注システムにてコロナ禍の顧客管理と提案型営業強化

佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金事業 　補助対象者一覧（令和4年7月1日）
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事業者名 事業計画名

有限会社唐津マリンスポーツクラブ Live水中観察によるリアルな海洋環境学習事業

合同会社カワイフトゥーロ 飲食店のコロナ対策としての新製品開発に必要な設備導入事業

川副ショッピングセンター協同組合 セミセルフ対応ＰＯＳシステム導入による業務の効率化

北村工業 収益改善と雇用環境改善のための業態転換

有限会社京風串揚げ柊 オーダーエントリーシステム導入で働き方改革と生産効率化up

きよかわ株式会社 対人接触を避け新規顧客を獲得する家族風呂の新設

喰い処国松 ＤＸ化による働き方改革のための挑戦

クロカミスクリーン印刷株式会社 高速大判インクジェットプリンタを導入による新規取引先拡大

古伊万里酒造有限会社 麹室デジタル温度整備による酒質向上と労務軽減

有限会社小林薬局
老舗薬局への原点回帰と魅力アップを目指す！「漢方薬『煎じ代

行』」事業

GOLFCRAFT RESCUE（ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾄﾚｽ

ｷｭｰ）
当店オリジナルウェッジクラブの作成

株式会社酒井組 先進設備（ＩＣＴ機器）の導入先駆けに向けて

株式会社栄電工 電気工事ＣＡＤソフト導入による働き方改革

佐賀酒類販売株式会社 発注データデジタル化及び仕入連動による業務効率化

酒菜葉がくれ 対人接触機会の減少と働き方改革のためのデジタルツール導入

佐賀フットサルクラブ 多様化に対応したスポーツ施設への転換

佐賀冷凍食品株式会社
地域の飲食店と共に新事業へ！相互の強みを活かした連携セントラル

キッチン事業

株式会社サブローグループ 古民家カフェで記憶に残る低価格ウェディングを。

株式会社サンクリア 個包装カラトリー需要を捉えた名入れ個包装爪楊枝事業

株式会社山水 ｶｰﾅﾋﾞｼｽﾃﾑ導入による生産性向上と顧客満足度の向上

株式会社サンタフーズ 新商品「味付き牛タン」を、通信監視・冷凍技術を活用した販売展開

株式会社サンノミヤ 強みを活かし野外イベント関連のステージ構築による新たな販路開拓

株式会社サンパチ３８
ウィズコロナに向けた焼き鳥居酒屋のセルフオーダーシステム導入の

取組

株式会社ＧＦＬ 油分離機導入によるＳＤＧｓの取り組み事業

株式会社シード
ＢＩＭ／ＣＩＭコミュニケーションシステムの導入による生産性の向

上

島村佳石商
墓石だけではない！魅力溢れる七山石を建築石材に加工して製品力向

上

旬彩響宴おかぎ 和食ケータリング用キッチンカーの取得・改装・厨房機器配備

有限会社翔邦建設 ワンマン測量可能な測量機導入による生産性向上計画

白玉饅頭 元祖吉野屋 新たな家庭消費用パッケージの開発とEC販売強化による販路開拓

株式会社真栄鈑金塗装工業
新サービス（エアコン関連ビジネス）提供による既存取引先からの請

け業務の台当たり単価向上と新規顧客開拓

炭火焼とお料理やんややんや セルフオーダーシステムの導入による業務効率化と売上増加

創作和菓子ひかり 新商品販売による、新規顧客獲得と既存客の満足度向上

か
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事業者名 事業計画名

大栄工業株式会社 自社商品の開発・販売による、ＢｔｏＣ販売での売上拡大

大衆キッチン炭火屋ハッポウ 昭和の名店の再開に係る店舗改装、設備導入

ダイニング善貴 観光施設への食肉加工品自動販売機設置による販路開拓

太洋宅建 ドローンを用いた測量による生産性向上と不動産情報の強化

有限会社多久臨床検査センター 検尿検査のデジタル化による生産性向上事業

武井電機工業株式会社 新開発レーザ加工ユニット【TLFD=100】の販路拡大　展示会出展

武雄観光物産株式会社 県産農産物の冷凍加工による商品開発と販路開拓

株式会社谷上建築 基礎工事への新分野展開によるボトルネック解消で地域社会への貢献

株式会社谷田建設 販路開拓・売上向上及びSDGｓ推進のための設備導入

有限会社玉喜 廃棄する佐賀海苔を利用した新商品の開発とSDGｓへの取組

有限会社中央設備商会 光波測量機の購入による生産性向上計画

中華料理 貴靖 Takayasu 元公邸料理人の腕を活かし、中国・台湾の人気菓子の製造販売

株式会社中部ガス 光波測量機の導入による生産性向上計画

有限会社中和土建工業 工程管理の見直しで作業効率と生産性の向上

筒井測量設計株式会社 ２周波ＧＮＳＳ受信機の導入による品質の向上と売上の拡大

有限会社鶴荘 ワーケーション対応客室造成による長期滞在客獲得時用

ＤＭ　ＡＵＴＯ 展示場を新設による販路開拓事業

有限会社寺崎資材工業 機械導入による産業廃棄物の削減と再生クラッシャーラン商品化

東馬窯 小ロット生産と商品の充実化による新分野へのチャレンジ事業

富亀和旅館 客室のコワーキングスペースへの転換

株式会社徳幸 デジタル技術を使った新商品の開発

ドローン検定協会株式会社 可搬型電波暗箱による無線設備検査事業の売上向上及び販路開拓

なかしま接骨院
保険診療中心の経営からの脱却～顧客の年齢層を若返らせコロナに左

右されない経営へ～

中島畳店 あらゆる畳のニーズに対応した新規設備の導入

株式会社ナガノ・リゾート
生産性向上・接客サービス向上・働き方改革につながるホテルシステ

ム導入事業

有限会社中原製麵工場 販路開拓に向けた小口新商品開発及び顧客への直販体制強化

中山建設株式会社 ワンマン測量を可能とする光波測量機の導入による生産性向上計画

株式会社中村電機製作所 水素エネルギー分野向け新製品の開発及び新規販路の開拓

有限会社西岡水産 真空包装機等導入による冷凍水産物製造及び販路開拓事業

西原自動車
測色カメラ導入により塗装業務の大幅な時間短縮による生産性向上と

新規顧客獲得を実現する

ＢＡＲ　ＮＲ ワインを直接選べる空間と利用しやすい店舗作りのための改装

有限会社ハシドミ
「Ｗｉｔｈコロナ時代の新しい生活様式」に対応した、非対面・非接

触による店内環境の整備と従業員の業務効率化による収益向上計画

有限会社波多津自動車 水性塗装で生産性向上と職場環境改善　若手人材定着への取り組み

鳩屋製麺
伸ばし・カット機及び真空包装機の導入で麺作りの負担軽減と人材育

成で効率化と小売販売による販路拡大で売上増加をめざす
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事業者名 事業計画名

花と暮らし ｎａｄｅｎａ
「お花のサブスク」で企業に元気を！新サービス開発と戦略的広報に

よる新規客獲得・売上拡大事業

有限会社馬場酒造場
製麹作業の労働条件改善と業務標準化を目指す自動品温制御装置の導

入

株式会社原ノ町鉄工 加工作業効率化のためのＣＡＭソフト導入

はらまき養蜂場
環境保護を意識した新商品開発及び情報発信による売上向上・新規顧

客開拓事業

有限会社東津商店 新商品「嬉野抹茶ラテ」の認知度向上と商圏拡大の取組み

ビストロプティポー テイクアウトメニューによる販路開拓と売り上げ向上

陽だまり
スーパーフードを活用した健康不安の解消と新分野展開による販路拡

大

株式会社ビューティークラフト WEB料金ｼｭﾐﾚｰﾀｰの制作・設置による見積作業の効率化

ＰＩＮＥＢＯＯＫＳ ブックモビール（移動書店）導入による新規販路開拓

福田呉服店
多様な素材への刺繍を可能にする革新的デジタル刺繍機導入による高

付加価値サービスの新展開

株式会社福山 スープ自動充填機導入による生産性向上

富士企画株式会社
新店舗（テイクアウト専門店）による新分野展開で、新役務の提供及

び販路開拓・売上向上を行う。

株式会社フジックス ナノバブル発生装置を用いた海苔加工工場向け水処理装置の開発

ふゅうじょん セルフオーダーシステムによる非接触型注文の構築

株式会社フリーマム
人にやさしい除菌剤の生産体制強化によるコロナ禍の暮らしを支える

高付加価値企業へ

有限会社古湯温泉扇屋
古湯温泉唯一の畳風呂導入による立ち寄り入浴客増加＆単価アップ事

業

フレル株式会社 高級木材の端材を活用した、サスティナブルな知育玩具の開発・販売

Progress Worker's Product コロナをきっかけに新たな製品の製造と生産性向上にチャレンジ！

文祥窯 穴窯築炉による新商品の開発及び販路拡大

株式会社ベーシックスメッセージ 極少ロット対応商品の開発による販路開拓事業

ホンザン
県内酒造5社と取組む赤酢産地化プロジェクト～酒粕の高付加価値化

～

株式会社マール 博多駅ジャックによる福岡県民への大々的な告知事業

溝上火薬店 火薬業保安教育スペースの整備工事

南田産業株式会社 完全下請け脱却を意図したオリジナル開発商品ＥＣサイト構築

有限会社三根製茶
コト・モノミックス提案による北海道における佐賀県の名産お茶と焼

き物の投入による新たな販路開拓による売上向上

株式会社ミネルヴァ
ウィズコロナに向けた焼き鳥居酒屋のセルフオーダーシステム導入の

取組

麺’ｓ株式会社 デジタル化による効率化と働き方改革

株式会社森口精密
廃材を活用した自社オリジナル商品開発による売上基盤強化・拡大事

業

株式会社門田木工 デジタル化による生産性向上
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株式会社モンデン
ＤＭ発送を中心とした販売促進強化の為のジュエリー撮影スタジオの

導入

焼き鳥Ｂａｒ 紅 店舗型からキッチンカーによる移動販売への事業転換

株式会社夜灯見荘 リゾートワークが可能な長期滞在可能な客室造成事業

矢野酒造株式会社 持続可能な酒造りのための麹室の改修

有限会社山口印刷 リモート対応社内ネットワーク環境の構築

山沙商店 すし芳 ミシュラン掲載店・高級鮨屋のカステラ風玉子焼きの全国通販

ヤマト陶磁器株式会社 環境負荷を抑えた新陶土開発と製品開発

株式会社ユニティクス 「小型風力発電装置向け監視制御システム」のシミュレータ開発

吉田麻衣
新たなコース（パンやケーキ）のレッスン開講とABC Cooking

Studioから独立し自身で料理教室を展開

株式会社吉森 大型洗浄機械導入による安心安全カット野菜供給による販路開拓事業

株式会社ラジカルラボ九州 捨てれば産廃、活用すれば資源。きのこ廃菌床の有効活用

ラッキーソックス 糖尿病患者の足にも優しい機能性靴下の開発と新通販事業の構築

Ｌ’ａｒａｎｃｉａ（ラランチャ） 季節を問わず販売可能な移動販売車の改造による売上向上計画

有限会社旅館あけぼの 「朝食ビジネスで新規市場を開拓し、老舗旅館の起死回生を図る」

株式会社ルームデザインファクトリー デイキャンパーとサイクリストの集う新たな古民家活用ビジネス

株式会社ルミナス佐賀 高次元のＱＣＤを訴求するＨＰ作成とＩＳＯ取得で攻めの販路開拓

Restaurant＆PUB  Ｇｉｎ セントラルキッチン改修

六田竹輪蒲鉾企業組合 キッチンカー導入による地域貢献・販路開拓事業

ＷＯＲＫＳ.　ＲＬ 音と緑と灯をテーマにした新分野店舗で新規顧客を開拓

和醸良酒とりごえ 大量受注に対応するためのコンテナ冷蔵庫・真空包装機導入事業
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