
中小事業者新事業展開設備導入支援補助金　補助対象者一覧（令和4年11月11日）

株式会社ＡＨＴ セルフオーダー導入による新たなサービスの提供で売上ＵＰ計画

合同会社アイ・ビー・エス プレハブ冷凍庫導入による精肉配送

株式会社あかり 食品残渣を使用した農作物用活性剤製造装置の導入

農業生産法人株式会社Agrish 電動作業台車の導入による生産的な雇用機会の創出

味処　利久庵 自動食券機導入に伴うデジタル化による生産性向上

東鶴酒造株式会社 低温培養装置を使用した新商品開発による海外への販路開拓

Ａｎｔｙ ウイズコロナ時代の女性を笑顔にするための脱毛サービス開発

有限会社いづみや セルフレジ導入による生産性向上とコロナ対策の両立で地域貢献！

井手商店 自動販売機を導入し、無人化・自動化による売上基盤づくり

株式会社糸山建設 光波測量機の導入による生産性向上計画

株式会社ＥＣＸＩＡ コロナに対応するための新事業転換に必要な設備導入事業

有限会社江口鮮魚店 新たな販売チャネル開拓に向けた設備投資事業

ＳＫＹグループ株式会社 クイックサービスとテイクアウト需要対応で飲食店生存戦略事業

縁 茶ムリエによる”癒しのカフェ”新サービス提供事業

大串製菓店 健康とSDGｓを両立させる新商品開発に向けた設備投資事業

合同会社太田製作所 捕獲イノシシの利活用とペット用のイノシシジャーキーの新商品開発

有限会社御宿高砂
新幹線開業による日帰り入浴客獲得のため、大浴場機械設備等のパ

ワーを倍増し集客を目指す

カーテック岸元 地域密着のカードクターとしてお客様の車相談を全て引き受ける事業

有限会社海上館
クラッシュアイス対応製氷機・飲料自動販売機導入による新役務の提

供

カウベルンムカイ 最新式ホイロを導入することによるパンの安定製造と新基軸への挑戦

鍵屋ヒワタシ 彫刻機械導入による付加価値商品の開発

Kaji synergy restaurant 新秩序に向けたソフトクリーム事業による製造業への新規事業転換

かしま自然農園株式会社
キッチンカー導入による人気商品「そば粉の焼きシフォン」の販路拡

大

かに処 園（ソノ）
太良町へお越しの観光客に一年中竹崎カニを提供できる事業【新商品

の開発】

ＣＡＦＥ ＢＡＲ ＳＭＩＬＥ
ソフトクリームサーバー、スムージーブレンダー導入することによる

新商品「スイーツメニュー」の開発

有限会社亀栄プロパン 健診作業のＤＸ化による作業時間短縮で働き方改革

唐津 孤高の肉バル カルネスタ
高性能液体フリーザーを導入する事による長期保存可能な「冷凍商

品」の開発

唐津土建工業株式会社 資産管理システムの導入による働き方改革
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事業者名 事業計画名

有限会社唐津ボデー 新サービス提供開始のための設備導入による収益改善事業

株式会社観光ホテル千代田館
ウィズコロナに向けたホテルレストランのセルフオーダーシステム導

入の取組

甘味屋ヒダマリ
冷凍スイーツの開発と冷凍自動販売機でのスイーツ無人販売による売

上向上

有限会社北川農産
ドローンの新規導入による施肥・農薬散布の請負（サービス）による

新分野展開

有限会社キタファーマシー
キタ薬局中町店における自動散薬分包機導入による生産性向上の取り

組み

北村工業 収益改善と雇用環境改善のための業態転換

株式会社厳木電気 サーバー導入によるデジタル化による生産性向上

有限会社麒麟屋 ウィズコロナに向けた焼肉屋のセルフオーダーシステム導入の取組

銀河食堂の夜 空き空間の活用と新システム導入による新分野展開（料理教室）。

株式会社クーイング
ＮＥＷＯＰＥＮの焼肉店にセルフオーダーシステムの導入で業務効率

化と売上ＵＰ

株式会社賢明
セルフオーダーシステム導入による客数及び客単価増加を目指す取り

組み

有限会社古賀機械 ３Ｄスキャナーと点群処理ソフトを活用した生産性向上事業

小島事務所 ＩＴ化による業務効率の向上と新分野進出

ご馳走まんま タブレットによるセルフオーダーで

呉服のまるかつ 呉服店の強みを活かした「訪問型エステ」と「店舗型エステ」展開

株式会社酒井組 見える化による騒音対策が新たな役務（静かな現場）提供への第１歩

佐賀月星株式会社 ②販路開拓・売上向上　③デジタル化による生産性向上

協同組合佐賀の善食くりや 高品質地場産品の県内売場・買い場創出販路開拓プロジェクト

株式会社坂本ストアー 食料品の適正な温度管理による廃棄ロス削減と売上向上

佐志接骨院 接骨院のコロナ対策としての設備導入による新サービス提供事業

三感居酒屋 りんでん ウィズコロナに向けたセルフオーダーシステム導入の取組

株式会社santecafeまる
通販に加え店頭販売でも手作りグルテンフリースイーツをお待たせせ

ずに提供

有限会社サンビル設備サービス 抗ウィルス抗菌光触媒コーティング事業のサービス開始

シークレットガーデン キッチンカーを導入することによる販路開拓

シェ・ヤマモト有限会社 「和洋折衷」をテーマとした新商品開発

しのはらファーム アスパラガス規格外品による新商品の製造販売

島内崇成【あん梅】 新たなテイクアウトメニュー「季節のバッテラ」の開発・販売

ＪＵＮＯ（ジュノ）
宝石・アクセサリーのトータルコーディネートによる新たなサービス

の提供
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事業者名 事業計画名

庄野忠昭【庄野土地家屋調査事務

所】
３Dデータ解析ソフト導入による業務効率化と雇用対象の拡大

申子 佐賀の食材を使用した珍味「イカ唐辛子」の開発、販売

真しん
ライスロボット導入で新規顧客を獲得し、売上増加と業務効率化を図

る

株式会社心美寿（シンビジュ）
顧客の「痩せたい」ニーズに応える新事業展開（痩身エステ部門の導

入）による売上増加の取り組み

Ｓｗｅｅｔｓ　ＨＥＡＲＴ
コロナ禍で人気のタルト生産体制を強化し、お客様のHEARTを

Sweetsで幸せに！

炭火焼かっぱ 省エネ大型２漕式水槽の導入による新料理の開発提供

有限会社鮮商事 顧客ニーズに対応し売上向上を図るための設備導入事業

創建ＳＡＧＡ 防カビ特殊コーティングを施す新規サービス事業

株式会社副島組 ミニバックホーの導入による新たな販路開拓と売上向上

株式会社第一ビル管理九州 農業の新たなデジタルフラッグシップ

株式会社大平庵 急速冷凍機導入による新商品「冷凍生そば」の開発と販路拡大

有限会社大丸スポーツ 革新的プリント「ＤＴＦ」導入による新たなニーズに対応

有限会社竹崎観光ホテル 梅﨑亭 個人客集客のための広間改修に伴う必要設備の購入。

有限会社竹下商店 冷蔵・冷凍設備のリプレイスによる新規事業参入と環境負担の軽減

株式会社谷田建設 販路開拓・売上向上及びSDGｓ推進のための木くず破砕機導入

株式会社デタント ケーキカフェ部門新設のための設備導入計画

手塚製麺 フルオーダー設備導入による新商品開発と販路拡大事業

とこやのいわなが
最新式ＬＥＤ脱毛器を導入することによる新メニュー「永久脱毛」の

提供

有限会社鳥栖魚市場 鮮魚のプロが作る美味しく安全な幼児・高齢者向け商品開発

鳥栖卓球センター
佐賀初のリモート併用卓球教室と予約システムによる入退館の全自動

化

永渕設備 システム導入による時間効率

株式会社ナンキュウ 油圧ポンプフラッシング業務の新サービス提供体制の確立

株式会社日本環境テクノ 果樹散布キット搭載農業用ドローンT-30　新機種の導入

日本刺繍いち 効果的な商品展示による売上拡大のための設備導入

有限会社のだ萬 高性能冷凍冷蔵庫に入れ替えての新商品「冷凍ピザ他」の開発

橋口木工所 デジタル化による生産性向上

Ｈａｃｋ Ｂｅｒｒｙ 佐賀県の食材を使ったオリジナルクラフトコーラの販売

株式会社馬場製作所 設備のデジタル化による生産性の向上

株式会社原組 ３次元設計システムの導入による生産性向上
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事業者名 事業計画名

株式会社ファクトリー
急速冷凍設備を導入することによる商品開発、流通の際に安全な商品

開発ができる。

フィッシング恵比寿 釣り情報システム構築及び設備導入によるサービス向上・売上拡大

株式会社福田製パン
体づくりに最適、焼きたてプロテインパンの冷凍ＥＣ販売により売上

向上

有限会社フジクラ 他社には真似できない「オーバーホール事業」で新分野へ展開

株式会社ＢＬＵＥ ＥＳＴＡＴＥ 反響に即応するアプローチ　不動産業に最適な統合システム導入

Hair Design LAPIS. 夫婦で挑戦！「エステメニュー導入による新分野展開事業」

ボークー・ド・ボヌール ロールアイスマシン等を導入しテイクアウト商品と夜パフェの開発

株式会社bodymake ONIX ジム運営の無人化によるお客様の利便性向上と利益増加の実現

株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒ
多機能チェアとポスシステムの導入による新サービスの提供と働き方

改革

株式会社松田建設 設備導入による外構工事業への進出

マニアックガレージ 新しいブラスト処理による顧客満足度の向上と販路開拓事業

丸秀醤油株式会社 家庭での時短調理に対応した鍋つゆパックの商品開発

ミアテック フォークリフト購入による大型設備の受注拡大

合資会社水田屋
ボイラー設備導入による新商品「塩もなか（仮称）」の開発と生産効

率向上

水町範広【ＢＡＬ ＴＡＰＡＳ】 「自宅で楽しむ」商品開発

ミドリ環境保全株式会社 販路開拓・売上向上及びSDGｓ推進のための空き缶プレス機導入

有限会社ミマツ工芸 独自技法の生産性ＵＰから取り組むSDGｓな企業価値向上事業

宮園一也【土地家屋調査士宮園一也

事務所】
測量機プログラム導入による業務効率化

Ｍｕｋｕ　Ｍｕｋｕ
写真スタジオ併設カフェ部門の強化及び需要取り込みに向けた設備導

入

麵工房こうき 冷凍うどん販売による販路開拓

諸富商店 店長おすすめのコースメニューの開発による売上向上計画

やきとり大阪城 コロナ対策としてのテイクアウト事業拡大のための設備導入

山田哲慎【山沙商店】 新店舗の生産性向上のためのセルフオーダーシステム導入

株式会社ユアサロン 脱毛機器とカメラスコープを導入し、事業継続基盤を確立する

株式会社RIKI-COMPANY タッチパネル式オーダーシステムを導入することで効率化を図る

Ｌｉｂｒａｎ キッチンカーを活用してオリジナルカレー販売

株式会社龍建設 デジタル化による生産性向上

旅館 伊万里ホテル 復活する宿泊需要に応えるホテルの安全性向上　SDGs貢献

旅館 豊洋荘 かにまぶしのレトルト常温保管化による販路拡大
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事業者名 事業計画名

鱗太郎 新商品の販売に伴う最新冷凍設備の導入

わ 和風レストラン川した コロナ禍における飲食店経営の在り方

ら
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