
No 県名 事業者名（屋号） 補助事業名（様式3） 商工会名

1 大分県 とら吉 とら吉「チキン南蛮」、野津を出る。 野津町商工会

2 大分県 有限会社　アリタ商店 旨いお酒を見つけるための店舗改装事業（試飲コーナー設置） 日出町商工会

3 大分県 有限会社エイコー水産
品質の優れたトラフグ加工商品の直販事業による新たな顧客の
開拓

佐伯市あまべ商工会

4 大分県 有限会社　幸華すし
顧客ニーズ対応とランチ販促強化による新規顧客獲得と客単価
向上

玖珠町商工会

5 大分県 株式会社　おおいた姫島
トータルデザインを作成し、全国に販路拡大していくことで「姫島ブ
ランド」の確立を目指す。

姫島村商工会

6 大分県 the Salon 株式会社 シャンプーバーを併設した美容室でのヘアケアアドバイス 由布市商工会

7 大分県 有限会社　ライフサポート 電光掲示板による早朝、深夜による集客力アップ事業 由布市商工会

8 大分県 やのとうふ店 大型看板新設での店舗認知度向上による新規顧客獲得事業 玖珠町商工会

9 大分県 くす旅サービス どんな要望にもお応え出来る店作りによる販路開拓事業 玖珠町商工会

10 大分県 株式会社ドリームファーマーズ 地域で連携した新商品開発による販路拡大事業 宇佐両院商工会

11 大分県 株式会社　夢のぼり工房 おかず移動販売による新規販路開拓事業 杵築市商工会

12 大分県 有限会社　久住ワイナリー 新規誘導率ＵＰ看板＆オブジェの配置、外装のブラッシュアップ 九州アルプス商工会

13 大分県 株式会社　三浦石材 自社ホームページ作成による新規顧客の獲得 九州アルプス商工会

14 大分県 くいしんぼう工房 土産品向けのパッケージ改良及び商品PR事業 国東市商工会

15 大分県 切り絵工房 工家 ノベルティ品を活用した広報活動強化 中津市しもげ商工会

16 大分県 有限会社お墓の愛 分譲（マンション）型お墓の売り出しに伴う広告宣伝 佐伯市番匠商工会

17 大分県 有限会社　麻生本店 日本酒・焼酎の新商品開発と販路開拓 由布市商工会

18 大分県 ハマコート 30～60代の女性を対象とした、室内コーティング事業 日出町商工会

19 大分県 有限会社川合工務店 「ガレージのある家」の提案およびＤＩＹサポート事業 佐伯市番匠商工会

20 大分県 木本仏壇店
店舗での数珠ブレスレット教室開催による新規来店客の集客事
業

杵築市商工会

21 大分県 佐藤酒造株式会社 新規顧客（県外）獲得に向けた周知活動による販路開拓事業 九州アルプス商工会

22 大分県 コスメティックルームソレイユ 店舗改装で新たな商品販売、提供方法による来店客向上の実現 玖珠町商工会

23 大分県 久恒山林株式会社 分野・商圏の拡大のためのアロマ成分分析・催事・英語対応 中津市しもげ商工会

24 大分県 オーマーム 食材有効活用による全粒粉そうめん開発と商品パッケージ改良 中津市しもげ商工会

25 大分県 有限会社　たかはし薬局 漢方部門立ち上げによるチラシ及び告知用看板によるPR 国東市商工会

26 大分県 有限会社　津崎商事 貿易管理業務のシステム化による販路開拓 九州アルプス商工会

27 大分県 株式会社　百花 大分県を中心とした九州販路拡大事業 九州アルプス商工会

28 大分県 ヘアーサロン　リーフ
若者向けヘアメイク・着付けの認知度向上による新規顧客獲得事
業

杵築市商工会

29 大分県 サロン・ド・さんあい
認知向上による新規客獲得及び店舗・設備改善による利便性向
上

杵築市商工会

30 大分県 宮野モータース 設備導入による整備のワンストップ化と顧客満足の向上 宇佐両院商工会

31 大分県 株式会社ベース
自社ECサイトの開発、およびBtoC（個人商取引）領域への販路開
拓

佐伯市あまべ商工会

32 大分県 有限会社　志まる 高齢者向け宴会に対応した座敷用高座椅子等導入の取組み 国東市商工会

33 大分県 山下食品 地元国東産の大豆と軟水を使用した豆腐の販路拡大 国東市商工会

27年度補正　持続化補助金　採択者一覧　（大分県）



No 県名 事業者名（屋号） 補助事業名（様式3） 商工会名

34 大分県 カタリヨ 新メニュー導入と作業効率化による客単価及び集客力向上事業 玖珠町商工会

35 大分県 有限会社　家具の梶原
高齢者に優しい店内環境改善による介護部門強化での販路開拓
事業

玖珠町商工会

36 大分県 有限会社　小野信自動車 営業拠点新設に伴う、顧客獲得のための看板設置事業 由布市商工会

37 大分県 串厨房SAKURA 店舗内快適化と購買意欲の増強事業 豊後大野市商工会

38 大分県 ささや寿司・れと絽 古い洋館店舗の趣の向上とバリアフリー化による集客力アップ 豊後大野市商工会

39 大分県 揚屋味好 店舗ファサード改良による新規顧客獲得事業 中津市しもげ商工会

40 大分県 有限会社　万千百園 高齢者・車椅子利用者等に配慮した店舗見直し事業 中津市しもげ商工会

41 大分県 有限会社サングループ浜田 料理提供効率化と安心して食事ができる環境づくりで売上拡大 佐伯市あまべ商工会

42 大分県 BACKSTAGE 独自サービスの周知による新規顧客獲得 国東市商工会

43 大分県 コクエイ消毒有限会社
新広報戦略で業務内容・企業イメージの認知度向上による販路
開拓

玖珠町商工会

44 大分県 フレイザー九州 塗装事業自社化による利益率改善のための事業 国東市商工会

45 大分県 有限会社コンビニマートムラセ 店内改装、セラー改装による商品品質管理と販路開拓 国東市商工会

46 大分県 窪田酒店・ほのぼの茶屋 もちもち炊きこみ飯の素（仮称） 中津市しもげ商工会

47 大分県 有限会社　介護ショップゴロちゃん 新商品（介護用品、福祉用品）展示会、介護個別相談会開催 日出町商工会

48 大分県 オーガニックcafé ciel オーガニックカフェの店内サービス強化と製造の効率化 中津市しもげ商工会

49 大分県 タオ・オーガニック・キッチン 販売拡大に伴う材料確保と生産量アップのための設備増強 豊後大野市商工会

50 大分県 佐伯機工
「プロ向け工具販売」から「個人向け電動工具分野」への販路拡
大

佐伯市番匠商工会

51 大分県 有限会社　志賀金物店 漏水探知機購入に於ける地域貢献と密着型事業の拡大 九州アルプス商工会

52 大分県 有限会社　植杉自動車
ＨＰ作成・看板設置による新規顧客の獲得と新車中古車の販売
促進

宇佐両院商工会

53 大分県 有限会社　新開 ＰＣ及びスマートフォンのＨＰリニューアルによる通販拡大事業 宇佐両院商工会

54 大分県 有限会社はまや 配達の強化と店舗入り口の改装による顧客満足度アップ 佐伯市あまべ商工会

55 大分県 からあげ花ちゃん ふるさと納税の受注に対応する為の店舗改装とチラシ・箱の作成 国東市商工会

56 大分県 小田自動車整備工場 スキャンツールを使用した作業効率向上による販路拡大 国東市商工会

57 大分県 カーファクトリーT's
最新式コンプレッサー導入とパンフレット作成による新規客の獲
得

中津市しもげ商工会

58 大分県 イデア学園 塾経営の効率化と営業力強化 中津市しもげ商工会

59 大分県 ラーメン・カフェ明星 看板作成及び店舗改修による観光客集客事業 国東市商工会

60 大分県 株式会社　涛音寮 海外市場獲得へ向けたPR事業 国東市商工会

61 大分県 有限会社　清家造船所 船台増設とパンフレット製作による売上強化事業 佐伯市あまべ商工会

62 大分県 株式会社交栄農事営農組合 「プレミアム夢イチゴ」の商品開発及び先行予約ネット販売事業 豊後大野市商工会

63 大分県 住本商店
貯蔵用冷蔵庫新設による原価率改善と商品陳列改善による売上
増加

玖珠町商工会

64 大分県 パンとケーキの店　アン 新商品開発と提案型レシピ・手作りPOP作成による販路拡大 宇佐両院商工会

65 大分県 CONFECTIONARY　おがわ 新店舗（夢店）でのケーキ販売・広告宣伝 九重町商工会

66 大分県 ふるさとキッチン　かのん 看板設置・チラシ配布による集客 九重町商工会

67 大分県 安達石油
女性向け店舗環境改善と接客サービス向上による新規顧客獲得
事業

玖珠町商工会
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68 大分県 山京石油 看板設置による店舗の周知及び集客による販路拡大 宇佐両院商工会

69 大分県 喜笑 店舗改装と外販強化による顧客満足度及び売上高向上事業 玖珠町商工会

70 大分県 Gypsy's mile 店舗の視認性向上および誘導看板設置による新規顧客の獲得 九州アルプス商工会

71 大分県 直入自動車整備㈱ 車輌展示場の整備に伴う販路開拓事業 九州アルプス商工会

72 大分県 森食品 商品パッケージの改良及び新機械導入による新商品開発事業 日田地区商工会

73 大分県 ウッドアート楽 看板改修・店舗改善による認知度向上と新規顧客の獲得事業 日田地区商工会

74 大分県 菅原農園フキ工房
ホームページ及び新サービスの導入による販路開拓・販売促進
事業

日田地区商工会

75 大分県 サロンド・ユキ 最新設備導入による新規顧客の獲得及び顧客満足度向上事業 日田地区商工会

76 大分県 田島山業㈱ 林業用防護服の知名度向上及び販路開拓事業 日田地区商工会

77 大分県 理美容　片桐 高齢化に対応した店舗内整備事業 日田地区商工会

78 大分県 家具工房　木正舎 新商品「Pen Log」による販路開拓事業 日田地区商工会

79 大分県 河北うずら 特注釜の導入による営業活動強化事業 日田地区商工会

80 大分県 かじか荘 旅館によるエステサービス提供と看板設置による販拡事業 日田地区商工会

81 大分県 create only one HI-CHA 一括した広報戦略提案型事業推進による新規顧客開拓事業 玖珠町商工会

82 大分県 フレンド 新事業展開による新規顧客開拓事業 玖珠町商工会

83 大分県 ㈱玖珠温泉
情報発信強化とサービス向上による客単価、新規顧客獲得向上
事業

玖珠町商工会

84 大分県 三和石油 新たな車の展示場展開に伴う販路開拓事業 玖珠町商工会

85 大分県 玖珠観光㈱ レストランメニュー及び広報活動強化による集客力向上事業 玖珠町商工会

86 大分県 焼き鳥　秀吉
本来の強みを活かしたサービス提供による売上高・利益率向上
事業

玖珠町商工会


