
都道府県 企業名（屋号） 事業名 商工会名

1 大分県 カットハウスサトー 最新の遠赤外線促進機の導入による、高い付加価値の提供 中津市しもげ商工会

2 大分県 瓦藍洞 高齢者向けのお弁当等の宅配サービス 西国東商工会

3 大分県 株式会社　グリーンエルム シダ植物の新たな育成環境、新たな販路開拓により全国展開へ 日出町商工会

4 大分県 志手商店 店舗・陳列レイアウトの改修による新規顧客獲得事業 杵築市商工会

5 大分県 有限会社 利行建設 「医師が薦める本物の健康住宅」の認知度向上と普及活動 国東市商工会　

6 大分県 くにさき農未来 国東産無農薬米とその加工品の販売拡大事業 国東市商工会

7 大分県 (有)ヤマク海産 自社専用段ボール包装の制作による経費削減と売上向上計画 佐伯市あまべ商工会

8 大分県 神力水産 「おすすめ干魚セット」の開発による新規顧客獲得と売上向上 佐伯市あまべ商工会

9 大分県 河野　みふね 販売拠点整備による加工食品の増産体制の構築事業 由布市商工会

10 大分県 有限会社ホーム建装 チラシ、ＨＰ、ＤＭ・ポスティングによる販路拡大 玖珠町商工会

11 大分県 有限会社ワイワイ 来客数増加計画に伴う店舗改装 玖珠町商工会

12 大分県 渡邉食品企画 パッケージリニューアルと試食ＰＲ・商談会出店による販路拡大事業 日田地区商工会

13 大分県 有限会社小川商店 干物メーカーにしかできない「イリコのごまだし」製造による販路拡大 佐伯市あまべ商工会

14 大分県 株式会社トーヨーフロンティア ＨＰ・パンフレット・ステッカー作成による新規顧客獲得事業 佐伯市あまべ商工会

15 大分県 平田金物店 ペレットストーブ普及推進事業 豊後大野市商工会

16 大分県 有限会社　橋本書林 高齢者にやさしいユニバーサルデザインを取り入れたお店づくり 豊後大野市商工会

17 大分県 渓流の味　たなべ 魚嫌いの人でも食べられる自社養殖ヤマメ料理店の広報活動 九重町商工会

18 大分県 宮脇泰生園 スマートフォン専用のＨＰ製作による個人販売の強化 宇佐両院商工会

19 大分県 鮨駒 「上浦本まぐろ」を用いたメニューの提供・販路開拓 佐伯市あまべ商工会

20 大分県 大分仙人源流椎茸 セット販売による販路開拓 中津市しもげ商工会

21 大分県 蛍茶園Tenjiku 熟成ほうじ茶・蜜香紅茶を中心にした新商品の製造・販売 中津市しもげ商工会

22 大分県 坂本製材有限会社 森林資源のカスケード利用強化事業 中津市しもげ商工会
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23 大分県 手よせ豆腐　卯の花 調理場整備による新商品開発事業 中津市しもげ商工会

24 大分県 角ちゃんの三星 店舗レイアウト（テーブル・椅子）の変更による収容人数増加による売上増加を目指す 九州アルプス商工会

25 大分県 （株）おづる湧水茶屋 ＨＰ開設による店舗情報の発信とオリジナル醤油のネット販売、及び広報事業 九州アルプス商工会

26 大分県 渡部産業 スポーツ合宿受け入れ事業 九州アルプス商工会

27 大分県 戸髙　勝則 個人よりの立木仕入増による売上向上及び安全対策で作業効率向上 佐伯市番匠商工会

28 大分県 有限会社　ことことや 湯布院の朝食を提案する為のジャム専門店の店舗改装 由布市商工会

29 大分県 縁の里 ～庄内町の元気の拠点～絆をつくる場の創出と広報戦略 由布市商工会

30 大分県 宇都宮モータース 高性能スキャンツールの導入による高度な整備工場への構築事業 杵築市商工会

31 大分県 有限会社　こやめがね 店舗のバリアフリー化（店舗入口の段差解消、店舗入口改修工事） 日出町商工会

32 大分県 松風 自社PRのための看板設置並びに商品パッケージの変更 国東市商工会

33 大分県 有限会社　オータニデンキ 高齢者向け特殊商品のＰＲ事業 由布市商工会

34 大分県 有限会社　小笠原モータース 自動車工場による農機具分野への販路拡大事業 杵築市商工会

35 大分県 株式会社　荒巻商店 自社ＰＲによる水回り事業の一般顧客開拓 杵築市商工会

36 大分県 有限会社　福田林業 地元産材（間伐材）を活用した玩具・特産品のパッケージ開発事業 杵築市商工会

37 大分県 有限会社　紙ふうせん 中高年新規観光客呼び込みのための店舗環境作り 杵築市商工会

38 大分県 カレーハウス　いまむかし 商品開発による新たなメニュー提案と顧客満足度向上事業 玖珠町商工会

39 大分県 有限会社　富松建設 ３Ｄソフトの導入による完成イメージの共有による提案力の強化と業務効率化 佐伯市あまべ商工会

40 大分県 有限会社　パルスゴトー 高齢者にやさしい安心・安全な店舗づくり 由布市商工会

41 大分県 多田銃砲火薬店 有害鳥獣捕獲駆除のプロを育てる「ハンター育成サポート」事業 豊後大野市商工会

42 大分県 森のｃａｆｅ　ゆるり 集客力を増すためのウッドデッキ等設置事業 豊後大野市商工会

43 大分県 有限会社　髙柳自動車整備工場 店舗イメージアップと新サービスでお客様満足度向上事業 豊後大野市商工会

44 大分県 松田衣料品店 顧客の高齢化に対応した店づくり 佐伯市あまべ商工会

45 大分県 株式会社　松山堂 イートインを誘発させるための実演と食品表示法改正に伴い表示シール機設置事業 杵築市商工会

46 大分県 底曳網漁専門遊漁船　金正丸 大分県初の観光底曳網体験事業のＰＲによる顧客獲得事業 杵築市商工会

47 大分県 有限会社　佐藤呉服店 国東の七島藺を使った工芸品の新商品試作 国東市商工会

48 大分県 株式会社 ガリレオレーシング 周辺施設と連動した広告宣伝用のパンフレット、ポスター作製 宇佐両院商工会



49 大分県 株式会社　Ｅｉｎｅ オリジナル包装紙、箱、紙袋の作成とホームページの開設 中津市しもげ商工会

50 大分県 園田隆酒店 看板の新装による新規顧客獲得 中津市しもげ商工会

51 大分県 門前茶屋　のどか。 自家製小豆を活用した看板メニュー開発事業 中津市しもげ商工会

52 大分県 有限会社　豊前海 ファサード改良とクロダマルを使った新商品開発 中津市しもげ商工会

53 大分県 （株）吉野 観光客へ「塩からあげ（テイクアウト商品）」の周知看板設置による売上増加事業 九州アルプス商工会

54 大分県 真の健康舎 海外展開に向けた新パッケージ制作及び新型石鹸の開発事業 九州アルプス商工会

55 大分県 有限会社　花びし 看板及びパンフレットによる店舗集客数アップ事業 九州アルプス商工会

56 大分県 ハッピーアートカンパニー  動画等、ビジュアルに訴えた宣伝ツール制作による販路拡大 由布市商工会

57 大分県 つたや お饅頭の「つたや」店舗改善とブランドづくりによる販路拡大 日田地区商工会

58 大分県 富来茶屋 ムクナ豆商品の開発及び健康茶の販売拡大 国東市商工会

59 大分県 こだま亭 広報媒体（チラシ・看板等）の作成による店舗ＰＲ作戦事業 杵築市商工会

60 大分県 ヘアースペース大島 店舗のバリアフリー化による既存客の囲い込みと新規客の獲得 豊後大野市商工会

61 大分県 有限会社　大分ファーム 六次産業化で開発した新商品のＰＲ事業 日出町商工会

62 大分県 民宿いとう 施設改善による新規顧客獲得計画 佐伯市あまべ商工会

63 大分県 田辺海産 販路拡大に向けた工場の改装計画 佐伯市あまべ商工会

64 大分県 株式会社　草庵秋桜　四季工房 湯布院町湯の坪街道内において、ピクルスの専門店舗の新規オープン 由布市商工会

65 大分県 有限会社　両子河原座 コスプレイベントによる両子河原座魅力再発見プロジェクト 国東市商工会

66 大分県 柳家 観光客向け簡易茶道教室による店舗集客・売上拡大事業 杵築市商工会

67 大分県 有限会社　高橋青果 地域一番店スーパーへのインショップに伴う新規顧客開拓事業 杵築市商工会

68 大分県 有限会社川中薬局 カウンセリングサービスと自然薬ＰＲによる新規顧客獲得事業 杵築市商工会

69 大分県 合同会社漁村女性グループめばる 金属探知機導入とパンフレット製作による販路拡大 佐伯市あまべ商工会

70 大分県 理容　ハイライト 女性をターゲットにした新規サービスの周知、PRについて 由布市商工会

71 大分県 牟禮鶴酒造合資会社 豊後大野市内で牟禮鶴の認知度をあげ、沢山飲んでもらうぞ！ 豊後大野市商工会

72 大分県 有限会社　大津留商店 買い物困難な高齢者宅への宅配事業 豊後大野市商工会

73 大分県 cutroom COCOA 美容室の「おもてなし」の拡大による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業 中津市しもげ商工会

74 大分県 有限会社　三郷電設 新鋭機器の導入による新規事業の立ち上げ 中津市しもげ商工会



75 大分県 青の郷 青の郷サイクリング事業（飲食メニュー＋自転車レンタル） 中津市しもげ商工会

76 大分県 （有）カーファクトリーアライ 車輌展示場建設に伴う販路開拓事業 九州アルプス商工会

77 大分県 ショッピングあだち 惣菜コーナー強化による購入点数アップ計画 九州アルプス商工会

78 大分県 有限会社　湯地　建設 新規読者獲得による商圏内シェア率アップ及び顧客満足度向上計画 九州アルプス商工会

79 大分県 吉良工芸 展示場開設に伴う新規顧客獲得のための販売促進 佐伯市番匠商工会

80 大分県 藤栄建設株式会社 特殊樹脂入りモルタルを使った路面整備事業への新規参入事業 佐伯市番匠商工会

81 大分県 ヤナイ電装 主要電装品のリンク品導入による新サービスの提供で販路拡大事業 佐伯市番匠商工会

82 大分県 （有）上野屋 炭酸温泉を活用した新商品「炭酸温泉うどん」開発とＰＲによる新規顧客の獲得 九州アルプス商工会

83 大分県 洋風居酒屋　Barjunneバルジュン  湯布院産食材を使用した炭火焼ステーキ＆サラダランチバイキング 由布市商工会

84 大分県 お食事処ほあし 『ほあし食堂』から『串揚げ帆足』へ新メニュー投入による新規顧客開拓事業 玖珠町商工会

85 大分県 eMエム（理容エトウ） 育毛の提案から生まれる「お客様の笑顔つくり」＝「笑む」 玖珠町商工会

86 大分県 有限会社　堀田産業 乗用雑草刈車の導入での作業能力強化による受注拡大事業 国東市商工会

87 大分県 ファミリーショップ日高 高齢者の栄養バランスを考えたお惣菜の販売計画 佐伯市あまべ商工会

88 大分県 安部水産(株) 「野沢菜梅ちりめん」の改良とシリーズ化計画 佐伯市あまべ商工会

89 大分県 蒲江ごとう製麺 店舗外装の改善と客席数増による売上向上計画 佐伯市あまべ商工会

90 大分県 しのはら美容院 顧客満足度向上と新規客開拓 由布市商工会

91 大分県 有限会社　川田電気商会 太陽光発電システムメンテナンスを核としたＢtoＣ事業の推進 国東市商工会

92 大分県 ＬｕｖｉＧ（ラビッグ） ブランドコンセプトの明確化による新規顧客の開拓・会員化 杵築市商工会

93 大分県 株式会社ＲＥＣＯＴＥＫ 自社ＷＥＢサイトを構築し、自社のアピールと中古装置拡販を目指す 杵築市商工会

94 大分県 食事処　松樹 観光客向け目玉商品開発による新規顧客開拓事業 杵築市商工会

95 大分県 有限会社マルカ農園 トマトのブランド価値向上と新規顧客市場開拓 日田地区商工会

96 大分県 天瀬水道 新規顧客拡大のためのメンテナンス事業 日田地区商工会

97 大分県 井上鉄工 家具・リフォームの常設展示場を設けることによる売上増強事業 佐伯市あまべ商工会

98 大分県 広津留塗装 温風塗装機の導による安心施行とチラシによる売上拡大事業 佐伯市あまべ商工会

99 大分県 しらす料理の豊洋丸 しらす漁師がつくる本格石窯ピザによる売上拡大 佐伯市あまべ商工会

100 大分県 村康板金工作所 自社板金技術の展示・営業用トレーラーハウスの作成 由布市商工会



101 大分県 リフォー夢さかい　 販売促進のためのショールーム開設事業 豊後大野市商工会

102 大分県 衛藤モータース 電子制御診断機導入による信頼性向上に伴う新規顧客獲得事業 豊後大野市商工会

103 大分県 (有)オガタ 地域の人材発掘と来店客数の増強、事業展開の取り組みと宣伝力向上 宇佐両院商工会

104 大分県 ㈱浅野建設 古民家・町屋再生活用プロジェクト 日出町商工会

105 大分県 株式会社　梶原畜産 加工所の整備による直販事業への取り組み 中津市しもげ商工会

106 大分県 一期一会 高齢者の膝腰に優しい和室の椅子対応事業 中津市しもげ商工会

107 大分県 (有)橋本商店 ガス検針を利用した住宅リフォーム御用聞きサービス 中津市しもげ商工会

108 大分県 有限会社　ﾍﾟﾝｼｮﾝきのこⅡ世号 スマートフォン用ＨＰ作成による顧客獲得計画 九州アルプス商工会

109 大分県 有限会社　久住ワイナリー ワイン増産に伴う宣伝広告活動の強化事業 九州アルプス商工会

110 大分県 エステサロンConifer エステルームの充実強化によるお客様満足度向上事業 佐伯市番匠商工会

111 大分県 庭　友 自社ブランド肥料の事業化及び作業効率化による売上向上事業 佐伯市番匠商工会

112 大分県 有限会社　菅原自動車 設備一新による地域密着の広報営業活動で販路開拓事業 佐伯市番匠商工会

113 大分県 有限会社　磯武 催事等での人気商品及び新商品販売のための設備の購入 国東市商工会

114 大分県 伊藤米穀店 地元の米を贈答用として売り出すための取り組み 国東市商工会


