サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

1 Art Cafe BSB Amami Japan

所在地
龍郷町

業種
飲食店

補助事業のテーマ
カフェの遊戯性向上とアトリエ設置とアパレル店舗展開によるアート展開と地域の活性化

2 アールズ工業

鹿児島市

宿泊業

自然遺産の島、奄美大島でグランピングを楽しめるリゾートの運営で販路開拓

3 株式会社IMT

指宿市

飲食店

餃子製造機の導入による生産性向上

4 アイランドバーベキューアマリズム

龍郷町

持ち帰り・配達飲食サービス業

コロナ禍の売上減少対策 テイクアウト商品の販売と島外発送商品の開発

5 医療法人あおい歯科

いちき串木野市

医療業

セルフ清算レジの導入（キャッシュレスタイプ）

6 あおい整骨院

霧島市

医療業

ダイエットに悩む人へ非接触型痩身メニューによる販路拡大事業

7 アクアライフサービス株式会社

鹿児島市

洗濯・理容・美容・浴場業

引き取りクリーニング店のノウハウを活かした寝具等クリーンアップ事業への拡大

8 油そば 壱富士

鹿児島市

飲食店

タッチパネル式のキャッシュレス決済機能付き券売機導入による生産性向上と新規・リピーター顧客の獲得

9 株式会社奄美大島開運酒造

宇検村

飲食料品小売業

SNSを活用した酒造会社とスイーツのコラボ商品の商品開発や販路開拓

10 株式会社アムール屋久島

屋久島町

その他の生活関連サービス業

最先端技術箔転写システム導入による生産性向上

11 アライアンス株式会社

鹿児島市

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）
SNS等を活用した広報戦略構築による売上拡大と電話対応などでの事務対応の効率化による生産性向上

12 あんしんエステート鹿児島

鹿児島市

不動産取引業

コロナ注意しつつ経済活動「安全な対面機会回復」

13 株式会社Andenken

鹿児島市

飲食料品小売業

自動生地供給ポンプ導入により、生産性向上し販路拡大を目指す。

14 株式会社ａｎｄＭＧＫ

鹿児島市

その他の生活関連サービス業

鹿児島初の靴磨き専門店の認知度向上及び靴磨き文化の定着

15 安楽薬局

志布志市

その他の小売業

高機能の分包機の使用により地域に根差した薬局をめざし、対人業務の充実をはかる

16 伊佐交通観光株式会社

伊佐市

道路旅客運送業

顧客の利便性向上の為のオンライン予約システム導入と広報の充実を図る。

17 株式会社泉公益社

出水市

その他の生活関連サービス業

Webサイトと紙媒体の活用によるクロスメディア戦略

18 1CHIBAN星

姶良市

飲食店

冷凍自動販売機を導入したテイクアウトサービスの拡充事業

19 井之上社会保険労務士事務所

垂水市

専門サービス業（他に分類されないもの）

業務効率化と生産性向上のためのソフトウェア導入

20 株式会社iRUFA

霧島市

その他の小売業

感染症対策の取り組み及び新しい生活様式に即した事業の訴求による販路開拓

21 イルマーレ合同会社

屋久島町

飲食店

刺繍の名前入れによる特別感あるお土産品の企画販売

22 岩戸鉱泉

伊佐市

宿泊業

新たな販路開拓のための宿泊・飲食・温泉のシナジー効果を高める構築物の据付
SNS集客システム（Google/Instagram/LINE公式アカウント）の構築、

23 株式会社インプレッションリゾート

鹿児島市

その他の生活関連サービス業

MEO/SEO対策及び福利厚生会員制サイトWELBOXへの登録による新規顧客獲得、

24 WINDS

曽於市

機械器具小売業

並びに、オンライン予約管理システムの導入による生産性向上
全自動カーエアコンサービスステーションの導入及び高度なカーメンテナンス実施による生産性向上

25 有限会社ウエディングステーション

鹿児島市

その他の生活関連サービス業

新規需要獲得の為、新商品の開発・販売

26 上園食品株式会社

霧島市

飲食料品卸売業

受注商品の社内システム入力業務自動化による業務効率化

27 Vetta獣医療サービス

日置市

技術サービス業（他に分類されないもの）

受精卵作製及び移植事業

28 上野菓子舗

曽於市

飲食料品小売業

観光農園とのコラボによる洋菓子スイーツの展開

29 有限会社頴娃運輸

南九州市

道路貨物運送業

運輸業向け販売管理システム導入

30 株式会社AAS

指宿市

技術サービス業（他に分類されないもの）

牛受精卵移植事業の効率化を目的とする動物用小型超音波画像診断装置の導入。

31 エーエフ企画

いちき串木野市

飲食料品小売業

32 株式会社エコリニュー

曽於市

不動産取引業

33 有限会社エフ・クリーン

霧島市

宿泊業

新たな販路開拓を行うための経費（販路開拓型）
大型フォークリフト導入による工場内大型製品移動の効率化で、生産性向上を実現し雇用拡大と賃上げに
チャレンジ
新しい生活様式に即した業務フロー構築の為のＤＸ化による生産性向上

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

34 有限会社エムエルシーカンパニー

所在地

業種

補助事業のテーマ

薩摩川内市

宿泊業

地域の魅力発信力強化による新規顧客拡大と最新デジタル技術活用による業務効率化の実現

35 株式会社エリアフード

霧島市

飲食店

セルフオーダーと自動釣銭機による生産性向上

36 LHジャパン合同会社

姶良市

専門サービス業（他に分類されないもの）

法人化に伴いホームページを作成して販路開拓

37 株式会社宴彩黒潮

南種子町

飲食店

収益力強化の為、既存事業及び新規事業の顧客訴求力向上の取組

38 株式会社おいもハウス

いちき串木野市

飲食料品小売業

HP作成、及びEC導入による販路開拓

39 株式会社OHCメディカル

鹿屋市

医療業

非接触型医療器導入による生産性の向上

40 OK商事

鹿児島市

飲食店

卓上串刺機導入による生産性向上

41 オートガレージMIYAHARA

霧島市

自動車整備業

新冷媒対応エアコンクリーニングサービス

42 株式会社大原地所

いちき串木野市

持ち帰り・配達飲食サービス業

販売対面販売の必要が無い食品汎用自動販売機による「鹿児島地産のもつ鍋、餃子等」販売

43 株式会社オービジョン

鹿児島市

無店舗小売業

ホームページの機能拡充による販路拡大事業

44 岡元一憲

指宿市

技術サービス業（他に分類されないもの）

人工授精業務効率化のための動物用小型超音波画像診断装置の導入

45 株式会社オガワ食品

鹿児島市

飲食料品卸売業

検品作業効率化のための機器の導入（ハンディターミナル等）

46 有限会社小川電気

西之表市

電気業

経理業務負担軽減の為の会計ソフト導入

47 株式会社オキスワイド

鹿屋市

飲食料品卸売業

冷凍焼きいものシンガポール市場の販路開拓

48 有限会社お茶のかおり園

鹿児島市

飲食料品小売業

新しい生活様式に適応させた販売方法・販路開拓

49 小野自動車整備工場

鹿屋市

自動車整備業

新規顧客獲得へのタイヤサービス

50 お花のひだか

鹿児島市

その他の小売業

51 温養生サロン shaa shaa 荒田店

鹿児島市

その他の生活関連サービス業

52 かおりファーム

出水市

飲食料品小売業

ドライフラワー収納、展示の為の天井吊り下げワイヤー設置事業
舞踊スタジオに新たなターゲットを開拓するため温養生サロンと複合し、デジタル化を導入しSNSの
情報発信とキャラクターグッズや啓発活動の取組み
果樹、園芸作物の保冷設備導入による販路開拓
鹿児島県認定ブランド魚のかのやカンパチを天然に近い環境で育てた独自ブランド「三ツ星カンパチ」の

53 柿内水産有限会社

鹿屋市

飲食料品卸売業

54 特定非営利活動法人鹿児島親子の会

鹿児島市

その他の教育，学習支援業

ファミリーサポート事業に基づく【移動支援サービス】

55 鹿児島県職員生活協同組合

鹿児島市

協同組合（他に分類されないもの）

ホームページ制作による販路開拓と受注事務の効率化

56 鹿児島サカキ合同会社

鹿児島市

その他の小売業

販路開拓のための基盤づくりと新たなアプローチ

57 鹿児島シティエフエム株式会社

鹿児島市

放送業

業務効率化のためのソフトウェア開発

58 有限会社鹿児島事務機商会

鹿児島市

技術サービス業（他に分類されないもの）

ドローン技術での農薬支援サービス開拓

59 鹿児島促成青果株式会社

鹿児島市

飲食料品卸売業

販路開拓と需要回復に伴う取引量増加に向けた設備投資による生産性向上

60 かこの小包

霧島市

持ち帰り・配達飲食サービス業

ブラストチラー導入による贈答用冷凍チーズケーキの通信販売

販路拡大事業

61 株式会社カシヤ

薩摩川内市

飲食料品卸売業

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金

62 株式会社Katasudde

鹿屋市

宿泊業

ユクサおおすみ海の学校におけるアウトドアをテーマとした新サービスの開発

63 cafe&dining

鹿児島市

飲食店

withコロナに向けて自家焙煎コーヒー豆販売の新規販路開拓およびコーヒー豆焙煎の生産性強化

64 有限会社かわしま

ヒナタ

阿久根市

織物・衣服・身の回り品小売業

新しい生活様式に即したセルフケア型リラクゼーション事業の開始による販路開拓

65 川西オート

鹿屋市

自動車整備業

新冷媒対応エアコンクリーニングサービス

66 有限会社キクナガ観光

屋久島町

宿泊業

業務効率化のためのソフトウェアの導入

67 きくや菓子店

出水市

飲食料品小売業

洋菓子店からデリカテッセンへ事業再構築を図る

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

所在地

業種

補助事業のテーマ

68 『キッズドーム』子育て支援クラブ ぶたさんち
鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

ウィズコロナ・ポストコロナに適応した非接触型レジの導入

69 株式会社救急薬品

出水市

飲食料品小売業

中華料理テイクアウト専門店のオープンと新商品開発による販路拡大

70 有限会社共益工業所

指宿市

飲食料品卸売業

巣ごもり需要に対応した商品の製造販売による販路開拓

71 餃子専門店 まる千餃子

鹿児島市

飲食店

自販機による冷凍生餃子販売に伴う設備投資

72 株式会社霧島倶楽部

霧島市

宿泊業

EC サイトを含むホームページの作成

73 きりしま高原麦酒株式会社

霧島市

飲食料品小売業

若年層及びCBD市場を対象にした新商品の展開による販路開拓

74 合同会社グッドフィールド

阿久根市

社会保険・社会福祉・介護事業

新たな販路開拓のためのＥＣサイトの開設

75 久保養蜂園

屋久島町

飲食料品卸売業

76 医療法人黒木会

阿久根市

医療業

77 株式会社黒瀬建設

鹿児島市

不動産賃貸業・管理業

ホームページ作成のために要する経費 賃貸管理のためのソフトとパソコン購入

78 ケイオー開発株式会社

鹿児島市

宿泊業

ホテル付加価値向上のための地産品自販機導入

79 株式会社ケイオーホテル企画

鹿児島市

娯楽業

販路開拓：観光農園付加価値向上のための地産品自販機導入

80 医療法人渓心会

鹿児島市

医療業

生産性向上と感染対策強化のための、ポスレジと自動釣銭機の導入

81 医療法人圭裕会

指宿市

医療業

受付業務のDX化による生産性の向上と感染症対策

82 株式会社K企画

知名町

各種商品小売業

新たな販路開拓のためのEC専用のホームページの開設ならびに、それに伴う会計業務の効率化

83 株式会社K’ｓ Village

霧島市

飲食店

セルフレジ導入によるオペレーション簡略化と従業員の感染防止対策

84 株式会社健康家族

鹿児島市

無店舗小売業

屋久島ファーム

産地証明・パッケージ・パンフレットデザイン一新を図り、老舗デパートへの営業・ホームページ
リニューアルによる販路拡大への取組
有床診療所の医事会計ソフトと連動したセルフレジの導入

海外向けの新規販路開拓
トラックへの「通信型デジタルタコグラフ導入」にて集荷・配送に関する業務効率向上と「日報自動化」での

85 有限会社コーケンサービス

志布志市

廃棄物処理業

86 医療法人幸誠会

鹿児島市

医療業

非接触型自動支払機を導入することにより会計事務を簡素化するとともに感染症対策とする

87 紅葉窯

霧島市

その他の小売業

HP作成・ECサイト開設による新たな販路開拓。ガス窯導入により生産性の向上を目指す。

88 有限会社コクピット国分

霧島市

自動車整備業

新冷媒対応エアコンクリーニングサービス

89 株式会社国分隼人衛生公社

霧島市

廃棄物処理業

生産性・作業品質向上の為の機器導入

90 株式会社こころ機構

姶良市

その他のサービス業

機器導入よる生産性向上、運用システムの回収にかかわる人材育成

91 有限会社コセド酒店

鹿児島市

飲食料品小売業

新たな販路開拓のために角打ち（飲食スペース）を導入＊角打ちを通じて小売部門の購買層の拡大を図る

92 ことぶき鍼灸整骨院

鹿屋市

医療業

業務効率化、新規顧客獲得、顧客の回転率向上を目的とする干渉電流型治療器２台を導入

93 寿メディカル有限会社

鹿屋市

飲食料品小売業

生産性向上

セルフ注文機器導入による生産性向上
新たな販売チャネルとして公式ＬＩＮＥ（Ｌステップ）アカウントを構築し、コロナ禍における新規顧客の

94 小平株式会社

鹿児島市

電気業

95 Komugico株式会社

鹿児島市

飲食店

自動レジを導入し、感染症対策と生産性向上を目指す

96 株式会社こむらさき

鹿児島市

飲食店

巣ごもり需要を見据えた商品の開発・販売によりＥＣ事業の強化

97 コムラテック株式会社

鹿児島市

自動車整備業

車載コンピューターの修理及びリサイクル品の活用

98 株式会社コワダヤ

南さつま市

飲食料品卸売業

勤怠管理システム導入による業務効率化

99 近藤農園

薩摩川内市

飲食料品卸売業

特産品の開発と加工

獲得を目指します。

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

100 有限会社サイバーウェーブ

所在地
鹿児島市

業種
娯楽業

補助事業のテーマ
【事務所空きスペースを有効活用】既存事業のWeb技術集客を最大限に活かしたパーソナルトレーニング
ジムサービスで新たな販路開拓

101 一般社団法人さがらウィメンズヘルスケアグループ
鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

松原の杜保育園の園児募集と病児保育・一時預かりの利用者増加を目的としたホームページのリニューアル

102 株式会社さつき苑

鹿屋市

飲食料品小売業

ECサイト導入による新たな販路開拓と魅力あるホームページ刷新による営業拡大

103 株式会社さつま路

鹿児島市

飲食店

新商品の販売による新たなる客層の開拓と自社HP、メニュー表作成による宣伝広告拡大

104 薩摩フード

さつま町

飲食料品小売業

新しい生活様式・内食需要獲得を目的とした機械導入による新たな市場（小売）開拓

105 株式会社ざぼん

鹿児島市

飲食店

自動券売機、複合決済端末の導入

106 社会福祉法人三環舎

奄美市

飲食料品小売業

107 SANKO

曽於市

飲食店

108 株式会社GonZ

知名町

飲食店

自動釣銭機一式の導入
キッチンカーでのテイクアウト・ケータリング事業強化のためのウォークイン仕様プレハブ冷凍冷蔵庫の
導入による商品保管・在庫管理の効率化による生産性向上
地場産じゃがいもを使った商品の開発とテイクアウト専門店の展開により新たな販路拡大を獲得する
フルセルフレジの導入によってレジ業務の回転率を高め、コロナ禍においても安心安全を提供し、

109 株式会社シーサイドビュー

知名町

その他の小売業

110 合同会社シェアハンド

鹿児島市

医療業

販路開拓、生産性向上を目的に拡散型ショックウェーブ(圧力波)治療器を導入

111 株式会社Sharing a Smile

指宿市

洗濯・理容・美容・浴場業

美容室のプロが開発した、お客様が求めるシャンプー・トリートメントのネット販売

112 JA鹿児島茶業株式会社

鹿児島市

飲食料品小売業

113 Cielo pizzeria

鹿児島市

飲食店

仕出し弁当事業への業態転換

114 仕出し料理どんぐり

伊佐市

持ち帰り・配達飲食サービス業

仕出し料理屋の新商品開発及びテイクアウトサービス開始に係る環境整備

115 篠原利浩税理士事務所

鹿児島市

専門サービス業（他に分類されないもの）

顧客満足度の向上と共に作業の効率化、生産性の向上を図り、ファミリー層の新販路を開拓する。

ECサイトのリニューアルによる販売強化と新規顧客の獲得、ならびにインボイス制度開始に向けた
対応等を含む業務効率化の向上

事業のDX化による感染症対策と地域格差の解消による販路開拓と生産性の向上
施設の活動やケアの内容、日常生活の様子の見える化を図り、県内外の方が安心してWEB上で申し込みが

116 株式会社シモンズ

薩摩川内市

社会保険・社会福祉・介護事業

117 社会福祉法人寿康会

鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

・障がい児通所支援事業への参入

118 寿山株式会社

鹿児島市

その他の小売業

アートの力で鹿児島を元気に！ホームページのリニューアルとECサイト構築による販路開拓

119 株式会社寿福産業

鹿児島市

飲食店

コロナ禍での非対面による食品売上・利益増加取組

120 旬彩とど家

いちき串木野市

飲食店

当店名物「アラ鍋」のテークアウト製品及びふるさと納税製品の開発

121 有限会社翔

奄美市

宿泊業

新型コロナ対策として、テイクアウト、宅配便、お産物品の加工販売及び保管

122 医療法人翔歯会

鹿児島市

医療業

社内デジタル化により、確実な情報共有と診断向上による業務の効率化、生産性向上と地域貢献

123 城西通り接骨院

鹿児島市

医療業

できるホームページの開設。及びホームページを活用した情報発信の強化。
・姶良市への事業展開

サイクリスト（自転車競技）に対応したコンディショニング及び室内トレーニング設備設置による事業拡大
顧客情報の見える化およびリモートツールを利用したオンライン商談による、営業業務の生産性向上を

124 株式会社ショーワ

鹿児島市

その他の小売業

125 一般社団法人シリカコーティング協会

霧島市

専門サービス業（他に分類されないもの）

協会事業普及のためのコンサルティングの依頼

126 有限会社新栄青果

瀬戸内町

飲食店

ポストコロナを見据えた青果店の生絞りジュース販売事業

127 有限会社じんじんグループ

薩摩川内市

飲食店

POSターミナルレジーシステム

128 医療法人仁風会

鹿児島市

医療業

生産性の向上を行うための経費（生産性向上）

実現する為のソフトウェアの導入。

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

所在地

業種

129 医療法人親和会

霧島市

医療業

130 すし漁村

曽於市

飲食店

補助事業のテーマ
歯科医院の受付会計業務の自動化機器（ＰＯＳレジスター）導入による効率化と厳正化
テイクアウトをもっと便利に！「ドライブスルー」型の販売展開
・ホームページ制作による予約管理と集客増加。・クラウドサービスを用いたレジの導入。

131 Studio KDJ

鹿児島市

飲食店

132 STRENGTH34

鹿児島市

娯楽業

快適空間におけるストレングストレーニング指導

133 株式会社ストーク

奄美市

物品賃貸業

ホームページリニューアルによる新規顧客と販路の開拓

134 株式会社Spicery

鹿児島市

洗濯・理容・美容・浴場業

業務の属人化を防ぐための業務用エステ機器の新規導入

鹿児島市

飲食店

136 ３H株式会社

いちき串木野市

娯楽業

機能回復に特化した次世代コンパクトジム

137 社会福祉法人星愛福祉会

鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

保育士のロイヤルティアップ

138 有限会社セキショウ

鹿児島市

各種商品小売業

コロナ禍におけるペット増加それに伴う火葬増加に対応するための火葬炉設備の導入

139 有限会社セシカエンタープライズ

鹿児島市

洗濯・理容・美容・浴場業

135 炭火・燻製料理

五福

・ウィズコロナの中での換気対策、及び野外飲食空間の設備導入。

燻製を専門とした加工食品の新商品開発とECサイトを活用した新たな販路開拓を展開し、安定した
収益確保体制を構築。

「美容室＋エステティックのワンストップサービス」提供事業
入電自動音声サービス（お客様によるダイヤルプッシュ）導入によって、出勤スタッフの人員適正化を図る。

140 有限会社川内ホテル

薩摩川内市

宿泊業

141 合同会社善力

伊佐市

飲食店

店舗案内を兼ねたオンラインショップ制作と、LINE広告実施による店舗への集客と新商品の全国展開。

142 曽於南部車検センター協業組合

志布志市

自動車整備業

大型車向けリフトの導入による生産性向上と受注獲得

143 染川水産株式会社

南さつま市

飲食料品卸売業

鮮魚入荷の生産性向上と集客WEBとSNS,動画による販路開拓拡大

144 株式会社第一工建

鹿児島市

不動産取引業

クラウドシステム、タブレットを活用した資料共有の効率化と文書保存法改正への対応促進プロジェクト

145 医療法人大地

薩摩川内市

医療業

セルフレジ機器の導入

龍郷町

娯楽業

新メニュー販売による売り上げ拡大の為の新たなホームページ作成

147 太陽ガス株式会社

日置市

その他の小売業

事業のDX化と環境配慮型エネルギー供給事業の開始による販路開拓

148 有限会社高倉産業

大和村

物品賃貸業

作業効率化及び人手不足による設備導入

149 株式会社タカミ

薩摩川内市

その他の小売業

生産性向上を図るため多品種調理器アイバリオを導入

150 株式会社武田産業

屋久島町

各種商品小売業

ウィズコロナにおける非接触ツールを用いた屋久杉伝統工芸の販売促進

151 特定非営利活動法人たけのこキッズ

鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

業務効率化のためのソフトウェア導入

152 竹ファミリー内科クリニック

鹿児島市

医療業

新型コロナウイルス感染症診断の迅速化・効率化

153 有限会社竜之家

鹿児島市

飲食料品小売業

加治木まんじゅうの新商品開発と販路開拓

154 脱毛Salon Rubee

いちき串木野市

洗濯・理容・美容・浴場業

光脱毛施術の導入

155 株式会社danken

鹿児島市

飲食料品小売業

生産性向上と販路拡大に伴い、食パンイ一本切りスライサー導入。

156 一般社団法人地域商社まくらざき

枕崎市

インターネット附随サービス業

ブランド化刻印事業

157 株式会社ChestCompany

薩摩川内市

持ち帰り・配達飲食サービス業

ＷＩＴＨコロナ！美味しいをどんな時もどんな場所でも

158 株式会社トゥーコネクトダイニング

南さつま市

飲食店

巣ごもり需要に適した自宅で南薩海鮮丼販売の機械導入

159 株式会社TrueBalance

鹿児島市

その他の教育，学習支援業

SNSやパンフレットを活用した情報発信とレストランの看板等設置による広報・集客の強化

160 株式会社トータルハラダ

鹿児島市

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

DX推進に向けたIT人材の育成と拠点間をシームレスにつなぐ業務効率化のためのツール導入

161 有限会社ドーテックサービスカンパニー

鹿児島市

機械器具卸売業

設備投資による業務効率化と顧客満足度の向上

146 ダイビングショップ

ルプラ

確保した人員をレストラン部門へ配置し、飲食部門の立て直し及び新分野へ挑戦する。

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

所在地

業種

補助事業のテーマ

162 有限会社遠矢食品

鹿児島市

飲食料品卸売業

自動販売機による24時間対応・非対面・非接触の販路拡大

163 有限会社徳重製菓とらや

霧島市

飲食料品小売業

生産性向上に向けての金属検出機の導入

164 Domaine K

霧島市

飲食料品小売業

「ソムリエが選んだワインを提供から販売へ」酒販事業展開

165 有限会社豊倉畳工業

薩摩川内市

その他の卸売業

縁張り装置機「電子制御方式自動運転機」導入による品質の向上と生産性向上

166 トラ丸企画株式会社

鹿児島市

専門サービス業（他に分類されないもの）

LINE活用に特化したコンサルティング事業の立上げ

167 ドローンOP鹿児島

鹿屋市

その他の教育，学習支援業

ドローン操縦技術講習事業への新規参入による、ドローン関連事業の充実化と販路開拓のための広告宣伝

168 ナイツバー・悦

鹿児島市

飲食店

新たな顧客を発掘！テイクアウトPR事業
３Ｄ顔貌スキャナーとＵＴＭ（統合脅威管理機器）導入による、ポストコロナの時代に対応可能な

169 中村歯科補綴研究室

鹿児島市

医療業

170 ななみ接骨院

霧島市

医療業

新規利用者獲得のための超音波画像観察装置及びマルチトレーニングマシンの導入

171 株式会社ナンチク

曽於市

飲食店

自動販売機を用いた非接触販売の強化と、IoT機能導入による自動販売機在庫管理業務の効率化

172 肉麦商店

鹿児島市

飲食店

ポストコロナの時代へ！自家製冷凍真空パック！冷凍自販機！

173 西川運輸株式会社

徳之島町

道路貨物運送業

社内全体のデジタル化、生産性向上の為の機器購入

174 日本貨物株式会社

鹿児島市

道路貨物運送業

社内業務のデジタル化、業務効率化のためのソフトウェア導入

175 株式会社日本観光

鹿児島市

娯楽業

業務効率化・省力化

176 日本住研株式会社

鹿児島市

不動産賃貸業・管理業

賃貸管理業務のデジタル化及び業務効率化を図るためのソフトウェアの導入

177 株式会社NEXT

鹿児島市

飲食店

新たな販路開拓を行うための経費

178 株式会社ネットウェーブ

鹿児島市

情報サービス業

家づくりサイト「イエカゴ」の認知向上・参加企業増による売上増加

179 農業法人神バナナ株式会社

南九州市

飲食料品小売業

瞬間冷凍機導入による、生バナナのEC販売

180 nogga

鹿児島市

機械器具小売業

公式LINEアカウントの活用による見込み客の獲得と顧客フォローからの販路開拓

181 パーソナルジムCHaNZe.Lab

姶良市

その他の生活関連サービス業

コロナ禍でも[安心感を与える]女性に特化したパーソナルジムの展開

182 Heart of 真心株式会社

鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

ウィズコロナに向けた販路拡大及び生産性向上

183 株式会社はぁとりぃ

鹿児島市

社会保険・社会福祉・介護事業

ウィズコロナに向けた販路拡大及び生産性向上

184 株式会社パーフェクト

鹿児島市

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

ホームページをリニューアルし、商品PR強化にて販路拡大及び集客増加

185 honey bees

鹿屋市

洗濯・理容・美容・浴場業

新メニュー追加のための技術習得研修参加

186 株式会社honeyboy&co.

鹿児島市

飲食料品小売業

地域ブランド育成に向けた、新しいECサイトの販売力強化による新たな顧客の獲得

187 はらだ整骨院

鹿屋市

医療業

新たな患者層の獲得と生産性向上に向けた超音波医療器導入

188 株式会社PSIコンサルティング

曽於市

専門サービス業（他に分類されないもの）

ウィズコロナを見据えた新たな方法による事業の取り組みと生産性向上。

189 ひだか整骨院

鹿屋市

医療業

セルフ脱毛メニュー導入による販路開拓事業

190 株式会社ビッグ・フィッシング

奄美市

宿泊業

IT化による生産性の向上

191 日登美丸

鹿児島市

娯楽業

オリジナルルアー販売の全国展開による販路拡大

192 美ボディスタジオVENUSLAB

霧島市

その他の教育，学習支援業

がん患者・経験者のからだとこころのケアを運動で支援。地元のサービスの拠点を作りたい。

193 有限会社ビューティサロンパリー

姶良市

飲食店

194 ヒラキヒミ。

霧島市

織物・衣服・身の回り品小売業

195 FAST CUSTOMS

霧島市

機械器具小売業

フルデジタル技工所の誕生。

フードトレーラーを活用し新たな販路開拓
トーラスター（木型に革を沿わせる機械）導入による革靴オーダーメイド工程の一元化及び内製化確立と
販路開拓の実現
新たな自動車エアコンクリーニングサービス

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

196 株式会社ｆａｂ

所在地
日置市

業種
飲食店

補助事業のテーマ
配膳ロボット導入による喫茶店のDX化の実現

197 株式会社FAM

鹿児島市

飲食店

販路開拓による売上増・経営改善

198 フィットネスジムREAL

伊佐市

娯楽業

コロナウイルス感染症リスク軽減での脱会者防止と地域内認知度向上による販路拡大

199 株式会社フォーシスターズ

鹿児島市

その他の小売業

薬剤監査機導入により生まれた資源を「対人」業務へのシフトへ

200 ふくすけ

鹿児島市

飲食料品小売業

生産性向上に伴う機器の導入と消費者ニーズに応えた新商品での販路開拓

201 株式会社福元自動車

鹿屋市

自動車整備業

新冷媒対応エアコンクリーニングサービス

202 株式会社福家

鹿児島市

無店舗小売業

新たな販路開拓のための自動販売機による種子島産冷凍焼き芋の販売

203 株式会社富士食品

霧島市

飲食料品小売業

充填作業の自動化のための充填機の導入

204 社会福祉法人双葉会

出水市

社会保険・社会福祉・介護事業

業務効率化のためのソフトウェアの導入

205 合同会社PRISMIC DESIGN

鹿児島市

専門サービス業（他に分類されないもの）

新規販路獲得のための自社ブランドの立ち上げと、巣ごもり需要獲得のための商品開発およびECサイトの開設

206 株式会社ブルグラス

霧島市

飲食料品卸売業

少人数でも成⾧できる環境づくり

207 株式会社フレイスコーポレーション

鹿児島市

不動産取引業

サービス業販路開拓・会議室のＤＸ化及びＩＣＴの促進に係る生産性向上

208 株式会社プロゴワス

鹿児島市

その他のサービス業

サービス提供過程をデジタル化により、業務効率化を目指す。

209 株式会社文化社

鹿児島市

廃棄物処理業

クラウドツールの導入によるDX推進と拠点間をシームレスにつなぐ業務の効率化

210 hair atelier digxdug

霧島市

洗濯・理容・美容・浴場業

Withコロナ時代に写真で叶える結婚式、スタジオ併設型美容室
新たな販路拡大のためのウェディング撮影、成人記念撮影、美容室および着付けレンタル予約システムを

211 ヘアークリエイトいずみ

奄美市

洗濯・理容・美容・浴場業

212 ヘアーサロンいしざわ

鹿児島市

洗濯・理容・美容・浴場業

213 hair rire

鹿児島市

洗濯・理容・美容・浴場業

新たな販路開拓のための訪問美容サービスの導入

214 弁当のいのうえ

霧島市

飲食店

弁当・総菜の販路拡大（遠方配送・配送地販売 等）

215 株式会社細山田商事

鹿児島市

娯楽業

新型コロナウイルス感染症対策と集客・従業員の生産性向上

216 ホテル末広温泉

南九州市

宿泊業

冷凍自動販売機導入による顧客満足度向上と販路拡大

217 株式会社堀口園

志布志市

飲食料品卸売業

持つECサイト作成
散髪のついでに脱毛はいかがですか？脱毛器導入事業

Withコロナに向けた新しい営業方法の確立
生産性向上のための焙煎機導入、よりクオリティの高いコーヒー抽出及び新規顧客獲得のための

218 BON’S COFFEE

鹿児島市

飲食店

219 合同会社ママカラB

霧島市

持ち帰り・配達飲食サービス業

220 株式会社MARGARITA1991

錦江町

飲食店

急速冷凍機導入による販路開拓事業

221 有限会社マルチョンラーメン

志布志市

飲食店

オンラインや県内外のスーパー・百貨店にて全国販売するため、顧客訴求力の高い通販商品を開発する事業

222 株式会社丸松

鹿児島市

織物・衣服・身の回り品小売業

運動前ストレッチ器具・介護予防器具の商品開発と効果検証によるヘルスケア市場の販路開拓

223 みーまんレンタカー

龍郷町

各種商品小売業

新メニューに必要な機器の導入、販路拡大と購買率向上のためのデザイン一新
新商品開発のための機器導入とブランディング事業

月桃商品の量産化と地元の雇用創出に向けた取り組み
高齢者・児童・障碍者への総合福祉提供企業として、各地区に密着したサービスと雇用を提供するために、

224 有限会社南の太陽

東串良町

社会保険・社会福祉・介護事業

225 有限会社宮原光製茶

南九州市

技術サービス業（他に分類されないもの）

HPと直結したECサイトの構築とICT化による事務改善で新たな販路及び顧客を開拓する

226 みやま産業株式会社

霧島市

飲食店

フルーツに特化したテイクアウト店舗の新規開業

227 株式会社妙見石原荘

霧島市

宿泊業

コロナ禍の顧客満足向上及び業務効率化を図る社内ICT化

228 有限会社美好測量事務所

鹿児島市

技術サービス業（他に分類されないもの）

最先端の測量エンジンを実装したマルチGNSS測量機器導入による生産性向上

HPをリニューアルして利用者やサポートする従業員を獲得する

サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金（２次募集）採択者一覧
※五十音順
番号

申請者名

所在地

業種

補助事業のテーマ
県内初の就労支援施設によるチーズケーキ専門店が創るユーザーインのチーズケーキと障害を抱えた方が

229 株式会社美来

いちき串木野市

飲食料品小売業

230 株式会社宗岡組

知名町

持ち帰り・配達飲食サービス業

冷凍玄米おむすびのEC販売

231 持留製油株式会社

鹿児島市

その他の小売業

CBD新商品の新分野展開販路拡大事業

232 本村優介土地家屋調査士事務所

鹿児島市

専門サービス業（他に分類されないもの）

233 森の蔵農園

いちき串木野市

飲食料品小売業

234 森山ストア

龍郷町

飲食料品小売業

安心して社会活動を行える体制の確立

業務効率化のための測量機器の導入
ブランドPR商材の作成と、既存商品の新展開のためのデザイン変更を行い、新たな販路化開拓として様々な
商談会等への参加を目指す
「かぁちゃん弁当」の増産による販路拡大
⾧島町の老舗菓子店として⾧島伝統銘菓「赤まき」を後世に伝えながら売上増につなげ、

235 MONREVE児玉

⾧島町

飲食料品小売業

236 焼肉ソウルキッチン

南種子町

飲食店

テイクアウト需要に応える精肉の自動販売機の設置

237 株式会社やさしいまち

伊佐市

広告業

ＥＣ事業の強化と観光需要の回復を見据えた観光施設やイベントの広告宣伝による販路開拓

238 柳田自動車工業株式会社

鹿児島市

自動車整備業

全国区への発展及び観光拠点の一つとするための売り場づくり

新しい設備導入による生産性の向上
ヘルステック技術を活用した業務の効率化と、医療事業と福祉事業の連携強化による収益性の向上

239 医療法人佑志会

日置市

医療業

240 株式会社EURO CARS

鹿屋市

自動車整備業

労働環境改善と車両仕上作業の効率向上計画

241 有限会社湯田工務店

鹿児島市

宿泊業

新たな販路開拓のための広告宣伝

による生産性向上

242 夢一水産

⾧島町

飲食料品小売業

「農林水産大臣賞」受賞「あおさの佃煮」を充填機導入で年間生産量を増やし全国に販売先を拡げる事業

243 吉松自動車有限会社

湧水町

機械器具小売業

お客様の要望に迅速対応するためのファンタスリフト導入事業

244 ラッキースマイル株式会社

霧島市

医療業

ジュニア発掘育成事業と若返りトレーニングメニューの新設

245 株式会社ラッキービジネス

奄美市

不動産取引業

少人数での業務効率化と島外に向けての販促のためのホームページの開設

販路開拓を目指す

246 La・Nicori

日置市

飲食料品小売業

当店オリジナル自動販売機を活用した生産性向上及び新規顧客創出事業

247 株式会社Lamp

霧島市

洗濯・理容・美容・浴場業

髪のトラブルを解消する専門店出店による販路開拓事業

248 Re.Start

霧島市

洗濯・理容・美容・浴場業

最新機器導入による施術領域の拡大で顧客獲得と生産性向上

249 株式会社リック

鹿児島市

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）
ポストコロナ時代の、保険代理店の新しい営業スタイルの構築

250 株式会社Re•Pro

霧島市

医療業

ウォーターベッド型マッサージ器の導入による生産性向上

251 LeSourire

鹿児島市

飲食料品小売業

ウィズコロナに対応した新販路の開拓計画とそれに伴う生産性を向上させる為の設備導入

252 Le Petit Malin

鹿児島市

飲食店

業務効率化のためのAirPay導入や事業拡大に伴う広告のための広告費、テイクアウト用設備に係る機器の購入

253 有限会社六興産業

奄美市

飲食店

給仕ロボット導入による生産性向上

254 わくわく

龍郷町

飲食店

販路開拓に伴うECサイト販売用商品の加工製造設備の導入

255 渡瀨タタミ店

指宿市

その他の小売業

コロナ禍も抗ウイルス処理で安心！老舗畳店の革新的サービス！

256 わんくぁ

奄美市

その他の生活関連サービス業

広告動画作成しSNS 等で広告し、新たな販路を開拓

