
※五十音順
番号 申請者名 所在地 業種 補助事業のテーマ

1 株式会社アイキカク 鹿児島市 映像・音声・文字情報制作業 電子帳簿保存法・インボイス制度対応に向けた、バックヤード業務効率化のためのソフトウェア導入
2 アイテップ株式会社 鹿児島市 情報サービス業 社内全体のデジタル化、業務効率化のためのソフトウェアの導入

3 株式会社亜希和味 鹿児島市 飲食店
よりお客様の身近に、本格的な中華をお届け。デリバリー＆キッチンカー導入による

安心安全な飲食空間提供事業
4 有限会社アクティブスポーツ・ガンコ 日置市 その他の小売業 電動フォイル導入と新しい生活様式に対応したレッスン方法による新たな販路開拓
5 アサヒ物産株式会社 鹿児島市 飲食料品小売業 47年続く食肉加工商品のネット販売構築でBtoB事業の展開を図り新たな販路を開拓する

6 株式会社馬酔木 姶良市 飲食店
馬酔木 姶良店（名代かつ屋万さく）における新しい生活様式を踏まえた店舗内業務の生産性向上と、

ウィズコロナ経済環境下での販路拡大への取組み
7 有限会社アジヨコ 鹿児島市 飲食店 別店舗を利用しテイクアウト製造に係わる機器の購入
8 株式会社東旅館 和泊町 物品賃貸業 電動アシスト自転車による付加価値向上
9 株式会社奄宿り 奄美市 その他の小売業 「身近な所からエコ」奄美の木を利用したオリジナルエコ箸プロジェクト

10 株式会社１１２９ 鹿児島市 飲食料品卸売業 餃子マシン・急速冷凍機導入による効率化とテイクアウト餃子事業の強化
11 有限会社いさむメディカル 薩摩川内市 その他の小売業 薬剤師が対人業務へのシフトを行うために必要な自動錠剤・散剤分包機の導入
12 株式会社イシタケ開発 鹿児島市 洗濯・理容・美容・浴場業 キャッシュレス決済無人券売機の導入
13 菓子工房いしはら 阿久根市 飲食料品小売業 サービス業販開拓・生産性向上支援事業

14 合同会社IBUKI 鹿児島市 社会保険・社会福祉・介護事業

・ホームページをリニューアルして集客増加。・SNSにて情報を発信し集客増加。

・チラシを作成、配布し集客増加。・予約システムを構築し、相談業務を行い集客増加。

・社内のデジタル化、効率化のためのNAS構築。
15 有限会社岩元精肉店 鹿児島市 飲食料品小売業 生産性向上に伴う機械装置導入
16 うえかま整骨院 鹿児島市 医療業 運動機能改善による生産性向上計画
17 有限会社うめだ 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業 巣ごもり需要を見据えた家庭向け冷凍総菜の提供
18 有限会社エックスワンコーポレーション 霧島市 機械器具小売業 従来の販売用中古自動車展示場を一新。人気の軽キャンピングカー展示場に。
19 合同会社おいもホーム 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業 テイクアウトメインのサツマイモスイーツ新規店舗の販路開拓と新商品開発
20 おおすき整骨院 姶良市 医療業 生産性向上及び施術時の患者との接触機会減
21 大隅地区養まん漁業協同組合 鹿屋市 飲食料品小売業 ピロー包装選別チェッカー落込機導入について
22 株式会社オキス 鹿屋市 飲食料品卸売業 焙煎菊芋製品（新商品）の中食・健食の販路開拓
23 株式会社オコソコ 南九州市 飲食店 「潮や、」ブランドと地域特産を活かした新商品の開発
24 お酒と果実KANJI 鹿児島市 飲食店 稼働率向上の為の簡易的看板設置とオペレーション向上
25 株式会社OZ 屋久島町 各種商品小売業 日本初ギフトショップ店によるコインランドリー複合カフェ事業の販売促進
26 株式会社おりはし旅館 霧島市 宿泊業 SNS広告の拡充で新プランを情報発信！新たなターゲットを開拓
27 OLIVE DRAB（オリーブ・ドラブ） 志布志市 飲食店 販路拡大に向けてオーブン及びフードミキサーを導入して焼菓子部門の販売を強化する事業
28 鹿児島IBD消化器内科クリニック 鹿児島市 医療業 自動精算機器・システムの導入
29 株式会社鹿児島洗業サービス 姶良市 洗濯・理容・美容・浴場業 新規洗濯機器導入による生産性向上
30 株式会社鹿児島南洲パン 鹿児島市 飲食料品小売業 最新の小型分割機で業務効率向上・販路拡大
31 有限会社鹿児島ますや 姶良市 飲食料品卸売業 常温流通可能な無添加総菜の新商品開発、売上拡大のための機械導入
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32 有限会社鹿児島ラーメン 霧島市 飲食店 テイクアウトやネット通販のための新商品開発とオンライン提案用フォーマットの作成
33 有限会社菓子処酒井屋 西之表市 飲食料品小売業 H-3ロケットを見据えた商品展開事業
34 株式会社金七商店 枕崎市 飲食料品小売業 工場内に直営店を構築
35 KAMIMURA CERAMIC 鹿児島市 医療業 ３Dプリンターを用いた完全自社生産
36 からあげやCOCO 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業 『唐揚げと共に地域密着型の新規顧客開拓』
37 有限会社輝広 鹿児島市 映像・音声・文字情報制作業 電子帳簿保存法・インボイス制度対応に向けた、バックヤード業務効率化のためのソフトウェア導入
38 有限会社北崎水産加工 志布志市 飲食料品小売業 レジ業務を軽減させ、人員配置を効率的に行う事業
39 株式会社KINENBI 鹿児島市 飲食料品小売業 検品作業効率化のための、オートチェッカと自動選別機の導入
40 九州アジア人材開発協同組合 鹿児島市 協同組合（他に分類されないもの） 実習生監理ソフトの導入（dekisugi）
41 株式会社京都きものサロン 南九州市 織物・衣服・身の回り品小売業 新たな販路拡大のための新聞折り込み活用
42 有限会社清姫温泉 霧島市 宿泊業 特産品・温泉アメニティ用自動販売機とアイスディスペンサーの導入による非接触型サービスの向上
43 有限会社霧島製萌 湧水町 飲食料品卸売業 包装資材の独自デザイン開発によるスーパーフード（野菜）のブランディング
44 クリニカルエステcicca 鹿児島市 洗濯・理容・美容・浴場業 エステのオンライン化で販路拡大！！
45 GUEST HOUSE VIEWS 屋久島町 宿泊業 サウナ小屋キットを設置することによりサウナ愛好家への販路を広げる。
46 コインランドリーセイヤ 日置市 洗濯・理容・美容・浴場業 シャワーユニットの導入により新型コロナウィルス感染に敏感なシニア世代の販路開拓を目指す
47 康正産業株式会社 鹿児島市 飲食店 分析帳票作成ソフトを導入し、業務の効率化をはかり生産性を上げる。
48 小迫商店 曽於市 飲食料品小売業 急成⾧！の販売チャネルを利用した販路開拓と生産性向上事業
49 御馳走処平八 西之表市 飲食店 セルフ注文機器導入による生産性向上と感染症対策強化を図る
50 暦-KOYOMI 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業  “発酵がコンセプト”そうざいを冷凍で販売し、新たにECで販路開拓

51 特定非営利活動法人 桜島ミュージアム 鹿児島市 その他の卸売業
鹿児島発化粧品ブランドSAKURAJIMA TSUBAKI（桜島の椿油）の全国展開。

展示会出展による全国販路拡大と非加熱椿油のリブランディング
52 合同会社SATSUMA 鹿児島市 社会保険・社会福祉・介護事業 障がい者就労支援事業の業務効率化支援とシステム事業化
53 さつま観光ぶどう園 出水市 飲食料品小売業 顧客管理システムを導入し販路開拓及び拡大を図る
54 有限会社薩摩名人会 鹿児島市 各種商品小売業 HP作成及びECサイト構築による販売力向上事業
55 医療法人山寿会 薩摩川内市 医療業 新型コロナウィルス感染症の疑い患者の検査機の導入
56 株式会社サンワイズ 姶良市 飲食店 ウィズコロナ・ポストコロナに対応した「一人専用プレートで焼肉！」事業による販路開拓と生産性向上
57 有限会社シェパード 阿久根市 技術サービス業（他に分類されないもの） OPU-IVPを用いた受精卵生産及び受精卵移植事業
58 有限会社志築 伊佐市 洗濯・理容・美容・浴場業 集客力とお客様との関係性を高めるハード面の整備事業
59 下竹自動車商会 枕崎市 機械器具小売業 設備拡充による作業効率の向上と新規顧客の開拓
60 有限会社ジャパン・アグリ・ビジネス さつま町 その他の小売業 地域ブランドの育成・維持継続
61 医療法人仁慈会太田歯科医院 鹿児島市 医療業 非接触型ポスレジ購入により、会計・精算業務の簡素化と感染症対策
62 有限会社新德産業 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業 フードトレーラーを活用し新たな販路開拓
63 株式会社親和産業 薩摩川内市 宿泊業 設備導入による、お食事提供時間の短縮と接客サービス向上による甑島の魅力発信事業
64 株式会社スズキアリーナ大隅 曽於市 機械器具小売業 新たなビジネスモデルの確立と、業務効率アップで生産性の向上を可能にする設備機器の導入
65 株式会社スペースE 鹿児島市 各種商品小売業 アニメーション動画を活用した新たな販路開拓
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66 瀬戸口歯科技工所 鹿児島市 医療業 社内全体のデジタル化及び作業効率化のためのソフトウェアの導入
67 株式会社千里うなぎ販売 大崎町 飲食料品卸売業 冷凍自動販売機による非対面・非接触の販路拡大
68 株式会社総広 鹿児島市 映像・音声・文字情報制作業 社内全体のデジタル化、業務効率化のためのソフトウェアの導入
69 園田陸運株式会社 鹿児島市 道路貨物運送業 社内システムのクラウド化
70 竹添裕二事務所 出水市 専門サービス業（他に分類されないもの） 土地の測量作業効率化のためのGNSS機器（GPS測量機器）の導入
71 株式会社種子島商事 鹿児島市 不動産取引業 社内全体のデジタル化、業務効率化のためのデジタルホワイトボードの導入
72 有限会社青菜 霧島市 飲食店 ウィズコロナ時代の消費者ニーズに対応した高品質・高生産性の中華料理店経営スタイルの確立
73 株式会社津曲商店 鹿児島市 飲食料品卸売業 冷凍マグロの品質保持を確約するために、-60度冷凍ストッカーを貸し出しする事で、新たな販路開拓
74 Deep Support株式会社 鹿児島市 医療業 マスターパルスONE（圧力波）による再生医療的アプローチ
75 堂園自動車 鹿児島市 自動車整備業 全自動フロンガス交換機導入による生産性向上
76 ドライブインひとみ 曽於市 飲食店 業務用冷凍冷蔵庫の増設に伴う新たな事業展開と販路開拓
77 有限会社中間モータース 姶良市 自動車整備業 他に先駆けた電気自動車等の整備体制の確立
78 株式会社ナガミネ（屋号：薬膳小町） 霧島市 飲食料品小売業 通販拡大の為のお手軽薬膳料理新商品の開発
79 nari pan 姶良市 飲食料品小売業 業務効率化と生産性向上に伴う新種類の商品化の実現とウィズコロナ・ポストコロナに対応した販路開拓
80 南薩食鳥株式会社 南九州市 飲食料品卸売業 ECサイト活用の第2フェーズへの挑戦
81 合同会社nicotto 姶良市 飲食料品小売業 健康ニーズに食品保存技術を活用した専門スイーツの販路拡大事業
82 有限会社西千石メディコ 鹿児島市 医療業 生産性の向上を行うための経費（生産性向上型）
83 日本エアコミューター株式会社 霧島市 航空運輸業 航空機整備業務のDX化推進による生産性向上
84 日本興業株式会社 鹿児島市 不動産取引業 契約業務のデジタル化及び電子契約業務効率化の為のシステムライセンス導入
85 博多からあげ響沖永良部店 知名町 持ち帰り・配達飲食サービス業 廃棄されていた鶏皮から新商品の鶏皮揚げを製造し、24時間稼働の冷凍自販機を設置し新販路を開拓する
86 HANANINGEN KAGOSHIMA GARDEN 鹿児島市 その他の小売業 LINE公式アカウント構築・運用による新規顧客獲得及びリピートによる売上向上
87 有限会社馬場製菓 屋久島町 飲食料品小売業 ポストカードカタログと注文書のギフトセットの販売導入
88 浜島商店 西之表市 飲食料品小売業 ホームページの機能拡充による島外販路拡大事業
89 有限会社原田米店 薩摩川内市 飲食料品卸売業 五ッ星お米マイスターがお米の可能性を発信するHP構築！！ECサイトを開設し、販路開拓計画
90 一般財団法人ひかりの郷 出水市 社会保険・社会福祉・介護事業 屋外飲食空間の整備に係る機器の購入・設置
91 株式会社Fabre 南さつま市 娯楽業 南さつま笠沙から始まる宇治群島の魅力創出サービス開発
92 有限会社フォー・ユー 鹿児島市 飲食店 お客様の安心とスタッフのより良い接客の実現にむけて
93 ふく整骨院 姶良市 医療業 コロナ禍における巣ごもり生活での筋力低下改善・自宅での疼痛セルフケア推進
94 福山黒酢株式会社 霧島市 飲食店 微生物の発酵技術を活用したパン専門店の開業
95 ふじやま整骨院 鹿児島市 医療業 コロナ禍で低下した運動機能の改善と健康寿命を延ばすことを目的とした新たな販路開拓事業
96 有限会社古市製茶 南九州市 飲食料品卸売業 小袋用自動真空ガス包装機の導入による業務用茶の袋詰めとティーバックのスタンドパック商品の生産性向上
97 hair＆spa etu 鹿屋市 洗濯・理容・美容・浴場業 カラダとココロを癒す、新たなリラクゼーションサービスの提供による販路開拓事業
98 Bakery Chata 姶良市 飲食料品小売業 「トークオーブンUT」導入による生産性向上と需要が見込める新たな市場への販路開拓事業
99 星空プロジェクト 瀬戸内町 各種商品卸売業 観光のお客様へ、奄美の「未来へ伝えるべき自然」をテーマにした商品の紹介

100 松元モータース 伊佐市 自動車整備業 設備導入による整備品質の向上と生産性向上
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101 松山衛生株式会社 日置市 水道業 シニア層向けリフォーム営業を意識したホームページを作成して新たな販路開拓を目指す
102 有限会社万のせ 南さつま市 飲食店 店舗のDX化と効率化に伴う生産量増加に対応するための機械導入
103 丸山海産有限会社 鹿児島市 無店舗小売業 冷凍自動販売機による自社加工海産商品の販売

104 医療法人みずぐち歯科クリニック 曽於市 医療業

ウィズコロナ・ポストコロナと２０２５年問題に向けた治療体制構築による地域歯科医療への貢献

コロナ時代のニーズに対応するコロナ禍での市場ニーズに合う診療圏の高齢化に伴う

歯科医院が取り組む診療品質向上事業
105 南さつま農業協同組合 南九州市 飲食料品小売業 ECサイトの販売強化による新規顧客の拡充
106 南谷歯科医院 鹿児島市 医療業 ・予約管理システム、電話管理システムの導入による生産性向上。
107 有限会社民宿 磯の家 薩摩川内市 宿泊業 宿泊型親子エリア・サイクリング商品の検証
108 株式会社野鶴亭 霧島市 宿泊業 自社HPからの予約増加と販路開拓に繋げるデジタルマーケティング専門家による自社HP診断と分析
109 有限会社八坂 鹿児島市 飲食料品小売業 鹿児島の食材を活用した肉食系離乳食などの事業化
110 山下友一税理士事務所 曽於市 専門サービス業（他に分類されないもの） ウィズコロナに向けた販路拡大及び生産性向上
111 山実水産有限会社 鹿児島市 飲食料品卸売業 魚の頭取り作業効率化のための機器（ポータブルヘッドカッター）の導入
112 株式会社やまを 鹿児島市 持ち帰り・配達飲食サービス業 寿司飯、炊飯工程における自動化のための機械導入
113 医療法人友志会 鹿児島市 医療業 POSレジ導入
114 佑鍼灸院 鹿児島市 医療業 新規顧客開拓のための折込チラシとホームページによる当院のPR
115 ユニバーサルソフト株式会社 鹿児島市 情報サービス業 ポストコロナ時代の人材育成
116 有限会社 夢企画 姶良市 飲食店 過疎地域におけるバリアフリー喫茶店の「周知広報強化」による販路拡大事業
117 吉村醸造株式会社 いちき串木野市 飲食料品卸売業 新商品製造のための機械の導入、自動販売機の導入
118 ラーメン峠 霧島市 飲食店 売り切れ御免を解消！！製麺用ミキサー導入による生産性向上計画
119 龍門司焼企業組合 姶良市 その他の小売業 コロナ後を見据えた店頭及びＥＣサイト販売力強化による新たな顧客層獲得の実現
120 リラックスダイビングサービス 龍郷町 娯楽業 新たな販路開拓のためのホームページ作成
121 株式会社レストランおおすみ 曽於市 飲食店 キッチンカーによる軽食メニューの販売展開
122 株式会社レッドスター 姶良市 機械器具小売業 「DXを推進して業務効率化ｔｐ販売促進を促す売上増加計画」

123 ローソン垂水浜平店 鹿屋市 飲食料品小売業
自店舗オリジナルのホームページを作成しLINE公式アカウントを結び付けながら

店舗イベント情報等の提供とクーポン発行等による販路拡大事業
124 和風ダイニング 路のカフェ 鹿児島市 飲食店 ウィズコロナ・ポストコロナを見越した、餃子の自動販売事業


