
佐賀市産業支援相談室
佐賀市による、中小企業等へのコンサルティング事業

相談無料

さ
あ
、行
こ
う
。



まず、あなたの事業への
思い、課題、お悩みなど
について、時間をかけて
じっくりとお聞きします。

あなたの事業の強み、可
能性、そして他にないオ
ンリーワンの魅力を見つ
けるお手伝いをします。

あなたの事業の魅力を効
果的に伝えるために、具
体的にどうアクションを起
こすか、一緒に考えます。

アクションを起こした後の
結果や反響もふまえて、
その後も継続的にしっか
りとサポートします。

聞く 見つける 考える 支える
年に数回、創業支援や補助金活用などをテーマに、
参加費無料のセミナーを開催しています。また、会場
まで足を運ぶ時間が取れない方にもご参加いただけ
るよう、オンラインでも行っています。

創業支援等を目的とした
無料のセミナーを開催！

あなたの思いに寄りそって、しっかりサポート
産業支援相談室のマネージャーが中心となって、直接、または佐賀大学や公設試験機関、
各種産業支援機関等と連携して対応いたします。

「新しくビジネスを始めたい」 「現在の事業をさらに成長させたい」

そんな個人や企業をサポートする施設が、佐賀市産業支援相談室Saga-Bizです。 

パートナー的視点から、共に考え、セールスポイントを見つけ、

"人"による相談業務を中心に、あなたの目線に立った個別支援がSaga-Bizのスタイル。

個々のケースに応じてともに解決策をさぐりながら、長期的なサポートを行います。

佐賀の企業を元気に！
産業支援相談室です。

※写真はイメージです

企業を円滑に経営するための
支援・アドバイス
●経営革新計画　●商品開発　●販路拡大　●組織力強化　●人材育成　●補助金

創業・新規事業をお考えの方への
支援・アドバイス
●経営理念　●事業計画　●ビジネスモデル構築　●公的支援制度　●資金計画



「経営の経験がない」「資金が足りない」など、創業や新規事業をお考えの皆さんには不安がつきものです。まず私
たちはじっくりと皆さんの創業や新規事業へ熱い思いを聞かせていただき、一緒にしっかりとした事業計画
を作成。あなたの強みを見つけ、具体的な目標を立てます。そして資金や精神的な不安も解決しながら、ゴール
まで全力でサポート。もちろん創業後も販路拡大のためのプレスリリースを行うなど継続的にサポートします。

平成30年
創業

平成30年
創業

創業のための融資

利子２年分を
補助します！

佐賀市創業資金利子助成補助金のご紹介

佐賀市産業支援相談室で創業相談

創業相談 ➡ 事業計画作成 ➡ 金融機関からの融資 ➡ 事業開始

セミナー受講 ➡ 事業計画作成 ➡ 金融機関からの融資 ➡ 事業開始

佐賀市産業支援相談室の「創業支援セミナー」を全て受講

金融機関からの融資に係る利子が2年間分全額補助される（上限50万円）

金融機関からの融資に係る利子が2年間分全額補助される（上限50万円）

上記に加え、いくつかの条件を満たす方が対象となります。
詳しくは、佐賀市産業支援相談室へお問い合わせください。

せ い

これまでに手がけた
創業件数

約140件

●佐賀県初のオーダーメイド靴の専
門店です。お客様の足を丁寧に採寸
し、お客様との会話と、素材の皮革を
大切にしながら、妥協を許さない全く違
う考え方と価値観を持つ『Bespoke』
（ビスポーク）、お客様一人一人の足
に合わせた「世界でただ一つの自分だ
けの靴」を創っています。

vintage & select  koichi
●海外買付されたビンテージ古着専
門の衣料品店です。アメリカやヨー
ロッパ古着を中心にしたセレクトで県
内外のお客様に人気です。最近では
新品の衣料品や小物雑貨の取扱い
もはじめ女性や古着に馴染みのない
お客様も増えています。買付先はドイ
ツ・フランス・アメリカなどです。

佐賀市唐人1-1-15  ／ 070-2836-0678

こうすけ歯科医院

●平成１５年に開業し地域密着型
の歯科医院を目指しております。小さ
な医院ですが、スタッフ全員が、最新
の機器に向き合い、技術も知識も貪
欲に学んでいます。経営相談をさせ
ていただき、非接触の診療と訪問診
療という目標設定ができました。

佐賀市兵庫町渕１３２１‒８ ／ 0952‒41‒8469

平成27年
創業

スミレ・キッチン

●佐賀県内の5つの農園から直送さ
れる有機栽培野菜を使い、地産地
消と手作りにこだわった安心・安全
な料理を提供するダイニングキッチン
事業を行っています。心のこもった
和風イタリアン料理と古民家風店舗
の暖かな雰囲気が女性を中心に人
気を集めています。

佐賀市諸富町山領343 － 1 ／ 0952 － 97 － 6734

手打ちそば そば勢

●本格的な手打ちの技術を有する
熟練の職人による手打ちそば店。酒
肴や酒類も充実しており、様々な楽
しみ方ができるお店です。「楽しんで
もらえる店になる」との理念のもと、お
客様とのコミュニケーションを大切に
し、お店に関わる全ての方が楽しめ
るお店を目指しています。

佐賀市唐人１丁目５ － ４０ ／ 090 － 1513 － 0454

サガワン

●一般的な戸建ての住宅の排水設
備の清掃サービスを提供しています。
主に「クリーンます」という、台所や浴
室からの油脂や髪の毛を分離するた
めのますの清掃や詰まりの改善を
承っております。女性のお客様も安
心してご依頼いただけるよう、作業は
女性スタッフで行っています。

佐賀市大和町久池井1919 － 1 ／ 080 － 1743 － 0756

令和2年
創業

カラーサンドデザイン協会

●カラーサンドデザイナー・インストラ
クターの養成、技術指導、資格認定
を主に、提携店への作品販売の支
援などを行いデザイナーの認知・社
会的地位向上を目指しています。協
会には県外からの会員も多く在籍し
ており、佐賀から全国を目指して活動
しています。

佐賀市兵庫北5‒15‒19 2F（渡辺花屋内） ／ 0952‒31‒8764

令和2年
創業

KUKUru HAIR SALON

●2020年に創業したヘアーサロン
です。スタイリストが1人のお店です
ので、小さなお子様連れの方も、大き
な美容室が苦手という方も、気兼ね
なくおくつろぎいただける、みんなが
HAPPYになれるお店づくりを心がけ
ています。年齢も性別もさまざまなお
客様が集うアットホームなお店です。

佐賀市神野東3‒12‒44 ／ 0952‒97‒5541

令和3年
創業color・Flow

●一対一の施術で「自分だけの時
間と空間の提供をする」ヘアカラー
専門店です。頭皮と髪に負担の少な
いオーガニックハーブカラー剤を使用
し、艶のある仕上がりで面倒なヘア
カラーを楽しみに変えられる居心地
の良い店作りを行なっています。

佐賀市本庄町大字本庄979-4 ／ 0952-22-4774

令和3年
創業SALON WORK

●地域に根差した理美容業界の新
卒特化型採用支援事業です。求人
情報誌の製作・配布と企業説明会
の開催を行います。離職という問題
解決と地元産業の活性化を目指し
ています。関わる全ての人や企業の
喜びを一番に考え活動しています。

佐賀市蓮池町見島532 ／ 090-7475-3710

令和2年
創業

●佐賀の男性をカッコ良く、FUN 
TO GO（楽しく行こうぜ）の精神を
モットーにコミュニケーションを通じ信
頼関係を作る事で、関係する皆様一
人一人に愛され、喜ばれるお店を目
指します。完全貸切サロンのゆったり
とした空間で極上のおもてなしと癒し
をご提供いたします。

令和1年
創業

●「佐賀の自然を蒸留する、スロース
ピリッツ」をスローガンに、2020年4
月に開所したスピリッツ蒸溜所です。
ジン発祥の地であるオランダから蒸
留器を導入し、佐賀産の素材を使っ
たクラフトジンを提供しています。ま
た、オリジナルジンの少量OEMも受
託対応しています。

創業・新規事業

今後どのように会社を経営していくのか、どのような新しい事業活動に挑戦して行くのか。これまでの経営計画
承認数約70件と単独機関としてトップクラスの実績を持つSaga-Bizは、具体的な目標を一緒になって考えます。
その過程で現在の状況が客観的に見え、問題点が明確になるなど、より深く経営を理解することができます。

経営計画・経営革新

ククル ヘアサロン

カラー・フロウ サロンワーク

MEN'S HAIR FUN
佐賀市神野西1丁目3-18 ／ 0952-37-3945

メンズヘアー ファン

一般社団法人

楠乃花蒸溜所
佐賀市諸富町徳富71-１ ／ 0952-37-6926

株式会社スティルダム・サガ NIHIL bespoke shoe
佐賀市巨勢町修理田1222 ／ 0952 － 25 － 2583

ニヒル ビスポーク シュー

コ イ チ

経営革新
計画

経営革新
計画

経営革新
計画

小野外国語スクール

●佐賀市唐人町にある英会話・塾
を経営小野外国語スクールです。コ
ロナ禍をきっかけにリモート授業を活
用し現在は、アメリカサンフランシス
コとつないで子供達の英語環境に
力を入れております。今後オンライン
を有効活用していき子供達のより良
い学習環境を提供していきます。

佐賀市唐人町１‒５‒３８‒１０５ ／ 090-1162-7954

経営革新
計画



ものづくり
補助金

ものづくり
補助金

株式会社 北島

●今も昔も佐賀で親しまれるお菓子
の定番「丸芳露」とオリジナルの「花
ぼうろ」という焼菓子を中心に幅広い
品揃えの和洋菓子を製造販売して
います。伝 統を受け継ぎながら、
2022年には「花ぼうろ いちごさん」を
新たに発売。商品開発や生産性の
向上に積極的に取り組んでいます。

佐賀市白山２丁目２ － ５ ／ 0952 － 26 － 4161

日興食品株式会社

●昭和31年の創業以来、佐賀県及
び九州各県の農産物・水産物を原
料とした缶詰を製造しています。高い
技術を継承しつつ、最新設備の導
入や新商品開発を行い、環境にも
配慮したHACCP認証工場で、安
全・安心・おいしさを追求し続けてい
ます。

佐賀市大和町大字尼寺１３６９ ／ 0952 － 62 － 2151

株式会社 すみなす

ファスティング／整体 Hana Hana

●アートに特化した就労継続支援B
型事業所「Genius」の運営から、
D2Cブランド「fa」の企画運営、
BtoB事業のロゴデザイン等、アート
の可能性を追求します。【「生きづら
さ」を「おもしろさ」に転換する。】を
Visionに、障がいのある人のおもし
ろいと思える仕事をデザインします。

佐賀市鬼丸町7-3 ／ 090-8220-5791

TENTO EX.さが
●「佐賀発世界人へ」。未来へ、世
界へ羽ばたける人材の育成を目指
し、少人数・寺子屋方式で年中から
高校生を対象としたプログラミング教
室です。プログラミング言語はもちろ
ん、ICTリテラシーの習得や、プログ
ラミングコンテスト参加のサポートを
行っています。

佐賀市水ヶ江1 － 4 － 24 ／ 0952 － 48 － 0476

神野テント あやとり保育園

●自宅一室を改装し、女性専用のプ
ライベートサロンをしています。整体
と、ファスティングや食事の指導など
をさせていただき、頑張る女性のサ
ポートを目指しています。完全個室で
すので他のお客様と重なる事なく安
心してご利用いただける空間となっ
ております。

佐賀市大和町尼寺2339－2 ／ 080－3958－1365

Saga-Bizは豊富な経験と知識に基づき、目的や規模に応じた効果的な資金や助成金などの情報を提供してい
ます。また、煩雑な申請などの手順についても丁寧に助言いたします。的確なアドバイスが評価され、これ
までに小規模事業者持続化補助金25件超、ものづくり補助金26件超、事業再構築補助金4件（令和３年度）
が採択されています。

公的資金制度・機関の活用

セーフティ
ネット

セーフティ
ネット

持続化
補助金

持続化
補助金

持続化
補助金

テント

事業再構築
補助金Kaji synergy restaurant

●Kaji synergy restaurantは「地
域や農家さんや畜産農家さん、漁師
さんを交えた相乗効果（シナジー）を
目指す」いなか料理レストランです。
様々な場所から訪れて下さるお客様
に地元の食材の魅力を伝えていくた
め、季節を感じられる料理をご提供し
ていきたいと思っております。

武雄市武雄町武雄4239-1 ／ 0954-38-9007

カジシナジーレストラン

事業再構築
補助金

●神埼市と佐賀市で焼肉店を2店
舗経営しています。お客様を笑顔に
することが私たちのモットーです。夜
営業が中心の業態から昼営業へシ
フトするべく、事業再構築補助金を
使い3店舗目となるうどん店をオープ
ンします。今後も飲食の魅力を伝えて
いきます。

神埼市神崎町姉川2177-6 ／ 0952-55-9225

事業再構築
補助金

●佐賀県庁前の公園「ARKS(アル
クス)」内で「飲食棟」「物販棟」の運
営を行なっております。テイクアウト商
品も充実しており、ゆっくり公園内で
グランピング気分を味わっていただけ
ますので、お気軽にご来場ください。

佐賀市松原１丁目１-１ ／ 090-9072-6072

●薬剤師、栄養士、調理師による
三位一体の健康弁当サービスを提
供しています。持病や服用薬への配
慮、健康を維持する献立、長く利用
して頂ける日替わりの美味しい調理
と高齢者に限らずあらゆる世代の食
事改善や健康づくりをサポートして
います。

佐賀市呉服元町1-7 ／ 0952-25-3900

●1968年創業。工場や店舗、住宅
用テント・シートの製造販売を行って
おります。３Dモデリングによる提案か
ら製作・施工・修理までワンストップ
で対応いたします。お客様の理想を
カタチにする事を第一に考え、身近
で信頼されるパートナーである事を目
指しています。

佐賀市神野東3丁目９-７ ／ 0952-31-1343

焼鳥居酒家 かくうち Toiro 十彩  -といろ-

●0.1.2歳児をお預かりする12名定
員の小規模保育園です。家庭的な
雰囲気で、子どもも大人もみんなが
自分のリズムで日 を々無理なくゆっく
りと過ごせる保育園を目指していま
す。給食は自園調理で、一人ひとり
の発達段階に合わせた調理やアレ
ルギーに対応をしています。

佐賀市鍋島5 － 4 － 12 ／ 0952 － 65 － 1962

●かくうちという店名は、酒屋さんの
一角で仕事終わりに日本酒を升で飲
み集うという文化からきたものです。
焼立ての焼鳥と、豚バラで野菜を巻
く野菜巻き串、お酒に合う一品料理
で11種以上の佐賀の美味しい日本
酒他と供にくつろぎの時間と空間を
提供いたします。

佐賀市鍋島3-7-1 シャトレ鍋島1-101 ／ 0952-32-8161

●きものや帯、各種小物からお手入
れ、お直しまで和装全般を取り扱う呉
服専門店です。コーディネートのポイ
ントをお伝えしたり、知識をお伝えする
きもの塾、着付教室を開催。きものを
より身近なものに感じれる楽しい店
づくりを目指しています。

佐賀市水ヶ江1 － 4 － 27 ／ 0952 － 37 － 7248

株式会社 RIKI-COMPANY
リキカンパニー

株式会社 LEGGO
レ ゴ

株式会社 SIGNPOST
サ イ ン ポ ス ト

イーエックス

佐賀県小規模事業者
事業継続力強化支援事業費

補助金

佐賀県
新事業チャレンジ

補助金

SAGA’n
START

起業支援金

経営計画・経営革新

妊活コンディショニングサロン  totell
佐賀市駅前中央1-2-28  ／ 0952-37-3477

●佐賀県で唯一の妊活サポートを
専門としたサロンになります。整体・
栄養・運動をご提示しながら、現在
122名の妊娠報告を頂いておりま
す。助産師・理学療法士・作業療法
士の女性スタッフが専門性高いご提
案と安心できる空間つくりに努めて
おります。

トテル

経営
指導

25件超小規模事業者
持続化補助金

26件超ものづくり
補助金

4件事業再構築
補助金



佐賀市駅前中央1丁目8ー32  iスクエアビル５階
営業日：月～金曜 9：00～17：00

　　　 第2・4水曜 18：00～21：00
休業日：土・日・祝日、8月13日～15日、12月29日～1月3日

Eメール kogyo@city.saga.lg.jp
WEB http://saga-biz.com

FAX 0952ー37ー8855

0952-40-7079

佐賀市産業支援相談室

ご利用は予約制とさせていただいておりますので、
事前にお電話にて相談内容の概要をお伝えいただき、
相談の日程と時間をご予約の上お越しください。

まずはお電話でご予約ください

TEL

コムボックス
佐賀駅前
コムボックス
佐賀駅前

佐賀
市役所佐賀駅前

郵便局
佐賀駅前
郵便局

佐賀駅前
交番
佐賀駅前
交番

ファミリーマート

グランデはがくれ

サガシティホテル

iスクエアビル
５階

佐賀駅
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