
県名 申請者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 株式会社環境整備開発 6430001077451
視覚に訴えるweb構築で業務内容の浸透を図り
受注増を目指す

2 北海道 有限会社樺戸セレモニーホール 8430002052641
高齢遺族に寄り添い、記憶に残る演出で差別化を
図る斎場経営

3 北海道 ドリームラヴァ―株式会社 4430001079095
野外体験フィールド整備で機会損失を防ぎリピート
客の獲得を図る

4 北海道 Ｔｈｅ　Ｆｏｏｌ ー
フードメニュー提供開始とトイレ改修による女性顧
客獲得事業

5 北海道 株式会社　湧駒荘 7010001180899
Wi-Fi環境の構築による客室滞在性とインバウンド
需要の強化

6 北海道 株式会社　アグリトライビジネス 3450001007921
町のイメージキャラクターを活用したブランド力向
上事業

7 北海道 舟橋呉服店 ー
店舗内休憩スペース設置及び宅配サービス事業
による販路拡大事業

8 北海道 (有)オートガレージサイダ 8430002053656
リフト導入による新規顧客の獲得と顧客満足度の
向上

9 北海道 ㈱くるま館 9460001002131
車両の防錆システムの導入などによる販路開拓事
業

10 北海道 ザッツヘアークリエート ー
駐車場舗装化とワンストップ複合施術の周知で新
規顧客開拓

11 北海道 株式会社　カムイ 7450001008684
利尻産魚介類の新たな提供方法による顧客満足
向上

12 北海道 アドベンチャー・ホッカイドウ ー
ウェブサイトによるアドベンチャートラベル商品の国
外販路開拓

13 北海道 有限会社　スガワラ食品 2450002012517 新機器導入による生産能力向上と販路拡大事業

14 北海道 有限会社　さが井商店 9460302005021
行事用テント販売に係る広告宣伝による販路拡大
事業

15 北海道 まっちゃんの店 ー
コーヒーメーカー導入による新たなサービス提供に
よる顧客拡大

16 北海道 株式会社　内田石油 6430001051976
トータルカーケアショップへの転換に向けた自社の
周知ＰＲ事業

17 北海道 寿し処　山昇 ー
地域ならではの食材を活用した看板メニューによ
る販路開拓

18 北海道 有限会社フジエファーム 7430002053384
ウェブサイト刷新による鮮度抜群な「うりゅう米」の
提供

19 北海道 八田理容院 ー 高齢者に優しい店づくり

20 北海道 味処　八八 ー
高齢化社会に対応・トイレ改修による顧客満足度
の強化

21 北海道 有限会社　浅野農場 6430002046323
スマイルポーク商品にカロリー併記した表記シール
の作成

22 北海道 有限会社　ワイズスタイル 3440002008812
地元素材の強みを本物に！新鮮素材活用の新ブラ
ンド販路開拓事業

23 北海道 合同会社　番-TSUGAI- 7440003001151
島牧村で行う自分を見つめ直す研修プログラムの
販売促進

24 北海道 Ｆｌｕｆｆ ー
ママも子供も嬉しい美容室！フラフ新聞と自社ＨＰ
で認知度ＵＰ

25 北海道 そば工房ふたば ー
視認性向上と冷暖房機導入による店内環境の改
善

26 北海道 高木新聞店 ー
看板設置による認知度向上と新規顧客の誘導に
よる売上向上事業

27 北海道 正進堂製菓㈱ 9460301002384
商品パッケージデザイン変更による新規顧客の開
拓
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28 北海道 さくらネットワークス合同会社 7460103001140
生徒数の受入体制整備及び看板やチラシ広告で
会員数の増加を実現

29 北海道 ㈲オンユアマーク 2460002005627 グランピング要素を取り入れた客室リニューアル

30 北海道 広瀬洋品店 ー
介護・福祉商品の充実と高齢者や障害者に優しい
店内環境整備

31 北海道 有限会社　ヘアーショップトミタ 6460002002546
理容院における洗髪時の身体的負担を軽減する
ための設備導入

32 北海道 髙坂林業　株式会社 5460001000931
エクステリアCADを活用した民間外構・庭園工事
の顧客開拓事業

33 北海道 有限会社　カクタ 3460102000700 トラックの整備体制確立による売上拡大事業

34 北海道 TheGreatNorth ー
燻製用チップの販路拡大に伴うネットショップの充
実

35 北海道 有限会社　桑原自動車 1460102001015
十勝初6500色の粉体塗装が生み出す世界に一
つだけの逸品

36 北海道 株式会社ハンドパワー 9460101005240
積み重ねた技術が生み出す魔法の仕上がりWEB
発信事業

37 北海道 ハート有限会社 8460102007625
木材加工機導入による、高級感のある木製看板制
作プロジェクト

38 北海道 ヘアーサロンランプ ー
増税に負けない‼男性肌ケアサービスの強化によ
る集客アップ

39 北海道 株式会社　ＮＥＸＵＳ 7440001006656 ＷＥＢ広告を活用してのネットショップ販路拡大

40 北海道 バーバーショップスズキ ー
スチーマー導入によるシェービング効率化と新メ
ニューの提案

41 北海道 株式会社ヴィレッジロード 8450001012462
野生生物捕獲用「電気止めさし」「保定具」の開
発と販路拡大

42 北海道 パティスリーアンジュール ー
ブランディングによる商品価値の向上と販促を絡
めたイメージ戦略

43 北海道 道新きくち販売所 ー
営業強化による読者開拓！チラシ揃え機導入で作
業効率改善事業

44 北海道 ハーフタイム ー 業態変化による新展開　売上＆集客アップ事業

45 北海道 民宿食事処　宮寿司 ー
エアコン設置による客室環境改善と顧客満足度向
上及び販路開拓

46 北海道 株式会社池田清見温泉 6460101003346
高齢者にとっての快適な利用環境整備によるリ
ピート客の増加

47 北海道 有限会社エヌアイエル 3460102007753
設備の充実化とホームページリニューアルによる販
路開拓事業

48 北海道 神野でんぷん工場株式会社 5460101003495
消費者ニーズに沿った、高品質な製品の製造によ
る販路開拓事業

49 北海道 樹皮細工　入舩絵美 ー
顧客拡大のためのブランドイメージの確立及び情
報ツールの作成

50 北海道 明治信和産業　株式会社 8460001001828
インターネットを活用した地域特産品の販路拡大
戦略

51 北海道 だるま軒 ー 店舗看板と店内環境の改善による新規顧客獲得

52 北海道 有限会社　高柳設備 3460302002042
３次元建築設備ＣＡＤの導入で作業時間を短縮し
販路開拓

53 北海道 株式会社　モグぱっく 9460301004199
自社通販サイトを構築し、観光土産と地元特産品
販売で販路開拓

54 北海道 （有）まるよし商店 3462502000775
買い物弱者対策に寄与する冷凍ストッカーによる
販路開拓事業

55 北海道 （有）丸福水産 3462502000957
宿泊客の満足度向上とインバウンド対応による持
続的経営事業
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56 北海道 篠田食堂 ー
お客様の信頼と満足度を向上させ、気楽に来店で
きる店づくり

57 北海道 Ｃａｆｅ　香澄　ｋａｚｕｍｉ ー
インターネット通信環境整備と新商品開発提供に
伴う設備導入事業

58 北海道 有限会社　吉田林業 6440002005204
新たな機械の導入による利益率の向上と新規顧
客開拓

59 北海道 渡辺農機株式会社 2450001003442
農業規模拡大に対応した新製品！３０ｔタイプ粗選
機の販路開拓

60 北海道 株式会社　宇野牧場 6450001010617
看板設置と新メニュー導入による自社店舗への集
客向上

61 北海道 有限会社　菓匠ゆめや 6440002000923
看板リニューアルによる誘客効果向上で新規顧客
取込

62 北海道 ㈲田村釣具店 1440002009705
店舗視認性を高め、FB発信により新規顧客の来
店率向上を図る。

63 北海道 株式会社ホクベイ 8430001070339 海外に向けた米製品の販路開拓

64 北海道 株式会社グリーンフィールド 4460101003884
「伝える」から「伝わる」ホームページへのリニュー
アル事業

65 北海道 有限会社　アースサークル 8460002005299
伝統的カヌーが創出する外国人ゲストの自然満喫
プロジェクト

66 北海道 Brilliant　Room ー 業務内容の認知度を高めるための販売促進事業

67 北海道 Kuni　OFFICE ー
空撮事業への進出による既存取引先の囲い込み
と新規顧客開拓

68 北海道 羽幌カラー現像所 ー 業務用ドローンによる業務拡大

69 北海道 株式会社ツキトソウ 9430001072573
ホームページ製作で当社の強みを訴え元請け工事
の受注拡大

70 北海道 明和装業 ー
折り曲げ機（エキセン）の電動化による品質と売上
げの向上

71 北海道 カーショップタカハシ ー チラシの作成折込で新商圏拡大による販路開拓

72 北海道 株式会社次の一手 1460301004719
集客増に繋げる映像制作を目的とした、最新鋭ド
ローン導入事業

73 北海道 山田本店　株式会社 2460301004131
「都心に出なくても買える」良質な商品提供のため
の店舗改装事業

74 北海道 株式会社希望設計 6430001047966
新築住宅新規ブランド商品の展示紹介イベントの
実施・市場参入

75 北海道 帰山農園 ー
地域生産米需要拡大を図る顔の見えるウェブサイ
ト構築事業

76 北海道 CUORE ー
チラシ作成折込みと店舗改修で新規客の獲得に
よる売上げ増加

77 北海道 炭火焼き彩鶏 ー 店舗改修（拡張）工事と広報活動で売上げ増加

78 北海道 有限会社　蔵勝 1460102005619 インバウンド対応に向けた店内改装事業

79 北海道 すゞや洋品店 ー
安全な店舗環境の整備による来店客増加および
店内滞留時間延長

80 北海道 久保田産業株式会社 1460101003474
運送管理向上の為のＩＴ化（デジタルタコグラフ）の
導入

81 北海道 株式会社村瀬ファーム 5460101006192
世界と繋がる！ユニバーサルデザインな農家民泊
ホームページ作成

82 北海道 宿・花ふらり ー 厨房機器の増設による販路開拓事業

83 北海道 株式会社新得観光振興公社 8460146003146
高齢者及び身体の不自由な方が望む客室改装お
よび集客事業
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84 北海道 page(ペイジ) ー
希少な木彫技術の「木彫り熊・山」の販路開拓・新
商品開発

85 北海道 ＹＮＫ機械 ー
今後の需要増が見込まれる厚さのある鉄鋼を加工
できる設備の導入

86 北海道 カフェカラ1103 ー
町内唯一のカラオケ喫茶として”鹿追町民のたまり
場”を提供する

87 北海道 株式会社ママプラ 5430001075860
保育園・事業所の認知度向上による新規利用者
獲得での売上拡大

88 北海道 有限会社エムエス伊藤 8430002043839 トイレバリアフリー化事業

89 北海道 カントリーパパ ー
農村景観をアピールしたホームページのリニューア
ルによる集客策

90 北海道 ボンズホーム ー 看板設置とチラシ製作による誘客対策事業

91 北海道 合同会社　一厘	 3460103001177 販路開拓に向けた製造工程の改善と宣伝広告

92 北海道 有限会社　おおひろ 6430002056909
トラック用タイヤチェンジャーの導入による新規顧
客の取り込み

93 北海道 ＨＫサービス ー
顧客満足度向上による新規顧客の開拓及び販路
開拓

94 北海道 有限会社梅屋 5430002056892
地場産品を活用したオリジナル甘酒の商品化と販
路開拓

95 北海道 株式会社ふじた 5430001073336 新設備導入による「熟成黒にんにく」の製造・販売

96 北海道 松本農園 ー
乾燥機の導入による新商品開発とＨＰ開設による
販路拡大

97 北海道 株式会社北前水産 7440001007282
自社ホームページ開設による美味しい紅ズワイガ
ニの販路拡大

98 北海道 有限会社サンヨー工業 1460302000741
農家密着型地域機械メーカーによる映像活用型
革新的情報発信事業

99 北海道 スピナーズファーム タナカ ー
羊毛フェルト制作の能力向上および体験観光にお
ける環境改善

100 北海道 サワダプライベートジム ー
プライバシー強化、看板・広告による販促及び
LINEスタンプ。

101 北海道 KEITS英語個別指導教室 ー 新規顧客獲得に向けたPR戦略事業

102 北海道 有限会社　十勝製函 7460102006859 木製魚函の生産力向上による新たな販路の開拓

103 北海道 有限会社　ユタカ電工 3450002005965
正確で迅速な見積を実現するソフト導入による新
規商談件数の増加

104 北海道 すずき美容室 ー
サインポール交換とバリアフリーによる新規顧客獲
得事業

105 北海道 めぐみ屋旅館 ー
「御一人様・釣り人に選ばれる宿」を目指した取り
組み

106 北海道 株式会社　竹山建設 9460101006560
酪農施設工事への参入による新たな収益源の獲
得

107 北海道 ヘアーカットエルフィン ー
施術効率向上対策と利便性向上対策で売上拡大
に取組む

108 北海道 (有)山野内建設 9440002008674
函館圏の空き家を省エネリノベーションで再生する
事業の顧客獲得

109 北海道 株式会社　オートパル 1430001033434
スマートフォン対応レンタカー予約サイト作成で顧
客確保への取組

110 北海道 株式会社　澄川工作所 1430001033500
生産能力向上のための作業スペース確保の取り
組み

111 北海道 有限会社熊の子 3460102006094
「和の心を継ぐ」高齢者に好まれる居心地の良い
店づくり
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112 北海道 株式会社　重原商店 3450001009083
ホームページのリニューアルによる商品購入システ
ム導入

113 北海道 木暮商店 ー
新商品開発販売による新規顧客の獲得と販売点
数の向上事業

114 北海道 株式会社　十勝野フーズカンパニー 6460101005747
新商品開発と通信販売のＩＴ化導入による売上増
加

115 北海道 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｄｅｌｌ’ａｎｉｍａ ー
店舗ＰＲ強化のための看板設置による新規顧客の
獲得

116 北海道 道南いたさか農園 ー
“箱にまで”こだわった生食用じゃがいも製品開発
と情報発信

117 北海道 有限会社　家保商店 4440002001089
貝類殻裁割機導入で新市場開拓と小売展開によ
る売上増加の実現

118 北海道 スナックジャンボ ー
女性へ配慮したトイレ新設で安心して楽しめる店
舗づくり事業

119 北海道 SHOTBAR HERMIT ー
看板による集客とトイレ増設・客席個室化くつろぎ
空間整備事業

120 北海道 めぐみ雪 ー
冬山登山を気軽に楽しめる宿泊者向け機材レンタ
ルサービス事業

121 北海道 渡辺製菓 ー
域外に向けた広告宣伝強化による新規顧客獲得
事業

122 北海道 小さなパン店リッカロッカ ー
看板設置による集客と清潔感ある店舗維持のため
の駐車場整備事業

123 北海道 株式会社　協和温泉 7450001000963
顧客満足度アップへと繋がる空調設備の設置事
業

124 北海道 有限会社　北王自動車整備工業 2450002012178
整備技術の高度化する専門的ニーズへの対応に
よる売上アップ

125 北海道 ㈱釧路マーシュ＆リバー 3460001004042
看板およびトイレ改修による外国人観光客等満足
度アップ事業

126 北海道 Rスタジオ株式会社 8460001004608
賃貸管理ソフトの新規導入および不動産情報の検
索利便性向上

127 北海道 有限会社厚岸印刷 1460002004514
ドローンの新規活用による空中写真のニーズ増加
への円滑な対応

128 北海道 うねうね畑とくもの月 ー 要介護者が旅行を楽しむためのPR発信事業

129 北海道 スプウン谷のザワザワ村 ー
感動風景を演出し新規顧客獲得のためのweb制
作事業

130 北海道 林道食堂 ー
民宿の稼働に伴う新規顧客獲得とエアコン導入に
よる環境整備事業

131 北海道 Charcuterie AKAISHI ー
職人一人でも可能な製造能力の強化と新アイテム
の製造で販路拡大

132 北海道 ニセコチセガーデン ー
親子で力を合わせて挑戦するガーデンレストラン
計画

133 北海道 居酒屋　松 ー
お客様のニーズに応えた快適な食事環境で売上
UP

134 北海道 そば＆カフェ　からくれ ー 案内看板設置で店舗と小平町産そばをＰＲ

135 北海道 株式会社North 5450001011509
新規顧客獲得のための宣伝活動として自社ホーム
ページの作成

136 北海道 株式会社　丸髙　髙田商店 7450001007785
油圧式スタファー導入による新商品開発と製品の
安定供給を図る

137 北海道 NOW　CAFE ー
店舗開店に伴う新規顧客の獲得と売上向上の広
報活動の実施

138 北海道 のざき菓子舗 ー
急速凍結庫の導入による新商品開発と繁忙期の
安定販売を目指す

139 北海道 有限会社　源すし 4460102006176
新メニュー提供と宴会需要獲得に向けた調理設備
の強化
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140 北海道 株式会社　KOYA．lab 1460101006072 タイニーハウス受注拡大に向けたPR事業

141 北海道 北出靴店 ー
オーダーメイドインソール活用による健康寿命を伸
ばすためのＰＲ

142 北海道 歌謡スタジオ　チェリー ー お酒と料理が楽しめるくつろぎのお店作り。

143 北海道 かどや ー
「美顔エステ」施術環境改善！新たな顧客獲得で
販路開拓！！

144 北海道 ＮＯＲＴＨ　ＦＵＮ ー
インターネットによる販路開拓と商品数を増やし売
上向上を図る。

145 北海道 丸忠構口土建株式会社 1440001002297
作業現場へのＩＣＴ導入で作業・施工品質向上によ
る需要拡大事業

146 北海道 株式会社壮匠建設 6430001058096
自社ホームページ制作等による情報発信強化と新
規顧客獲得

147 北海道 割烹食堂　一福 ー
消費税増税に打ち勝つ為にテイクアウト商品拡充
事業

148 北海道 (株)坂口農産 9450001010580 展示会に出展し関東圏へ販路拡大に繋げる

149 北海道 ㈱北ぎゅう舎 8450001007958 工房内における直売所設置事業

150 北海道 株式会社しっでぃ 4460001004660
域外の新規顧客を開拓するためのネットショッピン
グサイトの新設

151 北海道 株式会社大成塗装工業 2460101000850
多機能なＨＰの制作によるＩＴ世代のリフォーム需要
への対応

152 北海道 トータルカーオフィスブレイク ー
窒素プラスチック溶接機導入による修理技術・利
益率向上化事業

153 北海道 仁木工業株式会社 5460101001326
”水まわりのプロ”による地域生活サービスのＰＲ強
化で受注獲得

154 北海道 ラーメンのこんの ー
ＥＣサイトとチラシ配布による土産品の新規販路開
拓

155 北海道 力屋亭 ー
多様な広告宣伝による新規顧客獲得・リピート率
の向上で売上拡大

156 北海道 ㈲遠藤モータース 1460302003174
自社の強みを活かした新サービスによる新規顧客
開拓

157 北海道 マルショウ　ふじた商店 ー 商品寿命アップによる販路拡大事業

158 北海道 グランパスドリーム ー ペット同伴客増加へ向けた店前テラス設置事業

159 北海道 てんねんや ー 巨樹菜園カフェ庭園整備事業

160 北海道 有限会社　沼田オート 9450002007758
ニーズに対応した機械設備による機会損失の回避
と顧客取引の強化

161 北海道 有限会社　大和殿 3462502000420
新規事業であるカラオケ店の新規開店による新規
顧客の取り込み

162 北海道 有限会社　河亭 9462502000183
収益性の高いフリー来店客増加につなげるプロ
モーションの強化

163 北海道 株式会社フルラインズ 5440001004736
作業効率の向上による売上増加を実現するための
検査機器導入

164 北海道 きくや旅館 ー
燻製製品の安定供給と新製品開発による販路開
拓事業

165 北海道 株式会社楽音ファクトリー 3460001005156
イベント会場内飲食・物販ブースの充実出店による
収益の拡大

166 北海道 ＮＡアースフロンティア株式会社 2460101006229
地域密着型の新規サービス事業展開による売上
高の確保

167 北海道 ビューティーあべ ー
美容室でのリラクゼーションをもっと身近に！プロ
ジェクト
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168 北海道 お肉屋さんたどころ ー 個人の新規お客様の獲得のための店舗改善計画

169 北海道 山岳喫茶 ー 冷房設備整備による来店機会の創出

170 北海道 ゴーシュ ー 駐車場・通路・店舗入口の改良・美化

171 北海道 有限会社　羊蹄食品 8430002065981
商品訴求力を高める販促品の強化とネット販売売
上増加

172 北海道 ムーンライズ株式会社 1430001057672
ガラス溶解バーナーの増設による経費節減と海外
販路先の新規開拓

173 北海道 居酒屋　しん ー
バリアフリー化等の環境改善によるリピート及び新
規来店客の獲得

174 北海道 相馬興業 ー
油圧プレス作業効率化設備導入による新規顧客
獲得事業

175 北海道 貴州屋 ー
今後重視するランチ時間帯の強化を図るための調
理設備の新規導入

176 北海道 ㈱矢木組 8460301002377
新商品販売による新たな顧客ターゲットへの訴求
事業

177 北海道 有限会社　矢幡製麺所 3460002003225
高齢者や車椅子利用者の身体的負担軽減による
リピート客化

178 北海道 有限会社　カネコウ　吾妻水産 6460002000566
大型冷凍ショーケースの導入による商品選択時の
利便性向上

179 北海道 株式会社　リサイエ 4462501000734
「解体費用０円プラン」の商圏拡大による販路開
拓事業

180 北海道 株式会社　haku 7430010077491
店舗外構の整備による利便性・アクセシビリティ向
上事業

181 北海道 有限会社　一村米穀店 5450002000717
３代目から４代目へ！外装・看板リニューアルで令
和への挑戦！

182 北海道 株式会社　大西林業 8430001054894 ブウベツの森キャンプ場（仮称）造成事業

183 北海道 沢田モータース ー
３秒で「クルマ屋」とわかるサイン製作で商品・サー
ビスPR

184 北海道
ラウンジヒール（モーターサイクルSHOP
KWZ）

ー バイク屋のホームページ活用で全国へ販路開拓

185 北海道 知床自然ガイドツアー株式会社 3460301004659
独自ドライスーツの導入。流氷ウォーク®の感動を
多くのひとに

186 北海道 株式会社　五十嵐淳建築設計事務所 6460301002395
視覚的に特化したホームページ・作品集型パンフ
レットの作成事業

187 北海道 有限会社丸井蓮井商店 2430002057200
村外の新規顧客開拓のための高性能設備導入と
広告宣伝

188 北海道 層雲峡ホステル ー
山岳拠点としての荒天時のサービス向上による販
路拡大事業

189 北海道 尾田建設　株式会社 1462501000035
外国人観光客向けのＰＲ強化によるクルーズ観光
需要の取り込み

190 北海道 株式会社　オッティモ 4460101006474
食材保管能力の向上による収益力向上及び新規
顧客の獲得

191 北海道 安田石油株式会社 8460101001851
高齢化や熱中症の社会問題への対応力の向上に
よる新たな販路開拓

192 北海道 ふぉとすまいる藤田 ー
高付加価値で高品質なプリントの実現による新規
顧客の獲得

193 北海道 あらい商店 ー
店舗看板、掲示板等の視認性向上と広告宣伝強
化で新規顧客獲得！

194 北海道 有限会社萩谷自動車整備工場 7450002011431
多様化する自動車に対応した、ゲートリフト導入に
よる販路開拓

195 北海道 株式会社 ホームストーリー 9450001012420
認知度向上による集客力強化・管理物件戸数拡
大事業
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196 北海道 トミー理容院 ー
新たなサービスの提供による新規顧客の獲得に向
けた設備導入

197 北海道 美容室マーズ ー
最新設備を導入したオペレーションの改善による
顧客満足度の向上

198 北海道 有限会社イマジン 4462502000931
店舗移転および新分野進出に伴う店舗備品購入
と新規顧客開拓

199 北海道 タスタスデザインカンパニー ー
広報活動による知名度向上とドローン等活用によ
る販路拡大

200 北海道 Fenetre ー
道東中標津の魅力を最大限に生かした唯一無二
の店作りを目指して

201 北海道 有限会社中標津保養所温泉旅館 8462502000548
料理提供能力の向上による販路開拓及び売上向
上について

202 北海道 道東トモエ商事株式会社 4462501000164
認知度向上による新規顧客の獲得及び既存客の
売上向上

203 北海道 新冠タイヤ ー
タイヤ預かり管理サービスと迅速作業による顧客
誘導

204 北海道 ユニバーサル・サウンド新ひだか音楽教室 ー
教室増改築による新規ターゲットの獲得と生徒の
ゆとり空間を提供

205 北海道 株式会社オート南部 7460301004589
車検スピードアップによる生産性の向上とサービス
体制の強化

206 北海道 有限会社奥野写真館 5430002061389 撮影時間帯の解消による売上アップ事業

207 北海道 サワベスタジオ ー
レーザー加工機を導入した既存商品の強化＆新商
品による販路開拓

208 北海道 ㈱湯の元温泉旅館 4430002050491
コミュニティと自然と親和性の高いアクティビティ拠
点整備事業

209 北海道 北斗電器　株式会社 8450001009104
衛生環境の改善と清潔感の向上及び不良品の解
消

210 北海道 のみやまファーム ー
中玉トマトのパッケージ改良と放牧メロン豚による
増収増益

211 北海道 株式会社おおともチーズ工房 9460001004045
物産展の人気ソフトクリームをカップ製品化するギ
フト等強化事業

212 北海道 澤田重機 ー
空き家解体需要増加に対応するための油圧ブレー
カと洗浄機の導入

213 北海道 株式会社　ニュー温泉閣ホテル 1450001008475
宴会席の改修によるビジネス客・湯治客の集客力
増加を目指す

214 青森県 食べ物屋セイリング ー
国を超えた来店者獲得に向けた宣伝事業推進の
ネット環境整備

215 青森県 合同会社　ヘアーサロンチョキチョキ 7420003001871
自動シャンプー機導入によるサロン販路開拓＆生
産性向上事業

216 青森県 赤い屋根の喫茶店「駅舎」 ー
新商品・パッケージ開発に伴う土産品数充実によ
る販路開拓事業

217 青森県 有限会社角谷リスクコンサルタント 5420002017532
来店型保険相談窓口認知度向上と時代に即した
ペーパーレス化計画

218 青森県 喫茶　あさねぼう ー
高齢者に優しい店内環境整備と顧客ターゲット拡
大による販路開拓

219 青森県 ケマラボ ー
独自栽培方法による究極｢いたや毛豆｣の首都圏
販路開拓事業

220 青森県 株式会社東北すっぽんファーム 1420001015061
純国産すっぽんとのサプリメント開発とブランド化、
販路開拓事業

221 青森県 リビングのざか有限会社 7420002018719 あなたの感謝の気持ちをお手伝いしたい

222 青森県 株式会社マルシン塗装看板店 3420001011694
ホームページを新規開設し認知度向上による売上
向上

223 青森県 春華飯店 ー
トイレの洋式化改修によるお客様の体に優しい店
づくり
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224 青森県 おそばやさん　和 ー
メニューパネル導入でインバウンド取込みと店舗イ
メージを一新！

225 青森県 ボデーショップ開進 ー
自動車再生技術の見える常設展示場の整備で新
規顧客獲得

226 青森県 ㈱トゥウインズ 3420001015068
地元密着型トータルカーライフサポートサービス店
への転換

227 青森県 ラーメンショップ下田青葉店 ー
提供時間短縮による回転率＋顧客満足度アップの
カウンター化

228 青森県 スノヤ商店 ー
印鑑彫刻機導入による「made印スノヤ店頭お渡
しサービス」

229 青森県 株式会社　リペアカーショップ 1420001014435
多用途溶接機導入による自社工場一貫修理作業
サービスの構築

230 青森県 ㈱MEDIA Maker 6420001010867
エグゼクティブ向け美と健康とデトックス＆チャージ
サロン開設

231 青森県 （同）カシスジャムの店おおた 6420003001336 エリア六次化による地域の働き手活性実現事業

232 青森県 居酒屋呑来 ー
店舗周知、及び店内リフォームの有効活用による
新規顧客獲得事業

233 青森県 ㈱槻の森舎 3420001013303 安心・安全・信頼の通塾支援による新規顧客獲得

234 青森県 小倉食堂 ー 販売促進ツールによる新規顧客獲得PR事業

235 青森県 麺タンピン ー
店舗改装・新商品開発と販売促進ツールによる新
規顧客獲得事業

236 青森県 PaSaPa青森・地域社会づくり研究会 ー
「温めて飲むリンゴジュース」をインパクトづけるデ
ザイン変更

237 青森県 サンライズ建設株式会社 6420001015882
低所得者層のマイホーム取得を叶える自社ホーム
ページの作成

238 青森県 中村塗装 ー
ガルバリウム鋼板外壁・屋根塗装による販路拡大
事業

239 青森県 有限会社710なないちまる 2420002020084
県産酒試飲コーナーを併設新サービスで売上アッ
プ

240 青森県 精肉かがや（かがやホルモン） ー 新商品「電解水無臭ホルモン」で新規顧客獲得

241 青森県 本間塗装 ー
アレルギーに配慮した安心・安全な内装リフォーム
の提案

242 青森県 日新モーター ー 明り取の窓付シャッター取付工事

243 青森県 酔い処　暖欒 ー
子供からお年寄りまで、一家で団欒できる居心地
が良い空間造り

244 青森県 石岡塗装 ー
ＩＯＴ・ドローンによる空撮技術を活用した住宅塗装
測定の高度化

245 青森県 ＯＧ－ＣＨＡＮＣＥ ー
『超高性能』機械導入によるデザイン業務の高度
化・営業力ＵＰ

246 青森県 嶽ホテル ー
外国人観光客・高齢社会に対応した人に優しい温
泉宿

247 青森県 寿司隆 ー 女性客を取り込むための店舗改装による販路開拓

248 青森県 バーベキュー　舞 ー
ヘルシー焼肉で幼児からお年寄りまで、みんなを
元気に

249 青森県 合同会社ファンライブ 6420003001988
新規オープンによる知名度向上と来店誘導に向け
た看板設置事業

250 青森県 りゅうの郷 ー トイレ空間の改修による、居心地が良い空間づくり

251 青森県 有限会社杉山商事 1420002020102 新たな取組みによる設備導入で新規顧客開拓
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252 青森県 有限会社三栄流通 2420002018293
青森県産米（米麹）を使用した新商品の開発及び
販売促進事業

253 青森県 株式会社　市川屋 9420001011557
ホームページ作成による新規学生顧客の獲得～新
規振袖顧客の獲得

254 青森県 川越せんべい店 ー
ブランド力・販路強化と、当店主力看板商品「五代
味比べ」の作成

255 青森県 有限会社　斉藤興業 4420002018044
ホームページ開設で企業アピールと薪の販路拡
大・新規顧客を獲得

256 青森県 はまなすホンダ ー
最新型故障診断機導入によるサービス向上と売上
拡大

257 青森県 合同会社　白神アロマ研究所 5420003001733 首都圏での販路拡大の為の展示会等の開催事業

258 青森県 青森ロジテック株式会社 1420001011556
スマートフォン対応等のホームページ改修とチラシ
作成と新聞折込

259 青森県 東北グレインネットサービス有限会社 5420002018282
青森県産品を使った「縄文デザインギフト」の開発
による販路拡大

260 青森県 まちのお弁当屋さん　Casket ー
開店一周年を機とした地元食材新鮮メニュー開発
と店舗改装

261 青森県 新坂製函 ー
新商品開発による「青森リンゴ」及び「青森アカマ
ツ」PR事業

262 青森県 有限会社　安忠商事 5420002009967
LINE＆ラジオ活用による若者から高齢者までの販
促事業

263 青森県 （有）山本石油店 3420002016024
看板設置による視認性向上とチラシ作成による新
規顧客開拓事業

264 青森県 株式会社　寿サービス 9420001015475
発達障害・障害児認定されない家族のための放課
後デイサービス

265 青森県 株式会社　横内石油商会 8420001002326 エアーコンプレッサーによるストーブ分解掃除事業

266 青森県 松野工務店株式会社 7420001002327
HPリニューアル！「子ども導線」新築住宅とリ
フォームの紹介

267 青森県 番場食堂 ー 新たな顧客を取り込むための快適な店舗づくり

268 青森県 株式会社佐藤石油商会 4420001012535
最新型タイヤチェンジャー導入によるタイヤ・ホイー
ルの売上増進

269 青森県 そば処　北の翔 ー
希少山菜メニューさもだしそばの広告宣伝ＰＲによ
る販路開拓事業

270 青森県 有限会社　川口あんぱん 6420002011484
老舗和菓子店における和モダンブランド再構築に
よる販路開拓事業

271 青森県 ライフサポート山口 ー
プライバシー保護と快適空間づくりによる新規契
約獲得事業

272 青森県 櫻屋 ー
テラスのある居酒屋で楽しく過ごせる空間づくり事
業

273 青森県 がばん屋 ー サンプル制作と環境整備による販路開拓事業

274 青森県 株式会社ピーシーブランド 3420001013039
タンポ印刷に係る技術習得と熟練作業員育成事
業

275 青森県 有限会社　橋野物流 5420002015437
働き方改革実現に向けたドライバー労務管理シス
テムの構築

276 青森県 インテリアいちま ー 作業機械導入による生産性向上と受注拡大

277 青森県 有限会社松園 4420002018424
顧客の要望に対応した利便性の向上と寛ぎ空間
の提供

278 青森県 たざわトマト ー
こだわり栽培ミニトマト加工品のネット販売新規顧
客獲得事業

279 青森県 CAR　FACTORY　TARBOW ー
自社ブランド軽トラパーツの全国展示会出展によ
る販路開拓
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280 青森県 花田製麺工業有限会社 9420002012471
地元農産品を生かした商品開発・直販強化収益
アップ事業

281 青森県 農業生産法人㈱よしだや 6420001007401
にんにくのよしだ家オリジナル加工品のリニューア
ル事業

282 青森県 前田せんべい店 ー
栄養成分表示に対応したラベルプリンター購入事
業

283 青森県 オダギリ企画 ー
移動撮影ライトシェービングシステム活用による販
路開拓

284 青森県 (有)パドックレーシング 7420002019287 楽しい旅は安全から！旅立つ前の車のチェック！

285 青森県 株式会社トーサム 2420001008312
Ｗｅｂサイトのリニューアル及び特産品の通年販売
で販路開拓

286 青森県 正村食品株式会社 5420001012609 とうふ屋が行う食品・日用品の移動販売事業

287 青森県 ㈱レークイン十和田 1420001011300
『バックパッカー増加に伴う宿泊設備のリフォーム
事業』

288 青森県 夢ファクトリー ー
美容と健康「高品質ドライアップル」による販路開
拓事業

289 青森県 オルトラーナ ー
ウッドデッキで石窯ピザと奥入瀬渓流の自然も味
わおう！

290 青森県 みくに酒店 ー
ショーケース購入で効果的な商品アピールによる
売上向上作戦

291 青森県 太郎寿し ー
綺麗で気軽に入れるお店作りで新規顧客を狙う街
のお寿司屋さん

292 青森県 ㈱mizuiro architects 4420001010150
新社名＆ＰＲ掲載の看板新設と雑誌掲載による新
規顧客獲得事業

293 青森県 小料理ふく ー 設備導入及び新メニュー開発による新規顧客開拓

294 青森県 株式会社　下風呂観光ホテル 7420001012598
ネットワーク環境の整備によるお客様獲得と満足
度向上

295 青森県 菊池建築 ー 自宅改修による特産品販売並びに健康増進事業

296 青森県 有限会社　畠山商店 3420002019308
オリジナル木箱の販売による販路拡大・売上向上
事業

297 青森県 有限会社　坪田旅館 5420002019306 お客様に優しい施設造りを目指して！

298 青森県 横浜自動車 ー
多様化する自動車車種のタイヤに対応するタイヤ
チェンジャー導入

299 青森県 Main Base ー
レーザー加工機導入によるオリジナルアイテムアイ
テムの提案

300 青森県 ミニストップ名川店 ー 地域貢献型コンビニエンスストアの構築

301 青森県 モディ株式会社 5420001016139 アナログとデジタルによる企業マーケティング支援

302 青森県 合同会社南部どき 9420003001564
地域の魅力と商品ストーリーが伝わる商品づくり
事業

303 青森県 青森割烹　久庵 ー 厳しい経営環境に対応した顧客満足度向上事業

304 青森県 株式会社　魚忠 6420001012780 パンフレットで新たな販路開拓

305 青森県 株式会社あかつき 3420001015506
母から娘へ贈る振袖リニューアルの販路拡大を目
指したHPの作成

306 岩手県 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　ＨＥＡＲＴＳ ー
高付加価値サービスの導入による新メニューの充
実と顧客拡大

307 岩手県 有限会社平泉観光写真社 3400502000784
空撮事業の展開によるブライダル撮影の受注拡大
事業
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308 岩手県 立呑処SUNSET ー
個室空間の創出によるファミリー層等の新規顧客
の獲得

309 岩手県 有限会社翁知屋 8400502000730
スマホ・タブレット対応Ｗebサイト構築による販売
強化事業

310 岩手県 合名会社　吾妻嶺酒造店 2400003000434
海外の販路開拓のための積極的な海外商談会へ
の参加及び販売促進

311 岩手県 有限会社旅館アイリス悠 8400502000813
美と健康のための日帰りプランの新設による売上
強化事業

312 岩手県 Ｋａｔａｓｕｍｉ ー
石窯を活用した「真の旨さを追求した料理の提
供」による販路開拓

313 岩手県 ｗａｒａｎｏｕｅ ー
設備導入に伴う上流工程の生産性向上による製
作プロセス強化事業

314 岩手県 リラクゼーションスペースｆｅｌｉｃｅ ー
気軽にできるクイックサービスの提供による新規顧
客の獲得

315 岩手県 有限会社　紫波印刷 8400002007086
印刷技術を活かしたお土産品の開発による観光
客の開拓

316 岩手県 株式会社マルシン 5400001004319
戸建住宅の塗装リフォーム市場本格参入によるＢ
toＣ顧客の開拓

317 岩手県 お菓子工房ｅａｔ＋ ー
戦略的情報発信による手作りシフォンケーキの販
路開拓

318 岩手県 山ぶどう農園カフェ野の香 ー
自家栽培山ぶどうの栽培量増加による山ぶどう
ジュースの商品開発

319 岩手県 有限会社　松田酒店 7400002010363
「おいしいお酒をおいしい時に」提案型販促設備
の導入

320 岩手県 パドック ー
顧客ニーズに対応した店内の整備による女性客へ
の販路拡大

321 岩手県 田中モータース ー
新たなサービス提供に向けた設備導入による販路
開拓

322 岩手県 有限会社スガイ 7400002010280
お客様に喜ばれる安心安全の付加価値を提供す
るランドセル一番館

323 岩手県 グリーン整骨院 ー
女性向けダイエットメニュー開発による若手女性顧
客の開拓

324 岩手県 高橋酒造店 ー
特定名称酒の高品質化と品質安定化による販路
開拓

325 岩手県 薄井食品 ー 新商品「ゆばチップス」の開発と生産性の向上

326 岩手県 コウリャン ー
曜日別イベントの開催による新規顧客開拓と売り
上げの拡大

327 岩手県 ｓａｌｏｎ　ねいる日和 ー
４０～５０代をターゲットにしたオリジナルエステメ
ニューの提供

328 岩手県 とっとこバルーン ー
当社の知名度向上による民間企業への販路開拓
事業

329 岩手県 畠山写真館 ー
ＩＴを活用した受注システム構築による学校等から
の受注獲得

330 岩手県 Ｄｅん　～隠れ家～ ー
フードコーディネーターの強みを活かした団体客の
獲得

331 岩手県 株式会社　ナカムラ 7400001004184
ＨＰリニューアルとパンフレット作成で売上アップと
新規客の取込

332 岩手県 有限会社ファーストコートサービス 6400002004829
新作業プロセス構築による効率化・省力化に伴う
更なる受注拡大

333 岩手県 有限会社　田屋商事 3400002011142
円滑な製品供給を可能にする各種設備の導入に
よる販路開拓事業

334 岩手県 尾田川農園 ー えごま油のブランディングによるギフト市場の開拓

335 岩手県 瀬戸屋旅館 ー
瀬戸屋旅館伝統料理提供による会食、仕出し部門
の強化
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336 岩手県 泉金酒造　株式会社 5400001007081
酒造りにHACCP導入をめざした蔵内衛生管理事
業

337 岩手県 管楽器修理工房ブラスレスキュー ー
楽器のオリジナルカラーメッキ加工サービスによる
新規市場の開拓

338 岩手県 クレソン ー
おいでよ！お気軽BBQで大人も子供も一つの笑顔
になる空間へ

339 岩手県 味のみやじま ー
トイレ改修に伴う顧客ニーズへの対応による新規
顧客の確保

340 岩手県 鈴精商店 ー
『昭和の懐かしい憩いの場の提供』による売上拡
大事業

341 岩手県 三浦物産株式会社 3400001007091
商品ラベルシールの業務内製化による販売促進
事業

342 岩手県 明治牛乳遠野販売所 ー
宅配エリア拡大に対応できる大型冷凍装置の導
入で新規売上アップ

343 岩手県 有限会社　魚広 1400002006846
真空包装による新たな販売提供及び販売展開の
強化のための事業

344 岩手県 エムテック株式会社 4400001001804
「住まいのお困りごと支援事業」のWEB情報発信
による販路拡大

345 岩手県 ジェイプランニング ー
マネキンを使用したＰＲ動画配信による販路開拓と
売上アップ

346 岩手県 株式会社　堀間建装 6400001009993
顧客に安心感を与える新サービスと周知による
BtoC市場の開拓

347 岩手県 白木屋クリーニング ー
多様化するニーズにサービスを細分化し新しい販
路開拓

348 岩手県 カイロプラクティック・オフィスまつばら ー
ホームページ開設による知名度アップと新たな顧
客層の開拓

349 岩手県 イー・エス　スマイルメガネ研究舎 ー
独自検査によるメガネトータルコーディネート顧客
獲得事業

350 岩手県 理容さかえ ー
高齢者に優しい店づくりとサロンスペースの設置に
よる顧客獲得

351 岩手県 佐藤精肉店 ー
新商品の販路拡大と食スタイルの提案による顧客
満足度の向上

352 岩手県 大番食堂 ー
店内のバリアフリー化と新メニューの提供による高
齢顧客の開拓

353 岩手県 有限会社ナガサワ 9400002011145
自社WEBサイトの開設とオンラインモール出店によ
る販路開拓

354 岩手県 ユキ美容室 ー
看板等のリニューアルによるイメージチェンジで集
客力アップ

355 岩手県 株式会社　中村工務店 1400001014379
自動車事故の損害復旧ワンストップサービスによる
新規取引先開拓

356 岩手県 盛寿司 ー 独自の営業ツール確立による若年層顧客の確保

357 岩手県 AVANTI ー
フェイシャルエステ部門立ち上げによる女性顧客
獲得事業

358 岩手県 菅原動物病院 ー
動物のホームドクターとして、症状のデータ化によ
る販路拡大

359 岩手県 合同会社　ＨＵＢ 8400003002219
地域資源活用による住田町・自然の魅力発信事
業

360 岩手県 ワイルドスタイル ー
顧客の求める一台を提供するスポーツカー専門店
としての販路開拓

361 岩手県 上あめや ー
ホルモン関連商品リーフレットの作成による販路拡
大事業

362 岩手県 Ｋｏｋａｇｅ ー
ワンランク上のサービスを目指した設備導入と施
術フロアの改装

363 岩手県 ひらいが海荘 ー 新ターゲットに狙う設備改修により売上確保
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364 岩手県 ヘアーサロン・カワグチ ー
『いつまでも美しく、格好よく・・・』生涯顧客獲得事
業

365 岩手県 つくしファーム ー
岩手県内初本格的ドッグスクール・ドッグランの販
路開拓

366 岩手県 有限会社原スポーツ 4400002007148 小中学生の体育着リサイクル販売による販路開拓

367 岩手県 スワローレンタサービス株式会社盛岡 6400001003567 ＷＥＢ申込システムの構築による新規顧客の開拓

368 岩手県 スーパー髙橋屋 ー
商品ラインナップの充実化による地域住民の食生
活サポート事業

369 岩手県 株式会社　HIROBO 2400001012753 嘔吐袋カバーの開発による販路開拓と売上向上

370 岩手県 食堂喫茶　CocoKana ー
どぶろくとご当地グルメを楽しめるお店としての集
客力アップ

371 岩手県 ひので庵弥栄 ー
魅力を伝える改装で販売促進、味力を維持する設
備導入で売上向上

372 岩手県 鈴円商店 ー
動く広告媒体「デジタルサイネージ」導入による集
客力の向上

373 岩手県 株式会社粉夢 2400001004255
自社製うどんの百貨店ルートを活用した首都圏一
般客の開拓

374 岩手県 京料理京亭 ー
ホームページ作成で市外居住者に対する販路拡
大

375 岩手県 錦寿し ー 出前部門強化による顧客獲得事業

376 岩手県 俺のじゃじゃ ー
作業効率の改善に伴う設備導入による若年層へ
の販路開拓

377 岩手県 有限会社　西大野産業 1400002013165 高齢者見回りサービスによる入居率の改善事業

378 岩手県 きこりんふぁーむ ー
食品加工場の整備によるオリジナル商品の開発及
び新たな販路開拓

379 岩手県 中城酒店 ー
ショーケース導入で花卉に合う最適温度の設定と
華やかな店内に

380 岩手県 府金商店株式会社 1400001013521
新サービスの提供による既存客の単価アップと新
規顧客獲得

381 岩手県 Ｂ-ShOPへびぐち ー
店舗ファサードのリニューアルによる新規顧客の開
拓

382 岩手県 上野総建 ー
従業員の経済的負担の軽減と人材育成による新
たな販路開拓

383 岩手県 Ｈｅａｒｔ　ｖｅｉｌ ー
水にこだわる美容室！健康と環境の意識改革によ
る新規顧客獲得

384 岩手県 焼鳥ＺＥＲＯ ー 効果的な宣伝活動による新規顧客の開拓

385 岩手県 藤屋食堂 ー
酒の町紫波町の酒粕を活用した小売商品開発に
よる販路拡大

386 岩手県 志たあめや ー
当店の新たな営業体制（外売り）の確立と販売促
進

387 岩手県 竹沢工務店 ー 冬期間の積極的な営業による新たな需要の開拓

388 岩手県 金ケ崎建築設計舎 ー
設計用３次元ＣＡＤソフトの導入による提案型交渉
の実現

389 岩手県 お菓子処たかはし ー
キャッチアイ性の高い「デザイン看板」設置による
販路開拓事業

390 岩手県 高橋大興商店 ー
予防医学視点の「快適性の見える化」サービス提
供による販路開拓

391 岩手県 リリアン総合美容院 ー 高齢者への安全対策改善事業による販路開拓
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392 岩手県 新清館 ー
館内整備による顧客満足度とおもてなし度向上に
よる販路拡大事業

393 岩手県 ばんがり　伊藤家店 ー セルフサービス導入による団体客の獲得

394 岩手県 矢巾観光開発株式会社 7400001003830
パッケージデザイン作製による新たな客層への販
路開拓事業

395 岩手県 有限会社　紫波鶏業 5400002007089
卵の価値を向上させる3つの事業によるBtoC顧
客の開拓

396 岩手県 株式会社高田松原 4400001014392
ＨＰ作成による地域のＰＲと魅力ある商品の販路拡
大作戦

397 岩手県 株式会社匠グローバル 1400001009858
一般顧客市場を見据えた海外商社との商談等に
よる販路開拓

398 岩手県 旅館一城 ー
高圧洗浄機導入による洗車サービスによる差別化
及び販路拡大事業

399 岩手県 株式会社　麹屋もとみや 6400001013203
味噌の保管スペースの有効活用による味噌の増
産と販路拡大

400 岩手県 株式会社ピラス 4400001008304
店頭販促強化による客数増加及び管理サービス
浸透による売上拡大

401 岩手県 有限会社　中松屋 8400002011146
様々な顧客層に向けた積極的な「お知らせ」による
販路開拓事業

402 岩手県 合同会社八重樫 6400003001957
厳選した食材による新メニュー開発と顧客満足度
の向上

403 岩手県 笑満観光株式会社 3400001007901
店頭販促による店舗視認性と商品訴求力向上に
よる集客の増加

404 岩手県 株式会社澤田屋 4400001003908
細菌検査時間短縮化に伴う安心安全食材の提供
による新分野進出

405 岩手県 Zakka+cafe　KICHI ー
４０歳から始めるクラフト教室の開催による新規顧
客の開拓

406 岩手県 mama.ナージュ ー 新サービスメニューの確立による販路拡大

407 岩手県 欧風料理　フルハウス ー
店内演出・提案機能強化と新たな食事シーンの提
案による売上向上

408 岩手県 髙橋酒店 ー
買い物弱者地域での出張商店による販路開拓と
売上向上

409 岩手県 和食　味彩 ー 顧客ニーズに合わせた旬のこだわり会席の提供

410 岩手県 ボデークラフト ー
スチーム洗浄機導入による下回り塗装の新サービ
スへの参入

411 岩手県 美容室ｅｓｏｒａ ー
サニタリー設備の整備による快適空間の創出と新
規顧客の開拓

412 岩手県 石輪ＦＰ事務所 ー
ホームページコンテンツ充実で営業力強化による
新規顧客獲得

413 岩手県 鎌田ガーデン ー
子育て支援！ファミリー向け店内環境への店舗改
装

414 岩手県 株式会社いわてラボ 9400001013670
つなぎ・鶯宿・雫石エリアの新ブランド開発事業に
よる販路拡大

415 岩手県 チェリー美容室 ー 事業承継計画に基づく新規顧客獲得取り組み

416 岩手県 チェリー ー
店内の快適性改善・ストレスフリー化による新規顧
客の獲得

417 岩手県 日影舘クリーニング ー
職人技が光る仕上がり品質と顧客満足度の向上
で売上拡大

418 岩手県 ファッション・クレール ー
縫製工程の効率化による「多様化する顧客ニー
ズ」への的確な対応

419 岩手県 川袋畳店 ー
畳縁留め機器購入による作業効率の向上及び後
継者のＯＪＴ育成
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420 岩手県 北舘菓子舗 ー お客様に優しい店づくりによる顧客満足度の向上

421 岩手県 有限会社タンデム 2400002007728
オフロードバギー体験の広報宣伝・情報発信によ
る販路拡大

422 岩手県 勘六縁 ー
「遠野の原風景が育む日本原品種米」ホームペー
ジでの販路拡大

423 岩手県 盛岡南塗装 ー
住宅のシロアリ防除塗装サービス導入による県内
広域への販路開拓

424 岩手県 世寿美屋 ー
景色を楽しめる開放的な浴室等への設備強化に
よる販路拡大事業

425 岩手県 三船製菓店 ー
店舗床等改修による子供や高齢者の集客に繋げ
る販売戦略

426 岩手県 民宿みちあい ー 囲炉裏を活用した滞在型顧客の獲得

427 岩手県 有限会社なかまご 9400002006698
漏水調査業務の効率化による「大幅な工期短縮
化」及び販路開拓

428 岩手県 海産物のくまもと ー
スマホサイト構築と商品小パックによる首都圏顧客
の開拓

429 岩手県 合同会社　無 2350003002221
新商品「普代村豆腐田楽」開発販売による売上の
向上

430 岩手県 靴のうちの ー
快適店舗へのリニューアルによる高級長靴販路拡
大事業

431 岩手県 北東北自動車 ー
大口径タイヤチェンジャー導入によるトラック整備
の専門性の向上

432 岩手県 株式会社ＳＯＵＰＩＲ　ＤＥ　ＤＡＭＥ 9400001013571
地域密着型環境整備と効果的な広告宣伝による
集客事業

433 岩手県 株式会社地熱染色研究所 5400001004145
地熱染色のネット販売と情報発信による中若年層
への販路開拓

434 岩手県 松森木工所 ー
培った技と最新技術の融合と進化でクリエイティブ
木工所を目指す

435 岩手県 温泉ゲストハウスやすもり ー
宿泊環境整備に伴う家族客の獲得による稼働率
向上及び販路拡大

436 岩手県 こくや ー
小売部門の立ち上げを通じたＢｔｏＣ市場への販路
開拓強化

437 岩手県 Café Wagtail ー
焼きたてを見せる！店舗リニューアルによる販売力
強化事業

438 岩手県 拉麺食堂　姫神 ー
熟成餃子の提供による客単価向上と新規顧客の
獲得

439 岩手県 浜印刷株式会社 5400002004103
ＨＰ開設による知名度の向上と小口需要の掘り起
こし計画

440 岩手県 Sewing　Akke　縫いものや ー 刺繍機能付きミシン導入による作業効率改善

441 岩手県 有限会社ユタカ製作所 4400002012032
エアコンプレッサ導入による作業効率化と作業環
境の改善

442 岩手県 ＦＬＯＷ　Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ ー
地域初の販売促進看板設置による顧客へのダイレ
クト訴求

443 岩手県 有限会社シャイン 6400002011973 50歳からの頭皮ケアプログラムの提供

444 岩手県 美容室ずぅ～ ー
「エステ＆天然染料ヘナ」サービスの提供による販
路拡大

445 岩手県 舘　豆富店 ー
「焼き豆腐」の生産性向上による販売ロス「ゼロ」
の実現

446 岩手県 フレッシュマートニシヤマ ー
純和鶏を使ったプレミアムスモーク(燻製)の提供に
よる販路開拓

447 岩手県 大栁和美土地家屋調査士事務所 ー
ドローンを活用した新たな測量プロセス開発による
販路開拓
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448 岩手県 有限会社 e-iwate.com 8400602001587
ネット通販スマートフォンページ改修による若年層
客の開拓

449 岩手県 なかいち養蜂園 ー
作業効率向上による時間短縮の有効活用による
新規女性顧客の獲得

450 岩手県 お食事処　なかつる ー
製造工程改善から惣菜部門の充実化による女性
顧客開拓事業

451 宮城県 株式会社モードクリハラ 1370201003326
下請けからの脱却を目的とした製造小売店舗の開
設

452 宮城県 ㈱ファンファクトリー 3370001043149
お客様の安心と納得が私達の品質「満足度№１
チャレンジ」

453 宮城県 やまうち農園 ー
新商品開発に伴う包装資材開発及び生産設備導
入での売上強化事業

454 宮城県 マリッジメディア ー
スマホ対応化と新規サイト構築による集客強化・販
路拡大事業

455 宮城県 プリファードロード ー
企業の課題を特定し業務の最適化を見つけるIT
診断ツールの開発

456 宮城県 SPORTSショウジ ー
卓球場を備えた専門店ならではのサービス事業の
販促活動

457 宮城県 はるはなファーム株式会社 7370101002050
量販店向け対応で培った高ＱＣＤの栽培技術で新
たな販路先を開拓

458 宮城県 有限会社盛屋水産 6370502000926 地元密着型民宿イベント開催とcaféスペース新設

459 宮城県 民宿さかや ー ファミリー層取り込みに向けた宿泊プラン開発

460 宮城県 茶処プランタン ー
観光客・地元客拡大の為の土産商品開発と店舗
改修等

461 宮城県 かじわら自動車 ー
町のくるまやのサロン開設で車のアレコレ相談で
販路開拓

462 宮城県 わた福 ー
丸森町ならではの季節メニューを開発、ＰＲし新規
顧客開拓

463 宮城県 株式会社箸屋 5370201002968 額装するインテリア「和装額」事業

464 宮城県 株式会社中勇酒造店 6370201002364
清酒製造工程IoT化による品質高度化と多品種
少量生産体制構築

465 宮城県 オステオパシー治療院ｆｉｅｌｄ ー 新商品の販促活動による新規獲得

466 宮城県 鍼灸りえる ー
店舗開設に伴う広告宣伝と子育て世代女性客誘
致

467 宮城県 株式会社NETプラス 8370801001334 ホームページ刷新による販路拡大と人材確保

468 宮城県 髙勇商店 ー
畳・藁工品の情報発信強化による認知度向上と新
規顧客開拓

469 宮城県 株式会社ジューシーオレンジ 6370001020368
自社フォトスタジオの集客力を向上させる為の販
促事業

470 宮城県 株式会社多賀城DMC 6370001042809
旅行業開始に伴うデジタルマーケティング等による
新規顧客等開拓

471 宮城県 ル トレゾー ー 新商品販路拡大の為の新たな販売促進策の実施

472 宮城県 ｎｅｘ株式会社 2370001040799
ＥＣサイト出店による直販の新規顧客の拡大と売
上増加

473 宮城県 株式会社　吉藤工業 8370001042162
ﾄﾞﾛｰﾝ･LN-100測量機導入で施工方法の革新と
販路拡大

474 宮城県 スタイルネットワーク㈱ 7370001019112
CAD－CAM導入「超短納期」需要対応による新
規顧客の開拓

475 宮城県 株式会社ヤマダ 2370001039577
ホームページ・製品カタログによる新規顧客開拓・
商品認知度向上
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476 宮城県 ちょっと寄り道　ほほえみ ー
地場食材を活用した宮城おもてなし夕食開発によ
る宿泊客受入事業

477 宮城県 ブエンモスト株式会社 6370001040688
ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ　地元・七ヶ浜で支持される販
路開拓事業

478 宮城県 株式会社ケンジン 7370001043896
事業(顧客)別のWEBサイト３つ制作で、販路開拓
強化を図る。

479 宮城県 鈴栄商店 ー 贈答用包装資材開発と看板の設置による店舗PR

480 宮城県 株式会社創惠 2370801001331
営業ツールの強化による大型自動機受託開発の
販路拡大

481 宮城県 株式会社ハーフウェイ 4370001022226 新事業を軌道に乗せる為の販路拡大事業

482 宮城県 株式会社　Ｆｏｔｏ Ｒｅｉｓｅ 9370001040875
空撮サービス導入によるストリートビューの販売促
進

483 宮城県 さくらヘルスケア仙台株式会社 6370001021283
「『通い放題』月額定額制サービス」による販路拡
大

484 宮城県 リリバー企画 ー
販路開拓のためのオリジナルペットフード試作開発
と販売促進事業

485 宮城県 創信電工 ー
最前線ニーズに対応！ソーラー発電事業拡大に向
けた新事業展開！

486 宮城県 株式会社フォロー 3370001014331
アレルギーのある犬向けの無添加手作りおやつに
よる顧客開拓事業

487 宮城県 新生自動車工業株式会社 2370601000384 新商品の全国販売を目指し、ＨＰ作成とＤＭの実施

488 宮城県 Pｕｒｅｍａ ー
新メニュー復元ケア「ホスピ」導入による新規顧客
獲得

489 宮城県 手づくりソーセージ工房vienna29 ー
量販店への卸対応のための設備導入による販路
拡大

490 宮城県 株式会社システム・エイブル 1370601002349
多様化するニーズに対応するための校正器導入に
よる機会ロス防止

491 宮城県 ANVIAN INTERNATIONAL株式会社 4370001039699
新しく展示会を活用したオリジナル土壌改良材の
販路開拓

492 宮城県 株式会社produce・D 5370601002824
高性能住宅・洗濯機騒音抑制台特許取得商品「と
めーる君」の拡販

493 宮城県 有限会社ミヤギビジネスホテル 1370002002122
スマートフォン対応のホームページを活用した集客
力の向上施策

494 宮城県 ワタナベシーリング株式会社 5370001024626
建設設備を購入し、対応工種増加による売上高拡
大。

495 宮城県 蓑寿司 ー
正統派の寿司店の厳選したネタのせ放題メニュー
の展開

496 宮城県 フリーオート ー
整備システムソフトの導入による新規顧客の獲得
と整備頻度の向上

497 宮城県 美容室ミュゼ ー
クリニックメニューの商品化による美容施術の向上
と顧客獲得

498 宮城県 清水畳店 ー
置き畳の品質向上と敷物全般のラインナップ強化
による販売促進

499 宮城県 株式会社ワイエスケー 9370001041931
そろばん塾のホームページ作成による効率的な宣
伝方法の確立

500 宮城県 社労士事務所プラザ・ワン・エーディー ー
労務無料相談会による顧客獲得と業務効率化の
実施

501 宮城県 スカイラーク・アワノ ー
業務用加工機械導入によるBtoB新規取引先への
販路拡大事業

502 宮城県 Ｙｕｋｋｙ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｏｏｍ ー
初級者に寄り添った英会話教室の受講生獲得支
援事業

503 宮城県 プラスグラフ ー
オリジナルウェア作製サービス開始と広告宣伝の
強化
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504 宮城県 株式会社草新舎 2370301002540 洋室で使う新たな「置き畳」ブランドの販路開拓

505 宮城県 有限会社アイテック 8370102000003 遺品整理、生前整理、空き家管理の販路拡大

506 宮城県 キッチン酒場ひとで ー
「あなたの郷土料理」プラン提供による、新規顧客
獲得事業

507 宮城県 合同会社primo 4370803000123
初心者でも楽しめるワインのペアリングによる新規
顧客開拓

508 宮城県 浅野商店 ー
米に特化したテイクアウトメニューの提供による新
規開拓事業

509 宮城県 第一物産株式会社 1370001009077
催事販売の体制強化とEC通販参入への送客準
備施策

510 宮城県 株式会社さぶん酒店 6370201003973
顧客データ分析強化による和酒の販路開拓と商
品回転率の向上

511 宮城県 大衆居酒屋マル昌 ー
新たなランチタイムの創設と牛タン料理による販路
拡大

512 宮城県 株式会社イースミール 8370001041577 食育教材の開発及び販売による販路開拓事業

513 宮城県 株式会社zeroad 7370001041784
高齢者向けタイヤ交換・保管サービス強化販売事
業

514 宮城県 株式会社 佐藤石材工業 8370201002148
老舗石材店の信頼と技術に時代のニーズを融合
する事業

515 宮城県 株式会社 ASK 4370201003736
割烹大宴会場の貸会議室・イベント会場化による
新規顧客獲得事業

516 宮城県 BARBER－T ー
お顔マッサージ・保湿パックを活用した新サービス
で販路開拓

517 宮城県 癒しこのゆびとまれ ー
メディカルアロマを使った新サービスとPR強化によ
る販路開拓

518 宮城県 安藤タイヤ工業株式会社 9370001017452
特殊車両タイヤ販売・交換と乗用車タイヤ保管事
業の顧客獲得

519 宮城県 株式会社フェニックスエレメント 7370301003014
女性に向けた冷え症治療・温活コースの展開によ
る販路開拓

520 宮城県 株式会社　veeell 7370001039556 情報発信力強化による販路開拓及び売上拡大

521 宮城県 手芸工房Hana ー オリジナル手芸キットの開発・販路開拓

522 宮城県 Country Side Garage合同会社 1370003004010
経営体質改善とタイヤ保管事業、イベントによる新
規顧客獲得事業

523 宮城県 Aimu Crepe ー
錦ヶ丘ニュータウンおよび周辺住民等を取込むた
めの販路開拓事業

524 宮城県 かねもと ー 新商品の開発とブランドの確立による販路拡大

525 宮城県 味噌工房麺助 ー
地元住民・ファミリー層の来店促進・顧客化（囲い
込み）事業

526 宮城県 ファッションセンターくるまづか ー 訪問販売強化による販売促進

527 宮城県 マジコ ー
地元一般消費者及び商談会参加バイヤーに対す
る販路開拓事業

528 宮城県 ヘアーサロンフラワー ー
小学生向け着付けメニュー新設による新規顧客開
拓

529 宮城県 有限会社　三浦酒舗 4370202004758
地酒プロショップとしての認知向上による小売部門
強化事業

530 宮城県 有限会社及川物産 8370002020506
牛たん壺飯のテイクアウト事業による新規顧客獲
得事業

531 宮城県 T－LABO ー ネットショップページ制作での販路拡大
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532 宮城県 酒どころ40/60 ー
駅前立地を生かして、通学・通勤者等にほかほか
の軽食を提供

533 宮城県 株式会社asiCa 1370001043381
水道工事に係る図面作成等を要する工事会社と
のマッチング事業

534 宮城県 合同会社　ＭＡＢ 6370003003800
ＨＰ開設による情報発信・問い合わせ対応等での
顧客獲得

535 宮城県 合資会社　大徳呉服店 1370103000017
和服販売・レンタル経験を生かして和服のリサイク
ル事業を開拓

536 宮城県 合同会社　シュリーヨーガ 5370003001417
「幸せなお産をするため」のマタニティヨガ普及の
ための広告宣伝

537 宮城県 有限会社　すしたけ 6370102000327
ギフトショップとの提携や店外店頭での宣伝強化
で法事客等の開拓

538 宮城県 狩野魚店 ー 地域の高齢者に向けた魚と元気の移動販売事業

539 宮城県 株式会社　舘建工 8370601002367
５０代以上の新規顧客獲得のためのエクステリア
設計ＣＡＤ導入

540 宮城県 株式会社オート・ガレージ・ライズ 4370201003364
車両整備機能強化による付加サービスの向上事
業

541 宮城県 有限会社　伊藤工設計 8370602002374
地元工務店がつくる県産材を用いた高品質住宅
の販路拡大事業

542 宮城県 メンズヘアー　T-FACTORY ー
満足度向上を目指した「バックシャンプー機器」導
入

543 宮城県 上野屋 ー
「おひとりさま歓迎アピール」で顧客満足度・売上
アップ

544 宮城県 季節料理志のや ー テイクアウトメニュー開発に伴う設備導入事業

545 宮城県 ＯＺＥＫＩＹＡ ー
観光客を対象とした、こけしショールームによる販
路開拓

546 宮城県 パーマハウス　ビューティルナ ー
シャンプー台・セットイスの導入・顧客満足の向上と
売上拡大

547 宮城県 株式会社さんとり茶屋 2370601002587 脚付きテーブル・椅子導入による回転率の増加

548 宮城県 ギャラリー月の里 ー
親子2代の作品をコラボしたギャラリー開設で販促
シナジー発揮

549 宮城県 ドリーム整骨院 ー
保険外利用客の拡大を狙いとして安らぎ・癒し系メ
ニューの充実

550 宮城県 有限会社　鰻・若松商店 4370602000241 ホームページのリニューアルと決済方法の拡充

551 宮城県 有限会社サクラソイル 4370002007481
実店舗店頭の有効活用による注目ＵＰと周知によ
る集客増加施策

552 宮城県 ノワイエ ー
低糖質ギフト商品の開発及び販売による認知度と
売上の向上

553 宮城県 マルサン　みうら水産 ー
仮設から本設への移転による新たな顧客獲得事
業

554 宮城県 株式会社梅本自動車工業 9370301000199
「カーライフを豊かにする点検・整備」の提供による
新規顧客獲得

555 宮城県 SmileDining ー ケータリングカーで健康な食事を

556 宮城県 有限会社チトセ 6370502000653 健康セミナーを主軸とした新たな販路の開拓

557 宮城県 株式会社及善商店 7370501000546
売上と利益率向上のための商品パッケージ及び販
促強化

558 宮城県 佐良スタジオ ー
ドローンを活用した映像表現と多角的撮影による
新規顧客開拓

559 秋田県 ＪＵＮ株式会社 5410001011553 料理×体験の地域コミュニティ　誕生
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560 秋田県 ヘアラボサンズ ー デジタルパーマ機の新規導入による販路開拓事業

561 秋田県 伊藤謙商店 ー
どぶろく製造店としての受入体制整備と生産性向
上

562 秋田県 有限会社トガシ製作所 5410002007468
ＣＩを活用した統一的で明確な企業メッセージ発信
による販路開拓

563 秋田県 湯の台食堂 ー
効果的なホームページで新規顧客の獲得を目指し
ます。

564 秋田県 ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ ー 顧客ニーズに対応した美容戦略

565 秋田県 きさかたグリーンファーム ー
エアコンの導入でオールシーズン“新鮮な食材”を
提供します。

566 秋田県 有限会社サンコー 9410002007324 スマホ対応ホームページで集客力ＵＰ!

567 秋田県 瀧觀 ー
高齢者にやさしい店舗改装と広告宣伝による集客
力向上事業

568 秋田県 今野自動車整備工場 ー
居心地の良い快適な商談スペース構築による販
路拡大事業

569 秋田県 Dance Studio Ride Up ー
移動（出張）教室による域外での新規生徒獲得事
業

570 秋田県 カイロプラクティック・コシカワ整体院 ー
高い技術力を活かす施術設備導入、そして新規顧
客獲得へ！

571 秋田県 有限会社　田丸 4410002011636
パッチワーク教室の快適空間の提供でお客様満足
度向上！

572 秋田県 秋田マテリアル株式会社 3410001005334
技術力と循環型社会をＰＲする魅力ある展示物に
よる販路開拓

573 秋田県 藤本商店 ー
地元と製法にこだわった「甘酒」で新規顧客の獲
得を目指す

574 秋田県 くら吉有限会社 3410002012882 店舗のビジュアル・プレゼンテーション力強化事業

575 秋田県 A・S・D Planner ー
デジタル刺繍機導入で、オリジナルブランドを全国
に販路拡大！

576 秋田県 堺商店 ー 「夜パフェ」で新規個客獲得大作戦！

577 秋田県 今野農機商会 ー
TIG溶接機導入による顧客サービス向上と販路拡
大計画

578 秋田県 伊藤商店 ー
販促ツール活用による　名代酒まんじゅう　販路拡
大計画

579 秋田県 オートステージ ー
町のタイヤ屋さん№１宣言　タイヤ預り拡充で高齢
者も安心満足！

580 秋田県 もみやま整体治療院 ー
集客拡大を図る「新規顧客の獲得とリピート定
着」！

581 秋田県 阿部機工　有限会社 7410002007276 設備導入を柱に営業力UP！新規案件に挑戦！

582 秋田県 株式会社　慶樹 4410001012156 Ｒ７号線の人気ラーメン店へ！宣伝強化大作戦！

583 秋田県 有限会社　アクティブ 3410002012098
当社の強みを秋田県内に！元請からの依存脱却す
るためのＨＰ開設

584 秋田県 有限会社　佐々木自動車 6410002007129
「お客様第一主義」を徹底追及、新HPで域内外集
客UP！

585 秋田県 有限会社　こまつインテリア 4410002011421
後継者の営業活動に必要なトイレバリアフリー化と
広告掲載の活用

586 秋田県 合同会社　ダイセン創農 6410003002913
秋田県産加工商品の大規模成約獲得にむけた販
路開拓事業

587 秋田県 吾作大曲 ー
外装一新と券売機導入で顧客獲得！「吾作」ファン
づくり事業
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588 秋田県 渡辺機工 ー 新サービス拡充による受注拡大と新規営業強化！

589 秋田県 カーランド ー 持続的発展にむけたマーケティング戦略事業

590 秋田県 有限会社　鈴大工業 7410002006716 営業力強化によるサービス向上と受注拡大！

591 秋田県 黒澤糀屋 ー ホームページの作成とネット販売環境の整備

592 秋田県 有限会社　高橋ふとん店 8410002012291 移動媒体による３６５日の広告宣伝事業

593 秋田県 有限会社佐藤塗装 2410002007322
ＣＩを活用した営業ツール作成による新規受注獲
得

594 秋田県 有限会社　平熊商店 5410002012360 代々続く「ひらくま」の再建復興計画

595 秋田県 今野工務店 ー
産業用太陽光発電工事の受注体制構築による販
路拡大

596 秋田県 角館そば ー
こだわりの自家製粉手打ちそばを提供し続けるた
めの機械導入

597 秋田県 株式会社ニシキボディ 5410001008673
高度化する電子システム起因の故障整備へ対応
するための設備導入

598 秋田県 料亭　登喜和 ー
新店舗への誘客と外国人旅行客への対応を目的
としたPRの取組み

599 秋田県 エリヤ神岡 ー
本物のおいしさの探求と調理スピードアップのため
の設備計画

600 秋田県 家具のマルタク ー
カフェコーナー新設　くつろぎの空間　提供による販
路拡大

601 秋田県 株式会社　丹波住建 2410001007554
地域密着型工務店における自社の強み強化と新
しい販路開拓の構築

602 秋田県 hair make CUBE ー
顧客が顧客を呼び込む！紹介カードとケアドライ導
入で販路開拓

603 秋田県 にぼし屋 ー
渾身の一杯（中華そば）を秋田角館から仙台・首
都圏に

604 秋田県 清流一夜干し　鮎まる本店 ー 新商品「殿さま鮎せんべい」開発による販路開拓

605 秋田県 船場　龍水庵 ー
駐車場拡充と店舗看板設置によるチャンスロスの
解消と誘客強化

606 秋田県 そばきり長助 ー
そば茶開発と赤そば活用で新たな観光スポット創
出

607 秋田県 株式会社　岩城町農園 8410001004983
原木椎茸をＷＥＢで全国へ情報発信！干し椎茸の
魅力とその存在感

608 秋田県 キッチン山河 ー
食事も買い物ものんびりどうぞ！気軽に集まれる憩
いの場の提供

609 秋田県 三協モータース ー
現地開業５０年。高齢者の安全を考えた店舗づくり
事業

610 秋田県 AUTO-BODY阿部 ー
自社Webサイト構築とSNSの連動による販路開拓
事業

611 秋田県 寿司竹 ー
呼び込め訪日外国人！店内環境整備で魅力度
アップ事業

612 秋田県 鈴木精工 ー
技能に見合う測定器で匠の技術を見える化プロ
ジェクト

613 秋田県 セイ建築事務所 ー
届け魅力！！定期広告による内覧会誘客～建築主
主体の家づくり～

614 秋田県 三浦電子株式会社 6410001005224
技術力と信頼性をＰＲする営業ツール作成による
販路拡大

615 秋田県 セラピー森の風 ー
経絡リンパマッサージのサービス追加、新規顧客を
獲得します
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616 秋田県 ヘッドセラピーKinouchi ー ターゲット拡大！当店PRによる新規顧客の獲得！

617 秋田県 プライベートサロン a Little Bit’s ー
ホームページとＳＮＳを活用した域外への販路拡
大！

618 秋田県 奥山仕出し店 ー
フリーペーパーを活用した新規顧客獲得　お弁当
は当店へお任せ！

619 秋田県 佐々木栗園 ー
観光客向け栗料理・加工品の提供を目的とした加
工所の改修

620 秋田県 有限会社角館こだわり蔵 4410002012816
外国人観光客を取り込むための情報発信の取り
組み

621 秋田県 温活サロンふわり ー
広がる紹介の輪！自慢のサービスPRで集客アッ
プ！

622 秋田県 藤内輪店 ー 域外への販路拡大による新たなファン作り！

623 秋田県 カットハウス　ヌーマ ー
新規顧客の囲い込み！バリアフリー化と看板設置
による販路拡大！

624 秋田県 東北印刷(株) 6410001007443
ドローンを活用した印刷物・映像の付加価値創出
による販路開拓

625 秋田県 有限会社　川村鉄工所 3410002006042
自社技術・製品を限りなく域外へPRするための情
報発信力強化

626 秋田県 株式会社　ＩＭＩ 2410001009328
地方銀行フードセレクション2019出展による販路
拡大

627 秋田県 寿司　割烹　いろは ー
店舗改装で若年層向け「ちょっと贅沢なお食事
処」ＰＲ

628 秋田県 佐野ペイントサービス ー 得意分野のＰＲで販路開拓

629 秋田県 創作料理さいかち ー
顧客ニーズに応じた設備改善と魅力発信のため
のツールづくり

630 秋田県 株式会社 八柳 7410001008597
伝統工芸品『樺細工』を全国・海外へ！展示会出
展による販路開拓

631 秋田県 マルショウ佐々木鮮魚店 ー
鮮度保持と在庫充実、調理工程短縮を目指す”真
空パック”導入

632 秋田県 シミズモーター ー
店舗の認知度向上とボディメンテナンスによる販路
拡大

633 秋田県 有限会社　魚舞 3410002007296
高齢者（買い物弱者）を食事面で健康サポート推
進事業

634 秋田県 J-COM ー
大判サイズ対応プレス機導入によるサービス拡充
と販路拡大

635 秋田県 阿部建築 ー
住宅工事のことならお任せ！様々な工事に対応い
たします

636 秋田県 フォトヒカリエ ー
経営力向上のための動画新商品の開発・販路開
拓

637 秋田県 ル・カフェ・プランタニエ ー
泊まれるレストラン！～オーベルジュ事業展開による
販路拡大～

638 秋田県 ＥＮＥＸ　株式会社 8410001008712
ＩｏＴ技術搭載の地下水熱ヒートポンプシステムの
販路開拓

639 秋田県 温花サロン　melia ー
女性の美の欲求に寄り添うアロマリラクゼーション
店のエステ事業

640 秋田県 丸福旅館 ー
小規模だからこそできる「部屋食提供」PRによる
販路拡大

641 秋田県 株式会社　雑役サービス 5410001010514
女性スタッフと対応する「町の便利屋」認知度向上
による販路拡大

642 秋田県 合同会社よろこびのたね 9410003003231
「介護×美容～介護脱毛エステサロン～」の販路拡
大事業

643 秋田県 菓子工房　甘楽 ー
インバウンド対策で外国人観光客を呼び込むため
の販路開拓事業
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644 秋田県 株式会社男鹿なび 4410002006470
自社ハタハタ加工製品のパッケージリニューアル
で販売促進

645 秋田県 ㈲吉野屋商店 7410002011914
月間２５０回施術達成に向けた環境整備で利益向
上を図る

646 秋田県 こまち食品工業株式会社 6410001007369
小型総菜缶のギフト商材向けデザイン包装紙開発
による販路開拓

647 秋田県 小伸製作所 ー 高品質製品の新規受注による売上拡大事業

648 秋田県 新星自販 ー
地域性に合った新サービス（防錆塗装）展開で販
路拡大

649 秋田県 サンワメタルス株式会社 8410001005081
ＣＩを有効活用し技術力・信頼度を効果的にＰＲす
るツールの充実

650 秋田県 佐々木建具 ー 温もりのある木工品で売上拡大

651 秋田県 Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ Ｎｕｔｓ ー 雪国特有の除雪問題解決で販路拡大

652 秋田県 ヘルスケア日々輝 ー
疲れた女性をトータルケア出来る整体施術院を目
指す取組み

653 秋田県 有限会社　黒丸 3410002011397
「アイユくろまる」の存在感アップで着実な顧客獲
得事業

654 秋田県 鮨吉 ー
メニュー表刷新！おかずテイクアウトPRで客数、客
単価UP計画

655 秋田県 （有）髙橋造園土木 5410002011627
庭のある暮らしを提案の展示場（ガーデンモール）
へ誘導PR活動

656 秋田県 Hostel＆Bar　CAMOSIBA ー
外国人観光客を中心とした新規顧客誘致対策事
業

657 秋田県 あつまれ大漁や ー
秋田産日本酒のセールスプロモーションの実施と
販路開拓

658 秋田県 中華料理・居酒屋　美蘭 ー
タイムロスの改善！ドリンクカウンター設置で顧客満
足度アップ

659 秋田県 自家焙煎珈琲専門店　アメヤ珈琲 ー 移動販売の魅力アップ推進事業

660 秋田県 ハウスメンテナンス ー
新店舗移転を契機に新規顧客の獲得と既存客の
囲い込み戦略を推進

661 秋田県 株式会社イトウ建材店 6410001006544
配管清掃の新サービスと広告宣伝による新規顧客
の獲得

662 秋田県 ビューティーサポートナツイ ー
美容室提携ネットワーク『サポートザフューチャー』
ＰＲ

663 秋田県 株式会社エクセルコーポレーション 3410001005152
当館（ホテル）へのスムーズな誘導を促す外部発
信強化事業

664 秋田県 和泉はり・きゅう治療院 ー
伝統医療「鍼灸」で地域の高齢者就労支援と介護
予防を推進

665 秋田県 重右衛門 ー
ICTを活用した広告宣伝機能の強化による販路拡
大

666 秋田県 有限会社　小松百治商店 2410002013386
　原産地から栄養成分まで、一目でわかる商品
パッケージの改良

667 秋田県 カクテルジロー ー
古びない美しさの追求、バーカウンターが創る「出
会い」推進事業

668 秋田県 株式会社吉田工務店 3410001010805
ＩＣＴ活用でセンス溢れるデザイナーズ住宅を大胆
ＰＲ！！

669 秋田県 有限会社渡部畳店 1410002005962
顧客管理システムで潜在需要を掘り起こし売上機
会を逃さず獲得

670 秋田県 わかさぎ亭 ー
和室用椅子席の設置及びトイレの改修による顧客
ニーズへの対応

671 秋田県 有限会社　羽後大一興業 3410002008146
再生エネルギーとグランピングの融合を目指した
サービスの開発
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672 秋田県 有限会社さなづら本舗 9410002012571
インバウンドを中心とした集客アップ、新規顧客開
拓と販路拡大

673 秋田県 株式会社トースト 6410001008557
衛生管理システムの構築による海外向け商品の開
発と販路拡大

674 秋田県 有限会社荘司機工 3410002007453
ＣＩと技術力の発信による企業認知度向上と販路
開拓

675 秋田県 佐々達工務店 ー
『生活環境が異なる2つの家』新築内覧会開催に
よる販路拡大

676 秋田県 オイル漬け専門店　Norte Carta ー
ホームページ作成による認知度向上と新商品の販
路開拓

677 秋田県 株式会社　鈴木水産 1410001007349
「県魚ハタハタ」のアレンジ商品の販路拡大と認知
度向上の取組

678 秋田県 訪問美容サービス　にこちょき ー 訪問美容サービスの周知による新規顧客獲得

679 秋田県 御菓子司　小田 ー 看板設置による新規顧客獲得と売上増加

680 秋田県 秋八高原リゾート合同会社 5410003003029
インバウンド誘致・誘客に繋げるホームページの多
言語化対応

681 秋田県 お客さま本舗 ー
季節の悩みは当社が解決！ご当地ヒーロー十二変
化大作戦！

682 秋田県 まるさ商店株式会社 7410001004423
人と心が通う気持ちいい空間へ　チーム「まるさ」
の挑戦事業

683 秋田県 株式会社　鳥海フォス 1410001005419
6次産業化への生産体制構築と新事業PRによる
販路開拓事業

684 秋田県 株式会社　ドラゴン・ドリーム 2410001007315
業務効率化「ごまたっぷり餅」の生産性向上と販
路拡大事業

685 秋田県 遠田米穀店 ー 自社ブランド米の品質向上による販路拡大事業

686 秋田県 Aramax ー HP・看板・チラシの作成による新事業の周知。

687 秋田県 有限会社　佐藤建工 3410002007445
”栄養満点”秋田どじょう「柳川せんべい」の生産・
販路拡大事業

688 秋田県 有限会社　角館きがた 6410002012391 10年後を見据えた技術のブランディング大作戦！！

689 秋田県 株式会社　丸栄堂 2410001008585
葬送に関する悩みを解決し販路拡大のためのHP
リニューアル事業

690 秋田県 Cafeモロビ ー
オリジナルかき氷ソースの開発で販路拡大を目指
す

691 秋田県 ヘアサロンrhythm ー
新規顧客獲得と既存顧客囲い込みのための認知
度・満足度向上事業

692 秋田県 有限会社まこと農産 5410002003459
無人販売コインロッカー導入による地元認知度向
上と販路拡大

693 秋田県 柴田ドライクリーニング店 ー
お任せください！消費者に選ばれるための設備導
入＆新規顧客開拓

694 秋田県 ボディーショップKクラフト ー
販路拡大ﾆ向けたフレーム修正機設置のための作
業ブース改修事業

695 秋田県 ネコマツ ー
移動可能業務用燻製機及び乾燥機の導入による
新商品開発事業

696 秋田県 株式会社　あきた森の宅配便 5410001006792 微粉砕機導入による健康志向顧客獲得事業

697 秋田県 Ｂａｒ　ＺＥＲＯ ー 女性客が気楽にお酒を楽しめる空間づくり

698 秋田県 南秋屋 ー 高齢者にも外国人にも優しい店づくりで販路拡大

699 秋田県 佐藤種苗株式会社 9410001010238 ベジタブル情報発信基地プロジェクト
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700 秋田県 株式会社　白滝イワナの里 9410001011021 村の魚「イワナ」を使った料理に提案で販路拡大

701 秋田県 株式会社ワタナベデンキ 9410001007580
顧客拡大の為のウェブサイト更新と周知ダイレクト
メール

702 秋田県 佐藤木材容器 ー ”共感消費”をテーマとした新商品の販路拡大

703 秋田県 カット専門店ONLY鷹巣店 ー
電動理容イス導入による顧客に優しい店舗づくり
で新固定客獲得！

704 秋田県 樹皮工房　山の恵 ー
新たな顧客層獲得のための情報発信力強化＆生
産性向上

705 秋田県 合資会社百穂苑 6410003002351 インバウンド向け対応　ホームページの一新

706 秋田県 リトルマザーハンズ ー
自店ー縫人ーパワーアッププロジェクト（おもてなし
環境の整備）

707 秋田県 佐藤昭司漆器店 ー ＩＣＴ活用により収益増加と利便性向上を目指す

708 秋田県 株式会社　上杉組 7410001006329
健康志向、安心・安全志向消費者が求める新商品
「乾燥食品」製造

709 秋田県 hair＆relax Lien ー 新規顧客獲得へつなげる為の広告強化事業

710 秋田県 株式会社蔵吉フーズ 9410001002763
食材の旨みと自社の強みを最大限に活かした新
商品開発

711 秋田県 尾形昂税理士事務所 ー
創業者・後継者を応援します！新サービス提供とイ
メージ刷新計画

712 秋田県 ナガノ看板 ー 「地域限定オリジナルシール」の開発・販路開拓

713 秋田県 岸野治療院 ー 無料座禅教室開催を契機とした新規顧客獲得

714 秋田県 海鮮居酒屋　味彩 ー
市外県外顧客を集客するためのホームページの作
成

715 秋田県 平和板金 ー
様々なニーズに対応する「軽トラハウス」の販路拡
大事業

716 秋田県 Soraushia ー
チラシや看板設置を活用した店舗情報発信強化
による新規顧客獲得

717 秋田県 松永菓子舗 ー カフェ部門創設による売上拡大事業

718 秋田県 有限会社佐藤自動車商会 8410002007390 車両販売強化による大径タイヤ販売拡大事業

719 山形県 吉田トタン工事店 ー
商談ショールーム整備による個人顧客向け営業の
強化

720 山形県 黒沼畜産株式会社 9390001002428 肉専門店が行う宅配ＢＢＱ事業

721 山形県 株式会社オオツ興業 6390001002604 サイレントクラッシャー導入による販路開拓事業

722 山形県 有限会社幸成工業 6390002006851 環境整備と生産量拡大による販路開拓事業

723 山形県 有限会社東海林ファスニング 8390002003640 高性能探査機導入による販路開拓事業

724 山形県 株式会社月山ポレポレファーム 3390001012093
Tバーリフト新設による冬期間の新規顧客獲得事
業

725 山形県 資生堂チェインストア　ラピス ー
小物雑貨品コーナー新設による新規顧客獲得事
業

726 山形県 かっとはうす　さあど ー 遊漁船業の安全装備と機械システム化の充実

727 山形県 有限会社　遊佐不動産 6390002008286 商談スペースの設置による新規顧客獲得
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728 山形県 有限会社カネヤマ商店 6390002011133
飲食部門の更なる拡充による顧客満足度向上事
業

729 山形県 有限会社かしわや 3390002016044
ネット利用客の訴求力と評価アップのための和室
リニューアル

730 山形県 ヘアーサロンさとう ー
「癒し」をテーマに心身ともにやすらぎを与える空
間づくり

731 山形県 中国料理あじ彩 ー
働く環境整備を図り、お客様の快適性と作業効率
向上をめざす

732 山形県 小國自動車整備工場 ー
高温高圧洗浄機導入による農家顧客の新規獲
得・満足度の向上

733 山形県 株式会社 武田組 1390001002451
小型重機械導入による人材不足解消及び受注件
数増大事業

734 山形県 株式会社 多田農園 2390001005684
高性能選別機導入による商品の品質向上でリ
ピーター獲得

735 山形県 株式会社 佐藤工務所 4390001001203
当社オリジナル規格型住宅のPR看板設置による
建築受注拡大

736 山形県 ドリームバンク 株式会社 4390001005261
特殊冷凍さくらんぼやフルーツを使った有名シェフ
とのレシピ開発

737 山形県 有限会社 ムーラ 5390002003338
オリジナルロゴを求める顧客向け刺繍機専用デザ
インソフトの導入

738 山形県 仙台屋 ー
体験型宿泊プランと施設環境整備で客単価アップ
と需要の平準化

739 山形県 有限会社大友屋旅館 5390002011126 お客様の健康と愛煙家の共存できる宿づくり

740 山形県 株式会社六助 8390001008723 旅籠客室のリニューアル事業

741 山形県 有限会社松屋旅館 5390002011150 客室内装改装によるサービス向上事業

742 山形県 ケーエスサービス ー
清掃機械導入による施工内製化と作業効率向上
による販路拡大事業

743 山形県 西郷屋 ー
「蔵」をイメージした和モダンな店舗への外壁改修
工事

744 山形県 月山酒造株式会社 豊龍蔵 2390001011740
洗米機の導入により酒質を向上し、新規顧客獲得
事業

745 山形県 天昭園美容室 ー
コミュニティスペース設置の広報とお客様駐車場
の整備

746 山形県 朝日鉱泉ナチュラリストの家 ー
体験メニュー開発と宿泊型イベント実施による新
規顧客獲得事業

747 山形県 革職人アルティジャーノ ー
首都圏展示会で「革製品総合ドクター」周知PRに
よる顧客開拓

748 山形県 お食事処　冨がし ー
観光客向け新たな広告媒体活用による新規顧客
開拓

749 山形県 株式会社たたみの小池 2390001008191
営業支援ソフト導入による顧客深耕と新規顧客開
拓

750 山形県 有限会社ファッション四季 4390002010285
制服から一品ものまで「デザイン刺繍」の宣伝強
化で新規顧客開拓

751 山形県 有限会社安野旅館 2390002010080
真空包装器導入と新メニュー開発による新規顧客
開拓

752 山形県 フルール・ドウ・ソレイユ ー
駐車場整備による安全確保とイメージアップで売
上拡大を目指す

753 山形県 エコ・ノーサン宮林 ー
駐車場舗装と新商品開発・販売による新規顧客獲
得事業

754 山形県 理容コマツ ー
床クッションフロアー張替による店内イメージアップ
と安全性向上

755 山形県 麺屋吉村 ー
駐車場整備による駐車スペースの拡張で売上拡
大を目指す
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756 山形県 株式会社幸新館 2390001015361
禁煙者に向けた分煙室設置などの店舗施設の環
境改善で販路拡大

757 山形県 株式会社菅野時計店 3390001009107
高度な楽器修理対応のため直交両用溶接機を導
入し売上拡大事業

758 山形県 合同会社da Vinci 5390003001415 動物用麻酔器の導入によるサービス強化

759 山形県 肉料理あんどう ー
ＨＰリニューアルによる新規顧客獲得と顧客満足
強化

760 山形県 小野魚店 ー
店舗改装による宴会部門販路開拓のための環境
整備事業

761 山形県 メンズクラブ美男 ー
店内の環境改善、顧客満足度ＵＰによる増加利用
客の顧客化

762 山形県 ウエルスハシモト ー タウンメールを活用した新規エリアの顧客開拓

763 山形県 なんば農園 ー イベントの定期開催による新規顧客獲得事業

764 山形県 マリーナ ー 鶴岡発‼カラオケ喫茶による新販路開拓事業‼

765 山形県 株式会社大滝電器 9390001006809
タッチセンサー付自動ドアで子供や高齢者に安心
安全な店舗づくり

766 山形県 株式会社いで葉工望 3390001015253
パッケージデザインの変更によるブラッシュアップ
を図る

767 山形県 有限会社アクトメンテナンス 4390002006003
新たな点検・工事に使用する試験機器の充実によ
る売上拡大事業

768 山形県 有限会社石山工作所 3390002006012
ホームページ一新による、新規受注拡大及び営業
力強化事業

769 山形県 ヘアーサロン シュシュ ー
施術品質の向上を図るための設備導入とサロンづ
くり

770 山形県 荒生木材 有限会社 6390002008294
木質バイオマス発電への供給体制整備と卸売によ
る販路拡大

771 山形県 土井自動車工業 ー
工場改装による法人顧客販路開拓のための環境
整備事業

772 山形県 国井商店 ー
町内の外食事業者に多品種の精米を安定供給す
るための設備導入

773 山形県 まいづるや ー
おひとり様向けイベント企画と宿泊環境の整備によ
る来客数増加

774 山形県 Hair & beauty　Leaf ー
利便性向上を図るセニングの改良による新カット
サービスの提供

775 山形県 有限会社 齋藤鋼業 2390002008406
技術力と機動力の認知度向上による民間工事部
門強化事業

776 山形県 有限会社 佐藤建築工房 2390002008364
内装業務の内製化による経営体制強化と顧客満
足度向上事業

777 山形県 meat dish　はずき ー
快適空間でファミリー世代を！施設設備とメニュー
開発で販路拡大

778 山形県 アイビークリーニング ー
ランドリー需要の選択肢拡大による集客力強化事
業

779 山形県 藤谷菓子舗 ー 餡を使った新事業展開による受注拡大

780 山形県 株式会社 辰ヶ湯旅館 9390001006783
利便性向上に向けた温泉サービス拡充による新規
顧客の獲得

781 山形県 有限会社 山形観光サービス 5390002008923
宿泊利用を促す新プラン！　温泉サービスの利便性
向上で売上ＵＰ

782 山形県 有限会社 幸栄住宅 1390002007301 PR強化による認知度向上と新規顧客獲得

783 山形県 ヘアーサロンWEED ー
高齢者も楽々利用！駐車場のバリアフリー化で顧
客拡大事業
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784 山形県 須藤ぶどう酒 ー ワイン醸造用小型タンク導入による販路拡大事業

785 山形県 有限会社　山映 2390002014313
新メニュー開発による売上増加のための冷蔵庫・
食洗機の導入

786 山形県 ボデーショップオガワ ー
駐車場整備による印象アップと作業効率向上新規
顧客獲得事業

787 山形県 有限会社桝屋商店 1390002014504
観光客へのPR!店舗看板設置によるイメージアッ
プ作戦

788 山形県 あらき精肉店 ー
オーダーカットの実演販売による購買意欲促進事
業

789 山形県 もみほぐしおがわ ー
夕方から夜の時間帯における新規集客を目指す
駐車場整備事業

790 山形県 株式会社羽黒特産物研究センター 3390001007985
店舗外壁改修及び外壁への新たな品目看板設置
とバックヤード改修

791 山形県 Мワークス ー
清掃機を導入し多種現場対応による販路拡大事
業

792 山形県 プライドテーラー秋葉 ー お直しサービスで新規顧客獲得と売上拡大

793 山形県 ファミリーショップ甲子園 ー キーワード検索広告で集客アップと新規客獲得

794 山形県 有限会社 Ｍ・Ｊ 4390002006647
アパレル業に参入するための自社ブランド商品の
企画開発

795 山形県 お惣菜とお食事の店　ヤマキチ ー
ランチの女性利用者が90％を占める飲食店の洋
式トイレ化改修

796 山形県 山科ストアー ー 集客アップ！店頭改装で明るく入りやすい店づくり

797 山形県 黒坂農園 ー
機械導入による生産性向上と青果卸・産直での販
路拡大

798 山形県 珍来 ー
本格的中華「仕出し弁当」への新規参入による売
上UP大作戦！

799 山形県 ビジネスホテル丹泉 ー
イス・テーブル導入と充実朝食による売上アップ事
業

800 山形県 株式会社阿部農園 1390001013374
生産性向上機械導入による新規農産物の生産と
新規販路開拓

801 山形県 有限会社オートランドカネダ 7390002011553
福祉車両レンタル事業新規参入による新規顧客獲
得・販路拡大事業

802 山形県 一楽 ー 座敷席の高齢者利用に向けた環境整備事業

803 山形県 有限会社サークル 5390002015201
アフターフォローの強化とカスタム事業への参入で
売上拡大

804 山形県 株式会社小屋酒造 9390001008714 製造工程看板等設置による酒蔵見学体制の構築

805 山形県 サロンド・ジョイ ー
炭酸泉スーパージェット水洗とデジタルパーマ導入
で販路拡大事業

806 山形県 日々喜商店 ー
店舗案内看板と誘客装置の新設による新規顧客
獲得事業

807 山形県 株式会社渡部畜産 8390001011363
ホームページ開設と新商品開発による新規顧客獲
得で売上増加

808 山形県 五十嵐工務店 ー
ホームページ導入で元請新築、リフォーム工事販
路拡大事業

809 山形県 菊摩呂こけし工房 ー
女性向け創作こけしの開発と販売チャネル確率に
よる売上拡大

810 山形県 有限会社そめや自動車 2390002011252
トタン屋根張替による工場イメージアップと作業効
率化事業

811 山形県 大成自動車サービス ー 工場・看板塗装によるイメージアップ事業
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812 山形県 池田石材店 ー
「お墓のアフターフォロー」のＰＲによる新規顧客獲
得

813 山形県 中華そば七郎 ー
地域情報誌への広告掲載による商圏の拡大と新
規顧客獲得

814 山形県 麺屋雪国 ー
店内の快適温湿度環境整備で辛みそラーメン等
のリピーターを獲得

815 山形県 合資会社虎屋西川工場 1390003000932
ワイナリー見学の受入強化と購買意欲促進による
店舗売上増加事業

816 山形県 株式会社つたや 7390001012107
台湾インバウンドを獲得するための月山プロモー
ション事業

817 山形県 延沢建材 ー
資材置場整地・舗装と量り売りPRによる売上及び
顧客増加事業

818 山形県 有限会社今井電気工事店 4390002016142
間伐材を木質バイオマス燃料へ加工する事による
新たな販路拡大

819 山形県 家具のおだ　織田建具店 ー
機械導入による新ブランド「kichi吉kichi」確立事
業

820 山形県 有限会社みちのく特産 6390002011513
遠心分離機導入による地域特産品の品質向上及
び販売促進

821 山形県 株式会社東だんご本舗 5390001009328
最新のラベル印刷機導入による顧客満足度UPで
販売量拡大事業

822 山形県 大沼養蜂 ー
快適な水回り環境の整備による農家民宿新規顧
客獲得事業

823 山形県 株式会社佐藤燃料店 5390001011242
専用セルフ洗車場整備で洗車需要の獲得と新規
客の獲得

824 山形県 tonall ー
新規顧客開拓のためのホームページとリーフレット
作成事業

825 山形県 有限会社いなげ花店 7390002006025
ファサード改装と御供え花束コーナー拡充による売
上拡大事業

826 山形県 株式会社丸内 8390001004854
成型機導入による新商品開発と生産性向上で販
路拡大

827 山形県 有限会社大國屋 5390002006241
効果的な宣伝とリンクするHPリニューアルによる新
規顧客の獲得

828 山形県 patisserie Yoshi ー
新メニュー開発と増産による業務用冷凍冷蔵庫導
入事業

829 山形県 株式会社大沼建築 8390001012808
会社のイメージアップによる子育て世代の新規顧
客獲得事業

830 山形県 有限会社トントンとんび 8390002006271
ニーズを捉えた新フライトプラン提案でお客様との
マッチング向上

831 山形県 和食処 花まる ー
高齢者用椅子・テーブルの導入と客室改装による
新規顧客獲得事業

832 山形県 斉藤自動車 ー
整備機械導入とサービス内容を広報することでの
新規顧客獲得事業

833 山形県 有限会社ボデーハウスカモタ 6390002003320
エアコンガス回収再生装置の導入による新規顧客
獲得事業

834 山形県 美容室Viage ー
店舗看板設置及び器械導入と広報PRによる新規
顧客獲得事業

835 山形県 米沢グリーンゴルフクラブ成島 ー
打席照明のＬＥＤ化とサービス拡充による販路拡大
事業

836 山形県 後藤建築 ー
提案用３Ｄ建築ＣＡＤソフト導入による販路拡大事
業

837 山形県 有限会社古川板金工業所 5390002016224
新開発の「屋根を保護する雪止め」の増産化と顧
客開拓

838 山形県 Big up hair ー
新たな施術器械導入と新施術メニューの提供で新
規顧客獲得

839 山形県 ブライトライフコンサルタント ー
こころを健康にしたい人への認知度向上を目的と
した販路拡大事業
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840 山形県 有限会社北斗クラフト 3390002015780
高機能汎用スキャンツール導入と車検点検のメ
ニュー化で販路拡大

841 山形県 有限会社エダマツ農材 1390002014207
「ワイン農家（醸造用ブドウ農家）」顧客開拓のた
めの舗装事業

842 山形県 髙橋土木 ー
舗装用ローラー導入による舗装に特化した販路開
拓事業

843 山形県 ビューティーサロン・マツダ ー
新しいサービス開始に伴う駐車場整備による売り
上げ拡大

844 山形県 有限会社リヒトカメラ 4390002008560
ドローンと4Kカメラを購入し空中撮影の新規事業
を図り売上拡大

845 山形県 株式会社ｅN 4390001015698 ラーメン店を出店し売上増加を図る

846 山形県 株式会社　髙橋塗装 5390002016117
地域の美化に配慮した敷地内整備工事による顧
客満足度向上事業

847 山形県 株式会社マルゼンミートフーズ 9390001006841
商談成約率アップに向けた内部環境整備と販路
開拓事業

848 山形県 関野家 ー
居心地の良い店舗に改装し顧客満足向上と売上
増加を目指す

849 山形県 カネミ食堂 ー トイレ改修による顧客満足度とおもてなし向上事業

850 山形県 hair life works ー
スムーズなお客様誘導のための看板設置・広告宣
伝による販路開拓

851 山形県 有限会社シブヤ 2390002016053
スクリーン広告とSNSの連携によるリアルタイムの
情報発信

852 山形県 株式会社　郷 9390001005488
目印看板設置とサービス動線確保による収益強化
事業

853 山形県 有限会社　きくや 2390002016094
建物外喫煙ハウスの設置による新規顧客獲得事
業

854 山形県 ペンションステラ ー
客室空間の魅力アップと新宿泊プラン創設による
新規顧客獲得事業

855 山形県 有限会社アベオイル自動車整備工場 3390002010633
倉庫を活用した新サービス開始で顧客満足度向
上・売上増加事業

856 山形県 株式会社　仕出し料理あらかわ 3390001013182
ドライブスルーで快適！弁当注文の新規獲得大作
戦

857 山形県 難波とうふ店 ー
移動販売車による品質管理とPRでブランド力・売
上アップ

858 山形県 有限会社矢口人形 9390002011444 高品質で安心安全な新商品開発で販路拡大

859 山形県 スズタケ塗装店 ー
コンプレッサー購入及びウレタン吹付工事受注拡
大と広告宣伝事業

860 山形県 カスタムボマーズ ー
機械導入による作業効率アップ！顧客確保で販路
拡大

861 山形県 株式会社ティーアイ建興 8390001014110
新規顧客獲得に向けたHPでの情報発信と新聞等
での広告宣伝事業

862 山形県 オーディオラボ鶴岡株式会社 8390001015620
店舗看板設置による新規客のスムーズな誘導と顧
客獲得事業

863 山形県 漆山果樹園 ー
新たに販売什器を増設しジェラート・スイーツ・酒
類の売上拡大

864 山形県 有限会社やまぜん食品 8390002009852
新事業！ＯＥＭ商品の製造に関する専用低温冷蔵
庫の設備導入

865 山形県 有限会社辰巳屋牛肉店 5390002014368
HP・パンフレット作成を活用した新規顧客獲得に
よる売上拡大

866 山形県 砂塚のスコーン屋さん千 ー 店舗看板、照明、機材の設置による販売増加事業

867 山形県 木村自動車鈑金 ー
HPとシャッター看板による事業内容の認知度アッ
プ作戦
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868 山形県 有限会社冨樫成型所 3390002014411
混合式粒断機導入による生産性及び品質の飛躍
的な向上で販路拡大

869 山形県 株式会社　萬菊屋 1390001010685
「高湿度冷蔵庫」の導入による保冷大量ストックで
販路拡大

870 山形県 株式会社小野エンジニアリング 8390001015018
車検整備や一般整備など自動車整備部門への事
業拡張で売上拡大

871 山形県 サンフラワー ー 販売スペースの増設と駐車場整備による販路開拓

872 山形県 出羽サービス有限会社 4390002010277
若年層を取込む営業活動とホームページ制作によ
る販路開拓

873 山形県 有限会社　テクニカルスズキ 9390002014406
お客様が気楽に立ち寄れる待合スペースの完成
で売上増加を図る

874 山形県 勝村建設 株式会社 7390001002421
新プランのメニュー化と事務所設備改修による新
規顧客獲得事業

875 山形県
株式会社 石山ボディオートメディカルセン
ター

9390001014514
新規格整備機器導入による作業・生産性向上に
係る販路拡大

876 山形県 株式会社板垣水道 3390001008001
商圏を拡大し、修理・リフォームに特化した営業に
よる顧客開拓

877 山形県 美容室エル ー デジタルパーマ機械の導入で人気のパーマを提供

878 山形県 和食　葉月 ー
新規顧客を取り組むための店舗内の魅力向上計
画

879 山形県 いこいの宿「農」 ー
間仕切りと遮音工事によるアメニテイ向上と新規
顧客の獲得

880 山形県 株式会社　渡會本店 9390001007889
清酒の製造工程自動化による品質向上と多品種
少量生産体制の構築

881 山形県 Hair make TRUNK ー
髪のお悩み解決！ワンランク上の”綺麗”をあなた
に！販路開拓

882 山形県 佐藤長三郎そば ー
インバウンド客と若い世代に向けた情報発信によ
る販路開拓

883 山形県 ブティック絵里香 ー
新規事業を地域外にアピールするための広告と新
たな照明の見せ方

884 山形県 レストランファミリー ー
立地を活用した販路開拓と、利便性向上による売
り上げ確保事業

885 山形県 そば処紅留満 ー
地元産そば粉、出羽かおり使用の手打そばの看板
設置で売上回復

886 山形県 合同会社Mamuro 1390003001534
見守り支援・見守り情報提供サービスの新規販路
開拓事業

887 山形県 つるよしそば店 ー
時代に合わせた店舗改装と物販・デリバリー強化
による売上拡大

888 山形県 モモヤ本店 ー
空調器具と照明改修による生花の色彩・鮮度を保
つ販売拡大事業

889 山形県 月山観光開発株式会社 5390001012091
新商品・新サービスの開発とHPリニューアルによ
る来客数増加

890 山形県 東の麓酒造有限会社 4390002014534
日本酒を活用した観光客誘致による地域活性化と
直販事業の推進

891 山形県 有限会社　旅館大和屋 7390002014580
テーブルと椅子導入による顧客満足度アップで販
路拡大事業

892 山形県 横山育子美容室 ー
明るく入店し易い店舗づくりと、確かな技術による
新規顧客の確保

893 山形県 滝商店 ー 駐車場整備で新規顧客獲得と売上向上を目指す

894 山形県 牛洒亭 ー
業務用製氷機導入による新メニュー提供とサービ
ス強化で売上向上

895 山形県 株式会社さとう電熱 9390001011791 電気設備の故障予知技術の開発事業
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896 山形県 有限会社オズミ 4390002016191 ショッピングモールの構築とパンフレット作成

897 山形県 菓子工房ほていや ー
「菓子工房ほていや」の新商品開発による事業拡
大計画

898 山形県 無量庵 ー
新たな製粉機導入による原価の削減と新規顧客
の獲得

899 山形県 有限会社　石川重蔵商店 1390002013836
米検査設備機器導入で取引先の確保、売上げ拡
大事業

900 山形県 大山接骨院 ー
駐車場環境整備による来院者満足の向上と来院
者アップ

901 山形県 有限会社　湯沼温泉 5390002014005
新メニュー（スイーツ・ドリンク等）提供で若い世代
の顧客獲得

902 山形県 月山建設株式会社 2390001012094
事務所のショ－ルーム化と自社の魅力発信による
若年層の獲得

903 山形県 さが江屋旅館 ー
店舗リニューアルによるイメージアップと新メニュー
で販路拡大

904 山形県 株式会社　リンショウ 3390001013604
米等の販売・果樹林の伐採希望者などに広くＰＲ
する為にＨＰ開設

905 山形県 株式会社　杉森商会 7390001010390
快眠セミナー開催と除菌消臭のサービスで売上向
上

906 山形県 有限会社旅館さくら湯 3390002012431 宴会場と宿泊客室の稼働率向上を目指す取組み

907 山形県 株式会社住器サービス佐藤 9390001015330
土木部門の業務拡大に伴う「砕石場設置」で、販
路拡大事業

908 山形県 菓子の仲屋 ー
作業の効率化と地域に密着した新商品の開発に
よる販路開拓事業

909 山形県 株式会社　オビヤ 1390001006700
高齢者に優しい店舗づくりによる新規顧客開拓事
業

910 山形県 有限会社アイエムシー 9390002016245
新規取引先開拓に向けた商談スペース設置で経
営基盤の強化

911 山形県 ウエノカーサービス ー 工場稼働率改善による新販路開拓

912 山形県 有限会社　廣工務店 3390002010204
職人1人1人が営業マン‼で他店との差別化による
販路開拓事業

913 山形県 LADE clothing ltd. ー
オンライン注文直結型ウェブサイトとカタログでの
若年層受注拡大

914 山形県 有限会社　すがわら製麺 6390002009474
製麺機用高性能麺切刃導入による商品開発・品
質強化で未来を拓く

915 山形県 C’s＿eyelash ー
新サービス導入で再来店率向上・新規顧客開拓
で売上向上

916 山形県 ゴトウ塗装 ー リペア補修事業参入による販路拡大

917 山形県 株式会社　冨永工務店 3390002015260
事務所ショールーム化で当社独自の解体工事ＰＲ
による販路開拓

918 山形県 金田板金加工所 ー
第2作業場の拡張を行い個人からの受注を逃さな
い体制づくり

919 山形県 株式会社　国分石材 4390001011466
新規事業の提案と既存墓石販売の拡充による販
路開拓

920 山形県 株式会社 藤建設 9390001002477
事務所作業場駐車場整備と新商品開発による新
規顧客獲得事業

921 山形県 菅野魚店 ー
高座テーブル・イス導入によるサービス向上で集客
力アップ事業

922 山形県 愛昭運輸　株式会社 5390001011291 引っ越し事業の積極的な受注による販路開拓

923 山形県 黒澤建設株式会社 3390001013629 看板やPRシート製作による新規顧客開拓事業

33/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

924 山形県 株式会社　香月 7390001011422
地産のフルーツジャムを年間供給する為の冷凍庫
導入

925 山形県 有限会社 菊屋 9390002003202
店舗自動ドアの改修並びに陳列棚の設置による
新規顧客獲得事業

926 山形県 合資会社　後藤酒造店 1390003000817
高付加価値日本酒の海外市場向け販路新規開拓
と売上拡大

927 山形県 株式会社松野工務店 5390001011283 作業効率化によるリフォーム工事の獲得

928 山形県 有限会社　齋藤組 5390002015250 住宅解体工事の積極的な受注による販路開拓

929 山形県 島津魚店 ー
ガスレンジとフライヤー購入で効率を高め、売上の
増加を図る

930 山形県 石川染工 株式会社 7390001002405
ＨＰ開設で広報力強化と加工技術開発による新規
得意先獲得事業

931 山形県 食堂万来 ー
設備を整えサービス向上、顧客満足度UPで売上
向上

932 山形県 株式会社氏井写真館 1390001009546
スマホ対応のHPリニューアルでアニバーサリー家
族写真をPR

933 山形県 カガミサイクル ー
店舗設備改善と工具収納箱導入による業務効率
化と新規顧客獲得

934 山形県 つかさ花店 ー 店舗改装と新商品開発による新規顧客獲得事業

935 山形県 三大住建 ー
気密・断熱構造体験型の簡易モデルハウスによる
販路開拓事業

936 山形県 小屋工務店 ー リフォーム受注のためPR看板設置事業

937 山形県 fringe ー
予約を取るための力強いホームページへのリ
ニューアル

938 山形県 ponteはり灸マッサージ ー
店舗設備改修と情報誌広告掲載による新規顧客
獲得事業

939 山形県 横山忍建築 ー
リフォーム受注拡大のための接客スペース改修事
業

940 山形県 魚や　えびす ー
移動販売「魚や　えびす」号の惣菜、仕出し製造、
販売施設整備

941 山形県 内装ケイ ー 新型糊付け機械の導入による新規顧客開拓事業

942 山形県 わがつま ー
生産設備の拡充と社員教育による技術力アップで
販路拡大事業

943 山形県 株式会社　食産 1390001013639 品揃えの充実による新規顧客開拓事業

944 山形県 陶修窯　碁点焼 ー
店舗環境改善による新規客獲得及び来店者数増
加事業

945 山形県 BARBER TETSUYA ー
炭酸泉の導入による単価アップ・メニュー看板の設
置

946 山形県 株式会社三共造園 1390001004778
看板設置及びウェブサイト開設による新規顧客獲
得事業

947 山形県 株式会社中沖酒造店 3390001010766
幻の酒米「酒の華」を使用し新商品開発により海
外展開で売上増

948 山形県 株式会社あらい 4390001013776
後継者による新たなブランドの鉄瓶開発による販
路拡大事業

949 山形県 STEAMWORKS株式会社 4390001014774
建築雑誌への広告掲載とパンフレット作成による
新規顧客獲得事業

950 山形県 株式会社佐藤総建 3390001013439
看板の設置、新しい階段の設置及びHPの作成で
売上拡大

951 山形県 やさいの荘の家庭料理　菜ぁ ー
ランチ・カフェ部門の拡大・強化による新規客獲得
及び売上向上
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952 山形県 ナスキー ー 部品保管場所整備による新規近隣業者獲得事業

953 山形県 クリエイティブヘアB,doll ー
顧客の悩み解決～店舗設備改修と新メニューで販
路開拓

954 山形県 株式会社ホテル月の池 2360030123456
客室の快適度向上と女性専用プラン開発による新
規顧客獲得事業

955 山形県 yosuga cafe ー
駐車場舗装と新商品開発による新規顧客獲得事
業

956 山形県 株式会社中條屋 4390001004817
新商品開発に係るHP開設及び販売拡大と新規顧
客の獲得事業

957 山形県 ペンションあっぷる ー 施設設備改修による外国人宿泊客倍増獲得事業

958 山形県 建築鈴木 ー
20代～40代子育て世帯の家づくり応援と新規顧
客獲得事業

959 山形県 有限会社美車門 1390002010643
商談スペースの環境整備とカウンセリング強化に
よる新規顧客開拓

960 山形県 有限会社彩花亭時代屋 3390002006169
新宿泊プランの提供及びHP改修による新規顧客
獲得事業

961 山形県 有限会社タケダワイナリー 6390002006240
来場者向け環境整備による企業イメージの向上と
新規顧客獲得事業

962 山形県 有限会社ノエル 9390002006295
店舗周辺設備改修と新サービス提供による新規顧
客獲得事業

963 山形県 株式会社設楽酒造店 2390001012103
カフェテラス新設による来館者の購買意欲促進事
業

964 山形県 菓子舗わかつき ー
観光客向けの新商品開発による西川町のPRと売
上拡大事業

965 山形県 高栄設備株式会社 6390001012099
機動力向上のための専用倉庫設置により個人か
らの受注増加

966 山形県 金子製作所 ー 第2工場新設により加工屋から新分野への進出

967 山形県 マルハルさとう ー
VIPルーム設置とトータルコーディネート提案によ
る客単価増加

968 山形県 株式会社丸友製材 9390001012121
短納期対応力の強化による機会ロス削減で売上
増加

969 山形県 有限会社　耕美堂 7390002010398
表装用大型プレス機導入で新規受注獲得と新た
な魅力発信！

970 山形県 有限会社宮宿衛生社 8390002016171
浄化槽修理サービス開始のための修理機材導入
で新たな販路開拓

971 山形県 有限会社アトリエ・リズ 6390002008162 高齢者を対象とした顧客開拓事業

972 山形県 有限会社西浜タイヤ 7390002008244 設備導入による大型車両の販路開拓

973 山形県 阿部産業株式会社 7390001011975
新規顧客に対応するための検針機導入での販路
開拓

974 山形県 有限会社　菅藤組 7390002011826
屋根融雪装置の看板設置とパンフレット作成によ
る顧客獲得事業

975 山形県 和田酒造合資会社 6390003000928
香港展示会出展による新規販路開拓および既存
販路拡大

976 山形県 Canana ー
物販とワークショップの強化に伴う新規顧客開拓
事業

977 山形県 畳屋清兵衛 ー
新機械導入による畳替えの促進とPR強化による
新規顧客獲得事業

978 山形県 美容室まりん ー
育毛関係機器導入による中高年の悩み解消育毛
メニューで販路開拓

979 山形県 鈴乃園 ー
看板設置で当店取扱商品とサービスの認知向上
による売上拡大事業

35/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

980 山形県 有限会社エヌエス・商会 6390002011802
営業内容をわかりやすく表した看板広告による新
規顧客獲得事業

981 山形県 古民家カフェ　わだや ー 広告宣伝と店舗環境整備による販路開拓事業

982 山形県 Verve hair & relax ー
炭酸泉ヘッドスパ導入してのメニュー強化で客単
価UPと販路拡大

983 山形県 有限会社肉の小林 7390002015744
金属探知機、電動プリンター導入によるＯＥＭ製造
強化事業

984 山形県 株式会社木村ぶつだん 5390001012216
新規顧客獲得のための企業間等連携強化による
販路拡大事業

985 山形県 早坂建築 ー
看板設置と３DCAD導入による認知度・売上アッ
プ事業

986 山形県 中川果樹園 ー
ホームページリニューアルによる新規顧客獲得事
業

987 山形県 English House ELM ー 受講生確保のための顧客開拓事業

988 山形県 株式会社カネカ 5390001008791
チラシポスティング、建築現場広告によるブラン
ディング強化

989 山形県 有限会社　丸石産業 5390002009772
しな織の知名度向上に向けたＨＰの充実と新商品
開発・販路開拓

990 山形県 ヘアデザインリーチェ ー
ホームページを活用した髪質改善メニューによる
集客計画

991 山形県 Hair Salon toccare ー 予約管理サイト導入による新規顧客獲得事業

992 山形県 29cafe KIRAKU ー
店頭前面改修及び看板設置による新規顧客創生
事業

993 山形県 株式会社B・エンタープライズ 9390001015009
事業拡張に伴う空調設備導入による快適空間提
供で販路拡大

994 山形県 有限会社豊田工業 5390002011209
新ECサイト構築とコーポレートサイト連携による
ネット販売強化

995 山形県 リオンヒノデ美容室 ー
炭酸泉器材とデジタルパーマの新規事業立ち上げ
で販路拡大

996 山形県 有限会社紅葉館 4390002011201 新たな顧客開拓のための公式サイト構築事業

997 山形県 YSKえんどう商店 ー
店舗改修とレイアウト変更で魅力ある商店作りによ
る売上拡大

998 山形県 鯉川酒造株式会社 1390001006816
外国人の日本酒製造研修時に使用する洋式トイレ
の設置工事

999 山形県 株式会社ヤマメイ 6390001013741
新たな販売体制の構築（名称：エコロジーハウス
山形研究会）

1000 山形県 清野メリヤス ー しみ抜き機導入による生産性向上への取組み

1001 山形県 株式会社アップタウン 7021001042915
リノベーションによる古民家カフェの女性客獲得事
業

1002 山形県 株式会社　中央設備 8390001012155
給排水申請CADシステム導入による作業効率化
と受注拡大事業

1003 山形県 クラッカー ー
県内唯一の動物園来園者にソフトクリーム提供し
て売り上げ確保

1004 山形県 有限会社　藤島屋商店 7390002016123 店舗外装リニューアルによる集客力アップ事業

1005 山形県 株式会社山川興業 9390001011288
空調服導入による夏期における作業効率化と売上
拡大

1006 山形県 林石材店 ー
新サンドシステムによる新規顧客獲得と異業種連
携

1007 山形県 有限会社やまり 8390002014794
新商品開発による新規顧客の獲得と固定化による
売上拡大
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1008 山形県 食彩遊膳　まる梅 ー
新規顧客獲得のため看板・照明・のぼり旗・エアコ
ン設置

1009 山形県 ほっこり農園 ー 小松菜の生産量増加と販路開拓による売上拡大

1010 山形県 テクニカルスズキ ー
測定器導入による作業効率改善と受注獲得による
売上増加

1011 山形県 株式会社西塚管工事店 9390001011263
機械導入による作業効率の改善と受注可能数の
増加

1012 山形県 中華料理　蔵 ー
キッズメニューの開発とトイレ改修による顧客獲得
事業

1013 山形県 佐藤建築有限会社 5390002015382
看板作成による新規顧客開拓と発電機導入による
作業の効率化

1014 山形県 てんまる ー
回転数の向上と季節メニュー開発による女性客の
獲得

1015 山形県 株式会社　木林森 6390001011670
朝食メニュー開発と空調設備改善による長期滞在
客獲得事業

1016 山形県 清野モータース ー
「パパママ割プラン」の導入による子育て世帯顧客
の獲得

1017 山形県 やきとり　みさき ー
明るく省電力、アットフォームなおもてなしで新規顧
客を獲得！

1018 山形県 菓子舗　玉屋 ー
省電力化による経費削減と、商品安定供給に向け
た環境整備

1019 福島県 近徳 京月窯 ー
果物の焼成灰を原料にした「桃源郷シリーズ」の
ブランド化

1020 福島県 奥裏磐梯らぁめんや ー
お年寄りも安心、雰囲気に合ったテーブルと椅子
で安心な食事を

1021 福島県 ペンションやまびこ ー 木の温もりと香りを感じるお風呂で、癒しの空間を

1022 福島県 しのぶ写真店 ー
「ロケーションフォトサービス」事業の開始による新
規顧客獲得

1023 福島県 おの建築設計事務所 ー ペットケア増改築パッケージプランの開発と提供

1024 福島県 齋藤りんご園 ー
りんごの付加価値向上によるブランド化と販路拡
大

1025 福島県 合名会社　小松屋 3380003000023 高齢者に優しい浴場改革による販路拡大

1026 福島県 atelier couture SoaR(ｱﾄﾘｴ ｸﾁｭｰﾙ ｿｱ） ー ブランド力構築と縫製技術ＰＲによる差別化事業

1027 福島県 有限会社濱蝶 7380002006356
高齢者にやさしく若者にお得な老舗寿司店の地域
一番店への挑戦

1028 福島県 フジヤマ商事　株式会社 2380001019207
和の空間と郷土料理でもてなす団体様・観光客集
客アップ事業

1029 福島県 アルカディア ー 新装オープンによる観光客の取り込み

1030 福島県 牛川電子株式会社 8380001018376 コーポレートサイトで受注力強化・販路開拓戦略

1031 福島県 和麦工房ぱんぱん ー
飲食スペース併設による販路拡大及びパンフレット
活用による販促

1032 福島県 すずやストアー ー
顧客満足度向上を図るための店舗内リニューアル
事業

1033 福島県 ㈲秋元屋旅館 8380002034579 とにかく明るい店内を、目立ってお客様も安心入店

1034 福島県 インテリアミズノ ー 内装工事を中心とした受注体制革新事業

1035 福島県 信陵建設 株式会社 2380001000694
地元産フルーツの消費拡大と取扱額の向上に向
けた農産品加工事業
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1036 福島県 あー夢工房 ー
60分で縫える夢の洋裁教室PRで楽しい被災地コ
ミュニティ形成

1037 福島県 有限会社　おおた 8380002021684  小さくても外国人に選んでいただける旅館づくり

1038 福島県 株式会社　遠藤ホーム板金 5380001027594 元請工事受注拡大に向けた広告宣伝活動

1039 福島県 ドナルドペンション ー 素泊まりのお客様も安心、食材持込みで自ら調理

1040 福島県 株式会社ハチエー 2380001023118
女性でも気軽に相談できる！住まいの安心コンシェ
ルジュＰＲ事業

1041 福島県 昭栄堂菓子舗 ー
販売拡大に向けた商品の品質維持と在庫確保の
ための設備導入

1042 福島県 テーラー山田 ー
思い出の洋服をもう一度！“タンスの肥やしリフォー
ム”ＰＲ事業

1043 福島県 石正 ー
石の汚れ、落とします！お手頃クリーニングで先祖
のお墓を美しく

1044 福島県 有限会社梁川丸公 3380002006665
「思い出の一皿で故人を偲ぶ法要膳」を鮮やかに
彩るプロデュース

1045 福島県 橘内畳店 ー
トライアングル△PRで和室のトータルコーディネー
ト事業

1046 福島県 森自動車 ー
次の５０年に向けて！「サービスの見える化」店舗で
安心施工宣言

1047 福島県 協和産業株式会社 6380001003248
ペットの健康守ります！清潔トータルケアで飼い主
の安心獲得事業

1048 福島県 シミズ砿油株式会社 4380001003258
タイヤの保健指導で女性・高齢者の愛車タイヤ健
康寿命増進計画

1049 福島県 有限会社横田農園 2380002020361 販促ツールで「こおりいちご」移動販売ＰＲ計画

1050 福島県 堀井商事 ー
みんなが使える薪割り機の導入で薪生産と売上Ｕ
Ｐ

1051 福島県 北星木材工業有限会社 8380002035610 オリジナル木製家具の販売促進事業

1052 福島県 ペンション　ペルメル ー
50歳以上のお客様を更に集客する為の古民家風
ペンション事業

1053 福島県 株式会社カノウヤ 6380001003165
新しい令和の時代へ！新ＷＥＢサイト構築による販
路開拓事業

1054 福島県 有限会社ヨコハマ縫製 4380002018627
内製化による販路開拓と利益拡大及び大幅な生
産性向上事業

1055 福島県 cafe＆shop　SORA ー 顧客流失防止のためのテラスデッキ製作事業

1056 福島県 EPISODE1 ー
～あなたの記念日を演出します～美容院が行うファ
ミリースタジオ

1057 福島県 割烹　古ばやし ー
伝統を重んじお客様を満足させる料理と空間づく
りで集客アップ

1058 福島県 Ｙショップ橋本平田店 ー 高齢者に寄り添った店舗作り及び販売促進事業

1059 福島県 有限会社クリエイティブ・ロダン 1380002023349
移動式店舗（理美容車両）ロダンバスの販路開拓
事業

1060 福島県 有限会社　かぎや 5380002035423
高齢化した既存顧客のリピート率向上のための食
事環境整備

1061 福島県 ㈱トウエキ 6380001007785 住宅リフォーム事業強化による販路開拓

1062 福島県 株式会社阿部ニット 6380001003330
万葉の時を超えた「美濃和紙」と「伊達ニット」の
コラボ展開

1063 福島県 ソマチット株式会社 6380001026546
無農薬小麦粉で作った「食」の提供で健康へのお
手伝い
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1064 福島県 CAFE JI-MAMA ー 満足度向上及び売上拡大に向けた店舗改装

1065 福島県 親不孝ラーメん ー
学生向けメニュー開発と来店頻度向上に向けた販
路開拓事業

1066 福島県 有限会社　川合精肉店 9380002014786
遠方から買って帰ってもらえる「たっちゃんのメンチ
カツ」のPR

1067 福島県 楪園芸株式会社 7380001027790
納品プロセス強化による生産性向上と高品質な商
品提供

1068 福島県 株式会社華摘 8380001007560
「個性が輝く」撮影シーンの開発および提案で販
路開拓

1069 福島県 SUBSTANCE ー
”最高の一杯”を作り上げる為の品質管理の徹底
と販売促進の実施

1070 福島県 小室石材店 ー
次世代に先送りしない「墓じまい（改葬）」ができる
方法

1071 福島県 大和屋　郡山安積店 ー 認知度アップチラシＰＲによる新規顧客獲得

1072 福島県 末広寿し ー
高齢者をターゲットにしたブランド力強化による販
路拡大

1073 福島県 民宿　山楽 ー
新規顧客獲得・顧客ユーザーへ向けた「最高のお
もてなし」の提供

1074 福島県 株式会社ミルグラン 1380001025701
商品告知の同時多発的な展開による新規顧客の
獲得と販路拡大

1075 福島県 ヘアーサロンコクブン ー
半個室スペースの整備と新メニュー形態導入によ
る販路開拓事業

1076 福島県 くさのストアー ー
生活関連サービス事業拡大による新規顧客開拓・
客単価ＵＰ事業

1077 福島県 有限会社十字堂薬局 5380002035480 薬局で行う簡易健康診断で新規顧客開拓

1078 福島県 お家パンオブ ー
ビール酵母を活用した天然酵母パンの開発と新た
な販売方法の確立

1079 福島県 瀧乃家 ー 広告宣伝と新メニュー考案による集客アップ作戦

1080 福島県 株式会社ソルト 8380001023104
ジャージー牛乳を活かした「乳製品の専門ショッ
プ｣の立ち上げ

1081 福島県 玉野屋本舗 ー
新規顧客、地元顧客増加のためのパンフレット制
作計画

1082 福島県 株式会社あぐりあいづ 4380001025418
自社生産果物・加工品のパッケージリニューアル
等による販路開拓

1083 福島県 有限会社アピールデザイン 6380002007669 新たな販促ツール導入による新規顧客獲得事業

1084 福島県 カーサポートさぼてん ー
～販売から整備　車じまい～まで　車のトータルサ
ポート

1085 福島県 株式会社ウインズ 2380001004605
モノづくりを「見せる工夫」で地域認知度アップと
販路開拓

1086 福島県 有限会社佐久間防水工業 9380002009605
住宅外構分野への進出に向けた宣伝強化と販売
チャネルの開拓

1087 福島県 ペンション　森のバスケット ー スマートフォン対応のHP作成で来館者アップ作戦

1088 福島県 有限会社山口こうじ店 6380002018583
新規顧客獲得のための自社ホームページ（ネット
ショップ）開設

1089 福島県 有限会社　ドライブイン磐尚 5380002032577
豆ずり餅、経費削減と販路拡大にむけた設備の導
入事業

1090 福島県 太田屋旅館 ー 地元特産品セットの新メニュー開発で販路開拓

1091 福島県 株式会社ユー企画創建 2380001023704
職人の技と近未来ＶＲの融合で女性客の心を掴み
新築受注増に挑戦
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1092 福島県 焼肉だるま ー トイレ改装は顧客対応・衛生管理のダブル効果

1093 福島県 御もてなしの宿　悠ゆ亭 ー
本物の「くつろぎ」を求めるお客様を獲得する情報
発信力強化事業

1094 福島県 環境住宅株式会社 2380001009645
住宅・不動産購入弱者の為のワンストップトータル
サポート事業

1095 福島県 有限会社　永井のくわ 3380002015179
HPリニューアルによる本物の農具・サービスを全
国へ

1096 福島県 有限会社ケーズコーポレーション 9380002018861
自動車整備の差別的ＱＣＤサービス提供による新
規顧客の獲得

1097 福島県 有限会社星将 6380002018856
「祝事・法要」受入れのための生産性向上と利益
率UP事業

1098 福島県 コナン健康施術院 ー
湖南町魅力発信拠点のコテージ施設充実及びPR
施策で販路開拓

1099 福島県 Jit-En ー
３つの「美」を追求した顧客満足サービス事業の展
開

1100 福島県 株式会社奥州屋 9380001027839 セカンドライフを山野草と暮らす展示遊歩道事業

1101 福島県 山彩屋 ー
当社商品のイメージ統一化とお客様へのアフター
フォロー構築

1102 福島県 有限会社千葉輪業商会 4380002010625 女性客が来店しやすいサービスの提供

1103 福島県 そば家やまき ー ＩＴ化推進と若年層顧客新規開拓で売上拡大

1104 福島県 ミュリール ー
取りこぼしニーズ拾い上げに向けた新商品開発と
付加価値ＵＰ戦略

1105 福島県 有限会社土屋化成 6380002010689 システム導入による販路開拓ならびに業務効率化

1106 福島県 ichinoichi coffee ー
ホームページを活用した法人顧客の販路開拓事
業

1107 福島県 あおぞら接骨院 ー 新サービスの導入による顧客満足度向上事業

1108 福島県 有限会社山城屋旅館 5380002012843 若年層集客強化による売上拡大

1109 福島県 大堀相馬焼　松永窯 ー
企業のギフト需要向けランディングページ制作によ
る販路開拓

1110 福島県 有限会社深山荘 3380002012597
ＩＴ化推進と多言語化対応による海外旅行者誘客
で売上拡大

1111 福島県 麺屋海山 ー
ファミリー層顧客シェアアップの為の新メニュー開
発と店舗改装

1112 福島県 羽鳥湖つり掘公園 ー
「遊び、学び、食育、体験」ができる釣り堀公園の
販路開拓事業

1113 福島県 かわばたキャンプ場 ー キャンプ場の収容人数拡大による売上アップ事業

1114 福島県 株式会社ｆ’sぽけっと 8380001028029
ウェブサイトリニューアルによる情報発信力強化と
新規客獲得事業

1115 福島県 かつらぎ荘 ー
赤ちゃん専用温泉の開発とサービス提供及び販路
開拓事業

1116 福島県 ママリン食彩工房 ー
現有人員体制下において品揃え・生産量を増やす
ことで売上増加！

1117 福島県 有限会社　大椙食品 4380002018973
「夜明け豆腐一丁三千円」少人数製造体験ワーク
ショップの開催

1118 福島県 有限会社　柴三郎会 1380002019017
ピアノ教室のホームページ制作・シニア世代対象
のピアノ講座事業

1119 福島県 中華キッチン茉莉花 ー
美容・健康・美食が満喫できる毎日飽きない薬膳
中華の創作と普及
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1120 福島県 株式会社小島門吉商店 2380001012847
こんにゃくを使ったヘルシーなタピオカの開発と販
売促進

1121 福島県 有限会社丸久 5380002026141
ブライダルリングmimiの自社オリジナルECサイト
構築

1122 福島県 有限会社　丸善 1380002018489
「タイムシェアルーム」を活用した地域と事業の発
展計画

1123 福島県 大喜建築有限会社 8380002024522 「無垢材ZEHリフォーム」の販路開拓事業

1124 福島県 Morry Homes ー
新たな切り口の販路開拓と付加価値を加える商品
製造・販売計画

1125 福島県 株式会社佐久間自動車ガラス 3380001014719 「ホログラムガラスフィルム」の販路開拓事業

1126 福島県 株式会社水野工務店 8380001020299 「注文住宅ホワイトスタイル」の新規販路開拓事業

1127 福島県 ｍａｗｔｙ ー
新メニュー提案による顧客満足度向上と新規顧客
獲得

1128 福島県 合同会社うえだ 4380003003644
鉢植え庭木を活用した、お手軽庭園の提案による
販路拡大事業

1129 福島県 株式会社田村薬草農場グループ 7380001016216
自社倉庫の整備で取引円滑、品質・顧客満足向上
に伴う売上拡大

1130 福島県 斎藤機械サービス ー
ショールーム並びに商談スペースの設置による小
売部門強化事業

1131 福島県 石のやしろ株式会社 7380001010937
チラシによる商圏拡大及び見込み客・売上アップ
事業

1132 福島県 菓子工房　ウブカタ ー
くつろぎの場の創造！カフェスペース設置による顧
客獲得事業

1133 福島県 松井商店 ー
観光案内・休憩所設置による販路拡大と地域コ
ミュニティ機能再興

1134 福島県 株式会社ウイング 4380001020781
東北初「軽キャンピングカー」ディーラー店を活用
した販路開拓

1135 福島県 有限会社ネストホーム 3380002018842
消費者購買プロセスを意識した販売促進策による
受注拡大事業

1136 福島県 有限会社　塚原製作所 1380002021245
加工精度を可視化し営業ツールとする事で、確実
な新規顧客の獲得

1137 福島県 有限会社　県南サンマッシュ 3380002021573
しいたけの製造環境を整備し品質を保証する事
で、新規顧客の獲得

1138 福島県 角田石材店 ー
“待ち”の経営からの脱却！お墓リフォームの情報
発信で販路開拓

1139 福島県 合同会社イエロールーフ 9380003002105
顧客本位のサービスとアユキャンの広告宣伝強化
による販路開拓

1140 茨城県 ㈱樫村ふぁーむ 4050001042479
長ねぎのねぎ調整機導入による出荷量アップと販
路拡大

1141 茨城県 風月堂 ー 長期保存できる栗蒸し羊羹の販売による販路拡大

1142 茨城県 アプリコット㈱ 5050001045530
コストコンサルティングサービスの展開による新規
顧客の開拓

1143 茨城県 山田家電サービス ー
家電修理事業者によるリラクゼーションサロン併設
型店舗の開発

1144 茨城県 (同)LIMONE 7050003004227
世界初！オランウータンを守る、「竹」のオリジナル
カップの販売

1145 茨城県 麻尾石材店 ー
伝統技術と石材を融合したオリジナル商品の宣伝
力強化事業

1146 茨城県 大和車輌㈱ 4050001032364
お買い物も楽しめるブルーベリー農場の体験型観
光販売施設づくり

1147 茨城県 興ちゃん亭 ー
視覚的にお客様を楽しませるメニュー開発と店舗
づくり
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1148 茨城県 野口自動車整備工場 ー
茶道の雰囲気や地域文化を感じさせる自動車整
備工場の店舗づくり

1149 茨城県 麺工房　秋田 ー
蕎麦ファンの満足度向上を図る店舗施設整備事
業

1150 茨城県 深谷ナーセリー ー
クローン技術を活かした育苗受託事業と水草の
ネット販売の開始

1151 茨城県 ONE BAKERY ー 当店独自のデニッシュペストリー系パンの商品化

1152 茨城県 かわすみ施術院 ー
体の内と外から美容を追求する施術メニューの開
発

1153 茨城県 ㈱タナカヤ 9050001032293
山桜をテーマにした自社オリジナルの宝飾商品ＰＲ
事業

1154 茨城県 ㈲つくし 9050002010595
高齢者向け介護家具体験コーナー設置による売
上向上計画

1155 茨城県 ぼうやんち ー
栗の熟成プロセスの確立による最高品質の熟成
栗の提供開始事業

1156 茨城県 宮内自動車 ー
エアコン整備技術の高度化による新規顧客の獲
得

1157 茨城県 ㈱梅屋 6050001015400
和テイストサンドイッチの開発による地域需要の開
拓

1158 茨城県 竹寿司 ー
パーティーサービスの開始と店舗１階のお客様ス
ペース整備事業

1159 茨城県 ㈱大三 3050001015774
コンサルティング業務の拡充による運営施設の開
拓

1160 茨城県 168 ー
日本や地域の文化を訴求する民泊サービスの提
供

1161 茨城県 ガレージ・サクライ ー
ネット購入者対応タイヤ交換セルフサービス導入
事業

1162 茨城県 ㈱妃恵望 2050001037927
筋力維持の設備を取入れた安全なデイサービス事
業への拡大

1163 茨城県 ㈲青木菓子店 5050002033856
デコレーションどら焼きの開発による若年世代の需
要開拓

1164 茨城県 東海テント ー 半既製品テントシートの開発による販売拡大

1165 茨城県 東海スポーツ ー
個別対応の刺しゅうサービスによる新規顧客の獲
得

1166 茨城県 ㈱輝龍フーヅ 7050001042220
新サービスの提供による新規顧客開拓・従業員の
作業効率UP

1167 茨城県 スタディラウンジReQ ー
小学生向けの英語・プログラミング教育導入による
顧客層の拡大

1168 茨城県 アプロム㈱ 605000103925	
つくば市内営業店舗の充実によるアプロムブランド
の発信・浸透

1169 茨城県 UniPo㈱ 2050001034288
住宅施設、住宅デザイン向け防水防塵LEDテープ
の販路開拓

1170 茨城県 高山商店 ー 米屋が作った手づくり揚げ餅の製造販売事業

1171 茨城県 千～せんなり～ ー
新規ファン獲得のための席前調理演出事業および
環境整備事業

1172 茨城県 アーデン音楽館 ー
自社オリジナル教材を活用した独自メソッドの全国
展開

1173 茨城県 福田自動車工業 ー
２つの専門整備サービスの提供による販路開拓事
業

1174 茨城県 トレーナーステーション ー
企業の健康経営を支援する出張施術サービスの
提供

1175 茨城県 knot　coffee ー
生活を楽しむ「コト商品」としての「挽きたて珈琲
（粉）」の販売
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1176 茨城県 つの国や ー
食べ歩きのお客様に向けた舞茸そばいなりの新た
な提供方法の導入

1177 茨城県 マッターホルン ー
特産品を活用した新商品開発と新販売促進による
顧客獲得強化事業

1178 茨城県 ゴルフリンク ー
30~60代男性用リアル高精度解析による最適ゴ
ルフクラブ提供

1179 茨城県 Yoshiki-WatchBOX ー
男性顧客に向けた新たなオリジナル商品の提供に
よる販路開拓事業

1180 茨城県 南浦和整体学院取手校 ー
予防保全型完全個別対応方式による運動療法
サービスの提供事業

1181 茨城県 VICTORY STONE ー
ペット愛好家に向けたオリジナルペアアクセサリー
の提供事業

1182 茨城県 ㈱はっとり 3050001030113
自社オリジナルブランド「minicola」の販路拡大事
業

1183 茨城県 風月堂菓子舗 ー 繁忙期にも対応できる生産性向上事業

1184 茨城県 佐古染色工芸 ー
自然由来の染料で染めた付加価値の高い草木染
商品の開発

1185 茨城県 ㈲神永製作所 6050002032353 自社開発商品の普及促進事業

1186 茨城県 ㈲千代田緑地 3050002014271 荒農地の整備・活用事業の新展開

1187 茨城県 ㈲おその江 1050002006535 お米屋さんの米粉唐揚げ弁当の開発・販売

1188 茨城県 ブラッシュネイルズ ー 作業効率の向上による新規お客様開拓

1189 茨城県 アースファースト ー
「美」と「健康」を訴求する「縄文黒米てばおこわ」
の開発

1190 茨城県 バーバーショップゲイン ー
増毛メニューを開発し顧客満足度向上及び新規
顧客獲得事業

1191 茨城県 ㈲鍋屋本店 1050002010314 栗を活かした「食べ歩き商品」の開発

1192 茨城県 ㈲きらら館 4050002010105
店頭訴求力の高いリアルな焼き立てパンの追及に
よる売上向上事業

1193 茨城県 ㈲柏陶園 5050002010054
陶器と手作家具のコーディネートを楽しめる新コン
セプト店の開発

1194 茨城県 ㈱まえけん 6050001040571
食材廃棄ロス低減を目的とした商品開発と採算性
の向上

1195 茨城県 ㈲こころコーポレーション 5050002022966 近隣施設の買い物客を囲い込むための販路開拓

1196 茨城県 真壁商会 ー
墓仕舞い・墓所改葬申請から工事までワンストップ
サービスのPR

1197 茨城県 石津理容所 ー 外国人に向けたサービス強化による新規顧客開拓

1198 茨城県 べつばら処　ひまわり ー
イラストケーキ・写真プリントケーキによる新規顧客
獲得

1199 茨城県 パティスリーヒカリノ木 ー
もこもこ商品のブランド化と生産性向上による販路
拡大

1200 茨城県 中村自動車工業 ー
持ち込みタイヤの交換サービスによる新規顧客の
開拓

1201 茨城県 ㈱パークス 7050001044654
新たな顧客に向けたオリジナルパソコンの販売強
化

1202 茨城県 真家モータース ー
農家をターゲットとした新サービスの提供による売
上向上

1203 茨城県 ㈲プロショップサイトウ 5050002010392
若者が気軽に立ち寄れる店作りへの変革による売
上向上事業
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1204 茨城県 ㈲上野屋酒店 2050002037281 酒類を中心としたイベントプロデュース事業の開始

1205 茨城県 酒本社会保険労務士事務所 ー
空き店舗を利用した書類等預かりサービスによる
販路開拓

1206 茨城県 ㈲クラモチ 9050002012641
バリアフリー・トイレ、鍼電極治療器導入による患者
サービス向上

1207 茨城県 ㈲モーハウス 3050002022720
「母子支援の為の災害時の備蓄品としての授乳
服」の販路開拓

1208 茨城県 ホワイトアイリス ー
プライスレスな感動を届けるホワイトアイリスフォト
の受注拡大

1209 茨城県 ㈱クリーンワーク 5050001010996
瀧田蕎麦を使用したガレットがウリの地産地消の
カフェオープン

1210 茨城県 大和田工務店 ー
「茨城産杉を使った美しい木組みの家」の開発と
お客様提案事業

1211 茨城県 小川屋 ー
見やすい看板設置及び新規顧客獲得に向けたＰＲ
事業の展開

1212 茨城県 理容タカマツ ー
新感覚パンチパーマ『濡れパン』の提供による新
規顧客の獲得

1213 茨城県 Desiko ー レーザー加工機の導入による制作商品の増加

1214 茨城県 蜻蛉屋 ー
「着物屋」が行うインバウンド需要に向けた宣伝強
化で売上拡大

1215 茨城県 ㈱Lakrids 4050001045572
人物全体の着用イメージを失くした、腕時計ブラン
ドサイト作成

1216 茨城県 パワーハウスつくば ー
パラスポーツ会員増強の為の新型トレーニングジ
ム構築で売上増！

1217 茨城県 ㈱あらの珈琲 4050001045944
コーヒー豆専門店の飲食部門の強化による販路の
拡大

1218 茨城県 M.S.B hamburger&sandwich ー
大口テイクアウトの獲得とカフェタイム利用の拡大
による売上増

1219 茨城県 ㈱ASITIS 2050001040996
住宅選びに悩むリノベーション顧客を取り込む広
報事業

1220 茨城県 Cruise ー
海外顧客向け英語対応セルフオーダーシステムの
導入による売上増

1221 茨城県 坂入製茶工場 ー
オリジナルデザイン茶缶の受注によるオンリーワン
ギフトの開発

1222 茨城県 鮨源 ー
オリジナル創作料理でプロデュース「縁結びお祝
いコース」

1223 茨城県 ㈱柴沼醤油インターナショナル 3050001037991
海外展示会出展による茨城県産有機醤油・ソース
の販路拡大事業

1224 茨城県 きのか蔵㈱ 8050001044240
きのか蔵の新商品のネット販売システムの構築及
びPRの実施

1225 茨城県 もみほぐしヴィアーレ ー
恐怖心を和らげるカウンセリングと刺さない鍼での
アプローチ

1226 茨城県 自然食レストランパンプキン ー 店の個性を活かした集客増加事業

1227 茨城県 中城本店 ー
ホームページリニューアルによるギフト商品の販売
促進

1228 茨城県 げたや蕎麦 ー
鹿島神宮の鹿にちなんだ「鹿角メニュー」開発によ
る新規顧客開拓

1229 茨城県 フィッシングリゾート㈱ 3050001008324
女性顧客向け本格釣り体験と地域メニュー新設に
よる売上向上事業

1230 茨城県 ㈱SUNBRIDGE 1050001045311
美容出張サービス開発及びサービスの認知度向
上

1231 茨城県 ㈱SELECT-ONE 9050001042482
地域密着型の広告代理店による地元原産ホシイ
モECサイトの運営
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1232 茨城県 ㈱井川建築設計事務所 6050001042774
設計事務所が提供する自転車のインテリアショップ
の開発

1233 茨城県 ㈱プラチナコーティング 2050001029288
塗装セミナー等により信頼と安心感を高め、単価を
向上させる取組

1234 茨城県 大山理容所 ー
アイロン技術を活用したアイロンパーマ専門店の
開発

1235 茨城県 Npoca ー
インターネットショップ出店での販路拡大・新規顧
客獲得

1236 茨城県 すし　ふぐ　に組 ー
スチームコンベンション導入による売上増と販路開
拓

1237 茨城県 長治園 ー
土づくりのノウハウを活用した高付加価値オリジナ
ル商品の開発

1238 茨城県 ㈱花嶋Japon 1050001038843
新規造園コース作成による販売促進・売上向上事
業

1239 茨城県 食彩　太信 ー
法事等団体客を呼び込むための料亭店舗のバリ
アフリー化

1240 茨城県 ㈲長谷商事 7050002036551
広域な範囲への提案・販売促進による貸し会議室
稼働率向上事業

1241 茨城県 Dinata ー 美髪施術による新規顧客開拓

1242 茨城県 ㈱常陸建設工業 3050001003044
民間企業の変電所関連工事を対象にした新手法
による販路開拓

1243 茨城県 ハーラウマヒナポーマイカイ ー
ウクレレ教室の開校及びハワイアンカルチャーを学
べる場の提供

1244 茨城県 飯野工業㈱ 6050001015350
東日本にて竹パウダーの先駆者になるための商品
開発と販売促進

1245 茨城県 浜焼太郎つくば ー
つくば市の魅力あふれる特産品を「地産地消」で
販売強化事業

1246 茨城県 魚福寿司支店 ー
地域の魅力を伝える創作和定食ランチの提供によ
る顧客獲得事業

1247 茨城県 華エンタープライズ㈲ 2050002028297
100種類以上のメニューを時短ニーズに対応した
持帰り商品展開

1248 茨城県 仲沢自動車 ー 新型タイヤ対応交換機導入による新規顧客開拓

1249 茨城県 ONES ー
ガーデンセラピーへの取り組みによる新規顧客の
開拓

1250 茨城県 ㈱岩城恒産 4050001028684
建設業用マッチングサイト設置による人手不足解
消と受注強化事業

1251 茨城県 トータルリペアアトリエK ー
自動車修理トータルサービス提供による品質・生
産性の向上

1252 茨城県 矢口商店 ー 漁師絶賛の「熟成干物」による個人客の新規開拓

1253 茨城県 入山畳店 ー 子育て世代に向けた無染土畳表の販路拡大事業

1254 茨城県 大洋設備工業㈱ 5050001021903 自社開発のネジ式Ｕ字溝蓋昇降機の販路開拓

1255 茨城県 ㈲ジェイテックサービス 8050002028283
提案型営業を促進する商談スペース設置による販
路拡大

1256 茨城県 ケアタクシーA(エース） ー
快適性を追求した遠方への移動支援サービスの
展開

1257 茨城県 ㈲川波美 3050002033916
多様な世代が一緒にゆっくりと食事を楽しめる店
舗環境の整備

1258 茨城県 石塚糀店 ー
生産性の向上による新たな販売方法での顧客の
拡大を図る

1259 茨城県 じろ吉 ー
北海道の漁師から仕入れる新鮮食材を特徴とする
海鮮居酒屋の開発
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1260 茨城県 ㈱よろぎ野.菜 2050001019883
ドローン育成サービス新事業による販路開拓と事
業拡大

1261 茨城県 倉持金物 ー
機械メンテナンスの内製化による顧客満足度向上
事業

1262 茨城県 パインリーフ ー
中華風菓子＆パイの開発とＰＲによる販路開拓事
業

1263 茨城県 ㈱TWENTY 6050001018015
プリントＴシャツの製版作業効率化による受注増と
版の外販開始

1264 茨城県 ㈲ウェアウッドワーク 4050002035498 新店舗改装による八溝塗の販路開拓事業

1265 茨城県 ふじ庄 ー
懐かしのカレーそばを核とした夜間営業の集客力
強化

1266 茨城県 とんかつ専門店　豚一門 ー
御二人様座席専用設置による利用客回転率UP
で売上増

1267 茨城県 保田花香園 ー
新事業いちご観光農園のWEBを活用したPRとオ
ンライン事業

1268 茨城県 ㈱やぎぬま農園 8050001038597
地方銀行フードセレクション２０１９出展で、給食市
場の深掘り

1269 茨城県 ㈲ふじ美装 1050002003879
直接受注工事のＰＲとスマホ時代の変化に合わせ
た販路拡大

1270 茨城県 おさかべ写真館 ー
神社と産婦人科との業務提携による人生儀礼に
合わせた撮影の提供

1271 茨城県 ㈱イガデン 9050001030033
展示会出展によるMBR多重平膜浸透法の販売促
進活動

1272 茨城県 ㈱アイモールイチカワ 9050001008335
ネットワークカメラを活用した売場改善システムの
構築

1273 茨城県 ㈱愛宕不動産 7050001043136
移住等農村回帰促進による売上向上と地域の魅
力アップ事業

1274 茨城県 イリエ産業㈱ 8050001008121
新品種「徳三」の熟成・乾燥技術確立による高付
加価値商品の開発

1275 茨城県 カフェレストラン生愛水 ー
体に優しい焼肉セットの開発による新規顧客の獲
得

1276 茨城県 ㈱新興運輸 6050001014781
運行管理補助者派遣による早朝・夜間点呼業務
支援サービスの展開

1277 茨城県 ㈱小田喜商店 1050001008128
日本一の栗の産地から栗加工品の魅力をウェブ
サイトで発信

1278 茨城県 ㈱森美装 7050001025118
「機能性塗料」施工のブランド力向上とそれを活か
した商圏の拡大

1279 茨城県 ウルティメット㈱ 1050001042201
通所介護サービス強化及び広告宣伝による利用
者獲得事業

1280 茨城県 ㈱ラソス 7050001042237
多機能型ショールーム設営・展示会出展により販
路拡大

1281 茨城県 ㈱ヒロセエンタープライズ 3050001029048
メルセデスベンツユーザに特化したハイクオリティ
サービスの展開

1282 茨城県 ㈱ミレアージュ 2050001045319
新規開拓用オフィス清掃チラシのデザイン・配布方
法の精度向上策

1283 茨城県 ㈲オリエンタルアート 6380002027931
インテリアショップとの連携による展示販売会の開
催

1284 茨城県 S-Lab. ー
お菓子作りと科学実験によるハイブリット学習教室
の展開

1285 茨城県 井坂モータース ー
床上式ゲートリフト増設による突発修理と突発点
検への対応

1286 茨城県 COLORS㈱ 6050001038392
ランチサラダバー新設に伴う店舗改装及びメ
ニュー表の変更

1287 茨城県 月待の滝　もみじ苑 ー
茨城県産天然氷の増産で、売上向上と新商品の
開発を目指す
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1288 茨城県 とうまや商店 ー
冷凍冷蔵設備増設によるギフト需要の受注数拡大
と販路開拓

1289 茨城県 ㈱れんこん三兄弟 8050001026395
関東と関西における大規模商談会への出展による
販路拡大事業

1290 茨城県 ログ建築㈱ 8050001034514
入所者のための入浴環境整備および一般向け木
工製品販売事業

1291 茨城県 いっぷく亭 ー
お客様満足度アップのための３つの改善で売上向
上

1292 茨城県 ㈱岡本和裁 4050001038832
新たな販路開拓及び和装文化伝承の為の和装品
店頭販売事業

1293 茨城県 中野良一 ー
先祖供養漫画コンテンツを活用した五輪塔の「間
接営業」の展開

1294 茨城県 カフェレストランまがじぃの ー 高級感を出すことでの新規利用客の獲得

1295 茨城県 ヒューマンアシスト ー
WEBマーケティングを駆使した新規事業の販路開
拓活動

1296 茨城県 関製作所 ー
自社ウェブサイトの作成及び管理による新規取引
先拡充事業

1297 茨城県 ㈱中村建硝 3050001030567
老舗建具店による地域密着型防犯対策玄関ドア
設置サービスの提供

1298 茨城県 ㈲大むら 6050002018229
畳のあるテーブル席による家族と身体に優しい食
事空間の創出

1299 茨城県 ㈱アイ・プラン 8050001044950 体感型営業による電解水生成装置の拡販事業

1300 茨城県 ㈱山西牧場 9050001044719
販売／PR力の向上を狙ったHP／ネットショップ構
築

1301 茨城県 ㈱鈴木商会 4050001014899
新規取り組みである太陽光発電メンテナンス事業
の構築

1302 茨城県 須崎農園 ー
ネット通販の出来るホームページと農家用販売管
理システムの導入

1303 茨城県 すし大吉 ー
カジュアルで上質な寿司ダイニングへの業態変更
に伴う改装事業

1304 茨城県 ㈱菅沼薬局 4050001014445
カウンセリングスペースの改装による新規顧客の
獲得

1305 茨城県 ACE1㈱ 9050001042895
エンドユーザー向け広告による顧客獲得・売上増
加事業

1306 茨城県 君嶋畳店 ー
廊下用薄型縁なし畳による高齢者旧家のバリアフ
リー化

1307 茨城県 たか美 ー 「魚の串焼き」の認知度向上による新規顧客開拓

1308 茨城県 フジビル産業㈱ 3050001041135
広告媒体の新規活用と既存宣伝ツールの改善に
よる新規販路の開拓

1309 茨城県 グリーンアース ー
人工植物レンタルサービスの開始及び新サービス
の販路構築事業

1310 茨城県 中原建築設計事務所 ー
当社のデザイン力とソフト導入による構造設計の
融合

1311 茨城県 ㈲CUT PARK STUDIO 3050002043312 高齢客専用ブースの開発による生涯顧客の獲得

1312 茨城県 持丸自動車㈱ 5050001043113 外車の整備・修理対応ができる工場への変革

1313 茨城県 CRuCRu ー
100％自然由来成分を使用した『デトックスハナヘ
ナ』の提供

1314 茨城県 ㈲オオツカ 6050002037591
特産品バナナポークと農産物を活用した高齢者用
お好み焼きの提供

1315 茨城県 SOUR MASH HAIR ー
シャンプー台増設で対応客数増加・効率向上で新
規顧客開拓
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1316 茨城県 理容染谷 ー 高齢者・女性に優しい店舗づくりによる販路開拓

1317 茨城県 ヘアースタジオ・ロンドンキッズ ー
頭髪・頭皮に優しい「ヘアカラー」施術によるリピー
ター確保事業

1318 茨城県 木の里農園 ー
ネット通販可能なホームページ及び農家用販売管
理システムの導入

1319 茨城県 ㈱齊藤塗装工業 5050001035283
外壁診断サービスの高度化による機能性塗料の
受注拡大

1320 茨城県 ㈲フローリストマツザキ 3050002043618
地域の小規模な葬儀需要に対応する小型祭壇
「花供養」の提供

1321 茨城県 サロンド・YOU ー
バルジ領域に照射するSHR脱毛を確立し顧客増と
販路拡大を図る

1322 茨城県 まんだらじ旅館 ー
室外共同トイレを各部屋内トイレにし、顧客満足度
向上を図る事業

1323 茨城県 小田部機械店 ー 地域の農業を豊かにする中古農機具販売の強化

1324 茨城県 飯島工作所 ー
外国人後継者の伝手を活かしたヨーロッパ市場の
開拓

1325 茨城県 ヘアーカット専門店ピース ー
ニーズにあわせた「ネイル・エステ」空間併設によ
る満足度向上

1326 茨城県 ㈲GORIKI 2050002007788
海外展示会を活用した自動車部品の中国向け販
路開拓

1327 茨城県 柏製作所 ー
複雑形状のアクリルディスプレイの生産体制の構
築による販路拡大

1328 茨城県 稲葉自動車 ー
車内空気の快適性を向上させるサービス開始のた
めの体制整備事業

1329 茨城県 ㈱カツミ産業 1050001013466
電気屋さんが栽培する鮮度抜群で美味しい野菜
生産販売の本格始動

1330 茨城県 レストランフレンチ ー
広報強化による販路拡大と新サービス提案による
経営基盤強化事業

1331 茨城県 ㈲なかやま 1050002017425
女性向け和風イタリアンと最適温度での法事料理
の提供

1332 茨城県 ㈲金八 5050002017322
地域農家堆肥散布サービス事業開始による顧客
開拓

1333 茨城県 ㈱ハウスプラスラヴィ 5050001039128
女性起業家を成功に導くサロン・ショップ付ハウス
事業

1334 茨城県 ㈱シモタ農芸 1050002036391
ストレス軽減工法によるいばらキッスの製造販売事
業の展開

1335 茨城県 ㈱政吉 7050001014871 炭酸泉発生器を導入した新サービスの開発提供

1336 茨城県 ㈱園匠 6050001043384
新築物件でオシャレ農業女子を増やす「デッキ
ファーム」事業

1337 茨城県 ㈲高橋食品 3050002017398
豆腐スイーツの開発による直売所BｔｏＣビジネス
始動

1338 茨城県 ㈲渡沼畳店 5050002025325
洋室に畳ある快適な和空間を提供するための畳づ
くり＆ＰＲ事業

1339 茨城県 ㈲仲内設計 5050002017421
「記録空撮動画」の提供による工務店の工事業者
営業支援

1340 茨城県 田中自動車商会 ー
強みである修理技術の強化により、異業種への参
入で受注件数増

1341 茨城県 ㈱エーベンハウス 3050001012251
SNSを活用した住宅情報の提供による当社への
顧客ファン化

1342 茨城県 エヌエス商事㈱ 2050001022219
中高年者に向けたフィットネス事業の強化による会
員数増加計画

1343 茨城県 林しいたけ農園 ー
プレミア感のある干し芋の新商品開発による新規
顧客開拓
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1344 茨城県 美食酒房　鳥ふじ ー
高齢者や障害者に優しい店舗作りにより来店者数
の増加を図る

1345 茨城県 手造りの味はグルメの心　うまごや ー
新メニューの開発と新サービスの提供による新規
顧客の開拓

1346 茨城県 ㈱小島洋品店 3050001021822
高齢者に優しいコミュニティスペース設置と定額
サービスの提供

1347 茨城県 古谷美容室 ー
新サービス「増毛エクステサービス」の提案と広報
力強化事業

1348 茨城県 ㈱K.N.S 7050001012529
最新機器導入による新サービスの提案と広報力強
化事業

1349 茨城県 内海工業 ー
新しく導入したプレス機を使った自動車部品加工
への進出

1350 茨城県 梅久 ー 新規顧客獲得の為の店舗改装ＳＮＳ戦略事業

1351 茨城県 松田製茶 ー 茶葉食朝ごはんの提唱による製品販売促進

1352 茨城県 菅谷農園 ー
高付加価値トマトのインターネット販売による新規
顧客開拓

1353 茨城県 つくし ー
オリジナルらーめんの開発による地域子育て世代
の需要開拓

1354 茨城県 ㈱練馬製作所 4050001027595
超音波を使い繊維を溶かして切る溶断加工による
新規需要の獲得

1355 茨城県 ㈲白水産業 4050002006722
トロンメルバケットによる良質土の製造販売事業へ
の進出

1356 茨城県 本田社会保険労務士事務所 ー
障害者年金に特化したＨＰの新規作成による販路
開拓事業

1357 茨城県 T-style’s body ー
独自性を付加したメタトロン施術の広告宣伝によ
る販路拡大事業

1358 茨城県 ㈲シンセテック 1040002090101
発明大賞受賞製品の展開によるモノづくり現場生
産性向上提案事業

1359 茨城県 DAMA HAIR ー
シャンプーベット導入による安心で快適な発毛・育
毛サービス事業

1360 茨城県 ㈱ふじだな 5050001033089 品揃えとサービス強化による高齢者の需要開拓

1361 茨城県 ㈲ル・ソレイユ 2050002038833
茨城県の地域資源「さしま茶」を活用した新商品
開発と展開事業

1362 茨城県 エステサロンミシア ー
新サロン開設で「毛穴に悩む女性」をケアして販
路拡大

1363 茨城県 つくば保健整骨リハビリテーション ー
腰痛専門外来始動による新規患者獲得のための
地域周知

1364 茨城県 ㈲大堤建築 2050002014883
リフォーム事業強化に伴う新サービスの提案と店
舗改装事業

1365 茨城県 StepForwardEnglish ー
中学英語レベルで英語が話せるようになる階層別
レッスンの提供

1366 茨城県 ファーム大畑 ー
急速凍結技術を活用した冷凍椎茸の開発による
販路開拓

1367 茨城県 ㈱剛烈酒造 9050003001635 おもてなし日本一を目指した蔵づくり

1368 茨城県 ㈱アールアンドエスパートナーズ 4050001037545
新事業テイクアウトサービスの宣伝力強化による新
規顧客獲得事業

1369 茨城県 ㈲髙野興業 9050002043562
粉塵処理装置導入による住宅密集地における解
体工事の販路開拓

1370 茨城県 ㈱イシケン工業 4050001011153
ホームページ及び看板による新事業の販路拡大と
新規顧客獲得事業

1371 茨城県 土浦冷蔵㈱ 5050001009989
地下水純氷かき氷をゆったり楽しんでいただくた
めの環境整備事業
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1372 茨城県 パティスリーシエルヴェール ー
コンベクションオーブン導入による生産効率向上と
受注機会の拡大

1373 茨城県 Yobarekka Design Works ー
赤外線カメラドローンによるソーラーパネル、屋根
点検事業

1374 茨城県 リボルト茨城 ー
新事業シートコーティングの店舗看板ＰＲによる新
規顧客獲得事業

1375 茨城県 ㈱品川コーポレーション 2050001025015
記憶に残る食事と空間による外国人・女性客の獲
得

1376 茨城県 ロクタ自動車㈱ 9050001027203 アウトドアカテゴリーの参入による販路開拓事業

1377 茨城県 江戸萬興業 ー
高所作業機導入による顧客満足度の向上と作業
効率化

1378 茨城県 よつ葉接骨院 ー
健康寿命の向上で地域に貢献する店舗づくりと
PRによる販路拡大

1379 茨城県 ㈲楽園堂 2050002018686
音響機材導入で新たな「音響部門」立ち上げによ
る販路拡大事業

1380 茨城県 ㈲プールス 7050002016132
新サービス提案による事業拡大と体験型スペース
への改装事業

1381 茨城県 ㈲砂場 4050002027231
「お土産用特選蕎麦セット」の販売による商圏拡
大と新規顧客開拓

1382 茨城県 おおつき接骨院 ー
治療と予防のトータルサポートによる新規顧客開
拓

1383 茨城県 Smart Solutions㈱ 4050001036885
降霜観測システムのIoT化と広報用ウェブページ
の作成

1384 茨城県 ㈱S.PROJECT 8050001045635 業界の課題に対応する教育・研修サービスの提供

1385 茨城県 海鮮や辰海 ー
寿司と音楽のコラボサービス開始に伴う販路拡大
の取り組み

1386 茨城県 ITC守谷 ー
快適なオフィス環境を整え、女性活躍の『みらいの
カタチ』を創出

1387 茨城県 小林製作所 ー
自社の強みを活かす機械装置導入による販路開
拓

1388 茨城県 ㈱明日櫻 8050001039595
質の高い着物レンタルサービスのための新設店舗
スタジオを提供

1389 茨城県 ㈱鈴木工務店 6050001014443
営業ツールの整備による業務効率化及び販路開
拓計画

1390 茨城県 ㈱STYLEdeSTYLE 4050001037925
祈願成就ボックスフラワーの拡販による新たな生
花市場の創造

1391 茨城県 ラックス ー
施術スペースの個室化と施術満足度アップによる
他店との差別化

1392 茨城県 かみおおみ不動産 ー
基礎的情報化の実現とツールの整備による販路
開拓計画

1393 茨城県 ㈲エステック 8050002004490
癒しの店内作りによる施設魅力度および認知度向
上事業

1394 茨城県 ㈱髙須自動車 6050001043681
どこでもキャンピングカー事業開始のためのデモ
カー作成事業

1395 茨城県 龍ケ崎のほぐし屋さん ー
高気圧酸素を活用した最新マッサージによる売上
向上

1396 茨城県 菓笑　堀江製菓 ー
和菓子作りが体験できる「プチ弟子体験型店舗」
の開発事業

1397 茨城県 ㈱G-TECH 8050001042608
トレーラーのカスタム化事業新展開のための基盤
構築事業

1398 茨城県 (同)HapyRes 1050003003564
銀座で隠れ家的シュラスコ専門店肉ブームで販路
拡大

1399 茨城県 ふとんのマスダ ー
オーガニックコットン１００％寝具のネット販売事業
の展開
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1400 茨城県 プレミアムヘアークラウディット ー
理容業の強みを活かしたアンチエイジングケアの
提供

1401 茨城県 ヘルシアプラス㈱ 1050001029289
「お米と暮らし」を発信する雑穀米と新鮮野菜の専
門店の開発

1402 茨城県 ラーメン本舗 ー
自家製惣菜のテイクアウトによる地域の子育て世
代の需要開拓

1403 茨城県 甘太郎 ー
鹿島神宮参道に参詣客を対象にした大判焼「甘
太郎」の新規出店｡

1404 茨城県 植田言志の絵画教室 ー 作品掲載および絵画教室用ＨＰの刷新

1405 茨城県 田舎の台所　零壱 ー
体に優しいこだわりの自家製米と気軽に頂ける茨
城地鶏をアピール

1406 茨城県 エコファーム飯島 ー
エシカルコンシューマーのファンを創る７次化商品
の本格事業化

1407 茨城県 ㈱ピカソ 3050001033909 蓄電池の販売強化・販路開拓

1408 茨城県 祭英雄企画 ー
子どもアクション教室の集客による平日の収益増
加と新規販路開拓

1409 茨城県 TAM-Project ー
忍者体験アクティビティーの開発事業や健康産業
への販路開拓

1410 茨城県 e&be ー
「チーム向けオリジナル商品」の開発とブランディン
グ支援

1411 茨城県 ㈱イシヤ写真館 2050001020073
明日の幸せを祈る「お祝いアルバム／フォトフォル
ダー」サービス

1412 茨城県 ヘアモードリーベ ー
アレルギーフリー薬剤開発によるプレミアムサービ
スの提供

1413 茨城県 (同)リード 9050003003482 ホームページ作成・運用の提供

1414 栃木県 Ｃｒａｆｔｙ（クラフティ） ー
工芸の町で貢献、令和にローカル看板！店舗案内
で売上向上事業

1415 栃木県 株式会社　カクタ花農場 2060001021913
品種選定、出荷のピーク期を調整する設備投資で
売上向上事業

1416 栃木県 丸宇興業株式会社 4060001015112
熱処理回収事業でエリア拡大、個性的な地方企業
を目指す事業

1417 栃木県 株式会社野沢木工所 2060001030955
関東一円ターゲット「こども用特注家具専門店」カ
タログＤＭ事業

1418 栃木県 碇パン店 ー
少子化と高齢化の狭間に対応、効率化と販促で売
上安定を図る事業

1419 栃木県 建道 株式会社 7060001018079
ホームページとチラシのコラボで、新規需要を喚起
する取組み

1420 栃木県 ワタナベ電器 ー 訴求効果の高い看板設置によるギフト需要の獲得

1421 栃木県 ダンケ ー
ハカリに販促動画を流し潜在顧客の獲得・販路開
拓先での広報周知

1422 栃木県 省エネサポート企画 ー
当社の電力削減提案を知って頂く為の看板・広告
の実施で販路拡大

1423 栃木県 ゆり美容室 ー
ゆり美容室周知事業　10年前の売り上げを5年間
で取り戻す !

1424 栃木県 まつしまファーム ー シェフ向け、まつしまファームウェブサイトの作成

1425 栃木県 und kaffee ー
「コーヒーを通して日常を少しだけ特別にする販売
所」

1426 栃木県 有限会社ホシノトレーディング 6060002030488
ＳＮＳで話題のメイク！キレイのお手伝いでりぃ～ぷ
のファン作り

1427 栃木県 夢乃弥 ー お客様が気軽に長居できるお店づくり事業
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1428 栃木県 シロサイ ー デザインプロジェクト２０１９

1429 栃木県 英心整骨院おかもと ー
高性能機器によるオーダーメイド式肥満解消メ
ニューの導入

1430 栃木県 千樹園生花店 ー
視認性向上による店舗認知度及び顧客獲得UP
事業

1431 栃木県 株式会社　飯沼 2060001017820
商品パッケージデザイン一新と周知強化で新規顧
客開拓事業

1432 栃木県 小料理しもつけ ー 地域密着・身体にも優しい小料理店へ

1433 栃木県 中国料理 栄山 ー
高齢者や観光客増加を目的とした入店し易い店
舗快適性向上計画

1434 栃木県 片桐工房 ー
キッチンカー及び新店舗の提供商品の知名度ＵＰ
と顧客・売上獲得

1435 栃木県 プリントショップＲＡＭＢＬＥ ー
高品質のオリジナル新商品を製作し販路開拓や新
規顧客の獲得

1436 栃木県 金沢屋 ー
視認性アップと顧客層拡大のための店舗リニュー
アル＆PR！

1437 栃木県 下館ラジエーター工業 ー
ホイールリペア技術を活かした「アルミ製品修理」
で一般顧客獲得

1438 栃木県 薄羽養鶏場 ー 卵のプレミアムパッケージの開発と販路開拓

1439 栃木県 納屋珈琲ひなた ー
顧客層開拓を目的とした製品販売向上及び高齢
者顧客の向上事業

1440 栃木県 手打ちそば　うえの ー
店舗内のバリアフリー化による顧客満足度向上で
売上拡大

1441 栃木県 ぱんだ食堂 ー 女性客の利用増を狙ったイメージアップ看板設置

1442 栃木県 星居社株式会社 7060001027105
木造伝統構法によるサステナブル（持続可能）な
事業の確立

1443 栃木県 理容 河原 ー 高齢者に優しい店づくりで、売上アップ！！

1444 栃木県 レストラン蘭 ー
新商品開発に向けた冷蔵庫購入とＰＲによる販路
開拓

1445 栃木県 株式会社桧山肉店 5060001009658 経営基盤強化と新規顧客の獲得、売上アップ！！

1446 栃木県 株式会社　関工舎 3060001009973 雑誌、ウェブサイト、パンフレットによる売上アップ! !

1447 栃木県 Shop ＳＴＥＰ－１ ー 店内改装による新規顧客獲得と売上アップを図る

1448 栃木県 林農産加工 合同会社 7060003001363
新商品開発と作業効率向上による生産性アップ、
売上アップ！！

1449 栃木県 株式会社 野州たかむら 3060001009676
自社ブランド「ＡＭＥＲ（アメール）」の商品力強化と
販路開拓

1450 栃木県 株式会社 秀建設計 6060001009640
大型看板設置による認知度アップと売上アップを
図る

1451 栃木県 有限会社　小峯自動車工業 9060002018869 魅せる車検と納得の車検で新規顧客の獲得を

1452 栃木県 山十設計社 ー 栃木県産木材使用ナンバー１設計社への挑戦

1453 栃木県 有限会社とちぎや 7060002034471
宴会用イス・テーブルを導入し高齢者に優しい店
舗へ

1454 栃木県 いろり茶屋 ー 地域ＮＯ．１への挑戦！バリアフリー店舗の実現

1455 栃木県 スポーツコーディネーター ー
ＭＹチップ制を導入した日本発の地域密着型月例
マラソン
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1456 栃木県 株式会社DIGDOG DESIGN 3060001030715 オリジナル商品開発事業

1457 栃木県 有限会社　内山商店 1060002034171 壬生町ナンバー１のお茶屋への挑戦！

1458 栃木県 割烹いしかわ ー 栃木県マインドシェアNo.1の店づくりへの挑戦！

1459 栃木県 ケイアイソフト株式会社 6060001001531
ウェブ受注と生産状況の見える化システム構築に
よる販路開拓

1460 栃木県 合同会社フルール 3060003003082 在宅訪問薬剤管理指導の実施

1461 栃木県 テーラー坂村 ー
パンフレットやWEBサイト作成による、魅力アップ販
売促進計画

1462 栃木県 有限会社　龍鳳 8060002029611 シニアにもほっとできるトイレでくつろげる店作り！

1463 栃木県 心ガーデン工房株式会社 2060001027357
体感型展示場の増設（高機能、最新カーポート展
示）

1464 栃木県 株式会社　松下通商 3060001014759 販路開拓・拡大のためのHP作成

1465 栃木県 魚藤 ー
魚藤は更に進化する！新プロジェクトによる顧客満
足度爆上げ事業

1466 栃木県 理容浪漫ＫＯＫＵＢＯ ー
理容室を利用しよう！「カッコ良い働く男」コーディ
ネイト計画

1467 栃木県 株式会社 ＫＳ ＧＲＯＵＰ 9060001029784
「骨格矯正」でお客様を笑顔に！当院にしかできな
い地域貢献事業

1468 栃木県 合同会社 ケーカンパニー 2060003002432
焼肉店がお寿司を販売？！映える新メニュー開発
で更なる販路開拓

1469 栃木県 有限会社 秀栄産業 1060002028578
技術と品質の「見える化」による売上・販路開拓事
業

1470 栃木県 フィットネススタジオＬＩＢ ー
お客様の「心と体を癒やす」レッスンでスタジオ快
適空間提供事業

1471 栃木県 国分洋品店 ー
購買層の絞り込みと店舗イメージアップによる新規
顧客獲得事業

1472 栃木県 おおひら不動産株式会社 4060001024831
「とちぎ相続遺言サポートセンター」事業周知を図
るＨＰの作成

1473 栃木県 とみ～のぱんやさん ー
商品ラインナップの充実と魅せる売り場づくりで売
上増を図る

1474 栃木県 てしごとや笑心吉 ー 店内改装で席数増、宴会プラン利用者の確保

1475 栃木県 永島畳店 ー 床材シート剥がし機購入でライバル店と差別化

1476 栃木県 株式会社川田電気商会 6060001016744
電気設備用ＣＡＤソフト導入で生産性向上し、機会
ロス削減

1477 栃木県 麺屋てつ ー
メニュー改革による客単価アップと入店待ち環境
の改善

1478 栃木県 株式会社スギエイト 5060001025234
施設内にカメラ設置、ゲーム状況録画・発信による
販路開拓

1479 栃木県 ドレスショップBliss ー
看板設置による認知度向上および集客プロセスの
整備

1480 栃木県 斎藤写真館 ー
新プリントシステムによる顧客の増大・新規顧客の
獲得

1481 栃木県 ししゅうkabu ー
小さなBtoBを大きく育てるホームページ作成と新
商品の開発

1482 栃木県 齋藤　好江 ー 育てた綿から作る手紡ぎ手織り商品の販路開拓

1483 栃木県 有限会社ブリリアント 1060002013118 「ＨＰへ誘うチラシ」と「予約を取り込むＨＰ」作成
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1484 栃木県 Deluxe Cable ー
ピックアップのコイル巻線機導入による新サービス
開発事業

1485 栃木県 A.T.guitars ー ＳＮＳ映えする「行ってみたい・憧れる」工房づくり

1486 栃木県 アトリエ・ジュリアローズ ー
手作りジャム教室とHPのリニューアルで顧客層の
拡大事業

1487 栃木県 茶房風花 ー
オープンカフェの新設と新メニューの開発で新規
顧客獲得事業

1488 栃木県 株式会社川俣塗装 3060001030095
個人客への知名度向上を目的とした看板の設置
とチラシの配布

1489 栃木県 有限会社　割烹松月 6060002013815
外国人向け英語表示の看板設置と高齢者の快適
性向上の設備計画

1490 栃木県 Café & dining ふじや ー 認知度向上のためのチラシ作成・看板設置事業

1491 栃木県 田舎そば処　長山 ー
冷凍十割そばの開発、販路開拓と夜間営業の強
化計画

1492 栃木県 株式会社　けんちくや前長 5060001008057
「大工の技」と「とちぎ材」で作る老後も安心住ま
いの広報活動

1493 栃木県 夢職 ー 利用者拡大のための広告宣伝

1494 栃木県 嶋田屋菓子店 ー お客様に目立つ駐車場で売上げアップ

1495 栃木県 えちごや丸山菓子店 ー
“和”依存からの脱却～スイーツエリア拡大で新客
層獲得へ挑戦～

1496 栃木県 株式会社アサプラ 7060001008261
製品購入に結びつけるための自社Ｗｅｂサイトのリ
ニューアル

1497 栃木県 スポーツアンドシューズショップフクダ ー
子育て世代が気軽に集まれるお店づくりによる売
上拡大・販売促進

1498 栃木県 千年屋 ー
観光客、新規顧客に当店の「良さ」を伝えるホーム
ページ作成

1499 栃木県 ヘアーサロンもり ー
高齢者や歩行困難な方が安心してサービスが受
けられるお店作り

1500 栃木県 日進堂菓子店 ー
当店商品ロゴ作成による新商品の開発及び商品
のブランド化事業

1501 栃木県 かわい建築 ー
新規市場に販路拡大するための「家づくり勉強
会」広告宣伝事業

1502 栃木県 株式会社ＦＵＪＩＴＡ 7060001027187
看板増設と修理工場改装による整備売上の獲得
と顧客の固定客化

1503 栃木県 人見カメラ店 ー
出張撮影によるニューボーンフォト撮影事業の導
入

1504 栃木県 ｄｏｇ’ｓ　ｐｅｎｓｉｏｎ　しゃのんち ー
設備投資における顧客満足度によるリピーター増
及び客単価向上

1505 栃木県 森林ノ牧場株式会社 9060001022509
放牧のジャージー牛乳からうまれる発酵バターの
販路開拓

1506 栃木県 ＴＩＮＴＳ株式会社 5060001030903
お米を使った菓子のブランディングと、新製品開発
による販路拡大

1507 栃木県 那須遊膳 ー
若年層等新規顧客開拓の為のホームページ作成
による販促活動

1508 栃木県 らぶ・らぼ ー 機材導入による商品の増産と顧客満足度の向上

1509 栃木県 ガストホフ那須花 ー
駐車場整備によるリピート率の向上と新規顧客獲
得

1510 栃木県 砂川印刷株式会社 7060001027154
「活版～カッパン～」でオリジナル商品開発・販路
開拓

1511 栃木県 有限会社那須高原今牧場 7060002023202
顧客と売上を増加するためのウェブサイトの改善と
通販機能の強化
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1512 栃木県 ペンション　ハミングバード ー
新規顧客を獲得する時流と顧客ニーズに合った
ホームページの新設

1513 栃木県 食宅弁当　ふくちゃん ー 看板の設置と、パンフレットの作成による販路開拓

1514 栃木県 合同会社　ホンマツ 6060003001538 新規の塾生獲得のための看板とトイレの改装

1515 栃木県 SUNRISE　CIRCUIT　合同会社 4060003003024
日本初のラリー競技開催可能なマルチユースサー
キットの認知拡大

1516 栃木県 カフェしかの ー
カフェ来店困難顧客のための駐車場拡張による販
路開拓事業

1517 栃木県 有限会社　鈴木自動車工場 7060002022303 新型溶接機導入による売上増加計画

1518 栃木県 株式会社　ＭＡＷ 5060001013577
古民家の雰囲気をそのままに快適で衛生的な店
作りで集客力アップ

1519 栃木県 フォーアイコンサルタント ー
アートを使った温泉街散策の魅力アップによる顧
客獲得

1520 栃木県 梅乃家 ー
テーブル席導入による憩いの場の提供とランチ営
業で売上ＵＰ戦略

1521 栃木県 株式会社セグロラ化粧品 3060001012119
セグロラ化粧品ブランドの確立と地域の魅力発信
による販売戦略

1522 栃木県 人形の宝山 ー
写真で一目瞭然！視覚への訴求力向上による店舗
の認知度ＵＰ計画

1523 栃木県 居酒屋　麗ちゃん ー
本場台湾の惣菜製造販売の認可を受け販路拡大
を図るための事業

1524 栃木県 Raccolto ー
既存・新規の女性客の心を掴む、新定番デザート
の開発

1525 栃木県 Les Bijoux ー
サロンコンセプトのブランディングと地元顧客の新
規開拓

1526 栃木県 beauty nail anLaura ー
新メニュー「フェイシャルエステ」導入でエステルー
ム増設

1527 栃木県 三井労務管理事務所 ー
厚生年金・国民年金の障害年金請求代行に伴う
新規顧客獲得事業

1528 栃木県 ジュハマ　エンタープライセス有限会社 4060002024681
車のことなら当社におまかせ！看板新装で新規顧
客獲得

1529 栃木県 お菓子工房エータロー ー
イチゴでお出迎え♡インスタ映え看板で顧客獲
得！！

1530 栃木県 有限会社　味噌まんじゅう新井屋 4060002040118
包装機器導入によるアイスキャンデ－製造販売能
力の強化向上。

1531 栃木県 有限会社　大串 9060002039758
長時間打合せに配慮したバリアフリー型洗面台付
洋式トイレの改装

1532 栃木県 ナオイ美容室 ー
高齢者に特化した、店舗入口の安全配慮策と新
サービスの開発

1533 栃木県 小料理すずめ ー
地域にない「和食バイキングランチ」スタイルで新
規顧客獲得事業

1534 栃木県 有限会社ドライテック 1060002040087
海外農業分野への進出と輸出対応可能な出荷場
の整備計画

1535 栃木県 御食事処ふじ ー
お客様目線に立った環境整備事業と団体誘致に
向けた広報活動

1536 栃木県 株式会社エムケーホーム 4060001021837 新規顧客獲得の為の広報活動事業

1537 栃木県 居酒屋宝の陣 ー
高齢者と外国人に選ばれる店作りによる宴会獲得
と売上向上事業

1538 栃木県 御菓子処　太田屋 ー
とちおとめで新商品！新しい売り場作りで売上げ
アップ！

1539 栃木県 株式会社　若葉 4060001020946
お店の味を手軽に提供できるオンラインショップ導
入事業
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1540 栃木県 北むら食堂 ー 国道を走る運転者向け認知度アップ事業

1541 栃木県 有限会社山口家電 1060002040211
お客様目線の店舗作りと雨の日サービスによる売
上向上事業

1542 栃木県 リエ洋菓子店 ー
店舗外壁の刷新による新規個人客獲得及び卸販
売開始事業

1543 栃木県 美容室フリーゼ ー
お客様専用トイレの新設による「また来たくなる美
容室」作り事業

1544 栃木県 有限会社星茂 8060002037291
店内全面禁煙実施に伴う喫煙スペースの整備に
よる売上拡大事業

1545 栃木県 佐藤写真館 ー
ホームページ＆商品サンプルのリニューアルによる
新規顧客獲得

1546 栃木県 CAR BOX ー
映えるQRコード車・デジタルサイネージ・HPで若
者に強力訴求

1547 栃木県 お菓子工房　アトリエG ー
製菓用ミキサー導入により生産能力をアップし顧
客ニーズに応える

1548 栃木県 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ ー 学習サポート型学童クラスの開拓事業

1549 栃木県 株式会社 まさる建設 9060001009662
ホームページ作成による情報発信と新規顧客の獲
得

1550 栃木県 杉田酒造 株式会社 2060001014347
日本酒における「香り」の品質向上による販売拡
大・売上増加事業

1551 栃木県 合同会社　繋ごう農村 9060003003028 買物困難者向け移動販売対応エリア拡張事業

1552 栃木県 山本屋菓子店 ー
韓国風かき氷の販売による売上増加・新規顧客獲
得事業

1553 栃木県 お食事処　将慶亭 ー
お客様が快適に過ごせるやさしい店づくりによる売
上増加計画

1554 群馬県 レストランエクレーレ ー
新たな観光客獲得のための新メニューＰＲと設備
導入で販路開拓

1555 群馬県 花栞 ー
ガレージを改装し「離れ」として客室利用！新たな
顧客獲得事業

1556 群馬県 ペンションヴァンベール ー
新たな顧客獲得の為の改装工事実施と妊婦向け
新規プランの実施

1557 群馬県 株式会社吾妻屋肉店 5070001024160
個室の快適性アップで高付加価値化による新たな
顧客獲得事業

1558 群馬県 株式会社あかいし 7070001033011
店内外の改装でより「寄りたくなる店」へ！新たな
顧客獲得事業

1559 群馬県 有限会社センタ豊 5070002036551
新たな顧客獲得のための新規飲食店事業ＰＲによ
る販路開拓

1560 群馬県 居酒屋　爐 ー
店舗外観工事と新メニュー開発、PRによる新たな
顧客販路開拓

1561 群馬県 コンドミニアム　フラットレット草津 ー
「ペットが泊まれる宿」の認知度向上施策による新
規顧客獲得事業

1562 群馬県 有限会社大竹商店 2070002036240
新たな観光客獲得のための店舗周知看板と外観
整備による販路開拓

1563 群馬県 花忠葬儀生花店 ー 終活相談による新たな顧客サービスと新規開拓

1564 群馬県 民宿　おかしら ー
新規ツアー実施に伴う新規顧客獲得のための宿
泊環境の快適化

1565 群馬県 なんもく村のちょっとしたcafé ー 新たな店舗貸切プランの提案による売上拡大

1566 群馬県 株式会社一秀 9070001029081
”ミスのない施工”と”作業の見える化”による新規
顧客の獲得

1567 群馬県 有限会社ゴカン金物 6070002025330
一般顧客の来店機会創出による売上拡大と新規
顧客獲得事業
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1568 群馬県 下田自動車 ー
機会損失を防ぐ設備導入と新規顧客獲得のため
のSNSの展開

1569 群馬県 有限会社石川樹脂 6070002022641
新たな生産体制による新規受注の獲得と経費削
減計画

1570 群馬県 りすとらんて弁慶 ー
増加する高齢者や少人数グループの獲得と定着を
実現する店づくり

1571 群馬県 吉田設備工業 ー
最新水道配水用溶着機の導入による顧客ニーズ
への対応

1572 群馬県 峰岸青果 ー
来店顧客へ提供する信頼・サービス向上のための
店舗環境整備

1573 群馬県 にいさと接骨院 ー 新規顧客獲得のための事業周知看板の作成

1574 群馬県 鶴谷館 ー 新規顧客誘致とバリアフリー化のための改装事業

1575 群馬県 吉田組 ー
山林整備と倒木チップ資源化により山林分野の事
業化で販路開拓

1576 群馬県 PIPE-LINE（パイプライン） ー
高齢者にやさしいきめ細かいサービスとリラクゼー
ションの充実

1577 群馬県 有限会社　島田自動車整備工場 6070002016296
円滑な大型車種対応のため門柱リフト導入し周知
にて販路開拓

1578 群馬県 有限会社　ひしや 8070002016559
大広間に和紙畳を導入し、耐久・弾性空間を合宿
客提供で販路開拓

1579 群馬県 株式会社エフエス 7060001019985 新たな市場参入のためのアルミ専用溶接機導入

1580 群馬県 有限会社山﨑自動車 6070002016701
新規顧客獲得のための短納期車検強化と紹介
カード作成事業

1581 群馬県 有限会社バンシュウケンビ 5070002004269
フロアポリッシャー導入で他社との差別化による新
規顧客獲得

1582 群馬県 有限会社猪熊鉄工所 5070002000656
大型遊具及び大型機械製缶物の受注環境整備に
よる新規顧客獲得

1583 群馬県 バーバー松田 ー
キッズスペースの設置による新規若年顧客獲得で
販路開拓

1584 群馬県 株式会社　シマダ製作所 2070001011764
当社「言語くん」ＨＰ周知のため外部広告機能を付
し販路開拓

1585 群馬県 倉田酒店 ー
新規顧客獲得のための店内改装・情報発信強化
事業

1586 群馬県 株式会社LAXMI 6070001030686
ヘッドスパ・フェイシャルサービス強化での差別化
で新規顧客獲得

1587 群馬県 株式会社大桐 6070001016223
山車幕専用サイト構築による販路開拓システム構
築事業

1588 群馬県 Ｂｉｇ　Ｍｏｍ ー 新メニューで新規顧客の獲得と売上拡大

1589 群馬県 山太屋 ー 「学生の合宿応援宣言の店」推進事業

1590 群馬県 かしわ屋 ー 「入りやすい店」のための看板改修と宣伝

1591 群馬県 PIZZA工房　兎に角 ー 新規客獲得のための店舗改装事業

1592 群馬県 株式会社　適塾 8070001007749
安心・安全な高付加価値学習サービスの提供によ
る新規顧客開拓

1593 群馬県 小林瓦工業株式会社 4070001011738
郷土伝統瓦の技術を活かした新たな瓦製品の開
発

1594 群馬県 有限会社新栄自動車 6070002029447
居心地よい店づくりで来店機会の増加を図り新規
顧客の獲得を行う

1595 群馬県 有限会社恩田 3070002028559
住宅用土地販売の新サービスを開始し、新規顧客
の獲得を行う
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1596 群馬県 有限会社アエル 4070002027808
新型設備を導入し、安心・安全なサービスで新規
顧客の獲得を行う

1597 群馬県 宴会・お好み焼きうちだ ー
新メニュー開発と誰もがくつろげる店づくりで新規
顧客を獲得する

1598 群馬県 有限会社伊藤自動車整備工場 2070002020624
顧客の固定化及び新規顧客獲得に向けた事務所
改装

1599 群馬県 Ｐｉｇｇｉｅｓ ー
テイクアウトと通信販売を行う新たな売上確保のた
めの改装事業

1600 群馬県 スタジオディアーナ ー
エアリアルヨガ提供開始による顧客ニーズ満足と
新規顧客獲得事業

1601 群馬県 べじたぶるkitchenイロドリ ー
新メニュー開発とチラシ作成による新規顧客獲得
事業

1602 群馬県 プロムナード 渡辺製菓 ー
品質向上のための設備導入による新たな顧客層
の獲得事業

1603 群馬県 すえひろ ー
椅子・テーブル設置による新規顧客獲得と顧客満
足度向上事業

1604 群馬県 一酒家 ー
新規女性客をターゲットにした店舗改装・女子会プ
ラン新設事業

1605 群馬県 工房吾も紅 ー
リピート客と口コミ客獲得のためのおもてなしと情
報発信

1606 群馬県 有限会社　加藤モータース 8070002027283
新規顧客獲得のためのショールームのリニューア
ルと活用

1607 群馬県 株式会社白石興業 7070001027921
新規顧客獲得のための自社ＨＰ作成・看板設置事
業

1608 群馬県 有限会社　美輪興産 2070002015153
新規取引先獲得を目指すための自社ホームペー
ジ製作事業

1609 群馬県 株式会社フォレストリゾート 3070001024179
塗装作業場の新設による作業台数の増加で売上
拡大を目指す事業

1610 群馬県 小暮理容室 ー
女性向け新サービス等の開始による新規顧客の獲
得

1611 群馬県 栗原米酒店 ー
新たな顧客開拓と固定客維持のための個店なら
ではのサービス展開

1612 群馬県 有限会社　目沢商店 5070002036898
洋式トイレへの改装による新たな女性客と外国人
旅行者の来店促進

1613 群馬県 土屋商店 ー
顧客におけるよりよい設備環境を提供するためのト
イレ改修工事

1614 群馬県 東日エンタープライズ　株式会社 9070001023893
洋式トイレ化で誰もが安心アップでリピート率増加
と新規顧客獲得

1615 群馬県 カラオケラウンジ白鳥 ー
座席数の増加と自由自在な席のレイアウトの変更
で売上増加を実現

1616 群馬県 手打ちうどん麦 ー
事業承継に向けた新たな設備と新規顧客獲得の
ための看板設置

1617 群馬県 株式会社　めでたや 5070001033954
『お山の民宿めでたや』に新たな炭酸風呂を導入
し新規客の拡大

1618 群馬県 有限会社　市場塗装 5070002036188
当社の魅力を表現！！新規顧客獲得のためのウェ
ブサイト制作事業

1619 群馬県 有限会社　龍燕 3070002037097
餃子焼き器の導入で品質と効率化を実現し新規
客増加

1620 群馬県 有限会社　いで湯荘 3070002036900
新たなお風呂で地域一のおもてなし効果でお客様
の笑顔で売上増加

1621 群馬県 美容室　ＺＥＲＯ ー
洗髪の常識を変える新たな機器の導入で美容と
健康促進で売上向上

1622 群馬県 有限会社　飯島館 2070002036174
楽しい新料理「味を自ら仕上げる温かけんちん汁」
を夏にも提供

1623 群馬県 とり彦 ー
新たな業種・新分野へ進出し売上拡大の為の設
備導入事業！！
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1624 群馬県 株式会社サトウスチール 5070001011753
高精度製品面取加工機導入で仕上面即時提供と
試作で販路開拓

1625 群馬県 有限会社ジーワイ燃設 7070002014844
漏水探査機導入および商談スペース設置による新
規顧客獲得事業

1626 群馬県 よろづや旅館 ー
自然を基調としたやすらぎの強化による新たな顧
客層の獲得事業

1627 群馬県 有限会社ヤスダ 2070002035507
新規顧客獲得に向けた自社ブランド学生服のパン
フレット制作事業

1628 群馬県 株式会社　大成測量 8070001009984
新規個人客集客のための高機能ＣＡＤの導入によ
る環境整備

1629 群馬県 有限会社松葉屋 5070002031008 農家ファースト！HPによる頑張る営農者応援事業

1630 群馬県 相川建設 ー
無垢材使用「女性が選ぶ、女性のための家」新規
事業

1631 群馬県 ヘアーリーフ ー ファッショナブル＆新たな快適環境創造事業

1632 群馬県 有限会社京屋薬局 2070002088881 「冷え性解消」チラシの新聞折込事業

1633 群馬県 アトリエみちのそら ー アートと時間を楽しむ空間への誘導看板設置事業

1634 群馬県 有限会社河内屋 4070002026108
事業承継者と若手社員による新たな付加価値
サービスの提供

1635 群馬県 株式会社サンエス渋川 9070001018118
新たな営業活動及び検査試験環境整備による売
上拡大事業

1636 群馬県 有限会社宮下農機具店 8070002026905
後継者による新規顧客獲得のための「買替応援
キャンペーン」事業

1637 群馬県 せきぐち ー
大人の女性向けレザークラフト教室開催による新
規顧客獲得事業

1638 群馬県 藤伸板金有限会社 2070002026596
後継者の二人が中心となって進める新規顧客獲
得事業

1639 群馬県 赤坂医療技工所 ー
金属床義歯の精密化と短納期化の実現による新
規取引先獲得事業

1640 群馬県 株式会社太陽電気 7070001014234 看板整備よる来店機会創出と新規顧客獲得事業

1641 群馬県 株式会社ライフ・コンシェルジュサービス 8070001028852
ホームページ開設、看板設置による新規顧客獲得
事業

1642 群馬県 鈴木モータース ー 新サービス導入で愛車トータルメンテナンス事業

1643 群馬県 ベーカリーひまわり ー
新たな顧客獲得のためのオーニングテントの設置
事業

1644 群馬県 有限会社魚俊 6070002033093
高齢者、女性層に落ち着いた空間で食事を楽しめ
る販売促進プラン

1645 群馬県 福田屋 ー 新規顧客獲得に向けた新施設改装・営業

1646 群馬県 湖山 ー
店舗改装及び新サービスの提供により新規顧客の
獲得及び固定客化

1647 群馬県 焼肉の家あずさ ー
顧客の固定化及び新規顧客獲得に向けた店舗改
装

1648 群馬県 タムラ精密 ー
製造工程の改善による新製品の安定した量産体
制の強化事業

1649 群馬県 尾瀬しんこう荘 ー
通信環境整備の強化による新たな顧客層の獲得
事業

1650 群馬県 有限会社ホテル玉城屋 9070002035319
やすらぎ空間及びＩＴの有効活用の強化による新
規顧客獲得事業

1651 群馬県 株式会社ロックウェル 7070001030033
エンドユーザー顧客開拓のためのホームページリ
ニューアル事業
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1652 群馬県 有限会社アースクリーンヤチダ 9070002000074
「強アルカリイオン電解水」を使って暮らす快適空
間のすすめ

1653 群馬県 有限会社大沼山荘 9070002001097
奇跡の絶景に出会える店外カフェ充実による新規
顧客獲得

1654 群馬県 株式会社　PAINT　BALANCE 5070001032411
看板設置とネット広告による認知度向上と自社の
新規顧客開拓

1655 群馬県 有限会社山高食品 9070002025055
パイローラーの導入による量産化を行い新規顧客
を開拓

1656 群馬県 須藤慈普 ー
海外展示会からの輸入業及び東京ギフトショーへ
の出店

1657 群馬県 有限会社エース 7070002012906
新規顧客獲得につながる、信頼度が増す事務所
景観の整備

1658 群馬県 O2ハリーテクノ株式会社 9070001015032
国内の販売促進及び海外展開に向けたパンフレッ
トの作成と配布

1659 群馬県 活き活き職場づくり研究所 ー
ストレスチェック新規受注拡大の為のOCR機器導
入と展示会出展

1660 群馬県 ブレードサービス ー
研磨サービスにおける相互配送による短期間納期
化と新規顧客拡大

1661 群馬県 有限会社　小林商店 3070002002175 新規顧客獲得のための看板設置事業

1662 群馬県 有限会社　筆屋 1070002033874
新たな客層をターゲットにした新規客獲得のため
の取り組み

1663 群馬県 株式会社Stunning 1070001029956
店舗の立地条件を活かした看板とPOPによる店
舗認知度の向上

1664 群馬県 おおるい甘楽葬祭 ー
家族葬事業における地域ニーズへの対応による販
路開拓事業

1665 群馬県 有限会社富田製麺 9070002016467 製造卸売業から脱却のための店舗改装事業

1666 群馬県 株式会社川田牧場ファクトリー 4070001033170
供給力アップで人気商品の通年提供と委託販売
等強化で売上拡大

1667 群馬県 有限会社冨士原硝子 9070002004612
自社、サービスの認知向上を目的とした販路の拡
大施策

1668 群馬県 小須田建機サービス ー
事業承継に向けた環境整備と車両広告による新
規顧客へのPR

1669 群馬県 有限会社　青木旅館 6070002000069
新な取組み及び建物外観の統一による新規顧客
開拓及び固定客化

1670 群馬県 上野衛生舎 ー
浄化槽点検車両の増車と設備投資による新たな
生産性向上

1671 群馬県 ペンションアミューズ ー
新プランの開発と客室内空調整備で新規ファミ
リー層獲得事業

1672 群馬県 民宿　すりばち荘 ー
上野村の美味しい水と温泉水を活用した豆腐製
造による地域活性化

1673 群馬県 スタジオタバサ ー
新規顧客獲得のための認知度向上による販促事
業

1674 群馬県 有限会社渡部水道設備 8070002035749 新規個人客獲得のための機械装置導入事業

1675 群馬県 有限会社荻原製作所 5070002021058 応接室リニューアルによる新規取引先の獲得

1676 群馬県 麺屋えん ー
半自動ドア設置と掘りごたつ席改装による新規顧
客アップ事業

1677 群馬県 こだま工房 ー
ホームページ開設及び顧客ニーズに対応し新規顧
客の獲得

1678 群馬県 隅谷智法律事務所 ー
ロゴマーク入り看板の設置、弁護士業務ソフト
「護」の導入

1679 群馬県 義板金工業 ー デジタル化機械の導入による販路拡大計画
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1680 群馬県 食堂たか ー 店舗改装及びバリアフリー化事業

1681 群馬県 マルクリファーム株式会社 4070001014815
新規顧客獲得のためのホームページ作成及び看
板設置

1682 群馬県 オートガレージAMIGO ー
タイヤチェンジャー導入による客単価向上と新規顧
客の獲得

1683 群馬県 株式会社栄和コーポレーション 6070001013971
イージーミル導入による試作用金型の受注の拡
大・取引先開拓

1684 群馬県 ヘアーズサイトウ ー
新規顧客獲得のための店舗改装・看板設置・情報
発信強化事業

1685 群馬県 有馬商事 ー
新規顧客獲得に向けたＢｔｏＣ事業に伴う情報発信
強化・環境整備

1686 群馬県 瀬戸工業 ー
鋼製パネル導入により基礎工事・造成工事の新規
顧客獲得

1687 群馬県 株式会社平形土建 5070001023939
新規顧客獲得に向けた商談環境整備・情報発信
強化事業

1688 群馬県 有限会社ふじや 3070002011837
中国人・台湾人観光客が好む新たなサービス展開
で売上アップ

1689 群馬県 カーブス佐波玉村 ー
視認性を高める看板改修による新規顧客獲得事
業

1690 群馬県 ビューティーハウス ラ・ボーテ ー
店舗改装による新規顧客の獲得と固定客化の実
現事業

1691 群馬県 株式会社中之条ゴルフ練習所 9070001023910 LEDナイター設備の導入による虫よけ環境整備

1692 群馬県 AKプランニング ー
新規顧客獲得に特化したホームページリニューア
ル事業

1693 群馬県 もぎ屋 ー
美味しい商品を安心・安全にお客様に届けるため
の設備導入事業

1694 群馬県 つくつく村 ー
新事業ガーデンウエディングの実施で売上拡大を
図る

1695 群馬県 ときざわオート ー
顧客間の交流の場の提供及び新たなサービスの
提供による販路開拓

1696 群馬県 中之条造園 ー
ウッドチップを使った新サービス提供のための破砕
機導入

1697 群馬県 敷島電子株式会社 1070001017713
化粧品・医薬部外品包装製造業への新規参入に
よる事業拡大

1698 群馬県 株式会社リッキー 3070001015376
ホームページ・チラシ配布による新規顧客獲得事
業

1699 群馬県 有限会社龍鳴館 1070002036984
英文表記を入れた看板の製作・設置及び館内Wi-
Fi設備の設置

1700 群馬県 中華料理　龍王 ー
子ども大歓迎、キッズコーナー新設による新規顧客
獲得事業

1701 群馬県 株式会社トンビコーヒー 4070001032511
テイクアウト売上増を図る本格的エスプレッソマシ
ン導入活用事業

1702 群馬県 カンペファンタック渋川センター ー
短納期と高品質の確立による顧客満足度向上と
新規顧客獲得事業

1703 群馬県 株式会社山藤 7070001035593
ＰＲ強化による外国人人材紹介事業の新規顧客獲
得

1704 群馬県 有限会社　麺舗わく玉 8070002026954
新規来店者のスムーズな誘導のための看板設置
及び駐車場増設事業

1705 群馬県 有限会社エスジイコーポレーション 4070002020317 新規顧客獲得のためのLED看板設置事業

1706 群馬県 万福メディアワークス株式会社 3070001028411
通販事業者及びDMによる販促支援事業の新規
顧客開拓

1707 群馬県 美容室みゆき ー
施設及び設備の充実向上による販売促進と新規
顧客の獲得
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1708 群馬県 CarPeace ー
クラシックカーの整備・販売事業の強化で新規顧
客の獲得を行う

1709 群馬県 有限会社大津製作所 7070002033142 製品の品質向上による販路拡大事業

1710 群馬県 株式会社プラネット 7070001009531
新規顧客獲得の為認知症高齢者発見システム
「eyes」PR事業

1711 群馬県 唐澤総業 ー
新たな顧客獲得に向けた生産性向上のための設
備導入事業

1712 群馬県 エバーグリーンファーム株式会社 7070001028688 新商品開発に伴う設備導入による売上拡大事業

1713 群馬県 クロスブリードオートカスタム ー
新規顧客獲得のためのタイヤ交換サービスの強化
事業

1714 群馬県 荒井建設株式会社 5070001022156
地域の高齢化を見据えたHP・チラシによる販路拡
大事業

1715 群馬県 蓮見建築設計室 ー 「顔の見える設計士」広報活動事業

1716 群馬県 有限会社森尻ブロック工業 9070002034015
新規顧客獲得のための接客スペースへの改修事
業

1717 群馬県 有限会社M Base 1070002035739 開口部リフォームに特化した新規顧客獲得事業

1718 群馬県 花屋　町田商店 ー
小学校をターゲットとした花台用造花レンタル新シ
ステム構築事業

1719 群馬県 民宿三枝 ー
新サービス導入とお風呂改装で新規ファミリー層
獲得事業

1720 群馬県 有限会社葵車体整備 8070002035427 愛車メンテナンスにより新規顧客開拓事業

1721 群馬県 hair produce ibuki ー
新規顧客獲得に向けた新サービスによる生涯顧客
化計画

1722 群馬県 そば処やんば ー
「勝負は100ｍ」誘導看板設置による新たな顧客
獲得事業

1723 群馬県 二八そば ー
持ち帰り用新商品の開発・販路拡大と快適な食事
環境の提供事業

1724 群馬県 有限会社育風堂精肉店 2070002035523
若年層獲得のための新メニュー！炭焼きセット販売
サービス

1725 群馬県 株式会社あすなろ工業 2070001035111
HPの開設による当社の認知度の向上と新規取引
先の獲得

1726 群馬県 桜井商店 ー
買い物難民を出さないための御用聞き、新部門の
強化

1727 群馬県 カネト商店 ー
トイレと調理器具更新による新規顧客開拓の取り
組み

1728 群馬県 寺田ストアー ー
新カテゴリーへの進出による新たな商流と新たな
取引先の開拓

1729 群馬県 さくら堂接骨院 ー
新規顧客獲得に向けた滞在環境整備・情報発信
強化

1730 群馬県 株式会社　うめや 4070001023122
「やすらぎ空間提供の強化」による新規顧客の獲
得事業

1731 群馬県 そば処　あかふ ー
挽きたて打ち立て茹でたての10割そばの開発と新
規顧客開拓

1732 群馬県 ふらいぱん ー
『ＳＳＳ』の更なる向上を実現するための快適性と
客単価の増加

1733 群馬県 有限会社メディアグロース 3070002025382 床暖房ｼｽﾃﾑの主要事業化に向けた販路拡充事業

1734 群馬県 hair.f.Row ー 新規顧客獲得のための設備投資

1735 群馬県 シャレー ラ・ウルス ー
スポーツを楽しむ障がい者やシニアを支援するバ
リアフリー化
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1736 群馬県 星野農園 ー
新商品開発力及び生産性の向上による新たな顧
客層獲得事業

1737 群馬県 居酒屋呑々 ー
自動オーダーシステムの導入による人手不足解消
と顧客満足向上

1738 群馬県 奥多野ファーム ー
埋もれた地域資源を活用した新商品の展開による
新たな販路開拓

1739 群馬県 有限会社神谷造園 5070002032848
新設備導入でエクステリア事業を強化し、新規顧
客の獲得を行う

1740 群馬県 株式会社ちぎら建設 9070001029445 看板設置と環境整備による新規顧客開拓事業

1741 群馬県 エステ・リラクゼーションmakomi ー
フェイシャルケア事業拡大による新規顧客獲得事
業

1742 群馬県 有限会社松村工業 9070002005057 ホームページ開設による新規顧客獲得事業

1743 群馬県 有限会社江原 3070002009022
多様化する店舗ニーズを踏まえた新たな店舗誘導
戦略

1744 群馬県 HAIR CUTS TANAKA ー 二種類の看板設置による新規顧客開拓事業

1745 群馬県 株式会社プライド・ワン 4070001000682
新たな顧客獲得に向けたお客様スペース・カフェ
空間への改修事業

1746 群馬県 株式会社IRISAWA 9070001029098
公園・運動施設を利用する家族層開拓のための新
たな営業活動

1747 群馬県 うなぎ　かわむら ー
新たな顧客獲得のためのシンボル看板設置＆販
売促進事業

1748 群馬県 有限会社三河屋 9070002035748 インバウンド客を取組む為の新たな設備改修事業

1749 群馬県 千原精機 ー
CNCマシニングセンタ導入による新たな四角物金
属加工製品開発

1750 群馬県 株式会社木万里 3070001017595
携帯端末対応サイトの新規開設による若年層新規
顧客獲得事業

1751 群馬県 株式会社藤技研 9070001026954 ホームページ作成による新規販路開拓事業

1752 群馬県 未来 ー
顧客満足度の向上による新規顧客獲得のための
バリアフリー化事業

1753 群馬県 株式会社前橋東部住宅サービス 4070001002984
体験型DIYルーム『NS工作室』の開設で新規顧
客獲得

1754 群馬県 有限会社　榛東葬祭センター 9070002027324
スマホ対応のHPの制作と看板で新規客を獲得す
る事業

1755 群馬県 株式会社　菓匠　清月堂 7070001024200
町の景観に合わせた店舗改装と看板設置で新規
客の来店を増やす

1756 群馬県 有限会社石井工業所 3070002035522
新サービス配管内カメラと高圧洗浄機導入で新規
顧客獲得事業

1757 群馬県 有限会社　千明造園 1070002026556
伐採樹木を利用した薪の商品化による新規販路
開拓

1758 群馬県 コインランドリーおかべ ー
地元客と観光客にお店の魅力と存在を伝え新規
来店客数を増やす

1759 群馬県 株式会社ビッグウェーブ 1070001035120
ＣＭＳ導入による受注率向上とチラシ配布による販
路拡大

1760 群馬県 そば処ひ乃き ー
快適な空間の提供と新商品開発による新規顧客
獲得事業

1761 群馬県 有限会社清野旅館 5070002035669
ＢＢＱ区間を増設した新たな取組とそれに伴うＨＰ
作成事業

1762 群馬県 株式会社白石建設 8070001019488
新規顧客獲得のための住宅展示場昇降機システ
ム新規導入事業

1763 群馬県 株式会社サントファミリア 3011001092700
インバウンド客をターゲットとした新たなホームペー
ジの開設
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1764 群馬県 株式会社雪国アウトドアガイドクラブ 9070001034404 新しい取組を周知するための広報事業

1765 群馬県 有限会社田村養鯉場 3070002035695
技術を活かした新たな商品開発による販路開拓事
業

1766 群馬県 有限会社東毛ハウジング 3070002030250
新たなデザイン住宅の宣伝広告による新規顧客の
獲得

1767 群馬県 株式会社二光重機工業 9070001029057 スチーム洗車機導入による洗車新サービス

1768 群馬県 呑喰処しゅう ー
新規顧客獲得、既存客掘り起こしのための店舗改
装

1769 群馬県 有限会社樋口 6070002035718
新規顧客「若者層」に向けた１室大改造ビフォーア
フター作戦

1770 群馬県 株式会社寄合歩 5070001031958
顧客・地域・時代のニーズに対応した受注体制構
築による受注拡大

1771 群馬県 株式会社晴雪 9070001034809
コーヒースタンドの新規開設による町の魅力アップ
向上計画事業

1772 群馬県 手打ちラーメン栄楽 ー
新規顧客獲得に向けた店舗改装、お客様が寛げる
空間提供事業

1773 群馬県 株式会社　森の香 4070001034391
新たな販路開拓の為の販促物製作と新商品開発
の為の設備導入事業

1774 群馬県 株式会社NES 6070001032245
新設備導入による生産性の向上と作業環境の改
善

1775 群馬県 エクラスカンパニー株式会社 1070001034106
新たな取組による新規顧客獲得の為のマルチボッ
クス購入事業

1776 群馬県 松寿司 ー
新たな顧客開拓と顧客固定化のための快適提供
設備導入事業

1777 群馬県 有限会社小林自動車商会 4070002033343
新規顧客獲得、顧客満足度向上のための店舗改
装事業

1778 群馬県 有限会社タケウチ 4070002036577
贈り主ファーストギフト事業による新規顧客開拓と
憩いの場創出

1779 群馬県 有限会社生寿苑 5070002035685 新規顧客獲得のための「気になる看板」制作事業

1780 群馬県 ボディーショップヤマグチ ー
先進機器導入で他社との差別化による新規顧客
獲得・固定化事業

1781 群馬県 有限会社魚徳 9070002028173 新規顧客獲得のための、食の安全情報提供事業

1782 群馬県 株式会社ワーキングサポート１ 7070001029521
新規顧客獲得のためのソフトウェア導入及びHP作
成事業

1783 群馬県 有限会社高澤畳店 9070002029915
顧客ニーズに対応した先進機械導入による新規
顧客獲得事業

1784 群馬県 株式会社三山石油サービスステーション 8070001003228
「吸う人」も「吸わない人」も、みんなが心地よいお
店作り

1785 群馬県 ペンション グリーンフィールド ー
グリーンシーズンを主に集客増を目指す風呂・トイ
レの快適化

1786 群馬県 株式会社大松 8070001019612
新規顧客獲得のためにフードスライサーを導入し
ての新商品開発

1787 群馬県 株式会社テック・エイト 1070001027035
酵素処理による木板クラック発生抑制製品の開発
による販路開拓

1788 群馬県 ペンションラパン ー
サッカー少年・少女に対する避暑地としての快適・
快眠環境の形成

1789 群馬県 MFプラン ー
新規顧客獲得と近隣における周知のための現地
看板設置事業

1790 群馬県 伸成工業株式会社 3070001009948
３Dプリンター部品加工技術の開発による新規顧
客の開拓

1791 群馬県 有限会社ムラカミ 9070002015171
新規個人顧客獲得のための「タイヤ交換サービ
ス」強化事業
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1792 群馬県 Ａｒｏｍａ　Ｇａｒｄｅｎ ー
新規顧客獲得のための看板設置と設備導入・ＨＰ
改革で販路拡大

1793 群馬県 株式会社マルゴテック 6070002031642
販路開拓の為の商標登録及び新規顧客獲得の為
のHP作成事業

1794 群馬県 有限会社小林青果 5070002018938 新たな顧客獲得のための駐車場整備事業

1795 群馬県 小麦工房なっちゃん ー
新規顧客獲得を目指した看板設置と新メニュー展
開

1796 群馬県 有限会社武藤緑化 3070002005335 新規顧客獲得のためのBtoC戦略

1797 群馬県 ヘアーピットSin ー
提供技術の向上とアロマヘッドスパの提供による
女性客獲得事業

1798 群馬県 小野澤自動車 ー
商談スペースの拡充と展示スペースの設置による
商談力強化事業

1799 群馬県 中島製畳株式会社 8070001010026
新たな販促ツールの導入による新規顧客獲得事
業

1800 群馬県 イソベテック株式会社 9070001033364 ホームページリニューアルによる新規市場開拓

1801 群馬県 有限会社カナイ 9070002020097
新工場稼働を機に事業領域拡大を表示し新規受
注に繋げる

1802 群馬県 関口農機水道 ー
新規顧客開拓へ向けたサービス向上のための漏
水探知器導入事業

1803 群馬県 株式会社　パーソナル 7070001015091
展示会出展による新規開発製品の紹介と受注機
会の拡大

1804 群馬県 一水庵 ー
新規顧客獲得のための看板の改装、店内・店外照
明の更新事業

1805 群馬県 惣菜の店　扇港 ー 新規顧客獲得に向けた店舗看板の製作と設置

1806 群馬県 料理処　きよ秀 ー
法要利用促進のため座敷にイステーブルを導入し
周知で販路開拓

1807 群馬県 小島屋旅館 ー エステルーム新設のためのトイレの設置事業

1808 群馬県 有限会社　中島電気 7070002015611 バリアフリー取組による新規顧客層の獲得

1809 群馬県 有限会社トシマ電子工業 9070002026598
内覧会・見学会での当社の技術アピールによる新
規客の開拓

1810 群馬県 レストラン　翔 ー
ゆったり1人で過ごすことができる女性向け新サー
ビスの展開

1811 群馬県 an-eye＆beauty- ー 新サービス「癒し」で新規顧客獲得事業

1812 群馬県 アマダ補聴倶楽部 ー オリジナルＤＭで行うＰＲ事業

1813 群馬県 有限会社　秀水園 9070002026342
外国人観光客のための災害時避難誘導システム
構築及び展示会出展

1814 群馬県 風月堂 ー
新規顧客獲得のための看板の設置・店内店外照
明の更新事業

1815 群馬県 北群馬甲冑工房 ー 新オリジナル甲冑の開発に伴う販路開拓事業

1816 群馬県 ＸＲＩＺＥ ー 移動販売車の販路開拓と新規事業の拡大

1817 群馬県 まつもと ー
新たな顧客獲得のための店内改装工事による販
路開拓事業

1818 群馬県 オアシス合同会社 9010903001192
店内改装とＰＲ強化で岩魚専門店の新規顧客獲
得チャレンジ事業

1819 群馬県 有限会社秋野三河屋商店 1070002014536
新規顧客獲得の為のミストエステ導入と無料体験
広告
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1820 群馬県 有限会社ニコー 2070002008347
お客様（新規顧客）がついつい長居したくなる商
談スペース作り

1821 群馬県 株式会社タムラコーポレーション 1070001008976
新規顧客獲得と既存顧客へのサービス周知の為
のHP・チラシ作成

1822 群馬県 株式会社大利根漬 4070001006325
群馬県産白加賀梅を使った新商品・スポーツゼ
リー飲料の販路開拓

1823 群馬県 美容室スタイルクラフト ー
新サービス「爽快冷やしシャンプー」提供による新
規顧客の獲得

1824 群馬県 有限会社吉沢モータース 4070002020259
新たな顧客（SUV・外車ユーザー）獲得のための
設備導入と広告

1825 群馬県 大生開発株式会社 9070001014389
地域に密着した新サービス及び看板設置による広
告で新規顧客獲得

1826 群馬県 ヘアーサロン　ヒースロー ー
理美容から着付けまで、総合的なサービスによる
新規顧客獲得事業

1827 群馬県 有限会社茂木製作所 6070002031254
ホームページ、会社パンフレットによる新規顧客獲
得

1828 群馬県 髪ヤ ー
訪問理容事業のサービス向上と広告宣伝で新規
顧客開拓

1829 群馬県 有限会社原田製麺 6070002033779
外国人顧客の満足度を高めるための新たなおもて
なし戦略

1830 群馬県 studioLOOP ー
当店プロデュース！　オリジナルハウス作品集制作
プロジェクト

1831 群馬県 株式会社小池鉄工 4070001021704
ステンレス溶接機導入による新規販路開拓と顧客
要求の実現

1832 群馬県 ミツコ美容室 ー
内面的にも輝かせるリラクゼーション手法と新規顧
客誘引戦略

1833 群馬県 株式会社八幡自動車ボデー 6070001029506
女性客・家族連れにやさしい待機スペースで販路
拡大と収益増加

1834 群馬県 Ａｃｅ　ｆａｃｔｏｒｙ ー 事業者向け新サービスの展開と販路拡大

1835 群馬県 民宿関ヶ原 ー
新規スポーツ合宿客獲得の為の新プラン導入と施
設整備

1836 群馬県 有限会社大栄総業 1070002014908
HPリニューアル、チラシ、看板による認知度向上顧
客獲得事業

1837 群馬県 朱音ヨガ ー
認知度向上に向けた独自ホームページのリニュー
アル事業

1838 群馬県 パノラマアドヴェンチャーズ株式会社 2070001029427
全国アウトドア事業者の紹介ポータルサイトの立ち
上げと販路開拓

1839 群馬県 ペンション ソネット ー 新たな顧客層獲得の為の設備整備事業

1840 群馬県 山庭 ー
植物との潤った暮らしを提供する新たな園芸スタイ
ルの提案事業

1841 群馬県 健康一番 ー
新規顧客獲得の為の新エステサービスの導入とＰ
Ｒ強化事業

1842 群馬県 野沢家 ー
安心・安全な食材の川魚料理でゆっくりと寛げるお
もてなし戦略

1843 群馬県 飯野商店 ー
鮮魚を引き立てる照明演出による顧客の囲い込み
事業

1844 群馬県 株式会社GreenFeel 8070001034223
会員登録アプリを開発・活用した販路拡大と告知
用チラシ作成

1845 群馬県 ファミリーファッションしおだ ー
高齢者・学生が気軽に来店しやすい明るい店舗づ
くり

1846 群馬県 ティーエス工業有限会社 9070002017960
運搬用電動リフト導入による受注対応能力向上で
新規顧客獲得事業

1847 群馬県 株式会社ミート工房かわば 1070001023546
自社商品を使用したデリカコーナーの品質向上と
メニューの充実
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1848 群馬県 有限会社はなぶさ有機農園 6070002006462
看板設置・パンフレット作成による新規来園者の獲
得

1849 群馬県 プランドゥプラス ー
施設改装による満足度向上と新たな宣伝方法によ
る顧客獲得事業

1850 群馬県 クボタ金属株式会社 2070001019163
自社Webサイトの多言語化による新規顧客獲得
事業

1851 群馬県 HAIR LIBRO ー 看板製作による新規顧客開拓・集客率の向上

1852 群馬県 有限会社小堀時計店 8070002014117
店舗改装工事による顧客層の若返り戦略に伴う新
規顧客獲得

1853 群馬県 大進産業 ー
水道CADソフトウェア導入による新たな設備工事
業の獲得

1854 群馬県 聖徳銘醸株式会社 2070001011789
新規海外展開のための多言語対応ホームページ
の開設

1855 群馬県 共愛タクシー株式会社 6070001009565
看板リニューアル工事による新規箕郷地域利用者
獲得事業

1856 群馬県 うぶかた ー
顧客満足度向上と女性向けサービスによる新規顧
客獲得事業

1857 群馬県 飯塚電気 ー 「来店客増加」のためのＨＰ・看板作成事業

1858 群馬県 富田建築 ー
ホゾ取り機の導入により建築施工品質向上を図る
新規顧客獲得事業

1859 群馬県 そば蔵新田店 ー
看板設置による新規顧客獲得及び固定客化のた
めの店舗改装事業

1860 群馬県 ジャックザタルトファンタジー ー 新規団体客獲得に向けた店舗外販売整備事業

1861 群馬県 有限会社　山水 2070002017942
「眺望の良いデッキ」整備による寛ぎの提供と新規
顧客獲得事業

1862 群馬県 株式会社アドベンチャーマジック 9070001033232
新規観光客獲得に向けた自社ブランド力向上事
業

1863 群馬県 マカロニ親子カフェ ー
子育て世代に向けた安心安全な商品販売による
売上拡大事業

1864 群馬県 ラーメンハウス香雅 ー 製氷機及び冷凍庫導入による顧客の獲得

1865 群馬県 有限会社　ひうが 8070002015627
政府主催カード利用時ポイント還元をＰＲした新規
顧客獲得大作戦

1866 群馬県 いっぷく亭 ー 新規顧客獲得の為の広報及び店舗強化事業

1867 群馬県 ARAI Boxing Gym ー
トイレ水洗化による、衛生環境向上を活用した新規
顧客獲得

1868 群馬県 だんべうどん ー 新規顧客獲得のための販売促進計画事業

1869 群馬県 まつしま肉店 ー
素材の品質保持と惣菜の品質向上による販売促
進と顧客獲得

1870 群馬県 ペンションパル ー
新たな客層を取り込みたむの「おとなバーベ
キュー」プラン

1871 群馬県 アイリーオン ー 新たな取組によるファミリー層獲得

1872 群馬県 ラーメン香華 ー
観光客獲得のための新レギュラーメニュー開発事
業

1873 群馬県 株式会社キャニオンズ 4070001023452
Facebook・インスタグラムを活用した新規顧客獲
得

1874 群馬県 株式会社なかや旅館 7070001023482 フォトスポットの新設による新規顧客獲得事業

1875 群馬県 株式会社角弥 4070001033724
海外を視野に入れた、冷凍生蕎麦の販売による新
事業展開
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1876 群馬県 株式会社深代喫煙具製作所 2070001023297
新たな販路を開拓するための商品展示販売ス
ペースへの改修

1877 群馬県 髪工房　花子 ー
最新設備の導入による新規顧客獲得・来店促進
事業

1878 群馬県 有限会社別亭やえ野 3070002036041 ミドル・シニア層を獲得する新商品販売事業

1879 群馬県 きずな鍼灸整骨院 ー
自費診療の収入増のためのシェイプアップメ
ニューの導入

1880 群馬県 アイコエステティックサロン ー
中高年女性のためのアイコ式リラクゼーションセラ
ピー講習開催

1881 群馬県 有限会社コーヨークラフト 6070002034793
新たな販路を開拓するためのサービス周知キャン
ペーン

1882 群馬県 有限会社河合造園土木 5070002035438 新事業「ワンデー芝張り」による販路開拓

1883 群馬県 株式会社ワールドエージェンシー 3070001025747
観光客誘致による売上向上のための外構工事事
業

1884 群馬県 有限会社　アイチホーム 7070002015512
目立つ野立て看板設置による新規顧客獲得と当
店の認知度アップ

1885 群馬県 長谷川石油店 ー 配達回数向上のための機器入替事業

1886 群馬県 トラスト・リーディング・カンパニー ー
WEBとモバイル端末活用によるワンストップサービ
スの確立

1887 群馬県 小林組 ー 新規顧客獲得のための建設機械導入事業

1888 群馬県 SoftEye（ソフトアイ） ー
新規顧客獲得の為教室内外の安全性と衛生環境
を高める整備事業

1889 群馬県 有限会社ゆの宿上越館 9070002035649
新規インバウンド客獲得の為のテイクアウトサービ
スの充実化

1890 群馬県 有限会社　富久寿司 8070002015635
経営改善のための店舗改装による販売促進及び
新規顧客の獲得

1891 群馬県 株式会社　山景 6070001023797
新たな顧客獲得を目的とした店舗入口リニューア
ル事業

1892 群馬県 ヒルカワ工業株式会社 1070001002698 デザイン性家具製造強化による売上高の向上

1893 群馬県 パティスリーフルミエール ー
プレハブ冷蔵庫導入によるネット販売強化で新規
客の開拓

1894 群馬県 サロン・ド・ドリーム ー
スチーマー導入による時間短縮と質感向上で顧客
の獲得

1895 群馬県 有限会社　佐藤工務店 9070002036449
自社イメージの向上と受注機会増大を目的とした
填圧機購入事業

1896 群馬県 割烹大吉 ー
大型冷蔵庫導入による団体顧客回転率強化と受
け入れ体制強化事業

1897 群馬県 有限会社黒澤工務店 6070002016172 新規事業開始による製造機材の購入

1898 群馬県 みやもん ー 新規宴会客獲得のための店舗改装事業

1899 群馬県 スイングセカンド ー
手軽なジャズ体験を提供することで新たな顧客を
創造する取組

1900 群馬県 ロココダイナー ー 女性客獲得のための新看板メニュー開発事業

1901 群馬県 株式会社菓子工房こまつや 7070001027376
安心安全な駐車場スペースの確保による売上向
上事業

1902 群馬県 尾瀬山どん ー
顧客満足度向上のための環境整備及び設備導入
事業

1903 群馬県 ホルモンまつき屋 ー
まつき屋カフェによる新規顧客獲得と需要掘り起こ
し事業
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1904 群馬県 武尊高原しらかば ー
着地型観光ニーズに対応した自然体験プログラム
で新規顧客獲得

1905 群馬県 諸田建築 ー
手づくり木工小物や家具等の新商品の開発による
新規開拓事業

1906 群馬県 株式会社建築工房アイ 5070001018534
新規顧客獲得のための看板設置と視覚に訴える
広報活動事業

1907 群馬県 かしわや ー
看板設置と催事企画実施による新規顧客獲得事
業

1908 群馬県 株式会社AToRiKA 9070001025279
コアな自動車ファン獲得のためのパーツ製作体制
構築事業

1909 群馬県 有限会社吉野工務店 5070002035339
工務店の便利屋業務拡大による新規顧客獲得の
為の設備導入事業

1910 群馬県 片伯部建装 ー 新機械設備と1人工制導入による受注増加事業

1911 群馬県 斉藤建設 ー 新規受注先獲得のためのＨＰ開設事業

1912 群馬県 株式会社智光 5070001009566 トイレ改修による顧客満足度向上と売上増加事業

1913 群馬県 大間々　青柳 ー
新キャラクター使用の自社ホームページによる新規
顧客開拓事業

1914 群馬県 株式会社ドリームクリエイト 4070001025218
当社ＨＰ「空き家物件」ページ新設で都心部の富
裕層への販路開拓

1915 群馬県 株式会社　ONE　MAKE 8070001029719 イベント出店の強化による売上増加事業

1916 群馬県 プラスガレージ ー
新サービスによる新規顧客獲得と顧客満足度向上
事業

1917 群馬県 株式会社斉藤建設 4070000109310 新規顧客獲得のためのアタッチメントの導入

1918 群馬県 一企画 ー
ドローン導入よる顧客囲い込みと受注増加に向け
た満足度向上事業

1919 群馬県 有限会社トミヤ化工 3070002024252
納期短縮および製品品質安定性向上による新規
顧客獲得

1920 群馬県 みよしや ー
顧客獲得並びに顧客満足度向上のための看板設
置及び付帯設備事業

1921 群馬県 ブルームアップ ー
QCD向上を目的とした機械導入による売上増加
事業

1922 群馬県 坂本プラスチック ー
求められる品質安定性や短納期の実現による新
規顧客獲得

1923 群馬県 株式会社キレイスキー 2070001030673
新規顧客獲得のためのオリジナル商品PRと認知
度向上事業

1924 群馬県 株式会社やまだ屋 5070001023996
明るい店舗の演出による新規客の来客意欲を向
上させる店舗改装

1925 群馬県 ペンション不思議草 ー
ペット連れ大歓迎！新サービスと快適な空間整備
で新規顧客を獲得

1926 群馬県 近藤酒造株式会社 7070001015975
酒蔵見学ツアーによる訪日外国人観光客の新規
顧客獲得事業

1927 群馬県 有限会社こやま 1070002029229 新たな地域コミュニティー創出事業

1928 群馬県 ブラッスリー茶茶 ー
新しいスイーツメニューの開発・提供による販路開
拓事業

1929 群馬県 ｇｎｏｍｅ ー
高技術美容師によるアラフィフ女性の美を創造す
るための第二創業

1930 群馬県 小山リビング企画株式会社 2070001023784
新規来客増加のためのチラシ作成配布・看板の設
置事業

1931 群馬県 Ｃａｌａ＆Ｃｏ．合同会社 6070003003310
卵殻よりなる容器(PCT国際出願)の世界標準の
製造工程の確立
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1932 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064
新規取引獲得のためのＨＰ作成による自社技術Ｐ
Ｒ・信頼性の向上

1933 群馬県 浜昭 ー
旬な食材の先取りメニューの提供と店内環境の改
善による販路拡大

1934 群馬県 焼きがし果々菓 ー
新たな販路開拓のためのＨＰ開設、店舗リフォー
ム、設備投資

1935 群馬県 茂木食品工業株式会社 1070001012078
マンナンソーセージのパンフレットとDMカタログに
よる販路開拓

1936 群馬県 親和有限会社 7070002023762
一般消費者への直接受注サービスの実現による
販路拡大

1937 群馬県 有限会社鈴木銃砲火薬店 8070002016856
店舗の防犯性アップと役場等へのアピールによる
売上拡大

1938 群馬県 有限会社シンエイ精研 2070002025326 納期短縮要求への対応による新規顧客獲得

1939 群馬県 創彩食さと ー
飲食店舗の座敷席をテーブル席に改装し高齢者
客を取り込む事業

1940 群馬県 なかい観光 ー
新しいツアー企画の提案と店内環境の改善による
販路開拓

1941 群馬県 ナチュラルソフトクリーム Café MiRUKA ー
弁当開発による新たな販路開拓及び店舗への集
客促進事業

1942 群馬県 神梅館 ー
顧客満足度向上による新規シニア層獲得のため
の店舗改装工事

1943 群馬県 そば処ふくおか ー
女性客が喜ぶ素敵空間の設置と写真映えする商
品開発プロジェクト

1944 群馬県 株式会社大坂屋 9070001031731
設備導入による当社加工品の品質向上と販路拡
大

1945 群馬県 石の和光 ー
庭木・立ち木伐採サービス開始と新規顧客開拓に
よる売上拡大

1946 群馬県 マルジン ー
店内改装でお客様の動線短縮による顧客満足度
向上事業

1947 群馬県 東毛通商株式会社 9070001016328
新規顧客獲得のためのフルサービス型ガソリンス
タンド化事業

1948 群馬県 安兵衛 ー
新メニュー開発とイメージアップのための店舗改修
による販路開拓

1949 群馬県 ギャラリー蔵人新宇 ー
陶器の魅力を引き立たせた商品化およびＰＲによ
る新規顧客獲得

1950 群馬県 丸美屋商店 ー
季節毎の新メニュー開発による観光客の誘客およ
びリピーター化

1951 群馬県 有限会社森田石材店 5070002024985 プロモーション戦略の徹底による新規顧客獲得

1952 群馬県 有限会社　文化舎東毛 4070002024549
「お客様のライフスタイルに合わせた暮らしづくり」
展示会開催

1953 群馬県 株式会社はなはな 4070010032536
受注可能業務範囲の拡大による新規取引先獲得
事業

1954 群馬県 ラメール ー
新たなお客獲得のための新店舗プロモーション事
業

1955 群馬県 VIVID2000 ー
新規顧客獲得のため清潔感のある、明るい雰囲気
への店内改装

1956 群馬県 株式会社新宇商店 9070001015569
新商品開発による新規顧客の来店促進および顧
客満足度向上事業

1957 群馬県 IN PACT,32 ー
来店客増加のためのＨＰ作成および「ヘッドスパ」
の強化事業

1958 群馬県 フランス食堂voila ー
ディナー開始による新規顧客獲得および利益率・
売上向上

1959 群馬県 有限会社　俵屋 2070002014907
新商品販売に伴う広域への広告で新規顧客獲得
事業
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1960 群馬県 Reborn Design Labo 合同会社 8070003002590
LANケーブルのバリ廃材を使用したおしゃれ雑貨
の開発と販売

1961 群馬県 有限会社　今泉家具センター 9070002022713
新たな販路構築のための出張サービス開発プロ
ジェクト

1962 群馬県 hair y make enviar ー
新たなサービスと癒しの提供による新規顧客獲得
事業

1963 群馬県 松本　達也 ー
新商品開発に伴うホームページリニューアルと販
促ツール作成事業

1964 群馬県 有限会社　岩田農園 2070002037065
浅間高原の無農薬とうもろこしを使った野菜加工
で新たな事業展開

1965 群馬県 SILK　STORY　JAPAN ー
自社ホームページ開設と新サービスによる新規顧
客の獲得

1966 群馬県 有限会社マルフクストアー 9070002026879 新規顧客獲得のための新商品店舗販売事業

1967 群馬県 有限会社深澤工業 2070002024550
新たな市場開拓に向けたプレゼンテーション能力
の強化

1968 群馬県 はやぶさ食堂 ー
お客様が安心して入店できる店舗環境整備とテイ
クアウト販売強化

1969 群馬県 宵待庵まつしまや ー
新規顧客を獲得し通常営業を再開するための店
舗改修工事

1970 群馬県 赤城豆腐すみれ屋 ー
新商品開発と陳列拡充等プロモーション強化によ
る新規顧客獲得

1971 群馬県 水口屋 ー
新規メニュー開発と顧客コミュニティ強化による新
規顧客獲得

1972 群馬県 株式会社斉藤農園 3070001032743
高齢者でも安心して来店できるための直売所バリ
アフリー化

1973 埼玉県 有限会社牧島酒店 2030002064492
違いの分かる飲み手に、魅力ある「有料試飲サー
ビス」の開発

1974 埼玉県 有限会社三洋社 1030002064163
経験価値「着られる思い出」による新市場開拓事
業

1975 埼玉県 株式会社ピーカブー 5030001048072
日本製でＵＶ素材のエポカルブランドをオーストラ
リアで販売

1976 埼玉県 和気鍼灸院 ー 「麻痺」「出張」に特化した新規顧客の開拓

1977 埼玉県 有限会社ラフィネ 3030002066380 粒断機によるリペレット加工事業の開発

1978 埼玉県 ストリートフレーバー ー
大型バイク需要取り込む店舗改修、情報発信力強
化

1979 埼玉県 魚よし ー
手軽に食べられる主婦の味方「夕飯のパート
ナー」への革新

1980 埼玉県 こすもす ー
美意識高い50～60代女性を取込むフェイシャル
エステ参入事業

1981 埼玉県 シュロッセ ー
トリミングサービスの新規導入で、犬のトータルサ
ポートを実現

1982 埼玉県 加藤畳店 ー 高級畳表ラグのレンタル・販売促進

1983 埼玉県 あや整骨医学研究所 ー
スポーツをあきらめかけていた成長痛の子供達救
済プロジェクト

1984 埼玉県 ビヨンドザボーダー株式会社 6030001108404
海外就職の情報の更なる提供及び企業と個人の
マッチング構築事業

1985 埼玉県 株式会社林旅製作所 7030001116629
「南アジア専門の旅行会社」としてのブランドの確
立

1986 埼玉県 米田行政書士事務所 ー
「遺品」「不動産」等、終活に関わるお悩みトータル
サポート事業

1987 埼玉県 有限会社岩﨑農場 9030002022106
販売促進活動による自社「卵」ブランドイメージ構
築
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1988 埼玉県 フレッシュフォーム ー
「小顔」に特化した新サービスによる30代顧客の
獲得戦略

1989 埼玉県 田村ヒューマンアカデミー ー
地域の意欲ある人材のためのセカンドライフ支援
の実施

1990 埼玉県 有限会社　割烹楓 2030002118570 観光客の飲食需要を取り込む販売促進事業

1991 埼玉県 ホット アンド　クール ー レストアした旧車バイクの販売事業の展開

1992 埼玉県 サザンフィールドインダストリーズ ー
立体的なデザインを中心とする小物商品のライン
ナップ拡大

1993 埼玉県 のぼりや寝具店 ー
完全洗浄羽毛布団リフォームによる新規顧客開拓
戦略

1994 埼玉県 株式会社静岡ヤマサ園 9030001061757
自慢のこだわりのお茶、新たな販路と客層の拡大
事業

1995 埼玉県 からくりシステム ー
ＷＥＢ広告作成・ＳＮＳ情報拡散による新規顧客開
拓

1996 埼玉県 つるみ治療院 ー 女性の悩みを解消する特化型治療院の展開

1997 埼玉県 有限会社物流技研工業 5030002049706 高級ホテル向け高品質バゲージカートの製造販売

1998 埼玉県 る・穂のか ー
低糖質パンのオンラインショップ開設による売上拡
大と業務効率化

1999 埼玉県 有限会社メディア 6030002050019
3Dシミュレーションとオープンな情報開示による新
規取引先獲得

2000 埼玉県 はるか行政書士事務所 ー
外国人向け業務に特化した専用ホームページ作
成による販路拡大

2001 埼玉県 株式会社コネクト 2030001127795 インターネット活用による利便性の向上・訴求事業

2002 埼玉県 株式会社メディアリボース 1030001123589 新聞店のネットワークを活用した家電販売事業

2003 埼玉県 ㈲村田工務店 2030002114735
“自社アトリエ”の店舗風再整備・充実と看板設置
で販路開拓

2004 埼玉県 一八住設 ー
地域高齢者が安心して依頼できる、「顔が見える」
情報発信戦略

2005 埼玉県 インペックスエステート株式会社 3030001105899
店外改装によるイメージアップとポスティングによる
販路開拓

2006 埼玉県 ヘアーサロンシミズ ー 無料送迎サービスの本格的な展開

2007 埼玉県 ガラスアクセサリー洋玉 ー
プロ作家としての移動型ワークショップの展開と制
作キットの販売

2008 埼玉県 太洋社ひまわりクリーニング ー
近隣住民の快適な眠りをサポート！寝具クリーニン
グ事業への進出

2009 埼玉県 株式会社しらいしプラス 5030001116192
サッカー合宿地における競技支援＆備品販売の複
合事業

2010 埼玉県 けやきハウジング有限会社 1030002066432 インターネットを活用した情報発信強化事業

2011 埼玉県 有限会社　佐藤酒造店 2030002093839
若い人に飲んでもらいたい酒新ブランド「中田屋」
販売戦略事業

2012 埼玉県 株式会社　横関酒造店 3030001060814
新商品【家庭用漬床用酒粕「味粕漬ごっこ」】の商
品化と販路開拓

2013 埼玉県 福寿司支店 ー
「見た目」も「カラダ」にも美しく、「美野菜寿司」の
開発

2014 埼玉県 オーガニックカフェ　ウッドキャンバス ー
料理デモンストレーションと食養アドバイスを行う移
動式カフェ

2015 埼玉県 トリミングサロン cute ー
自店ホームページ再構築を中核とする販売促進力
の強化
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2016 埼玉県 武州祐忠 ー
ＨＰ制作により包丁・日本刀の製作工房の認知度
向上

2017 埼玉県 登山靴修理工房TOP ー クライミングシューズ修理の直請け事業

2018 埼玉県 有限会社カサハラ 5030002121943
自社ホームページ開設による当社の認知度向上
及び新規販売先開拓

2019 埼玉県 株式会社和 3030001105858
18歳以上の障害者を対象としたデイサービス提供
事業

2020 埼玉県 有限会社　クリーニングトキワ 8030002060998
集配サービス広告宣伝強化による高齢顧客繋ぎ
止めと新規顧客拡大

2021 埼玉県 そのつもり ー
自家製酵母パンのサンドイッチをメインとするカフェ
業態の開発

2022 埼玉県 株式会社花結び 2030001102872
鳩山産農産物を活用した新商品展開と販売促進
活動

2023 埼玉県 天下一 ー
御膳メニューの開発によるファミリー層や女性グ
ループの獲得

2024 埼玉県 どっとレシピ ー
「食トレ」コンサルティング事業の展開とブランディ
ング強化

2025 埼玉県 株式会社西田園 7030001097258
毎日寄りたくなる日本茶スタンドの設置による日本
茶専門店の復活

2026 埼玉県 有限会社トラスト・ホーム 7030002080345
HPリニューアルによる顧客獲得及びIT利活用に
よる業務効率化

2027 埼玉県 クリエイトサロン・フォーユー ー
女性のための「スタイル」「美容」「癒し」一貫供給
体制の確立

2028 埼玉県 株式会社　丸武 4010601044663
建設業界や工場等へのユニフォーム・刺繍サービ
スの販路開拓事業

2029 埼玉県 有限会社まる工房 8011102021405
小規模事業者向けHP制作パッケージの開発と新
規販路開発

2030 埼玉県 寒梅酒造株式会社 4030001030675
自社webサイト刷新による首都圏高級酒市場への
販路拡大事業

2031 埼玉県 ケーキの店モニカ ー
世界に一つだけのオリジナルデコレーションケーキ
の提供

2032 埼玉県 yumicafe ー
快適な環境と効率アップで長時間滞在を誘う週貸
しギャラリー事業

2033 埼玉県 おうちごはんAK ー
管理栄養士が叶える多様な食シーン。事業の可視
化で認知度向上

2034 埼玉県 株式会社ステップ 5030001070118 来日するベトナム人実習生に向けた住宅販売事業

2035 埼玉県 有限会社かやの家 2030002122457
予約システム導入で宿ホームページからの予約数
アップ

2036 埼玉県 ㈲池乃屋園 1020002034843
新商品「とどめのお茶」開発と戦略的な販促資材
作成よる販路開拓

2037 埼玉県 フォトハウス萩原 ー
ドローンを用いた空撮と新たな付加価値の提供で
受注力ＵＰ！

2038 埼玉県 尾花工業 ー
現場加工の機械化による工期短縮で売上・利益を
拡大

2039 埼玉県 コスミック ー
ホームメーカー依存体質の脱却！情報発信による
販路開拓計画

2040 埼玉県 株式会社オカベ 6030001089099
顧客の住環境に安心感を提供するワンストップ
サービスの展開

2041 埼玉県 英語館 ー
早期英語教育に応える「親子英会話」創設と看板
設置で売上アップ

2042 埼玉県 有限会社昇栄興業 7030002091284 営業力を強化するための自社ホームページ再構築

2043 埼玉県 有限会社柳石材店 6030002038831
石材店の強みを活かした石トータルケアサービス
の展開
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2044 埼玉県 ㈱グラビトン 6030001026878
受託開発拡大に向けた自社ホームページの刷新と
英語版の充実化

2045 埼玉県 有限会社みか登 6030002038815
現代風和菓子創作とパッケージ開発、チラシ・店頭
幕での広報活動

2046 埼玉県 株式会社ＧＡＪ 9030001107519
新サービス提供（ボディコーティング）に伴う看板
の設置

2047 埼玉県 ㈱ヒューズ 1030001039257
販路開拓と人材雇用のための自社サイトリニュー
アル事業

2048 埼玉県 トラックライン ー
新商品の開発によるハーレー専門店としての業態
確立

2049 埼玉県 株式会社山西商事 9030001046881
和光産野菜を広めるためのホームページ制作とチ
ラシ制作

2050 埼玉県 森田自動車 ー
オートマチックトランスミッション診断交換に伴う専
門性の強化

2051 埼玉県 株式会社NEXTLIFE 1030001062878
緊急対策！インターネットを活用した積極的な宣伝
広告の実施！

2052 埼玉県 Nanairo Photo Salon ー
女性カメラマンによる出張撮影の認知向上と女性
の新規顧客獲得

2053 埼玉県 ふとんの辰巳屋 ー
店舗滞在時間を増やすことによる商品訴求での客
単価の向上

2054 埼玉県 有限会社キングショップ誠屋 2030002093269
店内の有料試飲コーナー設置による新規顧客の
開拓と客単価の向上

2055 埼玉県 合同会社Bellemere 1030003007220
内面美容（インナービューティー）部門新設による
販路開拓

2056 埼玉県 蔵王飯店 ー
本格的中国料理を訴求することによる客単価の向
上

2057 埼玉県 株式会社コンバート・ワン 7030001050670
埼玉県から全国へ！家事講座で高齢男性を健康
で元気にする事業。

2058 埼玉県 株式会社　岩崎設備 1030001051625
新事業「省エネリニューアル」顧客層と人材確保に
向けたHP作成

2059 埼玉県 株式会社　理仁 7030001128302
自社強みを活かし、認知してもらうことによる販路
開拓事業の展開

2060 埼玉県 ＩＴサビー株式会社 8030001097265
地域中小企業のＩＴ化促進のためのＩＴサロンの開
設とＰＲ

2061 埼玉県 有限会社サーモンフーズ 9030002116238
観光客向け「深谷ねぎ」を使った「銀鮭の深谷ねぎ
漬け」商品開発

2062 埼玉県 悟工務店 ー
町の職人が行う昔ながらの地域コミュニティの復
活事業

2063 埼玉県 株式会社コスモクリエイティブ 3030001072108
「地域住民の快眠サポート」業務内容がイメージで
きる看板の設置

2064 埼玉県 フィットシステム㈱ 9030002057993
ITを活用した受注システムの構築を図り生産性の
改革

2065 埼玉県 ヒイラギ建装 ー
HPの新規作成と看板の設置チラシ配布による認
知度の向上

2066 埼玉県 飯島理容館 ー
新時代令和にナウで会話の弾む昭和レトロ理容室
にリニューアル！

2067 埼玉県 合同会社麦雑穀工房 2030003005280
瓶製品の量産体制の強化とラベルデザイン一新に
よる販売促進強化

2068 埼玉県 有限会社　茂木よう子美容室 5030002092994
育毛ヘッドスパ事業展開による育毛美容室ブラン
ド確立事業

2069 埼玉県 ＡＺbonheur ー ブランドの周知と販路開拓

2070 埼玉県 有限会社小澤建設 6030002097852
令和をスタートとする小澤ブランドの家造りによる
販路開拓事業

2071 埼玉県 株式会社モンクハウス 1030001045511 伝統素材を活用したイヤリングの企画と製造
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2072 埼玉県 リフレッシュの森 ー
ホームページ改修による集客力向上と設備改修に
よる顧客満足向上

2073 埼玉県 有限会社髙栁製麺所 6030002097885
小さいお子様と一緒でも気軽にほっとできる「憩の
スペース」開発

2074 埼玉県 割烹とき川 ー
足の悪い高齢者にも優しい、少人数の法事需要獲
得戦略

2075 埼玉県 雄建 ー
“ほぼ東京”に進出！地場ゼネコン＆地元建設会社
への販路開拓！

2076 埼玉県 有限会社　伊田保険事務所 1030002100488
「子育て世代を応援する」将来を見据えた保険の
トータルサポート

2077 埼玉県 ラマンドール株式会社 9030001100085
新規顧客開拓及び既存顧客来店頻度を伸ばす為
の「パン」の開発

2078 埼玉県 豊泉法律事務所 ー
「予防法務顧問弁護士サービス」展開のための販
売促進策

2079 埼玉県 有限会社　横須賀電機 8030002042039
三代目後継者が挑む、店舗改装によるイメージアッ
プ作戦

2080 埼玉県 有限会社大阪屋本店 2030002059947 世界のワインの専門店としてのブランド確立

2081 埼玉県 スタジオクォーツ ー
コスプレスタジオのネット広告・ブース改善による新
規顧客獲得

2082 埼玉県 有限会社ノア 7030002059141
障害者就労移行支援事業所を活用した靴クリーニ
ング事業の実施

2083 埼玉県 株式会社レミュー 1030001122236 CtwoQバッグインバッグの販路開拓

2084 埼玉県 有限会社シンコーエンジニアリング 7030002041173 冷凍車整備の完全内製化に向けた取組み

2085 埼玉県 石織商店 ー
閑散期の売上確保を目的とした展示会出展による
販路開拓事業

2086 埼玉県 花園養蜂場 ー
蜂蜜充填機の導入で、新容器による新規顧客獲
得。

2087 埼玉県 株式会社内村電気 2030001087429 高圧受変電設備の保守管理事業の展開

2088 埼玉県 (株)ウェルイン 1030001115693 福祉用具展示ギャラリーの設置及び広告宣伝

2089 埼玉県 ＳＥＩ電社 ー
オフシーズンにエアコン工事中心の家電生活トータ
ルサポート事業

2090 埼玉県 (有)神木工務店 2030002076447
提案型リフォームで販路拡大と地域責任密着工事
の推進

2091 埼玉県 (有)マルコー食品 5030002062320
新規卸店の開拓及び販売に向けたホームページ
の構築

2092 埼玉県 坪内音楽事務所 ー ホームページ新設による魅力発信で販路拡大

2093 埼玉県 (有)橋本畳店 7030002076681
新たにオーダーカーテンの取り扱いで認知度、売
上の拡大

2094 埼玉県 (有)廣樹内装 6030002066642
スマートフォン用ホームページの開設による集客数
のアップ

2095 埼玉県 サンエム建設(株) 1030001057622
モデルルームを活用した新たな顧客層へのPR事
業

2096 埼玉県 (株)TPカンパニー 1011001108788
スーパーフード寒天を仕掛けに用いたおしゃれEC
サイトの制作

2097 埼玉県 OMEGA個別指導 ー
ＺＯＯＭ英会話、パズル道場を実施する為の宣伝と
認知度UP

2098 埼玉県 (有)ボルタック 7030002062293 銀イオン生成用水の浄化装置試作

2099 埼玉県 Smile ー
看板変更で夜間も店舗の場所を示す、集客力向
上事業の実施
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2100 埼玉県 割烹・旅館うおり ー
顧客ニーズによる２ＷＡＹテーブル導入及び看板メ
ニュー開発

2101 埼玉県 有限会社野田自工 9030002122525
車販売事業強化による女性客・ファミリー客獲得の
ための改装事業

2102 埼玉県 株式会社サイウェーブ 9030001126048
小規模個人事業者向けのHP制作による新規顧客
開拓広告事業

2103 埼玉県 有限会社　花工場 6030002122560 長瀞店認知度アップによる販路拡大事業

2104 埼玉県 株式会社SinasSP 8030001095764
医療機器製造への参入に向けた販促物制作によ
る販路開拓

2105 埼玉県 Peace Hair Design ー
カラーの待ち時間にネイルを体験できる新サービ
スの導入

2106 埼玉県 栄和林業 ー
木材加工機械の購入により、土木材料商品の販売
促進に取り組む。

2107 埼玉県 クリーニングコンドウ ー
リネンクリーニング需要を取込む供給力の革新に
よる販路開拓

2108 埼玉県 有限会社島先電機商会 2030002038100
高齢者世帯に対する生活支援事業の新たなサー
ビス展開

2109 埼玉県 NomuRin Inc ー 新たな商品パッケージのデザインによる販路拡大

2110 埼玉県 ALL　MY　TEA ー
ファン急増！！定期購買によるブランド力向上とおす
そわけ戦略

2111 埼玉県 株式会社小林土建 2030001055914
土木工事の設計・積算能力の開発・向上と人材確
保・育成の周知

2112 埼玉県 島田工務所 ー
当社の立地を活かした新規先受注増加PR戦略事
業

2113 埼玉県 エコデザイン株式会社 7030001071469 PSA酸素濃縮器一体型オゾン発生器の試作

2114 埼玉県 風の里葬祭株式会社 5030001099280 鴻巣市を中心とした地域の新規顧客の開拓

2115 埼玉県 ターミナルスクール ー 「英語に強い塾」の存在アピールの徹底

2116 埼玉県 有限会社村田商会 3030002060400 個人顧客の利用率アップでの販路促進強化事業

2117 埼玉県 ㈲ガーメイコーポレーション 3030002084242
ラーメン業界初！絶対得するガチャガチャサービス
の実施

2118 埼玉県 ㈲つけしん 3030002082782 移動販売車による「鴻巣の味」配達事業の展開

2119 埼玉県 株式会社　三代目清水屋 6030001072261
創業95年の豆腐屋の強みを活かした“出来たて
惣菜商品”の展開

2120 埼玉県 ロミロミサロン　leakukuna ー
自分の足で歩いてＰＲし地域密着のサロンを目指
す

2121 埼玉県 美里自動車工業 ー
専用機械により新サービスオートマオイルの全量交
換の提供

2122 埼玉県 合同会社エス・クルーズ 2030003011774
車両診断機導入による業務拡張戦略及び生産性
の向上

2123 埼玉県 （株）セブンデイズ　三代目山ちゃん美里店 4030001119832
記憶に残るわかりやすい看板設置とHP制作による
商圏拡大

2124 埼玉県 ㈱アイ企画 2030001091686 トイレの改装による子育てファミリーの満足度向上

2125 埼玉県 有限会社　コスモ電業社 1030002120180
電気・空調・管工事のワンストップサービスへの
ホームページ作成

2126 埼玉県 ㈲木村屋 2030002082528
将来長きにわたって上得意客となって貰える若い
客層の開拓

2127 埼玉県 トキワロイ工業㈱ 8030001061808
短納期・小ロット・オーダーメイド対応の訴求による
新規顧客開拓
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2128 埼玉県 桶川駅前整骨院・鍼灸マッサージ院 ー 「真の笑顔」「真の健康」「真の美容」提供します！

2129 埼玉県 出張こども撮影ainoko ー
「赤ちゃんも安心して撮影できる」屋外スペースを
北欧風に改装

2130 埼玉県 倉繁ふとん店 ー
和布団工房設置による製作過程見える化で新規
顧客獲得事業

2131 埼玉県 株式会社コムラック 8030001039861
UVGI紫外線殺菌装置の新規販路開拓と販売施
策の実現

2132 埼玉県 株式会社オープンザドア 6010001116870
既存商品の新規卸販路拡大、新規商品・優良工
場の開発

2133 埼玉県 合同会社ＷＳＰＴジャパン 6030003007637
ブレ測定器の導入による検品精度の向上で売上
増加

2134 埼玉県 理容クラモト ー
高齢者支援「床屋サービス」おじいちゃん頑張っ
て！

2135 埼玉県 ニロインターナショナル合同会社 3030003011352 スリランカ高度理工系人材交流の構築

2136 埼玉県 有限会社東和商事 2030002061928 ネットショップページ制作での販路拡大

2137 埼玉県 喫茶　アトラス ー
お年寄にやさしいトイレへの改修によるリピーター・
口コミ増加策

2138 埼玉県 日農化学工業㈱ 9030001036263
国内初の赤シソ機能性表示食品「ピュアペリラ」ブ
ランド化

2139 埼玉県 菊鮨 ー 商圏内のお客様のニーズに合わせた店舗づくり

2140 埼玉県 やざぶ総建(株) 7030001122148
情報化による自社生産製品の販売システムの確
立

2141 埼玉県 株式会社山中不動産 4030001030923
若年層顧客獲得のための自社ブランドイメージ
アップ事業

2142 埼玉県 株式会社ASTRANS 4030001044543
北欧ガーデニング用品市場拡大の為にBtoB卸売
りの拡充

2143 埼玉県 株式会社　深田土建 5030001069283
スマートフォン用ホームページの展開によるエンド
ユーザーの獲得

2144 埼玉県 (有)田島製作所 5030002061669
既存事業との相乗効果による売上の増加・細穴放
電加工機の導入

2145 埼玉県 美容室　HAPPY ー
女性向けスカルプケアサービスの強化による収益
確保

2146 埼玉県 株式会社ゾルキンホーキー 7030001103866
家事代行、高齢者支援サービス（排泄ケアなど）の
普及・販路開拓

2147 埼玉県 R＆D　JAPAN株式会社 2011701014013
宅配専門・デザインフォーマット付きネット印刷事業
の販路拡大

2148 埼玉県 喜久家 ー
「メニューの豊富さ」「寛げる座敷席」ＰＲ（多言
語）による誘客

2149 埼玉県 (有)明友商事 9030002062465 ほほえみサポートサービス新規獲得事業

2150 埼玉県 別品屋 ー 新たな店舗PRと快適空間を整え新顧客開拓へ

2151 埼玉県 チャスカ ー 法人向けのケータリングサービス事業の展開

2152 埼玉県 LITTLE　FARMERS ー
生産者から購入できる！自動販売機設置による販
路開拓

2153 埼玉県 吉田自動車 ー
中古車販売店舗の新設と福祉車輌の取り扱いに
よる新規顧客開拓

2154 埼玉県 (株)ライフボード 6030001125432
チラシとホームページによるハウスクリーニング市
場の開拓

2155 埼玉県 株式会社建勝 4030001103869
提案営業強化による個人顧客からの受注拡大・下
請けからの脱却
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2156 埼玉県 フローリスト木田 ー
サインボードは花を贈るサイン。看板効果で集客Ｕ
Ｐ！

2157 埼玉県 四季の菓子工房シャロン ー
新たなロゴ・パッケージ作成によるギフト商品の強
化

2158 埼玉県 洋服の美容室SHU ー お急ぎのお直しサービスの開発と展開

2159 埼玉県 株式会社アイムホーム 9030001072614
提案型ホームページによる低価格平屋住宅の販
売強化

2160 埼玉県 司法書士柴崎智哉事務所 ー 「家族信託」を活用した認知症対策の普及活動

2161 埼玉県 合同会社オリーブ 4030003011319
障害者向けグループホームの満足度向上とPRに
向けた取り組み

2162 埼玉県 Frip ー
鳩ヶ谷地域初！“男のいきなり脱毛”で爽やかビジ
ネスマンに！

2163 埼玉県 株式会社エルテクノ 4030001060474
HACCP対応「危害除去・健康被害防止」小型金
属検知器の開発

2164 埼玉県 株式会社　坂本商事 6030001091030
売店オープンによるアイシングクッキー、焼き菓子の
販路拡大

2165 埼玉県 Mayla ー
中高年女性層へのプロモーション強化と要望改善
で客数・売上増

2166 埼玉県 Ｙ’ｓ ｃａｆｅ ー
体験型メニューの開発によるカフェ店としての新た
な価値の提供

2167 埼玉県 (有)黒田工務店 6030002060983
新しいホームページの作成による、新規顧客獲得
事業

2168 埼玉県 農家のcafe&bar TRANSIT ー
エスプレッソ・マシン導入による新商品開発及び販
路開拓事業

2169 埼玉県 金子古家具店 ー
展示スペース兼打ち合わせルームへの改装による
売上向上

2170 埼玉県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ ー
英語とプログラミングを軸に思考力を育み実社会
との関わりを学ぶ

2171 埼玉県 株式会社長島工務店 3030001088839 【暮らしのプロデューサー】としてのブランド確立

2172 埼玉県 出牛興業 ー
大型工事新規受注の為の設備導入及びポータル
サイト参加

2173 埼玉県 だるまや菓子店 ー 「黒玉かんてん」の開発および販路開拓戦略

2174 埼玉県 山市屋本店 ー
「和」を強調した店舗外壁工事による七代目による
新規顧客開拓

2175 埼玉県 有限会社アサミ商事 2030002081240
サイト構築、テラス新設による自社ブランド強化で
販路事業

2176 埼玉県 有限会社 藤屋精肉店 4030002097532 ECサイトの展開による卸部門の売上拡大

2177 埼玉県 有限会社金子建設 8030002097363
解体・保全サービスによる販路開拓及び季節繁閑
平準化の実現

2178 埼玉県 有限会社ビーンズ 3030002122555
幻の地豆を使用したオリジナルクリームジェラート
の開発と販売

2179 埼玉県 株式会社コボリ 7030001018379
第88回東京インターナショナルギフト・ショー秋
2019年出展

2180 埼玉県 有限会社柴﨑商会 9030002081333
自社ブランド「Ｐｒｏｔｏｎ」の販路開拓とシルバー商
品化事業

2181 埼玉県 宮澤商店 ー
メダカ専用HP構築によるブランド確立と地域認知
度の向上

2182 埼玉県 フローラーニング ー
学習塾の高校生対象の為の設備投資とweb教材
新規販路開拓事業

2183 埼玉県 合同会社ふぁみしーず 4030003011384
介護事業者向け人材不足解決のための動画制作
広報活動

78/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

2184 埼玉県 ＬＩＮＥ’ｓ ー
快適な空間と新メニューを提供し地域NO1顧客満
足度を目指す

2185 埼玉県 株式会社ピュアスタッフ 7030001033667
医師の紹介による取引先企業の拡大と登録保留
者の雇用の安定

2186 埼玉県 (有)ビソー企画 6030002079140
依頼者が安心・満足できる革新的遺品・生前整理
サービス業の開発

2187 埼玉県 有限会社おき川 8030002055585
和菓子で人と人をつなぐ架け橋～自社サイトの立
ち上げなど～

2188 埼玉県 味の狭山茶　西沢園 ー
地域ポータルサイト開設による県外顧客獲得とイ
ベント事業の拡大

2189 埼玉県 彩り整骨院 ー 産前産後整体の新規顧客の獲得

2190 埼玉県 阿佐美や ー
ママやシニアでも使いやすい「組立て式軽量型の
焼き芋釜」の開発

2191 埼玉県 朝榮有限会社 7030002080254
３世代家族にやさしい店づくりのための店舗バリア
フリー化事業

2192 埼玉県 タイ古式＆肘圧整体　Hygge ー
集客のための心地よいサロン空間の創出とホーム
ページの作成

2193 埼玉県 西脇不動産鑑定事務所 ー
個人客獲得を主目的とした販促用のためのＨＰの
作成

2194 埼玉県 株式会社JOURNEY 2030001129916 初心者向け・レイクSUPクルージング体験ツアー

2195 埼玉県 美容室プリエージュ ー
フルフラットチェア導入で顧客満足度・単価アップ
を目指す

2196 埼玉県 秋山製作所 ー
高周波加熱装置の導入により作業の効率化を図
り事業拡大を図る

2197 埼玉県 株式会社つばめ学院 2030001101619
自立を促す学習スタイル浸透による新規獲得のた
めの販売促進策

2198 埼玉県 お茶っこサロン一煎 ー
ホームページ・リニューアル＆のぼり制作＆展示会
等PR事業

2199 埼玉県 株式会社ビジネスコネクション 7030001050555
ＷＥＢ対策とテレアポを組み合わせた販路開拓強
化事業

2200 埼玉県 株式会社　協和 8030001070676
ホームページリニューアルにおける新たな販路の
拡大開拓

2201 埼玉県 ヒューマンアクセシビリティ ー
採用がうまくいってない企業を1社でも多く救う人
材支援事業

2202 埼玉県 サーマル化工株式会社 3030001020280
次世代産業ロボット分野進出の為、女性技術職採
用サイト作成

2203 埼玉県 割主烹従魚けん ー 可動式個室による少人数催事需要の取り込み

2204 埼玉県 Hair Salon Alegre ー 悩みに寄り添う個室スタイルの新店舗の開設

2205 埼玉県 有限会社　アルテックトーヨー住器 5030002116191
ＦＩＴ終了問題に対応した「新たなビジネスモデル
の構築」

2206 埼玉県 リユース学生服リ・ボン ー
子育て共感！小学入学～中学卒業までの経済的負
担軽減大作戦

2207 埼玉県 有限会社田村商会 5030002024725 ハラル認証除菌水、アメニティグッズの販路開拓

2208 埼玉県 美容室 プライム’S ー 来店できない人への出張カット提供で販路開拓

2209 埼玉県 たいよう補聴器 ー 当店と補聴器を知ってもらうための広告宣伝活動

2210 埼玉県 大宮建設株式会社 1030001032476
DIY教室の展開で新規顧客の拡大を図る販路開
拓計画

2211 埼玉県 有限会社岡安製麺所 7030002042089
創業100年の新商品「力太郎うどん」の開発と乾
麺の販路開拓

79/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

2212 埼玉県 Tialash ー
居心地よい空間作りとＷＥＢ活用・ＰＲ看板による
集客力強化事業

2213 埼玉県 関根畳店 ー
和モダンな空間それがＴＡＴＡＭＩ（畳）だ！需要創
造事業

2214 埼玉県 HAIR QUALITY SIESTA ー
お客様のお悩み解決！新たなカラー剤の導入によ
る新規顧客開拓

2215 埼玉県 株式会社　関口材木店 8030001087175 WEBサイト作成によるDIY愛好家向け情報発信

2216 埼玉県 株式会社鳥勘 7030002090410
グランドメニュー表作成と店頭での告知用掲示板
の設置事業

2217 埼玉県 ほりべストアー ー
手作り惣菜で図る高齢者の囲い込みと利益率向
上の実現

2218 埼玉県 株式会社ハピネスライフ 8030003005556
『カルチャースクール型デイサービス』オープンのた
めの看板設置

2219 埼玉県 株式会社SHIMADA 3030001115840
展示会出展によるロボット・医療機器業界等への
販路拡大

2220 埼玉県 株式会社ファーストセレクション 8030001119242
低価格・高品質ゴムクローラー・ゴムパッドの小売
販売の強化

2221 埼玉県 株式会社アシストコミュニケーション 9030001072424
中高年ターゲットの地域密着型リハビリ＆フィットネ
スジムの展開

2222 埼玉県 株式会社ドコデモライフ 9030001106735 豊かな暮らし方の提供による独自ブランドの確立

2223 埼玉県 株式会社カケハシ・スタイル 6030001088381 当店オリジナルCDの開発による卸売事業の展開

2224 埼玉県 有限会社宇賀神溶接工業所 5030002065018
低コストで壊れにくいFRP製ハンドバイクシートの
開発

2225 埼玉県 Ren　アトリエレン ー
着物リサイクル加工事業で地域と全国へ埼玉の魅
力発信と市場開拓

2226 埼玉県 ヤングリーブス・ログ・ホーム ー 森をひっぱる！タイニーログハウスレンタル事業

2227 埼玉県 風布にじます釣り堀センター ー
圏央道延伸による神奈川エリアの新規客獲得と顧
客満足度の向上

2228 埼玉県 （有）安藤石材工業 7030002097637 お墓IT　みかげ石の新たな可能性の創出

2229 埼玉県 かねしろ ー
調理設備の導入で調理作業を効率化し、売上高
の増加を目指す。

2230 埼玉県 株式会社あん保険企画 4030001072032
人生設計をサポート！提案型保険商品セールスに
よる売上拡大

2231 埼玉県 有限会社須藤酒店 1030002058776
昔ながらの角打ちで気軽に飲める場を提供し新た
な顧客の獲得

2232 埼玉県 Studio★Wiz ー
Studio★Wiz主催の野外ダンスフェスティバルの
開催

2233 埼玉県 Tea＆JazzBar停車場 ー
伝統のJAZZ喫茶の見える化による新規顧客の獲
得

2234 埼玉県 株式会社なごみ空間工房 9030001100845 モデルハウスの活用による新規顧客開拓事業

2235 埼玉県 （有）埼玉油機　松活性研究所 1030002097709
ゴルフ場に特化したPR活動の実施による商圏拡
大事業

2236 埼玉県 笛木醤油株式会社 9030001056583
醤油蔵のリノベーションによる体験型複合施設 醤
油パーク事業

2237 埼玉県 有限会社　松音屋 3030002096312
東松山の味覚をお持ち帰り！観光客に向けた販売
促進の取組み

2238 埼玉県 株式会社セイワ・コーポレーション 3030001032417 空き家対策事業で社会貢献と収益向上

2239 埼玉県 株式会社アレコアグループ 7030001119953 【グッズ製作事業】のアーティスト向け販路開拓
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2240 埼玉県 蛇の目屋 ー
高齢者向けの店づくりとオリジナルメニューよる新
規顧客の拡大

2241 埼玉県 株式会社コヤナギスポーツ 8030001033872 少子化の時代に即した短期納品体制の強化

2242 埼玉県 嬉乃 ー
外国人客に向けた店舗改修等及びオリジナルド
レッシング販売

2243 埼玉県 秀栄継手工業　株式会社 8030001073241
～埼玉と過疎地を結ぶ～ ＷＥＢ＆紙媒体での過疎
地向け技術指導

2244 埼玉県 株式会社　Co-Creation 1030001127689
ホームページ作成し弊社の事業内容のアピールを
していきます。

2245 埼玉県 有限会社　新井商店 2030002082338
ホームページとSNSを連動させた店のPRと集客
事業

2246 埼玉県 なないろ鍼灸院・整骨院 ー
自費診療増加のための看板設置・ウェブサイト改
善による販路拡大

2247 埼玉県 鳥政 ー ギフト用商品の開発と通販事業の実施

2248 埼玉県 有限会社大村庵 8030002039588
家族や知人との【特別な時間】がより快適に楽し
める設備導入

2249 埼玉県 フィールプラス ー
チラシの仕分けサービス及びＤＭワンストップサー
ビスの提供事業

2250 埼玉県 hair make En Deux ー
確かな技術力と提案力をより顧客へ訴求するシャ
ンプー椅子の導入

2251 埼玉県 株式会社ほりこし 4030001031335 オリジナルプリント作成による販売向上

2252 埼玉県 ジェネクト株式会社 3030001115824 攻めのＳＮＳ・リスティング広告プロモーション事業

2253 埼玉県 水素整体一命皆 ー 水素吸入サロンの展開による販路開拓

2254 埼玉県 株式会社ならいち 6030001031498
「ただの本屋」から「教室＋書道専門店」として攻
めのＰＲ活動

2255 埼玉県 オフィス木田 ー
占う心理カウンセラーによる恋活、婚活オンライン
サロン販路拡大

2256 埼玉県 Flower Art Blossom ー
当店のブランド力向上と販売促進活動による来店
機会の創出

2257 埼玉県 株式会社　野沢スポーツ 4030001070977
卓球のプライベートレッスン空間提供と卓球ブラン
ド強化事業

2258 埼玉県 e+condition ー
店舗改装と新サービス展開によるパーソナルジム
のブランド力強化

2259 埼玉県 有限会社　岩平屋 1030002089895
高齢者の睡眠をバックアップする新コンサルティン
グサービス開始

2260 埼玉県 ビューティハウス　アキバ ー
個肌に合わせたオリジナルエステコースの開発と
PRの実施

2261 埼玉県 有限会社　バラエティストアーカマニ 2030002090472 DMを駆使した既存客維持及び新規客獲得

2262 埼玉県 行政書士　宮田事務所 ー
高齢者やハンディキャップのある方に優しい事務所
づくり

2263 埼玉県 株式会社齋藤建設 8030001120373
『工務店にしかできない高性能住宅を造る』為の
ツールの作成

2264 埼玉県 有限会社エルガ 2030002097294
太陽光発電システム計測器の導入による販路拡
大事業

2265 埼玉県 有限会社　北嶋石材 3030002097384
サンドブラスト機導入による新規顧客開拓及び
サービス強化

2266 埼玉県 ペパーミント ー
アメリカナイズドを追及しつつ、愛ある１対１の店舗
へと成長事業

2267 埼玉県 ベリーズファーム ー
余剰農産物の有効活用による新商品の開発と集
客力の向上
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2268 埼玉県 武蔵ワイナリー株式会社 6030001106713
当社本格熟成ワインの商品化を求められる声にお
応えする設備導入

2269 埼玉県 株式会社マルチュウ 6030001089842 ホームページを活用した新規案件の獲得

2270 埼玉県 理容きしだ ー
新機能シャンプーと理美容技術の融合でユニセッ
クスサロンへ進化

2271 埼玉県 株式会社太郎寿司 6030001046760
地元で増加する若い世代家庭への来店促進策の
実施

2272 埼玉県 KSK’s ROCK CRAFT ー
「心のバリアフリー」を実現するボルダリングジム事
業の運営

2273 埼玉県 株式会社ダイコウ設備 8030001105259
清掃から専門工事まで！地元業者の安心水道工
事サービスの実施

2274 埼玉県 有限会社クラフト 7030002058647
子宝相談に悩むご夫婦に向け情報発信し売上を
上げる

2275 埼玉県 ナルミナス・キャリア株式会社 2030001083758
スマホ一つで！どこでも通学・通勤講義レスポンシ
ブ化、販路拡大

2276 埼玉県 ㈱日健協サービス 5030001062189
「生きてる酵母」の米国ロサンゼルスにおける販路
開拓事業

2277 埼玉県 さいやんのやきとり ー
利用シーンに応じて３つのスタイルを持つ鶏料理専
門店の開始

2278 埼玉県 ㈲ホリシン 6030002099361
～期待を米て～美味しさをとことん追求したホリシ
ン米で大満足！

2279 埼玉県 株式会社ユープラン 2030001047259
高性能ＣＡＤソフト導入とチラシ配布による省エネ
ニーズ対応

2280 埼玉県 きなせ ー
地域住民が「人に自慢したい店」を目指す、外観・
イメージの革新

2281 埼玉県 居酒屋よっちゃん ー
地域の「子育て世帯」を応援！駅徒歩1分の老舗
居酒屋の改造計画

2282 埼玉県 株式会社ワンダフルライフ 2030001082578
「1人でも多くの方の幸せを」介護トータルサポート
企業への変革

2283 千葉県 hair&make roku ー
デジタルパーマ導入によるチャンスロス解消及び
新規顧客開拓事業

2284 千葉県 丸徳瓦店　株式会社 5040001064399
地域に密着した屋根リフォーム事業拡大の為のプ
ロモーション展開

2285 千葉県 すしやの魚々村 ー 法事・祝事や会議等の宴会集客強化事業

2286 千葉県 ラブ・コミック合同会社 1040003013127 広告とウェブサイトを利用したサービス宣伝活動

2287 千葉県 MOUNTDOOR ー 山と町と生活をつなぐ製品の企画製造販売活動

2288 千葉県 有限会社太陽工務店 2040002012748
住宅改修費支給制度活用受注増加のための基盤
整備事業

2289 千葉県 こん野鍼灸・整骨院 ー
パーソナルトレーニング機器により患者様の健康
寿命促進の実現

2290 千葉県 株式会社ワノケア 3040001106194
世界初の使い捨て洗髪用具「パパットケリー」の市
場認知活動

2291 千葉県 株式会社こみん 3040001108463 民泊施設の魅力UP及び広報強化で集客拡大

2292 千葉県 カフェ楽 ー
リニューアルする道の駅への出品と新しいデザート
の提供

2293 千葉県 古民家美容室　小春日和 ー
くつろぎの古民家で更にリラックスできる「ヘッドス
パ」導入事業

2294 千葉県 株式会社坂本総本店 4040001061100
情報発信力を高め購入しやすさを追求した販売体
制構築事業

2295 千葉県 大谷家具製作所 ー
SNS時代に対応したWebブランディングと攻めの
営業戦略
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2296 千葉県 和蔵酒造株式会社 1040001052110
ホームページ開設による情報発信力強化と新規顧
客の獲得

2297 千葉県 焼肉ビストロミウラ ー
リーチインショーケース導入による3世帯家族の集
客率向上アップ

2298 千葉県 株式会社エルテル 7040001065296
開発財産と保有技術をアピールするＨＰを活用し
た販路開拓

2299 千葉県 リストランテ　ステラ ー
自家製ピッツァ部門強化による新規顧客獲得・売
上拡大事業

2300 千葉県 ＣＯＮＣＲＥＡＴＥ合同会社 1040003011857
インフルエンサーをネット顧客として効率的に取り
込むＷＥＢ戦略

2301 千葉県 下出羽内山屋 ー 生産販売拡大を狙ったテイクアウト餃子強化事業

2302 千葉県 茶茶 ー
地区外新規顧客獲得のための電光看板設置及び
外観補修

2303 千葉県 株式会社飯高まるごと体験博物館 9040001106164
古民家レンタルスペースの紹介と飯高地域の観光
資源を広報

2304 千葉県 マルコンペイント ー
赤外線サーモグラフィを活用した雨漏り診断、検
査、修繕事業

2305 千葉県 有限会社　渡邊モータース 8040002078643
最新設備導入によるカーエアコン修理・冷媒交換
サービス事業

2306 千葉県 有限会社　榎澤鈑金 2040002078194 塩害から愛車を守る　下回り防錆処理事業

2307 千葉県 紅茶と食の台所 糸 ー
オリジナルブランド紅茶缶サンプル製作によるファ
ン獲得事業

2308 千葉県 結婚相談所　萌 ー
地域交通広告を利用した婚活事業ＰＲによる新規
会員の獲得事業

2309 千葉県 結ごはん ー
作業効率向上オリジナルサイズキッチン導入と新
規開業宣伝事業

2310 千葉県 手心株式会社 7040001081608 ホームページやチラシ等による販路開拓事業

2311 千葉県 株式会社大正堂薬局 4040001100436
新規客獲得のための健康セミナー・相談会のプロ
モーション強化

2312 千葉県 三蔵工業株式会社 8011701003373
耐温特性等を有する軽量化ベアリング開発による
航空機市場参入

2313 千葉県 株式会社柏﨑写真 7040001028047
空き物件の改装によるレンタルスペース事業への
進出

2314 千葉県 KS企画nich ー
タクシー会社の経費削減を提案！中古タクシー販
売のHP作成事業

2315 千葉県 有限会社斉藤プレス 8040002037888
ホームページの情報発信強化による信頼度・認知
度向上と受注拡大

2316 千葉県 日本料理　勝 ー
高齢顧客に「居心地良く」料理を味わって頂くため
の店舗改装事業

2317 千葉県 チャイヨー ー
店舗外観変更及び広告施策による認知改善と
ターゲット層の獲得

2318 千葉県 有限会社つるおか工務店 4040002102522
新しいターゲット「ファミリー層」への販売促進計画
の実施

2319 千葉県 たなか寿司 ー 法事・宴会の小グループ客の新規獲得事業

2320 千葉県 PIZZA　storia ー
靴を脱いで入るファミリー向けゆったりしたい人向
けの個室の設置

2321 千葉県 合同会社フローライトローズ 2040003002376
千葉ニュータウン及び周辺地域高齢層の訴求力
アップ事業

2322 千葉県 グリーンライト ー
関東圏内をターゲット・魅力ある施設の充実で集
客を

2323 千葉県 菓子舗　紬 ー 贈答用商品およびパッケージデザインの開発
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2324 千葉県 株式会社エス・ケークリーン 5040001077509 O&Mサービスの実現

2325 千葉県 株式会社コンフォルト 4040001045714 錠前加工データーの蓄積による競争力の向上

2326 千葉県 株式会社江東堂高橋製作所 5011801014273 高機能缶による異業種分野への海外販路開拓

2327 千葉県 有限会社たつはら 7040002060081
生産ライン構築及び塗装データーの蓄積による競
争力の強化

2328 千葉県 川口建具製作所 ー
建具製作技術を伝承するアートギャラリー整備計
画事業

2329 千葉県 ポプラ美容室 ー ＯＶＥＲ６０のグレイヘアＰＲ強化

2330 千葉県 エザワフルーツランド ー 農園内直売所改装に伴う客単価向上事業

2331 千葉県 居酒屋　角吉 ー
地元勤労者の「憩いの場」を提供するための店舗
拡張事業

2332 千葉県 フルーツ街道夢農場 ー
ネット販売及びバイヤー向けＰＲ実施のためのＨＰ
リニューアル

2333 千葉県 株式会社SUPER THREE 1040001108119
新素材を活用したサーフボード生産体制の整備に
よる販路開拓

2334 千葉県 有限会社カネトミ 2040002102870
社会の高齢化に伴う高齢者のお客様の受け入れ
態勢の強化事業

2335 千葉県 ミニトリップ株式会社 4040001086056
ベトナム進出企業増加に伴い、企業視察旅行商品
の販路拡大

2336 千葉県 有限会社野瀬銘木店 6040002101885
SNSと連動したホームページの制作による新規顧
客の獲得

2337 千葉県 金子畳店 ー
デザイン・機能性を重視、子供や高齢者に優しい
畳で販路開拓事業

2338 千葉県 合資会社南総軒 9040003004473
スポーツ需要に合わせた新商品の開発および販
売強化

2339 千葉県 donner（ドネ） ー
新規顧客獲得を目指した「ベイク＆ギフトショップ」
開設事業

2340 千葉県 有限会社金谷商店 8040002101165
本格的な小売り事業進出のためのショーケース設
置

2341 千葉県 合資会社いなかっぺ 7040003004467
インバウンド、自転車等、新しい旅スタイルに対応す
る未来型宿坊

2342 千葉県 株式会社さわらび 1040001074187
ＷＥＢでコラボ！地域資源商品と新人デザイナーの
マッチング事業

2343 千葉県 亀田酒造株式会社 8040001074164
千葉県産果実を使った新商品リキュールの開発と
新規販路開拓

2344 千葉県 有限会社　角田モータース 4040002100955 タイヤ販売及び交換取付け事業の強化

2345 千葉県 株式会社　Ｍｒ．ソテツ 3040001089118
販路拡大！「おさしみ唐あげ」流通商品開発の取り
組み

2346 千葉県 リラクセーション＆エステティックOCEAN ー
さらなる結果求めて、美容機器の導入による新施
術の提案事業

2347 千葉県 JMGarage ー 部品がなくても諦めるな、技術力の見える化事業

2348 千葉県 ECCジュニアふじき野２丁目教室 ー
日常英会話親子体験教室と留学現状説明会同時
開催による顧客開拓

2349 千葉県 えいきの鍼灸整骨院 ー
地域の現役世代の利用者開拓に向けた鍼灸整骨
院のＨＰ改変

2350 千葉県 つるかめ農園 ー
つるかめ米を使用した甘酒のパッケージ制作およ
びブランディング

2351 千葉県 株式会社　和匠 坂本 7040001104269 自動どら焼き機の導入による売逃し解消事業
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2352 千葉県 吉野酒造株式会社 8040001075096
オーストラリアに向けた腰古井ブランドの海外販路
展開事業

2353 千葉県 有限会社　下田自動車 5040002100616
集客力増強や商談スペースの拡充による販路開
拓事業

2354 千葉県 有限会社モード企画 5040002085114
工場直販！コスパに良しの語れるＴシャツ・パー
カーＥＣ事業

2355 千葉県 足の専門店Pedi・Happiness ー
老若男女の健康を足元から包括的に支えるため
の新規事業の展開

2356 千葉県 有限会社　川きん 9040002100273
近隣顧客等をターゲットにした貸しホール事業の
展開

2357 千葉県 LOVES　COMPANY㈱ 6040001093595
パッケージング内製化による販路別ペットフード事
業

2358 千葉県 株式会社総合ケアサービス 0940001062878
認知度アップによる自然塩拡販と塩づくり体験の
集客向上

2359 千葉県 株式会社成田家 8040001075352
低温長期保存で可能にする安定地魚の供給とPR
での新規客獲得

2360 千葉県 足立機工 ー
溶接・金属加工を用いた地域小規模零細企業支
援特化事業

2361 千葉県 キッチンさわ ー
再ブランディングによるいちじく商品の贈答品化に
よる販路拡大

2362 千葉県 ありのまま ー
認知度向上と学習環境の向上による生徒数の獲
得

2363 千葉県 ボルダリングジム　マシラ ー
ボルダリング経験者と非経験者の共存へ向けたＰ
Ｒ事業

2364 千葉県 株式会社 藤井 1040001075375
卸売り業者が提供する「国産うな丼定食」販売計
画

2365 千葉県 いとうRYO ー
24時間利用可能ホール増設による新規顧客獲
得・リピート率向上

2366 千葉県 五代目　森山清次兵衛 ー
玄米と米油を用いたグルテンフリー＆健康志向餅
おかきの販促事業

2367 千葉県 しかく家具製作所 ー
個人向けオーダーメイド家具の受注拡大に向けた
ショールーム開設

2368 千葉県 有限会社　福原建築 7040002100317
地元の祭り体験型施設の設置による移住者等か
らの新規受注獲得

2369 千葉県 JUMP　UP　GOLF ー
レンタルスペースを整備し、スポーツ系習い事によ
る販路開拓

2370 千葉県 株式会社後藤商事 9040001084336
スマホの破損・故障を予防するコーティングメ
ニューで新規開拓

2371 千葉県 東灘醸造株式会社 7040001075007
ホームページリニューアルと看板設置による地酒ブ
ランド強化事業

2372 千葉県 てんぐれい ー
高齢者や家族連れがゆったりとくつろげる店内へ
の改装

2373 千葉県 チーズ工房　千 ー
自社ウェブサイトの売上増大を目的とした写真及
び動画の撮影

2374 千葉県 株式会社　マルカ 8040001105571
ホームページ作成による新規開発商品のP・Rと販
売促進事業

2375 千葉県 有限会社フルフィルアセンション 3040002103083
大多喜町の新ブランド「山里のソフトやませみ」販
売促進計画

2376 千葉県 稲花酒造有限会社 9040002082388
創業四百年の老舗酒蔵によるビンテージ酒の新商
品開発と販路開拓

2377 千葉県 株式会社せいよう 8040001072507 地域に密着した防犯カメラ事業の販路開拓

2378 千葉県 有限会社飯島印刷サービス 5040002097869
名刺用マークプレスＡ４判１０面付用紙で同業者を
新規顧客にする

2379 千葉県 中日商会株式会社 9040001104408
ＩＴ広告の強化と海外・国内販路開拓による売上の
増加
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2380 千葉県 EVOLVE ー
業界初淡水専用サーフボード開発、ブランド化によ
る新規市場開拓

2381 千葉県 炭火焼鳥　御嘉家゛ ー
『九十九里産はまぐり』ブランドのご当地コロッケ
の開発

2382 千葉県 アイエススポーツ ー
レッスンの付加価値向上による、将来のオリンピッ
ク選手を育成

2383 千葉県 さつまや ー
店構えの改善による、新規客の獲得と店舗の認知
度・品格の向上

2384 千葉県 たちばな園 ー
茶葉の売上拡大に向けた、ＨＰ開設、のれん設置及
び陳列台の導入

2385 千葉県 株式会社三富商会 8040001013543
残置物撤去サービス専用のサイト作成による販路
開拓＆強化

2386 千葉県 有限会社山口屋商店 6040002057970
買い物弱者・高齢者世帯に対する生鮮3品の宅配
および見守り事業

2387 東京都 EAST END WHITE ~coffee~ ー
新規顧客に合致する商品の開発・販売と店舗の知
名度を高める事業

2388 東京都 愛犬美容室メグ ー
販売ブリーダーとして実績や信頼感を得られる
ホームページ制作

2389 東京都 ㈱内田コーポレーション 2012701002008
空圧工具のメキシコ及びコロンビア市場への販路
開拓事業

2390 東京都 児玉幸子スタジオ株式会社 7012401025345
小型モーションセンサ利活用の販促Webシステム
構築と広告宣伝

2391 東京都 ヒューマンディベロップメント研究所 ー 人手不足時代に求められる研修・人材育成の強化

2392 東京都 有限会社大広製作所 2013102001012
既存設備と新規工具の導入による特殊加工への
対応

2393 東京都 株式会社クリエイティブナッツ 4012801018257 ドローン等による動画作成事業での新規顧客獲得

2394 東京都 株式会社三栄ライフサービス 5012401032129 販促強化及び食事の改善

2395 東京都 メンズサロンたかみ ー
顧客である高齢者ニーズの対応と小学生の利用
を図るトイレの改修

2396 東京都 ㈲ホームクリエ 5013102001488
遊び心を持ち、少人数の職人で建てられるログハ
ウスの販売を促進

2397 東京都 アイティーエムクリエイト株式会社 5013101005614
下請からの脱却　自社開発スマートフォン用アプリ
で新規販路開拓

2398 東京都 安堂株式会社 3012401023286
自家製ソフトクリームの導入による品揃えの充実と
新規顧客の獲得

2399 東京都 eatjoy ー
商品の広告宣伝の強化と店舗設備の投資による
販路拡大

2400 東京都 株式会社やまぐち 1012401008743
調布ブランド焼酎及びボトル・グラスセットで国内
外来訪者の開拓

2401 東京都 株式会社カーサ・ラボ 1012401024732 会社概要・パンフレット作成による新規顧客開拓

2402 東京都 椚塗装株式会社 9013101006451
地域の女性客に選んでもらえる塗装屋になるため
の認知度向上事業

2403 東京都 有限会社　伊藤食品 6010902001543
真空包装機を導入した新商品開発による新規顧
客の開拓

2404 東京都 森田園 ー
調布市発!石材販売の砂利サンプル送付サービス
を告知する事業

2405 東京都 株式会社スキルグラント 3012401020250
パソコン修理トータルケア事業展開による販路開
拓

2406 東京都 ダンスルーム伊藤 ー
幅広いニーズに対応する健康ダンス等の新コース
開発と宣伝強化

2407 東京都 株式会社スポルアップ 4012401032484 コンサルティングのシステム開発とその販売促進
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2408 東京都 菜つ屋 ー
店舗エントランスリニューアルとＳＮＳを利用した新
規顧客開拓

2409 東京都 mococo CREPE ー 新規顧客、リピーター顧客増大のためのPR活動

2410 東京都 株式会社グッドスマイルハウス 5012401016404
リフォーム工事見積のシステム化による顧客ニーズ
対応と販路開拓

2411 東京都 株式会社Morgenヘルスケアアンドサポート 7012401025270 自社ＥＣサイトの新規構築による販路拡大

2412 東京都 株式会社甲信商工 1012401013223 デジタルマーケティングによる優良顧客開拓

2413 東京都 株式会社クロスハーツ 6012401014670
オリジナル作製の売上拡大、WEBサービスの導入
と強化

2414 東京都 株式会社成江堂オフィスワークス 6012401022319
オフィスのモデルルーム化による工事事業の受注
拡大

2415 東京都 プレミアネイル ー メイン店舗の認知度アップによる売上増加計画

2416 東京都 みやび ー 最高の品質とスピード、思いやりの音楽サービス

2417 東京都 滝山映像事務所合同会社 7012703001283
４Ｋ８Ｋ時代における撮影品質向上と新規顧客開
拓

2418 東京都 成田整体マッサージ ー ホームページ改編で認知度・集客アップ

2419 東京都 演劇ひろば ー
「コミュニケーションワークショップ」認知度アップ販
促活動

2420 東京都 春日井畳店 ー
国産いぐさを利用した新商品の開発及び販路開
拓

2421 東京都 株式会社　大瑞 ー
低振動低騒音ドリルの購入と戸建住宅向け営業チ
ラシの作成と配布

2422 東京都 ブライダルサロン結びの ー
調布市結婚に結びつく婚活動セミナー・婚活パー
ティー開催事業

2423 東京都 りんどう国際事務所 ー
「紙芝居」を使い、心理と法律の知識を日本中に
伝える！

2424 東京都 合同会社nairo 6012403003845
庄内地方の魅力発信基地！「PR施設型セレクト
ショップの運営」

2425 東京都 アピスヘア ー
美容室から理容室へ事業転換！男性客獲得に向
けた広告宣伝

2426 東京都 株式会社ソーシン 1012701005102
電子商取引（アマゾン、越境ＥＣ）を通じての自社
製品の販路拡大

2427 東京都 有限会社ISAMISA　DESIGN　STUDIO 1013402007098
オン・オフラインによる代理販売の強化＆新たな販
促方法の導入

2428 東京都 株式会社ダイレクトコミュニケーション 4012701008044
吃音・滑舌改善の教材販売と個人指導を行う通信
講座の売上拡大

2429 東京都 西のやかた ー
新規顧客獲得に向けた環境づくりと業務効率化に
よる追加注文促進

2430 東京都 株式会社チャレンジワールド 3010901034299
スポーツスクールの指導で使用する動作分析ソフ
ト

2431 東京都 コラーゲン技術研修会有限会社 7012702007827 自社製品の海外展開と海外製品の輸入拡販

2432 東京都 幸福度経営研究所 ー
自殺者・うつ病を減少させる「幸福度経営」の普及
促進への取組み

2433 東京都 合同会社塗装や師岡 8012403001640 新塗料「ガイナ」による塗装工事受注拡大事業

2434 東京都 渡辺縞仙書道教室 ー
HPをリニューアル（ブログ充実、検索上位）し販路
拡大を図る

2435 東京都 FUJIYA　OBI　COLLECTION ー
帯のリメイク髪飾りの広告宣伝・関連商品開発によ
る売上増加事業
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2436 東京都 ＣＯＵＰ株式会社 4012801017275
「香りの宅配サービス」とアフィリエイト広告による
売上増加事業

2437 東京都 アペックステクノロジージャパン株式会社 7012401010041
大規模展示会　出展による新規分野への販路拡
大

2438 東京都 ＫieKa合同会社 3012803001906 自社オリジナルのkyoka・sumikaを広める。

2439 東京都 株式会社オフィスカレイド 8012801018014
ブランドプロモーション用の動画及び新商品リーフ
レットの製作

2440 東京都 山下歯科技工所 ー
ノンクラスプデンチャーの導入による販路開拓と売
上増加

2441 東京都 株式会社イマジン 3012801019025
株式会社イマジンに設立する「猫の手居宅介護支
援事業所」

2442 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130
カビによる健康被害を抑制する真菌除去工法の事
業化

2443 東京都 スクワッシュ ー
オンライン広告とオフライン広告を組み合わせて売
上アップ

2444 東京都 ヘアーサロン青山 ー
個性ある豊富なエステサービスを提供する理容店
の開発

2445 東京都 株式会社デジタルキューブ 1012801019092 自社製品の販路開拓と販売促進

2446 東京都 Medic Art8 ー
訪問マッサージ向けの医療系素材サイトと絡めた
広告資材の提供

2447 東京都 合同会社メディアアンドカンパニー 1012703001594 中古マンションの口コミサイト

2448 東京都 みらい塾★EightSteps ー
新時代に必要な読解力、表現力が身につく国語プ
ログラムの開発

2449 東京都 株式会社ミータン 4013101007743
外国人観光客向けジャパンブランド美容機器の店
頭プロモーション

2450 東京都 千鶴 ー
新商品と中国展開についてメーカーと交渉と国内
の宣伝・販路開拓

2451 東京都 楽蔵 ー
店舗改装とポスティングで半径５００ｍ以内の潜在
顧客を発掘

2452 東京都 有限会社スプラウト 9030002037467 ホームページ・看板等の整備による販路開拓

2453 東京都 ラレシーブオーバンブー合同会社 5012703000989
❝古くて新しい❞画期的かつ安心安全の洗剤で
売上を1.5倍に❞

2454 東京都 ハンバーグペレ ー
ハンバーグペレを知ってもらい、来てもらい、食べて
もらう！

2455 東京都 仙川寿司 ー
スマホ版に注力したホームページリニューアルによ
る集客力アップ

2456 東京都 有限会社洋昌商会 6012402021872 信頼感を伝える動画で集客

2457 東京都 酒＆あすか ー
高価値な飲食と空間を提供する、完全予約制店舗
の広報

2458 東京都 KKテクノロジーズ株式会社 8010501036105
「超」長寿命LED照明を使用したダイレクト施行リ
フォーム拡販

2459 東京都 株式会社アミテス 8013101006675
多摩ポータルサイト「アットちらし」会員数増加によ
る販路拡大

2460 東京都 橋本写真事務所 ー 個人顧客の受注拡大のための広告強化

2461 東京都 ブックカフェ・マルベリーフィールド ー
新サービス「多目的レンタルホール」の新設と創業
支援

2462 東京都 株式会社ナインピース 2012401024632
ＷＥＢサイト向け縦読み漫画サービス認知獲得に
向けた展示会出展

2463 東京都 　MANAOLANAiL ー
動画を使ったネイリスト教材と広報PRによる販路
拡大
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2464 東京都 株式会社ケーエーナチュラルフーズ 7012401017359
健康増進サプリメントに興味を持つ若者層に対す
るＰＲ動画制作

2465 東京都 東栄新薬株式会社 6012401016733
Ｗｅｂサイトの多言語化と多言語対応動画制作によ
る海外展開

2466 東京都 ボニータトウキョウ ー
オシャレママ達に発信！英国王室にも愛される子供
服の認知度向上

2467 東京都 ウシオダヒロアキ ー
アウトドアメーカーをターゲットとしたライブペイント
商談会実施

2468 東京都 シャルキュトゥリーモエ ー
“映える”自家製シャルキュトゥリーの新商品開発と
業務効率化

2469 東京都 有限会社マスピック社 8012402022943
新規事業で新しい時代に新たなお客様獲得への
広報戦略

2470 東京都 aromama ー
心身の健康増進に役立つ嗅覚反応分析の認知度
向上と販路開拓

2471 東京都 株式会社　Ｊスタイル 1012801016577
パーソナルジュエラーの認知度向上のための顧客
開拓

2472 東京都 株式会社　LIFE RICH 1012801017690 着物レンタル事業の立ち上げによる販路拡大

2473 東京都 株式会社Fat Barley 5013101007684 クラフトビールを広めて売上向上

2474 東京都 株式会社　ことの葉舎 9012801018343 たまきたMarket事業の展開による新規顧客獲得

2475 東京都 株式会社ＬＯＯＰＺ 8012401031474
女性アスリートのための相談室設置による新規顧
客開拓

2476 東京都 株式会社GoKuRaKu-Pro 5012801018702
介護予防・個宅出張「お宅deごく楽」ツール制作と
新販路開拓策

2477 東京都 有限会社瀧澤 6012802003371 ホームページの更新による集客並びに販路拡大

2478 東京都 株式会社トレランス 8012801018708
消費増税後の地域経済成長を目的としたスマホア
プリ広報事業

2479 東京都 PARITALY ー
地元産B級青果物の飲食小売向け配達強化等に
よる地産地消の推進

2480 東京都 株式会社エンパピリオ 2012401030713
海外向け日本茶の商品化とＷＥＢ広告・紙媒体に
よる販売促進

2481 東京都 株式会社　山口屋 4012401003428
来て見て納得！高齢者をしっかり守るキッチンショー
ルームの実現

2482 東京都 司法書士かなこぎ事務所 ー
相続手続き全部おまかせサポート商品化による周
知活動と販路開拓

2483 東京都 株式会社トキオライン 8012701202686
売上・仕入データエクスポートシステムの開発によ
る販売促進

2484 東京都 株式会社リーススレーニス 8012701015152
ホームページ作成・コミュニケーション充実による
販路開拓事業

2485 東京都 株式会社吉田商会 3013401006958
入手困難な武道具・護身用具を提供するネット通
販構築事業

2486 東京都 カナディアン ー 集客力アップのための看板取替え・店舗改修計画

2487 東京都 RAFT design（ラフトデザイン） ー
ウェブサイト作成と更なるデザイン向上スキルアッ
プ事業

2488 東京都 創作ダイニングたつあん ー
目立つ店舗看板設置と店舗入口付近の改修によ
る新規顧客開拓

2489 東京都 リトルベアインターナショナルスクール ー
キッズ家具導入による英語教育環境で新規顧客
の獲得

2490 東京都 ダンススタジオリハーサル ー
チラシ配布（ポスティング）による新規会員開拓と
通販サイト開設

2491 東京都 有限会社　富士電子 1012802003673
ホームページ・会社案内の新規作成による作業品
質のＰＲ

89/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

2492 東京都 有限会社ノイ・フランク 8012402006475 ギフト商材を意識したＥＣサイトへのリニューアル

2493 東京都 美容室シェモア ー
地元の若い世代に向けたサービス強化・認知向上
事業

2494 東京都 株式会社エステールecp 7013101007352
もみ殻活性炭浄水器浄水器のエビデンス取得によ
る販路開拓事業

2495 東京都 有限会社　ベベノジマ 5013102002370
呉服屋の新サービス！「青空スタジオ」で集客力強
化事業

2496 東京都 柳屋 ー
観光客のお客様に心と体に優しい五日市の味を
届ける新商品の開発

2497 神奈川県 松道丸 ー
新鮮な湘南シラスをお届けする為の包装機器導入
と新規顧客開拓

2498 神奈川県 株式会社TSUKUMO 5010501035456
日本唯一のビーチサンダル事業の海外認知度向
上・顧客開拓事業

2499 神奈川県 株式会社あそぶ 4021001066900
WEBサイトの構築による資産利活用事業の提案
先新規開拓

2500 神奈川県 有限会社魚伝 1021002049758
干物のリブランド化のための品質分析および写真
と動画制作

2501 神奈川県 おしゃれの店ジュン ー
顧客要望踏まえたＨＰ通販・店頭視認性確保によ
る新規客獲得事業

2502 神奈川県 有限会社高城商店 8021002029019
真空包装機導入による自社オリジナル菊芋加工品
開発と拡販事業

2503 神奈川県 有限会社津久井せんべい本舗 8021002028978
観光客（東京オリンピック含む）への広報強化によ
る新規客の獲得

2504 神奈川県 津久井屋惣菜店 ー
イートインコーナー開設による惣菜食需要開拓事
業

2505 神奈川県 髙城畳店 ー
畳店として地域1番認知度獲得PRによる地域新
規顧客の獲得事業

2506 神奈川県 株式会社ヤマモト 8021002029225
歩行者訴求と利用者満足度向上による介護利用
者の新規獲得事業

2507 神奈川県 株式会社せき製麺 8021001016158
大型看板設置による店舗アピールと来客店増加に
よる売上拡大

2508 神奈川県 株式会社　一心工業 5021001061537
ＷＥＢ直取引案件獲得並びに下請け比率低下によ
る収益向上事業

2509 神奈川県 株式会社ヒルズハウス 6021001048186
安心・納得な塗装サービスの訴求による寒川、湘
南の販路拡大

2510 神奈川県 経営サポート株式会社 8020001108015
ホームページを活用した社内体制強化の整備と売
上増加

2511 神奈川県 香坂行政書士事務所 ー
ビザ・日本国籍取得手続きを必要とする外国人・
企業へのHP広告

2512 神奈川県 ゲストハウス湊 ー お客様の満足度を上げて、リピート率を上げる。

2513 神奈川県 小宮建装 ー
塗装技術の紹介による新たなターゲットからの受
注数の増大

2514 神奈川県 ピーノ葉山 ー
新規食材の取り扱いと「ピーノマルシェ」の新展開
による販売促進

2515 神奈川県 株式会社MARIO　DEL　MARE 6021001043088 新商品販路開拓の為のPR動画の製作

2516 神奈川県 福本葉山学習教室 ー
「シニアを対象とした教育講座」の開講。総合教育
産業へ。

2517 神奈川県 株式会社ケイニイ 6010001015734
プロ水中写真家の写真と動画によるファンダイビン
グの販路開拓

2518 神奈川県 有限会社　永津材木店 6021002068919
自然に優しいバイオマス事業（ペレットストーブ・燃
料）の拡販

2519 神奈川県 葉山自転車市場 ー
サンプレックス製フロント変速機のためのリペア
パーツの開発
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2520 神奈川県 Hayamaひねもす ー
葉山の薬草専門サロンと台所から始める薬草講座
の集客

2521 神奈川県 SWEET　TOOTH ー
アイキャッチによる集客とDMによる既存顧客の掘
起し戦略

2522 神奈川県 株式会社Kids on the Peak 3021001067222
ＨＰ、チラシ、看板の作成によるＰＲで認知度ＵＰと
新規顧客獲得

2523 神奈川県 株式会社ビルドアート 5021001008661
地元回帰に向けた安心品質リフォームの重層的プ
ロモーション

2524 神奈川県 株式会社　信愛 6021001045638
ホームページ制作による新規顧客開拓と住宅改修
の業務強化

2525 神奈川県 有限会社冨士屋牛肉店 7021002068496
三方良し！カタログギフトサービスの導入による新
規顧客開拓事業

2526 神奈川県 合名会社　鈴木商店 6021003001449
顧客の店内滞留（長居）促進による食料品・宅設
備案件獲得事業

2527 神奈川県 有限会社　宮崎鉄工所 1021002029727
大手既存顧客3社要望改善による客単価並びに
案件増加事業

2528 神奈川県 鳥信 ー テイクアウト強化による売上・利益拡大計画

2529 神奈川県 有限会社　ハックルベリー 7021002029705
高齢者施設やインターネットにおけるテンペの販路
開拓

2530 神奈川県 ＢＳＷ ー
フレーム修正機を活用した中破・大破事故車両の
新規開拓

2531 神奈川県 おおしまはりきゅう整骨院 ー ITを使った美容診療売上拡大のための販路開拓

2532 神奈川県 お家コンビニ　株式会社 8021001060916
配布チラシ・ホームページの広告シナジーによる
BtoC事業参入

2533 神奈川県 有限会社　グッドトゥモロー 5021002029541
イベント売場拡大による地元瀬谷のファミリーイベ
ントの活性化

2534 神奈川県 有限会社　西坂硝子 1021002029693
大型リフトマシーン導入による特殊・大型硝子工事
受注促進事業

2535 神奈川県 青葉薬局 ー
「男性更年期の悩みに効果的な漢方」のアピール
による新規客獲得

2536 神奈川県 株式会社　琉翔工業 2021001062372
地域の個人宅向け小型工事の総合窓口を目指す
販促事業

2537 神奈川県 有限会社　寿嘉 7021002029721
国道通行車の来店を促す当店魅力発信の看板設
置による新規客開拓

2538 神奈川県 フラワーショップFine！ ー
顧客管理システム導入で、気配りの行き届いた店
づくり化

2539 神奈川県 堀内ウッドクラフト ー
日本初FSC認証建材、認証木製品の販売・ポータ
ルサイトの構築

2540 神奈川県 清凌電設　株式会社 8021001035926 元請け化推進事業

2541 神奈川県 株式会社　子の日 7021001035324 ＷＥＢサイト強化による国内ブランド化推進事業

2542 神奈川県 ハッピーツリー ー
施術環境整備で評判向上！心と身体をケアするサ
ロンＰＲ事業

2543 神奈川県 fripper ー
デザイナーによるオリジナルアルバム制作の、受注
環境構築・改善

2544 神奈川県 三谷たたみ店 ー
オリジナル襖・障子と和室コーディネートの専用
ページ開設で販促

2545 神奈川県 株式会社　四津屋商店 8021001063266
Webとアンケート価格販促による客単価増と新規
客獲得事業

2546 神奈川県 創和建設　株式会社 8021001016414
オーガニック層の個宅向け想起チラシ送付による
新築案件獲得事業

2547 神奈川県 株式会社 牧野地域振興協議会 6021001016837
屋外看板・チラシ配布・外国語表示による海外観
光客囲い込み事業
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2548 神奈川県 有限会社　関戸製作所 8021002029885
検品能力強化で生産余力確保と余力でのアルミ
光学部品受注促進

2549 神奈川県 藤野良品店 ー
一口サイズチョコと新包装導入による既存顧客深
耕と新規販路開拓

2550 神奈川県 自然環境活用開発合同会社 8021003008260 水中ドローンの研究調査分野での利用拡大

2551 神奈川県 株式会社　湘洋エンジニアリング 3021001027408
日・英対応のホームページ並びに製品カタログの
新規作成

2552 神奈川県 Mトワル ー
車椅子用ドレスリメイクによる既存客深耕並びに新
規客獲得事業

2553 神奈川県 アトリエ・ミッチー ー
婦人科・泌尿器科で使用する「受診用スカート」の
販路開拓

2554 神奈川県 加藤畳店 ー
モバイル端末サイト新規開設による新規顧客増大
と顧客満足の向上

2555 神奈川県 株式会社　Eight Motor Cycle 6021001059547
大型看板の設置による認知度向上と信頼ある店
舗づくりの推進。

2556 神奈川県 株式会社　多守屋 5021001052890
ロゴ、ホームページ、パッケージリニューアル効果に
よる販売促進

2557 神奈川県 株式会社　アダプタ 7021001063226
新規顧客獲得＆売上アップ！テラス席オールシーズ
ン活用事業

2558 神奈川県 マリンショップ　ブルーフリート ー 防水アウトドア型バック（宅配便不在対応）の開発

2559 神奈川県 有限会社　亀川石材店 2021002049773 ホームページの改善、チラシの制作

2560 神奈川県 有限会社　つばき米店 6021002068910
ポンせんべい機を使った、お米（玄米）の地域ブラ
ンドの開発

2561 神奈川県 Flower Labo ー
運搬カーゴの導入による販売数増加と販路の拡
大

2562 神奈川県 根岸工房 ー
オリジナルダレスバッグの製造・開発とネット販売に
よる販路拡大

2563 神奈川県 株式会社holiday 3021001050616
スマホ対応・英語対応のウェブサイトにリニューア
ルで業績アップ

2564 神奈川県 AID．KITCHEN ー
保存料ナシで賞味期限を半年に！ヘルシー惣菜の
営業力アップ事業

2565 神奈川県 株式会社　理想の自分 4021001065381
魅力あるWEB広告・チラシ配布戦略プランで新規
顧客獲得

2566 神奈川県 有限会社丹沢湖 2021002055805 顧客満足度の向上によるリピータ客増大

2567 神奈川県 文覚荘 ー
大人数でも大丈夫！温かいものを暖かいうちに料
理とおもてなし

2568 神奈川県 松月堂菓子舗 ー
ラベラー導入・内製化による生産性向上、売上拡
大と経費削減

2569 神奈川県 合同会社YEC 3021003007969
全ては集客から始まる！御殿場線沿線【新規顧客
獲得】大作戦！

2570 神奈川県 ラ・エッフェル株式会社 7021001061700
成長性高い商圏開拓の為の強化商品PR・看板設
置・DM拡散事業

2571 神奈川県 芳味園株式会社 9021001037302
ホームページの作成、DMチラシの発送　ネット
ショップの販路開

2572 神奈川県 有限会社　頼住靴店 9021002035651
眠っている靴を蘇らせます！（靴修理と調整に特化
した靴店）

2573 神奈川県 有限会社ケー・イエス 5021002034905
ホームページ制作・自社の会社案内で販路開拓と
工場看板の整備

2574 神奈川県 株式会社　桂花楼 4021001049236
看板メニューのリニューアルとテイクアウト事業の
推進

2575 神奈川県 今福畳店 ー
販促チラシによる集客並びにレーザー採寸器導入
による作業効率化
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2576 神奈川県 有限会社　セイタ写真館 4021002035152
ご祈祷付き長寿写真の展開（セイタ写真舘　平塚
店として）

2577 神奈川県 KUMIKIPROJECT株式会社 3402701000623
スマホで学べるDIY動画教材サイトKUMIKI スタ
ディ事業

2578 神奈川県 株式会社　創考テクノ 7021001050265
画期的な乗り物つり革用携帯グリップGripPonの
販路開拓

2579 神奈川県 スナック　キャンベラ ー
地域内外に向けた自社広告宣伝活動による新規
顧客の獲得

2580 神奈川県 有限会社　綿屋旅館 9021002055303
営業再開・新規事業周知のための広報媒体の作
成

2581 神奈川県 有限会社瀬戸電気商会 2021002022425
看板設置により街の電気のドクターとして電気工
事業の確立

2582 神奈川県 株式会社志村電気 5021001034047 ドローンを使った点検作業その他事業の業務開拓

2583 神奈川県 株式会社タムラ・エージェント 8021001067234
高齢者およびその家族へ向けた新規顧客獲得の
アプローチ

2584 神奈川県 有限会社　瀬戸商店 7021002054819
子育て・シルバー世代応援ステーション化で売り上
げ増

2585 神奈川県 足柄古道　万葉うどん ー
土壁の風合いで旅人の心安らぐ空間づくり誘客事
業

2586 神奈川県 有限会社　山本精肉店 5021002055059
新鮮な精肉店のミールキット参入で販売促進・売り
上げ拡大事業

2587 神奈川県 ペンションまつが ー
ストック用冷凍庫購入で新商品開発の増産と販路
開拓

2588 神奈川県 有限会社　南州 1021002054931
シャーリングマシンの刃の変更で内製化！販売促
進・利益増加事業

2589 神奈川県 一色ボート ー
クラブハウスの付加価値向上とPR活動によるクラ
ブ会員増加戦略

2590 神奈川県 有限会社　石井自動車整備工場 1021002055112
洋式トイレの導入による徹底した地域密着のスタイ
ルを追求

2591 神奈川県 コミュニティカフェおうち ー 設備の導入・改修および店舗の周知徹底

2592 神奈川県 有限会社テクノプラン 2021002055227
ホームページ構築で、こだわりクラフトビールＰＲ事
業

2593 神奈川県 あしがらグリーンファーム ー
動画を組み入れたＨＰの制作提供で新たな受注獲
得事業

2594 神奈川県 株式会社坪井オート商会 5021001059580 ホームページ整備で自動車販売強化事業

2595 神奈川県 宮川酒店 ー
管理が大切な有機ワインの保管場所増強で卸量
と販路の拡大事業

2596 神奈川県 そば処たちばな ー
デッドスペース活用！雰囲気づくり＆口コミを増や
すメニュー展開

2597 神奈川県 Ａｃｕｒｅ合同会社 2021003002178 鍼灸治療院のＢ２Ｂ型プロモーション戦略

2598 神奈川県 株式会社　DEFI CREATION 6021001065306 DEFI HPリニューアル及びBHW HP新規制作

2599 神奈川県 株式会社ツユキ製作所 8021001031891
展示会初出展とホームページのSEO対策による販
路開拓事業

2600 新潟県 有限会社　麗華 2110002034818
新看板設置で視認性アップによる新規客集客強
化事業

2601 新潟県 田中税務会計事務所 ー
相続・相続税の相談に関する特化型ウェブサイトへ
の再構築

2602 新潟県 有限会社あかつき印刷 3110002033703
大判ポスター受注拡大により顧客満足度の向上を
図る

2603 新潟県 株式会社　大登建築 1110001027088
新規顧客は地元のライバル会社！「住宅の気密測
定」事業
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2604 新潟県 もちや菓子舗 ー
店内プチリニューアルによるイメージアップと冷凍
商品の売上拡大

2605 新潟県 株式会社　本田工業 2110001007948 新人でもベテランでも安全な工事で自社PR！

2606 新潟県 有限会社　白山ケース工業 8110002011274 新商品：木製スピーカー「こだま」による販路拡大

2607 新潟県 三味 ー 真空パック器導入で、味自慢の居酒屋へ！

2608 新潟県 有限会社　真木農産 1110002012048 魅力を届ける商品デザインによる販路開拓

2609 新潟県 白野製菓店 ー 地元の懐かしお菓子で遠方顧客を獲得！

2610 新潟県 宇佐見自動車 ー
作業効率化による、積極的な広告宣伝活動への取
組み

2611 新潟県 星野塾 ー 星野塾の生徒募集！広報宣伝戦略！

2612 新潟県 株式会社　大和 5110001012961
タイヤチェンジャーとスキャンツールの導入による新
規顧客開拓

2613 新潟県 Ｈ－Ａｎｄ ー 塩沢地区における美マダム増加計画

2614 新潟県 シャルム ー ユーザーの心をつかむ一味違う究極のマシーン

2615 新潟県 おそうじハウス新潟 ー
高齢化時代に必要とされる新サービスの開発と広
告宣伝

2616 新潟県 Brillian ー 佐渡天然野草茶の販路拡大事業

2617 新潟県 斑尾高原どんぐり村 ー
ＨＰリニューアルで直販営業強化とキャンプ女子で
集客ＵＰ

2618 新潟県 高砂寿司 ー 快適に過ごせる店づくりによる集客事業

2619 新潟県 わらや ー
高齢者に優しくトイレ改修、快適な店でホンモノの
寿司を楽しむ！

2620 新潟県 赤倉ユアーズ・イン ー
客室空間の拡大による長期滞在客のさらなる利用
促進

2621 新潟県 堤オートサービス ー
短納期・豊富な代車・提案営業で販路開拓を行い
ます

2622 新潟県 割烹亀文 ー
トイレの改装による快適性・利便性の向上及び販
路開拓

2623 新潟県 有限会社山波農場 2110002021130
新之助及び自社製米粉と米粉クレープのPRを軸
としたファン獲得

2624 新潟県 魚沼ホルモン亭純ちゃん ー
ハンバーガ販路拡大と店舗の利便性・認知度向上
による販路開拓

2625 新潟県 食堂やまびこ ー
観光客をターゲットにした店舗看板とのぼり旗の設
置

2626 新潟県 株式会社折笠精肉店 4110001011312 新商品開発による製造販売拡大事業

2627 新潟県 kimataファーム ー
安心して食べられる国産発芽にんにく！ITによる宣
伝戦略

2628 新潟県 恋屋 ー 足元を見つめ直した収益改善事業

2629 新潟県 愛着珈琲出湯温泉喫茶室 ー
駐車場整備によるサービス充実と看板による注目
度アップ

2630 新潟県 食事処海老名 ー
古民家風からモダン和食処へのモデルチェンジと
宣伝強化事業

2631 新潟県 立場とうふ ー
地域に縛られない、時代に合わせた新たな顧客獲
得事業
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2632 新潟県 笑美寿鍼灸院 ー 当店の魅力をアピールするための広告宣伝事業

2633 新潟県 ラーメンさすけ ー
収容人数拡大、回転率向上のための食器洗浄機
導入事業

2634 新潟県 （有）遠藤青汁新潟センター 4110002016475
健康への道案内で農家、製造者、お客様が元気に
なる事業

2635 新潟県 宮澤ファーム ー
ホームページの新設による販路開拓への取り組み
事業

2636 新潟県 佐藤たたみ店 ー
安心と癒しの空間を提案するチラシによる営業エリ
ア拡大

2637 新潟県 有限会社日の出そば 4110002025798
新パッケージ等の導入に伴う新規顧客確保による
販路拡大

2638 新潟県 カフェ工房まめ ー
お客様に「居心地」の良い空間を提供することによ
り売上アップ！

2639 新潟県 はちぜん豆腐店 ー
テント看板のリニューアルによるこだわり豆腐類製
品の販路拡大

2640 新潟県 はらた家 ー
外観イメージアップに伴う看板兼外観塗装による
販路拡大

2641 新潟県 きくやマルシェ ー バリアフリー導入に伴う高齢者に優しい店づくり

2642 新潟県 ロイアルヒルホルスタインズ ー
商品パンフレット製作による自社商品のブランド力
向上と販路拡大

2643 新潟県 割烹　より路 ー
女性やお年寄りがくつろいで過ごせる座敷用イス・
テーブルの導入

2644 新潟県 株式会社　高半ホテル 8110001026389 宿泊者の新規顧客開拓のためのPR資料作成

2645 新潟県 Sａｎｓａｎ　Ｙｕｚａｗａ ー
ホームページリニューアルとＳＮＳを促すための外
壁塗装

2646 新潟県 頚城酒造株式会社 8110001019590
最新型分析機器導入による酒質向上、技術伝承
及ぶ販路拡大事業

2647 新潟県 有限会社松花堂マツヤ薬局 4110002011823
漢方の良さを知って理解してもらうためのサイト公
開で売上アップ

2648 新潟県 有限会社カーメイク巻 2110002011635
コンピューター調色システムの導入による働き方改
革と技術向上

2649 新潟県 宮﨑建築株式会社 1110001031858
「断熱リフォーム」に特化した快適な住まいの提案
事業

2650 新潟県 株式会社　名立モーター商会 4110001030774
違いのわかるお客様に向けた高付加価値中古車
の販売と整備の提供

2651 新潟県 あおき味噌株式会社 8110001019558
健康志向のお客様に発酵食品の新調味料「甘麹
蜜」の販売促進活動

2652 新潟県 株式会社グローバルステーション 3110001031121 ホームページによる新事業ＰＲ

2653 新潟県 リユース オーディオ モックアップ ー
当店こだわりの逸品とオーディオへの愛情を全国
発信し顧客獲得

2654 新潟県 中京屋商店 ー
潜在顧客への訴求と顧客満足度向上のための取
り組み

2655 新潟県 有限会社環翠楼 7110002013412 AIを導入した新たなホームページに

2656 新潟県 大村建設　株式会社 5110001020907
自社PRパンフレットによる認知度向上と新規顧客
の獲得

2657 新潟県 株式会社　天尾重建 3110001012443 仮設ガードレールの汚れ落とし業務への本格参入

2658 新潟県 マッシュヘアルーム ー 店舗看板の設置

2659 新潟県 有限会社ファーミング・スタッフ 4110002020915
高度殺菌装置導入による新商品開発と衛生環境
の改善
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2660 新潟県 有限会社ヤマダヤ 6380002030514
アピール看板の設置とミシンレンタル事業による販
路開拓

2661 新潟県 有限会社　保よし 8110002033392
和洋兼用テーブル導入で外国人富裕層と地元法
事、慶事需要の開拓

2662 新潟県 アスミル株式会社 8110001030192
街道を照らすLED照明付看板を利用した販路開
拓事業

2663 新潟県 株式会社クワバラ 5110001022408
展示会で集客できる！！「アクリルディスプレイ」の
販路開拓

2664 新潟県 小田工務店 ー インターネットを活用した工務店の新たな業態開発

2665 新潟県 五十嵐工務店 ー
通気断熱WB工法による高透湿性健康住宅の周
知

2666 新潟県 かねこ鮮魚店 ー 高齢客等に配慮した廊下とトイレの改装

2667 新潟県 株式会社イチカワ 5110001016285 耐久性のある薪ストーブ用煙突の提供

2668 新潟県 アイステップ学習塾 ー
オンラインセミナーアプリを活用した塾教育のハイ
ブリッド化促進

2669 新潟県 熊田タイ畳店 ー
畳表折曲器活用による売上アップと新規顧客獲得
事業

2670 新潟県 株式会社　桐忠 1110001025942 ホームページのリニューアル

2671 新潟県 新保鍛刀所 ー
古刀と佐渡の歴史体験コース新設による古刀ファ
ン獲得事業

2672 新潟県 花とバルーンアートBifrost ー
切花保管冷蔵庫導入による離島ハンディキャップ
の克服と広告活動

2673 新潟県 株式会社原田通機 1110001033516
県内外へのセキュリティ商品等ＰＲによる販路開拓
事業

2674 新潟県 民間救急ハートケアドライブ ー
機材増設、更なる「安心・安全」の確保と業務効率
化

2675 新潟県 ROOTs ー
超熟成（3年超）生ハムの製造並びに広報宣伝事
業

2676 新潟県 有限会社　ツボイ 4110002009982
新規顧客獲得に対応したホームページリニューア
ル

2677 新潟県 中川酒造株式会社 5110001023851
香港での販路開拓・HPによる自社商品のPR・新
商品の発売

2678 新潟県 大滝看板店 ー 看板メニューのある看板屋を目指す

2679 新潟県 有限会社　魚久商店 5110002026886
高齢者と女性に優しい店づくりと仕出メニュー作成
による販路拡大

2680 新潟県 Kikko Craft（キッコクラフト） ー 球形スピーカー製造効率向上と販売強化

2681 新潟県 農業生産法人　株式会社あぐ里能生 8110001021844
ネットショッピングモールを活用した販路開拓・拡
大事業

2682 新潟県 オーク ー
店舗環境のリニューアルによる宴会利用とご新規
様の獲得

2683 新潟県 アイラ ー 高齢者のための店舗整備事業（その１）

2684 新潟県 ヘアーサロンボブ ー
若年化をもたらす美容機器の導入による付加価値
型サロンへの展開

2685 新潟県 和風スナック舞夢 ー 新規客や女性客が利用しやすいスナック店づくり

2686 新潟県 有限会社ホテル対山 3110002025122 インバウンド等誘客するための受入体制整備事業

2687 新潟県 森の小さな食パン屋さん天然酵母パンレトロ ー
商品パンフレットでＰＲ！リピーター、新規顧客開拓
事業
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2688 新潟県 喫茶　ぴあ～ちぇ ー 新規顧客獲得＆顧客若返り大作戦

2689 新潟県 ボディショップツインカム ー
新ガス規制への積極的な取組による競争力強化
事業

2690 新潟県 北沢窯 ー 販路・顧客拡大に向けた商品ＰＲ事業

2691 新潟県 すみび焼肉　炭あかり ー
開業１年目の看板設置によるアピール及び新規顧
客の獲得

2692 新潟県 合資会社　山利 3110003001337
木の専門企業のイメージ向上と環境貢献型事業Ｐ
Ｒによる販路拡大

2693 新潟県 おしゃれ館イワナ ー 店の外壁塗装看板設置　照明のLED化

2694 新潟県 富樫自動車整備 ー
会社をターゲットにした大型車両等の修理・分解
サービスの開始

2695 新潟県 旬彩菓　萬亀 ー
「湯沢しぐれ」看板設置、パッケージリニューアル、
チラシ販促

2696 新潟県 株式会社富樫工務所 8110001018510
新規顧客獲得のための情報発信の強化、および
認知度の向上の実現

2697 新潟県 株式会社うちやま農園 2110001033812
チラシ・ECサイトによる新規顧客獲得、リピート率
向上の実現

2698 新潟県 中華こしじ ー
真空低温調理で、しっとりジューシー、がっつり肉料
理でがっちり

2699 新潟県 株式会社角金商店 5110001007631
検査機械導入による検査結果の見える化への取
組み

2700 新潟県 みちみ自然療術院 ー 休眠患者の再来への取組み

2701 新潟県 ベーカリー　ハレノヒ ー
分割丸め機による作業効率の確立と独自イベント
展開

2702 新潟県 株式会社　不二天業 4110001007269
30～50代女性向け雑誌への記事掲載による販路
開拓事業

2703 新潟県 有限会社津南高圧工業 3110002025667
地域の安心安全の守り手として「ふるさと見張り
番」の認知度向上

2704 新潟県 スマイルカイロプラテック楽ら ー 店舗環境改善による顧客の新規開拓事業

2705 新潟県 株式会社ごはん 4110001021006 販路拡大に向けたオンラインショップの開設

2706 新潟県 株式会社　コラボル 9110001031900
土産の価値を変え「想い出をシェアする」を提供す
る販売促進事業

2707 新潟県 東邦実業株式会社 2110001007816
国際畜産資材展示会への出展を通じての販路拡
大

2708 新潟県 有限会社　アクティブ 6110002010526
ナノテックシステムの広範並びに作業効率向上推
進

2709 新潟県 株式会社　越後酒造場 4110001007731
店舗環境改善による顧客の来店数・売上増加計
画

2710 新潟県 有限会社　大裕建設 3110002010719
ペットと一緒に暮らす住宅「愛犬家リフォーム」の販
路開拓事業

2711 新潟県 湊や ー 店舗紹介パンフレットの作成及び配布

2712 新潟県 株式会社インテリアレフ 7110001031588
屋外看板設置とチラシ広告による自社認知度ＵＰ
と販路開拓

2713 新潟県 タガミドレス ー 最新ミシンの導入で販路拡大と内製化

2714 新潟県 そばとパスタの店　與左エ門 ー お土産商品の新開発・販売事業

2715 新潟県 今井建具店 ー
介護リホームにおける多能工で内製化し工期短縮
職人不足の解消
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2716 新潟県 アール ー 作業効率の拡大を図るためのクレーンの導入

2717 新潟県 リラクゼーションサロンCuore ー
顧客ニーズへの対応と顧客満足度向上のための
スペース改装事業

2718 新潟県 ㈱末廣館 6110001015385
なつかしの宿づくりと地元食材を活用した料理の
提供

2719 新潟県 吉田クリーニング店 ー 諦めていませんかそのしみ?しみぬき110番

2720 新潟県 ホテルエルム石打 ー
南魚沼の魅力が広く伝わる多言語対応ホーム
ページで集客アップ

2721 新潟県 石井燃料商会 ー
地元住民への効果的な販促活動による新規開拓、
収益アップ事業

2722 新潟県 ラーメン屋モン吉 ー
家族みんなが安心して来店できるラーメン屋を目
指して。

2723 新潟県 はなびや ー
来店される全てのお客様の為の店づくりですき間
需要の掘り起こし

2724 新潟県 Ｌａｕｇｈ’ｓ　ｓｔｙｌｅ　株式会社 1110001030991 顧客層にマッチした空間づくり、利便性の向上事業

2725 新潟県 有限会社アートプロポーション 6110002011433
わたしにちょうどいい販促活動「ラクサポ」の販路
拡大

2726 新潟県 ゆたか鮨 ー
快適な飲食空間の提供と高齢者層への配慮でリ
ニューアルオープン

2727 新潟県 有限会社　藤田鉄工所 4110002031004
新型牽引手術台専用工場の整備及び作業導線確
保による生産性向上

2728 新潟県 有限会社リラックス 6110002018123 ありがとう三米(ざんまい)®の新規販路開拓

2729 新潟県 有限会社　小池商店 5110002018529 見やすく手に取りやすい売り場、店舗づくり

2730 新潟県 株式会社清廣館 2110001011495
秘湯巡りとインバウンド客獲得のリーフレットと椅子
の導入

2731 新潟県 有限会社　シマダ 8110002031181 野菜の収穫量安定と伝統野菜で販路拡大の取組

2732 新潟県 株式会社フサヤ 2110001016049
ＩＴツールの導入による個人顧客への商品発信活
動と情報収集

2733 新潟県 丸屋商店 ー
健康志向の高齢層に向けた新規事業開始に伴う
店内改装

2734 新潟県 中沢車体 ー 機械設備導入による、新整備サービス事業

2735 新潟県 わたけん ー
リフォーム取り次ぎ事業についての認知向上による
新規顧客獲得

2736 新潟県 宮野屋 ー
顧客の不の解消・インバウンド・新メニュー導入の
受入体制整備

2737 新潟県 寿舞婁 ー
商工会と連携した特産品開発と付加価値提供に
よる売上拡大

2738 新潟県 塚原農園 ー
自社商品の製造工程改善による新商品開発と販
路開拓

2739 新潟県 coiffure IKEDA ー
レザーシェービング付きひげ脱毛と介護脱毛による
販路開拓事業

2740 新潟県 株式会社土田工務店 8110001030201
お客様が安心して注文できる工務店として受注拡
大のＰＲ事業

2741 新潟県 いぬねこ茶屋 ー
商店街の空き店舗活用・ペット同伴可能な和カ
フェの販路開拓事業

2742 新潟県 有限会社神田板金 4110002017829 市役所のコミュニティビジョンで動画ＣＭ事業

2743 新潟県 酒井米店 ー 「冷凍米粉クレープシート」の商品化
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2744 新潟県 有限会社市川建築店 5110002017811
新築住宅事業、リフォーム事業における新規顧客
の獲得

2745 新潟県 レストラン　ルドルフ ー
来店客にお断りすることなく商品を提供できるため
の機器導入

2746 新潟県 クリタク堂 ー
新たな販売チャネルを生み出す通販事業者の実店
舗設置事業

2747 新潟県 稲田建築 ー
ＨＰと名入り防護ネットでたくさんの人に知ってもら
おう！作戦

2748 新潟県 kall will store ー
海外市場へのチャレンジ・健康・美容スイーツの開
発

2749 新潟県 有限会社藤兵衛工房 2110002018127
オリジナル木工品を取り扱うホームページの開設と
宣伝

2750 新潟県 新潟第一酒造株式会社 2110001019679 国内及び海外への宣伝・ＰＲ事業

2751 新潟県 株式会社Mission 9110001033574
美容室の施術にプラスワンする新たなサービスに
よる顧客開拓

2752 新潟県 金鵄盃酒造株式会社 1110001011835
ホームページの改修による広報強化と日本酒商品
のリピーター獲得

2753 新潟県 合同会社たかぎ製麺 5110003003430
外国人高齢者女性への利便性向上快適空間創造
のための設備更新

2754 新潟県 農家民宿うしだ屋 ー
快適な住環境で冬でも快適な田舎体験・山里生
活

2755 新潟県 株式会社　人力舎 7110001030185 ホームページによる新製品の販売促進

2756 新潟県 有限会社　長谷川自動車 3110002019867 ＨＰ作成と販路拡大のためのコンサルティング

2757 新潟県 コシヒカリ農場　阿部文吉 ー 阿部文吉ＷＥＢサイトリニューアル

2758 新潟県 有限会社　カーショップ小柳 1110002019737
「タイヤ預り・出張サポートプラン」をＰＲし、地方車
社会へ貢献

2759 新潟県 株式会社　はしだて 8110003001803 顧客層を広げるためのオンラインショップ拡充事業

2760 新潟県 いづみや旅館 ー
椅子席で大広間の稼働率アップ、宴会と会合で売
上増加を目指す

2761 新潟県 ドラッグさとう ー
自動分包機導入による健康相談サービスを強化す
る取組み

2762 新潟県 有限会社　綿金 6110002033460
オーダーカーテン生地サンプル展示と宣伝アピー
ル効果の向上展開

2763 新潟県 外山康雄　野の花館 ー 看板リニューアルによる観光客周知の取組み

2764 新潟県 有限会社　竹屋商店 1110002033952 自動車の快適空間の提案による顧客獲得

2765 新潟県 Sayang hair&care ー
セット面のリニューアルにより、お客様の満足度アッ
プ

2766 新潟県 中の湯 ー
トイレ改修工事による女性客と訪日外国人受け入
れ整備

2767 新潟県 有限会社渡幸 7110002022000
法事利用受注件数増加による売上と利益増加の
ための取組み

2768 新潟県 有限会社　青木商店 1110002032590
三国街道塩沢宿の歴史と伝統を守り育て、来客数
増加の実現へ

2769 新潟県 有限会社夢ファームあらかわ 2110002022054
夢ファームロゴデザインとパッケージ製作による販
路開拓事業

2770 新潟県 美容室グランジュ ー
トータルビューティケアサービスのPRによる売上増
加事業

2771 新潟県 有限会社　ドリーム岩塚 8110002029770 足を運びたくなる看板・店舗外観リニューアル事業
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2772 新潟県 株式会社　田中組 2110001023763 介護と建設のコラボレーション（相乗効果）事業

2773 新潟県 株式会社　ふじや 5110001023777
リテールアウトレット化商品情報発信の為、電飾広
告版の設置

2774 新潟県 株式会社バオバブ 6110001009189
自社製造パンを販路開拓するためのネット販売シ
ステムの導入

2775 新潟県 志賀スポーツ ー
「プリント加工営業の広域化」と「来店客数増加」
を図る広告事業

2776 新潟県 山田電気工事店 ー 省エネルギー、エコ製品による地域経済活性化

2777 新潟県 割烹わたせ ー 会食環境改善による顧客満足度・売上アップ事業

2778 新潟県 プラウ　株式会社 7110001033345 ブランディングウェポン開発

2779 新潟県 株式会社風間建築事務所 3110001033910
住宅建築事業の販促品の製作と自社ホームペー
ジの開設

2780 新潟県 BeautyGalleryマーガレット ー 店舗PRとイメージアップによる集客力向上事業

2781 新潟県 サトー自動車鈑金 ー
銀面塗装を施したアクセサリーの商品開発による
販路拡大事業

2782 新潟県 拓洋水産工業株式会社 7110001021787
異物除去による安全・安心な製造ラインの確保と
販路拡大

2783 新潟県 中原板金 ー
電動機械の導入で工期短縮！使命感を抱き「今、
取り組むこと！」

2784 新潟県 森のお菓子屋さんgland ー
食の品質と安全性を「見える化」してお客様にお届
けする

2785 新潟県 hair create Ｎalu ー 本格的へッドスパと頭皮クレンジングの販路開拓

2786 新潟県 有限会社　嘉平豆腐店 5110002018925
国産大豆使用商品のブランド確立による観光客の
固定客化推進事業

2787 新潟県 ㈱WTS 9110001033178
ネットショップページ作成での自社ブランド商品の
販路拡大

2788 新潟県 Bourangerie Rêve　想 ー
地域初登場！エスプーマかき氷で認知度上昇と
ファンづくり

2789 新潟県 島田工場 ー
スマホ対応親切丁寧「結婚指輪販売ウェブサイト」
構築事業

2790 新潟県 清水米穀店 ー
オールシーズン安心安全「弥彦産美味しいお米」
販促事業

2791 新潟県 箕増工芸 ー 懐石を楽しく行うための立礼導入による販路開拓

2792 新潟県 山理屋菓子舗 ー
和菓子まつり開催による販売促進と夕涼み会場整
備

2793 新潟県 有限会社渡部板金 6110002030648
「親子折鶴」開発に伴う慶事市場への販路開拓と
ホームページ改良

2794 新潟県 (有)塩沢　やぶそば 7110002032940
街歩きの後にホッと一息～全世代がくつろげるおそ
ばやさん～

2795 新潟県 かつもと食堂 ー
スキー場内のお店だけど冬だけじゃない！多言語化
対応・農業ＰＲ

2796 新潟県 株式会社　育味ＦＯＯＤＳ 3110001027094
ＨＰのリニューアルと販促用ハガキ・取扱い商品ラ
ベルの作成

2797 新潟県 きさらぎ ー イメージロゴマーク製作と看板設置事業

2798 新潟県 株式会社　自在館 3110001026807
「女性のひとり旅」×「湯治」という、新たな顧客層
の創出

2799 新潟県 Berries ー
新商品「All佐渡産　砂糖を使わないプレミアムジャ
ム」のPR
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2800 新潟県 小出寝装株式会社 3110001008251 店内販売の向上を目指す照明LED化事業

2801 新潟県 ジョイントファーム㈱ 7110001016639 玄米で世界の人々を健康にする

2802 新潟県 ひまわり整体院 ー
身体の痛みや不調で悩む人に、当院を知ってもら
う事業

2803 新潟県 有限会社いろは肉店 8110002030869 新装開店と事業承継準備にともなう販売促進計画

2804 新潟県 前田デンキ店 ー
代替品無料貸し出しサービスで買換え需要をガッ
チリＧＥＴ！

2805 新潟県 有限会社　ハトヤ商店 3110002025774
ホームページのリニューアルによる新たな顧客開
拓事業

2806 新潟県 有限会社　菅原電気工事 9110002016181
住宅関連工事と家電販売部門の広報強化による
販路拡大と売上増加

2807 新潟県 能登屋呉服店 ー
和服の美しさを子供たちへ！　お手入れサービスに
よる売上UP

2808 新潟県 HUT　WALL ー
安全マット導入と課題セット替えによる新エリア開
放での営業強化

2809 新潟県 株式会社　天木セメント瓦工場 5110001013191
ドローンを活用した「見える化」事業の実施とHP
でのPR活動

2810 新潟県 くれっせんとヘアークラブ ー
ヘアカラー等の高い美容技術を引き出すシャン
プー台の導入

2811 富山県 アイビー動物病院 ー
外科処置の精度向上等による高齢ペットの健康寿
命増進事業

2812 富山県 田仲司法書士行政書士法務事務所 ー
エンディングノートを活用した高齢化社会における
需要開拓事業

2813 富山県 有限会社協伸電機 2230002014295
発電設備の点検方法改正に伴う検査機器導入に
よる受注拡大事業

2814 富山県 株式会社ヒロシフォト 9230001012822
最高の思い出を残す「オンリーワンフォトサービス」
による差別化

2815 富山県 泰平アルミ有限会社 4230002014062
「伝統建築の美しさを我が社で」独自技術の施工
範囲の拡大！

2816 富山県 ＫＯＨＥＩ　ＧＬＡＳＳ　ＳＴＵＤＩＯ　凛 ー
プロダクト部門の改善！顧客ニーズに合わせた商
品展開改革！

2817 富山県 株式会社野開園 7230001012808
マイナスからプラスへ！廃棄処分物から商品への転
換！

2818 富山県 “小路口屋”硝子工房 ー
平面研磨機導入による揺れるグラス＆ぐい呑「は
つり」の生産改善

2819 富山県 有限会社　片口屋 7230002013945
現地の食文化に対応した新商品開発によるハラル
市場開拓事業

2820 富山県 合同会社　なごみ 9230003001154
新たなシェアオフィスを活用した外国人の移住・定
住促進事業

2821 富山県 株式会社　住まい・環境プランニング 9230001013085
新規雨水循環型消雪システムの開発及び普及促
進事業

2822 富山県 合同会社ユニコネルモンド 3230003001135
射水市土蔵群で実現する「射水アートの駅」構築
事業

2823 富山県 Dog・Cat cafe&shop パウ ー
課題克服！新店舗ＯＰＥＮによる顧客ニーズへの対
応！

2824 富山県 居酒屋　丹紋 ー
快適な地域コミュニティの場の提供と魅力発信に
よる顧客の獲得

2825 富山県 レストラン　ユース丸 ー
地域色を活かし当店の食を発信するプロモーショ
ンによる顧客獲得

2826 富山県 葉多舎 ー
ファミリー客を取り込む店舗整備と法要料理・宴会
プランの販促

2827 富山県 株式会社タイヤガーデン福光 3230001008743
ＨＰリニューアル等による新規顧客の獲得、既存顧
客の客単価向上
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2828 富山県 割烹田舎 ー
“ふるさと”を感じられる店づくりによる新規顧客層
開拓事業

2829 富山県 株式会社松井製材所 7230001008789
木を知り尽くした製材所がつくる無垢材の心地よ
い住まいを周知

2830 富山県 かなだ接骨院・鍼灸院 ー
３つの国家資格を活用した競合他社との差別化に
よる新市場創出

2831 富山県 エコーウッド富山㈱ 8230001008994
動画を活用した維持費ゼロ太陽光付き災害対応
の県産材東屋の拡販

2832 富山県 トモスメイカー合同会社 2230003001160
ニーズに応える新商品開発で雇用の創出と売上
の拡充計画

2833 富山県 月のおと ー
地元の季節食材をつかった新商品開発によるリ
ピーターの創出

2834 富山県 有限会社　竹島板金工業 6230002006743
新たな顧客ニーズを取り込む為のドローン導入及
び作業の効率化

2835 富山県 ベリー・ベリー・ヤミー ー
平日地域団体プラン新設及び集客のための環境
整備とPR

2836 富山県 有限会社 小原石材 1230002006673
移動可能なオリジナルパンフレットスタンドを使った
販路開拓事業

2837 富山県 株式会社ミルコム北陸 7230001017039
個客分析・検証体制の構築によるコンサルティング
営業の実施

2838 富山県 株式会社　クリア 5230001013295
取付範囲の拡大！～節水のための水栓部材金型
の製造～

2839 富山県 株式会社太陽食品 4230001010319
小ロット米飯加工の受注と試食会ＰＲによる販路開
拓

2840 富山県 株式会社サンテック 5230001012702
オリジナルＨＰ作成による認知度アップと販路開拓
作戦

2841 富山県 アン・ルージュ ー
富山初！働く男性のお肌と頭皮ケアの専門店市場
開拓計画

2842 富山県 Desire Leatherworks ー
団体向けオリジナルＴシャツの製作受注による販路
開拓

2843 富山県 宮田印刷 ー 顧客ニーズに対応した少量印刷機の導入

2844 富山県 大長谷ふるさとセンター ー
ＩＴを活用した情報発信サービスによる顧客獲得事
業

2845 富山県 おおつか茶舗 ー
専門店の強みを活かした集客力強化のための
ホームページ改修事業

2846 富山県 高野屋商店 ー
顧客ニーズに対応したギフト商品開発と生産体制
の強化

2847 富山県 福鶴酒造株式会社 1230001014297
観光需要に対応した空間創出による集客力強化
事業

2848 富山県 ゲッコー ー
Webサイトの改善による正統なクライミングの教
室・講習の普及

2849 富山県 ボディワークス・アール ー 低額メンテナンス事業による顧客獲得計画

2850 富山県 hair island CO ー リラクゼーションメニューの拡充による売上拡大

2851 富山県 ㈲大盛自動車工業 8230002014323 受入体制強化による売上拡大計画

2852 富山県 ビストロ・ボン・グー ー 各種メニュー開発や宣伝による売上の拡大

2853 富山県 トータルビューティ　アユーラ ー
HP強化によるアーユルヴェーダの認知普及と新
規顧客開拓の実行

2854 富山県 有限会社　東和電設 7230002014092
「より安全・スピーディーに」高所作業は我が社に
お任せ！

2855 富山県 桝カフィ ー
『個別珈琲チャート診断』つきウェブサイトの作成
で顧客確保
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2856 富山県 有限会社　京吉 6230002013673
黒作りに親近感を！盛り付け、調理例のプロモー
ションビデオ作成

2857 富山県 Reset　Ai ー
若年層からシニア層まで対応したフェイシャルエス
テサービス事業

2858 富山県 五十嵐建設株式会社 5230001000211
会員制度いがけんＣＬＵＢを作り顧客囲い込みと広
報力強化を図る

2859 富山県 戸出ジェラート ー
通年型商品のＰＲによる贈答品市場並びに卸売の
販路開拓

2860 富山県 ドライブイン小牧 ー
事業承継活動を通して実現するインバウンド顧客
の獲得事業

2861 富山県 木村産業株式会社 6230001008633 ＳＮＳを活用した【アミティエ】ブランドの強化事業

2862 富山県 板谷建産株式会社 9230001007475
キラキラガラス店による地域密着型の地道な販路
開拓

2863 富山県 富山福舞本舗株式会社 2230001017225 朝摘みのきくらげ即売会でお届けします！

2864 富山県 サシヤマ製作所 ー
高圧コンプレッサー導入による多能工職人の提案
型営業実現事業

2865 富山県 高井自動車 ー
ストーリー性のある心にのこるフォトサービス事業
の新規事業展開

2866 富山県 有限会社オオハタコーポレーション 3230002007075 新工法の強化による防水技術のエキスパート化

2867 富山県 山下自動車整備工場 ー
地域の車社会を支えるための故障診断技術の高
度化による顧客獲得

2868 富山県 株式会社冨士製畳 3230001005344
見て、触れて！展示会をきっかけに薄畳のBtoC売
上増加を図る

2869 富山県 ㈲吉乃井酒店 8230002006840
冷た～い商品をお届け！配達サービス強化＆ＰＲで
販路開拓事業

2870 富山県 株式会社キタノ商事 6230001011224
自社ブランドと店舗名共通化で販売力強化に向け
た看板設置事業

2871 富山県 三進自動車有限会社 6230002006710
新型タイヤチェンジャーの導入で新規顧客リピー
ターを開拓する

2872 富山県 お多福 ー
ハーフサイズ導入と見える化による顧客満足度向
上事業

2873 富山県 ならかす ー
新規顧客獲得！！牛肉メニュー開発とくつろげる空
間づくり

2874 富山県 Hair’ｓ room ancoco ー
ancocoブランド確立にむけたオリジナル商品の開
発

2875 富山県 シーキューブヘアー ー
炭酸泉シャンプーによる髪質改善・頭皮ケアで新
規顧客拡大

2876 富山県 ent. ー
田舎の美容院にお客を！ITで魅力発信！地域オ
シャレ化推進事業

2877 富山県 BPオート ー
熟練の溶接技術を次世代車のアルミパーツに適
用し受注拡大を図る

2878 富山県 そば処おきな ー
事前予約制の家族・親族歓談プラン提供による地
域活性化への貢献

2879 富山県 レザーエキスパーツ ー
布製カーシート修理・サービス等新分野への挑
戦！！

2880 富山県 玉旭酒造有限会社 5230002006736
日本酒消費者層創造を実現するパッケージラベル
デザイン開発

2881 富山県 株式会社TBエンタープライズ 8230001008029
紅茶ファンを拡大するためのイベント開催で新規顧
客獲得

2882 富山県 有限会社　大沢モータース 5230002008674
固定費削減から発生する原資をもとに販売促進を
強化する

2883 富山県 有限会社　清八楼 4230002008320
保冷庫の機能向上で新たな需要と顧客ニーズに
応える
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2884 富山県 広栄開発有限会社 7230002008301 店舗ブランディングの強化と新メニューの開発

2885 富山県 トップレディー美容室 ー 新たな美容機器を導入して顧客満足度を高める

2886 富山県 インテリアコンタ ー
新たな設備投資をきっかけに新規に販路を開拓す
る

2887 富山県 四季彩の店 ー
うるし革の金らん財布開発と和雑貨の海外向け販
路開拓

2888 富山県 大砺プレス工業株式会社 6230001010309
高精度の溶接機導入と熟練技術による商業分野
への販路拡大

2889 富山県 癒しの森 ー
バザルトストーンマッサージの温熱効果による妊活
市場へ販路拡大

2890 富山県 株式会社村中製作所 5230001009153
新しいHPと広告ツール活用で新規取引顧客獲得
と販路拡大事業

2891 富山県 株式会社ふれ愛 4230001016596
ＳＮＳ広報を併用した高齢者への配食サービスと安
心提供事業

2892 富山県 株式会社アイリツ 4230001014872
脱磁装置性能向上と信頼性強化による新製品開
発技術体制の整備

2893 富山県 シープス　オーダー ー
移動式業務用高圧洗浄機を活用した太陽光パネ
ル洗浄事業

2894 富山県 細川電機 ー
制御盤製作の効率化を推進し、家電メンテナンス
事業を開始

2895 富山県 恵城苑 ー
軽減税率を追い風に設備投資によりテイクアウトを
強化する

2896 富山県 サロンドながい ー
事業承継・新規顧客創出に向けた人材採用・ＰＲ
発信の取組み

2897 富山県 Private Salon K ー シミケアマシンを導入して女性の悩みを解決する

2898 富山県 有限会社　金龍 6230002005844
階段昇降機（エレベーター）導入による高齢客・団
体客の獲得

2899 富山県 とるくや ー
個室改装と創作料理の開発等により新規顧客を
獲得

2900 富山県 いちご美容室 ー
階下への店舗改修とバリアフリー化で高齢者にも
優しい店舗造り

2901 富山県 尾山製材株式会社 5230001007578 酸化しにくい「みつろうクリーム」の販売促進事業

2902 富山県 新月 ー
笛製作技術を継承するためのプロモーション用
ホームページの製作

2903 富山県 羽馬製菓 ー 店内への誘導強化と新規顧客の獲得事業

2904 富山県 有限会社村上広告社 5230002010184
出力機導入で新しい需要への対応と円滑な事業
承継

2905 富山県 株式会社福福旅行社 2230001011285
フェイスリフトアップ機を用いたトータルケアによる
新規販路開拓

2906 富山県 タキ紙店 ー
ホームページ等を通して若者世代に水引文化の良
さをPR

2907 富山県 城山荘 ー 「囲炉裏」設置による魅力創出事業

2908 富山県 イイタ建築ポコ・ハウス有限会社 5230002006959 イベントのプロモーションによる新規顧客の獲得

2909 富山県 b.eternity ー
肌診断機を使ったデータに基づく肌ケアメニューの
提供

2910 富山県 株式会社市川 9230001004415 既存顧客への感謝イベント実施による売上拡大

2911 富山県 株式会社フジタ 8230001011288
ミュージアムを呼び水とした環境整備による新規
販路開拓
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2912 富山県 dog　salon　Nico ー 平日予約をしやすい体制を構築して固定客を確保

2913 富山県 スタジオ　ラピス ー
快適な空間づくりと体験型サービスによる満足度
向上計画

2914 富山県 プリマボディ ー
施術環境改善と新メニューの提案により顧客満足
度を高める

2915 富山県 越志結びの会 ー
【着物の魅力を知ってもらい、もっと着てもらおう】
事業

2916 富山県 ホーライサンワイナリー株式会社 1230001005098
動線見直しによる販売効率向上のための店舗レイ
アウト改善

2917 富山県 原装飾 ー HPを作成し、人材確保と取引先の拡大をめざす

2918 富山県 餃子のまーちゃん ー 効果的な情報発信による顧客開拓事業

2919 富山県 HEART＋ONE ー 会員増加で成婚率アップ！販路開拓事業

2920 富山県 Petit Bonheur（プチ ボヌール） ー 「本格フレンチをカジュアルに」販路開拓事業

2921 富山県 hair factory E´ ー ネット予約システム導入によるチャンスロスの削減

2922 富山県 株式会社Y,HOUSING 3230001013363
自社大工だからできる「高性能低価格住宅の提
案」をスマホから！

2923 富山県 パン工房メルシーメルシー ー
生地発酵機の入替で製造するパンの種類と数量
を増加！

2924 富山県 大むら菓子舗 ー
BS放映の「ヒスイ羊かん」を一番商品に育てる知
名度向上事業

2925 富山県 blank　HAIR　SALON ー
店舗ブランドの認知向上と顧客対応力向上による
売上づくり

2926 富山県 有限会社　寺田鮮魚店 4230002008493
イートインサービスの提供で店舗の魅力を高め販
路拡大を図る事業

2927 富山県 インテリアカツノリ ー
内装屋さんが行うリフォーム工事のワンストップ受
注体制確立事業

2928 富山県 前川工務店 ー
工事の短工期化、協力事業者の外注要請に応え
る施行体制の構築

2929 富山県 Hanacoco ー
富山で一番カッコいい花屋をめざしてお花を素敵
に見せる店づくり

2930 富山県 有限会社　大谷運輸 1230002008455
庭木の伐採や草刈り作業を機械化・内製化し、販
路拡大を図る事業

2931 富山県 株式会社伊造 1230001017572
濃厚「バッシュワーバリーアイス」の開発による新
規顧客の獲得

2932 富山県 株式会社ふくみつ華山温泉 2230001008777
マルチ調理器具導入によるコミュニティレストラン
展開で売上増加

2933 富山県 えっちゅう風土 ー
ターゲットを定めた野菜ジャム専門店の新たなブラ
ンディング計画

2934 富山県 中川外装株式会社 6230001016917
外注工賃ゼロで利益率アップ「始める建築板金工
房」

2935 富山県 有限会社アルツー 3230002006135
「技術の見える化」自立型経営を目指した新たな
需要開拓

2936 富山県 有限会社イワキ自動車サービス 8230002005990 地域を支えるカーライフサポートサービスの新提案

2937 富山県 有限会社　西野産業 6230002006603
建材業界物流市場のＩＴを活用したビジネスモデル
の構築

2938 富山県 仮説相談ショップ ー 『ホームページ×SNS』による営業力強化事業

2939 富山県 GENKI JAPAN ー
入浴体験で効果実感！電子水の信頼度向上によ
る販路開拓事業
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2940 富山県 有限会社 石田設備工業 8230002006551
まちの水道屋さんの顧客視点に寄り添った「プラン
の見える化」

2941 富山県 ㈱呉松 5230001013270
新製品の販路開拓に向けた 新カタログ発刊・ネッ
トショップ開設

2942 富山県 田原酒店 ー
店内空調環境の改善と自店販促イベントの開催に
よるファン獲得

2943 富山県 合同会社　Gatucoino 4230003001209
女性特有の悩みを改善する恥骨メソットの認知度
向上及び販路拡大

2944 富山県 堀川オートサービス ー
最新型スキャンツールの導入による愛車健康診断
サービスの提供

2945 富山県 菓子処みずしま ー
お客様がプチギフト等をお配りするオリジナル小分
け袋等の開発

2946 富山県 浜田瓦店 ー
当社でしかできない耐震・耐風施工をPRし新規客
を獲得する事業

2947 富山県 美喜多寿し ー
外国人観光客に快適な環境で富山湾鮨を味わっ
て貰う為の店舗改装

2948 富山県 有限会社高見トラックセンター 9230002002095
顧客満足度アップの為のガラス＆ヘッドライトリペ
アサービス事業

2949 石川県 岡野建具工芸 ー
「待ち」から「攻め」へＢｔｏＣ進出とエリア拡大によ
る販路開拓

2950 石川県 ㈱山越新聞店 7220001018129
「まごころサポート」を契機とした新規顧客獲得と
客単価向上

2951 石川県 福喜寿司 ー
今後増えていく高齢者や外国人に対応するための
店内リニューアル

2952 石川県 有限会社原商店 7220002014779
シニア層の満足度向上のための惣菜部門の強化
に向けた取組み

2953 石川県 BioSeeds株式会社 6220001022252
国内および海外での重金属測定装置ＤＥＰＳＯＲの
販売促進事業

2954 石川県 民荘　太左エ門 ー 北陸新幹線が結ぶ都県からの新規顧客獲得事業

2955 石川県 世戸国際産業支援株式会社 4220001021317
日本初のロンドンバスを活用したホテル事業と広
報事業

2956 石川県 有限会社まつぼっくり 9220002014785
消費税増税対策と顧客ニーズに対応した販売商
品の見直し事業

2957 石川県 有限会社　越原商店 6220002000128
地元素材を活かした新商品開発及びイベント出店
のための環境整備

2958 石川県 株式会社　巧工業 1220001010132 まつ毛の育毛部門強化に向けた情報発信事業

2959 石川県 加藤手織牛首つむぎ ー
外国人をターゲットとした製品供給、販売促進・ブ
ランド力向上

2960 石川県 かなやタクシー ー
観光客をターゲットとしたソフト面の強化による売
上アップ事業

2961 石川県 有限会社ヘアサロンホープ 2220002014783 地域の高齢化社会をサポートするやさしい事業

2962 石川県 味吉亭 ー
老舗洋食店のソフト、ハード面の強化による売上
アップ事業

2963 石川県 株式会社　岡田や漆器 7220001013988 新たな海外WEBサイト作成による海外販路改革

2964 石川県 有限会社北出製作所 5220002000120
閑散期の受注拡大と山奥の積極的な受注確保に
よる単価の向上

2965 石川県 木工所ひびき ー
「親子で木工作」体験イベント実施とショールーム
による販売促進

2966 石川県 有限会社ホリ写真館 5220002011852
データ販売を主軸とする平日のゆったりニューボー
ン撮影事業

2967 石川県 株式会社マエダ自動車 8220001013962
大成展示場の営業力及びWEBサイトの強化によ
る新規顧客獲得
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2968 石川県 有限会社岡本アルミガラス 3220002016523
窓リフォーム専門店としての知名度向上による新規
顧客獲得実現

2969 石川県 遠藤工業所 ー
「強みを活かし、顧客のムダを軽減」新素材加工に
よる販路拡大

2970 石川県 勝崎電気工業㈱ 7220001017469
地域の電気工事店のイメージ定着・認知度向上に
よる新規顧客獲得

2971 石川県 へんなワンちゃんWEST ー
店舗前イメージアップによる潜在的顧客へのPRに
よる売上向上

2972 石川県 にした鍼灸院 ー
新設した施術所への来院を促すための販売促進
事業

2973 石川県 新日本テックス株式会社 6220001015696 「環境」と「技術承継」を意識した新商品開発事業

2974 石川県 株式会社なかの林業 2220001014784
間伐材の未利用材を使用した薪販売による循環
システムの確立

2975 石川県 お好み＆ランチポルポ ー
高齢者をターゲットとしたテイクアウトメニューの開
発と販促強化

2976 石川県 居酒屋半兵衛 ー
店舗内改装およびランチタイム導入による高齢者
層等の取り込み

2977 石川県 波涛園 ー
法要受注促進に向けたプラン開発とおもてなし
サービスの強化

2978 石川県 有限会社ヤマモト 4220002015029
情報発信の強化による新規取引先の開拓に向け
た取組み

2979 石川県 からあげ専門店おっSAMA ー
情報発信の強化及び生産性向上による新商品の
販売拡大事業

2980 石川県 マロニエ ー
美味しい情報満載！ホームページ活用による新規
顧客の増加を実現

2981 石川県 株式会社橋爪電気設備工業 3220001015757
高齢者にやさしい２４時間電話応対サービスの導
入で受注アップ

2982 石川県 和酒BAR縁がわ　下木雄介 ー
外国人観光客ツーリーズム駐輪場と看板設置によ
る販路開拓

2983 石川県 ㈱中山商店 9220001017665
顧客ニーズへの対応と油外サービスの認知度向
上による収益拡大

2984 石川県 白山キッシュハウス　クゥーイ ー
生産量の確保による積極的なイベント出店の販売
促進事業

2985 石川県 鍼灸院ハリーナ ー
HP等の刷新による新規顧客獲得及び設備導入に
よる顧客満足向上

2986 石川県 ごはん家ござる ー
ツーリング客への情報発信の強化と受入れ体制の
整備事業

2987 石川県 民宿　はまなす ー
日本文化漂う和風民宿による訪日外国人の取り
込みを行う

2988 石川県 株式会社まつお 2220001016285
段差の解消で、細心の気配りでおもてなしをする和
風料亭

2989 石川県 グリル＆ハンバーグNino ー
チラシ・広告掲載による認知度向上とリピート率向
上狙う

2990 石川県 ビストロサカイ ー
真空包装機を導入して販路拡大と認知度向上を
図る

2991 石川県 株式会社ＲＴＦ 2220001019932
日本の食文化「ひつまぶし」で味わう能登牛メ
ニューの開発と販促

2992 石川県 竹島鉄工所 ー
事業承継を経て産業用機械分野から建設構築物
分野への展開を図る

2993 石川県 オリケン株式会社 8220001016247
自社での縫製対応力の取得によるオリジナルブラ
ンド強化事業

2994 石川県 駒井商店 ー
バリアフリー化による地域コミュニティのサービスス
テーション化

2995 石川県 株式会社　家具の森山 7220001000094
モノよりコト消費。ストーリーのある暮らしの提案等
による販促
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2996 石川県 ハタノフォート ー
趣味が写真のシニアをターゲットに「まごの手サー
ビス」の推進

2997 石川県 勝﨑館 ー
歴史ある料理旅館の強みと町の情報発信強化に
よる新規顧客獲得

2998 石川県 手作りケーキのお店　HAPPY ー 大型冷蔵冷凍庫の導入による販売力強化事業

2999 石川県 有限会社ホッタ 6220002000219
痛みや悩みにフォーカスした相談会や測定技術の
高度化による販促

3000 石川県 やきとり　とんがらし ー
家族客の満足感を向上させる個室・商品の提供と
案内看板の設置

3001 石川県 Ｂａｒ Ｂｅｒ Ｓｈｏｐ ＫＥＮ ー 外壁のリフォームと電柱広告による新規客の獲得

3002 石川県 ミキオート ー
個車管理による足回りメンテナンスのトータルサー
ビスで販路開拓

3003 石川県 silky coco ー
近隣の方に新規に来店してもらうための各種販促
事業の実施

3004 石川県 株式会社田鶴浜交通 5220001015747
設備増強による部活動遠征需要取り込みによる販
路拡大事業

3005 石川県 山岸建設工業株式会社 9220001017707
看板設置による㏚および商談スペース設置による
商談成約率の向上

3006 石川県 白山お宿さかい ー
宿の隠れた資産をいかした外国人観光客のもてな
しと効果的な集客

3007 石川県 カーコーティングショップスリースター ー
顧客利便性を向上させるウェブサイトの制作と販
路開拓

3008 石川県 株式会社　山根紙器 6220001013460
新梱包機械を用いる事でのゴミ分別簡略化の提
案による販路開拓

3009 石川県 LEADバレーボールアカデミー ー
各種情報媒体を活用したクラブ認知度向上による
会員増加の実現

3010 石川県 メイクとコスメとエステ　Binocot ゆり ー
県内初！ロミロミと六感美容の複合エステの認知
度向上と販路拡大

3011 石川県 有限会社森本金網製作所 8220002014431
織機部材の改良による超極細金属品の安定的製
造・販売事業

3012 石川県 株式会社　おもて舎 9220001022517
夏の名物スイーツの開発や居心地改善による販路
開拓

3013 石川県 めぐまこの家 ー
オーガニック民泊の認知度向上と受入れ体制整備
の取組み

3014 石川県 株式会社ウイング重内 9220001015719
顧客に支持される店舗刷新と品揃え、サービス充
実による販売強化

3015 石川県 谷内畳店・上田建築設計事務所 ー
工場見学や商談会の開催、情報発信等による老
舗畳製造店の販促

3016 石川県 焼肉　一平 ー
テーブル椅子席導入による顧客利便性及び業務
効率の向上化

3017 石川県 民宿　山長 ー 学生誘客による販路開拓事業

3018 石川県 守田漆器株式会社 8220001013599 加賀の誇る「山中九谷食器セット」による販路開拓

3019 石川県 株式会社ビーアッサ 7220001014417
Ｂ２Ｂ業界特化型の広告会社だから出来るセレクト
商品ＰＲ事業

3020 石川県 株式会社まるきた 9220001012724
顧客ニーズに対応した健康関連商品の導入による
販路開拓事業

3021 石川県 桜貝クラフト ー
訪日外国人のお土産需要に対応した新商品開発
と広報強化事業

3022 石川県 ＩＴ・プロセス株式会社 9220001018713
強みの自社サービスを伝える営業ツール作成で新
規取引先開拓

3023 石川県 おうちごはんK36 ー
店舗外装リニューアルし、皆様へ安全・安心なお惣
菜を提供
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3024 石川県 有限会社村田電気商会 2220002014263 BtoBからBtoCへ、省エネリフォームから販路開拓

3025 石川県 みらい都志開発有限会社 9220002015404
不動産仲介におけるコンサルティング強化による販
路開拓事業

3026 石川県 Riyoushitsu　Fukuda ー
お洒落な中高年男性の目に留まる店舗外装への
リニューアル工事

3027 石川県 カラオケ喫茶 だるま ー 歌謡イベントの開催による販路開拓事業

3028 石川県 のと風ふぁ〜む ー 自然栽培による無添加キムチの販路拡大事業

3029 石川県 有限会社　夢ミルク館 4220002017248
オリジナルソフトクリーム自動販売機設置による
サービス向上事業

3030 石川県 カフェ食堂れんげや ー
地域の空き建物を活用した町民のニーズに応える
新規宅配弁当事業

3031 石川県 つじトレーニングジム ー
玄関改装によるイメージアップと体験チラシ配布に
よる新会員獲得

3032 石川県 吉川農園 ー
若年層・ファミリー層に向けたメロンギフト商品の販
売促進

3033 石川県 有限会社さわだ旅館 5220002014203 団体客への昼食需要獲得事業

3034 石川県 株式会社ゆうきの 6220001022593
自社ホームページ立ち上げによる新しい販路先の
開拓と売上拡大

3035 石川県 米沢ニット株式会社 5220001015838
地域に貢献しながら提案型企業への脱皮でチャン
スを掴む事業

3036 石川県 ハッサク工房 ー
工房に展示販売スペース設置で、お客様との交流
の場に！

3037 石川県 荒木木材工業株式会社 1220001000876
新たな販路開拓のためホームページを全面リ
ニューアル

3038 石川県 DAHLIA ー
身体の内側からの施術効果の強化や体験会の実
施等による販路開拓

3039 石川県 株式会社白山里 2220001008209
地元食材を活用した新メニュー、土産品開発によ
る売上拡大事業

3040 石川県 ジェラート＆ケーキKAORU ー
広告媒体を利用した広告宣伝の強化による新規
顧客の開拓

3041 石川県 SKロード ー
高機能作業場を新たに作り効率アップで販売先開
拓へ

3042 石川県 ストアさもん ー
味しみこむ「手作りこんにゃく」を若い人たちに伝え
ていく

3043 石川県 里山カフェ　そらいろのたね ー カフェタイムの来客数増加に向けた新商品の開発

3044 石川県 合同会社シャイン 6220003001364
小学生向けプログラミング講座の実施で会員数及
び売上増加の実現

3045 石川県 ガイプランニング ー
顧客標準の最新版３DCADの導入による販路開
拓

3046 石川県 石原商店 ー
「タイル和紙畳」開発による快適・清潔・おしゃれな
模様替え提案

3047 石川県 河原建具店 ー
ホームページ刷新によるオリジナル建具と大型建
具の販路拡大

3048 石川県 株式会社ハコヤショップ 6220001014665
環境にやさしい新素材弁当箱を広くＰＲ・販売して
いくための取組

3049 石川県 ご飯処かどや ー
加賀れんこんを活用した当店オリジナル冷凍食品
を全国へ展開

3050 石川県 戸出工房 ー 新設するホームページにより、販路を全国に展開

3051 石川県 ドッグケアサロン犬一途 ー
マイクロバブルシャワーヘッド等の導入によるサー
ビス品質の向上
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3052 石川県 有限会社キタダ 8220002008714
新分野・整体業の施術スペースの利便性向上によ
る販路拡大

3053 石川県 有限会社　村建築 2220002000073
高齢過疎化する山間部の住宅環境保全のための
看板設置事業

3054 石川県 有限会社小鍋商店 5220002008725 「PassiveからActiveへ！物置から始まるBtoC」

3055 石川県 合同会社アクアスマイル 4220003002232
ビジネスモデルの変革による販路開拓と認知度向
上

3056 石川県 GREEN　PROFESSIONAL ー
芝生の美しさを知る施工管理の現場を巡る見学ツ
アー等による販促

3057 石川県 株式会社　ノース白山 2220001021459
顧客に唯一無二の体験を約束する「１日１組限定
の宿」の拡販事業

3058 石川県 ㈲アラキ建築設計事務所 4220002001004
ホームページ全面リニューアルにより、新たな販路
を開拓

3059 石川県 有限会社一里野高原ホテル 4220002000006
ホテルが自前で行う無農薬農業を核とした六次産
業化事業

3060 石川県 守田工業株式会社 1220001015981
情報発信方法の改善による顧客への訴求力アッ
プ事業

3061 石川県 川端電気商会 ー
住宅関連事業に特化するために商談型店舗にす
る

3062 石川県 伴石材株式会社 8220001021841
職人技を際立たせる伊達冠石を活用した新製品
開発戦略

3063 石川県 株式会社富来運輸 5220001015730
ダンプを建築資材対応に改造することで新規受託
を目指す

3064 石川県 ＶＩＯＮ合同会社 3220003002497
お風呂嫌いな子供も安心！目に染みない全身ベ
ビーソープの開発

3065 石川県 株式会社Beauty美ＫＭＲ 5220001022520
各分野のプロが手がける伝統文化ブライダルプロ
ジェクト

3066 石川県 瀧音表具店 ー 競合の少ないエリア進出による新規顧客獲得事業

3067 石川県 料亭いなば ー
総合飲食店における居酒屋部門の集客力強化に
向けた取組み

3068 石川県 藤ノ瀬ファーム ー
自社のはちみつ関連製品を活用した特産品開発
による販路開拓事業

3069 石川県 M-STYLE ー
不安定な業者間取引から主婦層の一般顧客開拓
を図る

3070 石川県 BABOO ー
電光看板設置とカラオケフリータイム導入による団
体客の取り込み

3071 石川県 山田水産 ー 体験型能登かきによる販路開拓事業

3072 石川県 スミダ電機株式会社 5220001008866
ホームページリニューアルによる蓄電池の増販事
業

3073 石川県 のとじま薬局 ー セルフメディケーションの促進による販路開拓事業

3074 石川県 有限会社荒忠商店 2220002008686 ニッチトップを狙ったリブランディング【殿の肴】

3075 石川県 むらのもちや ー
販促ツールの作成、改修により顧客獲得と事務作
業効率化を図る

3076 石川県 奥能登みっちーファーム ー
女性顧客をターゲットにした“のと１１５”のギフト販
路拡大事業

3077 石川県 弁当こばやし ー
焼き物用グリル追加導入により顧客の要望を形に
する事業

3078 石川県 リアン鍼灸接骨院 ー
差別化したサービス内容のPRにより、新たな顧客
を開拓

3079 石川県 株式会社はづ貴 3220001018108
地域内婚姻希望者を対象とした婚活事業の強化
による販路開拓
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3080 石川県 合同会社レガート 5220003002462
ＩＴツール強化による顧客利便性向上と販路拡大、
集客アップ

3081 石川県 焼肉　びーとん ー
増税に伴うテイクアウト商品の取り込みと新商品の
開発

3082 石川県 有限会社　直海屋 8220002000191 口コミ続出、大人気リラクゼーションエステ販促

3083 石川県 有限会社共栄タイヤ工業所 1220002015972
ネットを活用した取扱商品やサービスのＰＲと販売
システムの構築

3084 石川県 フタクチ電設工業株式会社 1220001017788
新規顧客獲得！会社とお客様を繋ぐツールとなる
ホームページ作り

3085 石川県 Beta Computing株式会社 7220001020258 競技かるたアプリを使った利益創出

3086 石川県 池亀 ー
高齢者にとってやさしい店づくりによる法事需要獲
得事業

3087 石川県 福壱軒 ー
認知度・誘導強化とメニュー改良によるディナータ
イムの集客事業

3088 石川県 有限会社ダイナミックライフ 9220002014240
大型テーブルの設置及び店舗改装による来店促
進事業

3089 石川県 ヘアースペースサリュ ー
強みを最大限に活かした機会獲得及び脅威克服
による売上拡大戦略

3090 石川県 トリミングサロンもも ー 提案販売によるペット関連商品の販路開拓事業

3091 石川県 Cafe　OHANA ー
健康志向の対応、作業効率をあげるためのラベル
プリンターの導入

3092 石川県 農家民宿フォレスト ー
農家民宿体験プログラムのＰＲツール整備と客室
環境の快適化

3093 石川県 株式会社雅運輸 8220001022732
ＩＴ活用による運行管理で、業務効率化と荷主満足
度アップを実現

3094 石川県 水上水産 ー 品質を高めた牡蠣の情報発信事業

3095 石川県 ㈱ウインズクリエイト 2220001021310
「ののちゃん」を広め、会社の知名度を上げ受注を
増やす

3096 石川県 PEACE　Riders Marine Base ー
能登の海の魅力がギュッと詰まったPIER(桟橋）
設置事業

3097 石川県 ふくべ鍛冶 ー 奥能登地域へのきめ細やかな移動販売事業

3098 石川県 日本疾患メタボローム解析研究所 ー
主要な医療機関にメタボロミクスを周知するパンフ
を製作・送付

3099 石川県 松波酒造株式会社 8220001016676
酒蔵らしさを生かした利き酒スペースを充実させる
店舗改装事業

3100 石川県 フレッシュパニエのと ー 埋もれた能登の恵みの情報発信事業

3101 石川県 有限会社中島木材工業 1220002014248 ホームページを使った新分野進出への取組み

3102 石川県 三伸樹脂工業(株) 4220001016028 特殊ボトル販促のための展示会出展事業

3103 石川県 株式会社　伴長商店 9220001015917
車の健康診断による顧客満足度向上と車の町医
者イメージの定着

3104 石川県 株式会社　しなんた 9220005005732
コメ・かぶら寿しを宣伝広告するための看板作成と
販路開拓

3105 石川県 株式会社 やまぐち 7220001016413 女性観光客獲得のための設備改修とＰＲ

3106 石川県 有限会社 むろ美粧センター 8220002014142 「美」のパートナーとなるためのお店づくり

3107 石川県 イグレックキッチン 株式会社 8220001022212
自家製デザートメニューの開発による観光客獲得
と売上増
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3108 福井県 有限会社山侊 5210002001375
高齢者および外国人観光客受け入れ態勢強化事
業

3109 福井県 株式会社　新谷組 1210001014159
建設機械導入による生産性向上と利益確保及び
新規顧客獲得

3110 福井県 ｅｍｍｅ ー
個性を生かしたこだわりのジュエリーの質の向上と
生産量拡大

3111 福井県 岡崎真光堂 ー
“お仏壇屋”の装飾小物製造体験サービス提供の
為の店舗改装

3112 福井県 美容室フェミナ ー
ハートフル美容師による新規顧客獲得活動で販路
開拓

3113 福井県 林塗装 ー
次世代の塗料「熱交換塗料」体感ショールームに
よる顧客獲得事業

3114 福井県 まごころ弁当 福井・永平寺店 ー
地域の高齢者を守る安心・安全・低価格の配食
サービス事業

3115 福井県 ガラス工房スタジオ嘉硝 ー
名入れ/アートデザインをレーザー彫刻した木製軸
ガラスペン開発

3116 福井県 円太 ー
店頭ショーケースの機能向上による店頭小売部門
売上拡大事業

3117 福井県 株式会社ヴィータ 3210001000165
リボンをカットするヒートカット機の導入による販売
先の拡大

3118 福井県 Fukui Palm（フクイパーム） ー
商品アピールと対話型営業による顧客対応力向
上事業

3119 福井県 源造園 ー
個人の庭から旅館、料亭の庭へ日本庭園管理業
務の販路開拓

3120 福井県 但馬屋 ー
顧客ニーズに対応した、洋式トイレ設置による顧客
サービスの向上

3121 福井県 有限会社ケイティ商事 8210002004631
着脱のしやすいシェードカーテンを製造するための
金型の導入

3122 福井県 松喜 ー
新規観光女性客（女子旅）獲得の為のＬＥＤ照明
化への改修事業

3123 福井県 株式会社　織工房　風美舎 3210001400149
新ブランド確立と海外展開に向けた多言語化ＨＰ
の作成

3124 福井県 企業組合　うめっぽ 7210005009174
直売店舗を『梅の駅』とすべく、観光客等誘客のた
めの店舗改装

3125 福井県 マルエー装飾 ー 当社の事業内容のＰＲ・ＥＣサイトの運営

3126 福井県 株式会社ジーセッション 6210001015796
町内唯一の就労支援事業所の周知・広報強化事
業

3127 福井県 T-STYLE ー
現場作業を可能にするサービスカー導入による売
上増強事業

3128 福井県 有限会社エリアサービス 4210002007720
事業承継を機会とした寿司並びに弁当の取扱周
知及び店舗改装

3129 福井県 ＦＩＶＥ５ ー
メーカー指定最新機器導入による顧客満足ＵＰと
広報事業

3130 福井県 株式会社ワントレーディング 9210001016569
車両用リフト導入に伴う円滑作業による販売量増
加事業

3131 福井県 深山自動車 ー
スピーディーな作業実施による顧客満足向上を図
るための設備導入

3132 福井県 有限会社竹内工作所 9210002007328
製品パンフレット及び製品看板の作成・活用による
販売促進事業

3133 福井県 柳花 ー 店内の環境整備による顧客満足向上と広報事業

3134 福井県 株式会社ハロープリント 5210002007364
オンデマンド印刷機導入に伴う短納期実現による
売上増大事業

3135 福井県 株式会社　たまがわ 8210001007247
子育て世代のパパとママをメインターゲットにした
販路開拓事業
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3136 福井県 株式会社タクエツ 6210001002316
快適性向上によるファミリー層の新規顧客獲得事
業

3137 福井県 大和水産観光株式会社 7210001010912
ホームページ、販促ツール改良による販路拡大及
び企業価値向上

3138 福井県 有限会社　中嶋造園 9210002014101
従業員の働きやすさと一体感、顧客の入りやすい
環境へ

3139 福井県 株式会社金吾設備 5210001011111 会社ＰＲ用パンフレット及びチラシ作成事業

3140 福井県 二幸庵 ー
地元食材を使ったゼリー商品の量産化と菓子用材
料商品の開発

3141 福井県 おき田旅館 ー
外壁改修によるお客様の安全確保とイメージアッ
プ

3142 福井県 有限会社幸伸食品 5210002009443
情報発信・集客強化機能を高めた店舗専用ホーム
ページ制作

3143 福井県 山楽亭 ー イス・テーブル席の設置による集客事業

3144 福井県 株式会社團助 9210001002346 仏事用贈答品カタログ製作による新規顧客獲得

3145 福井県 Ｚｅｎ ー
ご当地キャラクターを活用したパッケージの開発お
よび広報事業

3146 福井県 有限会社インテリアおおつか 6210002001655 設備導入による元請工事の増加およびＰＲ事業

3147 福井県 憩い処　みなみ ー
急速冷凍機を導入し、”憩い処　みなみ”（福井）の
味を全国発信

3148 福井県 株式会社ひろせ 2210001010917
コンベンションホールの充実とＰＲによる新規顧客
の獲得

3149 福井県 株式会社NUCLEAR TECHNOLOGY 8210001011364
放射線防護服のネット販売用ホームページの新設
による販路開拓

3150 福井県 彩食工房 味くらべ ー
分煙の促進と最新空調設備の導入による快適性
の向上事業

3151 福井県 清風荘 ー
シニア、女性をターゲットにした顧客開拓と利用率
の向上

3152 福井県 IIOプロデュース株式会社 1210001016691
業務用真空冷凍魚販売の為の広報及びストッカー
の導入

3153 福井県 有限会社　八宝園 7210002011083
新メニュー開発及び設備改善による新規顧客開拓
事業

3154 福井県 大髙酵素　福井販売 ー
「無添加で簡単！ＯＥしい試食会」の定期開催とそ
の体制整備

3155 福井県 株式会社ＲＡＳＴＡＧＥ 5210001004791
「人」にフォーカスしたホームページによる紹介客
等の確実な獲得

3156 福井県 有限会社福田商店 3210002008570
展示会出展及び自社ホームページ作成による販
路開拓事業

3157 福井県 株式会社堂下園芸 5210001017372
ウェブサイトでの新規販路開拓に向けたノウハウ習
得への取り組み

3158 福井県 割烹活 ー
新規顧客開拓における店舗改装及びメニュー開発
事業

3159 福井県 嵯峨 ー
顧客の快適性の追求による2階座敷の稼働率向
上

3160 福井県 有限会社一休 4210002010906 うなぎ料理の味と品質向上による販路拡大事業

3161 福井県 有限会社藤本工務店 3210002010989
販促用パンフレットの作成による新規顧客の獲得
事業

3162 福井県 プリュム ー
新商品開発・看板設置による集客率及び認知度
向上事業

3163 福井県 みやび工房 ー
【和モダン】な和紙インテリアの成約のための試作
品づくり
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3164 福井県 株式会社　上中クリーニング 7210001011241 看板設置・店頭改修による新規来店客の増大

3165 福井県 株式会社葬凛 2210001009414 地域密着型障害者向けグループホーム事業

3166 福井県 山口美容室 ー “バリア”除去で誘客“フリー”な美容室！

3167 福井県 飛永建築 ー
相談・見学に来店する施主様をおもてなし。商談
室・見学場の改修

3168 福井県 Cafe Bunbun ー
禁煙席の小上がりの個室を設置し子連れ等の新
規客層の集客を図る

3169 福井県 ブルーライトヨコヤマ ー
テラスの改装による増席と快適化による集客数
アップ

3170 福井県 越前河野さへい ー 水槽等の設置による魚介類の安定供給事業

3171 福井県 川端屋 ー
外貨獲得に注視した販売促進と集客強化の新規
ホームページ制作

3172 福井県 株式会社佐武工務店 3210001016665
自社ホームページ作成による新商圏への進出と顧
客の獲得

3173 福井県 株式会社UNOZERO 5210001017406 ヤフーショッピング内での広告強化で販路拡大

3174 福井県 株式会社クシムラ組 4210001012259
新規取引先獲得及び型枠工事業担い手確保の為
のHP作成

3175 福井県 小西商店 ー 顧客要望に応えた店舗改修事業

3176 福井県 鳴尾畳店 ー
ふすま・障子・網戸の張替えの内製化で顧客の増
加を図る

3177 福井県 株式会社サワザキ仏壇店 9210001007551 お仏壇のコンパクトリフォームの看板での広報

3178 福井県 アールラボソリューションズ ー
農作物等の販売の為、インスタ等の情報発信用
ショールームに改装

3179 福井県 新野彫刻店 ー
福井県初！木彫体験および忍道体験による国内外
観光客獲得事業

3180 福井県 有限会社エッチジェイケイ 8210002000548
商品ラインナップリーフレット作成と海外も含めた
販路開拓

3181 福井県 檜鼻瓦工業 ー
板金加工機の導入による利益率の向上並びに作
業日程の短縮

3182 福井県 若狭高浜の宿　カメハウス ー
外国人宿泊客の多いゲストハウスと連動した子供
英会話教室の開講

3183 福井県 株式会社高田商店 7210001010945
時流に乗る：安全・安心の食品表示対応による売
上維持・向上事業

3184 福井県 一力 ー
設備の改善及びサービスメニューの再構築による
顧客満足度向上

3185 福井県 はまよし ー
受動喫煙対策に係る設備改修及びプラン作成に
よる売上向上

3186 福井県 渡辺館 ー
施設改善及び営業強化による北陸新幹線・インバ
ウンド対応

3187 福井県 新谷旅館 ー
設備改善・メニュー提案によるビジネス客開拓事
業

3188 福井県 伍助 ー
「若狭牛」メニュー強化、顧客受入れ体制の充実
による売上向上

3189 福井県 株式会社　海の宿山根屋 5210001008636
「かに専門　料理旅館」に経営方針の転換を図っ
た販路開拓事業

3190 福井県 株式会社たち太 5210001017091
ホームページでの気軽に楽しむ創作割烹の魅力
発信による集客拡大

3191 福井県 日刊県民福井金津専売店 ー
地域に密着した新聞小売店のサービスを掲示する
販路拡大事業
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3192 福井県 藤井鮮魚店 ー
取扱商品の拡充による受注拡大と新規取引先の
開拓事業

3193 福井県 緑風庭 ー
ホームページの開設と快適な商談スペースの確保
による販路拡大

3194 福井県 魚菜料理　出みせ ー
顧客の要望を活かした店舗づくりで新規顧客・リ
ピーター獲得事業

3195 福井県 うな政 ー
安定した価格と新鮮な食材を大量に確保ができる
冷凍庫の導入

3196 福井県 株式会社　山下水産 8210001013492 製造から小売りへ事業拡大による顧客獲得事業

3197 福井県 NATURAREST453 ー
テント遊具導入による魅力向上及び、新規ＨＰ開設
による販路開拓

3198 福井県 豊彩窯 ー
新規顧客層獲得に向けたオンラインショップ併設
HPの整備

3199 福井県 株式会社　手づくりお惣菜　じんべえ 1210001013870
業務改善による労働力削減と顧客サービカス向上
事業

3200 福井県 高島自動車 ー
歴史的景観と地域の安心安全を守る店舗改装で
顧客満足度向上事業

3201 福井県 岡本レース株式会社 5210001000584
酪農家の作業負担軽減に対応した綿製ラップネッ
トの販路開拓事業

3202 福井県 有限会社平田木材店 6210002014120
ショールーム新設による、「無垢の木の家」住宅受
注促進事業

3203 福井県 株式会社丸岡シール印刷 6210002007974
ホームページの新設による安価で短納期を訴求す
る新規顧客の獲得

3204 福井県 今村撚糸有限会社 2210002001683
人的ネットワークとＩＴ活用等による販路開拓と生
産体制整備

3205 福井県 紙千工房株式会社 4210001012226
貼合わせ機、色紙縁巻き機の自動化による品質お
よび生産性の向上

3206 福井県 熊野餅店 ー
真空包装機の導入により品質維持を追求した販
路開拓事業

3207 福井県 喜久屋 ー コースメニューの団体客を受入れる体制づくり

3208 福井県 小西亭 ー
団体観光客に向けた料理提供のための超低温大
型ストッカーの整備

3209 福井県 craftman  Daidai ー ショールームを活かした企画展による販路拡大

3210 福井県 有限会社あしや 6210002007009
トイレ改修による、おもてなしの心を活かした顧客
獲得事業

3211 福井県 株式会社　三輪機械 7210001003841
設計業務を迅速化し、提案力を高めるためのＣＡＤ
ソフトの導入

3212 福井県 株式会社ＧＦＫ 2210001016419
雨樋修理を入口とした元請受注獲得のための知
名度向上

3213 福井県 カイロオフィスso-good ー
おしゃれなPRデザインと快適な施術院でイメージ
アップを図る

3214 福井県 有限会社ひらり百貨店 4210002007373
おしゃれな看板とチラシ広告でお店のイメージアッ
プと販路拡大

3215 福井県 有限会社ＭＯＤＥＬ 9210002011387
認知度向上のための看板設置と集客のための外
壁改修

3216 福井県 株式会社credo.an 3210001014363
看板のリニューアルとフリーペーパーによる販路拡
大事業

3217 福井県 有限会社　藤川設備 4210002011375 設備導入による受注機会の拡充

3218 福井県 田中建装 ー
自然素材を活かした住宅を提案するための商談・
展示場の改修

3219 福井県 株式会社シティライツストア 5210001008925
百貨店専用のベビーギフト等の商品開発による、
更なる販路開拓
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3220 福井県 株式会社ちひろかわら 9210001014779
新市場開拓　「雨どいお掃除」からの板金・屋根工
事への展開

3221 福井県 旅の宿　ふじはらや ー
ニーズに合った和室用テーブルの導入による集客
アップ事業

3222 福井県 株式会社大事朗 6210001016968 看板設置による新規出店エリアでの顧客開拓

3223 福井県 ご飯DE居酒屋　隠れや　ごちごち ー 店舗PRによる認知度向上計画

3224 福井県 立田木材工芸株式会社 9210001007246
新型設備導入及び店舗改装による新規顧客獲得
への取り組み

3225 福井県 有限会社　坂本タイヤ商会 8210002001430
個人ユーザー等へのサービス力強化による販路開
拓事業

3226 福井県 増谷石材工業株式会社 9210001008244
新しいカタチのご供養を提案　笏谷石の手元供養
墓のネット販売

3227 福井県 株式会社なん・なん亭 7210001009574 店舗イメージアップによる誘客と客単価アップ

3228 福井県 株式会社コロンバ 2210001008440
看板商品「米ロール」の安定した生産体制確立と
販売促進強化事業

3229 福井県 うべしま館 ー
ＬＥＤ化の照度アップによる、顧客満足度アップと経
費削減事業

3230 福井県 マイスターコーティング鯖江店 ー
一般家庭向けフロアコーティングの販路開拓によ
る事業規模の拡大

3231 福井県 宮前鉄工所 ー 新たな加工分野への展開による販路開拓事業

3232 福井県 株式会社キューピー薬局 7210001007215
エステ部門の強化による新規顧客獲得の為の取り
組み

3233 福井県 コワフュールデギャルソン ー
美浜店の店舗床の張替による安全性と快適性の
向上事業

3234 福井県 カードック川端自動車 ー
顧客管理ソフト導入による、積極的アプローチでの
出戻り客獲得

3235 福井県 ドライブインよしだ ー
生産体制強化による売上向上・顧客満足度向上
事業

3236 福井県 えびすキッチン ー
地元で獲れる魚を利用した、魚の加工品、灰干し
の商品化

3237 福井県 Atolla ー 観賞企画展を通じたクラゲの魅力周知活動

3238 福井県 株式会社ヤマゴ 4210001009619
加工場仕切の改善による冷凍水産二次加工食品
の製造販売

3239 福井県 OCEAN 　QUEEN ー
電動アンカーリールの導入による顧客満足度増大
と誘客活動

3240 福井県 鳥浜酒造株式会社 4210001010948
地域外への販路拡大に向けた清酒製造に伴う洗
瓶装置の導入事業

3241 福井県 総合看板三上 ー
ラミネーター導入による短納期・低価格の実現によ
る売上拡大

3242 福井県 いただき繕福井越廼 ー 古民家施設の整備による健康志向宿泊者の増大

3243 福井県 エスポワール ー
車載式保冷庫の導入で本店のクオリティを他店舗
でも

3244 福井県 有限会社竹原精肉店 1210002002170
地域になくてはならない店舗の継続による売上拡
大事業

3245 福井県 有限会社サンテ 4210002007464
新たに終活に向けた遺影写真撮影業務への取組
みと販売促進事業

3246 福井県 さのや ー
顧客ニーズを踏まえた店舗改善によるイメージアッ
プと販売促進

3247 福井県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ Ｆｅｌｉｚ ー
ＨＰ再構築、ＷＥＢ予約システム構築による新規顧
客等獲得事業
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3248 福井県 Cut in あさの ー
ホームページ新規構築とチラシＰＲでの新規顧客
獲得

3249 福井県 株式会社未来創造研究所 8210001016966
高齢者の第２・第３世代に向けた、ＩＴを活用した情
報発信強化

3250 福井県 株式会社山﨑ビロード 6210001012232
新素材ストールの国内外への販路開拓による売
上・利益の増強

3251 福井県 ヘアメイクのんのん ー 越前和紙を活用した新商品開発による販路開拓

3252 福井県 カフェダイニングＢＯＮＤ ー
ＷＥＢ予約が可能な自社ホームぺージの作成等に
よる販路開拓

3253 福井県 有限会社アズガーデン 7210002007429
植物に囲まれた癒しの商談コーナーとモデル庭園
による販売促進

3254 福井県 トータルメンテ ー
油分阻集器（グリストラップ）の特殊清掃機械導入
による販路拡大

3255 福井県 有限会社大関電設 1210002007434
作業の一部自動化による生産性向上、費用の抑
制で販路開拓を実現

3256 福井県 株式会社 箕輪漆行 7210001012223 英語版ホームページを作成し、海外顧客の獲得

3257 福井県 ヘアーズオクデ ー 入店しやすい雰囲気づくりによる新規顧客獲得

3258 福井県 湯本味噌株式会社 9210001012329
新商品開発　および　高付加価値商品のパッケー
ジリニューアル

3259 福井県 株式会社木もくレンジャーズ 5210001013636 池田町内で撮れる！写真撮影スタジオ開設

3260 山梨県 有限会社遠山 6090002010388
インバウンド観光客向けの新規宿泊事業開始に対
する集客の促進

3261 山梨県 Ｊ-ＰＬＡＮＥＴ ー
ATF交換機と顧客管理システム導入による新規客
獲得と販路開拓

3262 山梨県 株式会社Go on 3010401103686
宿泊予約をオンライン・オフライン両面で整える経
営プラン

3263 山梨県 Hair　select　CHARM ー
カラーリングを通じて新たな若者層の開拓に向け
た専用機材の導入

3264 山梨県 株式会社リコペル 9090001013629 雪いちごとアイスベリーのイベント等での販路開拓

3265 山梨県 あいよし整骨院 ー
健康寿命を延ばす筋力増強の施術を提供し継続
通院により売上UP

3266 山梨県 株式会社　雨宮 1090001003307
『桐』の販売促進ツールの開発とITを活用したブ
ランディング

3267 山梨県 甲斐北原石材店 ー
専門ブランド「満天」による墓じまいワンストップ
サービスの提供

3268 山梨県 小林建設株式会社 5090001009705
リフォーム・リノベーション需要を取り込んで販路拡
大を図る事業

3269 山梨県 株式会社　やまさと 7090001015370
蕎麦店から蕎麦麺製造メーカーへ、世界進出を目
指す販路開拓事業

3270 山梨県 DIA SCALE ー
ネット媒体以外からの新規顧客獲得・商品周知の
為の宣伝活動

3271 山梨県 株式会社四葉堂フーズ 9090001014965
店舗改装で居心地良さを演出、高齢者やファミ
リー客の取込み

3272 山梨県 bino felice ー
ヘアーケアを求めるお客様に空気を使ったカール
ヘアーの提案

3273 山梨県 尚耕園 ー
ＥＣサイトを利用した商品ＰＲによる販路拡大と収
益増加

3274 山梨県 彩羽工藝舎 ー
スマホ対応型ホームページのリニューアルによる販
路開拓強化事業

3275 山梨県 Auto Garage IMPROVE ー
大型車の車検整備サービスの提供による新規顧
客の獲得
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3276 山梨県 有限会社アイ・タイム中沢 6000012070001
スマホによる疲れ目の解決サービスによる新規顧
客の獲得

3277 山梨県 鈴木畳工業 ー
新商品縁なし畳のサンプル確認による顧客満足向
上と新規顧客獲得

3278 山梨県 アクセサリーデュエット ー
広告宣伝による集客と不良在庫の解消による売上
向上と経営の安定

3279 山梨県 株式会社ワイ・イー・エス 1090001002507
創業者向けオフィス機器レンタル事業の設立及び
販売促進事業

3280 山梨県 牧丘産業株式会社 7090001009471
若年新規就農者へのコンサルティングによる販売
促進

3281 山梨県 坂本寛土地家屋調査士行政書士事務所 ー 新規ホームページ作成・ドローン導入事業

3282 山梨県 あかぬま鍼灸治療院 ー
小児～中学生で心身を患う層をターゲットとした新
規顧客拡大

3283 山梨県 中澤商店 ー
ＨＰ開設による販路開拓と、真空包装機設置による
小売部門強化

3284 山梨県 有限会社ワカバ 8090002008785 店内のLED化による買い物しやすい店づくり

3285 山梨県 アルバム ー
店名「アルバム」のコンセプトをアピールした新規
顧客開拓

3286 山梨県 合同会社のんきばぁーば 4090003000992
インバウンド対応のメニュー表作成とPR看板設置
による販路拡大

3287 山梨県 株式会社望月農園 1090001015401 加工品のギフト販売と直売力強化による販路開拓

3288 山梨県 株式会社　市川工務店 1090001004759
スマホ対応ＨＰを営業効率ＵＰと課題発見ツールと
して活用

3289 山梨県 くしま整骨院 ー
リハビリトレーニング治療の専用器具導入と高齢
者安全対策の実施

3290 山梨県 戸塚醸造店 ー
『お酢造り』『こだわり』を伝える場を作り、固定客
の確保拡大

3291 山梨県 有限会社　エルフィン・インターナショナル 3090002010119
海外輸出向け新商品開発及び量産体制実現のた
めの設備投資

3292 山梨県 有限会社ひまわり不動産 7090002010437
ワンストップとコンサルタントサービスによる新規
オーナーの獲得

3293 山梨県 株式会社　オクルス 8090001007565
男性向け消臭石鹸のホームページ構築による販路
開拓事業

3294 山梨県 鉄板焼き＆ワインの旬宿　夢野樹 ー
サービスページ改訂による閑散期のペンション利
用客の獲得

3295 山梨県 株式会社Takano Farm 1090001015467
フリーズドライフルーツの販路拡大を図る為のブラ
ンド力向上

3296 山梨県 有限会社　江発製作所 7090002004059
顧客の見えない課題の解決を提案するHP作成に
よる売上向上対策

3297 山梨県 有限会社ジャッセル 7090002007433
有料会員制の迷子（ペット）サーチサービスの提供
による売上拡大

3298 山梨県 有限会社ルビー 3090002013732
ホームページ開設による新規顧客獲得と既存客の
満足度向上

3299 山梨県 （株）南部路 5090001012469 消費者目線に立った店舗づくりの推進

3300 山梨県 渡辺木工 ー
安全性を重視する発注業者に角の丸い厚いエッジ
材家具の販路開拓

3301 山梨県 不二ホテル ー 「源泉１００％の冷泉とサービス」のPR強化事業

3302 山梨県 宅配クック１２３南巨摩店 ー 「安心と安全を笑顔でお届けする。」

3303 山梨県 株式会社渡邉商店 4090001008402
カウンセリングとオーダーメイド寝具による眠りの解
決の提供

118/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

3304 山梨県 仲野工務店 ー
高気密・高断熱の住宅を低価格で提供するシステ
ムの情報発信

3305 山梨県 わっぱファーム ー
無農薬有機生野菜の定期販売と乾燥野菜の量産
販売による売上増加

3306 山梨県 工芸たけだ ー
若年層向けコンセプトに基づく品揃えと若年層へ
のアプローチ

3307 山梨県 ひとつぶの葡萄 ー
倉庫改装によるワイン教室の開催と憩いの場カ
フェの開業

3308 山梨県 割烹　あし川 ー
スチコン導入による新メニュー開発による売り上げ
確保と販路開拓

3309 山梨県 香苑 ー 逸品PR強化による新規顧客開拓事業

3310 山梨県 有限会社　山十製紙 3090002015142
HPリニューアルによる利益拡大を狙った和紙商品
等の販促強化

3311 山梨県 郷土食と宿　せんでゃー ー
観光の方への宣伝強化とお客さんの満足度向上
事業

3312 山梨県 有限会社　テイツー 4090002013046 郡内地域への浸透戦略の実施

3313 山梨県 大森会計事務所株式会社 4090001011001 宣伝強化と研修による入管取次業務の拡大戦略

3314 山梨県 藤田製畳 ー
質の良い畳の近隣地域へのPR強化による新規顧
客開拓

3315 山梨県 ガーデンマリッジ ー
国際結婚を成功に導くセミナーの開催で新規顧客
を獲得する取組

3316 山梨県 株式会社　MV Mate 8090001015345
画像検査システムの開発による販路開拓と技術力
の広報強化

3317 山梨県 株式会社シェア・ハピネス 9090001014734
箸に並ぶ新規主力商品の開発とパッケージデザイ
ンの刷新

3318 山梨県 川魚・割烹料理　あし川分店 ー
高齢のお客様をはじめとした来店客数の増加に向
けた店内改装

3319 山梨県 有限会社ニューポート 8090002015006
ホームページのリニューアルによる峡南フレンチの
PR

3320 山梨県 キッチン・カフェ　そら ー
季節の果物や地元野菜を使った新メニューの開
発・販路開拓

3321 山梨県 プランタンヘアーサロン ー
癒しを求める中高年層の女性のためのヘッドスパ
事業の立ち上げ

3322 山梨県 中富自動車整備工場 ー
高齢者ドライバーに向けた販売促進から展開する
顧客開拓事業

3323 山梨県 Quaint(クアント) ー 天使の輪&天使の羽をあなたに！

3324 山梨県 株式会社地域設計 4090001011612
地域資源を活かした観光ツアーバス運行による訪
日観光客誘客

3325 山梨県 株式会社　Toshin 3180001100217
VMDを取り入れた新商品販促用什器とパンフレッ
トの製作

3326 山梨県 アムアムファミリー ー
作業効率と客単価アップを実現するための設備導
入

3327 山梨県 株式会社　栄正 5090001012931
消費者や卸売業者からの需要増に伴う冷凍マグ
ロ切断機の購入事業

3328 山梨県 天然培養酵母パンBloomingBakery ー
販路開拓と安全確保に向けたプレハブ型冷凍庫
の導入

3329 山梨県 株式会社武井プラムファーム 9090001014544
自社畑で育てた１５種類のすももを使ったドライフ
ルーツの開発

3330 山梨県 森島商店 ー
郡内織座布団の新たな商品開発と電子カタログ
等による取引の拡大

3331 山梨県 ノースランドキャンパーズビレッジ ー
設備機器の導入による顧客満足度の向上と販売
促進
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3332 山梨県 岩下温泉旅館 ー
宿泊業の顧客拡大と農家の果物直販で双方の売
上を伸ばす事業

3333 山梨県 猫株式会社 3090001014368
自社で開発した「キャット製品」の販売・販路開拓
事業

3334 山梨県 合同会社Create New Value 3090003001430
新規顧客獲得のためのセミナー集客用＋サービス
告知用HP作成

3335 山梨県 円融農場 ー
地域資源を原材料にしたベーグル製造の生産性
効率化と増産

3336 山梨県 トラストホーム ー
【透湿型断熱】の重要性を広め、新規顧客の獲得
を目指す。

3337 山梨県 有限会社　榊工業 2090002007330
自然素材の寝具等で健康ストレス者救済と環境改
善で売上ＵＰ！

3338 山梨県 有限会社ミツワ 5090002008689
実店舗との相互送客機能を有するホームページに
よる売上向上事業

3339 山梨県 鶴林精舎 ー
体験型サービス拡充と廃棄果物活用による新規客
拡大と連泊客増進

3340 山梨県 キュイエット ー 新規顧客獲得に向けた情報発信事業

3341 山梨県 Osteria　Drammatico ー 品揃え充実による観光客とリピーター客の獲得

3342 山梨県 やきとり春一番 ー
外国人向けおすすめメニュー作成で機会損失防止
と平日の売上向上

3343 山梨県 株式会社　リトルツリー 2090001014138
自社営業マンの役割を果たすホームページ構築で
新規顧客獲得

3344 山梨県 精進湖キャンピングコテージ ー
お客様の利便性の向上とニーズにあった宿泊環境
の実現と増設

3345 山梨県 お好み焼き　遊ゆう ー
外国人観光客の集客増大と顧客満足度による地
元客の増大

3346 山梨県 garnetpomme ー
店舗移転およびチラシ配布による新規顧客増大の
実現

3347 山梨県 株式会社中村商事 9020001062426
ワイン搾汁残渣（パミス）の高付加価値商品開発
及び販路拡大事業

3348 山梨県 native surf ー
販路拡大目的の「NATIVEGARDEN＋」ブランド
商品開発

3349 山梨県 手しごとや ー
大豆と地元食材を使った新商品「瓶詰めタパス」
の開発・販路開拓

3350 山梨県 ファームインハンズ ー
サラダセット専用野菜洗浄機導入による量産体制
構築及び売上向上

3351 山梨県 八ヶ岳シフォン工房　月のひるね ー
菓子教室開始に伴う機材整備とＩＴ活用によるマー
ケティング強化

3352 山梨県 割烹長濱旅館 ー
自社ＨＰの改修及びスマホ連携等による顧客獲
得・売上増対策事業

3353 山梨県 丹沢畳店 ー
ふちなし畳のOneDayサービスで新規顧客開拓と
畳文化の継承

3354 山梨県 有限会社アウトバーン 2090002014599
新車個人向けリース販売の新規顧客の獲得に向
けた販路開拓

3355 山梨県 有限会社農業法人清里ジャム 1090002014476
「モノ」から「コト」へ、新商品の販路開拓おもてな
し促進事業

3356 山梨県 株式会社イトウ・アット・ホーム 1090001013066
住まいのお困りごとにすぐ対応便利屋＆リフォーム
による販路開拓

3357 山梨県 ｔｏ－ｍｏ ー
入店しやすい店舗外観整備とメニューブック刷新
による売上拡大

3358 山梨県 鶏っこ ー
看板設置およびイベント参加による認知度の向
上、新規顧客の増大

3359 山梨県 有限会社　創美社 7090002005445
小規模飲食店向けグリストラップ清掃事業の販路
開拓
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3360 山梨県 ＫＲホーム株式会社 1090001014089
自社ホームページ開設により他社との差別化図り
売上を上げる事業

3361 山梨県 朝日宝石商会 ー 18産地とコラボした漆塗り印章の販売促進事業

3362 山梨県 株式会社　カザ 1090001004528
中国・アジア圏の販路拡大に向けて香港国際宝飾
製造展示会へ出展

3363 山梨県 Smile Hair Happy ー
新規メニュー導入に伴う機器の購入及び顧客獲
得の為のHP開設

3364 山梨県 38KAWAGUCHIKO ー
広告宣伝と顧客満足度を高め、客単価アップの実
現を図る事業

3365 山梨県 株式会社　MAEZAX 2090001015508
施工事例希少な特殊コーティングＰＲによる販路拡
大

3366 山梨県 株式会社誠実堂 3090001008205 遠くからでも行きたくなる魅力的な店作り事業

3367 山梨県 好日工舎 ー
参加型家具工房の製品、イベント等発信の為の
ウェブサイトの構築

3368 山梨県 Ｍiyakoベリーファーム ー
国産有機ラズベリーのブランディングと冷凍果実
の商品開発

3369 山梨県 有限会社モリヤ 1090002009781
電子部品の洗浄に特化した強みをアピールした新
規顧客開拓

3370 山梨県 STANDARD PIZZA ー
加工品および冷凍スープの小売り販売による販路
開拓

3371 山梨県 農業生産法人　株式会社　I JAPAN 5090001007007
健康食品「黒にんにく」の販路拡大のための商談
会出展

3372 山梨県 株式会社QＦａｃｔｒｙ 9090001015443
山梨県産キヌアの販路開拓のためのリーフレット等
の作成

3373 山梨県 宝和工芸 ー
チラシ＆ＨＰを活用した「オリジナルジュエリー」の
販売強化

3374 山梨県 栄月製菓 ー
岩殿山せんべいの量産体制整備と店舗整備によ
る売上拡大

3375 山梨県 三珠パソコン教室 ー 新規ウェブサイトの制作による販路拡大

3376 山梨県 株式会社超音波応用研究所 3090001014079 超音波プラスチックウェルダＵＰ－３５０の開発

3377 山梨県 ＬＵＣＫ ー
チラシ&ＨＰを活用した「想いが伝わるギフト」のＰ
Ｒ

3378 山梨県 WEST MOUNTAIN ー
新規顧客を獲得し売上増を図る為のHPリニュー
アルと看板の設置

3379 山梨県 合同会社ブレス 1090003001011 パンフレット・ポスター・ＨＰを活用した販売促進

3380 山梨県 ＥＸＴＡ　ＳＨＩＭＩＺＵ ー 情報発信による新規顧客獲得事業

3381 山梨県 マルエス農園 ー
ぶどう等の商品梱包資材の試作と農園の広告用
写真の撮影

3382 山梨県 内池商店 ー
「まちカフェ＆マルシェ」への業態変更による売上
拡大事業

3383 山梨県 武井農場 ー
直売所並びにホームページの開設による新規顧客
の獲得と売上増

3384 山梨県 果樹屋Kinsei ー
ＷＥＢ戦略におけるブランド果実の通販サイト拡充
と販路拡大

3385 山梨県 株式会社プロシア 7090001004828
県内初ICタグ導入による特殊洗浄品の管理及び
情報発信

3386 山梨県 total beauty fufla ー
ダイエットマシーンを活用した新施術コース導入に
よる販路拡大

3387 山梨県 Peace ー
新規顧客獲得に向けた店内改装及びパンフレット
作成事業

121/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

3388 山梨県 陽明国際株式会社 9090001016045
中国の家具、雑貨の輸入販売のための社内体制
整備

3389 山梨県 株式会社　カンジュクファーム 2090001013692
新規顧客開拓及び売上増加のためのＥＣサイト制
作

3390 山梨県 いったりきたり ー
工場改装（直接販売窓口の設置）による新規顧客
獲得

3391 山梨県 Ｂａｒ　Ｓｐｙ ー
ワイン酸化防止機械導入による新規顧客獲得並
びに客単価向上

3392 山梨県 ＰＡＩＮＴ　ＢＯＸ ー
多角型分光測色機導入による塗装部門の強化と
新規顧客の獲得

3393 山梨県 リフレッシュサロン　スギヤマ ー
未病＆健康チェックの結果を可視化し情報発信に
より新規顧客開拓

3394 山梨県 株式会社石原グリーン建設 6090001000159 新聞折込チラシを活用した販路拡大事業

3395 山梨県 ＭＯＳＳＹ’Ｓ ー
様々な利用者に快適に施設を利用してもらうため
のトイレ改修事業

3396 山梨県 株式会社サンセー商会 9090001005873
若年技能労働者の確保と安定的な受注に向けた
ホームページの作成

3397 山梨県 パスタと肴　ＭｏＲｉｍｏＴｏ ー
生ハムワークショップの参加人数拡大による売上
向上事業

3398 山梨県 有限会社パンの家エム・ワン 9090002014238
当店自慢の商品ギフトカタログ作成による販路開
拓事業

3399 山梨県 株式会社原田晶光堂 1090001012076 海外における印章ブランドの確立と市場構築事業

3400 山梨県 古都家　KOTOYA ー
インバウンド及び国内旅行者へ「コト」消費の提供
による顧客開拓

3401 山梨県 忠兵衛 ー
SNSと工房隣接の直営店で新たなファンを増やす
販売促進事業

3402 山梨県 アルプスワイン株式会社 6090001005892
日本ワインの大都市圏販路拡大に向けた商談会
出展

3403 山梨県 有限会社塩田商店 6090002007376
商圏・新規客拡大に向けた「東京での着物展示販
売会」

3404 山梨県 いち柳ホテル有限会社 4090002014738
宿泊と法事のPULL型とPUSH型による新規顧客
開拓事業

3405 山梨県 ヘアーサロンフレンド ー
新規顧客増加の為のメニュー提案看板設置と店
舗のバリアフリー化

3406 山梨県 ヘアーショップＰＯＷＥＲ ー
トイレをパウダールームに改装し、美意識の高い女
性客の集客強化

3407 長野県 有限会社さかい 1100002038176
エアコン設置で従業員の定着率と顧客サービス向
上を図り販路開拓

3408 長野県 肥後製作所 ー
３Ｄプリンター出力サービスを新たに商品化するた
めの設備導入

3409 長野県 美容室ヤマキ ー
新サービス「髪質改善」による新規顧客の集客強
化

3410 長野県 有限会社ハラサクセス 9100002033599
リペア品質向上のためのシャッター設置により新規
顧客獲得

3411 長野県 有限会社辻本屋商店 2100002036815
自家製の信州そばを提供する設備拡充による観光
客への販路開拓

3412 長野県 株式会社川上 4100001028506
看板新設による事業内容の周知と認知度向上で
新規顧客の開拓

3413 長野県 有限会社中塚工務店 5100002038296
看板等で通気断熱WB工法で住宅提供する工務
店を周知し販路拡大

3414 長野県 株式会社照世堂 4100001030965
ホームページとチラシ配布による新規事業の販路
開拓

3415 長野県 有限会社上伊那農民組合産直センター 5100002033669
「第26回グルメ＆ダイニングスタイルショー」に出
展し販路拡大
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3416 長野県 天竜産業株式会社 5100001023448
各種イベントの出展と新規ホームページで新規顧
客開拓、販路拡大

3417 長野県 レストランまなーま ー
外国人にも分かり易い動画を活用した商品ＰＲに
よる販路拡大事業

3418 長野県 フルタヤ椎茸　株式会社 7100001023165
干し椎茸自動選別機導入による工程改善と品質
改善による顧客拡大

3419 長野県 ファームR ー
果実の長期間販売を可能にするための冷蔵保存
環境改善事業

3420 長野県 マロンジーヌ小布施 ー 焼栗の拡販と当園チラシおよびホームページ作成

3421 長野県 ライトブレーン合同会社 9100003004401
長野以北における地域密着型経営コンサルタント
として知名度向上

3422 長野県 株式会社　関谷組 5100001005826 「５re」提案による空き家解消ワンストップセミナー

3423 長野県 美顔専門サロン　びより ー 施術効果の充実と広告宣伝強化

3424 長野県 有限会社久保敷製作所 1100002038143
二次元画像測定機の導入による製品の品質向上
と新規受注先の獲得

3425 長野県 家具木工山戸 ー ワークショップ（木工体験）実施のための整備事業

3426 長野県 オプトコバヤシ ー
補聴器の出張販売とメンテナンスのための機器装
置等の購入

3427 長野県 内田孔建設株式会社 3100001008145
ドローン撮影による戸建て住宅のメンテナンス及び
新規販売促進

3428 長野県 木花 ー
新規顧客獲得のための枕木による看板・柵設置事
業

3429 長野県 有限会社　栄樹 1100002033631
店舗名と看板を変更しリニューアルオープン新路
線ＰＲで売上拡大

3430 長野県 エスケー・エンジニア ー
チラシ作成で自社の強み知ってもらい新規顧客獲
得を図る

3431 長野県 惣菜・居酒屋しんや ー
高齢者集客のためのトイレバリアフリー化と惣菜メ
ニュー開発

3432 長野県 大国屋畳店 ー
電光掲示板式看板による自社の強みPRで新規顧
客獲得

3433 長野県 アン・ナチュール株式会社 8100001025219
男女兼用のエステティックサロンにするための店舗
改装

3434 長野県 有限会社農業生産法人いちごの杜 6100002034831
ホームページ開設で商品ＰＲとネット販売開設で新
規顧客の獲得

3435 長野県 ヴィラ　れんが亭 ー ２階キッズルーム改装工事

3436 長野県 有限会社志鷹山荘 9100002026462 全館における無料Wi-Fi接続サービスの提供

3437 長野県 株式会社SKY，ｍ＆ｍ 7100001017613
スマートフォン・タブレットに対応できるホームペー
ジ作成

3438 長野県 エーアイプロ株式会社 8100001027842 収益の２本柱のサービス拡充と集客力アップ

3439 長野県 株式会社東京バザール 5100001029445 中古CD・DVDの販路開拓及び海外展開強化

3440 長野県 株式会社　愛光典礼社クリスタル愛光 7100001025310
高齢化社会に適合した家族葬の認識を深めるた
めの顧客獲得事業

3441 長野県 有限会社アメニティーショップ・アイ 7100002000270
工務店等への営業展開を通じた、個人や商業施設
等への販路開拓

3442 長野県 信越電気防災株式会社 8100001003892
強みを活かした遠赤外線融雪製品の販路開拓及
び他社との差別化

3443 長野県 有限会社築山旅館 3100002006180
和室での食事スタイルを洋式化（テーブル・イス）
し販路拡大
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3444 長野県 株式会社　進学塾松進 1100001022123 他塾との差別化を実現する塾管理システム再構築

3445 長野県 有限会社小松園芸 5100002011550
佐久望月の長者原ブランド野菜を農場から直接食
卓へ届ける事業

3446 長野県 あかりや ー
いくぜ、稼働率&売上アップ！webサイト刷新で事
業拡大！！

3447 長野県 hair salon nico ー
髪質が劇的変化！頭皮のお悩み解消QRコードで
PR事業

3448 長野県 かどやクリーニング店 ー
宅配サービスをチラシで周知し、新規顧客の獲得
を図る

3449 長野県 有限会社東京堂 7100002033080
大物のカーラッピングに対応、ラミネーター導入で
新規顧客獲得

3450 長野県 ミシン・デンキショップ・マツモト ー
ミシンを通じて地域の方が集まるスペースづくりと
販路開拓

3451 長野県 のあばいん ー
地域農産物の「贈答ギフト」開発によるブランド化
と販路開拓

3452 長野県 みのわ加工株式会社 7100001031845
食品のOEM製造受注拡大に向けた加工現場改
善と販路開拓

3453 長野県 みのわモビリティ株式会社 6100001031953
福祉タクシー、福祉車両を知っていただく広報によ
る販路開拓

3454 長野県 株式会社川澄動物病院 8100001030136 猫に優しい入院設備の導入

3455 長野県 麦ダンス農園 ー 西山大豆によるテンペ販売強化事業

3456 長野県 アルペンローズ ー
地元有機野菜の活用と顧客の要望に対応するた
めのトイレ洋式化

3457 長野県 山村テラス ー
海外顧客への宣伝強化と顧客満足度向上のため
のサービス拡充

3458 長野県 有限会社平野屋旅館 1100002009012
暖かみのある新しい宿泊スタイルの提案による新
規顧客開拓

3459 長野県 ペンション&レストランめいぷる ー
地元食材を使用した時短ディナーで新メニューに
よる集客力UP

3460 長野県 株式会社国寿工務店 3100001026592
スマートホンを使う世帯への情報発信による工事
受注増加事業

3461 長野県 大柳養魚所 ー ゆっくり食事を楽しむための環境整備

3462 長野県 窓月まつしまや ー
顧客獲得のための庭の整備および看板・パンフ
レットの作成

3463 長野県 株式会社　河一屋 3100002017509 ＭＧ研修の販路拡大・子供向けＭＧ教室の実施

3464 長野県 立科自動車工業 ー
チェーンブロックの導入によるサービスの向上と作
業の効率化

3465 長野県 Mons Mare ー
エスプレッソメニューの増加と珈琲豆の販売による
新規顧客獲得

3466 長野県 ユナイテッドビルズ株式会社 8100001031794
地産食材を使用したタルト、焼き菓子のPR で新規
顧客獲得

3467 長野県 安曇野sweetsペイサー樹NOJIRI ー
新商品による顧客獲得と商品が美味しく映える
ショーケース導入

3468 長野県 協和社 ー
ホームページ刷新で国産高麗人参の良さを伝え新
規顧客獲得へ

3469 長野県 八ヶ岳ペンションサインポスト ー
「地域資源体験型宿泊プラン」実施に伴う浴室の
改修工事

3470 長野県 有限会社　笑栄システム 9100002034837
家庭用液晶テレビで動画再生可能な小型PCの開
発・販路開拓

3471 長野県 te＊te ー
物つくりとネイルケアの融合による、新たな新規顧
客の創造
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3472 長野県 丸山理髪店 ー 丸山理髪店からへ、癒しのバーバーサロンへ

3473 長野県 有限会社　長野工作 1100002034919
HP等の作成による自社加工技術・精度のPR及び
新規顧客獲得

3474 長野県 メガネ・時計・宝飾・補聴器　アカハネ ー 高精度眼鏡装用値測定器導入事業

3475 長野県 木曽協和産業株式会社 3100001017740
円柱販路開拓と木材素材生産業のイメージアップ
させるＨＰの制作

3476 長野県 民宿さわぐち ー 案内看板によるイメージアップ事業

3477 長野県 ハーティー株式会社 6100001004777
体の内外面の美しさを追求する潜在顧客発掘と企
業ブランド定着

3478 長野県 アリスの泉 ー
客室面積を広げて狭い客室の印象を払拭、稼働率
アップを図る。

3479 長野県 小松屋株式会社 8100001029632
選別機導入で高品質市田柿を安定供給し肉そば
の来店客へ販路開拓

3480 長野県 有限会社宮脇工房 2100002038431
φ90mm空芯コイルの新規開発による受注拡大・
追従

3481 長野県 有限会社竹原建材 7100002036661
パース製作ソフト購入で工務店支援と解体事業・
産廃事業の受注増

3482 長野県 北條建築 ー
通気断熱WB工法の住宅提供という経営革新を図
り販路開拓受注増

3483 長野県 玉垣 ー
HP改良と女性雑誌への広告掲載でWeb店舗と
実店舗の販売促進

3484 長野県 ゲストハウスしましま ー 快適性向上と認知度向上による販路開拓事業

3485 長野県 株式会社うなぎや 9100001032032
簡易冷蔵庫を活用し各種イベントに積極的に出店
し販路開拓を図る

3486 長野県 木曽ツリーワークス ー エネルギーの地産地消を目指した薪の製造と販売

3487 長野県 ロイヤルゴルフセンター株式会社 7100001003811
顧客情報管理と効率的販促策実施による集客
アップ及び売上拡大

3488 長野県 株式会社ベジかける 6100001032092
HPからネット注文を受け宅配サービスによる新規
顧客の開拓

3489 長野県 村の小さなピザ屋さん　和 ー
信州高山村地粉100％ピザ専門店の知名度アッ
プで新規顧客開拓

3490 長野県 株式会社　らんぷ屋 2100001026585
撮影誘致に結びつけるロケーション環境向上化事
業

3491 長野県 子安温泉株式会社 3100001005811 第1駐車場拡張工事で機会損失をなくし売上増加

3492 長野県 りんごのとなり ー
販路開拓に向けたホームページ機能アップ及び
ツール作成

3493 長野県 ソイルアンドベリーズ小布施 ー
農園顧客の拡大・固定化増進パンフレットの作成と
展示会出展

3494 長野県 ジェニーコーポレーション株式会社 2100001029480
「専用スペースバーベキュー・ハウスの開設」によ
る新規顧客開拓

3495 長野県 有限会社叶屋商店 7100002010393
飲食店に新鮮な野菜や果物を届ける青果卸事業
の販路開拓

3496 長野県 えんじょるのプロジェクト ー
買い物困窮者と地域住民をITで繋ぐ「えんじょる
の」の販路開拓

3497 長野県 有限会社翁長溶接 7100002035309
デジタルエアプラズマ切断機導入による新規顧客
獲得

3498 長野県  ロッヂ FREE RUN ー
親日な中国人が求める宿とは？→快適性の向上
からリピーター化へ

3499 長野県 有限会社サクラ建設設備 1100002029514 ホワイトニング事業の広告宣伝強化
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3500 長野県 the OK bread & pizza ー
「望月食パン」「望月あんぱん」「望月ピザ」世界
発信の第一歩！

3501 長野県 ペンションいるえる ー 快適な空間を提供して海外の観光客を獲得する

3502 長野県 Ｇ＆Ｅかんぱにぃ ー
固定買取が終了する家庭向けの蓄電池・エコ
キュート等の誘客活動

3503 長野県 株式会社こもれび 4100001027516
エアコン設置で障害者作業環境改善で生産性向
上と販路開拓を図る

3504 長野県 焼き菓子工房　ほのほ ー 焼き菓子に特化した蓄熱式デッキオーブンの設置

3505 長野県 チャオジャパン株式会社 6100001032150
国外需要の獲得と地域骨董品店の知名度アップ
による新規開拓

3506 長野県 鳥くり ー
MEO対策を含めたホームページの作成による新
規顧客の獲得

3507 長野県 有限会社ホテルそよかぜ 6100002013331
広報強化のためのＣＭＳ導入したホームページ改
修による販路開拓

3508 長野県 小恋路 ー
店舗の認知度向上に伴う売り上げアップを目的と
した看板の設置

3509 長野県 ハイランドトラベル ー
訪日個人旅行者からのガイド依頼件数拡大と収益
アップ

3510 長野県 Gelateria Gina ー
信州をテーマにしたオリジナルアイスケーキの開
発・販路開拓

3511 長野県 株式会社ソラナ・リゾート 3100001012519
オリジナルブランドペット用オーガニック虫よけ販売
に向けたＰＲ

3512 長野県 ユーテリーデザイン ー
ホームページ開設による新サービスの展開とネット
販売事業

3513 長野県 株式会社　VINVIE 6100001031144
ウェブサイトやイベントを活用した広告宣伝・販売
の強化

3514 長野県 有限会社　フルーツガーデン北沢 9100002038359
顧客ニーズに対応した自家醸造設備導入と自社
ブランドの向上

3515 長野県 リゾートインヤマイチ ー
地域活性も視野に入れた新サービス『企業合宿』
の広告・PR

3516 長野県 有限会社野沢屋 1100002017502
高齢者と外国人に優しいお座敷用テーブルとイス
の導入事業

3517 長野県 ペンション　花ことば ー
ホームページのリニューアルによる新規客の取り込
み

3518 長野県 ティーヌヨガ ー
ITを利活用した新たな集客とお客様の利便性向
上の構築

3519 長野県 お宿たんたん ー 外構改修事業による全国愛犬家への訴求

3520 長野県 安曇野にしやま整骨院 ー 高齢者の通いやすい院環境整備

3521 長野県 Bannoku ー
自社の強みを紹介するホームページ作製と自社ブ
ランド確立

3522 長野県 株式会社宮坂建設 8100001019311
ＨＰリニューアルによる新規顧客獲得と田舎暮らし
情報配信力強化

3523 長野県 有限会社　羽田甘精堂 1100002018657
チラシ等プロモーション強化と新たな需要を捉えた
新規顧客開拓

3524 長野県 株式会社白馬スポーツフィールド 7100001029138
チラシのポスティング・新聞広告宣伝及び看板設
置による広報事業

3525 長野県 株式会社　幸の湯 1100001012207
障害者スキーとジュニア世代の育成への仕様拡大
による事業拡大

3526 長野県 有限会社　志賀一井ホテル 2100002018557
ホームページ全面リニューアルによるインバウンド
等への販路開拓

3527 長野県 株式会社　シャレー志賀 9100001012224
写真撮影講座付き宿泊プランの内容充実と販路
開拓
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3528 長野県 近藤工業有限会社 9100002001770
Ｗｅｂと広告活用による営業力強化で販路開拓・直
接受注アップ

3529 長野県 コミュニティ・喫茶スペース　むろのき ー
新規開業により地域の拠り所喫茶店「むろのき」の
販路開拓事業

3530 長野県 株式会社マルミ 9100001017958
ホームページで「きもの」文化を広め新たなお客様
とご縁をつくる

3531 長野県 株式会社ポタジェやすおか 2100001030406
小売店店頭でのSNSを織り交ぜた情報伝達のしく
み構築

3532 長野県 有限会社　鈴木バラ園 4100002034164
バラ園がインターネットを使いお客様の思いを伝え
る直販事業

3533 長野県 たんぽぽ ー
新サービス「フットケア」「ハンドケア」導入による新
規顧客獲得

3534 長野県 シピリカ ー
新商品開発とホームページ作成による新規顧客獲
得

3535 長野県 ペンション　RYOZO ー アスリートに「栄養と休養」を！

3536 長野県 株式会社山風舎 8100001025490
店舗改装とイベント・企画展開催による顧客獲得と
ファンづくり

3537 長野県 福源酒造株式会社 8100001017397
統一ロゴ作成によるブランド力及び知名度向上に
よる新規顧客獲得

3538 長野県 ミライエ建築工房 ー 行列のできるZEH専門店への道

3539 長野県 CORC ROOM ー
お客様に優しい店舗づくりと新たな施術メニューに
よる顧客獲得

3540 長野県 株式会社てる坊市場 3100001018012
信州産エルダーフラワーコーディアルの開発と販
路開拓

3541 長野県 わでみせファーム ー 高機能梱包袋の導入とPRカードによる顧客獲得

3542 長野県 赤だすき白馬製麺所 ー 製麺所併設の飲食ブース新設事業

3543 長野県 アミーズオート ー
エアコン設置し快適空間で商談し口コミで広め新
規顧客開拓を図る

3544 長野県 メイヤの樹 ー
ホームページの刷新と創作地産地消メニュー開発
による顧客獲得

3545 長野県 有限会社北部サービス 2100002038373
タイヤ保管庫を整備し顧客のタイヤ管理から徐々
に販路拡大を図る

3546 長野県 プチペンション　ジョナサン ー
ファミリー層を取り込む為のバーベキューガーデン
の設置

3547 長野県 Studio ROSE ー
スマートフォン対応のホームページの構築による
ブーケ受注の強化

3548 長野県 坂城葡萄酒醸造株式会社 4100001030032
プレミアムなワインでお客様の特別感を演出！販路
開拓事業

3549 長野県 森Ｑ ー
キッチンを機械化し、出張ケータリングサービスの
受注拡大

3550 長野県 有限会社高塚塗装 7100002016820
販路開拓を目的とした、当社新工場の市場への宣
伝事業

3551 長野県 有限会社新津技建 5100002012012
「和モダン」のデザイン性と性能をアピールして売
上拡大

3552 長野県 株式会社コイケ 7100002035192
古民家民宿サイトの英語版強化による外国人観光
客の新規開拓

3553 長野県 焼肉　竜 ー
店舗の外観の改善と年末年始へ向けた広告掲載
による来店促進

3554 長野県 有限会社窪田モータース 7100002029491
新サービス提供による地域へのPRと新規顧客獲
得・客単価向上

3555 長野県 牛山弘通土地家屋調査士事務所 ー
宅地開発事業に関する図面のための測量CADソ
フトの導入
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3556 長野県 美容室　i★am ー
ＩＴの利活用とマーブとスコープの導入による顧客
満足度の向上

3557 長野県 CHOCOLAN ー ＩＴを利活用した新規顧客獲得とリピート率の向上

3558 長野県 あづみのるベーカリー ー
新規客獲得のための商品販売力の向上と情報発
信の強化

3559 長野県 moani relaxation beauty salon ー
快適に利用できる癒しサロンの構築と、顧客満足
度向上

3560 長野県 犬のようちえん　めい ー ホームページの制作・開設による販路開拓

3561 長野県 Cafeクリスタルテラス ー
ラウンジと屋台の設置でインバウンドによる売上増
加の実現

3562 長野県 株式会社　塵表閣本店 3100001012221
ホームページリニューアルによるインバウンド等集
客の強化

3563 長野県 BIG WAN ー
WEB技術を活用したペット関連商品の販路拡大
事業

3564 長野県 グリーンヒットジャパン株式会社 9100001011291
スマートフォン対応のホームページ刷新と動画によ
る販路拡大事業

3565 長野県 株式会社ボーテ・ディマージュ・レイ 2100001027352
ストレスサインを検出する装置の導入による顧客層
の拡大

3566 長野県 RoiS株式会社 3100001029075
情報アクセシビリティに特化した新事業周知を図る
ためのHP刷新

3567 長野県 株式会社　リッチデザイン研究所 4100001024406
中信地区を対象とした簡単Wi-fi環境提供サービ
ス販路開拓

3568 長野県 奥原不動産鑑定事務所 ー
専門知識の相乗効果を最大限発揮させるＨＰ制作
による販路開拓

3569 長野県 株式会社　平林住設 5100001031252
地盤改良工事・基礎工事の受注力強化に向けた
地盤調査機の導入

3570 長野県 髪工房バローロ ー
独自の「QOT」技術を活用した親族の毛髪を形見
として残す事業

3571 長野県 有限会社寿旅館 4100002016195
施設空間の有効活用と、くつろぎ空間の改善と演
出

3572 長野県 合資会社　畑山自動車商会 5100003000528 タクシーイメージアップ事業

3573 岐阜県 有限会社イトウモータース福岡 9200002024175
一般顧客に当社を認識してもらい顧客化するため
の宣伝広告事業

3574 岐阜県 清宮造園 ー
岐阜地域・大垣地域で個人客獲得に向けた集客
事業

3575 岐阜県 ドリームオープン ー
葬儀用品の販路開拓を図るためのリスティング広
告展開事業

3576 岐阜県 株式会社オザワモザイクワークス 8200001022627
広域範囲の一般消費者への販路開拓を目指すた
めのＨＰの開設

3577 岐阜県 髪工房ヨコヤマ ー
女性客獲得に繋がる居心地の良い空間づくりと広
報事業

3578 岐阜県 ゆめのはうす株式会社 2200001030429
新規エリア長野県木曽地域に新商品マッハシステ
ムをＰＲする事業

3579 岐阜県 株式会社ワイズ 3200001027028
地元大野町の一般消費者獲得のための新規看板
設置事業

3580 岐阜県 旗久 ー 新規顧客の集客アップのための看板設置事業

3581 岐阜県 有限会社岡部グループ 7200002015366
「安全・安心」にこだわる美容室ルヴォワールの認
知向上事業

3582 岐阜県 ピザ屋 ー
弊店とともに歩んできたリピーターに更なる楽しみ
を提供します！

3583 岐阜県 Coffee&Rest 希林館 ー
地元の高齢者女性を取り込むためのターゲット絞
り込み事業
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3584 岐阜県 カフェテラス　ジャスミン ー
バリアフリーをコーヒーチケットにつなげる販促事
業

3585 岐阜県 そばの里深萱ふ～ど ー
ホームページを使った蕎麦好きのすそ野を広げる
情報発信事業

3586 岐阜県 近藤石材店 ー
自社の強みを生かした洋型・デザイン墓石の販売
促進事業

3587 岐阜県 ガレージフェリース ー
遊び心のある立体看板と若者受けする撮影スポッ
トで話題性を

3588 岐阜県 有限会社エービーシー 1200002006379
県内初導入の人気幼児教育をＰＲし継続的な生徒
数の確保を図る

3589 岐阜県 大橋製畳 ー
へり無し畳の品質向上で売上の安定とチラシ配布
で新規受注を図る

3590 岐阜県 美容室びやん ー
高齢社会に対応！最新カット椅子の購入とチラシ
配布で集客力向上

3591 岐阜県 ケイズホームズ株式会社 7200001027263 Ｋ‘Ｓ　ＳＴＹＬＥのブランドイメージ認知度向上作戦

3592 岐阜県 キミドリ建築 ー
外部環境を活かし認知度向上を行う事で新規顧
客の獲得を目指す

3593 岐阜県 ヘアークオーレマツウラ ー
２０代～４０代の新規顧客を獲得するための広告宣
伝事業

3594 岐阜県 株式会社ひでぴょん 3260001016292
走る広告塔とその場でのシート補修可能な移動販
売車での販売促進

3595 岐阜県 合同会社　インディアンビレッジ 6200003003437
新たな設備の導入によりオンリーワンの商品作りを
お手伝い

3596 岐阜県 エースオート ー
当社の生き残りをかけた新展開のための次世代自
動車診断機の導入

3597 岐阜県 株式会社大山 9200001006358
営業ツールを充実させ積極的な営業活動で新規
顧客獲得を図る

3598 岐阜県 岐恵木工・吉田 ー
スタイルブックの製作とダイレクトメールによる販路
開拓事業

3599 岐阜県 有限会社　然 6200002024649
天然素材のみに拘る新ブランドの発信による売上
増加事業

3600 岐阜県 森建築事務所 ー
新規顧客獲得に向けた初めての広報営業活動事
業

3601 岐阜県 株式会社フィデア 8200001030126
HPによる集客窓口の専門家及びSNS活用による
集客の向上

3602 岐阜県 有限会社丸幸鈑金 9200002015728 下請脱却と新規顧客獲得のための広告宣伝事業

3603 岐阜県 有限会社カワダ精工 9200002015380
「ミキシングノズルルーム」の設置による顧客獲得
事業

3604 岐阜県 ＳＡＮ設計室 ー
販促ツールの作成と営業活動による新規顧客獲
得事業

3605 岐阜県 地球がわらうスタジオ ー
インド古典音楽を身近に感じ触れてもらうための情
報発信事業

3606 岐阜県 Olt cafe ー 北方町初！キッズカフェ認知度向上事業

3607 岐阜県 Hino担担麺 kokuu ー 担担麺の認知度向上と集客力アップ事業

3608 岐阜県 株式会社エイトビレッジ 5200001034377
ゆったりした個室空間で味わう本格和食のＰＲ事
業

3609 岐阜県 宇野醤油株式会社 1200001014564 ウエブサイト開発による乳化調味料の認知向上

3610 岐阜県 株式会社美濃電工社 2200001006684
動画を活用した「地域密着！街の電気屋さん」PR
事業

3611 岐阜県 福祉タクシー３Gごうど ー
積極的な告知活動と顧客満足度アップを目指した
福祉タクシー事業
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3612 岐阜県 株式会社一鉄 4210001016640
飛騨牛専門店を全国にアピールできるホームペー
ジの作成

3613 岐阜県 志喜亭 ー
バリアフリーで快適な空間へトイレ全体の改修工
事

3614 岐阜県 GOLD RUSH株式会社 8200001032650
トイレの改修等による宿泊施設の整備で優位性を
確保する

3615 岐阜県 有限会社時計・宝石・メガネの青木 3200002027563
メガネ相談会の開催による来店客の増加と新規顧
客獲得事業

3616 岐阜県 株式会社アオキウッド 4200001025798
新たな取引先の開拓のためのホームページ製作
事業

3617 岐阜県 株式会社今井塗装 8200001035034
一般消費者への知名度向上と直接受注増加のた
めの看板設置事業

3618 岐阜県 カット＆パーマもりた ー
高齢者対応の店づくりによる顧客満足度向上と新
規客獲得事業

3619 岐阜県 清水自動車 ー
町外のお客様獲得に向けたPR看板の設置による
売上獲得事業

3620 岐阜県 有限会社長野孝光木工所 5200002006516
売上の第２の柱を確立させ安定した経営基盤構築
のための広報活動

3621 岐阜県 料理　かみや ー
パンフレット作成と店舗改装による認知度と顧客満
足度向上

3622 岐阜県 喫茶　菜園 ー
再オープン周知と新規顧客を取り込むための看板
強化事業

3623 岐阜県 煮込みうどん　たく ー
新メニュー「カレー煮込みうどん」で新たな客を呼
び込む事業

3624 岐阜県 有限会社住託考房 7200002015515
業界初！必ず見つかる至高の一枚！買うよりお得な
一枚板レンタル

3625 岐阜県 フクイ商店 ー
シニア女性層の心をつかむプチイベント開催で顧
客獲得！

3626 岐阜県 理容イカワ ー 事業承継による美容室転換で経営強化！

3627 岐阜県 株式会社アムールハウス 2200001010637
畜舎の猛暑対策ニーズを起点とする商圏拡大によ
るエコヌリの拡販

3628 岐阜県 有限会社　生駒酒販 5200000217414
ワンランクアップの店舗外装でプチ贅沢志向の顧
客をキャッチ！

3629 岐阜県 中央石油商事　有限会社 2200002017482
自社の知名度向上で地域需要を取り込み売上
UP！

3630 岐阜県 田中木工所 ー 老舗建具店知名度向上で新規受注獲得！

3631 岐阜県 ラ・プロヴァンス ー 「森のカフェ」イメージ強化で新規顧客獲得！

3632 岐阜県 玉苑 ー
看板設置による新規客の誘導と入口にスロープを
設置し集客の向上

3633 岐阜県 エイトクヤ ー
駐車場を舗装し記念セールの実施で集客とリピー
トの向上を図る

3634 岐阜県 パンショップイマイ ー
新たに惣菜・弁当を製造して陳列しチラシ配布で
集客の向上を図る

3635 岐阜県 有限会社ダイヘイオート 2200002016393
車両の出張修理サービスによる差別化戦略で新
規顧客の獲得を図る

3636 岐阜県 早川木工所 ー
自社ショールームの魅力度アップによる売上増加
事業

3637 岐阜県 株式会社菊之園 2200001017351
自社サイトの製作とネットショップ開設による販路
拡大

3638 岐阜県 岡山裁断 ー
新システムの導入で更なる技術力の向上と顧客の
満足度向上事業

3639 岐阜県 株式会社白川菓匠大黒屋 1200001033143 新規看板設置による認知度向上と新規顧客開拓
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3640 岐阜県 有限会社　光印刷 8200002011109
地元情報誌と動画連携サービス提供による採用支
援事業

3641 岐阜県 エル・パンドール ー
新メニューの開発とバリアフリー強化による新規顧
客獲得事業

3642 岐阜県 有限会社アボウオーキッド 2200002024173
展示即売会・出張販売での売上アップ・新規顧客
獲得事業

3643 岐阜県 有限会社みかわや 8200002024721
強みを活かした戦略でライバル店ゲンキーに負け
ないための事業

3644 岐阜県 有限会社グリーンタカトミ 6200002006408
分煙による顧客満足度向上で女性の新規顧客獲
得を図る

3645 岐阜県 高田株式会社 9200001010036
ＢＤの買取強化・生産性向上による品揃強化で中
高年層の顧客獲得

3646 岐阜県 株式会社大顕設備 4200001015015
来店を促す本社ショールーム外観リニューアルオー
プン

3647 岐阜県 株式会社　風の杜 5200001035276 知名度向上！会員数と葬儀件数を増やすPR事業

3648 岐阜県 吉村茶園 ー
新規顧客獲得し経営を安定化するための広告掲
載・看板設置事業

3649 岐阜県 有限会社アイワ設備 1200002024174
漏水調査の設備導入による顧客満足度向上と受
注増加のための事業

3650 岐阜県 クリーニングのすぎやま ー
「呉服の染み抜き」に特化した高付加価値化によ
る集客力向上

3651 岐阜県 有限会社本荘塗装 1200002008615
ソフト導入により顧客満足度を向上させ新規顧客
獲得を推進する

3652 岐阜県 有限会社なないろファミリー 5200002006524
地域に密着した寄り添う介護サービスで利用者に
安心感を

3653 岐阜県 有限会社アン・シード 7200002023105 脱毛サロンオープンに向けた店舗知名度向上事業

3654 岐阜県 寺井サービス ー 新事業！アンダーコーティングサービス開始！

3655 岐阜県 株式会社ＲＹＵＫＯ 5200001027199
働く女性向け頭皮診断ヘアケアサービス開始によ
る顧客紹介率向上

3656 岐阜県 有限会社ヤマウチ工業所 4200002006640
熟練工のノウハウを活かした異種金属を組合せた
新商品の販促活動

3657 岐阜県 株式会社柏屋 3200001033067
コミュニティースペース設置による高齢者の新規顧
客開拓

3658 岐阜県 有限会社　丸サ熊澤製材所 8200002024234
木曽桧専門製材業者のパンフレット作製による顧
客獲得事業

3659 岐阜県 長瀬菓子店 ー
移動販売車による販路拡大と地域コミュニティの
維持に貢献

3660 岐阜県 株式会社八重垣 9200001028160
ファミリー層にも気軽に来店してもらえるイメージづ
くりの大改装

3661 岐阜県 有限会社加賀屋商事 3200002027761
テナントビルの集客力をアップして入居者を応援す
る為の看板更新

3662 岐阜県 小料理レストランGu-ni ー
店舗の内外装イメージを一新し誘目性を高めてカ
ジュアル層へPR

3663 岐阜県 Pàtisserie Franc ー
地元の銘酒“母情”を使った観光土産「カヌレ」の
商品開発

3664 岐阜県 エーシーアイ株式会社 4200001032621
愛犬との旅行未経験の愛犬家を貸別荘の新たな
顧客にする事業

3665 岐阜県 株式会社みのひだ社中 3200001035170
地方銀行フードセレクション商談会に出展し新規
顧客獲得

3666 岐阜県 山正精肉店 ー
「これはうまい！」と一目で伝える！飛騨牛串焼きを
観光客にPR

3667 岐阜県 ヘアーサロンＴ’ｓ ー 店舗のリニューアルで若い世代の顧客獲得事業
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3668 岐阜県 はしもとや ー
最新刺繍機の新たな技術をチラシでＰＲし集客と
売上の向上を図る

3669 岐阜県 SUN　LIFE　ウメムラ ー
新規WEBサイト立上げによる新築リフォーム等の
新規客獲得事業

3670 岐阜県 有限会社ワカマツヤ 5200002016457
店舗の外観を変え目立つ店舗運営で集客とリピー
ターの向上を図る

3671 岐阜県 有限会社日比野建具 6200002015664 自社ブランド「hibino　door」の販路開拓事業

3672 岐阜県 八屋 ー
観光客へ向けた『酒旅』ＰＲ及びメニュー表による
売上向上事業

3673 岐阜県 有限会社　蒲酒造場 4200002026787
飛騨地酒の高品質化による香港日本酒市場の販
路開拓事業

3674 岐阜県 楽蔵亭 ー
新規開店店舗の知名度向上を図るための看板の
設置、チラシの作成

3675 岐阜県 ＳＴＥＰ英語教室 ー
小学生専門英語教室の入会者数増加のための販
売促進

3676 岐阜県 株式会社松車 8200001016298
当社の強みをPRするシャッター塗装看板での新規
来店客拡大事業

3677 岐阜県 自由軒 ー
お客様に「居心地の良さ」を提供するための店内
改装事業

3678 岐阜県 ruun ー
１点物の商品づくりで他店との差別化による販路
拡大

3679 岐阜県 古今珍品情報流通センター ー
訪日観光客及びバイヤーに向けての販路拡大事
業

3680 岐阜県 株式会社秀信 6200001035259
ネットを活用して創業間もない弊社の知名度向上
戦略

3681 岐阜県 美容室あゆこ ー 顧客満足度の向上を図るための設備導入事業

3682 岐阜県 株式会社みつばちの郷 9200001015076
新聞紙面広告活用による全国に向けての新規顧
客開拓事業

3683 岐阜県 海老塗装店 ー
リスク分散に向けた元請業者向けＷＥＢサイトによ
る販路拡大事業

3684 岐阜県 株式会社ひめしゃがの湯 6200001035696 年配者に配慮したやさしい環境づくりで顧客獲得

3685 岐阜県 浅野建設 ー 知名度アップによる販路開拓事業

3686 岐阜県 二村板金工業有限会社 3200002027514
地域情報誌を活用したスチール・ガレージの商圏
拡大

3687 岐阜県 有限会社成瀬製畳 2200002127580
販路及び新市場開拓に向けた展示会出展と３次
元ＣＡＤの活用

3688 岐阜県 有限会社ママショップ富士 2200002027374
外国人観光客誘客に向けた一目でわかるPR看板
の設置

3689 岐阜県 杤本農園 ー
迷わず誘導できるお客様の利便性を考えた看板
設置事業

3690 岐阜県 あけぼの理容　栄町店 ー
安心して利用できる店内環境整備と一目でわかる
PR看板事業

3691 岐阜県 レストラン橋本 ー
ホームページ開設による自店の認知度アップと新
規顧客の拡大

3692 岐阜県 株式会社久恩 6200002013866
顧客ニーズに合わせた仏壇製造開始に伴うＨＰ改
修と看板設置事業

3693 岐阜県 有限会社田口商店 5200002027545
店舗の立地を活かしたSNS映えする話題性の高
い店舗づくり事業

3694 岐阜県 株式会社かとれや 7200001025762
展示会実施による新規顧客獲得とOB顧客への情
報発信強化事業

3695 岐阜県 一力屋 ー 一力屋ブランドの認知度向上事業
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3696 岐阜県 有限会社富喜屋 1200002027350
温泉街の観光客に気軽に利用してもらうための店
舗環境整備事業

3697 岐阜県 株式会社　レストインいちい 6200001025929
観光客の立ち寄りやすい店舗づくりによる新規顧
客開拓事業

3698 岐阜県 美容室ふくい ー
新事業として軽食を提供することにより売上拡大を
目指す事業

3699 岐阜県 有限会社コモリウッドワークス 4200002006731
無垢材を活用したオーダーメイド家具拡販のため
の販路開拓

3700 岐阜県 株式会社　付知町観光協会 7200001024211
当社の魅力をＰＲし新規顧客を獲得する為の看板
作製・設置

3701 岐阜県 有限会社　三広閣 8200002021999
自慢の季節料理“松茸料理・カモ鍋・シシ鍋”で新
規顧客を開拓

3702 岐阜県 久保田家具工房 ー
「こだわりの家具」を求める顧客に向けて当工房の
魅力を再発信

3703 岐阜県 ANoi ー
チラシと看板による店舗知名度の向上と来店客の
増加事業

3704 岐阜県 杉玉の製作と販売　高林 ー
杉玉の国内外への販路拡大のためのホームペー
ジリニューアル

3705 岐阜県 株式会社リビングプラザ 5200001015121
自社住宅ブランドの浸透に向けたプロモーションの
展開

3706 岐阜県 サムライソウルブッチャーズ ー
岐阜県発、ジビエを利用した新たなペットフードの
ＰＲ事業

3707 岐阜県 有限会社庖味屋 4200002027967 高齢者に配慮した環境整備による販路開拓事業

3708 岐阜県 山田建築 ー
営業力と情報発信の強化による潜在顧客の掘り
起こし

3709 岐阜県 郡上観光株式会社 5200001026358
顧客ニーズの多い、ネットショップを使った新たな
販路展開

3710 岐阜県 有限会社河隆建築 7200002028070 新規顧客獲得とブランドイメージの構築

3711 岐阜県 tumugu ー
衣類のシミ落としの悩みを解決する新サービスの
提供と広報活動

3712 岐阜県 有限会社鷲見新聞舗 5200002009551
秘密の隠れ家エステサロン　若年層のお客様獲得
キャンペーン

3713 岐阜県 名水わさび ー
新商品の開発・生産・販売体制の構築による加工
品販売の強化事業

3714 岐阜県 峰恩堂 ー
「安心パック価格」葬儀とサービス内容の見える化
事業

3715 岐阜県 株式会社シラヴェル 1200001020348
水栓バルブ発祥の地の製品を集めたサイト開設で
知名度の向上を

3716 岐阜県 中華料理しょうりゅう ー
凄腕料理人が作る「飛騨牛すじ肉煮込み」のEC
販売事業

3717 岐阜県 ブーランジェリーアツ ー
本格派手づくりパンの看板設置による地域住民へ
のＰＲ事業

3718 岐阜県 PetitParis ー
オリジナルパッケージ缶の作成による環境に優しい
販売と顧客獲得

3719 岐阜県 有限会社上杉九十九物産 5200002027719
当店の提供するサービスが一目でわかる案内看
板の改善事業

3720 岐阜県 大生自動車 ー
新しいサービスの提案がしやすい快適空間で、収
益向上実現！

3721 岐阜県 マルミ鉄工所 ー
『箱わな』の販路拡大で売上向上と安心した生活
を

3722 岐阜県 鶏ちゃん専門店　杉の子 ー
当店だけの鶏ちゃんグルメの販売に向けた販売促
進PR事業

3723 岐阜県 株式会社滝元館由季の里 9200001033012
旅行に癒しを求める方に向けた新規顧客獲得事
業
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3724 岐阜県 ＡＲＴＳ　ＣＲＡＦＴ　ＪＡＰＡＮ ー
誘導看板とショールームの設置で新規顧客獲得と
売上向上策

3725 岐阜県 マルナカストアー有限会社 5200002022380
電子看板の設置により、当店の新規顧客獲得・集
客アップを目指す

3726 岐阜県 堤果樹園 ー
体験サービス顧客数の増加による売上向上と経営
の安定化

3727 岐阜県 ハイマウント ー
ボルダリングジムに外国人観光客を取り込め！販
路開拓で売上向上

3728 岐阜県 有限会社ハート・山田造園 3200002006550
製作体験コーナー設置による付加価値向上で新
規顧客獲得を図る

3729 岐阜県 ファミリーヘアーやまもと ー
地元の働き盛り世代の頭皮の悩み相談理容店とし
ての認知度向上

3730 岐阜県 ニボチャチャ‼ラーメン　あらき軒 ー
幅広い好みに合わせたメニュー開発により新規顧
客の集客を図る

3731 岐阜県 株式会社ケイハウス 8200001011002
新設備導入による新商品開発と新しいニーズへの
対応

3732 岐阜県 清水自動車板金 ー
冷媒再生技術導入による新サービスで法人向け
整備の新規顧客獲得

3733 岐阜県 株式会社デッキーズ 4200001035748
「スマホを置いて自然体験を！」親子でラフティング
PR事業

3734 岐阜県 SORAYOGA ー
未開拓！男性のヨガ教室受け入れ人数増加による
販路拡大

3735 岐阜県 つけ麺天下 ー
地域貢献活動の拡充を補う通販事業導入および
プロモーション強化

3736 岐阜県 遠山行政書士事務所 ー
ネット広告を活用した通販コンサルティングの顧問
契約獲得事業

3737 岐阜県 ｉＣＯＮ ー
商談スペース開設と施工能力の周知活動による受
注拡大計画

3738 岐阜県 伊藤瓦店 ー
新サービス「屋根木下地交換」の展開による販路
開拓

3739 岐阜県 ニューテック株式会社 5200001026705 西日本初！！空中テントエリア新設による販路開拓

3740 岐阜県 有限会社　健創 6200002024525
高齢者向けリフォームカタログ作成による新規顧
客獲得事業

3741 岐阜県 株式会社鷲見建設 3200001010314
自社の特色をホームページ等で発信する事による
販売促進事業

3742 岐阜県 ジオティオ ー
ホームページの開設・チラシの配布による新規顧
客獲得事業

3743 岐阜県 株式会社マルフジ 7200001026546 新電力販売事業の新規顧客獲得

3744 岐阜県 株式会社吉村石油店 9200001023896
「来店しやすく何でも相談できる店」を目指す為の
ＰＲ事業！！

3745 岐阜県 恵比寿屋 ー
創業100年！歴史と伝統を承継するための付加価
値強化事業

3746 岐阜県 今西土地開発株式会社 9200001016173
新規参入のローコスト住宅PRで認知度アップと新
規顧客獲得事業

3747 岐阜県 SIMIAN合同会社 1200003004316
世界のバイヤーが注目する米国市場での販路開
拓事業

3748 岐阜県 MIcreation株式会社 5180001086628 不動産管理部　業務拡大大作戦

3749 岐阜県 株式会社国枝 2200001016072 国内向けBtoCのホームページ新設事業

3750 岐阜県 有限会社斐太企画工房 4200002027323 企画提案の幅を広げるための新設備導入事業

3751 岐阜県
ひるがのホープロッジ／ひるがの高原木曽
馬牧場

ー
乗馬の利用者増を目指し、新規顧客を開拓するた
めの対策
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3752 岐阜県 彩屋 ー
地域一の切り花店を目指したお店作りと宣伝活動
による販路拡大

3753 岐阜県 和食処　乙姫 ー
観光・ビジネス客に向けた地域食材メニューの開
発とＰＲ看板設置

3754 岐阜県 有限会社とみや 6200002027569
当店オリジナル商品の販売に向けた広報宣伝事
業

3755 岐阜県 増田工芸 ー
誘導看板の設置と快適睡眠の提供でリピート率向
上と新規顧客獲得

3756 岐阜県 ヘアー工房キムラ ー
バリアフリー空間と新メニューにより地域高齢者密
着店舗の実現

3757 岐阜県 有限会社　保険工房ハヤシ 9200002010159
セミナー開催とホームページ活用による新規顧客
獲得

3758 岐阜県 合名会社大友商店 2200003001824 無料情報誌を利用したＬＰガスシェア拡大戦略

3759 岐阜県 むずぶ農園 ー
地域密着の販路開拓による地域のお客様獲得事
業

3760 岐阜県 森川美容室 ー 薄毛診断コース創設による新たな顧客獲得事業

3761 岐阜県 いなりや ー
創業１００周年に向けた「うなぎのタレ」魅力向上プ
ロジェクト

3762 岐阜県 有限会社森明工機 8200002028012
ガーデニング機器専門店としてのPR強化による顧
客獲得事業

3763 岐阜県 有限会社天湖森いじら 2200002009050
地元産品を活用しての新商品開発で地域への貢
献事業

3764 岐阜県 株式会社小林モータース 7200001028542
生産性向上による販売機会ロス削減と新規顧客
獲得

3765 岐阜県 宿cafeレンタル　小左衛門 ー
インバウンド対応の為の客室の洋室化と多言語
ウェブサイトの構築

3766 岐阜県 ペンションブルーム ー
新規顧客獲得と顧客満足度向上のためのトイレ改
修事業

3767 岐阜県 有限会社サンモリッツ 3200002027828
通年型営業施設へのリニューアルによる外国人及
び新規顧客の獲得

3768 岐阜県 楽食酒房おかめ ー
快適な食事空間提供によるリピーター客獲得と
SNS情報拡散事業

3769 岐阜県 株式会社おくみの園グループ 4200001026747
新メニュー開発とメニュー表・ブック作成による顧
客獲得事業

3770 岐阜県 早川産業株式会社 2200001028258
新たに増設する作業場で強みのある提案力を活
かした顧客確保策

3771 岐阜県 モリキ石油 ー
店舗改装・チラシＰＲによる顧客満足度向上と顧客
囲い込み事業

3772 岐阜県 餅松屋 ー
通称「モネの池」の観光客に向けたＰＲによる新規
顧客の獲得

3773 岐阜県 有限会社高木製麺工場 6200002013957 当社こだわりの低糖質麺のネット販売強化事業

3774 岐阜県 イトウ自働車 ー
ロードスターのレストア、オーバーホール事業強化
輝くエンジン

3775 岐阜県 有限会社養老魚新 4200002014040 サイクリング愛好家向けサービスの周知事業

3776 岐阜県 川の駅旬の味おか多 ー
「会議室として料理屋を使う」ことを周辺企業に推
進する宣伝事業

3777 岐阜県 アカデミオン有限会社 0010200007684 教室のイメージアップで顧客獲得プロジェクト

3778 岐阜県 はづき動物病院 ー
地域内最先端の獣医療サービスで顧客満足度を
最大化！

3779 岐阜県 ＪＵＮＫ　ＭＯＴＯＲＳ ー
高齢者向け運転体験会開催による地域貢献で自
社ＰＲと販路開拓
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3780 岐阜県 トーカイサポート株式会社 2200001033869
日本国内で確立した技術を世界市場に向けて発
信する事業

3781 岐阜県 Hairmake BASARA ー
ホームページで新メニューをＰＲすることで新規顧
客を獲得する

3782 岐阜県 山創株式会社 7200001033559
Webサイト作成による、国際特許商品の販売促進
事業

3783 岐阜県 株式会社　大勝建設 5200001019295
認知度向上とコアなお客様の発掘の為の情報発
信強化事業

3784 岐阜県 食事処　まねき ー
インパクトのあるカラー写真看板で誘客販売促進
事業

3785 岐阜県 正華堂 ー
ホームページと地域イベントを活用した来店客獲
得作戦

3786 岐阜県 のだにや ー
衛生習慣まで配慮した外国人宿泊客から支持さ
れる合掌民宿を営む

3787 岐阜県 カットスタジオ　アクト ー
販売促進（20周年記念事業）における新規顧客
開拓事業

3788 岐阜県 Coffee＆Rest　EIGHT ー
地域のコミュニティスペース、営業マンの活力の場
を提供します

3789 岐阜県 グランドクルーJP株式会社 8200001030316
新規取引先開拓、新商品開発展示の展示会場設
置販売促進事業

3790 岐阜県 飛騨路 ー
観光客へ食べ歩きの楽しさを提供し続ける店舗に
生まれ変わる

3791 岐阜県 まりやオート商会 ー
民間車検工場認定に係る店舗改装とチラシ告知
による販売促進事業

3792 岐阜県 樋口商店 ー
外構工事事業の認知度向上のためのファサードリ
ニューアル

3793 岐阜県 白山荘 ー
充実な設備とサービスで期待を裏切らないおもて
なしの合掌民宿

3794 岐阜県 有限会社　昇平楼 7200002009698
本巣食文化を伝承する包装・パンフレットによる新
商品販路開拓

3795 岐阜県 田舎料理　いろり庵 ー
古民家で味わう食事と新規「民宿」事業ＰＲによる
売上拡大

3796 岐阜県 株式会社未来ファームサービス 1200001029653
有機米の更なるアピールと新規商品の差別化によ
る販売促進事業

3797 岐阜県 マルコ醸造株式会社 1200001024043
「本店売場」の魅力化・購買力向上に向けたリ
ニューアル事業

3798 岐阜県 みおんリトルスクール ー
HP改修とスクールカードによる幼児教室への入会
増加戦略

3799 岐阜県 有限会社古田通信 4200002006566
事業承継に伴いイメージ一新する社名の周知と新
規顧客獲得事業

3800 岐阜県 有限会社ティアラ 7200002017783
集客コンサルを活用した集客とライトアップによる
新店舗周知

3801 岐阜県 株式会社スパーダ 8200001030852
キッチンカーの事業参入により、新規顧客・販路開
拓の取り組み

3802 岐阜県 株式会社コムズ 4200001025947
おみやげ販売のための売り場作りと売り場への集
客事業

3803 岐阜県 Café ajara ー
笠松町サイクリングロード開通！サイクリストの憩い
の場に！

3804 岐阜県 株式会社 白井製茶 9200002024796
Google広告の掲載と商品プロモーションページの
作成

3805 岐阜県 有限会社ムラキ 5200002015764 多目的検眼スペースを有した専門店舗を開店

3806 岐阜県 ゴトウ自動車センター ー 新規顧客の獲得のためのPR販売促進事業

3807 岐阜県 山本産業株式会社 4200001016244
大野町での看板設置による無垢の家の PR 補助
事業
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3808 岐阜県 株式会社ミスベティー 2020001091423
催事販売を想定したパンフレット作成と紙袋デザイ
ン開発

3809 岐阜県 株式会社和工 4200001030526 事業内容の分かる看板の設置

3810 岐阜県 有限会社ヨシミプリント工業 7200002015779 小ロット対応業務印刷事業の新サービスＰＲ事業

3811 岐阜県 株式会社松久薬品 9200001016891 認知度向上ＰＲ看板設置事業

3812 岐阜県 株式会社おぐら 7200001016051 来店客接客ルーム・ショーウインドー設置事業

3813 岐阜県 株式会社ミサト工業 3200002028000 イオン球のブランディングによる全国への普及事業

3814 岐阜県 合資会社土田家具センター 1200003001057
地域資源を活用したインテリア商品の全国への販
路開拓

3815 岐阜県 民宿　しもだ ー
明宝気良の自然と宿の魅力を伝える媒体の充実
による販路拡大！

3816 岐阜県 La　patisserie　Dariole ー
潜在顧客に向けた屋外看板の設置による新規顧
客の獲得

3817 岐阜県 Resort Restaurant+TapasBar桜 ー
ホームページリニューアルによる情報発信強化事
業

3818 岐阜県 有限会社 渡辺屋 9200002016560 ＥＣサイトの開設による希少性酒類の販路開拓

3819 岐阜県 株式会社　ヤマジョウ建設 2200001019934
５つの特徴を持つ高性能住宅の周知に係る新モデ
ルハウス活用事業

3820 岐阜県 お宿のざわ ー
インバウンド対応宿の構築・ＰＲによる外国人宿泊
者獲得事業

3821 岐阜県 株式会社　ドリームバンク 2200001018837 セントラル浄水器の販路拡大に向けた展示会戦略

3822 岐阜県 さとり食堂 ー
認知度アップ大作戦！はじめての広告宣伝による
新規顧客獲得事業

3823 岐阜県 天池製畳 ー
ホームページを活用した新たな顧客(畳ファン)創
出事業

3824 岐阜県 めん処工藤 ー
美味しく多彩なメニュー構成を発信する事による新
規顧客開拓事業

3825 岐阜県 有限会社　故郷 7200002026628
多言語化WEB・動画発信によるインバウンド客獲
得事業

3826 岐阜県 Sho Rapport ー
新たに創業した弊社の仕事の丁寧さを知ってもら
うための広報戦略

3827 岐阜県 奥飛騨熊牧場株式会社 6200001025400
ＨＰ・ＳＮＳ誘導型入場割引券と動画による新規顧
客獲得事業

3828 岐阜県 食堂カフェ　よつば ー
屋根付きウッドデッキを活用したインバウンド客獲
得事業

3829 岐阜県 シディ株式会社 4200001032844
３つの広報活動で新規顧客獲得に繋げ安定した
売上を確保する

3830 岐阜県 MORUS ー
生産能力の向上とブランド構築・周知による販路
拡大事業

3831 岐阜県 鱒蔵 ー
魚の安定供給の実現と記念イベント開催による集
客力強化事業

3832 岐阜県 三輪木工 ー
製品の幅を拡げて展示会で周知・ＰＲすることによ
る販路拡大事業

3833 岐阜県 有限会社森商店 4200002026052
売場環境の改善と食品の品質管理体制の向上に
よる集客力強化事業

3834 岐阜県 ヘアーサロンナカイ ー
高齢者や足の不自由な方に優しい店づくりによる
来店促進事業

3835 岐阜県 有限会社木下商会 7200002025142
宴会場のリニューアルによる団体での利用促進・
PR事業
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3836 岐阜県 吉良寿司 ー
情報発信と店内環境整備による地元客の誘客事
業

3837 岐阜県 ビジネスホテル　プランタン ー
レストランへの誘客を図るための店舗環境整備事
業

3838 岐阜県 株式会社新巧製作所 4200001032489
パンフレットによる自社の一貫生産体制の認知度
向上戦略

3839 岐阜県 こやま接骨院 ー
小学生を持つ夫婦共働きの保護者に対して認知
拡大の為の広告活動

3840 岐阜県 有限会社ワギ電機 2200002011403 新規顧客開拓のための工場向け営業プロジェクト

3841 岐阜県 山丸屋商店 ー
恵南地区で新規のレンジフード取替顧客の獲得を
目指す販促事業

3842 岐阜県 第二豊楽園 ー
衛生面の強化による果物狩り客の獲得で売上向
上を図る

3843 岐阜県 ヤマウチ光栄株式会社 4200001023967
仏壇店としてエンドユーザーへの認知度向上と販
路拡大事業

3844 岐阜県 アロマ＆トータルケアサロンteai ー
地元に戻り念願の店舗をオープンするにあたり知
名度向上戦略

3845 岐阜県 有限会社　田丸屋商店 4200002024064
カスタードが人気和洋菓子店obataの販路拡大プ
ロジェクト

3846 岐阜県 株式会社GHクリエイション 5200001016796
顧客ニーズの高い発毛・育毛機器導入による新メ
ニューの提案

3847 岐阜県 株式会社　梅田 3200001017573 ホームページ開設・新規顧客獲得事業

3848 岐阜県 山田木管工業所 ー
ＥＣサイトのオリジナル商品をアンテナショップで身
近な商品に

3849 岐阜県 中部家電販売株式会社 3200001027234
補聴器販売促進事業第2弾　アナログで訴える看
板設置事業

3850 岐阜県 やな川 ー
ネット広告を活用した『また行きたくなる！』伝統漁
ヤナ場のＰＲ

3851 岐阜県 ママ・ベビーサポートおくむら ー
贈って・もらってうれしいコットン製ギフト商品の試
作

3852 岐阜県 岡崎製材所 ー
ステンドグラスを付加したリフォーム工事の販路開
拓事業

3853 岐阜県 合同会社あおいアセットマネジメント 2200003003548
先端オペレーションによる大家向け記帳代行サー
ビスの全国展開

3854 岐阜県 LEAD・LUFFLE ー
新事業の開発と、顧客満足度向上を図るための機
材導入事業

3855 岐阜県 有限会社農業生産法人飛騨せせらぎ 8200002025694
「餅文化を復活させたい！」直売所に来てもらうた
めのＰＲ事業

3856 岐阜県 絆場株式会社 7200001033848
施設環境の改善による新規利用者の獲得及び
サービスＰＲ

3857 岐阜県 小槌 ー
２０代～４０代の女性をターゲットにした新規顧客開
拓の取り組み

3858 岐阜県 久蔵 ー
「飛騨地域初！ホルモン冷凍自動販売機の導入」
で販路開拓事業

3859 岐阜県 ヴェーレンカフェ ー ２０代３０代の新規顧客の開拓と店のブランド化

3860 岐阜県 喫茶モンロー ー
バリアフリーと石造りテラスで集客アップ多言語パ
ンフで販路拡大

3861 岐阜県 あおい相続・会計事務所 ー
２代目３代目経営者への財務指導を通じた適切な
事業承継のススメ

3862 岐阜県 ｉ・ｓｐａｃｅ ー
山好き店主がプロデュースする登山愛好家の販路
開拓事業！

3863 岐阜県 欧風カレー工房チロル ー
店のカラー活用と快適性向上で新規顧客獲得とリ
ピート回数アップ
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3864 岐阜県 有限会社原モータース 5200002024451
WEBサイト開設による当宿泊施設PRによる新規
顧客獲得事業

3865 岐阜県 Cafe&Studio nocknock ー
本格派楽器と設備導入で音楽イベント増加！来店
客の増加事業

3866 岐阜県 Trattoria Da Shiba ー
本格イタリアンシェフによる肉バル「本巣産ジビエ
料理」販路開拓

3867 岐阜県 朝日工藝 ー
本格派木工ワークショップ開始！新規顧客獲得の
整備事業

3868 岐阜県 有限会社花村製作所 4200002006541
弊社の機動力と提案力から生まれた銅合金鋳物
「風鈴」の販路開拓

3869 岐阜県 LMD ー
一流ダンススクールのWEBサイト開設による新規
顧客獲得事業

3870 岐阜県 やましろや ー 店舗リニューアルによる販売チャンスの獲得

3871 岐阜県 有限会社ニュー池田 7200002015622
新規顧客獲得の為のIT広告強化と会計業務の効
率改善事業

3872 岐阜県 株式会社マルゴレッタ 1200001033358
廃棄ロス激減のための落としこみと２号店開店に
必要な設備導入

3873 岐阜県 nekko farm studio ー
垂井初（発）Webサイト立ち上げと認知度向上事
業

3874 岐阜県 hair　cozy・room ー
高齢者に優しい店舗整備で顧客満足度向上と新
規顧客獲得事業

3875 岐阜県 なな光 ー
宿泊施設オープンＰＲによる認知度アップと新規客
獲得事業

3876 岐阜県 nekko farm ー 垂井の新名産品！菊芋による売り上げ安定化事業

3877 岐阜県 有限会社たかぎ 8200002014094
〝地域一番店”から〝日本一番店″に向けた基盤づ
くり事業

3878 岐阜県 有限会社 大創 6200002013734
会社認知度の向上を図り新規顧客を獲得する広
告宣伝事業

3879 岐阜県 ヘアーサロンスマート ー 美容部門のＰＲ強化による女性客獲得大作戦！

3880 岐阜県 ココロクラフト ー 新規客の獲得に向けて認知度・知名度アップ事業

3881 岐阜県 くぼた接骨院 ー
クライマーに特化した今までにない整体院にするた
めの移転広告

3882 岐阜県 からだRe創作Motto ー
乳幼児への運動指導とメンタルトレーニングの新
規事業で販路拡大

3883 岐阜県 平野　真弓 ー ３６０度パノラマVR動画を使った人材育成セミナー

3884 岐阜県 株式会社LuxAuto 9200001031791
全国の潜在顧客と法人顧客獲得に向けたネット事
業拡大

3885 岐阜県 有限会社しいたけブラザーズ 2200002018076
しいたけ狩り体験者増加に向けた観光農園として
の施設整備事業

3886 岐阜県 美濃白川整体院 ー
新店舗での若年層顧客の取り込みとリピーター獲
得事業

3887 岐阜県 喫茶＆中華　鑫 ー LED看板設置による夜間集客アップ事業

3888 岐阜県 株式会社アルアート 5200001031779
パンフレットを活用した見込み客の囲い込みによる
受注獲得

3889 岐阜県 Cafe Pasta Lab ー ランチ来店客数増加に向けた販路開拓事業

3890 岐阜県 株式会社多和田家具店 3200010105569
若い世代も引き付ける魅力ある展示ルームで来店
促進！

3891 岐阜県 ACTIVE　Blossom’ｓ ー
当塾の認知度向上＆新規塾生獲得に向けた販路
開拓事業
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3892 岐阜県 佐藤仏壇店 ー 店舗看板設置による「お香部門」の認知度アップ

3893 岐阜県 有限会社 辻製作所 1200002016527
自社の認知度向上による次世代自動車部品メー
カーへの販路開拓

3894 岐阜県 大衆居酒屋食堂 どん ー
認知向上と多言語化対応による新規顧客獲得・リ
ピーター向上事業

3895 岐阜県 S-3 BeLity`s Hair design ー
県下初！「セルフ脱毛器」の導入による新サービス
の創出！

3896 岐阜県 宇野司法書士事務所 ー
相続業務に特化したホームページ作成による販路
開拓

3897 岐阜県 株式会社魚勝 6200001028452
マーケティング見直しによる客層の拡大と新規顧
客獲得の取り組み

3898 岐阜県 HAIR DESIGN TSUMIKI ー
最新設備導入によるサービスの質向上を図り顧客
拡大を目指す事業

3899 岐阜県 株式会社GRASPERS 7200001034887
創業者向けデザインパック提供のためのホーム
ページ作成

3900 岐阜県 豊吉屋精肉店 ー
冷凍技術向上による「ふるさと納税」を活用した販
路開拓

3901 岐阜県 有限会社 小川新聞店 1200002013680
ガーメントプリンターで高品質なオリジナルTシャツ
制作

3902 岐阜県 あまの ー 旅行者取り込みのための看板リニューアル事業

3903 岐阜県 Brasserie&Deli Rigolo×Rigolo ー
情報発信の強化と多彩なメニュー提供のための設
備導入事業

3904 岐阜県 有限会社　若瓢 7200002027436
お客様の利便性と認知度アップのための看板設
置事業

3905 岐阜県 たのしい株式会社 3200001027408
新サービス！空き家管理ビジネスのスタートによる
販路開拓事業

3906 岐阜県 舟寿し ー
店舗のリニューアル化と新たなサービスの提供に
伴う新規顧客開拓

3907 岐阜県 吉田米穀店 ー
お客様と一緒に開発したオリジナルな餅の商品化
と販路開拓

3908 岐阜県 Natural　Body　Care　花蓮 ー
地元岐南町へＰＲ強化、一人でも多く健康寿命ＵＰ
で社会貢献！

3909 岐阜県 Ｈｏｔ’ｓ　ＳｈｉＭａＤａ ー
女性客をターゲットとした顔剃りエステ施術増加で
売上向上

3910 岐阜県 はぎわらまごころ整骨院 ー 店舗と施術内容の認知向上による販路開拓事業

3911 岐阜県 有限会社　渡邊住建 5200002011409
単身子育て世帯に向けた空家有効活用の広告宣
伝活動

3912 岐阜県 有限会社 三宅製畳 3200002014850
個人客にアプローチ！知識を活かした提案で購買
行動を呼び起こす

3913 岐阜県 株式会社インテリア・ワーカー 3200001029453
地元での認知度・信用度向上のため、弊社の「顔」
情報発信事業

3914 岐阜県 あべ整体院 ー
ネット戦略、リラックス空間の演出で新規顧客を獲
得する！

3915 岐阜県 まきのクリーニング ー
新たな顧客獲得のための分析結果に基づく効果
的なセール折込み

3916 岐阜県 合同会社森ルーフ建装 9200003003723
新事業「職人が指南のもとお客様の手でのリ
フォーム事業」の広報

3917 岐阜県 めん処　いろはにほへと ー
トイレリフォームでおもてなし力アップ！売上もアッ
プ！

3918 岐阜県 株式会社　木と暮らしの製作所 7200001033939 一枚板に新たな価値を！世界挑戦への第一歩

3919 岐阜県 La cerise ー
厨房拡張工事と設備導入で作業効率アップ！売上
アップ！
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3920 岐阜県 VIVエンジニアリング株式会社 4120101006062
プーリー製品の農機具修理需要獲得に向けた販
売チャネル構築事業

3921 岐阜県 焼き肉　精香園 ー
高齢者が安心して入れるユニバーサルデザインの
焼肉店への改装

3922 岐阜県 株式会社トーヨーイス 3200001015412
展示会成果を最大化し販路開拓を叶えるプロモー
ション改善事業

3923 岐阜県 料亭　安田屋 ー 玄関から味わう老舗料亭の味！

3924 岐阜県 株式会社丸正早川水栓 6200001006672 研磨工程内製化による生産性向上と販路開拓

3925 岐阜県 板倉の宿　白栗 ー
自然・古民家・人情～すべてがあったかい飛騨国
府の魅力発信事業

3926 岐阜県 鮮魚かねや ー
近隣への観光客を当店に！広域プロモーションによ
る商圏拡大事業

3927 岐阜県 有限会社 田中漬物食品 3200002014818
若年層獲得に向けた新商品『ピクルス』の試作開
発と試験販売事業

3928 岐阜県 有限会社　びぃわんぐらぁんど ー
ヘッドスパサービス（頭皮改善）の提供による新規
顧客獲得

3929 岐阜県 柏屋 ー
川魚専門店からお食事処柏屋へ顧客ニーズに合
わせた業態転換事業

3930 岐阜県 餃子工房いろどり ー
シニア層の中食需要獲得に向けた看板等のプロ
モーション改善事業

3931 岐阜県 脇谷技研株式会社 2200001033646
ジビエラーメンを起爆剤としたジビエの聖地創出
事業

3932 岐阜県 FROGAUTO ー
キャンペーンによる既存顧客への紹介誘導による
新規顧客の獲得

3933 岐阜県 田尻建築 ー
「家を育てる」コンセプトのPRによる新規顧客獲得
事業

3934 岐阜県 ペンション平川 ー
看板と道案内チラシで、道に迷うリスクを減らし、満
足度を上げる

3935 岐阜県 有限会社ホテル万喜 7200002026636
インバウンド顧客獲得と休眠顧客へのアプローチ
に向けた開拓事業

3936 岐阜県 株式会社　寺田農園 9200001026239
経営体質強化のための販路開拓とブランディング
事業

3937 岐阜県 株式会社　和仁農園 7200001026166
お米の美味しさを体験出来るアンテナショップで売
上アップ

3938 岐阜県 ラムネ屋 ー
外国人客対応強化と店内環境整備による観光客
誘客事業

3939 岐阜県 野村農園 ー
玄米餅の通年販売とネット販売で実現する顧客囲
い込み事業

3940 岐阜県 赤田刷毛工業　株式会社 2200001024083 洗顔ブラシ「アルティ」の販路拡大事業

3941 岐阜県 やすらぎ楓家 ー
新規開拓顧客リピーターにさらなる癒しの空間演
出

3942 岐阜県 株式会社　パドック257 8200001032626 クラシックカー自社一貫レストアサービスのPR

3943 岐阜県 ジビエ山県 ー 猟師が販売する岐阜県産ジビエの販路開拓事業

3944 岐阜県 奥飛騨酒造株式会社 1200001026279 初の酒蔵開きによる販路拡大事業

3945 岐阜県 ㈲オートフレンズ 7200002027485
店舗のユニバーサルデザイン化とそのPRによる新
規顧客獲得事業

3946 岐阜県 有限会社井桁屋薬局 2200002027589
高齢者が定期的に来店する『まちの保健室』の新
設による販路開拓

3947 岐阜県 味晴れ ー
高齢者会合需要獲得に向けた掘りごたつ設置と
仕出し弁当の提供
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3948 岐阜県 有限会社　牧成舎 9200002026997
自社オンラインショップの集客増によって新たな顧
客開拓を行う

3949 岐阜県 神戸紙店 ー
他社に無い新商品ＰＲに伴う店舗リニューアルで
新規顧客獲得事業

3950 岐阜県 杉山タイヤ商工 ー
アメリカン雑貨の新規事業化による「遊べるタイヤ
屋さん」をＰＲ

3951 岐阜県 猫の手 ー
飛騨初のヨガとリラクゼーションサロン開業のため
のPR事業

3952 岐阜県 有限会社マルス写真店 4200002027380 地元個人客獲得へ向けた情報発信事業

3953 岐阜県 株式会社Edo 1200001036146
教育支援事業としての認知度アップによる新規顧
客獲得

3954 岐阜県 Ｅｍｍｙ’ｓ　Ｇｒｅｅｎ ー
空き家改装による自店舗の新規開設及び認知度
向上・売り増加

3955 岐阜県 鳥八 ー
テイクアウトから飲食店への展開で新規顧客獲得
と売上拡大

3956 岐阜県 丸共建設株式会社 7200001025911 タウン誌掲載による情報発信事業

3957 岐阜県 株式会社丸八商店 9200001026024
ＢＴＯＢからＢＴＯＣへ創業７０周年イベントの開催と
ＷＥＢ活用

3958 岐阜県 土地家屋調査士 老田事務所 ー
まずは「問い合わせ」から。顧客ニーズを踏まえた
集客増加作戦

3959 静岡県 レストハウス　あんず ー
洋式トイレ化とバリアフリー化による高齢者及び女
性新規顧客開拓

3960 静岡県 Hair～Care・さの ー
運転免許の自主返納者や体の不自由な高齢者向
け送迎サービス事業

3961 静岡県 株式会社沖友 5080001016537
マイクロ波減圧乾燥機の事業で経営革新を行い
更なる飛躍を目指す

3962 静岡県 ヤマボシ水産 ー
しずまえ鮮魚を使ったメディシェフ健康惣菜のPRと
商圏拡大事業

3963 静岡県 有限会社　松崎造花店 6080102021740 長期サポートを視野に入れた「葬儀ノート」の作成

3964 静岡県 カネタ織物株式会社 9080401014723
高級ブランドメーカーへ向けた「超強撚生地」の販
路開拓

3965 静岡県 hair NIKO ー 「高齢者にやさしい美容室」へリニューアル！

3966 静岡県 佐藤金型株式会社 3080401014729
自動車メーカーへ対する機能部品と外観部品金型
の一貫製造ＰＲ

3967 静岡県 有限会社大忠工務店 4080402018059
若い世帯に向けた省エネかつ健康な家造り提案
サービスのPR事業

3968 静岡県 有限会社　杉山工業 6080402020616
特殊工作機械と高度な加工技術のPRによる航空
分野への販路開拓

3969 静岡県 ガレージelu ー
高い技術力と専用機械設備を活かした展示場開
設による販路開拓

3970 静岡県 HummingStation ー
髪の悩みを抱えた女性への部分ウィッグ施術によ
る社会進出支援！

3971 静岡県 竹うま ー
ヘルシーメニューの開発とPRによる家族連れ顧客
の獲得

3972 静岡県 高木通宏 ー
施設改修を図りさらなる異空間体験の提供により
新規顧客増加

3973 静岡県 レストラン　サルーテ ー
サイクリニストの来店に備えた駐輪設備の設置と
移動式看板の製作

3974 静岡県 ヘアカットスクエア　なつめ ー
高齢者顧客の来店維持と新規獲得につながるバ
リアフリー整備

3975 静岡県 有限会社ユーアイ企画設計 6080102008754
Webサイトリニューアルによる新サービスのPRと新
規顧客開拓
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3976 静岡県 DEER　BASE　IZU　しかまる ー
トリプルＡ商品をドッグラン開設により来場客増加
させ売上ＵＰ

3977 静岡県 ユー・デザイン ー
自衛官のオリジナル記念Ｔシャツ注文獲得のため
の販路開拓

3978 静岡県 美容室たむたむ ー
「永く愛される美容室」実現のための予防美容
サービス導入事業

3979 静岡県 雅祥園 ー
冬場の盆栽管理用の室（むろ）設置による盆栽事
業の多角化

3980 静岡県 山下瓦 ー
ホームページ開設と折込チラシの配布による販路
開拓

3981 静岡県 AVEC株式会社 4080401023043
古い体質から脱却、コンサルティング育毛美容
ディーラーの展開

3982 静岡県 有限会社　うめや 7080102021260
フレッシュジュースとオリジナルかき氷の提供による
販路開拓

3983 静岡県 ペンション・クノッソス ー
”三世代旅行”の満足度を高めるための貸切温泉
リニューアル事業

3984 静岡県 株式会社塩田屋本家 1080101014774
強みを活かした新商品等を提供する為のイートイン
コーナーの新設

3985 静岡県 アイラカーズ ー
ドローン測量ソフト導入と点検用サーモ解析サービ
スの拡充

3986 静岡県 株式会社前田商店 4080401016377
高耐熱性ＥＰＤＭ素材と製品性能評価提示のＰＲ
による販路開拓

3987 静岡県 株式会社EECO 6080401021788
カフェ店舗における機械化及び席数増加による機
会損失の改善

3988 静岡県 だるま ー
新サービス開発と広報活動によるシルバー女性客
の販路開拓

3989 静岡県 三鈴化成株式会社 5080401006303
自社ホームページの開設による顧客開拓を目指し
た経営戦略

3990 静岡県 株式会社島田鋼板 9080001013076
ＭＡＧ自動溶接機導入による厚板加工への業務拡
大と作業の質向上

3991 静岡県 有限会社村田石材工業 1080002013966 ペット霊園事業の展開と販路開拓

3992 静岡県 有限会社こいずみ 3080002014079 新サービスの展開と店舗内改装による販路開拓

3993 静岡県 有限会社ユナイト 3080002014186
自社イベントの開催と子育て世代に向けた販路開
拓

3994 静岡県 株式会社増田工業 5080001014383
赤外線カメラを用いた雨漏り対応サービスの販路
開拓

3995 静岡県 有限会社イケウチ 3080002014384 製造業向け機械塗装・工場床塗装販路開拓事業

3996 静岡県 杉本農園 ー 広告宣伝強化による販路拡大とブランド力の強化

3997 静岡県 株式会社寿組 1080101004494
ホームページ・パンフレット制作による売上増加と
販路拡大

3998 静岡県 さかなや魚八 ー 　視覚と味覚で楽しむ活魚料理で売上アップ

3999 静岡県 ヤマニ柑橘　西ヶ谷農園 ー
みかんの出荷規格外品を使った「ミカン　カフェ」の
開設

4000 静岡県 西泉中国楽器販売合同会社 5080003001909
中国伝統楽器総合メーカーとして販路拡充の為の
ホームページ改良

4001 静岡県 やきとり炭火焼ひろ ー
世代を超えた顧客獲得のためのトイレリフォーム工
事

4002 静岡県 有限会社西遠商会 6080402004296
「お持ちのお車を手軽にカスタマイズ」して新たな
楽しみを提供！

4003 静岡県 株式会社ティーサップテクニカル 7080401018338 高品質・時短可能な設備導入で利益の向上
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4004 静岡県 アイノベックス㈱ 7080101004976
清涼飲料水「Ｓａｉ」の品質管理強化による海外市
場開拓

4005 静岡県 有限会社増島農園 1080102009104
新商品　白あわび茸(エリンギ)のピクルスの販路
開拓

4006 静岡県 クリエイティブAG株式会社 9080401020309
桧・杉よりも優れたモミの木の家の認知度向上と
販路開拓

4007 静岡県 HairSalonひかり ー ヘアカラーの施術実績公開による新規販路開拓

4008 静岡県 白井ふとん店 ー
快適な眠りを提供する為の新たな体感型スペース
への店舗改装

4009 静岡県 ひと休処つくし ー ラグビーＷ杯キャンプの観光客に“つくし”をＰＲ！

4010 静岡県 meglio hair o.e.c. ー
髪と身体のトータルケアによる女性客の増加およ
び販路拡大事業

4011 静岡県 庭や心花 ー “庭のプチリフォーム”工事増加のための設備投資

4012 静岡県 大石農場ハム工房 ー
ツーリング客をターゲットとした商圏拡大による新
規顧客開拓

4013 静岡県 株式会社ケイリックス 3080401014902 樹脂パイプ3次元折曲げ加工の販路拡大

4014 静岡県 有限会社　加藤石材店 6080402018049
石材加工技術を活かした外構工事分野への販路
開拓事業

4015 静岡県 石川社会保険労務士・行政書士事務所 ー
地元の零細企業へ労務対策を訴求するためのＨＰ
とチラシの作成

4016 静岡県 有限会社粟倉ビニール 1080402020050
第二ホームページ開設による工場外向け大型商品
のPR

4017 静岡県 株式会社PeaceLand 3080401018192 セミオーダー住宅の開発と販路開拓

4018 静岡県 めしや縁 ー 惣菜の移動販売と仕出しの新規販路開拓

4019 静岡県 豊田開発株式会社 9080401016166 “ひのきの家”普及と販路開拓事業

4020 静岡県 有限会社コイケサイド 9080402020134 価格競争に打ち勝つ新たな看板制作と販路開拓

4021 静岡県 APPLE SEED FLOWERS ー
２階の空スペースを利用した高付加価値フラワー
アレンジの提供

4022 静岡県 株式会社シェルト 3080101019697
選べる３種類のライスとスープ提供サービス開発に
よる販路開拓

4023 静岡県 有限会社万寿田 6080002014992
ペットホテルに特化した客室改良による稼働率の
向上

4024 静岡県 米粉パン工房　SAWAS ー
セントラルキッチン化の実施と販路開拓による増収
増益を目指す

4025 静岡県 美容室カモミール ー 若い世代にアプローチ出来る情報化への対応

4026 静岡県 光誠工業株式会社 6080001014416
自動車部品の均等塗装技術を応用したルアー塗
装への進出

4027 静岡県 有限会社広和建設工業 1080102006903
アイアン家具の展示会・ワークショップイベントのた
めの環境整備

4028 静岡県 三浦林産 ー
別荘地向け超特急・低価格の「巨大樹木伐採サー
ビス」開発と周知

4029 静岡県 手打ちうどん権太 ー
新商品！当店オリジナル「いりこだし醤油」のお土
産用販売の開始

4030 静岡県 株式会社田中商店 2080401014655 300mL遠州掛川産　芋焼酎の販路拡大

4031 静岡県 有限会社神仙堂薬局 5080002018185 著書の広告宣伝による新規顧客獲得
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4032 静岡県 有限会社マルハチ金龍丸水産 6080102004712
沼津茶を使ったうなぎのタレで作った、国産うなぎ
むすびの開発

4033 静岡県 ペイントムラカミ ー
一般住宅リフォーム塗装の相談会ＰＲによる高齢世
帯への販路開拓

4034 静岡県 有限会社城間商店 2080102010490
業者専用フードパックホームページ等の情報発信
による商圏拡大

4035 静岡県 有限会社杉村左官工業 2080102008345
住民と観光客の交流拠点「みんなのカフェまる
しぇ」で顧客開拓

4036 静岡県 明工建設株式会社 1080401014788
志太地域で家づくりを周知するためのフリーペー
パーへの掲載

4037 静岡県 株式会社スペック沢井 9080401002612
ホームページ作成による２０～４０代の新規個人顧
客の獲得

4038 静岡県 株式会社Ausdruck 3080401013243
コンテナハウスでクリームチーズサンドと 果実かき
氷販売！

4039 静岡県 株式会社イトウ工務店 4080401010090 相続セミナーによる販路開拓と受注機会創出

4040 静岡県 おいしい産業　株式会社 3080001021373 WEBサイトを活用した中小規模の法人販路開拓

4041 静岡県 有限会社　東海金属 8080002013035
ステーターの解体による高効率な分別作業の確立
の実現

4042 静岡県 佐藤造船所　戸田マリンクラブ ー
きれいな海で遊び、温水シャワーですっきり帰宅の
おもてなし

4043 静岡県 株式会社舘山寺園 6080401001187
テラスの通年利用可能なリニューアルによる販路
拡大

4044 静岡県 株式会社新菜園 1080401021891
ハウス土耕栽培と節水工夫による浜名湖クレソン
の増産体制の確立

4045 静岡県 株式会社アシウエル 5080101020736
オーダーインソール＆フットケア事業を周知する新
たな取り組み

4046 静岡県 有限会社一句石 5080102008986
ゼミ合宿受け入れの為のテーブルセット導入によ
る販路開拓

4047 静岡県 西光エンジニアリング株式会社 6080001016536
乾燥が難しい分野へのマイクロ波減圧乾燥機の販
路拡大

4048 静岡県 ぱすた屋REB ー
外国人観光客向け表示案内板、外国語メニュー作
成、翻訳機の導入

4049 静岡県 mag design labo. ー
自社オリジナル家具販売促進のための家具展示
会出展

4050 静岡県 株式会社エム・ケーワーク 3080001019038
高齢者予備軍をターゲットとした住宅外構工事の
販路開拓

4051 静岡県 有限会社池田屋 4080002014813
ユニバーサルデザイン型店内改装による外国人顧
客の新規開拓

4052 静岡県 有限会社関本家具装芸 2080002003388
ドレッサーカタログ刷新と住宅関連業へ配布する
エリア新顧客開拓

4053 静岡県 株式会社薮崎園 9080001017309
「朝比奈玉露専門店como」小売店舗から喫茶併
設店舗への改装

4054 静岡県 本多屋菓子舗 ー
パネル設置と入店しやすよう入口付近の改装で顧
客開拓

4055 静岡県 有限会社　松下シート 8080402018889 新型ダミー人形「救之助ＨＧ」の新たな販路開拓

4056 静岡県 東富士農産株式会社 0801010042228 新たなサラダチキン商品の開発と販売拡大

4057 静岡県 有限会社　斎藤製作所 8080102010246
フィルター洗浄事業の展開と新規顧客獲得に向け
た販路開拓

4058 静岡県 紅葉コーポレーション株式会社 2080401018409
海産物の燻製商品の量産化を実現し、卸売り事業
への進出

4059 静岡県 リラクゼーションサロン悠 ー
ケースワーカー経験を活かしたリラクゼーション
サービスの展開
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4060 静岡県 Ｒｅｒｉｓｅ ー
健康・生活習慣の改善に関するアドバイスができる
情報発信

4061 静岡県 ぎふや ー
「手作り豆乳ソフトクリーム」の商品化と簡易販売
所の設置

4062 静岡県 有限会社電化ショップのきのした 4080402005230
リフォーム事業拡大に向けたトイレショールーム化
事業

4063 静岡県 共栄プロセス株式会社 6080401001435
介護現場を笑顔にする新介護リフト「ダキード」の
販路開拓

4064 静岡県 株式会社アポロ 9080401006274
体験型観光商品の開発とインバウンド需要の取り
込み

4065 静岡県 セリザワスクエア ー
プライベート空間の確保による脱毛を望むお客様
の新規顧客獲得

4066 静岡県 有限会社スズタカ建設 7080102008357
30代・40代に向けた無垢材使用の注文住宅等の
販路開拓

4067 静岡県 こうじ屋市兵衛 ー
老舗糀屋が作る糀商品を子育て世代に向けての
販路拡大

4068 静岡県 有限会社めんくい 9080102007828 外国人観光客集客率アップのための広告戦略

4069 静岡県 かつまたファーム株式会社 4080101019795
届け！生産者の想い。市場・売り場用アピールツー
ルの整備。

4070 静岡県 株式会社en company 6080001017740
美味しく気軽に安全な食生活を提供するテイクア
ウト環境の整備

4071 静岡県 館山寺興業株式会社 4080401001189
ホームページのレスポンシブデザインリニューアル
事業

4072 静岡県 鳥栄 ー
外国人観光客の開拓に向けたサービスの改良と
広報活動

4073 静岡県 株式会社愛善会 4080401019553
顧客のストレス解消、笑顔で過ごす高齢者に寄り
添う店

4074 静岡県 有限会社福田織物 6080402018305
SNSを使い、「モノ」から「コト」によるネット販路開
拓

4075 静岡県 セリグリーンサム株式会社 5080101019695
知名度不足を逆手に取って、ネットと看板でイメー
ジアップ

4076 静岡県 クロワッサン&焼き菓子Annie ー デニッシュ食パンの販路開拓

4077 静岡県 ハニードロップ ー
全て手作り！デリカフェスタイルを活用したお弁当
の販売

4078 静岡県 合同会社ビバ・インターナショナル 5080403003488 水素吸入＆耳ツボで身体もメンタルもスッキリ！

4079 静岡県 Lucci Body ルッチ ボディ鍼灸院 ー
ホームページを改修しオリジナルトレーニングのPR
にて販路開拓

4080 静岡県 株式会社Ｒｏｏｆｅｒ 8080101016104
新ホームページと現場事務作業の電子化で、営業
力の向上を！

4081 静岡県 小畑興業株式会社 2080401010150
当社企業集積賃貸物件PRにて入居率向上と新規
顧客獲得を目指す

4082 静岡県 古田工業株式会社 7080401013801 ホームページ活用のＩＴ化による営業力強化事業

4083 静岡県 高橋建築 ー 建築工事販路開拓強化戦略事業

4084 静岡県 えなみ農園 ー
販売環境の改善による、販路の拡大と顧客サービ
スの向上

4085 静岡県 天工造建 ー
新商品『木のストロー』と建具技術力PRにより販
路開拓を目指す

4086 静岡県 トータルビューティーサロンかいろす ー
ママ層へ「オリジナルホームアドバイザー養成講
座」の開催とＰＲ

4087 静岡県 有限会社伊豆ロックセンター 5080102007971
防犯性能の高いディンプルキーの即日作製納品
サービス
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4088 静岡県 天城ホースビレッジ ー
乗馬ファンに限らず新たな顧客獲得の為の看板と
ＰＲチラシ制作

4089 静岡県 パールエステサロン ー
痩身・脱毛サービスを広く周知するための店舗外
装と宣伝強化

4090 静岡県 有限会社メルシー 9080402017832
大判プリンター導入によるLEDメニュー・ポスター
制作の展開

4091 静岡県 レストランKiya ー
看板リニューアル・タペストリー看板製作と地域色
メニュー表製作

4092 静岡県 有限会社刑部製作 7080402001821 クラッシックバイク廃番部品の受託製造事業

4093 静岡県 大仁ゴルフガーデン ー
ジュニア向けゴルフ体験会、レッスン実施体制の整
備

4094 静岡県 Ａ-Ｓtｙle ー TEXA導入で広げよう、ワールドワイドな販売網

4095 静岡県 伸東養魚 有限会社 9080402009648
独自ブランドの確立〝安心・安全・美味しい〟「伸東
ヒラメ」

4096 静岡県 有限会社　駿河屋賀兵衛 3080102016264
自社のインターネット通販サイトによるBtoB販売の
実現

4097 静岡県 餃子工房ひまわり ー
中食需要の高い子育て世代向け持ち帰り餃子の
販売強化体制の整備

4098 静岡県 ㈱トーユー 4080401013812
若い世代をターゲットにした新たなる機械導入で
新規開拓

4099 静岡県 有限会社山本耕業 3080002015300
お米商品等の安全性の高い商品の認知度向上と
販路開拓

4100 静岡県 Clev Strategy（クレブストラテジー） ー 輸出入販売のPPC広告戦略による販売の拡大

4101 静岡県 株式会社 スフィロアクア 8080401022586
カマドコオロギ生産販売による弊社の認知度向上
と新規顧客獲得

4102 静岡県 あつみ鍼灸治療院 ー
物理療法機器の導入で新規顧客（急性症状患
者）の獲得

4103 静岡県 有限会社 なべや 1080402009696 トイレの改装で地域のコミュニティとなる店舗づくり

4104 静岡県 鳥工房かわもり ー
高級感を感じさせるパンフレット作成とターゲットへ
のＤＭ

4105 静岡県 有限会社　今高建築 1080402022055
事前予防。災害対策住宅の普及促進による販路
開拓

4106 静岡県 リージョンポート合同会社 7080103001757
御殿場産の静岡茶をPR、富士山型お茶のミル開
発による販路開拓

4107 静岡県 村松食品工業　株式会社 4080001012834 工場直売所設置による新規顧客開拓

4108 静岡県 株式会社須川養魚場 1080101004115
フィッシングパーク事業に伴う休憩場の改装工事
事業

4109 静岡県 有限会社ベネテック 4080102007452
スマートフォンに対応したホームページのリニューア
ル事業

4110 静岡県 マリーナ美容室 ー
店舗内バリアフリー化による高齢顧客の利便性向
上

4111 静岡県 有限会社ネイチャーフィールド 4080402021203
老後を見据えた環境にやさしい新築・リフォーム事
業の販路拡大

4112 静岡県 山下商店 ー
新商品の投入と観光客の目を引く看板制作による
売上拡大

4113 静岡県 株式会社タシロコラボ 5080101004144 老舗氷屋　タシロさんちのカキ氷　販売で販路拡大

4114 静岡県 株式会社BOX 7080101019223
輸入車の修理用のテスター導入とＷＥＢ上でのＰＲ
による販路開拓

4115 静岡県 改新建設株式会社 4080401020569
ＨＰリニューアルによる事業ＰＲで認知度を向上し
販路拡大
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4116 静岡県 Dream Sweets Factory ー
新商品のWEB・イベント・委託の販売強化・販路開
拓戦略事業

4117 静岡県 ブルーオレンジ合同会社 7080103001303
当社で開発した「オリーブ塩」のＰＲによる販路開
拓

4118 静岡県 ごはん食堂　桐家 ー
女性や高齢者が気軽に立ち寄れるカフェタイムの
営業で販売促進

4119 静岡県 海浜荘 ー
分煙化に向けた喫煙専用ルームの新設による販路
開拓

4120 静岡県 株式会社　乾物市場 0801010034021
削りたての鰹節を楽しめる土産品の開発と営業活
動による販路開拓

4121 静岡県 愛昌園茶舗 ー
「愛昌園ブランド」を確立し、若年層の茶需要を取
り込む販路開拓

4122 静岡県 ふるさと ー
働く女性の家事を助けるテイクアウト商品の開発と
販売

4123 静岡県 有限会社みぞた商店 9080102011706 高齢者にやさしい売場作りによる店頭販売の強化

4124 静岡県 ヤマショウ水産 ー
加工場の見える化（工場見学）による新規卸先へ
の営業展開

4125 静岡県 トラノコ洋菓子店 ー ギフト用焼き菓子の通販事業による販路開拓

4126 静岡県 上條塗装 ー
カラーシミュレーションソフト導入による塗り直し発
生の抑制

4127 静岡県 山田修志 ー
要介護者世帯や土地活用で悩む地域のマッチン
グのための広報事業

4128 静岡県 こども料理教室yurinohana ー
高齢者の料理教室の開催と「つながり」の場の提
供

4129 静岡県 株式会社八幡屋茶舗 2080401017501
海外バイヤーとの成約率ＵＰを目指す！既存ウェブ
サイトの改変

4130 静岡県 笙磨溶接 ー
アルミの溶接強度評価を資料化することによる新
規販路開拓

4131 静岡県 みどりのお店ポメゾン ー
看板設置とパンフレットによるカフェ部門の販路開
拓

4132 静岡県 玉本屋 ー
プライベートルーム改装による１棟貸宿泊サービス
の更なる充実

4133 静岡県 有限会社港湾オートタイヤサービス 7080002016534
一見客の新規固定客化の為の店舗のイメージアッ
プとＰＲ事業

4134 静岡県 村越板金 ー
ウインチ設備一式による狭小地での屋根工事受注
獲得

4135 静岡県 うしほ屋菓子店 ー
こども向け和菓子の開発と催事での認知度向上に
よる販路開拓

4136 静岡県 有限会社　浅岡家具センター 6080102000117
イタリア家具の世界を演出するための店舗外装改
修による販路開拓

4137 静岡県 有限会社山城屋山葵店 9080102021655
特色あるホームページ開設による個人客取り込み
と事業販路拡大

4138 静岡県 スポーツショップビーシー ー
スポーツから学校衣料品までトータルサポートサー
ビス事業のＰＲ

4139 静岡県 株式会社マック 7080401012687
新たな制震装置Jダンパー開発に伴うホームペー
ジ拡充と販路開拓

4140 静岡県 雅々丸 ー
テイクアウトサービス開始に向けた商品の開発と
サービス開始

4141 静岡県 アクア工業 ー
地元で目立つ水槽業者となり、地域顧客を獲得す
るためのＰＲ事業

4142 静岡県 三遠煙火株式会社 9080401005987 炎の噴出を用いた花火新たな演出方法の導入

4143 静岡県 ウエダシート ー
工業用ミシン導入による厚物タレゴムの製造と看
板の設置
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4144 静岡県 株式会社LAPIS-LAZULI 7013201013556
ギフト商品「はちみつジャムシリーズ」を商材とした
販路開拓

4145 静岡県 有限会社江本新聞店 3080002012990 ネットを活用した事業PRと新しい販路の確立

4146 静岡県 株式会社スズキ工芸 8080402019680
「看板リフォーム」事業のＰＲによる売上の向上及
び受注先の拡大

4147 静岡県 株式会社丸憲 6080401010469
浜松特産「三方原大根」の切干し商品の量産加工
と商品化の実現

4148 静岡県 株式会社大石建築 8080101018802
ハウスメーカー協力業者参入のための指定材料
保管用設備整備

4149 静岡県 有限会社山口石材 4080102008715
スマートフォン対応HP新設と自社展示場利用促進
による販路開拓

4150 静岡県 株式会社うおなみ 6080401012077
座敷の洋式対応と鮮魚店の強みのアピールによる
顧客拡大

4151 静岡県 有限会社林新聞店 8080402010788
新聞売り上げ減少をカバーする為の防滑施工の
確立事業

4152 静岡県 野末理容 ー 看板設置・サービス内容周知による顧客獲得

4153 静岡県 ピアﾂツア ー 看板設置などの販促強化による集客対策事業

4154 静岡県 株式会社マルジョウ山口園 9080401022718
サイクリスト・ドライブ客を取り込むリニューアル販
売展開

4155 静岡県 MUSIC LA FESTA ー
スマートフォン対応等ホームページ再構築による若
年層の新規獲得

4156 静岡県 有限会社エス・キムラ 4080102000556
走行中でも視認できる看板設置で運転中の女性
に弊社サロンをＰＲ

4157 静岡県 (有)東武クリエイトタケダ 8080102001113
顧客対応を重視したスマートフォン対応HPへのリ
ニューアル計画

4158 静岡県 あこがれ亭 ー ビジネスニーズ宿泊に特化するための情報発信

4159 静岡県 株式会社 飯田建設工業 4080101000122
「建物の寿命を延ばすリフォーム」の提案による販
路開拓

4160 静岡県 兎月 ー
全国に愛されるお菓子へ！「りぼんの小箱」通販に
よる魅力発信

4161 静岡県 大衆酒場Ten-Ten ー
宴会場を使った貸会議室サービスの開始とそのＰ
Ｒによる販路開拓

4162 静岡県 株式会社家塾 1080101020984
静岡県東部への移住希望者を『つなぐ』不動産サ
イト構築で集客増

4163 静岡県 村澤建築　株式会社 9080401023336
地元を小京都に！和風リフォーム・リノベーションに
よる販路開拓

4164 静岡県 株式会社オプトコム 4080401016419
爬虫類の育成用LEDライトの販売促進による新規
市場参入

4165 静岡県 株式会社イイダ 2080101015813
オンライン着物販売・買取用ECサイト開設による顧
客獲得

4166 静岡県 株式会社フジ・テクノロジー 1020001006737
ホームページリニューアルで自動圧力制御システ
ムのシェア拡大

4167 静岡県 あまぎ ー
店内床と手すりを高齢客向けにバリアフリー化し新
規顧客の獲得

4168 静岡県 HATT ー
富士宮の熟成牛肉を使った「富士の麓熟成牛寿
司」の開発事業

4169 静岡県 さかなや魚清 ー
外国人観光客が安心してくつろぎ、お食事を楽し
めるお店づくり

4170 静岡県 株式会社もちのき 4080101012379
屋外イベント用商品「どらクレープ」の開発・販売
事業

4171 静岡県 株式会社FACT&Co. 8080101005189
外国人へのおもてなしに役立つ出張英会話レッス
ンのPR事業
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4172 静岡県 Café　and　Dining kokopelli ー
ネットショップ開設による焼き菓子デザートの顧客
拡大

4173 静岡県 株式会社吉永電業 6080001015587
井戸工事事業の復活による元請け工事の新規販
路開拓事業

4174 静岡県 庭あそ株式会社 5080401019494
幹線道路沿いの立地を活かした看板設置による
集客力強化事業

4175 静岡県 有限会社エムディー 3080402022202 住まいに潜む！！シックハウスのキケンから身を守る

4176 静岡県 株式会社ロワールマスダ 4080001013758
予防介護者等に向けた特化型チラシ制作で販路
拡大事業

4177 静岡県 株式会社石川園 9080401017651
海外市場の更なる開拓を目指す「日本の食品輸
出EXPO」出展

4178 静岡県 株式会社むらかみ 7080401016028
食肉店として創業百周年を訴求する新商品開発と
販促ツールの活用

4179 静岡県 新谷タタミ店 ー
業務用ミシンの導入により「起こせ！畳ムーブメン
ト！」

4180 静岡県 居酒屋まなび ー
ひと目でわかる、静岡らしいおもてなし。店舗リ
ニューアル計画

4181 静岡県 松下農園 ー
新たな施肥及び防除体系の構築による品質向上
と新規顧客の獲得

4182 静岡県 株式会社ＡＰｒａｓ 1080101007472
次世代のまつ毛増毛技術「レスま」導入による販
路開拓

4183 静岡県 鈴木菓子舗 ー
閑散期の販路拡大と新たなコンセプトに対応した
看板の設置

4184 静岡県 渡辺忠夫商店 ー
地元の食材を使った新商品ピザの開発による新事
業展開

4185 静岡県 かねかのううえまる ー
少人数に対応、動線を確保したＣＡＦＥスペースの
提供

4186 静岡県 あがた薬品 ー
皮膚疾患に強い薬屋のＩＣＴ活用したWebコミュ
ティサイト構築

4187 静岡県 有限会社富永工業所 5080402015253
機能解説動画を中心としたアルミ製リガチャー販
路開拓の取組

4188 静岡県 三ヶ日製菓有限会社 3080402016253 三ヶ日製菓のできたての「こだわり」を映像化

4189 静岡県 有限会社　ふぁいん 7080102006229
eラーニング活用と充実したサポート体制による新
学習プラン創設

4190 静岡県 有限会社　マイクロテック 9080102002663
新商品ショックアブソーバーの開発に伴う工場内
の環境整備

4191 静岡県 PUKUPUKU工房 ー
他社には真似できないマスクコスチュームの製作
工房としての飛躍

4192 静岡県 焼き菓子屋さん　Sirius ー
富士山型の焼菓子の開発と、詰め合わせ商品の
販路開拓

4193 静岡県 女性のための治療室　La maman ー
「整体×温活」、女性のための徹底サポートで売上
向上

4194 静岡県 合同会社にんたま 4080403003010
鳥骨鶏を身近に楽しめる「うこっけいの森」をつくろ
う

4195 静岡県 有限会社エルテック 2080102012784
中国向けオリジナル化粧品の販売による新規顧客
の開拓

4196 静岡県 山一園製茶株式会社 2080001015582
動画による、オンリーワン棒茶のブランディング確
立

4197 静岡県 株式会社PEER 7080401013446
販路拡大に向けたウィッグ改善とブレストバンド生
地の改善

4198 静岡県 佳肴　季凛 ー
座敷席の椅子・テーブル席化による多様な来店客
の受入体制向上

4199 静岡県 ぽーも ー
フルオーダー・セミオーダー製品の販路拡大のため
の環境づくり
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4200 静岡県 深沢自動車工業 ー
サラリーマン向け、勤務時間内メンテナンスサービ
スの利用促進

4201 静岡県 はやし屋クリーニング店 ー
集配クリーニングサービス充実による地元高齢者
の当店利用促進

4202 静岡県 株式会社　ケルン 1080101005534 カカオティー開発にともなう設備導入と広報宣伝

4203 静岡県 有限会社　良知園芸 7080002014785
高齢の女性が気兼ねなく参加できるコンテナガー
デン教室事業

4204 静岡県 株式会社　YUZUKA 5080101007436
その場で調理！新たな移動販売体制確立による販
路開拓

4205 静岡県 船明荘 ー
地元食材による「ジビエテリーヌ」の小売販売によ
る新規顧客獲得

4206 静岡県 姿勢美・整体サロンＢＲＵＧＧＥ ー
子供の姿勢改善に特化したプランの構築による新
規顧客層の開拓

4207 静岡県 すし豊 ー
和モダンなお寿司屋さんでランチ♪テイクアウト展
開で販路拡大！

4208 静岡県 映像学習慣 ー
HP制作及びチラシ配布による当塾独自の指導方
法の周知

4209 静岡県 株式会社　岩崎ホームサービス 3080101005334
一般家庭向け設備サービスPRの為の環境整備に
よる新規客開拓

4210 静岡県 hair shop plant ー
クイックトリートメント事業導入による新規顧客の獲
得

4211 静岡県 ヘアーサロン望月 ー
理容室での細かな空間管理サービスによる新規
顧客の開拓

4212 静岡県 神谷商事株式会社 6080401013950
ごみ減量と資源化ERCM（次世代型有機物減容
装置）販売強化

4213 静岡県 ㈲杉本精器製作所 4080402009314
営業エリア拡大・新規取引先獲得のためのホーム
ページ開設事業

4214 静岡県 エステルームchika ー
自社ホームページの開設による30代40代女性の
新規販路開拓

4215 静岡県 システム産業株式会社 5080401016260
看板など外装改良による店舗認知度と新規顧客
の来店頻度の向上

4216 静岡県 酒井建築 ー
クロス糊付け器導入による受注件数の増加計画と
利益率向上計画

4217 静岡県 有限会社オフィス・ユーカリ 6080102012558
小型ルアー回収器具「ルアーキャッチ」開発による
販路拡大策

4218 静岡県 有限会社　せき竹 2080102010706
飲食スペースとトイレ設置による集客力と売上向
上を目指す

4219 静岡県 ブーランジェリー　サ　デポン ー
地域に密着するパン屋の環境整備による新規客獲
得数の増加計画

4220 静岡県 ママとこどものヒミツキチ　moris base ー
モリスの新規顧客獲得「映えるモリス」リニューア
ル作戦

4221 静岡県 エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社 1020001065056
天然微生物（バチルス系）消臭剤を用いた異業種
への販路拡大事業

4222 静岡県 八幡屋製菓舗 ー
「人口減少に負けない！」ブランド確立と販売チャネ
ルの拡大

4223 静岡県 R食堂 ー
カレー食堂が作る甘酒ジェラートの販売促進によ
る顧客開拓事業

4224 静岡県 有限会社大庭製作所 4080402020543
新分野への参入に向けた販促物の整備による新
規顧客開拓。

4225 静岡県 文丘建設株式会社 2080401004722
民間工事受注増を求めたホームページリニューア
ルによる情報発信

4226 静岡県 金友亭 ー
顧客ニーズに応えたテーブル席新設による集客お
よび利益率の向上

4227 静岡県 株式会社novels 1080440102072
顧客満足度の向上を求めたツール・コンテンツ充
実による販売促進
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4228 静岡県 株式会社GAKU 1080101021176
新聞販売店のワンストップ集客サポート事業の販
路開拓

4229 愛知県 三晃建材　株式会社 8180301024202
高い車両整備技術を生かし自動車整備業を立上
げ業容拡大

4230 愛知県 オーシャンズピザ ー
看板は大きいほどお客さんを呼び込んでくれるん
だって事業

4231 愛知県 有限会社　ビーエムジャパン 8180002088587 医療機関向け展示会への出展

4232 愛知県 株式会社　家具のターボ 2180001094245
ハンドメイド家具「standard」のブランディング事
業

4233 愛知県 有限会社　満持家 2180002088774
知多木綿アンテナショップを通じたブランティング
事業

4234 愛知県 合資会社　雅風 6180303001614
ドライサラダってお子様の３時のおやつにもいいん
ですよ！事業

4235 愛知県 株式会社　大陽塗装工業 6180001131408 オムニチャネル型 売上増大プロジェクト

4236 愛知県 イクヂ天心堂薬局 ー
データ管理によるカウンセリングとＯＴＣ医薬品の
販売促進事業

4237 愛知県 合同会社　小久保 5180303003719
地域資源である設楽産メープルを使った新メ
ニューで新規顧客獲得

4238 愛知県 Enchant ー
ホームページ制作による新顧客開拓とビジネス
パートナー販路開拓

4239 愛知県 照海 ー ウインドケース・看板を一新　新規顧客を常連客へ

4240 愛知県 スギヤマ治療院 ー
都市郊外の鍼灸院が鍼灸の知名度アップと売上
向上を目指す事業

4241 愛知県 株式会社　ビッグホワイ 1180001087092 カビ取り施工でカテゴリーNo.１を狙う！

4242 愛知県 ブルーベリーガーデン・とよかわ ー
完熟ブルーベリースムージーによる健康習慣カフェ
利用の定着化

4243 愛知県 いわくら大野整体院 ー 認知度向上による、顧客数とリピート率の向上

4244 愛知県 しすたあ美容院 ー
当地区唯一男性用「ヘッドスパ」&地域強化の「サ
ロ友」の提供

4245 愛知県 一八 ー 若年層の顧客開拓に向けた店舗改装

4246 愛知県 CURIOUS　WORLD ー
海外での販路開拓、販促資料作成、Webサイト改
廃

4247 愛知県 水政建設　株式会社 4180001084426
ホームページを整え、気軽に相談できる建設・不動
産企業を目指す

4248 愛知県 ソーワローズ　有限会社 6180302011614
生花は最高だよね！でも、造花もすてたもんじゃな
いよ、ホント！

4249 愛知県 Cut House はらだ ー
朝も楽々！～いつものサロンでできる！髭脱毛でツ
ルツル肌に！～

4250 愛知県 株式会社　サンイー 8180001133303
ホームページ作成による新規顧客開拓ならびに売
上増強

4251 愛知県 有限会社　腰掛山荘 7180302025571 森林のカフェで「癒しの休日」

4252 愛知県 Printlab　Sutte ー
デザイン～プリントまで一貫生産！安心と満足のプ
リントショップ

4253 愛知県 寺本商店 ー
日本の伝統文化である表装技術を活用した新商
品開発と情報発信

4254 愛知県 タネヤ電機工業所 ー 「甦れ！タネヤ電機」リフォーム大作戦！

4255 愛知県 Ｓｈａｍｍｙ’ｓ　ｃａｆ’ｅ ー
当店の看板娘は「本格ナポリピッツァ」と「巨大な
看板」だよ！
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4256 愛知県 株式会社　中神畳店 2180301024042
明治から令和へ～創業１０８年の老舗が取り組む
新たな畳の活用法

4257 愛知県 おか本寿司 ー
築１３０年の建物から始まる創作料理～店舗改装と
ＩＴ化の推進～

4258 愛知県 株式会社　森下自動車 9180301029398
順番待ちを無くし、重いも軽いも来た順に作業開
始で効率ＵＰ！

4259 愛知県 株式会社　むらかみ 4180301008902
急速冷凍庫で新鮮な魚貝類を一年中新鮮なまま
いただこう！

4260 愛知県 渦.jp ー
伝統と新しいデザインの融合による付加価値のあ
る新商品の開発

4261 愛知県 永井政光建築設計事務所 ー
全東海エリアにおけるニッチな新規顧客獲得のた
めのＨＰの新設

4262 愛知県 マイスターコーティング名古屋緑店 ー BtoB向けリサイクル商品の販路開拓

4263 愛知県 GOGOMON鍼灸院 ー
古民家を改造！保険診療を減らして自費診療を増
やす取り組み。

4264 愛知県 十字堂 ー
お客様の想いを創造する指輪のＰＲをし、新規顧客
獲得へ

4265 愛知県 ブライトペイント　株式会社 4180001127309
製造業が元気な東海エリアの工場・倉庫の塗装工
事受注促進事業

4266 愛知県 有限会社　石保 9180302020372
「もっと当社の仕事をみんなに知ってもらおう！」事
業の展開

4267 愛知県 高取開発　株式会社 4180301015816
即日対応を実現するドローンによる建物保守、点
検事業開発計画

4268 愛知県 有限会社　嶋製作所 3180302020485 工場改装による生産性向上と売上向上計画

4269 愛知県 有限会社　東海装建 1180002091696
一級塗装技能士が塗る「安心」・「高品質」な住宅
塗装の集客事業

4270 愛知県 フィルムガーデン ー
「採用動画を活用した採用戦略立案セミナー」事
業の展開

4271 愛知県 有限会社　アイナン産業 4180002085761
こだわりのブランド卵を全国へ！認知度向上、販売
数増加事業

4272 愛知県 扇屋　有限会社 3180002078130
紙媒体の集客から、ホームページの活用による来
店促進

4273 愛知県 Ballet Studio Myrtle ー バレエスタジオのWeb活用による新規集客事業

4274 愛知県 有限会社　岩月鬼瓦 7180302020382
女性に鬼瓦製作体験サービスを提供し、鬼瓦の可
能性を訴求する

4275 愛知県 株式会社　THE BORDER 2180001125405
チラシでの情報発信とホームページを連携した新
規客獲得事業

4276 愛知県 ヘアースタジオタカハシ ー
新人アイリストの飽くなき挑戦～後継者が取り組む
経営再建～

4277 愛知県 株式会社　マキシマムオーバードライブ 2180001000723 多言語定額翻訳サービスのＰＲによる販路拡大

4278 愛知県 有限会社　山本鉄建 3180302027844
令和時代の新たな広告塔～後継者が引き継ぐ職
人の家づくり～

4279 愛知県 株式会社　e-casa 3180301032275
顧客ニーズにあったECサイト構築による新規顧客
開拓と売上拡大

4280 愛知県 株式会社　フィラン 2180301004779
お客様をお待たせしない経営改善～テイクアウトに
よる販路拡大～

4281 愛知県 沢田畳店 ー
本物の畳を新時代へ～後継者が挑む、日本が誇る
和の文化の承継～

4282 愛知県 株式会社　ツアー・ステーション 2180001081367
日本人への新たなバケーションの提案！クルーズ旅
行促進事業。

4283 愛知県 篠宮建築設計事務所 ー
オンリーワンの家づくり～こだわり派のお客様が持
つ、夢を形に～
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4284 愛知県 やまざきリリース治療室 ー
当院の強みである「トリガーポイント治療」の販路
開拓

4285 愛知県 有限会社　池戸工房 7180002040846
ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得
事業

4286 愛知県 髪処タニー ー
平成から令和！小規模理容店の勝ち抜き方はコレ
だ！！

4287 愛知県 有限会社　のざわ 4180302013760
外観からの訴求とニーズに合わせたメニュー提案
による集客力強化

4288 愛知県 キリヤマガレージ　株式会社 2180301029974
最新故障診断機導入によるハイブリッド車ユー
ザーの新規顧客獲得

4289 愛知県 有限会社　池之上造園 2180002075368
ホームページ改訂により、新規顧客層への集客基
盤見直しを図る

4290 愛知県 Bell Art ー
地域唯一!サンドブラスト加工製作体験とネットオー
ダーサービス

4291 愛知県 橋本米穀店 ー 一目でお店を知ってもらう看板の設置

4292 愛知県 整体院　恵み　尾張旭院 ー 妊活応援。新規集客で尾張旭市から少子化対策

4293 愛知県 ユー・トラフィック　株式会社 4180001101494
全ドライバーによる当社の輸配送サービス認知度
向上計画

4294 愛知県 ヒデジン餃子 ー 販路拡大のためのホームページの作成

4295 愛知県 garn-HATTA ー
表現方法の拡大と新市場参入のためガーメントプ
リンタの導入

4296 愛知県 有限会社　いわた 2180302024355
「はちみつジュース」の総合デザインによる販路開
拓

4297 愛知県 有限会社　ベストウェイズ 1180002054612
顧客の集客力課題を解決することで、売上と収益
性の向上を実現

4298 愛知県 株式会社　ナガケン 6180001128172
「塗装業のドローン革命！」目指せ地域一番ブラン
ディング事業

4299 愛知県 株式会社　オーガニックスタイルズ 8180001120656
販売商品の店頭・ＨＰでの見え方改善による、認
知、売上げ改善

4300 愛知県 とんかつの喜太条 ー
地元業者とのイベント開催等による地域および店
舗集客力強化事業

4301 愛知県 ファミリートータルボディケアポライト ー
ＨＰの作成と健康教室における周知で新規集客率
ＵＰを図る

4302 愛知県 有限会社　伊藤呉服店 8180302027971
高精度プリンター導入で挑む、老舗呉服店の新た
なる挑戦！

4303 愛知県 稲沢フルーツ園 ー
愛知県初！農家民泊ＰＲの為のＷｅｂサイト構築事
業

4304 愛知県 カノン珈琲 ー
しょうが専門！ECサイト開設によるリピーター獲得
大作戦！

4305 愛知県 有限会社　ロードカンパニー 6180002090875
競合他社に負けない時代に合ったホームページへ
リニューアル

4306 愛知県 足助まいど商店 ー
「中馬街道」コラボ商品開発・販売&「足助塩」量
り売り販売

4307 愛知県 喫茶 春日 ー
お客様の快適な空間づくり～トイレ改修による満足
度向上事業～

4308 愛知県 カットハウス　りらく ー
くつろぎ空間の追求。目指すは顧客満足度NO.1
サロン！

4309 愛知県 個別指導学院ヒーローズ西春校 ー プログラミング教室開設による新規顧客獲得

4310 愛知県 株式会社　サカエ水道設備 3180001125412
自社ホームページ作成による認知度向上・新規顧
客獲得！

4311 愛知県 なまずや ー
食事処を快適空間に！若年世帯が満足する販売
促進事業
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4312 愛知県 株式会社　ミドリヤ 6180301021754
スパイスショップへの業態展開による新規顧客獲
得

4313 愛知県 Hｰdesign ー アッシュデザインイメージアップ・アピール計画

4314 愛知県 有限会社　沼製作所 1180302013755
笑顔になるワークショップで新規顧客獲得と販路
開拓

4315 愛知県 アーチエンジェル ー
オンライン講座の構築とスマホ対応のＨＰ制作によ
り売上増を図る

4316 愛知県 メガネのアイ ー
高齢者向けコンサルティングセールスを強化する為
の販売促進事業

4317 愛知県 シンケン　株式会社 1180001129794
既に訪問営業した設計会社から内装工事を新規
受注するためのＤＭ

4318 愛知県 hair salon Porto ー
～古き良き時代に逢った～時計付き看板で思いを
継ぐ

4319 愛知県 有限会社　萬八屋 8180302011050
当店のＨＰとメニューと看板と制服は営業マンより
成績がいいよ！

4320 愛知県 村定酒店 ー
量り売りサービス拡充と店舗周知の向上による新
規顧客開拓

4321 愛知県 株式会社　縄文堂商会 9180001122338
「育てるホームページ」を中心とした地域事業所
PR支援拡充事業

4322 愛知県 株式会社　横山農園 1180001069669
自慢のトマトをPR！ホームページと看板のリニュー
アル事業

4323 愛知県 有限会社　原田工作所 4180302027959 新規受注獲得のためのウェブサイトリニューアル

4324 愛知県 株式会社　アジャストプランニング 3180001104457
販路拡大のため、動画ニーズに応える設備と技術
の強化

4325 愛知県 有限会社　カネキン食料品店 3180302027613
後継者が取り組む販路拡大計画！P－プラス導入
による売上プラス

4326 愛知県 株式会社　ログウェル日本 9180301024374
バイオ乾燥機の高度有効活用による地域木材製
品の生産性向上

4327 愛知県 美容室Biscuit ー
増毛メニュー導入による顧客単価アップ及び新規
顧客の獲得

4328 愛知県 株式会社　麩屋銀 2180301015891
伝統食品「麩」の新商品「料理別カット麩」開発と
販路拡大事業

4329 愛知県 株式会社　伊達屋 5180301026878
新たな生産拠点ＹＵＨＩＲＯ工房のイメージアップと
顧客拡大

4330 愛知県 SUGI studio ー
音楽と映像の融合により、業態化した次世代型ス
タジオの提供！

4331 愛知県 株式会社　ソワン 2180001066310
美のトータルサポートを目指した育毛サービスによ
る新規顧客開拓

4332 愛知県 北電設備　株式会社 6180001089968 ホームページによる販路開拓への取り組み

4333 愛知県 榊原畳店 ー
圧倒的知名度向上の畳ワークショップと新規HPに
よる顧客化戦略

4334 愛知県 株式会社　松田石油 8180301019994
地域密着型からの脱却に向けた周知活動事業の
展開

4335 愛知県 株式会社　シミズカン 1180301032401
リアルの販促ツールとＳＮＳやＨＰを活用した販路
開拓事業

4336 愛知県 有限会社　吉田畜産 8180302011075
希少なブランド豚「保美豚」の魅力を知ってもらえ
ば売上アップ！

4337 愛知県 つぐや ー
「つぐやの五平餅」の土産品を開発しブランド化を
推進する事業

4338 愛知県 小出建設 ー
草刈り機導入による民間工事の受注増大および
作業の効率化

4339 愛知県 山王 ー
空調環境の整備による顧客満足度の向上及び売
上の拡大
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4340 愛知県 株式会社　エンハンス 1180001122106
敏感肌の女性に向けたエリシルク商品の試作開発
および販売促進

4341 愛知県 こども古本店 ー
送料値上げに負けない！新配送手法のPRによる新
規顧客獲得

4342 愛知県 美容室VANVINO ー チラシポスティングとＷＥＢ対策による新規集客

4343 愛知県 株式会社　未来工務店 5180301028791
『ミラ家計画サービス』の提供によるリフォーム需
要の取り込み

4344 愛知県 株式会社　SORRISO 5180001125063
チラシ配布とMEO対策メディアミックスによる新規
集客

4345 愛知県 寿司と和食の店　つたや ー
観光客誘致を中心とした新分野進出（多角化）計
画推進事業

4346 愛知県 小坂井建設　株式会社 4180301009850 新たな市場への参入に向けたホームページの制作

4347 愛知県 With総合治療院 ー
患部の視覚化から繋がる、若年層の新規患者様
の開拓

4348 愛知県 KIVUNE ー
展示会出展でパンフレット配布、商品を手に取って
もらい販路開拓

4349 愛知県 有限会社　広瀬重光刃物店 7180302024540
新ホームページを活用した顧客開拓による販路拡
大

4350 愛知県 エステ　プチアール彩 ー
シニア向け新メニュー「シニアエステ」による新規
顧客獲得事業

4351 愛知県 株式会社　オーシャン 2180301023837
石窯料理を2000坪の庭で提供する、ウエディング
事業に進出

4352 愛知県 山﨑　合資会社 3180303002821
米国市場向け新ブランド開発と展示会出展を起点
とした市場開拓

4353 愛知県 KUMA AUTO GARAGE ー
プロの要望に応える！クラシックカー専門業者への
販路開拓事業

4354 愛知県 有限会社　戸谷表技 8180002080874
「見て・来て・納得」新規顧客も既存顧客安心でき
る会社の顔作り

4355 愛知県 美容室　ZAC ー
異業種で相乗効果、美容室とヨガスタジオ、美容と
健康の店舗改装

4356 愛知県 紙の花 ー
地元食材で観光を盛り上げる！新たな土産品の開
発・売上拡大事業

4357 愛知県 caresalon Fluff ー
おしゃれはツメ先から。ネイルスクール立ち上げによ
る集客強化

4358 愛知県 有限会社　光電 9180002084437
でんきのレスキュー１１９番。一般消費者獲得に向
けたＰＲ事業

4359 愛知県 evergre2n ー
築110年の古民家ゲストハウスをリフォームし新規
顧客の獲得

4360 愛知県 HAIR SALON CHOKI ー 新メニュー提案を通した店舗周知計画の推進

4361 愛知県 なかば鍼灸院 ー
HP充実、看板設置による患者さん満足度UPによ
る販路拡大事業

4362 愛知県 福井畳店 ー
和・洋室に合う高品質な空間畳の製造による販路
開拓事業

4363 愛知県 瀧　合同会社 8180003012645
ホームページおよびSNSの導入による中食市場へ
の参入

4364 愛知県 BLUE BIRD ー
脱毛サービスの販路開拓と稼働率向上による生産
性向上

4365 愛知県 アトリエカラフル ー
ホームページ&リーフレットのリニューアルで新規事
業をアピール

4366 愛知県 ラーメン亭　あおい ー
ホームページと看板設置による30歳代以下の客
層の増加を図る。

4367 愛知県 Hair ＆ Nail Rustic ー
イオンミスト発生装置の導入で時間効率の向上と
客単価のアップ
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4368 愛知県 Cherrycoco ー
看板設置及び情報雑誌掲載、ＨＰによる新規女性
客獲得事業

4369 愛知県 OKABEN ー
ホームページ作成により中間層の獲得による売上
拡大

4370 愛知県 新名木材市売　株式会社 2180001098510
Mosswallの販売促進・ＰＲ強化による新規顧客開
拓事業

4371 愛知県 株式会社　とり啓 5180001126747
本格的焼き鳥専門店の「ちょい呑み」とくつろぎ空
間で新規客獲得

4372 愛知県 Forme hair+ ー
新発想テクノロジーによる髪質改善メニューでの
新規顧客開拓

4373 愛知県 スカイバーアイラ ー
ランチ営業開始に伴う店舗設備導入によるランチ
顧客の囲い込み

4374 愛知県 Bubbles hair works ー
座席数増設・顧客満足度向上による新規・固定客
の囲い込み！

4375 愛知県 Manabu-no ー
新商品「ブリオッシュ生地パン」開発による販路拡
大

4376 愛知県 株式会社　東洋製作所 2180001097009
高齢者モビリティの未来を切り拓く中小製造業の
全力挑戦！

4377 愛知県 松月 ー
名古屋コーチン料理店の新メニュー展開と販路開
拓策

4378 愛知県 株式会社　ThreeWhite 7180001132487
MBC POWERを日本のフリーウェイト器具販売の
中心地に！

4379 愛知県 彩朝スタイル ー
イメージ戦略・ビジョン作り相談の為のショールー
ム・相談室設営

4380 愛知県 株式会社　ACC 3180001073306
業界初の後継者育成プログラム開発による新規顧
客獲得

4381 愛知県 La Liaison ー
家族みんなが安心してこられる癒しの地域密着サ
ロン

4382 愛知県 Man Products ー
効率的な販路開拓を目指して！合同展示会への出
展で知名度ＵＰ！

4383 愛知県 牧野法務事務所 ー
「特定技能」開拓！色彩学を取入れたＨＰ・看板で
事務所アピール

4384 愛知県 ソネ薬局 ー
看板設置による配達サービスと高齢者介護サービ
スの周知

4385 愛知県 舞の道 ー
「観音舞」の世界観の発信による新規顧客獲得事
業

4386 愛知県 シャルム美容室 ー
完全予約制！プライベート空間を活かした美容室
の進化

4387 愛知県 株式会社　國光 9180001084479
地域の方に安心安全な食生活を！宅配弁当による
新規顧客獲得事業

4388 愛知県 アンダンテ ー
コスプレ表現活動から始まる自己拡大バックアップ
事業

4389 愛知県 有限会社　中央自動車 3180302027992
地域資源を活用した販路拡大作戦～ダムから始ま
る経営再建～

4390 愛知県 三郷紙器工業　株式会社 5180001079532
工作教室開催と広告宣伝による地元認知度向上・
新規顧客開拓事業

4391 愛知県 水耕房いなぶ ー
白い発芽にんにくの新商品開発とブランド力強化
で販路拡大

4392 愛知県 IRAGOブルーベリー ー
シャキッと急速凍結で、ブルーベリーの旬の美味し
さ届けます！

4393 愛知県 畑戸商事　株式会社 3180001087784 自社ＰＲ及び、販売のためのホームページ作成

4394 愛知県 株式会社　知多自動車 9180001093050
電車通勤客に向けた格安1日車検・マイカーリース
の広告宣伝事業

4395 愛知県 シブヤメッキ ー
法人向け・特殊技術と合わせた真空蒸着メッキ加
工の新規市場開拓
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4396 愛知県 ＮＲ’ｓ　合同会社 4180003016815
駅直結の地下商店街の「チカ酒場のり」のＷｅｂ活
用集客事業

4397 愛知県 JIMCOM ー
新サービス（アプリ制作）による販路拡大のための
試作

4398 愛知県 株式会社　岩越製粉 4180001051938
北名古屋市内に住む「家族を大切にする」新しい
お客様の獲得

4399 愛知県 寿・建築工房　株式会社 8180001136198
「ネット×リアルの広報活動」で新事業の早期成長
事業

4400 愛知県 浅井絞商事　株式会社 6180001027754
日本遺産「絞り」を用いてのサステナビリティへの
取り組み

4401 愛知県 Art&You ー
アートのある心豊かな生活の提案～新しい教室の
開設と新分野進出

4402 愛知県 渓流荘 ー
みんなの笑顔をつなぐ第一歩となる雨天対応レン
タルスペース設置

4403 愛知県 梅屋 ー
天然温泉・地元食材を使った新サービス導入によ
る新規顧客獲得

4404 愛知県 ストレッチ整体はやし ー 足角質ケアと水素でリピーターと新規顧客の獲得

4405 愛知県 整建 ー
家づくりも「見える化」へ～後継者が取り組む、攻
めの経営再建～

4406 愛知県 株式会社　小林鐵工所 4180001094136 食品機械業界への販路開拓

4407 愛知県 マリモ　株式会社 6180001096279 いちご狩りで季節を感じる。「トキ消費」の演出

4408 愛知県 株式会社　杉井鉄工所 4180001045477
DIY向けロールコーターの新商品開発と展示会出
展事業

4409 愛知県 株式会社　YUKI LONDON with aroma 1180001127220
和のアロマ空間をホテルや施設に普及させ、個人
販売経路確保事業

4410 愛知県 さかたや ー
商家町足助を次世代に引き継ぐための新商品開
発と販路開拓事業

4411 愛知県 有限会社　新川ゴルフ 9180002052146 バンカー練習場の新設、認知度向上の広告宣伝

4412 愛知県 株式会社　折松 1180001055801
提案型営業の強化とネット販売体制の構築で売り
上げ拡大を目指す

4413 愛知県 オフィスBATON ー
「遺影写真は生前作成」を当たり前に！個人向営
業での販路開拓

4414 愛知県 カームコーポレーション ー
自社ＨＰと商談スペース設置で個性的カスタム車
販売強化を図る

4415 愛知県 株式会社　東方貿易 4180301015857
卸売りから小売りへ販売形態を変え増収増益を図
る

4416 愛知県 オスカーフーズ　株式会社 1180001062896
郊外の高級焼肉店「信長亭」の認知度向上集客
キャンペーン

4417 愛知県 view　株式会社 2180003018144
東海エリアの製造業に対し工場床面の防汚・防滑
施工受注拡大事業

4418 愛知県 こしじま接骨院 ー
痛む前に来る！健康ボディで明るい人生をプロ
デュース！

4419 愛知県 株式会社　大黒屋 4180301023298
新規振袖顧客獲得のための写真撮影事業アピー
ル大作戦

4420 愛知県 理容吉村 ー
女性客増加を図る新サービスメニューの導入と集
客事業

4421 愛知県 株式会社　SIプラス 6180001108546
要介護見込み者の掘り起こし、新規ニーズ開拓と
顧客満足度向上

4422 愛知県 金生織物工場 ー
リードドローイングマシン導入による生産プロセス
の改善事業

4423 愛知県 森ふとん店 ー
眠り・腰痛持ちの悩みを解決する為のオリジナル製
品のＰＲ事業
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4424 愛知県 ワカールそろばん教室 ー
店舗看板の設置・フリーペーパー等を活用した認
知度向上作戦

4425 愛知県 アンドサポート ー
「人と一緒に時を刻む」オーダー家具の新規顧客
開拓への取り組み

4426 愛知県 こばやし家具店 ー リフォーム工事での新規獲得による受注増加

4427 愛知県 高章食品　株式会社 2180002061871 新たなるデザインプロモーションの商品開発事業

4428 愛知県 Jammin ー
「シンプルだからこそ差が出る」プロのネイル技術
の提案

4429 愛知県 野本建築 ー
事務所・ガーデンスペース設立のＰＲを目的とした
看板の設置

4430 愛知県 株式会社　米のキムラ 9180001057278
オリジナルブランド米販売によるネット通販の売上
強化事業

4431 愛知県 成瀬製作所 ー
アングル加工機の導入による、新サービスと新製
品の開発

4432 愛知県 川澄屋　茶房宿 ー
小さなお子様連れ＆長期宿泊者受け入れへの取り
組み

4433 愛知県 有限会社　梅金 2180302003623
安全安心の製造ライン構築による信頼性向上と販
路拡大計画推進

4434 愛知県 山の搾油所 ー
化学物質過敏症経験者が製造する究極の地元産
自然化粧品の開発

4435 愛知県 中国料理北京 ー
軽減税率を追い風とするテイクアウトのコミュニ
ケーション戦略

4436 愛知県 株式会社　ひさすえ 2180001133309
部品加工手配サービスのウェブサイト新設による
販路開拓の取組み

4437 愛知県 鈴木製茶 ー
自家製造茶フルラインナップ化により売れる商品を
常に供給

4438 愛知県 株式会社　高須組 4180301023389
海から見える看板設置！島へ到着する前から自店
をPR！

4439 愛知県 アームズ整骨院 ー
専用機器導入、店舗ブランディング確立による販
路開拓事業

4440 愛知県 To Be Healthy ー
ベビー・キッズ対象教室及びオンライントレーニング
教室

4441 愛知県 しゅえっと ー
ワーキングママの願いを叶える！世界に１つだけの
オーダーメイド

4442 愛知県 シーデマンド ー
1.60アクリルレンズ用ハードコート剤の開発・海外
販路開拓

4443 愛知県 理容カワハラ ー
床屋さんだけどちょっとだけ美容室の新メニュー床
屋さんのエステ

4444 愛知県 有限会社　富士見屋 1180302026955
差別化を図るためのデザイン強化による「商品の
ブランド化」

4445 愛知県 魅RAKU流 ー
独自講座とカウンセリングをＷＥＢ上で展開する販
売促進事業

4446 愛知県 chiffon doux brun ー
店舗開店を機に取り組むシフォンケーキ専門店の
販売促進事業

4447 愛知県 TKC-Studio ー
新部門の教室開講で売上増を図るダンススタジオ
の販売促進事業

4448 愛知県 アークス ー
高齢化社会に貢献する便利屋ビジネスの為の販
売促進事業

4449 愛知県 カフェ アシンメトリー ー 新メニュー開発で集客アップを図る販売促進事業

4450 愛知県 株式会社　Kitamura　Japan 3180001060394
AISASを活用した、SNSとweb広告による顧客の
開拓

4451 愛知県 たけや司法書士事務所 ー
ＩＴ活用により業務を拡張する司法書士事務所の
販売促進事業
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4452 愛知県 神谷珈琲 ー
焙煎珈琲店の多角化戦略とＩＴ活用による販売促
進事業

4453 愛知県 太田畳商店 ー 畳店の認知度向上のための販売促進事業

4454 愛知県 くるまの風車 ー
独自サービスで新規顧客獲得を図る車屋さんの販
売促進事業

4455 愛知県 有限会社　三寿園 3180002064007
台湾へのＦＣ店舗展開に向けた新商品開発と出店
候補地の調査

4456 愛知県 お食事処　味里 ー
店内イメージ替え，外看板リニューアルによる新規
客層獲得事業

4457 愛知県 株式会社　十三代目がんこ農場 3180301032663
リーフレット作成と食品乾燥機等の導入による加工
品販路開拓事業

4458 愛知県 株式会社　田原シティホテル 4180301007730
地域高齢者向けサービスの発信と外国人旅行者
取込みのための改修

4459 愛知県 株式会社　うお茂 3180302024008
小包装パッケージを作成して催事へ出展し、販路
拡大を目指す

4460 愛知県 Sucré Salé ー
教室環境の改善と外国文化の体現による集客と
学習効果の向上

4461 愛知県 株式会社　ぺあのしすてむ 8180301021653
コンピュータソフトウェアの証明サービスの販路開
拓

4462 愛知県 ジェルーク ー
新しい特殊フィルム普及のための専用ブースの設
置と販売促進

4463 三重県 カネ進商店 ー
いつでもどこでも食べられる！鰹の新製品開発によ
る新規顧客開拓

4464 三重県 キッチン・カフェさくら ー
急速液体凍結機導入による海鮮メニューの定番化
と新メニュー開発

4465 三重県 米田自動車鈑金塗装 ー
オリジナルグッズによるＰＲで脱下請修理及び一般
個人客獲得増

4466 三重県 伊勢っ子寿司 ー HP、SNS、リーフレット「三種の神器」で顧客獲得

4467 三重県 有限会社佐々木製菓 4190002023794
「菰野おみやげプロジェクト」で若い和菓子ファン
を獲得する！

4468 三重県 竹内時計店 ー
ライフメモリアルを演出するプリントサービス提供事
業

4469 三重県 株式会社志たてや 2190001017411
ＬＥＤの柔らかな光が実現するお客様も着物も居心
地の良い店造り

4470 三重県 三休の湯 ー
屋根断熱で心と体と気持ちの三つが休まり温める
温浴カフェ・三休

4471 三重県 かふぇたかの ー
創業後の認知度上昇で、新規顧客を増やし安定
的な経営を目指す

4472 三重県 西養鰻株式会社 8190001007860
自社ブランド立ち上げによる認知度アップで顧客
獲得・販路拡大

4473 三重県 Himeshara ー
ネット販売強化による商圏拡大のためのフランス石
窯増設

4474 三重県 有限会社オールスマイル・ライク 5190002008497
店舗の女子力アップと新たな顧客層獲得で地域
に愛される店づくり

4475 三重県 株式会社エフ・ワイ 9190001006523
自然栽培キノコのネット販売で商圏拡大！新たな販
路開拓に挑戦！

4476 三重県 パセプション ー
新メニュー開発と新設備導入による販路拡大・業
務効率化

4477 三重県 リラクゼーション時楽 ー
新商品の良さを体感し、新たな顧客と販路を獲得
できる店舗づくり

4478 三重県 有限会社林商店 5190002009512
ネット販売を強化したホームページのリニューアル
で販路拡大

4479 三重県 マルキ商店 ー
将来を見据えたレトルト商品開発による販路開拓
事業

160/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

4480 三重県 らーめんいろは ー
１周年記念感謝祭のチラシ配布と看板設置による
新規顧客獲得

4481 三重県 酒の肴よしだ ー
店舗改装・真空包装機導入による人気メニュー
“からあげ”商品化

4482 三重県 建築板金 伊藤工業 ー
ドローン活用で安全・時短調査の実現と受注率・
売上アップ事業

4483 三重県 有限会社セイワ工業 4190002018514 マーケティングオートメーションによる売上向上を！

4484 三重県 ロサガーデン株式会社 8190001024154
ドッグラン・サロンの予約システム構築で集客率
アップ

4485 三重県 三木事務所 ー 複数資格の保有ＰＲによる、新規顧客の獲得

4486 三重県 有限会社カツマタ 3190002008549
ヒョウ柄看板で魅力発信による新たな小口ユー
ザーへの販路開拓

4487 三重県 おかずの店祐美 ー
地域に水揚げされる魚料理の惣菜部門強化によ
る新規顧客獲得

4488 三重県 森本モータース ー
診断機導入で自動車健康診断による付加価値向
上と追加整備を獲得

4489 三重県 株式会社ナミ不動産 2190001007932
女性目線の看板設置とマイホーム相談会で販路
拡大

4490 三重県 CordCafe ー
チラシ、パッケージの試作開発による販売促進・販
路開拓事業

4491 三重県 有限会社伊勢屋精肉店 9190002008642
高校生が育てる命「あかりのぽーく」を地域に根差
した販路拡大

4492 三重県 なかの電気商会 ー
展示・商談スペースの設置とチラシ配布でリフォー
ム需要獲得

4493 三重県 オートスタッフ雅 ー
新冷媒ガス対応設備導入県内1番店となり整備力
アップで販路開拓

4494 三重県 もりのしずく ー
HP作成とチラシ・広告による広報活動で販路拡大
と売上高確保

4495 三重県 治通自動車 ー
レッカー部門の設備投資で他社と差別化し三重県
南部へ販路開拓

4496 三重県 元坂酒造株式会社 5190001011171
パッケージの変更と販促リーフレット作成による販
路拡大

4497 三重県 有限会社森と水を守る会 2190002015777
設備投資とＨＰによる情報発信で小売部門の強化
し売上高を確保

4498 三重県 株式会社丸満 8190001007019
誕生から墓場までトータルサポートするギフトショッ
プの販路開拓

4499 三重県 松田理容 ー 店舗外観のイメージアップで新規顧客獲得を図る

4500 三重県 手打ち麺処にしい ー
ＳＯＢＡで元気！おもてなし空間プロジェクトで売上
アップ

4501 三重県 プラヤサーフ ー
サーファー誘致の防腐看板設置とシーズンオフ対
策事業

4502 三重県 小川精肉店 ー
「肉を魅せる」ショーケース導入による陳列改善で
販売拡大

4503 三重県 陽光ビオファーム株式会社 1190001019854
全国の子どもへ届けたい！アレルギー対応野菜せ
んべいの販路開拓

4504 三重県 有限会社近藤ソウイング 7190002018197
需要に応える！新機能ミシン導入による生産力向
上計画

4505 三重県 喫茶マロン ー
米のおいしさを伝えたい！二代目店主の手作り米
食堂

4506 三重県 マルカメリヤス有限会社 7190002018222
浮いた需要を獲得！新型機器導入による生産量増
大計画

4507 三重県 株式会社MAGLIA MH 1190001024648
ニーズにガッチリ！新型ボタン巻きミシン導入による
顧客獲得事業
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4508 三重県 patisserie GHIBLI ー 近隣顧客の手土産から遠方顧客への旅土産を！

4509 三重県 株式会社ふじた農産 4190001020958
とれたて野菜の鮮度をお届け！真空パックで付加
価値を！

4510 三重県 有限会社藤原ファーム 3190002018218
田舎のおかきを全国へ！新パッケージによる全国展
開！

4511 三重県 ツアーデザイナー小林ひろみ ー
外国人の心をつかめ！地域密着型ツアーを提案、
富裕層を顧客に！

4512 三重県 塩谷税理士事務所 ー
事務所移転に伴う看板設置・広報周知による潜在
顧客獲得事業

4513 三重県 美容室とこ ー
看板設置とGoogleマイビジネスの活用で新規顧
客獲得

4514 三重県 株式会社菰野デザイン研究所 6190001025947 菰野町の「いいもの」「いいとこ」発信プロジェクト

4515 三重県 ベジファームこもの ー
BtoBからの脱却！ネット通販を活用してBtoC取引
を増やす

4516 三重県 菊池重機建設株式会社 8190001014659
穿孔機導入による自社工事での受注拡大と民間
顧客獲得事業

4517 三重県 株式会社Office　FLEUR 6190001021772
実践的で定着率が向上する研修事業のＷｅｂペー
ジによる販路拡大

4518 三重県 株式会社ふくた 1190001023088
看板・ＨＰ作成によるＰＲでの元請受注拡大と地元
顧客獲得！

4519 三重県 合資会社早川酒造部 4190003001709
老舗酒蔵の米糀オリジナル化粧品で新規顧客獲
得と売上向上を図る

4520 三重県 みえナビモルタン ー
丁寧な説明を行う事の出来る個別ＨＰの作成とデ
ザイン性向上事業

4521 三重県 いつみや木工 ー
目指せ！認知度アップ！看板設置による新規販路
開拓事業

4522 三重県 株式会社Motto.interactive 7190001022695 無料体験会を通じた、ドローン拡販プロモーション

4523 三重県 エコ建創 ー
看板・チラシの作成で地元高齢者への認知度向
上・新規顧客獲得

4524 三重県 ヘアーサロンリリー ー
快適トイレでごゆっくりどうぞ。清潔で安全、顧客満
足度向上

4525 三重県 有限会社石川材木店 8190002017479
HP・データバースで建材問屋から看板用等の板
材小売に進出

4526 三重県 とも舎 ー
今こそ看板設置！新規顧客獲得に繋げ、売上アッ
プを狙え！

4527 三重県 株式会社三重アロー 7190001012762
溶接作業機械導入と溶接内製化による受注件数
および売上拡大

4528 三重県 有限会社愛宕荘 6190002017381 顧客リストの活用により紙媒体で新規顧客獲得へ

4529 三重県 丸北研磨株式会社 7190001013307
強みを最大限発揮した新サービスで国内最大の
展示会で販路開拓

4530 三重県 ヤマ加商店 ー
鰹一筋100年！自慢の生節で健康的な魚食文化
を広く伝える事業

4531 三重県 美容室楽 ー
来店して心地いい店づくり！新規顧客獲得を目指
す

4532 三重県 あやこ ー
期間ロスを削減・活水装置導入による安全性及び
収益性向上

4533 三重県 株式会社鍋忠建材 4190001017459
個人客に「バケツ1杯から販売！」を積極発信し誘
客に繋げる

4534 三重県 株式会社　キダグート 6190001017374
新しいカット機械の導入で受注倍増　さらなる販路
開拓に繋げる

4535 三重県 エクレール月の屋 ー
後継者の経験を生かした手土産用「最中」の製
造・販売によるＰＲ
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4536 三重県 福山石油 ー
ＬＥＤ照明による夜間メンテナンス業務強化に伴う
売上向上事業

4537 三重県 飯南石油有限会社 4190002015866
オールＬＥＤ照明設備化に伴うサービスの向上によ
る売上対策

4538 三重県 有限会社寺脇自動車 1190002015885
カーメンテナンス設備に伴うサービス充実による売
上向上対策

4539 三重県 家作店　辰屋 ー
在来型工法にこだわる「古民家のリノベーション事
業」で販路開拓

4540 三重県 ｔｕｋｕｍｏ ー
看板設置による店舗認知度向上と提供商品数増
加で新規顧客獲得！

4541 三重県 ＰａｋｕＰａｋｕ ー
店舗認知度向上と生産性向上設備導入で顧客獲
得！売上アップ！！

4542 三重県 ひつじや ー
看板改装による新規顧客の獲得と「ひつじサロン」
の知名度アップ

4543 三重県 パティスリーコモノ ー
店舗リニューアルによる注目度、本物度の向上で、
新規顧客獲得！

4544 三重県 株式会社アクア 9190001019731
低カリウム野菜の認知度向上と生産性向上設備
導入で売上ＵＰ！！

4545 三重県 株式会社オクト工業 8190001018123
３つの課題改善で強固な経営基盤構築、持続的経
営への販路拡大

4546 三重県 ＢＢ ＧＥＮＴＩＬ ー
高齢化に伴うやさしい店舗づくりによる外出機会
の創出事業

4547 三重県 辻井真也登記測量事務所 ー
迅速な業務と視覚的な資料作成による受託件数
の増加を図る

4548 三重県 ハゼタツ商店 ー
当店オリジナル地酒の紹介ＨＰ開設による名古屋
圏への販路拡大！

4549 三重県 有限会社永井電気工事 7190002009304
新機種ＣＡＤ導入による作業効率による顧客満足
と販路開拓

4550 三重県 たどトラベルサロン ー
旅行業の強みと観光農園の相乗効果による販路
開拓事業

4551 三重県 有限会社日の出屋製菓 1190002023888
映画『男はつらいよ』のコラボ商品ＰＲと新たな販
売チャネル獲得

4552 三重県 有限会社巴商事 8190002009245 ホームページを活用した認知度向上と販路開拓

4553 三重県 盛福丸渡船 ー
鮮度の高い情報発信で掴むビジネスチャンス創出
事業

4554 三重県 タンポポ美容室 ー 超高齢社会に先駆けた店舗のバリアフリー対策

4555 三重県 ぷてぃあむーる ー
アイスを活用した安心・安全の新商品で競争力強
化！販路拡大事業

4556 三重県 GMcafe ー
非日常な家族向けテイクアウトサービスで新販路
を開拓します！

4557 三重県 エムズスクエア ー
機械購入による作業効率向上とあらたな受注で売
上向上を図る

4558 三重県
Gardencafe　Bonheur（ガーデンカフェボ
ヌール）

ー
「看板」×「ＳＮＳの活用」で認知度向上・新規顧客
獲得アップ

4559 三重県 宇田建設土木 ー
個人向け衛生陶器取替サービスで新しい販路を
確保します！

4560 三重県 株式会社世古口建設 9190001010847
県内の家屋解体は弊社にお任せ！ネットを活用し
た販路拡大事業

4561 三重県 有限会社ナカセ 2190002015562
食品スーパー銀座にある立地を生かした『肉の中
一』ブランド化

4562 三重県 駱駝 ー
テイクアウトとお子様向け新メニューで新規顧客を
開拓します！

4563 三重県 株式会社スマイルコットン 5190001015742
スマイルコットン自社ブランド「HAAG」販路新規開
拓事業
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4564 三重県 有限会社杢承 8190002023122
自然素材で仕上げた体験型トイレで需要の取り込
み、売上拡大

4565 三重県 美容室シエラ ー
看板設置によるイメージアップと店内改装による快
適環境の提供

4566 三重県 有限会社庄助 6190002017621
和のテイスト強化、和風旅館のインバウンド集客対
策！

4567 三重県 山﨑住宅設備 ー
グーグルマイビジネスや公式ＨＰで利益率の高い
個人客を獲得する

4568 三重県 南川石油 ー
近隣住民に配慮した静音動力源導入と作業効率
改善による売上拡大

4569 三重県 うろぼろす ー
オーベルジュ事業の販促及び顧客満足度向上に
向けた設備導入費用

4570 三重県 南勢西販売店外尾新聞店 ー
２つの新サービス開始に伴う店舗移転で新規顧客
開拓

4571 三重県 合同会社小野石油 9190003002297
選ばれるＳＳを目指して！店内改装で顧客満足度
向上計画

4572 三重県 Ｃｏｒ ー
ホームページリニューアルとショップカード作成によ
る販路開拓

4573 三重県 CEDAR WORKS ー 体験型施設の設立で販路の拡大を目指す！

4574 三重県 有限会社せいほう自動車 4190002020701
高齢者交通事故防止装置とオリジナル商品開発
による販路開拓

4575 三重県 甘泉堂 ー
新商品アイスデザートで売上ＵＰ！新たな客層を獲
得へ

4576 三重県 いとう事務所 ー
英語を得意とする行政書士が行う外国人雇用対
応サービス導入事業

4577 三重県 株式会社リアン 8190001022678
看護師の医療知識を活かした中高年の肌の悩み
解消で顧客獲得

4578 三重県 マルカ木材株式会社 6190001024750
小型リップソー設備に伴う集成板材の生産アップ
による売上対策

4579 三重県 株式会社亀寿園 3190001011149
業種変更に伴う看板書き換えによる建築資材小売
り販売強化事業

4580 三重県 TFP　BARBER　SHOP ー
店舗改装とキャンペーン情報発信で新規顧客開拓
と認知度の向上

4581 三重県 ムトウデンキ ー 新パッケージと販促物作成で販路拡大

4582 三重県 有限会社B.BRUTE 4190002016047 オリジナル火鉢のカタログを作成し販路開拓

4583 三重県 有限会社福本硝子 3190002014794 ホームページとチラシ作成で新規顧客開拓

4584 三重県 さかくら接骨院　整体院 ー プロスポーツトレーナーによる整体法の販路開拓

4585 三重県 有限会社すかや呉服店 1190002015051 「御山杉染め」販売促進のための広報ツール作成

4586 三重県 COFFEE＆LUNCH　シルクロード ー
後継者による新メニュー開発と営業延長で売上倍
増！

4587 三重県 うなふじ支店 ー
地元グルメで地域振興と顧客満足度向上を目指
す

4588 三重県 みやじ療術院 ー
来院時の顧客の安全確保と実践訓練デッキの整
備によるCS対策

4589 三重県 REVIVE  CARS ー
ネット時代のリアル店舗戦略、現物展示による中古
車の販売促進

4590 三重県 松尾印刷 ー
ドローン導入による新たな高付加価値提案と事業
ドメイン拡大戦略

4591 三重県 株式会社だいちゃん 6190001008043
店舗のイメージチェンジに伴う販促ツール活用によ
る販路開拓事業
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4592 三重県 指勘建具工芸 ー
美術建具の施工事例をＰＲ！頭打ちとなった売上の
向上計画！

4593 三重県 ふとんの橋本 ー
学校指定用品取扱店として顧客満足度と認知度
向上による売上拡大

4594 三重県 松新木材株式会社 6190001009074
建築会社向けの革新的在庫管理サービス導入に
よる販路開拓事業

4595 三重県 有限会社サンカイ装飾 4190002012640
人材確保難の時代に対応した地域密着型営業に
よる販路開拓

4596 三重県 しおいん（SHIOIN） ー
認知症予防タブレット講座　シニア向けの新規事業
で販路拡大

4597 三重県 BECK　HAIR ー
来店増加を図るPOSレジの活用と魅力を伝える
ホームページ

4598 三重県 メリ樹～Meriju～ ー
高付加価値商品の量産によりＢtoＢへの新たな販
路開拓事業

4599 三重県 株式会社ＭＯＮＯＭＡＴＴＥＲＳ 9190001026372
新会社ホームページ、看板製作で認知度向上と販
路拡大事業

4600 三重県 Studio RYOKO PHOTO ー
顧客満足度向上と認知度向上で地元に根ざした
フォトスタジオに

4601 三重県 竹内畳店 ー
新サービス「刃物研ぎ」のＰＲと御用聞きによる売
上向上

4602 三重県 有限会社しんよう土建 7190002008933
和菓子・甘味メニュー追加と干野菜販売による集
客力・売上向上

4603 三重県 大重建築 ー
ドローン導入による住宅診断サービスと認知度向
上による売上拡大

4604 三重県 絵本と童話の店　みやがわ書店 ー
「大人のための絵本の時間」のPRと案内板の改
修で新規顧客獲得

4605 三重県 Millefois　MERCI（ミルフォアメルシ） ー
店舗テラス活用の充実と、情報発信で認知度・来
店客数アップ

4606 三重県 株式会社福岡醤油店 3190001008847
無添加味噌で希少なフリーズドライ味噌汁の開発
と販路開拓

4607 三重県 月のひるね ー
効果的なスヴェダナ（発汗法）のための新装置導
入

4608 三重県 イガピザ ー
オーニング（可動式テント）導入で客席増加と快適
空間の提供

4609 三重県 CAFE　MANA ー
HPと看板を活用した認知度アップとキッズレッスン
で食育発信！

4610 三重県 なかひらドライ ー
清潔感のある明るい店舗でイメージアップ・集客力
アップ

4611 三重県 やまじ農園 ー
伊勢神宮奉納米といえば“銀鶴”！！全国販路拡大
事業

4612 三重県 Cafe&Dining ChaChaMaLu ー
集客アップを狙った情報発信とプライベート個室の
収益化

4613 三重県 やまきち商店 ー
創業100年！やまきちの新商品まぐろからすみによ
る販路拡大

4614 三重県 株式会社フォーレスト 6190001010791
地域の建設業者のリーダーとなるための設備投資
計画

4615 三重県 有限会社三浦石油 5190002014768
店舗照明のLED化で店舗の訴求による認知度向
上と販路開拓！

4616 三重県 杉谷モータース ー
LED化による客単価アップと作業のスピード化で
の売上拡大計画

4617 三重県 Cajon ー
癒しの空間・体験で心からリラックスを！新サービス
への展開

4618 三重県 カットハウス　アカネ ー
他店にない強みを活かした女性向けの増毛を導入
して売上向上

4619 三重県 有限会社あらふら丸商会 2190002011173
田舎の土産物店から脱却を図りより付加価値の高
い真珠宝飾店へ
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4620 三重県 有限会社三輪鉱油 4190002017821 燃えない切削油の販路開拓と生産性向上

4621 三重県 栗山水道 ー
チャンスを逃さないための攻めの設備投資でバッ
クホウ購入

4622 三重県 笠置設備 ー
「非破壊型シロアリ探知機」導入による仕事能率
化と販路拡大

4623 三重県 森田薬局 ー
漢方・美容による地域のコミュニティーとなる薬局
屋を目指して

4624 三重県 3e BASE DESIGN 株式会社 6190001025360
地域連携開発産品と県産酒を軸にした独自ブラン
ド構築型商社事業

4625 三重県 株式会社孝照 1150001012219
中小企業応援・宿泊＆リゾート型ワーキングスペー
スプロジェクト

4626 三重県 有限会社志洲茶屋 1190002011926
ホームページを開設して自社を積極アピールし販
路開拓

4627 三重県 有限会社ウミガメフーズ 5190002005172
施設のポテンシャルを使い尽くせ！オリジナルパンフ
レット作成！

4628 三重県 有限会社海宝 5190002011328
自店の強みを情報発信ツールで魅力的に訴求し、
客数拡大事業

4629 三重県 ウッドメイクキタムラ ー
リラクゼーション市場に向けた製品開発と製造ライ
ンの構築

4630 三重県 サカエ ー
店内の居心地の良さをウリにした、新たな顧客の
開拓

4631 三重県 癒し処　雪 ー
他店との違いを明確に告知・提案し、来店数と顧
客満足度アップ

4632 三重県 味舘 ー
業務用冷蔵庫導入による商品製造体制の強化と
新規卸先店舗の開拓

4633 三重県 アッパッパ屋 ー
販売拠点の新設による自慢のアッパッパ貝を広く
普及する事業

4634 三重県 ほたる珈琲 ー
「駐車場からおもてなし！」親切設計の駐車場で顧
客満足度アップ

4635 三重県 ヘアーサロンカミモリ ー
最上級チェア導入で、至福のひとときを演出し、満
足度アップ

4636 三重県 グリルいなせ ー
スロープの取り付けと窓の改装による集客率の向
上

4637 三重県 パティスリーアフレイル ー
新規顧客獲得に向けたパイローラー導入による新
商品開発

4638 三重県 モチーフ ー
教室の有効活用と毛糸専門店の多様な品揃えで
販路拡大売上アップ

4639 三重県 LEBA-SURF ー
サーフショップの新築宿泊施設を看板とホーム
ページでＰＲ計画

4640 三重県 株式会社チムニー 3190001018747
自社メディア「チムニーノート」の作成による情報発
信

4641 三重県 フラワースクール香フレグランス ー こだわりの『３つの新レッスン』で新規集客！！

4642 三重県 こんぺいとう ー
高齢者配食サービス事業への新規参入の為の厨
房施設改修工事

4643 三重県 谷口電気工事店 ー
電動式高所作業台導入による販路拡大売上向上
対策事業

4644 三重県 有限会社ＭＣＤ 8190002010005
ドローンサービス拠点としての認知度アップで顧客
開拓と業績改善

4645 三重県 藤原椎茸 ー
看板リニューアル店舗イメージアップによる販路拡
大対策事業

4646 三重県 太陽水産株式会社 7190001004768
七里御浜の海の幸、熊野古道の山の幸を使った弁
当製造事業

4647 三重県 よこやま株式会社 4190001019802
～志摩の自然に感謝～生産性向上・販路拡大で
広く全国へ
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4648 三重県 たん車屋Ｒ.Ｃ.Ｒ.Ｔ ー
カラーオーダー強化（塗装ブース改修）による販路
開拓と売上UP

4649 三重県 有限会社龍宮 7190002011805
主力商品アピールの為の店舗改装を通じた新たな
顧客の開拓

4650 三重県 有限会社野瀬商店 3190002014761
高付加価値商品嬉野豆腐極の地元住民への情報
発信と販路拡大戦略

4651 三重県 安乗釣センター ー
未活用の魚で新サービスを提供し、売上増を目指
す。

4652 三重県 中山酒造株式会社 7190001010403
超高品質な辛口純米酒の安定した生産・販売管
理と販路拡大

4653 三重県 有限会社中島米穀 4190002011931
安心安全な『美味しいお米』を供給し豊かな暮らし
に貢献する

4654 三重県 有限会社浅井ビルクリーナー 1190002003015
安心安全商品とサービス及びネズミ駆除サービス
で販路開拓

4655 三重県 株式会社大三モータース 2190001004054
若年層～50代の顧客開拓とリピーターに繋げるた
めの環境づくり

4656 三重県 愛海丸 ー
船上休憩スペース確保による潜在客の新規獲得
及び満足度向上事業

4657 三重県 小野建築 ー
設備導入にともなう事業拡大及び売上向上への
取り組み

4658 三重県 ハローズ ー
安心・安全な快適空間の提供による潜在顧客の獲
得及び満足度向上

4659 三重県 a+s設計事務所 ー
飲四季折々の地域食材を使ったおもてなし料理に
よる販路拡大事業

4660 三重県 有限会社大建 9190002016182
民間工事獲得のための基礎工事の効率化と宣伝
広告事業

4661 三重県 合同会社ツリートライズ 9190003003106
他社には出来ない奥地からの伐採木搬出処理
サービスで販路拡大！

4662 三重県 奥川板金 ー
大紀町・東紀州の銘木を使った木工品製造による
地域貢献プラン

4663 三重県 クロノス株式会社 3190001008180
コンパクトショールームの設置によるリフォーム客対
策事業

4664 三重県 有限会社ヤマオカテクノサービス 3190002015999
高性能の業務用店内清掃機の購入により従業員
定着性の向上を図る

4665 三重県 有限会社カトーレンタカー 7190002017505 高齢者・子ども等の為のステップ取付け

4666 三重県 cavallo(カヴァロ) ー
カフェとテイクアウトの創設による地元住民販路開
拓プラン

4667 三重県 みつる屋 ー
新設したシューズショップの広報による認知拡大促
進と顧客獲得

4668 三重県 株式会社神田組 8190001001509
営業力強化のためのツールを作成し大手顧客と新
規顧客を獲得する

4669 三重県 トラットリア　ルンガルノ ー
料理と高級ワインと店づくりによるオリジナリティ創
出プラン

4670 三重県 ＨＡＣＣＨＩ ー
外国人旅行者向けみやげ用小型お茶パッケージ
商品の開発

4671 三重県 Café＆Store　楽 ー
アルコールドリンクと情報発信力強化で夜間集客
向上プラン

4672 三重県 有限会社　うを孫 5190002012631
既存顧客のニーズを損なうことなく新メニューで新
規顧客開拓

4673 三重県 松井機工有限会社 9190002009707
自社情報発信力強化による展示会出展時の新規
顧客獲得率向上

4674 三重県 三重農事有限会社 6190002009800 国産ぶどうの乾燥・加工及びホームページの刷新

4675 三重県 リンドヘアー ー
おしゃれをしたい高齢者への無料送迎サービスに
よる新規顧客獲得
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4676 三重県 波瀬割箸生産組合 ー
飯高杉の香りを全国に届ける為、手作業を自動化
し作業効率ＵＰ

4677 三重県 福祉タクシーやまや ー
車椅子の方々に外出の楽しさを味わっていただき
売上向上を図る

4678 三重県 有限会社野呂車輌 4190002015924
高齢者に優しい駐車場作り、工夫を凝らして来店
頻度・満足度ＵＰ

4679 三重県 株式会社ディーグリーン 3190001004615
レーザー加工技術による個人顧客獲得に向けた新
サービスの展開

4680 三重県 有限会社上野屋 3190002015909
ＨＡＣＣＰ導入に向けた事業分割のためのユニット
ハウス設置事業

4681 三重県 西自工 ー
設備導入による作業効率向上と次世代自動車の
対応で受注件数UP

4682 三重県 しょうわ額縁株式会社 7190001011649
伊勢神宮内宮・外宮関連商品の販売による閑散
期の売上の獲得

4683 三重県 森のお菓子屋スピカ ー
エントランスのバリアフリーとコミュニティスペース
化による集客

4684 三重県 有限会社グラン宮本 9190002011951
HPのリニューアルとネット予約導入で、売上増を図
る。

4685 三重県 株式会社倭 5190001023035
多品種小ロットの商品開発による差別化と販売強
化で新規顧客獲得

4686 三重県 車友堂モータリング ー
高性能テスター導入で特選中古車の販売強化に
よる新規顧客の開拓

4687 三重県 出口オート ー
高性能コンピューター診断機導入による顧客満足
度向上と販路開拓

4688 三重県 株式会社松阪マルシェ 6190001011823
松阪産茶葉を使った和紅茶主力商品リニューアル
による販路拡大

4689 三重県 有限会社山路工務店 6190002015757
ＳＥＯ対策強化で三重県×古民家検索順位1位獲
得による集客強化

4690 三重県 有限会社サムテック 6190002010956
CAD連動積算ソフトの導入で新分野・公共事業受
注を目指す

4691 三重県 株式会社セーフティ・リ・ファーム８８ 9190001021654
展示ブース力強化に伴う商品のブランド化による
商談効果の向上

4692 三重県 株式会社田上 5190001011733
新たな商品販路開拓のためＨＰ作成及び大型
チェーンソー導入

4693 三重県 合同会社山林舎 5190003002202
WI-FI・LAN完備で顧客満足度ＵＰ、情報発信で
地域活性化

4694 三重県 麵屋　はな華 ー
「和」にこだわった看板、カウンター席等の改装に
よる集客力向上

4695 三重県 好古堂・河重 ー
チラシとホームページで新規顧客獲得と売上増加
の実現

4696 三重県 いこい家 ー
新鮮な魚介類を楽しんでもらう”いこいの家”PR事
業

4697 三重県 渚亭　磯月 ー
新規顧客獲得と外国人観光客の誘客に向けたイ
ンバウンド対策

4698 三重県 株式会社オフィスフォー・ユー 8190001026506
見込み客集客（イベント・セミナー）ＨＰ制作で成約
率ＵＰ！

4699 三重県 釣り堀和光 ー
初心者サービスの充実を図り家族で楽しめる釣り
ライフを提供

4700 三重県 ふくくる陶房 ー
ホームページリニューアルによる販路開拓と新規
顧客の獲得

4701 三重県 境工芸社 ー
粉末を使用した真珠貝商品の販売拠点の整備と
体験教室の開設

4702 三重県 タナカ園芸 ー
「香りの樹」から抽出した成分で「癒し」と「香り」
を提供する

4703 三重県 KSアクアテック ー
最新機器の導入による効率化UPで売上拡大を目
指す事業
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4704 三重県 文恵丸水産 ー
「文恵丸」ブランドの確立と一般消費者向け販促
品の開発

4705 三重県 伊賀の京丸屋 ー
唯一無二の「忍者スカジャン」開発で売上拡大に
つなげる

4706 三重県 和がや ー
誕生祝に家族の喜びがつまった「幸せの玉手箱」
の試作・販路開拓

4707 三重県 原田電器株式会社 5190001015973 生産性向上を図り、訪問活動による売上拡大

4708 三重県 中西木材 ー
新規顧客獲得に向けた看板設置等による販路開
拓事業

4709 三重県 Bera’s　Art ー
工房改装による集客力強化とバルーン教室・ギフト
販売等の活性化

4710 三重県 コミュニティデザインこどものめ ー
HP開設によるコワーキングスペースの利便性向上
と顧客開拓

4711 三重県 ペットホテル　心 ー
ソフト・ハードの充実によるペットホテルの知名度向
上と売上増加

4712 三重県 有限会社　長島塗装 4190002018241
リフォーム需要を喚起するための体験型最新モデ
ルトイレの開設

4713 三重県 ミッケプロジェクト ー MikkeProjectの飲食店への事業展開

4714 三重県 有限会社ヒラカワ 6190002011640
家族葬に特化した葬祭場オープンに伴う地域への
PR事業

4715 三重県 和牛石アミ焼肉　たまちゃん ー 店舗の認知度向上と付加価値アップで販路拡大

4716 三重県 有限会社アルタ・オウトモビルズ 6190002010980 車屋さんが小さなサービスから取り組む販路開拓

4717 三重県 三吉丸　富乃屋食堂 ー
アングラー憧れのマグロ釣り展開および設備導入
による夜釣り強化

4718 三重県 里の駅ないぜしぜん村 ー
森のアイス「アテモヤ」のブランディングおよび販路
開拓計画！！

4719 三重県 株式会社　水谷住建 5190001011205
ＨＰ開設新規顧客獲得・ドローンによる安全性確保
と作業の効率化

4720 三重県 有限会社みなとや 9190002015069
知名度を上げる新包装紙・箱パッケージ製作によ
る販路開拓

4721 三重県 ショッピングストアすぎうら ー
高齢者等地域買い物弱者への「宅配サービス」に
よる販路拡大事業

4722 滋賀県 株式会社西川工芸建設 9160001017044
マンガでわかる！お客様と共に創り上げる理想の
住まい

4723 滋賀県 デンタルクラフト ー
歯科技工用システム導入による品質向上と競争力
強化

4724 滋賀県 くつろぎ處　酒菜 ー
おひとりさま大歓迎！飲まなくても満足できる居酒
屋

4725 滋賀県 りんりん制作事ム所 ー
刺繍の糸で絆も紡ぐ、顧客層を広げて家族が集え
る「おうち」に

4726 滋賀県 有限会社びわこ食品 1160002011482 パッケージの一新による自社ブランドの確立

4727 滋賀県 オオムラ ー お客様の快適な「視生活」応援事業

4728 滋賀県 ブラッスリーエパターシュ ー
目指せ予約の取りづらい店！映画“アメリ”のお店
で新規顧客開拓

4729 滋賀県 佐野 ー 昼間でも癒される隠れ家で味わう非日常ランチ

4730 滋賀県 株式会社ヤブゲン 5160001020712
新パッケージ開発で、イメージ戦略からブランド価
値の向上へ

4731 滋賀県 アット外装 ー
ホームページを活用した外装工事の元請受注増
加の取り組み
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4732 滋賀県 有限会社　富茂登 7160002006915
新しい食品の加工・保存方法の導入で事業機会
の創造

4733 滋賀県 野口鉄工所 ー 新商品開発と動画を活用したPR事業

4734 滋賀県 Hair　Salon　you華合同会社 4160003001182
新たな顧客層獲得のためのヘッドスパ事業ＰＲと
店舗改装

4735 滋賀県 株式会社　朝比自動車工業所 7160001009720
個室商談スペース設置による顧客ニーズへの対応
と商談成約率向上

4736 滋賀県 サカモト工房 ー
最大級の高精度カッティングマシンの導入による
販路開拓事業

4737 滋賀県 有限会社竹中モータース 6160002007410
斬新かつ効果的な販促手段「車両診断サービス」
の商品化

4738 滋賀県 造 ー 店舗のバリアフリー化による新規顧客獲得

4739 滋賀県 林畳店 ー
新型設備導入による畳表折り曲げ作業の受注新
事業

4740 滋賀県 坂本水道 ー
水回りのリフォーム工事を目玉とした新規顧客獲
得ルート創設事業

4741 滋賀県 有限会社大與 9160002011368
和キャンドルに付帯する弊社オリジナル道具類の
開発と販路開拓

4742 滋賀県 リサイト ー
最先端スローモーション映像の導入による製造業
への販路開拓

4743 滋賀県 有限会社坂田園芸センター 3160002006539
レイズドベッドガーデン普及による３０歳代世帯新
規顧客獲得

4744 滋賀県 福永喜三郎商店 ー 真空包装機の導入によるギフト用販売強化事業

4745 滋賀県 ボディショップ髙岡 ー
営業時間延長と照明新設による夕方以降の整備
売上高増加事業

4746 滋賀県 料理店　かわせ ー
1人前から1000人前でも！寿司メーカーで多量注
文に対応

4747 滋賀県 AppleQueen ー
東近江地域初！エアーエクステサービス提供による
シェア拡大事業

4748 滋賀県 ホルモンチエちゃん ー
クラウドファンディングを活用した新商品開発と販
路開拓事業

4749 滋賀県 納屋孫 ー
門構えを一新！店舗ブランド力向上による販路開
拓

4750 滋賀県 安田包装 ー
製袋大ロット受注のための原材料品質管理向上
の取り組み

4751 滋賀県 株式会社細川 7160001016865
メンテナンス業務の内製化による販路開拓プロ
ジェクト

4752 滋賀県 株式会社デンタル・ルート 8160001020552 高品質歯科技工物の販路開拓事業

4753 滋賀県 鶴由 ー ご年配に優しい店舗づくりによる販路開拓事業

4754 滋賀県 中谷自動車工業株式会社 7160001020396
モータースのアウトソーシング「エーミングサポー
ト」の商品化

4755 滋賀県 株式会社One Style 4160001021538
店舗・ホームページ新設による新築・リフォーム事
業の販路開拓

4756 滋賀県 Burn　Freely ー
大型展示会出展によるオムニチャンネルアウトドア
専門店PR事業

4757 滋賀県 サガワ産業株式会社 8160001013382
新しい検査器開発に伴うホームページ作成と新価
値創造展出展事業

4758 滋賀県 大萱学習塾 ー
ホームページの製作、ポスティング等による入塾生
の確保・拡大

4759 滋賀県 サンキョービルド株式会社 1160001021185
空き家解体需要を狙ったホームページを活用した
新規開拓
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4760 滋賀県 小林設計 ー
高性能３DCADソフト導入による新規顧客開拓と
業務効率化事業

4761 滋賀県 松居農園株式会社 5160001010234
通年生産・出荷が可能な特殊苗木の生産による販
路開拓事業

4762 滋賀県 大西農機　株式会社 4160001008139 ホームページ作成による中古農機具の拡販

4763 滋賀県 株式会社　三幸 4160001011919 「株式会社三幸」知名度向上計画

4764 滋賀県 ギフトショップおうみ ー 新たなギフト展開への挑戦。

4765 滋賀県 杉浦ルーフ工業 ー
新規設備導入による屋根リフォーム工事の販路開
拓事業

4766 滋賀県 株式会社よこいファーム 3160001021571
新商品「ギフト用お米の食べ比べセット」の販路開
拓事業

4767 滋賀県 合同会社メモリーサポーター 5160003001636
優れたフロントページ等の作成とＰＰＣ広告等によ
る集客

4768 滋賀県 ケンズガレージ株式会社 9160001019511
クラシックカーの魅力と在庫状況をホームページで
全国に発信

4769 滋賀県 Sunworks ー オフローダー、SUVのカスタムの販路拡大PR事業

4770 滋賀県 ワイルドキッチン石窯パン工房 ー
自家製熟成パンの開発とブランド化による販路開
拓事業

4771 滋賀県 有限会社アメニティ北村 2160002014204
空撮技術と合わせたシミュレーション提案による販
路開拓事業

4772 滋賀県 ｆｏｒｅｔ ー
キミもみんなも“とびっきり”の笑顔に！卵アレル
ギー対応大作戦

4773 滋賀県 株式会社　中嶋総業 4160001011464
こだわりみかん販売を行い看板設置、店舗改修に
よる新規顧客開拓

4774 滋賀県 安田電設 ー 近隣の工業団地内工場への地道な販路開拓事業

4775 滋賀県 棚田ジャム ー より安心・安全なこだわり味噌の提供

4776 滋賀県 株式会社みずほ 4160001020985
下請けから元請けへ。お客様の思いを叶える注文
住宅の宣伝事業

4777 滋賀県 有限会社カワバタ電機 1160002006400 ＨＰの開設で認知度をアップ

4778 滋賀県 株式会社前田谿澗堂 4160001010235
地元密着シェア率拡大のための新工具導入による
販路開拓事業

4779 滋賀県 株式会社Good One 2160001020491
LED看板の設置による新規顧客への利用促進、集
客アップ

4780 滋賀県 株式会社総合滋賀 6160001010398
来店予約システム機能付きレスポンシブホーム
ページ製作

4781 滋賀県 マルジン加工 ー プレス機導入による新製品対応、販路拡大事業

4782 滋賀県 株式会社ＰＮＳ 8160001021278
ホームページ公開によるレッカーサービス等売上げ
アップ事業

4783 滋賀県 株式会社小杉自工 2160001009907
高齢ドライバーへ向けて総合診断・提案型メニュー
導入で販路開拓

4784 滋賀県 Tsuki　ecology ー
オリジナル新商品の製造販売とツキアカデミーによ
る全国展開

4785 滋賀県 金子精密 ー
３次元ＣＡＤシステム導入による新販路開拓と付加
価値の向上

4786 滋賀県 有限会社ツジノオート 6160002009704
設備導入による同業者からの車の空調修理受注
新事業の開始

4787 滋賀県 株式会社　浅井三姉妹の郷 8160001019264
新商品の開発及び新メニューによる売上利益の向
上
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4788 滋賀県 ワイガヤ本舗 ー タピオカを使った新メニューの開発とその販売PR

4789 滋賀県 Sense ー
リニューアル店舗のPRと子供に優しい店づくりで
新規顧客の獲得

4790 滋賀県 株式会社フロンティアメドテック 6160001021651
ユーザーニーズへの的確対応を迅速提供するため
のミニラボ開設

4791 滋賀県 ｗｗｗ．ｉｎｃ ー
ニューハコミドリ（仮称）のブランド化による新規顧
客獲得

4792 滋賀県 ミライキックス株式会社 7160001020470
観光土産ニーズに対応した新商品製造にともなう
設備導入計画

4793 滋賀県 チャーミング株式会社 8160001004217
自然派化粧品を求める顧客に訴求するTV通販に
よるブランド戦略

4794 滋賀県 マル井ふとん店 ー
地域で唯一の高級布団「メンテナンス」サービス販
路開拓事業

4795 滋賀県 石釜パンcafeつむぎ ー
快適で“映える”店舗づくりによる新規顧客獲得事
業

4796 滋賀県 有限会社北川農機 7160002009488
修理サービス拡大！新たなニーズへの対応からの
販路開拓事業

4797 滋賀県 瀧田石油店 ー 夜間営業時間の延長による売上拡大事業

4798 滋賀県 的羽工務店 ー
伝統技術を活かす設備導入による新規顧客獲得
事業

4799 滋賀県 スズカ繊維工業株式会社 2160001010501 撚糸業界最高品質の低ドラフトの開発と販路開拓

4800 滋賀県 KONA工房 ー 料理男子あつまれー

4801 滋賀県 アルヴィラ近江舞子 ー
多言語表示とスマホに対応するHPの改良で集客
UPを目指す！

4802 滋賀県 株式会社F・L・B 3160001019401
当社取扱ブランド認知度を飛躍的にアップさせる
ネット広告の展開

4803 滋賀県 シーバイシーレザー ー 自社ホームページのＰＲとギフト商品の開発

4804 滋賀県 井ノ口目立 ー
誰にも真似のできない目立をＰＲによる販路拡大
事業

4805 滋賀県 ごはんとおやつ　sou ー
子連れのママを対象とした飲食店の空間とメ
ニューのＰＲ事業

4806 滋賀県 ペット愛葬　ひまわり ー
パンフレット作成や広告で認知度を高めて、新規顧
客を獲得する

4807 滋賀県 株式会社住まいReホーム 4160001018609
建築用ソフト導入でボトルネックを解消した新事業
展開と販路拡大

4808 滋賀県 無添加パン工房グッテンマーマ ー
パンの出張販売で、多くの人に美味しい笑顔を届
けたい

4809 滋賀県 有限会社オートショップ樋口 2160002006358
新事業『廃車買取事業』拡大による差別化で地道
な販路開拓

4810 滋賀県 有限会社高野鉄工所 8160002012747 営業部門のない鉄工所の挑戦、主要製品ＰＲ事業

4811 滋賀県 株式会社兼房 2160002007224
創業132年宮大工の技術を活かした高品質木製
パレットをPR！

4812 滋賀県 いっぷく ー
繁殖管理システム確立によるBtoB事業への新規
参入

4813 滋賀県 水仙 ー 落語開催とトイレの洋式化で高齢団体客を獲得！

4814 滋賀県 株式会社近江堂 3160001017074
ディスプレイサイン(看板)設置による販路開拓事
業

4815 滋賀県 酒呑童子 ー
調理革命をもたらす調理器具導入で競合店に差
をつける！
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4816 滋賀県 有限会社魚兵 3160002005788 テーブル席導入で高齢者の客層強化事業

4817 滋賀県 たこ焼きたかちゃん ー
お客様り待ち時間を短縮でき皆が笑顔になれる販
路開拓事業

4818 滋賀県 川島織布株式会社 8160001011849 ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ２０２０への出展

4819 滋賀県 舟倉 ー
ビワイチ向けPRとトイレの洋式化でサイクリング客
を獲得！

4820 滋賀県 株式会社ジャストナウ 8160001006188
新規開校に伴う生徒集客のためのチラシの新聞
折込

4821 滋賀県 有限会社　エムズ 9160002005089
ホームページ、看板設置によるリサイクルパーツ販
売強化事業

4822 滋賀県 atelier kiki ー
ハーブ事業参入による新規顧客の獲得とリピー
ター増加

4823 滋賀県 高杉司法書士事務所 ー 相続・財産承継の無料相談会開催事業

4824 滋賀県 石井電気システム有限会社 1160002011202 デマンドコントローラーの認知度向上事業

4825 滋賀県 縁 ー
～全ての出会いに感謝～　ＨＰ・チラシ作成による情
報発信の強化

4826 滋賀県 COFFEE WORKS PLUS ー
新焙煎機稼動の環境整備と、オンリーワンのコー
ヒーの提供

4827 滋賀県 わんわんサロンきゃんでぃ ー
地域初の新サービス「犬の保育園」の開始による
新規顧客獲得

4828 滋賀県 Training Studio REGALO ー トレーニングコースの見直しと新規開拓事業

4829 滋賀県 株式会社高島オート 5160001019779
高圧高温洗浄機導入と洗車場新設による車検・修
理受注拡大事業

4830 滋賀県 丸菱製麺 ー
ホームページ、パンフレットを活用した商品ＰＲでの
販路開拓。

4831 滋賀県 オカスポーツ ー
スキー用具レンタルの個人対応開始による販路開
拓

4832 滋賀県 Ｃｈa  Ｌu-Ｌu ー
女性の笑顔で地域を明るく！～子育てママの顧客
獲得大作戦～

4833 滋賀県 麺屋松龍 ー
大型車両の駐車場確保とご当地ラーメンによる販
路拡大作戦

4834 滋賀県 有限会社丸駒 3160002008592
女性から支持される魅力ある店へ店舗改装による
新規顧客獲得事業

4835 滋賀県 有限会社北和住宅 2160002009237
看板設置によるプロモーション力向上および新規
顧客獲得事業

4836 滋賀県 大依美装 ー
プラスチック製品の抑制に向けた内装施工技術の
提供事業

4837 滋賀県 つかした建築 ー 高性能住宅と地域の大工工務店としの認知アップ

4838 滋賀県 有限会社魚作楼 5160002006297 葬儀需要による新たな販路開拓

4839 滋賀県 ひよこ屋 ー
障がい児・医療的ケア児介護用子ども服のECに
よる販路開拓事業

4840 滋賀県 酒正株式会社 2160002008189
肉正オリジナルメニュー表作成と広告宣伝による
販路拡大

4841 滋賀県 艙房 soubou craft ー ショールームの展開による販路開拓事業

4842 滋賀県 とりやきサントリ食堂 ー
「とりすき焼き」メニュー展開による宴会需要の新
規獲得

4843 滋賀県 総合金物タキカワ ー
当店の後継者が潜在顧客を掴む為に企画した店
舗改装等の総合戦略
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4844 滋賀県 有限会社　塩津海道魚助 9160002007606
オリジナル商品にふさわしい、パッケージ開発で販
路開拓。

4845 滋賀県 きものアシスト ー
富裕層向けに着物の販売・悉皆を提案するＢtoＣ
サイトの構築

4846 滋賀県 にしむら ー
玄関改装および新メニューコース開発による祝い
事需要の販路開拓

4847 滋賀県 有限会社　近江下田焼陶房 9160002005097
体験型観光ビジネス「見る、体験、楽しむ」で販路
拡大！

4848 滋賀県 株式会社　八幡屋 6160001011108
合宿向け連泊プランの取組と受け入れ態勢の整
備

4849 滋賀県 馳走屋　とみはら ー
「食材にこだわったお惣菜」の開発と販路開拓事
業

4850 滋賀県 でらほや ー 希少で新鮮なブランド鶏専門店としての訴求事業

4851 滋賀県 cogocoro ー
新店舗へ訪日外国人集客と団体、グループ体験工
房の実施

4852 滋賀県 株式会社Ｍ・Ｒ 8160002004802
ブルーカラー系職業男性へのカジュアル系スーツ
提案事業

4853 滋賀県 CLEAN ONE ー
新たな専門分野であるペット関連業種の顧客とそ
のノウハウの獲得

4854 滋賀県 有限会社　植田設備 7160002010173 リフオーム・オール電化事業の拡大

4855 滋賀県 田中設備設計 ー
施主・施工者・施設利用者が満足するQCD設計の
追求で顧客拡大

4856 滋賀県 CarStationナカムラ ー 若者を呼込む為の看板製作＆壁画作成

4857 滋賀県 木元製菓舗 ー
「湖北大豆餡」を使った「夏の名物商品」の開発お
よび販路開拓

4858 滋賀県 湖西商事株式会社 7160001011890 新たな高島のお土産お菓子の開発と高島の発信。

4859 滋賀県 Patisserie　Le　Creve ー
看板商品「近江米ロール」の贈答用販売促進及び
生産拡大事業

4860 滋賀県 増樹園 ー 個別展示会の実施による新規顧客獲得事業

4861 滋賀県 有限会社　見付屋 8160002007045
100年つづく「とうふ田楽」のアピールで観光客を
ゲット

4862 滋賀県 竹秋窯 ー
料理の美的価値を向上させる青磁彫文様食器の
販路と生産の拡大

4863 滋賀県 二兎醸造株式会社 6130001061080
ラバットハッチクラフトビアカフェのチラシとショップ
カード製作

4864 滋賀県 ケア・ライフ玲 ー
パンフレット作成で高齢者向けリフォーム事業を開
拓！！

4865 滋賀県 株式会社　アイビーロード 5160001000094
滋賀県大津市・草津市内での広告活動強化によ
る新規顧客開拓

4866 滋賀県 ひしかり会計事務所 ー
「ゲームで経営体験」の実施による新規顧客開拓
の取り組み

4867 滋賀県 Healing Yoga Salon Nana Mohala ー
地元情報誌への広告掲載及びチラシ配布で新規
顧客の販路開拓事業

4868 滋賀県 株式会社ルメルシエ 5160001004483
ラインとアイテムの拡大でターゲットを集客する実
店舗の増収計画

4869 滋賀県 合同会社アイン企画 4160003001240
広告宣伝による認知度向上と設備導入による受注
増の対応強化

4870 滋賀県 青地建装 ー
ライフクリエイト（生活創造）事業の開始による新
規顧客獲得

4871 滋賀県 株式会社みちこアソシエイツ 7160001021543
蔵で体験！日本初の陶器カップで日本酒・ワイン・
珈琲の飲み比べ
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4872 滋賀県 みらいく ー ピアノ教室にターゲットを特化した販促強化事業

4873 滋賀県 ヘアーズ☆ヒロ ー
当店オリジナルメニューの施術環境強化に伴う新
規顧客の獲得

4874 滋賀県 ＴＯＭＯＫＯ ＰＡＲＫ ー
パンフレット・広告によるバランスボール産後ケアの
普及事業

4875 滋賀県 有限会社高山塗装店 8160002006658
総合的に家の相談ができる建築塗装業の一般顧
客開拓

4876 滋賀県 Art　factory　夢現　mugen ー 情報発信力の強化、新製品の魅力を発信

4877 滋賀県 とんかつ　えふ ー
グループ客、ファミリー層等を取り込む。座敷スペー
スの拡大

4878 滋賀県 KJC株式会社 9160001018876
承継した自動車板金塗装整備業の認知度向上に
よる一般顧客開拓

4879 滋賀県 有限会社醤油屋喜代治商店 2160002006564
醤油製造事業、寿司事業のブランド統一によるシ
ナジー効果の発揮

4880 滋賀県 なべかま本舗ちゃらく ー
閑散期における新たな商品開発・提供による経営
安定化と安定雇用

4881 滋賀県 Ｐｅａｋ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ ー
高齢者の美容を手助け！安心・親切なお店作りで
集客アップ！

4882 滋賀県 七福堂製菓 ー
『滋賀県民の“愛されおやつ”』をＷＥＢサイトで全
国へ！

4883 滋賀県 廣田建設株式会社 4160001011472
ホームページ開設による、管路更生工事の販路開
拓及び人員確保

4884 滋賀県 日本料理　糀屋 ー
事業承継後の慶事利用の売上増加を狙った新た
な取り組み

4885 滋賀県 水口製餡株式会社 4160001005227
常温保存可能なあん製品の開発とSNSを活用し
たEC事業の展開

4886 滋賀県 株式会社エムケー 8160001005099
地域情報誌掲載で認知度向上と商談スペース改
装でイメージアップ

4887 滋賀県 株式会社チャレンジファーム 6160001020182
安全・安心・美味しい「弥平たまご」で湖南市名産
化

4888 滋賀県 粟津陶雅苑 ー
あなたの宝物を作りませんか？粟津陶雅苑 陶芸サ
ロン開校事業

4889 滋賀県 株式会社　和泉屋 2160001005261
若者向けにデザイン性の高いオンリーワンな作業
着の提案

4890 滋賀県 株式会社　カフカ 9160001018406
40代・50代の男性に向けた広報活動をして、販路
開拓

4891 滋賀県 手づくり工房みゆう ー
感謝の思いをケーキに託して！！ケーキのギフト利用
で売上拡大

4892 滋賀県 有限会社辻工務店 2160002008833
3代目 若年層へ売るブランディング　-時流を捉え
る情報発信-

4893 滋賀県 焼専　鶏丁 ー
種鶏料理専門店としての認知度向上と店舗改装
で顧客増加

4894 滋賀県 株式会社辻牧場 5160001006257
50代に対するWEB集客及び宅配商品のメリットア
ピール

4895 滋賀県 一福食堂 ー
積極的な情報発信と心地よい店舗づくりによる新
規顧客獲得事業

4896 滋賀県 SAKURAデザイン事務所 ー ＢtoＢからＢtoＣへシフト～黒子から白子への転換

4897 滋賀県 有限会社　奥村自動車工業所 4160002014227
会員制独自サービス情報発信による新規顧客獲
得作戦

4898 滋賀県 有限会社デンエイシャ 6160002012781
「あなたの家のおかかえ電器屋」認知度向上によ
る新規顧客獲得

4899 滋賀県 エープランズ ー
左官職人の技術を活かした「健康素材の家」販路
開拓事業
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4900 滋賀県 あけぽん亭 ー
新メニュー開発による未開拓層である女性客・団
体客層の獲得戦略

4901 滋賀県 カットメイク・コダマ ー
ベビーカーの下ろしやすい安心な駐車場の実現に
よる販路開拓事業

4902 滋賀県 株式会社丸由 7160001008747 ドローン活用現地調査による新規顧客開拓

4903 滋賀県 BPクリエイト ー 撮影機器の新規修理業の開始による販路開拓

4904 滋賀県 株式会社石金 3160001006449
石材店の新たな取り組み、ペット産業への販路開
拓事業

4905 滋賀県 株式会社松島フーズ 2160001015962
ホームページを活用した情報発信・販路開拓と新
商品開発事業

4906 滋賀県 有限会社HOPE 4160002004590
ドローン空撮による工事施工成果の「見える化」事
業

4907 滋賀県 珈恋coffee ー
焙煎機導入によるコーヒー豆の販売強化と生産性
向上

4908 滋賀県 東海モータース ー
事務所遮熱工事等による快適空間でユーザー向
け勉強会の開催

4909 滋賀県 長浜酒場　和来 ー 幅広い客層に対応した、「和モダン」の設えづくり！

4910 滋賀県 佐治タイル株式会社 7160001011916 新規顧客獲得のためのホームページ改修

4911 滋賀県 有限会社　おとわ屋 6120002050769
お土産用にぴったりな新商品開発で新規顧客層
の獲得

4912 滋賀県 辻モータース ー
スキャンツール導入で自動車の電子システム化へ
の対応

4913 滋賀県 近江麦酒株式会社 4160001020457
事業所向けキャンペーン用オリジナルクラフトビー
ルの製造販売

4914 滋賀県 オハイ整体院 ー
ウェブサイト刷新による若年層の新規患者獲得事
業

4915 滋賀県 合同会社アイボリー 1160003001549 新規事業創出代行事業のビジネスモデル確立

4916 滋賀県 くつろぎ処　和っこ ー
寿司を前面に押し出した高級店ＰＲによる接待利
用増加事業

4917 滋賀県 株式会社SKIP 1160001018891
新規店舗立ち上げに際してのイベント開催による
宣伝活動事業

4918 滋賀県 株式会社　きひろ 5160001020398 近江牛と天然湖魚プランによる事業の販路拡大

4919 滋賀県 北島酒造株式会社 4160001004856
訪日外国人観光客への本物の日本酒の魅力PR
事業

4920 滋賀県 アレンズ　ジャパン ー ジビエ専門製造販売事業の販路拡大

4921 滋賀県 もでな。 ー
地場産オリジナル商品で受入店舗に選ばれる移
動販売

4922 滋賀県 田川モータース ー
自動車「故障診断機」導入による安心・安全の提
供

4923 滋賀県 ノリー美容室 ー
視認性の高い看板設置による認知度・集客率アッ
プのPR事業

4924 滋賀県 株式会社　徳志満 9160001006286
至福のコースメニュー開発！「見て・食べて・楽し
む」

4925 滋賀県 なや善 ー 宴会用テ－ブルと椅子の導入による販路拡大事業

4926 滋賀県 森電設 ー
宅内電気配線のリフォーム工事のＰＲによる新規顧
客獲得事業

4927 滋賀県 三陽マシンテクノロジー株式会社 7160001018630 『古紙（オフィス古紙）再生装置の販路開拓』
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4928 滋賀県 diptych ー
40代・50代に対しグレイカラーの技術を周知し、
販路開拓

4929 滋賀県 山中石材 ー 新規顧客獲得とエンドユーザーの確保

4930 滋賀県 御馳　創家 ー
地域イベント出店で売上アップと店舗への誘客を
目指す

4931 滋賀県 My Style ー
当サロン認知度向上の為の営業ツール立ち上げ
で新規顧客開拓事業

4932 滋賀県 有限会社　田口石油 7160002005594
新規顧客獲得のためのオリジナルホームページ作
成と情報発信

4933 滋賀県 ＰＥＡＮＵＴＳ　art ー
看板デザインをＰＲ！ホームページ作成による販路
開拓事業

4934 滋賀県 株式会社　坂田墨珠堂 2160001003554
修理倫理の啓蒙および販路拡大のためのホーム
ページ充実化事業

4935 滋賀県 株式会社タカラ 2160001015640 焼肉タカラの店舗改修による販路開拓

4936 滋賀県 有限会社ササ薬局 2160002005145 地域の医薬品提供利便性向上化事業

4937 滋賀県 有限会社　裕花園 9160002010130
新たな公共工事受注獲得のための業務効率化事
業の実施

4938 滋賀県 ムーンフードジャパン ー
プレハブ冷凍庫の導入によるギフトセットの販路拡
大

4939 滋賀県 フローラル整体院 ー
新たな「ファンづくり」の販促活動で、事業承継へ
のステップ

4940 滋賀県 株式会社狩野重機工業 7160001007798
レスポンシブサイトへの改装によるインターネットで
の販路拡大

4941 滋賀県 ヘアーサロン山元 ー
弱酸性美容で健康美！「癒し」と「デトックス」で販
路拡大

4942 滋賀県 能美舎 ー
滋賀県の魅力を全国へ！！書籍販売における新規
販路開拓事業

4943 滋賀県 株式会社三徳 6160001007246
コーポレートサイト作成による信用度向上と拡販強
化事業

4944 滋賀県 山慶産業株式会社 7160001007575
販促用グッズの企画・提案型ＨＰ作成による販路
開拓事業

4945 滋賀県 有限会社ビジネスエイド 6160002005406 もしもし検定認知度UPによる顧客拡大事業

4946 滋賀県 ミッション&パッション ー
宣伝広報強化による認知度向上と新規顧客の獲
得

4947 滋賀県 株式会社　味廣 2160001020748
席数増設＆生肉販売スタートにより売上を拡大す
る事業

4948 滋賀県 株式会社グリーンコーポレーション 2160001018057
適正な機密文書処理の利便性と安全性の認知度
向上による販路開拓

4949 滋賀県 株式会社　湖北設計 7160001006627 湖北設計HPリニューアル事業

4950 滋賀県 合同会社　安美車’Ｓ 3160003001778 強みを打ち出したＨＰの製作で新規販路開拓事業

4951 滋賀県 株式会社油新 6160001009341 シニア世代向け介護リフォーム事業

4952 滋賀県 百匠屋 ー ひきわり機の導入による新商品の開発と販路開拓

4953 滋賀県 とりいち水口店 ー 入店率アップで売上拡大！集まれ鶏肉好きたち！

4954 滋賀県 株式会社ＲＹＵＳＥＩ 8160001018514 リフォーム工事を目玉とした販路開拓

4955 滋賀県 美冨久酒造株式会社 8160001005223
老舗蔵元でお酒も買えて、他の楽しみもある店拡
張事業
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4956 滋賀県 株式会社種新 9160001004942
滋賀羽二重餅で最高級の「あられ」開発で販路開
発‼

4957 滋賀県 たらいち邸 ー
コミュニティカフェ「たらいち」による新たな顧客創
出

4958 滋賀県 Puteri ー
インドエステ「カッピング」の周知による販路開拓
事業

4959 滋賀県 ふらんす料理　La　Libellule ー
作業効率化へ向けた厨房内工事で新規顧客獲得
へ勝負

4960 滋賀県 株式会社ジーザック 2160001012316
新サービスによる新聞読者への顧客満足度の向
上と新規顧客の獲得

4961 滋賀県 明山陶業株式会社 9160001005610
海外市場開拓を見据えた、３DCAD・CN切削機に
よる商品開発

4962 滋賀県 Santai137 ー 地域発！！リラグゼーションカフェの販路開拓事業

4963 滋賀県 株式会社カーマック 8160001016526
メンテナンス事業のサービス強化による新規顧客
の獲得

4964 滋賀県 ロンロヌマン ー
「安全」な店舗づくり、新メニュー開発で新顧客の
開拓

4965 滋賀県 株式会社岡春工務店 5160001006034
自社のホームページのリニューアルとモバイルペー
ジの作成

4966 滋賀県 旬菜　和さび ー
ランチタイム営業による、新しい客層へのアプロー
チで売上増強！

4967 滋賀県 株式会社　谷寛窯 2160001005559
工房ギャラリーへの新規誘客強化につながる案内
看板の整備

4968 滋賀県 Ｆａｉｂｌｅ　（フェーブル） ー
タンスに眠っている昔の指輪のリフォームを訴求す
る広告宣伝事業

4969 滋賀県 Bakery暦-COYOMI- ー
看板設置による新規顧客の集客と飲食スペースの
確保

4970 滋賀県 合同会社　桜日本 2160003001390
自社ブランドの子供用ジャングルジム解体工具の
開発と販路開拓

4971 滋賀県 エイクロス株式会社 9160001021517
利用登録者数拡大のための認知度、信用度向上
事業

4972 滋賀県 株式会社辻工務店 1160001015757
ホームページ公開による新事業(解体工事業)の販
路開拓事業

4973 滋賀県 魚安 ー
新規取り組み開始による顧客獲得のための宣伝
広告事業

4974 滋賀県 タキノベーカリー ー 素材を活かした商品作りで売上ＵＰ

4975 滋賀県 株式会社安藤製材所 2160001008017
ＳＮＳ連動型ＨＰ構築によるライフスタイル実現リ
フォームの提案

4976 滋賀県 こひろファーム ー
みんなが幸せ・笑顔になれる「いちご農園」で販路
拡大

4977 滋賀県 はなcafe ー
食の安全に拘るカフェが取り組む広報戦略及び業
務の効率化対策

4978 滋賀県 有限会社クリーンハウス 3160002000624
特殊製品の洗濯ニーズに対応する設備投資による
差別化戦略

4979 滋賀県 bond trust ー
リフォーム・リノベーションの積極的ＰＲによる新規
顧客獲得事業

4980 滋賀県 中野商店 ー 来客および売上増のための広告宣伝事業

4981 滋賀県 やすお陶房 ー
信楽焼の「色の魔術師」による新窯での新商品開
発

4982 滋賀県 イナムラスタジオ建築事務所 ー 人と環境にやさしい店舗で新規顧客獲得作戦

4983 滋賀県 セブンイレブン湖南三雲店 ー
地元のお客様から選ばれるコンビニエンスストア構
築事業
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4984 滋賀県 オー・ティ・テック ー 空き家利活用リフォームで空き家問題に挑戦！！

4985 滋賀県 有限会社　炎の味がま 7160002005693 ホームページのリニューアルによる販路拡大事業

4986 滋賀県 串かつ　武蔵 ー
国内外の観光客に喜んでもらえる店づくりで売り
上げ増加を図る

4987 滋賀県 山重製陶所 ー
売れ筋商品の増産システムを作り多品種小ロット
対応する

4988 滋賀県 OKIMONOKURASHI HAMAtoYAMA ー
新たな着物ニーズに対応した着付教室及び足袋
の販路開拓事業

4989 滋賀県 株式会社　輪 7160001017608
藏尾ポークを活かしたしゃぶしゃぶ店舗の開店によ
る純利益の向上

4990 滋賀県 有限会社　西村織布工場 5160002011438
高機能素材による液体精密濾過布の生産方式の
確立

4991 滋賀県 ALBA BODY CARE ー 看板設置による新規顧客取得力の向上

4992 滋賀県 株式会社　菱三陶園 2160001005583
商品管理の向上による販路開拓・利益向上のシス
テム作り

4993 滋賀県 株式会社　サポルト 6160002014456 情報発信の強化による子育て世代の獲得

4994 滋賀県 水口正文商店 ー
無農薬野菜を使用した乾燥加工食品の開発と販
路開拓事業

4995 滋賀県 株式会社共立 6160001003848
クーポン券のチラシ活用による販路拡大ネットワー
ク構築

4996 滋賀県 司法書士事務所　リガーレ ー ホームページ開設による販路拡大

4997 滋賀県 株式会社杢兵衛造船所 4160001001960
誰もが満足するバスフィッシング「癒しの空間」の
提供

4998 滋賀県 株式会社　松岡在宅リハサービス 9160001006385
機能訓練に特化したデイサービスが実施する新規
顧客獲得事業！

4999 滋賀県 日本料理きた川 ー
技と惜しみない手間で、平日でも人気美食家の集
まるお店に！

5000 滋賀県 es hair design ー 店舗のバリアフリー化による新規顧客開拓

5001 滋賀県 魚与 ー
椅子席対応可能数大幅増強によるお斎需要取り
込み体制の確立

5002 滋賀県 ＣＡＲ　ＦＩＥＬＤ　ＹＯＳＨＩＯＫＡ ー
高度診断機の導入による新規サービスの提供体
制確立

5003 滋賀県 有限会社　コスモ開発 6160002009092
ＨＰの新規作成による商圏内潜在顧客への広告宣
伝体制確立

5004 滋賀県 株式会社吉岡組 2160001020137
新規設備導入による社会課題関連新規サービス
の提供体制確立

5005 京都府 有限会社すずらん 3130002033981
食材の鮮度を向上して料理品質を更に高めること
による販路開拓

5006 京都府 チコマート ー
高齢者を対象とした新サービス開始による販路開
拓

5007 京都府 居酒屋　かわ田 ー
トイレ改修による顧客流失防止とお得プランによる
新規顧客獲得

5008 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 9130001037202 異物吸引ブラシの業務用市場への販路開拓

5009 京都府 四季彩の串揚げ新太 ー 峰山新地の風情と丹後地酒を活かした販路開拓

5010 京都府 堅木屋 ー
調理設備導入による料理提供の拡大と新プランに
よる顧客獲得事業

5011 京都府 時の宿まつだ ー
客室環境改善による宿評価向上と体験プラン広報
による集客力向上
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5012 京都府 岡田設計 ー
「満足できる家づくり」を周知して知名度を向上さ
せる販路開拓

5013 京都府 オオエデンキ ー
蓄電池を周知する内容にホームページをリニュー
アルする販路開拓

5014 京都府 ＭＯＲＩＮＯ ー
聴力測定室設置による補聴器が必要な顧客の掘
りおこし事業

5015 京都府 株式会社レンタリース丹後 9130001042937
販路拡大に繋がる「選ばれる企業」になる為の
ホームページ等制作

5016 京都府 民谷螺鈿株式会社 5130001052725
自社独自生地のパンフとＨＰを作り海外販路開拓
の本格的始動事業

5017 京都府 有限会社　齊藤 3130002033791
テーブル席を設置し顧客満足度を高めサービス向
上を図る事業

5018 京都府 癒し空間～LILAS～ ー
高単価メニュー導入による収益性アップと顧客満
足度の向上

5019 京都府 株式会社　友善 3130001042934
クレームの発生に先回りしイメージアップを図り販
路開拓に繋げる

5020 京都府 レザークラフトシーレム ー
専用設備で新価値を見出し強みを生かした事業
活動で新規顧客獲得

5021 京都府 株式会社丹後岩木ファーム 9130001043159
米焼酎専用のパッケージ開発による高級品・贈答
品マーケット拡大

5022 京都府 松利 ー
高齢者顧客の要望にマッチした検査装置の導入に
よる顧客獲得事業

5023 京都府 羽衣荘 ー
真空包装器購入による業務効率化と食品廃棄削
減事業

5024 京都府 株式会社ウエディングページ 9130001057209 集客力向上とプライバシーを兼ねた店舗への改装

5025 京都府 山野農園 ー
看板の設置による弊園及び「まいこ金時」のブラン
ド発信！第一弾

5026 京都府 焼肉金竜 ー
ご家庭で当店の味を！お持ち帰り商品で新たな販
路開拓

5027 京都府 株式会社 松鶴 4130001043097
顧客ニーズに応えた施設整備の実施と強みを活
かした販路開拓事業

5028 京都府 株式会社吉岡製作所 9130001055518
「強み」が発揮できる器具で新価値を提供し販路
開拓に繋げる事業

5029 京都府 株式会社キャンバスホーム 3130001055911
オリジナル体験型ショールーム新設における新規
顧客の発掘事業

5030 京都府 京北測量 ー
現場作業スピード化による新規顧客開拓の為の新
システム導入事業

5031 京都府 和茶園 ー 和茶園のお茶海外展開事業

5032 京都府 理容ヤスイ ー
メンズに特化した企画の展開による新規顧客の獲
得

5033 京都府 東石油店 ー
建設工事の売上向上のための設備強化とリフォー
ム・設備工事広告

5034 京都府 (有)中尾園茶舗 4130002029707
「お客様が快適に過ごしていただけるお店」作りの
確立事業

5035 京都府 株式会社京味食品 7130001048762
ホテルや飲食店からのニーズに対応した新商品提
供による販路開拓

5036 京都府 翠鳳 ー
消える看板から消えない看板へ！来客数120％を
目指して

5037 京都府 万一 ー
高齢者に対応した設備導入と宴会プランの明瞭化
による売上拡大

5038 京都府 石堂ふとん店 ー
商品サンプルを用いた新たな販売方法の実践と営
業方法の工夫

5039 京都府 美容室ラクシア ー
トリートメントメニューの充実とダメージ軽減による
サービス向上
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5040 京都府 株式会社千翔 2130001043025
焼肉専門店から肉割烹店へ変更を行い新たなお
客様の獲得を目指す

5041 京都府 舟屋の宿あうら ー
舟屋の宿キャッシュレス決済・推進によるインバウン
ド対応事業

5042 京都府 有限会社イーダブルシステム 6130002030043
簡易データ分析ツールの開発による触覚センサの
販路開拓

5043 京都府 浜乃屋 ー
アクティブシニア向け！体験プランの販路拡大と
テーブル席の導入

5044 京都府 西田製凾株式会社 2130001033562 オリジナル災害対策用品（３商品）の販路開拓

5045 京都府 HIROSE　MOTORS ー
スキャンツール導入による短納期化と付加サービ
スによる販路開拓

5046 京都府 株式会社タミヤ 9130001038778
体験型販売によるお茶の新しい販売方法による新
規顧客開拓

5047 京都府 来来亭 京丹後店 ー
夜間店内照明の切替えによるプチ飲み需要の獲
得

5048 京都府 株式会社アイフル 3130001040616 空き家問題解消の検索作戦

5049 京都府 株式会社ヤスイ 4130001061322
くつろぎと癒しの空間を全ての皆様へご提供プロ
ジェクト！！

5050 京都府 ストライプワン ー
集客コンサルタント・レンタル事業の開始に伴う広
報ツールの作成

5051 京都府 宿居　三養荘 ー
サイクリストの拠点作りと新規顧客獲得に向けた
サービス改善事業

5052 京都府 京料理 魚又 ー
京の料理店の味を真空包装化し、ＥＣ事業開始に
よる新規顧客開拓

5053 京都府 お食事処　ゆきや ー
新メニューの開発と店の認知度向上による売上
アップ事業

5054 京都府 東洋鍼灸とぉとぅみ ー
はじめての鍼灸 ＆ ＬＩＮＥ＠友だち割り引きキャン
ペーン

5055 京都府 D-matcha株式会社 6130001057715
抹茶チョコレート/クッキーの包材の新規「型」開発
事業

5056 京都府 土之素 ー
土壌分析機器を運用した土づくりノウハウの提供
と販路拡大

5057 京都府 株式会社アーサ 3130001061348
ホームページリニューアルによる新規顧客拡大事
業

5058 京都府 ぴあ美容室 ー
頭髪に悩む高齢女性客に、ミスト付美容器を利用
した販促を行う

5059 京都府 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社 5130003002645 日本茶好きの外国人体型に合った作務衣の開発

5060 京都府 Ｉ’ｓ株式会社 4130001044525
ＩＴを活用した保険専門家集団としての代理店ブラ
ンドの確立

5061 京都府 七彩の風　浜の路　臨江庵 ー
離れ棟の環境整備による顧客満足度向上と広報
活動による販路拡大

5062 京都府 居合ブルーベリー園 ー
体験農園整備による付加価値向上利益率アップと
新規顧客開拓事業

5063 京都府 Hair Resort Lipe ー
手軽に出来るオートネイルでトータルビューティーを
目指す

5064 京都府 高橋織物 ー
店舗イメージ・顧客満足度向上で売上拡大を目指
す駐車場整備事業

5065 京都府 株式会社一色テキスタイル 1130001040733
丹後ちりめん雑貨のＯＥＭ受注のための企業サイト
リニューアル

5066 京都府 株式会社白石バイオマス 3130001043131 米糠を配合した機能性ポリ袋の販路拡大事業

5067 京都府 チョコシナ ー
「ランチ難民を救え！テイクアウト商品とドリンクの
充実化」事業
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5068 京都府 京奈石油株式会社 5130001036653 「プロ洗車」の体制構築と広報手段の確立事業

5069 京都府 広秀商店 ー
顧客満足度をより高め販路拡大に繋げる麺品質
向上取組強化事業

5070 京都府 藤本林業 ー
林業家の技術を伝える！自分で作製「Free 薪」事
業開始

5071 京都府 株式会社 柳本金物 3130001037868 説明商品　機械工具を活用した新規顧客開拓

5072 京都府 ガレージ大西 ー
パーツなどをネットで買われたお客様の取付代行
にて新規顧客獲得

5073 京都府 和田建築工房 ー
強みをPRで信頼度アップ！知名度向上による新規
顧客獲得事業

5074 京都府 １PLUS株式会社 5130000105006
低価格、短納期、高精度をアピールする為の会社
案内とHPの作成

5075 京都府 株式会社能見工務店 4130001053749
「手刻みで建てる木組みの家づくり」としてのブラ
ンド発信事業

5076 京都府 CruXpark ー
アート作品で新商品を開発し、アート商品を広める
事業

5077 京都府 ベルサロン　マリモ ー
高齢者や子供が立ち寄れる惣菜と軽食の店「ほっ
こりカフェ」開設

5078 京都府 クライミングジム　ルカ・ラ・ガーム ー
流行に左右されないレベルアップできるクライミン
グジム確立事業

5079 京都府 有限会社　上古モータース 9130002033951
顧客から要望の多いトイレ改修を行い満足度向
上、顧客固定化事業

5080 京都府 宮忠造園 ー
新規顧客獲得、顧客満足度向上に向けた商談ス
ペースの確保

5081 京都府 米農家城下 ー
お米のインターネット通販市場へ進出による直接
販売の売上増加

5082 京都府 カー倶楽部シープモンキーズ ー
自動車展示場の新設による新たなお客様の獲得
事業

5083 京都府 三河自動車 ー
地域になくてはならない「くるま屋」の新規顧客獲
得事業

5084 京都府 だいまるしょうゆ ー
地産食材を使用したブランド醤油の生産体制強化
による販路開拓

5085 京都府 株式会社キョウシャー 9130001034026
新規顧客開拓・需要創出に向けたホームページ再
構築

5086 京都府 レインボー体操ランド ー
「安全・安心」の環境整備による顧客満足度の向
上と客数アップ

5087 京都府 御宿矢吉 ー
トイレのリニューアルによる顧客満足度及び施設イ
メージ向上事業

5088 京都府 株式会社リドライブ 6130001059918
店舗のイメージアップと新規顧客との信頼関係構
築による販路開拓

5089 京都府 株式会社　上山工務店 6130001056551
お客様との空間づくりの為の事務所改修工事、新
商圏拡大事業

5090 京都府 有限会社　布安商店 9130002028373
海なし街の老舗さかな屋から広げる魚食習慣増進
の取組

5091 京都府 あだち工務店 ー
ドローンを活用した家屋診断サービス導入による
新規顧客獲得事業

5092 京都府 株式会社fatマネジメント 6130001054076 新たなキャンピング事業の実施による事業拡大

5093 京都府 hairDesign lamp ー 女性と足腰が弱い方をターゲットとした販路開拓

5094 京都府 与謝娘酒造合名会社 1130003002764
日本酒を造ってみませんか？酒蔵体験で与謝野町
へようこそ！

5095 京都府 フローレスタ ー
自然と音楽を融合させたカフェで、売上向上を図
る
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5096 京都府 一方堂 ー
和スイーツを意識した餅商品の新規開発及び販売
事業

5097 京都府 Puut Cocous ー 新ブランドの立ち上げによる販路拡大と売上向上

5098 京都府 あらやま接骨院 ー
認知度向上大作戦！予防医療の専門家としてブラ
ンド確立－第１弾

5099 京都府 レストこのしろ ー
店舗内の空き部屋を活用したターゲット顧客獲得
作戦！

5100 京都府 アーツプラザ株式会社 3130001037026
ＨＰ活用による観光喫茶店“大佛汽茶”を起点とし
た周遊周知事業

5101 京都府 株式会社　安栄機業場 2130001042927
ギフトショー出展による、ちりめん細工用生地の新
規販路開拓事業

5102 京都府 株式会社岩井工務店 8130001036592
民間工事受注増加のための営業活動とホーム
ページによる販路開拓

5103 京都府 株式会社　木村工務店 1130001009183 ホームページを活用した、新規顧客の開拓

5104 京都府 カットスペースサンクチュアリ ー 『女性に優しい理容室』確立事業

5105 京都府 長岡銘竹株式会社 9130001030322
「竹を身近に取り入れられる商品の開発」による新
規顧客獲得事業

5106 京都府 個別英数学院 ー
オンライン英会話システムによる新コースの開設及
び外部集客開始

5107 京都府 株式会社山翠園 8130001042772
高級エクステリア市場開拓に向けたウォークスルー
提案の開始

5108 京都府 安井源太芸術研究所 ー
工程内製化と美術・造形教室開講のためのロスト
ワックス設備導入

5109 京都府 greentail ー
大自然の中で自由にキャンプを楽しむ犬専用キャ
ンプ場の整備

5110 京都府 株式会社サーチライト 9130001060856 SPARKY新型車発売のための広報活動

5111 京都府 有限会社京都業務食品 3130002023009
ソース専門洋食屋のメニュー展開と物販による集
客力強化事業

5112 京都府 有限会社和風レストランけいほく 1130002023010
京北の里山を五感で感じられるレストランをＰＲす
るサイトの作成

5113 京都府 株式会社　京北木こりヴィレッジ 2130001062413
京北の自然を親子で体感できる4輪クワッドバ
ギーツアー集客事業

5114 京都府 株式会社設計京北 1130001026063
森林の地形と境界を明確化するスピード測量
（GPS測量）のPR

5115 京都府 有限会社八額亭 9130002033027
売上拡大のため店舗リニューアルと営業強化によ
る販路開拓

5116 大阪府 UETANI SHOTEN ー 広告宣伝強化による新規顧客獲得事業

5117 大阪府 Freate ー
新しいショップ出店でのネットショップページ制作に
よる販路開拓

5118 大阪府 酒膳　えん ー
三世代のお客様に対応できるバリアフリーな店舗
作り

5119 大阪府 株式会社Beauty Factory ANHY 8122001032713
高品質・低価格のベビー用オーガニックコットン服
をＷＥＢで宣伝

5120 大阪府 株式会社　田中ぶどう園 3120101049533
農家の視察を中心とした国内外観光客の集客に
よる販路拡大

5121 大阪府 株式会社H２O 8120101052061
キャラクターグッズ制作の売上拡大と内製化の取
組み

5122 大阪府 メンズヘアーアート佳 ー
脱ヒゲそり生活～メンズエステ脱毛システム導入に
よる販路拡大

5123 大阪府 株式会社金剛特殊釘製作所 9120101033639
ＩＴシステム導入に伴う極小サイズ釘受注拡大によ
る新規販路開拓
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5124 大阪府 株式会社　ヘアーズ　アッシュ 6120101056304
地域特性に沿ったサービスの充実による売上の拡
大

5125 大阪府 南花台田辺整骨院 ー
新たなアプローチによって外反母趾を改善する取
り組み

5126 大阪府 Jyss 　tale ー
写真撮影会開催による「見せる施術」による満足
向上と口コミ増加

5127 大阪府 カサイ美容室 ー
薄毛の悩み解決、おしゃれ心復活へ！母娘で紡ぐ
髪物語

5128 大阪府 　株式会社　笹部 8120901035348
レトロカーの魅力を伝える修理工場の新たな顧客
獲得の取組み

5129 大阪府 窓ガラスフィルム施工　快空 ー
安心・安全・快適を提供する窓ガラスフィルム施工
の販路開拓事業

5130 大阪府 株式会社インディゴ 9120901033573
撮影機材の導入で映像制作のハイクオリティ＆
ローコストを実現

5131 大阪府 神愛グループ株式会社 9120901014128
高齢者社会・人材不足を解決する運転代行×派遣
事業販路拡大

5132 大阪府 古川皓一バイオリン工房 ー
バイオリン職人と演者の技が融合するレッスン室設
置による販促

5133 大阪府 有限会社ビーダッシュ 8120902014193
中小零細の美容室を活かす地域密着型ポータル
サイト

5134 大阪府 株式会社四宮測量事務所 4120901015163
測量業界の働き方改革推進による地域新築サ
ポートと地域雇用創出

5135 大阪府 KOKO整骨院 ー 難治性慢性疾患の治療施術事業

5136 大阪府 土肥家具工芸 ー
SNS接点と展示会の実接点連動による新規顧客
確保

5137 大阪府 みつばち農園 ー
自社のブランド化と顧客の固定化を図る為のウェ
ブサイト制作

5138 大阪府 東商店 ー
養蜂家が自ら運営する直売所の改装による売上
向上計画

5139 大阪府 株式会社　ヤマサもみ企画 9120101031312
写真撮影会開催による和紙帽子をSNS利用者の
知人に口コミ増加

5140 大阪府 株式会社矢野材木店 1120101055871 加工の出来る材木店のPR及び販路開拓

5141 大阪府 株式会社ひらき屋 1120101035626
店内照明とメニュー変更でインスタ映えと収益向
上を図る計画

5142 大阪府 にっこう ー
地域仏像楠NANの写真撮影会による顧客SNS掲
載イベント開催

5143 大阪府 ステンドグラス工房　月あかり ー
創作する楽しさを伝える、地域初のステンドグラス
教室の開業

5144 大阪府 株式会社　辻本工務店 6120901012423
一般顧客に向けた営業活動及び施工効率の向
上！

5145 大阪府 ブレスアンドグリーン ー 「島本の台風被害木の木材利用と販路開拓事業」

5146 大阪府 株式会社友永工務店 3120901012426
ホームページ開設による元請工事受注増のための
取組

5147 大阪府 ピース鍼灸接骨院 ー
地域発のホワイトニングサービス導入による女性
顧客開拓事業

5148 大阪府 CoCo BAKERY　水無瀬店 ー 店舗PRのためのチラシ作成と配布

5149 大阪府 鳥あそび ー 食事メインのファミリー向け焼鳥居酒屋店へ

5150 大阪府 夢笑喜 ー
名水と大阪もんで作るポン菓子による地域活性販
路開拓事業

5151 大阪府 Gostar-sanso株式会社 1120901041402
インド人経営者が紹介するインド産品や事業販促
活動
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5152 大阪府 株式会社中央エンジニアリング 9120101047969
Web及びITを活用した大型金属加工技術の発信
と販路拡大

5153 大阪府 株式会社テクノブレイン 3120101052553 ファブレス製造力の訴求向上による販路拡大計画

5154 大阪府 みちくさライフデザイン ー
地域交流拠点型レンタルスペースで多世代をター
ゲットに販路開拓

5155 大阪府 kiguchi Hair&Relaxation Salon ー 新メニューで単価アップのための設備などの改装

5156 大阪府 SETSUWA　Resort ー
安全指導員が揃う海の家つくり！海岸・海上を安全
パトロール！

5157 大阪府 有限会社THRIVE 1120102019363 WEB広告によるLP制作サービスの販売促進事業

5158 大阪府 株式会社アスライトハウジング 3120101035632
HP刷新・充実を通じた新商品と施工実績訴求に
よる販路拡大

5159 大阪府 プレイフルワークス ー
チラシやHPによる親子のものづくり体験教室の販
売力強化事業

5160 大阪府 藤井農園 ー ブランド強化による販売単価の向上

5161 大阪府 mokuro ー 家具製作販売事業の拡大

5162 大阪府 株式会社イート＆リブ 8120101059387
創業25年、中華料理店の若返り。家族客を取り込
むWEB戦略

5163 大阪府 おしゃれサロンアート ー 高齢者が気持ちよく来店しやすいお店づくり

5164 大阪府 クリックカンパニィ ー
レーザー加工機導入による商品開発と販路開拓に
よる売上増加

5165 大阪府 株式会社中瀬古工務店 4120101054152
天然無垢木材を使用したオーダーメイド住宅によ
る新サービス事業

5166 大阪府 ameno-design ー
企業向けデザイン作成事業の訴求に向けた、HP
等販促活動の強化

5167 大阪府 株式会社中嶋工務店 2120101026657 一目でわかる会社の顔となる看板作成

5168 大阪府 株式会社ＭＫアドバンス 4120101049524 膝の施術を主軸とした完全自費施術への移行

5169 大阪府 ミドリス ー
効果的に情報発信するＨＰを作成し新規販路と海
外市場を開拓する

5170 大阪府 株式会社パティスリーモリタ 8122001028678
働き方改革に伴うクッキー成型機がもてなす労働
時間の短縮

5171 大阪府 合同会社SARAH 7122003001015
ピラティス専用下着の開発による販路拡大と認知
度アップ

5172 大阪府 ビルドホーム ー
住宅建築事業における作業効率化、提案力強化
による販路拡大

5173 大阪府 株式会社　アフ 5120101053855
生きがいと社会の必要性を提供する二次介護施
設「きずな」

5174 大阪府 株式会社　ウエノ 1120101043975 UENOブランドによる販路開拓事業

5175 大阪府 合同会社エンカレッジライフ 4120003014386
古民家ゲストハウス改装による里山宿泊体験事業
の拡充

5176 大阪府 株式会社シンライテック 5120901040383 住まい片付けのワンストップサービスの提供

5177 大阪府 依田　直樹 ー
純国産の業務用鋏を無店舗訪問型で販売する新
規事業計画

5178 大阪府 営業本部パートナーズ有限会社 6170002008523
３重ガーゼ泉州タオルの販路開拓と地域活性化の
取組

5179 兵庫県 whith ー
新プロモーションでエイジングケアをアピールして
新規客増加
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5180 兵庫県 柴田水産 ー 知名度不足解消による観光客誘引と販路開拓

5181 兵庫県 株式会社井上家具センター 3140001039244
日本のモノづくりの技術を活かした新ブランドの立
ち上げ

5182 兵庫県 つなぐキッチン ー
こどもの自立を促し、子育てが楽になる！オンライン
レッスン導入

5183 兵庫県 Litakara株式会社 2140001112753
店舗改装し、着用イメージをSNSに発信するSNS
促進事業

5184 兵庫県 むらた整体院 ー
大判チラシ配布による稼働カルテ枚数増加（新規
顧客獲得）計画

5185 兵庫県 カー　プロデュース　エムズ ー
見えないところも見える化　安心安全の中古車の
販売促進事業

5186 兵庫県 株式会社INTERPLAY 7140001111156
三越伊勢丹での試着即売会開催とコラボレーショ
ン商品の開発事業

5187 兵庫県 株式会社mapB 4140001108650
コワーキングスペース新顧客獲得と新サービスの
プロモーション

5188 兵庫県 株式会社アルタレーナ 4140001082581
オフィス街における「キャッシュレスコーヒースタン
ド」事業

5189 兵庫県 株式会社インテリアR 2140001107976
日本中の住まい・オフィスを整理収納で快適にする
ためのHP作成

5190 兵庫県 株式会社シックス 1120001130155 みんなのタイムトライアル事業

5191 兵庫県 AUTO　PARTS ー 新規個人ユーザー顧客開拓事業

5192 兵庫県 瓜原ミシン商会 ー 来店客数・固定顧客の拡大による収益増強事業。

5193 兵庫県 合同会社T&Lコミュニケーションズ 4140003008650 中国富裕層に対する、日本製品の販売促進活動

5194 兵庫県 大路整骨院 ー 店舗の視認性向上による来店客数の増加計画

5195 兵庫県 幻菓苑 遊季 ー
顧客ニーズに対応した「わらびもち」の通年販売
事業

5196 兵庫県 だるま ー
顧客満足度の向上と地域への訴求効果による収
益拡大事業

5197 兵庫県 兵神化学 ー
日本製天然ゴムビーチサンダルの復活とPRによる
販路開拓事業

5198 兵庫県 MSR合同会社 3140003011176 新製品開発による新規顧客獲得計画

5199 兵庫県 カフェ山の駅 ー
新規客獲得に繋げるサービス・広報戦略による集
客力アップ事業

5200 兵庫県 有限会社四国レジャー企画 2480002011185
こだわり生産者の顔が見えるホームページ作成事
業

5201 兵庫県 有限会社河西ふとん店 1140002046290
木綿布団の製造（打ち直し・仕立て直し）の販路開
拓計画

5202 兵庫県 有限会社佐用ホンダ販売 5140002032964
店舗看板設置と商談コーナーの改善で新規来店
顧客を増やす

5203 兵庫県 丸福化成株式会社 8140001063297
自社商品のネット販売による個人顧客開拓と下請
け体質からの脱却

5204 兵庫県 AOBAPOTTERY ー 店舗の改装＆ギャラリー常設により販路拡大!!

5205 兵庫県 タカタビジネスサービス ー
知名度向上によるパソコン難民の新規集客及び
売上向上計画

5206 兵庫県 ＫＣ ー 自社ブランド製品の商品化による収益拡大事業

5207 兵庫県 もず建築設計工房 ー
イベント出店と展示における革アクセサリーで佐用
町活性化

186/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

5208 兵庫県 有限会社籠長本店 6140002047986 ネット決済と看板一新による広報の充実

5209 兵庫県 株式会社山尾工作所 4140001035622
HP制作、絞り展開ソフト導入による短納期等によ
る販路拡大計画

5210 兵庫県 株式会社たつのアグリ 9140001092279
新商品の知名度アップと広報充実による売上増加
計画

5211 兵庫県 有限会社岡田工務店 1140002034898
古民家購入者・オーナーの知名度を高めるＰＲ事
業

5212 兵庫県 アサヤン企画 ー
新事業『アサヤン企画』ホームページのデザイン改
善とSEO対策

5213 兵庫県 株式会社梵天 4140001087218 レトルトカレー開発による販路拡大計画

5214 兵庫県 かっちゃんラーメンＳＰ ー
豊富なメニュー数を活かした「ラーメン女子開拓計
画」

5215 兵庫県 ライフ・カイロプラクティックラボ ー
施術ベッドの満足度を上げ女性ターゲット層拡大
による販路開拓

5216 兵庫県 LABO Cocolo ー 心理学資格取得講座の販売・販路開拓

5217 兵庫県 倉垣鈑金工業所 ー 個人のお客様に弊社の知名度を高めるＰＲ事業

5218 兵庫県 丹波路ブルワリー ー
商品品質の安定化のための製造環境整備と販売
方法の見直し

5219 兵庫県 Cielo azul ー 施設訪問型介護エステケア『整容サービス事業』

5220 兵庫県 味光 ー
真空包装機導入による新たな事業展開と販路開
拓事業

5221 兵庫県 割鮮　Ｎａｍｐｕ　もとき ー
新たなコースメニュー開発による潜在顧客の掘り
起こし事業

5222 兵庫県 アートジャム ー 大規模展示会出展による新規顧客獲得計画

5223 兵庫県 株式会社塩山工務店 5140001066419
地域環境に適した住宅建築工法の啓蒙と他市か
らの移住促進事業

5224 兵庫県 手作りケーキのお店アリス ー
地元顧客掘り起こしのための広報による販路開拓
と販売促進事業

5225 兵庫県 司フーズ・システム株式会社 9140001066398
特許技術氷結熟成でお肉も事業も旨み倍増！新ブ
ランドの販路開拓

5226 兵庫県 B.Hプランニング ー ネットショップ出店（ヤフーショップ）での販路拡大

5227 兵庫県 汐騒の宿　民宿つかさ ー
新プラン香住ガニ会席フルコースとキス場のノドの
販売促進

5228 兵庫県 トラストコミュニケーションJUNO ー
学習指導要領改訂に伴う小学生のための話し方
教室の情報発信

5229 兵庫県 etalagiste ー “デコレーター”の周知と業種別ニーズの調査

5230 兵庫県 高瀬製作所株式会社 3140001075000
会社案内とＬＥＤ照明設備を導入し販路開拓と生
産性向上に活かす

5231 兵庫県 イガキフォトスタジオ ー
ＷEBコンテンツを一元化したホームページ新設と
チラシ折込事業

5232 兵庫県 エヌケーフーズ ー
新鮮でくさみのないジビエ料理のPRと店内が分か
る店づくり

5233 兵庫県 Office Powder ー 「新規取引先」の獲得計画

5234 兵庫県 オリジン ー
地域一番の美容院を目指した新事業展開に伴う
広報事業

5235 兵庫県 株式会社ＴｕｎａｇＤｅｓｉｇｎ 5140001105853
障害者の就労と企業の雇用を繋ぐマッチングサー
ビスの開発
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5236 兵庫県 有限会社鮮魚てらかわ 3140002046215
飲食スペースの新設・ライブキッチンによる客数・
販売数向上計画

5237 兵庫県 株式会社おいたて工務店 2140001041977
新たなターゲット設定に合わせた営業体制の整備
事業

5238 兵庫県 株式会社はせがわ工業 5140001106703
解体工事の受注拡大における作業効率、顧客満
足度向上の取組

5239 兵庫県 株式会社上田工務店 9140001079771
日本の伝統技法による天然無垢素材の家のＰＲ、
技術継承事業

5240 兵庫県 和み工房 ー
丹波篠山川北黒大豆を使ったご当地プリンの開発
と販売サイト制作

5241 兵庫県 辰己ほてい堂 ー
新商品開発と生産性向上取組による老舗和菓子
店初の販路開拓事業

5242 兵庫県 有限会社出石山下 7140002046483
外国人観光客や年配層が利用しやすい環境づくり
で売上拡大事業

5243 兵庫県 宮木電機株式会社 9140001063643
ホームページと販促パンフレットで作り上げる頑強
な経営体質

5244 兵庫県 津里農園 ー
地産地消の販売ルート開拓への挑戦　生産農園の
販路開拓事業

5245 兵庫県 焼き鳥　和　KAZU ー
女子会コースの導入とPRによる女性客の来店アッ
プ戦略

5246 兵庫県 咲咲 ー
昼間の店舗の視認性を高め、新たな客層を取り込
む看板等設置事業

5247 兵庫県 ひろせはりきゅう院 ー マタニティ鍼灸メニュー新設による集患

5248 兵庫県 こはれ農園 ー
直売所の移転リニューアルと桃の付加価値向上に
よる販売促進計画

5249 兵庫県 メグミルク・白バラ牛乳佐用販売所 ー
人気パン屋さんとのコラボレーションにより宅配
サービスの充実

5250 兵庫県 有限会社肉のよしおか 3140002069554
外国語対応HP、ECサイト開設による新規島外顧
客の開拓事業

5251 兵庫県 寳來堂 ー
四季折々の果実をつかったフルーツ大福の通年販
売強化事業

5252 兵庫県 武内製麺株式会社 8140001106873
健康志向顧客開拓のための自動決済可能製麺販
売サイト制作

5253 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450
全国でも稀有な「食中長期熟成純米酒」の販促
ツール作成事業

5254 兵庫県 有限会社石井精肉店 6140002051674
商品開発に伴うポスティングチラシとDMによる販
路開拓

5255 兵庫県 株式会社MIKU 6140001040678
昆虫用容器のハスクチップ取出装置導入による販
路拡大計画

5256 兵庫県 有限会社六甲味噌製造所 9140002000934 地元の人にも愛される店舗販売への飛躍

5257 兵庫県 いえしまコンシェルジュ合同会社 3140003009708
訪れた人を楽しませる、島内唯一のカフェとしての
魅力アップ事業

5258 兵庫県 高谷工務店 ー
「はだしの家」こだわり住宅の販売促進強化による
新規顧客の獲得

5259 兵庫県 株式会社ヤマイ 8140001075152
ホームページの新設ＰＲによる既存および新規顧
客の受注獲得計画

5260 兵庫県 MENS　HAIR　ONCE ー
モイスチャーケアミスト導入によるスキャルプヘッド
スパの上質化

5261 兵庫県 高浜商会 ー IT化による新規顧客の開拓及び業務の効率化

5262 兵庫県 Bikers Cafe circolo ー
愛犬と楽しむ新アクティビティ　レンタルドッグトレー
ラー事業

5263 兵庫県 株式会社エジソン 7140001034596
リフォーム事業における若年層の新規開拓のため
の販促活動
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5264 兵庫県 株式会社こうのとり不動産 9140001100058
地域密着型リフォームサイト作成による収益拡大事
業

5265 兵庫県 小川石材店 ー 『造る』から『守る』地方から放棄墓地を未然防止

5266 兵庫県 個別指導のＡＣＥ ー
新規顧客と高卒認定・通信制サポートコース顧客
の獲得

5267 兵庫県 有限会社さだ助 4140002046395
ＳＵＰによる体験スポットの新設とプラン立ち上げに
よる集客ＵＰ

5268 兵庫県 Yama-Dream株式会社 3140001077590
クラフトビール専用移動販売車による顧客獲得の
為のＰＲ事業

5269 兵庫県 神戸オートオークション株式会社 8140001014564
会員向け電気自動車及び電動バイク拡販支援事
業

5270 兵庫県 株式会社ホズミ 9140001085761
インバウンド需要を取り込み年間の客室稼働率UP
を目指す

5271 兵庫県 有限会社平崎会計事務所 4140002037601
先見経営サポート未来会計サービスによる新規顧
客獲得計画

5272 兵庫県 株式会社グリーンファーム 8140001083262
衛生管理の向上・ネット予約システム導入による販
路開拓

5273 兵庫県 有限会社フジオート 7140002066333
最新診断機導入によるカーライフのトータルサポー
ト事業

5274 兵庫県 小麦工房　麦の穂 ー
新規顧客開拓のための露店営業許可取得とフライ
ヤー導入

5275 兵庫県 つめきりん ー
おしゃれも健康も足元から！地域初、看護師さんの
フットケア事業

5276 兵庫県 株式会社カルテック 4140001041686 甦るラクト・バチルス！自社製品化で新規顧客開拓

5277 兵庫県 品川水産株式会社 9140001085621
乾燥機で製造した中国向け乾燥ナマコ等の売上
増加計画。

5278 兵庫県 株式会社すまいごこち 4010801029118
不動産物件とインテリア商品を同時に紹介する
ホームステージング

5279 兵庫県 株式会社ボディーショップ浜野 3140001101409 新規顧客開拓に向けた知名度向上事業

5280 兵庫県 株式会社エルエルシーコンピューター 4140001077417
IT関連保守メンテナンス事業PRの為のパンフレッ
ト制作事業

5281 兵庫県 Air Assist Japan ー
ドローンの赤外線機能を使用した新分野への利活
用

5282 兵庫県 ティーダデザイン ー
シニア層向けの名刺デザイン・作成サービスによる
新規顧客獲得

5283 兵庫県 瀬尾建設 ー
情報発信による知名度向上及び歴史的建造物保
全修理受注促進事業

5284 兵庫県 Hair tech Jan ー
パーマ等のダメージを軽減して時短する為の「ケア
ドライ」の導入

5285 兵庫県 大塚石材 ー
新事業（ペットの移動火葬サービス）の販路拡大
計画

5286 兵庫県 BOOK　CAFÉ　ANUY ー 空地を再利用した犬に優しいテラスの提供

5287 兵庫県 西播緑化土木株式会社 1140001039056
宍粟初。重機を必要としない特殊伐採工事ツリー
クライミング事業

5288 兵庫県 和輪笑 ー
吉川町特産食材で羊羹の製作による販路開拓と
売り上げ増加

5289 兵庫県 dog salon MOKK ー
究極の愛犬ペットサロンの周知による新規顧客獲
得

5290 兵庫県 日本玩具博物館 ー
HPを楽しめるデザインに刷新し当博物館の楽しみ
方発信事業

5291 兵庫県 ペットショップワンスマイル ー
自社商品をきっかけとしたＨＰの活用及び事業全
体の収益拡大計画
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5292 兵庫県 木南書店 ー
周知を図る看板設置と来店者に優しい安心安全
対策

5293 兵庫県 株式会社ニシオ 6140001046865
家族層をターゲットとした小売部門のサービス強化
と宣伝事業

5294 兵庫県 株式会社創虹社 8140001041749
シニア層を対象にロケーションフォトで生前遺影の
撮影機会の創出

5295 兵庫県 御食事処ゆめじ ー
看板メニューに的を絞った販促活動による新規顧
客獲得事業

5296 兵庫県 有限会社  湖月堂 6140002046501
学校の記念行事向け「権兵衛餅の紅白饅頭」の
販路開拓

5297 兵庫県 Pizzeria da FIORE ー
ホームページリニューアルで予約客の増加、自家
製菓子のアピール

5298 兵庫県 さろん・ピュアムック ー
増毛店選びに悩む人が安心して来店したくなる周
知計画

5299 兵庫県 丹波の里あかり農園 ー
丹波の里あかり農園の百貨店における販促・ブラ
ンド力強化事業

5300 兵庫県 安達　駿介 ー
FB広告によるランディングページへの誘導、および
新規顧客獲得

5301 兵庫県 ちどり ー
手まりおにぎり昼食サービスの立ち上げと販売促
進

5302 兵庫県 新鮮組 ー 高齢者等に優しい個室の新設による売上拡大

5303 兵庫県 有限会社ホープサンジャパン 7140002062992
ライブ配信サービスの導入及びＰＲによる事業の高
付加価値化計画

5304 兵庫県 島のごちそう。古民家カフェと宿 淡 ー
一日一組一棟貸しの宿泊業開業のための改装と
宣伝

5305 兵庫県 HOVEL kusayama ー
手作り体験型オープンキッチン導入　カフェタイムの
顧客獲得事業

5306 兵庫県 株式会社 J‘Caniche 3140001029971
小規模運送業者を救う、物流トラック運行管理シス
テムの販路拡大

5307 兵庫県 株式会社ヨミテック 3140001040474
新聞配達ネットワークを活かした厳選産品の販売
拡大事業

5308 兵庫県 株式会社富田建材工業 5140001038830 市内初！「水廻りリフォーム専門店としてリボーン！」

5309 兵庫県 萬まる堂 ー
作業効率化で営業時間確保と小ロット短納期ニー
ズ対応で売上向上

5310 兵庫県 ライツフォト ー
女性目線と感性を表現した作品展開催による認知
度向上計画

5311 兵庫県 ヘアワン イッセイ ー
店舗サインポールのファッション性向上によるPRと
LED化

5312 兵庫県 有限会社フルゴ 1140002033066
巨大ネット市場参入と職人以外の顧客獲得で売
上アップ

5313 兵庫県 有美ちゃんの養蜂場 ー
知名度向上で安心・安全を届け新規顧客獲得既
存顧客の囲い込み

5314 兵庫県 有限会社かわた 2140002032950 事務所を福祉用具の展示場に改造

5315 兵庫県 セノヲ株式会社 4140001039053 潜在ニーズに呼びかけるＤＭとＥＣ総リニューアル

5316 兵庫県 アトランティック英語教室 ー
ＩＴ環境を活用し教科縦断のアクティブラーニング
を実践する教室

5317 兵庫県 酒とくすりのにしがき ー
集客店舗との連携による地酒販売PRと宅配サー
ビス認知度向上

5318 兵庫県 Remercier ー
テイクアウトコーナー設置による店頭販売の増強計
画

5319 兵庫県 プライベートマネーコンシェルジュ ー
最新ITツールの導入による女性向け金融関連
サービスの顧客獲得
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5320 兵庫県 株式会社ＫＹ田中農園 4140001104468
商品パッケージとＨＰによる適正な情報発信による
顧客獲得

5321 兵庫県 サロン・ド・ハロ ー
客単価向上、およびリピート率向上による売上・収
益の拡大

5322 兵庫県 ｎａｏ ー
グランピングによる来店客数・客単価向上による売
上増加計画

5323 兵庫県 かみや民芸店 ー
ＥＣショップサイトを活用した麦わら細工の販売計
画

5324 兵庫県 旅荘さこ ー
民宿事業に付加価値をつける、「自家製麹甘酒」
の製品化事業

5325 兵庫県 有限会社光伸自動車 1140002032613
中古車販売の告知強化による新規顧客の獲得と
リピート率向上計画

5326 兵庫県 有限会社森本直道石材店 6140002062952
店舗外観リニューアルおよび誘導看板設置による
新規顧客獲得計画

5327 兵庫県 D.L.P. ー
自社オリジナル商品開発＆アンテナショップでの販
売事業

5328 兵庫県 Ｙｓ菓子香房 ー
「焼き菓子の付加価値向上」と「自社ブランドイ
メージ向上」事業

5329 兵庫県 うちげの料理　八塩 ー
新規顧客獲得のための情報発信と来店客の満足
度向上事業

5330 兵庫県 doors司法書士法人 3140005023384
神戸における新規顧客開拓のためのプロモーショ
ン計画

5331 兵庫県 株式会社カンベ自動車 9140001094382
車検・整備「引き取りサービス」による新規客増加
計画

5332 兵庫県 マスダリフォーム株式会社 5140001097810
淡路島のリノベーション事業NO1へ！広告用ウェブ
サイトの作成

5333 兵庫県 味心　晶 ー
個室新設による団体客（小グループ客）の獲得と
客単価向上計画

5334 兵庫県 合同会社AYUMIサポート 5120003013676
WEB動画・リーフレットによる賢約サポート業容拡
大計画

5335 兵庫県 有限会社モリモト 9140002062009
展示会および販促チラシ発行による販路拡大の取
り組み

5336 兵庫県 松本こんにゃく店 ー 世界初！刺身こんにゃくの”いなり寿司”！！

5337 兵庫県 株式会社あわじっくす 2140001109122 新規卸先販売店獲得のための顧客開拓事業

5338 兵庫県 未来工房 ー
機は熟した！元ヤン・アラフィフの挑戦！念願の事務
所オープン♪

5339 兵庫県 株式会社御津サンファーム 2140001040681
世界初！大根の炭酸飲料「らでぃっしゅ・えーる」製
造・販売！！

5340 兵庫県 ライトグレース ー 折込ちらしによる認知度UPに伴う売上拡大計画

5341 兵庫県 正垣木材株式会社 1140001046531 但馬産桧精油の使用方法提案による販路開拓

5342 兵庫県 Blue　Ocean ー 認知度向上戦略

5343 兵庫県 アロマデザイン芦屋 ー
兵庫県樹”楠”と天然100％精油使用のブレンド
商品開発

5344 兵庫県 ガラス工房　るん ー
「いいね」を「買いたい」に！「黒豆硝子」を花形に
育てる事業

5345 兵庫県 株式会社NOUEN 8140001110479
岩津ねぎを主体とした地域収穫農産物加工商品
の販路開拓事業

5346 兵庫県 陶芳窯 ー
伝統的工芸品「丹波焼」の新しい民芸食器開発事
業

5347 兵庫県 コンセロ株式会社 8140001108382 赤穂『坂越の嫁入り』事業化計画
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5348 兵庫県 有限会社コヤマ 7140002039438
HPによる商品紹介、購入、食品加工品（佃煮、お
新香）の販売

5349 兵庫県 やまざと ー
全国のご当地アイスがいつでも自宅で食べられる
暮らしの提案

5350 兵庫県 菓子工房　菓のん ー
贈答用「菓のん焼き」の開発と予約受注体制の構
築

5351 兵庫県 有限会社田中保夫商店 8140002039115
但馬で自然派ワインが買える「田中酒店」の認知
度向上の取組

5352 兵庫県 withBe株式会社 7140001110612
三田市以外の地域から移住を促進する中古戸建
住宅販売事業

5353 兵庫県 かぐや姫 ー 看板商品「よもぎ餅」を使った集客の取り組み

5354 兵庫県 株式会社神崎測量設計 7140001063397
民間受注拡大のためのHP作成による販路開拓事
業

5355 兵庫県 山忠商事株式会社 4140001041364
“共存共栄”を目指した「こだわりの商品」の販売
促進事業

5356 兵庫県 テクノイート ー
密閉型鉛蓄電池を用いた可搬型防災用電源装置
の試作と販路開拓

5357 兵庫県 マルショー ー 口コミ誘発と店舗改装による集客

5358 兵庫県 全但印刷工芸株式会社 2140001046539 POPUP印刷の周知による販路拡大

5359 兵庫県 有限会社文化農場 3140002053228
ブランドの強化とEC導入による新規販路開拓事
業

5360 兵庫県 Ｏｂｒｉｇａ道 ー 植物ある生活を提案する「ｏｂｒｉｇａｒｄｅｎ」拡販事業

5361 兵庫県 Lashisa ー ３D製作物サービス導入に伴う販路拡大

5362 兵庫県 ワゴコチ ー
オリジナルおしぼりレンタルサービスの広域的な情
報発信事業

5363 兵庫県 御菓子司　櫻屋 ー
「どら焼き」を第二の主力商品に！販路の拡大とＰ
Ｒ大作戦！

5364 兵庫県 仙代テック株式会社 3140001066916 ＳＰＯＲＴＥＣ　ＷＥＳＴ２０１９出展による販路拡大

5365 兵庫県 木の花観光株式会社 4140001046504 一般顧客受入増加に向けた販路開拓事業

5366 兵庫県 志知カフェ ー
淡路島産たまねぎを使った「飴色たまねぎ」の開発
と販売促進

5367 兵庫県 有限会社松田甚兵衛商店 7140002039181
新たな販売チャネルを設けることによる新規顧客
獲得事業

5368 兵庫県 おのやま庭園 ー 植木職人が作る高級朝倉山椒の販路開拓事業

5369 兵庫県 中村屋 ー
安心で安全な複合的なレストランの新設による新
たな顧客獲得

5370 兵庫県 ＲＡＮＡ＋Ｆｕｋｕ ー 情報発信による知名度向上および販路開拓事業

5371 兵庫県 株式会社全但商店 4140001092184 新たな商材の受入れによる新規顧客の獲得事業

5372 兵庫県 西垣精肉店 ー 新設備導入による受注増加および新規開拓事業

5373 兵庫県 有限会社マツモト自動車 8140002053248
高齢者と女性に向けたカーリースの周知による販
売促進計画

5374 兵庫県 有限会社ハリマ 7140002032797 国産材の使用用途を広げる塗装技術のPR

5375 兵庫県 Dive Resort T-style ー 既存の関西圏ダイバーの新規獲得事業
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5376 兵庫県 株式会社 Mother Earth 1140001098151 女性に人気のヨガリトリートキャンププランの開発

5377 兵庫県 但馬生蕎麦ますや ー
メニュー開発と店内整備による顧客満足度向上と
売上アップ事業

5378 兵庫県 レストラン　ワイルドダック ー
レクリエーションスペース新設による高齢女性客へ
の販路開拓

5379 兵庫県 有限会社環境整備西山 9140002039270 地域に密着した片付け提案サービス推進事業

5380 兵庫県 イクジウッド株式会社 5140001040927
「木のある豊かな暮らし」製品の提供による新規顧
客開拓事業

5381 兵庫県 株式会社テレマン楽器 7140001039083
オカリナ愛好家のニーズに応える市場にない商品
開発で売上アップ

5382 兵庫県 みつばグループ ー
食の安全・安心の確保に向けた体制強化と販路拡
大

5383 兵庫県 前拓水産株式会社 7140001085953
「漁師さんの一夜干し」骨なしバージョンの新製品
開発

5384 兵庫県 D.DREAMS合同会社 6140003630088
新商品「酵素ドリンク」の開発による新規顧客開拓
事業

5385 兵庫県 エビスペイント合同会社 5140003012800 ホームページを活用した新規顧客開拓事業

5386 兵庫県 有限会社エコロジー 6140002070006 新規事業広告による来店客数増加計画

5387 兵庫県 ふるさと庵 和ごころ 幟 ー
一周年記念PRと限定メニューによる来店数増加・
知名度向上事業

5388 兵庫県 トキトレーディング株式会社 8140001066993
商圏拡大のための人材育成と営業力を活かした
販路開拓事業

5389 兵庫県 1518 ー
あなたの髪質を、憧れの髪質へ　新商品販路･新規
顧客開拓事業

5390 兵庫県 ふくカフェ ー
物販用「ワッフル」の開発・販売促進による売上向
上

5391 兵庫県 El・Liston ー
目指せ、ディナー客倍増計画！看板・ホームページ
も新しく！

5392 兵庫県 個別進学塾ｉｐｓｉｍ ー
ＯＮ－ＬＩＮＥコース新設と高校部拡充による新規塾
生の獲得

5393 兵庫県 ペンションkimiハウス ー
SNSとＩＴを活用した宿泊客増加による売上・収益
向上の取組み

5394 兵庫県 梶内だんじり株式会社 8140001085060
ホームページからネット販売による小売り販路の拡
大

5395 兵庫県 和食ダイニング　いのうえ ー
アニバーサリー事業からの新たなファンづくりと客
単価の向上作戦

5396 兵庫県 twin ー
淡路島初！超高精細ネイルプリンター導入による新
規顧客開拓計画

5397 兵庫県 レイディーバグ ー
新規オープンするカフェのSNSを活用した拡散・顧
客誘引計画

5398 兵庫県 AWAJIドローンコーポレーション株式会社 1140001113785 高画質動画撮影サービスの販売促進

5399 兵庫県 株式会社宮下木材 7140001075129 木のリサイクル製品の強化と広域への販路拡大

5400 兵庫県 ダリオカフェ ー
顧客のニーズに対応した店づくりによる集客力の
強化を図る

5401 兵庫県 株式会社吹き戻しの里 3140001085288
懐かしい玩具吹き戻しが、お客様のSNSでさらな
る新規顧客獲得

5402 兵庫県 ライダーズカフェあわじ ー 持ち帰り商品の開発による売上向上

5403 兵庫県 ミート＆デリカムラカミ食品 ー セールカレンダー作成による新顧客獲得計画
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5404 兵庫県 だいもん住設工房 ー
紙媒体を充実させて、地域性を活かした顧客作り
を行う

5405 兵庫県 株式会社堀谷 8140001086604
地域内への積極的な情報発信による存在感ある
企業への成長事業

5406 兵庫県 芦誠堂 ー
増加するスポーツ障害をファシアスリックテクニック
でサポート！

5407 兵庫県 八鹿畜産　養豚部 ー
「おだがきさん家の八鹿豚」加工品販売体制の強
化事業

5408 兵庫県 JoyVision南但 ー
視覚機能の理解および利用者拡大に向けての情
報発信

5409 兵庫県 有限会社オグラ 2140002039070 ランドセル製品の訴求力向上と販路開拓事業

5410 兵庫県 株式会社Operations 2140001105311
サバゲーによる子供・女性にターゲットを絞った販
路開拓事業

5411 兵庫県 わはは牧場 ー
「小さな牧場百貨店」の情報発信による販路開拓
事業

5412 兵庫県 キムトモプロスノーボードスクール ー
テント出店で新規イベント獲得による売上アップ計
画

5413 兵庫県 GLAMINKA ー
ホームページ改定と魅力的な空間作りによる集客
向上計画

5414 奈良県 布ナプ工房Rainbow*clover ー
布ナプキンの商品・講座を通したｈａｐｐｙ月経ライフ
お届け事業

5415 奈良県 倉本酒造株式会社 5150001005383
プレミアム日本酒（高価格帯商品）の開発と販路
開拓

5416 奈良県 都祁食品 ー
都祁地域の農産物を使った食品・食材の開発と販
路拡大

5417 奈良県 健一自然農園 ー
基軸商品パッケージの革新によるリブランディング
と新規販路開拓

5418 奈良県 農家民宿野の花 ー
どぶろくの醸造用器具の拡充及び販促用容器導
入

5419 奈良県 トップワークデンタルラブラトリー ー
サイクリスト等の観光者をターゲットにしたクラフト
カフェ

5420 奈良県 La　Fonte ー
オーダーメードの靴を３Dプリンターを使い新規市
場開拓

5421 奈良県 株式会社アイティエヌジャパン 5150001005540
ＢｔｏＢ向け、ＢｔｏＣ向けの広告宣伝による販路拡大
事業

5422 奈良県 株式会社大和 2150001018446
新感覚！ウォーターサーバーへの意識改革で目標
達成へ挑戦

5423 奈良県 輪和建設株式会社 7150001006181
タブレット端末対応HPへのリニューアルによる新
規顧客開拓事業

5424 奈良県 有限会社ブリーズ 6150002003690
リレーアタックによる車両盗難対策、防犯装置の施
行と販売

5425 奈良県 株式会社OSK 1150001018257
奈良初ペットOKのキャンピングカーレンタルのPR
事業

5426 奈良県 ㈱リビング奈良 7150001021908
ホームページ改修とチラシ作成によるPR及び新規
顧客獲得事業

5427 奈良県 しんや寿し ー
看板・投光機の設置とキャッシュレス決済可能表示
によるPR事業

5428 奈良県 カメラのニシカワ ー
「世界に一つだけのグッズ」オリジナルプリントシス
テム導入事業

5429 奈良県 ショーワ薬局あやめ池東店 ー
パラスター導入による効率化と「かかりつけ薬局」
のＰＲ事業

5430 奈良県 鼓整舎 ー
ストレッチ整体と鍼灸を融合した施術院の開設とＰ
Ｒ事業

5431 奈良県 有限会社菓楽 2150002005435
生産体制の強化と自社ホームページ新設による販
売促進事業
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5432 奈良県 日乃出製氷株式会社 1150001002013
自社ブランドの認知度を一年通して向上させるた
めの広報事業

5433 奈良県 有限会社北村住設 3150002004931
高齢者をターゲットとした安心安全住宅改修の応
援ＰＲ事業

5434 奈良県 株式会社リフレックス 7150001008987
他の整骨院にない当院独自の自費治療専用室新
設による差別化戦略

5435 奈良県 コーヒーと洋食　角砂糖 ー
テイクアウトニーズに対応した厨房拡張と認知度
アップ事業

5436 奈良県 プラチナ食堂 ー
受動喫煙防止法に伴う喫煙所の新設と完全禁煙
ライブハウスのＰＲ

5437 奈良県 Salon de annon～安穏～ ー
トータルエイジングケア専門サロンの３つのこだわ
り情報発信事業

5438 奈良県 ここ花工房 ー
新規顧客獲得及びリピートを促す為のホームペー
ジ再構築事業

5439 奈良県 カラオケ喫茶サリー ー
地域色を出した個室および宴会場の新設による団
体客獲得事業

5440 奈良県 アンティーク ー
ＣＡＤ導入による業務効率化とＰＲパンフレットでの
顧客獲得事業

5441 奈良県 TIA HAIR DESIGN ー
外装リニューアルと看板設置による髪質ケアサロン
のＰＲ事業

5442 奈良県 Taishin ー
店内環境改善によるリピーター率アップと地元で
のブランド化事業

5443 奈良県 IN to OUT&Co. ー
レーザー加工機を用いたオリジナルノベルティーに
よる顧客獲得

5444 奈良県 山崎商店 ー
店舗看板作成による通行客と地域に向けての店頭
誘致事業

5445 奈良県 カイト体操クラブ ー 天理から世界へ！羽ばたけ体操キッズPR事業

5446 奈良県 有限会社　山田商店 5150002005969
新規顧客開拓とお客様単価アップに向けた店内快
適環境整備事業

5447 奈良県 ヘアースペース　アローズ ー
ローカルニーズ×消費増税と人材不足＝新規客獲
得チャンス

5448 奈良県 ARAI ー
クラウド型の工事車両運行管理システム導入によ
る販路開拓事業

5449 奈良県 株式会社　チャレンジまなびや 5150001019202
安心してお子様を預けてもらうための学習施設の
情報公開事業

5450 奈良県 櫻井畳店 ー
お部屋廻りのトータルサービス周知による販売促
進事業

5451 奈良県 T－COAT ー 塗装で効率UPした工作機械の生産サポート事業

5452 奈良県 株式会社　ざんまい 2150001006517
創作和食新メニューの広報による通行客及び観光
客の囲い込み事業

5453 奈良県 ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ　R.Recess ー
美とリラクゼーションの歓びを提供する　オトナ女性
獲得事業

5454 奈良県 株式会社　ルーフホーム 6150001016421
国産天然乾燥無垢木材による長期優良住宅の新
販路開拓事業

5455 奈良県 株式会社　和田工務店 8150001006809
自然素材住宅体験モデルルームの活用による相
談サービス事業

5456 奈良県 脇坂手袋製作所 ー
自社オリジナルブランド靴下製販開始によるOEM
依存からの脱却

5457 奈良県 株式会社Majestic　Plan 7150001022187
天理発世界標準のオリジナルデザインホッケース
ティック開発事業

5458 奈良県 TEAM　VAMOS ー
フィットネス感覚で楽しむ格闘技ジム　格闘技イメー
ジ脱却事業

5459 奈良県 株式会社大一電化社 3150001006581
やまのべ焙煎所のブランディングと焙煎珈琲豆に
よる産業観光振興
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5460 奈良県 大和総合学園 ー
入塾対象者の新規開拓に向けたPRと幼児・低学
年生への授業展開

5461 奈良県 さわむら履物店 ー ちょっと一服できる靴屋でハイカーにスニーカーを

5462 奈良県 技研パーツ株式会社 4150001006457
カラム用フィルターに特化したHPと標準金型ライン
アップの充実

5463 奈良県 株式会社ホームトゥエンティワン 7150001006363
ホームページ開設による新規顧客獲得と企業イ
メージの向上

5464 奈良県 菓子工房　マリアージュ ー
オリジナルケーキで「喜びと幸せの付加価値を」新
規顧客獲得事業

5465 奈良県 株式会社　藤岡巴堂 2150001006707
アート市場への挑戦！単なる加工業から創造的な
職人集団へ

5466 奈良県 Baum283 ー
地域住民や観光客へ店舗認度知向上による奈良
の定番お土産へ進化

5467 奈良県 MORE+plus ー
店舗総合ウェブサイトの立ち上げによる新たなお
客様の開拓事業

5468 奈良県 居酒屋　うえだ ー
『夏鍋』と店舗リノベーションによる新規団体客獲
得事業

5469 奈良県 流泉堂表具店 ー
手軽に和のアクセサリーを！「レンタル表具」で売上
拡大事業

5470 奈良県 Car　Factory　Craft ー
商談ルームの改装による新規一般ユーザーの獲得
と受注拡大事業

5471 奈良県 山本松産業株式会社 5150001006778
赤ちゃんふとんの新商品開発によるネットショップ
での販売展開

5472 奈良県 株式会社しろくま堂 8150001017392
最新鋭の捺染デジタルプリンターを用いた襲装束
等の時代衣装開発

5473 奈良県 ベーカリーメイ ー
焼きたてパンをほおばれる幸せな時間を　新サービ
ス展開事業

5474 奈良県 株式会社　松林堂本舗 8150001006528 店舗改装による工場直売の販売強化事業

5475 奈良県 東田農園 ー
ECサイトを活用したブランド「電子イチゴ」の販路
開拓事業

5476 奈良県 清水産業株式会社 7150001006529
HP改良と見学会の開催による高付加価値ガラス
の販路拡大事業

5477 奈良県 株式会社食遊館 7150001006537
HP作成であらたな販売チャネルの確立と直売の
販路開拓事業

5478 奈良県 アーマーテック株式会社 5150001008568
WEB活用による最新カーセキュリティ製品の販売
拡大事業

5479 奈良県 acoord ー
子育て世代の方へ　バレエピラティスで心も体も
もっと自由に

5480 奈良県 整体・整骨　はがくれ ー
子育て世代のストレスに悩む女性へ癒しと安心の
空間づくり

5481 奈良県 オフィス上田 ー
団体集客に特化した宴会プラン作成に伴うパー
ティルームの改修

5482 奈良県 いしかわ治療室　鍼灸マッサージ ー
看板設置で地域に認知、更に無料セミナーの開催
で患者を獲得！

5483 奈良県 堀口縫製 ー
縫製工場が新天地で挑戦！地域密着型販売手法
により下請体質脱却

5484 奈良県 (有)パティスリーふじい 6150002005869 五感に訴える販促で新規顧客獲得、売上拡大へ

5485 奈良県 株式会社天理三和畳 5150001006613
老舗畳屋がグッドスキルマーク表示による技能と
販売力強化事業

5486 奈良県 N・H Auto Service ー
新規顧客獲得のための「地元地域集中型」宣伝
広告事業

5487 奈良県 株式会社ふよこファクトリー 6130001056345
消費者の購入意欲をかき立てる新商品開発による
販路拡大事業
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5488 奈良県 稲田酒造合名会社 2150003000369
自社商品の品質・安定化・生産性向上に伴う卸販
路拡大事業

5489 奈良県 有限会社　山達硝子建材 7150002005983
安心して注文　個人向け住宅相談が可能な提案型
リフォーム事業

5490 奈良県 中井農園 ー
日本全国に苺をお届け！ネットで美味しい奈良苺
売上向上計画！

5491 奈良県 株式会社　マイスター 1150001008051
一般顧客をターゲットとしたロードサイト会社看板
の設置

5492 奈良県 アユミ設備 ー
バルブタンク貯槽20年問題へ対応する販路拡大
事業

5493 奈良県 株式会社　大英 9150001022227
一次下請への昇格を目指し地域のお客様や工務
店との接点強化事業

5494 奈良県 さくら整体院 ー
アロマ・リンパドレナージュ事業開始に伴うエステ
サロン環境整備

5495 奈良県 越前すし ー
すし料理人としての技術・所作で、魅せる舞台カウ
ンターへの改装

5496 奈良県 欧風バル　ブロスーゴ ー
ワインセラー導入で粋な空間演出！大人の女子会
を提案

5497 奈良県 ヘアーサロン　キムラ ー
女性層へ向けた「キムラ」革新的シェービングサー
ビス

5498 奈良県 ゲンシン郡山インター店 ー
フルデジタル制御溶接機の導入で鈑金修理受注
拡大を狙う事業

5499 奈良県 メガネセンターカジ ー
高齢者がターゲット！定期的な視力測定サービス
で来店者数アップ

5500 奈良県 ヘアーモードサロンミヤケ ー
オシャレな高齢者向け「大人が安心してくつろげる
空間づくり」

5501 奈良県 FIELD.STYLE株式会社 8150001009349
文具店から「刺繍フォント」の多彩性を活かしたグ
ラブショップへ

5502 奈良県 Ｉ Studio ー
オリジナルブランド「Yellstory」の周知と販路拡大
事業

5503 奈良県 株式会社マネジメント・リソース 6150001010093
顧客サポート体制の強化と地域の企業連携で販
路開拓

5504 奈良県 有限会社Stain Stain 2150002006788 新商品「生食パン」の販売による販路拡大事業

5505 奈良県 エヌ・ピズ ー
ホームページによるデザイン力の訴求で売上アッ
プ計画

5506 奈良県 株式会社アンカー 5150001020333
映像で地域の活力を！情報発信・防災のための
ツール活用

5507 奈良県 株式会社 吟 1150001021970
「吟農園青空レストラン」実施による新規顧客獲得
事業

5508 奈良県 夢咲花 ー
新パッケージで木のボールペンの魅力を伝える販
路開拓事業

5509 奈良県 北口理容所 ー
YUMEシャンプー台導入に伴う店舗改装による新
規顧客獲得事業

5510 奈良県 西内酒造 ー
製麹の効率化を進め、販売時間、更に、販売数量
拡大目的事業

5511 奈良県 有限会社岩谷容器 1150002006764
展示会出展で新しい企業イメージをPRして新規顧
客を獲得事業

5512 奈良県 久保田加工所 ー
新制御装置製袋機の導入で作業効率向上と新
サービスで販路開拓

5513 奈良県 株式会社RIKUTO企画 3150001018503
「海女小屋風囲炉裏」で癒しの空間を提供し、楽し
く快適な旅を。

5514 奈良県 柿の葉すし山の辺 ー
『柿の葉スシ』コト消費をＰＲ！インバウンド対応によ
る売上拡大

5515 奈良県 奈良食品株式会社 1150001009446
発祥の地・奈良より発信！『大和野菜・葛はるさめ』
販路開拓事業
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5516 奈良県 M3A FIT ー
現役王者がマジ卍トレーニング！『総合格闘技ジ
ム』販路開拓事業

5517 奈良県 株式会社ゼロファイター 9150001021559
公道でチェッカー旗！『レーシングカーカスタム』販
路開拓事業

5518 奈良県 たまき会計事務所 ー
ＩＴかんタックス！『税務会計ウェブコンテンツ』販路
開拓事業

5519 奈良県 表具師　高梧堂 ー
文献に残る菓子の再興！新商品『三輪のあめちま
き』販路開拓事業

5520 奈良県 三輪素麺みなみ ー
奈良の推しメン！『国産小麦100％三輪素麺』販
路開拓事業

5521 奈良県 3BEANS ー
好木心がとまらない！『木のライフスタイルストア』
販路開拓事業

5522 奈良県 ノンチャンファーム合同会社 3150003001812
「研修サービス事業」による生産性向上と売上アッ
プ

5523 奈良県 農産直販モリモト ー 売り場に「映える」パッケージデザイン作成事業

5524 奈良県 もんぺや ー
もんぺだけを売り続けていくために！新しい価値の
創出と販路開拓

5525 奈良県 鶴萬々堂 ー
蒸したてアツアツの柏餅・酒まんじゅうを和菓子屋
店頭で販売事業

5526 奈良県 五條酒造株式会社 9150001015461
五條産柿を用いたリキュールの開発と国内外の販
路拡販事業

5527 奈良県 ナカヤマ機械株式会社 1150001015551
高齢化する農業従事者の負荷を軽減する「楽する
ショベル」の販売

5528 奈良県 酒蔵レストランGIROCCO ー
スマホ対応WEBサイト制作による新規顧客獲得事
業

5529 奈良県 益田農園 ー
ヘビーユーザーへと導くためのWEBコンテンツ充
実事業

5530 奈良県 株式会社柳澤果樹園 8150001019604
地域のシンボルになる高台のグランピング施設事
業

5531 奈良県 さかもと養鶏株式会社 8150001021130
新商品の高付加価値肥料を開発・販売して利益
率を大幅改善！

5532 奈良県 木村石材 ー
人生１００年時代に寄り添う石材店が提案する安
心の小さなお墓

5533 奈良県 ＧＳスポーツ ー
将来の新規需要獲得に向けてスポーツ小売店の
基盤強化策

5534 奈良県 有限会社　エヌアールマジック 5150002010003
ホンダモンキー125用オリジナルマフラーの商品化
と販路開拓

5535 奈良県 共和箔押工業所 ー
企業依存営業からの脱却！最終消費者向け独自
商品のネット販売

5536 奈良県 みら来る ー
「美容も健康も！」お客様が笑顔になるカイロプラ
クティック＋α

5537 奈良県 有限会社東洋テック 9150002009669
オゾン発生装置導入による特殊清掃分野への新
規事業展開

5538 奈良県 あけぼ乃 ー
和菓子屋のイメージ革新！若者向け新商品による
販路開拓事業

5539 奈良県 有家住建 株式会社 9150001018927
目で見て体感する！ぬくもりのある家づくりの販路
開拓計画

5540 奈良県 手づくりハム　ばあく ー
手作業工程を機械化！新商品開発に繋げ販路拡
大事業

5541 奈良県 株式会社　カメヤ時計店 1150001013836
ＳＮＳで来店前からお客様とつながる！老舗時計店
の新規販路開拓

5542 奈良県 株式会社　一眞エコシステム 4150001022891
「地球環境保全のための太陽光発電事業と蓄電
池事業の広告」

5543 奈良県 AZフードサービス　有限会社 5150002009714
希少部位を使った新メニュー開発と待ちから攻め
のプロモーション
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5544 奈良県 アシストオフィス創 ー
子供が輝く剣道教室と、安心家族の相続・空き家
対策業務の広告

5545 奈良県 株式会社　ウエダ 3150001012407 インターネットショップ開設による新しい販路開拓

5546 奈良県 株式会社　FLORETS 6150001023112
ホームページ開設とインターネット販売サイト作成
による販路開拓

5547 奈良県 奥田ペーパー株式会社 2150001012465
働く女性の強い味方！新商品「かかとの角質取り」
で販路開拓！！

5548 奈良県 庭想人 ー
透かし剪定技術×バーク堆肥を活かした庭造の提
案！

5549 奈良県 株式会社ニット・ウィン 7150001014060
自社ブランド“hakne”の百貨店、大手小売店への
販路拡大

5550 奈良県 増田靴下 ー
地域からの脱却！メーカーからの要求を弊社の特
殊技術で対応！

5551 奈良県 株式会社 和 8150001016618
顧客管理と現場管理の両方を兼ねたソフト活用で
の売り上げアップ

5552 奈良県 株式会社 農事法人當麻の家 9150001015164
道の駅と連携（交流物産展等の実施）による新規
顧客の獲得事業

5553 奈良県 三輪そうめん　丸久 ー
選べるグラム数で消費者の食事メニューに合わせ
た商品提案

5554 奈良県 植平工業株式会社 8150001009712 高品質・高耐久性を併せ持つ鋼製鳥居のＰＲ事業

5555 奈良県 たたみ工房インテリア　たなか ー
ITを活用した提案営業による「畳を取り入れた和
の住まい」

5556 奈良県 ふくさきわう ー
五感で体験！室生の魅力発信基地「むろうはちみ
つ本店」オープン

5557 奈良県 中井時計店 ー
チラシ作成のうえ、新聞折り込み、ポスティングにて
配布を行う

5558 奈良県 ㈱橋本工務店 6150001021363
チラシ・パンフレット・ホームページ作成による企業
価値訴求事業

5559 奈良県 蕎麦・菜食　一如庵 ー
ホームページ作成による通販システムの新規導入
事業

5560 奈良県 未来経営　さとし事務所 ー
工場の防災・減災を起点とした事業継続・経営改
善計画作成の支援

5561 奈良県 里山文庫 ー
食と農のスペシャリストが案内する訪日外国人向
けフードツアー

5562 奈良県 ジェラテリア　ノンナ ー
ジェラートショップ開店に伴う認知度向上に向けた
販路開拓事業

5563 奈良県 株式会社　德田林産 7150001021809
大手木材メーカーを狙った積極的な広報活動によ
る販路開拓事業

5564 奈良県 小田商店 ー
地域住民や観光客を狙った店舗改装による販路
開拓事業

5565 奈良県 奥大和ビール ー
厳選ハーブで醸す！新酒自然派クラフトビールによ
る販売促進事業

5566 奈良県 ナツキインターナショナル株式会社 9150001020627 営業ツールの充実を図り販路拡大に繋げる事業

5567 奈良県 株式会社　そに木霊プロジェクト 1150001022556
観光客を狙った癒し満足ＰＲで！新規顧客開拓によ
る販売促進事業

5568 奈良県 森のオーベルジュ星咲～きらら～ ー
記念日に満天の星空を眺めながらワインをお愉し
み頂く

5569 奈良県 南都工芸 ー
オリジナルブランド「奈良印傳」の認知度向上と販
路開拓事業

5570 奈良県 有限会社恵夢経恵寿 7150002005620
100年先の未来へ！葛湯の輪でつながりアップ
デート！

5571 奈良県 チャイニーズレストランケイズ ー
新コース・快適空間提供による団体客獲得・顧客
満足度アップ事業
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5572 奈良県 Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ　中島雅彰 ー
シズル感溢れる画像表現で伝える企業と地域の魅
力発信

5573 奈良県 有限会社　曽我乃家本店 2150002006342
新店舗における出来立て「寅まんじゅう」新規顧客
開拓事業

5574 奈良県 今中醤油 ー
バリアフリー化による生産力向上と蔵見学での新
規顧客獲得

5575 奈良県 thoth美容室 ー 高齢者にやさしい店舗づくりによる販路拡大事業

5576 奈良県 verygoodchocolate ー
店の味を何時でも、どこでも、だれにでも提供でき
る商品創り。

5577 奈良県 美・空間　Style Lotus ー
子育て・介護支援に向けた新規サービスに伴う広
告リニューアル

5578 奈良県 株式会社　カキモト 8150001006957 令和を照らす万葉の灯りで商機をつかむ

5579 奈良県 しゅうおう行政書士事務所 ー
身近な行政書士事務所になるための来店型事務
所への挑戦

5580 奈良県 ケーキ工房　菜の花 ー
高齢者や来訪者に優しい「ケーキ工房のアクセス
環境の整備」

5581 奈良県 芝惣商店 ー
リフォームによる商品展示並びに体験型イベント等
スペース設置

5582 奈良県 アイラッシュK ー
同業者もターゲット！アイリスト育成スクール事業開
始！

5583 奈良県 おうち保育室hissi-patch ー
保育士考案！子どもに大人気のみっちゃん人形開
発による売上拡大

5584 奈良県 餃子の侘助 ー
高齢者に嬉しい！「カラダにやさしい餃子」販路拡
大事業

5585 奈良県 共育塾 ー
新時代の教育！！自ら学ぶ「自発性」を育む塾　周
知・販促事業

5586 奈良県 CAFE・鍼灸ZADAN ー
インバウンドの長旅を鍼灸で癒す！古民家カフェの
相乗作用戦略

5587 奈良県 ニシキ醤油株式会社 7150001007114
完全オーガニック商品「法隆寺醤油」の販路拡大
事業

5588 奈良県 グリーンチャイルド ー
お花用の保冷庫設置による商品の安定供給で商
機を逃さず販路拡大

5589 奈良県 花水土香 ー 新たな商圏で観光客向け農家点心カフェの開設

5590 奈良県 ふくしの窓口　つなぐ ー
新サービスによるPR動画とリーフレット作成による
販路拡大事業

5591 奈良県 HashTAG ー
『一生涯美しくあり続けるための美容室』の周知と
販路拡大事業

5592 奈良県 けやきの木鍼灸院整骨院 ー 新規開業！認知度向上プロジェクトactionⅡ

5593 奈良県 株式会社　木庄 3150001011706
レーザーカッター導入による創業147年　木庄の新
たな挑戦

5594 奈良県 竹村行政書士事務所 ー
実家のことで不安を感じた時に一番最初に見ても
らうHPの作成

5595 奈良県 エムデザイン ー
「いい大人」のバイク趣味を安全サポートする部品
の開発

5596 奈良県 KODAMABASEBALLFIELD ー
奈良県初！硬式野球に特化した選手強化対策事
業

5597 奈良県 安田園芸 ー
父からの生産体制を見直し、後継者（息子）の新
体制へ挑む。

5598 奈良県 フカセ種苗(株) 4150001006713
「家庭菜園代行」新サービスＰＲ看板設置効果で
新規顧客獲得！

5599 奈良県 ディアオート ー
パーキングヒーターで地球や人に優しいこれから
の車社会
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5600 奈良県 FUJII　DESIGN　ROOM ー 住宅のSDGｓ達成に向けての広報強化

5601 奈良県 奥出加工 ー
真珠通顧客へ本場のバロックパールをチラシ作成
と展示会で激ＰＲ

5602 奈良県 有限会社杉本進誠堂薬局 8150002007921
新顧客獲得の為の身体と心のケア相談サービスＰ
Ｒ看板設置

5603 奈良県 植村工務店 ー
DIYトイレが広告塔！新事業ＤＩＹ教室での販路開
拓・顧客獲得

5604 奈良県 (有)根来工業 4150002007966
後継者による伝統技術とIndustrie 4.0の融合Ｐ
Ｒ

5605 奈良県 うえむら建築相談所 ー
県内で建物に悩みがあるご家族向け広告で悩み
解決・新規顧客獲得

5606 奈良県 （株）ティーズコーポレーション 2150001011715
ＩＴ世代必見！奈良県内、業界初ＶＲ案内ＰＲ後継者
の販路開拓！

5607 奈良県 株式会社関西鳶 4150001012125
新Ｗｅｂページで大型施設建設企業、外国人へ情
報発信・販路開拓

5608 奈良県 メロディアたけむら ー
まちのでんきやさんはなんでもやさん＾＾PR大作
戦！！

5609 奈良県 奈良スコーレ ー
不登校の子どもの居場所や学び場の広報・啓発
事業

5610 奈良県 株式会社エグテック 5150001019689
新サービスPR！BCP検討企業と高防災意識一般
家庭へ販路開拓

5611 奈良県 株式会社松井農園 9150001011320 「感動メロン　バンビーナ」のブランド化

5612 奈良県 Hair space fuku ー
女性顧客の新規獲得と囲い込みに係るシャンプー
台増設と周知活動

5613 奈良県 徳星醤油醸造場 ー
醤油蔵見学×飛鳥ならではの新商品開発による販
路拡大事業

5614 奈良県 下出豆腐店 ー
事業承継と販売促進の両立！豆腐製造現場での
働き方改革推進事業

5615 奈良県 株式会社島田工務店 2150001011649
当社が誇る高品質住宅、及び古民家再生に関する
ブランド展開事業

5616 奈良県 株式会社吉田工業所 5150001011076
インバウンドＦＩＴ来訪者に対応する地域土産品販
売強化事業

5617 奈良県 浦野自動車 ー
中古車販売サイトとおもてなしスペースによる潜在
顧客開拓事業

5618 奈良県 ポカフレール ー
明日香村の公共空間を活用した移動販売キッチン
カー展開事業

5619 奈良県 民宿キトラ ー
国宝・キトラ古墳の隣にたたずむオンリーワンの宿
泊事業

5620 奈良県 あすか野株式会社 2150001010262
飛鳥川で養殖した希少な川魚「あまご」を活用し
た特産品開発事業

5621 奈良県 奥明日香さらら ー
明日香村初、一日一組限定体験型農家民宿、故
郷レストラン

5622 奈良県 イケウラ株式会社 8150001012369
オーガニックコットンを使用したごろ寝布団販売事
業

5623 奈良県 株式会社　井上工作所 1150001012375
匠の技を展示会でＰＲすることによる販路開拓事
業

5624 奈良県 株式会社　中谷モータース 5150001013163
新機材導入による時短車検事業～仕事中に車検
終わらせます～

5625 奈良県 有限会社English Hands 5150002010845
外国人訪問客向け奈良の歴史伝統文化体験ツ
アー充実事業

5626 奈良県 エフジェイエス株式会社 2150001021755
コンパクト塗装機による高級品向け少ロット塗装需
要販路拡大事業

5627 奈良県 ＡＲＳ　ＣＯＭＭＩＴ ー
全国初のダンスキックボクササイズとクロスフィット
ネス販促事業
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5628 奈良県 Cafe＆bar woodstock ー
女性客をターゲットにしたアーリータイム販路拡大
事業

5629 奈良県 モダンな懐石　あんどう ー
お客様の大切な方をもてなす「モダン懐石」創作
事業

5630 奈良県 コリアンキッチンあんじゅ ー
「オモニのお弁当」販売開始事業～お店の味をご
自宅で～

5631 奈良県 にしかぜ珈琲豆店 ー
健康に配慮した「深煎りカフェインレスコーヒー豆」
提案事業

5632 奈良県 もんじゃ焼き山吉　香芝店 ー
新規出店と「ハーフサイズもんじゃ」による女性客
販路拡大事業

5633 奈良県 やきにく・や　鎌田店 ー
黒毛和牛と自家製キムチを自宅でも～お持ち帰り
商品販売開始事業

5634 奈良県 株式会社Luff 3150001021861
輝く女性を応援する新メニュー「マツエク」販路拡
大事業

5635 奈良県 株式会社ツボイ 4120101031498
安心して「墓じまい」を注文していただくための販
路拡大事業

5636 奈良県 株式会社山本寿司本舗 1150001013588
子育て世代を応援するコミュニケーションスペース
の提供事業

5637 奈良県 株式会社ヨネヤ 2150001015138
外壁・屋根塗装のショールームイベントによる販路
開拓

5638 奈良県 La verite ー
中国医学整体とフェイシャルケアの融合で心身の
キレイを叶える

5639 奈良県 洋食よだれ道 ー
記念日の外食は『洋食よだれ道』で。奈良産食材
の新メニューＰＲ

5640 奈良県 今尾刺しゅう ー
大きな感動を生みだす刺繍サービスの展開とＷＥＢ
サイトの構築

5641 奈良県 株式会社アカリヤ笑店 8150001022418
軽減税率でお得に持ち帰れます～串カツのテイク
アウト事業～

5642 奈良県 株式会社アスタリズム 3010601033931 pNd事業の認知向上・販路拡大計画

5643 奈良県 株式会社杉田工務店 2150001022209
香芝で家を建てるなら杉田工務店。看板による販
路開拓事業

5644 奈良県 みわ鍼灸整骨院 ー
新事業『09ROOM』による女性向け体と心のデザ
イン事業

5645 奈良県 つなぐる株式会社 8150001018341
ご当地ポイントシステム「ぐるぴぃ」による販路開拓
事業

5646 奈良県 Riche株式会社 9150001022334
営業部設立で、もっと身近に感じる太陽光発電シ
ステム普及事業

5647 奈良県 インセントコーポレーション ー
キッチンカーが広告塔に。地場食材を全国的販売
へ導く開拓事業

5648 奈良県 株式会社　仲山工務店設計事務所 1150001013159
新築高性能住宅のブランド化・地域工務店として
認知度向上

5649 奈良県 みやこ鍼灸整骨院 ー
「美容鍼」の導入で、地元のママさんの心も身体も
綺麗にする事業

5650 奈良県 Fellows climbing ー
独創的なデザインも可能に、自作のホールドでイン
スタ女子の集客

5651 奈良県 広島風お好み焼　ごんちゃん ー
「冷凍お好み焼」を健康・時短のお手軽バランス健
康食としてPR

5652 奈良県 香芝インドアテニスクラブ ー
ホームページリニューアルによる新規顧客開拓事
業

5653 奈良県 株式会社Cｓ 2150001021375
感動の手作りギフト商品NO1をめざしての広告宣
伝

5654 奈良県 ティックス ー
緊急運送サービス訴求に向けた自社HP制作によ
る販売促進

5655 奈良県 株式会社サカガワ 9150001012806
「天空雪駄」で新販路開拓（医療・健康・スポーツ
業界）
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5656 奈良県 株式会社青春 4150001021191
オリジナル焼菓子のパッケージ開発とリーフレット・
看板制作

5657 奈良県 株式会社イーアンドワイ 6150001016413 ネット通販事業の強化（多店舗出店と顧客管理）

5658 奈良県 眼鏡屋ドリーム真美ケ丘店 ー
店舗認知向上・新商品紹介の看板製作及び夜間
ライトアップ事業

5659 奈良県 フットケアサロン　和み ー
当店の「足元から健康に」を広くＰＲ、来店からリ
ピーター客へ

5660 奈良県 たいらと和味 ー
移転したからこそできる！新店舗で挑む地域一番
店への挑戦！

5661 奈良県 ルージュ ー
エステ部門強化で集客増！！化粧品専門店の事業
承継への挑戦

5662 奈良県 買取専門店大吉　リーベル王寺店 ー
シニア向け生前整理・遺品整理買取サービスの宣
伝と販売

5663 奈良県 おそうじ本舗　王寺駅前店 ー
一人でも多くの高齢者に快適な空間を提供する清
掃サービス事業

5664 奈良県 行政書士　たにぐち事務所 ー
HP制作とDM発送で、認知向上、販路拡大をはか
る

5665 奈良県 株式会社エクロール 8150001015009
美容所登録で新たな顧客を獲得。トータルビュー
ティーサロン事業

5666 奈良県 有限会社かんな 5120002055298
安心できる訪問介護サービスの広報強化による新
規顧客開拓

5667 奈良県 JOSEP　- CRAFTBEER & MEATS - ー
クラフトビールと厳選料理のマリアージュで新たな
顧客獲得事業

5668 奈良県 焼肉天道 ー
「ラーメン天道」出店による販路拡大、焼肉店集客
プロジェクト

5669 奈良県 株式会社　大西部フーズ 4120101032918
ソムリエ提案と生演奏を楽しむ！食と音楽が融合し
た売上拡大事業

5670 奈良県 DE-NA-LI ー
アパレルブランドが作る奈良の新名物ジュースで
来客数UP！

5671 奈良県 Star’s ー
口コミで増やすクーポンとパブリックスペース増設
による顧客獲得

5672 奈良県 上島産業株式会社 7150001012403
幅広い世代に対応した靴下の町の自社ブランド靴
下を全国販売へ

5673 奈良県 にしな光喜庵 ー
自分へのご褒美「大人のモンブラン大福」でおひと
り様の獲得へ！

5674 奈良県 竹内製箸所 ー
新製品の効率なライン構築・販路拡大・継承される
吉野割箸の魅力

5675 奈良県 株式会社　阪本電設 6150001015844
電気工事業から付加価値のある新装飾部事業の
ダブル販路改革

5676 奈良県 リリィ美容室 ー
高齢者向け新サービスと地域貢献より顧客数・売
上向上を目指そう

5677 奈良県 ティ・エ・オ合同会社 1150003001079
ITの活用で「よしの介護ネットまんてん」の販路拡
大事業

5678 奈良県 柿の葉すし　ひょうたろう ー
WEBサイト新設による新規顧客獲得、及びリピート
客増大事業

5679 奈良県 静亭 ー
継承された伝統の味噌をベースに新たなチーズ革
命と販路拡大作戦

5680 奈良県 樋口製箸所 ー
倉庫を商談場所として活用する新規顧客獲得事
業

5681 奈良県 株式会社大谷 6150001016041
簡単検索！！木材Ｗｅｂ販売サイトの大幅リニューア
ル事業

5682 奈良県 米田製箸所 ー
乾燥工程を見直し、ＮＧ品減少及び作業効率化事
業

5683 奈良県 川上農園 ー
苗生産事業所だから作れる発育十分な培土、製造
販売強化事業
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5684 奈良県 株式会社林とうふ店 1150001022127
吉野とうふを発信！新設備導入による新販路拡大
事業

5685 奈良県 川本米穀店 ー
地域のお米を発信！新サービスＰＲによる販路拡大
事業

5686 奈良県 たつみ ー
魅力ある柿の葉寿司の新商品開発による新規顧
客獲得事業

5687 奈良県 フォトショップ　カワイ ー
町のカメラ店による新商品、居心地の良い店舗空
間づくり提案

5688 奈良県 福本商店 ー
自社ＰＢ商品をベースにした新商品開発及び新規
顧客獲得事業

5689 奈良県 田舎屋 ー
「田舎屋」こんにゃくのブランディング見直しによる
販路開拓事業

5690 奈良県 有限会社ニシワキ 2150002011219 心地よさを追求！！来局したくなる薬局運営事業

5691 奈良県 有限会社　華緑園本舗 8150002011304
ギフト市場への本格参入に伴う取引先獲得のため
の展示会出展事業

5692 奈良県 千本楼 ー
食事と眺望を最大の売りにした経営改善による固
定客増加事業

5693 奈良県 よしなや ー Welcome『よしなや』Output『よしなや』

5694 奈良県 吉野ＳＴＹＬＥ ー
吉野産天然乾燥木材を使用した地域復興の提案
型情報発信事業

5695 奈良県 奈良炭化工業株式会社 7150001015868 ホームページの多言語対応による販売促進事業

5696 奈良県 牛亀 ー スパイラル導入による快適空間の提供事業

5697 奈良県 旭湯 ー
創業94年地域唯一の「銭湯」を後世に残す新規
顧客獲得事業

5698 奈良県 こあらふぁーむ＆こあらべーかりー ー
自家農園野菜で地域を元気に！６次産業化に取り
組む販路開拓事業

5699 奈良県 株式会社　ラ・ペッシュ 1150001022878
自社ＨＰ開設による顧客満足度ＵＰと業務効率化
大作戦！

5700 奈良県 cafe＆kitchen やまぶき ー
自家菜園野菜や山菜で新メニュー開発！新規顧客
獲得事業

5701 奈良県 山口家具 ー
人と人が繋がる憩いの場所を提供する家具店の
新規顧客獲得事業

5702 奈良県 有限会社　羽根 9150002011220
あなたにピッタリな枕の選定と快適な睡りのPRと
看板の設置事業

5703 奈良県 南畳店 ー キャッシュレス時代に対応した畳屋の生き残り対策

5704 奈良県 ゆり庵 ー
おばあちゃんから孫へゆり庵『こどもミュージアム』
販路開拓作戦

5705 奈良県 理容　千葉 ー
ヘアスタイルは自由自在！地域密着の営業で掴む
新規顧客獲得事業

5706 奈良県 吉谷木工所 ー
「三宝の製作技術」を活かすオーダーメイドの新た
な販路開拓事業

5707 奈良県 有限会社　中本工務店 6150002011157
奈良県リサイクル製品を目指す「瓦チップ・瓦砂」
の販促事業

5708 奈良県 田中市食料品店 ー
新サービス展開！「お惣菜の販売」で活路を開く新
規顧客獲得事業

5709 奈良県 おけ常 ー
四代目寿司職人が目利きした新鮮マグロづくしの
新規顧客獲得事業

5710 奈良県 大仙 ー
過疎の町での存続と新たな顧客獲得のための顧
客満足度向上事業

5711 奈良県 西岡農園 ー
「陽だまりの柿チップス」新パッケージでブランド化
事業
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5712 奈良県 （株）西澤 2150001016136
飲食店に観光特産品情報発信拠点を備えた複合
型店舗への転換事業

5713 奈良県 （株）ＣＲＥＡＴＥ 5150001022049
カーユーザーへの認知度向上による新規顧客獲
得及び販路開拓事業

5714 奈良県 有限会社　近藤銘木 3150002011432
製品開発提案型の事業展開を目指した経営改新
と事業承継計画

5715 奈良県 中辻銘木店 ー
「銘木＋変木」を自由に使った高級感のある空間
提案

5716 奈良県 小屋商店 ー
「ごま豆腐」販路拡大のための情報発信と生産性
向上

5717 奈良県 せせらぎの宿　弥仙館 ー
インバウンド満足度強化による集客と業務効率向
上による経営安定

5718 奈良県 株式会社CNA　COMPANY 1150001022770
旬の生フルーツサワーに特化した店舗へ！店舗改
装と販促活動

5719 奈良県 一成工房 ー
奈良・大阪から東京（銀座）へ「一成工房」売上・
客単価向上計画

5720 奈良県 いにま陶房 ー
身体が不自由な方にも機能的に使える「やさしい
器」のＰＲ事業

5721 奈良県 エンローダ ー
「エンローダ」販路拡大&生産性向上用機械の導
入作戦

5722 奈良県 やん茶庵 ー 高齢年齢・鮎釣り客誘致の為のリニューアル

5723 奈良県 冨永屋 ー
快適空間で最高接遇（品質保証・おもてなし）によ
る売上げアップ

5724 奈良県 川口製麺所 ー 直販比率向上のための誘客への取組み

5725 和歌山県 (有)おおとう交通社 1170002010046
インバウンド向けに熊野古道と「大塔青少年旅行
村」施設をPR

5726 和歌山県 STAR FOREST ー
外壁に看板を設置、店舗改装によるワークショップ
開催場所の整備

5727 和歌山県 谷中幹工務店 ー 家づくりの思いを伝えるHPリニューアル計画

5728 和歌山県 株式会社松晃梅 9170001008686
黒字化達成のために客数ＵＰ！新商品で新規顧客
を開拓する！

5729 和歌山県 サンフィールドタイラ ー
「農機具だけではありません！」遮熱塗料の認知度
向上計画

5730 和歌山県 株式会社　八旗農園 7170001013259
冷凍桃を10等切にする先端機械の導入による販
路開拓拡大事業。

5731 和歌山県 福林電気 ー 業務効率化の為のＣＡＤ導入で、経営課題を解決

5732 和歌山県 マキア和漢ビューティーラボ ー
持続的経営ための増毛新サービスによる需要開
拓売上増大計画

5733 和歌山県 株式会社　前福 8170001007581
工場直売所への空調設備導入で「おもてなし度」
向上

5734 和歌山県 柿の葉寿司　九和楽 ー
「量」へ対応する為の機器導入により新規販路開
拓を目指す

5735 和歌山県 有限会社　横楠 3170002007098 お客様のご要望に応えたい！洋式トイレ改修事業

5736 和歌山県 有限会社坂直農園 2170002009517
冷凍梅の販売とパンフレット作成及びネットでの販
売強化

5737 和歌山県 アンベリール ー
新たな屋根を設置しイベントスペースとする事で集
客ＵＰ事業

5738 和歌山県 安田組 ー 家屋解体（空き家解体）相談窓口設置事業

5739 和歌山県 株式会社DISカンパニー 8170001010577
お子様のハートをつかんでファミリーを呼び込む事
業
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5740 和歌山県 湯浅醤油　有限会社 2170002007466
海外輸出、インバウンド集客促進の為、香港で料理
教室開催

5741 和歌山県 有限会社　谷本サービス 2170002010004
無料サービスの有料化と新サービスの同時展開に
よる販路開拓事業

5742 和歌山県 初代鶏和 ー
新商品開発およびキャッシュレス決済導入周知に
よる販路開拓事業

5743 和歌山県 カッティングプレイスクマノ ー
外注から自社制作切り替えによる納期短縮戦略で
の販路開拓事業

5744 和歌山県 辻　接骨院 ー
スポーツによる健康維持増進をサポートし新規顧
客を獲得する事業

5745 和歌山県 中辺路陶芸館　中王子窯元 ー
未利用の倉庫を活用して自前の工房を作り、販路
開拓を行う

5746 和歌山県 株式会社小南農園 2170001012744 地方銀行フードセレクション2019出展事業

5747 和歌山県 大木商店 ー 冷凍冷蔵庫を購入し、【 生しらす 】販売事業

5748 和歌山県 有限会社　船山木工 7170002007086
木の良さを活用した和風家具で欧米顧客ニーズ
を把握

5749 和歌山県 こたつファーム ー
あったかい想いを伝えたい！ＨＰとパッケージ作成
で、販路拡大

5750 和歌山県 丸新本家 ー
大看板改修でインバウンド顧客サービス向上、二
次災害対策を実施

5751 和歌山県 株式会社ピーエッチワイ 4170001007461
国内外の集客と自己収益アップを目的とするＨＰリ
メイク事業

5752 和歌山県 河田フィッシング ー 「最新機器で新メニュー」大作戦

5753 和歌山県 岡栄住建 ー 現場から「OKAEIイムズ」発信で販路拡大。

5754 和歌山県 Ｃｕｔ　Ｃｌｕｂ ー
次女にも顧客を！若い世代の取り込みで客数増加
計画。

5755 和歌山県 食楽呑楽処いわき ー
個室及び宴会場の利用率向上と来店客の増加を
図るＰＲ事業

5756 和歌山県 うめもと鍼灸整骨院 ー
健康維持新事業導入で多様なニーズに対応する
事業所づくり

5757 和歌山県 株式会社オカ 7170001007748
機能訓練に重点をおいた通所型リハビリ介護事業
の参入

5758 和歌山県 梅吉食品株式会社 5170002009168
梅干しの拡販を目指したウェブサイトの構築と受注
システムの改修

5759 和歌山県 鳥居建築 ー
ＨＰの開設によるＰＲ強化で新規顧客層の獲得を
目指す！

5760 和歌山県 株式会社たかがきサービスステーション 8170001007623 癒しの空間、柑乃屋売上倍増計画

5761 和歌山県 主井農園 ー
看板設置による知名度アップと少量パッケージ導
入で販路拡大事業

5762 和歌山県 株式会社不動農園 6170001009844 「袋入り梅干」で販売数・粗利・ＥＳ向上計画！

5763 和歌山県 ユウキ株式会社 9170001011797 ホームページリニューアル

5764 和歌山県 ステラート ー カフェ営業による新たな地域顧客の開拓事業

5765 和歌山県 山本製作所 ー
『工場改善サービス』に特化したホームページによ
る販路開拓事業

5766 和歌山県 Ａｍｒｉｔａ　株式会社 4170001015464
スリランカ食材を使った新商品によるＢｔｏＣの販売
開拓事業

5767 和歌山県 有限会社　玉一商会 8170002005675
農家民泊「杌庵」の共同風呂改修による販路開拓
事業
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5768 和歌山県 丹生の都プロジェクト株式会社 6170001013144
デザイン浴衣を核にしたパッケージプラン開発によ
る販路開拓事業

5769 和歌山県 株式会社　小原久吉商店 2170001007100 国道店隣に当店しょうゆＰＲ看板設置事業

5770 和歌山県 福すし ー 外国人観光客の誘導で地域活性化

5771 和歌山県 株式会社ファーストトラックス 2120001196336 新商品の広告を使った販売拡大事業

5772 和歌山県 関西印刷所 ー 楽天市場出店におけるＷＥＢデザインの制作事業

5773 和歌山県 有限会社トラバッホ 1190002005325 喫茶スペース設置による、新規顧客獲得事業

5774 和歌山県 民宿　美滝山荘 ー
トイレを改修し宿泊のお客様に満足の高いサービ
スを提供する事業

5775 和歌山県 ヤマス商店 ー
従来からの多角化、ゲストハウス事業による新規顧
客獲得

5776 和歌山県 久保印刷 ー WEBサイト活用による新規市場開拓と課題解決

5777 和歌山県 株式会社きてら 6170001009555
魅力ある商品パッケージ開発で上秋津の６次化を
推進する！

5778 和歌山県 M’s cafe&dining ー
看板設置と広告で「知っているお店」に変身し、販
路を開拓。

5779 和歌山県 ピザハウス　MIEUX ー
スチコン導入による新たな加工品及びメニュー開
発での販売促進

5780 和歌山県 SOUTH CURRENT（サウスカレント） ー 釣果情報の発信に特化したWEBサイトの開発

5781 和歌山県 そうがわパソコンサポート ー
自分で作る！ホームページ・ブログ制作支援サービ
スの充実

5782 和歌山県 株式会社ナカウチデンキ 7170001009736
自社独自のドメインを取得・ホームページ作成で新
規顧客開拓

5783 和歌山県 ナカオ不動産 ー 空き家マッチングWEBサイトの開発

5784 和歌山県 有限会社　アオキヤ 6170002007112 オリジナル地ビールの新規顧客獲得作戦

5785 和歌山県 株式会社関西ガード 2170001014798 当社オリジナル木製防護柵受注促進事業

5786 和歌山県 パティスリーＴＡＭＡＮＯ ー ギフト商品（おやつマドレーヌ）販売促進事業

5787 和歌山県 ビジネスホテルとっぷイン神楽野 ー バスユニット内トイレの清潔感・安心感ＰＲ事業

5788 和歌山県 株式会社吉村秀雄商店 9170001007944
成長する甘酒市場に向けた「自然派甘酒」の新商
品開発

5789 和歌山県 フジノ写真館　studio Fourth ー
マタニティも安心！バリアフリー化による顧客満足
度向上計画

5790 和歌山県 スナックポパイ ー 新規顧客誘客のための店舗リニューアル事業

5791 和歌山県 有限会社柑香園 7170002008266
自動ドア導入による利便性・作業性・安全性・イ
メージ向上事業

5792 和歌山県 丸浅旅館 ー
主力顧客に対応した施設改修による宴会部門の
機会損失克服事業

5793 和歌山県 株式会社酒直舗 6170001005926 まちの小売店忘れないでね！ＰＲ事業

5794 和歌山県 株式会社香南ソーイング 5170001008418
仕上がりの良さを追求し、高加工賃商品への移行
による利益確保

5795 和歌山県 株式会社森川銃砲火薬店 9170001014057
事業承継を機に脱サラ！先代の志を継ぎ新分野参
入で事業持続計画
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5796 和歌山県 森のお宿 ー 立ち寄りやすい環境づくりによる来客促進事業

5797 和歌山県 アミティ有限会社 1170002008247
柿と柚子がこんなに合うなんて！煎茶にあうフルー
ツ菓子の提供

5798 和歌山県 有限会社昭和自動車整備工場 4170002009201 ポスティングによる来店促進事業

5799 和歌山県 有限会社亀田鮮魚 9170002009840
出荷体制の整備による販路開拓・利益率向上事
業

5800 和歌山県 有限会社たつのや 9170002009205
店舗の魅力引き上げによる顧客獲得・リピート率
向上事業

5801 和歌山県 紀州小阪農園 ー ブランディングによる販売促進事業

5802 和歌山県 谷本石材店 ー
新サービス（現地彫刻サービス）展開による新規
販路開拓事業

5803 和歌山県 野田モータース ー
イメージアップ店舗外装改修による新規顧客獲得
計画

5804 和歌山県 金澤寿翁軒 ー 和文化体験ができるように店内リニューアル

5805 和歌山県 カーショップ紀州 ー
店舗ＰＲ強化及び店内内装改修による新規顧客獲
得計画

5806 和歌山県 株式会社キヨイ 9170001014494
認知度を高める情報発信とシステム導入による業
務効率化

5807 和歌山県 ウィル　Will ー
新プログラム導入に伴う広告周知による新規顧客
開拓

5808 和歌山県 塩津屋 ー
取扱商品を見やすくする店舗改装と機械導入によ
る業務効率化

5809 和歌山県 森田白蟻研究所 ー
シロアリ探知器による駆除後の補修費軽減ＰＲで
売上ＵＰ

5810 和歌山県 森川商店 ー ギフトニーズに対応したECサイトでの施策

5811 和歌山県 四季彩園 ー 安全安心を届けて加工品の売上げＵＰ

5812 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839 地震津波対策のＬＰガスプランで新規顧客獲得

5813 和歌山県 たつみフルーツ ー
ゴールデンピーチの販売からたつみフルーツのブ
ランド化へ

5814 和歌山県 木下水産物株式会社 2170001011639
マグロの生ハム・国産天然紀州勝浦生マグロの販
路開拓

5815 和歌山県 有限会社若竹商事 6170002011543 和歌山の日本酒に特化した唯一無二の民宿へ

5816 和歌山県
SUSAMI MARINE SERVICE（第八大洋
丸）

ー アクティビティ拠点としてのゲストハウス整備事業

5817 和歌山県 ＢＵＳＨ ー アウトドアショップ「ＢＲＵＮＴ」への誘客事業

5818 和歌山県 ゲストハウスとうびゃ ー
繁忙期のチャンスロス回避と客単価向上による販
路開拓事業

5819 和歌山県 長野デザイン事務所 ー
販路拡大のための、スマートフォン向けアプリの開
発

5820 和歌山県 ジーワークス ー 新型バンドソー等導入による生産機能再構築

5821 和歌山県 もんぺとくわ ー 国内・海外の方に田舎生活実体験を

5822 和歌山県 龍神地釜とうふ工房るあん ー ホームページ立ち上げによる情報発信事業

5823 和歌山県 株式会社萬屋 2170002010549 ネットショップ構築とホームページリニューアル
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5824 和歌山県 株式会社吉野組 8170001014264
新メニューの開発とＰＲ強化によるファミリー層取り
込み大作戦

5825 和歌山県 カフェ　コリン ー 付加価値のあるカフェへの変身ＰＲ大作戦

5826 和歌山県 Atelier CHOUETTE D’OR ー
百貨店催事からの導線作りと外国客も含む白浜
観光客への販促事業

5827 和歌山県 SPAIN BAR VALESTA ー
真空包装機の導入による「TAPAS（タパス）」の
販路開拓事業

5828 和歌山県 stellato ー
地域資源とオーガニック食材を組み合わす加工食
品の開発及び販売

5829 和歌山県 寿司・一品料理　福重 ー
公式ホームページとパンフレットのリニューアルと外
国語対応

5830 和歌山県 （株）ナルト 3170001007388
ナルト製麺ＨＰ立ち上げによるインバウンドセールス
アップ

5831 和歌山県 株式会社キンエイクリエイト 1170001007043
女子の必需品、気になるニオイにパッと片手で消
臭除菌スプレー

5832 和歌山県 紀伊路屋合同会社 4170003001272
栄養補助食品の開発のための衛生作業室への改
装

5833 和歌山県 南紀マリンレジャーサービス ー 受け入れ体制強化による新規顧客獲得事業

5834 和歌山県 合同会社　どこでもそら 8170003001211 パッケージ制作による商品魅力向上作戦

5835 和歌山県 pole pole @ sea ー 経営安定化の為の施設改修工事

5836 和歌山県 宝石・メガネ・時計　辻本 ー ヒヤヒヤする自動ドアを安全に改修

5837 和歌山県 フィッシング隼 ー 新型魚群探知機導入による新規顧客開拓事業

5838 和歌山県 有限会社　水木商店 1170002010723
みそ屋の外装改修および販売強化による経営強
化事業

5839 和歌山県 有限会社マムフェローファーム 5170002008227
エコマム（キク）の日持ち保証　直接販売による販
路開拓

5840 和歌山県 本家かまどや粉河店 ー 学食のサイドメニュー追加による客単価ＵＰ

5841 和歌山県 アイル警備保障 ー 新しい交通誘導モデルの提案による販路開拓

5842 和歌山県 炭と旬彩　晴 ー
1組限定の特別な空間づくりによる売り上げアップ
事業

5843 和歌山県 民宿　望海 ー
インバウンド宿泊客の為のフリースペース改装によ
る販路開拓事業

5844 和歌山県 白浜メンテナンス株式会社 9170001012854
下水配管洗浄サービス開始のための高圧洗浄機
導入事業

5845 和歌山県 チリ化成株式会社 1170001007844
和歌山初！業界初！定額制ストレッチ専門店の販路
開拓

5846 和歌山県 辻本興業株式会社 6170001009101
天然本クエ品質向上のための業務用冷蔵庫(プレ
ハブ庫)設置事業

5847 和歌山県 有限会社　丸双蒲鉾店 8170002009429 金太郎パンダかまぼこを紀南から全国へ

5848 和歌山県 ゲストハウスマリンブルー ー
インバウンド宿泊客に向けた全天候型ウッドデッキ
の製作事業

5849 和歌山県 前田商店 ー 地域農産物による新たなお土産品PR事業

5850 和歌山県 合名会社　時計・メガネの広沢 4170003000596 新たな市場に対応するための陳列棚の刷新事業

5851 和歌山県 熊野カフェ ー 那智勝浦町の魅力を活かしたカフェづくり

209/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

5852 和歌山県 ササヤ薬品 ー 測定機器導入による新規顧客獲得作戦

5853 和歌山県 手作りのパン　マーブル ー
新基軸！　夏でも売れるパンメニューづくりで目指
す売上向上計画

5854 和歌山県 杜の郷みるりいな ー
当店のらしさを売る！　手作りドレッシング＆デザー
ト増売計画

5855 和歌山県 民宿ゆの里 ー
小さなお宿の温かみを感じられる新サービスで満
足度＆売上アップ

5856 和歌山県 ねむの木食堂 ー
旧店舗のイメージを刷新して、新規のお客様を獲
得する

5857 和歌山県 有限会社　伊永 9170002009997
キーワードは快適性！　新サービス開発による売上
向上計画

5858 和歌山県 三軒茶屋 ー
町で唯一！「食べ歩き」専用商品開発による売上
アップ計画

5859 和歌山県 株式会社　果無 8170001009529
３ステップの営業ツール完備で新規事業の売上増
進計画！

5860 和歌山県 宝コデザイン研究所 ー 自家栽培拘り野菜を活用した黄鬼商品の開発

5861 和歌山県 カービューティープロ田辺 ー
ホームページから個人顧客開拓とお店のブランド
力の向上

5862 鳥取県 さわだ農産（同） 8270003001052
自社ブランド商品の認知度向上と新商品開発によ
る販路開拓

5863 鳥取県 理美容室リール ー
付加価値の高い新メニュー体系の確立による収益
性向上

5864 鳥取県 ディベロップサーフアンドシー ー
インバウンド受入体制強化及び業務効率化による
利益拡大

5865 鳥取県 トゥジュール ー
顧客ニーズに対応した新商品提供及び生産性向
上による利益拡大

5866 鳥取県 メガネのみずた ー
補聴器関連サービスの拡充による新規高齢顧客
の開拓

5867 鳥取県 （有）家の修繕・ねっとわーく 2270002002750
作業効率化による納期短縮と情報発信による受注
獲得

5868 鳥取県 パン一心庵 ー
地域資源を活用した新商品販売による売上拡大
及び地域の魅力向上

5869 鳥取県 （株）遠藤農園 7270001002193 仕事・価格の見える化による販路開拓と人材育成

5870 鳥取県 （有）小谷写真館 8270002004320
女性フォトグラファーによる撮影イメージの見える化
と認知度向上

5871 鳥取県 アルパインヒュッテ ー
情報発信と対面営業の強化による新規顧客獲得
と稼働率アップ

5872 鳥取県 ほっこりよもぎ家kizuku ー 店舗への誘導促進による客数増加と客単価向上

5873 鳥取県 藤原みそこうじ店 ー
新商品開発による顧客の年間販売金額上昇によ
る売上増加計画

5874 鳥取県 手作りハム工房つくしんぼ ー
インパクトある新商品掲載パンフレット作成による
売上増大計画

5875 鳥取県 （株）八百谷時計電器店 5270001002328 「まちの困りごと相談所」開設による販路開拓

5876 鳥取県 コージーズキッチン ー
顧客ニーズに対応した商品開発による売上・利益
向上計画

5877 鳥取県 （有）オサキ薬局 6270002004743
「薬局の安心エステ」PRで新規顧客獲得・売上向
上計画

5878 鳥取県 ファッションプラザコサカ ー
刺繍名入れによる”おしゃれを楽しむ高齢顧客”へ
の販路拡大

5879 鳥取県 湯村不動産 ー
不動産一括管理サービス周知による事業所向け
案件の取り扱い増加
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5880 鳥取県
コラーゲンマシン＆リラクゼーションサロン
Oasis

ー 「脱毛」事業の新規顧客獲得による売上高拡大

5881 鳥取県 菓子工房シェル・ブール ー
デコレーションケーキの予約販売数増加による売
上高向上

5882 鳥取県 Jewel ー ネットショップの使いやすさ向上による購買率向上

5883 鳥取県 （有）秀栄自動車 1270002010738
先進技術・小型トラック対応診断機導入による販
路開拓と販売促進

5884 鳥取県 森の樹 ー
一押し「生甘酒」の積極的な販促活動により待ち
の営業から脱却

5885 鳥取県 （同）チップリサイクル森の四季 4270003000925
ボトルネックの抜本的改善による販路拡大と生産
性向上

5886 鳥取県 たきぎ屋 ー
木質バイオマス燃料のボトルネック解消による販路
拡大

5887 鳥取県 淀瀬自動車工業所 ー
効果的な広告宣伝による販路開拓および新規顧
客の獲得

5888 鳥取県 （有）岩垣組 1270002010259
PRの強化・快適商談環境整備による一般顧客の
販路開拓

5889 鳥取県 田宮畳店 ー
洋室も含めた「畳空間を演出する専門店」への転
換と販路開拓

5890 鳥取県 （有）姫田石材店 1270002009755
自社加工墓石のPRによる商圏拡大と加工作業の
効率化

5891 鳥取県 （株）赤碕オート 7270001004941
忙しい方の「すぐ」に対応した「来店型車検」の開
発と販路開拓

5892 鳥取県 （有）タイヤショップ東伯 4270002009496
法人ユーザーをターゲットにした出張サービスの営
業計画

5893 鳥取県 椅子ヨガ教室パンダ ー
顧客に適応した各種ヨガの周知による有形固定資
産回転率向上計画

5894 鳥取県 （有）魚雅 5270002011170
地元魚介類の加工品化に伴う提案型セールスに
よる販路開拓

5895 鳥取県 大谷酒造（株） 3270001004895
新醸造ライン構築に伴う新商品開発と国内外への
販路開拓事業

5896 鳥取県 H＆M（エイチアンドエム） ー 自社の周知と設備導入による作業効率の改善

5897 鳥取県 （株）山陰タイヤセンター 4270001006123 カーライフサポートに向けた認知度向上対策

5898 鳥取県 MONOスタジオ ー ホームページ構築による情報発信と新規需要開拓

5899 鳥取県 ヤスダ自動車鈑金塗装 ー 新規事業展開による付随収入の獲得

5900 鳥取県 加藤住建 ー
『住まいのお悩みをすまいるに』事業とＰＲ強化に
よる販路拡大

5901 鳥取県 足芝建築 ー 設備導入による内製化で顧客メリットの追求

5902 鳥取県 Hanielu ー
施術拠点の開設と新サービス導入による新規顧客
開拓及び人材育成

5903 鳥取県 三矢板金 ー
地元一般顧客からのダイレクト受注に注力した販
路開拓の強化

5904 鳥取県 （同）大山スマイルファーム 5270003000957
自社栽培の有機JAS認定農産物を使った加工品
の開発と販路開拓

5905 鳥取県 松涛園 ー
歴史と語らう！「待合ダイニング」開設で新規顧客
開拓と収益向上

5906 鳥取県 料理　宴会　もりた ー
家業を紡ぐ店づくりで基盤整備と来店者利便性を
強化し事業を継承

5907 鳥取県 池口新聞舗 ー
壁看板とおたよりで「絆」を結ぶ！新聞販売店の顧
客開拓事業
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5908 鳥取県 脇田塗装店 ー
雨の日は薪割り！晴れの日は塗装業！異業種の複
合で収益力を強化

5909 鳥取県 織房 ー
「裂き織生地」の和素材バッグ＆小物の商品開発
と新販路拓事業

5910 鳥取県 （有）マツモト 6270002008018
『家族葬さくら』の強み・サービス周知による受注
件数増加計画

5911 鳥取県 七草 ー
新店コンセプトの認知拡大による新規顧客の獲得
及びリピーター化

5912 鳥取県 木嶋動物病院 ー
高齢犬の体に負担が少ないトリミングメニュー充
実による売上増加

5913 鳥取県 大山焼久古窯 ー
観光客をターゲットとした陶芸体験拡充による売上
増加

5914 鳥取県 （有）ビーエムステーション 1270002008146
消化に優しいお湯を注ぐだけ「玄米おかゆの粉」
の販路開拓

5915 鳥取県 野口塗装（有） 2270002008145
認知度向上と個人住宅の塗替え需要の掘り起こし
による売上向上

5916 鳥取県 足立畳店 ー
若い世代に洋風住宅に合う畳を知ってもらい需要
拡大を図る

5917 鳥取県 cinemaValley ー
「絵本のような世界観」を訴求した認知度向上と
集客力向上

5918 鳥取県 白谷工房 ー
「寄木細工」ギフトでの利用シーンを提案し顧客満
足度アップ

5919 鳥取県 大塚食品（有） 8270002008602
共働き世帯・高齢世帯に対応した商品提供による
顧客満足度アップ

5920 鳥取県 日南トマト加工（株） 1270001004518
「おいしい」の見える化によるBtoBで販路拡大・地
域発展

5921 島根県 有限会社　明神館 4280002002764
ネット等を活用した情報発信と顧客満足度向上に
向けた取り組み

5922 島根県 柿谷商店 ー
干物製造設備を増強し、欠品からの機会ロス防止
による販路開拓

5923 島根県 有限会社徳建 4280002011278 新規遺品整理事業PRによる販路拡大事業

5924 島根県 平和そば本店 ー
当店の存在と強み(特徴)のアピール強化による販
路開拓事業

5925 島根県 (株)OKU-Reno. 4280001007475
看板設置、社用車のラッピング、スタッフユニフォー
ムによる広報

5926 島根県 奥出雲リサイクルセンター ー ホームページの作成と通販サイトの構築

5927 島根県 安部屋商店 ー
価格競争に巻き込まれない高価格商品で売上増
加を図る。

5928 島根県 有限会社　田中大成 5280002006590
島根らしく、出雲らしいお土産の認知と訴求力向上
による販路開拓

5929 島根県 Y´sデンタルラボラトリー ー 受注シェア拡大による売上増への取り組み

5930 島根県 有限会社奥出雲タイヤ 2280002012014
タイヤ交換の受注増を目指した販路拡大への取組
み

5931 島根県 有限会社川角工務店 8280002011646 ドローン事業部の販路拡大事業

5932 島根県 有限会社三沢建設 3280002011766
空き家管理業務、および木製玩具の販売による販
路開拓

5933 島根県 ㈲井山屋製菓 5280002006698
支払サービス拡充による既存客の満足度向上と新
規顧客獲得事業

5934 島根県 高浦左官 ー
船釣り道具の無料貸出しサービスでファミリー客を
獲得！

5935 島根県 みうら理髪店 ー 高齢者に優しい店作りで売上拡大！
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5936 島根県 サトー食品有限会社 9280002006562
出雲の味を県外へ！いずも燻製シリーズの販路開
拓プロジェクト

5937 島根県 東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ浜田　大迫博幸 ー
認知度向上および個別相談会による新規顧客獲
得事業

5938 島根県 ㈱ボディワークスハラ 9280001004063
新型ガスに対応！カーエアコンニーズ獲得による販
路開拓事業

5939 島根県 重田建築 ー
「床のお悩みは重田建築へ！」パンフレットによる元
請開拓事業

5940 島根県 旧造り酒屋の宿　出雲　玉家 ー
インバウンド誘客を考慮してのプロモーション活動
による販路開拓

5941 島根県 ヘアーショップ池田 ー
最新のフロント式シャンプー台導入による顧客満足
度向上事業

5942 島根県 株式会社ＳＴＭ総建 4280001007649
看板設置による新規顧客獲得・資材置場拡張によ
る業務効率化事業

5943 島根県 呉服の伊原 ー 店舗改装とＨＰ作成による新規顧客獲得事業

5944 島根県 有限会社藤原鉄工所 6280002011870
高品質溶接を可能とする溶接機の導入による顧客
満足度向上事業

5945 島根県 美容室ハピネス ー
時短でキレイを応援！子育てママをターゲットにした
販路開拓事業

5946 島根県 五本木カフェ ー エアコン設置で快適食事空間整備事業

5947 島根県 渡辺ホンダ販売 ー
接客・展示スペースの確保により売上増加を目指
す事業

5948 島根県 チャームランドリー石見店 ー くつろぎスペース開設で来店客数増加事業

5949 島根県 万禧亭 ー 客室リニューアルで来店客満足度アップ事業

5950 島根県 合同会社昊昌林協 3280003001155 樹木粉砕機により竹林整備事業

5951 島根県 インテリア幹 ー
【お家診断事業】で安心安全な暮らしを提供する
事業

5952 島根県 谷口組 ー
小型建設機械導入により外構工事に進出する事
業

5953 島根県 武田オートワークス ー
看板を設置することで事業内容と店舗兼工場の存
在をアピール

5954 島根県 スナック・喫茶　麻胡 ー カラオケを使って健康増進を促し新規顧客獲得

5955 島根県 ＳＮＢ塗装 ー
販路開拓のために「丁寧な外壁塗装をアピール」
する事業

5956 島根県 桜江そば一心 ー
お持ち帰り用「こだわり生蕎麦」の販売で販路拡
大

5957 島根県 ㈲はんだ 8280002009384 自然栽培大豆の販路開拓を行う事業

5958 島根県 猪加工販売センター ー
広島電鉄電車の車内にお取り寄せポスターを掲載
し販路拡大

5959 島根県 ㈲アートハウス 9280002009061 壁クロスの部分補修の提案で販路拡大

5960 島根県 ＣＲＹＳＴＡＬＷａｘ＆Ｎａｉｌ ー 店舗リニューアルによるリラックス空間の演出

5961 島根県 鍛冶工房弘光 ー
工房の施設改修に伴う顧客満足度向上による顧
客開拓と販路拡大

5962 島根県 （有）本多石材店 5280002004883
樹木葬霊園の市場開拓による新規顧客開拓と販
路拡大

5963 島根県 平木建築工房(株) 2280001006909
魅力的かつ効果的な情報発信による顧客開拓と
販路拡大
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5964 島根県 スナック喫茶　ボン ー
安心して楽しめる店づくりで常連客維持と新規顧
客獲得

5965 島根県 Dog Salon Merci ー ポスレジデータ分析で提案型新サービスの紹介

5966 島根県 株式会社　なかだ 1280001007866 名物料理『海鮮丼』観光客へＰＲ

5967 島根県 浜田フラワーセンター ー お母さんの味で、みんなを笑顔に！

5968 島根県 株式会社イデア企画 2280001007428
サロン向け商品の購入プロセス改善による失注防
止・販路開拓事業

5969 島根県 ボデーショップ石州 ー 半自動溶接機導入で販路拡大

5970 島根県 株式会社大社木工 4280001003482
お客様の利活用シーンを広げるためのプロモー
ション活動の展開

5971 島根県 有限会社アーク工業所 8280002002777
薄板ステンレス加工技術のＰＲ強化による販路開
拓事業

5972 島根県 ドッグトレーナーカウツ ー ドッグランの整備による新たな顧客獲得事業

5973 島根県 丸安クリーニング店 ー 町内の個人客獲得に向けた販売促進事業

5974 島根県 丸上商店 ー 新商品「鯖の燻製」の開発による売上拡大事業

5975 島根県 ソーイングクト ー 全面プリントウェア販売用ホームページ作成事業

5976 島根県 有限会社湖陵オートサービス 7280002006671
車屋×エステで女性を集客！遊休スペースを活用
した販路開拓事業

5977 島根県 堤タイヤ有限会社 6280002009592
店内空間の改修による女性ユーザー層の新規獲
得

5978 島根県 カフェ マリンベル ー 店舗の改装による新たな顧客獲得事業

5979 島根県 扇屋そば ー
リーフレットと翻訳メニュー表による新規顧客と外
国人客の取込み

5980 島根県 旅館みかみ ー
自社WEBサイト、SNSでの情報発信による販路拡
大

5981 島根県 有限会社井上醤油店 9280002011629
井上醤油店の醤油・味噌の食べ方提案による新規
顧客への販路開拓

5982 島根県 藤原幸男 ー
真空パックの新商品開発による新たな販路開拓事
業

5983 島根県 金城開発株式会社 4280001004456 潜在人口2,000万人掘り起し作戦

5984 島根県 有限会社　タイヤセンター雲南 2280002011387
もう車外へ出たくない、車内快適エアコン空間整備
事業

5985 島根県 かげやま ー
宴会のテーブル席導入による顧客満足度向上事
業

5986 島根県 株式会社竹下本店 9280001005680
正確な日本酒密度分析によるデータで新構成商
品開発と販路開拓

5987 島根県 出雲そば　きずき ー
和空間での出雲そばの提供による食プラス雰囲気
での販路開拓事業

5988 島根県 ナマケモノ珈琲 ー 若年層から始まるレギュラーコーヒー文化

5989 島根県 とらや旅館 ー 温泉好きから始める美又温泉活性化

5990 島根県 浜村木材有限会社 7280002006754
虫嫌いニーズに対応した害虫捕獲具パックリンの
販路開拓事業

5991 島根県 有限会社森脇鶏農場 2280002011908
衛生面に配慮したテープシール式パックで新規顧
客の開拓を目指す
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5992 島根県 株式会社ふぁーむ大根島 2280001007717
大根島の島採れ食品を全国へを実現する自社加
工品の販路開拓事業

5993 島根県 有限会社竹谷運送 5280002003175 製品品質向上による販路開拓事業

5994 島根県 tori pain ー 女性ターゲットによる販路（顧客）拡大事業

5995 島根県 ワタナベ工業 ー 住宅リフォームをターゲットにした販路開拓事業

5996 島根県 大根島ぼたん園 ー 高齢者ターゲットによる販路（顧客）拡大事業

5997 島根県 加茂福酒造株式会社 8280001004808
多品種兼用洗瓶機の導入で小容量日本酒の出荷
を増やす事業

5998 島根県 あい美容室 ー
ヘッドスパのメニュー強化による客単価増加と新
規顧客の開拓

5999 島根県 あおき社会保険労務士行政書士事務所 ー
働き方改革を追い風に、オープンオフィスで労務
ニーズ獲得事業

6000 島根県 下橋事務所 ー 大規模測量受注による売上拡大

6001 島根県 祖田木工所 ー
看板設置による直接受注比率の向上と新規顧客
開拓及び販路拡大

6002 島根県 ODOLL ー
ワクワクの価値を提供！あめ細工教室と出張実演
による販路開拓

6003 島根県 有限会社　ひまわりニット 8280002009624 新規設備導入で売上と収益性の増加を実現

6004 島根県 青木建築 ー 新たな取り組みで売上拡大事業

6005 島根県 株式会社　葵屋 2280001007857 ホームページ開設による売上拡大事業

6006 島根県 槇Biyoshitsu ー トイレの改装による売上拡大事業

6007 島根県 ㈲小田温泉 2280002006701
より心地の良い空間提供による顧客満足度向上と
新規顧客獲得事業

6008 島根県 しまね有機ファーム㈱ 8280001004634
島根県産の農産物を利用した新たな販路開拓に
向けた新商品のＰＲ

6009 島根県 有限会社けんちゃん漬 2280002005447
店舗の集客力を高めるためのプロモーション強化
による販路開拓

6010 島根県 木部谷温泉松乃湯 ー 木部谷温泉「松乃湯」の鮎づくしへの挑戦

6011 島根県 DINING雅 ー
顧客満足度向上に向けた体制整備による販路開
拓

6012 島根県 サンサン商事 ー
新たな設備導入による顧客満足向上、及び新たな
顧客獲得

6013 島根県 有限会社笠江工業 6280002010591
住宅リフォームに特化した取り組みによる新規販路
開拓事業

6014 島根県 沢田太鼓店 ー
『カープ応援太鼓』製造販売による販路開拓プロ
ジェクト

6015 島根県 田原資材株式会社 9280001005887
高付加価値運送サービスの展開による新規販路
開拓プロジェクト

6016 島根県 お食事工房クック ー
期間限定メニューの展開と業務効率化による利益
増大プロジェクト

6017 島根県 有限会社高津川葬祭社 5280002010790
サービス明確化をセールスポイントとした販路拡大
プロジェクト

6018 島根県 やたま建設株式会社 4280001003771
山陰初の地盤改良工法導入による鳥取エリア進
出プロジェクト

6019 島根県 旅館すたに ー
ターゲットに合わせた新プランの創設とプロモー
ション強化事業
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6020 島根県 有限会社　創修 7280002009716 新規商品の製造への着手と販路開拓

6021 島根県 理容いとう ー
快適空間で頭も心もすっきりのサービスを提供しま
す

6022 島根県 デントリペアうえのや ー デントリペア認知度向上、顧客満足度向上事業

6023 島根県 有限会社さいとう薬局 3280002004695
田舎県道沿いの店舗に看板設置とチラシ効果で
新規患者の獲得作戦

6024 島根県 株式会社出雲生姜屋 1280001006769
出雲生姜を活用した新商品開発とPV･グッズ作成
による顧客獲得

6025 島根県 株式会社　隠岐三協サッシセンター 2280001005407
非破壊検査試験機導入による新サービス・販路開
拓事業

6026 島根県 合同会社ICスタイル 5280003001021
新規サービス（異空間スタジオ撮影）の促進による
販路開拓事業

6027 島根県 有限会社　池田材木店 3280002010850
隠岐産木材製品（アロマ・皿等）の新商品開発・販
路開拓事業

6028 島根県 有限会社ヤマヲ水産 3280002002682
「そのまんま食堂炊き込みご飯の素」の開発による
販路拡大事業

6029 島根県 松蔭木工 ー
お客さまへ高品質な建具を提供し新規顧客獲得を
目指す

6030 島根県 コンセルボ平田店 ー
食品表示法新制度に対応したラベルプリンター導
入による販売促進

6031 島根県 松江工機株式会社 1280001007172
特殊鋼材のワイヤ放電切断加工ＰＲによる受注拡
大・顧客開拓事業

6032 島根県 ＤＥＡＴＥＣ株式会社 5280001006245
地元の経営者向けデジタルコンテンツショールーム
展開事業

6033 島根県 為正漬物店 ー
新食品表示に対応し、ブランド価値向上と販路拡
大を図る事業

6034 島根県 株式会社 大南 7280001007563
ホームページ開設で県外へ情報発信、新規顧客開
拓事業

6035 島根県 綿屋 ー
PR看板設置による販路開拓と除草業務効率化に
よる売上の増加

6036 島根県 株式会社柿の里 2280001007873
飲食部門と温泉部門のコラボレーション／相乗効
果による売上増加

6037 島根県 ゲストハウスきづき ー
ＨＰ作成による認知度向上からの新規顧客獲得事
業

6038 島根県 株式会社津和野観光ホテル 5280001005214
スマホ・多言語対応により集客増を図るホームペー
ジリニューアル

6039 島根県 有限会社　藤屋 7280002009633 米の取扱量拡大に伴う業務効率化と販路拡大

6040 島根県 友塚畳工店 ー
新型畳縫着機の導入で生産性の向上及び新商品
の開発

6041 島根県 株式会社 恵曇鐵工所 7280001000816 新たな設備導入による売上拡大事業

6042 島根県 有限会社勝山建設 9280002011645
看板の設置により幅広い業務内容を周知してい
く。

6043 島根県 トミ美容室 ー
高機能シャンプー台と新サービス導入による新規
客獲得を図る

6044 島根県 La petite poche ー 「買いたくなるお菓子、行きたくなるお店」PR事業

6045 島根県 ホテル美又 ー
看板設置し、日常で味わえない温泉・料理の魅力
で顧客獲得を図る

6046 島根県 コインランドリー邑南店 ー
コインランドリーの便利さ、使いやすさ周知による新
規顧客開拓

6047 島根県 魚菜屋かっぱ亭 ー トイレ改修による顧客満足度向上及び集客の拡大
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6048 島根県 沖田屋農園 ー 加工品の生産量拡大で売上アップ

6049 島根県 野上建設 ー 商談スペースの整備で成約数を大幅アップ！

6050 島根県 有限会社カイ 7280002008825
新たな情報発信で発電所工事の宿泊需要を一挙
に取り込み！

6051 島根県 こめじるし ー ２号店開設により売上拡大を図る

6052 島根県 合同会社　庭広 3280003001031
ハウス栽培による生産量アップ＆乾シイタケの販売
で売上拡大

6053 島根県 華羅株式会社 2280001005761
新商品薬膳料理発売の為のメニューブック作成及
び宣伝事業

6054 島根県 間商事有限会社 7280002009609 新規取扱商品（焼き芋）を増やし売上増加を図る

6055 島根県 肴 ー
女性トイレの増築、メニュー提案で女性客を取り込
む販路拡大事業

6056 島根県 Ｊ’ｓｋｉｔｃｈｅｎ ー
野菜ソムリエプロと連携したカフェオープンから新
規顧客獲得事業

6057 島根県 株式会社　小松ファーム 7280001006615
商品パッケージ刷新によるブランドイメージの統一
と販路開拓

6058 島根県 堀井金物店 ー
ホームページのリニューアルとＳＮＳ連携で売上
アップ

6059 島根県 桃源洋菓子工房リール ー
出雲ドームをコンセプトとした新商品開発による販
路開拓事業

6060 島根県 有限会社ディブロ 5280002009718
石見ポークの更なる信頼・安全性の向上に取組み
販路拡大を目指す

6061 島根県 有限会社石川建窓 8280002010524 展示会による顧客獲得事業

6062 島根県 佐渡村衣裳店 ー
破れにくい衣裳を早く届ける！短納期修繕による売
上増加計画！

6063 島根県 神門通りカフェ　ポンム・ベエル ー
エントランスまわりの植栽、美装化による集客力増
強事業

6064 島根県 村上酒店 ー 「お客様のお望みの酒、探します。」事業の拡大

6065 島根県 株式会社　岡見技建 3280001007336
家作りの想いを伝える！パンフレット作成による売
上増加作戦！

6066 島根県 株式会社ヒラノ 8280001006151 マルシェの魅力発信事業

6067 島根県 レフティーズレザークラフト ー
レザークラフトを身近に！体験型メニュー提供による
売上増加計画

6068 島根県 BPオートサービス ー
カーコーティングのこだわりを伝えるHP作成による
販路開拓作戦

6069 島根県 有限会社　光明堂 7280002008833
託された製品に彩りを！新商品開発による販路開
拓事業

6070 島根県 有限会社佐藤洋行工務店 6280002006301
古民家再生モデルハウスによる新たな販路開拓事
業

6071 島根県 有限会社森田醤油店 2280002011692
自社ホームページ・販売サイトのリニューアルによ
る販路拡大事業

6072 島根県 福泉堂 ー 機器導入によるカステイラの海外販路開拓事業

6073 島根県 有限会社ブライトカーズ 3280002011634 新規顧客獲得の為の展示会開催による販路開拓

6074 島根県 中和商事 ー 大量買付けで売上拡大事業

6075 島根県 ㈱エバーグリーン 6280001007713
旭発！エゴマ事業の情報発信を強化し健康的な食
生活のお手伝い
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6076 島根県 高田建築 ー
植木剪定サービスを浸透させ新規顧客獲得により
売上拡大を目指す

6077 島根県 山本製材所 ー
「ほっとランドリー」をもっと知ってもらい新規利用
者を獲得！

6078 島根県 （有）吉川組 4280002004851
看板設置による自社認知度の向上と新規顧客開
拓及び販路拡大

6079 島根県 有限会社　小川組 5280002010568 新設備導入による販路開拓事業

6080 島根県 理容せさき ー 店舗改装によるご年配層の新規顧客獲得事業

6081 島根県 川本建設 ー
便利屋サービスを情報発信し新規利用者の増加
を図る

6082 島根県 訪問リフレ ー
「脱毛サービス」の情報発信強化により新規利用
者の獲得を目指す

6083 島根県 増本建設　有限会社 8280002010581 リフォーム業PR強化による新規顧客開拓

6084 島根県 有限会社建商 7280002006283
金物商品の拡充による工務店の新規顧客獲得事
業

6085 島根県 ㈲ホテル川隅 8280002008898
情報満載パンフレットとお得感チラシの配布による
販路拡大

6086 島根県 株式会社PROCEED 7280001007877
知名度アップと新規受注獲得を目的とした営業
ツールの導入

6087 島根県 有限会社松原電工 1280002006776
配電工事機器導入から営業強化による法人客の
新規顧客獲得事業

6088 島根県 ｆｗｃパートナーズ ー セミナー受講生増加による新規顧客獲得事業

6089 島根県 株式会社　三島ファーム 6280001007127 樽ごと出店生ビール！

6090 島根県 ㈱ボウストフル・ファーマー 5280001005973 新たなメニュー開発による販路の開拓

6091 島根県 有限会社山光技研 5280002006319
機械継手対応検査機導入による売上アップと新規
顧客の獲得

6092 島根県 カーボンズ ー
店舗移転にあわせた新サービス導入とPR強化に
よる新規顧客獲得

6093 島根県 Flower salon Alice ー
情報発信力を強化することによる新規顧客獲得事
業

6094 島根県 新田畳店 ー
ホームページの構築により若者層への販路拡大を
目指す

6095 島根県 有限会社貴光 3280002011320
補聴器の正しい知識の普及と顧客獲得を図る補
聴器相談会の開催

6096 島根県 ㈲赤来オートセンター 1280002011792
新規事業に伴うチラシの作成・配布による販路の
開拓

6097 島根県 吉川吉盛堂 ー 店内前改装による顧客満足度向上と販路の拡大

6098 島根県 ㈲田部モータース 9280002011851
新規顧客を確保するための機械の導入（車検修
理の技術の向上）

6099 島根県 株式会社ふいご・ジャパン 9280001007066
女性向けパッケージの開発と宣伝活動の展開によ
る販路開拓事業

6100 島根県 光プロジェクト株式会社 5270001006519
革新的なＨＰ作成とプロモーションによる新規顧客
獲得

6101 島根県 たかしま食堂 ー
新たな客層を取り込むための、環境衛生の抜本的
改善への取組み

6102 島根県 雲善窯 ー 布志名焼ブランドの認知度拡大と販路拡大事業

6103 島根県 有限会社イワナリ厨機 7280002002951
高所作業リフターの新規導入で生産性向上と販路
拡大の取組み
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6104 島根県 017ミュージックメソッド ー
急増する低年齢生徒の維持、加入推進に不可欠
な環境整備の取組み

6105 島根県 糸賀製餅店 ー
つきたてのお餅を食卓へ届けることにより販路拡
大を目指す

6106 島根県 川島鈑金 ー
板金専門ツール導入で元請受注比率を向上させ
業容の拡大を目指す

6107 島根県 有限会社荒銀仏具店 9280002004640
看板設置によるPRと店舗イメージアップによる販
路開拓事業

6108 島根県 喫茶　母城 ー
高齢者と女性に優しいお店づくりによる販路開拓
事業

6109 島根県 洋菓子イナダ ー 喫茶部門の強化で売上アップを図ります

6110 島根県 あべ農園美郷農場 ー
ＨＰ作成によるＰＲ力の強化とネット販売による販路
開拓

6111 島根県 有限会社大測設計 2280002011404
新事業の農薬散布ドローンで高齢化する農家のお
悩み解決

6112 島根県 ㈲いわいや 1280002006512
店舗の視認性向上と商品魅力強化からの新規顧
客獲得事業

6113 島根県 そば聖 ー 『そば聖カフェ』でそばファンの拡大

6114 島根県 櫻尾酒店 ー
ツアー客の来店需要を取り込み、売上アップを目
指す

6115 島根県 美容室たんぽぽ ー カウンセリングによる効果の高いヘッドスパの導入

6116 島根県 株式会社　雲見堂 8280001005789 魅力発信のステージ作り！店舗照明改装事業

6117 島根県 コバヤシ写真場 ー
高画質特殊カメラ導入でお客様のご要望にお応え
します！

6118 島根県 株式会社風と土と 3280001005488 「自社ＷＥＢサイトのリニューアル」プロジェクト

6119 島根県 ヘアータイム ー
トイレを新設して快適で落ち着ける店舗により売上
げ増加を目指す

6120 島根県 湯るり ー
ホームページを開設し情報発信による顧客獲得事
業

6121 島根県 ライフスタイル ー
看板作成・設置及び折込チラシによる販路拡大事
業

6122 島根県 有限会社増田住建 2280002009638 専用ソフト導入による見積・プレゼンの質の向上

6123 島根県 TAMARIBA NAMI ー
「空き家・空き店舗」のリノベーションによる販路開
拓事業

6124 島根県 アジキスタジオ ー 高性能カメラ機器導入による学校売上増加事業

6125 島根県 配食のふれ愛　出雲店 ー
店舗拡張による作業効率向上から事業エリア拡大
へ

6126 島根県 有限会社　日の出館 5280002006608
玄関アプローチバリアフリー化による販路開拓事
業

6127 島根県 株式会社岩佐塗装 8280001006705
ショールームを活用した営業強化による、下請け体
質からの脱却

6128 島根県 有限会社フィリンク 4280002006988
エビデンス提供及び車いすの品質向上による販路
拡充へ

6129 島根県 有限会社奥出雲葡萄園 4280002011261
ホームページリニューアルによる売上・利益率向上
事業

6130 島根県 株式会社エル商事２１ 2280001006082
地元看護大学等との連携による高齢社会に対応
した販路開拓事業

6131 島根県 志母 ー PR強化による販路拡大事業
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6132 島根県 株式会社吉岡製菓 8280001006647
ＨＰのリニューアルによるネット販売強化による販
路開拓事業

6133 島根県 有限会社グリーン浜山 1280002006553
お客様が安心して楽しめる事業環境整備による販
路開拓事業の展開

6134 島根県 シマネヤ眼鏡店 ー
お客様の「見え心地向上」のための測定器導入に
よる売上拡大事業

6135 島根県 つちのと舎 ー 居心地よい癒しの空間創出事業

6136 島根県 越野薬品有限会社 4280002002830
ドラッグストアから業態変更を目指した商品戦略及
び販売戦略

6137 島根県 有限会社門脇土建 9280002004509 自社ウェブサイト刷新による販路開拓事業

6138 島根県 有限会社　松葉屋 7280002011762 卸商品販路開拓の為の和菓子リニューアル

6139 島根県 カレー工房ダーニャ ー
本格的レトルトインドカレーの開発、販売促進による
顧客創造事業

6140 島根県 有限会社カナール 8280002011290
鴨肉の美味しい食べ方を全国へ！ネット販売強化
による販路拡大

6141 島根県 長谷川製パン有限会社 6280002004742
「長谷川製パン」の豊富な商品ラインナップをご覧
ください

6142 島根県 有限会社清風荘 3280002003020
旅館の強みのＰＲと奥まった立地条件をカバーする
看板の全面改装

6143 島根県 加納山佐屋 ー
厨房機器の拡充による生産性拡大と新聞折込に
よる販路開拓事業

6144 島根県 有限会社福井建設 6280002009626 解体工事の事業化で新市場に進出

6145 島根県 有限会社サンハートアイ 1280002011644 出張タイヤ交換によるサービス力向上事業

6146 島根県 株式会社スマイル 9280001005482
製粉機導入による「めかぶ」の新商品販路拡大事
業

6147 島根県 井上養鶏場 ー 自動販売機による鶏卵の販路拡大事業

6148 島根県 株式会社　オーテック 9280001005532 ＨＰリニューアルによる農薬散布事業の認知向上

6149 島根県 前門屋 ー
15周年記念キャンペーンとチラシ配布による新規
顧客獲得事業

6150 島根県 ＬＯＣＯＢＬＵＥ ー ダイビングショップ開設による本格的な営業活動

6151 島根県 株式会社小林工房 2280001004045
絵付け体験場の環境を整えたりレイアウト変更し集
客売上増加事業

6152 島根県 灰示花火 ー
映像ソフト活用した花火の魅力訴求による販路開
拓事業

6153 島根県 理髪処美肌処やまだ ー
ブライダルシェービング事業の充実で販路拡大を
図る

6154 岡山県 大橋商事有限会社 7260002033908
日本初！PRAZIS社製エアサスペンション独占販
売体制の確立

6155 岡山県 株式会社ベル 2260001024433 ご当地CMのリニューアルによる販売促進事業

6156 岡山県 くまさんの森 ー
丹精込めた「ゆうかメロン」の市場開拓と所得向
上への挑戦！

6157 岡山県 quatre HAIR DESIGN ー
トリートメントの研究と営業ツールの整備で魅力
アップへの挑戦！

6158 岡山県 町の小さなパン屋さんmomo ー
いつ行っても買える「焼きたてパン」の提供で売上
向上の取り組み

6159 岡山県 トリコグラフ ー
一貫した生産性体制の構築で売上高向上への取
り組み！
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6160 岡山県 安原プラミクス株式会社 3303002603691
HP改修で自社の技術力PRと新規取引先獲得へ
の挑戦！

6161 岡山県 株式会社　岡田商会 2260001008758
ダイレクトメールとSNSを活用し情報発信・拡散に
よる販売強化

6162 岡山県 ぴいさぽ ー
新規事業！新しい発達障害者支援のビジネスモデ
ルを普及

6163 岡山県 レイア　アートヒーリング　ラボ ー
新規事業！アートセラピーの要素を取り入れたペッ
トアートの普及

6164 岡山県 hairlife　Resia ー
新サービスと技術力の融合で新規顧客獲得と売
上アップへの挑戦！

6165 岡山県 株式会社にこ 7260001032613
当社の認知度と信頼性の向上で新規顧客獲得へ
の挑戦！

6166 岡山県 坪井造園 ー
営業力強化で空き家剪定サポート事業のPR大作
戦！

6167 岡山県 スタジオカメラサトウ ー
早島ウエディングの撮影と提案を通じた顧客獲得
強化事業！

6168 岡山県 有限会社鏡野ブロイラー 6260002028000
情報誌等の活用による商圏拡大と焼き鳥で新規
客獲得事業

6169 岡山県 農業王国くら ー
農作業の生産性向上を実現し、販路拡大に繋げ
る！！

6170 岡山県 からだすっきり館 ー
当店の魅力を多くの方へ発信し顧客獲得とリピー
ト率向上への挑戦

6171 岡山県 着物屋MIYABI.net ー きもの買取り　岡山NO.1　PR

6172 岡山県 有限会社マルソーオートプラザ 5260002009496
岡山初「デリバリー見積車検サービス」による販路
拡大

6173 岡山県 有限会社武本酒店 3260002028738
一日200名の自販機利用者への積極的ＰＲ・販売
促進事業

6174 岡山県 ふじラボ構造設計事務所 ー
構造設計建築事務所の本格稼働に伴うサービス
品質向上と販路開拓

6175 岡山県 bolly木工房 ー
東京の百貨店で催事を開催。今後の交渉力ＵＰ事
業

6176 岡山県 株式会社　フロンティア貿易 7260003001418
東南アジアの現状をタイムリーに伝える自社ホーム
ページ作成事業

6177 岡山県 さんようみねるば ー
女性の知恵で子供が安心して食せる羊羹を作り
地域を発展させる

6178 岡山県
株式会社ファーストディレクション
TAKEKICHI

7260001031061
プロジェクションマッピングによる新規市場への参
入

6179 岡山県 株式会社ルー 3260001030224
インダストリアルラインの「お玉」開発による海外需
要の獲得

6180 岡山県 デンタル工房　八幸 ー
シャワークリーンⅢ導入による作業効率化、販路開
拓

6181 岡山県 花恋　株式会社 5260001027879
社員宅へ花を贈る福利厚生サービス「I❤社員」の
販路開拓事業

6182 岡山県 カードック長岡 ー
「仕上がり重視の専門店ユーザーからの直接受注
による販売拡大」

6183 岡山県 わかな合資会社 1260003001002
展示会を活用して低糖質ゼリー&介護食ゼリーの
販売促進！

6184 岡山県 Ｉｎｏｒｉ ー
地元農家の旬の素材を活用した小ロット商品開発
による販売促進

6185 岡山県 装寝具のカトウ ー
異業種とのコラボによる新商圏エリアでの新規顧
客獲得事業

6186 岡山県 民宿　青島 ー 旅行会社をターゲットにした新規販路拡大計画

6187 岡山県 ひまわり造園 ー 蜂の巣駆除サービス開始による売上拡大計画
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6188 岡山県 錦海ソルト株式会社 4260001021379 ナショナルブランドの強化による販売促進

6189 岡山県 有限会社柏原 2260002025042
ホームページ改良、ネット販売活用による販路開拓
事業

6190 岡山県 斉藤運送 ー
自社ブランドの構築及び販売戦略の見直しによる
売上拡大

6191 岡山県 株式会社　丸富 7260001033033
北海道産鮭のブランド化及び新規販路開拓による
売上高の拡大

6192 岡山県 株式会社木村木工 7260001026846
ホームページ開設による自社製品の販売と加工
サービスの受注

6193 岡山県 有限会社中村製作所 1260002007256
ステンレス加工品の曲げ加工能力向上及び当社
技術力のPR

6194 岡山県 株式会社ワン・エニー 7260001011336
ホームページリニューアル・多言語対応による当社
PR力強化

6195 岡山県 rensou ー
自社ホームページ作成で新規客獲得、リピート率、
顧客単価アップ

6196 岡山県 MOMO建築工房 ー
ユニバーサルデザインで快適に！1級建築士のリ
フォームPR

6197 岡山県 株式会社manma naturals 9260001030854
エコとオーガニックを組み合わせた新商品開発に
よる販路開拓

6198 岡山県 グリーンストーン　株式会社 7260001023505
体質別オリジナルブレンド野草茶「なかよし茶」の
販路開拓事業

6199 岡山県 有限会社郁文堂書店 7260002000651
新規収益体制の構築による新刊依存体制からの
脱却事業

6200 岡山県 株式会社山貴屋 3260001006744
長期間保存できる防災備蓄食品のPRによる新規
販路開拓

6201 岡山県 株式会社武内塗装店 8260001028643
新規ホームページ開設とチラシ新聞折込で一般顧
客ゲット大作戦！

6202 岡山県 second株式会社 4260001032748
見える可による診療の質の向上と顧客単価の上昇
と来院件数の増加

6203 岡山県 WALLT ー
塗装のプロが教えるDIY教室と情報発信による見
込客獲得事業

6204 岡山県 最上手延素麺有限会社 8260002025474
ＳＮＳ世代を意識したキャッシュレス化による売上拡
大

6205 岡山県 株式会社宇津木ファーム 5260001030370
生産者の顔が見える大麦加工商品の開発による
売上拡大

6206 岡山県 有限会社写真アップル 1260002031388 スマートフォン写真教室よる販売促進

6207 岡山県 吉備木工株式会社 1260001002010
ＢtoＢ、ＢtoＣへの販路拡大のための自社認知度
アップ事業

6208 岡山県 株式会社進材木店 9260001022901
新製品「一枚板テーブル」のＳＮＳ販促による新事
業展開

6209 岡山県 てづかカメラ ー
フォトブックのＰＲと顧客ニーズに対応した店舗化
で新規顧客獲得

6210 岡山県 株式会社喜久屋工業所 1260001029680
スタンプコンクリートや高機能素材によるリフォーム
需要の獲得

6211 岡山県 株式会社森藤工業 9260001020293
安心・安価を提供する「住まいのワンストップサー
ビス」の実施

6212 岡山県 有限会社　秋山商店 7260002014949
安心安全高品質！　ガソリンスタンドの混合油で販
路拡大

6213 岡山県 有限会社重松鉄工所 1260002028483
コスパを最大にする！！鉄工所の修理・補修サービ
ス

6214 岡山県 カンパニオ ー
商品力・訴求力の強化による桃農家の販路拡大
事業

6215 岡山県 有限会社長尾石材 4260002029025
展示場の来場者率向上を目指して！新規顧客獲得
に向けた販促事業
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6216 岡山県 Ｋｃ－ｈａｉｒ ー
男子中学・高校生向けサービスメニューの広報ＰＲ
による販路拡大

6217 岡山県 ヒルゼンミルキー株式会社 9260001022876
「ルビーチョコレート」を活用した新商品開発と販
路開拓推進

6218 岡山県 サンサンファームいちかわ ー 新規顧客数の拡大及び利益率ＵＰの為のＰＲ事業

6219 岡山県 宮田製麺株式会社 1260001017990
通販専用ホームページ新規開設＆ホームページの
ＰＲで売上アップ

6220 岡山県 ｗａｋｋａ ー
商用利用可能な服の型紙販売サイトの品番数の
拡充と訴求力の向上

6221 岡山県 株式会社リーフエッジ 1260001023808
「フレーバーティー」×「ショコラ」によるペアリング
カフェ事業

6222 岡山県 株式会社ルコルト 6260001030980
ファクトリーショップ化による生産性向上及び収益
性向上

6223 岡山県 有限会社橋本商店 7260002015856
２４時間働く営業マン「引き合い獲得型webサイ
ト」の構築

6224 岡山県 小川建築 ー
当店の強み・特長を前面に打ち出した住宅受注促
進への取組み

6225 岡山県 WORK OUT STUDIO LIMIT&PUMP ー
女性を中心に潜在需要を喚起するキャンペーン実
施と広報展開事業

6226 岡山県 株式会社　平井興産 2260001018113
特殊車両「販売」看板設置による販売ロス軽減事
業

6227 岡山県 有漢渡辺サービス ー
愛着ある本や文具に出会える「魅力的な店舗」に
よる利益率の向上

6228 岡山県 B.BLOOM ー
顧客密着型アパレル事業の拡大と周知活動、販路
開拓

6229 岡山県 株式会社是里ワイン醸造場 6260001008713
自社ホームページの全面改修でインターネット通
販事業を本格化

6230 岡山県 株式会社ＡＫＡＩＩＷＡ 3260001030868
コーヒー愛好家が虜になるサブスクリプションによ
る販路開拓

6231 岡山県 有限会社平尾建築 6260002015015 ネットモケイで失敗しない家づくり

6232 岡山県 株式会社マイティータイム 5260001023894
「あわ丸」の多用途性に着目した専門店及び主婦
層への販売強化

6233 岡山県 Ｆｌｏｒａ ー
内面から輝く美しさを引き出し、心と体に極上の癒
しを

6234 岡山県 メディカルアロマサロン　レイラニ ー メニューリーフレット作成による新規顧客の獲得

6235 岡山県 One　Family ー
HPリニューアルとショップカード制作による当店周
知事業

6236 岡山県 くまの森パソコン倶楽部 ー
ジュニア専用ホームページ作成とイベントによる新
規顧客獲得

6237 岡山県 たるのどうぶつ診療所 ー
高度な動物歯科治療のＰＲで潜在顧客発掘大作
戦！

6238 岡山県 合同会社あば村 1260003001539
買い物弱者の高齢者を対象に移動販売周知で新
規顧客を開拓

6239 岡山県 ﾎﾟﾁはな ー
看板で愛犬家にトリミング専門店をＰＲ！新規客の
集客強化事業！

6240 岡山県 中央防災工業株式会社 7260001019949 民間事業の販路拡大(土地開発のＰＲ事業)

6241 岡山県 有限会社つたやフードサービス 7260002032372 調味料のパッケージ改良よる自社ブランド強化

6242 岡山県 常浦工業 ー
鋼製型枠による施工効率の向上で、地元真備町の
復興に貢献する！

6243 岡山県 工房 La Bizen ー
新ホームページ作成と展示会出展によるニーズ調
査・新規顧客開拓
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6244 岡山県 おやつママ ー
赤磐発、県内唯一「自家製甘酒酵母パン」のPRと
販路開拓

6245 岡山県 株式会社ビッグアイ 5260001031600
PR強化によるパートナー企業開拓と新規取引先
獲得

6246 岡山県 有限会社新東防水工業 8260002011103
「赤磐市地域密着型外壁塗装店」webサイト構築
事業

6247 岡山県 有限会社デザイン工芸中西 3260002006693
魅力伝わる情報発信による新規取引先拡大と生
産体制強化

6248 岡山県 株式会社名刀味噌本舗 9260001031308 味噌屋が作る味噌に合うポタージュの販売促進

6249 岡山県 利守酒造株式会社 6260001007293
海外国別ラベル対応による国際競争力強化及び
販路拡大。

6250 岡山県 カフェドグラス ー
限定商圏からの脱却、ネット活用で新規顧客を獲
得！

6251 岡山県 有限会社カーライフ那須 8260002027058
地域密着！設備の充実による顧客満足度向上計
画

6252 岡山県 株式会社おおさネイチャークラブ 8260001019279 野外研修を活用したキャンプ場稼働率の増加計画

6253 岡山県 リブ美容室 ー
チラシによる新規顧客獲得とリピーター率向上の
ための取組み

6254 岡山県 マルサ醸造有限会社 9260002026934
醤油の魅力アップに繋がるＨＰの作成による女性
顧客倍増計画

6255 岡山県 ふなおワイナリー有限会社 3260002023326
”せとうちヌーボー祭”の開催による観光客へのワ
インの広報宣伝

6256 岡山県 ナンバ時計店 ー 来店促進を図るインストアプロモーション強化

6257 岡山県 柴田寝装店 ー
取扱業務内容・地域情報発信で新規顧客獲得事
業

6258 岡山県 和田時計店 ー
新事業「着物の端材を活用したリメイク小物」の制
作及び販売

6259 岡山県 守屋園芸 ー 庭師が行う枕木を使ったガーデニング広報

6260 岡山県 株式会社ノーキ 1260001030647
店頭看板の設置と広告掲載での認知向上による
販路拡大

6261 岡山県 日本料理　桜楽 ー
10周年記念新メニュー提案を中心とした新規顧
客獲得事業

6262 岡山県 青空亭 ー
「江戸切り蕎麦PRにより付加価値アップさせる販
促活動」

6263 岡山県 pain porte ー
地域資源の素材を活かしたギフト焼き菓子製造に
よる販路開拓

6264 岡山県 HairSalon TAKEMOTO ー
美意識の高い女性客の満足度アップによる収益向
上

6265 岡山県
ＡＩ株式会社訪問看護ステーションone・
room

3260001032716
リハビリ設備強化と終末期ケアの充実を強みとし
販路を拡大する。

6266 岡山県 株式会社サンライズワン 3260001024936
統一したデザインのＰＯＰでより明るく活気に満ち
た店舗にします

6267 岡山県 成田家高屋店 ー
「家族連れ大歓迎！」を周知するイメージチェンジ
広報活動

6268 岡山県 株式会社芦野組 9260001007150
建設工事は何でもおまかせ！地域密着型事業で新
規個人客獲得！

6269 岡山県 美星のくんせいや ー 紹介リーフレット作成による新規顧客の獲得

6270 岡山県 Bamboo　Glass ー
既存顧客のニーズに合わせた新色ガラス製品の
開発・販促事業

6271 岡山県 CAFÉ bird ー
観光客を対象としたメニュー開発及び満足度向上
事業
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6272 岡山県 有限会社ツチダ車輛 8260002032405
レッカーサービス事業の開始及びホームページ制
作による販路開拓

6273 岡山県 株式会社　エイミアブレス 3260001023343
地域高齢者のための「薬屋さんの健康ゼミ」PR事
業

6274 岡山県 入道雲 ー お好み焼き店の災害からの復興におけるPR活動

6275 岡山県 有限会社ナカヤマ製作所 5260002025790
新製品「発電機用騒音低減ボックス」の開発によ
る販路開拓

6276 岡山県 株式会社ジャパンウェブコンタクトセンター 2010401121953
WEB制作会社が行う敢えて「アナログ」な広告戦
略

6277 岡山県 武久化粧品店 ー フェイスエステサービスによる集客作戦

6278 岡山県 ノザキサイクル ー
“サイクルオアシス”提供による新たなビジネスモデ
ル構築事業

6279 岡山県 珈琲べるまーど ー テイクアウトサービスによる売上増加計画

6280 岡山県 Hair Space ホロポノ ー
ホットパーマ導入とＰＲによる既存客満足度・客単
価アップ大作戦

6281 岡山県 野口農機商会 ー ホームページを活用した店舗PRによる売上拡大

6282 岡山県 有限会社　味角 1260002031537 リーフレット配布による新規顧客の獲得

6283 岡山県 株式会社　和気タクシー 2260001021331
地域課題の解決に向けたＵＤタクシー導入の周知
と利用促進

6284 岡山県 小さな美容室tete ー
特別な空間を作り、地域１番のヘッドスパで地元に
恩返し

6285 岡山県 備前焼　若宮窯 ー ホームページを活用した新商品のPR

6286 岡山県 武内建築 ー
高齢化地域での介護リフォーム推進で地域課題解
決&新規顧客獲得

6287 岡山県 聖萬堂株式会社 2260001021001
全国区の栗餡団を地元でＰＲ！！実店舗の販売強
化事業！

6288 岡山県 株式会社メリー商店 4260001029538
商品プレゼン力の高いデモンストレータによる販売
代行サービス

6289 岡山県 蒜山貸別荘　欅庵 ー
高所得者層をメインターゲットとした新規ホーム
ページの作成

6290 岡山県 有限会社セリ・アート 7260002025135
デジタルプレス機導入でレーザー転写印刷需要を
開拓大作戦！

6291 岡山県 nail salon lit ー
爪のケア・寝たきりを避ける足の爪ケアで美と健康
を提供

6292 岡山県 Carsha ー 新サービスの提供による売上拡大と販路拡大

6293 岡山県 プライベートスクールeins ー
学童保育的アフタースクールの取組で売上増加を
目指す！

6294 岡山県 ナカツカ電機 ー
自治体向け産業用ドローンの製作、加工事業の展
開

6295 岡山県 erbenmu vegan & organic food ー イベント開催と新商品による販売促進計画

6296 岡山県 有限会社共和プロセス 2260002026429
当社独自の一貫体制によるプラスチック製品等の
新規取引先開拓

6297 岡山県 介護タクシー金太郎 ー
利用者集客に向けた「通院お知らせサービス」の
実施PR事業

6298 岡山県 有限会社津山きもの学院 7260002030574
日本の伝統文化「歌舞音曲」を神社等で行う新た
なサービスの提供

6299 岡山県 有限会社板屋 5260002030312
イベントや周辺地観光に来られている方の来店促
進
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6300 岡山県 株式会社いぶき 2260001026537 地場野菜を取り扱うチェーンストアへの販路拡大

6301 岡山県 尾崎食品 ー 商品のパッケージ改良による小売り販売力の強化

6302 岡山県 有限会社　松崎電器 5260002021195
地域密着で「家電・パソコン・住宅のお困りごとを
解決！」

6303 岡山県 おみこしWEB株式会社 3260001032212
効果的な求人・採用に役立つインタビュー記事・動
画作成のＰＲ

6304 岡山県 有限会社スコレー 8260002011763
イベントを通して楽しみが集まる農園の確立とその
ＰＲ

6305 岡山県 株式会社カープロデュースALTEX 1260001031463
当社オリジナルスポーツカーパーツの全国ユー
ザー向けＰＲ

6306 岡山県 蒜山サイクリングサービス ー
スポーツバイクと観光自転車ガイドのＰＲによる販
路開拓

6307 岡山県 有限会社河野酢味噌製造工場 4260002033662
伝統の蔵と真庭市の魅力を伝えて、地域振興・販
路拡大・販売促進

6308 岡山県 幸や ー 健康志向と楽しさをテーマとした中華そばのＰＲ

6309 岡山県 株式会社ユータック 5260001023457
リフォーム需要に応える天然石材シートの販路開
拓

6310 岡山県 倭文工舎 ー
無料住宅相談会を兼ねたイベント開催で地域の潜
在需要を獲得

6311 岡山県 株式会社岡山チャイルド社 8260001001229
幼児・子ども用品に特化したリサイクル＆リユースＰ
Ｒ事業

6312 岡山県 横山建設工業有限会社 9260002025515
看板設置による建設資材販売ＰＲおよび自社の認
知度向上事業

6313 岡山県 株式会社柄尾谷鈑金塗装 4260001023912
HPと診断機の活用により快適な水上バイクライフ
を提供する

6314 岡山県 カスタネットキムラ ー
荒廃地をなくせ！草刈・耕うんサービス事業への進
出

6315 岡山県 有限会社田中コンタクトレンズセンター 6260002025195
小児眼鏡への正しい理解と周知活動による顧客
獲得事業

6316 岡山県 島木材株式会社 5260001020776
草刈業への新分野進出による地域課題解決及び
利益率向上計画

6317 岡山県 スリール株式会社 1260001032065 男女分離による男性需要の獲得事業

6318 岡山県 株式会社笏本縫製 8260001021202
営業ツール作成による自社オリジナルネクタイの販
路拡大

6319 岡山県 Sunny Day Coffee ー
カジュアルギフト需要獲得に向けたギフト部門の営
業強化事業

6320 岡山県 有限会社五大 2260002028318
看板設置による集客増加を目指した認知度アップ
計画

6321 岡山県 有限会社アスティ 9260002030283
寝具コーナーの新設とＰＲによる寝具販売部門の
強化

6322 岡山県 株式会社ARTISTIC＆Co.西日本 1260001023345
セミナールームの改装による経費削減と顧客満足
度向上事業

6323 岡山県 有限会社オノ 7260002002318
癒し等を求めて気軽に集う、地域一番美容店の販
路開拓事業

6324 岡山県 株式会社　瀬戸内クラフト 3260001021982
超精密溶接の専門業者として業界内での地位の
確立のための取組み

6325 岡山県 株式会社岡山マッシュルーム販売 9260001012357
加工マッシュルーム販売促進のための本格的な外
食産業への参入

6326 岡山県 ミッキーワールド ー
高価値ペット販売による小売部門の新規客獲得事
業

6327 岡山県 サカケンプラス株式会社 1260001032222
壁紙リフォームの顧客を自ら開拓して下請け構造
から脱却
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6328 岡山県 有限会社　高田塗装防水 9260002019418
外壁塗装の完成イメージを実現するカラーショー
ルーム

6329 岡山県 邦美丸 ー
岡山一の海苔生産地、胸上地域初の海苔直営販
売店の開設

6330 岡山県 株式会社田中和裁 7260001007243
弊社認知度アップと自社開発商品「Ｔ襦袢」の普
及

6331 岡山県 有限会社清嘉園 2260002011307
お茶専門店としての付加価値アップ及び販路開拓
事業

6332 岡山県
桃太郎珈琲焙煎所　The PeachBoys
Coffee Roasters Okayama Jap

ー
岡山ならではの桃をキーワードとする珈琲豆販売
における販路開拓

6333 岡山県 ＡＮＤＡＤＵＲＡ ー
新素材の特徴を活かした新商品の製造・販売に向
けた販路開拓事業

6334 岡山県 有限会社菅原鴻石材 5260002033835
デザイン性の高い墓石加工の周知による新規顧客
獲得事業

6335 岡山県 Loccomica ー
焼き菓子ギフト強化および生産性向上用オーブン
導入と販促活動

6336 岡山県 須浪亨商店 ー
伝統技術とデザイン性を融合した「いかご」のブラ
ンド力強化

6337 岡山県 株式会社STAYGOLD 3260001029150
セミナー集客を通した自社適合商圏への進出と客
単価向上

6338 岡山県 らぁ麺和っか ー
立地特性とニーズを捉えた一部業態転換による集
客と客単価向上

6339 岡山県 株式会社落酒造場 3260001022931
ハンドルキーパーにも満足してもらえる「酒蔵見
学」で販促強化

6340 岡山県 株式会社しげや 2260001031512
山の恵みと老舗料理旅館の技を活かした高級缶
詰の販売促進

6341 岡山県 菓子工房よいち ー
地域産品を原材料に使用した珍しい「酒粕かりん
とう」の販路開拓

6342 岡山県 Antamina ー
旅行者へ向けた地域資源を活用したお土産開発
と販促事業

6343 岡山県 Ponte ー
ITを活用した新しいオーダーシステムの提供と生
産性向上事業

6344 岡山県 松尾設備工業株式会社 8260001020641
地域住民への認知度向上に広告媒体を活用した
販路拡大事業

6345 岡山県 セラフィーナ ー 広報活動による当店周知及び顧客獲得事業

6346 岡山県 有限会社 佐伯文具店 1260002025984
創業１３０周年記念謝恩セールと店頭売り上げ強
化事業

6347 岡山県 ケーズブレーン ー セミナーＰＲの為のセミナーで新規顧客を獲得する

6348 岡山県 ＭＥＵＢＬＥ　ＰＯＳＴＥ ー
使いやすい角度、仕上がり精度の向上とデザイン
多様化で販路拡大

6349 岡山県 detente ー
地域のシニア女性が美と癒しを味わえる空間の提
供

6350 岡山県 株式会社中心 2260001027031 ドローン活用新サービスのプロモーション事業

6351 岡山県 株式会社　エビスヤ 8260001018066
多様なプレハブのある生活をPRし売上・利益の向
上を図る。

6352 岡山県 株式会社山陽電測 7260001002681
技術面を中心に顧客に安心を与える販路開拓事
業

6353 岡山県 イシヤマユウエン合同会社 1260003002396
カカオ専門店の営業内容の浸透と販路拡大のた
めの広報活動事業

6354 岡山県 でんと屋さん ー
デントリペアと板金を組み合わせた提案型の修理
サービス

6355 岡山県 有限会社沖津食品 9260002027437
餅を通じて地域食文化の情報発信によるインバウ
ンド需要開拓
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6356 岡山県 Nytt ー
新たにイベント業界へ進出！ニーズに合わせた
BtoB販促事業

6357 岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 5260002023027
「痩身エステメニューの強化・ＰＲ」で新規顧客獲
得！

6358 岡山県 earthdevelop財和 ー
看板設置で当店及び事業内容の認知度を高め、
個人顧客を獲得

6359 岡山県 ヘア・メイク　ミント ー
高齢化率№１の地域でヘアサロン店がトータル
ビューティーに挑戦

6360 岡山県 炭火台所さらり ー
厚岸産牡蠣やわら焼きで差別化！高価格帯居酒
屋として顧客獲得

6361 岡山県 ヘンミ建物株式会社 2260001006019
身近な１級建築士が設計施工『安心で自由な空
間』を貴方へ

6362 岡山県 おいも屋ツヨ ー
超低温冷凍ストッカーで「多品種の焼き芋」を通年
販売

6363 岡山県 有限会社赤羽根木工所 9260002027619
ホームページでの加工技術PRによる特注建具・家
具の受注獲得！

6364 岡山県 有限会社ささきストアー 9260002027420
食の安全を更に見える化した訴求力アップによる
顧客獲得

6365 岡山県 加藤建具店 ー
木材と鍛鉄を融合させた建具による新たな住空間
への提案

6366 岡山県 いっきゅう治療院 ー
鍼灸治療メニューの拡充とHP・パンフレットによる
新規顧客獲得

6367 岡山県 有限会社塗装工房 2260002024556
吹付塗装の効率化と新規顧客獲得による販路開
拓

6368 岡山県 ファッションプラザこばやし ー
新サービスの提供による次世代顧客層の獲得とリ
ピート率の向上

6369 岡山県 株式会社　上田建設 3260001019309
シェアアップを目指した、リフォームワンストップサー
ビスの販促

6370 岡山県 ももや ー
認知度向上による売上獲得及び店内整備による
顧客満足度向上

6371 岡山県 有限会社富士金物製作所 5260002029288
チラシとホームページでの動画を用いた「水路の
堰」のPR

6372 岡山県 有限会社吉備高原ファーム 1260002015754
体験施設兼直売所の充実による観光農園の事業
化への取組

6373 岡山県 株式会社竹内瓦 9260001021168
家屋の外装総合リフォーム事業のPRによる販路開
拓

6374 岡山県 有限会社　桧尾畳店 7260002030649
ライフスタイルの変化に対応した畳生活提案による
販路開拓事業

6375 岡山県 株式会社アクティブ哲西 1260001019302
新規事業展開並びに広告媒体活用による観光・
地元の顧客開拓

6376 岡山県 meguri ー
セルフホワイトニング機器導入とメニュー告知によ
る顧客獲得

6377 岡山県 タイラファイナンシャルパートナー ー
世代別に情報提供ツールを駆使！ネット配信で新
規顧客をゲット

6378 岡山県 Azjina ー
商品の魅力を活かしたパンフレット制作による新規
販路開拓

6379 岡山県 早川建設 ー
新規事業！「住まいの町医者」による住まいの健康
診断ＰＲ事業

6380 岡山県 友成工業株式会社 5260001027887 短納期需要への対応による新規顧客の開拓

6381 岡山県
株式会社小野コーポレーション・小野瓦工業
所

5260001016857 一目で分かる会社案内の作成

6382 岡山県 トータルカーショップエス ー
自社のサービス内容満載のパンフレット作成・配布
による販路開拓

6383 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184
バス広告とWEB漫画の活用による新規顧客獲得
と成約率の向上
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6384 岡山県 有限会社侘助 5260002034081
蒜山名産品のワンストップ・オールインワンサービス
と販路開拓

6385 岡山県 らんぷる ー
ＰＲ看板設置と手すりを設置して安全で美味しいお
店をＰＲ！

6386 岡山県 有限会社　成羽自動車 7260002026969
新設備導入による新たに事業者向けの修理事業
拡充

6387 岡山県 香　音 ー
手荒れ、シミシワに悩む女性の為に美肌器マシン
を導入し売上拡大

6388 岡山県 あゆむ ー
HPとチラシの広報により地元顧客の獲得で販路
拡大

6389 岡山県 あすなろ工房 ー 製造工程が体験できる木工体験学習ＰＲ事業

6390 岡山県 有限会社津村工業所 3260002031849
粉砕装置ライン化の設計から施工までの一括受注
による販路開拓

6391 岡山県 ギディアップ ー ＷＥＢ媒体による集客戦略

6392 岡山県 礒山企画 ー
もち麦粉野菜せんべい“（仮称）ベジせん”の商品
化と販売

6393 岡山県 有限会社　英田ゴルフ製作所 2260002030265
新たな集客方法（SNS・HP）を有効活用し、新規
顧客の獲得

6394 広島県 松井工作所株式会社 5240001035099
切粉を回収し顧客の要求する品質向上に応え販
路拡大を目指す

6395 広島県 株式会社　森岡商店 7240001033976
２社の補完型ウエブサイトによる『蒟蒻』原料・商
品の販路開拓

6396 広島県 株式会社吉田屋 2240001028667
看板刷新による文具店のイメージ脱却で収益力向
上

6397 広島県 有限会社アイカワ住宅設備 5240002037821
ポリエチレン配水パイプ融着機導入による新分野
工事に業態シフト

6398 広島県 トータルボディケア＋ＹＯＵ ー
化粧不要の美容手法でエステの男性客を新規開
拓

6399 広島県 AIQON　STORE ー
『手作りメンチカツ』卸先開拓ための食品成型機
の導入事業

6400 広島県 株式会社カシワダイリンクス 3460101004578 自社ブランドの牧場直送「牛乳」の開発事業

6401 広島県 マリービューティーサロン ー
広報による新たな客層の獲得・新サービスによる
客単価向上

6402 広島県 子供は宝ドットコム ー Webサイトの利便性向上による販路開拓

6403 広島県 Makoちゃん家 ー ファサード改善・広報活動による販路開拓

6404 広島県 CAFE hachi hachi ー 高齢者に優しい店舗環境の提供による販路開拓

6405 広島県 パーソナルヨガ広島 ー
パーソナルヨガ普及のための総合的取組による販
路開拓

6406 広島県 令和スイッチ株式会社 4240001054208
パンフレット作製・配布、大型看板設置による販路
開拓

6407 広島県 有限会社河野電気商会 9240002037099
高齢客向けトイレの設置工事と広告宣伝による新
規顧客開拓

6408 広島県 リゴロデセール（RIGOLO DESSERT) ー
3年後、病院移転に伴う売上減少に打ち勝つプラ
ン

6409 広島県 有限会社　小野工務店 9240002039896
子育て世代の顧客獲得を目指す不動産事業への
新事業展開ＰＲ

6410 広島県 株式会社　ＬＯＫＯＳＯＬ 8240001054286
メンタル不調者・障がい者・外国人労働者の戦力
化支援事業

6411 広島県 樋原石材店 ー おいしさの「見える化」　食味値検査機導入事業
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6412 広島県 有限会社中本米穀 8240002011864 販売員の御用聞き拡大による販路拡大計画

6413 広島県 茶川 ー
営業アピールと高齢の新規顧客を獲得するための
取り組み

6414 広島県 ヘアーサロンふじはら ー
店舗改装（個室空間増・高級感演出）による売上
増大計画

6415 広島県 クリエイティヴアーツウエノブ ー
データ整理サービスの提案営業による売上増大計
画

6416 広島県 株式会社　正光 2240001045646 船体ブロックの短納期加工対応で新規受注獲得

6417 広島県 TEGO ー
竹チップの商品開発及び全国の農業者へ販路開
拓

6418 広島県 盛川酒造株式会社 2240001026943
最上位銘柄新商品の開発及びメキシコ市場への
販路開拓

6419 広島県 株式会社ネクストプラン 9240001045136 トイレリフォームの顧客獲得のための周知活動事業

6420 広島県 有限会社トップ 9240002035152 3次加工から2次加工への挑戦

6421 広島県 株式会社P’zコーポレーション 5210001051427 多穴電動穿孔機の増設による販路開拓事業

6422 広島県 岡本建設株式会社 5240001037871 商談環境の向上による受注獲得事業

6423 広島県 HOPひろしま ー ＨＰ開設等による販路拡大に伴う製造力を強化

6424 広島県 ここなつ ー
店舗周辺の人口増加に伴う新規顧客獲得と美容
的付加価値の創出

6425 広島県 ブレス・ヘアーフィールド ー
店舗移転に伴う設備機器の導入及び訪問美容
サービスの開始

6426 広島県 株式会社シトラスラボ 6240001051954
ＨＰの充実及びカット野菜の鮮度維持による会社
信頼度向上

6427 広島県 株式会社ハクリ工業 8240001008829
建屋内照明の改善による顧客満足度・販売付加
価値ＵＰ事業

6428 広島県 釉華理国際交流株式会社 3240001047071
ランチ顧客満足度ＵＰ＆ディナー顧客獲得への取
組

6429 広島県 株式会社ｅロボティクス広島 9240001051877
人工知能アプリケーション導入による受託事業拡
大事業

6430 広島県 株式会社帝釈峡遊覧船 3240001025069
神石高原町『フルーツアイスクリーム』開発・ＰＲ事
業

6431 広島県 新内農園 ー
小玉蒟蒻製造機の導入による小売店向けＯＥＭ商
品への対応事業

6432 広島県 J.K.ミートショップSHIMOHARA ー
冷凍ショーケースの導入による『冷凍食肉』等の
ニーズ対応

6433 広島県 株式会社神石高原ティアガルテン 2240001045373
自社テーマパークのＳＮＳとタウン誌等による情報
発信強化事業

6434 広島県 建設のカミナカ ー
個人宅や農地の早期復旧、受注拡大にむけた設
備導入

6435 広島県 ㈱ベテリナリーサイエンス 6240001051921
商品取扱店の開拓及び認知向上のためのペット
雑誌への広告実施

6436 広島県 アオイ調査設計株式会社 3240001054134
ホームページ開設による会社と技術力の知名度向
上

6437 広島県 清本石材店 ー
高効率設備（新型車載クレーン）を導入した販路
拡大事業

6438 広島県 (有)ＴＡＷＡＲＡ 7240002029073
車両ラッピングによる広告活動とＩＴを活用した販
売促進

6439 広島県 合資会社　音楽技術研究工房 2240003004047
理系技術サービス企業が運営する学習会（塾）の
生徒募集作戦
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6440 広島県 プラスエッジ株式会社 2240001052717 チラシ配布による新規顧客獲得

6441 広島県 Food Design Planning ー 新規顧客獲得のための宣伝ツールの作成

6442 広島県 五社本家 ー
夏場のフローズンフルーツの新商品開発による販
路拡大

6443 広島県 株式会社樋口製菓 7240001038463 観光土産商品の開発による販路開拓事業

6444 広島県 flow di:ve ー
フルフラットシャンプー台を導入し、高齢の新規顧
客を獲得する。

6445 広島県 喫茶モナミ ー
安心安全の「ランチ」提供の喫茶店の周知・実現
事業

6446 広島県 株式会社小田工務店 1240001053030 職人の造る「理想の家」営業提案ツール導入事業

6447 広島県 ノムラオート ー 自動車整備工場の承継に伴う自店のPR事業

6448 広島県 和食居酒屋　しま川 ー
ヘルシーメニューを開発し、健康志向の30代以上
顧客を獲得する

6449 広島県 ＪａＰａｎ屋 ー
蒸しパンと果実丸ごとジュースを販売し近隣住民
客層を獲得する

6450 広島県 (株)シングシステムズ 9240001018579
リシステム事業確立と既存潜在顧客の掘り起こし
による販売拡大

6451 広島県 (有)ハラダ印刷 6240002013631
新たな点字商品を開発し視覚障害者さん達のお
役にたてる製品開発

6452 広島県 (株)ハコ企画 2240001049556
3Ｄ撮影を発信し、販路開拓するためのポータルサ
イト構築

6453 広島県 合同会社シロカンパニー 2240003004121
店舗レイアウト変更及びホームページ改修による認
知度向上の取組

6454 広島県 世羅高原ファームランド ー
製造設備の導入による自社製チーズの商品開発
で売上拡大

6455 広島県 株式会社　世羅の大地 8240001041292 世羅の大地ブランド確立に向けたデザイン制作

6456 広島県 ＥＣＯ３６０株式会社 3240001045109
食堂屋根延伸による席数増、新芽野菜部門の顧
客獲得。

6457 広島県 Pizzeria Felix ー
真のナポリピッツァ認定店ＰＲ事業と店舗改装によ
る販路拡張

6458 広島県 有限会社吉舎ヨコハマタイヤサービス 3240002030596
パンク修理キットの使用方法等の講習会のための
店内環境の整備

6459 広島県 goodygoody ー
高齢者に向けた身体の負担を減らし居心地の良
いサロンづくり

6460 広島県 株式会社パナ電化 7240001036021
少額リフォーム事業等の販路開拓と軽トラック用リ
フトの導入

6461 広島県 三浦産業株式会社 4240001036239
高齢者対策として行った取り組みをチラシで一括Ｐ
Ｒ

6462 広島県 広島つけ麺かず ー
老舗つけ麺屋、暖簾分け店の認知度向上に伴う販
路拡大事業

6463 広島県 陶山染織有限会社 5240002041294
ネット販売を通じた備後絣生地製品のブランド力
向上と販売促進

6464 広島県 中野水産 ー
呉・音戸産の牡蠣を中心とした特産品を通販ウェ
ブサイトで全国へ

6465 広島県 ゆる利 ー
遠くから見える袖看板の設置で観光客の来店者
数を増やす事業

6466 広島県 フォトランゲージ ー
当社のこだわりや技術力の伝わるＨＰを制作し新
規市場開拓

6467 広島県 株式会社ライフウィズスタイル 2240001017257
子供の遊び場創出によるファミリー層への販路開
拓
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6468 広島県 有限会社　広陵土地 6240002048074
自社ホームページの改修による販路拡大への取り
組み

6469 広島県 COZY ー 自社ホームページ設置による販路拡大の取り組み

6470 広島県 有限会社檀浦機工 2240002038434
木工加工機械に後付けができる静電容量検出式
安全装置の製品化

6471 広島県 向田鉄工所 ー
業務効率化及び下請依存体質からの脱却による
付加価値額増加

6472 広島県 アトムテック ー
新開発「キャンピングシェル」販売に向けた販路開
拓

6473 広島県 はおとの杜 ー
人と犬に優しいドッグラン施設整備と広報活動によ
る新規顧客獲得

6474 広島県 Shot Production ー
ドローンによる空撮サービスの開始と坂スタジオの
販路拡大

6475 広島県 オカムラ印刷 ー
追加設備の導入で商品と売り上げの増加を目指
す

6476 広島県 株式会社エコデザイン工房 1240001016631
倉庫ショールームを活用した住宅提案会社　ＤＩＹ
支援事業

6477 広島県 株式会社赤坂ボーリング 4240001038846
災害対応地下水の必要性ＰＲのための巨大移動
看板設置

6478 広島県 Cross Media Japan　株式会社 1240001051182
競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規
顧客の開拓事業

6479 広島県 有限会社宮本本店 8240002051539
需要が高い自然素材である「瀬戸漆喰」をＩＴ活用
で販路拡大する

6480 広島県 株式会社　田村建設 8240001006502
ホームページの刷新・ブランディングによる情報発
信・販路開拓

6481 広島県 Heart　Many～ハーモニー～ ー
シミケア美顔器導入による客単価・来店客数アッ
プ

6482 広島県 タナカ株式会社 5240001053448 企業ブランド・商品・サービスの認知度向上事業

6483 広島県 MUSIC POWER for ALL. ー 音楽の力で全ての人に元気を届けるPR事業

6484 広島県 アクセント ー
専門性を高め、対応力を強化する設備投資による
販路開拓

6485 広島県 あとりえレイ ー
職人技 オンリーワン 他所にない魅力を伝えるホー
ムページ製作

6486 広島県 有限会社土肥動物病院 1240002029574
「目で眼を見て納得」眼底カメラ導入によるＣＳ向
上

6487 広島県 ㈲ヴィジョン 4240002025307
新規事業　フットママ足つぼスクール開講による販
路開拓

6488 広島県 ウィズホーム ー 設備投資による新工法導入　工期短縮　販路開拓

6489 広島県 エイコー堂薬局五日市店 ー
健康相談・未病対策・病気予防の訴求による販路
開拓

6490 広島県 有限会社　齊藤自動車 7240002034676
高温/高圧洗浄機の導入で車検・修理作業の効率
化と売上の増加

6491 広島県 ㈲SSカンパニー 4240002026684 事業多角化　新規事業による販路開拓

6492 広島県 ㈱エムズ建工 7240001045591
ホームページと顧客管理システムによる元請工事
の販路開拓

6493 広島県 カープ鳥五日市店 ー
広島つけ麺と中華そば　カープ鳥のランチタイム営
業

6494 広島県 大田ゴム工業　株式会社 8240001001718
自社の壁面を有効活用した看板広報による商品Ｐ
Ｒ

6495 広島県 ㈱木下ファーム 1240001050226 異業種進出　一年目の課題解消による販路開拓
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6496 広島県 ㈲共栄商事 1240002004701
決済方法の多様化　お客様の利便性向上による販
路開拓

6497 広島県 串焼きふらっと ー こだわりのつまったお店づくりによる販路開拓

6498 広島県 ㈱クリタ建築設計 5240001003015
プレゼンテーション力向上のための設備投資によ
る販路開拓

6499 広島県 ㈱古賀塗装 4240001048523 身近な地域における認知度UPと販路開拓

6500 広島県 有限会社Ｎｉｉｍｉ 7240002029577
コンビニ連携とセルフ惣菜・弁当販売による売上
増加事業

6501 広島県 森重建装 ー
カラーシュミレーションの活用による戸建住宅塗装
の受注増加

6502 広島県 ㈱サンク 5240001024382
イメージUP戦略　顧客満足度と従業員度満足向
上による販路開拓

6503 広島県 ㈱サンテ 7240001051961
女性が安心して通える接骨院　インターネットで情
報発信を強化

6504 広島県 ㈱スサキ 7240002016955 付加価値向上による新たな需要の開拓

6505 広島県 ㈱ディーエスアール 8240001016674
機能拡張による利便性向上と顔の見える営業によ
る販路開拓

6506 広島県 株式会社穂 7240001039453 新規顧客にも入店しやすい店舗作り事業

6507 広島県 ㈲宮本家具工業所 7240002016443 ミヤカグブランドの訴求強化による販路開拓

6508 広島県 山岡税理士事務所 ー
紹介依存から脱却　インターネットでの発信力強化
による販路開拓

6509 広島県 有限会社　栄光工芸 5240002002008
仏壇と木製インテリアによる新たな先祖供養のスタ
イルを提案

6510 広島県 福祉の美容室nana ー
HP開設と看板設置により、福祉に特化した美容室
のPR戦略

6511 広島県 株式会社　渡辺鉄工所 5240001047805
ホームページ開設による新規顧客の獲得、受注強
化事業

6512 広島県 前川農園 ー
直売所とインバウンドを含む体験観光案内による
売上増

6513 広島県 大森美容院 ー
明るい店舗環境構築により新たな生涯顧客の増
加を図る。

6514 広島県 株式会社TSUGI ー
新規顧客獲得のため投資信託の自己管理を促す
ホームぺージ作成

6515 広島県 魚肴食堂　大山分校 ー
トイレバリアフリー工事による中高年層顧客再来店
率増加

6516 広島県 荒海丼丸 ー
各種広告による新規客獲得とLINEによるリピート
客獲得

6517 広島県 あるぺん屋 ー
全天候で食事を楽しめるオープンテラスの屋根取
り付け事業

6518 広島県 居酒屋　海賊 ー
掘りごたつによる滞在時間の増加で顧客単価の上
昇を図る

6519 広島県 株式会社エムテック 9240001021351
VA／VE能力を活かした、顧客ニーズ発掘の為の
HP作成

6520 広島県 ヒラト産業株式会社 5240001024110
気軽にくつろげるスペースと新メニューの提供で新
規顧客を増やす

6521 広島県 小野酒造　株式会社 5240001023913
冷却装置設置による特定名称酒の増産と外国人
観光客への販路開拓

6522 広島県 ハイフィールド ー
「コードレス清掃機材」導入とチラシ作成配布によ
る販路開拓事業

6523 広島県 Kサービス ー
自社サービスの強みを伝えるHPで営業活動を強
化する試み
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6524 広島県 野口モータース ー
技術サービスの向上による売上及び利益の増加を
図る

6525 広島県 ガーレジＪ ー
当店サービスを高値頃感で提供することによる当
店強みの周知事業

6526 広島県 R－LIFE ー
全戸配布型広報誌掲載、路面電車・バス広告によ
る広報事業

6527 広島県 福光酒造株式会社 4240001023996
冷蔵庫導入で、どぶろくの通年販売を可能とし売
上増を目指す

6528 広島県 株式会社 With rUn 3240001042188
広島で最大の商圏エリアに新たな事業展開に挑
戦！

6529 広島県 株式会社オカムラ広告社 9240001037166 「人と仕事と地域」をPRした販促強化

6530 広島県 有限会社　マルマチ硝子建材 0240002015923
看板設置にともなう、当社のより一層の認知拡大
からの販路拡大

6531 広島県 有限会社　麦麦 6240002030750
くつろぎスペースの充実と統一ショップカードで来
店率をUP

6532 広島県 明石ストアー ー
コインランドリーの利用者をさらに取り込むための
事業

6533 広島県 有限会社　西村木材工業 2240002053920
ペット販促のため、専用HPの開設による販路拡大
事業

6534 広島県 四季　ふぉーしーずん ー 店舗移転に伴う販路開拓事業

6535 広島県 太田建築 ー
建築の新たな需要を獲得し農業受託との事業バラ
ンスを整える

6536 広島県 割烹　鮨将 ー 高齢者が利用し易い店舗作りによる売上増加

6537 広島県 Ｓ＊BELINDA ー
駅前立地を利用した地域住民の交流の場の創出
と客数拡大

6538 広島県 有限会社仙石組 6240002054411
新商品開発と自社販売チャネルの強化による売上
アップ

6539 広島県 株式会社創生 8240001043157
効果を持続。顧客満足度を高める動画の作成と店
舗改善

6540 広島県 株式会社エイシン 4240001036172
展示会出展ツールの整備による東日本エリアへの
販路拡大施策

6541 広島県 有限会社タケナガ建材工業 3240002026181
ホームページ開設とドローンでの屋根無料点検に
よる販路拡大

6542 広島県 LIVELiR hair ー Nano炭酸水シャワーと雨天対応駐車場の導入

6543 広島県 株式会社太田川ゴルフ場 4240001001721
広報宣伝活動による需要喚起とIT化による営業
集客機能向上計画

6544 広島県 PETUNIA ー
美も健康も楽しむ「アクティブシニア」に向けたエス
テの顧客開拓

6545 広島県 株式会社広島ブロック工業 6240001009606
自社ホームページの新規構築による販路開拓力
向上計画

6546 広島県 どろんこうさぎ ー
日本の伝統家屋建築の普及を目指すため事業の
拡大を図る

6547 広島県 (有)ナカムラ鉄工 7240002028091
国内需の受注拡大を目指して、世界経済動向の影
響力削減を図る

6548 広島県 株式会社横山セイミツ 4240001012223
展示会への出展による新商品の販路開拓計画事
業

6549 広島県 梅岡建築 ー ブランディング強化による販路開拓事業

6550 広島県 有限会社まご店ストアー 5240002038489
高齢単身者向けお惣菜の製造販売による売上拡
大

6551 広島県 甚ごろう ー
商品リニューアルとソフト力の訴求による仕出し料
理の販売促進
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6552 広島県 コンセント ー
思い出に残る体験から集客へと繋げるレストランの
広告宣伝

6553 広島県 カネト海苔水産株式会社 4240001043664
夏でも生食できる！安全な牡蠣をPRするホーム
ページの制作

6554 広島県 株式会社シーエヌティ 6240001033218
歯並びをケアする枕【ＨＡＭＯＲＵ】の販路拡大に
伴う出張と広告

6555 広島県 有限会社　紅葉堂 2240002036974 もみじ饅頭自動販売機設置の島外進出事業

6556 広島県 喫茶しま ー
外国人観光客に選ばれるお店になるための集客
ツール作成

6557 山口県 吉野モータース ー
市内初！新サービス提供による顧客の確保・バ
リューチェーン強化

6558 山口県 角島ジェラートポポロ ー
販路開拓のためのオリジナルデザインのショーケー
スの導入

6559 山口県 長州路菓子処だるま堂 ー
観光客への情報発信力強化のためのスマホ対応
ホームページ作成

6560 山口県 ヒマラヤンナチュラル ー
ヒマラヤ水晶の研磨機を設置する作業場兼展示ス
ペースの新設

6561 山口県 畳工房いくた ー
ホームページとチラシで新たなニーズを掘り起こし
商圏拡大

6562 山口県 有限会社石野製作所 1250002002588
家庭用電動油しぼり機「SHiBOROUS」の販路開
拓

6563 山口県 河村建築 ー
指定工具導入によるJV物件対応と、工期短縮によ
る受注機会拡大

6564 山口県 株式会社カタオカ建築 6250001016114
販路開拓のための3D設計ソフトの導入並びに案
内チラシの配布

6565 山口県 株式会社いのけん 1250001013215
最新建設工事施工システムのPR強化による新規
顧客開拓事業

6566 山口県 株式会社魚健 3250001007545
滅菌海水と特産の塩で調味した高付加価値商品
の開発と販路開拓

6567 山口県 Mamena ー 「ブラストチラー」を活用した販路拡大への取組み

6568 山口県 有限会社 サンヨー蜂園 7250002012350 新商品開発のため、高機能食品乾燥装置の導入

6569 山口県 建築塗装イノウエ ー
カラーシミュレーション導入で外壁塗り替えの販売
促進

6570 山口県 有限会社モデラ 3250002007239
3Dスキャン･データ処理ソフトの導入による義肢製
作精度向上

6571 山口県 旭栄堂 ー
飲食店許可を持つキッチンカー導入でのイベント
売上拡大

6572 山口県 株式会社　たけした 7250001012715
山口から全国へ新商品「もっちり生どら焼き
赫々」の全国展開

6573 山口県 フラワーくまげ ー
世界に一つだけ、特別な日のプリザーブドフラ
ワー！

6574 山口県 株式会社ミライエfarm 8250001014108
自然薯加工品の新たな販路（健康・美容業界）拡
大による収益向上

6575 山口県 有限会社石川果樹園 9250002013669
来園者向け自然還元式無臭トイレと新品種試食会
で新規顧客獲得

6576 山口県 山下モータース ー
AT（CVT）フルードチェンジャー導入により顧客満
足度向上

6577 山口県 にこにこや ー
ホームページとチラシ配布による新メニュー告知宣
伝・売上拡大

6578 山口県 有限会社　友清りんご園 9250002001087 若い顧客の集客向上事業

6579 山口県 有限会社　ニューライフ山本 3250002001175 商圏拡大による販路拡大事業
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6580 山口県 株式会社アグリード 9250001015526
商品ブラッシュアップと生産体制強化等による販
路拡大と売上向上

6581 山口県 Aile Rapport ー
選ばられる店へ！バリアフリー化による集客力＆売
上ＵＰ！

6582 山口県 レストハウスNAKAO ー
時代に即したHPリニューアルによりサービスの見
える化

6583 山口県 岡村接骨院 ー
顧客満足度及び客単価の向上のためのＥＭＳ専用
機器導入事業

6584 山口県 三丘パン研究会 ー
地産地消の無添加自家製パンの販路拡大と収益
力向上

6585 山口県 有限会社シマモータース 3250002012271
地域の顧客が定着する自動車整備工場として持
続的な発展を目指す

6586 山口県 酒樂座ごもん ー
活魚蓄養水槽（生け簀）導入による居酒屋販売の
促進

6587 山口県 Cachette ー
絶景の海景色でくつろぐ、いやしのテラス席の設置
で集客アップ！

6588 山口県 コナミテック ー
宅地造成工事受注増のための、商談力向上の取
り組み

6589 山口県 株式会社ロゼッタストーン 9013301018445
新たにはじめる自費出版を広く認知してもらうため
の販促事業

6590 山口県 白木産業株式会社 4250001012809 現場監督補助測量器を活用した販路開拓事業

6591 山口県 有限会社司ガーデン 6250002012203
ハロウィン用カボチャを活用した加工商品の販路
開拓への取組み

6592 山口県 髪処　にしもと ー
LED照明導入での店舗イメージアップ及びSNSで
の広報活動。

6593 山口県 ＧＬＡＭ　ＤＥＥＰＬＹ ー
店舗のイメージ回復と紹介カードによる新規顧客
の獲得

6594 山口県 Maple ー LED照明への改装で店舗のイメージアップを図る！

6595 山口県 やどまる美祢 ー
全室テレビBS導入による顧客満足度の向上・売
上拡大の取組み

6596 山口県 CARPE DIEM株式会社 6250001017178
修学旅行生を対象に英会話に特化した民泊を提
供

6597 山口県 有限会社　新友商店 8250002014164
長門市産アカモク、もずく、長門ゆずきちを使った
新商品開発事業

6598 山口県 有限会社　BooBooステージ 4250002000110
高齢者への安心安全サービスの提案による販路
拡大事業

6599 山口県 宮本モータース ー
高齢化社会に向けセニアカー拡販のための展示
体験スペース整備

6600 山口県 オリゴのめぐみ工房フローラ ー
ホームページによる通販や工房での直売で売上
アップをめざす

6601 山口県 宇佐川株式会社 6250001013037
「燻製・瀬戸内コラトゥーラ」の増産による売上アッ
プ

6602 山口県 らーめん屋たちばな ー
顧客にも環境にも優しい店舗づくりによる販路開
拓

6603 山口県 ボン・イワサキ ー 新規事業開始に向けた店舗のバリアフリー化

6604 山口県 有限会社河口水産 6250002018984 看板のリニューアルによる新たな販路開拓事業

6605 山口県 河村モータース ー 診断システムによる販路開拓とイメージアップ

6606 山口県 株式会社堀江金物店 4250001011777 顧客へ優しく安心な店での販路開拓事業

6607 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865 「金雀」ブランドの訪問客へのPR事業

236/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

6608 徳島県 北海食品 ー 高齢者を元気にするすだち牛の販売促進事業

6609 徳島県 株式会社アイピ－通商 7480001002536
乗馬クラブへ仮設厩舎をリ－ス販売し馬の安全を
確保する事業

6610 徳島県 株式会社ユサデンキ 4480001010681
「あなたの街のでんきやさんでリフォーム。」促進事
業

6611 徳島県 有限会社ミッドナイトガレージ 1480002013744
塗装調色機の導入による仕上げ精度の向上で、生
産性の向上を図る

6612 徳島県 芳水酒造有限会社 5480002015811 新商品開発による販路開拓事業

6613 徳島県 有限会社多田 7480002015660
防音対策を強化し、夜間の個室稼働率向上と売上
拡大事業

6614 徳島県 株式会社フォトアート・コジマ 6480001007775 プロ向け「フォトレタッチ＆プリント・サービス」事業

6615 徳島県 Total car Produce 39 Factory ー コーティング事業に則った、工場施設拡張事業

6616 徳島県 有限会社イングランド 9480002011039
若年層顧客取込みのための、ホームページ作成・
看板刷新事業

6617 徳島県 広島自動車 ー
更なる生産性向上と収益拡大を目指すタイヤ交換
サービス導入事業

6618 徳島県 株式会社　未来 2480001005733
ＳＮＳを活用したネット広告実施のためのホーム
ページ作成

6619 徳島県 SIMPLE LIFE ー
リフォーム専門工務店のこだわりHP開設による販
路拡大事業

6620 徳島県 宅建センタータカタ ー
若年層顧客取込みのための、店内改装及び看板
刷新事業

6621 徳島県 ポッポ亭 ー
店舗改装における事業内容認知度向上及び販路
開拓事業

6622 徳島県 ノイマンドッグスクール ー
新規顧客開拓のための動画配信用ホームページ
リニューアル

6623 徳島県 さんた整骨院 ー
多様なニーズに対応する設備導入で顧客満足度
ＵＰと潜在顧客獲得

6624 徳島県 くるま　ＣＯＭＰＡＮＹ ー
機械導入によるニーズ対応力ＵＰと受注拡大によ
る売上ＵＰ

6625 徳島県 株式会社　東亜 2010401079572
脇町うだつの町並みと人力車を活用した顧客倍増
ＰＲ戦略

6626 徳島県 美容室サクランボ ー 訪問美容によるサービス向上と販路開拓

6627 徳島県 タイヤショップeco ー オイル交換事業による売上向上と販売促進事業

6628 徳島県 HAIR SALON BANDO ー
老朽化と顧客ニーズに対応する洋式トイレ改装事
業

6629 徳島県 こっこ家 ー
新たな看板メニューの提供に係る設備投資及び
PR事業

6630 徳島県 有限会社藤本興産 6480002012337
トランクルーム事業の利用率向上のための広報活
動

6631 徳島県 有限会社レストラン際 5480002011934 地元食材・老舗の匠を活用した新商品開発事業

6632 徳島県 株式会社R・T 9480002010081
新ブランド立ち上げに際し、ホームページの作成事
業

6633 徳島県 ながえ鍼灸院 ー
店舗改装（壁面広告、照明の設置等を含む。）によ
る新規誘客事業

6634 徳島県 Watanabe’s ー
自社のブランディングの確立と国外市場での広
報・販路開拓

6635 徳島県 中華そば　真心 ー
Mini居酒屋をコンセプトとした新メニューの提案と
販売促進
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6636 徳島県 B．I．G　DANCE　STUDIO ー 新店舗移転による販路開拓事業

6637 徳島県 a/樋口建築事務所 ー ホームページ構築による新規顧客獲得事業

6638 徳島県 加村牛乳店 ー
全自動エスプレッソマシン導入によるイートイン客
の販売機会拡大

6639 徳島県 有限会社西野商店 2480002014923
高品質の麹・甘酒の増産設備の設置に伴う県内
外への販路拡大事業

6640 徳島県 徳島日石株式会社 5480001001119
需要の平準化を目指した、再来店促進キャンペー
ン事業

6641 徳島県 久米整骨院 ー
根本治療PRのための、看板内容及びガラス壁内
容の刷新事業

6642 徳島県 合同会社三誠 4480003001191
ＩＴの有効活用を足掛かりとした全国に向けての販
路開拓事業

6643 徳島県 美容室ミルクハウス ー 安心・安全な高齢者にやさしい店づくり事業

6644 徳島県 カントリーロード ー 新たな顧客層獲得に向けた店舗改革事業

6645 徳島県 写真屋てっちゃん ー
終活をテーマとした「ダビングサービス」による新
規顧客獲得事業

6646 徳島県 有限会社かやの 3480002015458
ファサード一新・看板の交換による新規顧客獲得
事業

6647 徳島県 笠井電機有限会社 5480002015456
水回り設備展示コーナー開設による新規顧客獲得
事業

6648 徳島県 English Gym ー
やる気を出さずに成果が出るメソッド周知のための
講座チラシ折込

6649 徳島県 アンジュクレール ー サービスPRのためのWEBサイト制作

6650 徳島県 藤井農園 ー
安心・安全ペットフードPRのためのラベル、リーフ
レット制作

6651 徳島県 めん処　陣内 ー
高齢者顧客層への対応のためのテーブル席の増
席

6652 徳島県 松茂青果有限会社 9480002011328
生産物の認知度及び付加価値向上のための農業
体験事業の実施

6653 徳島県 株式会社彩プラス 7480001009589
認知度向上のためのWEBサイト制作、チラシ折込
事業

6654 徳島県 有限会社ケーズコレクション 9480002012144
納車は新たなカーライフのはじまり～納車センター
新設事業

6655 徳島県 有限会社 ニュースカイルート 2480002011276
入りやすさ演出のための店舗入口改修とWEBサイ
ト開設

6656 徳島県 アステル株式会社 3480001009824 一般消費者からの受注増のためのHP作成

6657 徳島県 ミネ青果 ー 店舗PRのためのテント看板設置、折込チラシ事業

6658 徳島県 田島テクニカ株式会社 3480001004503
『CODDLE　SWEETS』のアイテム拡充・販路開
拓

6659 徳島県 下西呉服店 ー
山城町のアクティブな女性を集めるサークル活動
のための店舗改装

6660 徳島県 清水製菓店 ー
和菓子店の技術を活かした新商品開発・事業継
承事業

6661 徳島県 有限会社　一井モータース 8480002014546 顧客オリジナルの軽キャンピングカー事業の展開

6662 徳島県 前川商店 ー
栄養ドリンク販売力向上のための冷蔵庫リニュー
アル

6663 徳島県 平和旅館 ー
コスパの高いサービスを掲示したホームページ開
設で販路開拓
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6664 徳島県 岡本製麺株式会社 5480001005490
当社主力商品のパッケージを一新・統一化し、収
益向上を図る。

6665 徳島県 居酒屋つくし ー
国内外観光客の満足度向上に向けた希少な土産
品の開発と販路開拓

6666 徳島県 Link Point SAIRAI ー 菓子製造環境整備による新事業分野開拓事業

6667 徳島県 瀧口　敏夫 ー
顧客接点を基本としたおコメの新たな用途開発
（ギフト商材）事業

6668 徳島県 有限会社　シバタ 3480002005491
自社木材加工製品のホ－ムペ－ジ開設による販路
拡大事業

6669 徳島県 Refre　リフレ ー
顧客層拡大のためのイメージアップ戦略と器具導
入事業

6670 徳島県 てこ屋 ー
おもてなし商品＆空間演出による外国人遍路客等
満足度向上作戦

6671 徳島県 幸楽寿し ー
寿司屋の法事懐石料理の提供と店舗バリアフリー
化

6672 徳島県 喫茶つくし ー シニア層の顧客満足度向上による売上拡大事業

6673 徳島県 珈琲煎家まいせん ー
新規顧客獲得の為の店舗改装と新たなサービス
による顧客の固定化

6674 徳島県 下板自動車有限会社 2480002011169
顧客サービス向上のための、ホームページ作成・公
開事業

6675 徳島県 ボッサカンテイロ ー 店舗貸切サービスの提案と新規顧客獲得事業

6676 徳島県 有限会社　時本製材所 7480002007963
木塀の普及啓発および実物の木塀を使用した工
事請負訴求看板事業

6677 徳島県 越久田屋 ー
阿波市土成町「越久田屋」のお遍路客おもてなし
力向上事業

6678 徳島県 三野自動車有限会社 1480002015889
キッズスペース・プレイルーム設置に伴う若年層顧
客獲得事業

6679 徳島県 海達合同会社 8480003000834
最新機器導入と新サービス展開での顧客満足度
向上と新規顧客獲得

6680 徳島県 KAMIYAMA BEER PROJECT合同会社 3480003001143
ホームページ作成によるビールの魅力配信及び販
路拡大

6681 徳島県 Ｙショップ神山 あいはら ー
設備を充実させ消費者ニーズに合った商品を取り
扱う

6682 徳島県 一天たらいうどん ー
一天たらいうどん“おもてなし力向上”による新規
海外客獲得事業

6683 徳島県 とっぽい株式会社 3480001010030
新品種「水菜ザタイガー」の認知度向上と販路開
拓事業

6684 徳島県 わんさんぼん ー
オリジナルパッケージ作成、HP構築等による販路
開拓事業

6685 徳島県 有限会社三加茂ブックセンター 4480002015878
新サービス導入に伴う情報発信による顧客獲得事
業

6686 徳島県 パイロット松下園 ー ひさし設置と物置リフォームによる売上増加計画

6687 徳島県 ナカガワ・アド株式会社 7480001007436
地域の食材を使用した自社加工品のPR・販路開
拓

6688 徳島県 有限会社　藤本モータース 7480002008086 新設備導入による作業の内製化

6689 徳島県 第八海漁丸 ー
新たな渡船サービスへのレンタル設備と、ランディ
ングページ制作

6690 徳島県 アトリエ　ミュー　スティル ー
新規商品サービスの実施に伴う販路開拓の為の
ホームページ作成

6691 徳島県 個別指導のプレップ ー
スマ－トフォン対応ホ－ムペ－ジ制作による集客率
向上事業

239/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

6692 徳島県 有限会社　谷崎組 9480002014322
業務効率化による生産性向上のための新測定機
器導入

6693 徳島県 有限会社　河村総合建築 9480002007656 成約率向上のための取り組み

6694 徳島県 小石製作所 ー
デザイン性の高い木製品を低価格で消費者へ届
ける取り組み

6695 徳島県 なかつか社会保険労務士事務所 ー
社労士ソフト導入による業務効率化・業務拡大事
業

6696 徳島県 株式会社　津川組 5480001007421
VR動画と連動したホームページで新築需要を開
拓

6697 徳島県 企業組合　辻芳商店 9480005005293
東京オリンピックを契機としたニッチ市場一番企業
の確立

6698 徳島県 居酒屋ひとみ ー
新規事業アピールで新規顧客獲得と売上ＵＰ＋利
益ＵＰ策

6699 徳島県 たちばな食堂 ー
小グループ宴会の需要を取り込むための広報及
び店舗改装

6700 徳島県 クラブコルツ ー
ホースセラピー認知度向上と顧客満足度追及によ
る販路拡大策

6701 徳島県 株式会社久保組 3480001007027
災害に強い良質なインフラを整備・提供するための
新規設備導入

6702 徳島県 喜多林業 ー
鳥獣被害防止による森林資源保護を図るための
新規設備導入

6703 徳島県 上野商事有限会社 5480002014342
給油配送サービス向上を図るための新規設備導
入

6704 徳島県 名蔵建設有限会社 4480002014351
法面保護による地域の防災力向上を図るための
新規設備導入

6705 徳島県 ナカノジロウ建築デザイン事務所 ー
店舗立地を生かした看板設置等の新規顧客獲得
の実施

6706 徳島県 株式会社アラジン 2480001005774
買上個数増加及び成約率向上のための環境整備
及び広報事業

6707 徳島県 ㈱ジャパンオートテック 3480002010533
受注体制整備による顧客満足度向上と納期短縮
事業

6708 徳島県 株式会社 岡萬商店 2480001002549
老舗和菓子店が挑戦する「(和＋洋)菓子」をネット
販売で全国へ

6709 徳島県 割烹　ふじもと ー
シニア女性が集える魚の少量メニューとお酒の店
の展開

6710 徳島県 もりもと美容室 ー
美容室の新サービス「記念写真プラン」の提供に
よる新規顧客開拓

6711 徳島県 ルトゥール ー
美容室のミドルエイジ世代層の男性客の新規顧客
開拓

6712 徳島県 オザキ工芸 ー
徳島藍染めを使用した藍染め木製アクセサリーの
全国への販路拡大

6713 徳島県 (有)藍畑石油 1480002005733
高級手洗い洗車サービスによるシニア層の車メン
テナンス需要取込

6714 徳島県 デュラム ー
イタリアンレストランの高級珍味を使ったピザの販
路開拓

6715 徳島県 日建工業株式会社 4480001002588
デザイン性の高い建築金物の訴求によるこだわり
ユーザーの開拓

6716 徳島県 ㈱アストロデッキ 9480001010198
レイアウト変更、メニュー開発等によるティータイム
需要の拡大

6717 徳島県 ㈱アモウ工業 8480001008557
店頭顧客販売増強のための環境整備及び販売促
進事業

6718 徳島県 むぎ青空プロジェクト ー
各プログラムの子供への安全設備導入と新規プロ
グラムの周知

6719 徳島県 有限会社柚冬庵 2480002014353
ネット通販を向上させるホームページリニューアル
事業
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6720 徳島県 株式会社玫魂 1480001009363
自社自然栽培健康茶の高付加価値化とインバウ
ンド需要の取込

6721 徳島県 有限会社 若葉農園 1480002005592
「軒先マルシェ」開催により対面販売による販路拡
大

6722 徳島県 ヘヤ―サロンおおかめ ー トイレリフォームでゆとりあるサービスの提供

6723 徳島県 株式会社　アルタシステム 6480001006934
人気化したネット商品の地元販売を推進する実店
舗看板設置事業

6724 徳島県 遠藤印刷株式会社 5480001002851
封筒印刷の少量～大量まで短納期対応による販
路拡大事業

6725 徳島県 株式会社みかも 6480001008542
ホームページを活用して新規顧客の獲得とブラン
ディング

6726 徳島県 ㈱藤川 8480001007575 ブランド力向上による売上復活計画

6727 徳島県 本家阿波おんな ー プチギフト開発による販路拡大事業

6728 徳島県 阿波ジビエ ー 長期間の品質管理により販路の拡大

6729 徳島県 さんさんてくてくジム ー
ランニングマシーン導入による若年層顧客獲得事
業

6730 徳島県 有限会社　ハス商会 1480002008034
徹底した温度管理により生産性を高め製造力強
化を図る事業

6731 徳島県 株式会社ビッグウィルマテリアル 8480001010141 天然木防火化粧板の塗布技術の開発

6732 徳島県 薪おじさん株式会社 2480001007696
薪ストーブ普及のための提案型ホームページによ
る販路開拓事業

6733 徳島県 有限会社　山田宝来堂 9480002014066 Webと連携したデザイン性のあるパンフレット作成

6734 徳島県 フクシマKaiyo ー
ゲストハウスを和のテイストに改装して外国人客を
獲得

6735 徳島県 株式会社　三浦醸造所 2480001009412 米糀１００％甘酒の商品化・販促事業

6736 徳島県 PAVILIONSURF＆LODGE ー
冬場の閑散期を観光海釣り体験で売上増を図る
事業

6737 徳島県 神木美容室 ー
観光農園併設による“体の内側からキレイになれる
美容室”の実現

6738 徳島県 株式会社 三木肥料 4480001004675
製パン用米粉の開発及び販促展開による新規売
上拡大事業

6739 徳島県 セルフうどん関 ー 攻めの販促活動による顧客拓大と売上ＵＰ作戦

6740 徳島県 有限会社北室白扇 3480002014674
手軽に美味しく、強みを活かして顧客ニーズに応え
る新商品開発

6741 徳島県 便利屋まうん手 ー
新鋭機器導入による地域高齢者向け満足度向上
事業

6742 徳島県 大村商店 ー
商談スペース設置による顧客滞留時間増加と売
上拡大事業

6743 徳島県 とば作日和佐店 ー
健康志向に対応した薬膳メニュー設定と高齢者に
優しい空間作り

6744 徳島県 有限会社　阿波食品 8480002010149
鶏肉加工業者が開発したとり肉「エシカル商品」
販路拡大事業

6745 徳島県 有限会社システムコーポレーション 7480002009786
町の水道屋が行う個人向けエクステリア工事業参
入事業

6746 徳島県 食パン工房　-Oak- ー
健康志向　米粉食パン「阿波の北方パン」新規顧
客層獲得事業

6747 徳島県 株式会社ヤハタ 6480001006868
ターゲットを意識したPRデザイン変更等による新
規会員獲得事業
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6748 徳島県 なごみ整骨院 ー
HP作成・新聞折込によるヤング、ミドル世代の新
規顧客獲得事業

6749 徳島県 VELLGO ー
店舗の全体イメージ統一と心を掴む動画制作によ
る誘客戦略

6750 香川県 EMO株式会社 7470001014037
開発した鉄筋工事用ワイヤー結束ロボット「トモロ
ボ」の販路拡大

6751 香川県 合同会社　たんぽぽ寺岡 7470003001355
「施設利用者」の満足度と「見学者」の成約率向
上事業

6752 香川県 有限会社　歓 4470002010946 宴会客獲得による売上獲得、地域盛り上げ事業

6753 香川県 コインランドリーふわふわ ー
より清潔感がある店舗へ～和式トイレから洋式トイ
レへの改装～

6754 香川県 株式会社ルーム建築工房 1470001013283
空き家リノベーション看板設置・事務所バリアフ
リー化工事

6755 香川県 ルキーユ ー イートインコーナー設置による売上増加計画

6756 香川県 中村縫製有限会社 8470002019026 新商品開発（ドライフルーツ）による売上増大事業

6757 香川県 合資会社笠井方円堂 2470003000477 店舗改装による来店客数＆売上増加計画

6758 香川県 ドックサロン　シェリル ー 顧客満足度向上による売上向上計画

6759 香川県 ひとみ接骨院 ー 店舗改装と当院イメージ構築による客数増加計画

6760 香川県 株式会社　藤原塾 8470001017443
学習塾における売上拡大のための教室の増床と
環境整備事業

6761 香川県 有限会社　光松庵 5470002018385
経営基盤の確立と新規顧客開拓のための展示会
出展事業

6762 香川県 出張整体＆トレーニング　あき星 ー
新規開業後のホームページ開設による販路拡大と
情報発信事業

6763 香川県 ふれあいケアセンター　株式会社 8470001015397
介護施設の認知度アップと利用者へのサービス向
上による売上拡大

6764 香川県 オリーブペイント株式会社 5470001012125 広告宣伝によるリフォーム事業の売上向上計画

6765 香川県 たい夢　牟礼店 ー
外部看板の改修と消費税対策イートインスペース
の屋根の設置

6766 香川県 有限会社おか乃や製麺 4470002019434
自社オリジナルブランドの商品開発による売上向
上計画

6767 香川県 レストラン龍満 ー
変化する顧客ニーズに応え、地域に愛される喫茶
レストランの挑戦

6768 香川県 有限会社　川西木工所 4470002009393
1階倉庫をショールームに！ショーウインドウ効果で
来店増加！

6769 香川県 株式会社ミトヨフーズ 1470002016302
安全・安心にこだわるミトヨフーズの食品をひとり
でも多くの方へ

6770 香川県 山楽 ー
店内改装と堀炬燵設置工事、リニューアルオープ
ンイベント実施

6771 香川県 FURIKAKE ー
ホームページの作成と店舗内装と空調設備工事の
実施

6772 香川県 ＰＡＤＭＡ　ＩＭＡＧＥ ー
国内外取引先確保の為、iOFT2019国際眼鏡展
への出店

6773 香川県 合資会社まんじゃーれ 3470003000278
ＨＰ改良、導入道路の改修工事・リーフレットＳＣ作
成配布

6774 香川県 アート印刷株式会社 8470001006735
外部看板の改修工事、会報誌掲載とＤＭの発送に
よる販路開拓

6775 香川県 株式会社亀山鋼建 1470001016179
新工法に対応した設計提案のＰＲによる新規販路
開拓
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6776 香川県 株式会社　ミゾブチ家具 9470001005414
スマホ対応と複数のホームページ統合で情報発信
強化

6777 香川県 有限会社　オアシス 3470002018866 ティータイム需要掘り起こしによる利用促進事業

6778 香川県 都喜和 ー 『着物お悩み解決型事業』のＰＲと新規開拓

6779 香川県 Ｍ2 Ａuto ー
自動車診断機購入と、新設展示場の外部看板設
置

6780 香川県 有限会社葛西正商店 9470002018910
「2020フレフレ日本！金・銀・銅の健康米」の開発
＆ＰＲ事業

6781 香川県 有限会社　森川クリーニング 5470002019128
マグネット型広報ツールを活用した一般顧客獲得
事業

6782 香川県 酒田生花店 ー フラワーワークショップ事業

6783 香川県 有限会社KOMATSU GARDEN DESIGN 8470002011057
ＦＢ広告パンフレット作成配布加工食品のラベル改
良試作品製造

6784 香川県 創建株式会社 8470001016775
ホームページ開設及び看板設置による新規顧客
獲得事業

6785 香川県 若松 ー 高齢者や家族連れに優しい店づくり

6786 香川県 合同会社ほくろ屋 6470003000936
安心・安全のための新型プレハブ冷凍・冷蔵庫導
入

6787 香川県 株式会社エポック 1470001012608
新規取引先獲得と雇用促進による売上増加のた
めのWEBの活用

6788 香川県 魚虎旅館 ー 地元素材を使用して新規顧客獲得と地域活性化

6789 香川県 BATON ー
店舗改装による収容人数の増加と、それに合わせ
た従業員教育

6790 香川県 魚勝 ー
若年層獲得のための店舗シャッターを活用したPR
活動

6791 香川県 株式会社　エムテック四国 6470001017346 認知度向上の為、ホームページの作成

6792 香川県 株式会社フィルドストン 6470001016100
当社の認知度を向上させるため、ホームぺージの
作成

6793 香川県 三木建設株式会社 3470001006814
住まいづくり相談コーナー・エアコン設置と改装記
念広告の実施

6794 香川県 株式会社　A・K・T 5470001016869
車椅子障害者用に事務所改装と、スロープによる
バリアフリー化

6795 香川県 有限会社ハルナ 5260002020528
商工会の歳末大売出し抽選会を活用した集客事
業

6796 香川県 株式会社リプリ 1470001013531
四国のPRを目的とした新商品開発事業　四国オリ
ジナル御朱印帳

6797 香川県 津田産業株式会社 7470001011422
「職人技のファー＆レザー」新ブランドの認知度向
上と顧客開拓

6798 香川県 さんた広告株式会社 5470001011960
キャッシュレス決済を有効活用するためのネット通
販事業の拡大

6799 香川県 O-bic ー
ホームページ改修による歯科技工物のリードタイム
短縮

6800 香川県 山口製麺 ー 製造環境の整備による生産・販売力向上事業

6801 香川県 BLUE BEAT BLAND CAFE ー
イベントに出店による店舗のさらなる知名度向上＆
売上向上計画

6802 香川県 寺西共育塾 ー
新講座「プログラミング教室」開講と周知活動で
新規生徒獲得事業

6803 香川県 守家 ー
特殊素材『リフレクティックス』の認知度向上・売上
増加施策
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6804 香川県 レイ美容室 ー
来店困難な高齢者向けの新規出張美容サービス
事業

6805 香川県 丸栄株式会社 4470002010501
ＯＥＭメーカーからの脱却を図る為の自社ブランド
認知度向上施策

6806 香川県 田中通信工業株式会社 7470001007800
屋外広告を活用した「オリーブ光」の認知度向上
と拡販活動

6807 香川県 有限会社宇坪屋本店 4470002010558
多機能ミシン導入による新規顧客獲得及び満足
度向上事業

6808 香川県 東讃岐法律相談所 ー
弁護士業開業に伴う周知広報・環境整備による顧
客獲得向上実現

6809 香川県 井下ふとん店 ー
新規顧客の掘り起こしや年配の方向けの寝具レン
タル

6810 香川県 株式会社ティーズ 2470001015114
デジタルサイネージ導入による認知度向上と来店
機会創出事業

6811 香川県 ラシェール化粧品　株式会社 8470001010885
観音寺市に来る観光客（インバウンド客含む）の心
をハッピーに！

6812 香川県 写真のゴーダ ー 最新式プリンター導入による客単価の向上計画

6813 香川県 藤川建具店 ー コミュニケーションの作業場リフォーム計画

6814 香川県 藤村主薬堂 ー 外壁の塗装及び防水工事による来店客数UP計画

6815 香川県 三好石油　株式会社 2470001010214
尿素水ディスペンサー導入による環境問題へのア
プローチ計画

6816 香川県 有限会社　山下建設 6470002016751
空き家管理サービスのネット広告を使った新規顧
客の獲得事業

6817 香川県 株式会社　ビー・エム・シー 3470001010205
会社看板製作・設置、宣伝広告用パンフレットの製
作

6818 香川県 株式会社　讃岐物産 2470001010222 HP開設による販路拡大

6819 香川県 アオバ株式会社 9470001006305
自社独自のサービス「グリーナリー」の強化による
販路拡大

6820 香川県 株式会社キウイボム 4470001012984
さぬき讃フルーツ「キウイフルーツ」の新商品開発
および販路開拓

6821 香川県 zigzag ー
トイレの洋式化等による事務所設備充実を起点と
した新規顧客開拓

6822 香川県 有限会社小田象麓堂 1470002013191
地元酒類の販売及びテイクアウトに特化した店舗
改装

6823 香川県 夢民 ー 喫茶事業の宿泊事業開始のためのリフォーム事業

6824 香川県 創作ダイニング七八五 ー
焼肉メニューの提供開始に伴う排煙設備導入によ
る販路開拓

6825 香川県 浪花堂餅店 ー
真空包装機導入による商品力強化に伴う販路拡
大事業

6826 香川県 有限会社よこた写真館 6470002013377
最新ストロボライト導入による顧客満足度向上と売
上増加の取組

6827 香川県 畳の大阪屋 中井工業社 ー HP作成による認知度と業績アップ大作戦

6828 香川県 有限会社枝園材木店 9470002013250
HP等作成による当社の認知度・イメージアップと
顧客獲得

6829 香川県 亀屋　髙津商店 ー
事業承継に向けた古民家風店舗改修による集客
と売上アップの取組

6830 香川県 株式会社琴平国際ホテル八千代 7470001008154
駐車場利用満足度向上による宿泊サイト評価UP
及び売上拡大事業

6831 香川県 株式会社ワタナベ 8470001017146
高齢者の悩み解消！新サービスによる売上アップ
大作戦！
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6832 香川県 株式会社クリエィティヴ野上 6470002001495
子どもから高齢者が安心して楽しめる地域密着体
験型店舗開発事業

6833 香川県 株式会社カワニシカバンプロダクト 9470001016799 さらなるブランド力強化及び量産体制の確立！

6834 香川県 株式会社Ｂｉｓｔｒｏ小夏 4470001015855
オリジナルストーリーを描ける洋食酒場として認知
度アップ！

6835 香川県 学習舎シオン ー
自宅学習コース「家ＳＴＵＤＹ」の認知度アップ事
業！

6836 香川県 株式会社イシハラ工務店 1470001005660
大工が作る着脱式キャンピングカーキャビン製作、
販路開拓事業！

6837 香川県 トリミング&ホテル Dog Salon Clover ー
常にワンちゃんファースト！新ドライヤーで心地よさ
アップ実現！

6838 香川県 ヘアーサロンウエハラ ー ラウンジカフェスタイルのデジタル周知事業

6839 香川県 ヘア床処 ー
高齢者に絞ったターゲットへのアナログアプローチ
により売上拡大

6840 香川県 株式会社　三好建設 3470001010213
顧客がイメージしやすい需要に合わせたホーム
ページ作成

6841 香川県 カフェ筍の里 ー
アウトドアカフェの創設と商品開発・改良による売
上拡大施策

6842 香川県 サノオート ー
CVT＆ATFチェンジャー導入・情報発信力強化事
業

6843 香川県 有限会社　丸井石油 3470002013487
タイヤ交換サービス事業の本格展開による売上拡
大施策

6844 香川県 四国製版印刷　株式会社 1470001010223 ホームページの開設および活用事業

6845 香川県 有限会社やま屋 8470002016915
老舗呉服店の自社ＨＰ立ち上げによる新規客、新
規生徒獲得

6846 香川県 有限会社さぬきこだわり市 9470002013952
こだわりの産地直売所の移転周知を図る効果的な
集客事業

6847 香川県 株式会社ハンドライフ・クリエイト 2470001005536 高級マスタード「宗紀マスタード」の販路開拓

6848 香川県 有限会社Ｙａｍａｕｃｈｉ 5470002014442 「ナシ婚層」向けフォトウェディングの販路拡大

6849 香川県 有限会社　石川化工 6470002016330 受注に対応できる機械導入による販路拡大事業

6850 香川県 サンリゾート仁尾 ー
BBQエリア対策による新規獲得と利用頻度向上
計画

6851 香川県 てっぱんやき　さんて ー
店舗とメニュー等の告知により認知度と売上向上
計画

6852 香川県 小谷塗装 ー
塗装・剥離用スクリューコンプレッサー導入・SNS
情報発信事業

6853 香川県 Sae株式会社 1470001016591
料理レシピコンテストで自社商品「地球茶」新規顧
客獲得計画

6854 香川県 べっぴんはうす　Monta ー メイクコーナーを活かし若年層の新規客獲得事業

6855 香川県 ride ー
修理作業時間を短縮し新規顧客獲得と地球環境
対応装置の導入

6856 香川県 Cafe はるくも Sun. ー
業務効率化によるメニューの充実と接客で売り上
げアップ！

6857 香川県 身体＋研 ー
柔道整復コース開設に伴う差別化及び新規顧客
開拓事業

6858 香川県 （株）REK 7470001014524
移動式シャンプー台導入による同業他社との競争
力強化

6859 香川県 仁尾産商株式会社 2470001011970
ギフト用「活き締め瞬間冷凍車海老」パッケージ開
発
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6860 香川県 カガワモータース ー
法人や事業実施者を対象とした事業展開による売
上拡大施策

6861 香川県 香川塗装 ー 大型塗布装置の導入に伴う売上改善施策

6862 香川県 米谷写真館 ー
遺影作成及び、遺影額に特化したホームページの
作成

6863 香川県 谷商店 ー
ホームページ作成による新サービスの提供と新規
顧客の獲得

6864 香川県 有限会社伊勢田商店 7470002017807
宴会需要を取り込む高齢者に優しいテーブルとイ
スの導入

6865 香川県 カラーコミュニケーション ー
女性管理職の悩み解決！コミュニケーション能力
アップ商品販売

6866 香川県 フォトスタジオヒロセ株式会社 4470001017257
写真出力サービス強化とイベント開催による新規
顧客の獲得

6867 香川県 マルト急配有限会社 9470002017747
ホームページの情報発信から進める新規取引獲
得と給油外売上向上

6868 香川県 ニューマーク株式会社 9470001014621
ベトナムでの映像コンテンツ配給サービスの開始
による売上拡大

6869 香川県 有限会社八十八庵 1470002017713
ホームページ刷新と外国語メニュー作成による来
店客数と通販増加

6870 香川県 合資会社　藤田金物 8470003000389 個人向けインテリアリフォーム提案の強化事業

6871 香川県 BARBER CHARMANT ー
訪問理容「RE・CHARMANT」導入による新規顧
客獲得

6872 香川県 Salon de en ー
創業1年目のエステサロン「地域内認知度向上と
顧客拡大事業」

6873 香川県 ギャラリーとよなか ー
来店顧客及び収益率UPのための販売提案強化
事業

6874 香川県 ケーキ工房れいくんち ー
「ケーキ屋さんが作るパン」看板商品開発による新
規顧客増加計画

6875 香川県 株式会社エフディアイ 5470001010418 「低糖質食パン」を活用した販路拡大事業

6876 香川県 丸福うどん ー
女性客・お子様連れ家族客の満足度向上のため
の店舗改装事業

6877 香川県 佐倉自動車 ー
「残価設定型車輛」販売サービスの導入による新
規顧客の開拓

6878 香川県 祭礼SHOP響や ー 移転開業に伴う営業力強化事業

6879 香川県 有限会社　ビ・ファイン 9470002017169
高齢夫婦向け「平屋コンパクト住宅」提案による販
路拡大事業

6880 香川県 有限会社　矢野鉄工 3470002016655
自社工場・商談環境の改善による競争力強化事
業

6881 香川県 マナベ自動車相談所 ー
過疎化地区の高齢者への安全装置装着車普及と
売上増加の事業

6882 愛媛県 中島モータース ー
電動油圧式バイクリフト導入による高齢者のニー
ズへの対応

6883 愛媛県 表現舎 ー
商談･プレゼン環境構築による新規顧客獲得･売
上向上事業

6884 愛媛県 有限会社食品加工研究所 2500002020910 白米麹の新規生産に伴う蒸気ボイラー導入事業

6885 愛媛県 桜うづまき酒造株式会社 7500001000082
特定名称酒をＰＲするためのホームページ刷新とチ
ラシの作成

6886 愛媛県 奈良オートサービス ー
最新エアーコンプレッサー導入で自動車トータルメ
ンテナンス化

6887 愛媛県 谷口工業 ー
アルミ溶接機導入による船舶エンジン修理部門の
売上倍増計画
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6888 愛媛県 いわな荘 ー 釣り体験をするための釣り堀を造成

6889 愛媛県 小泉製瓦有限会社 9500002018205
外国語対応の販売機能付きＷＥＢ制作による国内
外の販路開拓事業

6890 愛媛県 川端自動車 ー 新規顧客獲得の為のタイヤチェンジャー導入

6891 愛媛県 島田製菓 ー
自家栽培の新鮮な果物とソフトクリームを使った新
商品開発

6892 愛媛県 いろはラボ株式会社 2500001007108
ボトルネックの解消と“一貫生産体制の確立”によ
る売上の拡大

6893 愛媛県 英語スクール＆進学塾TIME ー
中学受験から難関大学受験まで一貫指導による
差別化で売上拡大

6894 愛媛県 株式会社モトムラ商業建築事務所 9500001007415
新メニューの提供とほっちょ鶏の販売拡大による売
上向上事業

6895 愛媛県 有限会社山鳥青果 1500002010895 商品棚の交換とトイレ外壁の新たな看板設置工事

6896 愛媛県 陶房遊 ー
新たにカフェ事業を併設するギャラリー店舗改装で
の販売拡大

6897 愛媛県 株式会社内子・森と町並みの設計社 5500001008103 「小屋」のある暮らし提案事業

6898 愛媛県 建築工房たかとり株式会社 4500001017237 建築工房たかとりカタログデータ作成

6899 愛媛県 Avocado Lounge Arita ー ギフト用パッケージデザイン作成による販路開拓

6900 愛媛県 サンキュー多肉 ー
自社Webサイト設立による信用力向上・販路拡大
事業

6901 愛媛県 ぱんや１０７ ー
目印的のれんを設置し、新規来店客の増加を目指
す。

6902 愛媛県 えひめ活き生きファーマーズ㈱ 8500001020344
本当に売れる商品パッケージづくりで「二次加工
に新しい風を！」

6903 愛媛県 日野自動車工業所 ー
タイヤチェンジャーを導入して作業効率改善と顧客
開拓

6904 愛媛県 株式会社CLOVER 4500001021429
認知度向上の為の店舗看板の設置・買取専門サ
イトの立ち上げ

6905 愛媛県 合同会社酵素まる 6500003001922
発酵＆米糠パワーで笑顔＝健康で暮らそう！をもっ
と宣伝（し）隊

6906 愛媛県 Ｙショップ村上 ー 島で一番便利な店づくり事業

6907 愛媛県 木村ミシン電器有限会社 6500002008778 明るい店舗でまちを照らし地域活性化

6908 愛媛県 おばんざい居酒屋いごこち ー 掘りごたつ改修による顧客獲得事業

6909 愛媛県 タバタヤ ー
イメージ再構築の店舗改装による顧客開拓で地域
伝統の銘菓継承

6910 愛媛県 ベスト電器ミヤタ保内店 ー 店舗外装リニューアル事業

6911 愛媛県 ギフトショップやすなが ー
新規参入商品サービスを広告テント看板・ＳＮＳ活
用で販路開拓

6912 愛媛県 菓舗　とくのや ー
老舗菓子店のイメージアップと伝統まんじゅうの売
上拡大

6913 愛媛県 魚成自動車 ー 最新設備導入による顧客満足度向上と収益改善

6914 愛媛県 ビューティはなこ ー
店舗イメージを向上させる照明の刷新による顧客
獲得

6915 愛媛県 株式会社森髙リゾート 9500001019071 店舗外装リニューアルによる新規顧客獲得
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6916 愛媛県 鍋ゴム ー
タイヤのネット販売・修理予約サービス開始による
新規顧客獲得

6917 愛媛県 みどり美容室 ー
最新の施術機器導入と認知度向上による販路開
拓

6918 愛媛県 みよしや ー
店舗空間を拡大しイベントスペースを設置して顧
客開拓

6919 愛媛県 高橋左官 ー
機械ゴテを導入して父子で左官、販路を広げ売上
増大

6920 愛媛県 Ｍ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ ー
HP作成による広報力強化と地域との繋がりを目
指した顧客開拓

6921 愛媛県 クロンタヒルズ ー
オーブンの導入による生産体制の強化と新商品開
発

6922 愛媛県 徳永鉄建株式会社 3500001009350
不動産部門を新たに立ち上げ広報を目的とした
HPの作成と運用

6923 愛媛県 有限会社うしろのしょうめんだあれ 2500002014796
高齢者、身体の不自由な方に優しい什器を備えた
場所の創造

6924 愛媛県 生名石油 ー
販路開拓と買い物弱者対策のための燃料宅配
サービス事業

6925 愛媛県 南予ふれあい乗馬クラブ ー 衛生施設充実による顧客満足度向上事業

6926 愛媛県 有限会社すみむら 5500002018472
若者に届け！健康（元気）が一番！地域薬局の広報
戦略

6927 愛媛県 中西技建 ー
ＨＰによる民間工事の拡大と営業活動の削減に伴
う労働生産性向上

6928 愛媛県 株式会社LINK WOOD DESIGN 9500001016465
インスタ・カートシステムと連動したホームページの
リニューアル

6929 愛媛県 松岡工芸 ー
顧客ニーズのデザイン性と希少性に合う新工法導
入による販路開拓

6930 愛媛県 有限会社やまだ電気 9500002011283
想いを形に全てを可能に安全確実清潔に作業時
間短縮業務革新事業

6931 愛媛県 株式会社森茂自動車 5500001016386
最新型溶接機を導入して他社との差別化、自社の
強みを伸ばす

6932 愛媛県 ヨシュアクリエイト株式会社 5500001021337
新しいプレミアムシリーズパッケージ等製作での販
路拡大

6933 愛媛県 HAIR STUDIO Ravish ー 訪問美理容業参入による販路開拓

6934 愛媛県 村上書店 ー
高齢者に優しい店づくりのためのＬＥＤ照明の導入
事業

6935 愛媛県 ショウバ自動車 ー
作業効率を高めるための特殊溶接機及び洗車機
等の導入

6936 愛媛県 くるしまホームサービス ー
マイクロショベル導入による作業効率改善及び受
注拡大

6937 愛媛県 株式会社ニシエイ建材 3500001004921
地元住民をターゲットとしたリフォーム事業の販路
開拓

6938 愛媛県 オレンジサービス ー
タイヤ交換をきっかけとした顧客開拓及びリピート
率向上事業

6939 愛媛県 有限会社鳥山 5500002008572 新規土木工事拡大のための営業戦略

6940 愛媛県 有限会社清伸産業 3500002008525
新看板とチラシによる地元住民からの受注獲得事
業

6941 愛媛県 はり灸マッサージ処CUEキュウ ー
チラシの作成・配布による広告宣伝の強化で新規
顧客の獲得

6942 愛媛県 有限会社リバロック 1500002008717
小ロット簡単注文のための提案型ネット販売システ
ムの構築

6943 愛媛県 Relart hair design ー 広告宣伝強化による地元若年層顧客の獲得
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6944 愛媛県 株式会社マチサポ 5500001021130 水中ドローン映像撮影・ネット配信事業

6945 愛媛県 株式会社アトリエき・な・こ 2500001016166
体型や季節の特設ページ追加によるネット直販の
販売促進

6946 愛媛県 重松ガーデン ー 事業承継を見据えた展示会出展による販路拡大

6947 愛媛県 有限会社渡部電機水道工業所 6500002019445
老朽住宅の増加に向けた革新設備の導入による
民間需要の獲得計画

6948 愛媛県 有限会社暮らしのセンター渡部 8500002011169
金物店のシャッター交換とパン部門のLED化で顧
客満足向上

6949 愛媛県 波方タクシー石油部 ー
トイレ洋式化の利便性向上と自社の強みの広報に
よる販路開拓事業

6950 愛媛県 kuma cafe ー 店舗周りの改修で顧客満足向上

6951 愛媛県 ますや旅館／オーベルジュ ー
革新設備導入を３部門併設の相乗効果でフル活
用する顧客開拓事業

6952 愛媛県 うまいもん屋　土居 ー
和室をテーブル席に改装し新メニュー提供により
お客様満足向上

6953 愛媛県 株式会社　hoa 5500001021064 ペットの一生と関わるホームドクターのPR事業

6954 愛媛県 ㈲丹下陽子美容室ふあっと 7500002004264
高齢者・がん患者の美容と心のケアの個室とＳＮＳ
による宣伝

6955 愛媛県 株式会社エキスパート 5500001009175
金物店からプロの要求に応えるプロショップに変
身して売上増大

6956 愛媛県 井上家具店 ー
店舗内照明をLED化し、顧客満足度向上を目指
す。

6957 愛媛県 有限会社きよし窯 7500002010782
新たな『居心地のいい』空間づくりと新規客獲得・
売上増

6958 愛媛県 有限会社秋山モータース 4500002014605 スキャンツールの導入で地域一番店を目指します。

6959 高知県 森強の苺農園 ー
ギフト用パッケージデザインとパンフレット製作及び
HP改変

6960 高知県 株式会社トマトの村 4490001008205
当社飲食部門の新店舗開店による売上の確保と
認知度向上

6961 高知県 西込柑橘園 ー
販路拡大、集客力UPを通じ高知を代表する柑橘
園の魅力発信事業

6962 高知県 株式会社　エスエス 8490002010370 新商品パッケージ・しおり作成による販路拡大

6963 高知県 戸梶設備　有限会社 8490002009537
生活・生産活動基盤の負荷に配慮した工法活用
推進事業

6964 高知県 夢の温泉 ー
高齢者やインバウンド対応に向けたバリアフリー改
装事業

6965 高知県 須藤鮮魚店 ー
調理器具導入によるメニュー開発・トイレ改修によ
るサービス改善

6966 高知県 山本土木 ー
道路維持管理業務の機器導入による受注増への
対応

6967 高知県 れぽす ー
新サービス開始に伴う設備導入と広告宣伝の実
施

6968 高知県 有限会社安岡広商店 3490002012322
漏水探知器導入により水道管工事の受注数増と
サービス強化を図る

6969 高知県 土居海産 ー 冷蔵ショーケースとエアコンの更新による販路拡大

6970 高知県 有限会社　仙頭車輛 5490002013129
ホームページ開設により増加する観光客へ販売促
進

6971 高知県 ＪＡエナジーこうち日高給油所 ー
カーレスキュー・メンテナンスサービスの充実による
顧客獲得
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6972 高知県 日高モータース ー
バイク買取強化に向けたポスティング・折込による
新規顧客獲得

6973 高知県 井上ワイナリー　株式会社 7490001008334 新商品開発のためのワイン熟成用設備の購入

6974 高知県 竜河観光株式会社 1490001006112
洋式トイレ導入及びバリアフリー化による新規顧客
取込み事業

6975 高知県 有限会社 ゼン・ウェルド・プラザ 3490002002604 メイン受注先のニーズに応える設備導入

6976 高知県 高知石灰工業株式会社 7490001006172 土佐・自然派しっくい白亜カラーサンプル作成

6977 高知県 山中製作所 ー
建築業界のピラミッド構造を逆走して、顧客獲得計
画

6978 高知県 浜田商店 ー 来店者数増加を図るための店舗改装

6979 高知県 にしやまサイクル ー
高齢者が来店しやすい店舗づくりのための店舗内
改装

6980 高知県 森製紙有限会社 4490002009623 新素材取扱いによる取引先ニーズ対応事業

6981 高知県 有限会社　宮内商店 7490002010941 金属探知機導入による安心安全な製品づくり

6982 高知県 下川宏工務店 ー
多様化するリフォームニーズへの対応と独自性アッ
プ大作戦

6983 高知県 下川恭子事務所 ー コミュニケーションルーム開設に伴う内装の改修

6984 高知県 ニュー佐賀温泉株式会社 5490001005052 宿泊客室喫煙室の禁煙化改修工事

6985 高知県 横矢食品 ー
名物「玉こん」を食卓へ。真空包装機導入による新
商品開発

6986 高知県 野本商事株式会社 9490001006393
和む集うＧＳへ。店内設備の充実化による受注拡
大計画

6987 高知県 株式会社三浦屋海産 8490001006709 店舗内設備導入による客単価向上計画

6988 高知県 岩神印刷株式会社 9490001006352 帯掛機導入により品質の向上と作業効率化を図る

6989 高知県 井上糀店 ー
顧客に応じたＤＭとインターネット広告の展開によ
る販路拡大事業

6990 高知県 株式会社　塚地建築 7490001008788 新規顧客獲得のためのホームページ作成

6991 高知県 笹岡板金工業 ー 動力折曲機導入による工期短縮と販路拡大事業

6992 高知県 ひだか和紙有限会社 5490002009580
ホームページの多言語化とスマートフォン対応によ
る販路開拓

6993 高知県 サカノミサキ ー 顧客ニーズを満たす店舗拡張に伴う設備導入

6994 高知県 フォトサロン幸 ー
普段着で利用出来るフォトスタジオによる集客力
向上計画

6995 高知県 猪鹿工房おおとよ ー 衛生管理の徹底と加工品による販路開拓

6996 高知県 株式会社　カープロデュースSHIN 6490001006693
AT等オイル交換機導入による点検整備の販路拡
大

6997 高知県 菓子’S　Foo to Mee ー
洋菓子、卸売・ウエディング販路開拓のため急速
冷凍庫等導入

6998 高知県 ヒロの果樹園 ー
魅力的な商品パンフレット作成による新規取引先
獲得計画

6999 高知県 株式会社　山田屋 8490001006493
接客・待機スペース設置と店舗知名度向上による
販路開拓
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7000 高知県 株式会社ほっと平山 7490001009233
法人向けパンフレット製作とＨＰ改修による販路拡
大事業

7001 高知県 日々株式会社 6490001008541
女性のためのライフキャリアデザイン講座の複合的
販路開拓

7002 高知県 有限会社チカモリ 2490002012257
贈答品・紙器のグッドデザインギフト開発による販
路開拓

7003 高知県 株式会社　龍河洞みらい 8490001008812
テレビＣＭを活用した新・龍河洞のプロモーション
事業

7004 高知県 有限会社河野石油 7490002012203
既存設備を活用しタイヤ保管サービスによる地元
顧客の定着化

7005 高知県 株式会社大西工業 1490001007639
利益率の高い元請事業割合増加の為の地域広告
強化

7006 高知県 味心 ー
テーブル・椅子の導入による高齢者に優しい店づく
り事業

7007 高知県 焼肉大門 ー
新商品開発に向けた機械装置導入による販路拡
大事業

7008 高知県 味千拉麺　南国店 ー カウンター席の配置替えと新たなテーブル席導入

7009 高知県 漁師の食卓 ー
ホームページ開設による消費者向け直売り
(BtoC)部門の拡大

7010 高知県 有限会社タネダ 1490002009782
カウンセリング型漢方相談をゆったりとできる店づ
くり

7011 高知県 有限会社カリヤテント 5490002009432
ハイブリッド高周波ウェルダー導入による販路開
拓・特注対応

7012 高知県 有限会社バルウ 2490002009831
店舗敷地内での看板の設置により集客力の向上
を図る

7013 高知県 企業組合　ごめんシャモ研究会 1490005006042 ホームページ改良、鶏舎増築による課題解決

7014 高知県 株式会社そらみる 4490001007322
ＨＰリニューアルによる「そらみるサップ」認知度向
上計画

7015 高知県 有限会社　かっぱ市 4490002013063
練物水産加工物の品質・安全性の向上による販
路拡大

7016 高知県 有限会社藤﨑石油店 7490002010108 休憩WELCOMEで町外客ガッチリ

7017 高知県 合資会社　佐川印刷所 4490003000515
変革の時代に対応するサーマルデジプレートシス
テム導入計画

7018 高知県 山下組 ー
冷蔵庫等の導入による販路拡大のための直売所
開設事業

7019 高知県 ＳＯ９ ー
製造設備導入による短期間での新商品開発及び
短納期化

7020 高知県 株式会社キョンボックン 7490001006684
韓国流かき氷の販売開始に伴う設備導入及びチ
ラシ作成

7021 高知県 株式会社ツボイ 6490001008962 純国産乾燥キクラゲお試しプログラム

7022 高知県 有限会社　パッケージ高知 2490002011886
クラウド型営業管理システム導入による、受注拡大
と生産性向上

7023 高知県 山のめぐみ舎 ー こんにゃくレシピがいっぱい大作戦

7024 高知県 霧生自動車整備工場 ー 新型トリプルテスター導入による販路拡大事業

7025 高知県 ビストロ　セルフィーユ ー
グリドル（焼き場）の設置による客単価向上と新規
顧客獲得

7026 高知県 Car pit ー 作業スペース改装による売上拡大

7027 高知県 横畠商店 ー
安全性を確保したカップシーラー付きアイスで販路
拡大

251/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

7028 高知県 澁谷自動車 ー 自動車ハイテク化に対応した鈑金・塗装部門強化

7029 高知県 有限会社　中西本店 1490002008917 真空包装機導入による新規顧客開拓事業

7030 高知県 北幡モータース ー ヘッドライトテスター導入による新規顧客獲得事業

7031 高知県 Petit Fleur ー ハイクラスメニュー創設による新たな顧客開拓

7032 高知県 田上鉄工 ー 事務所兼商談ルームの設置による販路拡大

7033 高知県 合同会社ワタナベファーム 2490003000772 ６次産業化による販路拡大

7034 高知県 株式会社リバーランプラス 1490001006491
動画サービスによる顧客満足度の向上とPR動画
での新規顧客開拓

7035 高知県 株式会社　なかよしライブラリー 3490001006481
受注/顧客管理ソフトの導入による販売促進強化
と業務効率化

7036 高知県 潮と空農園 ー
田舎（産地）と都会（消費地）を繋ぐセールスプロ
モーション

7037 高知県 ましまファーム ー
子どもたちに高栄養トマトを届けたい！糖度計導入
による販路開拓

7038 高知県 とみぃの台所 ー
冷暖房機の設置による衛生管理と、快適空間で食
べる漁師めし

7039 高知県 有限会社　森澤食品 9490002009866
自社商品ＰＲの為の商品ＰＯＰ作りと販路開拓の為
の展示会出展

7040 高知県 有限会社　英 3490002010367
トレーニングジム周知のためのジュースバー増設販
路拡大事業

7041 高知県 PROTECHタケチ ー
大型自動車の整備受注と出張修理サービス充足
のための設備導入

7042 高知県 みどりの森のカフェもくもく ー ニーズがある商品を提供し、客数と客単価の向上

7043 高知県 上村青果 ー
・買い物弱者への新鮮野菜！新鮮果物！のお届け
サービス事業

7044 高知県 KAMON ー 販売力強化計画

7045 高知県 カフェレスト　マリンブルー ー
野立看板の変更及びメニュー表刷新による新規顧
客開拓

7046 高知県 古谷プロパン ー 店舗周知を行い、本格的な店舗販売の実施

7047 高知県 株式会社田村モータース 3490001007331
スキャンツールの導入による自社内での自動車整
備完了体制の構築

7048 高知県 高知県消火栓標識　株式会社 5490001000714
消火栓標識の認知度向上・販路拡大を目的とした
TV番組製作放映

7049 高知県 Murataペンション ー 魅力発信と新設備による利便性の向上

7050 高知県 是々 ー
店舗リニューアルによる新規顧客開拓と客単価改
善

7051 高知県 農家レストラン今ちゃん ー
民宿部門および食品衛生管理強化に向けた設備
投資事業

7052 高知県 イタリアンレストランピノッキオ ー ピザ出張販売事業

7053 高知県 Smiley Dive ー 宿泊施設併設による客単価向上計画

7054 高知県 やなか屋 ー
利用客向け風呂場及びトイレの改装工事による宿
泊客数増加計画

7055 高知県 カフェドゥ　パル ー
喫茶店のトイレ改修によるお客様サービス向上事
業
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7056 高知県 有限会社アクアス 9490002009255
体験ダイビング受け入れ増加に伴う、軽器材の追
加購入

7057 高知県 竹村鮮魚 ー
買い物弱者支援による新たな移動販売・御用聞き
顧客獲得事業

7058 高知県 竹葉自動車 ー リフト導入による作業効率向上と受注件数の拡大

7059 高知県 四万十の山問屋山間屋 ー
販売促進ツール開発による選ばれる商品づくりで
販路開拓事業

7060 高知県 株式会社四万十牛本舗 8490001007970
四万十牛販売促進ツールの作成による売上拡大
事業

7061 高知県 有限会社　石元商店 3490002010805
「ＳＥＯ対策」をしたランディングページ作成で売上
ＵＰ

7062 高知県 base works ー
ミシン追加導入に伴う生徒受け入れ人数増加によ
る収益増大事業

7063 高知県 藤田自動車 ー
タイヤチェンジャーの導入によるサービスメニュー
拡大と販路開拓

7064 高知県 有限会社おかばやし 1490002011227
イートインコーナー設置による市外からの新規雇客
取り込み事業

7065 高知県 株式会社　オートショップハシダ 4490001007009 店舗改装に伴う、看板の設置

7066 高知県 小梅TSUN ー
顧客層にあわせたバリアフリー化等による店内環
境改善事業

7067 高知県 川添ヤギ牧場 ー 加工用ミルクの販路拡大のための冷凍設備導入

7068 高知県 パニパニ ー
ウェブサイト広告とホームページ改良による新規顧
客の開拓

7069 高知県 香稜苑 ー 県版HACCP取得に向けた洗い場改修

7070 高知県 株式会社　鉄筋岡﨑組 9490001008571
効率性の高い新機器導入による作業効率アップ・
販路開拓

7071 高知県 大田口カフェ ー プライベートツアーの充実と新規顧客の開拓

7072 高知県 有限会社　光写真館 4490002011926 自社HP作成と写真専用プリンターの導入

7073 高知県 岡添肥料店 ー
「世界で一番美味しい」と称されるマンゴーの販路
拡大事業

7074 高知県 有限会社ヤマジュウ 9490002013240 看板設置により増加する観光客の新規開拓

7075 高知県 四国屋根材販売株式会社 1490001008884
チラシ作成・ホームページ機能向上による屋根材
の販売促進

7076 高知県 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ&ｶﾌｪ　プルメリア　ラクーン ー
タペストリー設置、車両への広告等による新規顧客
獲得事業

7077 高知県 正木　秀尚 ー
ホームページを活用した漫画で描く広報実績や提
案による販路拡大

7078 高知県 西村水産 ー 店舗の宣伝と販路拡大プロジェクト

7079 高知県 route PHOTO STUDIO ー タウン情報誌広告による誘客推進事業

7080 高知県 ヤマサキ農場 ー
新商品である高品質お菓子の販路拡大に向けた
販促ツール作成

7081 高知県 DADA NUTS BUTTER ー
広報物作成による販促の為の生産性向上を目指
した電動石臼の導入

7082 高知県 山田海産鮮魚店 ー 業務用冷蔵庫の購入による魚の売上向上事業

7083 高知県 川村モータース ー
業務用高温高圧洗浄機の導入による作業効率と
売上のアップ
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7084 高知県 八重丸水産株式会社 1490001008141
『マグロのまち大月から美味しいマグロ商品発信
事業』

7085 高知県 ヘアーズ・クルー ー 顧客サービスの改善による店舗価値向上計画

7086 高知県 ケーニッヒ　・　山本麦酒 ー
HP作成とクラフトビール専用サーバー導入による
売上拡大

7087 高知県 ヌックスキッチン ー
通年営業するための設備導入によるジビエの販路
開拓計画

7088 高知県 前田電装 ー
店舗認識度の向上とネット販売システムの構築に
よる販路拡大

7089 高知県 有限会社　ジェイ・アンド・エムズ 9490002009040
フラワーケーキ・スイーツ商品の広報による販路拡
大事業

7090 高知県 土佐大月海産 ー
利便性の高いネット販売システムの導入による新
規顧客の増加計画

7091 高知県 合同会社高知カンパーニュブルワリー 9490003001153 オリジナルビールの提案による販路拡大推進事業

7092 高知県 利休 ー
高知家お取り寄せ・贈り物グルメカタログ等を活用
した販路拡大

7093 高知県 有限会社　マルオカ 5490002012312 車両故障診断機及びクールミストの導入

7094 高知県 エーゲットビジネス ー
HP開設による提案力強化と販売の合理化による
売上拡大

7095 高知県 有限会社　土佐角弘海産 1490002012217
新まるごとプレミアムに掲載し、新規顧客を獲得す
る。

7096 高知県 塩屋もち店 ー
小餅切機を導入し、生産効率を上げることにより機
会損失を防ぐ。

7097 高知県 食蔵一 ー 座敷を掘りごたつにし、入り口に傾斜を設ける。

7098 高知県 炭火焼　香宗我部 ー ショップロゴ、ショップカード、のぼりによる販売促進

7099 高知県 株式会社　篤農 7490001008235 真空冷凍メロンジュースの販路拡大

7100 高知県 和食処　桑の木 ー 1階座敷の一部の掘りごたつ化とトイレを洋式化

7101 高知県 空の下 ー 移動可能な地域コミュニティーショップの構築

7102 高知県 カワクボFACTORY　株式会社 5490001006364 原料搬入口及び原料搬入室の空調設備の設置

7103 高知県 株式会社四国テント看板 5490001008427
ラジオCMの放送による自社の認知度向上と販路
開拓

7104 高知県 ヘアーストリームあき ー 「あわのもと」の提供サンプルの製造

7105 高知県 さんさん ー
直営販売スペース周知のための改装と土産物とし
ての商品販路開拓

7106 高知県 焼菓子Ｇ ー
テイクアウト飲食スペースの設置とストック確保によ
る客単価向上

7107 高知県 株式会社　You MeRafting 4490001009252 魅力発信と設備投資で顧客開拓

7108 高知県 ラグーンレーシング ー
店舗入口の段差撤去と駐車場の整備によるお客
様サービスの向上

7109 高知県 クロシオライフラインサービス ー
専用工具の導入による工事受入強化による売上
向上事業

7110 高知県 メルヘン ー
健康志向をターゲットにした商品開発と売上向上
計画

7111 高知県 越知オートサービス ー タイヤ交換の充実による顧客の囲い込み
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7112 高知県 株式会社　土佐農機 3490001005491
モーターフォグを展示会などでPRして販路拡大を
図る

7113 高知県 クボタデンキ ー
ランドリーの差し掛け設置による顧客満足度の向
上で売上を伸ばす

7114 高知県 陽だまり整体サロン ー
陽だまり整体サロンの新規創業に伴う販路拡大事
業

7115 高知県 ethical shop & cafe HIKARI ー
持続可能な社会実現のためのエシカル消費推進
事業による起業

7116 高知県 塩田留五郎商店 ー 安全な商談スペース確保のための店舗改装事業

7117 高知県 くま若蔵 ー
ラーメン専門店の店内環境整備による顧客満足度
向上と売上拡大

7118 高知県 ATOM HANDS ー
木工加工機械等の導入による商品の付加価値創
出と販路開拓事業

7119 高知県 コハマ農産物直販所 ー
フードプロデューサーコラボゆず生どら焼き製造の
為の設備増強

7120 高知県 レ・プリュ ー
ムービングライト（光演出）の導入による集客およ
び売上向上

7121 高知県 畳いけうえ ー
応接室整備による店舗の営業拠点化・販路開拓、
受注額増加事業

7122 高知県 居酒屋ぽこぺん ー
新バイパス側店舗壁面への看板の設置による集
客力向上事業

7123 高知県 街角食堂ハラハチ ー
いの町にクラフトビールを！商店街バルによる新し
い酒文化の醸成

7124 高知県 居酒屋　笑美 ー 四万十地魚燻製商品開発・販路開拓事業

7125 高知県 宮本鮮魚店 ー
外国人観光客のための真心を込めたおもてなしの
実現に向けて

7126 高知県 杉本自動車整備工場 ー
タイヤ機器の導入による顧客の安全性および自社
強みの向上

7127 高知県 エムアイティーガレージ ー
「超重低音体感型アトラクション」の提案による新
分野進出

7128 高知県 農家民宿　いちょうの樹 ー
「古民家でランチ」を提供するための厨房改装事
業

7129 高知県 株式会社　土佐西南黒潮観光 9490001005040
予約サイト自動連動ソフトの導入による機会損失
削減事業

7130 高知県 上樫森 ー
販路開拓と販売促進に向けた加工施設の整備事
業

7131 高知県 山本商店 ー
すぐに調理、保存もできる食品販売冷凍ショーケー
ス導入事業

7132 高知県 だっぱん屋 ー
ジビエ料理を美味しいまま食卓に届けるための真
空包装機導入事業

7133 高知県 ホテル海坊主 ー
テーブル席の増設による顧客満足度向上と新規
顧客の獲得事業

7134 高知県 erba ー 屋外用照明機器設置による店舗訴求力向上事業

7135 高知県 岡スエ商店 ー
ご近所さんと交流できる場を設けるための洋式トイ
レ新設事業

7136 高知県 天日塩　いごてつ ー 循環用ポンプ導入による製造量増加事業

7137 高知県 明弘食品株式会社 6490001007304 ベトナム産ナマズによる「ナマズ蒲焼」商品開発

7138 高知県 有限会社ソルティーブ 7490002008878 新商品の商談会への出展による販路拡大事業

7139 高知県 有限会社芝﨑電器 4490002008798
エアコン設置工具及びリフォーム工具導入による
売上増加
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7140 高知県 株式会社黒潮環境クリエイト 8490001007541 浄化槽設置による客単価増加のための広報事業

7141 高知県 有限会社　じぃんず工房大方 3490002008840
テレビＣＭ放映による黒潮町内周遊観光客数増加
事業

7142 高知県 有限会社長嶋自動車商会 7490002008886
最新車種対応最高峰スキャンツール導入による販
路開拓事業

7143 高知県 内外典具帖紙株式会社 7490001005397
新商品の開発・展示会等での販路拡大、作業効率
の改善

7144 高知県 かりや司法書士事務所 ー 野立て看板設置による隣村への販路開拓

7145 高知県 まゆちゃんの台所 ー
２号店出店で販路拡大を図るための機器導入事
業

7146 高知県 吉野川源流あめごセンター ー
カタログ誌等への掲載による認知度向上・販路開
拓事業

7147 高知県 Ｙショップゆすはら店 ー
快適な洋式トイレをいつでも利用して頂いて販路を
拡大する事業

7148 高知県 農家喫茶くろうさぎ ー
外国人や体験型観光客をターゲットとした宿泊需
要開拓事業

7149 高知県 カズダンススクール ー
スタジオの環境設備による利用促進と新規顧客の
開拓事業

7150 高知県 土佐三原どぶろく合同会社 5490003001066
観光客等への機会ロス減少に向けた看板等設置
事業

7151 福岡県 広門たたみ店 ー
顧客ニーズにマッチした提案型による畳製品の販
路開拓

7152 福岡県 Mellows Cut Store ー
リラクゼーションメニューの提供開始による販路開
拓

7153 福岡県 豊の国司法書士事務所 ー
相続対策の必要性を打ち出したクライアント目線
のＨＰ作成

7154 福岡県 杉元整骨院 ー
睡眠不足の患者、スポーツ選手の疲労回復を促進
する為の事業展開

7155 福岡県 学生服の店　なかしま ー
工業用ミシンを導入し、補正サービス強化による新
規取引先の開拓

7156 福岡県 ヘアメイクアビリティ ー
レンタルサロン事業による販路開拓と起業機会の
提供について

7157 福岡県 株式会社カシマ製作所 8290001046601
需要が高い高速道路の床板取替をCAD／CAM
導入で受注拡大

7158 福岡県 遠賀野珈琲まめきち ー
あなただけの焙煎「オリジナルブレンド豆」の販路
開拓

7159 福岡県 焼豚足カースケ ー 生産体制の改善と新店舗による新たな客層獲得

7160 福岡県 デｲリーショップ河野 ー 子育て世帯の若い人のイベントに向けて販路拡大

7161 福岡県 原口海産物専門店 ー
ネット通販機能を含むリニューアル及び機械導入
による売上向上

7162 福岡県 mina  pann ー 食パンの販路拡大、売り上げ増を目指す！

7163 福岡県 ホワイト　ハウス ー
エアコンクリーニングによる新規個人への販路開
拓及び集客力向上

7164 福岡県 T・A・B ー
全車種に対応！同業者向け診断サービスにて売上
アップ

7165 福岡県 glassy ー
電子カルテ管理による満足度アップと訪問美容強
化への取組み

7166 福岡県 こみせ ー
冷凍販売の開始とメニュー表配布によるリピート獲
得

7167 福岡県 本田鈑金工業 ー
調色用コンピュータ導入で効率・質・お客様数アッ
プ！
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7168 福岡県 居酒屋からす ー
酒蔵の町を活かすインバウンド需要の取り込みに
ついて

7169 福岡県 toconobar ー
レスポンシブWEBサイト制作並びに店舗改修によ
る新規顧客開拓

7170 福岡県 有限会社老木園 2290002052505
和モダンを取り入れたバリアフリー庭園の提案・販
路開拓

7171 福岡県 DIVA　float ー
美容室でこれまでにない新しい中間サービスを展
開していく事業

7172 福岡県 株式会社昭和管工 9290001046666
新規事業土木・建築業者向けの工事進捗管理
サービスの販路開拓

7173 福岡県 株式会社　三浦工務店 3290001029354
優秀な建築職人の組織力を生かした新規ゼネコン
の顧客開拓

7174 福岡県 麺屋　華一 ー お一人様大歓迎！帰りに寄りたくなる店№1

7175 福岡県 奥村建設 ー 木造建築の理解促進による販路開拓

7176 福岡県 有限会社　桐島商店 3290002033677
福岡で愛されている「おきゅうと」を全国に普及さ
せていく事業

7177 福岡県 合同会社LUOGO 5290003004980
子供が多い地域を生かした託児ルーム併設のまつ
育コーナーの設置

7178 福岡県 七輪焼肉　炎牛 ー
会員制導入で期待される需要拡大と認知度向上
による顧客獲得

7179 福岡県 翔志園 ー
造園業の受注増大に向けた設備導入と広報活動
事業

7180 福岡県 ㈲エヌ・ティー・ケイ 7290002038697
新商品マグロを使用した魚介カレーの開発・販路
開拓

7181 福岡県 タルト＆スイーツＦ ー
販路開拓に向けた冷凍設備導入と新聞折り込み
広報展開

7182 福岡県 和膳　はんなり ー 新サービス「サロン事業」開始に伴う広報展開

7183 福岡県 MATCH CYCLES ー
マウンテンバイク専門店による新規顧客獲得に向
けた広報事業

7184 福岡県 ピカソ　ライフ　ワーク ー
ホームページ充実による、定期受注及び客単価向
上の実現

7185 福岡県 矢羽田ガーデン工房 ー
独自ホームページでの集客転換と提案書による成
約率向上

7186 福岡県 悠工 ー
体感型ショールームを活かした新施工サービスの
展開・販路開拓

7187 福岡県 毎日新聞古賀センター ー
ポスティング型フリーペーパー配布による広告売上
拡大事業

7188 福岡県 建築研究所株式会社 7290001083562
提案型付加価値リフォーム事業による新規顧客獲
得

7189 福岡県 株式会社リバース 8290001066608
施工実績に基づく技術を一般個人宅へ販路拡
大！！

7190 福岡県 花酢　つじ蔵 ー
地元の味を全国へ！WEB媒体やチラシによる販路
拡大事業

7191 福岡県 クリーンアドバイザーナカオ ー
整理収納アドバイスを付加したハウスクリーニング
等清掃業の展開

7192 福岡県 博多南ナチュラルビアガーデン ー 博多南ナチュラルグランピングガーデン事業

7193 福岡県 有限会社黒木商会 7290002053250 オーダー靴・靴修理業務を告示する屋外看板製作

7194 福岡県 BODY　REPAIR　EIGHT ー
事故車の修理・販売特化および業務内製化によ
る、販路拡大。

7195 福岡県 からあげはうす　ぽぷり ー
自家製カボス胡椒の販売及びオリジナル新商品の
展開
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7196 福岡県 Le mieux ー
高齢者にやさしいヘアカット出張サービス事業の
展開

7197 福岡県 有限会社　宝栄 6290002038434 ドローンが案内する不動産紹介事業の展開

7198 福岡県 企業組合　石貫米穀店 9290005002624
宇美町でとれた間伐材を活用した新商品の開発・
販売展開

7199 福岡県 有限会社プロスト 6290002038252
不動在庫を活用した石材のオリジナル製品やオー
ダー製品の販売

7200 福岡県 株式会社ちくし号農機製作所 4290001038395
農業法人向け大型洗浄機用樹脂製ローラーの開
発と販路開拓

7201 福岡県 パティスリー　ノア ー
お客様の特別な日を演出できる店づくりで集客を
はかる

7202 福岡県 中島商店 ー
集中監視システム導入で高齢者向けサービスの充
実及び販路拡大

7203 福岡県 有限会社マルト醤油醸造元 2290002037043 小サイズ加工調味料の開発と百貨店ルートの開拓

7204 福岡県 めぐみ整骨院 ー
チラシの作成・配布による認知度向上・新規患者
の獲得

7205 福岡県
株式会社　樋口　パーソナルトレーニングジム
SWING FITNESS

3290001081231
パーソナルトレーニングジムの集客を行う為のＨＰ
とチラシ作成

7206 福岡県 有限会社　栄和製作所 9290002000015
手すりからのビジネス・ラプソディ　～現在の柱と将
来の柱～

7207 福岡県 有限会社吉野自動車 4290802025402
「カーエアコン洗浄サービス」による新規客開拓と
顧客満足度向上

7208 福岡県 ジョウシン ー
ミニパワーショベル導入による人手不足解消と作
業効率向上

7209 福岡県 喫茶カンフォーラ ー
ホームページ公開とステンドグラス商品販売による
来客数UP作戦

7210 福岡県 (有)江口かまぼこ 8290002054751 新商品のパッケージ作成事業

7211 福岡県 パール美容室 ー
女性や年配の方の為の駐車場拡張工事・カラー提
案による販路開拓

7212 福岡県 らーめん六長屋 ー
店舗外スペースの有効活用による、待合席・飲食
スペースの設置

7213 福岡県 株式会社ホーオン 1290001044495
自社サイト構築による売上増加と顧客満足度アッ
プ

7214 福岡県 株式会社サンシステム 2290001062216
一社依存型を見直し地元工務店、消費者からの直
接受注拡大を図る

7215 福岡県 Patisserie Le Printemps ー
家族で楽しめるスイーツ提供・アウトドアの方にも
入りやすい店舗

7216 福岡県 インテリア DE ショウ ー
壁紙等の内装資材の販売と施工指導サービスに
より個人客の獲得

7217 福岡県 株式会社　Life　Group 9290001085400 HPを使って地域に貢献できる組織の構築

7218 福岡県 イーケイ電建 ー
「ｅーコンシェルジュ」としての地位確立による販路
開拓

7219 福岡県 有限会社　エアーズ 3290802019933 KYATANA(キャタナ）脚立の棚の販路開拓

7220 福岡県 グリングリン宇美 ー
家族連れや年配の方に来店しやすい店舗改装・宅
配による販路開拓

7221 福岡県 ハーツモーターハウス ー
大口径対応タイヤチェンジャーの導入による新たな
顧客との連携

7222 福岡県 美容室coloris（コロリ） ー
アンチエイジングサービスの提供による中高年女
性客の取り込み

7223 福岡県 和ごころ ー
プライベート空間づくり・和の演出・団体客の受け
入れ体制作り
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7224 福岡県 いけうら寿司 ー
地域の魅力を伝える地元宗像産の穴子を使った
新商品開発

7225 福岡県 アイムズ ー
ホームページ開設と看板設置による問合せ、来店
数の向上

7226 福岡県 株式会社　井上工務店 1290001068057
古民家再生技術の継承にならう、リフォーム・リノベ
販路開拓事業

7227 福岡県 居酒屋 成 ー
店舗改装による団体客の獲得及び客席稼働率の
向上

7228 福岡県 Rococo（Chocotto編集部） ー
自社お土産品の販路開拓のための製造設備の導
入

7229 福岡県 Hair Salon Assist ー 新規開業に伴う店舗概要を周知する看板の設置

7230 福岡県 ハウジングステップヤスマル建装 ー
リフォーム・外構・塗装を１社でできるコスパ特化の
販路開拓

7231 福岡県 株式会社ダイショク 7320001003938
自社ホームページ改良とバナー広告を活用した新
規弁当販売

7232 福岡県 隠れ家アロマサロン馨～kaoru～ ー
出産前後の心身の不調で悩む女性を助ける為の
アロマサロンの展開

7233 福岡県 有限会社やの 7290002031181
旅行代理店との業務提携による新たな顧客獲得
プロジェクト

7234 福岡県 東九州テント工房 ー
テント看板の製作と有効的な宣伝方法の提案によ
る販路開拓

7235 福岡県 大黒家 ー
看板設置とチラシ配布で取組む認知度向上と商
品・サービスのPR

7236 福岡県 朝倉物産株式会社 6290001043930
青ねぎ、ねぎドレッシングのホームページ構築によ
る販売力の強化

7237 福岡県 有限会社中村製畳店 6290002049638
高齢者及び若い世代向け特殊畳の宣伝強化によ
る販路開拓

7238 福岡県 株式会社福岡生物産業開発研究所 2290001050550
微生物を活用した畜産農家の将来に革命を起こ
す販路開拓事業

7239 福岡県 炎のステーキ ー
富士山溶岩石で焼くアツアツステーキ販売促進事
業

7240 福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元 5290002043435
高取焼陶器スピーカーの専用WEBページとカタロ
グ製作

7241 福岡県 よしなか洋品店 ー
店舗イメージと認知度アップのためのPR活動によ
る新旧顧客開拓

7242 福岡県 美容室アティック ー ヘアリセッターとの複合メニュー開発・新規客獲得

7243 福岡県 合同会社改車屋 3290803002987
板金塗装の潜在需要の掘り起こしによる受注拡大
のための取り組み

7244 福岡県 ＹＯＳＨＩＩふなきベーカリー ー こだわりのミニ食パン開発とＰＲによる顧客の獲得

7245 福岡県 KOYASU　FARM ー
宇美町とヤギミルクを掛け合わせた「新メェ～産
品」の開発・販売

7246 福岡県 REPLACE ー
ライフスタイルの変化に対応できる家具の開発・販
売事業

7247 福岡県 からあげ大吉　杷木店 ー
イートインスペース設置によるからあげ提供で集客
アップ

7248 福岡県 ｃｏｂｏ． ー
キッズスペースの拡大・充実による満足度向上・売
上増加事業

7249 福岡県 ヘアークラフト グレイス ー 髪質改善技術「リセッター」を活用した販路開拓

7250 福岡県 ㈱原口想建 1290001065698
設計事務所による工務店が利益を残せるプランニ
ングの提案事業

7251 福岡県 前田畳襖店 ー
畳コンシェルジュとしての活動とＨＰリニューアルに
よる受注増

259/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

7252 福岡県 アイ・フィックス株式会社 9290001082042
「総合おうちコンサル」による他社との差別化のＰＲ
と販路拡大

7253 福岡県 黄河 ー
快適な時間の提供と持ち帰りサービスの販促によ
る販路開拓

7254 福岡県 ㈱スタッフエージェント 6290001034847
シフトベースと特許取得技術をPRするための広報
活動

7255 福岡県 オートガレージロッキー ー
ヘッドライトテスター導入による充実したサービスの
提供

7256 福岡県 手打ちそば蕎波人 ー
店舗改装およびインスタ映えする新メニュー開発に
よる客数の向上

7257 福岡県 株式会社　太宰府工芸 3290001042464
屋久杉製品の端材を有効活用した新商品開発・
販売の展開

7258 福岡県 文月 ー
食べ放題コースを近隣住民にPRをして新規顧客
獲得事業

7259 福岡県 ハートボックス株式会社 2290001060351
箔押機導入による新商品の製造・市場開拓を目指
す

7260 福岡県 On-Dor ー
コ・メディカル指導に基づいた女性サポートによる
売上向上

7261 福岡県 中ムラ建設有限会社 8290002035330
自社の存在と事業内容をアピールする看板と広報
で新規顧客開拓

7262 福岡県 Volta ー
健康増進に貢献するヨガスタジオの広告宣伝によ
る会員数拡大

7263 福岡県 水城らあ麺 ー
太宰府観光客をターゲットにした水城堤防ちゃん
ぽんの開発・販売

7264 福岡県 cafe coccolo(カフェコッコロ) ー
太宰府産農産物を用いた、地産地消による新商品
の開発と販促

7265 福岡県 ティーケイピー ー
建設機械全般の診断・メンテナンスサービスの展
開

7266 福岡県 グリーンサービス産業株式会社 1290001084450
緑に優しいイメージの醸成による受注増加と組織
強化事業

7267 福岡県 ケイズ企画 ー
根本的な「体臭改善」ができる健康食品の販売促
進

7268 福岡県 梶原博多人形工房 ー
インバウンド向け販促活動と設備整備による顧客
拡大

7269 福岡県 サルーテ ー
縁結び赤い糸イタリアンシリーズによる女性参拝客
の取込み

7270 福岡県 筑紫野棋苑・轟米穀店 ー
子供囲碁十徳を基にした当道場オリジナル指導よ
る入門者の増加

7271 福岡県 福岡サバゲーランド ー
スマホアプリ制作による予約の自動化とリピート率
の向上

7272 福岡県 四季彩膳 彩羽 ー
来店数が増え始めた「訪日外国人旅行者」の受け
入れ体制整備

7273 福岡県 スマイルライフ ー
九州と健康をテーマに「食べ方の提案」を重視し
た食品の通信販売

7274 福岡県 オーガ自動車 ー
高性能の自動車診断機導入により次世代自動車
を整備・販路拡大

7275 福岡県 アトム総合事務所 ー
承継予定者が中心となり取り組むWEBサイト改善
等のＰＲ強化

7276 福岡県 守永接骨院 ー
顧客ニーズを捉えたファスティングダイエットで新
規顧客開拓

7277 福岡県 柿口自動車 ー
品質を維持した高速磨き処理技術による販路拡
大事業の展開

7278 福岡県 ガレージリンク ー
インターネットで購入したタイヤの交換サービスに
よる販路開拓

7279 福岡県 岩永庭園 ー
思い出深い枯れた庭木をオブジェとして再生する
サービスの実施
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7280 福岡県 株式会社　大橋建設 7290001054935
売却型合同展示場（モデルハウス）でアピールし
販路拡大

7281 福岡県 丸太工房　ナガイ商店 ー オーダーメイド丸太トーチの商品開発・売上向上

7282 福岡県 博多王将 ー
テイクアウトを調整できる健康志向本格中華メ
ニューの展開

7283 福岡県 有限会社ゆう紀 5290002035754
オートネイルサロン事業を通じたウェブによる新聞
新規顧客の獲得

7284 福岡県 ルーインズ ー
令和万葉をイメージした体に優しいライフスタイル
向上商品の提供

7285 福岡県 入部薬局株式会社 3290001033777
検査機器を導入し提案型の漢方薬局で新規顧客
の開拓

7286 福岡県 株式会社西日本自動ドア 8290003001604
看板設置、パンフレット配布、ＨＰ作成による顧客獲
得事業

7287 福岡県 有限会社白石木材 9290002036443
㈲白石木材のブランディングを図るホームページリ
ニューアル

7288 福岡県 With　Life ー 提案型営業強化および重機導入による効率化

7289 福岡県 株式会社中嶌家 5290801024412
「アスリート弁当」の販路拡大に向けた広報力強化
事業

7290 福岡県 有限会社　興和 2290802017079 店舗外装リニューアル・周知事業

7291 福岡県 株式会社進学教室スカイ 4290001039798
『内申点対策！宇美町中学別特別カリキュラム』の
導入と販路拡大

7292 福岡県 文化不動産 ー
社会問題である空家買取リフォーム再付加価値化
の告知活動

7293 福岡県 株式会社丸商 5290001059746
ホームページの新設と看板設置により集客力アッ
プ事業

7294 福岡県 株式会社プロナビ 5290001074555 塾内環境改善による顧客満足度向上計画

7295 福岡県 緒方旗染工芸 ー
個人顧客向け販売をアピールする看板設置による
販路開拓

7296 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564
ＩＴ技術駆使した最新金型設計技術をコアとする金
型製作事業

7297 福岡県 健整骨院 ー
福岡初！体幹鍛えてみんな元気に！砂場トレーニン
グ

7298 福岡県 有限会社内田ミシン商会 1290002051581
店舗外観の刷新により誰もが気軽に入店できるミ
シン専門店へ

7299 福岡県 ㈱マルサン醤油醸造元 5290001018082 体験型コト消費提供による販路拡大と販売展開

7300 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069
女性向け食と健康と美容の複合施設アミュゾンエ
スポワールの広報

7301 福岡県 ㈱児童発達支援協会 2290001084706
感覚統合療法の実施とその周知による利用者の
獲得

7302 福岡県 金沢屋 福津店 ー
畳店とコラボレーションした和紙畳のＰＲと新規顧
客の獲得

7303 福岡県 ＨＡＮ ー
飲食と農業体験による食育の場を提供するカフェ
への改築

7304 福岡県 LiV KiTCHEN ー 市内外のイベント出店による店舗集客UP事業

7305 福岡県 株式会社九千部 4290001033792
オンライショップ構築による「九千部朱薯」ブランド
の認知拡大

7306 福岡県 堤自動車 ー
自動車板金専門業者から板金塗装業者となり新
規販路開拓事業

7307 福岡県 串屋せん ー 地元食材を使った菓子製造に用いる設備導入
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7308 福岡県 ＨＩＫＡＲＩ ー 来店客数増加に向けた壁面看板設置工事

7309 福岡県 株式会社ギフトギャラリー 2290001054741
職業用刺繡ミシン導入による新商品開発と新規顧
客開拓

7310 福岡県 スタジオ桑野 ー
想い出をキレイなまま残したい！営業写真店の販路
拡大

7311 福岡県 株式会社　ネオバンジー 3290001058691
ドレッシングスタンドの開発と通販サイトの構築によ
る販売力強化

7312 福岡県 モダン屋結納 ー
業界初！当店にしかできないオリジナル結納品の
販売拡大

7313 福岡県 宅配の宗像屋 ー
移動販売車の導入による販路拡大と人が集う場
づくり

7314 福岡県 江藤竹工所 ー
製造能力向上による機会ロス解消及び一般消費
者への販路拡大

7315 福岡県 BAGUS　HAIR ー
新メニューの提供に伴うホームページを利用した
告知活動

7316 福岡県 Lien ～リアン～ ー
日本の伝統食と地元食材を使った商品開発による
情報発信強化

7317 福岡県 株式会社エスピープラン 8290001037740
商談会等の出展による自社オリジナル商品の販路
拡大

7318 福岡県 倉満 ー
顧客サービス向上の為の予約・顧客管理可能な
ウェブサイトの構築

7319 福岡県 宴屋う免／OPOL（オポロ） ー
若い女性向け太宰府梅カフェセットとカフェ空間に
よる売上向上

7320 福岡県 王様のチャーハン ー
チャーハン専門店の逆襲！再スタートによるFC事業
への新展開

7321 福岡県 ローテンブルグ ー
看板によるアプローチと業務効率化による職場環
境つくりへの取組

7322 福岡県 韓国苑 ー
新サービスに伴うホームページを利用した告知活
動

7323 福岡県 あおぞら整骨院 ー
ＭＣＣを併用していつまでも元気な身体づくりの確
立・収益力向上

7324 福岡県 happy place ー
キッズ向けワークショップ展開に伴うホームページ
利用の告知活動

7325 福岡県 Amel hair apparel ー
美しくありたい方への認知度向上と生産性向上の
売上拡大事業

7326 福岡県 株式会社　舘原商店 3290001045483
『安全安心コミュニケーションズ・スーパーマーケッ
ト』事業

7327 福岡県 CAR RELATION藤村 ー
車とお客様への『ヒーリング・トータルカーサポー
ト』事業

7328 福岡県 モードエルフ ー
「モードエルフ」ブランドカテゴリー拡張による販路
開拓

7329 福岡県 松岡自動車 ー
広報活動・処理効率向上による受注数増で付加
価値を向上

7330 福岡県 有限会社プラグレス・ヒロ 3290002037835 ＨＰのリニューアルによる通信販売の売り上げ対策

7331 福岡県 天龍ラーメン ー
看板でcome back！看板効果で認知拡大、集客
力向上！！

7332 福岡県 セルラボ糸島 ー
発酵品の物販とワークショップを通じた健康増進と
発酵文化の拡充

7333 福岡県 MIGHTY ー 実店舗販売による販路拡大

7334 福岡県 Item　Island　JP ー 和訳取扱説明書添付による新たな顧客の獲得

7335 福岡県 手作りとうふ高田屋 ー
こだわり豆腐と自作有機野菜を使った商品開発で
売上アップ
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7336 福岡県 株式会社サンエイ 4290801021864 補修工事の安全面への対応、業務拡大

7337 福岡県 KFY内外美装 ー
自動壁紙糊付機及びポリッシャー導入による新事
業展開

7338 福岡県 佐与自動車工業 ー 塗装機導入による受注件数増加事業

7339 福岡県 ARCO COMPANY　株式会社 8290001080625
ちらし及びパンフレット配布による認知度アップ、売
上アップ！

7340 福岡県 ＨＡＮＡＭＡＲＵ ー
設備導入による出荷増加及び新規サービスＰＲ事
業

7341 福岡県 ラブレド ー フライヤー設備導入による新商品開発事業

7342 福岡県 糸島食品 ー 無添加もろみ生搾り醤油キットの開発・販路開拓

7343 福岡県 有限会社まつよし 8290002044455 木材加工の自動化による売上UP

7344 福岡県 三月の羊 ー
糸島発！全国に世界に！真のorganicコスメ販路拡
大事業

7345 福岡県 S,LABO ー
自動研磨サンドブラスト器導入による新素材加工
事業

7346 福岡県 ㈱玉広食品 9290001033350
イートインスペースの設置による観光客への販路
開拓

7347 福岡県 nail　salon　simmer ー 手足同時施術による予約UP事業

7348 福岡県 ハニー珈琲糸島店 ー
珈琲を家庭で楽しむ方へのオーダーメイドコーヒー
豆の販売

7349 福岡県 KITANO ー
タイヤチェンジャーによる迅速な交換とチラシ作成
による売上確保

7350 福岡県 株式会社　グランテック 2290001067396 施工管理ソフト導入で受注拡大による売上UP

7351 福岡県 カネヨシ醤油醸造元 ー
直売スペースの改装と看板のリニューアルによる
販売促進。

7352 福岡県 吉田自動車 ー
安全な作業環境づくりによる作業効率向上と積極
的な営業PR

7353 福岡県 有限会社　畠中育雛場 8290002044447 売場拡大及び新商品販売によるチラシ配布事業

7354 福岡県 居酒屋純 ー 特産品『トンパリピーポー』生産拡大事業

7355 福岡県 有限会社富士工務店 7290002033905
高断熱・省エネルギー高性能分譲住宅における販
路開拓事業

7356 福岡県 トータル・ヒューマン・ヘルス ー
真空包装機の導入による高付加価値商品開発及
び販路拡大事業

7357 福岡県 炭焼豚丼と塩ホルモンの店　西北の杜 ー
ふるさと納税返礼品にかかる地域資源を活用した
地場産品の開発

7358 福岡県 野田瓦工業 ー
ポスティングによる顧客の絞込みで効果的な新規
顧客の獲得

7359 福岡県 パソコン修理のＫ４６ ー
女性スタッフ同伴によるパソコン修理サービスの新
規顧客開拓事業

7360 福岡県 あんじゅ ー 国菌と健康を気軽に楽しく〝守る〟〝育む〟商品開発

7361 福岡県 広瀬産業株式会社 9290001047466 お客様の高齢化に伴う買い物支援と空間づくり

7362 福岡県 株式会社エコプラネット 4290001052140
“ブロック塀改修工事”事業への参入による新規顧
客開拓

7363 福岡県 株式会社SYNC 5290801019503 レディ・メイド製品開発による新たな販路の拡大
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7364 福岡県 オートサポート ー
機械導入による期間限定販売システムの確立と広
報力強化

7365 福岡県 株式会社保利建設社 3290001033117 「断熱から遮熱の時代へ！」PRによる販路拡大

7366 福岡県 石塚住設ガス株式会社 5290801012664
水回り専門リフォーム事業への新事業展開による
販路開拓

7367 福岡県 奈良田書士事務所 ー 顧客開拓・営業のための販促ツールの作成

7368 福岡県 株式会社　白石商業 3290801024414
玄米買取サービス、高齢者向け少量配達サービス
にかかる広報戦略

7369 福岡県 株式会社アスリートスタイル 1290001081043
新事業トレーニングジム連携型整骨院のホーム
ページでの販促計画

7370 福岡県 吉武ドッグトレーニングスクール ー 老犬ホーム事業への参入への取組み

7371 福岡県 株式会社　丸越 1290801011315
国産家具をPRした集中的な広報戦略による新規
顧客獲得

7372 福岡県 マツモト看板店 ー
顧客ニーズに合ったワンストップ広告・販促品での
販路拡大

7373 福岡県 美容薬理株式会社 8290801011696
地域活性化に寄与する「“美容の森”プロジェクト」
広報ＰＲ事業

7374 福岡県 株式会社カネガエ 2290001047605
試食イベント企画によるオリジナルブレンド米の周
知PR事業

7375 福岡県 合同会社福寿丸水産 9290003008053 商品のパッケージ変更による新たな販路開拓

7376 福岡県 はるまち駅前整骨院・鍼灸院 ー 最先端EMS×体幹トレーニングによる販路拡大

7377 福岡県 株式会社 MACRO JAPAN 2290001082445
サイト改修による顧客購入率向上とモバイルユー
ザーの取込み

7378 福岡県 1MARCS ー
パーソナルブランディング理論に基づくメンズ
シューズの開発販売

7379 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
「八女美茶 YAME BeauTEA」直販拡大の取組
み

7380 福岡県 有限会社ユーエスオート 6290002046296
法人顧客に特化した車のトータル管理サービスで
販路拡大

7381 福岡県 株式会社みやま技建 9290001083767 新規取引先の開拓と建築工事受注の拡大

7382 福岡県 VIGOR（ヴィガ） ー
接客重視のアパレルショップのSNSとウェブでの
新規顧客誘導！

7383 福岡県 Crashift.（クラシフト） ー
会社の認知度向上による、安定的な集客増大の実
現

7384 福岡県 炭火焼鳥　睦 ー 新たな設備投資による品質向上と販路開拓

7385 福岡県 HACHI ー
無料送迎サービスに係る広報力強化と新たな顧客
層の獲得

7386 福岡県 らくらく車検センター ー
「一日メンテナンスサービス」の開始による販路開
拓

7387 福岡県 株式会社Danae 2290001069789 新商品「尿ケア用」布ナプキンの販売促進

7388 福岡県 たこやきジャンボ ー
移動販売の戦略的活用による本店常設商品への
誘導

7389 福岡県 有限会社マエダ企画 9290002033936
セキュリティ強化を切り口としたシステム開発事業
の販路拡大

7390 福岡県 有限会社ライジングハリウッド 7290802023592
人口減少社会に対応するための、経営基盤の再構
築事業

7391 福岡県 おやつ屋風樹 ー
宗像発食物アレルギー・菜食主義対応焼き菓子の
PR・販売事業
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7392 福岡県 株式会社 白香苑 7290001048838
動画を活用した高齢者にも優しく選ばれやすい情
報発信

7393 福岡県 有限会社双葉自動車 9290002041947
車の専門的な新清掃システムを取入れ新規個人
客の獲得

7394 福岡県 株式会社TANNAL ー
オールシーズン提供できるいちご商品の開発によ
る販路拡大

7395 福岡県 まるよし食肉株式会社 3290001041193
百貨店クラス「プレミアムミート」のネット販売によ
る販路開拓

7396 福岡県 田中羊羹本舗 ー 大切な人に羊羹を贈る「ちょこっとギフト」の開発

7397 福岡県 吉田大学堂 ー
福岡都市圏における粉末はとむぎ茶の新たな販促
用ＰＲ

7398 福岡県 江の浦海苔本舗 ー 有明の宝　海苔を食べてもらうための新商品開発

7399 福岡県 海岸通り不動産 ー
「売主専門ホームページ」を立ち上げて、売却物件
の獲得を目指す

7400 福岡県 株式会社油人 5290001084645
当社商品「ボトルネック」の効果を説明する動画を
用いた販促活動

7401 福岡県 TAKE　ONE ー
ホームページで若年層の販路開拓とシステム導入
による事故防止策

7402 福岡県 ベストリサイクル ー
新規割引サービス開始に伴うホームページを利用
した告知活動

7403 福岡県 株式会社大渕パッケージ 6290001064019
パイプ製品事業の拡大に向けた新規取引先獲得
のための展示会出展

7404 福岡県 坂井正記瓦 ー
事業所の認知度向上と屋根工事の販路拡大の為
のチラシ作成・配布

7405 福岡県 八女茶のきた村 ー
催事における販売力強化とリピーター確保に向け
た販売強化

7406 福岡県 株式会社ドトキューブ 5290001082665
自社製オリジナルデジタルサイネージの開発による
新規顧客の獲得

7407 福岡県 Grappe ー
手間暇をかけたフレンチ惣菜テイクアウト事業の展
開

7408 福岡県 株式会社　小郡葬祭 7290001050406
リニューアルに伴うＰＲ・ホームページ・ＤＭ・看板の
作成

7409 福岡県 仁光機械有限会社 7290002033145
高齢者が安全・安心して自動車運転できるをサ
ポート

7410 福岡県 株式会社メロウ 6290001081055
当店オリジナル化粧品の卸し販売の強化による販
路拡大

7411 福岡県 学研かがやき教室 ー
そろばん教室効果ＰＲによる顧客層拡大と教室稼
働率向上事業

7412 福岡県 CRAWT株式会社 8290001081318
「楽器に特化した趣味用品の専門店」としての付
加サービスの提供

7413 福岡県 パティスリールイ ー
当店の看板であるタルト生地を使った新商品の開
発による販路開拓

7414 福岡県 独楽 ー 市場ニーズを捉えた新規販路開拓推進事業

7415 福岡県 Bacchus（バッカス） ー ほっとする店づくりと甘いデーツで癒しを提供

7416 福岡県 有限会社ＢＭエンジニアリング 9290802021413 新商品開発の実施及び新たな販路開拓実施事業

7417 福岡県 建成工業 ー 旗竿地の解体に対応した解体工事体制の強化

7418 福岡県 小屋のある暮らしBASE PLUS ー
小屋モデル、ショップカード、看板作成、等によるPR
の強化

7419 福岡県 有限会社川久保酒店 2290002032671
全国各地の銘酒とおつまみで「もてなす酒屋」の
販路開拓事業
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7420 福岡県 株式会社田中米穀 5290001064985
食味計「品質評価値」導入による利益率向上のた
めの販路開拓

7421 福岡県 トリミングハウスじぐざぐ ー
ペットホテルの安全性強化による新規顧客獲得事
業

7422 福岡県 株式会社フィールドベース 2290001077635
九州産ドライフルーツのネット販売と催事集客連携
による販路開拓

7423 福岡県 株式会社グリーンペダル 6290001043550
地域初！最先端手洗い洗車機導入による新店舗
前原店の売上拡大

7424 福岡県 株式会社Like innovation 8290001062268
居宅介護支援事業所の併設による利用者満足度
の向上

7425 福岡県 石川会館有限会社 8290002052945
ブランディング強化に向けたPB商品開発と顧客満
足向上事業

7426 福岡県 株式会社きくち 8290001042856 新商品「梅香もち」の開発による販路拡大

7427 福岡県 アフロディーテ ー
新マシン導入による商品アイテムを拡充した販路
拡大事業

7428 福岡県 株式会社スタークレーン 7290001072615
クレーン揚重と小運搬まるごとサービスの導入によ
る販路開拓

7429 福岡県 合資会社鳥志商店 6290003003346
効果的な提案型営業を実現する営業ツールの開
発と物産展出展

7430 福岡県 有限会社タイヤショップヨシムラ 6290002032783
大型車両のタイヤチェンジャーサービスでBtoB新
規顧客獲得

7431 福岡県 協和物産有限会社 1290002056606
環境に配慮した縁起物熊手普及による伝統承継
と販路拡大事業

7432 福岡県 One’s ー
「人との繋がり」を大切にするリフォーム工事店の
一般顧客開拓

7433 福岡県 和カフェ ー 顧客満足度向上のための店舗空間造りの実現

7434 福岡県 Princess４～for～ ー
新規客獲得の為のサロン認知開拓、新サービス、
新メニューの導入

7435 福岡県 株式会社Gatou 3290002050697 インバウンドに向けた伝統工芸品の販売促進計画

7436 福岡県 ママドッグ ー
店舗とお店応援団からの情報発信による絆づくり
で新規顧客開拓

7437 福岡県 甘木屋 ー
栗を使った新商品の販売で、インバウンドの顧客増
大を図る！

7438 福岡県 有限会社ジェイエヌ開発 6290002056634
空き家所有者・相続者への提案型解体業のＰＲに
よる顧客獲得

7439 福岡県 楠森堂 ー ネット販売システム構築による新規顧客獲得

7440 福岡県 合同会社プロスパー 1290003004951
集中・継続型広報活動による店舗誘引率を高めた
販路開拓事業

7441 福岡県 有限会社ユウキ 9290002042417
運送会社様の経営を下支えするＤＰＦマフラー洗浄
事業の広告強化

7442 福岡県 ㈲辰美商店 9290002032780
カウンターカルチャーを主軸としてギャラリーによる
販路拡大

7443 福岡県 味楽 ー
情報発信とトイレ改修により女性目線の食堂に転
換

7444 福岡県 はれるや ー
糸島ざんまい！宴会コースの新設と店舗改装によ
る新規顧客獲得

7445 福岡県 糸島　内場農園 ー
醗酵ハバネロの小サイズ化およびプレミアム商品
の開発・販路開拓

7446 福岡県 松田商店 ー
生産者への直接販売の取り組みによる卸売業から
の脱却

7447 福岡県 一力寿司 ー
高級ラーメン店のイメージ構築の為の店舗改修に
よる販路拡大
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7448 福岡県 きりかぶ工房 ー 日本初！幼児向けギフト『木育年輪パズル』の開発

7449 福岡県 西日本電機システムライン ー
ドローンを活用した太陽光パネルの点検と電力自
家消費の提案

7450 福岡県 株式会社アンダンテ 7290001078174
「おかずジャム」レシピの開発による新しいジャムの
食べ方の提案

7451 福岡県 樋口石油店 ー
給油から整備まで！本当のフルサービス型ガソリン
スタンドの展開

7452 福岡県 株式会社　中山吉祥園 6290001047411 抹茶サンプル製造為の粉砕機購入

7453 福岡県 辛川醤油醸造合資会社 7290003002041
小口の特注品、オリジナル商品生産サービス事業
による販路の拡大

7454 福岡県 立花精肉 ー
旨みと甘みに優れた国産小格馬肉加工品の開発
及び販路開拓

7455 佐賀県 大串製菓店 ー
和菓子で繋ぐコミュニティー空間創出！店舗改装
で新たな顧客獲得

7456 佐賀県 株式会社フリーマム 6300002005713
男性スーツ専用「消臭・芳香」製品の商品力アップ
と新規顧客開拓

7457 佐賀県 株式会社イエローキッチン 8300001009845
唐津食材のレトルトに曳山のデザインを施したお土
産用商品の開発

7458 佐賀県 割烹　菊水 ー
老舗割烹料理店へのインバウンド招致を狙う広告
宣伝活動

7459 佐賀県 株式会社香月農園 8300001011339
「さがほのか」加工品のギフト需要等に対応した
パッケージ開発

7460 佐賀県 峯　色 ー
車椅子の方にもキレイを楽しんでほしい「開けド
ア！」計画

7461 佐賀県 西沢金物 ー
「町のユニークな金物店」を目指した「合鍵製作
サービス」の導入

7462 佐賀県 株式会社シンセリティ 6300001004550
消費税増税に抗うテイクアウト部門強化のための
ホームページ制作

7463 佐賀県 酔月 ー
食材の安定供給と鮮度強化のための生簀設置お
よび広告宣伝活動

7464 佐賀県 ピュアサロン・fiore ー
「心身共に健康を目指す」サービス拡充による新
規顧客獲得事業

7465 佐賀県 株式会社佐藤建築設計 2300001011575
意匠と構造設計を初期より同時に行う「安心建築
設計プラン」開発

7466 佐賀県 焼鳥　めだか ー
女性や高齢者に喜ばれる清潔で明るく使いやすい
トイレへの改修

7467 佐賀県 有限会社藤武建設 2300002007440
境界復元の内製化による外構・造成工事の工期
短縮と受注増計画

7468 佐賀県 黒木商店 ー
レンコン洗浄機導入による関西圏向け洗いレンコ
ンの販路拡大事業

7469 佐賀県 有限会社フラワーウッド 4300002007455
愛犬家集合！ドッグランイベントを通じた集客拡大
と販売促進事業

7470 佐賀県 双葉フーズ ー
新商品開発の為の装置導入、店舗改装及び製造
による売上の創出

7471 佐賀県 エムテック有限会社 2300002004058
当社オリジナル「沖縄ヘナ」の美容室に向けての
認知度アップ事業

7472 佐賀県 有限会社イーグルゴルフガーデン 8300002004424
ゴルフ未経験者から上級者まで大満足の来場促
進事業

7473 佐賀県 増田建設 ー
リフォーム需要を掘り起こす「ドローン無料点検
サービス」の実施

7474 佐賀県 なつの実 ー
贈る側の想いを届ける安心・安全お菓子のギフト
用パッケージ開発

7475 佐賀県 川﨑建設 ー
体験参加“DIY女子”から取り込む新規顧客獲得
事業
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7476 佐賀県 鳥巣窯 ー
「エシカル」な製造工程の確立による差別化とブラ
ンド力の向上

7477 佐賀県 結城ちゃんぽん ー
誘導看板設置と外国語メニューの作成で顧客満
足度向上計画

7478 佐賀県 cakehouse Cocoro ー
ギフト強化と顧客の利便性アップによる新規客取り
込み事業

7479 佐賀県 田中精機株式会社 6300001010425
他社に真似できない技術を周知することによる販
路拡大と売上向上

7480 佐賀県 有限会社ジーンスレッド 4300002007430
特許商品ジーウォーマーの関西圏スポーツ・健康・
医療市場の開拓

7481 佐賀県 岡農園 ー
道の駅しろいし開店！白石産ドライイチジクの新規
販路開拓事業

7482 佐賀県 ブーゲンの森 ー
真冬でも最高のロケーションとインスタ映えを演出
できる植物園

7483 佐賀県 Noutje ー
アトリエ兼レッスンスタジオの駐車場改善による集
客アップ

7484 佐賀県 合同会社Relation　Tea 1300003001071 地方銀行フードセレクション出店による販路開拓

7485 佐賀県 アグリッジ株式会社 4300001011045
新たな広告を用いたリスク分散のためのネット&リ
アルへの集客

7486 佐賀県 居酒屋　千鳥 ー
一人でも大丈夫！カウンター越しに会話が楽しめる
空間づくり事業

7487 佐賀県 合同会社　友幸素舎 9300003001279
ネットショッピングモールの双方向機能を活用した
販路拡大事業

7488 佐賀県 株式会社　KMTec 9300001003970
災害時に役立つ防災用ポータブル電源システムの
広告宣伝活動

7489 佐賀県 諸石写真事務所 ー
ドローンによる高度アングル撮影を可能にした新た
な市場開拓事業

7490 佐賀県 大福丸 ー 有明海を一望できる安心・安全、癒しの場の提供

7491 佐賀県 くまもと整骨院 ー
部活中のケガで困っている中・高校生に向けたHP
によるPR事業

7492 佐賀県 有限会社　井上製麺 8300002004044
「神埼そうめん」の需要拡大に向けた来店者に優
しい店舗改装事業

7493 佐賀県 さかい青果 ー
便利でロスの無い新鮮食材を提供する為のカット
野菜販売強化事業

7494 佐賀県 株式会社不動産ショップ 7300001009953
自社ホームページ作成による既存商圏外からの新
規顧客獲得事業

7495 佐賀県 家族亭フタバ ー
定食屋に安心を抱けるお年寄りに優しいトイレの空
間づくり

7496 佐賀県 有限会社フジサン 1300002004604
佐賀県産大豆「フクユタカ」を使用した商品の改
良と販路開拓

7497 佐賀県 かねすえ ー
バイヤーに向けて「魅せる調理」で商品提案する販
路開拓事業

7498 佐賀県 有限会社　イシマル電器 9300002001750
新規リフォーム受注を目指した「生活リフォームガイ
ド冊子」作成

7499 佐賀県 たいようアウトドアー！ ー
ネット社会への対応とVR動画の発信による唐津観
光PR事業

7500 佐賀県 美肌サロン　ソレイユ ー
地域発！小さい子供も利用できる先端脱毛技術の
PR事業

7501 佐賀県 サロン・ド・ヒロ ー
無添加薬用入浴剤モニター評価をネット配信～新
たな顧客開拓

7502 佐賀県 株式会社アシスト 1300001009752
地域一番の総合型生命保険代理店となるための
看板設置事業

7503 佐賀県 村山畳店 ー
畳表・畳の縁を使用した「和のグッズ」のブランディ
ング事業
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7504 佐賀県 Lead　Belly ー
上手い・早い・安い！ネットでプチオーダーメイドシャ
ツ販売事業

7505 佐賀県 魚正 ー
割烹店を「電車を見ながら駅弁が食べられるスカ
イラウンジ」へ！

7506 佐賀県 有限会社　フジクラ 1300002009198
販売事業の販路拡大と総合設備工事の確立に伴
う店舗リニューアル

7507 佐賀県 株式会社　未来ケアグループ 9300001010736
地域唯一の「上田式美容鍼」施術所としての広告
宣伝活動

7508 佐賀県 鶴田商店 ー
新感覚！中敷きに履かせる靴下「インソールソック
ス®」PR事業

7509 佐賀県 有限会社一峰窯 2300002006640
設備導入による新しい着色・デザイン開発と販路
開拓事業

7510 佐賀県 有限会社惣太窯 6300002006463
働く女性に器を通してより豊かな食生活を提案す
る情報発信事業

7511 佐賀県 株式会社イケマコ 4300001004189
6次産業化商品の販売強化による新規顧客獲得
と新たな売上創出

7512 佐賀県 株式会社　中村製材所 3290001054550
自社オリジナル製品の販路拡大に向けての情報発
信ツールの作成

7513 佐賀県 株式会社三友ファニチャー 5300001008107
「仏壇タンスシリーズ」のラインナップ拡充による販
路開拓

7514 佐賀県 光吉農産 ー
HPによる「実り咲かす」ブランド周知とオンライン
ショップ構築

7515 佐賀県 グリーンビーチ ー
当店の良さが伝わるHPとアクセスを容易にする幟
と看板の作成

7516 佐賀県 鱗太郎 ー
来店集中時間帯におけるお客様の不満と生産性
向上を同時に解決！

7517 佐賀県 有限会社　村川石材 4300002011300
当社の石に関する技術と知見を活用した個人向け
新事業への取組み

7518 佐賀県 三栄の商株式会社 3300001009726
老舗肉屋が行う地域高齢者等を支援するための
惣菜事業

7519 佐賀県 ヘアメイク着付け杠 ー
晴れの日の“着物のワンストップサービス”の認知
で新規顧客獲得

7520 佐賀県 鶴製茶 ー
無農薬栽培で作った安心・安全な基山茶ブランド
を全国に発信！

7521 佐賀県 井手食品有限会社 2300002009916 「佐賀産トマト味噌」新商品開発と販路拡大事業

7522 佐賀県 有限会社　鯉登苑 9300002006320
ホームページの多言語化による外国人集客強化
事業

7523 佐賀県 お食事処　志津 ー
高齢者や地域住民のニーズに対応した、バリアフ
リー化事業

7524 佐賀県 古川製畳所 ー
「防虫・防臭効果のある楠の置き畳」の開発及び
販路開拓事業

7525 佐賀県 やつだ屋 ー
手作り小ロット生産を活かした高品質OEM生産の
拡大事業

7526 佐賀県 千曲荘 ー
「快眠」ベッドの導入による顧客満足度・リピート率
向上事業

7527 佐賀県 ホンザン ー
地域の財産を活用した新商品開発と販路拡大に
よる売上創出事業

7528 佐賀県 旅館　大和屋 ー
「昭和の佇まい」から「令和のしつらえ」へのリノ
ベーション事業

7529 佐賀県 合同会社福吉商事 6300003001190
新規客獲得のための店舗改装と女性客獲得のた
めのトイレ増改築

7530 佐賀県 志田陶磁器株式会社 3300001005015
嬉野市の肥前吉田焼を東京ギフトショーに展示し
販路を開拓

7531 佐賀県 有限会社淵野陶土 9300002007021
オンラインショップ新規開設による事業内容PRと
販路拡大
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7532 佐賀県 ふゅうじょん ー
店舗改修による快適で非日常空間を提供できる
「むらの飲食店」へ

7533 佐賀県 株式会社　HEROES 6300001010012
パンの種類拡充と作業効率化による顧客満足度
アップ集客向上事業

7534 佐賀県 小松酒造　株式会社 8300001007592
全国富裕層向け当蔵秘蔵7年物「プレミアム飲む
みりん」販路開拓

7535 佐賀県 たかだ電動機　株式会社 1300001009513
アイフェスタ｢見えにくくなっても人生をｅｎｊｏｙ！｣の
開催

7536 長崎県 トータルケアサロンＡＱＵＡ ー
事業承継後の新体制基盤強化のための情報発信
と売上拡大事業

7537 長崎県 針尾看板店 ー 大型プロッタの稼働による販路開拓事業

7538 長崎県 有限会社　中村青果 9310002019627 看板設置による店頭販売の事業化

7539 長崎県 有限会社吉村潜水 5310002014524
商談会参加と販促POPの制作・WEBサイト改修
で売上増を実現

7540 長崎県 株式会社マルマス 9310001006948
アイスクリームパッケージ・ギフト箱パッケージと販
促物の製作

7541 長崎県 OLD FELLOW COMPANY ー
ヨガダイエットで島の女性を元気に！Webと広告で
販路拡大

7542 長崎県 株式会社長崎五島うどん 7310001007188 長崎五島うどんの3分麺開発による販売促進事業

7543 長崎県 Salon holoholo ー
ダイエットと脂肪燃焼キャビコース新設に伴う設備
導入・広告宣伝

7544 長崎県 WORKING WITH JOY株式会社 9310001014678
当社の魅力の詰まったリーフレット制作による提案
型営業の強化

7545 長崎県 大杉車輌 ー
見つけてもらい実際に誘導する看板設置・広告宣
伝による販路開拓

7546 長崎県 ありがた家 ー
定食屋が行う攻めのＰＲ活動による顧客獲得及び
販路拡大

7547 長崎県 株式会社小松商会 6310001003295
「プログラミング」知識武装による付加価値提案型
の営業展開事業

7548 長崎県 髙木製麺所 ー
最新機種「コナシ機」導入による安全衛生管理水
準と生産性向上

7549 長崎県 Villadelnido ー
“この土地”と“この土地で生まれる料理”と“空
間”づくり

7550 長崎県 有限会社　平戸口吉善商店 5310002019449 近隣観光スポットからの誘客による小売店舗強化

7551 長崎県 山新田塗装 ー
県内初の遮熱ガラスコーティングを導入し、新規販
路開拓を実現

7552 長崎県 カフェ　アンドグランピング　てぃーだ ー ナチュラル・ヘルシーな空間とサービスの広域提案

7553 長崎県 株式会社はまぐりデッキ 9310001015296 リーフレット・ホームページ作成でより一層のPRを

7554 長崎県 炭火焼肉あおい ー
精肉用スライサーと真空包装機導入による収益改
善事業

7555 長崎県 有限会社福田陶器店 5310002012494
実店舗と商談事務所のオンラインショップイメージ
との統一化

7556 長崎県 株式会社やがため 9310001011246
「生搾り椿油」を世界へ！新パッケージ開発で販
路・売上拡大事業

7557 長崎県 佐々木整骨院 ー
佐々町初、スポーツや医療分野で注目の最新治療
器の導入販路開拓

7558 長崎県 大平製麺 ー
ひまわり油と国産小麦による新商品開発・関東圏
への販路開拓事業

7559 長崎県 やきとり出島 ー
顧客の高齢化・国際化に適合する「焼き鳥店」の
受入体制推進事業
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7560 長崎県 アイランドフェスティバル㈱ 3310001015657
「奇跡の砂浜」を情報発信拠点とした潜在的移住
希望者へのＰＲ

7561 長崎県 ㈱本多住宅産業 7310002018399
バリアフリー体験型展示場開設による休眠客の掘
起こし事業

7562 長崎県 有限会社　伊千福 3310002018808
海の見えるレストラン＆ＢＢＱによるオフシーズンの
ツアー客誘致

7563 長崎県 横山鮮魚店 ー
価値の乏しい鮮魚を活用した消費者利便性の高
い加工品の販路開拓

7564 長崎県 古賀写真館 ー
ガーデンスタジオ開設と長崎発会員制アルバムに
よる顧客獲得事業

7565 長崎県 しらいし自動車 ー
設備投資による車検機能強化と安全性確保による
収益拡大事業

7566 長崎県 株式会社隈部商会 2310001015690
鈑金加工内製化で生産性向上実現による年商３
千万円達成事業

7567 長崎県 キッチンラボ　ミッシ ー ケータリングとカフェを融合して海辺のレストランへ

7568 長崎県 川添石材彫刻店 ー 石版アートをブランド化して価値と魅力をアップ！

7569 長崎県 掃除屋クリーンカンパニー ー ハウスクリーニングに伴う対応業務の拡大

7570 長崎県 Poco　Toscana ー はちみつの魅力を余すところなく伝えるプロジェクト

7571 長崎県 Flow ー
県内初「プロテイン入り食パン」のブランディングに
よる販路拡大

7572 長崎県 デザインアルジュナ ー
事業領域の見える化による提案力とコンサルティン
グ機能の強化

7573 長崎県 株式会社みなみしまばら 8310001015347
オリジナル商品「ひょっつる」の販促ツール整備に
よる販路開拓

7574 長崎県 有限会社松園水産 8310002014496
新商品「魚のくん製」開発に伴う燻製機の設備導
入と販路開拓

7575 長崎県 大河内商店 ー
「五島豚丼」「五島焼豚丼」「五島鶏丼」開発・市
場展開事業

7576 長崎県 あられ茶房 ー
島内外に食を通して宇久島の魅力を発信する宣伝
広告事業

7577 長崎県 蒼い森の工房 ー
五島市初「木工教室」開催の独自性発揮による潜
在市場開拓事業

7578 長崎県 マルキ理容院 ー ﾚﾃﾞｨｰｽシェービングによる理容室の販路開拓事業

7579 長崎県 五島ヤブ椿株式会社 7310001014606
高級石鹸事業の単年度黒字化達成による事業基
盤強化事業

7580 長崎県 川上製麺 ー
新パッケージによる即席手延麺・長崎手延ちゃん
ぽんの拡販事業

7581 長崎県 株式会社シーガルイン 9310002018843
未利用資源を活用した利便性の高い商品の開発
と販路開拓

7582 長崎県 永野青果 ー
選果機導入による長崎県産じゃがいもの付加価値
増と販路開拓事業

7583 長崎県 れんげ ー
五島産ブランド食材による新メニュー展開で売上
拡大

7584 長崎県 ハウビング中村 ー
検針作業のIT化と配送の外注化による生涯現役
の運営体制づくり

7585 長崎県 松本製麺 ー
安全衛生管理水準と生産性向上による取引先と
の信頼関係強化事業

7586 長崎県 オートショップ栁 ー
信頼される車のドクターを目指して、収益向上と新
規顧客獲得

7587 長崎県 中村製麺 ー
空調機導入による手延素麺熟成環境の通年安定
化実現事業
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7588 長崎県 ニューサンクリーニング ー HPの改装による情報発信力の強化

7589 長崎県 佐藤青果店 ー
国道251号線沿い好立地への拠点移設による生
産性向上事業

7590 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344
海外展開のための商品開発とITを活用した販路
開拓

7591 長崎県 活魚料理　民宿　海幸 ー
再会を願って　貝殻の手作りお土産品「再貝スト
ラップ」の販売

7592 長崎県 株式会社ZOUネクスト 8310001015636
九州初！技術を活かしたバイクコーティング等個人
客への販路拡大

7593 長崎県 奥居旅館 ー
「24時間入浴可能なサービス」構築による潜在
ニーズ発掘事業

7594 長崎県 HerbalForest ー
乾燥ハーブ製造の増産およびネット販売による販
路拡大事業

7595 長崎県 有限会社DMJグループ 6310002016916
ドローンを使った農薬散布の効率化と労働資源の
配分

7596 長崎県 P.toys ー
木のおもちゃに触れ、体験もできる「海の見えるカ
フェ」事業

7597 長崎県 服美人 ー
洗えないものを洗う！消せない臭いを消す！「魔法ク
リーニング」

7598 長崎県 犬の美容室ティアラ ー
ドッグランと高性能ドライヤー導入でペット犬の健
康に配慮する

7599 長崎県 稲田自動車整備工場 ー
事業承継直後の困難期克服に向けて整備場作業
効率と安全性向上

7600 長崎県 たたみの福田 ー
高齢者や子どもに優しい、畳の上で使うオリジナル
チェアーの製作

7601 長崎県 ニューヤマザキディリーストア島原口之津店 ー
店内改装と独自キャンペーンによる和菓子販売で
販路拡大

7602 長崎県 はってん堂 ー
ドライフルーツ増産体制構築による創業期の経営
基盤強化事業

7603 長崎県 瀨﨑製作所 ー
プラズマ切断による生産性向上と風力発電業界か
らの新規受注獲得

7604 長崎県 ミヤザキオート ー
高度な整備・点検技術の提供で地域最短の納期
を実現する事業

7605 長崎県 中村鮮魚店 ー
孫の経営参画を機会に、市場ニーズ適合型「鮮魚
宅配事業」を展開

7606 長崎県 吉永製作所 ー 自社商品の販路開拓による利益率向上計画

7607 長崎県 ピットイン城川 ー
携帯式ポートパワー導入による事故車修復作業効
率向上事業

7608 長崎県 宇多屋 ー
世界遺産観光客向け「生月島ランチサービス」展
開による売上増加

7609 長崎県 シーサイドホテルHAMAYU ー
韓国人観光客の満足度向上のためのアメニティ等
整備事業

7610 長崎県 大﨑たたみ店 ー ホームページ等を通じた畳市場の新規開拓

7611 長崎県 恵美福 ー
高齢者や女性の方々の宴会利用を増やすことによ
る販路拡大

7612 長崎県 津田水産 ー 長崎の鮮魚の全国展開とホームページ開設

7613 長崎県 民宿　宝来荘 ー
全天候型スローＢＢＱ導入による旅行者への多様
な選択肢の提供

7614 長崎県 照本食肉加工所 ー
ジビエ肉直売施設の新設と誘導看板設置で新規
客の獲得

7615 長崎県 ワコールショップみうら ー
ママも納得！わたしのファーストブラ選びフィッティン
グ推奨事業
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7616 長崎県 末永酒店 ー
生月島の酒店初！高齢者コミュニティスペース提供
による売上拡大

7617 長崎県 株式会社　裕翔 7310001011891
顧客ニーズに合致した強みを伝えるための新聞折
込の実施

7618 長崎県 有限会社　西幸食品 3310002018394
遊び心を誘引する販促物展示による付加価値提
案型精肉売場づくり

7619 長崎県 株式会社　浦野建設 7310001008236 「公共工事」からの脱却！民間工事増加事業

7620 長崎県 美肌じまんセルモージュ長崎 ー
紙媒体掲載とWEBを活用した拡販戦略による新
規顧客獲得事業

7621 長崎県 さわ整骨院 ー
エコー装置導入で診断技術を追求し新規獲得を
目指す取り組み

7622 長崎県 お食事処　海山 ー
地元ガテン系客と市外インスタ映え客を拡大するト
イレ改修事業

7623 長崎県 株式会社つづみ 1310001015527
新規顧客開拓・顧客満足度向上の為の魅力的店
舗づくりと広報活動

7624 長崎県 BURNNY’S ー
店舗改修で必要な販売促進施策を実施して売上
拡大を実現する事業

7625 長崎県 一帆 ー 居心地が良く、また行きたいと思う店創り

7626 長崎県 株式会社トゥインクル 4310001011762
美肌脱毛マシン導入による回転率向上で集客アッ
プ

7627 長崎県 ＴＯＵ ー
レストランウエディングの受注拡大に向けた広告媒
体の見直し

7628 長崎県 狸山まんじゅう ー 狸山まんじゅう行列対策【快適空間創出】事業

7629 長崎県 板屋 ー
「太刀魚飯」宅配サービス展開とトイレ改装による
売上拡大事業

7630 長崎県 本多木蝋工業所 ー
島原の伝統産業を守るためにインバウンドと地元
の集客を図る

7631 長崎県 割烹きむら ー
テーブル・椅子設備導入と情報発信による顧客満
足度アップ事業

7632 長崎県 水月支店 ー
小値賀島の懐かしい味「かんころ餅」による販路
開拓

7633 長崎県 Ｍ.Ｙフード合同会社 3310003003602
ブランド魚『値賀咲(ちかさき)』のオリジナル商品
の販路拡大

7634 長崎県 しまうま商会 ー
ターミナル店舗ディスプレイ改善及び米粉製品品
質向上事業

7635 長崎県 株式会社　御縁 1310001014941
小値賀島の新鮮な魚介類の提供による売上拡大
事業

7636 長崎県 カコイ食品 ー
「見て・聞いて・買って・食べる」工場への仕様変更
で販路開拓

7637 長崎県 ヘアーサロン小西 ー 高齢者にとって優しく、楽しい店作りで販路開拓

7638 長崎県 炉ばた大和 ー
宴会場の設備近代化による法事客と法人企業客
の来店促進事業

7639 長崎県 ビューティ＆リンパサロンPao ー
新しいダイエットプログラム導入で地域オンリーワ
ンサロンへ！

7640 長崎県 小柳畳商店 ー 畳文化の伝統と革新の融合で販路開拓

7641 長崎県 小ヶ倉材木店 ー
木材のプロが製作した木工品で販路開拓と木育
の推進事業

7642 長崎県 重家酒造　株式会社 9310003002177
利用シーンを明確化した新商品による新規市場の
開拓

7643 長崎県 サロン・ド　みよし ー
夢のアンチエイジングを叶えるエステの新規顧客
獲得事業
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7644 長崎県 ぱんのいえ ー
千客万来！販路開拓のための紙ベースによる情報
発信

7645 長崎県 ㈲バックス 2310002004354
多色刺繍機導入による新サービスの提供と販路開
拓事業

7646 長崎県 ㈱谷口商事 4310001003883
個人客取り込みのためのホームページ開設と利益
率向上事業

7647 長崎県 焼肉ハウス　クレスト ー
韓国人観光客を満足させる店舗改装で新規顧客
獲得事業

7648 長崎県 ゆめや ー
ファミリーレストランのように使ってもらえる居酒屋
への変革

7649 長崎県 須川自動車整備工場 ー
観光客増加に伴う新規市場を開拓に向けた設備
導入事業

7650 長崎県 有限会社藍水 2310002012332
ひとやすみを提案する看板設置とチラシ配布によ
る売上増加事業

7651 長崎県 3rd BASE cafe ー
新規顧客獲得へ向けたホームページ作成・新メ
ニュー開発事業

7652 長崎県 有限会社　旅館山田屋 9310002016599
老舗旅館による新サービスと業務効率化で増収増
益事業

7653 長崎県 有限会社　雲仙ニュースカイホテル 8310002016889 高齢者新規顧客誘致に向けた新事業

7654 長崎県 有限会社 マルヤマ 8310002016476
パッケージ・販売促進ツールの一新による売上拡
大事業

7655 長崎県 HANAHANA ー
訪問型美容室によるサービス向上と業務効率化で
売上拡大事業

7656 長崎県 ふくやまクリーニング 有限会社 4310002016579
新小型乾燥機導入と看板リニューアルによる新規
顧客の獲得

7657 長崎県 MADO ー
韓国人観光客が浴衣で過ごせるカフェオープンに
よる売上拡大事業

7658 長崎県 有限会社 シロタニ木工 9310002016558
顧客を引き寄せるホームページリニューアルで売
上拡大

7659 長崎県 株式会社　若宮水産 3310001010204
ギフト用包装紙や手提げ袋の開発に伴う販路開
拓・売上拡大事業

7660 長崎県 株式会社小田電気工事 5310001015184 新規世代の顧客獲得のための販路開拓事業

7661 長崎県 きまま焙煎所 ー
潜在顧客の誘客と移住者支援等の民泊施設への
取組み

7662 長崎県 有限会社やよい旅館 6310002019530 女性も気軽に宴会できるプランとトイレづくり事業

7663 長崎県 板山製麺 ー
スムーズな事業承継に向けた自社ブランドによる
独自販路拡大事業

7664 長崎県 株式会社嵜本工務店 7310001014663
世代を繋ぐ古民家リフォーム　アプリとチラシでの
販売促進

7665 長崎県 山浬食亭　ゆず杏 ー
店舗ＰＲ及び個室くつろぎ空間の提供に伴う顧客
満足度向上事業

7666 長崎県 ｓｔｕｄｉｏ　ｗａｎｉ ー 新規販路開拓のためのイベント出店プロジェクト

7667 長崎県 有限会社　サン・レインボー 8310002008135
ＩＴ社会に適合するスマートフォン対応型情報発信
顧客拡大事業

7668 長崎県 壱岐水産株式会社 1310001010172
贈りたくなるデザインのギフト導入でカジュアルギ
フト市場開拓

7669 長崎県 フラワーガーデン葉花 ー
生花の美しさを延命し、アレンジして、飾って、心を
癒す。

7670 長崎県 ナチュラルファーミング合同会社 8310003003184
機械開発者が雲仙オリーブを商談会でＰＲ！！販路
拡大に繋げる

7671 長崎県 マツモト電機サービス ー
輸入車の新環境基準対応設備導入による先行者
優位の確立
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7672 長崎県 イキテイク合同会社 2310003003669
ハイクオリティ映像制作事業及びSNS等を活用し
た広告発信事業

7673 長崎県 パンプラス ー
島の素材を使用した商品開発と、業態開発、そして
販路拡大。

7674 長崎県 まる辰 ー
受動喫煙のない空間と、おいしい料理・楽しいひと
時を提供する。

7675 長崎県 ＮＢＳ清流佐世保 ー
清潔で安心なランドリーの広報・周知等による新規
顧客の獲得

7676 長崎県 合資会社　山中商店 8310003001717 百年醤油蔵の「蔵付麹」の商品化及び販路開拓

7677 長崎県 株式会社　大三世 7310001014242
独自ブランド「長崎さば姫」のブランド力強化によ
る販路開拓

7678 長崎県 株式会社 桑宮製作所 1310001003779
WEBマーケティングによる県外取引先企業の新規
獲得

7679 長崎県 有限会社　陣野自動車整備工場 8310002008168
最新式エアコンプレッサー導入による生産性向上
で販路開拓

7680 長崎県 有限会社 熊製麺 2310002001558
老舗製麺所のWEBとパンフレットを活用した販路
開拓

7681 長崎県 株式会社 双葉 9310001013614 リフォーム展示会開催による新規顧客獲得

7682 長崎県 TSUKINO　PEARL ー
壱岐真珠ブランドTSUKINOPEARLのPRと販路
拡大事業

7683 長崎県 Bremari ー 移動販売車の設備強化による閑散期の売上増加

7684 長崎県 有限会社一松 7310002018309
宴会場バリアフリー化による高齢者・外国人観光
客おもてなし事業

7685 長崎県 デ・アイ・プランニング長崎 ー
長崎発！出会い（愛）で地域を活性化！PR広告・Ｈ
Ｐ作成事業

7686 長崎県 らりるれろ ー
老舗ハンバーガーショップの新規顧客増加の取り
組み

7687 熊本県 有限会社 阿蘇観光タクシー 7330002023232
インバウンド向け広報戦略による外国人観光客獲
得事業

7688 熊本県 市房観光株式会社 7330001016096
CMSホームページ移行による情報発信頻度改善
と集客数ＵＰ事業

7689 熊本県 株式会社　山下果樹園 8330001015700 フードセレクションへの出展による取引先新規開拓

7690 熊本県 熊本電算システム ー
地方の業務効率化で困っている零細企業のお手
伝いで販路拡大

7691 熊本県 株式会社　あまくさ温泉ホテル四季咲館 7330001015734
ホームページの改良によるインバウンド新規顧客
獲得

7692 熊本県 前田養蜂園 ー
地域ブランド認定を契機にした販路拡大とハチミ
ツ増産事業

7693 熊本県 阿蘇壱番屋合同会社 8330003007646 販売システムの構築と新規顧客獲得事業

7694 熊本県 居酒屋りゅう ー
モバイルハウス設置による脱着式キッチンカー方
式での出店展開

7695 熊本県 有限会社ヒラヤマ 5330002021329
キッズルーム新設による子育て世代への安心お買
いもの提供事業

7696 熊本県 穂栄株式会社 3330001016728
当社及び製品のブランディングにより日本内外に
発信する事業

7697 熊本県 有限会社タケモト 9330002029707 リサイクル学生服販売事業による販路開拓

7698 熊本県 フラワーガーデンあすなろ社 ー
店頭販売強化にむけた店づくり「ディスプレイ強化
事業」

7699 熊本県 有限会社　江津ホンダ 2330002015804
中古車展示場の整備と新プライスボードの活用計
画
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7700 熊本県 株式会社エコ・ハピ 9330001018990
生産者と加工事業者のマッチングによる架け橋事
業

7701 熊本県 有限会社　下園建窓 4330002016206
ホームページのスマートフォン対応と問い合わせシ
ステムの効率化

7702 熊本県 有限会社　だいこんや 3330002023533
外国人観光客をターゲットとした受入れ態勢の構
築

7703 熊本県 パティスリー太陽の下 ー
常時販売対応型店舗への転換と季節商品開発に
よる新規顧客獲得

7704 熊本県 岡部食品 ー
地域で一番の絹ごし豆腐のパッケージ変更による
売上アップ事業

7705 熊本県 ＮＡＧＯＭＩ株式会社 7330001024231
試作機導入による畜産用プレミックス飼料コ－ディ
ネート事業

7706 熊本県 民宿あそげん ー 駐輪場整備による、新規顧客獲得事業

7707 熊本県 有限会社　成商事 3330002005770
幅広い温泉利用者層へのおもてなし満足度向上
に向けた事業

7708 熊本県 氷川ルーフ工業 ー
看板設置による認知度向上および新規顧客獲得
による販路拡大事業

7709 熊本県 株式会社　中米屋本店 4330001012718 リユース着物の魅力発信で新たな販路開拓

7710 熊本県 畠中自動車整備工場 ー 軽量型溶接機の導入による販路開拓事業

7711 熊本県 株式会社NEW PLUS ONE 4330001023616
看板とＨＰによる新規事業のＰＲで新規顧客獲得
事業

7712 熊本県 ヘアーサロン塔尾 ー
トータルビューティーサロンに向けての店舗改装事
業

7713 熊本県 株式会社ＢＵＩＫ販売西日本 9330001026226
ＢＵＩＫ菌を使用した有機肥料の商品企画と販売拡
大

7714 熊本県 有限会社テラワキ 4330002015281
夜ランチと料理の連続広告と料理掲載のタペスト
リ－での販路拡大

7715 熊本県 ミヤザキ輪業 ー チラシ折り込み等による新たな顧客の開拓

7716 熊本県 サロンドアースカラー ー
新メニュー開発に係る電動イス導入・店内改装事
業

7717 熊本県 元気印刷株式会社 2330001018733
オリジナルTシャツプリントの自社生産化とワーク
ショップ展開

7718 熊本県 美容室Y‘ｓ ー
デジタルパーマサービス参入と店舗改装による若
手女性顧客獲得

7719 熊本県 株式会社オレンジブロッサム 6330001008004
機能性食品の「みかんパワー」が炸裂する新商品
で売上・販路拡大

7720 熊本県 合資会社 旅館白水荘 7330003002656
泊食分離によるインバウンド観光客の効果的な獲
得

7721 熊本県 有限会社ドリームオートガレージ 6330002013969
女性やキッズへの室内環境整備で顧客満足度ＵＰ
を目指す販路開拓

7722 熊本県 原倉喜左衛門 ー
菊池川流域日本遺産商品開発による地産地消と
ブランド力強化

7723 熊本県 有限会社たけうち 4330002030999
販路開拓と受注対応強化に向けた型枠プレス機
の導入で売上増強

7724 熊本県 さくら株式会社 6330001019001
ＷＥＢ広告による着物リメイクサービス認知拡大と
販売基盤構築

7725 熊本県 株式会社あんず 9330001014791 全国展開に向けた商品開発事業

7726 熊本県 ピザハウスアメリカン御船店 ー
配達エリア博大とテイクアウト専用チラシで新たな
顧客獲得事業

7727 熊本県 有限会社　栗原 7330002022820
阿蘇の豊かさを感じる自家製商品を提供する販路
拡大事業！！
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7728 熊本県 合資会社中村製粉 1330003001944 海外（欧州・台湾）向けの米粉販路拡大事業

7729 熊本県 株式会社 スタイルトップ 9330001025260
電飾看板設置とＨＰからの誘客強化で、会員増強
を目指す事業

7730 熊本県 フィッシュレーシング ー 軽鈑金事業参入で、集客率アップと利益拡大

7731 熊本県 有限会社穴井木材工場 6330002023332
新店舗認知のための新商品開発とプロモーション
事業

7732 熊本県 (有)山哲水産 7330002029799
ホームページの開設による付加価値向上＆購入利
便性向上

7733 熊本県 若松屋 ー
自社ホームページ多言語化によるインバウンド需
要創出事業

7734 熊本県 株式会社Foreque 3330001022874
新規開拓のためのデジタルコミュニケーションツー
ル強化事業

7735 熊本県 合同会社いたふ 6330003007862
手に取りたくなるような干し芋のパッケージとポップ
の制作

7736 熊本県 有限会社　ふーずプランニング 2330002019425
活魚の提供を中心とした祝事、法事等の会席料理
事業の販路拡大

7737 熊本県 株式会社ZEN 5330001018739
顧客利便性を高め販路拡大を目指す新規決済
サービスの導入

7738 熊本県 合同会社土芸 8330003006375
“遊び心をくすぐる”宿泊施設プロモーションで新
規顧客を獲得！

7739 熊本県 ビューティーサロントト ー
高齢顧客のリピート率アップのための快適空間づ
くり

7740 熊本県 居酒屋ひさご ー 地域一番の居心地を目指すための空間づくり

7741 熊本県 通潤酒造株式会社 6330001010959
インバウンド対策強化のためホームページのスマホ
対応と多言語化

7742 熊本県 サイハテゲストハウス ー 宿泊施設の改装事業

7743 熊本県 ファミリーショップうえの ー 出張販売とネット告知の連携で販路開拓

7744 熊本県 有限会社すなお 5330002030973
さまざまな年齢層に工夫提供する宴会メニューで
新規顧客獲得事業

7745 熊本県 本格炭火焼肉　七輪 ー 持ち帰り商品の開発と陳列を強化して売上拡大

7746 熊本県 株式会社　マルセイ舟津 5330001009234
リニューアル後のキャラクターショー開催で販路拡
大計画

7747 熊本県 株式会社沢工匠 2330001011135
「漆喰リフォーム」販促事業～体に優しい壁作りま
す

7748 熊本県 YOUKI　SUN　ART　WORKS ー
八代市産い草を使用した草木染製品の生産向上
と接客設備の充実

7749 熊本県 ショップつるど ー
鮮魚部門の新設と店舗レイアウトの見直しで魅力
向上の店づくり

7750 熊本県 (株)ネクストリンク 5330001019935
女性目線の自社プロダクト商品開発による自社
サービスの確立

7751 熊本県 工鮮魚店 ー
シニア層をターゲットにした料理の開発とバリアフ
リー化

7752 熊本県 office　＋ｍ ー
買いたいスイッチをオンにするＷｅｂサイト構築で販
路拡大

7753 熊本県 9ratake art studio ー
廃棄する材料を活かした長期保存可能な商品開
発による販路開拓

7754 熊本県 餅屋あかぎ ー
もち米の調理技術を活かしたお祝い事向けの新商
品開発事業

7755 熊本県 株式会社　香月 4330001000788
砂利駐車場のユニバーサルデザイン化による販路
開拓事業
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7756 熊本県 バイク野郎 ー
店舗環境を改善しリピート率の向上と新規顧客獲
得の事業

7757 熊本県 有限会社　坂田海運 5330002028547 内航海運の魅力を発信して事業拡大

7758 熊本県 グラティチュード ー
HP改修・コンテンツ発信・SNS施策で販路開拓及
び業務効率化

7759 熊本県 ドラキン産業株式会社 6330001003285 下請け脱却と周知アップの為のホームページ作成

7760 熊本県 ＬａＰｏｒｔａ ー ＷＥＢサイト開設とチラシ配布による新規販路開拓

7761 熊本県 有限会社宝泉閣 9330002009460
トイレ改修で好循環！新規・固定のお客様リピート
率アップ

7762 熊本県 千原造船 ー
多種多様な船舶に対応できる造船所を目指し販
路開拓して行きます

7763 熊本県 ゲストハウスコットンクラブコテージ ー 自社HPリニューアルプロジェクト

7764 熊本県 有限会社トラベルアシスト熊本 9330002020418
カップル誕生UPを目指した新設備導入・非日常な
空間作成事業

7765 熊本県 岩本ＬＰガス ー
ブラッシュアップした商品を自社で販売する為の店
舗改装事業

7766 熊本県 有限会社　古寺工務店 9330002023255 個人客からの建築・リフォーム受注拡大事業

7767 熊本県 合同会社ARIKA 5330003007888
創業記念試供品の配布とEC機能がある当社サイ
トを構築

7768 熊本県 有限会社ヨーク 2330002011150 HP開設とチラシで新規顧客獲得・売上アップ

7769 熊本県 くさかべ酒店 ー
お酒の種類に応じた適正温度管理による売上向
上計画

7770 熊本県 合資会社七福醤油店 1330003002637
WordPress導入によるHPリニューアルでの売上
基盤拡大

7771 熊本県 株式会社髙永建設 5330001024043
ＨＰ開設チラシ配布による、企業認知度向上による
販路開拓事業

7772 熊本県 有限会社エフ・エー・エス 2330002026883
純水生成装置の導入による開発品種拡大及び業
務効率化

7773 熊本県 株式会社　ケーキ工房パンプキン 3330001015705
ふるさとを想い、幸福を感じ、家庭円満にするツー
ルで事業拡大

7774 熊本県 ユーロR ー 普通自動車へ整備車種拡大し販路開拓

7775 熊本県 合同会社　木育工房 9330003007694 端材を活用した「木のたまごプール」開発事業

7776 熊本県 room1003 ー
新規開店をHP、フェースブック、インスタグラム連動
で顧客獲得

7777 熊本県 合同会社アイデアリフォーム 7330003005246
自社の魅力を発信するためのホームページ作成に
よる販路開拓

7778 熊本県 ㈱建設プロジェクトセンター 9330001001708 民間企業向け提案強化及び認知向上

7779 熊本県 株式会社山猿 5330001024720
熊本初、「お庭の終活・庭じまい」特化型プロモー
ション事業

7780 熊本県 KYOTO‘S　３D　STUDIO株式会社 7130001061492
３Dデータ活用による文化財観光資源のデジタル
コンテンツ化

7781 熊本県 有限会社御客屋旅館 4330002023342
高齢者のニーズに対応した環境整備による販路開
拓事業

7782 熊本県 うおや ー 地元シニア層のための「やさしい」店づくり事業

7783 熊本県 株式会社　ロイヤルスクエア 6330001025585
新商品開発による販路開拓・売上獲得のモデル
ケース構築事業
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7784 熊本県 有限会社夢乃湯 9330002023404
高齢者のニーズに対応した環境整備による販路開
拓事業

7785 熊本県 チャングプラント ー
メニューのカツカレーで海外観光客獲得を図る事
業

7786 熊本県 ギャラリー＆和カフェ　水車物語 ー
正面入り口の看板設置とＨＰ作成および新メ
ニュー開発

7787 熊本県 猪口モータース ー タイヤ交換サービスで販路開拓

7788 熊本県 株式会社　出田建築工房 9330001025517
完成見学会の告知による販路拡大及び認知度向
上

7789 熊本県 ＯＫ駐車場 ー
市場動向の変化に合わせたＩＥ広告の活用で新規
顧客獲得

7790 熊本県 香山飯店 ー
本場中華の味に合う雰囲気の店内外装工事に伴
う顧客獲得事業

7791 熊本県 ANAKONDA ー
車内改装による顧客満足度向上及び新規取組で
売上拡大！夢実現！

7792 熊本県 山本建築 ー
販売促進実施における広告宣伝の効果で新規顧
客獲得売上増

7793 熊本県 株式会社　季節の家工房 9330001019238
社名認知度をUPさせ広告効果の高い看板を新設
し気軽に事務所へ

7794 熊本県 AmeYa ー
サービス顧客満足度向上を目指したイートインス
ペースの設置

7795 熊本県 美容室mahalo ー
差別化と認知度の向上による郊外美容室のブラン
ディング事業

7796 熊本県 carshop D-style ー
中古高級車を中心としたカードクター事業への新
規参入

7797 熊本県 カタオカ空撮測量 ー
パンフレット配布とホームページ開設による新規顧
客開拓策

7798 熊本県 有限会社春コーポレーション 7330002031251
高齢者・農業従事者向け土地活用・相続相談会の
広報活動

7799 熊本県 オフトコカフェ ー
新ドリンクメニューの展開とコーヒー豆の販売強化
の実施

7800 熊本県 有限会社中川産業 7330002007540
安心・安全・安定の植物工場野菜「健康野菜村」
の認知度向上戦略

7801 熊本県 株式会社アライフ 9330001017571
「あなたも結婚できる！婚活クラス」のサービス開発
と販路拡大

7802 熊本県 有限会社ウエダホーム 9330002020780
非破壊リフォーム及び不動産オーナーへの民泊事
業広報活動

7803 熊本県 Ｋ’ｓガレージ ー
作業効率と環境整備で新規顧客獲得に向けた
サービス向上

7804 熊本県 紅合同会社 9330003007661
およばれは魔法のコーディネートが光るレンタルで
満足！

7805 熊本県 有限会社　ドリム 3330002023459 目玉商品の質の向上で集客率を上げる事業

7806 熊本県 株式会社　ワルツ 8330001025591
自社サービスの可視化による売上の増加と安定化
を狙うツール制作

7807 熊本県 Priere ー
アロマ業の販路拡大の為のｗｅｂサイトとリーフレッ
ト制作

7808 熊本県 有限会社玉屋 2330002031074
小学校の制服化に向けての店舗改装とバックヤー
ドの棚の購入事業

7809 熊本県 ㈲野田家具　花ゆら 2330002017437
ＩＴを利用した販売促進と集客アップによる販路開
拓事業

7810 熊本県 株式会社ピンクアフロディーテ 4330001026107 事業拡大に伴う、広報戦略による販路拡大

7811 熊本県 株式会社芳田園 3330001011241
直接販売店の外装改修および看板設置による店
舗の集客力向上
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7812 熊本県 有限会社坂梨薬局 1330002020268
インターネット発信とLED照明の明るい店舗作りに
よる顧客獲得

7813 熊本県 有限会社旅館湯本荘 6330002023415
高齢者のニーズに対応した環境整備による販路開
拓事業

7814 熊本県 合資会社矢部自動車練習所 4330003002345
高齢者ニーズに対応したトイレ改修と講習機械導
入による顧客獲得

7815 熊本県 株式会社　ほたるの里城河原 4330001022345
新たな設備導入による商品力及び生産性の向上
による販路開拓事業

7816 熊本県 ＪＵＮＧＬＥ　ＬＡＢＯ ー
亜熱帯植物のネット販売とロゴ・パンフレットを活用
した販路拡大

7817 熊本県 株式会社　中村綜合建設 2330001025325
自社ホームペ－ジとパンフレット作成による集客増
大事業

7818 熊本県 Ｋｉｔｃｈｅｎ明カ里 ー
小町娘も喜ぶ植木産新鮮食材スムージー販売及
び宴会告知販促事業

7819 熊本県 米工房SAKI ー
新型精米機導入による品質の向上をPRすること
で販売力を強化

7820 熊本県 陶丘工房 ー 地域を巻き込む自社イベントで販路開拓

7821 熊本県 ㈱ミタカフーズ 6330001024273 専用棚を作成しPOPと連動させた売上増強計画

7822 熊本県 有限会社　松海苑 3330002024011
徹底的な温度管理と衛生管理により美味しい寿司
で新規客を呼込む

7823 熊本県 株式会社ややの湯 4330001010556
快適な食事空間設置による新規ターゲット層の顧
客獲得事業

7824 熊本県 有限会社ナカムラ優美堂 3330002007668
ホームページを活用した「事業者支援」事業の販
路拡大事業

7825 熊本県 河内産業株式会社 3330001016315
住宅建築における独自木材加工技術・生産性向
上による販路拡大

7826 熊本県 お菓子の国あん・さんく ー
店舗改装による滞在時間の増加と買上げ点数増
加で客単価アップ

7827 熊本県 美容室フロムビギン ー
頭皮と髪質改善トリートメントで他店との差別化メ
ニュー展開

7828 熊本県 株式会社マツキュウ 1330001010591 ホームページ制作による販路拡大と周知事業

7829 熊本県 居酒屋元 ー エコと調理のパフォーマンスアップを目指す事業

7830 熊本県 有限会社日本リメイク 3330002027641
造園管理工事業の販路開拓のための設備投資事
業

7831 熊本県 株式会社　福永測量設計 7330001004035 測量設計ノウハウを活かしたドローン利活用事業

7832 熊本県 吉見塗装工業 ー
家計と環境にやさしい新塗装サービスの提案＆顧
客獲得事業

7833 熊本県 有限会社 マルイチ 6330002017334
混み合う葬儀社を救う一時安置サービス新事業の
広報活動

7834 熊本県 株式会社ベルポ化粧品 2290001048041 新規事業による集客力アップと売上アップ事業

7835 熊本県 ヘアー・ジュース ー
リニューアルした完全個室化サロンをアピールして
新規販路開拓

7836 熊本県 株式会社　深川電設 5330001014531
高所作業車を活用した低コスト高圧受電設備工事
の認知度向上

7837 熊本県 ＡＳＯギャラリー ー
ガラスとんぼ玉講座の充実によりプロ養成と販路
開拓

7838 熊本県 有限会社　苓北真珠 4330002029331
体験販売施設整備による観光客の受入推進と地
元営業の強化

7839 熊本県 アミッグセカンド ー
簡単に沈まない！想いを乗せて漂う海洋性散骨容
器で新チャレンジ
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7840 熊本県 有限会社ルゥ・デザイン装飾 5330002020578
リフォーム店として認知度と視認性を向上で販路
拡大と売上げＵＰ

7841 熊本県 株式会社阿蘇とり宮 4330001012560
映像と音で「魅せる！」新たな商品PR手法の採用
による売上向上

7842 熊本県 株式会社　佐藤製材所 1330001014444 ホームページを軸とした新たな販路開拓

7843 熊本県 フロレスタくまもと光の森店 ー
移動販売・イベント出店での販路拡大と店舗のイ
メージアップ

7844 熊本県 nicohair ー
駐車場の舗装及び簡易バリアフリー化による環境
整備事業

7845 熊本県 株式会社こなつ農園 1330001021374
インターネットを活用した産地ブランド米の普及・振
興

7846 熊本県 ＴＡ.Ｄティーエー・デベロップメント ー
セルフスタンドに於ける給油キャップ忘れ防止スト
ラップ開発事業

7847 熊本県 有限会社　木村整経所 5330002026674
廃棄される端糸経糸の新規用途活用による販路
開拓

7848 熊本県 有限会社　境食品 6330002019140
ミニたい焼きの技術を活かした「くまモン」のミニ人
形焼提供事業

7849 熊本県 株式会社　天草海鮮蔵 4330001015761
インバウンドの顧客獲得に向けた看板設置による
販路開拓事業

7850 熊本県 ホープカラー益城現像所 ー
ネットプリントによる売上アップのためのチラシ、ＨＰ
作成事業

7851 熊本県 生活支援サービス　にこ ー
地域の高齢化、介護ニーズに呼応した複合サービ
ス事業の展開

7852 熊本県 株式会社サンデーファーム 2330001018337 新規販路開拓、および認知度の向上を実現

7853 熊本県 株式会社　平家屋 9330001013959
「写真映え」する新商品開発と看板商品の販売強
化

7854 熊本県 南九システム株式会社 9330001013356
電化製品緊急対応サービス本格参入に伴うHP開
設と看板設置

7855 熊本県 ひかりの森ランドナビ ー
認知度向上の為のホームページ作成と高齢者に
優しい顧客対応事業

7856 熊本県 株式会社ティーズミート 1330001026365 「冷凍にらメンコ」による販路拡大事業

7857 熊本県 Calm　hair ー
脱毛サロン実施に伴うホームページ制作による認
知度売上向上事業

7858 熊本県 有限会社　白水乃蔵 6330002023464 店舗改装で大型団体予約の取りこぼしをゼロへ！

7859 熊本県 有限会社ＴＡＫＩＴＡ 1330002017470 ３Ｄデータを活用した加工自動化と新規販路開拓

7860 熊本県 宝自動車 ー
安全で美味しい自家製総菜パン店で新規顧客獲
得

7861 熊本県 株式会社モイスティーヌ・フルール 7330001007236
ＨＰ開設で美容コンセプト「心・体・肌」を伝え新規
顧客を獲得

7862 熊本県 体質改善ダイエットサロンLeaf ー
アプリ事業参入による新規集客とリピート顧客の
獲得

7863 熊本県 株式会社グリーンライフ・コガ 6330001012419
森の中にいるような心地よさをイメージさせるホー
ムページづくり

7864 熊本県 1022 ー
天草陶石の魅力を最大限に表現する天草陶磁器
商品の販路開拓事業

7865 熊本県 有限会社ガレージ・イン 6330002029619
国家資格整備士が最新診断機によるエコカー整
備で販路開拓事業

7866 熊本県 有限会社明成 8330002029195
女性企業家による地域産品をつかった地域おこし
事業

7867 熊本県 平野屋旅館 ー 高齢者へ優しい宿泊施設への改装
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7868 熊本県 ティーアール株式会社 6330001009919
阿蘇の水を使用した熊本県産果物ゼリー飲料の
開発・販路開拓

7869 熊本県 ニューノガミ産業（有） 8330002013315
本格和食（懐石・御膳）を楽しむ店を外観で伝える
店舗改装事業

7870 熊本県 福岡タタミ店 ー
地域に安心を与える畳店のＰＲ強化による新規販
路開拓

7871 熊本県 有限会社カイセイ 4330002002049
自動車修理業者向け機材修理サービスによる販
路開拓事業

7872 熊本県 久舷商店 ー
販売店設置による新事業展開および販路拡大PR
事業

7873 熊本県 株式会社　トーカイ 1330001009717
受注アップをめざしホームページによる自社のPR
と販路開拓

7874 熊本県 マンマチャオ長嶺店 ー
コインランドリー広告宣伝普及活動による新規顧
客獲得と販路拡大

7875 熊本県 後藤商店 ー
自然釣り体験型観光の商品管理構築による経営
拡大事業パートⅡ

7876 熊本県 万福小屋どんぶらこ ー
作業スペース拡大による生産性向上と広報強化に
よる新規顧客獲得

7877 熊本県 デューン・モト ー
顧客誘導する為の新規看板設置と独自事業の認
知度アップを目指す

7878 熊本県 ＲＥＸＡＲＴ ー
カッティグプロッター（看板シート作成）導入による
販路拡大

7879 熊本県 株式会社ＲＥＡＳＯ 1330001026191
「星と火山と草原と」会員システムおよびお土産商
品開発事業

7880 熊本県 スラップスティックフォト ー
写真家による地元文化財と和紙を活用したアート
作品の販路開拓

7881 熊本県 中島商店 ー
南阿蘇村で唯一夜まで営業する地元民向けの焼
肉業態の展開

7882 熊本県 樋口菓子舗 ー
恥ずかしくて伝えられない言葉をせんべいに描い
てみよう！

7883 熊本県 ピースサインニシキ ー 再起！ホームページ作成による新規顧客の開拓

7884 熊本県 有限会社タノウエ企画 6330002020453
イスとテーブルの導入で高齢者の方がご利用しや
すいお店づくり

7885 熊本県 桂商店 ー
リニューアルオープンに伴うメニュー改新と新規顧
客獲得事業

7886 熊本県 りえこ整体院 ー
整体店舗改装による新メニュー追加（販路拡大、
単価アップ）

7887 熊本県 有限会社　さるわたり 1330002004725
新商品販売に伴う最新設備導入並びに新商品ＰＲ
による販路拡大

7888 熊本県 酒楽房　笑家 ー
低温調理及び真空調理による肉料理の開発・販
路開拓

7889 熊本県 有限会社熊日販売センター 8330002020006
新規受注・採用窓口の構築と地域情報の集積・
WEBサイトの開設

7890 熊本県 cochi design and cafe ー
地域と繋がり新たな市場へ！持ち帰り用販売を充
実させて売上向上

7891 熊本県 ナチュラルスタイル ー
「更年期不調緩和専門サロン」による差別化と新
規顧客獲得事業

7892 熊本県 有限会社渡邉工務店 1330002019952
新規顧客獲得を狙ったWEBサイト開設及びチラシ
配布事業

7893 熊本県 有限会社　熊本第一梱包 4330002024381
ブランド化によるＨＰ・スマホ・ＳＮＳツール新規集客
獲得

7894 熊本県 西田商店 ー 快適なお買い物環境整えるための店舗改装

7895 熊本県 合同会社　けやき工房 7330003006054
西原村のおもてなしスポットとしてのオープンテラス
カフェ事業
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7896 熊本県 株式会社 ＳＯＡ 8330001012615
エイジングケア強化として美髪エステの導入による
顧客満足度向上

7897 熊本県 こころ ー
熊本発！保険営業マンの契約をアップさせる事業
で売上増加

7898 熊本県 牡蠣焼きハウス　かき道楽熊本城南店 ー
営業時間と期間変更！顧客満足度向上とインバウ
ンド広告事業

7899 熊本県 まゆみ窯 ー
陶器とスイーツの融合による高付加価値贈答品
サービス展開事業

7900 熊本県 泉田グリーン企画 ー 電源がない地域での庭の管理及び施工事業

7901 熊本県 株式会社ＧＯＥＮ 8330001022977
座席レイアウト自由自在で顧客獲得と売上増加計
画

7902 熊本県 株式会社吉田工芸舎 3330001023971 左官職人が作る巧のオリジナル家具で販路拡大

7903 熊本県 有限会社 鷹匠 6330002017846
高齢者等のニーズに対応した環境整備による販路
開拓事業

7904 熊本県 有限会社　たわらや酒店 1330002016258
酒屋自慢の銘酒を角打ちで楽しむ期間限定イベン
トで販路拡大計画

7905 熊本県 合資会社きぬや呉服店 4330003002907
システム導入による売上管理業務の効率化と新事
業による販路拡大

7906 熊本県 聖地中津からあげぶんごや大津店 ー イートインコーナー及び新メニューのPR事業

7907 熊本県 ペットアロマ美容室 Rose of Mary ー
施術の効率化で愛犬への負担軽減、自社の認知
度向上で売上拡大

7908 熊本県 chops design ー 分業で温泉街にお客様を流す民泊事業

7909 熊本県 有限会社江藤商店 1330002020433
高速道開通に伴い良好な立地条件を生かした看
板設置と機械導入

7910 熊本県 White　owl ー
amazonプラットフォーム内での新規・既存商品の
有料広告

7911 熊本県 合資会社本薩摩屋 5330003002344
トイレの環境をグレードアップし全ての顧客が満足
する設備の構築

7912 熊本県 株式会社グループパワー 1330001021052
菊陽町の空き家対策！売主が無料で登録できる
マッチングサイト

7913 熊本県 漬物工房　西郷サン ー
ホームページ開設による新規販路開拓および認知
度向上の実現

7914 熊本県 CRAFTER ー
HPとレーザーカッター導入による販路開拓及び作
業効率の向上

7915 熊本県 六調子酒造株式会社 2330001016019 海外バイヤーに売りこむための展示会への出展

7916 熊本県 合資会社喜多食品 5330003002740
阿蘇ソフトクリーム入りブルーベリージャムの試作
品と販路開拓

7917 熊本県 有限会社エーケイエムサービス 9330002020517
熊本県産「あげ」と「米」を使用したお菓子の開発
と販路開拓

7918 熊本県 エンジ珈琲 ー
ホームページとマイ珈琲診断チラシ作成による新
規顧客獲得事業

7919 熊本県 勝木ピアノ教室 ー
阿蘇ジェンヌ（阿蘇の女性）の女性目線による販
路開拓事業

7920 熊本県 福寿亭 ー
地域の高齢者・幼児にやさしい店づくりによる販路
開拓

7921 熊本県 岡村補綴製作 ー
美しく自然な歯の提供サービス開始による新たな
需要獲得事業

7922 熊本県 有限会社　長田屋 4330002031031 移動販売車のカスタム化による新規顧客獲得事業

7923 熊本県 有限会社　那古井館 8330002021532 インターネット広告と動画を活用した販路拡大事業
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7924 熊本県 酒肴膳クロサキ ー
せいろ蒸し器導入による専門蒸し料理提供で新規
顧客獲得事業

7925 熊本県 株式会社らいふデザイン 1330001011978
ＨＰ導入で女性ならではのリフォームサービス提案
で新規顧客獲得

7926 熊本県 株式会社ＳＴＧ商会 9330001012143
ボートトレーラーの魅力を伝える事務所改装で新
規顧客獲得事業

7927 熊本県 伊藤整体療術院 ー
ＨＰ作成による新コースと訪問営業サービス提供
で新規顧客獲得

7928 熊本県 株式会社プラスト・アール 6330001021824
「ドローン動画撮影での建物無料劣化診断」によ
る販路拡大事業

7929 熊本県 おふくろ弁当 ー
店舗改装による認知度アップと新商品提供で新規
顧客獲得事業

7930 熊本県 株式会社石井牧場 9330001020402
既存商品の販路拡大のための新デザイン開発事
業

7931 熊本県 メディカルサロン　マ・シェリ ー
骨格矯正を取り入れたメディカルエステの専用
ルーム開設

7932 熊本県 株式会社そうごう保険ＳＨＯＰ 8330001019858
若年層新規顧客獲得のためのＷＥＢサイト制作とＳ
ＮＳ活用

7933 熊本県 株式会社iroiro 1330001023874
茶を使った新商品開発及び国内と海外でのテスト
マーケティング

7934 熊本県 株式会社総合内装業TANAKA 2330001020747
熊本市北区の一般顧客に向けた電光掲示板・チラ
シによる販路開拓

7935 熊本県 旅籠こめや ー
食を要とした新規見込み客の発掘、および客単価
向上の実現

7936 熊本県 スタジオメザシ ー 新製品開発に伴う作業効率の向上と販路開拓

7937 熊本県 Ｎｕｔ’ｓＣｏ ー
ＷＥＢサイト制作とコンテンツマーケティングによる
新規顧客獲得

7938 熊本県 株式会社 US.A 8330001023967
受注棟数増加・商圏エリア拡大のためのホーム
ページリニューアル

7939 熊本県 officeBIS ー
カフェの植物性のオーガニック素材のお菓子通販
サイトの構築

7940 熊本県 株式会社一休 8330001023075
「ひとにやさしいお店づくり」のための店舗改装・イ
ス席転換

7941 熊本県 有限会社松村石油 3330002024192 自動洗車機改造と洗車集客「Ｗ（ダブル）作戦」

7942 熊本県 上野自動車 ー
創業26年目の挑戦！中古車展示場整備販売促進
事業

7943 熊本県 中蓮寺農園 ー
自社無農薬栽培の高菜で作る高菜加工品の開発
及び販路開拓事業

7944 熊本県 FROMAGE JAPON ー
南仏クリスマスマルシェ＆ラグビーファンゾーン出
店販路開拓事業

7945 熊本県 有限会社松橋レンタカー 7330002024841
後継者によるレンタカーｗｅｂ予約システム導入と
広報事業

7946 熊本県 城北瓦株式会社 4330001012040
看板とチラシでリフォーム（屋根）の新規顧客獲得
と販売網づくり

7947 熊本県 株式会社堀開発 7330002023257
「熊本力発信！愛する故郷　郷土料理」をテーマに
売上アップ

7948 熊本県 鮨　割烹　門内 ー
チラシ折込と看板写真入れ替えによる販路開拓・
顧客満足度向上

7949 熊本県 テクニカルアート ー
ネットでの販促を中心とした新規顧客獲得と顧客
満足度の向上

7950 熊本県 テイクバック株式会社 9330001013430
タニタカフェコラボ「カリフォルニアファーマーズ」の
開設

7951 熊本県 アートエム ー
ＨＰを利用してアクリルのおもしろさを不特定多数
の方にアピール
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7952 熊本県 坂下窯 ー
ＣＯ２排出量の少ない電気釜導入で住宅街の陶芸
体験工房新設事業

7953 熊本県 有限会社吉野商会 1330002024780 看板の整備による新規顧客の獲得と販路拡大

7954 熊本県 株式会社　オフィス派遣サービス 2330001006696
熊本における企業・個人の心身の健康維持と促進
に寄与する取組み

7955 熊本県 歌岡総業有限会社 1330002016068
アナログ、デジタルを活用した広報による認知度向
上と顧客獲得

7956 熊本県 株式会社ＨＡＳＵＮＯ音 6330001020768
営業支援システム導入による販路開拓、囲い込み
戦略の実践

7957 熊本県 有限会社　やさい畑 8330002022274
栗むき機の導入によるむき栗生産とサービスの提
供

7958 熊本県 有限会社栗川商店 9330002018461 渋うちわの認知度向上と海外発信

7959 熊本県 株式会社工芸社・ハヤタ 3330001014673
BP材を中心とした他社に真似できない建材の提
供による売上拡大

7960 熊本県 ヘアーサロンミツナガ ー
新規女性客満足度アップ安らぎの個室ケアサロン
開設

7961 熊本県 株式会社村山塗装 6330001023556
自動見積もりシステムを活用したインターネット受
注倍増計画

7962 熊本県 株式会社中村不動産開発 3330001013023
賃貸経営者向け空室対策セミナー・不動産相続支
援セミナーの開催

7963 大分県 株式会社ゆふいん夢ひろば 1320002010559
ドクターフィッシュ温泉足湯PRによる新規顧客獲
得事業

7964 大分県 永岡商店 ー
専用車導入による移動販売機能の復活と地域ライ
フラインの持続化

7965 大分県 LINGON ー
クッキー缶の開発及びSNS活用によるブランド力
向上事業

7966 大分県 オーガニックcafe　ciel ー
卵乳製品不使用のマクロビオティックメニューによ
る差別化事業

7967 大分県 絆 ー
設備船上設置によりフットワークを軽くして販路を
拡大する事業

7968 大分県 株式会社　榎本建築 9320001014925
HP活用による顧客獲得と請求書管理システムに
よる業務効率化

7969 大分県 みどり牛乳宅配センター豊肥 ー
宅配体制を整え、買物弱者の買物支援、住民の利
便性維持に貢献

7970 大分県 フルタ酒店（ラナチュール） ー メニュー開発及び宣伝力強化による売上改善事業

7971 大分県 洗網社　正栄 ー
自動洗浄機活用による金網洗浄（ブリ類）の販路
開拓

7972 大分県 株式会社早川商店 8320001015049
既存顧客・新規客への商品訴求による販路拡大
事業

7973 大分県 秦精肉店 ー
惣菜の充実と秘伝のタレの商品化による販路の拡
大と利益率の向上

7974 大分県 TSUDAトレーニングジム ー
生涯現役の身体づくり！インボディ測定機による
サービス向上事業

7975 大分県 レ・ビラージュ ー
牧場搾りたて牛乳使用の料理、アイスを若年層へ
発信するHP作成

7976 大分県 菊水旅館 ー
高齢者が安心して過ごしていただける空間整備事
業

7977 大分県 小野酒造株式会社 ー
柔道人物造形物酒類磁器ボトルの作成による既
存商品販売強化

7978 大分県 株式会社　由布製麺 3320002010243
観光客のニーズを捉えた「ゆふいん鴨だし醤油
ラーメン」開発事業

7979 大分県 ツーリズム豊後大野 ー
少人数にも対応する「地元ガイド付周遊観光ツ
アー」の展開
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7980 大分県 蓑原工務店 ー
展示と体験、イベントによる新規顧客獲得事業～豊
かな暮らしへ

7981 大分県 梅乃屋コーポレーション　株式会社 7320001015446
新たなご当地フードの定着を目標とした販路開拓
事業展開

7982 大分県 フットマッサージ＆美脚スパ　ASHIYA ー
AIDMA効果により認知度向上からの顧客獲得事
業

7983 大分県 香々地ボタンボウフウ研究会 ー 香々地長命草オリジナル商品の新たな市場獲得

7984 大分県 ドッグサロンHEUREUX. ー
トリミング、ホテル部門の販路開拓と犬舎の設備改
善

7985 大分県 お弁当の福寿 ー 店舗改装と広報による販路開拓事業

7986 大分県 株式会社　油花 8320001015032 花の岬香々地に咲く花々から摂れる

7987 大分県 有限会社イガマリン企画 3320002015069
セミオーダーの業務用ウェットスーツを注文できる
HPの開設

7988 大分県 山下食品 ー 「国東の豆腐」のPR事業

7989 大分県 合同会社　GREENBOW 3320003002553
映像業界の高画質化に向けた機材を導入し新規
取引先の開拓事業

7990 大分県 料亭　助六 ー
バリアフリー化と分煙による店内環境整備による販
路拡大

7991 大分県 くにちゃん倶楽部 ー
菊芋菓子製造に関するパッケージ開発および生産
効率改善

7992 大分県 有限会社　のぶはら写真館 8320002016046
インターネットプリント販売システム導入による利益
獲得

7993 大分県 居酒屋　磯かつ ー ニーズに合わせた店内環境整備による販路拡大

7994 大分県 株式会社アーススマート 9320001013563 ブランド再構築のためのWEBサイトリニューアル

7995 大分県 hair make KAHUNA ー 看板設置と店内環境改善による販路拡大

7996 大分県 TAG-KNIGHT ー
国産ジビエ認証制度準拠ラベル製作のためシステ
ム構築

7997 大分県 有限会社　テラオカ 3320002016232 伝統技術を活かした畳屋の所在と魅力の再発見

7998 大分県 株式会社　nicoドーナツ 8320001006139
『大豆のおやつ・nicoドーナツ』リブランディング事
業

7999 大分県 株式会社　クリーン・エース 1320001004933 「インバウンド特需」に対応した環境整備事業

8000 大分県 久保田時計めがね店 ー 広告活動強化による販路拡大

8001 大分県 有限会社　いせがわ石材 4320002015068 看板設置とパンフレットによる知名度向上

8002 大分県 有限会社　川口屋 9320002015146
高齢者顧客に対応した高座敷用高座椅子等導入
の取組み

8003 大分県 有限会社　光電 5320002016222
1次店・2次店への商品カタログ等の広報による販
路開拓

8004 大分県 石井デンキ ー
地域資源を活用した新商品販売による売り上げ増
加事業

8005 大分県 株式会社　アイランドエスケープ 9320001015865
新商品『ゆふいんチーズパイ』のプランディング事
業

8006 大分県 株式会社　涛音寮 8320001008762
チラシ及びパンフレットの活用による新規販路拡大
事業

8007 大分県 旅館　中村屋 ー
「一客再来」～高齢者や地域ニーズに対応した環
境整備事業
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8008 大分県 きこりや　株式会社 4320001011506
身軽にオシャレに遊べる新サービス「森のピクニッ
ク」の提供

8009 大分県 井上鉄工 ー
家具・リフォームのDIY教室を開催することによる
売上増強事業

8010 大分県 船木農園 ー Ｂ級ぎんなんの商品化

8011 大分県 La Verveine ー
『テイクアウト、ウエディング、カウンター席』需要の
取込み

8012 大分県 こちょぱん ー
『おんせんベーグルコーナー』の新設と販促物の
制作

8013 大分県 安永醸造有限会社 9932000201551
ホームページリニューアルによるブランド力の強化
と売上拡大

8014 大分県 Pasta＆Pizza501 ー テイクアウト・グリル料理による販路拡大事業

8015 大分県 人形工房かじか ー
SNS映えするご当地キャラクターの石像設置で販
路拡大

8016 大分県 大根の花 ー 客席及び厨房拡大による販路開拓

8017 大分県 有限会社　青山 3320002019813 高齢者に合った「座敷椅子」導入で売上アップ

8018 大分県 エディオン竹田萩町店 ー
地域密着！デンキでお困り事は、家電レスキュー隊
が解決！！

8019 大分県 有限会社コンビニマートムラセ 5320002015307
大型エアコン設置による店内環境改善での新規
顧客獲得

8020 大分県 株式会社　農業のタカダ 4320001005350
農薬散布エアボート導入による作業効率化および
事業拡大

8021 大分県 入江豆腐店 ー
観光客に昔ながらの豆腐の製法を知ってもらいた
い

8022 大分県 株式会社　川底温泉　旅館　螢川荘 3320001010509
看板設置による菅原道真ゆかりの温泉「川底温泉
旅館螢川荘」PR

8023 大分県 有限会社　山荘わらび野 8320002010098
公式WEBサイトリニューアルにおける集客向上事
業

8024 大分県 オーマーム ー ギフト商品「黄金ちまき」の量産化・販路開拓事業

8025 大分県 日の出縫製 ー
シルクワームを売り出せ！リーフレットで新たな販売
チャネル構築

8026 大分県 hair.belle ー
看板・雨避けテラスの設置と広報による販路開拓
事業

8027 大分県 後藤豆腐店 ー 安全性を確保！バックモニターで顧客単価UP!!

8028 大分県 株式会社おおいた姫島 2320001014353
自社スタジオ開設で、新商品の良さを顧客に伝え
ます

8029 大分県 ほっとコミュニケーション株式会社 4320001010359
常温レトルト商品販路開拓及び新商品パッケージ
開発事業

8030 大分県 ハウスサービスそのだ ー
最新機器導入による業務効率化および新規顧客
開拓

8031 大分県 有限会社　草野発條製作所 7320002021575 ギンナンの生産販売による販路開拓、事業転換

8032 大分県 和カフェ蛍茶園 ー
農薬不使用茶葉を使用したお茶羊羹の開発及び
販路開拓事業

8033 大分県 今冨建築 ー
空き家や古民家改修をPRして地域課題と自社課
題を解決

8034 大分県 センスオブワンダー ー
動画映像によるグランピングの更なる魅力発信事
業

8035 大分県 ぶんご銘醸株式会社 1320001009180
大型看板の活用による集客及びPR強化に基づく
ブランド化事業
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8036 大分県 しらす料理の豊洋丸 ー
「しらすソフト」販売によるお客様満足度の向上と
売上拡大

8037 大分県 有限会社　ことことや 4320002010093 ホームページ改訂による自社製品のPR事業

8038 大分県 ル・ラパン　（Le Lapin) ー
座敷席全面リニューアルによる女性客取り込み事
業

8039 大分県 箸屋一膳 ー 顧客情報のデータ化と２号店の売上増加事業

8040 大分県 asile 空 ー バイヤフリー化とフットネイルによる販路拡大

8041 大分県 カフェアナハタ ー
「コーヒー×スムージー×ヨガ」店舗サービスのため
の広報事業

8042 大分県 有限会社　由布院ガーデン 9320002010221
ホームページの改訂によるネット販売売上の拡大
事業

8043 大分県 ライスアルバ　株式会社 6320001005555
100％米パン粉製造にかかる生産性の向上及び
販路開拓

8044 大分県 旅館　ゆのもと荘 ー
お部屋に匂いを残さない喫煙室と温泉を活用した
エコ乾燥室の設置

8045 大分県 ふるさとキッチン　かのん ー
セルフ化で働き手不足解消！テラス席新設による
新規顧客獲得！

8046 大分県 株式会社　かまぷろライフ 7320002016542
個宅用ガス衣類乾燥機の普及による家庭用ガス
販路拡大事業

8047 大分県 有限会社　エイコー水産 2320000201642 首都圏商談会初出店による販路拡大事業

8048 大分県 嬉し乃食堂 ー
増加するシニア層のニーズ対応したバリアフリー化
事業

8049 大分県 ベリージュファーム ー パンフレット刷新による集客力アップ

8050 大分県 髙瀬農園 ー
新パッケージ開発で実現！生きたまま届け、植物性
乳酸菌

8051 大分県 高尾荘 ー
「インバウンド及びシニア層」獲得のための環境整
備事業

8052 大分県 敬喜丸 ー ラインホーラー導入による個別取引先開拓事業

8053 大分県 日田スカイアグリ ー
高感度カメラ搭載ドローンで実現！林業×ＩＴでス
マート林業

8054 大分県 合資会社　本松屋 6320003001370
明るい看板で集客力アップ！地場スーパーの販路
開拓

8055 大分県 株式会社メサイア 1320001010618 ギフト用としての糸かけ曼荼羅を展開

8056 大分県 宮部自動車 ー 「タイヤの大型化」に対応した整備工場の構築

8057 大分県 川津工芸 ー 陶芸体験強化による新規顧客、売上増加事業

8058 大分県 凪のさくら ー
洋菓子の製造環境を改善し大口顧客の需要量を
提供する事業

8059 大分県 着物総合加工　京匠 ー
クリーニングメニューの充実と強化による販路開拓
事業

8060 大分県 有限会社大徳 7320002019561
おこしのニーズ急増中！新商品による更なるニーズ
発掘事業

8061 大分県 安心院印刷 ー
中小企業の営業強化・販路拡大に繋がる営業・広
報ツール提案事業

8062 大分県 株式会社ドリームファーマーズJAPAN 4320001011786
ぶどう”緑のカーテン‘‘に包まれたオープンカフェ
展開事業

8063 大分県 わたなべ豆腐店 ー ４色の”カラフル豆乳”の販路開拓事業
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8064 大分県 world wind ー
最新ノウハウを活用したネットショッピング顧客獲
得事業

8065 大分県 河野食品 ー
地元特産品を活用した新商品「すっぽん豆腐」開
発・販売事業

8066 大分県 うさ庵 ー
厳選した地元食材を使用した手作り味噌販売事
業

8067 大分県 株式会社　ボイボイ 1320001016499 施設改装に伴う新たな顧客獲得、顧客単価アップ

8068 大分県 しゃも料理　鶏家 ー 鶏レバーの佃煮、ドレッシング開発での販路拡大

8069 大分県 ぼっち　（Bocci2) ー カーフィルム通信販売の海外市場開拓事業

8070 大分県 民宿　城山 ー 星空観賞宿泊プランを活用した新規顧客獲得

8071 大分県 有限会社　中荘製畳 1320002014270
畳販売の’’見える化’’BtoBからBtoCへの事業拡
大事業

8072 大分県 有限会社ラムネ温泉倶楽部 7320002018159
ラムネ温泉の湯中照明導入による夜間利用客増
加事業

8073 大分県 企業組合　百笑一喜 9320005004294
安心院のご当地「微発砲ワイン」の品質向上に伴
う販路開拓事業

8074 大分県 民宿　くじら ー
HPの開設等及び登山客向け宿泊プランの作成に
よる新規顧客獲得

8075 大分県 株式会社　Ayasofya 7320001013870 ロゴブランディング、WEB制作による販路開拓

8076 大分県 後藤住建 ー 贈答用の梨の化粧箱・チラシ作成による販路開拓

8077 大分県 スパージュ化粧品株式会社 7330001010223
会社案内、パンフレットの作成による販路拡大と新
規集客

8078 大分県 有限会社グリーンファーム久住 1320002017868 B級卵を用いたプリンの開発・販売開路

8079 大分県 赤帽アトラクト ー
高齢者のお住まいのお困りごと便利サービスによ
る販路開拓

8080 大分県 株式会社　トリプルライク 4320001011489
マインズプリン販売のためのスマホサイト構築と販
路開拓事業

8081 大分県 株式会社　成美 3320001015268
規格外品を活用した自社商品の売上増にブランド
力強化

8082 大分県 タオ・オーガニック・キッチン ー
酵素シロップとそれを使った新商品酵素ドレッシン
グの販売促進

8083 大分県 企業組合　すずかけ 5320005009405
ドリップ低減冷凍いちごの業務用販売及び生菓子
製造としての展開

8084 大分県 有限会社　虎屋食品 1320002018362 ❝とうふちゃん音頭❞で販売促進・販路拡大事業

8085 大分県 焼肉ハウス　白頭山 ー
飲食店の命題・清潔感のあるトイレ改修による売上
向上施策事業

8086 大分県 くじゅう高原フラワーズヴァレー ー パンフレットを活用した新規顧客の獲得

8087 大分県 箱崎旅館 ー
シャワールームと喫煙スペースの新設による売上
拡大事業

8088 大分県 株式会社茂里商店 9320001009819 大分県産椎茸の加工品開発と販路拡大事業

8089 大分県 佐藤電工社 ー 浄化槽工事の効率化による販路開拓事業

8090 大分県 パナポートクツカケ ー 最新音響設備の導入による売上拡大事業

8091 大分県 シンセイ・アグリ株式会社 1320002018528
白ネギの小売り向けの販売促進にむけた自社FG
袋開発
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8092 大分県 扇屋クリーニング ー
地域初！衣類リフォーム店と提携した販路開拓事
業！

8093 大分県 出張てごねぱん教室∞野菜ぱん工房おおの ー
業務用オーブンの導入による『野菜パン』の売上
拡大事業

8094 大分県 串厨房SAKURA ー
串といえば「SAKURA」一目で分かる店舗づくり
の実施

8095 大分県 緑香園 ー
パッケージデザインの一新による大分県産茶葉の
販路開拓事業

8096 大分県 首藤モータース ー
リフト導入で作業効率アップと顧客対応頻度アッ
プ

8097 大分県 有限会社千歳村農産加工 2320002018238 「PB商品受注拡大」を目的とした販路開拓

8098 大分県 松方はりきゅう院 ー
ラジオスティム治療提案による鍼灸へのイメージ向
上と新規客開拓

8099 大分県 ふじやから揚げ店 ー
冷凍フレッシュ鳥の販売促進による客数及び客単
価増加！！

8100 大分県 有限会社　岩井自動車整備工場 6320002020009
新規顧客と新車販売・カーリースを増やし売り上げ
ＵＰを図る！

8101 大分県 有限会社　山路 6320002020099
座卓による団体予約の減少を改善する為のテーブ
ル、イス席の導入

8102 大分県 キュエイファーム株式会社 9320001010569
白ネギ・キクラゲの出店による販路開拓と環境整
備事業

8103 大分県 株式会社　竹やぶ 6320001010514
商品安定供給による機会損失を解消しさらなる販
路開拓と売上拡大

8104 大分県 アーティストヘアー ー
口コミ以外の販促ツール展開による新規顧客獲得
事業

8105 大分県 有限会社　オレンジ農園 7320002016088
洗浄機・皮むき器の導入により生産性の向上を図
る

8106 大分県 カレーハウス　いまむかし ー
看板設置によりスムーズな来店を促す新規客獲得
事業

8107 大分県 日野建築　株式会社 9320001017003
当社の原点回帰！雨漏り防止による新規顧客販路
開拓事業！

8108 大分県 中国医学推拿整体　小倉養生所 ー
「生薬のまち杵築へ」国際中医師による「薬膳食
材」販路開拓事業

8109 大分県 ヘアーサロン　リーフ ー
ヘアーケア＆スキャルプケアメニューの強化による
客単価の向上

8110 大分県 塾オリーヴ ー 塾オリーヴの情報発信！新規生徒開拓事業

8111 大分県 株式会社　森美 2320001015855
店舗改装から始まる森美カフェを杵築の魅力発信
の地へ

8112 大分県 岡本商工　株式会社 2320001008215
HPで発信！世界農業遺産認定地での職人製作商
品販路開拓事業

8113 大分県 COCOA BRUNCH ー
日々を彩る革小物と共に時間を～デザイン強化＆
情報発信事業～

8114 大分県 大分精工 ー
商談会への参加と販促ツールを活用した販路開
拓によるリスク低減

8115 大分県 株式会社　月の家 3320001016662
当社HP開設による認知度向上及びサービス周知
による販路開拓

8116 大分県 有限会社　川中薬局 6320002015124
子宝相談を中心とした女性ならではの駆け込み寺
へ

8117 大分県 Ｓｔａｎｄ－７（木付や） ー
看板商品「羊かん」のブラッシュアップによるギフト
販売の強化

8118 大分県 有限会社　元島徳治商店 2320002015499
日本文化である畳をインバウンド客へ発信～縁無
畳販路開拓事業～

8119 大分県 有限会社　阿部薬品 2320002015020
新サービスエステ販路開拓事業～地域の女性に
活力を～
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8120 大分県 オートファクトリー　リーヴ ー
好立地を活かした看板の設置と販促ツールを活用
した来店促進

8121 大分県 俣見生花店 ー
HPから24時間注文可能～新規顧客販路開拓事
業～

8122 大分県 宇都宮モータース ー
顧客のあらゆる要望に対応できる機械設備の導入
による販路拡大

8123 大分県 安部畳店 ー
クリエーター×ITによる端材イ草を活用した新商品
の開発・販売

8124 大分県 有限会社大分ファーム 7320002015610
「鹿鳴越おうはん」の廃鶏を利用した加工品による
販路開拓

8125 大分県 アトリエ　天使のバラ ー
乾燥機を用いた消費拡大と小販売の周知の為の
構築事業

8126 大分県 合同会社MRC 8320003003010
建築廃材を活用したオーダー家具及び流木インテ
リアの販売事業

8127 大分県 有限会社　楽四季舎 ー
生産販売拡大の新規機械導入による「米粉パン」
販路拡大戦術

8128 大分県 株式会社ナカシマ船舶 7320001016782
新造船からメンテナンスへシフト！まずは国東半島
のシェア拡大

8129 大分県 みやかわでんき ー
機械導入で作業効率を上げ、日本一役立つ小規
模店を目指す

8130 大分県
スタジオ魔法つかい（からだこころ健幸協会
®）

ー
腸美活フードアドバイザー®事業の実施による販
路開拓及び拡大

8131 大分県 有限会社　木戸農園 ー ドラゴンフルーツの加工品づくりで経営安定を図る

8132 宮崎県 株式会社ほそもと 1350001009756
北郷の自然と一体化した客室ごとのコンセプト
ルームの構築

8133 宮崎県 株式会社オフィス田屋 9350001011985
既存顧客のリピート率向上と新規顧客開拓の為の
情報化対策

8134 宮崎県 沼村鉄工所 ー
高性能切断機導入に伴う高精度金属加工の提供
による販路拡大事業

8135 宮崎県 平和石油株式会社 2350001014268
ガソリンスタンドにおける顧客獲得のための新サー
ビス展開事業

8136 宮崎県 西村商店 ー
自社商品販売に伴う冷凍庫導入及び看板設置等
による販売促進事業

8137 宮崎県 タクテック ー
最新ＣＡＤ導入による新規取引先獲得と自社ホー
ムページ立ち上げ

8138 宮崎県 株式会社サンマコモ 1350001014277
商品ブランド構築とホームページリニュ－アルによ
る販路拡大事業

8139 宮崎県 株式会社やまくら 2350001009763
地域資源である甘藷を有効活用した新商品開発
及び販路開拓事業

8140 宮崎県 鈴之家旅館 ー
自社オリジナル商品のこれまでよりも広範囲に向
けた販路拡大事業

8141 宮崎県 南九州物産株式会社 2350001015456
移動販売による買い物弱者対策及びIT活用によ
る全国展開事業

8142 宮崎県 有限会社カイダ興産 8350002017248
観光客が立ち寄りやすい雰囲気づくりを通した新
規顧客獲得事業

8143 宮崎県 阪元醸造合名会社 5350003001682
伝統の木桶手塩仕込み醤油を活用した新商品開
発及び販路開拓事業

8144 宮崎県 合資会社奈須スーパー 1350003001298
新規顧客の入店を促し、客単価を向上させる店舗
づくり

8145 宮崎県 株式会社ニッケン 7350001006186
自社ホームページリニューアルによる新規取引先
拡大計画

8146 宮崎県 サロン・ド・エフ ー
アンチエイジングの救世主「リボーニングフェイシャ
ル」の導入

8147 宮崎県 ＩＭＰＡＣＴ ー
チラシ配布及びＷＥＢサイト立上げによる販路開拓
事業
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8148 宮崎県 姫泉酒造合資会社 4350003001304
ホームページ変更に伴う販売強化及び新規顧客
の獲得

8149 宮崎県 有限会社島田保険サービス 7350002011160
不在時対応と子育て世代に好まれる来店型保険
ショップの確立

8150 宮崎県 株式会社岩崎電管工業 8350002009848 ３Ｄ－ＣＡＤの導入による作業効率化及び営業強化

8151 宮崎県 有限会社メガネのサトー 6350002012770
ハンディ測定装置導入による訪問サービス強化及
び販路拡大

8152 宮崎県 金丸ディーゼル ー
現役漁業就業者及び新規漁業就業者の課題解決
の為の新規事業展開

8153 宮崎県 株式会社カネヲト 2350001007404 フードセレクション出展による販路拡大事業

8154 宮崎県 藤沢塗装 ー 漁船塗装の販路開拓事業

8155 宮崎県 岡田工業株式会社 7350001007093
災害等空撮情報が提供できるホームページの作
成

8156 宮崎県 Umibotaruわら工房 ー
Umibotaruわら工房のホームページ開設による利
益増大

8157 宮崎県 株式会社エヌテクノ 3350001015422
ホームページ等を活用した「住まいのホームドク
ター」PR計画

8158 宮崎県 アイショップ諸塚佐々木店 ー
アイスクリーム商品の販売強化を契機として新規
顧客を掴む！

8159 宮崎県 株式会社イケコウ 6350001013679
全面的なＨＰリニューアルと広域への折込チラシ配
布・ラジオ宣伝

8160 宮崎県 KODAMAPAN ー
石臼製粉機導入による自社オリジナル製粉パンの
商品化

8161 宮崎県 合同会社フードマーク 5350003002499
インバウンド取込め！老舗和菓子屋とピーマンドラ
イカステラ開発

8162 宮崎県 株式会社黒木鉄工所 9350001014773
メンテナンスの強化で生産ライン向け案件の受注
拡大

8163 宮崎県 美容室　Ange ー
新商品開発及びホームページを活用した新商品・
新サービスの提供

8164 宮崎県 有限会社平成商事 6350002017142
宿泊客ニーズを反映させた快適性向上対策による
稼働率上昇事業

8165 宮崎県 Sant-o-menel ー オンラインビデオレッスンの国内外への販売促進

8166 宮崎県 みなみ農園株式会社 8350001015459
宣伝強化による認知度の向上、収益の安定化計
画

8167 宮崎県 有限会社こてがわ商店 6350002013281
高齢者及び観光客が来店しやすい店舗づくりによ
る売上拡大

8168 宮崎県 ファリーナ．R．宮崎 ー
車を持ち上げろ！タイヤ・オイル交換作業効率化で
新規顧客開拓！

8169 宮崎県 旬果工房てらす ー 販促ツールによる販路開拓計画

8170 宮崎県 ＡＹＭ合同会社 5350003002929
安心・安全な無農薬剤による、シロアリ消毒、及び
新規開拓

8171 宮崎県 株式会社松山物産 4350001007625
新商品である靴の脱臭・乾燥剤及び園芸資材の
販路開拓

8172 宮崎県 株式会社野上食品 9350001008858
宮崎牛にこだわる新商品開発で販路開拓と雇用
創出

8173 宮崎県 安藤酒店 ー ホームページ作成による集客率のUP・販路拡大

8174 宮崎県 合同会社ＳＡ・Ｔｅ黒潮 1350003002940 「ひなた黒潮からすみ」の知名度アップと販路開拓

8175 宮崎県 和み整骨院 ー スポーツ診療強化の為の筋膜リリース装置の導入
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8176 宮崎県 株式会社水永水産 7350001006194
直売店の駐車場バリアフリー化によるＣＳ向上と販
売促進事業

8177 宮崎県 水之屋 ー 自社ホームページの構築

8178 宮崎県 モイスティーヌ佐土原サロン ー
移転OPENに伴う新築テナント募集との相乗効果
での新販路開拓

8179 宮崎県 ととせ ー
親子で開発・宮崎県産蕎麦粉使用のお菓子『ひな
たま』の販売促進

8180 宮崎県 有限会社神都観光 6350002013298
能動的集客へ！話題性あるお土産と戦略的ＨＰで
お客様へＰＲ

8181 宮崎県 株式会社ハマテック 2350001007791 飲食スペース拡大による新規顧客の獲得

8182 宮崎県 河上水産有限会社 4350002017061
鮮魚を活用した水産加工物の新商品開発及び販
路開拓事業

8183 宮崎県 株式会社新生工業 8350001005897 レーザー彫刻で一般若者向け新製品の開発、販売

8184 宮崎県 ペット霊園　やすらぎの里 ー
看板設置、パンフレット配布による、新規顧客獲得
事業

8185 宮崎県 燻製工房yokoyama ー 「家庭の食卓を彩る」スモークセットで顧客獲得

8186 宮崎県 下川進学塾 ー
ネット授業による販路開拓と、電子黒板導入による
授業効率化

8187 宮崎県 わんこの床屋　ふわふわ ー
大型犬向けホテル増設と新シャワー導入による売
上拡大事業

8188 宮崎県 合同会社ＩＷＣ 4350003002500 新メニュー美容鍼・全身鍼灸治療で収益単価ＵＰ

8189 宮崎県 有限会社観音池ポーク 8350002016010
セミ・オートシール機による販路開拓、業務効率化
事業

8190 宮崎県 サラリ・カンパニー ー
耕作放棄地を再生！無農薬栽培米粉の販路開拓
事業

8191 宮崎県 ラブアンドピース ー 個室型サロンによる高単価メニュー販売計画

8192 宮崎県 青葉食堂 ー
お客様に認知される広告物の整備と販売用商品
の充実による販促

8193 宮崎県 有限会社三和インテリア 5350002001873 カフェCalmiiiを通じた内装需要の創出

8194 宮崎県 株式会社そら彩 5350001014793
県外素材を使用した共同商品開発、県外への販
路拡大事業

8195 宮崎県 B&B浮き雲 ー
将来を見据えた新規顧客開拓の為の設備導入事
業

8196 宮崎県 坂本園 ー 烏龍茶の販売強化、販路開拓と後継者育成

8197 宮崎県 株式会社宮部 1350001011126
SNSの活用と販売できるHP作成による売上増、販
路拡大

8198 宮崎県 まある ー 移動販売車を使った観光客向け飲食提供事業

8199 宮崎県 工藤写真館 ー
自然光を取り入れるスタジオ改修による顧客満足
度向上事業

8200 宮崎県 グリルポパイ ー
高齢者に配慮したトイレへの改修による売上向上
事業

8201 宮崎県 美たこ ー クレープの移動販売開始による売上向上事業

8202 宮崎県 白水工房 ー
商談スペースの確保・工房直売所のトイレ設置に
よる売上向上事業

8203 宮崎県 BONLISSA ー 業務用大型真空機の導入による供給力強化事業
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8204 宮崎県 くるん ー
ソフトクリーム機導入による新メニューで女性客
増・売上増計画

8205 宮崎県 田中椎茸 ー
「乾燥椎茸」のイメージアップと新商品の販路開拓
事業

8206 宮崎県 有限会社玉光園 5350002018257
インターネット通販による直販チャネルの構築とブ
ランドづくり

8207 宮崎県 株式会社光洋 6350001009966
縫製作業の効率化による短納期化と縫製精度の
向上による販路拡大

8208 宮崎県 中園本店 ー
ブランディングによる集客力強化及びイートインス
ペースの増強

8209 宮崎県 有限会社山下薬草店 5350002018232
女性の購買意欲を刺激するパッケージのデザイン
と販促物の作成

8210 宮崎県 有限会社福永青果 6350002018215
新商品開発とインターネット販売による新規顧客獲
得事業

8211 宮崎県 株式会社にしもろ祭典 1350001013618
葬祭会館の認知度・イメージアップによる新規顧客
獲得

8212 宮崎県 花あそび ー
顧客ニーズに特化したキクイモのブランディング及
び販路拡大

8213 宮崎県 野遊びしま書屋 ー
ホームページ構築による作品・活動の情報発信強
化及び販路拡大

8214 宮崎県 株式会社H PLUS SYSTEM 5350001014471 女性用ハイヒール部分の補修用キットの製造販売

8215 宮崎県 伊藤酒屋 ー
ネット販売機能導入に伴うホームページのリニュー
アル

8216 宮崎県 ファミリ―ショップたじり ー
空きスペースを調理場に変えて客数と客単価を
アップ‼

8217 宮崎県 創屋 ー ターゲットに注力した事業展開と生産性向上事業

8218 宮崎県 Ceramic art accessory 千花 ー
販路開拓の為の販促ツールの作成及び、東京ギフ
トショー出展

8219 宮崎県 キムチのシオン ー
ホームページ及びECサイト作成による販路拡大事
業

8220 宮崎県 辛麺屋輪加納店 ー インターネットによる販路開拓・パッケージ作成

8221 宮崎県 居酒屋かのこ ー
顧客満足度アップによるリピーター獲得のためのト
イレ洋式化事業

8222 宮崎県 株式会社大義工業 1350001012875 電動穿孔機導入による工事受注件数増加事業

8223 宮崎県 宮崎長友農園株式会社 9350001001870
新規顧客獲得と利益率アップを目的とした販路開
拓事業

8224 宮崎県 景華書道教室アカデミー ー
箸の持ち方を良くすれば字が上手くなる書道教室
を伝え新販路開拓

8225 宮崎県 綾ペットクリニック合同会社 7350003002571
ペットの健康診断サービスの強化による売上増加
事業

8226 宮崎県 有限会社シードカルチャー 4350002007806
自然生態系農業による自家栽培原料で作る発酵
食品の販路開拓事業

8227 宮崎県 食工房　すみじ庵 ー 通信販売商品の強化による販路拡大事業

8228 宮崎県 HAIR WORKS OHSAKO ー
新たな客層を取り込むための新サービス展開と環
境整備事業

8229 宮崎県 株式会社高千穂ムラたび 8350001011400 宮崎県産米ぬかを使用した商品の海外販路開拓

8230 宮崎県 明石酒造株式会社 4350001010059
インターネット通販強化による売上拡大付加価値
向上

8231 宮崎県 株式会社橋本建装 8350001007274
ハガキポスティングを活用し高齢者対応住宅設備
販売促進事業
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8232 宮崎県 合名会社児玉実次商店 3350003001395 石蔵を活用した精米所整備による米の販路拡大

8233 宮崎県 株式会社HIDAホーム 4350001013557
「新築・リフォームのプレゼンシステム」導入による
新規顧客開拓

8234 宮崎県 有限会社うなまさ 8350002015516
大型車ドライバーをターゲットとした看板設置等に
よる売上拡大

8235 宮崎県 ホームベースやました ー
永年の経験を活かした工事作業現場の効率化に
よる販路拡大

8236 宮崎県 かねまる地頭鶏農場 ー
ウェブサイト等を活用した「かねまるの地頭鶏」PR
事業

8237 宮崎県 Mete　Ora ー
デザート等の持ち帰り販売強化による客単価向
上・売上拡大

8238 宮崎県 市来原商店 ー
店舗用テント及び外装のリニューアルによる集客
向上

8239 宮崎県 HAWK　WOOD ー
女性など新たな顧客層開拓のための施設整備・情
報発信強化

8240 鹿児島県 株式会社一松電工 8120901034878
事業拡大の核である蓄電池設置事業をPRする３
つの広報事業

8241 鹿児島県 焼鳥　鳥千 ー お客様のニーズにこたえるトイレ全面改修

8242 鹿児島県 Kids Cafe ＆ Bar LINK ー テイクアウトサービス開始による新規客獲得

8243 鹿児島県 株式会社 EM実装 2340001021133
ホームページの開設等による電気制御の技術の受
注開拓事業

8244 鹿児島県 株式会社 おいもハウス 8340001019460
自社製さつま芋加工品の直売方式実現のための
自社サイトの開設

8245 鹿児島県 御食事処　らいむ ー
店舗看板設置及び座敷改装、広告掲載による全
宅への周知

8246 鹿児島県 古民家でおもてなし　ひる膳多宝庵 ー
お年寄りや障がい者、子供連れが気兼ねなく来店
できる店づくり

8247 鹿児島県 BASE CAFE ー
ホームページ開設で実現！認知度アップと新規顧
客の裾野拡大

8248 鹿児島県 田中住建 ー
国道からでも見える大型看板を設置し事業内容の
周知を図る

8249 鹿児島県 ピッツア　モコネコ ー お持ち帰りの需要に対応した商品作りの環境整備

8250 鹿児島県 リンパ美容整体院　久友 ー
「美容コーディネート」事業の展開による新規顧客
創出

8251 鹿児島県 松山製茶 ー
「高品質・安心価格」で新販路を切り拓く！ＥＣサイ
ト構築事業

8252 鹿児島県 株式会社　ＧＥＮＫＩ企画 4340001009341 地域性に沿った健康づくり教室の認知度向上事業

8253 鹿児島県 有限会社　大徳防水 8340002005708
お客様の知りたい内容を掲載したホームページの
改築事業

8254 鹿児島県 渡辺商店 ー 外国人向け集客力アップ壁画作成

8255 鹿児島県 まかや精肉鮮魚店 ー 自社HPを作成し、ネット販売を促進する

8256 鹿児島県 屋久島デフファーム ー
ベジタリアン・ヴィーガンの取り込みに向けた広報
強化事業

8257 鹿児島県 秋津写真館 ー
店舗シャッター改修における広報力強化による販
路開拓事業

8258 鹿児島県 フレンドシップふれあい館 ー
計量機導入における顧客ニーズ柔軟対応実現に
よる販路開拓事業

8259 鹿児島県 Ａ-ＨＯＵＳＥ ー
店舗改装におけるライブイベント強化による販路開
拓事業
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8260 鹿児島県 大船文具店 ー
看板設置・環境整備による店舗認知度・顧客満足
度向上事業

8261 鹿児島県 モトショップ東 ー
店舗環境改善に伴う顧客満足度向上による販路
開拓事業

8262 鹿児島県 有限会社海野鉄工 5340002027283
計量代行サービスによる新たな分野での販路開拓
と売上拡大

8263 鹿児島県 株式会社　知覧心茶堂 3340001012932 顧客ニーズに基づいた健康志向の商品開発

8264 鹿児島県 株式会社　後藤正義 1340001019145
当店のコンセプトや魅力を店舗外観にも反映させ
る

8265 鹿児島県 Ｃａｆｅ　しらはま ー
ショーケース新規導入によりケーキのテイクアウト
で売上増を図る

8266 鹿児島県 有限会社　ふるさとプラザ知覧 2340002024366
駐輪場・電気自動車充電設備の導入による駐車
場の整備

8267 鹿児島県 株式会社　サーティーンズ 8340001015393
新設備導入でフードメニュー充実化！拡がる調理
の幅と新たな顧客

8268 鹿児島県 有限会社　真茅商店 9340002024384 買いに来られない高齢者への配達送迎・販路開拓

8269 鹿児島県 髙城庵 ー 飲食メニューの多言語化で来客数増加

8270 鹿児島県 ㈱みのり 2340001015498
共用トイレのウォシュレット洋式化と改修での集客
の拡大。

8271 鹿児島県 宝代自動車商会 ー タイヤバランサー導入に伴う売上アップ事業

8272 鹿児島県 あづま荘 ー お客様の高齢化へ対応

8273 鹿児島県 原口酒造株式会社 5340001005538
ライフスタイルに沿った新商品を展示会で提案して
いきたい

8274 鹿児島県 合同会社　イーサポート 1340003001679
広告宣伝の向上による、企業認知度アップと商品
PRの実現

8275 鹿児島県 ariga-to ー
販促活動（ポスター・ＨＰ作成等）による売上拡大
事業

8276 鹿児島県 葬儀のきずな ー
「人と人の結びつき”絆”の葬儀」看板設置による
広報強化事業

8277 鹿児島県 有限会社　藤村自動車 1340002019730 修理機材導入による新たなサービス提供事業

8278 鹿児島県 上妻酒造株式会社 3340001009763
小売部店舗の改装リニューアルおよび宣伝的商品
の開発

8279 鹿児島県 サニー株式会社 6340001015429
目に訴える広報戦略で実現！潜在ニーズ掘り起し
と新規顧客獲得

8280 鹿児島県 株式会社　池信商事 2340001000005
ＰＢ商品の販路開拓と新規顧客獲得により売上増
を図る

8281 鹿児島県 アットウーマン有限会社 3340002012849
相続不動産のことなら当社にお任せ!立地を活か
した顧客開拓

8282 鹿児島県 レストラン　Le ptage ー
テイクアウト販売で販路開拓～自慢の自家製生パ
スタをご自宅で!

8283 鹿児島県 海鮮・七海 ー
IT端末の導入による料理の視覚化と生産性・売上
の向上

8284 鹿児島県 アシスト ー
ＰＢ商品の販売力強化による財務体質改善と事業
承継体制の確立

8285 鹿児島県 さつま縫房 ー
保冷庫の導入でネット販売の実現化とお持ち帰り
の売上アップ

8286 鹿児島県 あしたば鍼灸整骨院 ー
現代人の不定愁訴に効果的な深層筋鍼治療の情
報発信で顧客開拓

8287 鹿児島県 (株)　あおき 9340001013272 利用施設を広げ、新規顧客の利用に対応する
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8288 鹿児島県 株式会社　セブンスヘブン 4340001017311
大手ECモール「楽天市場」出店による新規顧客拡
大事業

8289 鹿児島県 南日本ホールディングス株式会社 6340001004233
快適な住空間を創造できる技術力のアピールとイ
メージ転換事業

8290 鹿児島県 浜島建築 ー 設計用３次元ＣＡＤソフト導入による販路開拓

8291 鹿児島県 有限会社　光華園 5340002025460
新メニュー「持ち帰り用生餃子」開発による新規顧
客開拓

8292 鹿児島県 サプリ ー
「リニューアルキャンペーン」実施による販路開拓と
サービス向上

8293 鹿児島県 有限会社　さんこう堂 3340002011116
来院者の満足度をあげる待合室等内装リニューア
ル事業

8294 鹿児島県 Design office Adonis株式会社 6340001019545
金属と木材を組み合わせたフルオリジナル家具の
開発・販路開拓

8295 鹿児島県 Office 川路美紀 ー
ＨＰやリーフレットによる情報発信とイメージ戦略で
販路開拓

8296 鹿児島県 株式会社　高橋食品 8340001005270
通年での工場稼働率アップに繋げるさつまいも乾
燥機導入事業

8297 鹿児島県 合同会社　mom plus 6340003002607
赤ちゃんとママにプラスの笑顔を！ＨＰによる情報発
信で顧客開拓

8298 鹿児島県 牧田鉄工所 ー 出張溶接！あなたの暮らしに困ったを溶接します

8299 鹿児島県 株式会社ドコデンすずき 4340001016049
お客様の聞こえを改善することで笑顔と元気を届
ける事業

8300 鹿児島県 有限会社　長野組 3340002012758
ＬＥＤ照明付き大型看板設置へ事業内容を掲載し
販路拡大を図る

8301 鹿児島県 アイショップ永井 ー
来店客数の増加を図るための売れ筋商品の品揃
え拡充

8302 鹿児島県 Ｄａｉｓｙ美来髪 ー マイクロバブル導入によるサラサラ美髪の普及

8303 鹿児島県 寿し　いその香り ー
「一人旅・外国人観光客増加に伴う、カウンター新
設事業！」

8304 鹿児島県 オリーブ・ドラブ ー
ぽっぼマルシェ及び特産品販売所港湾通りへの新
規開拓事業

8305 鹿児島県 ガレージ田中 ー
塗装の広報・技術力ＵＰと農家とのコラボによる販
売促進事業

8306 鹿児島県 株式会社タケシタ 9340001013462 地中熱換気システムの認知度向上と販路拡大

8307 鹿児島県 有限会社　神脇自動車 7340002000263
お客様のクルマを守る保管場所・簡易リフト増設の
屋根設置事業

8308 鹿児島県 整体鍼灸・博愛堂治療院 ー
新サービスの提供による顧客満度の向上・新規顧
客獲得・売上増加

8309 鹿児島県 株式会社HOPE 5340001020116
オリジナルノベルティ作成販売によるジェラート店
舗のブランド化

8310 鹿児島県 日本有機㈱ 5340001015157
拡大市場と新規顧客を捉える商品とＥＣサイトのブ
ラッシュアップ

8311 鹿児島県 有限会社池畑金物店 8340002012695
池畑へいっど！看板設置とLED化による顧客開拓
事業

8312 鹿児島県 泊自動車整備工場 ー
鈑金塗装専用コンプレッサー導入による新たな顧
客獲得

8313 鹿児島県 株式会社福山こめ酢 2340001007355
若年層をターゲットとしたホームページ制作による
新規顧客獲得

8314 鹿児島県 八千代商店 ー
日本南端の種子島酒米を原料にした日本酒販売
と地元市場への浸透

8315 鹿児島県 和心etu膳 ー
居酒屋の人気商品を店外販売へ!製造環境整備
による売上増加事業
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8316 鹿児島県 有限会社　八百松商店 1340002019334
冷凍庫の有効活用による機会損失の防止及び取
引先拡大

8317 鹿児島県 楠田淡水有限会社 1340002027709
鹿児島産高品質鰻を使った新たな商品開発と自
社ブランド構築

8318 鹿児島県 そお電化 ー
「まちの電気屋さん」広報看板設置による集客増と
店舗認知度向上

8319 鹿児島県 株式会社つぐホーム 8340001018850
事務所リフォームで相談環境整備！ＣＳ向上が導く
新顧客と新販路

8320 鹿児島県 ほっかほっか弁当 ー 広告媒体設置による販路拡大と新規顧客の獲得

8321 鹿児島県 津留商店 ー
国内唯一の木樽蒸留器職人によるメンテナンス・リ
メイク事業

8322 鹿児島県 冨永石材 ー
ネット主流時代に即した石材店へ～脱却の為の最
初の一歩～

8323 鹿児島県 岡野不動産 ー
子育て世帯・女性顧客開拓のための商談環境整
備事業

8324 鹿児島県 有限会社はしぐち 3340002026221
お客様用トイレのバリアフリー化改修等による買い
物環境の改善

8325 鹿児島県 株式会社　野鶴亭 1340001009534
海外宿泊者、足の悪い方にやさしい、離れ秋成庵
ベッドルーム新設

8326 鹿児島県 緋色窯 ー
これまでの広告媒体の見直し充実で商品の発信
強化と販路拡大

8327 鹿児島県 からはな ー 小さな醸造所の大きな販路開拓

8328 鹿児島県 有限会社　太平洋 8340002019385
カジュアル商品の品揃え拡大と快適空間の創出に
よる新規顧客獲得

8329 鹿児島県 有限会社　かめや 6340002018884
新商品開発による新規顧客の開拓と看板による事
業内容のＰＲ

8330 鹿児島県 金沢屋　霧島店 ー
襖・障子・網戸・畳張替え及びプチリフォームを拡
販する事業

8331 鹿児島県 有限会社　伊集院物産 2340002000458
昔ながらの油屋のＨＰ作成と都市圏向け販路開拓
事業

8332 鹿児島県 西健吾登記測量事務所 ー
駐車スペース改善で実現！着実な顧客獲得と新規
顧客創出サイクル

8333 鹿児島県 トラ丸企画株式会社 1340001011630
顧客支援「Ｗｅｂもうかる実践会」認知度向上プロ
ジェクト

8334 鹿児島県 丸西酒造合資会社 2340003000416
「味わいクリア・香り豊か」焼酎の開発と販路開拓
事業

8335 鹿児島県 有限会社ヘアーサロンケンジ 2340002027996
新たな施術メニューと商品のＰＲによる客単価向
上、販路拡大事業

8336 鹿児島県 岡田仏壇製作所 ー
本仏壇の伝統技法を駆使したオリジナル小物の開
発と販路開拓事業

8337 鹿児島県 居酒屋もみじ ー
顧客ニーズ充足による来店頻度向上及び新規顧
客獲得事業

8338 鹿児島県 福山かしわ店 ー
地域店として付託された持続的維持の為の再生・
再建事業

8339 鹿児島県 本山機動株式会社 1340001007554
ソフトウエア導入による施工管理業務の時短・見え
る化と販路拡大

8340 鹿児島県 曽於ミシンサービス ー
サイン看板で実現する認知度向上と新規顧客の潜
在ニーズ掘り起し

8341 鹿児島県 有限会社　末重製茶 3340002015380
ホームページの立ち上げと販促品の作成による新
規顧客の取り込み

8342 鹿児島県 宿　そらじま ー ロングスティで、与論島と広く・深く繋がろう！

8343 鹿児島県 宿屋◯△□ ー 新事業「ＢＡＲ」「ＳＵＰ」サービスの開始・販路開拓

298/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

8344 鹿児島県 有限会社　松山産業 1340002015416 ほうじ茶機の実演販売活用と新商品の開発

8345 鹿児島県 株式会社　ワールウインド 6340001018522 自社インターネット予約ホームページの作成

8346 鹿児島県 大坪茶舗 ー 若い女性をターゲットにした商品開発

8347 鹿児島県 株式会社HYDM 1340001018221 小学高学年対象　民間学童保育サービス

8348 鹿児島県 田畑刃物製作所 ー
国内外への販路開拓拡大を目指した生産体制の
構築

8349 鹿児島県 株式会社上原環境 2340001007181
広報媒体の改善で業務内容の周知徹底による販
路拡大

8350 鹿児島県 はつせ美容室 ー
美容・施設サービスの充実で身も心もリフレッシュ
の提供！

8351 鹿児島県 サロン　アロマ日和 ー
女性の心をつかむ自社製品開発と広報媒体の充
実で販路拡大

8352 鹿児島県 有限会社野元技建 1340002027378
新デザインスタイル提案による新規顧客の獲得と
受注拡大

8353 鹿児島県 リハケアネクサス株式会社 7340001019924 新看板の設置による、企業PRと新規顧客の獲得

8354 鹿児島県 酒のあさくら ー
店舗視認度向上と地元銘柄焼酎の販路開拓促進
を図る広報戦略事業

8355 鹿児島県 有限会社ショップかんだ 5340002020008
寿司ロボット導入による好事用握り寿司盛り売上
拡大販路開拓事業

8356 鹿児島県 鮮魚のひらさき ー
店舗内部を明るくすることによる顧客確保及び売
上アップ

8357 鹿児島県 小園建匠株式会社 4340001021016
フォークリフト導入による作業効率化アップと販路
拡大

8358 鹿児島県 株式会社杉園百貨店 7340001013968
ＰＯＳレジ導入による顧客満足度向上並びに販路
拡大事業

8359 鹿児島県 島のごちそう ー
魅力発信と認知拡大、新規顧客獲得に向けた自
社ＨＰの導入

8360 鹿児島県 ホームショップ丸万 ー
お子様から高齢者まで「憩いの場」提供による販
路開拓事業

8361 鹿児島県 福元自動車 ー
事業所アピール並びに静音コンプレッサー導入に
よる販路開拓事業

8362 鹿児島県 たつみや ー
ネオンサインでの宣伝と施術台設置による商品の
魅力PR強化事業

8363 鹿児島県 株式会社田辺造園 6340001019421
高圧洗浄機導入による作業効率アップと受注量増
加

8364 鹿児島県 通販はくつる ー
新商品開発と資格取得による販路開拓及びブラン
ド化

8365 鹿児島県 有限会社くらしげ商事 3340002019951
新店舗看板設置で認知度アップと利益率向上商
品の販売促進事業

8366 鹿児島県 株式会社　山川屋 9340001011862 ～あの人に贈りたい～オリジナル化粧箱の作成

8367 鹿児島県 有限会社　井手青果 1340002023328
農薬散布用ドローンの導入による生産性向上と販
路拡大

8368 鹿児島県 kyu-tech整骨院 ー
広空間確保でより良い施術とトレーニング内容充
実による販路開拓

8369 鹿児島県 今和泉整骨院 ー
学生、スポーツ選手、高齢者のトレーニングとリハ
ビリ施術の新設

8370 鹿児島県 三光農機 ー
従業員専用の工具設備充実による販路拡大と新
事業展開

8371 鹿児島県 合同会社あまみ徳之島絆ファーム 9340003001234
国産タピオカの製造販売およびキャッサバを使った
新商品開発事業
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8372 鹿児島県 有限会社　原田米店 4340002017302
「米の匠」が提供する良質なグルテンフリー商品の
開発

8373 鹿児島県 屋久島ふれあい食品（株） 4340001013491
たんかん、ぽんかん（２S、３Sサイズ）の商品開発と
販路開拓

8374 鹿児島県 アイショップ西水店 ー
機能的な設備導入と当地の観光スポットを有効活
用した販路拡大

8375 鹿児島県 有限会社　東水道工務店 4340002018960
屋内展示場整備による一般ユーザーへの販路拡
大

8376 鹿児島県 SABRINA　HAIR ー
最先端予防美容育毛「頭皮洗浄システム」による
髪質改善事業

8377 鹿児島県 屋久島ジェラートそらうみ ー
観光地での閑散期に向けた新メニューの導入、及
び移動販売の実施

8378 鹿児島県 有限会社青木流芳院 6340002023389
薩摩伝統薬プロモ－ション動画を活用した個人向
け販売促進

8379 鹿児島県 佐藤建具・ふすま店 ー 巨大看板設置による視認性・生産性向上事業

8380 鹿児島県 株式会社亜希和味 9340001018940
お粥の概念を変える！レトルト薬膳粥の開発と新し
い食文化の提案

8381 鹿児島県 有限会社　こうへい写真館 1340002027725
空撮サービス導入による販路開拓ならびに新規取
引先獲得事業

8382 鹿児島県 La Nicori（ラ・ニコリ） ー
空調設備等導入による教室事業の満足度向上と
更なる新規生徒開拓

8383 鹿児島県 ダイビングショップＳＢ ー
桜島近海ポイントの魅力発信による顧客開拓と客
単価アップ事業

8384 鹿児島県 有限会社　仕出しのかりや 2340002004797
事業承継をきっかけにリブランディングに伴う販促
ツール制作事業

8385 鹿児島県 有限会社ヤマチョウ 8340002023718
顧客満足度向上のための冷凍庫導入による販路
拡大

8386 鹿児島県 有限会社　屋久島葬祭 8340002019781
葬祭場を活用した高齢者買い物難民対策とコミュ
ニティの場の提供

8387 鹿児島県 民宿アース山口 ー
外国人観光客の顧客利便性を高める為の新サー
ビス導入

8388 鹿児島県 青幻の郷　よっちゃん ー
需要増加に伴う生産性向上と特産品情報ツール
開発による販促事業

8389 鹿児島県 株式会社OZ 4340001009936
家族客・外国人観光客をターゲットにしたファン
シー雑貨店頭販売

8390 鹿児島県 沖永良部きのこ株式会社 8340001010320
自社HPにネット販売を図る付帯設備を付加する販
路拡大事業

8391 鹿児島県 株式会社アムール屋久島 8340001009949 葬祭場を活用した地域コミュニティの場の提供

8392 鹿児島県 福田オートサービス ー
顧客ニーズに対応した設備導入による受注及び
販路拡大

8393 鹿児島県 有限会社　味処たけ正 9340002024120
お客様対応基盤設備の改修で顧客満足度の向
上・販路拡大事業

8394 鹿児島県 株式会社ライフコンシェルジュ 8340001016202
新しい来店型保険代理店のサービス周知と顧客
開拓

8395 鹿児島県 中華料理　龍鳳 ー
トイレ洋式化とスペース拡大でインバウンド対応利
用者増強事業

8396 鹿児島県 株式会社　やわら香 5340001015925 屋久島アロマブランド「島の記憶」販路開拓事業

8397 鹿児島県 手造り菓子工房　かしの樹 ー
わがままスイーツで若い女性の心をわしづかみ　イ
メージ一新事業

8398 鹿児島県 株式会社　南国きのこ苑 8340001011244
カート機能付きホームページの開設による全国商
圏の新規顧客獲得

8399 鹿児島県 田之上工房 ー
生産性向上による販路拡大（栄養豊富な健康野
菜地方から全国へ）
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8400 鹿児島県 株式会社メイホウ産業 1340002023699
新たな営業ツールとしてのカタログ作成による公
共工事の販路拡大

8401 鹿児島県 成政建設工業有限会社 7340002014866
事務所改装とエアコン導入による社内環境整備と
新規顧客開拓

8402 鹿児島県 ドッグサロンＰｅＲｕＰｕ ー
設備導入によるトリミングサービスの品質向上と顧
客開拓

8403 鹿児島県 こざえん市場 ー
バリアフリーによる高齢者にやさしい店づくりと顧
客開拓

8404 鹿児島県 合資会社立慶 7340003000568
冷蔵ショーケース導入と販促ツール活用による売
上拡大

8405 鹿児島県 山田珈琲 ー 癒し空間を全国へ発信!!新規顧客獲得アップ作戦

8406 鹿児島県 有限会社　本釜産業 2340002026404
看板・パンフレット・カーマーキングによる近隣地域
の販路拡大

8407 鹿児島県 有限会社南西商事 8340002021143 自社奄美ブランド品販売活動強化事業

8408 鹿児島県 自家焙煎珈琲　豆と麦 ー
目指せ!!新規顧客獲得における「癒しの空間創り」
事業

8409 鹿児島県 合同会社やくしま果鈴 6340003002482
屋久島にありそうでなかった新商品の開発と販売
促進

8410 鹿児島県 藍染工房 ー
トイレ、体験用工作・加工場（デッキ）を活用した顧
客拡大事業

8411 鹿児島県 株式会社　MARGARITA1991 8340001021854 店舗改装工事による顧客、売上アップ

8412 鹿児島県 株式会社フォレスト 3340001017469
足湯専用温泉水と感動サツマイモのブランディン
グ

8413 鹿児島県 民宿　湯之河 ー
外国人観光客の顧客利便性を高める為のトイレ洋
式化

8414 鹿児島県 株式会社　徳田不動産 6340002013893
お客様が満足できる物件をとことんご紹介します！
「徳田不動産」

8415 鹿児島県 有限会社　牧瀬自動車 2340002019432
優位性のあるサービス内容のＰＲによる新規顧客
獲得と新市場開拓

8416 鹿児島県 ＤｅｎＺａｎ．５ ー
生産量を増やすための設備増強と販路開拓のた
めのパッケージ作成

8417 鹿児島県 株式会社　リハビリセンター鹿児島 8340001016441
リラクゼーションサービス強化による利用者獲得と
保険外売上増加

8418 鹿児島県 お花のひだか ー 店舗前外観改装による新たな販路拡大

8419 鹿児島県 合同会社末吉製茶工房 9340003002447
Ｄ２Ｃ・Ｂ２Ｃによる本店地域内外での販路開拓活
動

8420 鹿児島県 花カフェ ー
ＥＣサイト設置による販路開拓・販路開拓を充実さ
せる設備の導入

8421 鹿児島県 ㈲金時堂 2340002014409
ホームページのPC・モバイル版作成と広報物によ
る販路開拓

8422 鹿児島県 株式会社　きかい村 9340001015327
動画広告宣伝及びＨＰ開設での施設案内による販
路開拓

8423 鹿児島県 有限会社ゆたか建装 3340002021965 大型エンジンコンプレッサーの導入事業

8424 鹿児島県 オートショップクマモト ー
ホームページ開設に伴うＳＮＳツール連動による販
路開拓

8425 鹿児島県 石田整骨院 ー
筋膜リリース医療機器購入で自費治療患者の増
加を図り業績アップ

8426 鹿児島県 有限会社ゆたか商事 6340002021987 最新防爆タイヤチェンジャー導入事業

8427 鹿児島県 西田鍼灸整体院 ー ＨＰ開設に伴う施術内容周知による販路開拓
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8428 鹿児島県 香りのお店maruta ー
アロマトリートメントによる新サービス提供と顧客満
足度向上

8429 鹿児島県 カーライフ清水 ー
CS向上を目標とした最新車両診断装置の導入に
よる販売促進事業

8430 鹿児島県 サクライズ株式会社 9340001010220
カーケアを始めとした、油種販売以外のサービスで
収益力を強化

8431 鹿児島県 有限会社　松永商事 2340002020167
黒糖焼酎を全国に！ＥＣサイト構築で販路拡大及び
収益力ＵＰ計画

8432 鹿児島県 おかばやし ー
お客様からの要望が多い冷凍食品の販売に向け
た冷凍庫導入

8433 鹿児島県 株式会社喜界島薬草農園 3340001016487
社内での販売強化・トイレ及び駐車場の整備，ＨＰ
のリニューアル

8434 鹿児島県 丸太寿司 ー 年配者向けサロンの空間作りによる売上拡大事業

8435 鹿児島県 Rgarege ー
多様な車両の鈑金に対応する溶接機導入による
販路拡大・売上増加

8436 鹿児島県 中華料理　珍萬 ー
快適な飲食空間の提供によるリピート率向上並び
に売上増加の実現

8437 鹿児島県 株式会社　ＲＥＩＭＥＩ 1340001011465
「お洒落なお菓子」をイメージした新商品による新
規顧客層の創出

8438 鹿児島県 祝迫重徳畳店 ー
新たな機械設備導入によるコスト削減と積極的販
路拡大を図る事業

8439 鹿児島県 有限会社　有馬電建 8340002024848 住宅ソフト導入による顧客満足向上事業

8440 鹿児島県 株式会社　甘宮 5340001020272 既存商品を生かした加工品の製造と店舗販売

8441 鹿児島県 日高建築 ー
顧客の所有する山林の木材を使用した家づくり
サービスの展開

8442 鹿児島県 有限会社　新澤商事 7340002025673
大型冷凍庫導入による商品拡充と短納期、品質向
上の実現

8443 鹿児島県 ピザひめしゃら翁長事務所 ー 新規開業にともなう周知のための広報事業

8444 鹿児島県 一工房 ー
役物の内製化によるリフォーム分野への進出と工
期短縮の実現

8445 鹿児島県 有限会社　まる八商店 8340002026506 大隅半島全域への新聞折込による新規顧客事業

8446 鹿児島県 マルケイ水産 ー
内之浦の新鮮な魚を使用した干物の開発と販路
開拓

8447 鹿児島県 おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 4340001019968
デジタルサイネージを活用した自社認知度向上事
業

8448 鹿児島県 丼や和華 ー
地域資源を活用した新メニュー開発と広報による
売上獲得

8449 鹿児島県 株式会社隆光産業 9340001021556
ＥＣサイト構築による純国産革製品の販路開拓及
びブランド力向上

8450 鹿児島県 ユニークPC ー 肝付町発信！大隅地域の有名店になるぞ計画

8451 鹿児島県 肝属農商 ー
自社米の認知度向上のためのHP・オリジナルパッ
ケージ作成

8452 鹿児島県 山下商店 ー
最新型色彩選別機導入による生産量拡大・品質
向上

8453 鹿児島県 株式会社小川組 1340001022009 建築機械導入による新規事業への本格進出

8454 鹿児島県 有限会社サンエー 9340002025572
お客様のニーズに応える店舗裏駐車場の改修で
行う顧客獲得

8455 鹿児島県 榎　林業 ー
椎茸スライス機導入による商品開発と地元特産品
としての販売展開
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8456 鹿児島県 レストランおふくろ ー 観光客特にインバウンド客が入りやすい店作り

8457 鹿児島県 有限会社　旭ノ企画 4340002015033
インバウンド客・女性客増加に対するエステ施術室
の増設事業

8458 鹿児島県 カレーハウスAkuru ー
当社オリジナルロゴの開発によるＳＮＳを活用した
新規顧客の獲得

8459 鹿児島県 ほっと整骨院 ー
足のエアマッサージ器の導入に伴うサービス向上
と新規顧客開拓

8460 鹿児島県 田舎の宿・か家 ー
自店サイト構築による民泊のインバウンド集客拡大
事業

8461 鹿児島県 株式会社人事アップ 9340010019014
中小企業の為の企業型確定拠出年金・人事制度
構築業務の拡販

8462 鹿児島県 堂免堂 ー
「加治木まんじゅう」包装自動化による販売促進事
業

8463 鹿児島県 森の弁当　やまだ屋 ー
ホームページ開設による正しい店舗と商品の情報
発信で販路開拓

8464 鹿児島県 合同会社美山商店 5340003002558 観光客と融合した買い物弱者向け小売拡大事業

8465 鹿児島県 株式会社長濱建装 9340001021894 ホームページ開設による情報発信と販路開拓

8466 鹿児島県 菓子工房はな ー 米麹製品認知度向上のためのＰＲ事業

8467 鹿児島県 株式会社トクマル 1340001022074
中山間部移住希望者との接点創造とブランドイ
メージの確立

8468 鹿児島県 Wind　and　Waves ー
エコツーリングによる海上散策とマリンスポーツの
振興事業

8469 鹿児島県 Growth ー
マイクロバブルトリートメントによる予防美容・髪質
改善事業

8470 鹿児島県 株式会社永井クリーニング 9340001009304
新最高級ケアクリーニングをHP上での広範囲PR
事業

8471 鹿児島県 奄美竜亀株式会社 5340001020891
少人数グループ向け宿泊施設運営の為のＨＰと広
報ツールの作成

8472 鹿児島県 笠利水産 ー
もずくの収穫量アップのための設備の導入と地道
な販路開拓

8473 鹿児島県 有限会社翔 6340002021871
年間を通し、安定した営業と新メニュー提供を行う
ための設備導入

8474 鹿児島県 鶴田製茶 ー
ホームページ・パンフレット作成による販路開拓事
業

8475 鹿児島県 南洲堂 ー
増加する島外客を呼び込む自社ＰＲパンフレットに
よる販路拡大

8476 鹿児島県 赤木名キムチ工房 ー
催事販売を有効に活用する為のツールの作成と顧
客情報の獲得

8477 鹿児島県 美容室ブレイド ー
デジタルパーマ機導入に伴う新規顧客獲得及び
売上の増加

8478 鹿児島県 桑山商事合同会社 1340003002487 加計呂麻の塩パッケージ改良と新販路開拓

8479 鹿児島県 オートガレージMIYAHARA ー
設備投資で専門店へ　強みを活かした利益率向上
計画

8480 鹿児島県 有限会社スリーウッドひかり 8340002018296
商談会の参加に伴う取引先とネット通販の拡大に
よる売上の増加

8481 鹿児島県 ナチュラルワン ー エステの基本本物の洗顔で施術効果最大化事業

8482 鹿児島県 合同会社フラスコ 2340003002123 特殊印刷加工機導入による商品開発と事業拡大

8483 鹿児島県 酒場　彩り ー
座席数増加に伴う顧客満足度・来店数増加及び
売上の増加の実現
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8484 鹿児島県 株式会社リーフエッヂ 7340001019305
奄美パートナーシップ！「農・福」連携による商品開
発と販路拡大

8485 鹿児島県 株式会社笹家 3340001016603
認知度・顧客満足度向上による来店数及び売上
の増加

8486 鹿児島県 美容室オリーブ ー
デジタルパーマの導入とカラー・トリートメントの充
実

8487 鹿児島県 ヘアメイクドリーム ー
顧客満足度向上・来店者増を図るために利用しや
すいトイレへ改装

8488 鹿児島県 ㈲コンビニエンスストア重野薬局 2340002020860
「ひと目でわかる！」看板設置による認知度向上・
売上増加

8489 鹿児島県 暮らしの宿　福のや、 ー
土産品開発で売上増を図るためのパッケージデザ
イン開発

8490 鹿児島県 有限会社若林印材 8340002024690
商談環境の改善による薩摩柘取り扱い量増大計
画

8491 鹿児島県 オステリア フィオーレ ー
美味しくてあたりまえ！見た目も勝負！デザイン向上
計画

8492 鹿児島県 ムラオ写真館 ー
ＬＩＮＥを活用したスマホ写真ワンストップ現像提供
事業

8493 鹿児島県 北山酒店 ー 焼酎と麹の歴史を生かした店舗づくり

8494 鹿児島県 活魚料理の店　網元 ー 高齢者のツアー団体観光客に対応した店づくり

8495 鹿児島県 有限会社　宝満自動車 5340002028001
自社業務メニューの周知による新たな若年層の取
り込み

8496 鹿児島県 株式会社　協和二輪 3340001017717 作業内容の「見える」取り組みで新たな販路開拓

8497 鹿児島県 有限会社　縁 4340002024447
企業パンフレット・看板等の導入による認知度向上
と売上げ拡大

8498 鹿児島県 串良鈑金塗装工場 ー
カーエアコンの丸洗いで長持ち化サービス提供事
業

8499 鹿児島県 東京屋菓子店 ー
高齢者向け新商品開発及び製造量増加のための
熱源機器導入事業

8500 鹿児島県 株式会社紀乃島屋 2340001014095
インバウンドも見据えたネットとリアル店舗販売融
合事業

8501 鹿児島県 喫茶・コスモス ー
トイレ改修による顧客満足度向上と客単価のアッ
プ、新規顧客拡大

8502 鹿児島県 そば処耕庵 ー
老若男女ともに居心地の良い環境づくりと新たな
全国市場への挑戦

8503 鹿児島県 四村惣菜 ー
当店の人気惣菜の新商品化で新たな市場開拓事
業

8504 鹿児島県 ARIGATO ー 喜界島在来種加工品の販路開拓事業

8505 鹿児島県 有限会社倉内本店 7340002025384
印章機を導入し新たなサービスによる販路拡大事
業

8506 鹿児島県 おがた呉服店 ー
店内での飲食サービス提供により来店客数の増加
と売上拡大を実現

8507 鹿児島県 有限会社　中原木材加工センター 7340002010948
顧客の要望と作業効率アップを図る機械導入によ
る販路拡大

8508 鹿児島県 部動屋 ー
スポーツカーマニアへのＩＴツール導入による顧客
満足度向上事業

8509 鹿児島県 日本料理　徳光軒 ー
女性をターゲットにしたランチとテイクアウト商品の
販売展開

8510 鹿児島県 株式会社　鹿児島測地 5340001000126
公共事業依存からの脱却と地域密着型で新規顧
客獲得を目指す

8511 鹿児島県 あぐりの里 ー
種子島特産の安納芋を活用したＰＢ商品の短納期
と商品力アップ
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8512 鹿児島県 さがら緑創園 ー 庭づくりを通した快適住空間とまちづくりの創造

8513 鹿児島県 株式会社安樂 4340001021453
潜在ニーズを引き出す販路開拓に伴う定期購読
契約アップ大作戦

8514 鹿児島県 株式会社ｅ－ＲＡＮ 4340001010448
自社HP作成・配布活動による売上増大と新規顧
客の獲得の実現

8515 鹿児島県 株式会社　トータルギフト横商 5340001005653 BtoB事業展開による新規販路拡大事業

8516 鹿児島県 宮本商店 ー
地域に「焼きたてパン」を復活させて地元に活力を
届けたい！

8517 鹿児島県 有限会社丸山文具店 7340002021788
店舗改装によるバリアフリー化と拠点施設整備に
よる売上拡大

8518 鹿児島県 Re　SELECT ー
顧客ニーズに呼応した価値の可視化と認知度向
上による販路

8519 鹿児島県 香り工房　てこ ー
惣菜部門立ち上げによる都市圏ランチ難民への販
路拡大

8520 鹿児島県 有限会社岩切自動車整備工場 9340002021662
新規顧客獲得のための改装を行い満足度向上と
新規販路拡大を実施

8521 鹿児島県 八幡クリエイティブ・ラボ ー
顧客ニーズに呼応した高品質サービスの全国展
開事業

8522 鹿児島県 株式会社平祐 2340001010929
お客様の要望に応えた生産量増加による新規販
路開拓事業

8523 鹿児島県 廣寿司 ー
真空包装機を使用した新規商品の開発・販売で
販路拡大事業

8524 鹿児島県 株式会社岡家具店 3340001007833
看板設置と広報PR強化による新規顧客獲得販路
開拓大作戦

8525 鹿児島県 POPhair ー
ホームページ導入により新規客、固定客、売上増加
事業

8526 鹿児島県 有限会社スマイルプラン 4340002011115
スタジオの改装と情報発信の強化を活かした単価
アップと集客

8527 鹿児島県 有限会社柿元写真館 8340002006094
スタジオ改装と情報発信強化による満足度・認知
度アップ

8528 鹿児島県 益﨑司法書士事務所 ー
顧客ニーズに呼応した業務プロセス改善と移転に
伴う販路開拓事業

8529 鹿児島県 Hair Station And ー
ヘッドスパ機導入による技術単価の増加と女性客
への販路開拓

8530 鹿児島県 居酒屋千両 ー
店舗改装による新規顧客受入体制整備で満足度
向上と販路拡大

8531 鹿児島県 ＲＳパートナー株式会社 3340001018376
若手経営者志向に対応した情報発信と認知度向
上による販路開拓

8532 鹿児島県 グリルダイニング秀 ー
情報発信の強化による鹿児島県の「本物の素材」
の魅力ＰＲ事業

8533 鹿児島県 山口建装株式会社 5340001004408 当社の技術力を伝えるためのWebサイト作成事業

8534 鹿児島県 住環境テクノサービス株式会社 8340001015674
チラシを活用した遮熱工事の情報発信による新規
販路開拓

8535 鹿児島県 出水天恵海苔株式会社 5340001020735
環境に配慮した無酸処理の海苔のおいしさと感動
を若い世代へ

8536 鹿児島県 志布志ペットセンター ー
エアコン設置で小鳥も快適！美味しい餌で全国に
はばたけ！

8537 鹿児島県 レンタル　ゆうなぎ ー
改装による顧客満足度向上とＨＰ製作による情報
発信力強化

8538 鹿児島県 よしみ屋 ー クーラー導入による顧客来店頻度の向上

8539 鹿児島県 Okano.F.W.Amami ー
増加する観光客を見据えた設備導入による新規販
路開拓事業

305/312



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金（商工会地区）

１次締切分　採択者一覧

8540 鹿児島県 合同会社奄美はなはなエール 5340003002327
奄美群島地ビール＆地サイダーファン&販路拡大
プロモーション

8541 鹿児島県 旬彩　味新 ー
鮮度抜群の料理を提供する顧客満足度の高い飲
食店を目指して

8542 鹿児島県 (有)タケシ自動車工場 4340002025908
作業環境改善を踏まえた“顧客満足第一”を提供
する設備導入事業

8543 鹿児島県 えびす屋 ー
機能アップの大型冷蔵庫の導入で、顧客の笑顔を
迎える事業

8544 鹿児島県 ㈲ヘアークリニッククレヨン 3340002027995 環境と健康を考えたサロン広告宣伝活動

8545 鹿児島県 ㈲今福石材 7340002027587
粉骨機導入による、顧客満足度向上及び新規顧
客獲得事業

8546 鹿児島県 ㈱池田製作所 1340001021448
『新規設備導入による農家向け農機具等修繕事
業による販路開拓』

8547 鹿児島県 林・窪田マッサージ指圧整骨院 ー 立て看板設置による新規サービスのPR事業

8548 鹿児島県 有限会社　手塚旅館 7340002018330
ウェブサイトの多言化の充実を図り、平日の外国人
客を増やす

8549 鹿児島県 メガネのギルド ー さつま町に来て３５年　３５周年の創業祭を開催

8550 鹿児島県 有限会社　グリーンホテルさかえ 3340002019373
地元食材を活用した食の向上と新規顧客獲得の
ための販路開拓

8551 鹿児島県 Jagga ー
新たな調理器具導入に伴う新商品開発及び販路
開拓事業

8552 鹿児島県 驫木泰彦税理士事務所 ー
相談しやすいチラシ制作に伴う販売促進・販路開
拓事業

8553 鹿児島県 笹野商事株式会社 5340001018267
お茶の魅力と癒しの空間を発信するワークショッ
プ・HP作成事業

8554 鹿児島県 県酪農協牛乳野中販売店 ー
お客様の要望に応えた保冷車導入による配達
サービス事業

8555 鹿児島県 株式会社真栄ファーム 5340001020479
黒さつま鶏しゃぶしゃぶのパッケージ（オリジナル
箱）制作事業

8556 鹿児島県 有限会社川辺葬祭 3340002024191
売り上げ増加のための自社認知度アップ及び情
報発信事業

8557 鹿児島県 株式会社ファームファクトリー 2340001021001 南九州市発、焼き芋ブランドの構築・販路開拓

8558 鹿児島県 アグリフードヨシナガ ー
お客様からの要望である小分け商品を開発するた
めの設備導入事業

8559 鹿児島県 おもいやり商会 ー
純国産キクラゲの乾燥加工に必要な業務用乾燥
機導入事業

8560 鹿児島県 有限会社鶴田水道設備 5340002024297
地域で１番の水道屋になるためのホームページ作
成

8561 鹿児島県 有限会社橋口石油瓦斯 7340002024345
お客様の要望に応えた什器導入及び店舗改装事
業

8562 鹿児島県 ＮＵラボラトリー ー
自動車専用ボルト用長物金型を加工製造できる
細穴放電加工機導入

8563 鹿児島県 有限会社前田製茶 6340002024437
新たな取引先等への信頼度100％を目指した販
路開拓事業

8564 鹿児島県 有限会社古市製茶 4340002024364
卓上真空ガス包装機導入に伴う出来立て茶の計
売り店舗売上拡大

8565 鹿児島県 RealityEnglishAcademy ー
調理場と調理器具の設備を整えて、生産効率UP
させ顧客を増やす

8566 鹿児島県 (有)垂水中央印刷 8340002025854
店舗改装による商談スペースの新設に伴う売上・
販路拡大事業

8567 鹿児島県 整骨院まるいち ー
アニマルセラピーを活用した新たな広報戦略によ
る販路開拓事業
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8568 鹿児島県 株式会社SheeAtika 5021001057972
リノベーションコンテスト受賞者が行うこだわり内装
の民泊事業

8569 鹿児島県 池田商店 ー
ホームページ新設によるオリジナル焼酎販売とそれ
に伴う販路拡大

8570 鹿児島県 (株)櫻岳 2340001020341
ミネラルウォーター及び関連商品の広報戦略及び
販路開拓事業

8571 鹿児島県 写真のシオヤ ー
出張撮影のためのストロボ設備導入による売上と
販路拡大事業

8572 沖縄県 株式会社FMとよみ 2360001006735 動画を活用したホームページのリニューアル事業

8573 沖縄県 有限会社大石 5360002015369
個人向けタイヤ販売とワンポイントアドバイスによる
新規顧客獲得

8574 沖縄県 合同会社島の元気研究所 8360003005878
「太陽食堂」のブランディングと米商品の販路拡大
事業

8575 沖縄県 伊平屋酒造所 ー 伊平屋酒造所沖縄本島拡販事業

8576 沖縄県 合同会社プラナリア 3360003008885
タピオカ関連商品並びにフィッシュボールの開発・
販路開拓

8577 沖縄県 有限会社コノ街デザイン 4360002009850
貸会議室稼働率向上を目的としたwebサイト改造
による販路開拓

8578 沖縄県 フローラルクオレ ー
プリーザブドフラワーの周知及び教室の受講生拡
大事業

8579 沖縄県 ビューティひらやす ー ゆったりスペースで「リラックス空間」を実現！

8580 沖縄県 アールワンソリューションズ ー 海外向け日本語SEO対策サービス

8581 沖縄県 BACKSHORE　RANCH ー
テラス席の設置による、ペット連れ・マリンレジャー
客の取り込み

8582 沖縄県 nagaremo ー
大型電気窯の導入により製造量の増加を図り、新
規客を獲得する

8583 沖縄県 合同会社PLANKTON 5360003006623 店舗改装による集客UPと作業スペースの改善

8584 沖縄県 Cercle ー 贈答品による、新たな販路開拓

8585 沖縄県 noah ー
ホームページ開発による訪日観光客への販路拡大
と利益率の向上

8586 沖縄県 アイランドパワー ー
シャワールームの設置による女性客への販路拡大
と客単価向上計画

8587 沖縄県 ダイビングチーム潮 ー
店舗改修による団体客の受入れ態勢の強化と利
益率の改善計画

8588 沖縄県 My　parlor ー
規格外の果樹を使ったかき氷等の新たなメニュー
開発・提供

8589 沖縄県 SmilePhoto+ ー
シネマティックフォトムービーサービス開始キャン
ペーン第１期

8590 沖縄県 みそのこ食品 ー
機械化に伴う作業工程の簡素化と量産体制の確
保による販路拡大

8591 沖縄県 ビープラス ー
自分史活用メリット訴求サイトの構築による新規顧
客獲得

8592 沖縄県 行政書士池根事務所 ー WEBサイトを活用した若年層の顧客開拓

8593 沖縄県 Ｂ＆Ｂタンデム ー
電動リフトを導入して障害者に安心安全な宿泊施
設

8594 沖縄県 ダイニング集 ー アニバーサリープランの開発による販路開拓

8595 沖縄県 ellys cafe ー
テイクアウトヴィーガン商品の開発と外国人観光客
向けの多言語化
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8596 沖縄県 アリスサロン ー
テラス席の設置と新メニュー及びチラシ配布による
販路開拓

8597 沖縄県 Growth ー はいさいウェアを活用した店頭看板

8598 沖縄県 有限会社グローバルスタンダード 7370002019482
ダイビングスクール集客のためのホームページ制
作

8599 沖縄県 有限会社友寄商事 8360002020242 航空撮影・動画及びＶＲによる新事業展開

8600 沖縄県 株式会社Caloria 5360001010321
顧客管理システム導入で販路拡大！リピート＆紹介
の仕組み構築

8601 沖縄県 ちゅらさ工房 ー
島バラ・ハイビスカスの摘取とジャム作り体験によ
る販路開拓事業

8602 沖縄県 朝日穿孔 ー
引張試験機の導入でアンカー強度を保障し新たな
受注拡大！

8603 沖縄県 株式会社巽エンタープライズ 4360001002526
ホテル事業部のＨＰリニューアルと自動予約システ
ムの導入

8604 沖縄県 株式会社誠もち店 9360001012652
沖縄のお餅文化の継承と新商品開発に於けるＰＲ
戦略

8605 沖縄県 農業生産法人株式会社マルシェ沖縄 9360001006076
ホームページをたちあげ商品のアレンジレシピをの
せる

8606 沖縄県 Ｂ．Ｂ．Ｃａｍ’ｓ ー 西原町初！炭酸泉シャンプーの導入による集客

8607 沖縄県 ＳＨＩＲＡＤＯ　ＦＡＲＭ’Ｓ ー
こだわりの発酵飼料で育てた健康鶏の卵を使った
プリン販売

8608 沖縄県 自動車整備工場　東武サービス ー 塩害・台風被害によるブレーキ整備向上

8609 沖縄県 スリーピース ー 紅芋を活用した商品開発及び販路開拓

8610 沖縄県 スイートフーズ久米島株式会社 1360001020638
ホームページを開設し、県外・海外へ販路拡大を図
る。

8611 沖縄県 シマシマポタリ ー
真空土錬機の導入による生産性向上および販路
開拓

8612 沖縄県 I.M.S アイランドマリンサービス ー 軽食・テイクアウトサービス事業

8613 沖縄県 有限会社　ケラマ 5360002009874
スマートフォン対策と新商品告知のためのHPリ
ニューアル事業

8614 沖縄県 慶田元司法書士事務所 ー
記憶に残る誘導看板による視認性アップで新規顧
客増を図る

8615 沖縄県 海先案内人SeaTrustOkinawa ー
シーカヤックで行くクマノミ体験ダイビングによる女
性客獲得事業

8616 沖縄県 studio158 ー
ウエディング映像の商品開発による関東からの新
規顧客開拓事業

8617 沖縄県 株式会社d-laboプランニング 5360001023323
アダン筆の販路開拓に伴う商品開発と製造技術
革新

8618 沖縄県 パン・ドゥ・コッキ合同会社 9360003009556
石垣島産米を使った商品のブランドイメージ統一と
製造体制強化

8619 沖縄県
農業生産法人もとぶウェルネスフーズ株式会
社

1360001017353 もとぶウェルネスフーズクリーンブース導入事業

8620 沖縄県 ヒネモスノタリ ー
工程の見直しによる生産量拡大と供給増加による
販路拡大

8621 沖縄県 又吉自動車 ー
防錆施工による品質と信頼を高めるための設備導
入計画

8622 沖縄県 Guest　House　上里商店 ー
新規創業GuestHouse上里商店のＰＲ及び情報
発信事業

8623 沖縄県 有限会社上原設備工業 6360002000576
既設汚水管を高圧洗浄する事で環境改善が出来
るサービス
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8624 沖縄県 外食家くじら　北中城店 ー
訪日外国人客を含めた顧客獲得の為のスポットラ
イト付看板設置

8625 沖縄県 とみやま商店株式会社 1360001024795 商品知名度アップによる販路開拓事業

8626 沖縄県 ローカルドットカンパニー ー
屋場整備による交流の場創出による新規顧客獲
得と稼働率向上

8627 沖縄県 伊良部給油所 ー 壁面塗装及び看板設置事業

8628 沖縄県 建築設計室ant ー
自社カラーの確立と認知度向上（看板・HP）によ
る営業力強化

8629 沖縄県 飲・食・歌居酒屋　お！BAR ー
新事業開始周知（ランチ営業PR）による新規顧客
獲得と販路拡大

8630 沖縄県 Ｂ+ ー
新規顧客獲得のための看板設置および新商品開
発

8631 沖縄県 株式会社islandworks 9360001024788
教育事業生徒募集・事業認知向上のための広告
事業

8632 沖縄県 HIGARDEN ginowan ー
くつろぎスペース（カフェ）提供で顧客満足度向上
と新規顧客拡大

8633 沖縄県 ポティロン株式会社 8360001024797
「沖縄みやげの新しいカタチ」販路開拓プロジェク
ト

8634 沖縄県 ＬＩＱＵＩＤ ー
ホームページのコンテンツ開発による新規顧客開
拓

8635 沖縄県 株式会社Global Village 3360001020082 「企業向け語学研修サービス」の販路開拓

8636 沖縄県 株式会社ファーストアンビション 3600001023736 目立つファサードで入りやすい店舗づくり

8637 沖縄県 はる接骨院 ー 全身姿勢矯正メニューの販路開拓

8638 沖縄県 メリーハウス ー
インバウンド「うちなー美人」琉装体験メニューによ
る販路開拓

8639 沖縄県 有限会社カヨコーポレーション 6360002010071
県産自社製品を全国に広め営業販売に活用する
ためのＨＰ制作事業

8640 沖縄県 沖縄オートメーション株式会社 8360001012067
お茶の特徴の分析および販路開拓のためのウェブ
サイト制作

8641 沖縄県 ハートセレモニー ー
当社の強みが伝わるチラシとＨＰ作成による新規
販路開拓

8642 沖縄県 BiciclettaSHIDO ー 既存スペースを用いた民泊施設の新設

8643 沖縄県 Santa ー
若い女性向け「沖縄ジーマーミ本舗」新商品開発
プロジェクト

8644 沖縄県 WING ROUTE’S ー
工房誘客による地元女性向け「オーダーメイド革製
品」営業強化

8645 沖縄県 mieux7+ ー
LOHAS富裕層向け高付加価値サービス実施によ
る販路開拓

8646 沖縄県 イマル商店 ー
沖縄に訪れるインバウンド観光客向けオーガニック
パーラーの展開

8647 沖縄県 CF　Habu ー
日本人向けクロスフィットの認知度向上及び販路
開拓

8648 沖縄県 ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん ー
若い女性向け安心・安全takeout商品開発による
販路開拓

8649 沖縄県 しびらんか ー
店舗正面の緑化の癒し効果による集客率改善計
画

8650 沖縄県 隠れ空間Zen ー
地元客・外国人観光客集客の広報事業、受動喫
煙対策事業

8651 沖縄県 農業生産法人有限会社勝山シークヮーサー 6360002020021
多言語対応パンフレット・販促ツールによる新規顧
客開拓販売促進
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8652 沖縄県 ペンションほろほろ ー
シークァーサー果皮ジャムと沖縄野菜ピクルス商品
化による多角化

8653 沖縄県 薬局　えぱーわーな～ ー
車面広告「走る広告塔」で、関心アップ、来客アッ
プ作戦！

8654 沖縄県 おきなわBeeHappy ー
若年層向けオーガニック養蜂による新商品開発と
BtoB販路開拓

8655 沖縄県 bonoho ー
特殊ローラーによるタタラ技法で制作する新商品
皿の開発

8656 沖縄県 中村印刷株式会社 8360001022735
レトロな活版印刷によるパッケージ商品開発で新
規客獲得

8657 沖縄県 合同会社伊良部島観光ガイドゆうむつ 2360003008119
HPリニューアルによる新規顧客獲得、予約管理シ
ステム化事業

8658 沖縄県 伊良部LagoonVilla龍星 ー
浴槽大型化改修による冬季・他季宿泊客の販路
開拓事業

8659 沖縄県 さくら食堂 ー
沖縄に訪れる観光客（ファミリー層）向け広告宣伝
強化事業

8660 沖縄県 株式会社　ふくや 9360001020102 若年層をターゲットにした和菓子の新商品開発

8661 沖縄県 株式会社ハートボイルド 2360001020884
情報発信・施設設備の多言語対応による外国人
家族旅行客獲得事業

8662 沖縄県 株式会社Bead’lL 5360001018059 イベント出展を切り口に販路開拓・顧客獲得事業

8663 沖縄県 名護美ら海不動産株式会社 5360001017639
気軽に来店相談！初めてでも安心の不動産屋さん
事業

8664 沖縄県 琉球テクノソリューションズ株式会社 9360001025209
報セキュリティの認知度向上と継続的な集客のた
めの販路開拓

8665 沖縄県 ＬＵＸＩＴＡ ー ホタルガラスのブランディング事業

8666 沖縄県 おかずの店　比嘉 ー
急速冷却機の導入による生産体制の強化、販路
開拓

8667 沖縄県 お食事処　なーはー屋 ー
地元客と観光客をつなぐライブイベント「カリビアン
ナイト」

8668 沖縄県 micorata(ミコラタ） ー
新店舗のオープンにあわせた効果的なPR活動と
情報発信

8669 沖縄県 風来荘 ー
プライベート空間の確保によるカップル＆女性客の
稼働率向上

8670 沖縄県 スターライトテラス照家 ー
英語サイト構築で海外客獲得とスマホ対応による
新規顧客開拓

8671 沖縄県 北山商店 ー ご当地カレーシリーズと島とうふの販路開拓事業

8672 沖縄県 農業生産法人　有限会社　今帰仁きのこ園 4360002020312
地産地消へのこだわり「県産えのき茸のブランド
化」

8673 沖縄県 あがいてぃーだ ー
屋外シャワー設置による体験ツアー事業の新規顧
客の獲得

8674 沖縄県 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＡＨＡＧＯＮ ー
小さなテイクアウト専門店の販売促進＆認知度ＵＰ
戦略

8675 沖縄県 株式会社SMILOOP 6360001023776
インバウンド集客強化、インフルエンサーの活用で
売上を拡大する

8676 沖縄県 金城陶器所 ー
釉薬試験用電気窯および電動ロクロ使用して製品
向上計画

8677 沖縄県 工房o-gusuya ー 電気釜の導入による新商品開発と販路開拓

8678 沖縄県 ㈱琉球うりずん物産 9360003003815
ホームページリニューアルとＥＣサイトの販売促進・
販路開拓

8679 沖縄県 やちむん工房　結 ー
古民家カフェ「畑の茶屋 結」の開業による集客拡
大
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8680 沖縄県 株式会社スクワラン本舗 8360001004337 県内一般消費者に向けての商品情報の発信。

8681 沖縄県 ステーキ屋　瓦 ー 観光客への情報発信強化による販路開拓

8682 沖縄県 Glass Works ちゅき ー
スマホトラベラー向けHP改善と負担軽減の動画制
作による集客増

8683 沖縄県 株式会社Tree of Life 2360001017039
新メニュー「サブマリンサンド」の提供によるランチ
需要への対応

8684 沖縄県 ロボコン西原教室 ー
プログラミング教室の保護者向け勉強会と子供向
け体験会の開催

8685 沖縄県 株式会社Step up 6360001023891
高級志向ホテル専門予約HPでブランディングによ
る販路拡大

8686 沖縄県 琉球松陰塾　糸満校 ー
西原町への夏季・秋季・冬季講習前の折込チラシ
広告戦略

8687 沖縄県 川平　英輝 ー
エアコンクリーニング機材レンタル事業の広報活
動・販路開拓

8688 沖縄県 株式会社ナンクル 3360001008045
沖縄初業務用マニピュレーター専用機材一式購入
で新販路を図る

8689 沖縄県 DAN ー
20代〜30代をターゲットとしたセルフ脱毛サービ
スの開始

8690 沖縄県 Ｅｎｊｏｙ工房 ー
陶土を使用した「シーサー作り」体験の開発導入
「新商品」の開発

8691 沖縄県 合同会社ＭＴＫ 5360003005550
業務改善および顧客満足度アップのための販路
開拓

8692 沖縄県 E&C ー フードトラックの認知度向上による集客強化事業

8693 沖縄県 株式会社ネスクトマーケティング 6012301009011
ヴィーガンラーメンを中心としたインバウンド集客強
化事業

8694 沖縄県 ブランジュジュ ー 琉球舞踊衣装の商品開発及び販路開拓事業

8695 沖縄県 Chatan café halihali ー ペット同伴客をターゲットとした販路開拓の取組

8696 沖縄県 IZENA　ROCK　HOUSE ー
店舗周知と大型モニター導入による新規顧客獲得
事業

8697 沖縄県 髙良屋 ー ホームページ構築による観光客増加作戦

8698 沖縄県 株式会社　沖縄散骨 3360001023894
ホームページから集客！新しい供養の在り方を提
案します！

8699 沖縄県 合同会社Endemic Garden H 2360003009587 旅行商品の開発及びオウンドメディアの構築事業

8700 沖縄県 有限会社国頭きのこ園 1360002020760
地産地消へのこだわり「県産ぶなしめじのブランド
化」

8701 沖縄県 KuganiKitchin合同会社 2360003004836
村で食べるカラキ及びシークヮーサースイーツ開発
プロジェクト

8702 沖縄県 株式会社　丸海きあら 2360001012824
琉球ハーブ月桃を使った男性用トラベル商品の開
発と販路開拓

8703 沖縄県 yururu ー
ガラスジュエリーの販売スペース拡張・制作体制の
充実・販路拡大

8704 沖縄県 石垣island不動産有限会社 3020002067677
180日規制に苦しむ宿泊事業者を救うサービスの
推進

8705 沖縄県 株式会社サロンドキミコ 3360001013474
石垣島フォトウェディング集客力強化のためのサイ
トリニューアル

8706 沖縄県 焙煎工房ゆうばんた珈琲 ー
沖縄県産コーヒー仕入れからドリップバッグ製造と
販路拡大

8707 沖縄県 有限会社東開鉱業建設 9360002010176
小ロット販売エクステリア・造園資材調査・商品開
発・販路開拓
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8708 沖縄県 レストラン竜 ー 名物メニュー開発に向けた市場調査と販路開拓

8709 沖縄県 鮨川崎 ー
地域のご年配や足の悪い方々にやさしい店づくり
による販路開拓
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