
県名 申請者名（屋号） 法人番号  補助事業名

1 千葉県 有限会社　ウェーブタカハシ 3040002100031
ショールームへ固定客を誘致して定期的にフェア

を開催する事業

2 千葉県 有限会社　工建設 2040002100049
ミニショベルの導入による被災地復興を迅速化す

る事業

3 千葉県 有限会社　成田長寿庵 6040002056394
台風被害により損壊した駐車場看板修理による新

規顧客獲得戦略

4 千葉県 有限会社バーネットビレッジ 7040002083363
防音対策により顧客満足度を向上させ、リピート

客増加を図る

5 千葉県 株式会社なんじゃもんじゃリゾート 5040001062578
停電・断水リスクの軽減を図り、大浴場営業によ

る売上確保

6 千葉県 eFFort 店舗補修による防災力と店舗内・外の魅力向上

7 千葉県 モリタヤ薬品
シャッターとテント改装で防犯防災強化と店舗の

イメージアップ

8 千葉県 バイクハウスひょうえむ 店舗改装による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

9 千葉県 株式会社フードプロサービスFIT 6040001031893
被災修繕と店舗視認性改善よるテイクアウト販路

拡大

10 千葉県 スズキマリン 4輪バギーの販売強化による年間稼働率の安定化

11 千葉県 有限会社　大定 5040002071312
活魚商品の拡充とメニューの充実化による顧客の

拡大。

12 千葉県 カットスタジオカズキ
駐車場整備と店内外の訴求力向上による集客強化

事業

13 千葉県 粕谷コンサルタント株式会社 7040001051742
作業場等の修繕整備で防災力強化と美観を回復、

売上増加を目指す

14 千葉県 有限会社　福㐂庵 9040002100059
観光客の来店が更なる観光客の来店を促す観光循

環事業

15 千葉県 中華たつみ
希少な中華料理店が観光客の来店と団体需要を掘

り起こす事業

16 千葉県 青木板金 ＜災害に強い建築板金工事のPR戦略＞

17 千葉県 株式会社天成 5040001061743 お泊り忘年会　気軽なオーベルジュ事業の開始

18 千葉県 有限会社　野路工業 8040002056450
台風被害から学ぶ倉庫の風雨被害を受けない構造

と作業効率化

19 千葉県 有限会社オフィス愛 9040002063999
「ペット霊園」の認知度向上のための看板の復旧

と刷新事業

20 千葉県 合資会社小坂石材 6040003002406
被災した倉庫の解体と御影石の石版を使った手形

彫刻の販売

21 千葉県 平山洋品店
洋服お直しサービスを立ち上げるための設備（ミ

シン）導入事業
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22 千葉県 有限会社和久 6040002087877 三世代家族が集う賑わいのある店舗づくり事業

23 千葉県 株式会社　綱代工務店 9040001740007 二世帯住宅・年配のお客様に営業力UP事業

24 千葉県 有限会社　鋸南自動車整備工場 6040002100144
レッカー車の保有でロードサービスの充実による

売上UP！

25 千葉県 石井左官
軽ダンプ購入による、左官業以外への進出と販路

拡大施策

26 千葉県 サザンワークス　株式会社 6040001073993
フローリング材の材料の製造により、被災者の復

興を支援する事業

27 千葉県 錦海亭 閑散期の売上増加に向けた水回りの改善

28 千葉県 いとや旅館
宿泊廊下の屋根の修理による見晴らし重視の食事

会メニューの提供

29 千葉県 有限会社かん七 6040002071096 店の特徴が分かりやすい看板の効果的な設置

30 千葉県 大野酒店 販売イベント開催準備

31 千葉県 有限会社　干潟八萬石 2040002085059
店舗レイアウト改善と料理に合った飲物提供によ

る女性客獲得事業

32 千葉県 株式会社太陽 4040001063154
コンバージョン増大のためのWEBサイト構築事

業

33 千葉県 今井旅館
施設とアメニティの強化による女性、インバウン

ド獲得施策

34 千葉県 有限会社　漁場屋 8040002100258 「手作り干物」の販促強化事業

35 千葉県 ＵＭＩ　to　YAMA 更衣室・シャワー室の増設で団体客集客UP!

36 千葉県 有限会社　亀や和草 7040002101546
製餡プラントの改善及び「へそまんじゅう」の販

路拡大事業

37 千葉県 有限会社寿美屋商店 3040002083573 災害復旧を早急に成し遂げる事による販路開拓

38 千葉県 有限会社飯合竹材店 9040002087461 罹災箇所の補修及び情報発信による販路拡大事業

39 千葉県 正木製畳 両用機の導入による生産性を向上させる事業

40 千葉県 北総タイヤ興業商会
り災箇所の補修及び一般顧客向けタイヤ預りサー

ビスの拡大事業

41 千葉県 有限会社　長谷川建材興業 8040002100092
仕上がり具合の短納期化を集塵機の導入により生

産性を向上する

42 千葉県 有限会社わかな造園 3040002012747
日本庭園事業の販路拡大及び現場での作業効率向

上事業

43 千葉県 伊勢谷金物店
防災グッズ取扱店としての知名度向上による販路

開拓事業

44 千葉県 株式会社　アーク 8010001074191
建設業用入札システム導入による新規顧客獲得の

ための施策

45 千葉県 田仲釣具店 早期復旧とリピート率の向上による売上向上対策

46 千葉県 和泉石油　株式会社 8040001078256
地域と観光客、両方面への情報発信により新規顧

客獲得

47 千葉県 デグチ電気
災害に強いエコキュートで新規顧客・取引先の開

拓事業



48 千葉県 弥生丸
新型電動リールの導入と販促用チラシ配布による

集客施策

49 千葉県 寿し処　たなか
高齢者向けのテーブル席による優しく楽しい食事

空間の創出

50 千葉県 道端屋 新規ファミリー客獲得事業

51 千葉県 北見釣具店
顧客に「元名」の風景と新鮮魚介類を提供する宿

泊施設の運営

52 千葉県 トビシゲ建設株式会社 7040001060099 水道管埋設工事の販路拡大及び施工班の増員事業

53 千葉県 土屋水産
付帯施設拡充・整備によって目指せ！新規リピー

ター獲得！

54 千葉県 野重鮮魚店
飲食部門の生産性の向上及び道の駅向け新商品開

発事業

55 千葉県 有限会社　浪川荘 3040002079737
設備刷新で自社の魅力を再発信！目指せ、新規リ

ピーター獲得！

56 千葉県 有限会社　高浜金物店 4040002100195 経営効率を向上させる軽バンと発電機の導入

57 千葉県 伊藤製粉製麺株式会社 7040001058085
在庫管理部門からはじめる労働改善～５Sの推進

で売上向上～

58 千葉県 有限会社　松井商店 2040002100230
増加する建設需要にこたえるために行う倉庫の改

修

59 千葉県 株式会社　押尾重男商店 3040001058106
台風被害からの早期復旧　倉庫修繕からの商品保

管体制整備事業

60 千葉県 ノザキ建商株式会社 6040010029863
加工場を整備整頓し、合理的に機能させ、生産加

工率のアップ

61 千葉県 有限会社　花川 9040002079797 集客を増やす為の料理提供と空間改善事業

62 千葉県 有限会社しのざき 5040002079586
主力商品に併せた店頭看板の設置と商品の絞り込

み

63 千葉県 有野実産業株式会社 9040001058067
ドッグランリニューアルによるペット連れお客様

満足度アップ事業

64 千葉県 鮨どころ大和 仕入・送迎・配達のための車両購入

65 千葉県 弓田食堂
り災箇所の補修及びインターネット活用による店

舗の魅力発信事業

66 千葉県 有限会社ワールドファンタジーガーデン 4040002080108
Yahooショッピングモールサイトからの集客・販

路拡大事業

67 千葉県 ブラベリーフューチャー有限会社 3040002080158
新規看板設置によりお店のリニューアルによる地

元の復興支援

68 千葉県 有限会社大栄青果 3040002059689
り災箇所補修及び「飲食店経営者」向け情報発信

強化事業

69 千葉県 海女民宿
年間民宿化で地域一番のインバウンド民宿を目指

す事業

70 千葉県 有限会社　渡辺サッシ 6040002071690
自社工場の屋根補修による地域需要対応と直販業

容展開

71 千葉県 株式会社 カーニバルヒルズ 8040001064454
千葉県の特産物を使用した冷蔵・冷凍メニューの

開発による販路拡

72 千葉県 有限会社タコグラフ千葉製作所 5040002079652 コンテナ設置による売上増加

73 千葉県 アサクラ
「ここに花屋？！あったんだ～♡」新規顧客開拓

プロジェクト



74 千葉県 株式会社　メニーガ 6040001045514 モバイルエンコーダを活用した簡易中継事業

75 千葉県 ダイヤ理容店
ヘッドスパを中心とした付加価値メニューの提案

事業

76 千葉県 小泉石材株式会社 5040001091377
外構工事一括受注による販路拡大のためのCAD

システム導入

77 千葉県 有限会社タナカ包装資材 7040002078405
事業再建に向けた、商品アイテム増加による顧

客・売上増加事業

78 千葉県 レストラン　ラ・メール
海風を感じる昔懐かしの洋食屋で観光客の集客

アップ

79 千葉県 有限会社会社　伊藤自動車 1040002055987
インターネット動画を活用した若者層への訴求事

業

80 千葉県 株式会社戸倉商店 1040001074451
デモ機導入で、短期利益確保と災害に対する意識

対応力向上

81 千葉県 ピーエスクラフト
プリントステッカーを自社にて作成を行い販路の

拡大を行う

82 千葉県 光崎館
業務用冷蔵庫を導入して被災からの復興と団体客

の利用増加事業

83 千葉県 八洲軒
新看板から訴求効果を高め、お客様に昔ながらを

提供

84 千葉県 武平館 より見やすい看板で国道地元へPR

85 千葉県 株式会社池田ブルーベリー園 5040001095733
アイデアを駆使した新商品開発とブランド力アッ

プによる販路拡大

86 千葉県 エハラピーナツ株式会社 3040001061340
災害に負けない生産力・高品質・売上を維持する

取り組み

87 千葉県 有限会社未来企画 5040002100070 日配品の充実による地域住民の利用促進事業

88 千葉県 株式会社　近藤牧場 6040001074728 飲食店舗のリニューアル及び新商品販路拡大事業

89 千葉県 有限会社　溝口正商店 3040002100097 地域の魅力発信拠点のガソリンスタンド作り

90 千葉県 株式会社　萬栄 4040001074663
当社施設の復旧と家族で楽しめる新しい釣り企

画・発信事業

91 千葉県 幸徳
視認性の向上による集客効果を狙い、受傷した袖

看板の撤去と新設

92 千葉県 さらん
シニア世代女性観光客がリフレッシュできる美容

室の店舗基盤構築

93 千葉県 黒川雪弘土地家屋調査士事務所
顧客ニーズに対応するため、事業再開に必要な事

務所の新築

94 千葉県 株式会社　アヴェール 7040001107354
復旧した宿泊施設を利用した営業再開の告知と新

規顧客獲得事業

95 千葉県 有限会社　たつみ商会 2040002100197
買物代行事業の開始による販路拡大と買物難民へ

の支援施策

96 千葉県 株式会社　金高工務店 4040001074572
トラックの設備導入による増加する建築需要修理

依頼への対応施策

97 千葉県 有限会社　三瓶ガス 2040002100172 水回り点検事業への進出

98 千葉県 栗田板金
取替えるシャッターを看板に活用するほか、現場

作業用機器を購入

99 千葉県 ドラッグコクボ 自社駐車場整備による顧客への販売機会確保



100 千葉県 八木自動車整備工場
最新型自動車検査機器導入による作業時間短縮と

受注増加

101 千葉県 株式会社吉川自動車 2040001061325
被災した看板を早急に設置する事による販路開拓

の回復

102 千葉県 デリカショップうおとも
新設備導入による餅製品の規格統一と新商品の開

発による顧客創出

103 千葉県 木戸泉酒造株式会社 8040001074858
倉庫修理によって明確になった不良在庫を新たに

提案し販路拡大

104 千葉県 ラスティックリゾートいすみ
外装工事及び備品を購入。サイトの英文化及び広

告宣伝の強化。

105 千葉県 有限会社エムアールサービス 8040002083949 災害時にも顧客と地域に貢献できる会社作り

106 千葉県 利永丸
電気エンジン制御システムの導入による顧客サー

ビスの強化

107 千葉県 セントシュバイン 貸店舗を修繕して賃料収入を増額させる事業

108 千葉県 百姓屋敷　じろえむ
新たな顧客ターゲットとしてのロケ誘致による販

路拡大

109 千葉県 石橋商店
台風被害を機に店舗リニューアルをして販路拡大

事業

110 千葉県 有限会社風のみどり塾
農場と直結した子供達の体験型セミナーハウスの

設置と整備

111 千葉県 澤金
大型冷凍庫導入による被災からの早期復活と受入

体制の整備

112 千葉県 ラーメンダイニングすどらぁ
餃子の新メニュー開発でお客様を呼び込み売上増

加させる

113 千葉県 有限会社吉川商事 6040002062707
店頭ファサードイメージアップと市場告知で新規

顧客獲得事業

114 千葉県 株式会社　ユウワ企画
品質・迅速性・安全性の向上による売上回復と自

社製品の販売拡大

115 千葉県 有限会社　村上建築工房 7040002101389
事務作業と現場作業における生産性向上の２本立

て事業

116 千葉県 有限会社　八幡前商店 8040002100324 顧客ターゲットを明確にした宣伝広告と販路開拓

117 千葉県 （有）大谷屋酒店 5040002062798
あの頃は暮らしの近くに酒屋があった。お客様の

気持ち寄添い事業

118 千葉県 株式会社トキワヤ呉服店 6040001061750
着物リフォーム及び「ママ振」イベントの開催に

よる販促事業

119 千葉県 有限会社カノー光学製作所 4040002062808 HPと企業パンフレットによる企業価値創造事業

120 千葉県 株式会社カシケ樹脂 3040001061282
小型射出成型機導入による固定バンド品質向上と

省エネの達成

121 千葉県 砂場食堂
顧客ニーズに合わせメニューを見直した食堂づく

り

122 千葉県 株式会社　平岡モータース 3040001051184
破損機械設備更新による作業効率の改善と早期再

建による売上増加

123 千葉県 ドライブイン遊歩
店舗修繕による早期営業再開と設備改修によるリ

ピート率の向上

124 千葉県 株式会社　石井電器 8040001047186 新規顧客獲得の為の店舗改装による顧客獲得事業

125 千葉県 Art the garden 外装修繕と営業再開PRによる売上増加



126 千葉県 森材木店 ＢｔｏＣ事業の拡大によるＢｔｏＢ事業の拡大

127 千葉県 The Hive and Barrow
ドローン活用での作業効率強化と映像による店頭

販売の売上強化

128 千葉県 株式会社真行寺建設 6040001061362 安全性の高い商品の設置と営業

129 千葉県 Naturally
店舗前への新規看板設置による視認性UPで新規

顧客獲得

130 千葉県 有限会社　えちごや 7040002079980
子供連れ家族、海外のお客様向けの食材管理用の

生簀の製作

131 千葉県 吉井機工 新しい整備方針の導入・営業活動の活性化

132 千葉県 株式会社　山田技研 4040001051225
新規事業の分離化で倉庫内展示と工事の機動力

アップ

133 千葉県 有限会社柏熊石油店 1040002083006 洗車部門強化による自社基盤強化事業

134 千葉県 BANNI　NATURALS
台風被害からの復興をSNSからPRして来店客を

増加させる事業

135 千葉県 有限会社　大黒屋園芸 7040002083140
目立つ看板を設置し、小売・盆栽手入れの新規顧

客を獲得します

136 千葉県 株式会社ジパング・エンタテイメント 4011101074325
24時間入浴可！循環器設置と炭酸風呂で新規顧

客の獲得事業

137 千葉県 吉村美容室 店舗改装による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

138 千葉県 有限会社金光商店 6040002071030
清掃時間削減で接客時間を増やし、新規顧客を獲

得する！

139 千葉県 株式会社　きよっぱち総本店 9040001074601
スイーツの店頭販売（cafe部門）に向けた什器購

入と営業宣伝

140 千葉県 株式会社理想郷 7040001076590
えごま加工品の生産増量と新チャンネル販売によ

る売上拡大

141 千葉県 民宿かたなし 少ない部屋数での回転率向上計画

142 千葉県 ICHI　BURGER
一宮発信の個性的で高品質なこだわりビーフバー

ガーの販売促進

143 千葉県 Ｓａｌｏｎ　Ｍ
足元のお悩み解決！ＩＴを活かしたフィットネイ

ル改革事業

144 千葉県 忠兵衛
被災からの復活を「明るい看板」で照らし、お客

様の呼び戻し

145 千葉県 パークサイドイン　なかむら エントランスのコミュニティスペース化事業

146 千葉県 まごえむ 和と洋を融合した高級民宿へ誘致する取り組み

147 千葉県 読売センター大貫
新聞販売店が目指す顧客満足最大化と新規客獲得

のための宅食事業

148 千葉県 ギフトふじい
店舗屋根工事による外装改善と早急な事業完全再

開による売上確保

149 千葉県 フォーストリーツ中小企業診断士事務所
ターゲットに対して積極的な訪問活動を行い新た

な顧客を開拓する

150 千葉県 ハンコの大山
事業再開を告知し、配送サービス向上で売上

UP！

151 千葉県 イナムラ洋品店
防災リスク低減と店頭看板設置による集客力アッ

プ事業



152 千葉県 有限会社南条自動車 5040002083357
認知度向上、環境整備、PR強化による新規顧客

開拓

153 千葉県 大橋鳥肉店
プレハブ型冷蔵庫の冷却ユニットの交換工事によ

る適正在庫の確保

154 千葉県 小林菓子舗
罹災箇所の補修及び季節商品の主力商品化による

新規顧客開拓事業

155 千葉県 有限会社旅館白砂 7040002080492
新規宿泊プラン作成とwebサービスによるインバ

ウンド顧客誘致

156 千葉県 齋藤ガーデン
観光農園ビニールハウスと店舗屋根復旧による早

期の営業完全再開

157 千葉県 根本木材店
り災箇所の補修及び地域の高齢者・1人世帯の新

規顧客開拓事業

158 千葉県 有限会社　オトキ商店 8040002071045
店のサービス内容を効果的に伝える看板設置によ

る集客促進

159 千葉県 有限会社　三辻商店
工場等を修繕し自慢の精米技術で美味しい米を安

定的に供給

160 千葉県 大多和自動車
カーエアコン新冷媒ガス対応充填回収機の導入に

よる事業体制強化

161 千葉県 有限会社蘭万園 7040002071723
蘭の生産用ハウスの修復で安定した販売体制の構

築

162 千葉県 株式会社莇商店 4040001047462 倉庫修繕工事と玄米出荷の効率化推奨事業

163 千葉県 有限会社海寶商会 1040002086355
サーフィン用具の保管サービスとメンテナンス強

化による売上増

164 千葉県 有限会社加登栄 6040002068299 店舗看板修繕による認知度UPと販路拡大事業

165 千葉県 おか乃
被災箇所の補修及びインターネット活用による店

舗の魅力発信事業

166 千葉県 有限会社アーク 2040002068138
工場屋根とガラス修繕による早急な事業活動再開

による売上回復

167 千葉県 有限会社　マルヨーのり製造所 6040002071559
当社製品をPRするための、プロモーション戦略

の展開

168 千葉県 有限会社石坂産業 5040002085633
木材破砕機導入による木材処分の内製化と新事業

展開

169 千葉県 レディースファッション小泉
ショーウィンドー修繕と外商強化で新規開拓、売

上増加を目指す

170 千葉県 朝日測量株式会社 2040001051029
高精度自動追尾式測量機器の導入による省力化と

利益率改善

171 千葉県 嘉儀屋
『鴨鍋雑炊コース』を新設し遠方の新規顧客の販

路開拓事業

172 千葉県 海の家　さざなみ
新型コンテナ導入による経費削減と顧客サービス

の向上

173 千葉県 株式会社　鳥海製作所 2040001099530
迷わず来社いただける看板設置にて受注増加・配

送遅延防止を図る

174 千葉県 坊ノ内
卸先増大広域化に対応する営業強化のための低燃

費な営業車両導入

175 千葉県 市造
り災箇所の補修及び地域住民の為のイベントス

ペース提供事業

176 千葉県 株式会社　海辺里 7040001089254 特性サバ棒寿司の販路拡大事業

177 千葉県 湖畔荘
新たなコンセプトによる販路開拓のための商品開

発・客室改修事業



178 千葉県 平甚酒店
り災箇所の補修及び店舗改装等による店舗販売拡

大事業

179 千葉県 有限会社佐藤材木店 3040002087475
り災箇所の補修及び耐震設計用CAD導入による

新規顧客獲得事業

180 千葉県 仏具の木川 お位牌修理事業の告知による販路拡大事業

181 千葉県 iks hair 理美容室

182 千葉県 株式会社　いとう商店 1040001061623 サバフレーク量産化製造体制の構築

183 千葉県 富沢設備
外装の改修とレイアウトの見直しによる新規顧客

獲得事業

184 千葉県 石井自動車整備工場
り災箇所の補修及び当店サービスの周知による顧

客拡大事業

185 千葉県 有限会社越川材木店 4040002086369
新規営業所の設置による自社認知度の向上・新規

顧客開拓

186 千葉県 土地家屋調査士押尾正一事務所
ドローンを使った土地境界確認の事前測量の拡大

で新規顧客開拓

187 千葉県 株式会社カントリーライス・スズキ 5040001061231
健康米需要の取り込みを狙った小型色彩選別機の

導入

188 千葉県 有限会社　越川鋼業物産 2040002083310
カッティングプロッターによる型紙の自社製作で

生産性アップ

189 千葉県 台湾料理膳福源
新規顧客開拓を目指したプロモーションによる認

知度の向上

190 千葉県 山善商事　株式会社 5040001064242
ブランド米の保存方法の省略化と新規顧客獲得の

取り組み

191 千葉県 株式会社みねだ 7040001074553
制服リニューアルによる自粛ムード払拭ＰＲによ

る売上ＵＰ事業

192 千葉県 株式会社グラフ 1040001048307
県道に面した場所に、雨天でも利用できるテラス

席を造る

193 千葉県 有限会社家満嘉商店 7040002100515
消費者ニーズに合わせた冷凍商品・冷凍加工商品

の生産

194 千葉県 有限会社近田屋商店 4040002100625
店舗リニューアルによる洗車客開拓・配達強化で

の売上増加

195 千葉県 ルクス合同会社 6040003011547
「可動式ラウベ」の改修と利用シーンの提案によ

る販路開拓

196 千葉県 有限会社椎名人工孵化場 1040002083328
停電リスクの回避により雛の供給力を強化し、新

規開拓を推進

197 千葉県 有限会社権太郎商店 5040002100401 弁当惣菜宅配事業

198 千葉県 株式会社丸屋 9040001062688
振袖レンタルと思い出振袖のＰＲ強化による新規

顧客の獲得

199 千葉県 三浦美容室
心身を癒す美容サービスの提供により被災者の復

興を支援する事業

200 千葉県 有限会社丸越楽器 2040002086486
音楽教室・英語教室の情報をリアルタイムで発信

し、新規顧客開拓

201 千葉県 フェニックス テクニカル サービス
稼働率1.3倍で被災地の自動車被害を復興する事

業

202 千葉県 有限会社臨海荘 4040002102448 集客力強化に向けたPR用宣材写真の撮影

203 千葉県 有限会社　マルヤ水産 3040002100320 飲食店向け希少魚種の直接販売事業の本格化



204 千葉県 Le risa
ライトアップによるＰＲで、地元客、観光客の機

会ロス削減

205 千葉県 情熱ペンション富浦 多彩なＢＢＱメニューで団体客を呼び込む

206 千葉県 有限会社　みのや総合水産 7040002100069
加工品の需要に対応した販路の開拓による事業の

発展

207 千葉県 久光建設
足場設備の導入によって、被災地の住宅復興支援

を加速させる

208 千葉県 有限会社　小池荘 1040002100280
オーディオシステムの導入と音楽愛好シニア層の

受入れ体制強化

209 千葉県 石井製畳
最新機器の導入で受注飽和状態を打破、新規に繋

げる

210 千葉県 有限会社キミヅカ 1040002102021
レンタルサービスの提供と事業PR深化のための

看板整備

211 千葉県 有限会社　青倉商店 3040002100254
訴求材料の充実で、離れている観光客の再動員を

図る

212 千葉県 有限会社橋本商店 1040002102087
日用品雑貨のまとめ買いに対応する卸売業の倉庫

での直接販売

213 千葉県 （株）水辺環境研究所 1010001123921 環境保全啓発促進事業

214 千葉県 柳鮨
店舗看板設置による復旧と新規顧客獲得に向けた

販路開拓事業

215 千葉県 株式会社　Xnest 2040001078204
ボイラー能力向上によるヘッドスパ満足度向上、

売上向上

216 千葉県 有限会社豊島薬局 9040002068627
店舗看板の改修によるさらなる認知度ＵＰと新規

顧客獲得

217 千葉県 グラッドデザイン株式会社 8040001077605
顧客満足度向上と物販事業開始によるリピーター

増と収益力アップ

218 千葉県 POLA　SUNRISE
事業の早期再建と宣伝広告強化による新たな販路

開拓、売上増加

219 千葉県 萩原農園
作業所改修による出荷体制立て直しと販売ルート

強化

220 千葉県 ENVIRONMENT
家族で楽しめるサーフスケート併設の工場直販

サーフショップ

221 千葉県 有限会社　近藤園茶舗 1040002082453 個性的で高品質な自社ブランド生茶の拡販

222 千葉県 株式会社波乗不動産 8040001060065
自社ホームページのリニューアルをし、新規顧客

の開拓をしたい

223 千葉県 株式会社　ケーズファクトリー 6040002087951
自動車用リフト増強による整備効率と売上高の向

上

224 千葉県 合資会社　大網サイクル商会 3040003003737
四輪車のタイヤ交換顧客増加をねらう店舗前看板

の更新

225 千葉県 有限会社　木村屋商店 4040002066478
新規顧客開拓のための店頭改善及び店内レイアウ

トの変更

226 千葉県 おしゃれのシシクラ
防災グッズの新規取り扱い開始及び農作業着等の

新規顧客開拓事業

227 千葉県 おしゃれ洋品のさかいり
立地を生かして新規顧客獲得！店舗も顧客も若返

り！

228 千葉県 株式会社GONZO 3040001099026
鋸山の房州石窯を作成　唯一ピザ焼き体験ができ

る宿事業

229 千葉県 ますみ犬猫病院
交通量の多い立地を活かし、袖看板の改善で新規

顧客獲得



230 千葉県 有限会社ヒラシマ 2040002071406
ショーウィンドーの改修工事と介護用品売り場の

改装

231 千葉県 株式会社アラタ建設 4040001105154
早急な倉庫復旧による事業の正常化と利益率確保

の推進

232 千葉県 セフティサイクル関 電動アシスト自転車事業の本格的開始

233 千葉県 角屋
店舗を宣伝拠点にリニューアル！新規獲得で配達

販売強化！

234 千葉県 有限会社太田屋商店 5040002071048 買い物弱者に対する地域貢献と販路開拓

235 千葉県 高島精工　有限会社 6040002067128
工場見学で新規獲得！工場内を明るく照らして営

業成約率アップ！

236 千葉県 株式会社カラーズ 6040001056024
被災地の復興需要に向け断熱塗料の「エコ事業

所」提案で販路開拓

237 千葉県 Stop-Go Burger
金谷で鯵をメインとしたハンバーガー店のウェブ

サイト作成

238 千葉県 株式会社　安藤産業 4040001061364 情報発信を多様化させ新規顧客の取組み強化

239 千葉県 いこい食堂
内装のリニューアル・イメージ向上による新規顧

客の獲得

240 千葉県 こみやま食堂
よりお客様に喜んでもらえる食堂を作る、店舗改

装事業

241 千葉県 鳴浜荘
競技環境整備による顧客満足度の向上と女子、社

会人客の新規開拓

242 千葉県 ㈱エコメディ 3040001082972
新ベッド導入による高度な治療サービスの提供と

スタッフ負担軽減

243 千葉県 高橋自動車塗装工場 増加する需要にこたえるために行う工場の改修

244 千葉県 PLANET・BLUE（プラネット・ブルー） インスペクション事業の本格的開始

245 千葉県 有限会社中村印刷 4040002078052 オンデマンド印刷機械導入

246 千葉県 クリエイティブヘアーアライ
被災した内装設備の取り換えと、看板設置による

広告宣伝の実施

247 千葉県 有限会社　南風荘 3040002078045
トイレ改装およびサービスの改善による顧客満足

度の向上

248 千葉県 有限会社なかみち水産 5040002078051
新規包装機導入による顧客満足度の向上と海外販

路開拓

249 千葉県 株式会社　ライフサポートピュアジャパン 9410001010262
直営店出店による自社製造商品の販路及び売上拡

大施策

250 千葉県 合同会社九十九里振興 8040003004714
ＷＥＢ販売強化を目指したホームページリニュー

アル

251 千葉県 株式会社　伴 8040001016496
ウッドデッキリニューアルによるイメージアップ

及び新規客の獲得

252 千葉県 汐見
観光客への販路開拓とトイレ改装による顧客満足

度の向上

253 千葉県 有限会社　早船 7040002078058 新規パンフレット作成による販路開拓

254 千葉県 有限会社　手塚工務店 5040002100203
増加する修繕需要にこたえるために行う高所作業

台の導入

255 千葉県 住吉飯店
宴会サービスの効率化と新規宴会需要の掘り起こ

し



256 千葉県 パロパロアクアティック
ホームページリニューアルによる新規顧客開拓事

業

257 千葉県 有限会社　割烹あき山 1040002100140 当店の特徴を生かした受注獲得事業

258 千葉県 有限会社　亀井商店 1040002071051
店舗設備を早期に復旧させ、油外販売の強化で売

上を増加させる

259 千葉県 ビジネス旅館のもと
看板リニューアルで利便性をアピールし、長期滞

在を増やす！

260 千葉県 串焼　権兵衛
店舗袖看板を交換し、店をPRして売上増加を目

指す

261 千葉県 有限会社君津プロパンガス商会 4040002071197
店舗シャッターを交換し防災力と外観回復、提案

力で売上増加

262 千葉県 有限会社　天庄 3040002071322 店舗を修繕し体制を整え、営業強化で売上増強

263 千葉県 有限会社　池田工務店 8040002101363
増加する建設需要に迅速に対応するための設備購

入事業

264 千葉県 町田瓦工業
軽トラック追加購入による、増加する瓦屋根修理

依頼への対応施策

265 千葉県 有限会社　鈴木工業所 6040002100185
新型積載車でロードサービスを充実させることで

の販路開拓事業

266 千葉県 有限会社　白銀モータース 9040002100182
シャッターを看板に活用することでの作業効率と

認知度向上事業

267 千葉県 有限会社　青木商店 7040002100110
冷蔵庫の増強による、店頭での新鮮な野菜の販売

拡大施策

268 千葉県 鋸南開発　株式会社 1040001074014
顧客とのシステム化による業務の効率化と新規顧

客獲得事業

269 千葉県
リラクセーション＆エステティック　OCEAN

（オーシャン）

動画配信を利用し自宅でできる美容情報や鋸南町

PR復興応援事業

270 千葉県 おしなや
民宿施設の復旧とリニューアルオープンに向けて

の広告宣伝

271 千葉県 セブンイレブン鋸南保田店
移動販売事業の開始による販路拡大と買物難民へ

の支援施策

272 千葉県 株式会社　アクト冷熱工業 1040001074006
地域住民のためのリフォーム相談窓口となる事務

所の開設

273 千葉県 有限会社　なぎさ 6040002100210
特産品を使用したオリジナルソフトクリームで販

路開拓事業

274 千葉県 有限会社　三共 4040002100162
損壊した看板の撤去新設と広告宣伝活動による集

客効果向上事業

275 千葉県 有限会社　豊田屋商店 4040002100204
シャッターを利用した看板と広告宣伝活動による

認知度向上事業

276 千葉県 有限会社　ポパイマリンサービス 6040002100227
シャッター設置による修理業務の効率化と自社の

宣伝施策

277 千葉県 有限会社　鋸南タクシー 8040002100142 事務所再建と車両修繕で商圏範囲拡大事業

278 千葉県 株式会社　丸勝水産 4040001074515
買物難民解消を目的とした移動販売配達事業で新

規顧客獲得事業

279 千葉県 株式会社　権次郎商店 6040001074018 冷蔵庫・冷凍庫の新装、性能UP

280 千葉県 atelier bonbon（アトリエボンボン） 新しい地元果物を使った新商品開発事業

281 千葉県 ぼんぼん亭
明るい看板でお店と地域の存在感を上げる、売上

拡大事業



282 千葉県 笹生精肉店
店舗改装を契機とした焼き豚入りコロッケの商品

化

283 千葉県 小泉酒造合資会社 2040003002806 より高品質な酒造りを実現し、新たな販路を開拓

284 千葉県 有限会社　鴨川ヒルズリゾート 6040002101613
インバウンド外国人と、シニア層のお客様に積極

PRし集客UP

285 千葉県 有限会社いなばストア 4040002099957
マリンスポーツを楽しみたい新規顧客を獲得する

ための店舗改装

286 千葉県 宇山裕子美容室 屋根修繕に伴うリニューアルオープン

287 千葉県 お宿よしだ屋
快適空間づくりによる顧客満足度最高の客室づく

りで三世代楽しめ

288 千葉県 高梨釣具店
台風１５号の被害に負けない生涯現役の釣具店経

営

289 千葉県 とんかつ屋みやはん
快適空間を充実させ、顧客満足と認知度を向上さ

せる

290 千葉県 シーキャビン
お洒落なウッドデッキで快適なバーベキューを楽

しめる大人の隠れ

291 千葉県 株式会社かーむ 7040001074586
若年層・女性顧客・新規顧客の獲得及び顧客満足

向上による販路開

292 千葉県 有限会社　江澤館 2040002100701
宴会場整備と業務改善による付加価値の高いサー

ビスの提供

293 千葉県 庄作商店
お酒との出会いを演出する店づくりと場づくり事

業

294 千葉県 株式会社　シルバーブレット 4040001074457
インスタ映えする看板へのリニューアルで新規顧

客獲得

295 千葉県 株式会社　アムスジャパン 3040001074094 生鮮の製造、卸の部門拡大のための什器購入。

296 千葉県 居酒屋　桜
桜色の新聞折込みを活用した江見地区以外のお客

様と宴会獲得事業

297 千葉県 有限会社　小川商事 8040002100720
ちょっと一杯、ビールと餃子のお客様と餃子のテ

イクアウト事業

298 千葉県 有限会社カネシチ水産 1040002100784
当社のおらが丼「鴨川漁師めし　まご茶漬け」の

販路拡大事業

299 千葉県 株式会社　クラフトリカーズ 2010501033850 ＨＰ活用による主力3業態の収益力向上

300 千葉県 株式会社　山水ホテル 3040001074276
WEBを活用した広告及び予約システムで誘客増

倍事業

301 千葉県 大輪
観光客に向けたオリジナルご当地ラーメンＰＲに

よる販路開拓

302 千葉県 株式会社　コケワークス 3021001010743
ＨＰを開設し復興や地域、自社の宣伝を行い販売

活動に活かす

303 千葉県 有限会社　斉藤薬局 3040002101616
特売品販売を継続実施するため倉庫を効率化する

事業

304 千葉県 有限会社　魚政 4040002101160 一目でわかる当店自慢の逸品看板の作成

305 千葉県 株式会社　ふじもと 8040001078603 台風に負けずリニューアル、集客向上事業

306 千葉県 株式会社　蓬莱屋旅館 9040001074287
地域情報の充実したHPによるインバウンド、日

本のお客様の集客

307 千葉県 有限会社　鈴木澄工務店 7040002101538
り災箇所の補修及び狭小住宅向け「造り付け家

具」の販路拡大事業



308 千葉県 株式会社　わづくり 3040001074623
地元食材を使用した商品を開発しホームページで

情報提供する事業

309 千葉県 有限会社　榎本花園 7040002100705 鉢植え胡蝶蘭及び水耕栽培野菜の販売強化事業

310 千葉県 有限会社　石渡製菓 4040002100682
新たな商品表示に対応した包装紙を印刷するため

の製版の作成

311 千葉県 ヘアサロンカモメ
デジタルパーマ機材導入でリピート率・客単価

アップ

312 千葉県 有限会社　サンポ―ファーム 4040002101672
事業再建に向け、最新機器を導入し生産性の向上

を図る

313 千葉県 有限会社　松孝商店 7040002101249
店頭販売力の強化と保管能力の整備による商品訴

求力アップ事業

314 千葉県 株式会社浜田屋酒店 4040002078498 日本酒の紹介動画の作成と動画を使った販路拡大

315 千葉県 有限会社　平成観光 4040002101045
地域顧客に向けた貸し切り観光バス事業の周知Ｐ

Ｒ事業

316 千葉県 レストラン　アペティート
レストランとしての『おしゃれ感』の演出で販路

開拓

317 千葉県 株式会社　浜の郷 2040001099167
外観から来たくなるように修繕し新規顧客獲得し

再建に努める

318 千葉県 cercatrovaチェルカトローヴァ
鴨川産かずさ和牛の地域卸売り及び一般売りによ

る販路開拓

319 千葉県 主基グラススタジオ
快適で高級な展示スペース創出による自社ガラス

製品の販促強化

320 千葉県 有限会社　佐山商店 1040002101188
シャッターのデザイン一新による新たな店舗PR

事業

321 千葉県 美樹鮨
名物伊勢海老丼を普及させ素通り客を足止めさせ

る看板設置事業

322 千葉県 株式会社加藤製作所 8040001074115
工場開口部改修による工場強靭化・当社の強み発

信による販路拡大

323 千葉県 地魚料理　和さび
地魚料理の店　ライトアップ看板設置でＰＲ！新

規顧客獲得事業

324 千葉県 有限会社　シラハマ工業 6040002099988 コンプレッサー室の新設工事及び屋根修復工事

325 千葉県 有限会社　石田商店 2040002101154
生け簀活用に伴う商品確保と在庫調整、インター

ネットの更なる拡

326 千葉県 有限会社　仲沢石油 2040002100973
他事業連携を通じた、災害に強い企業としての新

規顧客開拓

327 千葉県 食事処　なかむら
宴会需要に応え、大人数宴会で新規顧客の発掘事

業

328 千葉県 有限会社　マツダヤ 7040002100639
朝市を行うための店舗(倉庫)修復し事業再建に向

け販路開拓

329 千葉県 山荘
ホームページ、ＳＮＳを活用した新規顧客獲得事

業

330 千葉県 有限会社　第一爽健 5040002100946
観光客を取り戻すための紙面媒体を活用した集客

事業

331 千葉県 有限会社　海光苑モテル嘉納屋 6040002100763 スポーツ団体客を誘致する事業

332 千葉県 有限会社　福田はかりや店 6040002101027
洗車サービス向上による販路拡大及び顧客満足度

向上事業

333 千葉県 松田荘
工事関係者をターゲットにしたマーケティング事

業



334 千葉県 ペンションうみの星
ホームページで平日のんびりプランを広告する事

業

335 千葉県 カモミユ
人と人、人と地球のよい循環を目指し、自然の恵

みを分かち合う

336 千葉県 有限会社　鴨川印刷 2040002100791
印刷業の災害に対応した危機管理経営の実施によ

る販路拡大

337 千葉県 有限会社　恵比寿屋 3040002100700
り災箇所補修及び「プライベート旅館」としての

情報発信強化事業

338 千葉県 有限会社　えのもと 3040002101161
宴会需要・仕出事業双方を強化するための環境整

備事業

339 千葉県 株式会社　そとぼう 8040001074742
新たな業態変更に伴い快適な空間作りによる新た

な集客事業

340 千葉県 有限会社　中乃見家 6040002101225
被災時には地元貢献・通常時には接客力向上につ

ながる体制作り

341 千葉県 ミドリ不動産株式会社 8040001052021
店舗・賃貸物件の外観向上によるリアルとWEB

の集客向上

342 千葉県 ステーキいなむら
効率化でチャンスをつかむ！インスタ客のリピー

ト化接客

343 千葉県 有限会社　かしわくら 1040002101171 集客ＵＰの宣伝効果を得る為の早急な看板設置

344 千葉県 魚屋食堂　勝浦 ココロが躍る逸品料理看板での訴求力アップ事業

345 千葉県 化粧品店Bloom
車で宣伝・配達・宣伝強化、健康事業とサービス

の強化！

346 千葉県 ひだまりINN 大型モニター導入による食事処の有効活用事業

347 千葉県 高梨商店 遠方からのお客様をスムーズに導く看板設置事業

348 千葉県 かえもん農園
災害を乗り越えたイチゴを例年になく効率的に販

売・加工する

349 千葉県 B・R・B
店舗改装によるイメージアップと業務効率化によ

る売上アップ事業

350 千葉県 日本料理　鷹
店舗看板の視認性向上と業務効率の改善による売

上拡大事業

351 千葉県 オドーリ・キッチン
キッズから高齢者まで幅広い年齢層の新規顧客を

開拓・獲得事業

352 千葉県 株式会社エムアーク 3040001096618
コンテナと電動工具の導入による受注体制の盤石

化と売上拡大事業

353 千葉県 民宿勘太郎
復興キャンペーン　家族連れの集客及びリピー

ター定着化

354 千葉県 有限会社魚拓荘鈴木屋 2040002100387
通信環境（wifiとタブレット16台）の充実による

顧客サービ

355 千葉県 ショップあらい
店頭に新商品、特売商品を配置し事業再建に向け

販路開拓

356 千葉県 寿し美浜
テイクアウト品新開発及びコスト削減の為の冷凍

庫購入

357 千葉県 株式会社はな房 1040001074690
どこにも負けない南房総のお刺身たっぷり海鮮丼

による販路開拓

358 千葉県 花月堂
アレルギー体質の方も食べられる新商品を開発し

事業再建に繋げる

359 千葉県 有限会社羽山商店 1040002100479
生産ラインの見直しと品質向上及び提案型営業に

よる新規顧客開拓



360 千葉県 食事処わだうら
復興アピールにより地元客や観光客の集客するこ

とによる事業再建

361 千葉県 有限会社タカギ商店 8040002099994 道の駅向け新商品の開発

362 千葉県 まつ善 お座敷で夕食を！（外国人集客事業）

363 千葉県 有限会社沖見屋 7040002100597
日本庭園や海を眺めながら楽しめる復興プランの

設立による事業再

364 千葉県 庄司工業所
事業再開に向けて設備を改良し生産性向上や業務

効率化を図る

365 千葉県 有限会社　よしだ 1040002100025
ペット連れのお客様の新規獲得及び客単価向上事

業

366 千葉県 小沢ペイント
足場の導入により機会喪失を軽減し販路開拓につ

なげ事業再建

367 千葉県 ちくら水産有限会社 7040002100762 美味しさ・食べやすさを追求した新商品の開発

368 千葉県 有限会社　矢原荘 4040002101524
事業再建のため大規模な宿泊にも対応できるよう

な設備導入

369 千葉県 Ando Yoga Works
薪風呂体験や自然食づくりのプログラムの拡充で

新たな顧客創造

370 千葉県 さかなや道場　大網白里店
店舗入口バリアフリー化、分煙化によるお客様満

足度向上事業

371 千葉県 株式会社ON 2040001091834
弊社の強みを訴求するHP全面リニューアルで販

路開拓

372 千葉県 らくーね大網
PR強化で店舗の認知度アップによる集客力向上

事業

373 千葉県 ベレケの村
生産性機能再構築・強化と加工品製造販売による

経営安定化

374 千葉県 白浜鍼灸治療院 遠方の宿泊施設等への出張強化

375 千葉県 株式会社綿文商店 6040001057633
自社の認知度を上げ、新規顧客を開拓し売上アッ

プ事業

376 千葉県 根本　毅
倒壊した店舗兼事務所の隣接店舗の新規顧客獲得

の為の環境整備

377 千葉県 合同会社OVS 5040003012579
PR強化で店舗の認知度アップによる集客力向上

事業

378 千葉県 合同会社ちどり 1040003008903
食材保存機と調理機導入によるメニュー拡大・折

込広告で需要拡大

379 千葉県 プリントワーク工房
プリント作製には必須のプレス機の購入及びエア

コンの導入

380 千葉県 辻内はりきゅう
セルフケア事業「健康サポート教室」で新規顧客

の獲得をはかる


