
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 片丸工業　(株) 7460301003450
診断機能搭載型オイル交換機及び自動車診断機に
よる販路開拓事業

2 北海道 ㈲松崎工業所 4460002004965 エアサスペンションに対応した作業効率の向上事業

3 北海道 松原薬局 － 潜在顧客獲得のための広告宣伝活動

4 北海道 北　路　窯 －
看板設置及びネット販売の構築と店舗外観統一によ
る販路開拓事業

5 北海道 民宿　ふじ乃 － くつろげる浴室への改修による集客力向上事業

6 北海道 合同会社　和膳 7460103000893
看板見直しとメディア広告による店舗認知度向上及
び新規顧客開拓

7 北海道 柴田建設　株式会社 7460301004085
「ファースの家」施工事例掲載パンフレットの活用で
商圏拡大

8 北海道 利尻らーめん味楽 －
バリヤフリー化（店舗専用駐車場整備）による新規顧
客の獲得

9 北海道 有限会社　浅野農場 0430002046323 店舗出入口及び店内商品棚改修工事

10 北海道 有限会社　松岡商事 7430002046487
店舗内装整備及び特殊印刷機とＨＰ導入による販路
開拓事業

11 北海道 カットショップ大津 －
高齢者向け新設備の導入並びに新技術の提供によ
る新規顧客の獲得

12 北海道 株式会社　湧駒荘 0945000100361
多様化する広報媒体への対応強化とインバウンド需
要の取り込み

13 北海道 こだま製粉 － 石臼購入及び商品ＰＲによる販路拡大

14 北海道 トキワ寿し － 高齢者向け宴会用食卓テーブルイス導入事業

15 北海道 宮崎商店 －
豆腐をメインとした新商品開発による新規顧客開拓
とリピーター増

16 北海道 株式会社　ジビエ工房 0543001069128 店舗出入口及び店内商品棚改修工事

17 北海道 市川れい理美容室 － 高齢者に優しいバリアフリー化と明るい店づくり

18 北海道 有限会社　十字堂薬局 7450002012421
駐車スペースの整備による利用満足度と集客力の
向上

19 北海道
有限会社　愛山渓ドライブ
イン

7450002000054
新規集客力につなげる店内照明の切り替え工事と
衛生対策事業

20 北海道 トダテック株式会社 1430001011844 新規ワイヤーロープ事業の製造・販売・販路開拓

21 北海道 写真の店　ＫＡＺＺ － 案内看板設置・広告宣伝による集客力増加事業

22 北海道 ㈱摩周 1460001003277 来店客の向上と「摩周そば」のイメージアップ事業

23 北海道 ＴＩＡＲＡ －
ＩＴを活用した情報発信と気軽に集える店舗づくりに
よる集客力向上

24 北海道 HAIR　FELLOWS － 機器導入と設備造作による新規・リピーターの獲得

25 北海道 ラーメン蝦夷 －
高齢者や車いす利用者などに対する食を通じての優
しい時間の提供

26 北海道 有限会社 津田商店 6450002011671
ホームページ開設による販路拡大及び新規顧客の
獲得

27 北海道 利尻島運輸株式会社 4450001008729 引越業務の確立及び営業・業務活動の強化拡大
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28 北海道 利尻ふる里食堂 － 売上増加を図るための焼肉スペースの追加設置

29 北海道 北利ん道 －
ご当地アイス開発に伴う新規顧客獲得及び販路拡
大

30 北海道 ヤマトえびす － 高齢者向け新サービスの実施による販路拡大

31 北海道 そば処　縹（はなだ） －
人気の冷やしニシンそば増産体制構築・冷凍技術確
立による強化対策

32 北海道 株式会社てんげつあん 2450001010389
主力商品のパッケージの一新と販路開拓のＰＲ及び
販促ツール製作

33 北海道 ㈱くるま館 9460001002131
自動車整備部門の強化と新サービスによる売上増
加事業

34 北海道 株式会社上田精肉店 7460101004112
新商品の開発と惣菜分野への参入による新たな需
要と顧客の開拓

35 北海道 ペンション木のうた －
日本人観光客をターゲットとした施設改修による新
規顧客開拓

36 北海道 平村新聞店 －
地域イベントのPA業務を新たに事業化することによ
る新市場開拓

37 北海道 うらの行政書士事務所 －
高齢者が抱える課題解決に向けた広告宣伝による
顧客情報開拓事業

38 北海道 川原田家具建具製作所 －
家具・建具製作における機械化による売上拡大・作
業効率化

39 北海道 佐藤商事有限会社 8450002010531
灯油配送システム機器の導入による業務効率化・販
路開拓

40 北海道
ECO NEWS JAPAN株式
会社

5460001004511
衰退する温泉街に新戦力「泊まれる美術館」広報活
動強化事業

41 北海道 おしゃれサロン　髪美人 －
高齢者、障害者のためのバリアフリー店舗・サービス
の完結

42 北海道 旅館　なりた － 新鮮な食材の提供による顧客満足度向上

43 北海道 有限会社宮脇商会 6460102005977
工場看板及び店舗待合接客ブースの設置による新
たな顧客開拓

44 北海道 ダイヤモンドランプ －
初心者でも楽しめる安全なスケートパークへの変更
による顧客確保

45 北海道 こだまスポーツ －
新規顧客創出事業～2020年東京五輪に向けたお客
様づくり～

46 北海道 パン屋　きみかげ － 駐車場整備による、おもてなし環境整備事業

47 北海道
有限会社　高橋ピートモス
工業

2430002046434 商品パッケージの改良製作

48 北海道 クニベドラッグ － クニベドラッグ店舗照明改修事業（ＬＥＤ化）

49 北海道 スナックらいむ －
食事メニュー提供に向けた調理場の改修と設備の導
入

50 北海道 株式会社　まつばら 4460101001748
何度も通いたくなるｺﾞﾙﾌ練習場づくりとﾃﾞｰﾀに裏付け
られた的確なｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

51 北海道 平田商店 － 精米機購入による売上増加

52 北海道 有限会社　鮨半 5430002051539
顧客層の変化に伴う店舗コンセプト転換と客数増加
の取り組み

53 北海道 株式会社　希望設計 6430001047966
カタログ等の販促ツールを活用した新築住宅市場へ
の新規進出

54 北海道 有限会社　らびっと米酒店 2450002006238 新たな売り場作りと店名変更による新規顧客の獲得

55 北海道 有限会社新得はなや 2460102005931
葬儀の相談窓口の開設による商圏の拡大・小売事
業の充実
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56 北海道 株式会社みどり工房 9460001004152 ＥＣサイトを強化して直販による販売促進事業

57 北海道 幌加内土建株式会社 1450001004904 レーザーレベル及びモニター導入による販路拡大

58 北海道 早川新聞販売店 －
営業支援ソフトウェアの導入による新規購読者の開
拓等の取組み

59 北海道 松久園 －
新鮮なニジマス料理を一年中！冬期営業再開によ
る販売機会の拡大

60 北海道 ノルディラヒュース設計社 －
WEBサイト活用による子育て世代をターゲットにした
新規顧客開拓

61 北海道 有限会社　本間製菓 5430002057668 直販強化のための商品ロゴ統一化戦略

62 北海道 スタジオＺＥＭ －
陶磁土製品の製造工程の見直しによる生産性の向
上と競争力強化

63 北海道 宮城屋 －
冬季閑散期対応館内整備とインバウンド対応による
新たな販路開拓

64 北海道 ㈱鎌澤薬局 9460001003113
観光案内の町のジオラマ設置による新規客（観光
客）への販路開拓

65 北海道 野上鉄工所 －
特殊漁具製造開発とﾒﾝﾃﾅﾝｽによる漁業者の利便性
向上・販路開拓

66 北海道 カフェ　マッカリズム －
地域で唯一のコーヒー専門店としての認知度向上に
関する取り組み

67 北海道 お食事処　いちふじ －
ハーブ豚商品の販路拡大および外国人観光客の満
足度向上の取組み

68 北海道 とうふ屋 桂川 －
自家製品（なすみそ等）の直売所新設による販路開
拓事業

69 北海道 ａｂｒｉｃｏｔ（アブリコ） －
新サービスの提供を中心とした第二創業と新規顧客
獲得

70 北海道 カントリーパパ －
「アロマクラフト体験とランチ」コラボ企画による集客
力強化

71 北海道 株式会社　古渡 5440001006906
HP導入・ＩＴ利活用と営業内容明記自社看板設置に
よるBtoCへのｼﾌﾄ

72 北海道
株式会社　檜山地域振興
公社

7440001006549
お客様をリピートにつなげるための宿泊後のアフター
ＰＲの取組み

73 北海道 有限会社　白楊舎 7460302003193 HPリニューアルによる新規顧客の開拓

74 北海道 イースタンド・クロス －
お客様に清潔感と語らいのひと時を提供できる店内
改装

75 北海道 Ｗａｎ Ｗａｎ　Ｖｉｌｌａｇｅ － 店舗改装による入りやすい店づくり・集客向上対策

76 北海道 有限会社伊藤清掃 2440002000308
渡島西部地域で唯一となるペット関連事業への進出
とそのPR

77 北海道 株式会社　山上石油 2450001006313
車ｺｰﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ販路拡大と業務効率化による作業
時間の捻出

78 北海道 おおぞら三昧株式会社 4460301004419
お土産商品訴求力を高めるパッケージ開発及びPV
制作事業

79 北海道 小清水はなことりの宿 －
小清水農家の全粒粉パンの商品化と、めん羊体験
プログラムの開発

80 北海道 株式会社　ぼくはん 2430001041444 「認知度向上」北海道の牧草といえば、「ぼくはん」

81 北海道 有限会社　上本商店 4460302005069 住宅リフォームにおける業務内容の拡大事業

82 北海道 有限会社　澤田農場 9460302005337 地場産野菜を活用した乾燥食品の開発

83 北海道 メロン農家株式会社 1450001010563 農産加工品製造の為の真空包装機導入
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84 北海道 有限会社　夢喰間 1450002011503
新商品開発やネットショップ開設での猿払産ホタテ加
工品販路開拓

85 北海道 美容室クレア －
ヘアカットの新技術導入による顧客獲得と満足度向
上

86 北海道 株式会社 ヤマキ 6440001006905
ホームページ活用による自社認知度アップと販路開
拓

87 北海道 株式会社　クライミング 7450001007125
長期保存が可能による満足度ＵＰとチラシによる販
売エリアの拡大

88 北海道
フォトスタジオハウスル
レーブルリエ

－
望遠レンズ・撮影小物・関連商品見本の導入による
販路拡大事業

89 北海道
有限会社　新藤モーター
ス

1460102006385
車両販売や整備に関する商談環境整備による新規
顧客の獲得

90 北海道 陸別ガス販売　株式会社 3460101003308
灯油タンクメンテナンス事業の新たな取組みによる
新規顧客開拓

91 北海道 有限会社本郷運輸 0450002012339
注目の小麦ルルロッソの焼きたてパンで売上増を目
指します

92 北海道 よし乃上川店 －
バリアフリーによる子育て世帯と障害者に優しい店
づくり事業

93 北海道 明石調理部 －
販路拡大強化に伴う営業用チラシ作成と保管冷蔵
庫の設置事業

94 北海道 大雪漁業 －
業務用冷凍冷蔵庫導入による新商品の販売促進と
業務効率化

95 北海道 串処えびす －
新規客獲得と既存客のCS（顧客満足度）向上を目指
した取り組み

96 北海道 寺子屋岡澤 －
広告による知名度獲得と新たな教育方針の浸透を
目指した取り組み

97 北海道 清水豆腐店 －
顧客ﾆｰｽﾞの変化に対応した新商品開発による売上
高の維持・増加

98 北海道 有限会社 高橋商店 8460302004059
効率の良い店舗レイアウトでお客様満足度向上によ
る販路拡大事業

99 北海道 有限会社　小間旅館 7440002010137 座敷用テーブル及び椅子の導入

100 北海道 株式会社　River Walker 3011301013083 店舗発見！初めてでも迷わない看板設置

101 北海道
トータルリペア　ブライトラ
ボ

－
ホームページでの施工技術説明の徹底による販路
拡大

102 北海道 滝谷鉄工場 －
看板設置による認知度向上と、新規顧客獲得を目指
す販路開拓事業

103 北海道 ペンション鶴 －
宿泊客用トイレの衛生環境改善による顧客満足度向
上とリピート化

104 北海道 呑み喰い処　山海幸 －
地元食材エイを活用した新ﾒﾆｭｰ「かすべのベーコ
ン」の品質向上

105 北海道 千葉工務店株式会社 3460101000998
地元工務店に対する敷居の高さの解消とWEBサイト
の活用による

106 北海道 有限会社　丸中三興水産 6450002010624
梱包材改良による当社商品ブランド強化で顧客獲得
事業

107 北海道 浜の味処　幸喜 －
ﾗﾝﾁ営業開始と店舗改修で当店ｲﾒｰｼﾞの刷新による
顧客獲得事業

108 北海道
株式会社　丸髙　髙田商
店

7450001007785
ホームページのリニューアルとネット販売システムの
構築

109 北海道 井手上商事株式会社 2450001007699
車両ナンバー読取システム導入による提案型サービ
ス構築

110 北海道 スナック 泰(ヒロ) －
店舗内部改修による座席数増設で常連客新規獲得
事業

111 北海道 有限会社　きたや 9450002010642 枝幸町前浜産魚介類の活〆料理による顧客獲得
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112 北海道 笠井旅館 －
猿払産の原料を使ったご当地プリンの販路開拓及び
生産体制整備

113 北海道 スミレ美容室 －
新型電動シャンプーチェアの導入で新事業開発と販
路拡大

114 北海道 酒楽屋ＨＡＲＵ －
素敵な出会いＢＡＲ（ダイニングバー）リニューアル
オープン事業

115 北海道 伊藤建材店 －
特殊キーと出張サービスで競合店との差別化、新規
顧客の獲得

116 北海道 秋葉鉄工 －
ｸﾗﾌﾄ家具等の特殊金具・装飾金属の製作における
効率化と受注拡大

117 北海道 トランスポーター株式会社 1450001010373 便利屋事業の効率化と安全化による業溶拡大

118 北海道 Ｙｕｋｉ －
これまでの接客スタイルを生かした店舗リニューアル
事業

119 北海道 Garden － カフェタイム営業開始のための設備導入と宣伝活動

120 北海道 ワールドバレン －
自社ブランドOEM商品の新規開発による売上倍増計
画

121 北海道
有限会社　兼芳新潟屋前
商店

0646002000624
地域食材を活用した中華まんじゅうの新規開発及び
販路拡大

122 北海道 高橋商店 －
インバウンド客用決済サービスと売場面積拡大によ
る売上向上事業

123 北海道 かおり美容室 －
高付加価値サービスの充実と店内改装に伴う若年
層の新規獲得

124 北海道 有限会社　協和農産 5450002002011
店舗デザインの統一化を図り自社ブランドの創造と
販路開拓

125 北海道 有限会社　愛別清掃 4450002007845 浄化槽部門のシェア拡大及び生産性向上事業

126 北海道 村尾商事 － 葬儀の小型化・簡素化に対応する家族葬事業

127 北海道 郷土料理　武田 － 旅行会社及び観光客向け店舗ＰＲ用販促物の作成

128 北海道 Ｋｕｎｉ　ＯＦＦＩＣＥ － 標津町内、町外の顧客取得、業務拡大事業

129 北海道 焼き肉　太門 －
チラシ及びホームページ作成による新規顧客の開拓
及び新メニュー

130 北海道 地酒と米のときわ －
「日本酒のブティック店」への改装による女性客層の
増加、顧客化

131 北海道 中華料理　大龍 －
お持ち帰り用生ラーメン商品開発および大龍ブランド
PR事業

132 北海道 株式会社　髙田電気商会 2430001055972
地域一番店を目指す密着型営業の新規顧客開拓事
業

133 北海道 稲葉屋 －
製造機械導入による作業工程効率化と販路拡大事
業

134 北海道
ﾏﾙｴｽ菅原商店・ｽﾅｯｸｾﾘ
ｶ

－
個上がりを有効活用し、顧客サービスの強化による
販路開拓事業

135 北海道 hair make cheek －
店舗のバリアフリー化による高齢者支援に対応した
販路開拓事業

136 北海道 パブラウンジ喜楽 －
高年齢層への快適空間の提供と新規女性客層の創
出による売上拡大

137 北海道 有限会社　大樹ハイヤー 5460102006695
ＩＰ無線化によるお客様のストレス軽減と新規顧客の
創出

138 北海道
有限会社　坂井モーター
ス

8450002010036 スキャンツールによる各車種車両診断事業

139 北海道 hair　Loops － お客様が楽して綺麗になれるシャンプー台の設置
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140 北海道 さくらんぼ山観光農園 － 多言語を用いた入口看板の設置

141 北海道 有限会社　丸中舛岡水産 5430002060085
自社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの全面的ﾘﾆｭｰｱﾙによる販路開拓拡
大と顧客管理

142 北海道 有限会社　佐藤運輸 0440002007443
小規模運送業には丁度良い！機能を絞ったシステ
ム導入で効率up

143 北海道 田村食産 －
北海道産「斜里山麓豚」の未活用部位の加工販売
事業

144 北海道 有限会社　アヴュー 3450002000099
価格競争時代に対抗するべく、タイヤの事業拡大・
販路開拓計画

145 北海道 居酒屋　紅や － 顧客ニーズにこたえる客席拡大

146 北海道 瀬戸内商事 －
新製品開発・販売、入店機会創出のための地域交
流場所づくり

147 北海道 有限会社国枝モータース 9460302003159
最新型ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（ｵﾊﾟｼﾒｰﾀ測定車）の車検整
備内製化

148 北海道 笹浪精肉店 －
新規顧客獲得と省エネ・省スペース化に向けた機械
設備の導入

149 北海道 お菓子のニシヤマ －
生産工程上の制約の撤廃によりフレッシュなスイー
ツをお客様に！

150 北海道 小椋商店 － 店舗とネット融合による新世代ギフトビジネス

151 北海道 有限会社 中   野 6440002009915 新たなハンドメイド品ＰＲによる新規顧客の獲得

152 北海道 有限会社　なんぷてい 6450002009435
空き店舗のﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ活用による宿泊客増大、ｲﾝﾊﾞｳ
ﾝﾄﾞの獲得の実現

153 北海道 旨いもん屋　旬香 －
小上がり席を掘りごたつに改装することによる顧客
満足度向上事業

154 北海道 ㈱リクラス 7430001043295 パンフレット制作配布・ホームページ制作

155 北海道 レストラン　アリ － 雇用増加による新たな販路開拓

156 北海道 山田産商　株式会社 6430001042793
リフォーム事業等の強化と空きスペースを利用した
新規事業の展開

157 北海道 ㈲マルサン　三橋商店 4430002046580 チラシ広告による新規顧客の獲得

158 北海道 小林商店 －
店舗野外テント設置による売場拡大と店内商品の新
商品開発

159 北海道 株式会社　瀬戸商店 5430001042745 贈答用・小分け米商品の開発・販路開拓

160 北海道 ロッジ風景画 －
移住者の目線から行う北海道移住コンサルタント事
業

161 北海道 株式会社　エルパソ 7460101005234
どろぶた絵本による生産現場からの情報発信での
新たな販路拡大

162 北海道 東光印刷　株式会社 8460101001166
パルポートめむろ店シルバー世代バリアフリー化対
策事業

163 北海道 有限会社　吉田時計店 7460102003716
パルポートめむろ店シルバー世代バリアフリー化対
策事業

164 北海道
有限会社　清水有澤呉服
店

8460102005810
介護用品を前面的に打ち出すことによる新たな顧客
の開拓

165 北海道 とんかつのみしな －
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰの活用とﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝの開発による
新たな顧客層の開拓

166 北海道 ごはん屋　ゆめあとむ －
遊休スペースでの個室新設による新規顧客の開拓
及び販路開拓

167 北海道 そば処　三品 －
そば素材を使った新商品の開発と新たな顧客の開
拓
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168 北海道 橋本ボデー －
自動車用品販売と愛車ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会員ｼｽﾃﾑ構築によ
る新たな顧客開拓

169 北海道 有限会社　静月 7460102005828
新商品開発に伴う新規顧客の獲得・商圏の拡大及
び機材導入による

170 北海道 有限会社くしやフーズ 6430002061444
大型看板による回遊客の誘導及び店舗イメージ向
上PR事業

171 北海道 高田観光　株式会社 8430001055281 滞在環境の改善及び観光案内充実化ＰＲ事業

172 北海道 ヘアーサロンおおまち －
炭酸泉ヘッドスパトリラクゼーション空間作りによる
事業拡大

173 北海道 ぷらっとカフェ駅茶屋 －
旧駅舎ぷらっとホームを利用した事業拡大と新規顧
客開拓

174 北海道 柴田石材工業 －
石材に限らない様々な素材への彫刻や加工による
事業の展開

175 北海道 ノーザンビレッジ －
ホームページ刷新と広告活動によるドローン撮影と
写真の販路拡大

176 北海道
有限会社ボデーショップ
八雲

4440002008621
観光案内付きレンタカーＷＥＢ予約システム構築事
業

177 北海道 有限会社　よしだ 2440002008680
デジタルサイネージ設置PRによる新規顧客取込み
及び販路開拓事業

178 北海道
Ｒｅホームプロジェクト株
式会社

8450001010680
モデルハウス展示会による知名度向上と新規顧客
開拓

179 北海道
中野特殊刃物工業株式
会社

3450001002253
ホームページと会社パンレットで「強み」の周知によ
る販路拡大

180 北海道 北海道ペットセレモニー －
広告等媒体を利用した知名度向上と新たなサービス
の提案

181 北海道 有限会社神造船建設 2450002011634 ホームページを利用した昆布製品の販路拡大

182 北海道 小林無線電機工業所 － 若年顧客向け新商品・サービスによる販売活動事業

183 北海道 モンブラン － 需要拡大による製造効率の向上事業

184 北海道 カサイ民宿 －
露天五右衛門風呂及び野外テラスの新設による集
客率向上事業

185 北海道 叶寿司 －
和室への椅子・テーブル席の設置による顧客満足度
向上事業

186 北海道 有限会社赤塚商会 0744000208692 学校行事・イベント記録撮影ネット販売事業

187 北海道
有限会社 阿部家具建具
製作所

9450002012089 新たな電動工具を活用した製品開発と販路開拓

188 北海道 温泉ホテル和秀 －
幹線道路とチラシを活用した、新規顧客創出のため
の導線づくり

189 北海道 小倉理容院 －
ウエルキャブシートでの送迎による固定客の来店増
及び新規客開拓

190 北海道 株式会社ヤマダリビング 2430001054009 スペインタイル工房体験教室の拡充による販路開拓

191 北海道 プラスワン －
整骨院のイメージを刷新！院名変更と強みの発信で
新規顧客開拓

192 北海道 有限会社　太田興業 3450002001122
空き家等解体分野への業務拡大・売上・顧客満足度
向上事業

193 北海道 時計メガネ宝石のタケダ － 革・小物でオリジナルブランドの販売強化

194 北海道
(株)ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｸﾘｴｰﾄｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ

3450001008457
世界に類を見ない油温泉の豊富温泉を使ったフェー
スマスク製作

195 北海道 ペンションおおの －
和式から洋式トイレ整備によるお客様満足度向上事
業
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196 北海道 洞爺マリン －
ＰＲ看板及びホームページ等制作によるＰＲ強化事
業

197 北海道 飲み喰い処ひさご －
空調整備による快適空間の提供及び新規顧客開拓
事業

198 北海道 株式会社　中山工務店 8430001056379
ＰＲチラシ作成と営業強化による新分野進出及び新
規顧客獲得事業

199 北海道 寿都カメラ －
生前の写真自分史の企画事業を町内及び隣接町村
の高齢者に始める

200 北海道 日本海食堂 －
寿都町横澗漁港の魚や加工品の出前販売の展開で
１年中営業展開へ

201 北海道
有限会社 マルトシ吉野商
店

7440002010054
前浜の規格外のサバを使用した自家製サバ醤油の
本格的外部販売

202 北海道
有限会社　アイティークラ
フト

5430002051233 新機材導入による新サービス提供による販路開拓

203 北海道 有限会社　新光ビジネス 9450002012295
街から商店が消える前に心とﾓﾉで隙間ｺﾐｭを確立す
る助かる店づくり

204 北海道 栗岡鉄工所 －
高品質溶接機の導入による業務効率の改善と販路
拡大

205 北海道 有限会社厚岸海産 0460002004516 自社製造の加工品の品質良化による販路拡大

206 北海道 合同会社十勝野スイーツ 8460103000926
新店舗を活用した十勝産ｽｲｰﾂ商品開発と来店顧客
創造の取り組み

207 北海道
有限会社リカーショップカ
クイ

5450002012209 -5℃氷温冷蔵庫の導入による商品力向上

208 北海道 ㈱金子精肉店 8450001007826
お客様にも見やすいレジ導入でお買物と食の安心・
安全の提示事業

209 北海道 有限会社大熊養鶏場 4450002001096
新機械導入による新規販路開拓と顧客満足度向上
事業

210 北海道 大八食堂 －
家族客や女性客等の顧客拡大に向けた環境整備と
販売促進

211 北海道 マルワカ食品 － えごまそば（乾麺）の開発と販路開拓

212 北海道 米津レンカ堂 －
ゆっくりとお買い物ができる憩いの場を提供して集客
力を強化

213 北海道 チーナドゥ． － 少人数グループに対応した個室設置事業

214 北海道 株式会社　八天ファーム 2430001058018 豊浦産「米粉」製品化に向けた研究開発事業

215 北海道 namihey pizza － 店舗内の快適性向上を目指す為の備品導入

216 北海道 有限会社　松尾塗装 7430002063763 自社ＰＲパンフレット作成

217 北海道 Café&Sweets壱番蔵 －
フードプリンターの購入による客単価増と新規顧客
の獲得

218 北海道 食事処　和楽来 －
地域特産品の新メニューを活用した店舗認知度向
上・広告宣伝事業

219 北海道 中華料理店　王府 －
新たな中華ガスレンジ導入による飲茶の新開発と販
売

220 北海道 鳥せい　広尾店 －
客席快適化・集客力強化と地域おこし新事業で売上
向上

221 北海道 寿しのみよい －
いごこちのよいお店とサービス向上による売上アップ
の実現

222 北海道 鮨正 － 車椅子対応トイレ改修工事及び宴会場トイレ改修

223 北海道 お食事の店　丸美 －
トイレ改修による高齢者団体の受け入れ増による売
上増強
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224 北海道 クラブマドンナ －
くつろげる空間提供とリピート率向上、来客数アップ
の実現

225 北海道 有限会社菊池水産 4460102006812
『商品パッケージデザインの改良』と『社名入りギフト
袋』の製作

226 北海道 有限会社　若松時計店 7460102006933
店内照明設備更新及び外看板の架け替えによる売
上増強

227 北海道 株式会社　石山商店 4460101003422
ホームページ制作・活用による商圏拡大と顧客利便
性向上

228 北海道 酒蔵 美月 －
カウンター厨房の改修と急速冷凍庫の導入による収
益性の改善

229 北海道
有限会社　レークヒル牧
場

2430002063792 自社オリジナルギフトセット販売の拡大事業

230 北海道 レストラン望羊蹄 － 多言語表記の食事メニューのリーフレットの作成

231 北海道 合同会社味噌らんまん 7430003002357
地元野菜を使った加工調理味噌の開発と首都圏へ
の販路拡大

232 北海道 有限会社　豐來軒 7430002053755
外国人に向けた多言語表記店頭看板設置とタイ語
ﾘｰﾌﾚｯﾄの作成

233 北海道 一本亭 － 煮たまご販売促進に係る真空包装機械の導入

234 北海道
有限会社　室田自動車整
備工場

2430002063776 電子制御システム故障診断器導入による販売促進

235 北海道 株式会社きつつき 9430001056425 手作りパン販売促進事業

236 北海道 レストランありす －
小麦粉とかぼちゃパウダー原料で新商品乾麺カ
レー・らーめん開発

237 北海道 さばいでぃ －
わくわく市等における販売促進用チラシ、ポスター、
看板作成事業

238 北海道 伊勢谷 啓一 － 潜在的顧客に対する宣伝認知度向上事業

239 北海道 株式会社 月のチーズ 1450001009787 モッツァレラチーズ増産設備導入事業

240 北海道 食事処 みどちゃん － 観光客に対する宣伝認知度向上事業

241 北海道 有限会社 真貝林工 5450002012968
新規顧客獲得・販路拡大へ向けた木製看板とパンフ
レットの製作

242 北海道 ニセコチセガーデン －
生産性向上による販売機会損失の解消と販売チャ
ネルの拡大

243 北海道
株式会社パウダーカンパ
ニー

0143000105221
アウトドアアクティビティー「SUP新メニューの開発・宣
伝」

244 北海道 本田珈琲店 －
珈琲豆の自家焙煎化とそれを活かした珈琲店の大
人のカレーの開発

245 北海道 Cave de Bambou －
観光客需要を取り込む地場産品を活かした提案型
販売

246 北海道
ニセコチーズ工房有限会
社

4430002057371
広告宣伝強化による提案型のチーズ販売で需要開
拓

247 北海道 ニセコドーム治療院 －
ポータブル最新治療器導入により出張施術の強化
で新規顧客獲得

248 北海道 こそばテント － 革の新商品開発・販売事業

249 北海道
株式会社のりとも朝倉商
店

6462501000501
自社開発ブランド商品の全国販売のためのパッケー
ジ等の改良

250 北海道 有限会社　ホテル峰の湯 4462502000667
宿泊予約等のホームページ更新による個人客を始
めとした顧客開拓

251 北海道 株式会社　ケミクル 7462501000632
（ラウスコンブフレンチペースト）の利便性向上のため
の改良
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252 北海道 金澤造船所 － 船舶清掃業

253 北海道 理容ぼん －
快適性を追求した理容椅子の導入とチラシによる広
告戦略

254 北海道 有限会社　丹羽林業 8430002059562 クライミング用品を活用した特殊伐採事業

255 北海道 グッドデッキ －
食と音楽、お酒で今まで浜中になかったライフスタイ
ルを提供

256 北海道
ピザとワインの店　パピリ
カ

－
HP開設による町外や観光客を狙った誘客・販促プロ
ジェクト

257 北海道 ㈱中村商店 5460101003025 インバウンド観光に向けての環境づくり対策

258 北海道 居酒屋十一 － 居酒屋十一特製たれの販売促進事業

259 北海道 株式会社　更別企業 2460101004232
　観光物販モビリティ・サイクルガイドステーション事
業

260 北海道 石田自動車整備工場 － 技術向上と顧客にあった作業提供による販路開拓

261 北海道 タテヤマ融雪企画 － カタログ、ＨＰ作成による新規顧客の獲得

262 北海道 ほかほか弁当桜ヶ丘店 － オペレーションシステムの革新・新たな雇用創出へ

263 北海道 有限会社　草野住建工業 4430002062009
バリアフリー・リフォームの新規需要の獲得と自社の
ブランド化

264 北海道 ベンチタイム －
テラス席の設置による席数増加と看板やスロープで
の集客増進

265 北海道
株式会社 丘の上のわくわ
くカンパニー

0460001004829
地元特産品マルシェの開催とWi-Fi環境整備による
集客力向上

266 北海道 家工房ＳＥＮＳＥ － 設計ソフト導入による事業拡大と自社ＰＲ

267 北海道 どれみふぁ空 －
ＨＰ及びパンフレットを日、英、中国語併記による外
国人誘客事業

268 北海道 自家焙煎工房　北工房 －
消費者ニーズに対応した自家焙煎設備導入による
売上増加対策

269 北海道 有限会社モリヤ写真館 2450002009109
新たな撮影環境の整備による新規顧客開拓と売上
拡大

270 北海道 合同会社　Ｋａ 1450003001453
外国人旅行者集客強化のための積極的プロモー
ション

271 北海道
有限会社デジタルコンテ
ンツ

9450002009721
顧客ニーズに対応した空撮動画によるビジネスチャ
ンス拡大

272 北海道 うねうね畑とくもの月 －
車椅子に配慮した空間整備で感動風景の演出と顧
客層の拡大

273 北海道 ペンション　麦の穂 － 宿の快適性と満足度向上による集客力向上対策

274 北海道 士幌鉄工　株式会社 6460101003049
畜産の効率化に資するパンフレット製作と出張修繕
による販路開拓

275 北海道 光クリーニング店 －
店舗移転に伴い高齢者に配慮した店舗改装による
販路の開拓事業

276 北海道
有限会社十勝アグリワー
クス

0460102003849
分析情報提供サービスの新規実施のための計測器
導入での販路開拓

277 北海道 ノーブル美容室 －
美容室のテラピーメニュー実施のため店舗改装によ
る新規販路開拓

278 北海道 髪夢ＩＮ －
販売用ソース生産のための製造施設造作と広告宣
伝

279 北海道 お食事処　祥 － 畳の新たな需要創出のための宣伝広告
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280 北海道 (株)　山岸牧場 1460101005446
手づくりヨーグルトの商談会参加とホームページ開
設での販路開拓

281 北海道 両国食堂 －
スライサー機利用による作業の効率化及び消費拡
大事業

282 北海道
有限会社　髙橋クリーニン
グ

4460102006127
魅力をアピールした集客力アップの為の店舗看板リ
ニューアル事業

283 北海道 しあわせチーズ工房 －
地域ブランドチーズの製品化及び製造工程の改善
の為の製造導入

284 北海道 有限会社新妻モータース 7460102006231
女性や若者世代の取り込みを可能にする快適なお
店づくり

285 北海道 有限会社　ふるさといけだ 9460102007483
店内の大規模配置転換による外国人観光客に対す
る販売促進

286 北海道 ヨコタデンキ －
住宅用設備機器に関わる、水廻り　営繕/修繕工事
売上向上計画

287 北海道 有限会社　ステラポラーレ 5460102007537
販売用ソース生産のための製造施設造作と広告宣
伝

288 北海道 宮崎畳寝具店 － 畳の新たな需要創出のための宣伝広告

289 北海道 スマイル補聴器 －
ホームページでのPRや補聴器効果測定器導入によ
る新規顧客開拓

290 北海道 有限会社　音更清掃社 1460102000669
仮設水洗トイレの洋式化による顧客満足度向上と受
注の拡大

291 北海道 酒宴厨房　はく －
十勝の「終活」世代への効果的なＰＲによる新規顧
客開拓

292 北海道 リサイクル買取センター －
社屋の造園展示場化および宿泊事業への新規取組
みによる顧客開拓

293 北海道 有限会社　ワタナベ工芸 5460102003825
販売用ソース生産のための製造施設造作と広告宣
伝

294 北海道 有限会社スチール巧産 3460102001673
ホームページでのPRや補聴器効果測定器導入によ
る新規顧客開拓

295 北海道 フォトファクトリー西村 －
「アニバーサリーフォト（記念日写真）」周知広告によ
る販促事業

296 北海道 渋谷醸造　株式会社 7460101003262
発酵スィーツ新商品開発並びに国内・海外への販路
開拓事業

297 北海道 牛削蹄舎うちやま －
削蹄レポートシステムによる削蹄カルテデジタル化と
販路開拓事業

298 北海道 合同会社　豆屋とかち 4460103000806
多様な広告手段で子供服リサイクル専門店の認知
度向上と顧客獲得

299 北海道 美容室　R －
昔なつかしの「パイプそり」のパンフレット制作・配布
で販路開拓

300 北海道 有限会社　源すし 4460102006176
「シミ取り」「よもぎ蒸し」新サービス提供による新規
顧客獲得

301 北海道
司法書士行政書士平田
峻太事務所

－ 店舗の認知度向上による固定客の確保と売上増加

302 北海道 山本美容室 －
店舗の認知度向上と安心安全な店づくりによる利用
客の増加

303 北海道 民芸喫茶　ポロンノ －
昔なつかしの「パイプそり」のパンフレット制作・配布
で販路開拓

304 北海道 二幸寿し －
「シミ取り」「よもぎ蒸し」新サービス提供による新規
顧客獲得

305 青森県 美松菓子店 －
太平洋風「やませ」対策、看板作成による地域・観光
客へのＰＲ

306 青森県 はしかみ整体院 －
「道の駅はしかみ」へのクイックマッサージ店移転事
業

307 青森県 吉田商店 －
買い物弱者応援！配達サービス宣伝看板設置によ
る集客力アップ
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308 青森県 有限会社　ホット秀明 4420002010463 清掃用品レンタル事業の販路拡大

309 青森県 スナック　どんぐり － 顧客用トイレの洋風便器化及びバリアフリー化

310 青森県 喫茶　あさねぼう － 喫茶店のコメ粉ピザとくつろぎ空間提供事業

311 青森県 サンセットハウス － 夏季の集客力の強化

312 青森県 食べ物屋セイリング － 新規来店者獲得に向けた宣伝事業

313 青森県 麺処　あかふじ －
顧客の取組みを確実に“安心”して利用できる店舗
改装

314 青森県 有限会社　長内酒造店 1420002011679
日本酒と県産りんごでリキュール酒「刻の想い」新商
品開発事業

315 青森県 サンボランタリー林店 － 食生活のお手伝い「手作り惣菜」販売促進事業

316 青森県 ローズ理容院 －
トイレの改装による、女性が利用しやすい清潔感あ
る店舗づくり

317 青森県 カネミツタザワ － 観光地への出店とチラシによる販路拡大事業

318 青森県 株式会社　パル 7420001008522
子育て世帯・高齢者に優しいトイレ改修・ＨＰ制作に
よる販路開拓

319 青森県 株式会社　竹太商店 8420001008513
西海岸で獲れた新鮮水産物！消費者ニーズに対応
する販路開拓事業

320 青森県 葛西食品店 － 惣菜、仕出し部門拡充のための厨房改善

321 青森県 ももさわ菓子舗 －
新商品宣伝のためのHP構築及び新規顧客開拓事
業

322 青森県 久光社 －
ＨＰの開設と外国人向けのリーフレット作成による販
路開拓事業

323 青森県 湖久焼　窯元 － 当作業所への陶器づくり体験スペースの新設。

324 青森県 杉屋敷奥山株式会社 8420001012093 新規顧客の利便性向上で売上増加を図る事業

325 青森県 有限会社みどりや 9420002018361 オリジナル商品開発で新規顧客を取込む事業

326 青森県 有限会社　和歌山 9420002012026
常温保存でお持ち帰り可能な「しじみラーメン」の開
発・販路開拓

327 青森県 株式会社　久保田印刷 5420001008763 「レーザー加工機で特別な物を贈ろう。」新部門事業

328 青森県 畑の友マッケ － 看板設置による知名度アップ事業

329 青森県 有限会社　坂本商店 6420002011501
希少価値の高い商品の導入とそれに伴うPRによる
新規顧客獲得

330 青森県 有限会社みちのく農産 6420002018546
消費者ニーズに対応したシュリンク包装で農家所得
向上を図る事業

331 青森県
東北グレインネットサービ
ス有限会社

5420002018282 お米の「絆を繋ぐ」あいさつギフト商品開発・販売

332 青森県 のざか理容店 － 商店街コミュニティー広場を提供し新規顧客開拓

333 青森県 川越煎餅店 －
包装一新と催事対応による、卸し・直販事業の拡大
事業

334 青森県 株式会社エビサワ農園 5420001013482
自社農園精算物加工品のＴＰＰに向けた海外販路開
拓事業

335 青森県 ジャスミン －
多忙女子に嬉しいヘアとネイルの同時施術でオシャ
レ度ＵＰ
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336 青森県 ふかうら鮮魚 － 店舗装飾による広告宣伝

337 青森県 名川果汁 －
高級志向と開封後飲み切に対応した本物ストレート
果汁販路拡大

338 青森県 食堂　なくい － 料理と店舗から伝える顧客満足向上事業

339 青森県 マルナカ呉服店㈲ 7420002010089 お年寄りに優しいお店発信事業

340 青森県 有限会社　堰向管工事 2420002010069
ホームページとＳＮＳを用いた情報発信による販路
開拓事業

341 青森県 ラーメン処みろく亭 － 店舗イメージとメニュー再構築事業

342 青森県 有限会社　開進グループ 5420002011485 「マンツーマン指導」への展開・新規顧客を獲得！

343 青森県 ぱんや　いちこ －
こだわりのハードタイプパンに特化した新規顧客取
込事業

344 青森県 株式会社　観山 4420001015075 温泉旅館再建に伴うホームページ構築事業

345 青森県 阿房宮の会 －
南部町の貴重な阿房宮菊をもっと食べやすく加工、
販路開拓事業

346 青森県 森田麹・味噌店 －
新店舗のエクステリアの充実による訴求効果向上事
業

347 青森県 有限会社　掛端呉服店 6420002009999 介護部門の認知度アップ、イメージ向上事業

348 青森県 有限会社　川広商店 7420002009998
色彩選別機使用による高品質の白米製造と販路開
拓

349 青森県 船橋電器 － 省エネ家電器具導入による節電アドバイザー事業

350 青森県 美容室　マッシュヘアー －
“癒し、くつろぎ、アットホーム”をコンセプトにした店
舗改装

351 青森県 有限会社佐藤組 0420002010027 自然栽培農産物・加工生産及び販売促進

352 青森県 三浦時計店 － 「聞こえの悩み」を「聴くお店」、イメージアップ事業

353 青森県 株式会社　菊駒酒造 4420001007386 濾過精度向上による、日本酒のブラッシュアップ事業

354 青森県 高橋写真館 － 明るい店舗と確かな技術で顧客獲得

355 青森県 有限会社三福商店 2420002009623 「５つの神話」で売上回復

356 青森県 殿さまあんぱん － 殿さまぱんブランド化推進

357 青森県
株式会社アグリーデザイ
ン

1420001012959
漬物加工品の海外向けブランディング及び加工滋養
での直販事業

358 青森県 スイーツガーデンKUDO － 南部町の果物の魅力を生かした店舗づくり

359 青森県 はなゆら －
女性専用お顔そり＆エステ＆ヘッドスパ複合経営で
販路拡大

360 青森県
有限会社サンマモルワイ
ナリー

5420002019982
ぶどう樹苗木の成長から熟成を楽しむネットでワイン
オーナー制度

361 青森県 食事処　とん喜 －
高齢者に対応した宴会用テーブル・イスの更新と顧
客獲得

362 青森県 有限会社　西幸呉服店 2420002009838 空調設備導入による販売促進事業

363 青森県 アラカワ内装 －
変身、店舗のドア交換と床貼り替えによる内装展示
ルーム事業
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364 青森県 有限会社　佐々木雑貨店 4420002009786
ホームページ作成とスマホ向けネットショッピングシ
ステム構築

365 青森県 ひふみハニーファーム －
商品広告塔兼店舗看板設置による集客力強化と販
路拡大

366 青森県 福士食料品店 － 高齢化社会にやさしい魅力ある店舗づくり

367 青森県 山本酒仕出し店 － 酒店・仕出部門共同店内リニューアル事業

368 青森県 株式会社北彩屋 9420001014683
新ブランド商品開発とパッケージデザイン化による販
路開拓事業

369 青森県 越後屋呉服店 － お出かけ促進～わくわくライフスタイルの構築!!事業

370 青森県 熊谷米穀肥料店 － 匠の米工房の「匠のブレンド米」PR戦略事業

371 青森県 和・洋菓子の店むらなか － ～地域資源活用で地域の輝き推進事業～

372 青森県 瀬川寝具店 － 新規顧客の獲得とレンタル業の強化事業。

373 青森県 お菓子の工藤 －
新付加価値商品「写真入りバースデーケーキ」の開
発と販路開拓

374 青森県
合同会社　イネ子の畑か
ら

4420003001073
高品質生産物及び生産技術のＰＲ強化による販路
開拓

375 青森県 布施商店 － お肉屋さんのコロッケ・メンチカツ総菜コーナー設置

376 青森県
有限会社こめいち奥本商
店

5420002019314
化粧品販売のスペース拡大による顧客満足度ＵＰと
新規顧客獲得

377 青森県 夢菓房京舟 －
スマホ対応ホームページに再構築し新規顧客獲得と
顧客満足度向上

378 青森県 有限会社　天水 8420002017785 高齢者にやさしい宿泊施設、おもてなし向上事業

379 青森県 春華飯店 － 店舗外独立看板の設置

380 青森県 モップ美容室 －
可動式シャンプーボウル導入による顧客満足とリ
ピート率の向上

381 青森県 七里長浜菊谷商店 －
秋田犬「わさお」でおもてなし顧客満足度アップで販
路拡大

382 青森県 割烹　水天閣 － 日本料理で”おもてなし”リピーター客増大

383 青森県 食事処　どん －
ご当地丼は新鮮な魚と新米のこだわりで顧客満足度
アップ

384 青森県 有限会社　白神山美水館 8420002012588
世界遺産白神山地の湧水を使用したコーヒースタン
ド事業

385 青森県 まつみや呉服・酒・建材店 －
移動看板の新設と特売チラシの配布による販売促
進事業

386 青森県
合同会社　ビードル産直
市場

1420003001563
地元野菜農家と連携した「収穫祭」による商圏拡大
事業

387 青森県 ダイニングはなまる －
　店舗リニューアルと新メニュー開発で閑散期の売
上増加を図る

388 青森県
リラクゼーションルームふ
らっと

－
お店とリンパマッサージのPRリラックス足湯で顧客の
増加を図る

389 青森県 カサイ食品センター －
既存経営支援を活用した飲食店営業進出における
販路開拓

390 青森県 ドライブイン汐風 －
話題沸騰！「幻のイトウ」「ヒラメのヅケ丼」リピーター
急増

391 青森県 有限会社　ブップ 4420002018218 ホームページ改善による販売促進
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392 青森県 リラクゼーションヘア７０８ －
アレルギー対策に特化した美容室の広告宣伝・ＰＲ
事業

393 青森県 浄法寺建築 －
ハイブリッドソーラーハウスのプロモーション・受注促
進事業

394 青森県 有限会社　平尾時計店 4420002018671
高齢者社会の顧客ニーズに対応した「補聴器部門」
新設強化事業

395 青森県 有限会社　エコ・グリーン 7420002010378 ブランド卵を使ったプリンで販路開拓事業

396 青森県 有限会社　岡田工務店 2420002009755
ホームページリニューアルとネットショッピングシステ
ム構築事業

397 青森県 ㈱魚忠 6420001012780
急速冷凍庫購入による売上増加及び作業効率向上
化事業

398 青森県 りらっくすmama東通 －
【郷土の誇り】愛される下北地方の銘菓を全国に発
信

399 青森県 フローリストモントヴェル －
オリジナル商品の改良と供花部門強化による販売促
進

400 青森県 有限会社　畠山商店 3420002019308 ホームページ構築による販路拡大、周知徹底事業

401 青森県 有限会社　さが旅館 8420002019303 ＬＥＤ看板設置によるイメージアップ並びに防犯事業

402 青森県 民宿　菅原 － 浴室設置による顧客満足度向上、販路開拓事業

403 青森県 株式会社　駒嶺商店 8420001012597 看板設置による集客向上・新規顧客獲得事業

404 青森県
株式会社　下風呂観光ホ
テル

7420001012598 団塊世代やシニア世代等に優しい施設造り

405 青森県 まるほん旅館 － ホームページのリニューアルによる集客促進事業

406 青森県
ろっかしょむらおこし和の
工房

－ 製麺機購入による製造ロット増加と新規販路拡大

407 青森県 ㈱漁善 6420001013606 新メニューの考案による売上拡大事業

408 青森県 ファミリーショップたなか － 少子高齢化をターゲットに新アイテムコーナー設置

409 青森県 有限会社　斗沢木工所 7420002017217
看板更新設置による企業イメージ向上とＨＰによる販
路開拓

410 青森県 のへじ整骨院 －
これからの高齢化社会やりたい事をいつまでもやれ
る体づくり事業

411 青森県 有限会社　いさみや 5420002018563 電報申込・電報配達業務の周知及び宣伝事業

412 青森県 シーサイドモータース － 高性能コンピューター診断機導入事業

413 岩手県 はまなす亭 －
客席増設による待ち時間の短縮及び新たな団体客
等の開拓

414 岩手県 吾妻屋 －
テイクアウト商品の提供による顧客満足度の向上と
販路開拓

415 岩手県
有限会社　岡市左官工業
所

5400002007023
外注工程の「内製化」による床施工プロセスの一貫
化及び受注拡大

416 岩手県 こもり手作りパン教室 －
手作りパン教室から製造販売への進出による販路
開拓

417 岩手県 ソーイング・坂本 －
次世代機能を持ったミシンの導入による高付加価値
市場の開拓

418 岩手県 おなかサロンPonPon －
腸サロンの、Webによる情報発信を通した女性客の
開拓

419 岩手県
有限会社田野畑流通開
発センター

7400002011196
「魅力ある惣菜」と店頭ライトアップによる集客アップ
事業
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420 岩手県
有限会社北山崎レストハ
ウス

6400002011180
国立公園の自然環境にマッチした店舗外装改修と利
益性の向上

421 岩手県
株式会社ひょうたん島苫
屋

5400001009722
首都圏富裕層向けの三陸牡蠣を用いた新しい燻製
ファミリーの開発

422 岩手県 saasa工房 －
陶芸教室開設のためのＰＲ及び生産数量の拡大に
伴う販売促進

423 岩手県 岩手銘醸株式会社 4400601000560 日本酒の販路拡大に向けた販売促進ツールの刷新

424 岩手県 吉岡建築工房 －
地元農産物を活用した完熟果物のドライフルーツ化
による販路開拓

425 岩手県 下川原電器 －
店前敷地整備と商品告知店頭看板設置による販路
開拓事業

426 岩手県 Ｂ-Ｓｈｏｐへびぐち － 地場産品利用の新商品PR強化による販売促進

427 岩手県 おくやま － 電動薪割機の新規導入による生産効率の改善

428 岩手県 西板金 －
自動直線切断機の新規導入に伴う作業効率の向上
と売上拡大

429 岩手県 佐々木石油店 －
高照度照明設置による作業効率アップと新商品販売
強化

430 岩手県 大西農園 － 収穫体験ができる採れたて有機野菜の販路開拓

431 岩手県 有限会社　石橋煎餅 2400002012158 お土産用ギフト展開による新たな販路の確立

432 岩手県 デザインワークス －
直接施工件数向上を目的とした「内装提案力」ＰＲ事
業

433 岩手県 熊谷たばこ － 「本格的なエスプレッソマシンを導入した週末カフェ」

434 岩手県 ネイルサロン・レクラン －
ＤＭ等による顧客開拓及びサービス環境向上による
リピート率向上

435 岩手県 有限会社ササキスポーツ 8402702000510
選手に愛着あるスポーツバック等の修理によるファ
ン獲得

436 岩手県
株式会社バンザイ・ファク
トリー

7410001008688
木製スマートフォンケースの商品パッケージ開発と販
路開拓

437 岩手県 ひころいちファーム －
米粉１００％無添加麺（新商品）の開発をした販路拡
大

438 岩手県 佐々木商店 －
知れば知るほど食べたくなる｢米崎牡蠣｣｢雪解け牡
蠣」ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業

439 岩手県 雫石チーズ工房 －
プレハブ冷蔵庫導入による長期熟成チーズの通年
提供及び販路拡大

440 岩手県 餅工房むらかみ －
新たな販売促進による「きりせんしょ焼いちゃった」Ｐ
Ｒ大作戦

441 岩手県
あんしん整体らくらくセン
ター

－
頭痛の悩み解消に特化した整体の販路開拓に向け
た宣伝活動

442 岩手県 旬魚旬菜　かめふく － サービス提供等プロセスの改善

443 岩手県 ＳＡＴＯ － テラス席設置による子育てママの満足度向上

444 岩手県
有限会社　カシオペア葬
祭センター

1400002012613
ホール内バリアフリー化と新サービスの提供による
新規顧客の獲得

445 岩手県
有限会社　前田合金鋳造
所

9400602001470
非鉄鋳物用砂型の水分管理による品質向上と保証
の強化・販路拡大

446 岩手県 尾田川農園 －
外国人向け商品ﾗﾍﾞﾙの変更と国内商談会参加によ
る新規顧客獲得

447 岩手県 有限会社まるき水産 2400002011044 イカ原料加工品の売上げ５０％増への取組み
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448 岩手県 ヘアーワークス　キュワ －
沿岸初！炭酸泉の癒しスチームミストヘッドスパによ
る売上向上

449 岩手県 あさひ堂 －
スマートフォン対応ホームページの改良と小分け商
品セットの販売

450 岩手県 六串商店 －
「三色彩り海の幸弁当」（仮称）商品パッケージ開発
事業

451 岩手県 菓子工房エルマーノ －
大槌特産品を使用した「サブレ」「クッキー」の開発・
販売促進

452 岩手県 有限会社　渡辺製作所 5400002004219
超音波厚さ計導入による看板リフォーム新規顧客開
拓事業

453 岩手県 水道屋　株式会社 7400001008730
建設主要３大工事に一貫対応できる事業体制の広
告宣伝

454 岩手県 有限会社　中居建設 4400002004062
３ＤＣＡＤを活用した迅速丁寧なご提案と業務の効率
化

455 岩手県 みちのくオート －
マット洗浄機設置による新規顧客の獲得及び販路開
拓事業

456 岩手県 株式会社　ふうせつ花 1400001004974
豆腐スイーツ（ワッフル）の強化による２０～３０代女
性客の開拓

457 岩手県 BLTオートサービス － 輸入自動車修理サービス高度化事業

458 岩手県 ぼーず －
店舗のバリアフリー化と訪問理容サービスによる新
規顧客の開拓

459 岩手県 くどう畳製作所 －
土台改良と薄畳製作用機械の導入による生産効率
と売上の向上

460 岩手県 Degu建工 －
住宅の施工における様々なオプションの提案による
売上向上

461 岩手県 アーベント倶楽部 －
こだわりDMによる顧客の再リピート化とネットを通じ
た販路開拓

462 岩手県 yamagoya Base Camp － 外国人観光客の受け入れ態勢構築による販路開拓

463 岩手県 有限会社　橋本商店 5400002007709
【惣菜・仕出し部門強化による顧客の利便性向上と
新規顧客の開拓

464 岩手県 温泉民宿かわの －
高齢者対策・温泉給水工事による温泉民宿の市場
拡大のための販路

465 岩手県 遠藤鶏卵 －
安心安全な自社ブランド卵の生産拡大による首都圏
向け販路開拓

466 岩手県 有限会社　ナイス 2400002007562
快適なリフォームを通じた生活スタイルの提案による
販路拡大

467 岩手県 株式会社　こめや 3400001004493
選別機の高性能化と機動性を活かした集荷先及び
出荷先の販路拡大

468 岩手県 有限会社　清水川養鱒場 4400002007627
試食および商談スペースの整備による、効果的な新
規顧客獲得事業

469 岩手県 理容銭さん －
快適環境を整え、新たな顧層をターゲットにした売上
向上事業

470 岩手県 前川塗装 －
塗装設備の導入による定期塗装を推進する顧客獲
得事業

471 岩手県
有限会社　グリーンサ
ポート

5400602001796
薪ｽﾄｰﾌﾞを用いた乾燥ﾌﾟﾛｾｽの改良による在宅介護
ｻｰﾋﾞｽの展開

472 岩手県 舘　豆富店 － 商圏拡大のためのスマホ対応ホームページ開設

473 岩手県 株式会社　鶴飼内装 6400001012907
個室リフォームの需要拡大に伴う作業効率の向上と
売上拡大

474 岩手県 南浜モータース －
マルチ溶接機を導入し多種類素材の溶接業務拡充
による販路開拓

475 岩手県 中野輪業 － 店舗前商品展示スペースの改修による販売力強化
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476 岩手県 のだ焼 －
ホームページの外国語対応による海外市場への販
路開拓

477 岩手県 十府ヶ浦食堂 －
地域食材活用料理の充実及び高齢者利便性向上に
よる販路開拓

478 岩手県 中川商店 －
移動販売車両購入による買物弱者に対する販売体
制の強化

479 岩手県 Osteria　Vai-getsu －
店舗改装による利用者の多様なニーズに合わせた
空間の創出

480 岩手県 株式会社　シオン 1400001003951
国産材と当社「Ｕ-ＯＩＬ」によるデザイン家具等の開
発と拡販

481 岩手県 大漁バガボンド丸矢巾 － 店内改装に伴う作業効率の向上及び団体客の確保

482 岩手県 有限会社ひょうえもん 3400002007834 地産地消の新メニュー開発による新規顧客の獲得

483 岩手県 マリンデンタル株式会社 5400001007635
新設備導入による「歯科技工物の製作環境の強化」
及び販路拡大

484 岩手県
リラクゼーションサロンＢＵ
ＬＡＮ

－ 効果的な宣伝広告を活用した新規顧客の開拓

485 岩手県 合同会社しづか亭 7400503000185
ユニバーサルデザイン化観光に向けた設備改修に
よる集客力向上

486 岩手県 ＫＯＺＥＮＪＩ　ｃａｆｅ －
ブルーベリースウィーツ専門店のブランド力向上によ
る販路拡大

487 岩手県 有限会社小岩材木店 3400502000735 ホームページ開設による木製品販売事業の強化

488 岩手県
有限会社　サカエ自動車
整備工場

2400002009848
「行きやすい車屋さん」を作り、新規客及び固定客を
獲得するため

489 岩手県 高純サービス － 設備強化による作業効率の向上と商圏の拡大

490 岩手県 南川商店 － 収納代行サービスシステム導入による市場の開拓

491 岩手県 たかはし菓子店 －
1ランクアップ！生産効率向上による大都市圏への
販路開拓

492 岩手県 有限会社　早野商店 7400002011155 フルーツほおずきドリンク・ドライフルーツの販路開拓

493 岩手県 花兵衛 － 少子高齢化に対応した生活支援型販促事業

494 岩手県 かなぐつや －
現店舗を生かし岩泉産果実の美味しさを生産者自ら
が情報発信

495 岩手県 有限会社中松屋 8400002011146
地場産材料を使った筒羊羹の新商品開発と販路開
拓

496 岩手県 有限会社プロトサイエンス 4400002011158
ドローンで３６０度ＶＲ4Ｋ動画空撮＆岩手県初移動
編集スタジオ

497 岩手県 畠山京染店 －
日本女性の美と健康を応援する着付け教室と水と暮
らす生活提案

498 岩手県 志たあめや －
包装工程の改善による生産性向上と店内掲示板を
活用した販売促進

499 岩手県 しだれ食品 －
手づくり製法を生かした焼き豆腐の生産力向上によ
る量産化

500 岩手県 さしはた牧場 － 100％自然放牧のジャージー種精肉の販路開拓

501 岩手県 有限会社鍵屋商店 6400002011107
自家製生こうじ及び自家製生味噌の生産性向上と販
路開拓

502 岩手県 岩泉純木家具有限会社 9400002011087 ホームページ刷新によるブランドイメージの強化事業

503 岩手県 合同会社Artisanry 3400003002041 女性をターゲットにした遠野型バルの経営
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504 岩手県 Agriturismo大森家 － 冬期宿泊利用客の確保のための改装

505 岩手県 あやおり種苗店 － 「花のある暮らし」提案による若者層の販路開拓

506 岩手県
有限会社　エルプラザあさ
みず

4400002010432 地域密着型の家電ソムリエ店の周知へ

507 岩手県 オートランドＲⅡ －
屋根付き作業場の整備による冬期間のタイヤ交換
サービスの効率化

508 岩手県 おきも呉服店 －
ハンドメイド好きな人達の集える工房を設置して新規
顧客獲得

509 岩手県 Odashima　Guitars － 「ギター初心者にもわかりやすいパンフレット作成」

510 岩手県
有限会社キンダイチ自動
車

1400002010245 車相談窓口の設置による女性客の獲得

511 岩手県 澤田モータース － 展示場ライトアップによる若者顧客層の獲得

512 岩手県 詩季 －
展示ギャラリーの陳列什器新設による新規雑貨顧客
の獲得

513 岩手県 松竹美容室 － リラクゼーションメニュー導入による新規顧客の開拓

514 岩手県 株式会社　鈴陶 5400001006653 最新ＣＡＤシステム導入による沿岸地域の営業拡大

515 岩手県 有限会社　太陽自動車 7400002010289 作業効率改善による受注増加と販路拡大

516 岩手県 遠野印刷社 － 新型印刷機導入による自社ＰＲと販路拡大

517 岩手県 株式会社遠野自然塾 5400001013022
「第２のふるさと遠野」をアピール　遠野型里山自然
葬の販路開拓

518 岩手県
合同会社　遠野食工房
蔵

4400003002040 安全・安心・高品質なハチミツ生産事業

519 岩手県 徳田屋旅館 －
トイレリフォームによる観光客・ファミリー層の顧客獲
得

520 岩手県 中村屋 －
成分表示、価格バーコードシール取り付けによる取
扱店の拡大

521 岩手県 日本料理旬菜和田 －
「わかりやすい料理メニューの作成による法事団体
客の獲得」

522 岩手県
株式会社ノースプロダク
ション

9011001072630 未利用資源『遠野産鹿革』のブランド化

523 岩手県 ビ・セイル美容室 －
出張美容の拡大と効果的な店舗情報の周知による
新規顧客獲得

524 岩手県 ビックライフ有限会社 5400002010349
子育て世代の女性を応援する事業　～芝生のテラス
で保険相談～

525 岩手県 ポーラ化粧品遠野営業所 －
エステ＆メークで満足のいく自分をクリエイトし写真
に収める

526 岩手県 ホテルきくゆう － 「全室Ｗｉ-Ｆｉ接続」対応による外国人観光客の誘客

527 岩手県 誠モータース － ＳＮＳやＨＰサイトを活用した新規顧客獲得の取組み

528 岩手県 有限会社　松田種苗店 4400002010291 作業効率アップによる販路拡大

529 岩手県 民宿りんどう － 防音対策による滞在型需要の販路開拓

530 岩手県 よねた屋 －
バリアフリー店舗の整備による３世代ファミリ層の獲
得

531 岩手県 有限会社カットインみなと 2400002010954
人が集い癒される空間の照明設備と日よけ設備の
増設
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532 岩手県 竹内商店 － 地域みまもり応援事業

533 岩手県 田老建具店 － 木工製品（木のぬくもり）販売多角化事業

534 岩手県
株式会社共同店舗棟建
設運営会社山田

7400001009828
ポイントカード加盟店拡大による顧客の利便向上と
囲い込みの実現

535 岩手県 福良商店 －
移動販売車を活用した買い物支援体制の構築及び
新ギフト商品開発

536 岩手県 内金崎自転車商会 －
ご当地昔話を利用したお土産品の開発及び販路拡
大事業

537 岩手県 小豆嶋漁業株式会社 4400001007462 商品パッケージのリニューアル・作業の効率化

538 岩手県 ＴＲＳ食品有限会社 7400002011997 30・40代をターゲットとしたインターネット販売の拡大

539 岩手県
有限会社クラモト塗装工
芸

7400002011956
作業工程の見直しによる作業の効率化と収益改善
事業

540 岩手県 もじゃピン －
高齢層の顧客満足度向上により売上増加を目指す
取り組み

541 岩手県
キャピタルホテル１０００株
式会社

4402701000556
着地型・滞在型宿泊商品の企画造成・販売システム
構築事業

542 岩手県 株式会社　中田商事 5402701000431
地域の特産品を使用した焼酎のＷｅｂでの拡売、販
路開拓

543 岩手県 米沢商会 －
催事使用機器のレンタルによる顧客の囲い込みと売
り上げアップ

544 岩手県 仙華園 －
フレッシュジューズ提供によるピークタイム以外の集
客

545 宮城県 ＡＳＴＥＲＩＳＫ －
板金特殊工具導入で作業効率化による新規顧客開
拓事業

546 宮城県 ローストステージ －
コーヒーマシン導入による新商品の開発で行う販路
開拓事業。

547 宮城県 川村商店 －
『新サービス事業と既存事業の告知・広告による新
規顧客の開拓』

548 宮城県 有限会社印刷センター 4370802000074
専用アプリ導入を軸とした地元情報の発信による売
上拡大

549 宮城県 Ritz hair design －
高齢・障碍者に優しい空間＆積極的なアプローチで
新規顧客獲得

550 宮城県 株式会社モーム 9370801000814 既存店舗における時間外受付システムの構築

551 宮城県 株式会社國井印刷 3370801000365
地域密着情報誌コミュニティ・アイと求人紙コネクトの
エリア拡大

552 宮城県 キズナフーズ －
おいしい本場の味噌ラーメン　ヤナハナ工業の事業
基盤の強化

553 宮城県 わた福 －
調理経験を生かした新メニューを開発して新たな優
良顧客開拓

554 宮城県 有限会社伊具緑化 3370102001633
室内装飾の試作品を共同展示して相乗効果で内装
需要の開拓

555 宮城県 株式会社サトウ精肉店 5370101001624
新名物メニュー開発と看板等訴求力向上で売上利
益の拡大

556 宮城県 日本料理桜坂 －
座席数の増加と新メニュー提供で利用客数の増加と
客単価向上

557 宮城県 末廣堂輪業 －
若年層向きの自動二輪車へのサービス力強化で売
上・利益の向上

558 宮城県 有限会社今野建業 4370102001673
手作り家具体験実施等を通じて総合リフォーム事業
の開拓

559 宮城県 齋理こだわり屋 －
店舗誘導強化と軽食対応の充実で、家族連れ観光
客の売上を増大
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560 宮城県 株式会社蔵王苑 9370101001918
みやぎ蔵王食材を使った保存ができる商品開発及
び海外販路開拓

561 宮城県 ｃａｆｅ　ｆｕａ －
蔵王産フルーツを使ったスイーツの試作開発による
販路開拓

562 宮城県 アトリエ蔦風庵 －
創作友禅染製品の販売拠点の設置と体験型工房化
による販路開拓

563 宮城県 アルソア・ラフィア － 「美と健康」について意識の高い方への販路開拓

564 宮城県 株式会社パストリー 6370101001730
観光地の特産品へ昇華させるパッケージリニューア
ル事業

565 宮城県 元窯 －
温泉観光地での顧客増加傾向がみられる焼物体験
教室の販路拡大

566 宮城県 有限会社堺養魚 1370102002138
案内看板設置と案内チラシによる新規顧客の開拓と
観光振興

567 宮城県 有限会社津田屋呉服店 8370102002164
ビワミンと蔵王産フルーツを使ったデザートの試作開
発と広報

568 宮城県 サロン フェリース － サロン専用「ネイルプリンター」サービスで販路開拓

569 宮城県 パソコン教室Ｐｏｐｙ －
1回500円！　ワンコイン講座de楽々パソコン、新規
顧客獲得

570 宮城県 理容室髪処ヒロ － バリアフリーとキッズスペースで新規顧客獲得

571 宮城県 ＫＵＲＡ接骨院 －
チラシで新規顧客開拓　KURA接骨院って、どんなと
ころ?

572 宮城県 ナルミ・キッチン －
人気メニューのイベント商品化による売り上げアップ
事業

573 宮城県 ホルモン炎 －
団体客受け入れの為の客室設置並びにセットメ
ニュー開発

574 宮城県 串焼さかゑ屋 －
新メニューづくりと食事環境の改善による新たな客層
の獲得

575 宮城県 手作り工房「パン日和」 － 顧客満足度の高い教室運営と新商品の受注拡大策

576 宮城県 堀内商店 －
ネーム刺しゅうミシンを導入し、デモによる新たな顧
客開拓

577 宮城県 有限会社まくたスタジオ 7370102001737 新撮影ジャンル カジュアルフォトの構築とPR作戦

578 宮城県 有限会社花升園 8370102000143 温室でつなぐ植物と顧客との絆

579 宮城県 ししなご進学塾 － 「卒業まで割引」の実施に伴う広告及び内部充実

580 宮城県 佐幸精肉食堂 －
「夕市」開催による小売部門強化のための広報・店
舗整備事業

581 宮城県 川音亭 － 焼き川魚のテイクアウト販売による販路開拓事業

582 宮城県 株式会社　きくち建築工房 7370001031653 リフォームパッケージセット開始に伴う広告事業

583 宮城県 株式会社ＷＡＴＡＬＩＳ 6370801002004
法人向けノベルティ商品の開発による販路開拓事
業。

584 宮城県 エーアール精工 －
生産効率の向上と取引先拡大に向けての機械設備
導入事業

585 宮城県 カフェキッチン　とまと －
デザートメニュー開発と喫茶タイム強化のための広
報事業

586 宮城県 ごはんと麺の店見晴 － テイクアウト商品販売に伴う厨房機器設備事業

587 宮城県 Ｐetite　Ｊoie －
ｹｰｷ食材のこだわり訴求看板及び新規顧客の為の
誘導看板設置事業
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588 宮城県 海産弁当店フラミンゴ －
入店客数増加のための新事業展開（飲食ﾒﾆｭｰ提供
及び看板設置）

589 宮城県 マルト食品株式会社 2370801000597 大粒大豆の商品パッケージデザイン改良

590 宮城県 やまうち農園 －
商品アイテム数の増産と質・量の向上の為の設備整
備事業

591 宮城県 ルート66株式会社 4370801001759
ＬＥＤ看板設置、バイク専門誌掲載、メニューの一新
等の事業

592 宮城県
有限会社阿部ホームサー
ビス

8370802001449
オール電化機器を中心とした住宅設備機器の販路
拡大

593 宮城県 株式会社たかはし 7370801001442
季節ごとの高級スイーツ開発に伴う厨房機器整備事
業

594 宮城県 株式会社チャント 6370801001600
「問い合わせてもらう」営業革新による健全な顧客拡
大手法の確立

595 宮城県 株式会社一苺一笑 4370801001585
生産・出荷から消費者へ世界に通用する苺の直接
販売増進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

596 宮城県 岩佐海苔店 － 国内向け、海外向けのホームページ制作、販路拡大

597 宮城県 山本畳店 －
ﾓﾀﾞﾝな和室需要に応え生産性と利益率を向上させる
ための機械導入

598 宮城県 森デザインルーム －
店の認知度ｱｯﾌﾟ及びピッツァテイクアウトの告知の
ための広報事業

599 宮城県 太田畳店 －
看板の設置とへり無表折曲機の導入による販売拡
張戦略

600 宮城県 中華ハウスオオた －
新規顧客獲得に向けたインパクトのある立体看板等
の広報事業

601 宮城県 美容室バレッタ －
癒しの空間を演出し働くﾏﾏ応援等の新事業展開実
施に伴う店舗改装

602 宮城県 はーべすと －
癒し店を目指すリフォームと新メニューによる新規顧
客開拓

603 宮城県 パカラッチョ！！ －
絵本の教育機関等への配布とその相乗効果による
会員数の増加事業

604 宮城県 はたごや －
オリジナル商品開発と顧客管理システムの導入によ
る売上拡大

605 宮城県 パティスリーシュプレム －
県産米粉を使った新パッケージ商品による卸販売で
の販路開拓

606 宮城県 ホワイトローズ －
肌と心のケア・メディカルエステ導入によるサロン事
業の宣伝強化

607 宮城県 株式会社ＧＡＲＧＯＹＬＬＥ 1370001025545
YUMEシリーズによる本格的なヘッドスパ、フットマッ
サージ

608 宮城県 宵宮がほんず －
新店宵宮がほんず新規顧客開拓、青森食材、地酒
PR活動

609 宮城県 泉中央ダンススクール － ５周年記念発表会の開催による新規顧客開拓

610 宮城県 名学館　八乙女校 － 効果的な広報戦略と事業開発による新規販路開拓

611 宮城県 ＴＣＩＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4370601003022
高品質で安価な誘導サイン商品ＰＲによる販路開拓
事業

612 宮城県 オールスマイルアクア －
データ管理に基づいた顧客の囲い込みと新規顧客
開拓

613 宮城県 キタヤ餅店 －
新商品・季節限定商品の情報発信で新規顧客層の
開拓

614 宮城県 ささき接骨院 －
看板､ﾁﾗｼ､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成による若年層（10代から40
代）の新規顧客開拓

615 宮城県 そば処　日和 － 高齢者層の獲得、酒類提供で新規顧客獲得
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616 宮城県 ファスト・ホーム株式会社 5370601003392
お客様の声と安心修繕ﾒﾆｭｰ掲載のﾁﾗｼ配布による
販売促進事業

617 宮城県 米粉パン　トゥット － ブランド力向上による知名度アップと新規客の増加

618 宮城県 有限会社サクラフーズ 7370602000759
店舗入り口と駐車場のバリアフリー化と店舗の安全
安心の告知事業

619 宮城県 ヘアメイク　ラ・ヴィーチェ －
地域唯一の頭皮洗浄の新たなサービスの提供によ
る新規顧客開拓

620 宮城県 多賀の味路こむかい －
若い女性向けのメニュー開発と店舗入口の造作によ
る販売促進事業

621 宮城県 阿部清梨園 － 衛生面充実による顧客満足度向上事業

622 宮城県 有限会社亀屋石材 6370602000479
看板の設置。チラシを作成しポスティングによる販路
開拓。

623 宮城県 宮城産業株式会社 9370601000840
観光地の売店における外国人向けメニューボード設
置等ＰＲ事業

624 宮城県 真壁豆富店 － ブランドロゴデザイン事業

625 宮城県 丹野商店 －
調理設備を整えて地域住民からの要望に応える事
業

626 宮城県
ネイルガレージキャンディ
ベース

－ ママも安心　Happy　Nail　Garage

627 宮城県 株式会社オフィス大塚 7370001022999
リハビリプログラム多様化による利用者ニーズへの
対応

628 宮城県 炭火焼鳥　翔家 － 新メニュー、季節メニューの開発・販路開拓

629 宮城県 パティスリーシュシュ －
新規顧客開拓の為の新商品開発による販売促進事
業

630 宮城県 山の喫茶店Ｄｅｃｏｙ － 自然と一体化した店づくりによる新規顧客の獲得

631 宮城県 有限会社コブレンツ 7370002020052 直売所新設による完全無添加商品の販路拡大

632 宮城県 有限会社竹友板金工房 3370002020642 木製エクステリアの販路拡大

633 宮城県 蝋梅の咲く頃 － 焼菓子専用の冷凍庫設置と案内看板による宣伝

634 宮城県 パール美容室 －
顧客満足度を高めることによる地域№１サロンの実
現

635 宮城県 株式会社阿部製畳 3370201002409
既存取引先へのサービス拡充による売上増と取引
先新規開拓事業

636 宮城県 有限会社リブレ 4370202004097
ファッション性の高いオシャレな感覚の看板による新
規顧客の開拓

637 宮城県 大泉輪業商会 －
故障診断機・洗車機導入による顧客満足度向上によ
る販路拡大事業

638 宮城県 民宿旅館　二宮荘 －
ランチの充実及び快適な空間の提供の新設周知に
よる販路拡大

639 宮城県 こしき －
鳴子こけし・鳴子温泉の魅力発信及び体験型観光の
推進事業

640 宮城県 ブルーファーム株式会社 3370201003968
デザインと食材を物々交換できるお店が実店舗展開
開始！

641 宮城県 株式会社笹喜 2370201003721
地場野菜を使用した手作りお惣菜販売による新規販
路開拓

642 宮城県
有限会社ジャンボン・メゾ
ン

5370202003222
「和ハム」をトップブランドへ導くＷｅｂ整備事業による
販路拡大

643 宮城県 有限会社斎藤製畳 9370202003482
オリジナルキャラクターを使用した認知度アップ及び
新規客の獲得
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644 宮城県
株式会社アクティブワーク
ス

2370201002632
プロバイダー新サービス「おおさき光」開発と販路開
拓

645 宮城県 スカイラーク・アワノ －
百貨店や高級食材店へ販路を拡大する為のブラン
ディングづくり

646 宮城県 パン工房ラプラタ －
おいしさを伝える看板、店ロゴデザイン、パンフレット
で販売促進

647 宮城県 割烹みうら －
新店舗展開に係る、高齢者に向けた快適な空間の
提供

648 宮城県 株式会社ＡＳＫ 4370201003736 スケートランプ設置による新規顧客獲得事業

649 宮城県 株式会社ペイフォワード 2370001038694
接骨院併設のデイサービスによる機能訓練と買い物
支援事業

650 宮城県 株式会社相澤興業 1370201002113 個人向け法面工事等に係る広告宣伝事業

651 宮城県 有限会社協進整工 3370202000295
業務内容を伝わりやすくデザインした看板作成によ
る新規顧客獲得

652 宮城県 味噌工房麺助 －
夏場の環境改善による需要の開拓と食材廃棄減に
よる原価率等向上

653 宮城県 有限会社沼舘食品興業 3370202003521
飲食店舗づくりのトレンドを踏まえた店舗改装を通じ
た販路開拓

654 宮城県 N-style鍼灸接骨院 － 家事代行サービスと連動した訪問鍼灸展開

655 宮城県 タイヤガレージ・アド －
30～50代層を取り込むＬＥＤ看板照明・ホイールラッ
ク設置

656 宮城県 メガネサロンロンディ － 補聴器販売事業の開始に伴う店舗リニューアル

657 宮城県 株式会社佐藤工務店 3370201003092 企画住宅を利用した若年層へPRと受注

658 宮城県
有限会社若松煙火製造
所

1370202001238
半纏等の花火師の伝統的ユニフォーム作成による
自社ＰＲ事業

659 宮城県 スーパーさいち －
魚屋のイートインコーナー新設と広報戦略による販
路拡大

660 宮城県 有限会社只見工業所 5370202004617 畳生活の情報発信による需要拡大と新規顧客開拓

661 宮城県 エビスヤ家具店 －
家具のよろず相談コーナー新設とリペア業務拡充に
よる顧客獲得

662 宮城県 阿部輪業商会 －
パーツの内製化で絶版バイクのレストア強化による
販路開拓

663 宮城県
株式会社ジョイ,ショッピン
グプラザ

1370401000478
買物難民救済のための移動販売エリア拡大と販売
所の整備事業

664 宮城県 株式会社菓音菓子舗 5370401000813
新商品開発と生産性・品質管理向上のための取り組
み

665 宮城県
有限会社フィッシングサン
リバー

6370402002106
身軽に　手軽に　気軽に水の里登米市の魚と出会う
きっかけ作り

666 宮城県
PETIT　OUTLET　POP☆
JAM

－
手作りバッグと簡単刺繍で想いを形に！温もりと個
性のお手伝い

667 宮城県 株式会社湘南 2370401000485
アニメ・キャラクター商品と施設内イベントの企画によ
る販路開拓

668 宮城県 大沼工務店 －
後継者へのバトンタッチ！若年層顧客の販路開拓事
業

669 宮城県 のり工房矢本 －
希少価値の初摘み海苔を使用した新商品の開発に
よる販路開拓

670 宮城県
株式会社フェニックスエレ
メント

7370301003014
腰痛予防フィットネスコースの商品化による販路拡
大

671 宮城県
有限会社マルイチ西條水
産

9370302002756
ｶｯﾄした塩蔵わかめの需要拡大のためのﾊﾟｯｹｰｼﾞ開
発と販路開拓
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672 宮城県 PSS販売株式会社 9370301003111 新製品開発と広告による新たな顧客層の獲得

673 宮城県
有限会社マルキチ阿部商
店

5370302002272
女川・宮城県のＰＲに繋がる新メニュー開発と販促
ツール製作事業

674 宮城県
アングラーズショップ大隆
丸

－
深海釣り体験ｻｰﾋﾞｽと南三陸の釣りﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化による
顧客囲い込み

675 宮城県 おら酒株式会社 2370001031385
顧客のニーズに対応した新商品開発による販路開
拓事業

676 宮城県 ヘアーMAKANA －
親子三世代が安心・リラックスできるメニュー提供に
よる売上拡大

677 宮城県 阿部茶舗 － 茶そばの開発提供・販路開拓

678 宮城県 黄金丸水産 －
「水産加工者が案内する美味しい海の幸収穫体験ツ
アー」実施事業

679 宮城県 株式会社マルセン食品 1370501000601
南三陸にて採れた素材を活用した、新しいおつまみ
缶詰の販売促進

680 宮城県 丸一建築 － ホームエレベーター付住宅見学会による販路開拓

681 宮城県 丸栄水産工業株式会社 6370501000621
生うに、ホヤの販路拡大に伴うＤＭチラシ＆ネット
ページ作成事業

682 宮城県 金比羅丸 －
乾燥わかめの開発に伴うﾊﾟｯｹｰｼﾞ製作及び及びﾎﾀﾃ
加工品販路開拓

683 宮城県 創菜旬魚はしもと －
店頭販促強化による新規客入店促進及びインバウ
ンド強化事業

684 宮城県 丸功魚店 －
包装機材導入による新商品開発とプロモーションに
よる販路拡大

685 宮城県 鈴木衣料店 －
タオルギフト新商品開発に伴うプロモーションと販路
開拓事業

686 秋田県 いがわ整骨院 －
安全で快適な施術環境の提供による『一家で通える
整骨院』の実現

687 秋田県 有限会社　トガシ 2410002005763
家族連れや女性をターゲットとした釣り客増加への
取り組み

688 秋田県 三浦整骨院 －
オーダーメイドインソールの作成販売の新事業展開
による販路開拓

689 秋田県 秋田・川連塗　寿次郎 － ～西欧市場へ参入～　寿次郎から『ＪＵＪＩＲＯＵ』へ

690 秋田県 有限会社　佐々木商事 8410002005618 ホスピタリティ空間の創造による観光客等受入事業

691 秋田県 小柳商店 －
増加する商店街利用客を取り込むための店舗改装
事業

692 秋田県 谷藤塗装店 －
広告活用と看板設置による自社知名度の向上と村
外販路拡大事業

693 秋田県 有限会社　永澤弓具 5410002005777
先代が遺した書を活かした販路拡大「日常生活に弓
道を」

694 秋田県 ドッグホリデイ － 業界専門誌への広告掲載による新規顧客獲得事業

695 秋田県 小野理容館 － ＩＣＴを活用し集客アップと新規顧客獲得事業

696 秋田県 菅原春吉商店 －
少量瓶詰機導入によるボトルネック解消と小瓶商品
販路拡大の実現

697 秋田県
永井トシノリ一級建築設
計事務所

－
一般個人顧客開拓のための来店型スタイルへのリ
ニューアル

698 秋田県 株式会社成文社 4410001006439
小ロット需要、情報保護に対応したｵﾘｼﾞﾅﾙ封筒作成
ｻｰﾋﾞｽの導入

699 秋田県 フィールグッド － 秋田杉を活用した新商品PR戦略
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700 秋田県 株式会社あきた雑穀村 6410001006949
雑穀商品の販路拡大に向けた商品リニューアル及
び営業の強化

701 秋田県 茶房　白鳥の丘 －
自宅で過ごしているようなやすらぎを～一組限定ゲ
ストハウス～

702 秋田県 脇屋建築 －
建築設計ソフトの導入によるマイホームを形に、新規
顧客拡大。

703 秋田県 有限会社　中田工務店 7410002012094
秋田の季節を知り尽くした匠のビジネスチャンス広報
事業

704 秋田県 Ｙショップ六郷店 －
専門店化と情報を提供する店づくり改良事業～分煙
スペース設置～

705 秋田県 守屋商店 －
顧客ニーズに合わせた商品提供のための装置導入
事業

706 秋田県 有限会社共栄無線 2410002006175
電波が診れてアンテナＨＡＰＰＹ～船舶検査設備導
入で販路開拓～

707 秋田県 アマノストア － 自社製造開発商品ＰＲで販路開拓！

708 秋田県 料亭　登喜和 －
高齢者対策を充実し法要法事マーケット進出による
販路開拓

709 秋田県
合同会社　秋田どんぐり
村

3410003002932
若年独身男性向けに地場産牛しぐれ煮と西明寺栗
ケーキを開発

710 秋田県 株式会社アルク 7410001008630 秋田の素材を生かした商品をジャパンブランドに！

711 秋田県 有限会社角館きがた 6410002012491
「あなたの考えている事を形にします」3次元への
チャレンジ！

712 秋田県 有限会社　ステップミル 5410002007261
放電加工機導入で販路開拓と生産性向上で企業”ス
テップ”アップ

713 秋田県 café&bar wave －
お洒落なトイレで「おもてなし空間」＆「美の空間」の
提供！

714 秋田県 美煌塗装 － ホームページで２４時間対応します。

715 秋田県 木村いぬねこ病院 －
滅菌消毒機械の新導入で、安心安全の確保！ニー
ズや要望に対応！

716 秋田県 潮乃家 －
客室バリアフリー化と形態変化による顧客獲得と回
転率向上事業

717 秋田県 飯尾工務店 －
理想的な住まいづくりの思いを正しく伝える販促ツー
ルの製作

718 秋田県 国松商店 － 洋式トイレで“ＧＯＯＤ!”

719 秋田県 貸衣裳　葉月 － ライフイベントへの関与による新規顧客の開拓事業

720 秋田県 合資会社羽場こうじ店 6410003002640 米麹茶を中心としたPRによる販路拡大

721 秋田県 東海林養鶏場 －
自社ブランド商品のＰＲ強化と農場環境整備による
販路拡充事業

722 秋田県 ヴァンサンカン －
最新鋭脱毛エステ機械LUMIX導入による販路拡大
のためのPR活動

723 秋田県 菅原製作所 －
品質安定による短納期からの受注量増加、作業効
率化への取組み

724 秋田県 長澤工務店㈱ 2410001008032
顧客満足度を高める快適な商談スペース構築による
販路拡大事業

725 秋田県 マートベリー・タグチ －
明るい店舗で集客アップ！コミュニティスペース構築
事業

726 秋田県 有限会社　奥田酒造店 2410002012198
パンフレット・チラシ作成によるブランド確立と販路拡
大

727 秋田県 サトセ商店 －
冷蔵車導入によるお惣菜販売！来店型営業から訪
問型営業ｽﾀｲﾙへ

26/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

728 秋田県 レストラン山の上 －
高齢者用座イス導入と「恋文の街」新ドレッシングの
デザイン改良

729 秋田県
菊東自動車整備株式会
社

4410001007420
ﾌﾟﾛのﾆｰｽﾞに応える「自動車健康診断G-ｽｷｬﾝ2」の
新規導入

730 秋田県
手打ちそばと比内地鶏
いな穂

－ 空調管理でお客様と食材の快適空間

731 秋田県 株式会社県北石材工業 5410001006776
県内唯一の耐震工法と新サービスでご遺族に安心
をお届けします

732 秋田県 株式会社おおもり 7410001006972 特別精米による胚芽米新商品開発と販路開拓事業

733 秋田県
アジアンカフェ・チックタグ
ズ

－
解放感と魅力たっぷりのオープンカフェフロア設置事
業

734 秋田県 食堂　我が家 －
女性に人気のおまかせ会食コースプランの周知と衛
生環境向上事業

735 秋田県 Ｋ-Ｐｌａｎｎｉｎｇ －
デザイン業務受注による地元北秋田市での販路拡
大

736 秋田県
有限会社たかのすフラ
ワー

2410002009450 広報活動による本店の売上向上事業

737 秋田県 メガネのサトウ － 地域高齢者に特化した眼鏡専門店化事業

738 秋田県 株式会社浅間製作所 3410001007363
改良製品パンフレット作成と大型展示会出展による
販路開拓事業

739 秋田県 ブローニュの森 －
ブランド力向上と購買意欲を高めるための主力商品
パッケージ改良

740 秋田県 有限会社　三勝建機 4410002010670 新事業　海の家　遊屋の運営

741 秋田県 伊藤オート － 新車・中古車販売ＰＲ看板設置事業

742 秋田県 有限会社　高橋 0410002011075
自社ホームページ作成及び販促用パンフレット作成
事業

743 秋田県 有限会社　メルシィ 6410002010693
機械導入による新商品開発「みたねＦｕｗａパウンド」
で販路開拓

744 秋田県 門間石油　株式会社 3410001007322
新たな顧客層に向けた販路開拓のための価格表示
看板と売場の一新

745 秋田県 吉田ファーム －
比内地鶏の強みを活かした新商品開発とネット販売
による販路開拓

746 秋田県 舘岡塗装工業 －
空き家・空き店舗のﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等によるﾘﾌｫｰﾑ塗装の
受注拡大

747 秋田県 佐藤木材容器 －
地元木材を使った食器類の開発と直接受注事業の
ための販路開拓

748 秋田県
五城目ラズファクトリー株
式会社

5410001011198
町特産のラズベリーを使用したクラフトビールのブラ
ンディング

749 秋田県 有限会社　川村鉄工所 3410002006042
当社の意匠登録製品の地域外への販路拡大に向け
た取組み

750 秋田県 轟工業株式会社 6410001004894
轟け！秋田のはちみつ！ＣⅠパッケージ開発とＩＴに
よる全国展開

751 秋田県 セイ建築事務所 －
新築需要の獲得！～ネットによる受注システムの構
築

752 秋田県
株式会社本荘グランドホ
テル

4410001004822
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ効果で宿泊予約増加！地域に根差したﾚ
ﾄﾛなﾎﾃﾙへ

753 秋田県 愛和商事株式会社 2410001004717
外壁・屋根の営業力・提案力ＵＰで新規顧客獲得大
作戦！

754 秋田県 有限会社幸和精機 9410002007010
ＢｔｏＢ拡大！航空機関連受注に繋がるＱＣＤ提案ｗｅ
ｂ構築事業

755 秋田県
株式会社西目町卸流通セ
ンター

1410001004965
少人数宴会・入浴・ご当地料理を伝達できる看板リ
ニューアル事業
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756 秋田県 朝岡電機 － 販路拡大のための工種拡大事業

757 秋田県 PC SUPPORT －
パソコン「重度障害のデータ復旧」内製化による新規
顧客拡大事業

758 秋田県 工藤塗装店 －
地域製造業特有のニーズを捉えた塗装工事の高度
化による顧客開拓

759 秋田県 リストランテ・クロ －
店内のバリアフリー化によるお客様に優しい店舗づく
り！

760 秋田県 ホットスター － 下請からの脱却！直接取引に向けた販路開拓作戦

761 秋田県 進藤電気設計 －
「やさしい光のある生活」を提案！ 海外を含めた販
路拡大事業

762 秋田県
有限会社佐藤徳太郎商
店

7410002005619
こだわりの贈答品を求める来店客をターゲットとした
販路開拓事業

763 秋田県 合名会社　味美や食品 3410003000044 買い物弱者を救え！待ってれや、弁当持ってくど！

764 秋田県 有限会社クイック 2410002005532
印刷受注拡大のため、撮影技術・機材のレベルアッ
プとそのＰＲ

765 秋田県 ＹＯＵ電化サービス －
訪問ツールとしての除雪サービスをきっかけとした販
路拡大の取組

766 秋田県 南秋葬儀社 － 家族葬ルームの”顔”を整え集客アップ

767 秋田県 有限会社　勇和工業 8013402003982 工場視察の積極的実施で狙う新規取引先開拓

768 秋田県 株式会社　秋田食産 8410001010453
食の安全・安心が提供できる信頼のブランド確立事
業

769 秋田県 有限会社　金商 9410002008025 新サービス「お薬相談１１０番」で新規顧客の開拓

770 秋田県
有限会社ﾒﾓﾘｱﾙﾌﾟﾗｻﾞた
けや

3410002007916
県内初『墓じまい・仏壇じまい相談窓口』開設による
販路開拓

771 秋田県 株式会社 杉のや 1410001004412
｢搭乗時間に間に合う!秋田の締めは『杉のや』で｣県
内外PR作戦

772 秋田県 関接骨院 －
地域初！酸素カプセル導入エステサロン併設。接骨
院の新たな挑戦

773 秋田県 カボチャ －
「宣伝部長は本格湧水かき氷」薪窯ﾍﾞｰｶｰの新たな
知名度UP計画

774 秋田県 有限会社河辺ドライブイン 8410002001170
テイクアウトで新規顧客獲得～お持ち帰りホルモン
はじめます～

775 秋田県 HAIR MAISON bLiss －
開業一周年のキャンペーンによる新規顧客獲得事
業

776 秋田県 あとりえふうろ － 太らないデザート『海藻“くろも”入りジェラート』をＰＲ

777 秋田県 石川工房 － “なまはげ面”で伝統を守る

778 秋田県
株式会社　サセイペイント
工業

2410001008164 寺社仏閣事業で認知度向上と販路開拓

779 秋田県 有限会社　ウチダ測光 5410002011255
ホームページ作成と看板設置、ＵＡＶ導入による販路
開拓

780 秋田県 株式会社　美郷 4410001009994 リスティング広告の導入による販路開拓

781 秋田県
有限会社　カントリーガー
デン

6410002012046
商談体制を充実させトータルプラニングで販路開拓
を図る

782 秋田県 Grun technisch －
移動作業車導入によるサスペンションメンテナンス現
場作業ｻｰﾋﾞｽ

783 秋田県 諸橋産業株式会社 3410001003528
ブランディング デザインの刷新による顧客層拡大戦
略
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784 秋田県 有限会社　大熊工務店 4410002010729
木製に特化したエクステリア工事の提案による新規
顧客の獲得

785 秋田県 日本白神水産株式会社 6010401099575
自社養殖のあわびを利用した「白神あわび魚醤」の
開発と販路開拓

786 秋田県
きさかたふーず　株式会
社

3410001010664
比内地鶏のフライドチキン・チキンナゲットの販路開
拓

787 秋田県 土門商事　有限会社 2410002007405 知って！試して！受注拡大事業！！

788 秋田県 有限会社　ヒロモータース 7410002011781
ホームページ及びチラシ作成による顧客開拓と販路
拡大

789 秋田県 株式会社　結心フーズ 6410001009992 新名物！羽後町産台湾風かき氷開発

790 秋田県 株式会社　鈴木材木店 4410001007981 見て、触れて！理想のリフォームを提案

791 秋田県 有限会社　吉野屋商店 7410002011914 『ソニックミスティ―』増設で月２２０回施術を実現！

792 秋田県 小笠原樺工房 －
お客様の心にアプローチ!魅力のオンリーワン樺細工
商品！

793 秋田県 株式会社芳賀文蔵商店 9410001006104
安心して利用！観光バスへのアプローチで来店者
増！

794 秋田県 安部自動車 －
ニッチ市場で利益拡大！オフロードパーク整備で新
規顧客獲得事業

795 秋田県 合同会社　マツタ食産 7410003002788
どじょう文化再生で地域創生！～白神どじょうの販
路拡大事業～

796 秋田県 株式会社 八柳 7410001008597
伝統工芸品のユニバーサルデザイン化で販路を拡
大！！

797 秋田県 株式会社　石神ファーム 3410001010607
店舗看板の設置と販促チラシ等を活用した新規顧客
開拓事業

798 秋田県 株式会社でんろく 2410001006829
情報発信と地域安全に貢献！自社ホームページ構
築事業

799 秋田県
有限会社サン・ワールドエ
ンジニアリング

7410002008522
世代別での「クロスメディアプロモーション」による利
益創出事業

800 秋田県 えびすやクリーニング －
洗うだけじゃない！衣類の修理で街中ワンストップメ
ンテナンス

801 秋田県 有限会社　桃太郎 6410002013861 看板の魅力でショップの認知度＆集客力アップ！

802 秋田県 丸岡クリーニング －
激戦地で生き残るための技術の向上と視覚に訴える
看板の設置

803 秋田県
株式会社　伊勢自動車販
売

3410001009764 スキャンツール導入で潜在的危険を察知し販路拡大

804 秋田県 食い道楽 －
ハンタープラットホーム確立の第一歩～食文化マタ
ギの継承～

805 秋田県 有限会社ＩＭＣサービス 7410002013662
「ＫＵＲＵＭＡ ＲeＢＯＲＮ」外から中まで蘇りプロジェク
ト

806 秋田県 佐忠商店 －
観光客ニーズを意識した「まちの駅」機能拡大による
販路開拓

807 秋田県 ヘアサロンSaSaKi －
頭髪から心とからだをリフレッシュ、笑顔で帰る理美
容室に！

808 秋田県 手作り工房　心紬 － お客様がＰＲするファッションショー開催で販路拡大

809 秋田県 アロマシャイン －
ホームページ開設による30、40代の働く女性の新規
顧客開拓!!

810 秋田県 花輪養蜂場 －
ネット販売拡充による売上拡大とそれに対応する生
産設備増強事業

811 秋田県 松浦テント内張店 － 特殊ミシン導入による受注拡大事業
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812 秋田県 ヘアースタジオ　アーチ －
美容師増員・ボイラー入れ替えによる売り上げ倍増
事業

813 秋田県 株式会社　茅茹荘 1410001009782 観光客を中心とした新規のお客様獲得事業

814 秋田県
鹿角コミュニティFM株式
会社

5410001010101 新しいウエディングのカタチ創出事業

815 秋田県 整骨院　なごみ － 店舗環境の充実度向上による新規顧客獲得事業

816 秋田県 アルス　株式会社 6410001006536
提案型ゼロエネ住宅の企画プラン集とカタログのポ
スティング事業

817 秋田県 栗山飯店 －
トイレ改修とラジオ等広報宣伝によるインバウンド獲
得事業

818 秋田県 ペットサロン　愛犬倶楽部 －
人工高濃度炭酸泉の機器導入による新規顧客の獲
得

819 秋田県 新斗米農場 － 贈答用詰め合わせ漬け物で市内外への販路拡大

820 秋田県 株式会社　丸久呉服店 8410001006666
「高齢者向け洋品、そして和の意識向上」チラシと
ネット販売戦略

821 秋田県 小伸製作所 － 看板設置と作業効率化による売上・利益の拡大事業

822 秋田県 有限会社　エクセル 4410002009655 遠隔地顧客への販売・保守サ-ビスの環境整備事業

823 秋田県 有限会社　鹿角ボデー 1410002009170
「町の車ドクター」：看板設置と故障診断機導入によ
る販路拡大

824 秋田県 アートフォルム有限会社 6410002010000
海外展開に向けた秋田県産材による新素材開発と
新商品開発

825 秋田県
有限会社安保金太郎商
店

2410002009616 ふるさと鹿角ネットワーク構築による販路拡大事業

826 秋田県 伊藤製麺所 －
象潟めんとタラーメンの販路拡大を目指した当社初
のＣＩ導入

827 秋田県 斎藤ボデー工場 － 車両のおしゃれも足元から！！

828 秋田県 ノリ子美容室 －
顧客の“憩いの場”機能を強化するトイレのバリアフ
リー化

829 秋田県 金浦配管工所 －
利益体質化に向けた経営計画の策定による技術（機
械）導入事業

830 秋田県 佐藤勘六商店 － 国道７号線および金浦ICからの誘客看板設置事業

831 秋田県 割烹　淳 － 手軽に美味しく「プチ贅沢」誘導事業！！

832 秋田県 まつや洋品店 －
来店誘引を促進する販促広告と店舗のファサード強
化

833 秋田県 幸月堂菓子舗 －
３代目から４代目へ事業承継への卸売強化による経
営基盤整備事業

834 秋田県 ボナンザ・クリエイト －
感動創造！多品種デザインプリントサービスの開発
による販路拡大

835 山形県 有限会社　橋本自動車 6390002015191
ﾀｲﾔ整備に特化した新ｻｰﾋﾞｽ開始による新規顧客の
開拓

836 山形県 廣東 －
食事環境改善等によるファミリー層・女性客の新規
顧客の獲得

837 山形県 有限会社　守屋工務店 3390002015211
子育て世代の獲得に向けた店舗のショールーム化と
自社の魅力発信

838 山形県 フラワーショップおおき －
身近に花を感じてもらうための店舗改装と新サービ
スの開始

839 山形県 株式会社　山川興業 9390001011288
個人客への販路拡大により下請脱却を図るための
PR事業
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840 山形県 四ツ葉 －
宴会客・団体客をターゲットとした客単価アップと誘
客増進

841 山形県 株式会社　大山架設 4390001008272
ホームページ刷新による宣伝強化と自社開発工具Ｐ
Ｒ事業

842 山形県 大沼工機 －
土間強化による超高精度加工で新規顧客獲得とレ
イアウト改善

843 山形県 工房お富久呂 －
新たなパッケージの導入と、広告宣伝による売上拡
大

844 山形県 喜多楼 － 屋外を利用した新サービス開始による団体客の獲得

845 山形県 有限会社和菓子ぬまざわ 9390002015230
顔出し看板で話題づくり、若者層の集客を狙うＰＲ作
戦

846 山形県 有限会社ヨシムラ 7390002015224
分煙によるファミリー層の取り込みと新メニューで売
上増強

847 山形県 清野モータース －
下回り洗浄後の簡易無料診断によるアフターフォ
ローで売上拡大

848 山形県 丸直商店 －
買物弱者対策での冷蔵機能、商品陳列棚のある車
両での移動販売

849 山形県 有限会社なかがわフーズ 4390002011408 日本品種・ロシア産玄蕎麦の開発と販路開拓

850 山形県
和企画・コインランドリー
ふわふわ

－
安全・安心なコインランドリーの実現による顧客拡大
事業

851 山形県 つばき美容室 －
髪にうるおい健やかパーマ・カラー満足売上向上事
業

852 山形県 白鷹ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 －
本店リニューアルと新たなサービス開始による売上
増加

853 山形県 酒楽家プラム －
衛生環境設備リニューアルによる新たな顧客獲得事
業

854 山形県 木村自動車鈑金 －
車検整備への参入とメンテナンス・パック導入による
顧客獲得

855 山形県 有限会社ささはら看板店 8390002015355
レーザー加工機導入による新商品開発と販路開拓
事業

856 山形県 株式会社　志ん月 4390001011251
観光資源に合わせた新メニュー開発と店づくりによる
観光客の獲得

857 山形県 株式会社　本長 5390001007810
新市場開拓のための商品パッケージデザイン一新
事業

858 山形県 丸清鮮魚店 －
ＬＥＤ化で鮮魚劣化防止のサービス向上による販売
拡大

859 山形県 角松屋 －
主力商品どら焼きの拡販並びに店舗誘導のための
広告看板の設置

860 山形県 株式会社　笹金板金 8390001009639
雨漏り検査の実演模型作成事業の新規実施による
販路拡大

861 山形県 有限会社　森自動車 7390002011974
店舗拡張工事にともなう店内商談スペース設置によ
る販路拡大事業

862 山形県 株式会社山形マイスター 8390001011454
自動洗浄機導入による生産性向上と受注量拡大に
よる売上増加

863 山形県 有限会社壽屋 9390002012327
カフェ・ワークショップスペース「野守カフェ」の新規
オープン

864 山形県 有限会社　文四郎麩 6390002012313 創業文久年間　文四郎麩　来店客数促進計画

865 山形県 ヘアメイクＢｉＢｉ －
超微粒子高品質スチーム美容機器の導入による売
上拡大

866 山形県 高梨建設株式会社 6390001012025
週末ライフを”より楽しく”する「ＤＩＹ組立小屋キット」
の販売

867 山形県 宇宙商事株式会社 3390001012201
女性客の取込のための「スイーツ販売用対面ショー
ケース」の設置
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868 山形県
有限会社　ファッション四
季

4390002010285
「楽しく選んで贈って喜ばれる」ギフトコーナー環境整
備事業

869 山形県
有限会社　赤川農機藤島
店

1390002010387
農家の力強い味方　農機具レスキュー事業で売上Ｕ
Ｐ

870 山形県 山戸車輛　株式会社 1390001007946
エコカーもプロに任せて！コンピュータ診断機導入に
よる顧客獲得

871 山形県 有限会社　齋藤組 5390002015250 商談スペースの造成による民間工事受注拡大事業

872 山形県 有限会社　ほそや 3390002015269
当店独自のサービスメニューの周知による売上拡大
事業

873 山形県 株式会社　伊藤造園土木 4390001011292
個人客向け、薪・チップ販売所整備・販売開始で収
益アップ

874 山形県 有限会社　木村自動車 3390002015244 新しいサービスメニューの確立による販路開拓事業

875 山形県 ビジネスホテル　丹泉 －
新サービスのPR看板設置と部屋の稼働率向上によ
る販路拡大

876 山形県
有限会社　酒井ワイナ
リー

1390002014313
購買頻度を上げるためのＨＰ制作とネット販売システ
ムの構築

877 山形県 はながさランチ －
新規開拓並びに顧客満足度向上のための弁当容器
導入

878 山形県 有限会社豊田工業 5390002011209 ハイエンド商品製造のための設備導入

879 山形県 白田畳店 － 新たな畳提案サービスの開始による販路開拓事業

880 山形県 大沼養蜂 －
養蜂業ならではの蜂蜜を活用した新たな農家レスト
ランの開業

881 山形県 ハヤシワックス －
ワックス及びチューンナップ用品のブランディング販
促事業

882 山形県
ネコノテ・デザインワーク
ス

－ 多機能機材導入による写真力アップでの受注拡大

883 山形県 鈴木石工店 －
掲示板設置による販路拡大と現場彫り機械導入によ
り効率アップ

884 山形県 新華楼 － メニューリニューアルにより売り上げ増加

885 山形県 佐藤製材所 4390001012101
新たに作業導線改良と構内舗装補修工事により生
産性を向上させる

886 山形県 妻沼鉄工所 －
施工精度を向上のための機械導入による新たな顧
客の開拓

887 山形県
株式会社月山じょいふる
ふぁーむ

9390001012682 展示会・イベント用移動式コンテナハウス

888 山形県 株式会社ひばり工房 9390001014134
新たに地元産くだものジャムの製造・販売による販
路開拓

889 山形県
株式会社サトウハウジン
グ

3390001012102
新たに自社ホームページを開設し情報発信による販
路拡大

890 山形県 菓子舗わかつき －
倉庫を包装室へ改装し受注拡大へ繋げる販路開拓
事業

891 山形県 合資会社虎屋西川工場 1390003000932
ワイナリーを訪れたお客様が楽しく買い物ができるよ
うな店づくり

892 山形県 有限会社みどり花店 7390002012386 新商品開発とサービス体制の構築による販売促進

893 山形県 株式会社アースコネクト 8390001009647
ドローン加工修理の機械導入と展示会出展による新
規顧客開拓

894 山形県 ハヤサカ塗装 －
自動車板金塗装部門強化による作業場のリニュー
アル事業

895 山形県 松井旅館 －
自慢浴場、衛生的設備のリニューアルによる新たな
顧客獲得事業
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896 山形県 有限会社赤松自動車 3390002011128 タイヤ預かりスペース新装と新規顧客獲得事業

897 山形県 株式会社押切 7390001008716
化粧品の実演販売に伴う新規顧客獲得と快適空間
の提供事業

898 山形県 株式会社小屋酒造 9390001008714
売上拡大に向けた日本酒のインターネットによる販
売と酒蔵PR

899 山形県 有限会社菅原農機 9390002010264 倉庫前舗装整備による展示場活用で販売促進事業

900 山形県 羽根田酒造　株式会社 7390001007759
海外市場拡大のための羽前白梅商品のＰＲ強化と
新商品開発事業

901 山形県 手織りや　虚籟庵 －
染色技法の習得による新商品開発と桑の葉の活用
による販路開拓

902 山形県 佐藤菓子店 －
新たな切断機導入によるくじらもち購入者の新規開
拓事業

903 山形県 株式会社ＢＲＩＤＧＥ 1390001012599
小物陶器製品の拡充による、来店客のニーズ対応
に向けた取り組み

904 山形県 有限会社　廣工務店 3390002010204
「一生のお付合いのできる地元工務店」の発信と若
手職人育成事業

905 山形県 山形おぐに自然農園 － 看板設置等の宣伝強化による販売の拡大

906 山形県
小国グリーンエナジー合
同会社

8390003000901
木質エネルギーの普及を目指した薪ストーブの販売
拡大

907 山形県 パナックイトウ －
商談コーナーの設置による大型家電の拡販とリ
フォーム事業の強化

908 山形県 ㈱ナガサキヤ 3390001011351
プライスタグ機器導入による婦人服販売の強化と販
売管理の改善

909 山形県 東成不動産有限会社 5390002008519
見やすいわかりやすい案内看板はサービス向上と
販売促進へ

910 山形県 ＣＬＥＶＥＲ －
高級感のある事務所リニューアルによる成約率アッ
プ事業

911 山形県 藤田看板塗装店 －
移動看板による広報宣伝で、新規顧客と受注機会を
創出する

912 山形県 有限会社羽陽工務店 4390002011192 販売促進サイン事業

913 山形県 有限会社　去渡建材 6390002008492
地域住民をターゲットとした解体工事及び除雪サー
ビスのＰＲ事業

914 山形県 すし屋の政紀 －
開店15周年へ向けランチ営業と販売促進による新規
顧客獲得事業

915 山形県 ニューリンダ・俵 －
新宴会プランと駐車場階段設置による新たな団体顧
客獲得事業

916 山形県 hair SURE －
給湯器増強による快適性の提供と関連メニュー提案
による販路開拓

917 山形県 黒坂建築 －
駐車・作業スペースと資材置場の整備による若年層
顧客獲得事業

918 山形県 鷲コーヒー －
新規顧客獲得・高齢者のための店舗ドアの改装とバ
リアフリー化

919 山形県 舟山建築 －
新サービス「ちょこっとリフォーム」開始による販路開
拓

920 山形県 有限会社マルヨシ 4390002015383
ホームページ立ち上げで一般ユーザー獲得と直接
受注の獲得

921 山形県 有限会社すずき味噌店 9390002015164
精米の精度と効率アップによる増産と商品開発によ
る売上拡大

922 山形県 菅原写真館 － インターネットでの写真販売をスタート

923 山形県 さかえや － まゆあげ機械の導入と新商品開発による販路拡大
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924 山形県 有限会社ニッタ 3390002015186 チラシ投入による客数アップ化計画

925 山形県 有限会社後藤ニット縫製 5390002016100
新たな「まちの裁縫やさん」事業に来店する方のため
のトイレ改装

926 山形県 最上鯉屋 －
インターネット上のショップで山形の「鯉料理」を全国
にお届け

927 山形県 カフェ・ウーピー － 「あおそ」入り新クッキーの商品化による販路拡大

928 山形県 奥山美容室 －
新システムパーママシン「プルーム」の新規導入で顧
客獲得

929 山形県 株式会社　Gazi工房 4390001012638 スタンプカードWebサービスの開発による売上増加

930 山形県 川崎工務店 － 高齢者向けリフォーム新築見学会PR事業

931 山形県 鈴木商事 － ドローン空中撮影サービス導入による販路開拓事業

932 山形県 刈髪安 －
女性への顔そり＆スキンケアメニューの提供による
新規顧客獲得

933 山形県 株式会社　中沖酒造店 3390001010766
冷蔵セラー導入による酒蔵滞在型の特定名称酒の
直販事業

934 山形県 鴨川 －
『茶懐石料理部門』新規開設のための茶室露地整備
事業

935 山形県 有限会社　米野建設 6390002014714 農業への新規参入による事業内容拡大とPR事業

936 山形県 株式会社　藤倉設備 2390001010775 設計図面対応強化による顧客の新規開拓

937 山形県 神戸屋菓子店 －
オーブン導入による新商品の開発と新規来店客増
加計画

938 山形県 有限会社　レコモード 2390002014718 看板設置とパンフレット作成による新規顧客の獲得

939 山形県
嵐田商店・金ちゃんラーメ
ン

－
恒温保冷庫の導入とＨＰ作成による主婦向け販売拡
大事業

940 山形県 四釜工務店 －
新築パッケージプラン開設によるHP作成と事務所改
装

941 山形県 丸山製作所 －
３Ｄプリンター導入による試作開発期間の短縮と新
規取引先の拡大

942 山形県 茂木食堂 － 衛生設備の改善とメニュー改善による来店客増加

943 山形県 有限会社　庄司製麺工場 8390002011247
県内産そば粉を高配合した八割そばの開発と販路
開拓

944 山形県 森の家 －
新商品開発と新たな広告宣伝による新規顧客獲得・
客単価向上事業

945 山形県 中川商店 －
買い物弱者対策のための移動販売車冷凍設備増強
事業

946 山形県 合資会社　高橋酒造店 6390003000457
首都圏での物産展へ積極的に参加し、認知度アップ
による販路開拓

947 山形県 株式会社　利功 4390001006739
住宅・車庫の引き戸へのリフォーム推進と型枠導入
による受注拡大

948 山形県 スガノ製畳 －
「畳と一緒に襖・障子張替え」のＰＲと顧客管理によ
る販路拡大

949 山形県 南山佐藤建築 － エコ住宅の「見える化」による顧客満足向上事業

950 山形県 雅建築 －
「雅建築の家づくり」発信強化による新規顧客開拓事
業

951 山形県
株式会社すまいるステー
ション

2390001013489
乳製品を使用した健康に役立つ料理教室による新
規顧客開拓
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952 山形県 ＭＡＣ　ＴＯＯＬＳ － 見て・触って・納得できる工具屋さん

953 山形県 有限会社福増建具店 9390002008250 こだわり建具のデジタルカタログで販路開拓事業

954 山形県 株式会社　マルミチ培土 2390001013051
販路拡大を図るための商談スペース及びトイレの整
備事業

955 山形県 有限会社　清野電器 3390002008504 ホームページ製作及び業務管理ＩT化で販路拡大

956 山形県 有限会社　サイトー電気 8390002008482 新規ＣＡＤシステム導入による受注効率の向上

957 山形県 居酒屋　縁 －
入口看板の作成と業務用ガステーブル、ガスフライ
ヤーの設置

958 山形県 ラーメンショップ　椿 －
サービス・作業効率・店内利用の快適性向上とメ
ニューの拡大

959 山形県 南部屋久三郎 －
道の駅での新規販路開拓と新規事業に取組むため
施設・設備の整備

960 山形県
土地家屋調査士髙橋寛
索事務所

－
業務効率化及び知名度向上による新規顧客・受託
の獲得

961 山形県
有限会社　メガネのスズ
キ

7390002006371
海外向け新製品（試作品）の製造と視聴による販路
開拓

962 山形県 サンフラワー －
新規顧客獲得のための看板作製及びライトアップで
売上拡大

963 山形県 有限会社　金田屋魚店 9390002014224
新規顧客獲得の為の店舗改装と新たな宴会場で販
路拡大

964 山形県 株式会社　石山油店 6390001012792
新たなカフェ事業進出でコミニュティ創出による売上
拡大

965 山形県
合同会社　ジャングルグ
リーン

9390003001304 自社サービス商品のブランディングと販売促進事業

966 山形県 有限会社　石沢布団店 2390002003167
新たな店舗での新規顧客獲得及び受注拡大による
売上拡大

967 山形県 和田酒造合資会社 6390003000928
海外のお客様も安心して使える男女別洋式トイレの
設置事業

968 山形県 有限会社　といや 7390002015967
インパクトのある看板設置による集客力アップ及び
売上増加

969 山形県 みしまフォトスタジオ －
ネットプリント導入とホームページ開設による新規顧
客拡大事業

970 山形県
株式会社　河村式種菌研
究所

5390001006812
きのこ生産増への意欲を喚起する販促用ポスター製
作事業

971 山形県 株式会社　Hana Clover 7390001013699
作業環境の改善に伴うオリジナル仏花アレンジの開
発・販路開拓

972 山形県 有限会社　みちひろ建築 3390002008594
知名度不足解消・町内顧客開拓のための広報活動
と内覧会の開催

973 山形県 斎藤工業所 －
見て触れる展示場、商談スペース整備とお客様トイ
レ改装

974 山形県 株式会社　長谷川機工 3390001007176
ワイヤーカット短納期受注サービス開始による新規
顧客開拓

975 山形県 石山ボディ －
コンピューター診断修理機器導入による新規若年層
顧客獲得

976 山形県 有限会社　後藤配管 3390002003216 新たな店舗と看板設置による売上拡大事業

977 山形県 株式会社　丸長メリヤス 7390001002487
直販での売上拡大と新規顧客開拓による販路拡大
事業

978 山形県 サポートシステムウィズ －
個別指導に係る設備完備及び広報による新規生徒
獲得事業

979 山形県
行政書士・FPひまわり事
務所

－ アナログ媒体を利用した新規顧客開拓事業
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980 山形県 富樫管工建設株式会社 2390001002459 環境整備による新規顧客の開拓

981 山形県 株式会社 原本店 2390001002475
新たにレジスターを導入し販売戦略を強化して新規
顧客獲得

982 山形県 株式会社 あおば 2390001012375 新たな営業体制の構築による新規顧客獲得

983 山形県 横田板金 － 駐車場新設による個人顧客販路開拓事業

984 山形県 有限会社 むら熊 2390001012375 新たな環境整備による新規顧客獲得

985 山形県 といや　ほなみ分店 －
複数媒体を利用した店舗情報発信による売上増加と
出前力強化事業

986 山形県 BOBIN －
特殊ミシン導入による厚物・特殊素材の縫製による
売上増加

987 山形県 千代寿虎屋株式会社 3390001012218
外国人観光客に対応した外国語看板の設置と海外
専用商品の開発

988 山形県 軽部草履株式会社 2390001011749
パンフレット作成とホームページの更新、イベント用
販売什器作成

989 山形県 DENDEN横山 －
店舗のモデルルーム化による家電販売・住宅設備リ
ホームの提案

990 山形県 大地オートライフ －
ユーザー対話型の自動車整備のための新たな二注
リフト導入

991 山形県
株式会社もがみ木質エネ
ルギー

7390001009037
木材チップ工場の新設に伴う新商品の周知・広告・
販売促進事業

992 山形県 やちや薬局 － 健康・漢方薬相談コーナー設置による新規顧客獲得

993 山形県 繁昌軒 －
１階食堂トイレの男女別リニューアルで快適空間の
提供事業

994 山形県 有限会社　松乃枝商店 9390002015271
冷蔵設備増強で品質管理強化と地酒・地ワインの販
売増で地域貢献

995 山形県 魚井 －
店内のバリアフリー化による高齢者向け販路開拓事
業

996 山形県 ニシキヤ家電 －
お客様に快適な生活を提案するためのトイレショー
ルーム化

997 山形県 有限会社　三和製作所 7390002015133
生産性・精度・管理体制の向上による医療分野への
販路拡大

998 山形県 ブティック絵里香 － 新客層と新規顧客獲得を図るための広告宣伝活動

999 山形県 渡部左官 －
県外案件の対応力強化とチラシ配布による新販路
開拓事業

1000 山形県 株式会社　杉森商会 7390001010390
目立ち度バツグン！オリジナルＬＥＤ看板設置で誘
客事業

1001 山形県 有限会社　ちょうさん 5390002014054 看板設置による販路拡大事業

1002 山形県 有限会社　花登茂 8390002013961
お客様カルテの活用と店舗イメージ改善による販路
開拓事業

1003 山形県 有限会社井田畳内装 2390002013835 畳殺菌乾燥機のラジオ宣伝で新販路拡大

1004 山形県 有限会社　湯沼温泉 5390002014005 高齢者顧客対応の設備導入でサービスアップ

1005 山形県 株式会社　髙喜工務店 0390001010408
新築及び既築住宅の高断熱化、省エネルギー化の
普及

1006 山形県 株式会社　ファイン 2390001010932 地方銀行フードセレクションで新規顧客の拡大

1007 山形県
有限会社　まほろば合同
タクシー

2390002013983
予約システム付きホームページ作成による販路拡大
事業
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1008 山形県 みさわ寝具店 －
手作り布団の販路拡大・布団メンテ事業強化のため
のチラシ作成

1009 山形県 株式会社　矩広佐藤建設 9390001010364
高気密・高断熱＋計画換気住宅の新規顧客開拓事
業

1010 山形県 Hair Saron Cultura －
新規理容機器導入による新規女性客獲得及び満足
度向上事業

1011 山形県
株式会社マルゼンミート
フーズ

9390001006841
異物対策及び作業効率向上に向けての作業場内の
ＬＥＤ化

1012 山形県 居酒屋　ひげ坊主 －
厨房器具の拡張による作業効率と生産性の向上で
売上増進

1013 山形県 有限会社　トミヤ書店 9390002008523
「あれっ！（何だろう）」と注目・関心を持たれる看板
の設置

1014 山形県 総合建設BROS.41 －
新たな駐車場環境で来店頻度の向上による販路拡
大

1015 山形県 多田輪店 －
「自社PR広告機能付シャッター」の導入による受注
拡大

1016 山形県 タカハシサポート － 新規設備設置による生産性向上

1017 山形県 ハナブサ醤油　株式会社 1390001007054
観光客の売店利用の混雑解消、売店増設で拡販効
果

1018 福島県 ㈲遠藤商店 2380002034650
高齢観光客へ目立つ看板とライトアップによる集客
効果アップ

1019 福島県 ラ・ネージュ －
「寛ぎの空間」創出による顧客満足度と客単価の上
昇

1020 福島県 ジョイ・ライフ㈱ 9380001017484 「シニア層」への心地よい空間提供の為の設備充実

1021 福島県 中村屋 －
高齢者等に配慮した健康ラーメンの開発と店内環境
整備

1022 福島県 ベンリー佐藤 －
「お父さん」向けスポーツタイプ自転車での新たな販
路拡大

1023 福島県 ヘアーサロンさわい －
床屋から、中高年男性ヘッドスパでリフレッシュサロ
ン業へ革新

1024 福島県 ㈲佐久間防水工業 9380002009605
直営工事受注増に向けた防水リフォーム工事の宣
伝強化

1025 福島県 ㈲郡山中央レンタカー 5380002009435 新規参入「中古車販売業」実施のための販路開拓

1026 福島県 ㈱ＨＥＲＯ 9380001018334 暑さ・日除け対策のパーゴラ設置で顧客満足度向上

1027 福島県 ペンションブンブン －
アスレチック遊具で魅力倍増!お子様連れ家族旅行
の応援！

1028 福島県 ホープ工芸 －
Web作成による地域中小事業者の広告ニーズの獲
得

1029 福島県 お食事処やま㐂 －
見やすい文字で店名と扱い品名を記載した認識しや
すい看板設置

1030 福島県 ㈲山形屋 8380002019233
館内設備の充実による顧客満足と通年稼働率アップ
計画

1031 福島県 ㈲徳江生花店 1380002032556
花生産農家とのコラボ！量販店にはない「ミニ花束」
で販路拡大

1032 福島県 ㈲糸井火工 1380002020692 小規模花火市場開拓のための設備導入事業

1033 福島県 宍戸善四郎商店 － オープンカフェ事業の展開による新規顧客の獲得

1034 福島県 とうふ屋豆の子 － 新サービス提供によるお土産需要の掘り起こし

1035 福島県 ㈲鈴木モーター 9380002035493
診断業務の充実強化と新サービスの提供による需
要開拓
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1036 福島県 梅宮スタジオ －
若年層を更に取り込む為のチラシ作成とホームペー
ジの開設

1037 福島県 コマツスポーツ －
店舗レイアウトを見直し、高齢者スペース＆商談ス
ペースの設置

1038 福島県 ㈱山燕庵 4380001010997
原材料にこだわった六次化商品開発による販売促
進事業

1039 福島県 関根木工所 －
オーダー家具、建具の見える化を図るための商談ス
ペース設置事業

1040 福島県 鈴木電器商会 －
電気の困りごと相談所機能拡充による販売促進事
業

1041 福島県 レストラン白鳥 －
自慢のメニューのPRを含めた新規顧客獲得の為の
看板設置事業

1042 福島県 合同会社会津コシェル 6380003003601
客席数の増加とオリジナル地ワインを使った集客力
増強事業

1043 福島県 田村屋旅館 － 営業パンフレット、自社ホームページの構築

1044 福島県 おやど風来坊 －
来られたお客様は帰さない新たな店舗レイアウトで
入店者アップ

1045 福島県 談暖暖 －
快適バーベキュー、併設コテージで雨・虫をシャット
アウト

1046 福島県 らーめん白山 －
アッと驚く白山のオリジナルラーメン開発・展開・発信
事業！

1047 福島県 たなべの湯 －
皆でワイワイBQ!のんびり温泉付寝ころんぼプランで
集客アップ

1048 福島県 エースガレージ － 『特殊コーティング ＹｅｓＮｏ診断ツールの確立』

1049 福島県 三田住興 － ホームページ、チラシによる販路拡大

1050 福島県 ㈱奈良屋 5380001019187
「卸し」から「個人消費者」直接販売へ方針転換・販
売強化事業

1051 福島県 合同会社楽膳 5380003000351
「RAKUZEN」ちょっと楽しいものづくりを福島から発
信！

1052 福島県 大天狗酒造㈱ 5380001009725 オリジナル記念酒による売上倍増・販路開拓事業

1053 福島県 こぅこぅ亭 －
気軽に食事を楽しめる「自分たちだけの空間」の提
供

1054 福島県 ㈲ワタショウ 8380002015629
住まい造りの楽しみを親と子供一緒になっての建築
商談会

1055 福島県 厨のぎ －
のぼり旗による集客効果で通行者を狙う販路拡大事
業

1056 福島県 食処くさの根㈱ 4380001022464
大評判！！「完熟ゆずまるごとドレッシング」の全国
発信。

1057 福島県 清水屋製麺 －
製造元ならではの直売所拡張で販路拡大売上アッ
プ！

1058 福島県 ㈲むらかみ 8380002015562
インターネット、ＳＮＳを利用し顧客獲得及び販路拡
大

1059 福島県 蔵部麒麟 －
幻のメニュー復活による顧客獲得と女性客目線の店
舗運営

1060 福島県 合資会社金久小林商店 6380003001992 地元の焼酎・牛乳・卵を使用したプリンの製造販売

1061 福島県 一心 －
家族葬の良さをいわき市全域へ！！広範囲への情
報発信強化

1062 福島県 清川製菓製パン店 － 元祖“油パン”ここにあり　売上げ倍増 大作戦！

1063 福島県 ペンションハイジ －
庭の中の鉄道模型に囲まれたオープンカフェで一時
の安らぎを
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1064 福島県 ペンションアルビン － 店の設備と軒先活用・空いた時間でオープンカフェ

1065 福島県 ㈲東海林商店 7380002005399
真空パック機の導入で魚屋の手作り惣菜の販路を
拡大する

1066 福島県 ㈲後藤写真館 8380002005349
エアフライトフォト（空撮）で学校アルバムの革命によ
る販路拡大

1067 福島県 ㈱熊田水産 2380001004976 ホームページの作成及び鯉のブランディング化

1068 福島県 ㈱サンテエラ 2380001025411
戦略的なチラシの作成と国道沿いへの看板設置に
よる誘客促進事業

1069 福島県 塙急送 －
幌付コンテナと連結トレーラーによる軽貨物配送
サービス拡充事業

1070 福島県 マイ美容室 －
新サービス（ヘアケア強化）導入による販路開拓事
業

1071 福島県 ㈲小町の湯 9380002014976
「花と水の庭園“澄心地（とうしんち）”」の開発・提供
及びPR

1072 福島県 タムラ電子㈱ 8380001013352
「出来たての味！一口サイズの燻製おつまみ」商品
開発と販路開拓

1073 福島県 プリンス理容室 －
車イス歓迎！高齢者にやさしい店舗入口への改修
及びPR

1074 福島県 やまさ味噌こうじ店 －
顧客管理システム導入による新規顧客獲得の為の
通信販売強化事業

1075 福島県 ㈲マルヤ 9380002035650 快適な店内環境整備による新規顧客開拓事業

1076 福島県 山びこ山荘 －
店舗修繕により高齢化した既存顧客のリピート率向
上

1077 福島県 山魅 － 機械導入による収益力強化と新規顧客の獲得

1078 福島県 ペンションペルメル －
50歳以上とペット宿に特化したホームページ作成事
業

1079 福島県 ㈱コネッション 6380001021209
高齢者・障がい者の為の買い物導線ユニバーサル
デザイン化事業

1080 福島県 パティスリーペールノエル － アレルギー対応型・ダイエット対応型・洋菓子の拡販

1081 福島県 ＰＯＰＬＡ －
プロモーション動画情報発信による販路拡大、新規
顧客獲得事業

1082 福島県 ㈲三島屋 7380002005127
真空包装器導入による顧客要望100％対応スタイル
の確立

1083 福島県 ㈱加藤ゴム工業所 2380001009356
タイヤお預かりメンテナンスサービス（楽楽パック）の
構築と展開

1084 福島県 ㈲ホソガイ 5380002017231
既存客及び４０代女性への美容サービス提供による
売上アップ事業

1085 福島県 ㈲日の出写真館 3380002017200
『シンデレラプレゼント』変身願望を強力サポー
ト！！

1086 福島県 ㈲ヘアスペースオブジェ 8380002012080
現サロンのPRと新規客獲得～顧客・得意先・贔屓客
へと落し込む

1087 福島県 ㈱宝栄マーク 1380001026526
業者向けの加工サービスや案内を一般消費者向け
に展開

1088 福島県 辻鉄工所 －
業務内容を明確化したパンフレットの作成と販路開
拓行動

1089 福島県 ㈲舞木新聞店 5380002015094
「折込みチラシ一括受注サービス」提供に向けた掲
示板の新設

1090 福島県 食亭「仲家」 －
メイン料理のアピールとお客様の安心を照らす駐車
場看板設置

1091 福島県 ごっつんこ －
家族連れ・女性客が気軽に入れる店舗イメージ向上
と新メニュー
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1092 福島県 ㈲武藤製作所 5380002033294
オフェンス（攻撃）型経営戦略で販路開拓につなげる
事業

1093 福島県 金子酒店 －
『会津の地酒なら金子酒店！』への挑戦　～店舗改
善事業～

1094 福島県 ㈱星工務店 5380001019212
パンフレットを活用したゼロエネルギー住宅の普及・
促進事業

1095 福島県 ＪＡＨ －
移動販売車改装と新メニュー開発による販路拡大開
拓

1096 福島県 志賀米店 －
生産農家とのタイアップで大豆の栄養パワーを町の
特産品に!!

1097 福島県 豊國酒造合資会社 4380003001862 北欧への日本酒輸出・販路開拓

1098 福島県 ㈲オートファッション坂下 7380002034084
大手量販店への挑戦！商圏拡大による新規顧客獲
得

1099 福島県 ㈲山浦板金工業 9380002033571 新規顧客獲得のための電飾看板の設置

1100 福島県 合資会社菊地薬局 4380003001648 「ゼロから再出発」新規顧客確保を目指して

1101 福島県 ㈲クリエイティブ・ロダン 1380002023349
ヘルパー2級保有理容師が出張訪問理容サービスを
するＰＲの強化

1102 福島県 プロジェクトワン －
いつも私が主人公、オリジナル記念誌『私物語』の開
発、受注

1103 福島県 鈴木製麺㈱ 2380001013127 自社オリジナル彩麺（６次化商品）の全国発信事業

1104 福島県 齋藤産業㈲ 6380002005714 「川俣シルク」を全国へ、世界へ発信!!

1105 福島県 旨いらーめん屋壱麺 － 当店オリジナル「石焼チャーハン」の販売拡大

1106 福島県
㈱Lifestyle工房安斎建設
工業

5380001009320
ブランド力強化・新規顧客拡大の為の自社コンセプト
PV作成事業

1107 福島県 ㈲つかべ 5380002006597
「ワンコイン弁当」を目玉に販売力強化、来店客数
アップ事業

1108 福島県 ㈱明療 2380001022235
「施術」と「美容」のコラボ！！女性層の取り込み大
作戦！！

1109 福島県 東日本ライテック㈱ 7380001006290
見せる工場化と自社パンフレット作成による販路開
拓

1110 福島県 ㈲三穂田モーター 5380002012579 プチサービスで顧客満足度100％をめざす

1111 福島県 ｉトレース事務所 － ＡｕｔｏＣＡＤ講習を低価格で提供、新規事業へ参入

1112 福島県 くわはら整体院 －
整体・アロマスクール開校のための生徒募集による
販路開拓

1113 福島県 陣野商店 －
看板新設による認知度アップと新規顧客開拓拡大宣
伝事業

1114 福島県 アベ食粉㈱ 1380001004498
蕎麦打ちファンを増やす、蕎麦打ちスペース活用に
よる販路拡大

1115 福島県 ㈱天空のハーモニー 9380001011859 体験宿泊プラン実施のための環境整備事業

1116 福島県 芳賀石材工業 － 墓石クリーニング及びリフォームの推進事業

1117 福島県 猪越技建 －
新築、リフォーム向けの「住宅に合った家具作りサー
ビス」事業

1118 福島県 nipuL Bar － 女性客獲得へ向けた店舗環境整備

1119 福島県 豊国酒造合資会社 3380003000799 海外販路開拓に向けた英語版ホームページの作成
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1120 福島県 田中屋 － 地元食材と郷土料理のPRによる新規顧客の獲得

1121 福島県 ユキ美容室 －
時間短縮による新メニュー戦略と顧客満足度アップ
で売上拡大事業

1122 福島県 ㈲塩沢設備工業所 4380002021135
「家電・水道」便利屋機能拡大のための店舗改装事
業

1123 福島県 鮨むなかた －
小宴会向け、逸品・セットメニューの開発と店舗内整
備事業

1124 福島県 大竹理容 － 笑顔あふれる高齢者の憩いの理容店づくり

1125 福島県 ㈲ミヨシ自動車商会 5380002021407 子供にもママにも優しい自動車整備工場づくり

1126 福島県 鈴五建設工業㈱ 1380001011643
看板設置による「開発＆プロデュース」施工の周知
力強化

1127 福島県 里の駅 －
明るく安全な店づくりによる女性・子供のお客様の誘
客

1128 福島県 加工々房熊谷 －
地元料理を求める観光客をターゲットとした新商品
開発と販促事業

1129 福島県 ㈲白井オート福島 6380002015168 お客様と愛車にやさしい駐車場整備と販路拡大事業

1130 福島県 ヘアーワーク － 店内改装による新規顧客、女性客の誘客

1131 福島県 真栄興業 －
ホームページ制作による新たな需要の掘り起こし事
業

1132 福島県
スズキサイクルモーター
商会

－
中古シティサイクルの下取りシステム構築による売
上増加計画

1133 福島県 橋本商店 －
視覚に訴えるパッケージデザインによる新規女性客
の獲得

1134 福島県 ㈲ネストホーム 3380002018842 若年層の更なる顧客拡大の為の提案力強化事業

1135 福島県 須藤写真館 －
卒業写真の思い出から取り込む次世代に繋がる販
路拡大

1136 福島県 Hair Lounge Cheeek －
新規客・固定客の獲得を目指した、新たなカット技術
の導入

1137 福島県 藤田礦業㈱ 4380001010659
化石発掘キッド開発と化石展示スペースの新設によ
る販路拡大事業

1138 福島県 あいづ亭 －
路面看板とチラシ配布で行う本格四川料理の販促事
業

1139 福島県 ㈱会津デザイン工房 5380001020236
新住宅ブランド「ADKｽﾀｲﾙ」による白河地方への商
圏拡大事業

1140 福島県 ㈲ひらのや 5380002035596 高齢者が安心して気持ちよく入浴できる浴室の改装

1141 福島県 天翔窯 －
若年層等新規顧客獲得へ向けた陶芸体験受入ス
ペースの拡充

1142 福島県
クリーニングエンドー洗技
館

－
着物クリーニング・皮革製品補修技術のＰＲによる新
規顧客の獲得

1143 福島県 麺飯酒家万来 －
当店自慢『茂庭っ湖スープカレー』を手軽に自宅
で！！

1144 福島県 ㈲丸滝 5380002003529 首都圏での「味噌講座」事業による販路拡大

1145 福島県 ふくでんみなみ店 －
体験型店舗の実現＜Ｋ(健康)・Ｋ(環境)・Ａ(安全)大
作戦＞

1146 福島県 ㈱マル昭齋藤建築 2380001023282
ネットショールームで新規顧客獲得（ホームページ作
成）

1147 福島県 ㈲本家舟山 5380002006408
自社一貫生産商品「しのぶ漬け」再ブランディングに
よる販路開拓

41/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1148 福島県 ㈱すげの住研 3380001023513
本格木造住宅の一貫施工体制のＰＲによる販路拡
大事業

1149 福島県 ㈲澤田屋 7380002001613
県産材使用の“オリジナルご当地スイーツ”を全国へ
向けて発信！

1150 福島県 遠藤理容所 －
高齢者向け店舗改装による、避難者支援と顧客開
拓事業

1151 福島県 イシザワ －
自らトッピングできる子供向けピザの提供による売上
倍増計画

1152 福島県 ㈱しらさわ直売所 1380001009919
子育て世代などの取り込みによる売上倍増・販路拡
大事業

1153 福島県 太田熱海病院内理容室 － 『手のぬくもりを通した美容と心のリハビリ』

1154 福島県 ㈱共立機材商会 8380001008360
部品加工事業で三本目の経営の柱構築による販路
開拓

1155 福島県 サンマートアヅマストア －
地域の台所宣言　地元食材を使った安心・安全な健
康惣菜事業

1156 福島県 関根石材店 －
ホームページ開設及びインターネット活用による新
規顧客開拓事業

1157 福島県 寿志「観」 －
来店者に更なる安心を提供する店舗づくりと新たな
販路開拓

1158 福島県 ㈲小林建設 7380002021124 高付加価値オリジナル自社製品の開発事業

1159 福島県 ㈲鈴木鶴生堂 5380002021233 国際雑貨取扱いによる新規顧客誘客事業

1160 福島県 ㈲総合葬祭おかべ 1380002021658 自社会館の有効活用による顧客誘客力の向上

1161 福島県 近藤パン店 － 店舗看板設置による新規顧客獲得事業

1162 福島県 ㈲マルヤマ 6380002015192
冷蔵ショーケース導入による主婦層を対象とした顧
客開拓事業

1163 福島県 松本建材 －
自社ホームページ新設と自社看板新設による販売
促進事業

1164 福島県 ㈱冨士 3380001008035
写真スタジオとしての店舗リニューアルによる集客事
業

1165 福島県 ㈱東京菊池商会 9380001008013 新商品開発に伴う販路開拓プロジェクト

1166 福島県 ㈱柳沼板金店 1380001008078
顧客満足度を得るプラス１の暑さ対策施工における
売上向上

1167 福島県 ㈲アール・アルチザン 2380002014702 リスティング広告利用した販路拡大事業

1168 福島県 ㈱安藤米穀店 4380001008868 新規顧客獲得のための看板設置事業

1169 福島県 坂本屋総本店 －
店舗改装によるデッドスペース改善と新商品販売に
よる利益獲得

1170 福島県 大井楼 －
高齢者に優しい、 憩いの空間の提供による販路拡
大事業

1171 福島県 梅むら － 宴会プラン導入による団体客獲得事業

1172 福島県 ㈱菊屋 4380001010568
顧客数１．５倍！！ＷＥＢマーケティング活用による
新規顧客獲得

1173 福島県 ㈲大椙食品 4380002018973 地元棚倉産ふくいぶきの新豆腐店舗販売事業

1174 福島県 ㈱小室正商店 3380001010676
観光資源を活用したレクリエーションサークルによる
販路開事業

1175 福島県 カナザワ建具店 －
最新技術施工による「ふくしま組子」を用いた製品開
発・販売促進
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1176 福島県 永山工業㈱ 4380001011062
消費者居住スペースの24時間年中無休の看板設置
事業

1177 福島県 ㈲でんぱた 8380002018771
独居老人宅などの買い物弱者へ弁当移動販売事業
の展開

1178 福島県 光和堂 － 店内撮影の強化による売り上げアップ計画

1179 福島県 無心亭花屋 － 店内外の環境整備による売り上げ増加計画

1180 福島県 関根木材工業㈱ 7380001019160
南会津産木材の普及のためのホームページ作成事
業

1181 福島県 ㈲弥四郎小屋 5380002035679
施設内環境整備による新規顧客獲得と既存顧客の
リピート率向上

1182 福島県 ㈲さんべ農園 2380002035806 情報発信ツール強化による新規顧客獲得

1183 福島県 目黒麹店 －
顧客ニーズに合わせた商品内容量・商品パッケージ
の一新

1184 福島県 太郎鮨 － 設備導入による新メニューの提供及び顧客開拓

1185 福島県 茶房千 － バリアフリーによる顧客満足度の向上

1186 福島県 ㈱田付自動車工業 6380001018659
円滑なロードサービスの提供と自動車診断による安
心の提供

1187 福島県 会津遊食たか膳 － 駐車場整備による観光客の来店増加事業

1188 福島県 小原塗装 －
展示・商談スペースの設置と新規客取込みのPRパ
ンフ作成事業

1189 福島県 Oshare Zino －
働く女性を軸としたエステ等リラックスメニューの顧客
獲得事業

1190 福島県 加藤商店 － 会津金山どら焼き改良・販路開拓

1191 福島県 ㈱中野商店 1380001015917
フリープラン及びミニログハウス販売の販路拡大・認
知度UP

1192 福島県 若松味噌醤油店 － 『味噌つき』相馬の伝統食文化の全国発信！！

1193 福島県 ㈲わらがい 5380002026835
移動販売・宅配御用聞き・送迎サービスの広報によ
る販路開拓

1194 福島県 楽・農・人ゆうゆうファーム － 「フェイジョア」を使ったアイスクリームの開発

1195 福島県 ㈱トロピカルトマト 6380001024822
地域資源を活用した「トマトおでん」の開発による販
路拡大事業

1196 福島県 ㈲イソメ写真館 9380002034058
半成人式記念撮影　家族で刻むこれまでの１０年こ
れからの１０年

1197 福島県 ㈲江戸鮨 5380002034078
玄関リニューアルとショーウインドウの有効活用によ
る販売促進

1198 福島県 ㈲ニコーメンテナンス 3380002029526 環境クリーニング事業強化による販路拡大

1199 福島県 茶房やまだ屋 －
新規顧客獲得へ向けたリーフレット作成とテラス席の
設置

1200 福島県 ㈲ワタトミ製作所 9380002020743
下請け間競争優位に立つことで受注比率を高めるた
めの取り組み

1201 福島県 ＩＷＡＳＥパック － エアキャップ需要に着目した自社加工体制の確立

1202 福島県 ㈲半沢設備 7380002020729
公共工事の安定的受注獲得と個人客獲得のための
設備導入事業

1203 福島県 ㈲金敷製作所 5380002020697
パートナー企業としての地位確立のためのユニット
事業展開
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1204 福島県 ㈱藤見荘 8380001019259
「ここにしかない」「ここでしか買えない」体験型商品
開発

1205 福島県 ㈱しもごう農園 4380001021012
新規顧客獲得・新規販路開拓のためパンフレット等
のツールの作成

1206 福島県 ㈱金太郎そば山本屋 2380001020263
トイレを和式から洋式へ、高齢者からインバウンドま
で使いやすく

1207 福島県 ㈲月見亭 3380002034377
スチームコンベクションオーブン導入による売り上げ
拡大

1208 福島県 成田商店 －
老舗料理店の経営改善『クリンリネス実践による新
規顧客獲得』

1209 福島県
ベーカリーハウスアル
ジャーノン

－
見やすい看板設置と地域に密着したパンの新商品
開発事業

1210 茨城県 入山畳店 － 販促ツールの見直しと新たな営業地域の開拓

1211 茨城県 La fonte（ラ フォンテ） －
独自の技術髪質改善ヘアエステを発信して新ター
ゲット層を開拓

1212 茨城県 有限会社青山グラフィック 5050002006589 カード印刷参入における販売促進事業

1213 茨城県 株式会社シロク 3050001016401
床センサーシステムの開発と海外向け販促活動の
強化

1214 茨城県 サロンド　アンフィニ －
新事業ＰＲパンフレット作成と、発見されやすい誘導
看板の設置

1215 茨城県 合同会社カンビオ 5050003002810
店舗改装による内部環境の弱点克服・新規顧客層
獲得

1216 茨城県 株式会社エーベンハウス 3050001012251
オシャレで遊び心を育むモダンテイスト型住宅のPR
事業

1217 茨城県 小林輪業 －
実店舗無し！超地域密着型自転車出張修理サービ
スの広報活動

1218 茨城県 伴田造花店 －
自宅供養祀並びスマホ位牌の開発商品化と販路開
拓

1219 茨城県 株式会社バイオ笠間 6050001040175
原料投入口を改良したバイオマス燃料装置の販売
事業

1220 茨城県 株式会社プロジェクト茨城 3050001034411
平和教育向け体験型見学コース開設による売上拡
大事業

1221 茨城県 稲葉酒造場 －
フランス・イタリアを中心とした、日本酒の海外販路
開拓

1222 茨城県 有限会社ミトモ 2050002012854
タイルの剥離・落下防止工法「ガチロック」のグロー
バル展開事業

1223 茨城県 フィッシュ三宅 －
高齢者客等に配慮した玄関扉の改善及び玄関周り
のバリアフリー化

1224 茨城県 株式会社淀名和呉服店 7050001029556
つくば店への営業集約に伴う新規顧客開拓のため
のＨＰ開発

1225 茨城県 野堀商店 －
いばらき魅力発信拠点としてのブランディング強化に
よる販路開拓

1226 茨城県 矢口商店 －
衛生面強化による新商品開発及び販促強化による
顧客満足度アップ

1227 茨城県 シャルレ藤代 －
移動できる試着場所確保によりお客様の利便性向
上及び販路拡大

1228 茨城県 シリウススクール －
共働き世帯の幼児向け受講体制整備による受講生
の増加

1229 茨城県 美食酒房　鳥ふじ －
ヤングファミリー層及びお一人様客の新規開拓によ
る収益拡大

1230 茨城県 民宿土佐屋 － 宴会客向けサービス開発による収益拡大

1231 茨城県 鹿島製菓株式会社 7050001020589 イートインでの新サービスによる新規顧客開拓
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1232 茨城県 紙のさと －
車からの視認性が高く、無形文化財指定を強調した
新規看板の設置

1233 茨城県 佳味のかしや －
当店自慢の「あんこ」を使った新商品の開発のため
の設備導入

1234 茨城県 株式会社ワポーター 4050001036514
日本製品ブランド「HANDECO」の国内及び海外販路
開拓事業

1235 茨城県
有限会社ヤマコー畑岡幸
助商店

4050002010468
多目的に活用できる業務用焼き芋つぼを復活・進化
させる事業

1236 茨城県 有限会社割烹旅館　城山 3050002010064
自社予約システム構築による利益率向上と海外向
け情報発信の強化

1237 茨城県 花喜園緑化 －
個人客が自宅に植栽した場面を想像しやすい店内
環境づくり

1238 茨城県 旅館横浜屋 －
女性客向けサービスメニュー開発による新規顧客の
開拓

1239 茨城県
株式会社つくば薬草研究
所

1050001036657
からだにやさしい「芍薬葉茶」の効能プロモーション
販売促進事業

1240 茨城県
有限会社リビングショップ
すずき

5050002027585
お客様によるオリジナルギフトグッズ作成支援サー
ビス

1241 茨城県 グランドデザイン株式会社 7050001035942
充実した田舎暮らしの応援と提案。空家活用による
地域活性化事業

1242 茨城県 株式会社鷺谷銅鐵店 7050002044083
一般顧客を対象にした「リペア・バスターズ事業」の
開始

1243 茨城県 ケンロククリーニング －
集配による共働き世帯獲得と遠方からの顧客誘致
の為の広報活動

1244 茨城県 岡島畳店 －
インテリアに敏感な層に向けた自社ブランド製品の
開発事業

1245 茨城県 株式会社テンダーハウス 8050001008179
布地商品化を増やし商品量と質を向上させお客様の
要望に応える

1246 茨城県
株式会社東京未来スタイ
ル

8050001017799
主要国際バイオ展示会および商談会への参加によ
る販路開拓事業

1247 茨城県 株式会社明日櫻 8050001039595
新商品の販路開拓のための基準サンプル品の制作
とＨＰ宣伝広告

1248 茨城県
祭英雄企画(まつりヒー
ロープロジェクト)

－
キャラクターの広報物開発・制作とそれらを利用した
新規販路開拓

1249 茨城県 古本機工株式会社 8050001016108
計測機器類の割安な修理サービス事業による販路
開拓

1250 茨城県 ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ　ＦＡＮ －
新商品のジャム・ソース作りで、新規顧客・売上アッ
プ

1251 茨城県 リフレッシュ －
個別出張床屋サービスの開始による買い物弱者支
援と販路開拓

1252 茨城県 MANA STUDIO －
女性による女性のためのボディケアサービスの広報
活動

1253 茨城県 株式会社茨城の石本舗 4050001038989 販売先支援システムとしての教科書作成事業

1254 茨城県 ヘアスタジオＢ・ｕｐ －
高齢者に優しい快適環境による前処理サービス等
の提供

1255 茨城県 株式会社エーデザイン 5050001006276
講師･受講者･当社が一つに集う新たな場所[suｋ
irua]ブランドの展開

1256 茨城県
有限会社ヘアーサロンマ
インド

7050002006950 福祉カー送迎による高齢者・障害者に優しい理容室

1257 茨城県 株式会社LINKED 5050001015137
完全バリアフリー美容院建設に向けた利便性向上と
看板設置事業

1258 茨城県 海鮮や辰海 －
新規事業としての会議用弁当の販売により売上高を
増やす取り組み

1259 茨城県 株式会社アオイ 3050001017390 自社商品の販路拡大と新しい氷り商品のPR事業
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1260 茨城県 和食かつら －
外国人客向けメニュー帳等作成とレストルーム改修
による販路開拓

1261 茨城県 ＭＩＺＫＯＳＨＩ　水越 －
業界発！？大工さんが提案する「匠のトイレ工事」広
報活動

1262 茨城県 井坂合名会社 4050003000484
新ブランドの立上げによる特産品とスイーツのネット
販売事業

1263 茨城県 ヘアーサロンOonuki －
パーソナルカラー＆スタイルの行いやすい店内改装
で集客力アップ

1264 茨城県
Traveller’s kitchen
Freepaz

－
移動販売にオープンカフェスペースを設置して憩い
の場を提供する

1265 茨城県
株式会社 ヒロコーポレー
ション

7050001004939
タイル固定用金具を使用したセラミックタイルパネル
の販路開拓

1266 茨城県 有限会社北條製作所 6050002007479
サービス生産性の向上による顧客マッチング力と販
売促進強化事業

1267 茨城県 株式会社FIELD-LIFE 8050001039141
廃地開拓と耕運効率化の機材及び生産性向上の栽
培ハウスの購入

1268 茨城県 有限会社おその江 1050002006535 買い物難民救済：軒先まで届ける移動スーパー

1269 茨城県 リトルピアニスト －
音楽誌広告掲載による新商品ピアノシューズの新規
顧客層獲得

1270 茨城県 株式会社ミズノ 9050001020380 鮮度の良い真空パック冷凍魚提供による顧客開拓

1271 茨城県 株式会社ミヤウチ 3050001021970
集客力強化によるヤングファミリー層の新規顧客開
拓

1272 茨城県 仲田精肉店 － 宅配バーベキューサービスによる新規顧客開拓

1273 茨城県 時計職人　富多屋 －
スマートフォン対応ホームページ構築による新規顧
客・販路拡大

1274 茨城県 HAIRMAGIC　nina －
ブライダル等お祝い事におけるトータルコーディネー
ト事業推進

1275 茨城県 food studio M －
自社の商品開発力を活用した６次産業化プロデュー
ス事業

1276 茨城県 筑山亭　かすみの里 －
新たな顧客ニーズ開拓の為の夜営業開始及びホー
ムページ開設

1277 茨城県 ココヘッド － 髪を傷めない施術開発による女性客の開拓

1278 茨城県
有限会社波崎総合合宿ｾ
ﾝﾀｰ

1050002027820
グラウンドゴルフサークルを対象とする新規顧客開
拓

1279 茨城県 エコループ － 広告宣伝とインターネット活用強化事業

1280 茨城県 Café PORTO －
ドッグ遊園地と天空ｶﾌｪﾃﾗｽのリゾートランチでユー
ザー層拡大

1281 茨城県 株式会社イシヤ写真館 2050001020073
現代の顧客ニーズにマッチした様々なﾛｹｰｼｮﾝﾌｫﾄの
開発と提供

1282 茨城県 伊勢福 －
音威子府そばによる本格そば愛好家の新規顧客開
拓

1283 茨城県 パクマ －
最新情報端末を活用、低コストの実現により新規顧
客の獲得

1284 茨城県 ヘアー＆メイク　パプス － 炭酸泉によるヘアーエステで売上アップ

1285 茨城県 口本食品 －
ホームページ新設とリーフレットの宣伝による販路開
拓

1286 茨城県
有限会社小島サッシトー
ヨー住器

2050002039617 ホームページを活用した見積り・受注の販路開拓

1287 茨城県 合同会社長田園芸 9050003002220
自社展示場の整備事業（ヤシの木とカバードポーチ
展示場）
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1288 茨城県 ＴＥＡＲＳ － HPリニューアル及び情報誌掲載による販路開拓

1289 茨城県 株式会社Ｍｏａｎａ 3050001033512
TBCスキャットソフト・デジタルパーマ機導入による販
路開拓

1290 茨城県 株式会社イガデン 9050001030033 九州の展示会出展による新規顧客の販路開拓

1291 茨城県 プラチナム － 有料サービスを看板にてＰＲして売上アップ

1292 茨城県
チャイニーズレストランお
おとり

－
女性向け、子供向けの新メニュー提供による販路開
拓

1293 茨城県 有限会社健友リース 8050002041501
自社カタログ作成による新規居宅介護支援事業所
への販路の開拓

1294 茨城県 寺西石材株式会社 2050001031764
石材業による第６次産業化＝自社製品の自社施工
による販路開拓

1295 茨城県 とこや　なかやま － フェイシャルエステの導入によるマーケットの拡大

1296 茨城県 福田オートサービス － 納車時の付加価値を高めマーケットの拡大を図る

1297 茨城県 有限会社アールズ 4050002020285
コンピュータ診断機導入による自社整備一貫体制の
強化と広報活動

1298 茨城県 株式会社丸昌 2050001014083
異業種へのリサイクル塩ビ管拡販のための広告宣
伝活動事業

1299 茨城県
TOP BOOWY（トップボー
イ）

－
看板リニューアルによる男性向け認知度向上と新規
顧客獲得事業

1300 茨城県 有限会社野口電装整備 8050002018887 トイレの改修による顧客満足度向上事業

1301 茨城県 有限会社クリア 5050002018106
当社の強みを活かした太陽光故障診断事業の確立
と販路開拓

1302 茨城県
トータルボディーケア　や
ちよ整体院

－ 腰痛に特化した施術の販路開拓

1303 茨城県 このか設計株式会社 3050001027191
自然災害に備えた住宅の耐震化と高齢化社会を見
据えたバリアフリーの推進

1304 茨城県 Garden Coordinate 園匠 －
ガーデン商品のお客様体験展示場の造成と販路開
拓に向けたチラシ作成

1305 茨城県 竹垣自動車 － 大型車所有顧客を確保する為の整備工場増設

1306 茨城県 ヘアークラブやなぎた － 「ナイト営業（夜間）」の展開

1307 茨城県 かねふじ － 店内改装による食事スペースでの提供

1308 茨城県
株式会社ハウスプラスラ
ヴィ

5050001039128
自然素材を取り入れた高品質・高性能な適正価格住
宅の開発と販路開拓

1309 茨城県 KABA Works －
映像・音楽制作環境の拡張と演奏パフォーマンスの
充実とプロモーション

1310 茨城県 有限会社高橋食品 3050002017398
豆腐商品のブランド化に向けた地産地消への取り組
み

1311 茨城県 有限会社ネモト 4050002018882 高級茶ボトリング飲料の開発事業

1312 茨城県 株式会社ワタナベ 8050001014524 地域の菓子コーディネート事業による販路開拓

1313 茨城県 ラウンドハウス合同会社 5050003002604 集客に特化したホームページ作製による集客

1314 茨城県 株式会社坂東商会 2050001029503
ホームページを使った自社ブランド商品ＰＲによる新
規顧客獲得

1315 茨城県 株式会社開智学院 3050002039649
ICT（情報通信技術）活用による生徒中心学習の開
発・販路開拓
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1316 茨城県 ＫＯＴＯドッグ －
業者向け子犬販売に加え、個人客開拓のための受
入態勢整備

1317 茨城県
株式会社フォーエバーシ
ステム

8050001031247
ホームページ、パンフレットの製作～配布による顧客
拡大の取り組み事業

1318 茨城県 京華 －
惣菜販売並びにPR看板の設置等掲載広告を活用し
新規顧客の拡大

1319 茨城県 染谷酒店 － 田舎・農業体験イベント開催による販路開拓

1320 茨城県 株式会社グローアップ 5050001012720
新メニューをＰＲする販促チラシ及びパンフレットの
製作と配布

1321 茨城県 廣田商店 －
シニアからお孫さんまで家族行事を彩るおもてなしメ
ニューブック

1322 茨城県 有限会社ジャパントップス 8050002013194
ロープブランコ技術を活用した、ビルの外壁メンテナ
ンス事業

1323 茨城県 有限会社サカイ工業 8050002012948
創業35年で培われた、ものづくり力を生かした新事
業レストアへの挑戦

1324 茨城県 Smart Solutions株式会社 4050001036885
プログラムコンサルティングサービスのｗｅｂトライア
ル版の開発

1325 茨城県 肩こりらくだ －
業界初！マッサージ技術を活かして五感に訴える新
たな空間の提供

1326 茨城県 カフェレスト　ノースランド －
高齢者、ファミリー層にむけた店舗改装とメニュー開
発事業

1327 茨城県 ヘッケル美容室 － 高齢者に寄り添う快適な店づくり事業

1328 茨城県 河野畳店 － 和紙畳による洋風家屋・洋室への畳の拡販

1329 茨城県 有限会社イシヤス 8050002032021
駅前周辺の利便性向上に繋がるネット環境を整備し
た会議室の設置

1330 茨城県 三六庵 －
電柱広告とそば粉販売による‘三六庵’そばの魅力
の地域浸透

1331 茨城県 インナーショップトモ －
PR用ホームページの制作と販促品を配布し、来店客
増を目指す

1332 茨城県
ウッディドール（小林そろ
ばん）

－
広告を活用した個別対応型「そろばん教室」の新規
生徒開拓事業

1333 茨城県 HAIRWORK PLUS － 炭酸水による施術効果のPRで、女性客の開拓

1334 茨城県 有限会社おとと屋 5050002006688
テーブル席と座敷席のリバーシブル化による高齢者
お迎え体制確立

1335 茨城県 株式会社鈴章 2050001020247
会議と飲食のセットサービスの提供による新規顧客
開拓

1336 茨城県
株式会社オールフィール
ズ

4050001038907
自然素材を使用した改内装、プロによる販促のため
の写真撮影

1337 茨城県
K3 Cafe（ケースリーカ
フェ）

－ スムージーの新メニュー開発による新規顧客開拓

1338 茨城県 三戸部食房 －
古河市を代表する土産品となり得る古河らしい饅頭
の開発事業

1339 茨城県 ご馳走や　美仁 － 新メニュー開発と店舗改装による新規顧客獲得事業

1340 茨城県 有限会社柳田設備工業 7050002044240
新事業「配管洗浄」事業進出による新規顧客獲得作
戦

1341 茨城県
株式会社筑波ランドス
ケープ

1050001031831 日中友好～中国での日本庭園作庭　開拓販促事業

1342 茨城県 欧風食堂ORAGE －
ハヤシライス新メニュー及びテイクアウト商品開発に
よる販路拡大

1343 茨城県 株式会社T-Sカンパニー 9050001033283
オリジナルウイッグ開発とセミオーダー販売の広報
による販路拡大
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1344 茨城県 株式会社トモズ 9050001034785
スケルトン型太陽光パネルの採用による新しい生活
空間の提案

1345 茨城県 有限会社プラックス 6050002043895
スクラッチレス成形を可能にする新たな生産ラインの
導入

1346 茨城県 有限会社小島商会 6050002043714
オークションと専門資格を活用した福祉車両部門の
設置

1347 茨城県 有限会社塚田工務店 2050002043775
複雑形状でも加工可能かつ生産性の高い「軸組加
工事業」の事業化

1348 茨城県 株式会社ふじ屋 2050001033645
つくばプリン製造技術・ノウハウを活用した６次化支
援事業の展開

1349 茨城県 有限会社長野園 1050002020552
高品質で安定的な自社ブランドの国産紅茶製造によ
る販路拡大

1350 茨城県 割烹ひさし －
新メニュー開発及び店舗ＰＲ強化による新規顧客開
拓事業

1351 茨城県 田舎はちみつあかぼっけ －
五霞町産「田舎はちみつ®」配合化粧品ブランド力構
築事業

1352 茨城県 有限会社月岡商店 9050002039833 プリペイドカードの販売による販路拡大

1353 茨城県
株式会社ＬＭ　ＡＤＶＡＮＣ
Ｅ

4050001020006
アフターパーツメーカーとしてのブランド化による販
路拡大

1354 茨城県
建築アトリエ“夢空間”マツ
ダ

－
富裕層をターゲットとした広告による家づくりの新規
開拓

1355 茨城県 有限会社山武商店 4050002040011
商品ポスター新設・パッケージ・ラベルを刷新しイメー
ジアップの向上を図る

1356 茨城県 株式会社カカイ堂 1050001029371
店舗の改修とイベントを開催することで新規顧客の
拡大をめざす

1357 茨城県 坂入製茶工場 － 店舗案内看板設置及びデリバリーで売上アップ

1358 茨城県 石塚糀店 － 新商品の開発と看板設置による販路拡大をめざす。

1359 茨城県 茶房わたぬき －
新たに和菓子製造業への取り組みで新規顧客獲得
を目指す

1360 茨城県 ゆき美容室 －
赤外線イオンドライヤーのセット長持ち効果周知から
の売上アップ

1361 茨城県 松田製茶 －
「和風カクテルティーバッグ」によるフレーバーカクテ
ルの提案

1362 茨城県 上野金型 －
金型修理の本格的事業展開と顧客ニーズに対応し
た金型製品の提供

1363 茨城県 巴屋 － ランチ営業で売上アップ・新規顧客獲得

1364 茨城県 堀種苗店 － 体験教室による新規顧客獲得、販路開拓事業

1365 茨城県 彩食工房さんまる －
店舗の塗装と飲食スペースの快適空間による新規
顧客確保

1366 茨城県 川上ふとん店 －
店舗魅力度向上と新サービス提供・PRによる新規顧
客獲得事業

1367 茨城県 砂場 －
地場産品を用いた健康志向ランチの提供による販路
拡大事業

1368 茨城県 ビビンバ家 －
メニュー増強による魅力度向上と店舗訴求強化によ
る新規顧客獲得

1369 茨城県 株式会社エクサライフ 6050001038244
ダイエットに特化した新サービスの展開による入会
促進事業

1370 茨城県 有限会社楽園堂 2050002018686
新たな店舗空間創出と新サービス提供による事業相
乗効果の実現

1371 茨城県 株式会社中村屋製菓 3050001013968
新商品・贈答品開発・電子カタログ型ＨＰによる新規
顧客獲得事業
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1372 茨城県 鈴木自動車 －
当店オリジナルのクイック鈑金サービス開始による
客単価向上事業

1373 茨城県 有限会社中戸屋 2050002018579
飲食店への提案営業による販路拡大及びプロモー
ション事業

1374 茨城県
有限会社折原自動車整
備工場

5050002018337
自社オリジナル車検システムの導入による顧客の囲
い込み事業

1375 茨城県 有限会社小林輪業商会 2050002018414 自転車ライフ提案型店舗へのリニューアル事業

1376 茨城県 飯田園 －
パッケージ刷新とＰＲ動画付きホームページ作成に
よる販路拡大

1377 茨城県 株式会社菊池製作所 7050001013304
ＣＡＤ、ＭＣ整備、ＮＡＳ導入等ＩＴ利活用で製品開発・
販売推進

1378 茨城県 株式会社ヤナシマ 9050001013442
空調機メンテナンス業務自社施工化及び顧客管理
業務体制強化事業

1379 茨城県 株式会社ホシノ設備 4050001039054
高齢者住宅リフォームのオーダーメイド請負事業に
よる販売拡大事業

1380 茨城県 遠藤設備 －
ねじ切り加工の内製化による給水配管加工供給設
備工事の受注増加

1381 茨城県 有限会社金谷商店 6050002024482
新規顧客獲得及び販売促進強化に向けた「お弁当
シリーズ」の提案

1382 茨城県 Dining Bar Wakanatei － 業務用機械導入によるお弁当部門の販路拡大事業

1383 茨城県 朝日屋菓子店 －
地域の新しいお休み処としての存在価値確立による
来店客販促事業

1384 茨城県 有限会社鈴木屋本店 5050002018493
高い調理技術を活かしたOEM部門事業化による販
売促進事業

1385 茨城県 株式会社SSK 9050001033597
バイク専門誌への広告掲載によるオリジナル商品の
販路拡大

1386 茨城県 有限会社桜井建材 7050002033169
看板の設置・掲示板の設置・ＨＰの活用による販路
拡大

1387 茨城県 おそうじ本舗竜ケ崎店 －
有店舗化と広告をミックスさせた販路開拓・スタッフ
雇用

1388 茨城県 CAFEGARDEN AMI －
記念日サービスによるシニア層の開拓及び店舗入り
口改修工事による売上向上

1389 茨城県 有限会社高橋肉店 7050002033276 豚肉みそ漬を使用した売れ筋商品の販路開拓

1390 茨城県 合同会社虹 9050003002798 介護現場環境改善による施設稼働率向上・売上ＵＰ

1391 茨城県
株式会社農業生産法人
田仲農場

4050005008030
自社ブランドの高級米「田仲のこしひかり」の海外販
路の開拓

1392 茨城県 メイテック －
オリジナル長尺コーナー材の製作による販路拡大事
業

1393 茨城県 村山彦七商店 －
フレコン（一トン入る袋）検査のできる機材の整備と
検査の実施と販売

1394 茨城県 かき氷カフェポニー －
動物ふれあい体験サービスを活用した屋外長期滞
在型の販促事業

1395 茨城県 千洲額縁株式会社 1050001025949
デジタル技術と伝統技術の融合による新たな製造方
法の開発事業

1396 茨城県 有限会社山宗 6050002033847 小規模葬儀施設のリフォームによる顧客エリア開拓

1397 茨城県 サイクルショプタナカ － 店舗外観のリニューアルによる新規顧客獲得

1398 茨城県 手づくり和菓子　船橋屋 － 船橋屋売上アップ事業

1399 茨城県 理容タカマツ －
新たな付加価値の提供によるシェービングサービス
の強化事業
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1400 茨城県 ヘアーサロン　タカマツ － 美容部門の新規開店による顧客開拓事業

1401 茨城県 有限会社折重 1050002033760
洋風折箱の開発と自社の知名度アップで市場拡大
を狙う

1402 茨城県 株式会社木のくに 7050001025489
介護用リフォーム事業をきっかけとしたリフォーム受
注の獲得強化

1403 茨城県 RS．マキヤマ － カー用品・タイヤの取付け販売の強化事業

1404 茨城県 有限会社秋山食品 1050002033744
国産大豆を使った納豆の食育事業の展開による新
規顧客の獲得

1405 茨城県 海老原瓦工事店 －
診断カルテと新施工の導入による屋根リフォーム工
事受注の強化

1406 茨城県
インド・ネパールレストラン
＆バーマナシ

－
スパイスのソムリエが提供する香辛料販売サービス
の提供

1407 茨城県 タイレストラン　パヤオ －
新大型看板の設置と様々な広報活動による店舗イ
メージ転換事業

1408 茨城県 ハスノ実 －
弁当屋を就労の場として活用する障害者がｲｷｲｷと
働ける障害者就労支援施設

1409 茨城県
株式会社翔建コーポレー
ション

9050001037805
地域密着の住宅建築・住宅情報提供サービスのた
めの広報強化

1410 茨城県 風輪道 －
中古車いす等販売ウェブサイトの構築及び販促チラ
シの製作と配布

1411 茨城県
はりきゅう治療院　　暢寿
堂

－
地域発!　不妊鍼灸治療で少子化問題解決!!　商圏拡
大!!!

1412 茨城県
株式会社プラチナコーティ
ング

2050001029288 「内外装リフォーム」事業の周知による顧客増加計画

1413 茨城県 Suda Desirable HAIR －
リンパディメールによる健康・若さ・癒しの提供による
新規顧客開拓

1414 茨城県 児玉時計店 －
オープン工房(時計修理の見える化）による顧客満足
度向上事業

1415 茨城県 アウル整体院 －
高齢者と子どもの怪我を予防する新しい整体「操体
法」の販路拡大

1416 茨城県 株式会社いしい 2050001024495
震災により傷んだ看板客室「万両」の改装による収
益力の向上

1417 茨城県 有限会社大森茶寮 9050002006684
外国人客や高齢者に喜ばれる店作りのためのテー
ブル席の拡充

1418 茨城県 加藤塗装 －
技術力を証明するブランドイメージ戦略で、元請け取
引の増大

1419 茨城県 ル・コースイ － アイスチーズケーキＰＲ作戦による夏季の売上増

1420 茨城県
株式会社杉森コーポレー
ション

3050001038172
ウッドデッキ増築による新商品の販促及び新しい食
事スタイルの提案

1421 茨城県 株式会社小薗建設 2050001034825
長期優良住宅ブランドで、空き家リノベーション市場
の進出

1422 茨城県
株式会社
WORLDPROTECT

3050001026680
ＨＰのリスティング広告でアクセス倍増、そして売上も
上昇

1423 茨城県
有限会社サイトウ緑地開
発

9050002035956
ホームページ開設で個人の庭園管理受注、売上増
進

1424 茨城県 有限会社小西屋商店 5050002035943
ＤＭによる商品配達と集客・ガルパンによる観光客
集客で売上増進

1425 茨城県 和風レストラン七曲り －
奥久慈しゃもコンフィを通年同じクオリティで増産計
画、売上増進

1426 茨城県 袋田食品株式会社 5050001026935
外国人観光客を対象としたＰＲ動画作成で集客力
アップ事業

1427 茨城県 咲くカフェ － 新店舗の整備・機械購入と商品開発でコスト削減
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1428 茨城県 有限会社奥久慈運輸 4050002035894 実践的ゴルフ練習でスコアアップ・売上もアップ

1429 茨城県 佐川製作所 － 切削カッターの導入で売上と加工量が増進

1430 茨城県 花てまり －
着物即売会への出店を支援するデジタルカタログ等
の作成

1431 茨城県
合同会社ポットラック
フィールド里美

1050003002855 里美珈琲のパッケージ刷新による販路開拓事業

1432 茨城県 Dog Salon HＵGGLE －
はみがきオプションの新規提供と入口ドアの二重化
による顧客獲得

1433 茨城県 宝月堂食品有限会社 3050002035185
地元のお土産｢西山の御家宝｣の認知向上と売上増
加対応

1434 茨城県 北沢ニジマスセンター －
高齢者や子供の安全と快適さを重視したトイレ・通路
等の改修

1435 茨城県 GOD HANDS －
管理釣り場用ルアー及び針外し・海用ルアーの開発
と広報

1436 茨城県 ファミリーストアてらしま －
高齢者の食事を考慮したお惣菜・お弁当提供のため
の厨房機器導入

1437 茨城県 有限会社カネヒロ 8050002035321
信頼と安心をモットーに遺品整理と解体をセットにし
た顧客開拓

1438 茨城県 小野写真館 －
自然な表情を新スタイルで撮影・セレクト出来る新し
い空間へ改装

1439 茨城県 合名会社立川醤油店 6050003001662
時代のニーズに合わせた少量サイズ商品の販路開
拓事業

1440 茨城県 岡部合名会社 6050003001646
海外商談での成立アップと酒蔵見学による客単価向
上の実現

1441 茨城県 株式会社植臣 6050001031182 看板設置を使った企業認知度向上事業

1442 茨城県 フリーセッション －
来店促進のための広告宣伝とインターネット活用強
化事業

1443 茨城県 北条工業株式会社 1050001016287
WEB活用でのワンストップ土木・建築工事の見える
化と販路開拓

1444 茨城県 有限会社青木商店 4050002009923
プチギフト商品の提供と会員制米販売システムによ
る販路拡大事業

1445 茨城県 橙雅交通株式会社 7050001008394
自宅送迎付!１名でも出発!４名なら貸切運行!会員制
バスツアー

1446 茨城県 株式会社YKY 7050001008213 ECサイト開設による海外販売事業・販路開拓

1447 茨城県 株式会社フカツー 6050001008073
ライフラインチェックサービスの提供による新規顧客
の獲得

1448 茨城県 株式会社絆 8050001039422
社会に貢献できる人材育成を図った新しい教育カリ
キュラム事業

1449 茨城県
株式会社うまい栗焼酎を
つくる研究会

7050001034812
インターネットを活用したオリジナル地域産焼酎の販
売拡大事業

1450 茨城県 門前酒場マルトミ －
革新的グラスワイン提供とワイン業態の周知に関す
る事業

1451 茨城県 大熊木工所 －
「笠間組子」シリーズのショールーム開設による販路
開拓事業

1452 茨城県 サイクルショップハツタ － 自転車のサービスピット事業への変革

1453 茨城県 株式会社イサカホーム 9050001005654
リノベーション物件の無料宿泊体験事業による売上
向上

1454 茨城県 有限会社明治屋 2050002010453 法人向けオーダーメイド神具等の販売事業

1455 茨城県
有限会社ハートアンド
サービス

8050002010745
季節の釜飯の開発とおもてなし空間づくりによる売
上向上事業
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1456 茨城県 株式会社 飯岡工業 3050001008118
安全・安心な身体に優しい機能性「健康塗り壁」の新
製品開発事業

1457 茨城県 株式会社茨城生科研 3050001008183 中嶋農法のショールーム化による顧客開拓事業

1458 茨城県 アイ・プレシャス株式会社 2050001035039
髪・頭皮ケア対応の美容機器の導入で新サービスを
提供

1459 茨城県 いばらき理研治療院 －
来院が難しい患者さんのための治療器貸し出しサー
ビスの開始

1460 茨城県
トリミングサロンNatural
Dog

－
地域初!猫のスピードトリミングサービスとペットホテ
ル充実化

1461 茨城県 株式会社住建 7050001005854
新顧客ゾーン“ハムステッド・コージー”による魅力度
向上事業

1462 茨城県 パソコンスクール水戸 －
中高齢者向け「スマホ・タブレット講座」の講座開発と
集客事業

1463 茨城県 有限会社ふじ美装 1050002003879
ＧＲＳ再生事業の新規ＰＲ活動による需要発掘及び
実績作り事業

1464 茨城県 合資会社パンの山喜 7050003000127
イートインスペースの建設による新しいベーカリー
ショップの開発

1465 茨城県 オーバーレブ －
　愛車お預かりサービスとホームページリニューアル
による販路拡大

1466 茨城県 有限会社光洋工芸 6050002016587
外国人が好む和的木工製品市場への進出と生産管
理業務のＩＴ化

1467 茨城県 とうがさき写真館 －
高齢者及び身体障害者の為の出張写真撮影サービ
ス事業

1468 茨城県
有限会社クリエイティブ
サンエイ

1050002004142
新ショールームスペース設置及び広告戦略セミナー
による売上拡大

1469 茨城県 有限会社桂雛 9050002007385
定番雛人形のカタログ・ネット通信販売による広域販
路開拓事業

1470 茨城県 加藤木工 － 自社・オリジナルブランドPR活動による販路開拓

1471 茨城県 城里にんにく本舗 －
新商品［バラにんにく］のブランド化で、売上倍増計
画！

1472 栃木県 ベルモック －
新販路開拓のためのホームページリニューアルと
リーフレット作成

1473 栃木県 モンマートぬまのう －
ワインソムリエの資格を活かしたワインに特化した店
舗への転換

1474 栃木県 ㈲小峯自動車工業 9060002018869
新技術車搭載車の受注に特化するための新型ライト
テスターの導入

1475 栃木県 理容　ツシマ －
ウォシュレット型トイレ導入とスロープ工事でお年寄り
にやさしいお店づくり

1476 栃木県 太陽堂 －
看板刷新による店舗イメージアップ及び販路拡大事
業

1477 栃木県 ピプレ －
“お客様にとって愛しい店”実現に向けたバリアフ
リー化事業

1478 栃木県 株式会社相良酒造 2060001017011
新たな需要を掘り起こす魅力溢れた新規商品ラベル
の作製

1479 栃木県 惣菜工房　いもあん。 －
できたて惣菜・炊きたてご飯を提供する新しい地産
地消のお弁当店へと変身

1480 栃木県 やよい整骨院 －
重症患者を対象とした背骨・骨盤調整による根本治
療の新規導入

1481 栃木県 有限会社　樋口製作所 7060002037128 知ってもらって、頼んでもらえる水まわり修理の店に

1482 栃木県 栃木ラックス株式会社 6060001006175
地域で働く個人消費者向けの作業服専門クリーニン
グ販路開拓事業

1483 栃木県 株式会社　島田計二商店 6060001017239
姿の見える干瓢問屋としてのホームページ作成によ
る販促事業
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1484 栃木県 株式会社　藤源商店 7060001006042
女性をターゲットにした新メニュー開発及び販売促進
事業

1485 栃木県 有限会社玉田豆腐店 8060002034413
地産地消を促進するテイクアウトが可能な「豆腐カ
フェ」の開設

1486 栃木県 有限会社　花苑 7060002024646
新商品の開発（包装パッケージ試作）・広報（ホーム
ページ・チラシ）

1487 栃木県 こずち －
オトナ女子も来店しやすいカフェ風居酒屋＋テイクア
ウト強化

1488 栃木県 有限会社　天野商事 5060002021827
新規顧客獲得のための自社ＰＲ看板＆ホームペー
ジ作成事業

1489 栃木県 (有)ドーム・イー・ワールド 1060002022507
「ここにいます！」外構造作系エクステリア専門店の
認知度向上策

1490 栃木県 有限会社　渡辺商事 1060002023819
自社ブランド製品のアピールによる新規顧客獲得と
販路開拓

1491 栃木県 御料理 魚京 － シニアにも優しい「新しい宴会スタイル」の提案

1492 栃木県
カイロプラクティック髙梨
施術院

－
新地開拓のための「健康体験会」でＰＲ強化と新規
顧客の獲得を図る

1493 栃木県 そば処　和 － 独自製法「発芽そば」 で売上倍増＆地域活性化！

1494 栃木県 有限会社　益栄 3060002023296
新規メニュー提供に伴う店舗改装で新規顧客獲得と
収益力アップ

1495 栃木県 hair design aurum －
新設備導入による顧客満足度の向上及び売上高の
拡大

1496 栃木県 有限会社　大出館 1060002023653
トイレ改修から始まる湯治場再建。将来を見据えた
設備投資。

1497 栃木県 有限会社 押久保商店 7060002023433
品揃えと効果的な陳列・設備による買上点数のアッ
プ

1498 栃木県 藤原商店 － 販促チラシ配付で新規客獲得に繋げる事業

1499 栃木県 TOMO＆BENZ －
本格ステーキ＆タイ料理とタイ古式マッサージ店話
題性創出で販路開拓！

1500 栃木県 須藤理容所 －
バックシャンプー台導入による設備改修で売上ｱｯ
ﾌﾟ！

1501 栃木県
ギャラリーWORK　SHOP
770

－
「無添加アイスクリームの生産強化と新規顧客の開
拓」

1502 栃木県 有限会社　紙屋菓子店 8060002012567 「営業フローを意識した計画的販売促進事業」

1503 栃木県 株式会社 県南環境 3060001017225
新規コアサービス事業（樹木葬カプセル墓地®）のエ
リア選別ＰＲ事業

1504 栃木県 美容室プリネオ － エステ部門強化と新看板取付による売上向上事業

1505 栃木県 小山だちょう園 －
ダチョウ肉を使用した新商品及びギフト商品開発事
業

1506 栃木県
次世代型個別学習塾　オ
ンリーワン

－
塾認知度向上の広報戦略で、Ｈ２８中に30名の生徒
獲得!

1507 栃木県 東亜鉄網株式会社 8060001020810
高付加価値製品である洗浄カゴや汎用ストレーナー
の販売力強化

1508 栃木県 有限会社 エステート鯨岡 1060002038767
建物内 店舗(ショールーム)新設による 受注率向上
作戦

1509 栃木県 有限会社広瀬染物店 1060002040319 ホームページ作成による認知度及び売上向上事業

1510 栃木県 居酒屋宝の陣 － 宴会獲得のためのメニュー開発及び販売促進事業

1511 栃木県 有限会社山菅板金 8060002040130
新聞の折込チラシやタウンメールによる新規顧客獲
得事業
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1512 栃木県 ひるた仏具店 － 「Webショップ」構築で新規販路拡大！

1513 栃木県 クリクラ　黒磯 －
多品種取扱いによる売上向上・新規顧客開拓に伴う
販路拡大

1514 栃木県
株式会社板室観光ホテル
大黒屋

2060001011303
国内顧客への満足度向上と、新規顧客・外国人客の
販路開拓

1515 栃木県 温泉ぱん株式会社 2060001023364 「温泉パン」ホームページのリニューアル事業

1516 栃木県 アトリエ・ジュリアローズ － ランチの提供による店舗飲食部門の強化事業

1517 栃木県 金泉楼 － 開業２０周年キャンペーンによる新規顧客獲得事業

1518 栃木県 みどりや薬局 － 漢方の試飲コーナー設置による売上向上事業

1519 栃木県 バーバーサトウ －
車椅子のお客様への対応による差別化と売上向上
事業

1520 栃木県 民宿樽分 －
若者層取り込みのための新メニュー開発及び販売
促進事業

1521 栃木県 有限会社ニッテク 2060002018198 日本料理と庭園の魅力を活かした集客ＵＰ事業

1522 栃木県 広瀬酒店 － 多孔質素地を使用した商品開発

1523 栃木県 有限会社仲野工務店 6060002018194 住宅リフォームの販促と施工

1524 栃木県 有限会社　渡國商店 2060002018512 事業承継に向けた店舗改装による新規顧客獲得

1525 栃木県 有限会社　山口材木店 4060002018493 間伐材有効利用の為の商品開発

1526 栃木県 株式会社　オベロン 5060001023881
布地プリントマシン導入によるオリジナルＴシャツの
製造及び販売

1527 栃木県 有限会社　郡司石材工業 1060002018372
展示・商談スペース兼交流スペースの整備により売
上増を図る

1528 栃木県 細野商事　株式会社 2060001009660
商談スペース兼交流スペースの整備により売上増を
図る

1529 栃木県 株式会社どこでも 4060001026299
家で最期を迎えるために～訪問看護過疎地域での
広報・普及～

1530 栃木県 はぎわら観光株式会社 4060001009766
外国人旅行者を対象とした国内旅行商品の企画及
び販路開拓

1531 栃木県 ごはん屋ギャラリー猫車 － 「ギャラリースペースのカフェスペースへの転用」

1532 栃木県 有限会社　高島油店 3060002018148 セルフガソリンスタンドを地域コミュニティの場に

1533 栃木県 嶋田屋菓子店 － 来店客に感動を与える店舗づくりで売上アップ

1534 栃木県 もも美容室 － わかりやすい看板の設置で潜在顧客の掘り起こし

1535 栃木県 花じかん －
オリジナル包装紙、シール作成でリピート率向上、新
規顧客獲得

1536 栃木県 株式会社　那須村屋 3060001026374
リバーサイドハンモックゾーン宣伝の看板設置とス
イーツ販売充実

1537 栃木県 バランス活性整体院テラ －
スマホ対応ＨＰ作成と施術室改装による新規顧客獲
得

1538 栃木県 株式会社　金井田電業 2060001023059
ハウスクリーニング（おそうじ本舗）新規事業の宣伝・
広告戦略

1539 栃木県 ビューティサロンすずき －
お客様満足度向上のための入口ドア・トイレリフレッ
シュ事業
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1540 栃木県 桐生縫製 － 自社雑貨製品広報のためのHP作成

1541 栃木県 ヘアーサロン　すずらん － 高齢者向け理容店への取組みによる新規顧客獲得

1542 栃木県 八百清商店 － 高齢者や買い物弱者への商品配達事業

1543 栃木県 株式会社星プラスチック 8060001013186
関西の展示会に出展し販路開拓を達成する営業戦
略

1544 栃木県 ひまわり整骨院 －
患者の健康や美容などのニーズに合わせた自費治
療の充実事業

1545 栃木県 有限会社紙屋輪店 6060002026916
弊社のモットーである地域住民が気軽に集まれる店
作り事業

1546 栃木県 有限会社　花農場あわの 8060002021254
お客様からの購入リクエストの多い新商品開発で売
上アップと販路拡大

1547 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786 生酛（きもと）純米のアメリカへの販路開拓

1548 栃木県 お食事処　駒 －
地域と共に歩む店づくり！～新規顧客と潜在顧客の
獲得事業～

1549 栃木県 有限会社小島東洋堂 8060002036120
アソート商品及び仕掛け付きパッケージ開発による
販路拡大事業

1550 栃木県
株式会社松川屋那須高
原ホテル

5060001012579
時代に合ったホームページ作成及び自社販売比率
の拡大

1551 栃木県 有限会社ＫＨＩ企画 8060002023622
初めてでも入店しやすい、顧客を増加させる各種屋
外看板の設置

1552 栃木県 有限会社正栄ファッション 2060002030426 学生服、運動着のリサイクル事業の展開

1553 栃木県 生そば大山有限会社 7060002030834
統一デザインの販促物作成による認知度、売上向上
事業。

1554 栃木県 ダンケ － わかりやすいホームページ作成による販路拡大事業

1555 栃木県 オザワ工業 －
自社技術を活かしたペット市場参入による販路開拓
事業

1556 栃木県 アンデュルジャン － ゼリー菓子の充実とプチカフェの設置

1557 栃木県 大野プラスチック工業所 － 工場内の準クリーンルーム化による良品率の向上

1558 栃木県 石島看板 －
ホームページ開設！自社製品のアピール！新規顧
客を獲得する！

1559 栃木県 Luna  cafe － 座席数、スペースの増設工事による客数増加対策

1560 栃木県 株式会社　若葉 4060001020946
昔懐かしい和牛ハンバーグの開発による効率・売上
ＵＰ事業

1561 栃木県 デザインルーム Go to －
インターネット営業で好適販売促進ツールを提供し
市場拡大を狙う

1562 栃木県 桧山ふとん店 －
消費者ニーズに即応する異業種参入で売り上げアッ
プ

1563 栃木県
東京オイルアナリスト株式
会社

3011801009985
機械装置環境温度に対応した動粘度測定サービス
で顧客満足度向上

1564 栃木県 森田城やな －
看板やチラシ、ＤＭ宣伝で売上ＵＰとホームページに
よる新規顧客

1565 栃木県 プレイスドッグ －
温熱療法とプールによる老犬のデイケアサービスの
提供

1566 栃木県 Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ －
顧客満足度向上・新規顧客開拓のためのサイドメ
ニューの充実

1567 栃木県 有限会社トチモク 7060002033837
「建築用見積業務ソフト」新規導入で、スムースな成
約を目指す！

56/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1568 栃木県 ガレージ古郡 －
輸入車・HV・EV等次世代型自動車に対応した新整
備体制の構築

1569 栃木県 宇津救命丸株式会社 3010001011323
歴史にフォーカスにしたパンフレット、ホームページ
の改修

1570 栃木県
株式会社 Mt(マウン
ト).Barrier(バリアー)

8060001026007 創業7周年キャンペーン展開による売上向上事業

1571 栃木県 BRIDGE －
子どもの創造力と感性を育むワークショップの周知と
事業化計画

1572 栃木県 株式会社　タノハナ 3060001026820
「健康・安全志向の自然食商品」の新規販売チャン
ネルづくり

1573 栃木県 日野芳商店 －
来店客増加のための駐車場舗装と雨除けテント設
置

1574 栃木県 ふじもと理容 －
「高齢者等もバリアフリーで安心・安全！！」な店舗
に改装

1575 栃木県 おおひら不動産株式会社 4060001024831
「空き家・空き地サポート」事業の周知を図る野立て
看板の設置

1576 栃木県
英会話スクール
Hummingbird Nest

－
地域密着型子供から大人まで気軽に楽しめ立ち寄
れる英会話教室

1577 栃木県 そば処　寿々間 －
集客力ＵＰのための季節限定新メニューの開発と店
舗外観改装工事

1578 栃木県
株式会社　スーパーレッ
ズ

8060001006768 ホームページ作成でエンドユーザーに販売

1579 栃木県 ａｂｂｚｉ（アブジー） －
まつエクと顧客好みの外装・看板工事で集客、単価
の向上事業

1580 栃木県 Crafty －
伝統工芸をもっと身近に軽やかに纏う新商品開発と
コーディネートの提案事業

1581 栃木県 グランフォレ － 自社オリジナル規格商品の販売促進

1582 栃木県 嘉音 －
パソコン1台ひとりで始められる輸入販売事業の立ち
上げ方

1583 栃木県 over drive － お客様の要望に応えるタイヤ保管とＳＥＯ対策

1584 栃木県 清水屋 －
団塊からシルバー世代そして女性のための店舗改
装

1585 栃木県 株式会社　チャウス 6060001026280
新規ゲストハウス集客業務効率化及び販売促進広
報活動

1586 栃木県 ヘアーサロン　さくらい － 女性客向け個室整備による新規女性客の獲得

1587 栃木県 大関建設　株式会社 6060001009509 夢をかたちに

1588 栃木県
株式会社 星野イーファー
ム

6060001025695
「ホームページ作成」及び「商品パッケージの改良」
による販路拡大

1589 栃木県 有限会社　若葉 6060002018509 施設改修により顧客満足度向上、売上目標達成

1590 栃木県 有限会社　市原典礼 8060002018333
チラシ・看板作成による認知度向上、売上アップを図
る

1591 栃木県 暖邸 － オリジナリティ溢れる犬グッズ販売で顧客拡大

1592 栃木県 ㈲下野屋 5060002012074
移動販売に割引会員システムを取り入れ、顧客ＣＲ
Ｍを構築する

1593 栃木県 パワードリーム株式会社 3060001027380 ゴムマット等、簡易屋外遊具等の整備、設置

1594 栃木県 株式会社 Hosaka 4060001005501 広範囲への継続的広告宣伝と店内照明の改修事業

1595 栃木県 小野寿司 －
晴れの席にも相応しい雰囲気に店内改装。さらに広
告で集客力強化
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1596 栃木県 NICO2　にこ亭 －
気軽な法事会食・オフ会を希望する若者をターゲッ
ト！

1597 栃木県 株式会社　山水閣 9060001011775
ホームページの多言語化対応等によるインバウンド
獲得

1598 栃木県 PancakeMama合同会社 8010903001326
新たな顧客層を獲得するテラス席の全天候対応へ
の改装事業

1599 栃木県 那須林産工業株式会社 1060001012483
子育て世代への右脳を刺激し左脳で心を掴む情報
発信プロジェクト

1600 栃木県 有限会社　星野製麺 3060002024278
地域に根ざした製麺会社に成りブランド力を構築す
る

1601 栃木県 山本畳店 －
顧客増を目的としたキャラクター製作ならびに店舗
改修

1602 栃木県 有限会社かみやま釣具店 9060002012566 快適買い物空間の確保・提供づくり事業

1603 栃木県 株式会社フニュウフーズ 1060001006106
氏家うどん３食パックリニューアル・アイテム強化で
売上アップ

1604 栃木県 竹清食堂 －
でっかい餃子のインターネット販売による新規顧客
開拓と販路拡大

1605 栃木県
株式会社ムロイハウジン
グ

7060001012379
ホームページ改修による「わのいえ」販売促進と新規
顧客の獲得

1606 栃木県 NIPPA米 －
自家栽培米を使った日本酒の製造、及び販売を行う
６次産業化事業

1607 栃木県 パステルデザインルーム －
北関東発の優れたデザイン・技術・人材で展開する
映像広告事業

1608 栃木県 有限会社　シモカワ機器 2060002024080
アウトレット商材を対象としたリフォーム営業・新商品
の販路開拓

1609 栃木県 ミミア －
スマホ対応ＨＰ及び販促チラシによる新規顧客創造
事業

1610 栃木県 GOA －
パーマメニューの充実と快適な空間の演出による新
規顧客獲得事業

1611 栃木県 焼肉うしやのせがれ －
焼肉店と一目でハッキリ分かる「肉」看板の設置と冷
蔵庫導入事業

1612 栃木県 有限会社 川魚瀬下 1060002033545
英語版ホームページ制作とあったかお重ＰＲで販路
拡大事業

1613 栃木県
マルフィーホールディング
ス

－
ホームページ作成による知名度アップと派遣システ
ム構築

1614 栃木県 整え屋 －
元プロアスリートが推奨！体のメンテナンスの広報Ｐ
Ｒ事業

1615 栃木県 株式会社オースタム 3060001005898
レスポンシブ・ウェブデザイン導入によるウェブ集客
の販路拡大

1616 栃木県 麺屋　きく凛 －
『食の安心・安全を提供する地産地消の店』を確立す
るためのＰＲ事業

1617 栃木県 英心整骨院おかもと － ホームページ制作による地域密着型整骨院ＰＲ事業

1618 栃木県 炭火焼肉　いちばん －
新鮮な「とちぎ黒毛和牛」を提供できる焼肉専門店ア
ピール事業

1619 栃木県 小曽根精肉店 －
チラシと新看板でアピール！新規顧客を獲得し売上
拡大

1620 栃木県 有限会社おちあい酒店 1060002000124
地域のお客様と共に歩み続けるための売り場作り事
業

1621 栃木県 株式会社プリュス・アン 4060001021960
店舗の認知度向上と快適テラス席の提供で販路開
拓

1622 栃木県 株式会社いのせ園芸 2060001011138
“豊かな人生作りのお手伝い”自社ホームページ構
築で販路開拓

1623 栃木県 有限会社　鳩山油店 4060002000336 「きれいなトイレで安心」顧客開拓事業
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1624 栃木県 パン屋　カトルカール －
商品充実、新規顧客獲得のための、炉床石板デッキ
オーブンの導入。

1625 栃木県 大島畳工業 －
熊本産畳表の販路開拓をするスマホ対応型ホーム
ページ作成。

1626 栃木県
株式会社ホームメイド茂
呂

9060001017541 新規顧客獲得にむけての業務向上事業

1627 栃木県 有限会社永島商店 3060002033320 広告宣伝による油外収益向上と新規顧客の獲得

1628 栃木県 関東工業株式会社 9060001016997
サービスや適応力情報を発信し、メイン業種以外の
市場を開拓する

1629 栃木県 匠亭 －
開店２周年記念の広告宣伝と食欲そそるメニュー開
発

1630 栃木県 有限会社　ジュエリきくち 9060002027036
「補聴器取扱及び認定補聴器技能者在籍店」の周知
ＰＲと販路開拓

1631 栃木県 株式会社斎藤塗装工芸 3060002026992
塗装及び看板内装の匠！技術力をＰＲした情報発信
事業

1632 栃木県 有限会社　栃木製陶 1060002033314 来店客増加のための看板設置とパンフレット作成

1633 栃木県 株式会社RICO 6060001022239
看板設置による新規顧客獲得及び落ち着きの空間
創出事業

1634 栃木県 有限会社　鈴木工務店 8060002028670
工務店はこんな仕事してます！を看板設置でＰＲと
店舗ＬＥＤ事業

1635 栃木県 森林ノ牧場株式会社 9060001022509
バターの副産物「脱脂乳」で乳酸菌飲料ミルキスの
製造

1636 栃木県 ふくら －
地場素材を利用した惣菜の製造販売と新商品による
収益力アップ

1637 栃木県 株式会社PROPRE 4060001012489
公共交通機関利用の観光客に対する新たな広告手
段による集客策

1638 栃木県 株式会社サクネス 7060001012395
新たな顧客を生む新商品サンプル製作と自社ネット
販売の開設

1639 栃木県
英国の森ホテル クイーン
ズマナ

－ ショップカード制作による広域プロモーション事業

1640 栃木県 ヘアサロンカワカミ －
高齢者やお子様連れ主婦に優しい思いやり駐車場
設置及び整備事業

1641 栃木県 Ａｎｎｉｅ －
ホームページによる情報発信力強化と新規顧客の
獲得

1642 栃木県 株式会社　開　窓 3060001011335
高齢者が住み慣れたご自宅での安心・安全な住まい
提案事業

1643 栃木県 津野田硝子　株式会社 9060001021997
認知度向上ホームページによる受注拡大プロジェク
ト

1644 栃木県 株式会社丸山工芸社 1060001020825
エア遊具稼働率向上の為の必要機材導入とＨＰ更
新で発信力強化

1645 栃木県 石沢セトモノ店 － 「研ぎ」を通したふれあいと販売促進事業

1646 栃木県 大武輪業 － １０年、２０年、変わらない笑顔とサービスを

1647 栃木県
有限会社塩原物産製造
本舗

2060002023710 思わず入りたくなるような玄関の補修工事事業

1648 栃木県
手打ちそば　お食事処
藍

－ 来店者に安心感を与える店舗設備改修事業

1649 栃木県 株式会社　鈴木瓦工業 1060001007871
一般顧客への存在周知と、弊社の強みの再構築事
業

1650 栃木県 株式会社ノースリーフ 5060001027899
皮製品を使用したオリジナルブランド商品開発とブラ
ンド力向上

1651 栃木県 池澤クリーニング店 －
高性能・多機能ミシンで衣類のリペア（修理）サービ
ス
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1652 栃木県
有限会社パッケージング
石塚

3060002027165
２０周年に感謝、これからも地域とともに歩む店づくり
事業

1653 栃木県 匠丼屋　てん八 －
子ども会から老人会まで、安心して集える優しく快適
な店づくり

1654 栃木県
有限会社　川田タイヤ商
会

9060002033190
窒素ガス注入による燃費向上と経費節約をＰＲして
の新規顧客獲得

1655 栃木県 矢野目釣具店 －
「気軽に集まれ、交流ができるお店（憩いの場）」作り
事業

1656 栃木県 有限会社　岩崎産業 1060002029551 訴求効果の高い看板設置による町内認知度の向上

1657 栃木県 有限会社ニレフーズ 2050002025831
女性にも優しい、ゆっくりと快適に食事を楽しめる店
づくり。

1658 栃木県 青島農機具店 －
農機具の“見える化”！！ 展示スペースの設置によ
る販路拡大事業

1659 栃木県 家屋メンテ工房 －
住宅補修の顧客獲得のためのサイト構築とWeb広告
最適化事業

1660 栃木県 株式会社　エース 5060001022933 「事務所」から「店舗」への駐車場イメージアップ事業

1661 栃木県 有限会社稲安 8060002033398 来店者の常連化を促す安心できる店づくり

1662 栃木県
ゴーイングファクトリー株
式会社

8060001024662
水害からの復活へ！機械導入による販路開拓＆効
率化事業

1663 栃木県 有限会社 小久保油店 6060002011109 お客様満足度向上のための車整備部門の強化

1664 栃木県 理容室なかじま － 子供や子連れのお客様が快適に寛げる店舗づくり

1665 栃木県 有限会社　小林酒店 2060002012985
絶対あきらめない店主のドキドキネット大作戦「最後
の挑戦」

1666 栃木県 ちょっ蔵食堂 － 店内改装による女性客利用増大事業

1667 栃木県 act.2 － テイクアウト事業及びトイレ改修工事

1668 栃木県 やきとりけんちゃん －
高齢客の来店頻度、女性客の新規来店を増やすた
めの店舗づくり

1669 栃木県 株式会社　マコト工業 9060001024793 こども達を安心して預けられる環境づくり事業

1670 栃木県 わくわくお米本舗 － 展示会出展に向けたブランドイメージ向上事業

1671 栃木県 割烹紅楽 －
高齢者に優しいテーブル･イス席拡大と洋式トイレ改
修

1672 栃木県 株式会社　滝田 9060001016774 当社の魅力を伝えるチラシを作成　受注増を図る

1673 栃木県 有限会社 三田商会 6060002029869
商圏拡大とアフターサービスの充実による売上向上
戦略

1674 栃木県 株式会社　ソネッティーク 5060001005442
売上確保は、当社倉庫管理システムの装備強化事
業

1675 栃木県 小堀畳店 －
製畳技術を応用したバック及びテント生地製品修理
事業

1676 栃木県
有限会社幸オートサービ
ス

3060002012118
弊社に関心を持ったお客様を確実に来店させるため
の取組

1677 栃木県
有限会社　那須バイオ
ファーム

6060002012379
ホームページを活用した新規開発商品（舞茸の佃
煮）の販路開拓

1678 栃木県 秋山製麺 －
看板＋店舗レイアウト見直し＆新聞折込広告で観光
客と地元客獲得

1679 栃木県 有限会社　三河屋 4060002014261
憩いの場の提供とマネキンによるコーディネートの提
供強化

60/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1680 栃木県 ｍａｕａ － マイクロスコープを活用したサイバートリートメント

1681 栃木県 柏寿司 － 美味しいお寿司を皆様に。身体にやさしいおもてなし

1682 栃木県 株式会社アグリフォース 3060001017654 自然食料理の広告と販売力の強化及び効率化

1683 群馬県 株式会社スリーエム 2070001017175
新分野進出を意識した営業ツール導入による新規
顧客開拓

1684 群馬県 福島農園 －
自社ＨＰへのネット販売システム導入と改良による売
上増加事業

1685 群馬県 はな蔵 － 店舗フラワーアレンジメント教室での販路開拓

1686 群馬県 有限会社甲斐鈑金塗装 3070002020664
調色情報検索端末と高性能量り導入での作業時間
短縮にて販路開拓

1687 群馬県
ログペンション　シャンブ
ル

－
ファミリー層等顧客獲得のための販売促進と安全設
備の増強

1688 群馬県 有限会社嬬恋リゾート 7070002036640 シニア世代の開拓に向けた店舗内一部改装事業

1689 群馬県 中野製作所 －
溶接部の研磨及び検査装置導入による品質向上で
販路開拓

1690 群馬県 有限会社ついひじ製作所 5070002030075
ヒンジシャフトの試作開発により販路開拓・売上、利
益の拡大

1691 群馬県 有限会社慶野製作所 5070002029084
大型樹脂パレットによる不良撲滅で信用力向上と売
上・利益の拡大

1692 群馬県 有限会社橋本製作所 1070002030525
大型軽量ノギスを購入、品質を向上させ販路拡大、
販売増を目指す

1693 群馬県 灯屋煙火店 －
「音楽花火」と「炎」の融合による進化型の花火大会
演出事業

1694 群馬県 のみ処まこちゃん －
塩河原温泉湯元みやた館の再開と顧客獲得のため
のＰＲ事業

1695 群馬県 和太奈部 － 店舗ＰＲ動画を活用した観光客の集客強化

1696 群馬県 民宿休み石 －
汚れにくい館内整備により小さな子供連れのお客様
の受入強化

1697 群馬県 寝具の大島 － 新規顧客獲得のための新ライフスタイル提案事業

1698 群馬県 ヘアーサロンはやし － 理美容院の快適空間演出事業

1699 群馬県 水車小屋 －
茅葺屋根修繕による古民家の保存と経営持続化事
業

1700 群馬県 花屋　町田商店 －
独自な拡販ツールによる造花ギフト市場のシェア拡
大

1701 群馬県 有限会社青木旅館 6070002000069
当館の昭和レトロイメージ販売促進活動による新規
顧客開拓

1702 群馬県 有限会社五十嵐木工 8070002000471 新規顧客獲得のための自社ＨＰ開設事業

1703 群馬県 みどり商店 －
店舗の訴求力、認知度の向上とお客様の居心地を
高める。

1704 群馬県 じいとばあ － 特産品での新商品開発と店舗リニューアル事業

1705 群馬県 きよしや食堂 －
ティーサーバー導入による店舗客席回転率の向上
事業

1706 群馬県 美容室ファミリー －
利便性・安全性向上により顧客の来店頻度を高める
駐車場整備事業

1707 群馬県 安兵衛 － 店舗改装による作業性向上と販売促進事業
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1708 群馬県 有限会社たかはし 8070002016872 店舗リニューアルと営業強化事業

1709 群馬県 高島精工 － 高精度・高効率化による新規顧客獲得の実現

1710 群馬県 有限会社ジェイビイエム 4070002025670 営業展開の見直しによる新規顧客獲得の取組み

1711 群馬県 有限会社緑光園 1070002025211
高度できめ細やかな専門的サービス提供による一
般顧客の新規獲得

1712 群馬県 株式会社アーリーホーム 9070001017417 潜在顧客へのアプローチ強化に向けたWEB戦略

1713 群馬県 株式会社増田商事 5070001029952
個人顧客をターゲットとした解体直接受注獲得のた
めの新規取組み

1714 群馬県 新里運輸有限会社 2070002024336
事業内容周知による新規顧客獲得のための看板設
置

1715 群馬県 有限会社アバンティ 1070002037066
外国人旅行者の受け入れ態勢強化のための販売促
進事業

1716 群馬県 有限会社巴屋 6070002036658
来店客促進のための看板設置と誘導階段の改修工
事

1717 群馬県 有限会社綿貫ペンション 9070002037001 宿泊客満足度とリピート率向上の為の和室改装計画

1718 群馬県 小林合名会社 8070003001485
ＨＰを活用した商品周知と入店率増加の為の情報発
信事業

1719 群馬県 有限会社ペンションバン 1070002036778 ＨＰによる新規顧客の獲得増加のための玄関改装

1720 群馬県 有限会社センタ豊 5070002036551
お客様満足度向上に向けた喫煙ブース「もくもく小
屋」の制作

1721 群馬県 株式会社二葉 1070001030567
高齢者対応のバリアフリー化とインバウンド集客の
為の改装工事

1722 群馬県 新潟屋 －
携帯端末顧客獲得の為のホームページ更新と新プ
ランの開発事業

1723 群馬県 株式会社菓匠清月堂 7070001024200
新事業「甘納豆専門店」のネットショップ開設による
売上の拡大

1724 群馬県 有限会社旅館　萬年 2070002036983 増加する訪日外国人客を効果的に集客するHP作成

1725 群馬県 有限会社輪島塗装 6070002036996 販路拡大のための看板製作設備の導入

1726 群馬県 伊原電子工業株式会社 7070001012007
自社防水スイッチの販路開拓および各種スイッチの
設計開発

1727 群馬県 鍵屋 －
新規顧客獲得のための新商品研究・開発し店舗認
識度の向上を図る

1728 群馬県 株式会社中林工業 070001023337
新規顧客獲得のための　ＨＰでの施工事例及び商品
紹介

1729 群馬県 レストランポマト － 売上向上を目標とした新商品の研究と開発

1730 群馬県 株式会社北毛久呂保 4070001023361 こんにゃく麺の改良と変わり種こんにゃくの海外展開

1731 群馬県 原沢接骨院 －
地域密着‼患者様の利便性、弱者対策の取り組み事
業

1732 群馬県
グリーンスコーレ株式会
社

070001023349
新メニュー開発と予約システム構築のためのＨＰ作
成で集客増加

1733 群馬県 リカーパークシーザー －
セミナー用多目的スペースの設置及び通販作業効
率化のための改装

1734 群馬県 CUT SHOP IIZUKA －
レディースシェービングエステによる女性客獲得のた
めの店内改装

1735 群馬県 有限会社川島精機 7070002028761
工場床面の塗装による５Sの積極推進で販路開拓・
売上高増
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1736 群馬県 Ｅ・スクール学習塾 －
家系図の新商品開発とＷＥＢ広告による受注数の拡
大

1737 群馬県 株式会社Ｋ　ＬＩＮＥ 9070001031260
新規取引先獲得のためのＨＰ・パンフレット・看板製
作事業

1738 群馬県 倉田酒店 － 明るくきれいな店舗でお客様集客事業

1739 群馬県 テックおおしま － 新規顧客・再来客の増加に向けた店舗改装事業

1740 群馬県 有限会社田村創建 2070002037098
介護リフォームによる新規顧客獲得のための駐車場
整備

1741 群馬県 横山学習塾 － フラワーアレンジメント事業の周知事業

1742 群馬県 有限会社富田製麺 9070002016467 個人客集客のための看板設置とチラシの配布

1743 群馬県 株式会社アガテック 5070001023641
ホームページの開設と新規看板の設置による顧客
開拓

1744 群馬県 美容室アミー －
入口のバリアフリー化と明るい店内への改装による
来店促進

1745 群馬県 土屋モータース － ショールームを活用した地域住民の憩いの場の創出

1746 群馬県 さかえ鮨 － 新規顧客獲得のための店舗内外改装

1747 群馬県 合資会社金幸 5070003001496
顧客高齢化に対応した高齢者向けテーブル席の導
入による販路開拓

1748 群馬県 温熱整骨院原澤 －
利用者増加のための治療からリハビリ訓練までの映
像化事業

1749 群馬県 株式会社大利根漬 4070001006325
魅力的商品で販路拡大！『商品開発部署』新設及び
研究室設置工事

1750 群馬県 Soft Eye（ソフトアイ） － 教室看板設置とパソコン教室の環境整備事業

1751 群馬県 まつしま肉店 －
設備更新とポイントカードリニューアルによる来店及
び再来店促進

1752 群馬県 ラーメンハウス　香雅 －
看板建て替えに伴う看板（ポール看板）設置による
来店促進事業

1753 群馬県 株式会社スイシン 1070001010305 展示会出展による新商品販売促進事業

1754 群馬県 向田治療院 －
新規患者獲得のためのチラシ等作成・看板設置及び
店舗改修事業

1755 群馬県
株式会社ミート工房かわ
ば

1070001023546
肉を使用しない新たなソーセージ開発による市場開
拓

1756 群馬県 土田酒造株式会社 6070001023590
新商品の商品化と店舗のバリアフリー化による集客
強化

1757 群馬県 株式会社フィールドライフ 9070001017904 来て見て触れてキャンピングカーをもっと知ろう

1758 群馬県 有限会社シンコー運輸 6070002023648 地域商店と連携した買い物弱者向け商品配送事業

1759 群馬県 草処建設株式会社 2070001015889
コンセプトブック制作による新規集客獲得と業務の標
準化

1760 群馬県 有限会社石川樹脂 0070002022641
生産体制強化による新規インフラ分野の取引先獲得
事業

1761 群馬県 株式会社プラスターライフ 6070001030793 居住空間改善のための珪藻土壁の周知と販路開拓

1762 群馬県 株式会社金大 9070001024198 集客力向上のためのパンフレット作成事業

1763 群馬県 陶工房美土里の洞 － 陶芸教室の集客と効率化のための工房改築・修繕
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1764 群馬県 アルカディア －
まじめなパン屋の無添加食材でおいしいパンの販売
力アップ

1765 群馬県
水沢ドッグラン
WANport/cafe sun’s

－
全国唯一のRVパーク併設ドッグラン＆カフェ事業の
集客強化

1766 群馬県 株式会社HAMA R＆D 4070001011184 外部看板・インターネット活用による新規顧客獲得

1767 群馬県 有限会社関越精光 2070002020665 ホームページ開設による新規取引先獲得事業

1768 群馬県 ガネーシャ －
売上げ増加のためのホームページ、チラシ作成・調
理場新設事業

1769 群馬県 Dream Fitness Lab －
安全に使用できるマシーンの導入によるスクール会
員獲得事業

1770 群馬県 有限会社アエル 4070002027808
トラックやバイクのメンテナンス機器・工具の導入に
よる販路拡大

1771 群馬県 割烹　みさき －
テーブル・イス導入による快適空間で宴席を演出し
新規顧客を獲得

1772 群馬県 有限会社大丸 8070002036565
看板と暖簾（懸垂幕）の設置による認知度向上と来
客増加事業

1773 群馬県 株式会社一秀 9070001029081
ＤＩＹブームに牽引される一般消費者からの新規受注
拡大

1774 群馬県 有限会社大友 1070002028445
エアー押さえを採用した新技術を確立し、多様な難
素材の縫い合わせを可能

1775 群馬県 みえ美容院 －
来店客の増加を図るキレイでやさしい店舗リニュー
アル事業

1776 群馬県 中之嶽ドライブイン － オリジナル商品開発と店舗リニューアル事業

1777 群馬県 坂本時計店 －
新規顧客獲得のための店内照明及び設備のグレー
ドアップ事業

1778 群馬県 高橋みそ店 －
販路開拓のための商品パッケージの機能向上に係
る設備導入

1779 群馬県 みかぼ石油 －
新規顧客獲得と売上増加のためのカーコーティング
事業への進出

1780 群馬県 そば処　やまさき －
顧客満足度向上及び売上増に向けた店舗内改装事
業

1781 群馬県 有限会社新月堂 1070002018009
顧客獲得に係る商品価値向上のための包装デザイ
ン作成

1782 群馬県 有限会社黒澤呉服店 6070002018004 顧客獲得のための人に優しい店舗作り事業

1783 群馬県 有限会社浅日堂 3070002017990
顧客拡大のための商品力強化に伴うパッケージデ
ザインの作成

1784 群馬県
割烹ペンションゲストハウ
ス川場

－
インターネットを活用したＰＲ強化による新規顧客獲
得

1785 群馬県 珈琲工房　須田 － 喫茶事業を変革するための内装工事

1786 群馬県 カフェド　フルミエール －
地元客の来店促進と卸販売の拡大のための広告、
販売促進事業

1787 群馬県 浅間とり牧場 －
来店客増加のため浅間とり牧場ブランドに合せた店
内改装

1788 群馬県 尾瀬　しんこう荘 － 新規顧客開拓に伴う新サービスと環境整備事業

1789 群馬県 ペンション　グリーンエイジ － 顧客ターゲットの規模拡大による新規顧客増加事業

1790 群馬県 ペンション　プモリ －
新規顧客獲得を目的とした「森のCAFÉショップ」の新
設

1791 群馬県 株式会社田口農園 7070001029001
コンニャクの増産体制整備に伴う商談会出展による
新規取引先開拓
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1792 群馬県 有限会社片桐工務店 2070002035754
会社の知名度向上のためのＰＲ強化と新築・リフォー
ム需要の開拓

1793 群馬県 尾瀬紀行株式会社 1070001025336
お客様の利用しやすい駐車場整備で販路拡大！雇
用も拡大！

1794 群馬県
株式会社イイヅカフラワー
プランツ

9070001030964
新規顧客開拓のためのギャラリーハウスでトレード
ショー事業

1795 群馬県 株式会社山後工務店 070001023518
３次元ＣＡＤ導入による提案力と営業力強化による契
約数の向上

1796 群馬県 有限会社CHOU-CHOU 5070002022262 売上拡大のための店舗改装、DM・チラシ作成事業

1797 群馬県 群馬製畳有限会社 1070002020708
上敷き専用ミシンの導入による新商品開発と新規顧
客の獲得事業

1798 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064 品質保証の向上で顧客満足度を上げ新規顧客獲得

1799 群馬県 プラスガレージ －
新規顧客獲得のための「明るく見せる整備工場化」
の取り組み

1800 群馬県
株式会社タウザントヴァル
ト

7070001023532
新たな大学ラクロス部の来客と応援家族のカフェレ
ストランの改修

1801 群馬県 大森林業 －
大型チェーンソー導入による新規顧客の獲得と効率
的な森林整備

1802 群馬県 ドグタウン工房 －
日本初！屋内ドッグスポーツスタジオ開設による集
客プラン

1803 群馬県 信正商事株式会社 5070001023352 ＮＯＧＡＭＩ-ＭＯＴＯＲでゴーカートを走らせる

1804 群馬県 堤孟男商店 －
機械の導入により新製品の開発と業務の効率化を
はかる

1805 群馬県 美容室　オレンジ －
最新機器の導入による既存客の単価アップと新規客
の来店促進

1806 群馬県 有限会社浅間高原麦酒 6070002036146
自社栽培大麦のビールにおける新規業務用顧客獲
得事業

1807 群馬県 アグリイズム株式会社 5070001027667
販路拡大の為のパッケージ制作と効率化の為の乾
燥施設改修事業

1808 群馬県 ペンションすこやか －
宿泊客倍増へ向けたヘルスツーリズム告知のため
の広告展開

1809 群馬県 浅間高原ホテル －
ペットとオーナー様が癒される”ペット連れ専用部屋
作り”事業

1810 群馬県 山幸食品 －
販売促進用マグロ専用設備とホームページ作成によ
る販路拡大

1811 群馬県
北軽井沢ブルーベリーＹＧ
Ｈ

－ ファミリー客獲得事業

1812 群馬県 さくら寿司 －
座敷の掘ごたつ化、寒冷対策、プライバシーを守れ
る部屋作り

1813 群馬県 サロン・ド・グラシュー － 高齢者対応マルチチェアー導入による苦痛改善事業

1814 群馬県 大前木材 －
木工教室用スペース新築による木工製品の販売拡
大事業

1815 群馬県 甘楽路えちごや －
新規顧客獲得及び販路開拓に向けたイベント出店
用機器準備事業

1816 群馬県 横真瓦工業 － 小型窯の導入による瓦アピール事業

1817 群馬県 菜の花 －
新規顧客獲得を目指した看板リニューアル、販売促
進強化事業

1818 群馬県 満寿池 －
高齢者等が楽に利用できる座敷用の椅子テーブル
セットの設置

1819 群馬県 有限会社山ばと 4070002036949
ＨＰリニューアルと英語ページ、スマホページ作成に
よる販路開拓
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1820 群馬県 うめまつ理容室 －
店内照明のLED化及び店内・店頭改装工事にて店
舗イメージ一新

1821 群馬県 糀屋徳茂醸造舗 －
観光客獲得と年配顧客の為の店舗・買い場・パッ
ケージ改善

1822 群馬県 有限会社豊島屋 2070002036661
自社オリジナル商品の拡販計画による通信販売の
為のＷＥＢ作成

1823 群馬県 珈琲壱番館いしい －
新規顧客獲得を目的とした大型電飾看板設置で集
客ＵＰ

1824 群馬県 有限会社ひなたみ館 9070002036746
外国人旅行者獲得に向けた英語版ウェブサイトの活
用よる販路開拓

1825 群馬県 株式会社タケウチ 6070001023847
来店する『きっかけつくり』Ⅱ入口整備で集客ＵＰ＋リ
ピーター増

1826 群馬県 株式会社樋田塗装 3070001024162
密集住宅市街地等への販路開拓に向けた防音コン
プレッサーの導入

1827 群馬県 ユアサデンキ －
陳列棚と店舗改装に伴う快適空間の提供と看板の
設置で販売強化

1828 群馬県 毛利多 －
店舗改装に伴う快適空間の提供とライトアップによる
集客力強化

1829 群馬県 獏山美容院 －
顧客取り込みのための「ヘアプラス」等サービス提供
環境の向上

1830 群馬県 有限会社キタメン 8070002027291 廃水処理費コストダウンの提案事業に伴う販路拡大

1831 群馬県 ミツマタ建設株式会社 4070001018171
バリアフリーリフォーム営業強化により高齢のお客様
開拓

1832 群馬県 永井酒造株式会社 3070001023321
清酒「谷川岳」の海外（外国人）向け販路開拓・販売
促進事業

1833 群馬県 株式会社やまもと 4070001016712
特別感を重視したサービス提供による地元商圏の新
規開拓

1834 群馬県 株式会社麻生商店 2070001006062 若手農家の成長を支援する情報発信力の強化

1835 群馬県 株式会社マルカツ 8070001008433
工場直売所の新設によるアンテナショップで地域密
着型の顧客開拓

1836 群馬県 You-Me商店 －
海外出展による心書の外国人新規顧客獲得と日本
文化を伝える

1837 群馬県
株式会社フルーツオンザ
ヒル

7070001030215
来店客増加、及びお客様憩いの場としてのオープン
テラスの増設

1838 群馬県 LeaHAWAII（レアハワイ） －
ハワイアンの潜在顧客の掘り起こしに向けた当店の
認知度の向上

1839 群馬県 株式会社トライブ 9070001027507
生産性向上に伴う製造設備・検査設備の導入と営業
力強化

1840 群馬県 日本総合Ｊ計画有限会社 3070002027189
「相続・遺言の相談のできる不動産屋」の当社業務Ｐ
Ｒの実現

1841 群馬県 I.A.C.SURELIFE SERVICE －
携帯電話・電力料金見直しコンサルティングによる販
路開拓

1842 群馬県 中国料理　竜苑 －
新メニュー開発による既存顧客満足度ＵＰ＆新規顧
客開拓

1843 群馬県 有限会社人形の館石倉 1070002026671
リピート客増加及び新規顧客獲得のための看板設
置と環境整備事業

1844 群馬県
ポーラ化粧品エステイン
みゆきだショップ

－ 新規顧客獲得のための宣伝と受け入れ態勢の充実

1845 群馬県 こいで理容室 －
顧客満足度向上のための明るい店づくりと新規顧客
獲得

1846 群馬県 株式会社古月堂 7070001026139 地元食材を生かした新商品の品質保証と販売促進

1847 群馬県 有限会社マルキチ 1070002021747
地域顧客のニーズを満足させるための取扱商品充
実事業
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1848 群馬県 株式会社パーソナル 7070001015091 国内外の展示会出展による新販路開拓事業

1849 群馬県
有限会社ウェルサポート
オギ

3070002022066
玉村町外での新規顧客獲得のためのホームページ
作成で販路開拓

1850 群馬県 大進産業 －
ニーズに対応するための新機材導入による売上増
加事業

1851 群馬県 桑原塗装工芸 － 新機材を用いた提案営業による受注増加推進事業

1852 群馬県 ミツコ美容室 － 『ご年配のお客様がご来店しやすい空間づくり』

1853 群馬県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｆｅｅｌ － 新しいリラクゼーションメニュー「水圧スパ」の導入

1854 群馬県 栗原資材株式会社 070001024951
水耕・土耕栽培比較育成キットの開発と顧客増加の
為の販売促進

1855 群馬県 Ｙショップみやたや － 店内調理場の拡張による弁当、総菜の販路拡大

1856 群馬県 子吉工務店有限会社
4070002003375
6

3ＤＣＡＤ導入による営業力強化と作業効率の向上

1857 群馬県 有限会社川村モータース 1070002033239 タイヤチェンジャー導入による販路拡大

1858 群馬県
山野愛子どろんこ美容
Karion

－
新規顧客獲得のためのHPの開設と販売促進チラシ
の作成と配布

1859 群馬県 株式会社叶食品 6070001018995
ホームページ改修と商品ラベル表示リンクによる新
規顧客獲得事業

1860 群馬県 有限会社なかや 2070002031704
季節の“旬”をもった仕出し弁当販売による新規顧客
開拓

1861 群馬県 有限会社清水メディカル 3070002032874
新規顧客獲得のための誘導看板と外壁刷新による
販売促進事業

1862 群馬県 有限会社群馬農機商会 2070002028923
軽トラック車検を新たな事業とし売上高増加と販路拡
大を図る

1863 群馬県 ＡＴＳ株式会社 3070001022414
高所作業の安全確保と作業性向上を可能とする親
綱支持金具の販売

1864 群馬県 セキグチリペアサービス － 新規顧客獲得に伴う機材導入及びＨＰ作成事業

1865 群馬県 有限会社雨沢ハイヤー 2070002016762 ミニバンタクシーの導入による新規顧客開拓事業

1866 群馬県
株式会社タキエンジニアリ
ング

4070001029631
看板等の設置および会社ＨＰの刷新による新規取引
先の獲得

1867 群馬県 有限会社馬場建設 8070002020222 3D CAD導入による住宅リフォーム事業の拡充

1868 群馬県
株式会社ＭＡＴ一級建築
士事務所

6070001030959
外部看板及び商談室の設置と自社ホームページの
開設

1869 群馬県 双葉電設株式会社 9070001009612
デザイン見本市出展による自社製品ＰＲと販路拡大
事業

1870 群馬県 株式会社高鐵工業 6070001026478
新規顧客獲得のための自社ウェブサイトとパンフレッ
ト作成事業

1871 群馬県 蓮見商店 － 新規顧客獲得のための販売促進事業

1872 群馬県 ダイニングなごみ － 高齢者の来店促進及び新規来店客の増加事業

1873 群馬県 ヘアーサロンさいとう － 目指せ～女性客が溢れる魅力あるサロンへ

1874 群馬県 有限会社村松電気商会 6070002033977 新規顧客獲得の為の店内改装

1875 群馬県 studio LOOP － 新規顧客獲得のためのチラシ作成・配布事業
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1876 群馬県 星電機商会 － 電気屋さんのシフォンケーキ販路開拓事業

1877 群馬県 Annapuruna － 来店客数増加の為のスタジオ改装

1878 群馬県 鮨政 －
女性客獲得を目指したメニュー開発のための機器導
入事業

1879 群馬県 金星食品有限会社 2070002028799
誘導看板設置による新規顧客獲得と地域活性化とＰ
Ｒ戦略

1880 群馬県 株式会社ルポン 6070001022709
郵便局「ふるさと便」とコラボした新商品の販促新事
業

1881 群馬県 有限会社大伸 8070002032969
顧客ニーズに対応した機器購入による新たなサービ
スの提供

1882 群馬県 愛住まいる株式会社 5070001027873 住宅リフォーム事業の販路開拓

1883 群馬県 有限会社シー・エス・トップ 4070002029440 営業時間延長による若い年齢層の新規顧客獲得

1884 群馬県 株式会社アグリみらい21 9070001029536
看板及びチラシ作成によるエキストラバージンオリー
ブオイル販路拡大

1885 群馬県 高橋デンタル・ラボ －
CAD/CAMシステムの導入による新規顧客の開拓事
業

1886 群馬県 関東冷熱工業株式会社 8070001013978
自社製品の新製品の開発による新規顧客獲得及び
既存顧客の売上増大

1887 群馬県 株式会社ヴァンセット 6070001026387 新規顧客獲得のためのHPの開設

1888 群馬県 石工園 －
南牧村特産、椚石（くぬぎいし）を使用したオブジェの
販路開拓

1889 群馬県 株式会社栗原商店 5070001014087
新規顧客獲得及び会社の認知度向上を図る幹線道
路への看板設置

1890 群馬県 牧野 陽子 －
地域のママたちに愛されるアットホームなエステサロ
ンを作り上げる

1891 群馬県
株式会社赤城オーガニッ
ク

7070001003625
臭気対策の実施、小袋品開発および袋デザイン一
新による拡販

1892 群馬県 髪倶楽部レーブ －
サインポール設置とスロープの整備で新規客獲得と
安全安心の確保

1893 群馬県 有限会社岩崎鉄工 4070002028153
大物・長物加工を中心にホームページを開設し、販
路拡大を図る

1894 群馬県 そば勝 －
新メニュー開発と屋根の断熱施工による快適店舗で
観光客の取込み

1895 群馬県 犬の店アフロ －
来店客増加のためのシート貼付とレジカウンター・棚
設置

1896 群馬県
有限会社オートガレージＫ
ＡＺＵ

8070002028562 新規顧客獲得のためのコンプレッサー購入

1897 群馬県 うどんやさんそばやさん －
来店客（新規事業を含む）増加のための屋外看板設
置工事

1898 群馬県 有限会社岩井木材 8070002014629
民間向け建設業者からの新規受注獲得のための
ホームページ作成

1899 群馬県 有限会社安中造園 9070002014578 展示場「レディバグガーデン」による新たな顧客開拓

1900 群馬県 有限会社幸寿司 5070002029142
新規・既存顧客の来店増加を図るための店内改装
及びイス席増設

1901 群馬県 照寿司 －
落ち着いた「和」を基調とする看板・外壁の補修及び
販路開拓

1902 群馬県 酒菜  桜 －
店舗改装等による顧客との対面接待を主とした販売
促進強化

1903 群馬県 トレーネット有限会社 4070002032394
好感の持てる店舗改装・トイレ改修等及び販売促進
の強化
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1904 群馬県 株式会社S&S Education 1070001031482 群馬県初、放課後等ディサービス普及促進事業

1905 群馬県 十一屋酒店 － 専門化に伴う設備導入及び店舗使用変更

1906 群馬県 大泉観光株式会社 1070001018868
新規顧客獲得の為の看板改修と満足度向上の為の
店舗内改修

1907 群馬県 移動福祉美容車そらいろ － すべてのお客様に満足してもらえる為の店内改装

1908 群馬県
テニス＆コテージ　北軽井
沢ベルエールの森

－
大型コテージ内装改修による相部屋利用提案と顧客
満足度向上事業

1909 群馬県 ログコテージふりーたいむ － シニア層の顧客獲得に向けての施設改修事業

1910 群馬県 株式会社あがつま御縁屋 6070001024242
東北復興懸賞付き古紙回収袋「がんばっペーパー」
の刷新

1911 群馬県 なずな亭 － ランチ客獲得のための店舗アピール

1912 群馬県 株式会社 ツカダ住設 8070001026823
ショールーム拡張による集客増加とオリジナル商品
の販売強化

1913 群馬県 ラジカル整骨院 －
HPの改修及び特殊治療器による学生・スポーツ愛
好家の新規獲得

1914 群馬県 株式会社セカンドチャプト 2070001027694
介護福祉士実務者研修開催による販路開拓プロ
ジェクト

1915 群馬県 ヒロ・モーター － 中古車ボディーコーティング事業による販路拡大

1916 群馬県 株式会社杜丸不動産 3070001024699
パソコン用サイトとスマートフォン用サイト一体化によ
る新規顧客の獲得

1917 群馬県 介護タクシースマイル －
民間救急車の周知普及による通院難民者への対応
事業

1918 群馬県 MA・COCORO整体院 －
生涯動ける体を作る『問題解決型トレーニング』の新
規顧客獲得

1919 群馬県 有限会社群峰園 6070002013772
洋風の庭づくりを自社ウェブサイトを作成、PRし新規
顧客開拓

1920 群馬県 株式会社三鈴商事 1070001030625
高齢者用タクシー事業・買物代行事業の新規展開に
よる販路開拓

1921 群馬県 有限会社タムラ商会 6070002003534 少年野球特設コーナーの新規設置による販路開拓

1922 群馬県 Suay Lom －
経営革新計画で認定された新サービスの周知による
販路開拓

1923 群馬県 株式会社六本木工務店 0070001003510
問合せ・来社率UPに向けたHPとパンフレットのリ
ニューアル

1924 群馬県 株式会社デイズシステム 0404001028591
TPPに負けない酪農家を育てるための新サービスに
よる販路開拓

1925 群馬県 有限会社きらり 4070001028385
訪問医療マッサージ制度認知向上を図るための販
路開拓の強化

1926 群馬県
ぼくらの希望ファーム株式
会社

1070001026433
「看板設置」と「ＷＥＢ誘導」による情熱卵の売上向上
プラン

1927 群馬県 イイヅカ美宝 －
新規顧客獲得のための補聴器部門新設とブライダ
ルコーナー改装

1928 群馬県 マツヒロ株式会社 6070001029662
個室を改装しシニア層の更なる集客力アップを目指
す

1929 群馬県 富岡屋 －
新規顧客獲得のための看板設置と商品充実のため
の設備導入

1930 群馬県 株式会社ナチュラルライフ 8070001031303
自社ブランド強化のためのパッケージ改良、WEB
ページの開発

1931 群馬県 Reas －
新規客・男性客対応のための広告宣伝と設備の充
実
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1932 群馬県 株式会社加藤エンジニア 9070001023448
ペットを大切に想う、飼い主の目線に立ったホーム
ページ作成

1933 群馬県 有限会社大塚建設 1070002036241
子育て世代に向けた事務所機能強化による販路拡
大事業

1934 群馬県 OzWorks株式会社 9070001030618 新規顧客獲得のための新店舗付加価値工事

1935 群馬県 ロッヂ北澤 － 住環境の向上による新規顧客獲得事業

1936 群馬県 ロッジにしやま －
リピーター増大及び新規顧客獲得のための施設改
装事業

1937 群馬県 ペンションペチカ － 日帰りの新規顧客を獲得する為のカフェ事業実施

1938 群馬県 オウレット －
（自転車）企画事業の広告及び設備充実による新規
顧客の獲得

1939 群馬県 ペンション　ワルツ －
お客様に心地良い空間を創造し、新サービス提供で
新規顧客獲得

1940 群馬県 民宿一二美荘 －
顧客満足度向上によるリピーター増大及び新規客の
獲得事業

1941 群馬県
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ　ストーン・アイラ
ンド

－
新規顧客獲得の為の「安心安全」を追求した浴室改
装工事

1942 群馬県 ペンションクレソン －
安心安全で快適な施設への改装による新規顧客獲
得事業

1943 群馬県 ペンション　てんとう虫 －
顧客満足度向上及び新規顧客獲得を目的とした環
境整備

1944 群馬県 ペンションコスモス －
ペット連れの新規顧客獲得の為の施設改装及び新
サービスの実施

1945 群馬県 民宿たばこや －
バーベキュー小屋の全天候型、多目的型使用への
改装事業

1946 群馬県 民宿　やまぶき荘 －
新規外国人顧客開拓のための純和風な空間づくり
事業

1947 群馬県 有限会社吉野工務店 5070002035339
地域宿泊施設における低価格改修工事、及び地域
活性化事業

1948 群馬県 ペンション　シェルティ －
愛犬連れリピーター客増大、及び顧客満足度アップ
の実現

1949 群馬県 シャレーモンテローザ －
【花のある暮らしで心豊かに】オープンテラスでガー
デニング体験

1950 群馬県 よろづや旅館 － 新規の日帰り入浴客獲得のための販売促進事業

1951 群馬県 株式会社　尾瀬食品 7070001023128
改装による品質管理向上と製造動線改善による新
規顧客獲得事業

1952 群馬県 尾瀬鹿工房かたしな －
革縫製工業用ミシン導入による生産業務効率化と販
路拡大

1953 群馬県 民宿　ちあき －
身体障害者・中高年層の新規顧客獲得の為のバリ
アフリー化事業

1954 群馬県 山楽荘 － 新規顧客開拓、顧客満足度向上の為の内装改装

1955 群馬県 尾瀬山どん －
新規顧客獲得・顧客満足度向上のための環境整備
及び設備導入事業

1956 群馬県 株式会社IRISAWA 9070001029098
顧客満足度向上のための展示場建設新規顧客獲得
事業

1957 群馬県 有限会社萩原紙器 3070002027379 製品アピールのための看板作製新規顧客獲得事業

1958 群馬県
有限会社榛東葬祭セン
ター

9070002027324 大量注文に対応するための布用プリンタ―の導入

1959 群馬県 鈴木税理士事務所 －
当所ウェブサイトに相続に特化したページを作成し
新規顧客獲得

70/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1960 群馬県 tonbi coffee －
機械設備の購入によるホールケーキの予約販売で
販路拡大を狙う

1961 群馬県 カレー風味すずき － 持ち帰り用の商品の販売強化による売上アップ事業

1962 群馬県 有限会社アド・バルーン 8070002013671
群馬を紹介する外国語版10秒動画の製作と動画集
合サイトの構築

1963 群馬県 有限会社宮島製作所 3070002012307
新顧客層開拓のための自社ＨＰ開設と看板設置事
業

1964 群馬県 民宿すりばち荘 －
「旅館x温泉xすりばちうどん」と自然環境を訴求した
看板設置

1965 群馬県 株式会社changes 4070001030498
顧客獲得とサービス向上を目指したスペース拡張と
ＰＲ広告事業

1966 群馬県 有限会社坂井レース 8070002029305
オーダーカーテン委託縫製及び生産効率化を図るた
めの改装

1967 群馬県 赤城養鶏牧場有限会社 1070002022480
新規顧客獲得及び商品ブランド化のための看板とロ
ゴマークの作成

1968 群馬県 有限会社ドリーム 6070002024258
特殊繊維接着技術高度化で付加価値を高めて販路
開拓する

1969 群馬県 木まま工房 － 新品カタログの作成による新規顧客の拡大事業

1970 群馬県 野栗食品 －
見やすい陳列台の設置、明るく楽しめる店舗づくりに
よる顧客拡大

1971 群馬県 いけだ接骨院 － 来店客増加のための店外エクステリアの整備

1972 群馬県 有限会社美濃里 1070002031135
新規顧客獲得のためのスロープ設置及びトイレ改装
工事

1973 群馬県 お食事処あぜみち －
新規ニーズ及び既存ニーズ増加に伴う設備導入と
新規販路開拓

1974 群馬県 割烹　新田家 －
来店客の増加を目的としたオリジナル手拭いの製作
と看板の設置

1975 群馬県 ガルバーレ細内 －
テイクアウト商品を開発し都心部で顧客獲得をめざ
す

1976 群馬県 有限会社文化舎東毛 4070002024549
展示場の活用によるハイブリッドソーラーシステムの
販路開拓

1977 群馬県 有限会社富沢写真店 3070002036660 高齢者向け写真教室による新規顧客獲得事業

1978 群馬県
赤城南面観光開発株式
会社

9070001000091
新規顧客開拓のための客室設備入替及び館内施設
リニューアル

1979 群馬県 有限会社あづまや 9070002000322
新メニュー開発と提供方法効率化による新規顧客獲
得事業

1980 群馬県 有限会社遠藤建設 0070002000903 顧客への提案力強化のためのシステム導入事業

1981 群馬県
フランス菓子ペッシェミニョ
ン

－
新規顧客開拓のための商品ラインナップ拡充に伴う
設備投資事業

1982 群馬県 蕎麦茶寮　nanakusa －
備品改善でのＣＳ向上による客単価増加・倉庫設置
による経費削減

1983 群馬県 旬菜レストラン　ほたる － インバウンドツーリズムに対応したメニュー作成事業

1984 群馬県 うどん専科 麦の香り － 店舗看板設置による新規顧客獲得事業

1985 群馬県 逢生坂 －
来店者を促進し新規顧客獲得を図るための店舗の
イメージアップ

1986 群馬県 有限会社坂田製作所 3070002033410
オリジナルデザイン製品の開発による新規顧客の開
拓

1987 群馬県 有限会社荒井石油 0070002033013
ＬＥＤ照明を用いた入りやすい店舗作りによる販路拡
大事業
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1988 群馬県 エスエー企画株式会社 5070001017528
新事業「Re:Homeアカデミー」販促強化による新規顧
客開拓

1989 群馬県 レストランノワ －
駐車場増設看板設置・店内改修による顧客倍増事
業

1990 群馬県 HAIR H2O＋ －
圧力式蒸気発生容器内蔵パルッキー導入による地
域一番店づくり

1991 群馬県 有限会社高橋石油店 3070002026496
コンビニに負けないトイレ改修による顧客サービスの
向上事業

1992 群馬県 六花 － 屋外テラス席増設による新規顧客獲得事業

1993 群馬県 旅館永楽荘 －
環境整備の充実を図り新たな顧客獲得の為Wi-Fiの
設置

1994 群馬県 滝口薬品 － 顧客用トイレの新設で、新規顧客の獲得を目指す

1995 群馬県 ウェサロンムラタ －
販売促進用の陳列ケースの導入と来店客増加の為
の店内改装

1996 群馬県 そば処　くぼ田 －
少人数客向け店舗内改装及び無料Wi-Fi提供による
販路開拓

1997 群馬県 やぶそば －
トイレ内段差解消に伴う洋式化による新規顧客獲
得・販路開拓

1998 群馬県 宮代米穀店 －
少量小袋米販売による消費者ニーズへの対応と新
規顧客の獲得

1999 群馬県 魚信 －
空き店舗を活用した顧客獲得の為の導線開拓によ
る販路拡大

2000 群馬県
有限会社天狗の湯　きむ
ら苑

4070002035595
露天風呂への通路及び旅館の修繕工事実施による
新規顧客獲得

2001 群馬県 有限会社池田建設 9070002035525
リフォーム工期短縮及び作業環境整備による販路開
拓

2002 群馬県 桐匠根津 － 国産桐製打楽器「カホン」の製作による販路開拓

2003 群馬県 中華たむら －
団体観光客に対応可能な調理機器導入による販路
拡大事業

2004 群馬県 天丸 － 回転率上昇のための調理環境整備による販路開拓

2005 群馬県 リンクス・エレメンツ －
ハイブリッド車対応の整備体制充実と外注の削減・
販路拡大

2006 群馬県 有限会社ヤスダ 2070002035507
女性客獲得のための店内スペース改装による販路
開拓

2007 群馬県 有限会社木村ホンダ 1070002035441
ファミリー層獲得の為の子供向け遊具の設置による
販路開拓

2008 群馬県 有限会社河合造園土木 5070002035438 伐採業拡充による売り上げ増加・販路拡大事業

2009 群馬県 鈴木モータース － ハイブリッド車の点検整備事業実施による販路拡大

2010 群馬県
やまさん工房　七宝焼の
家

－
WEB通販による焼創作展開と体験型店舗宣伝広告
による販路拡大

2011 群馬県 有限会社清野旅館 5070002035669
増加する高齢顧客に対応した客室洋室化による販
路開拓

2012 群馬県 月夜野ビルサービス －
店舗改装、防音スタジオ設置による新規事業実施・
販路開拓

2013 群馬県 有限会社三河屋 9070002035748
新たな顧客獲得の為の椅子・いろり付テーブルの設
置事業

2014 群馬県 有限会社丸喜材木店 1070002035730 新規顧客獲得の為の広告宣伝設備購入事業

2015 群馬県 Satisfaction合同会社 9070003001880
販路拡大・新規顧客獲得における店舗設備のリ
ニューアル
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2016 群馬県 阿部石材店 －
新たな顧客獲得の為の看板、パンフレット、ＨＰ作成
事業

2017 群馬県 ｏｔｏｗａｙａ　ｃａｆｅ －
新たな顧客獲得の為の看板及びパンフレット作成事
業

2018 群馬県 一酒家 －
新たな顧客を取組む為の看板取付・肘付座椅子の
設置事業

2019 群馬県 株式会社猿ヶ京ホテル 6070001029241
高齢及び外国人客に関わる食事提供のための椅子
テーブル購入事業

2020 群馬県 そば処　角弥 －
新店舗の改修、導線改善、PR事業の実施による顧
客獲得

2021 群馬県 ペンション山路 －
薪ストーブで焼くベイクドケーキの開発と販路開拓に
よる顧客獲得

2022 群馬県 有限会社松屋旅館 4070002024796
顧客満足度向上、及び来館客増加を目標とした和式
トイレの改築

2023 群馬県
有限会社たんげ温泉美郷
館

8070002036474 高齢客獲得のための旅館施設高齢者対応事業

2024 群馬県 すみれ美容室 －
天然素材ヘナを使ったカラーリングによる新規顧客
獲得

2025 群馬県 タカシマスポーツ － シニア層獲得のための店内作業場リフォーム事業

2026 群馬県 ＮＫ工房 －
新規顧客を獲得するための内製化設備導入及び販
売促進事業

2027 群馬県 沙棗 －
香りや花によって、憩いの場を担う店への展開と販
路開拓

2028 群馬県 もり亭 －
顧客満足度の向上とコスト削減を目的とした厨房設
備改善事業

2029 群馬県 ワークスプランニング － 感動を与えるシャンプー台で行う癒しシャンプー

2030 群馬県
株式会社Ｈｉｒｏコーポレー
ション

4100001025809
顧客満足度向上並びにリピート率増加のための店
内照明改修工事

2031 群馬県 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｃｏｌｏｒ －
来店客増加の為の店舗改装及び新規事業の周知と
店舗存在向上事業

2032 群馬県 どさん子与喜屋店 －
座敷とトイレ改修による新規顧客及びリピーター獲得
事業

2033 群馬県 BREZZA －
顧客満足度の向上と作業効率改善による新規客獲
得事業

2034 群馬県 有限会社菱内産業 2070002025202
桐生産のカーテンを地域と全国に届けるためのＨＰ
制作と広告展開

2035 群馬県 ヘアーカット　パイプライン －
告知・PR活動の充実により、新規顧客の獲得と売上
の向上を図る

2036 群馬県 有限会社今泉 8070002024710
人生の節目の宴会需要を獲得するための販路開拓
事業

2037 群馬県 有限会社タキザワ 3070002035588
地域農産品を活用した商品開発と販路開拓、品質維
持への取組

2038 群馬県 モロダ －
エステメニューの拡大による新たなニーズの発掘戦
略

2039 群馬県 有限会社樋口 6070002035718
見込み客を逃さない【秒速で選ばれるページ制作】で
集客ＵＰ計画

2040 群馬県
株式会社原澤自動車鈑
金塗装

6070001025323
外注作業の内部処理化による高効率化と新規顧客
の獲得

2041 群馬県 株式会社旅籠屋丸一 3070001023511 ブランディングによる新規顧客獲得・リピート化計画

2042 群馬県 有限会社林屋旅館 1070002035607
デジタルの時代だからこそ、紙媒体の販促による集
客プロジェクト

2043 群馬県 有限会社川古温泉旅館 1070002035664
顧客ニーズに対応した露天風呂の設置によるリピー
ト化
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2044 群馬県 マッチ絵の家 － 潜在的なニーズ発掘による新規顧客獲得

2045 群馬県
パノラマアドヴェンチャー
ズ株式会社

2070001029427
認知度の低いハイドロスピードのブランディングと新
たな販路開拓

2046 群馬県 ナチュラルハウスピュア21 －
ネコ好きが集まる宿へのリニューアルによる売上拡
大事業

2047 群馬県 有限会社育風堂精肉店 2070002035523 煙と香りの出る看板の設置による販路開拓

2048 群馬県
谷川岳ドライブイン株式会
社

7070001023210
新たなターゲット顧客獲得に向けた環境整備・販路
開拓

2049 群馬県 株式会社BMZ 5070002036007
海外向けホームページによる海外インソール市場へ
の参入

2050 群馬県 株式会社ホテル松葉荘 7070001023219 新規顧客獲得に向けた庭園整備・新展開事業

2051 群馬県 小林豆腐店 －
観光客取り込みを実現するための新規顧客開拓看
板設置事業

2052 群馬県 有限会社大矢工務店 0070002036256
伐採作業の安全確保と受注機会の促進を目的とし
た機械購入事業

2053 群馬県 レストラン　ソニアン －
高原の風と食事が一緒に楽しめる中庭整備による顧
客獲得事業

2054 群馬県 キッチン赤いえんとつ － 誘導看板設置による新規顧客獲得事業

2055 埼玉県 (株)一進会 2030001090399 「他塾にはない学習方法の開発及び販路拡大事業」

2056 埼玉県 (有)笹屋商店 3030002096766
無料休憩所（地域のふれあいで心の癒やす場）の広
告活動

2057 埼玉県 (株)いな物産館 5030001112588
ミニ列車「いなシャトル号」で子育て世代の新規顧客
獲得

2058 埼玉県 室内工芸 －
長く愛される「手づくり」家具の開発・地域密着の家
具屋

2059 埼玉県
(株)アイエスフロアハウジ
ング

9030001069908
床専門家が提案するペット愛好家や高齢者向けDIY
サポート事業

2060 埼玉県 (有)岩平屋 1030002089895
「羽毛ふとん仕立て直し事業の充実により新規顧客
獲得を図る」

2061 埼玉県 (有)村田工務店 2030002114735 自然素材アトリエ設置による新規顧客獲得事業

2062 埼玉県 味の狭山茶　西沢園 －
日本茶マニアと若者が集うウェブサイトの開設とPR
キャンペーン

2063 埼玉県 ハシワタシ －
新店舗でゆっくりと葬談できる場所と仏壇仏具の展
示販売事業。

2064 埼玉県 (有)ボーダック 5030002091831 スポーツ自転車の販路開拓および商品広告

2065 埼玉県 倉林セミナー －
小規模教室への改修と学習環境整備の充実を図り
業務拡大

2066 埼玉県 ６０／４０　（sixtyｰforty） － 「毛髪お悩み相談室」併設による新店舗への移転

2067 埼玉県 品川石材店 －
自分で書いた文字を未来に残す世界に一つだけの
記念碑作成事業

2068 埼玉県 手ぶちめんこ千代屋 －
古民家を利用して開業したトイレの洋式化による安
心感提供事業

2069 埼玉県 (有)とや洋品店 8030002114663
ホームページ作成による顧客獲得とスタンプカードで
お客様に還元

2070 埼玉県 ＫＡＭＩ結 －
買物弱者対策支援を軸とした訪問美容・介護サービ
ス

2071 埼玉県 髪創りなかやま －
インターネットによる若者とバリアフリー化で高齢者
の顧客開拓
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2072 埼玉県 (株)苺の里 8030001095665
いちご農園が提供する「カキ氷」（仮称）販売事業の
展開

2073 埼玉県 (株)紫香楽 3030001034157
縄文式あずま屋を活用した介護事業とレストラン事
業の融合

2074 埼玉県 アロマクロッグス －
地元における『からだカエル処　アロマフロッグス』と
しての地位の確立

2075 埼玉県 家庭料理かねひら －
近隣からの集客力強化と来店者が入りやすい優しい
店舗作り

2076 埼玉県 (有)山口造園 1030002077710 環境に優れた作業機械の導入による販路拡大

2077 埼玉県 ヘアーサロンタキモト －
理容業務差別化対策事業と顧客管理および集客
ツール強化事業

2078 埼玉県 長沢酒造(株) 6030001089792 酒蔵を利用した付加型直売店での集客力強化事業

2079 埼玉県 (有)平井酒店 6030002120408
ご利用頂くすべてのお客様が心地よく過ごすための
大切な環境作り

2080 埼玉県 (有)山喜電器 4030002120500
HP開設で販路拡大と、コミュニケーションツールで地
道な販促

2081 埼玉県 訪問カットうさぎ －
放課後等デイサービスの新規事業による事業の安
定と訪問カットの顧客拡充

2082 埼玉県 (株)サンドラ 2030001089730
お客様に直接購入して頂ける、販売所を作業場内に
整備する。

2083 埼玉県 (株)美創 6030001089826
事前相談からアフターサポートまで一貫したフューネ
ラルサービス

2084 埼玉県 市川クリーニング －
ホームページ開設と看板設置による集客を狙った販
路拡大事業

2085 埼玉県 (有)栗こま娘本舗亀屋 7030002120142
歴史と自然あふれる高麗郷・日高の魅力を伝える観
光客誘致事業

2086 埼玉県 天狗鮨 －
店舗付加価値の向上を図ることによる幅広い集客へ
の取り組み

2087 埼玉県 (株)埼玉商工ｻｰﾋﾞｽ 7030001091681
当店自慢メニューの土産品化による顧客満足度向
上と売上拡大策

2088 埼玉県 フォトハウス荻原 －
家族写真及びペット写真需要取り込みのためのスタ
ジオ改装

2089 埼玉県 新井桶店 －
県道から認識しやすい看板を設置する事による集客
力強化事業

2090 埼玉県 (有)オーバー・フロント 2030002098193
タイヤ交換からの新規顧客の取り込みによる工賃売
上の増加

2091 埼玉県 とんかつぼたん －
卸し販売できる弁当開発・製造によるＢｔｏＢ事業へ
の進出

2092 埼玉県 (有)三基錬工 1030002047036
新規営業活動と新規販路拡大への広告戦略の強化
と対応

2093 埼玉県 田辺クリーニング － 宅配クリーニングによる販路開拓

2094 埼玉県 ＬＵＣＥＬＩＳＳ －
忙しい方向けの夜間営業（ナイトサロン）のＷＥＢサ
イト構築

2095 埼玉県 ＴＡＴＡ　ＧＲＥＥＮ(株) 3030001094052
サツマイモの可能性を無限にする業務用ペースト事
業

2096 埼玉県 (有)よろづや 7030002090732 ショーケースの購入における高級商材の充実

2097 埼玉県 ペンションウェンテラー －
和紙表畳による小さなお子様を持つ家族の獲得及
び販路拡大

2098 埼玉県 中山自動車鈑金塗装 －
女性客をターゲットとした手作りハーブのおもてなし
での販路開拓

2099 埼玉県 大日本工機(株) 3030001085522
機械電気に精通した受託型機械修理ビジネスの拡
大による販促事業
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2100 埼玉県 大島学習塾 －
大島学習塾認知拡大の為の店舗ファサード改装及
び販促活動

2101 埼玉県 (有)シンエイ 3030002114899
ユニット品受注に向けた管理体制の改善とその宣
伝・販促事業

2102 埼玉県 ﾄｰﾀﾙｴｽﾃﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ －
お客様の要望を満たすHP・パンフレットによる魅力
発信事業

2103 埼玉県 ﾗｲﾄ･ﾓﾋﾞﾘﾃｨ設計 － 小型電動カート用公道走行対応キットの製作、販売

2104 埼玉県 (株)ラウンドナップ 7030001103016
中小企業がネットに踏み出すための「はじめの一歩」
商品の作成

2105 埼玉県 (有)比田井工業 5030002062122 地域初 タイルで個性を出す総合リフォームの訴求

2106 埼玉県 走るペットサロンはぴねす － 出張トリミングカーのペイントによる宣伝活動の実施

2107 埼玉県 (有)嶋田石材工業 7030002022280
石屋さんだから出来る、専門店への特色あるサービ
スのお手伝い

2108 埼玉県 (株)緑 2030001049404
ディナータイムメニューのリニューアルによる新規顧
客開拓

2109 埼玉県
charm　of　amber
姫宮店

－
知ってもらうためにやれることを徹底的にやるぞ作
戦！

2110 埼玉県 すし玄　杉戸店 － 冷凍庫増設による商品の提供を安定させる事業

2111 埼玉県 (株)レアック 6030001031969
中小学習塾を支援する動画配信システム提供の広
告宣伝強化事業

2112 埼玉県 (株)オレンジリンクス 6030001109831
災害時の身元確認にも役立つスマートフォンアプリ
の試作品開発

2113 埼玉県 ｸﾘｴｲﾄｻﾛﾝ･ﾌｫｰﾕｰ －
女性のための育毛メニューの開発とカウンセリング
コーナー増設

2114 埼玉県
Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ａｓｓｅｍｂｌ
ｅ

－
安心・快適サービスの提供！鳩ヶ谷初の子育てママ
応援美容室！！

2115 埼玉県 (株)山陽マーク製作所 2030001056730
法人向け防犯カメラの販売から、個人向けの工事へ
の業容拡大

2116 埼玉県 ﾌﾞﾛﾝｼﾞｪﾘｰ風の杜 －
追加オーダー需要を狙ったオープンテラス整備によ
る売上増強戦略

2117 埼玉県 どびんや －
休憩スペース増設と店舗装飾強化による吉見観音
門前の茶店演出

2118 埼玉県 自然食の店あべ － 健康を気にされる方が入りやすい空間のお店創り

2119 埼玉県 (有)豊和精機製作所 7030002042353 空気銃の修理・メンテナンス増強計画

2120 埼玉県 かんな接骨院 －
地域に根付き、笑顔を増やすために、二店舗目を出
店します！

2121 埼玉県 (株)ダックスベリー 6030001061124
ＤＭ発送による、蓄積してきた新規ターゲット顧客の
販路開拓

2122 埼玉県 (有)吉野石油 9030002114423
地域の高齢者・女性にやさしい自動車マルチステー
ションの展開

2123 埼玉県 (株)ケイエスサービス 5030001015213
巻き爪の痛み軽減と根本改善の為の新たなサービ
ス開発と販路開拓

2124 埼玉県 洗濯専門店フォグマン －
３つの新サービスでクリーニングシステム導入と販売
促進

2125 埼玉県 蛇の目屋 － 女性顧客を開拓するための新ランチ訴求と施設対策

2126 埼玉県 (有)小林石油 7030002114581
タウンプラス・折り込みチラシによる当社事業の販売
拡大・告知の強化

2127 埼玉県 羽鳥クリーニング － 水洗いクリーニングの販路開拓
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2128 埼玉県 近久屋 －
当店のオリジナル純米酒『宝登』で売上アップをはか
る

2129 埼玉県 (有)塚本電気 2030002096081 『高齢者が頼れる身近な街の電気屋さん』

2130 埼玉県 (有)ヘアーソロンクリーン 4030002096286 新規顧客獲得のためのメニュー開拓と設備改修

2131 埼玉県
名学館ライフガーデン
東松山

－
新規顧客開拓に向けたチラシ（パンフレット）・のぼ
り・WEBサイトの作成

2132 埼玉県 (株)光研磨 1030001071004
検査機導入による加工精度の向上による新規取引
先の開拓活動

2133 埼玉県 (株)アイ・アール・エス 7030001088694
新型ディーゼルインジェクター洗浄システムのプロ
モーション活動

2134 埼玉県 食庵 －
ピザ釜導入による新たなメニュー展開と飲食部門の
強化

2135 埼玉県 らーめん朱の吉 － ファミリー層・団体客を呼び込む改装

2136 埼玉県 和風レストラン俊 －
顧客管理によるお客様満足度の向上と、ネットを活
用した販路拡大

2137 埼玉県 キッズかめめ －
個々の子に優しい保育と教室コース開発と地域広報
による顧客獲得

2138 埼玉県 和食ダイニングあか石 －
鮮魚網焼きの提供開始並びに看板新設により、夜間
の集客を図る。

2139 埼玉県 ときわ －
観光客をターゲットとした販売促進のためのチラシの
作成及びトイレの改修

2140 埼玉県 (株)ﾄｰﾀﾙﾎﾞﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ 1030001113862 整体スクールの開校による人材の確保と育成

2141 埼玉県
みんなの社労士　高橋事
務所

－
ソフトウェアによる事務効率化・迅速化と料金改訂に
よる販路開拓

2142 埼玉県 (有)スパイダーウェブス 1030002057332
オリジナルアイテム新商品の広告掲載を通じた認知
度アップ事業

2143 埼玉県 (有)斉藤鋸店 1030002094094
プロツール専用展示ブースの開設による一般顧客の
開拓事業

2144 埼玉県 (株)グローバルサービス 1030001070328
悔いないお別れを真心込めた納得のいく葬儀の実
現

2145 埼玉県 (株)ヨコテ 6030001096541
電飾看板設置による集客アップと強み発信販路開拓
事業

2146 埼玉県 (株)佐藤工務店 2030001069344
女性建築士による女性目線の住まいまるごとＨＰ情
報発信事業

2147 埼玉県 高橋電気(株) 8030001069355
スマホ対応HP開設による中高年層向けトータルサー
ビス発信事業

2148 埼玉県 (有)斉藤材木店 3030002094084
天然木でハウスシック症候群などを減らす快適空間
促進事業

2149 埼玉県 (有)ｼｳﾞｨﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 1013302019409
レインカバー「ラキア」直営店舗出店の広告宣伝と新
色試作品開発

2150 埼玉県 (有)さとじ 7030002122469
若い宿泊客と家族連れを呼び込むバーベキュー施
設の設置

2151 埼玉県 インドカレーチャスカ － サイクリストの受入体制整備による来店促進戦略

2152 埼玉県 (株)荒引工務店 3030001046202
高齢世帯向け「住まいの定期点検サービス」による
「販路開拓」

2153 埼玉県 (株)アップリンクス 1030001049693 販路拡大のための無料の地方セミナー開催

2154 埼玉県 理容イワサキ －
常連客を一層満足させて新規客も獲得するイワサキ
ファン増加計画

2155 埼玉県 いなか茶屋きんしょう －
生産者の見える、自社農園生産栗加工品のネット・
イベント販売
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2156 埼玉県 (有)児玉電化センター 9030002081309
シャッターによるアピールと段差解消で新規高齢者
顧客を獲得

2157 埼玉県 (株)ワンワールド 4030001111327
ネット販売システムを含むホームページ及びパンフ
レットの作成

2158 埼玉県 正寿司 － 和食料理屋「旬菜ひだまり」への業態転換

2159 埼玉県 砂場 －
女性・家族・高齢者・障害者が安心して食事できる環
境作り

2160 埼玉県 (有)鈴木屋米穀店 7030002093388 高齢世帯と子育世帯への販路開拓

2161 埼玉県 美容室ラッシュ －
訪問美容業・まつげエクステンション客増大、および
客単価向上の実現

2162 埼玉県 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟﾀｶﾊｼ －
影森及び近隣地区新住民への浸透、並びに、店舗
への誘導促進

2163 埼玉県 ＲＥＳＴ － タイヤ交換顧客獲得事業

2164 埼玉県 ＣＡＶＯ －
ドリンクメニューの充実と店舗PRによる売り上げ拡大
事業

2165 埼玉県 ﾌｫﾝﾃ･ﾃﾞｨ･ﾃﾞｨｰｵ － 手打ちパスタの新メニュー開発と販路開拓

2166 埼玉県 (株)ホウエイ 1030001006629 広告展開による新規顧客獲得事業

2167 埼玉県 (有)羽染 6030002062105
畳だけではなく内装全般請負える事を周知させる為
の改装事業

2168 埼玉県 スリージョイ(株) 7030001048946
直接・間接的売上向上に有効な名前入りレジ袋の拡
販営業策

2169 埼玉県 倖整体院 －
「倖」サロンの開設を契機とした鳩山町周辺の新規
顧客開拓

2170 埼玉県 (株)内田屋 3030001042309
イート・インで高齢者の交流と憩いの場を創造して新
規顧客獲得

2171 埼玉県 (有)ライフ・サポート 9030002057804 特定エリア集中型防除作業の広告宣伝事業計画

2172 埼玉県 (有)京屋染物店 9030002098831
若い世代に和の文化を提供するカジュアル版京屋ブ
ランド！

2173 埼玉県 めぐみ行政書士事務所 －
事業内容を広告し集客する為のホームページ開設
チラシ看板設置事業

2174 埼玉県 さんかく屋 －
営業時間の見直しとイートインスペースの設置によ
る新規顧客獲得

2175 埼玉県 （合）あやヘルスケア 2030003008341
椎間板エクササイズ姿勢改善法による自己改善・予
防医療の普及

2176 埼玉県 家ｶﾌｪｽｷﾙ青山・八潮 －
子ども向け絵画検定試験・段級位取得講座の構築
及び広告宣伝

2177 埼玉県 (株)光永 0930001040620
製品パンフレット・コールセンターによる災害用ベッド
の告知

2178 埼玉県 (株)ｾﾚﾓﾆｰ藤波 1030001038738
新規オープンの自社式場の広告宣伝による販路開
拓

2179 埼玉県 (有)ＭＡＫ 5030002046620
潜在ニーズの開拓を行いカラオケ単体ニーズからの
脱却を計る事業

2180 埼玉県 (有)日邦工機 3030002047612
営業カタログ機能を持つホームページの開発等によ
る営業力の強化

2181 埼玉県 スカイパーク毛呂山 －
秋のイベント開催にむけての宣伝活動とスクール紹
介イベントの実施

2182 埼玉県 サロンドアベリング －
地域の高齢者が元気になるサービスの提供。幼い
子との交流の場。

2183 埼玉県 (有)近藤商会 2030002122060
大自然の中でサービスを今以上に充実させ顧客満
足度アップを図る
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2184 埼玉県 ヘアサロンいのうえ －
少子高齢化社会に対応した店舗づくりによる女性客
獲得戦略

2185 埼玉県 (有)千光社 3030002042860
新規事業「障害福祉サービス施設」開所のための広
告宣伝

2186 埼玉県 (有)ラブリーチェーン 6030002097621
店舗外装の更新によるイメージ向上・品質アピール・
新規客取り込み

2187 埼玉県 (有)悠悠トラベル 1030002097601
高齢者やペット愛好家に特化した日帰り旅行提案事
業

2188 埼玉県 (株)ＮＥＸＴＬＩＦＥ 1030001062878
経営計画の第二段階！北海道進出により利便性向
上の足掛かりを！

2189 埼玉県 (株)六花舍設計 8030001031570
ネットとイベントを使った自然住宅ブランド見込客倍
増事業

2190 埼玉県 (株)Ｂ-ＰＬＡＮＮＩＮＧ 3030001034099 ペットホテルの改造による新たな顧客開拓の展開

2191 埼玉県 (株)小川眼鏡 5030001088721 補聴器販売による高齢者の普段生活支援事業

2192 埼玉県 (株)三代目清水屋 6030001072261
駅前店リニューアルによる卸売り・小売り両部門での
売上拡大事業

2193 埼玉県 (株)ＴＡＫＡＳＥ 5030001072097
ホームページ開設及びファサードのリフォームによる
顧客獲得事業

2194 埼玉県 (有)箕田製函所 3030002082964
自社商品の小売事業活動のPRを強化するための複
数看板の設置

2195 埼玉県 理容タカナシ － 寛ぎの雰囲気で、細やかなサービスの実施

2196 埼玉県 (株)久野農園 9030001108104
バイヤーニーズにあった「美味しい」野菜開発・販路
開拓

2197 埼玉県 ふらいぱんや －
眺めの良いテラス席で「ペット同伴での食事が出来
る」サービス

2198 埼玉県 (株)アイライフ 9030001026743
宿泊体験型モデルハウスで快適健康リフォームを提
案する販路開拓

2199 埼玉県
Ｔｈｅﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ食堂
Ｍｉｌｅｓａｗａｙ

－
「マイルズくん」が走る！ディバリーサービス＋ブラン
ディング作戦

2200 埼玉県 味の萬福 － 高齢者・子供・女性が快適に利用できるトイレ改装

2201 埼玉県 (株)モアクリエイティブ 1030001028160 高機能マットレス通販事業

2202 埼玉県 サントロア － お客様の“探しているもの”が見つかる店舗づくり

2203 埼玉県 太田ホルモン －
地場産“日本酒”を使った新しい飲み方と、くつろぎ
空間の提供

2204 埼玉県 (有)戸田乳業 5030002121984
新焼酎割り飲料開発に伴う商品カタログ、単品チラ
シ作成。

2205 埼玉県 (株)大平戸農園 4030001091684
ホームページリニューアルによる委託加工増加・販
路開拓

2206 埼玉県 建築工房小笠原 － ３ＤＣＡＤ導入による新規ご成約の効率化

2207 埼玉県 (株)武州めん 4030001071562
インターネットによる“贈答用 高級うどん”の販売開
始

2208 埼玉県 阿佐美冷蔵寮登山道店 －
店舗および駐車場の案内看板設置による誘客と売
上向上

2209 埼玉県 (有)秩父館 6030002122081
増加する家族連れ客にやさしい店づくりと顧客満足
度向上

2210 埼玉県 (有)見晴 9030002122129
ライフスタイルの変化に対応した新たな顧客サービ
スの提供

2211 埼玉県 (株)荒川ライン下り 9030001091358
当社の強みを活かし差別化による集客のための看
板の改善
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2212 埼玉県 (株)長瀞ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎﾃﾙ 6030001091105
自社公式HPの多言語化による訪日外国人の獲得・
稼働率向上

2213 埼玉県 (株)一龍 3030001091636
当店ならではのおもてなしによる観光客の満足度向
上

2214 埼玉県 (有)まるぶつ 5030002122124
観光土産品の少量多数販売のためのネット販売シ
ステム構築

2215 埼玉県 (株)ＨＯＩＺＵＭＩ 8030001100945
休憩スペース設置による顧客満足度向上と来店促
進

2216 埼玉県 美容室ＨＥＲＴＳ －
新メニュー（マツエク・エステ）導入による客単価UP事
業

2217 埼玉県 (有)みか登 6030002038815
団子バー・和菓子づくりの実施による体験型サービ
スの提供

2218 埼玉県 Ａ．Ｃ．Ｅ － シニア向け個人指導型SNSパソコン教室の展開

2219 埼玉県 (有)ﾊﾞﾗｴﾃｨｽﾄｱｰｶﾏﾆ 2030002090472
消費者への葉書ＤＭ販促及び介護事業者へのファッ
クスＤＭ発送

2220 埼玉県 本庄デンカ(有) 1030002081745 リフォーム事業の拡大、新規客の増客・販路開拓

2221 埼玉県 フレッシュやおいち －
飲食店営業許可・食品加工部の創設による販路拡
大

2222 埼玉県 Ｅｰトラスト(株) 5030001061513
強みの地域ネットワークを活用し一般顧客向けの営
業展開を図る

2223 埼玉県 冨田商店 －
核家族化・高齢化による少人数世帯への完熟果実
セットの販路拡大

2224 埼玉県 焼肉みつわ －
女性や高齢者の方が利用しやすい明るく清潔感の
ある店舗づくり

2225 埼玉県 (有)みな寿し 7030002121801
お持ち帰り用「岩魚すし」ファンへの通販、店への誘
導の取組

2226 埼玉県 サーマル化工(株) 3030001020280
医療機器分野への取引拡大の為の新規ホームペー
ジ作成

2227 埼玉県
やまがたらーめんきたもと
屋

－
お母さん方お待たせしました。要望に応えてテイクア
ウト始めます

2228 埼玉県 (株)インテリア菅原 6030001062535
壁紙だけで強烈な世界観を作れる最新デジタルプリ
ンター

2229 埼玉県 Ｔｗｅｅｄｉａ －
カップルに寄り添ったオーダーメイドの結婚式の周知
と販路開拓

2230 埼玉県 手打ちうどん・そばけやき －
高齢者、体の不自由なお客様が利用しやすい店舗
への改装

2231 埼玉県 (株)エスアールフーズ 6030001063392 「Garlic　Frit」(にんにく天)輸出プロジェクト

2232 埼玉県 (株)斎田油店 8030001051858 エアコンガスクリーニング機の導入による販路拡大

2233 埼玉県 ﾎﾞﾃﾞｰｼｮｯﾌﾟｵｰﾄﾌﾞﾚｲｽﾞ － タイヤ交換サービス・スタッドレスタイヤ販売事業

2234 埼玉県 (株)ドマーニ 7030001061528
髪の保湿とエステ効果を高めるナノミストの導入によ
る施術ﾒﾆｭｰの販路開拓

2235 埼玉県 (株)ＣＡＮＵＳ 5030001033719 ４ＷＤ専門ホームページ作成と各種講習会の実施

2236 埼玉県
ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ
ＣＲＯＷＮ

－
お母さんと一緒！半個室型カットスペース設置によ
る店内改装事業

2237 埼玉県 ＱＵＥＴＩＴＣＯ　ＱＵＩＮ －
超小型犬に特化したプレミアムフードの開発とブラン
ディング

2238 埼玉県 (有)トヨカワ産業 9030002038721
クールジャパンに基づくアニメ、コスプレ事業の拡大
強化

2239 埼玉県 (有)あすなろ 5030002038477 「家電・PC何でも相談所」の開設
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2240 埼玉県 (株)染谷クリーニング 7030001031010 靴・ブーツ・バッグクリーニング、保管問題の解決

2241 埼玉県 仁泉堂薬局 － 目指せ、艶やかなシニア女性

2242 埼玉県 ふじみ野工業 － 【移動式ステンレス遊具】

2243 埼玉県 (有)天沼電気商会 4030002055390
お困りごと解決の為、店舗リニューアルとアピール看
板の設置

2244 埼玉県 (株)コボリ 7030001018379
自社ホームページ開設と雑誌掲載により自社ブラン
ドの知名度強化

2245 埼玉県 高野保険事務所 － 犬のいる保険代理店での憩いの駅事業

2246 埼玉県 Ｈａｉｒｓｐａｃｅｙ｀ｓ －
ヘッドスパ導入と高齢者・障害者に優しい水周りの環
境改善整備

2247 埼玉県 糀まつり － 新ブランド【ＳＡＫＵＲＡＮ】の開発・販路開拓

2248 埼玉県 (有)石井インテリア 7030002094320
在庫の徹底管理と、『一部屋おまかせコーディネート
プラン』による販路開拓

2249 埼玉県 (株)ステップ 5030001070118
ﾍﾞﾄﾅﾑ支店の設立と日本に技術取得で来ているﾍﾞﾄﾅ
ﾑ人実習生に向けた住宅販売

2250 埼玉県
えすびぃｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾝ研
究所

－
ホームページ新設による認知度向上と販路開拓、集
客効果の拡大

2251 埼玉県 (有)大島工務店 9030002095655
第2の人生を豊かにするリフォームの提案と若年顧
客へのPR

2252 埼玉県 レトロバザール － 新規顧客獲得のためのライブ設備の充実

2253 埼玉県 (有)ニエダ 7030002096143 『一目瞭然』店舗外へイメージ発信事業

2254 埼玉県 (有)高坂生花店 9030002097057
ギフト商品に特化した店舗展開及びホームページ開
設による集客

2255 埼玉県 (株)トウハツ 4030001069144
当社製品（カツラ）と会員制度認知のためのパンフ、
チラシ製作・配布

2256 埼玉県 ストーンウェル(株) 2030001099969
安心感・満足度の向上による利用者の増大、売上高
向上の実現

2257 埼玉県 (株)３６１ ｉ 4030001107762 Mg電池使用の点滅ライトの宣伝及び販路拡大

2258 埼玉県 武光工業 －
２０２０年問題解決！「空き家×アスベスト」対策プロ
ジェクト！

2259 埼玉県 上野工務店 －
匠の技術を持った大工が作る「オリジナル木製玩具」
の製造販売

2260 埼玉県 (株)サンクスラップ 9030002089533
葬儀返礼品専門店への特化とより地域に密着し地
域慣習に強い店作り

2261 埼玉県 ｶｰｻｰﾋﾞｽ・ＤｰＣＯＭＭＩＴ －
自動車ボディ修復、アルミホイール修復顧客獲得事
業

2262 埼玉県 ナチュラルネイル －
忙しい女性を応援、通年を通したハンド・フット同時
施術の開発

2263 埼玉県 (株)ＭＩＲＡＤＯＲ 4030001099100
ペルーで販売する土産品「ロールシール」の開発及
び販路の開拓

2264 埼玉県 Ｇ・Ｉ・Ｎ　ｐｌｅａｓａｎｔｓ(株) 8030001052798
販売促進強化による、新規ヤング・ママ層顧客を開
拓する事業

2265 埼玉県 パティスリーくるみ －
キャタクター焼菓子の開発・販売を通じて幸せ家族
の推進

2266 埼玉県
㈱石井真テニスアカデ
ミー

8030001046610
HP内の24時間受付可能の予約システム構築による
販路開拓

2267 埼玉県 ㈱エスジージャパン 6030001083250
地域初「習い事教室」「病児保育」を行う保育園＆学
童保育所併存施設
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2268 埼玉県 落合の店 －
食料品・日用品の地元高齢者世帯へ配達および送
迎事業の開始

2269 埼玉県 堀造園 －
自然な風合いを演出「オリジナル洗い出し手法」のＰ
Ｒ事業

2270 埼玉県 (有)岡安製麺所 7030002042089 大型看板設置による集客力強化戦略

2271 埼玉県 緑屋樹木医事務所 －
ツリークライミング®による自然体験型プログラムへ
の取組

2272 埼玉県 ㈱アリカ 1011201015719
お茶関連商品販路拡大の為のホームページ作成及
び商品開発

2273 埼玉県 アイテム十六㈱ 4030001071117
レーザー光線を使用した新しいライトアップイベント
の演出

2274 埼玉県 タカモリ空調サービス㈱ 7030001071147
フロン排出抑制法に伴う大型空調機点検の販路開
拓

2275 埼玉県 ㈱エルテクノ 4030001060474
ソフトスチーム加工で栄養成分を凝縮した健康野菜
の開発販路開拓

2276 埼玉県 モーターランドサカモト －
タイヤ交換・保管サービスによる近隣高齢者の自動
車ライフの向上

2277 埼玉県 (有)花岡 7030002099303 大人写真館のロケーション撮影

2278 埼玉県
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ
ＮＡＮＡ

－ 新たなワインサービス事業による顧客獲得の展開

2279 埼玉県 吉川製作所 －
シニアの健康と長生きを応援する地域に根ざしたス
テーション計画

2280 埼玉県 ㈱サカエヤ設備 3030001031113
販促用チラシ・看板製作、建機購入による生産性の
向上

2281 埼玉県 秩父儀塾工房　横山㈱ 3030001112870 外国人に日本の絹文化を伝える取り組み

2282 埼玉県 ㈱大澤 4030001091081
快適な待ち時間を過ごして頂くことにより満足度アッ
プをはかる

2283 埼玉県 (有)西山材木店 7030002122097
当店の強みをふまえ、新たな商品を扱う事により売
上アップを図る

2284 埼玉県 ㈱なごみ空間工房 9030001100845
ホームページによる『ユニバーサルデザイン住宅』設
計の販路開拓

2285 埼玉県 國峯住建 － 大工が手掛けるちょこっとリフォームのPR事業

2286 埼玉県 ＡＰＰＬＡＵＳＥ鉄馬 －
ワッペン・刺繍小物の開発及び1枚からのオーダーメ
イド受注

2287 埼玉県 新井塾ベストサクセス －
当塾の魅力が外部に発信できるホームページの作
成・看板の作製

2288 埼玉県 住まいるーむトシオカ 3030001105899
コインランドリーのイメージ向上と利用促進による売
上拡大事業（

2289 埼玉県 ナカムラ内装 －
ニャンと驚く「ネコ向けトータル内装サービス」の開
始！

2290 埼玉県 ㈱池田 2030001073057 葬儀業界初！事前相談に向けた事前相談

2291 埼玉県 ㈱ウィルグリーン 4030001087740
お客様を迎え入れられサンプルの確認が出来る商
談スペースの開設

2292 埼玉県 久保秀夫木材商店 －
積算業務の強化で顧客満足度アップを図るCAD-
A,Sの導入

2293 埼玉県 民宿　白砂荘 －
高齢社会に対応、身障者に優しい施設への改修で
更なる売上向上

2294 埼玉県 ワイ・マネジメント㈱ 1030001091431
「長瀞とガレ with カクテルトマト」アンテナプロモー
ション

2295 埼玉県 ㈱イノウエ 4030001091354 「長瀞のデリカッセン」プロジェクト
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2296 埼玉県 ｇｅｎｔｉｌｌｅ －
斬新なメニューを取り入れ「長瀞では異色のお店」を
目指す

2297 埼玉県 女郎うなぎ福助 － 歴史ある小川町の魅力発信による名所化事業

2298 埼玉県 ㈱たばた 4030001071983 市販品をプレミアムにする自動彫刻機の導入

2299 埼玉県
訪問リハビリマッサージ
ホームリハ

－
　新規顧客の獲得に向けたウェブサイトおよび広告
配布物の作成

2300 埼玉県 ㈱アルク純誠会 8030001107098
新しい事業所における設備の導入とインターネットに
よる告知

2301 埼玉県 ㈱ボズスピード 7030001036991
ディーゼルデモカー製作とHP改良による新規顧客獲
得事業

2302 埼玉県 ㈱ゲンダイ 1030001036650 ホームーページを活用した新規顧客開拓事業

2303 埼玉県 (有)モリ企画 7030002050026
ゴルフ練習場打席の夜間環境向上によるミドル層の
集客の強化

2304 埼玉県 ㈱フィット 9030001036973 自転車フレームコーティングによる新規顧客創出

2305 埼玉県
ふじみ野絵画工芸教室
アートふじみの

－
レーザー加工機を導入し工芸授業の内容充実を図
る

2306 埼玉県 朝榮(有) 7030002080254
「本格四川の麻婆豆腐」を強調した看板による集客
力向上事業

2307 埼玉県
おそうじ本舗　ふじみ野亀
久保店

－
カーペット専用洗浄機材導入で定期清掃獲得と客先
の集客アップ！

2308 埼玉県 (有)神木工務店 2030002076447
子育て世代や高齢者の販路開拓とリピート率地域ナ
ンバー１を実現

2309 埼玉県 Ｈａｉｒｍａｋｅ　ＩＶＯＲＹ －
キッズスペース開設で転入者ママの新規顧客獲得と
単価アップ実現

2310 埼玉県 ワンズワンコーヒー －
女性顧客、高齢者顧客の拡大を主とした快適環境の
店づくり

2311 埼玉県 ㈱中山商店 7030001071543 パートナーシップ強化による地域活性化事業

2312 埼玉県 (有)クリナス 2030002097575
『企業理念を届けるホームページ』等新規立ち上げ
での営業拡大

2313 埼玉県 高野治療院 －
1人でも多く笑顔で日常生活を過ごせるための鍼灸
治療院PR事業

2314 埼玉県 エコデザイン㈱ 7030001071469 オゾン発生器新製品の試作及び販促ツールの作成

2315 埼玉県 (有)Ｈ＆Ｔ 2030002122787 骨無し鮎のオーブン焼きの開発及び販路開拓

2316 埼玉県 サン・グリーン㈱ 3030001091165
『秩父天然水満願』販促のためのブランド化、及び販
路開拓を行う。

2317 埼玉県 ナオ・シング㈱ 3030001056572 自社ブランドの高機能腰枕の販路拡大事業

2318 埼玉県 ㈱オカベ 6030001089099 提案営業による「ガス外収益アップ計画」

2319 埼玉県 協和食品工業㈱ 4030001087451
一般消費者向け、直売所看板設置とホームページ
作成で認知度向上

2320 埼玉県 (有)ムラカミ 5030002116002
当店自慢の用途に併せた気配り弁当の提案による
販路開拓事業

2321 埼玉県 正喜バル －
外販用薪窯製作に伴う効率的な受発信型HP新設に
よる販路開拓事業

2322 埼玉県 大木商産㈱ 8030001087646
ノベルティグッズの無料配布から内装工事の直販体
制の強化

2323 埼玉県 鮨幸ＫＯ-ＮＯ乃 －
プチ庭園で鮨を満喫。ちょっと贅沢な季節のメニュー
提案事業
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2324 埼玉県 金久保産業㈱ 1030002115742
波久礼店に特化した看板設置とラッピングカーによ
る販売促進事業

2325 埼玉県 京亭 －
ホームページ開設による新規顧客の獲得と情報発
信による販路開拓

2326 埼玉県 うま幸亭　古偉怒 －
駅利用者や近隣の方々に好まれる入りやすい店作
り

2327 埼玉県 ㈱酒井材木店 7030001085898
ショールーム販売の新たなサービスの提供による販
路拡大事業

2328 埼玉県 (有)大川石材店 1030002115726
墓石事業の一貫した新たなサービスの提供による販
路開拓事業

2329 埼玉県 ㈱きぬのいえ 3030001085885
新商品開発並びにホームページ作成による販路拡
大事業

2330 埼玉県 (有)アムールワールド 6030002115309
東秩父村「和紙の里」周辺に看板設置による集客力
強化事業

2331 埼玉県 薪石窯ＰＩＺＺＡたんぽぽ －
高齢者や女性に配慮した手すり設置による集客力
強化事業

2332 埼玉県 (有)柴田商事 3030002058717 英語によるそば打ち動画による販路開拓

2333 埼玉県 (有)シヅオニット 6030002058672
“BELLEG”　自社ブランド立ち上げによる新規販路拡
大事業

2334 埼玉県
(有)ＫＴＳミュージカルプロ
ダクツ

1030002067117
ヨーロッパマーケットにおける新規販路開拓と販売促
進

2335 埼玉県 かなえハウス㈱ 2030001047267
世界にひとつだけのモノづくりと暮らしを楽しむ「ＤＩＹ
教室」

2336 埼玉県 (有)栗山工務店 4030002058633 ＬＤＫリフォームを拡充するための改装

2337 埼玉県 パティスリーパスティーユ －
町の手作りケーキ屋の店舗改装によるお店アピール
とチラシ作り

2338 埼玉県
Ｂｅａｕｔｙ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓ
ａｌｏｎ　わたあめ

－
よもぎ蒸し導入の広告宣伝による、新規顧客＆リ
ピート客獲得

2339 埼玉県 (有)エーピーシー 5030002084604 犬専門スパ・ホテルサービスの事業化と販路開拓

2340 埼玉県 初雁木材(有) 7030002059307
ＺＥＨ対応の『木』と『太陽光発電』が融合した新築住
宅のＰＲ事業

2341 埼玉県 ㈱阿部製作所 1030001047078
店舗装飾品制作事業進出に於いての販促拡大強化
事業

2342 埼玉県 ㈱Ｉ　Ｃａｎ　Ｓａｙ 1030001048258
イングリッシュ・クラブ(仮)…英語・英会話総合サービ
ス事業

2343 埼玉県 興進鋼業㈱ 3030001036673 耐震部材製造への新規参入

2344 埼玉県 寺島建設㈱ 4030001113967
空き家対策とリノベーション事業の販売促進に伴う
販路開拓

2345 埼玉県 シティシステムズ －
高齢者対応スクールとして教室の内外整備による集
客力向上事業

2346 埼玉県 (有)カヌーテ 4030002122819
新たな観光事業「よりい川下り」の創設による販路開
拓

2347 埼玉県 鮨今野 －
女性・高齢者向けのランチサービス開発による新た
な販路開拓

2348 埼玉県 あゆみホーム㈱ 1030001089095
竹林伐採請負から不動産売却へつなげる新たな事
業展開

2349 埼玉県 ㈱はな 4030001111970
新たなブランディング計画による、新規顧客の販路
開拓事業

2350 埼玉県 ㈱サーモエンジニアリング 7030001070248
省エネルギー、低コスト、安全性に配慮した電気炉
の販売促進事業

2351 埼玉県 ㈱ヨリイクリーン 6030001085998
高齢者向け見守りサービス事業展開に伴う販路開
拓事業
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2352 埼玉県 ㈱茶茶 8030001040778
新商品を中心とした販売拡大のためのネット販売シ
ステムの構築

2353 埼玉県 居酒屋　きんぎょ －
高齢者を中心とした集客向上のための店舗改善事
業

2354 埼玉県 剱山会計事務所 － 最安値の会社決算申告サービスで集客する事業

2355 埼玉県 レディース鍼灸 －
「養生・美容きっかけコース」新設からの集客向上・
販路開拓

2356 埼玉県
㈱Ｈｅａｒｔ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｊａｐ
ａｎ

7030001108931
不妊専門治療法の周知による来院者の増加・サービ
スの向上促進

2357 埼玉県 (有)鈴木商店 9030002116849 新戒ねぎのブランド化による販路開拓

2358 埼玉県 お茶の田村 －
新パッケージ「もて茶ってBOX」の開発と大手百貨店
等へのＰＲ

2359 埼玉県 ㈱山水花園 5030001070299
四季を感じる癒しとくつろぎの空間を地元住民に提
供できる花屋

2360 埼玉県 マルツ食品㈱ 9030001087496 深谷漬物輸出用カタログ作成計画

2361 埼玉県
馬のジュエリー　ＥＱＵＯ
ＲＯＭＡＮＯ

－ 馬愛好家のための美術・ジュエリー教室の展開

2362 埼玉県
クリーニングハウス　ＰＯＰ
Ｏ

－ ハイブリッド型集配システム広報プロジェクト

2363 埼玉県 ㈱ｂｅｅｃｈ 6030001113552
日本特有の商品開発及び新規獲得の為の合同展示
会出展

2364 埼玉県 Ｆｉｔ　ｈａｉｒ －
くせ毛対応新メニュー作成　女性が来店しやすいお
店作り

2365 埼玉県 (有)市川商店 6030002116199 店舗外側の上部に看板を作成及び立て看板作製

2366 埼玉県 合同会社Ｂｅｌｌｅｍｅｒｅ 1030003007220
現顧客層以外の層に向けたチラシ・ＤＭ配布等によ
る新規顧客開拓

2367 埼玉県 田島建設㈱ 2030001042152
木造耐震リフォームに取り組んで桶川市のお客様か
ら集客を得る

2368 埼玉県 新川お好焼 －
暑い夏場も含めて一年中リピートに愛されるお店づく
り

2369 埼玉県 (有)モトスポーツスズキ 1030002041484
時代おくれの汲み取り式トイレを水洗トイレにかえ新
規顧客獲得

2370 埼玉県 山根材木店 － 材木屋から提供する家づくりで販路開拓

2371 埼玉県 うどん専門店彩佳 －
新しいお客様を呼ぶための新しいメニューの販路開
拓

2372 埼玉県 Ｅ-Ｆｉｒｓｔ －
さらなる顧客獲得のためのホームページ開設による
ＰＲ活動

2373 埼玉県 家具のマルキヤ －
新たなルームセットの展示方法と販促強化で売上
アップ

2374 埼玉県 米田行政書士事務所 －
相談業務サービスの充実促進及びセミナーや相談
会による顧客・市場の開拓

2375 埼玉県 金沢屋　鳩山店 －
商圏拡大を目的としたチラシの配布と新規顧客の獲
得

2376 埼玉県 ヒロ整骨院 －
水素水生成器の導入及び当該機器貸出しによる顧
客開拓

2377 埼玉県 ＦＵＫＵＹＡ　ＡＳＡＲＩ －
外国製高級服地を使用したオーダーメイド乗馬服の
受注生産販売

2378 埼玉県 理容室ルフレ －
たまご肌シェービングによる新規顧客層（女性客）の
開拓

2379 埼玉県 コスメティクスにしだ － 「老舗化粧品店」発　　店舗・地域再生計画
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2380 埼玉県 (有)イチカワ 6030002092110
「シニア世代に安心・優しい店♪」企業イメージ向上
プロジェクト

2381 埼玉県
カイロプラクティックオフィ
スアイダ

－
仕事や子育てのストレスよる腰痛肩こりに特化した
施術の販路開拓

2382 埼玉県 ＢＥＡＣＯＮ　ＷＯＲＫＳ㈱ 9030001111446 職人と資材店を繋ぐVisGet（ビスゲット）の開発・運営

2383 埼玉県 (有)システム美建 2030002095232 個人顧客からの外構工事の受注拡大

2384 埼玉県 ㈱イリスコ 3030001018853
米国製の新規弾性包帯及び安価トリートメントテーブ
ルの販売事業

2385 埼玉県 (有)あべ木工事 1030002116195 いい感じの大工さんがあるぞ！と知ってもらおう計画

2386 埼玉県 塚越板金 －
ハウスメーカー依存体質からの脱却！板金屋根工
事獲得作戦

2387 埼玉県 ㈱大隅商店 6030001042074
ウェブサイト制作とフライヤー配布による新規顧客開
拓

2388 埼玉県 若醇煮干　樹 － ・新参ラーメン店の認知度向上

2389 埼玉県 (有)井上酒店 7030002039300
新規顧客開拓・顧客密着のための新たな宅配サー
ビス事業

2390 埼玉県 矢野農園 －
敷地内出入り口に看板の設置。新しい客層の取り込
みを狙う。

2391 埼玉県 ㈱チームしゃもん 9030001100705
犬猫に優しい微酸性除菌水による、より良い皮膚診
療・トリミング

2392 埼玉県 瀧ヶ谷ドリーム王国 －
“和”のバーベキューハウス開設による売上拡大事
業

2393 埼玉県 黒澤木工所 －
施設保全工事等における「小回り・低騒音作業」の実
践と事業所ＰＲ活動

2394 埼玉県 ふじや食品(有) 7030002093900
地域の特色を活かしたお豆腐ジェラートの開発と販
売促進

2395 埼玉県 (有)酒本肥料越生店 7030002093842
農家のためのリアルタイム土壌・堆肥の総合診断
サービスの展開

2396 埼玉県 つけ麺（つけめんさと） －
電車からも見える店舗ＰＲ看板の設置による集客力
アップ作戦！！

2397 埼玉県 美容室ｐｌａｃｅ －
日本人の女性７０％がかかえる髪の悩みを解決する
メニューの展開

2398 埼玉県 根っこの花工房 － 新規顧客層開拓及び集客力アップのための諸施策

2399 埼玉県
行政書士新井総合法務
事務所

－
看板設置による、家族信託契約、相続手続きサポー
トの販路開拓

2400 埼玉県 ㈱ノスク 4030001049105
協力業者との統一感を持つブランディングによる相
互の顧客発掘

2401 埼玉県 フリージア㈱ 7030001061189 介護施設内に喫茶ルームを新設し販路拡大を図る

2402 埼玉県 松原鍼灸治療院 － 在宅往診マッサージの特色強化、患者拡大

2403 埼玉県 お豆ふ処　うめだ屋 －
当店の強みを活かしリピーターを増やすための取り
組み

2404 埼玉県 永峯寝具㈱ 1030001044975
『襟元だけでも効果抜群！羽毛布団ふっくらサービ
ス』の実施

2405 埼玉県 坂巻醤油店 －
他店との協働による醤油パイの開発と工場見学によ
る売上の拡大

2406 埼玉県 関口塗装 －
個人向け販売促進による屋根・外壁塗装工事の元
請受注の拡大

2407 埼玉県 (有)大竹製作所 6030002092176
レーザー加工機による小売店・個人事業者向け金属
加工業務体制構築
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2408 埼玉県 山田町整骨院 － 「痛みの可視化」による最新治療プログラムの構築

2409 埼玉県 ㈱住天不動産リアルティ 9030001098477
中古物件再生プロジェクト　住まいも心も一新計
画！！

2410 埼玉県 (有)安野自動車整備工場 7030002093017
誰もが気軽に安心して利用できるユニバーサルトイ
レの設置

2411 埼玉県
キッズフォトスタジオピー
カブー

－
写真品質の向上とオリジナル商品の導入、および宣
伝広告事業

2412 埼玉県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｍｕｔｔｅｒ －
近隣エリア初のピラティスプログラム導入とPRで新
規顧客を獲得

2413 埼玉県 ㈱中原工業 5030001054186
顧客宅の展示場化と施工イメージ提示で元請け率
アップ計画

2414 埼玉県 ㈱内田建設工業 3030001087428 公共工事依存体質脱却！民間工事獲得事業

2415 埼玉県 ㈱ヒュームスター 6030001092490 シルバーコンシェルジュ

2416 埼玉県 ソリューションラボ㈱ 2030001046748
販売方式の変更に伴う展示会・説明会開催による顧
客開拓事業

2417 埼玉県 ほぐし屋むさし － webサイトと看板追加などを利用した売上増加施策

2418 埼玉県 魚菜味 －
顧客満足度向上及び集客力アップの為のテーブル・
椅子設置事業

2419 埼玉県 (有)アクティブ・ワン 9030002040875
ブランドイメージの確立と認知度向上に向けた情報
発信事業

2420 埼玉県 焼肉ダイニング加須園 －
顧客ニーズと新しい客層の獲得に向けた店舗改装
事業

2421 埼玉県 食堂カフェ　ラフ －
顧客ニーズとお弁当・惣菜テイクを活用した集客力
強化事業

2422 埼玉県 ㈱黒川塗装工業 8030001111257 お客様の安心で安全な住まいのサポーターＰＲ事業

2423 埼玉県 三ツ矢産業㈱ 1010001058060
デジタル印刷入り全面反射布「P-Ref Cloth」の販路
開拓

2424 埼玉県 吉田自動車 －
塗装用洗浄シンナー再生機の導入によるコスト削減
からの販路開拓

2425 埼玉県 ㈱清水組 6030001060786 鉄筋加工で新規事業参入と新規顧客獲得

2426 埼玉県 天空の楽校 －
グラウンドをイベントスペースとして活用し新たな観
光スポットへ

2427 埼玉県 (有)渡辺建材 5030002114757
日本人なら瓦屋根プロジェクト　瓦屋根展示場案内
看板の作成

2428 埼玉県 Ｋｏｎ　パン － 冷蔵冷凍設備を導入し、チャンスロスを改善する。

2429 埼玉県 リンクスライフ㈱ 5030001083821
高齢者向け配食サービスの新サービス「一分間便利
サービス」訴求

2430 埼玉県 (有)野史止テニスクラブ 2030002061829
リターンプレイヤーが安心してテニスを楽しめるプロ
グラムの提案

2431 千葉県 有限会社芝仙 8040002083569
葬儀場改築と現場調理サービスの展開による新規
客獲得事業

2432 千葉県 マハロ －
新たな顧客獲得を目指したオリジナルスイーツの販
売力向上事業

2433 千葉県 大多和自動車 －
ホームページ作成及びインドアビュー導入による新
規顧客の獲得

2434 千葉県 株式会社　御宿活魚 1040001075350 活魚・活貝の活力アップ・生存率アップ事業

2435 千葉県 株式会社　市川工務店 9040001043317 レンタル貸し工房及びＤＩＹ教室設立で新規販路開拓
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2436 千葉県 Akamai English Academy －
長時間預かり、日本語教育を望む新たな顧客層の
獲得

2437 千葉県 愛情果　有限会社 5010902026335
海外展示会等への参加、新商品開発及び広報販売
の強化

2438 千葉県 小山建築工務株式会社 3040001075332
ソフト導入で作業効率・提案力アップ！地域一頼れ
る工務店へ

2439 千葉県
(株)タキグチコーポレー
ション

5040001075124 ビーチタウンにふさわしい不動産屋の開発

2440 千葉県 株式会社　白鳥丸水産 8040001075286 飲食施設兼土産物店改修工事に伴うＰＲ

2441 千葉県 シーマイルズ －
手ぶらでサーフィン！サーフボードロッカーの設置事
業

2442 千葉県 A FIRST STEP －
英会話教室の受入れ体制強化と広報活動による新
規客獲得事業

2443 千葉県 有限会社関自動車工業 8040002102642
商圏拡大、新規顧客獲得の為の営業・販促強化及
び野外電気の設置

2444 千葉県 株式会社　コトブキ 8040001066830
リフォーム顧客層獲得に向けた企業宣伝による領域
開拓の実現

2445 千葉県 株式会社芳泉茶寮 1040001092627
都心、近隣地域、外国人に向けた情報発信強化によ
る認知度向上

2446 千葉県 ガーデンどうぶつ病院 －
安全な麻酔管理と眼科検査の導入による診療の拡
充

2447 千葉県 株式会社　ＰＯＤ 9040001091844
販路開拓のための動画制作に伴うチラシ制作・プロ
モーション事業

2448 千葉県 高橋輪業 株式会社 9040001075161
スタットレスタイヤ保管サービス及び駐車場の整備
事業

2449 千葉県 有限会社　国松工務店 9040002102617
ゼロエネルギーハウスをメインとしたホームページ作
成事業

2450 千葉県 株式会社神野工務店 6040002058993
モデルハウスを活用した快適・健康な住空間を提案
した販路開拓

2451 千葉県
株式会社ワイコーポレー
ション

6040001075908
白井市の農業を応援する地元野菜を使ったサラダ
バーの拡販事業

2452 千葉県 ウィンテック㈲ 7040002057029
油圧式エレベーター向けシリンダーパッキンの販路
開拓と販売促進

2453 千葉県 有限会社　吉野屋 4040002080487
化粧品部門とウォーキングシューズ部門の販路開拓
とおもてなし

2454 千葉県 有限会社　なみ川 2040002084812
高単価ケータリング事業の折込広告などによる販路
拡大

2455 千葉県 坊ノ内養蜂園 －
商談用店舗兼ハチミツ商品及び巣箱製造事業所の
改装事業

2456 千葉県
株式会社サイトウクリーニ
ング

8040001068595
新JIS表示を踏まえたウェットクリーニングサービスの
拡販事業

2457 千葉県 ごはん屋ＧotＺＡ －
店舗外周への店舗看板設置及び液晶看板の設置に
よる広報宣伝活動

2458 千葉県 桔梗庵 － 顧客満足度の向上および客単価向上の実現

2459 千葉県 (有)伊丹 2040002102854
写真付広告物の作成によるアイキャッチセールス販
促事業

2460 千葉県 カネコモータース － 車両診断テスターで愛車のカルテ作成！

2461 千葉県 富士無線機材株式会社 3040001075175
コンプライアンスの保証の為、自社工場生産ラインの
確立

2462 千葉県
有限会社　銀鱗荘ことぶ
き

1040002100388 絶景と癒しの空間「波見カフェ na-miカフェ」の創造

2463 千葉県 手作の味　千花 －
「しずる感」（食品のおいしそうな感じ）を大切にして
顧客獲得
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2464 千葉県 佐藤工業株式会社 4040001046299
下請からの脱却を図る為、屋根鈑金工事の提案と強
化事業を実施

2465 千葉県 有限会社　とみさわ 2040002059814 高齢者・女性（中高年・子育て世代）にやさしい店舗

2466 千葉県
有限会社ホテルニュー
オーツカ

4040002080446
アリーナ改装による新規顧客の獲得と売上高・稼働
率の向上

2467 千葉県 光崎館 －
新規顧客獲得のためのスポーツ合宿における環境
改善事業

2468 千葉県 株式会社　エネライズ 1040001074807
ＨＰ作成による企業イメージ刷新と販路拡大に向け
たきっかけ作り

2469 千葉県 株式会社戸倉商店 1040001074451 太陽光発電システム　保守・点検事業

2470 千葉県 有限会社村上建築工房 7040002101389
HPリニューアルによる「国産材・大工職人がつくる
家」PR事業

2471 千葉県 和光食堂 －
真空包装機を使用した新メニュー「伊予ヶ岳御膳」の
開発事業

2472 千葉県 株式会社三水ホテル 3040001074276
ロビー及びギャラリーショップの快適化と外国人観光
客の誘客事業

2473 千葉県 美容室フルール － 他店との差別化および新メニューの為の店舗改装

2474 千葉県 tukurite －
教室の快適化とニットソーイングレッスンによる新規
生徒様の獲得

2475 千葉県 加藤自動車工業 －
エアーコンプレッサーの大型化による作業分野の拡
大化事業

2476 千葉県 株式会社シモノ
20400 0107
5151

移動式彫刻機一式導入による墓石への戒名追加彫
刻事業

2477 千葉県
ｾｷﾊﾂｵｰﾄﾜｰｸｽ　有限会
社

7040002102916
スキャンツール導入による整備及び次世代自動車の
販路拡大事業

2478 千葉県 弁護士法人九十九里 9040005019008
千葉県旭市（東日本大震災被災地域）への販路開
拓

2479 千葉県 ＺＹＭＯ － 食物酵素作用を活かした、高級ペットフードの開発

2480 千葉県 株式会社　盛栄堂 2040001095224
新商品の開発・販売による夏季の売上安定化を実
施する事業

2481 千葉県 有限会社　須永石油 7040002056253
新型ポリマー加工の導入及びタイヤ販売の新規開
拓

2482 千葉県 そば処　くらや － 店舗バリアーフリー化による来店頻度向上事業

2483 千葉県
株式会社 大多喜食品工
房

4040001080703
大多喜町産たけのこのブランド化と関連商品のPR事
業

2484 千葉県 株式会社　創食　ゆば喜 4011701004490
豆乳カフェと揚げたて惣菜の提供で展開するオープ
ンカフェ事業

2485 千葉県 隠れ屋敷 典膳 －
隠れ屋敷に隠されていた醍醐味は、隠さずにブラン
ド化する事業

2486 千葉県
足の専門店Pedi・
Happiness

－
靴のインソール導入に伴う新メニューの開発及び販
路開拓事業

2487 千葉県 株式会社　ニシノミヤ 7040001074710
憩いのスペースを求めるお客様を店頭へ誘致して休
息させる事業

2488 千葉県
リラクゼーション＆アクセ
サリー潮音

－
南房総海岸の漂着物アクセサリーのワークショップ
開催と販路拡大

2489 千葉県 有限会社佐久間商店 5040002083068 家族客および女性客獲得のための店内快適化計画

2490 千葉県 グリーンライト － 気楽に入れる植木屋さんの売上向上事業

2491 千葉県 増田屋 －
店舗の視認性向上と高齢者･障害者に優しい店舗作
り
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2492 千葉県 東栄株式会社 1040001061152
メンテナンスによる機能維持と持続可能な生活を創
造するサービス

2493 千葉県 備後屋畳店 －
縁無畳を使用したくつろぎスペース提案による販売
強化事業

2494 千葉県 小川建材工業株式会社 7040001061279
浄化槽底版、民需向け製品の販売・販売エリア拡大
化事業

2495 千葉県 やまざき商店 －
高齢者・少人数家族向け「玄米の保管・当日少量精
米サービス」

2496 千葉県 近藤商店 －
お客様のニーズに合わせたサービス提供とＰＲ活動
による販売増強

2497 千葉県 こん野鍼灸・整骨院 － 高齢患者及び、鍼灸治療の集患率向上の実現

2498 千葉県 たこ焼き　てんがちゃや －
新型タコ焼き銅板の導入と新商品開発による販路拡
大

2499 千葉県 岡本運送有限会社 9040002002429
業務効率化による介護ベッド引っ越しプランの販売
促進事業

2500 千葉県 株式会社貴匠庵 2040001025230
健康・自然派志向の30代女性向け　蕎麦スイーツ物
販事業の展開

2501 千葉県 平山洋品店 －
高齢者の買い物送迎サービスを告知する為のチラシ
作成と配布

2502 千葉県 茶室「此君亭」 － 国内外に「茶道」を紹介するための広報力の強化

2503 千葉県 ikshair －
加齢毛に対する白髪染と治りやすいストレートの同
日施術メニュー

2504 千葉県 嶋田塗装 －
塩害対策塗装を切り口にしたリフォーム事業への進
出

2505 千葉県 カットスタジオ　アベ －
女性活躍を応援！理容業の癒しと気分転換による
健康維持提案事業

2506 千葉県 食事処なかむら －
ＨＰで「おらが丼」をＰＲ、地元食材の活用で地域を元
気に！

2507 千葉県 塔之越 －
「安心・安全な田舎暮らし体験　一貫体験ツーリズム
強化事業」

2508 千葉県 有限会社鮨笹元 8040002100877 笹元名物！焼き寿司の洗練化事業

2509 千葉県 スワン電器株式会社 2040001067181 海外展開のための展示会出展事業

2510 千葉県 株式会社池田製作所 9040001061335
ホームページおよびパンフレットの新規作成による広
報事業

2511 千葉県 フルーツ街道夢農場 －
観光農園併設のカフェ厨房の冷凍冷蔵庫及びＰＯＳ
レジの導入

2512 千葉県 有限会社　フジケンＥＸ 5040002059902
スタンプコンクリート用型押しマットを利用した新規顧
客増加事業

2513 千葉県 本宮オート －
ＢＭＷ中古販売事業とリピート率向上の為、商談ス
ペース改修事業

2514 千葉県 株式会社美空工房 2040001045054 新規顧客開拓のためのリフォーム事業の強化

2515 千葉県 みはらしやクリーニング店 －
効率化アップ 特殊な物も取り扱うクリーニング工場
への変革

2516 千葉県 鮮魚あさひ丸 －
旬の鮮魚を食べやすく調理してお届けする「鮮魚デ
リ」

2517 千葉県 サザエ －
四季のあるお店づくりへトータルコーディネートと集
客向上事業

2518 千葉県 レストラン　ヴォン －
看板メニューの「看板化」による新規顧客獲得のため
のＰＲ事業

2519 千葉県 Nail Room HANABI －
店舗アピールとイメージ戦略による見込顧客と新規
顧客の獲得
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2520 千葉県 有限会社コボリ分店 5040002086368
カフェの魅力度UPと外国人観光客向け土産品の開
発販売

2521 千葉県 有限会社丸越楽器 2040002086486 認知度・快適性向上とコース新増設による顧客開拓

2522 千葉県 株式会社エコメディ 3040001082972
痛みで動けない方や自宅で孤立してしまっている往
診施術の提供

2523 千葉県
有限会社　薬の広小路我
孫子店

2040002094290
子宝（不妊）相談のセミナーやHP改装による売上向
上

2524 千葉県 有限会社福一 3040002093011
贈答品利用者強化のためのブランドイメージ発信事
業

2525 千葉県 有限会社　加納商店 8040002080517
古民家デイサービス「たけの子」の外構工事による
環境整備事業

2526 千葉県 大谷家具製作所 － 新商品開発・販路開拓・ブランド構築

2527 千葉県
有限会社芝野オートサー
ビス

5040002059547 保険難民をターゲットとした、個人顧客の開拓

2528 千葉県 株式会社ニッポン食堂 1040001046062
野菜ジュース開発と石窯料理による集客と売上倍増
計画

2529 千葉県 Bali Trading －
バリ島空間を生活に取り入れる事業者とのマッチン
グ

2530 千葉県 Restaurant & Bar SAYAN －
テラス席・周辺設備導入による機会損失防止・顧客
満足度向上事業

2531 千葉県 民宿　政右ヱ門 －
外国人に優しく、日本人にも優しく、民宿の良さをＰＲ
する事業

2532 千葉県 有限会社　ライズ 6040002101349 地域に密着したこだわりの店舗づくりの実施

2533 千葉県 有限会社　下田自動車 5040002100616
地域の活性化の実現と新車展示会の開催を実施す
る事業

2534 千葉県 日本料理 あきの －
テーブル席導入・新メニューの創出とHPによる新規
顧客開拓事業

2535 千葉県 しばちゃんの台所 － ＨＰ作成・移動販売による販路開拓・売上拡大

2536 千葉県 株式会社　スタイル 2040001073626
子育て世代の年齢層獲得の為の打合せスペースの
改修事業

2537 千葉県
ヘアーサロン　ディシェー
レ

－
店舗改装及び新メニュー開発による新規顧客獲得
事業

2538 千葉県 優光丸 －
海釣りの見える形で集客とお客様へのコンシェル
ジュ事業

2539 千葉県 三富士屋 －
インターネットと地域特性を活かした宿泊客の集客
宣伝

2540 千葉県 有限会社　村井 8040002100241
海の上でも居心地よく、新規顧客獲得のためのサー
ビス向上事業

2541 千葉県
株式会社オーディオファイ
ル

4040001056819 外国人への技術研修会事業

2542 千葉県 株式会社　ＯＮ 2040001091834 ホームページ・ＳＮＳを活用した販路開拓事業

2543 千葉県 music&dinner zig-zag －
ライブ・イベント・スポーツ観戦が出来るレストラン事
業

2544 千葉県 株式会社ネオクラフト 5040001091740
建設業活性化するウッドデッキ集客の専門のポータ
ルサイト開設

2545 千葉県 安藤写真館 －
利便性の向上へ～若い母親たちのための空間づくり
～

2546 千葉県 株式会社きのえね農園 9040001072935
農業の６次産業化をめざす観光農園の推進と地方
活性化

2547 千葉県 株式会社　飯沼本家 1040001047465
地域活性化をめざし日本酒を活用した観光客誘致に
よる直販事業
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2548 千葉県 紫季 －
認知度向上による顧客開拓とくつろぎの演出による
客単価向上

2549 千葉県 ミニトリップ株式会社 4040001086056
インバウンド開拓、パーソナルツアーガイドのサービ
ス開拓

2550 千葉県 ＳＬＯＷ －
武道メソッドをサーフィンに活かしたスクール展開に
よる販路拡大

2551 千葉県
Panorama Craft（ﾊﾟﾉﾗﾏｸﾗ
ﾌﾄ）

－
自社ホームページのリニューアルとＳＥＯ対策による
集客力の強化

2552 千葉県 有限会社かん七 6040002071096
座敷用椅子とテーブルの導入による満足度の向上と
新たな販路開拓

2553 千葉県 株式会社ＳＫ企画 4040001094389
当社の信用を高め、強みを活かした営業活動の展
開による販路開拓

2554 千葉県
有限会社飯島印刷サービ
ス

5040002097869
自費出版と特殊加工斜めカット入り「不審者カード」
で個人客獲得

2555 千葉県 株式会社フィールド 4040001072089
会議や接待、祝い事の高級弁当宅配サービスによる
販路開拓

2556 千葉県 三海フーズ　ペッピーノ －
顧客満足度の向上による予約件数増大、および客
単価向上の実現

2557 千葉県 株式会社山田屋 1040001067067
嗜好肉（馬肉）の品揃え強化による精肉専門店の魅
力ＰＲ事業

2558 千葉県 吉岡茶房 －
いちごシロップの100％内製化によるブランド力向上
及びＰＲ

2559 千葉県
株式会社あびこ保険サー
ビス

4040001086428
店頭看板の宣伝効果強化とコアターゲットに絞った
広告戦略

2560 千葉県
株式会社日本メディカル
ホールディングス

5040001070744
当社の強みを活かした新規事業の実施による新た
な販売機会の創出

2561 千葉県 うなぎ川僚 －
集客力向上のためのホームページ作成と広報活動
の強化

2562 千葉県 アンズバー －
広告による新規顧客及び英語メニュー作成に伴う外
国人客の取込み

2563 千葉県 株式会社ジョリーブ 6040001059902
アミノ酸系シャンプー個人販売向け知名度アップ＆
販路拡大

2564 千葉県 株式会社里実 6040001087390
高齢者が集中する地区の空家再利用で介護サービ
スの新拠点づくり

2565 千葉県 かめやま特許商標事務所 －
特許や商標等を通して、中小企業のビジネスチャン
スを守る。

2566 千葉県 こころぎ整骨院 －
スポーツと健康増進をトータルケアする為のレッド
コード導入

2567 千葉県 サロン・ド・ムーリス － 新メニューを盛り込んだチラシによる新規顧客獲得

2568 千葉県 はこや － 海外向け似顔絵ハンコの開発・販路開拓

2569 千葉県 株式会社ハルク 2040001042358
中古住宅のデザインと機能の高いリノベーションによ
る販売促進

2570 千葉県 株式会社髪型相談所 1040001080508
新客層開拓！髪をキレイに！髪質改善ヘアエステ普
及作戦

2571 千葉県 有限会社岩井製作所 5040002037602
医療機器部品の東南アジア地域への販路開拓を介
した海外事業展開

2572 千葉県 有限会社三冨士建設 4040002058442
家具製造分野進出に向けた施設内照度向上による
生産環境の整備

2573 千葉県 株式会社オートバリュー 7040001070123
ライトアップによる中古車査定・買取効率による売上
拡大事業

2574 千葉県 株式会社トウセイ 6040001067491 顧客を増加させるための新商品開発及びＰＲ事業

2575 千葉県 株式会社マツウラ 3040001067247 リフォーム付加サービスによる販路拡大事業
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2576 千葉県 有限会社　土善 6040002087976 シニア総向け会食プラン展開による販路拡大

2577 千葉県 合同会社メイトジャパン 5040003005566 新パッケージ(米袋)作成による販路拡大事業

2578 千葉県 有限会社　髙橋容器 9040002100934
～夢を包み、心を結ぶ～　ラッピング用品販売強化
事業の実施

2579 千葉県 有限会社　山一天幕商会 6040002101101
デザイン設計から施工まで一貫した作業で顧客満足
度ＵＰ作戦

2580 千葉県
山武九十九里海岸 海の
塩プロジェクト

－
手作り塩の体験ブースの改装とＨＰ作成による販路
拡大事業

2581 千葉県
LOVES COMPANY 株式
会社

6040001093595
外注依存からの脱却！シルクプリントビジネス成長
戦略事業

2582 千葉県 バイクショップエザワ －
自分でバイクをいじりたい人の為のガレージスペー
スレンタル事業

2583 千葉県 株式会社　押尾重男商店 3040001058106
店舗全体を活用した米専門店イメージ集客による地
産地消事業

2584 千葉県 合資会社　寒菊銘醸 2040003003143
ジャパンブランド「地酒」「職人ビール」のビジュアル
訴求戦略

2585 千葉県
合同会社　ツクモ電子製
作所

3040003007242 プリント基板修理サービス「９９Doctors」の展開！

2586 千葉県
有限会社つくも総合保険
事務所

3040002080125
豊かさを実感できるトータルライフアシストマネージメ
ント事業

2587 千葉県 有限会社鍋店フード 9040002057687
店舗である日本家屋の改修による日本酒の販路拡
大

2588 千葉県 フルヤ木材株式会社 2040001062991 フルヤ木材(株)新規市場開拓のための宣伝事業

2589 千葉県
有限会社　アルガマリー
ナ

5040002101572
海外販路開拓「にっぽんの宝物」シンガポール世界
大会への道

2590 千葉県 クラシコバレエ教室 －
パリ・オペラ座バレエ学校指導者監修によるワーク
ショップの実施

2591 東京都 ダスキン小笠原 －
自家生産への切替による商品提供の効率化と品質
向上への取り組み

2592 東京都
小笠原海洋開発株式会
社

4010001062712
若者及び島民・リピ-タ-等、スマホ世代を呼び込むＨ
Ｐづくり

2593 東京都 小笠原観光有限会社 6010002027480
バッテリ-性能アップによる顧客満足及び売上の向
上への取り組み

2594 東京都 株式会社海野技研 3013101000501 板金きょう体や樹脂成型品への印刷体制の構築

2595 東京都 株式会社井上商店 3013101000864
病気予防、未病改善の支援及び商品の推奨・ＰＲ事
業

2596 東京都 貝塚知的財産事務所 － ホ-ムペ-ジを活用した国内外の新規顧客獲得事業

2597 東京都 有限会社かつらぎ 4012402015141
個人客向け直接販売への移行による売上向上に対
する取り組み

2598 東京都 有限会社丸岡商事 9012402004239 団体客向け宴会場の改修事業

2599 東京都 株式会社プリヴェンツ 3012401022296 運動動機づけ測定サ-ビスによる集客力アップ策

2600 東京都 株式会社インゼスト 5012401023425
商業店舗の短納期・美観改善リフォ-ム工事の販促
チラシの配布

2601 東京都 ティーガーデン －
ＨＰと販売ツ-ルによる国立市内での認知度・販売力
の向上

2602 東京都 ウエストアネックス － ホ-ムペ-ジを活用した新規顧客開拓

2603 東京都 カルマックス タジマ －
高級ブランド折り畳み式スポ-ツサイクルで新規顧客
開拓する事業
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2604 東京都 Luce macchia － 新デザイン商品開発、販路開拓

2605 東京都 株式会社KMR 6040001085766 ネット処方箋受付とお薬お届けサ-ビスの提供

2606 東京都 株式会社ダイショウ 3012801008201
ハ-ネスにおけるハンダ作業・端子挿入時における
支援装置開発

2607 東京都
有限会社エー･アール･エ
ス

7012802004170
レ-シングカ-トの静岡サ-キットでのモ-タ-スポ-ツ拡
大事業

2608 東京都 株式会社ロケット 9012401015419
ＣＭ・楽曲映像のクライアント企業への自社技術集
中アピ-ル

2609 東京都 ラスター食糧株式会社 3012401008799
新商品開発と店舗の安全性の改善による小売りの
増加

2610 東京都 有限会社ラヴィール 3013102005367
新サ-ビス導入による顧客単価アップと新規顧客獲
得作戦

2611 東京都 株式会社トート 2013101006417
電気鍼美容機器による健康的な美の施術メニュ-開
発及びPR事業

2612 東京都 株式会社グロウグリーン 7012701013289
広報活動強化による新規顧客開拓とリピ-ト率向上
事業

2613 東京都 アヤキッチン －
親子で料理を楽しみながら、交流も深めるキッチンス
タジオの開設

2614 東京都 株式会社アミテス 8013101006675
販売促進一括請負PRダイレクトメ-ルによる新規顧
客開拓

2615 東京都
有限会社ワイ・エス・マネ
ジメント

4012402012849
提案型商品のPRと見込客誘導のための広報物の作
成

2616 東京都 株式会社三鷹冷暖房 1012401013058
既存顧客に対する更新需要の獲得及び新規顧客の
開拓

2617 東京都
株式会社紀之国屋ベジタ
ブルキッチン

7012801008981
野菜の端材を活用した一般消費者向けの新商品の
販促活動

2618 東京都 つり船海賊 －
新サ-ビスの提供による販路開拓および新規顧客の
獲得

2619 東京都 民宿 船見荘 －
新たなタ-ゲット客への訴求も狙ったパンフレット・HP
の制作

2620 東京都 ダイニングバーだまだま －
ビ-ルバ-としての認知度アップによる売上増加への
取組み

2621 東京都 合同会社グーツー 7012803001274
誰でもできるボルダリング！を広める新規顧客開拓
事業

2622 東京都 株式会社siete 5012401024794 販路開拓のためのＳＥＯ対策強化とチラシ等の作成

2623 東京都 株式会社時田園 4012401003881
新規顧客開拓並びに販売拡大のための自社サイト
制作

2624 東京都 有限会社KIVO TOYS 1012402014138 店頭ディスプレイと広告展開による新規顧客獲得

2625 東京都 株式会社自由時間 3012801008390
カウンセリングル-ム導入による心のケアサ-ビスの
事業化

2626 東京都
オー･リーブ･ジャパン株式
会社

2012401023782 商談展示会出展による新規卸先販路開拓事業

2627 東京都 有限会社イケノ 1012402005822 シニア世代に優しいお店作りによる新規客の獲得

2628 東京都 有限会社細田木工所 9012702007288 国産材を用いた自社製品の開発・販売事業

2629 東京都 梅藤水産 －
くさやの匂いが苦手な方に味を知っていただく燻製
商品販売

2630 東京都 有限会社B.Bプロダクツ 8013102007714
フルオ-ダ-カ-ポ-ト等の金属加工品制作の個人客
向け本格展開

2631 東京都
株式会社ゴールデンレイ
シオ

4012401031024
視覚障がいを持つ方へ点字デザインのギフト商品開
発と販路拡大
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2632 東京都 プラスドリーム －
インバウンド市場を取り込む高品質折り鶴の販路開
拓事業

2633 東京都 近藤醸造株式会社 7013101003277 東京の醤油蔵から発信する「醤油の魅力」

2634 東京都 三鷹みっちゃん －
新規顧客の掘り起こしとリピ-ト顧客の増大のための
ＰＲ活動

2635 東京都 有限会社有原ミ-ト 5020002091221
国産豚肉びっくり均一セ-ルを近隣主婦層へ、チラシ
で認知させる

2636 東京都 株式会社オフイスMINO 9012401025327
女性起業家向け「経営者サロン」の開催に関するＰＲ
の拡充

2637 東京都 ミモザ － 視認性向上と弁当販売拡販に向けたテントの設置

2638 東京都 ビストロねぐろ －
店頭の開放性とアメニティ向上による新規顧客への
訴求力向上

2639 東京都
キュリオステーションつつ
じヶ丘店

－
小学生から始めるロボットプログラミングコ-ス新設に
おけるＰＲ

2640 東京都 K'sクリーンサービス －
在宅介護向けクリ-ニングと家事代行のハイブリッド
サ-ビス事業

2641 東京都 昭島自動車株式会社 4012801001832
「気軽に相談できる自動車ホ-ムドクタ-戦略」による
顧客開拓

2642 東京都 共栄荘 －
ビジネスル-ム事業を活性化させるＨＰ・予約システ
ムの構築

2643 東京都 民宿みなと －
お客様からの直接受注を高めるホームページ・予約
サイトの開設

2644 東京都 ヘアーサロンやまだ －
理容室の再開による理美容サ-ビス提供の実現と集
客力向上

2645 東京都 SK ON THE EDGE －
自社ブランディングと新規オ-ダ-システム構築による
販路開拓

2646 東京都 東大和ラーメン大冬樹 － 経営基盤強化に向けた地元認知度向上活動

2647 東京都 株式会社プラティコ 9012401021318
美容師にも顧客にも優しい”ホットパット”の全国一斉
ＤＭ発信

2648 東京都 有限会社CATHAT 7012702013577
自社の特徴である「物語広告」制作を広く知ってもら
う営業活動

2649 東京都 株式会社ローグトレード 9012701011844
観光客を新たなタ-ゲットとしたお土産品の開発と販
路開拓

2650 東京都 エクセルシアひばりヶ丘校 －
中学3年生の都立高校受験対策強化による業績向
上

2651 東京都 有限会社相澤工業 5012702012531
「左官」による壁作りの良さを紹介するサイト・パンフ
レット制作

2652 東京都 株式会社テクテクテク 7012701012588
商品認知度を向上させるチラシ制作配布、ＷＥＢサ
イト制作

2653 東京都 MEIHA hairmake －
ヘッドスパブ-ス新設による都心のクオリティを求める
顧客の獲得

2654 東京都
ひばりが丘南口すこやか
整骨院

－
外看板及び照明の新規設置、チラシ作成及びポス
ティング

2655 東京都 洋服の玉屋 －
スマホ用ＨＰとチラシ・ＤＭによる新規・既存客への売
上向上事業

2656 東京都 やきとり利久 －
高齢者及び女性向けの椅子・テ-ブル導入による団
体客開拓事業

2657 東京都 カフェ･れら －
ＯＥＭ商品（追加アイテム）の商品開発と販売強化事
業

2658 東京都 FLAIR BY － 高価格帯での販路開拓の為の合同展示会への出展

2659 東京都 しらき鍼灸治療院 －
育児ママをタ-ゲットとした新規顧客開拓プロモ-ショ
ン
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2660 東京都 株式会社みらい 3012701012864 自社営業体制の構築による新たな販路開拓計画

2661 東京都 もりかわ鍼灸治療院 － 腰痛に特化したトリガ-ポイント療法の販路開拓

2662 東京都
有限会社アクティブスタジ
オ

6012702000097
銀塩写真を広める動画WEBサイトによる顧客販路開
拓事業

2663 東京都
株式会社リコ･コーポレー
ション

6012702000097
ベビ-カ-置場設置による利用料収入確保と入園者
へのアピ-ル

2664 東京都 アコースティック －
業務効率化に伴う生産力の向上、ネット広告による
新規顧客獲得

2665 東京都 ひたち屋書店 － ひたち屋書店定期購読配達売上増加計画

2666 東京都 CHUA －
４０代からの近隣主婦層の新規顧客集客のための
広告媒体活用事業

2667 東京都
有限会社ロイヤル･コーポ
レーション

5012402014927
デリバリ-調理訪問サ-ビスによる販路開拓と売上増
加の実現

2668 東京都
サンシャイン英会話スクー
ル

－
オンライン英会話を用いた新たな顧客獲得のための
ＰＲ事業

2669 東京都
RELAX HAIR LOUNGE
IORI(庵)

－
お客様へ当店の紹介と最新情報の提供のためのHP
のリニュ-アル

2670 東京都 株式会社けんこう舎 5012401015199 新たな小売ル-ト開拓による販路開拓

2671 東京都 小林畳店 －
畳店物置スペ-スの縁バッグ店舗への改装による新
規顧客の獲得

2672 東京都
有限会社サロンド･フレー
ル

7012402011237
回転式シャンプ-イス導入で高齢者に対する満足度
の充実

2673 東京都 有限会社 仲景 7011302006727
入所希望者に対応するべく室内改装し定員枠を増や
し受け皿拡大

2674 東京都 有限会社三鷹テント 4012402019761 ECサイト「MITAKA TENT SHOP」の開設と広報

2675 東京都 炉端焼 じゅん － 焼鳥のテイクアウトによる新たな販路拡大。

2676 東京都
有限会社日本ヒューマン
ウエアー研究会

8012402020385
屋外用デジタルサイネ-ジを活用した社会人受講生
の獲得

2677 東京都 明彩工業株式会社 8012401012235
安心低価格「リフォ-ム工事」のHPによる新規顧客獲
得事業

2678 東京都 五八PRODUCTS － フ-ド・食品業界へ向けての新規販路開拓事業

2679 東京都 フレッシュパル － 女性の入りやすいお洒落な理容室を実現していく

2680 東京都 訪問理美容Cureful －
高齢者や障がい者に対応可能な機材の導入と新サ
-ビスのＰＲ

2681 東京都 プラール株式会社 3011001095694
国分寺エリアにおけるプリスク-ル事業開設による販
路開拓・強化

2682 東京都 有限会社小川石材 5012402003310
遠方のご先祖供養をお手伝いする『お墓見守りサ-
ビス』の提供

2683 東京都 株式会社ChezClara 3012401015300 足のむくみを自分でケアするオンラインレッスン

2684 東京都 白木建設株式会社 8012401004678
顧客獲得のための動画及びモバイル対応ウェブサイ
トの作成事業

2685 東京都 ギルド工房 － 日本文化として、墨染スタイルのプロモ-ション

2686 東京都 キュアヘアー － お子様に来店して頂けるサロン作り

2687 東京都 国分寺みんなの整骨院 － スポ-ツに特化した医院のＰＰ及び新メニュ-の導入
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2688 東京都 平井税務会計事務所 － 女性税理士による女性起業家支援事業

2689 東京都 有限会社エイダイ 7013102000158 折込チラシ、リ-フレット作成による新規販路開拓

2690 東京都 The Fixxers －
郊外で出来る！特殊な皮革製品の修理・メンテナン
スを西多摩で！

2691 東京都 有限会社豊月堂 5013102000845
栗饅頭、栗最中の袋開発、カップ入り餡蜜の開発に
よる販路開拓

2692 東京都 OOPARTS HAIR － 『心身スッキリスパ』 新メニュ-開発による販路開拓

2693 東京都 ブルースカイコーヒー －
卸売と通信販売へ向けた情報提供と購入可能な
WEBサイトの開設

2694 東京都 恵美寿（清水燃料店） － 長期滞在者の利便性を向上する車庫兼倉庫建築

2695 東京都 arato －
女性の島生活が充実するリラックス空間でのスウィ-
ツ提供と周知

2696 東京都 ファミリーレストランBIG －
ＣＡＳ商品による島外、海外を中心とした販路拡大事
業

2697 東京都 株式会社大島物産 9010001131149
ご当地グルメとしての伊豆大島あしたばコロッケのＰ
Ｒツ-ル制作

2698 東京都 有限会社きれ屋 2013102005277
「オリジナル手ぬぐい」店舗ショ-ル-ム化に伴う来店
促進事業

2699 東京都 株式会社ヘソ 5012401024407 バッグブランドの新規販路開拓

2700 東京都 株式会社コトリコ 7013101007204
新サ-ビス「繋がるデザイン」の体制づくりによる顧客
拡大

2701 東京都 株式会社キモノール 5012701013200 現代感覚のメンズきものの新商品開発

2702 東京都 有限会社柏屋 2012402018534 外国人観光客の客数増加の為の環境整備事業

2703
神奈川
県

㈲和心 2021002070085
老朽化・厨房機器更新による新たな販路開拓・顧客
満足度の向上

2704
神奈川
県

大磯たまや食堂 －
気持ちよく入店していただけるための店舗外装改修
事業

2705
神奈川
県

株式会社ペチカ 7290001069405
ＩＴ技術を使った業界初の駆け付け対応のペットシッ
ターサービス

2706
神奈川
県

田倉製紐工場 － 組紐体験、オリジナル商品の対面販売の開始

2707
神奈川
県

株式会社　新栄託建 4021001037744
野立て看板設置の遡及効果による新規販路開拓事
業計画

2708
神奈川
県

株式会社　露木勝兵ヱ商
店

5021001034195 D52型容器の日本酒「機燗車トーマ酒（仮）」の開発

2709
神奈川
県

株式会社青空ホーム 2021001023721
青空ホームの顧客獲得、そして愛川町の定住者・移
住者促進事業

2710
神奈川
県

石塚特許商標事務所 － 認知度向上による地元からの新規取引の増大

2711
神奈川
県

株式会社ＢＥＳＴ ＣＲＯＷ
Ｄ

9021001049140
ペット美容・ペットホテルの多店舗展開による販路拡
大

2712
神奈川
県

ＡＬＬ　ＨＡＰＰＹ 株式会社 8021001045487
出産後女性との出逢いを増やすママ友ＨＡＰＰＹ推進
事業

2713
神奈川
県

Balloonmilk －
ウェディング業界に対する、オリジナルロゴ入り商品
を活用した販路開拓事業

2714
神奈川
県

サルーステック株式会社 4020001106600 ヘルスケアイベントでのPR展示会の実施

2715
神奈川
県

株式会社中山工務店 7021001024095
建築設計３Ｄ-ＣＡＤソフト導入による顧客満足度向
上
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2716
神奈川
県

大衆酒場　め組や －
見込み顧客を顕在化！機会ロスを売上に逆転させ
る機能的店舗改装

2717
神奈川
県

kururi －
子育てﾏﾏ･ﾈｯﾄﾜｰｸ作りを通じた「独自一体型おむつ
ポーチ」の開発・販売

2718
神奈川
県

アーセンプレイス逗子 －
企業向け弁当導入によるデリバリー強化とブランディ
ング強化事業

2719
神奈川
県

床屋やました －
快感洗髪・育毛ヘッドスパによる３５～５０歳の新規
客獲得

2720
神奈川
県

笹屋肉店 －
外装の装飾を明るくオシャレ感覚にする店舗魅力向
上事業

2721
神奈川
県

アルファドック株式会社 9021001057143 情報端末及びIoT販売促進活動強化

2722
神奈川
県

株式会社　大磯教育研究
会

9021001037590
カートシステムを構築し「ネットde教育」HPの立ち上
げ

2723
神奈川
県

エコールドフィーネ（美食
快膳研究所）

－ 熟成酵素食品新商品開発及び販路開拓

2724
神奈川
県

ソシオエステティックラボ・
je-je

－ ソシオエステティックの認知度向上と広報告知事業

2725
神奈川
県

浜田製菓 － 生産能率の向上に伴い、販売力の強化

2726
神奈川
県

有限会社　美装社 6021002029722
安心を勝ち取るホームページ制作と見やすく効果的
な看板の設置

2727
神奈川
県

有限会社　やな川 4021002029765 3世代で楽しむ。夏の思い出ビアガーデン

2728
神奈川
県

有限会社グッドトゥモロー 5021002029541
コインランドリーIoTシステム、簡易防犯システムの販
路拡大

2729
神奈川
県

やまきたスタイル　さくらカ
フェ

－ 山北さくらカフェオープン工事

2730
神奈川
県

有限会社宮下工務店 3021002068566
市内耐震化率100％を目指した「耐震補強特化型」
のリフォーム事業

2731
神奈川
県

めちゃうま － お一人でも気兼ねなく馬肉を楽しめる環境の構築

2732
神奈川
県

有限会社　金子製麺 4021002056149
神名(かむな)の郷(さと)　かねこ製麺未来計画の看
板設置による誘客事業

2733
神奈川
県

開成カイロプラクティック
SIO

－
広報を利用した地域オンリーワン整体院実現計画
第一章

2734
神奈川
県

㈲尾上自動車整備工場 9021002056136
タイヤ整備の機械導入により、ネットによる新たな顧
客開拓を目指す

2735
神奈川
県

ライフテック株式会社 8021001034390
住宅の構造計算業務を内製化することによる新たな
販路開拓

2736
神奈川
県

株式会社なかいまち薬局 8021001050396
独自キャラクターを活用した「かかりつけ薬局」として
のブランディング

2737
神奈川
県

魚常　惣菜ユキ子 －
リピーターの多い惣菜の製造能力向上を図り、販路
開拓・拡大事業

2738
神奈川
県

株式会社　冨士建設 5021001034468
看板広告物利用による産業廃棄物受入れ販路拡充
事業

2739
神奈川
県

有限会社　矢崎工務店 2021002055292
職人技光る「木造の建築美」と「提案力」の宣伝によ
る販路開拓

2740
神奈川
県

株式会社　リンショー 7021001034086
営業力強化と受入態勢の構築による、一社依存から
の脱却事業

2741
神奈川
県

ウインク －
「まつ毛パーマの施術が出来る美容サロン」ＰＲ展開
事業

2742
神奈川
県

株式会社　ナカイシステム 7021001034458 太陽光設備販売戦略事業

2743
神奈川
県

そば処たちばな － 店舗リニューアルによる、ファミリー層獲得推進事業
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2744
神奈川
県

ザクトクラフト －
迅速な開発体制の構築による、市場投入モデル数
増加で売上拡大

2745
神奈川
県

株式会社ケイツープリント 3021001034305
新たなオリジナルトートバッグ作成ＨＰとＥＣサイトに
よる販路開拓

2746
神奈川
県

株式会社ジョイクリエー
ション

2021001031971
客室の防音向上による、新たなお客様の獲得と客室
稼働率の向上

2747
神奈川
県

合同会社ベリーズファクト
リー

5021003005624 湯河原町「絵地図」付き広告小冊子の制作・配布

2748
神奈川
県

大工　新堂豊 －
鎌倉一古材を活かす大工の強みと新展開の打ち出
しによる顧客獲得

2749
神奈川
県

イトウカイロ －
元ラジオマンの強みを活かすファン獲得と顧客層別
の活性化の実現

2750
神奈川
県

ラ・エッフェル －
【しけ絹を使った髪と頭皮をいたわる帽子】の開発・
販売事業

2751
神奈川
県

株式会社　LIBERTA 7021001057319 販促チラシと魅力あるＰＲ看板による販売戦略プラン

2752
神奈川
県

エトアール洋菓子店 －
地域性を強く打ち出したブランド再構築による経営力
強化

2753
神奈川
県

民宿　おかげ荘 － 子連れ旅行客と外国人観光客誘致大作戦

2754
神奈川
県

有限会社　はなぶさ建設 4021002012572
認知度アップで頼られる工務店になって新規顧客を
獲得

2755
神奈川
県

株式会社ナウ産業 6021001027529
ホームページを活用したパレット用脚皿の販売促進
事業

2756
神奈川
県

コーヒーノート － 新商品『ザマオ―レアイスキャンディー』の販路開拓

2757
神奈川
県

トータルデリバリー座間株
式会社

8021001030456 米や野菜等の宅配サービス

2758
神奈川
県

秋月堂 －
店舗改装と新商品開発による販路開拓で集客力・売
上の向上

2759
神奈川
県

食堂　ふる里 －
屋根、外壁、看板工事で観光客への視認性を高め
集客・売上ＵＰ

2760
神奈川
県

株式会社　多聞 8021001039605
付加価値を求める新規顧客を開拓する為の販路開
拓ツールの作成

2761
神奈川
県

小僧寿し　寒川町店 －
既存顧客の常連化及び新規顧客を獲得するための
販路開拓

2762
神奈川
県

株式会社 じん 8021001058547 新たな整体サービスの導入による新規顧客PR事業

2763
神奈川
県

(有)井本商店 4021002067996
一人ひとりのお肌に見合った化粧指導を行う安全な
化粧品販売

2764
神奈川
県

エバーリゾート －
逗子海岸でのマリンスポーツＰＲによる見込み客並
びに新規メンバー獲得事業

2765
神奈川
県

有限会社 新道亭 4021002068227
自社農園野菜並びに自社漁の魚介類を使った冷凍・
レトルト食品の開発/販売

2766
神奈川
県

主屋 － 広報活動による店舗認知度アップと集客アップ

2767
神奈川
県

スプーン有限会社 9010402020041
品川店強化の為、本支店間リアルタイム映像配信シ
ステム等の導入

2768
神奈川
県

福寿司 －
看板・ＨＰ作成による視認力・認知度向上による売上
アップ

2769
神奈川
県

株式会社　椎谷建設 3021001008358
30～40代をターゲットとした自社ブランドＰＲ動画によ
る販路拡大

2770
神奈川
県

有限会社ビィラタカサキ 5021002068457
シニア世代と若年世代のための和風ダイニング空間
の創作事業

2771
神奈川
県

㈱エヌ・ケイ綜合クリエイト 6021001026209
「くれよん料理お届けセンターホームページ再構築並
びにパンフレット作成」
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2772
神奈川
県

丹沢湖キャンプサイト － 日帰りキャンプ集客のための施設整備事業

2773
神奈川
県

KopiLuwak － 北里大学と産学連携の”アカモク”コスメの開発

2774
神奈川
県

株式会社ナチュレ 4021001050755
神奈川県県産農産物を使ったゼリーの展示会出展
による販路拡大事業

2775
神奈川
県

株式会社アサワペット
サービス

6021001035085
機能的かつオシャレな犬小屋の導入による増収増
益事業

2776
神奈川
県

NAO住環境企画有限会社 3021002056075
住まいを魅力的に変身させる庭提案から始まるリ
フォーム受注拡大

2777
神奈川
県

株式会社相州不動産 6021001032826
地主さん、満足アップ！不動産売却に向けたコンサ
ルティング営業

2778
神奈川
県

焼肉　龍 －
業販卸売の実現の為の設備購入による新たな販路
開拓

2779
神奈川
県

ベーカリールームヨコヤマ －
「地場産食材パンの店」一番店化を目指す、店舗外
観改装PR事業

2780
神奈川
県

片岡酒店 －
チラシ配布重点エリアを定めた、１点集中PRによる
販路開拓

2781
神奈川
県

アドバンス・ラボ －
危険個所・目視不可能箇所の点検サービス事業化
による販路開拓

2782
神奈川
県

木哲 －
工房兼展示の開設、機械導入による生産性の向上
と新規顧客の獲得

2783
神奈川
県

葉山職人会 －
チップカッター導入で受注増加とリサイクルとチップ
の有効活用

2784
神奈川
県

レストラン＆バー和樂 －
ホームページの開設とランチビッフェの回数増で新
規顧客の獲得

2785
神奈川
県

ターコイズジャパン株式会
社

8021001050545
フィリップＢを一流ブランドへと押し上げるためのブラ
ンド戦略

2786
神奈川
県

ハヤマストーリー株式会
社

5021001052718
増加するシニア層開拓の為の専用スタンドアップパド
ルボート増設

2787
神奈川
県

有限会社ゲンベイ商店 4021002068796
Ｔシャツのインターネット販売と新看板設置による新
規顧客開拓！

2788
神奈川
県

(有)オートサービス・カズ 1021002063296
顧客要望のワンストップサービスと口コミ醸成のため
の商談スペースの充実

2789
神奈川
県

有限会社　ガレージボー
イ

8021002068768
自動車整備機器導入による作業時間の短縮で経費
削減と売上アップ

2790
神奈川
県

アーキラボ 一級建築士事
務所

－
葉山古民家シェアオフィスの子育て主婦層向けパン
フレットの作成

2791
神奈川
県

レリッシュプレイン －
新店舗の出店にともなう新規顧客の獲得のためのＰ
Ｒと体制づくり

2792
神奈川
県

(株)こどものそら 9021001057234
保育士の明るいキャリアを応援する「保育用語検定」
推進事業

2793
神奈川
県

勝瀬観光株式会社 3021001016253 昼も夜も楽しめる相模湖周遊ルート販売促進事業

2794
神奈川
県

有限会社　福吉 1021002029388
「顧客誘導の手段として新規看板を設置して課題を
解消する」

2795
神奈川
県

ヘアーワークス・イノウエ －
既存利用者以外の「高齢者層」を主とした理容サー
ビスの提供

2796
神奈川
県

株式会社ベイバランス 3021001044584 オーガニックコットンショーツの販売拡大

2797
神奈川
県

ホットダディ　アンド　モン
キーパペッツ

－ 見て楽しめて遊べる看板の製作とイベント運営

2798
神奈川
県

株式会社ＭＭＳ 6021001034698
SEO対策よる認知度、新規顧客の獲得及びシニア層
の獲得

2799
神奈川
県

圭央 －
高齢者・弱者が快適さを感じられるトイレのバリアフ
リー化
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2800
神奈川
県

でんき★はうす稲龍 －
車輌ロゴペイントと店舗看板スポット照明による地域
への認識強化

2801
神奈川
県

株式会社　マルトシフロ
アーコーポレーション

3021001016815 床施工用工具の試作開発販売による販路開拓事業

2802
神奈川
県

株式会社　クラフティ 6021001057237
新規顧客獲得に向けた認知度アップによる広報活
用事業

2803
神奈川
県

有限会社　千秋園 7021002013155
休憩スペースを兼ねたワークショップ開催と販路開
拓事業

2804
神奈川
県

有限会社　光電気 9021002048587 専門技術者早期育成事業

2805
神奈川
県

株式会社プリズム 4021001004926
近隣以外へ日本初の雲南紅茶を使ったオリジナル
紅茶の開発と販路拡大を計る

2806
神奈川
県

フェアトレード＆オーガ
ニック　アマーレ

－
店舗看板・カタログ作成と逗子発のフェアトレード商
品の開発

2807
神奈川
県

株式会社天誠精工 8021001006407
新規顧客獲得に向けた自社ＷＥＢサイト刷新による
営業活動の強化

2808
神奈川
県

千田時計店 － 聴力検査機器導入による販路拡大

2809
神奈川
県

株式会社　山北まちづくり
カンパニー

7021001056394
コンビニエンスストアの看板広告設置による販路拡
大

2810
神奈川
県

箒沢荘 － 閑散期（冬季）にも訪れたくなる喫茶店づくり

2811
神奈川
県

古民家カフェ　恭月 － 町内のお客様、ランチ・宴会活用事業

2812
神奈川
県

木彫工　蘭二朗 －
教室（仏像彫刻・デッサン・チェンソーアート）のＰＲと
環境改善

2813
神奈川
県

山登土地開発株式会社 2021001016378
地球環境にマッチした「エネルギーゼロの家づくり」
の普及

2814
神奈川
県

灯ーakari- －
高速度粉砕機導入による津久井在来大豆のきな粉
の自社製粉

2815
神奈川
県

株式会社洗車の王国 4021001024148
タイでの中間層向け洗車ブランドの立ち上げによる
競争力強化

2816
神奈川
県

有限会社　戸塚正商店 1021002060599
お米マイスター仕立ての専門的ブレンド米「お仕立て
米」拡販事業

2817
神奈川
県

味の店　よろずや －
イベント来客者を店に集客するための店舗印象向上
事業

2818
神奈川
県

すまいるｄｏ（maru庄屋） －
看板・暖簾で賑わいを創出し、販売環境を整備し販
路を拡大する

2819
神奈川
県

アタック電器株式会社 5021001037578
店内トイレのリフォーム実例展示とチラシ作成による
顧客獲得

2820
神奈川
県

三日月 －
外灯設備工事と高性能シーラーの導入、ブログの刷
新による販路開拓・拡大

2821
神奈川
県

一鶏 － 高齢富裕層に向けた心と身体にやさしい店舗づくり

2822
神奈川
県

西丹沢マウントブリッジ
キャンプ場

－ キャンプ場内トイレ改修による利便性ＵＰで販路開拓

2823
神奈川
県

落合館 － 新規合宿客とリピーター増加の為のＰＲ活動

2824
神奈川
県

Ｍｏｎｄｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － トイレの洋式化による、女性客集客計画

2825
神奈川
県

ＷＡＮ　ＬＯＶＥ － マイクロバブル発生装置による新メニューの導入

2826
神奈川
県

株式会社おざわ 2021001033951 買い物環境向上事業

2827
神奈川
県

キッチン　ひまわり － 配達用チラシの作成と足柄牛弁当の復活
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2828
神奈川
県

株式会社エフェクトカーズ
3

2021001055541 買い物難民を無くせ対策工事

2829
神奈川
県

藤工房 －
伝統工芸「着物・和服装飾展」の開催による集客力
向上及び新規顧客開拓事業

2830
神奈川
県

大和屋　くらして － 新メニュー開発用倉庫設置による売上向上事業

2831
神奈川
県

お好み専科 －
ターゲットを絞った販促によるお店の認知度＆売上
ＵＰ

2832
神奈川
県

カサハラ印刷株式会社 2021001021015
印刷会社だからこそできる「寺院のめんどうくさい」解
決！

2833
神奈川
県

吉岡精密工業有限会社 2021002048932
超硬・ダイヤモンド・ＣＢＮ切削工具再研磨サービス
の販路拡大

2834 新潟県 海の家　かみさいや －
白い砂浜が一望できる人気のベランダ改修によるに
ぎわいづくり

2835 新潟県 五千石タネ屋 － １粒でも販売できます。

2836 新潟県 株式会社　天尾重建 3110001012443 プラスチックパレット洗浄処理能力向上事業

2837 新潟県 富樫酒つり具店 －
外装とサイン看板の改修で訴求効果を高め集客アッ
プ！

2838 新潟県 いしわり美容室 －
高齢化に対応した椅子の導入と新メニューにより来
客数ＵＰ

2839 新潟県 有限会社　佐藤畳店 3110002031649
カーテンコンサルティングサービスによる新規顧客の
獲得

2840 新潟県 金型磨き工房　斉藤勝義 －
高画顕微鏡導入による精密部品の新金型の販路開
拓

2841 新潟県 美容室ＳＯＰＨＩＣＥ －
一方通行では伝わらない。人の心を動かすチラシ作
製・周知事業

2842 新潟県 株式会社ＭＯＬＥＮ 2110001007907
ARを使った販促用絵葉書とＨＰのリンクによる販路
開拓

2843 新潟県 山田醸造株式会社 5110001007879
コリオリ式流量計による充填機デジタル化改善に伴
う海外販路開拓

2844 新潟県 株式会社　佐久間組 1110001007767
本物の健康住宅・「通気断熱ＷＢ後方の家」ＰＲによ
る販路開拓

2845 新潟県 株式会社丸山工務店 8110001020334
コンテンツ型情報サイト作成による新規顧客の開拓
事業

2846 新潟県 らあめんこくまる －
店舗リフレッシュで、新規顧客の獲得、常連客を呼び
戻せ！

2847 新潟県 ふじの井酒造　株式会社 5110001012879 新ラベル開発による販路拡大

2848 新潟県 タムラオート － 最新機材の導入で安心・安全のサービスを提供

2849 新潟県 笹川流れ　すみれ工房 －
工場見学で新規顧客獲得！顧客満足度向上でリ
ピーター客増大！

2850 新潟県 有限会社　間藤高圧 2110002015553
工事積算ソフトと足場材の導入による顧客サービス
向上と広報戦略

2851 新潟県
民間救急ハ-トケアドライ
ブ

－ 病院・施設・一般の方の依頼拡大のためのＤＭ

2852 新潟県 株式会社Snug Life 7110001031027
当社施設の認知度向上及び顧客の囲い込みを目的
とした販促活動

2853 新潟県 株式会社　川上建設 4110001011411
顧客満足度１００％を目指し新規販路開拓と技術向
上事業

2854 新潟県 青木農場 －
顧客ニーズに応えたお餅の小ロットの商品開発・販
路開拓

2855 新潟県 お菓子の店　みつもと －
安全食品表示ラベル作成とお菓子の脱酸素剤対応
シール機導入事業
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2856 新潟県 食堂しばた －
ベジタリアンメニュー表示とテイクアウトニーズへの
対応

2857 新潟県 民宿　小西屋 －
１０人乗ワゴン送迎車に安全な後付け自動ドアを追
加

2858 新潟県 有限会社タナベ室内 3110002011733
不動産事業部の立ち上げと看板・ネットを活用した販
路開拓

2859 新潟県 古川館 －
快適に過ごす為の館内トイレの洋式化と全館テレビ
ＢＳ対応化

2860 新潟県 株式会社カワトー 8110001011317 介護される人のお出かけ用の服、用品の販売

2861 新潟県 COMPANY SAKAE － 自社看板の設置

2862 新潟県 木津醸造所 － 視認性・雰囲気・イメージ向上の為の看板製作事業

2863 新潟県 金甚観光株式会社 6110001020311
「２階のトイレリフォーム」で解決！口コミ要望成就作
戦！

2864 新潟県 赤倉ユアーズ・イン －
客室出窓の複層化による快適性向上と洗濯室設置
による利便性向上

2865 新潟県 ぐるめかん大勝 － インバウンド対応　外国人客利便性重視の内装工事

2866 新潟県 有限会社 矢口商店 4110002025955 外国人や高齢者にやさしい店舗改修工事

2867 新潟県
有限会社　尖閣湾揚島観
光

3110002034627 体験学習の強化と外国人観光客のサービス向上

2868 新潟県 観光開発嵐渓株式会社 8000001014856 「自然環境の商品化事業～渓流沿いの東屋づくり」

2869 新潟県 有限会社　花立屋 8110002021967 新規顧客獲得のための、店舗リニューアル事業

2870 新潟県 合資会社小林醤油店 1110003001165
原料生産者が分かる新潟県小吹を使った醤油の販
路拡大

2871 新潟県
グリニングスタジオイング
リッシュルーム

－
新規顧客獲得のためのPR事業と、英検対策事業の
開始

2872 新潟県 葛巻新鮮野菜販売所 － 漬物製造への取り組みによる新規販路の開拓

2873 新潟県 有限会社　藤次郎 1110002018573
周辺景観と調和する屋外自販機コーナー店頭の改
修事業

2874 新潟県 合同会社 スグクル 1110003002592
シヤチハタ、印鑑、ゴム印商品などの販路開拓の為
のｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟの構築

2875 新潟県
株式会社ファーストイノ
ベーション

4110001029585
新機材購入⇒新規事業への参入・販路開拓・雇用
増加

2876 新潟県 喜楽亭 － PR看板の設置

2877 新潟県 Creative-SD株式会社 6110001027777
店舗のイメージアップ戦略とオリジナルブランドの立
ち上げ

2878 新潟県 いとう酒店 －
おけさ柿酢を使ったドレッシングの商品化による新規
顧客獲得

2879 新潟県 株式会社フリーウェイ 9110001028161
冬期間のダイビングメニューの創出による売上アッ
プ

2880 新潟県
株式会社加治川商工公
社

4110001013507 看板設置で入店客増加と売上増加事業

2881 新潟県 お菓子屋さんnico － HP導入による情報発信とお客様満足度向上事業

2882 新潟県 ロッヂ　ハンター －
インバウンドの新規客獲得と満足度アップのための
トイレの洋式化

2883 新潟県 ㈱魚沼須原スキー場 4110001028406
魚沼の魅力あるスキー場実現事業（施設整備による
リピーター獲得事業）
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2884 新潟県 蔵インターナショナル －
顧客単価アップと客層拡大を図るEn-suite Room設
置

2885 新潟県 割烹　酒田屋 －
宅配弁当の生産効率アップによる販路拡大を目指
す

2886 新潟県 ㈲コトヨ醤油醸造元 6110002014626 統一ブランド創出による販路開拓

2887 新潟県 山愛 －
共同看板の設置・多国語メニュー表・指差し会話
シート作成

2888 新潟県 絣Ｓｈｏｐ西田 －
案内看板とラジオＣＭの相乗効果で絣の認知度と集
客力アップ

2889 新潟県 うぐいすの初音 －
客室半露天風呂の修繕による満足度ＵＰと販売促進
による顧客獲得

2890 新潟県 登美屋旅館 －
ＨＰリニューアルで直販営業強化とシルバー世代の
集客ＵＰ

2891 新潟県 彩海 － 個室の改築・改装による団体客受入体制の強化

2892 新潟県 よしだや －
商品パッケージのデザイン改良による商品訴求効果
拡大事業

2893 新潟県 美容室　ナチュラル －
新メニュー導入による顧客満足度向上と新規顧客の
開拓

2894 新潟県 割烹こやま － 割烹こやまイメージアップと販売促進ＰＲ事業

2895 新潟県 Ｓｕｇａｒ ｂｏｎｄ ｈａｉｒ －
「販路開拓の為の美容シャンプー室の新設と癒しの
空間作り事業」

2896 新潟県 LULIHAIR －
最新機材を用いたヘッドスパメニューの提供と新メ
ニューの開発

2897 新潟県 桑原牛乳店 －
宅配商品の品質保持向上とチラシ作製による当店
周知活動

2898 新潟県 杉本塗装興業 － 吹き付け塗装機械で時間短縮、綺麗仕上がり

2899 新潟県 朝日自動車 －
中古車販売強化のための展示場の改装・整備及び
営業活動強化

2900 新潟県 富樫精肉店 －
「豚ホルモン」と「牛ホルモン」の２枚看板による売上
増加計画

2901 新潟県 株式会社　神田酪農 1110001029506 ジェラートの新商品化とギフト市場への参入

2902 新潟県 ノエビア新潟下越販売㈱ 7110001008306
新規顧客・固定客作りの為のフェイシャルエステ推
進事業

2903 新潟県 家族炉端割烹　秀 － 『地域の家族炉端』温もりのある店づくり

2904 新潟県 渡辺鉄工所 －
溶接機導入で漁業者ニーズに応え受注拡大と新分
野への販路拡大

2905 新潟県 漁師直送　昭和丸 －
未利用魚活用によるロス削減と生産性向上及び販
路開拓の実現

2906 新潟県 旅館　山路 －
　豊富な井戸水を利用しての料理・サ-ビスの提供に
よる安定した顧客獲得

2907 新潟県 山岳手打ちそば一寿 －
２階宴会場にトイレを設置とスマホ対応ＨＰで集客力
アップ

2908 新潟県 旅館初音 －
高齢者に優しいテーブル・高座椅子でのお食事の提
供

2909 新潟県 有限会社　田中工務店 5110002031201 『選ばれる工務店』となるための広告・宣伝事業

2910 新潟県 株式会社　保健堂 7110001021242
高齢者のための『訪問・配達重視』の「かかりつけ薬
局」づくり

2911 新潟県 美容室　ソワン － ハートフル訪問美容で髪も心も健康に！
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2912 新潟県 有限会社 大平木工 1110002025421
当社が得意とする建築模型を外から眺められるファ
サードの改装

2913 新潟県 株式会社 苗場農産 6110001021524
季節の変わりそばなど新商品製造のための製麺機
導入

2914 新潟県 吉田クリーニング店 － 店舗改装及び看板設置による販路拡大

2915 新潟県
ロイアルヒルホルスタイン
ズ

－
HP開設による自社製品チーズの新規顧客獲得と販
路拡大

2916 新潟県 第一食品　株式会社 8110001016919
HPの多言語化による輸出強化とウェブ広告による
ファンの獲得

2917 新潟県 斑鳩建築 －
「本当に健康な家造り・リフォーム」ＰＲと新規顧客層
販路開拓

2918 新潟県 Ｋ．Ｄ．Ｓ － フラッシュモブ代行業務

2919 新潟県 東　豆腐店 －
こだわりの地域食材で作るお菓子「いもンブラン」の
販売促進

2920 新潟県 株式会社高橋電機商会 8110001024995
地域に密着した家電体験型の電気店・憩いの店づく
り

2921 新潟県 青山スポーツ －
外国人のスタイルに合わせた店舗の改装と看板の
設置

2922 新潟県 株式会社　オオハシ 8110001012513
リフォーム受注拡大のための折込みチラシ作成とHP
リニューアル

2923 新潟県 有限会社　串橋 4110002026400
あなたにピッタリ「身体のお悩み解消サービス提供」
強化事業

2924 新潟県 次男坊亭 － 看板改装とトイレ改修による顧客獲得

2925 新潟県 有限会社宮川糀や 3110002013011 新商品訴求効果拡大による集客促進事業

2926 新潟県
KIYA DESIGN（キヤデザイ
ン）

－
「薪」販売による販路拡大と環境保全活動への取組
み

2927 新潟県
有限会社　ダイワホーム
ズ

2110002018564
効果的なブランディングを伴う広報戦略で受注物件
確保を実現する

2928 新潟県 株式会社Ｆ．Ｓ．Ｋ 8110001011878
新素材の水準器開発による新市場の開拓と国内外
における販路拡大

2929 新潟県 大来 －
サンラーメンと販促カレンダーＰＲによる新規客獲得
大作戦！

2930 新潟県 カットハウス　ウエーブ －
店内照明ＬＥＤ化によるイメージアップと新規顧客の
獲得

2931 新潟県 有限会社笹山モータース 2110002010653
新規格に対応した設備の導入に伴う収益向上及び
工場の効率化改善

2932 新潟県 有限会社　栄八 5110002018504
手作り惣菜の効率化と新メニュー開発、宅配弁当の
販路拡大

2933 新潟県 有限会社イワセ 3110002018811
タイ・ベトナム向け自社開発商品「ＢＡＴＨ」のＰＲパン
フレット作成

2934 新潟県 タナカ － 丸棒切断機導入による部品加工の内製化

2935 新潟県
アールクラフト塚原板金有
限会社

6110002018800 継続したリフォーム受注のためのベース開拓

2936 新潟県 株式会社オークリッチ －
ウエブサイトとデザインで「オークリッチブランド」づく
り

2937 新潟県
農業生産法人株式会社
小出農場

9110001029556
小分け真空包装での新商品販売による販路拡大事
業

2938 新潟県 渡辺プレス －
機械等導入による大型キッチンツールの製造による
販路拡大

2939 新潟県 はしもと玩具店 －
ホームページ作成による顧客の掘り起こしと実店舗
への誘引
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2940 新潟県 駒形建材 － とことん木材！知って、触れて、体感させます！

2941 新潟県 大手薬品　南佐渡店 －
不便に負けない！過疎の町のセルフメディケーショ
ンサポート事業

2942 新潟県 有限会社　田沼屋 6110002010740
新商品開発による高齢者の来店客増大及び売上増
加の実現

2943 新潟県 株式会社コンピレーション 4110001029214 動画宣伝活用クライアント拡大事業

2944 新潟県 有限会社佐藤自転車店 4110002032902
スポーツ自転車フィッティングサービスによるお客様
満足度の向上

2945 新潟県 有限会社　モカ 5110002033486
チューブ切断加工の社内一貫生産による納期短縮・
受注拡大

2946 新潟県 CAFÉ GEORG －
新商品「小須戸縞クッキー」のパッケージ開発及び販
路開拓事業

2947 新潟県 星田建設株式会社 2110001007279
舗装工事部門の自社施工への転換による売上の増
加と収益の改善

2948 新潟県 有限会社藤井薬局 4110002009990 快適空間でゆっくり話ができる健康相談薬局の開設

2949 新潟県 有限会社　高野商事 8110002009632 「手作り弁当」専用売り場設置による販路拡大事業

2950 新潟県 吉田クリーニング － 看板の改装

2951 新潟県 株式会社三雄工芸 3110001024959
新店舗の主力商品の手作り結婚指輪のＰＲと潜在顧
客の獲得

2952 新潟県 関栄ニット有限会社 9110002031684 ブランドカタログの作成による販売促進事業

2953 新潟県 株式会社　小林製作所 3110001030338
従業員を増員、設備増設による毛抜き等分野の販
路拡大を図る

2954 新潟県 今井建具店 － 商談、展示スペース設置による販売促進事業

2955 新潟県 有限会社　宮島畳産業 5110002031853
特薄縁なし畳製作の技術向上及び開発による関連
業者への販路開拓

2956 新潟県
珈琲・お茶贈答品の専門
店 田中

－
真空機の導入で顧客満足度アップ・看板設置で新規
入店者獲得

2957 新潟県
有限会社ホーミングジャ
パン

2110002005926
在宅ホームサービスの販路拡大、子育て家庭と高齢
者向けメニューの新設

2958 新潟県 宿なごみ荘 －
トイレのバリアフリー化による高齢者にやさしい空間
づくり

2959 新潟県 有限会社 桐生工務店 8110002032832 桐生工務店の住宅を体感するバスツアー

2960 新潟県 栁醸造株式会社 4110001023860 利便性を追求した味噌キューブの開発

2961 新潟県
有限会社　須田義肢製作
所

6110002034038
看板設置・パンフレット作成による広告宣伝・新規顧
客開拓

2962 新潟県 たいがあ －
家族連れ、団体客、そして個人観光客の誘客への挑
戦！

2963 新潟県
メガネの朝日堂　来迎寺
店

－
学習に困っている子供へのビジョントレーニングメガ
ネ店

2964 新潟県 株式会社柳農産 5110001021475
新潟県の幻の大豆「茶豆」をつかった発芽大豆加工
品の商品開発

2965 新潟県 有限会社　丸鮮 4110002013233 『目利きが選ぶ魚でお客様との信頼を深める事業』

2966 新潟県 有限会社味平 7110002033609
こだわり抜いた醤油ラーメンへの常連客化と目立つ
外観装飾

2967 新潟県 ラーメン専門店　みつや －
店舗外装大規模リニューアルによる訴求力向上事
業
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2968 新潟県 くるまの今井 －
認証車検による販売開拓と充実した整備内容の向
上

2969 新潟県 さのや金物店 － 『マルチブランド対応型アフターサービスの拠点造り』

2970 新潟県 株式会社　山仙 8110001020490
柔道畳「けんしん」販路拡大事業（カタログ・チラシ・Ｈ
Ｐ作成）

2971 新潟県 割烹　仙海 －
高座椅子・テ-ブル席によるシニア層に優しいおもて
なし事業

2972 新潟県 新潟第一酒造株式会社 2110001019679 国内及び海外展示会出展、販路拡大事業

2973 新潟県 栃尾屋旅館 －
合宿客のニーズを取り入れたトイレ改修と新メニュー
の提供

2974 新潟県
フューテックニイガタ合同
会社

8110003003106
工作室の整備による特注仕様の試作製作で販路拡
大

2975 新潟県
有限会社ノア・エンタープ
ライズ

7110002005145 学生服のリサイクルによる子育て応援事業

2976 新潟県 ヘアーサロンおかざわ －
ホームページ作成、外観の整備による新規顧客の獲
得

2977 新潟県 ＪＥＴＳ －
高齢犬の介護福祉、充実した最後を看取るお手伝い
事業

2978 新潟県 有限会社　鶴屋 7110002033096 車内ワンコイン消臭・除菌

2979 新潟県 三徳屋 －
訪日外国人・高齢者受入れトイレの改修と手摺り新
設

2980 新潟県 小浜屋菓子店 －
店舗照明LED化による伝統技術を活かした創作和菓
子の販売強化

2981 新潟県 ヒロスイ写真館 － 錦鯉写真での営業地域と顧客層の拡大

2982 新潟県 株式会社まつえんどん 1100010390945
農家レストラン・南魚沼郷土食無添加素材を看板で
集客アップ

2983 新潟県 手打ちそば　菊右ヱ門 －
幹線道路からの集客及び風除室設置に伴う売上向
上策事業

2984 新潟県 和ダイニング麦わら －
ＬＥＤ照明設置と看板位置移動等による店舗改造、
入店躊躇者解消

2985 新潟県 有限会社　水澤家 6110002023973
アピール看板設置とホームページの改善による販路
開拓

2986 新潟県 島田工場 － 自社製品ブランド化に向けたショールーム新設事業

2987 新潟県 有限会社まるい酒店 3110002019594
インバウンド向け鎚起銅器製品の紹介ＤＶＤ作成事
業

2988 新潟県 有限会社弥生商店 4110002019610
地酒と酒器にこだわる「ニッポンのお酒を楽しむ景
色」提案事業

2989 新潟県 株式会社大六 1110001016231 和風ツインルーム新設に伴う販路開拓

2990 新潟県 株式会社吉田屋 5110001016269
地元食材による和食を外国人観光客に提供する販
路開拓事業

2991 新潟県 ＪＭＲ株式会社 3110001027383
販路拡大のためのウェブサイトの拡充、および製品
カタログの作成

2992 新潟県 高橋屋観山荘 －
快適空間を提供する洗面・トイレ改装（ユニバ-サル
デザイン化）

2993 新潟県 STAR HAIR&SPA － 「女性のための3D増毛」の集客と理美容師への普及

2994 新潟県 株式会社カネマタ工務店 9110001026801
新しい健康配慮型冷暖房体感による販売単価増加
事業

2995 新潟県
株式会社内田観光サービ
ス

6110001026787
団体旅行モデルコースと老人クラブ特別企画の作
成・新規顧客の獲得
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2996 新潟県 株式会社ラフカンパニー 7110001029062
空冷式ビールサーバー導入による専門性向上と新
規顧客開拓

2997 新潟県 欧風料理 ビトロー － テイクアウトメニューとお店紹介のパンフレット作成

2998 新潟県 (有)保よし 8110002033392
立寄率２０％増を目指す「デッキ」と「ベンチ」「看板」
の作成

2999 新潟県 株式会社　貝掛温泉 1110001026247 秘湯に辿り着いた外国人を「おもてなし」

3000 新潟県 スナックぷらすワン －
お客様の変化に合わせ、お店を全て高齢化仕様に
する

3001 新潟県 有限会社ベル 3110002034825
事業承継に向けての新規顧客の獲得、高齢顧客の
継続化!

3002 新潟県 越乃湯旅館 － 馬越温泉・御料理の宿　越乃湯旅館イメージアップ

3003 新潟県 株式会社　佐渡ルーフ 3110001027796
宅地分譲地の知名度をアップして、若者に割安な土
地を提供する

3004 新潟県 有限会社　ＭＲオート 6110002018858 新規顧客お気軽来店のお店づくり

3005 新潟県 株式会社　いろは亭 1110001026164
ニーズに合った旅館の三要素の拡充・告知による新
規顧客の拡大

3006 新潟県 南雲プラスター －
余剰コンクリートを利用した水留用縁石の開発と施
工法の研究

3007 新潟県 有限会社柳家電機商会 4110002033850 地域住民に広げるネットサービスプラットホーム事業

3008 新潟県
有限会社　フードショップ
わすけ

4110002023959
地物鮮魚を加工した新商品開発による宿泊部門リ
ピート率向上事業

3009 新潟県 有限会社　滝沢紙店 2110002023936
地域のお客を　耕せ　掘り出せ　いらっしゃいませ
（顧客開拓事業）

3010 新潟県 レストラン　ルドルフ －
対面冷蔵庫導入によるテイクアウト用の新商品開発
と販路開拓

3011 新潟県 味の店　京 －
インバウンドに伴う、英語表記の木製看板・パンフ
レットの表記

3012 新潟県 石沢撚糸 株式会社 3110001020867 新素材の撚糸加工により繊維業界に夢と希望を！

3013 新潟県 加賀田米穀店 － 自社ホームページの開設と商品販売チラシ制作

3014 新潟県 株式会社　匠の夢 8110001026067 二次製品事業による品質の向上及び販路の拡大

3015 新潟県 Shirone Presso － 立ち寄りやすいお店の整備で新規顧客の獲得事業

3016 新潟県 合資会社　長田屋商店 4110003002251 店舗外観の改装。清酒販売に適した外観への改装

3017 新潟県 荒木屋 －
顧客・地元ニーズに応じた高齢化対策とスポーツ観
光への取組

3018 新潟県 有限会社なかむら 6110002026051
新ずり脚テーブル導入により、国内外の食事環境
ニーズに応える

3019 新潟県 株式会社くりや商店 1110001020976
ラベルプリンター導入による取扱い食品の安全性ア
ピール

3020 新潟県 眞田サニタリコンベア製造 － 高洗浄性コンベア開発による販路拡大

3021 新潟県 齋藤行政書士事務所 － 業務別 高反応ページで売上ＵＰ

3022 新潟県 子供楽集塾　ジリッツ －
自立学習型教材の作成と個別映像学習＆大学受験
コースの宣伝

3023 新潟県 有限会社　和光薬品 8110002033459
漢方専門店を訴求した暖簾・相談室作成。情報誌で
の広域広告ＰＲ
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3024 新潟県 有限会社滝の湯旅館 7110002033022
【チビッ子あつまれ―】2泊3日家族で楽しむ温泉旅行
プラン

3025 新潟県 株式会社　桝屋本店 8110001020103
農業継続者・離農者応援　買取業務の強化と修理対
応強化

3026 新潟県 村越電気管理事務所 －
業界初の詳細電力量見える化サービス。実施可能
な節電対策に取組む

3027 新潟県 有限会社　岡田電装工業 7110002024599
新たな顧客管理と回収フロンガスの再生、再利用化
計画

3028 新潟県 ロッヂやしろ －
新規顧客獲得のための広報活動新及び施設.サービ
ス環境の整備

3029 新潟県 有限会社小林建築 2110002030602
お客様が気軽に足を運んで住まいの情報を収集で
きる空間を造る

3030 新潟県 有限会社　吉村農機店 5110002029930 農家の「困った」を聞きニーズを叶えるお手伝い事業

3031 新潟県 有限会社長谷川材木店 7110002029904 無垢材でデザインする耐震・省エネ住宅の認知事業

3032 新潟県 有限会社　寿し善 1110002026403 食と人を繋ぐ店舗づくりに向けた改装工事事業

3033 新潟県 立田精肉店 － 小売部門強化に向けた店舗改装工事事業

3034 新潟県 株式会社大澤材木 8110001008230 品質強化による角田山の杉ブランド化計画

3035 新潟県 はり灸治療院　きち －
訪問事業の拡大と周知活動による新規顧客拡大へ
の取り組み

3036 新潟県 Video Inn BeBOX －
VideoInnBeBOX新サービス周知のためのＨＰ（集客
付）作成事業

3037 新潟県 岩崎食品 － 知名度向上の販売促進とブランド化の推進

3038 新潟県 須佐自動車板金 －
技術の高さをアピールする看板を設置する広報宣伝
事業

3039 新潟県 株式会社　大進住設 7110001009444
無料住宅診断及びウェヴサイトを利用したリフォーム
販路拡大事業

3040 新潟県 第一精工株式会社 3110001027623
３次元CAD・CAM導入で受注機会増加と取引先数の
大幅アップ

3041 新潟県 めおと岩観光株式会社 3110001027730
古事記「国生み神話」と売場の一体化の核となる施
設設置事業

3042 新潟県
有限会社 西山自動車整
備工場

4110002020840
全車種「一日車検」実現でお客様の利便性を向上す
る事業

3043 新潟県 有限会社　弥吉丸 9110002034951
「道の駅」構想と商品ＰＲで新規顧客獲得と売上増を
目指す

3044 新潟県 割烹　石山 － バリアフリーによる安心・安全な店づくり事業

3045 新潟県 有限会社　江口石油 6110002034293 お年寄りにやさしいよろずスタンド事業

3046 新潟県 株式会社　皆建 7110001013306
寝室・リビングは大丈夫ですかを進める顧客掘り起
こしと販路開拓

3047 新潟県 野口石材店 －
墓の一生に寄り添う形で、地道な販路開拓へスター
トします。

3048 新潟県
株式会社
SPELL.ART.PRODUCE

2110001027070
トータルビューティーサロンの認知による新規顧客獲
得事業

3049 新潟県 有限会社　陽光電気 8110002033426 測定器導入による、高品質サービス・販路開拓

3050 新潟県
株式会社スタースーパー
フーズ・インターナショナ

9110001030134
ス-パ-フードドレッシング、マヨネーズの開発による
販路開拓

3051 新潟県 株式会社おらしょの野菜 6110001027174 機会ロス防止のための冷凍ストッカー導入事業
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3052 新潟県 有限会社　布施車体工業 1110002023961 小型自動車整備部門におけるタイヤ販売強化事業

3053 新潟県 古嶋建築 － 品質向上と自社PR強化による顧客獲得事業

3054 新潟県 旅館　樺太館 －
使用していない旧館一棟を一組限定離れの部屋に
改装し集客力ＵＰ

3055 新潟県 NAVYBLUE －
大人の女性の悩みにアプローチしていくエイジング
ケアサロン作り

3056 新潟県 合資会社 竹田酒造店 6110003001334
手提げ袋及び海外向けパンフレット作製による単価
向上と販路拡大

3057 新潟県 キッチンジジ －
プレミアム感のあるドリンク作成の為のフルーツ
ジューサー導入

3058 新潟県 株式会社ひさご荘 7110001012860
利用実績客へのコミュニケーションＤＭによる再来館
の動機付け

3059 新潟県 株式会社新喜久屋 9110001012685
店内改装・無料試飲・新商品の取り扱い・贈答用の
新サービス

3060 新潟県 有限会社　山田屋 9110002034943
釣りの事なら当店へ！看板設置による新サービスの
広告事業

3061 新潟県 ㈱山六木材
1510294106502
4

スマ-トフォン向けＨＰ改修での２０代、３０代の顧客
開拓事業

3062 新潟県 山西溶接工業 － 新しい顧客獲得の為の設備導入

3063 新潟県 中原板金 －
若手職人が今後の地域を支えるため「今取り組むこ
と！」

3064 新潟県
清水フードチェーン　だい
も店

－
新フライヤー導入とチラシ・HP作成による自家製コ
ロッケＰＲ

3065 新潟県 有限会社　高橋設備 2110002034652 管内清掃工事の種類拡大事業

3066 新潟県
剱持崇紀司法書士事務
所

－ 機密性が高く、ひろびろとした相談室への改修

3067 新潟県 株式会社ＲＳＳ髙喜屋 1110001027039
ホームページ刷新による潜在ユーザーへの販路開
拓

3068 新潟県 有限会社　ひやま 8110002033228 高齢者及び子供に利用しやすいトイレで集客事業

3069 新潟県 牧之庵 －
受け入れ設備を整え、看板・チラシでＰＲし、お客を
獲得

3070 新潟県 有限会社 ブルージュ 6110002033568 外国人客向けサービスの徹底

3071 新潟県 武配管設備 －
素早い対応・安心な工事・納得の料金、水漏れ119
番ＰＲ事業

3072 新潟県 株式会社アベイル 2110001028192 新規立上げブランドの商品販売への取組み

3073 新潟県 有限会社　小泉屋 5110002032876
雪をイメージしたまんまる餅でメニューの差別化・時
短化で売上増

3074 新潟県 有限会社　サトウスポーツ 9110002032906
ソフトと専用枠によるオリジナル刺繍で売上増加事
業

3075 富山県 合同会社　ぐるる富山 3230003000946 循環型農業で創る完熟有機堆肥の販路開拓

3076 富山県 Flower　Shop　恵美 －
花専門店ならではのオリジナル商品開発で販路拡
大

3077 富山県 八尾製麩有限会社 6230002006826
新商品開発に伴うインターネット販売システム構築
による販路開拓

3078 富山県 水井食品㈱ 4230001003140 だし調味料販売の海外展開及び嗜好調査

3079 富山県 えびすや －
イベント等への出店により事業を持続的に発展させ
る事業
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3080 富山県
有限会社　ドリームファー
ム

2230002008660
農家直送「富山の無農薬チューリップ」大都市圏販
売強化事業

3081 富山県 あけぼの － 日帰り旅行プラン「翡翠の思い出」の販売に向けて

3082 富山県 (有)谷口商事 4230002008329
新規客にわかりやすく、家族連れ、特に高齢者にや
さしい店づくり

3083 富山県 大角板金 －
クレーン設置による、製品の加工の効率化と生産ス
ピードの向上

3084 富山県 株式会社スギモリ 4230001006481 「木の魅力」と「新たな生活スタイル」を発信しと

3085 富山県 ビストロ・ボン・グー －
「お店の味を食卓に！」シェフの手作り総菜テイクア
ウトによる販路開拓事業

3086 富山県
株式会社タイアン板金工
業

3230001013132 リフォーム住宅の「立体施工画面提示」による売上増

3087 富山県
株式会社　Stay　gold　て
らだファーム

2230001015708
品質維持とCIの向上で自社のブランディングを高め
る

3088 富山県 株式会社山本畳工業所 8230001008615
縁なし畳の需要掘り起こしによる販路開拓と畳表折
曲器導入による生産性向上

3089 富山県 まる来 －
真空パック機を活用したテイクアウトメニューの販路
拡大・業務効率化事業

3090 富山県 たけうち美容室 － サービス内容を向上させて高齢者顧客を囲い込む

3091 富山県 吉原建設株式会社 3230001007563
民間事業者や一般住宅を対象とした「維持修繕工
事」周知促進事業

3092 富山県 株式会社マックス加工 4230001009055 販路開拓に伴う直売店のＰＲ、販売力強化

3093 富山県 株式会社　笑ふーず 9230001016071 上市町ご当地うどん開発及び山菜商品開発事業

3094 富山県 旅館だんごや －
和テイスト談話室とオンライン予約の整備でインバウ
ンド対策

3095 富山県 三栄時計店 －
聴力測定器の導入とチラシによる補聴器取扱い認知
度アップ事業

3096 富山県 サンタ・エンジェル －
地元生姜を使った新商品開発とポイントカード導入
で売上ＵＰ

3097 富山県 トナミ醤油株式会社 1230001008654
ゆず加工製品を中心とした新たな海外展開と販売促
進事業

3098 富山県 庄川遊覧船株式会社 5230001009426
外国人旅行者パンフレット制作等によるインバウンド
強化事業

3099 富山県 あたらしや －
「買い物弱者等対策」の移動・注文販売強化による
販路開拓事業

3100 富山県 食パン専門店 ５ －
魅力のある店舗づくりと進物用食パンによる販路の
開拓

3101 富山県 たかざわ珈琲店 －
時間帯別の来客層に対応したサービスメニューの提
供とＰＲ

3102 富山県 髪スタジオＭ －
コンプレックスに悩む女性を救う、増毛エクステンショ
ンサービス

3103 富山県 サイクルショップ伊藤 －
スポーツ自転車愛好者の誘客促進のための店舗改
装事業

3104 富山県 有限会社タツミ商会 7230002006734
新規顧客獲得のための新商品開発と多言語機能及
び広告設備の導入

3105 富山県 有限会社滝本工務店 2230002006739
空家管理と住宅リノベーションのプロモーションによ
る販路拡大

3106 富山県 手打ちそば　月のおと －
「食」と「音楽」に触れるイベントスペースの新設とそ
のＰＲ事業

3107 富山県 宇田種苗店 － 付加価値の高い苗木の販売を強化する売場づくり
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3108 富山県
青木設計　一級建築士事
務所

－ 構造設計に基づく建築設計サービスによる販路拡大

3109 富山県 （株）Kasablow 8230001016221
ネットショップ在庫連携システムの導入による販路拡
大

3110 富山県 家印　株式会社 2230001015906
ホームページ開設と耐震診断の内製化により販路開
拓に取り組む

3111 富山県 佐渡モータース － 店内リニューアル・５Ｓによるブランディング

3112 富山県 ハーブと喫茶　HYGGE －
ホームページ開設等プロモーションを強化して販路
を拡大する

3113 富山県 鹿熊工業株式会社 9230001007582
自社看板の設置とホームページの開設により販路を
拡大する

3114 富山県 こもり造園 －
小さな果樹園イメージの営業事務所・モデルガーデ
ンづくり

3115 富山県
株式会社ライフドア人材セ
ンター

6230001016066
当社独自の「就職支援モデル」の広報、周知による
新規顧客の開拓

3116 富山県 アイシン株式会社 6230001006604
葬儀会館の質を上げ最低料金でも、快くご利用して
頂く式場運営

3117 富山県 株式会社　大井仙樹園 3230001000460
インテリア感覚の小さな観葉植物に特化した専用サ
イトの制作

3118 富山県 南砺電気㈱ 4230001008817 業務フロー改善による見積り提案力の向上事業

3119 富山県 ㈲安居商店 5230002009904
商品力向上及び贈答品のＰＲ効果を活かした販売促
進事業

3120 富山県 万水閣 － 新商品開発による販売促進事業

3121 富山県 いせや －
差別化商品ＰＲ及びサービス商品の体験企画による
新規顧客の獲得

3122 富山県
一級建築士事務所建築
設計室21

－ 分離発注方式による顧客獲得強化

3123 富山県 丸善醤油株式会社 4230001007554
衛生、効率、量産を考えた「生きている麹」関連商品
生産改善事業

3124 富山県 美食倶楽部　げん木 － テーブル・椅子購入により幅広い客層確保を実現

3125 富山県 株式会社ＯＺ　Ｌｉｎｋｓ 1230001016260
インバウンド観光客の利便性と集客を図る為の施設
改修事業

3126 富山県 ｒｏｊｉ － カフェラテで町おこしラテアート

3127 富山県 城山荘 － 客室の空調設備更新による満足度向上事業

3128 富山県 美知の里 －
自社ホームページ作成と施設の充実による集客アッ
プ

3129 富山県 Gelateria ZUCCA －
物販用パッケージ開発とHP（ウエブストア含む）の開
設

3130 富山県 株式会社　松井機業場 6230001008831
「しけ絹」を活用した不燃素材の開発と認知度向上
事業

3131 富山県 アトリエＣＨＩＮＯＣＯ －
ワークショップ教室の拡充と認知度向上による販促
事業

3132 富山県 有限会社 かにや 8230002010504
顧客ニーズに寄り添う少人数の結婚式企画提案に
よる新規顧客開拓

3133 富山県 南建築 － 断熱工事の提案による省エネ住宅の販売促進

3134 富山県 ふれあい食堂 －
地域で愛されるお店として根付く為の集客アップへ
の取組み

3135 富山県 FCSウォール －
クライミングシューズ販売強化で集客と会員増加を
目指す
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3136 富山県 鳥善 －
店舗設備を改善し、広告宣伝で新規客と売上増加を
見込む

3137 富山県 ひばりの薬局 － 地域住民に密着した店舗改善計画事業

3138 富山県 カットハウス　ミッキー － 中高年齢者をターゲットにした店舗改善計画

3139 富山県 HAIR ART JEWEL －
活性機の設置と折込チラシによるＰＲで新規客を獲
得する事業

3140 富山県 いろり茶屋 －
店内照明のＬＥＤ化により居心地の良い店舗づくり事
業

3141 富山県 中華料理　東苑 －
お客様がゆっくり落ち着いて食事していただける環
境整備事業

3142 富山県 (株)りぼん 9230001013837
買物弱者支援事業を強化し、デイサービスとの相乗
効果を図る事業

3143 富山県 株式会社　フジタ 8230001011288
世界で一つ　町工場にメタルアートミュージアムを創
設

3144 富山県 エサカ工業株式会社 2230001016276
新メニューによる売上増加と新規顧客獲得のための
広報事業

3145 石川県 姫丸の一夜干し － 高級一夜干しの冷凍商品化による販路拡大

3146 石川県 嶋田陶器株式会社 9220001012880 九谷焼で日常のベネフィットを提供する販促事業

3147 石川県 近藤佛壇店 －
仏壇の再製修復事業の情報発信と店舗の認知度向
上への取組

3148 石川県 焼肉ハウスＲＥＥＤ －
トイレリフォームによる新規獲得客の再来店促進事
業

3149 石川県 民宿　山長 －
設備の充実と認知度アップによる「宿泊」部門の顧客
増加

3150 石川県 佐藤石材店 －
新規顧客開拓に向けた石材店の情報発信と展示場
活用の取組

3151 石川県
ヒーリングサロンMieux～
ミュウ～

－
美肌コラーゲン脱毛での新規顧客開拓のための取り
組み

3152 石川県 中山養魚 －
カジカ養魚技術を活かし「メダカ」養殖成功！で再
チャレンジへ

3153 石川県 民宿おかざき荘 －
「能登の里海が一望できるカフェ」展開による販路開
拓

3154 石川県 フットライフ　UNO －
店舗PRのための新規看板作製と新規顧客販売促進
企画

3155 石川県 谷口製菓有限会社 2220002014767
後継者に繋ぐふるさと資源を活用した新商品の販路
開拓・促進事業

3156 石川県 ㈱柚餅子総本家中浦屋 8220001016593 アメリカ市場における販路開拓強化事業

3157 石川県 オフィスふかい －
ＳＮＳ，メ-ルマガジン等作成、システム構築で情報商
材開発事業

3158 石川県
株式会社能登島マリンリ
ゾート

8220001018937
団体客に喜ばれる体験型プログラムの実施及び周
知事業

3159 石川県
瑞穂社会保険労務士事
務所

－
ホームページ開設による当所の認知度向上ならびに
販路開拓事業

3160 石川県 武久商店 －
製造現場の見学を可能にする為の糀室（こうじむろ）
の改修事業

3161 石川県 合同会社菜夢来 5220003001415 新商品開発によるブランド力強化及び販路開拓

3162 石川県 ケア・リジーム合同会社 4220003002042
機能訓練特化型デイサービスの情報発信と利用者
満足向上の取組

3163 石川県 山長寿司 －
来店型店舗からの脱却及び顧客満足度の向上によ
る売上拡大
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3164 石川県 株式会社西海水産 2220001015725
既存商品を周知させることで販路開拓と利益向上に
繋げる事業

3165 石川県 お好み＆ランチ ポルポ －
地域特性を活かした商品開発と店内演出による観光
客の誘客促進

3166 石川県 カネヨ醤油株式会社 9220001016304
ブランド力の強化と販促ツールの充実による新市場
開拓事業

3167 石川県 株式会社カメダ設計 8220001018441
ネットワーク化制御装置の試作開発によるM2M時代
への挑戦

3168 石川県 有限会社　藤井肉店 5220002011530 救え買い物弱者！動くお肉屋さんがやってくる

3169 石川県 松波酒造株式会社 8220001016676
国内外からの誘客促進、観光として「酒蔵見学」整備
事業

3170 石川県 シンヤ写真館 －
妊婦向「安産祈願」等の撮影サービスの提供による
新規顧客の獲得

3171 石川県 ㈲トギオートサービス 8220002014547
トータルカーサービスによる生き残りを目指して車販
拡大を図る

3172 石川県 三浦水産㈲ 4220002014575
外国人観光客をターゲットとする受入れ整備とプロ
モーション強化

3173 石川県 スペック技研㈱ 4220001019427
ホームページ作成で当社技術力の発信と多分野へ
の参入

3174 石川県 ヘア＆リラックス嬉楽 －
低価格戦略に対抗した差別化サービスの強化と集
客事業

3175 石川県 ㈲CORAZON 7220002016461 自社ブランド『BLESS』の魅力発信と直販事業

3176 石川県 立志総合学習塾 －
小学生向け講義の開設による新規受講生の獲得事
業

3177 石川県 TOTAL‐T －
エアーブラシ体験ルームの新設や体験会開催による
販売促進事業

3178 石川県 ㈲吉田屋 3220002000254
大手メーカーとの違いを伝える口コミ効果の強化に
よる新規開拓

3179 石川県 かのや －
内装改修や非日常体験による小さな宿の観光客受
け入れ強化

3180 石川県
アンダンテフォトオフィース
株式会社

2220001019718
町家風スタジオへの改装によるシニア層向け撮影
サービス事業展開

3181 石川県 焼肉　天龍 －
シニア層顧客のサービス向上による販路開拓への
取り組み

3182 石川県 (株)山びこ 5220001016992
宿泊サービスをメインとしたリーフレット作成による広
報力強化

3183 石川県 かじ旅館 －
日本間の椅子席への変更とオリジナルパンフレット
の作成配布

3184 石川県 お好み焼き太郎 －
グループ受注の促進と特産品販売の開始による客
単価、売上増

3185 石川県 合同会社 菜友館 7220003001421
自社製造の農産物を使った加工品を関東・関西へ販
路を拡大する

3186 石川県 有限会社　藤林石油 3220002014411
非常時対応による店舗イメージＵＰで新規顧客の獲
得事業

3187 石川県 なかの洋菓子店 －
店舗改装広報及び焼き菓子パンフレット作成による
売上拡大事業

3188 石川県 美容室　エクセレント － 「子育て支援サービス」スタートによる販路開拓

3189 石川県 株式会社　町八家具 7220001000185
大切な家具の再生サービス等の周知による新規顧
客の獲得

3190 石川県 山下鮮魚　山力 －
対面販売で買物の楽しさを伝え続ける小さな鮮魚店
の更なる挑戦

3191 石川県 武部織物株式会社 2220001015667
国内外産業用資材市場向けベルト用芯材新素材開
発による販路開拓
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3192 石川県 株式会社谷技工所 5220001020929
患者各々によりニーズが異なる義歯の安定供給によ
る販路拡大事業

3193 石川県 有限会社　石川日石 6220002011711
明るい店作りとＰＲ活動による顧客囲い込みと新規
客の顧客化実現

3194 石川県
株式会社　北陸リビング
社

5220001012918 ログde叶える“わたしの部屋”の開発・販売促進事業

3195 石川県 今村建設産業㈱ 7220001017428
ショールーム設置と木工教室開催によるリフォーム
拡大事業

3196 石川県 mano topiary － ペットの毛を使ったトピアリーの販売促進事業

3197 石川県 株式会社　日本堂 1220001014232
包装紙・手提げ袋の統一デザイン化、および新パッ
ケージ開発

3198 石川県 有限会社山崎酒店 9220002014496
ターゲットを絞った差別化サービス実施による販路
拡大事業

3199 石川県 株式会社　山海堂 5220001013569
地域の伝統産業（山中漆器）を活用した和菓子の海
外販売

3200 石川県 株式会社　はなこや 3220001018264
思い出の品を末永く！体験型教室から高齢者への
販路開拓

3201 石川県 Ｌｅｌｉｅｎ － エステテシャン開業支援パックの開発と販路開拓

3202 石川県 有限会社　出口商店 6220002000012
北陸新幹線効果への対応及び外国人向け多言語化
による販路開拓

3203 石川県 アイアンドアイ －
自社ホームページ及び企画パンフレットによる販路
開拓事業

3204 石川県 ワイン＆フーズ よしべ －
地酒等の品揃えを充実と試飲スペース導入し提案型
の販促強化

3205 石川県 株式会社　山崎旅館 3220001000008 露天風呂の湯上り休憩処で健康増進事業

3206 石川県 クリーンサービス光輝 －
高性能床洗浄機によるハイレベルな清掃サービスの
提供と新規開拓

3207 石川県 岡嶋ストレッチ工業 －
当社独自糸を用いた付加価値製品の開発及び販路
開拓事業

3208 石川県 江川クリーニング －
しみ抜き技術の実演及び広報強化による販路開拓
事業

3209 石川県 食工房　ファミーリエ －
直接販売の実施に伴う直販所設置と広報強化によ
る売上拡大事業

3210 石川県 ＩＫＫ　株式会社 3220001018058
サーモサークル（医療用機能布帛）の連結大型化に
よる販路開拓

3211 石川県 有限会社岩井工業所 6220002015869
ターゲットを建築板金店に絞り込んだ新規販売先開
拓事業

3212 石川県 喫茶　猫家 － 顧客層拡大に向けた取扱い商品の拡充、設備導入

3213 石川県 株式会社　マエダ 3010801011002 ホームページ作成による販路開拓・拡大

3214 石川県
ペンション＆カフェ　クルー
ズ

－
施設情報の英語対応による外国人顧客満足度の向
上

3215 石川県
ツーサン・コーポレーショ
ン

－
販売強化に伴う商談力アップのためのホームページ
作成事業

3216 石川県 （有）北川燃料店 9220002016278
店舗誘客向上による顧客との密接な関係づくりで売
上アップ

3217 石川県 Body・F －
個別対応トレーニングと能登町全体の心身の健康と
活気の向上事業

3218 石川県 株式会社ゲイト 5220001002588
飲食店の排水問題を抜本的に解決出来る処理シス
テムの周知事業

3219 石川県 株式会社富来ストア 1220001015734
新事業導入によって提供商品を複合化し、差別化と
相乗効果を図る
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3220 石川県
(株)笑顔ＷＡＫＵＷＡＫＵク
ラブ

3220001017225 移動販売による外向きの販路開拓事業

3221 石川県 オムライスカフェ和華 －
地元食材に拘った創作オムライス専門店のリピー
ター獲得事業

3222 石川県 有限会社　中出漆器店 5220002012652 ビッグイベント成約倍増に向けてのツール製作

3223 石川県
Dolphin Smile（ドルフィン
スマイル）

－
アクティビティ（マーメイド・ベイ）充実による売上増加
事業

3224 石川県 農家レストランまる －
自然農法・自家栽培米を使ったどぶろくの通年製造
と販路開拓事業

3225 石川県 有限会社油谷製茶 8220002014729
極上品質の加賀棒ほうじ茶を新パッケージで全国へ
発信したい

3226 石川県 黒氏印刷所 －
設備導入で取扱可能商品数を増加させることによる
販路開拓事業

3227 石川県
有限会社森本金網製作
所

8220002014431
洗浄工程を改善し安定的な高品質製品製造による
販路拡大を実現

3228 石川県 花よし －
観光客をターゲットに新規客開拓と客単価のアップ
を図る

3229 石川県 鮨あすか －
女性客等昼の集客アップの駐車場整備・新メニュー
の広報活動

3230 石川県 株式会社　中村固腸堂 2220001018273
ＷＥＢリスティング広告による客数および客単価の増
加

3231 石川県 おしゃれの風かっとマン －
新メニュー開発・ホームページ刷新による口コミ依存
からの脱却

3232 石川県 トス株式会社 5220001017652
低温冷凍発酵パン増産と季節のサンドイッチによる
新顧客獲得

3233 石川県 SITA（ｼﾃｨｱ）美容室 －
新鮮で心地良よい空間と年齢に合せた美容技術に
よる売上向上

3234 石川県 合同会社アート工房 2220003001467
故郷のロケーションを活かした婚礼フォト「ふるさと和
婚」の販売

3235 石川県 焼肉　和まる － テイクアウト用『お肉』の商品化。

3236 石川県 株式会社　中村編織工業 3220001017745
“緩まない、ほどけない靴紐”の認知向上活動と店舗
販促事業

3237 石川県 Ｔ．プロダクト　株式会社 8220001017617
提案・設計・製造を一貫して行う創造具現企業のＰＲ
と販路開拓

3238 石川県 ＣＯＳＭＩＣ　ＨＡＩＲ － フォトスタジオのある美容室の店舗ＰＲ大作戦

3239 石川県 カフェ　マダム　ルロワ －
北陸初のエクレアアイスの開発販売による売上増強
事業

3240 石川県 株式会社　親孝 8220001019489
施設利用者増加に向けたハード面の改良と広報強
化事業

3241 石川県 河原建具店 －
屋外イベント実施による顧客ロイヤリティ向上および
販路開拓事業

3242 石川県 株式会社ＩＲＣ 7220001018079
ホームページ等のＷｅｂ集客による新規販路拡大事
業の実施

3243 石川県 有限会社すみよし 7220002015439
新たな営業拠点を開設し、「提案型」へ営業スタイル
の変革を図る

3244 石川県 アラモード － 出張・屋外撮影サービス強化による販路拡大

3245 石川県 いまい農場 － 顔の見える農家のチラシ大作戦

3246 石川県 定塚 －
ライトアップした庭園が出迎える非日常を味わう料亭
の集客戦略

3247 石川県 オフィス清水 －
能登地区における在宅ハウスクリーニング、家事援
助の周知活動
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3248 石川県 AQUA －
高性能焼付設備導入による他店との差別化による
販路開拓事業

3249 石川県 美瑠季 －
着付け教室、手作り商品販売、新規顧客の確保、既
存客の定着。

3250 石川県 出雲石材 － 脳に語りかける看板の設置

3251 石川県 渚水産 － 町内過疎地域における高齢者買い物サポート事業

3252 石川県 中村栄安堂薬局 －
安心・快適な店舗空間の創出による顧客満足度の
向上

3253 石川県 Healing room Moonstone. －
痩身機器導入による新規顧客獲得および客単価向
上事業

3254 石川県 小泉菓子舗 －
“蒸したての和菓子”提供による自店のＰＲ活動およ
び販路拡大

3255 石川県 株式会社和平商店 3220001017035
主力商品「能登いか煎餅」の贈答用商品開発と販路
開拓事業

3256 石川県
有限会社ヘアサロンホー
プ

2220002014783 人（お年寄りにも）をサポートするやさしい事業

3257 石川県 ハッサク工房／Hassaku － 能登から高品質なルアーを全国に発信したい

3258 石川県 パテラス －
カーコーティングコンサルティングコースの開発・販
売

3259 福井県
グリーンプラント若狭株式
会社

7210001015275
屋上緑化用スナゴケユニットの市場開拓による販路
拡大

3260 福井県 LOHAS － 店舗改装と効果的な広報により顧客拡大

3261 福井県 大陸 －
販促ツールとして利用できるメニューブックの作成と
トイレの改装

3262 福井県 鳴尾畳店 －
無料情報誌の掲載と折込み広告による販売促進と
販路拡大

3263 福井県 株式会社武笠 3210001010949
住宅展示場出展に係る新規顧客獲得パンフレット作
成事業

3264 福井県
株式会社上中クリーニン
グ

7210001011241
家庭では出来ないアパレル仕上げを宣伝する事によ
る売上げの増大

3265 福井県 松代屋 － 法事需要の獲得による売上拡大事業

3266 福井県 有限会社福田商店 3210002008570
販路開拓の為の工場直売案内板等の設置及び広報
事業

3267 福井県 岩崎造園 －
軽量・静音型施工設備導入による一般顧客層獲得
事業

3268 福井県
有限会社あわら農楽
ファーム

5210002007323
新たなホームページによるアクセス件数増加に伴う
販路開拓

3269 福井県 青柳清治郎商店 － 店舗ディスプレイの変更

3270 福井県 紙千工房株式会社 4210001012226
自社製品と加工技術を伝えるサイトの作成による新
規顧客の獲得

3271 福井県 椿原織物株式会社 1210001012187
自社ウェブサイトの構築による国内、海外需要の獲
得

3272 福井県
有限会社井上木材セン
ター

7210002011249
主力商品の営業ツール作成と営業強化による販路
拡大

3273 福井県 メーンマスト －
インターネット営業強化のためのホームページ作成
による売上向上

3274 福井県 有限会社ブルーマリン 2210002012342
ダイビングショップの休業期間を活用した飲食業へ
の参入事業

3275 福井県 株式会社越前社海 6210001015615
観光客による遊漁船利用促進策と売上向上による
遊漁船事業の安定
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3276 福井県 うな政 －
集客アップを実現する高齢者に配慮した店舗づくり
事業

3277 福井県 有限会社山喜製紙所 4210002012159
版画用和紙専門サイトの構築による国内及び海外
の個人客の獲得

3278 福井県 清水紙工株式会社 4210001012168
デジタルプリント壁紙用特殊加工和紙の開発と販路
開拓

3279 福井県 有限会社為沢自動車 8210002012519 ショールームの改装による新規顧客獲得事業

3280 福井県 井上農機サービス － 商談室の新設及び新事業展開

3281 福井県 株式会社大次郎 1210001015215
特別注文した和紙パネルで店内を装飾し、直接販売
を強化する事業

3282 福井県 有限会社池上商店 1210002014042
カッターとドリルを導入して、個人住宅建築工事の発
注拡大事業

3283 福井県 山崎屋 －
観光・作業員・外国人のお客様に対応するためのフ
ロアー改修事業

3284 福井県 ケイマート味真野店 －
高年齢女性向けのおしゃべりサロンコーナー等の実
現

3285 福井県 合資会社北善商店 8210003000613 北国街道今庄宿の老舗酒蔵商品の海外展開

3286 福井県 喰辛坊甚 －
地元食材を使用した新たな飲食サービス提供の為
の店舗改装

3287 福井県 有限会社アラ井製作所 3210002012044
チタン・難削材の微細部品PR・特に医療分野への販
路開拓

3288 福井県 アトリエオーラ －
パンフレット作成とウェブサイト改修による新規顧客
の獲得

3289 福井県 大福そば屋 －
テーブル席増による回転率とメニュー見直しによる客
単価のアップ

3290 福井県 そば処一福 －
本格蕎麦のインターネット通信販売事業への本格参
入

3291 福井県 ちょっといっぷく茶屋 － 手作りお惣菜販売事業の展開による売上拡大事業

3292 福井県 森川商店 － 観光客が入店しやすい店舗改築

3293 福井県 有限会社美和木工 2210002011006 立会可能な家具製作・補修サービス展開事業

3294 福井県 株式会社金吾設備 5210001011111
スマートフォンサイトの新規構築による自社認知度
促進事業

3295 福井県 株式会社白和荘 9210001007262 あわらの魅力発信　地元名産品の通信販売

3296 福井県 ヘアーラヴレ －
若い固定客増加を狙った新規顧客優待キャンペーン
事業

3297 福井県 有限会社創栄産業 8210002011066
生活提案を全面に打ち出したプラン開発と広告宣伝
による売上向上

3298 福井県 株式会社杉原商店 8210001012172
東京で開催される展示商談会への出展による販路
拡大事業

3299 福井県 ヘアメイクのんのん － 新たなエステメニューの導入による新規顧客の獲得

3300 福井県 有限会社田中電気商会 6210002012223 地域の30～40歳代世帯の新規顧客の取り込み

3301 福井県 畠山酒造株式会社 3210001013530
老舗漂う和モダンな店舗ディスプレイによる販路拡
大事業

3302 福井県 株式会社サカエ設備 6210001012414 ぶどうの販売単価UPを実現するブランディング事業

3303 福井県 越前河野さへい － 移動販売車の購入による買い物弱者支援事業
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3304 福井県 有限会社ヤマグチ食品 2210002011014
飲むみかんゼリーの生産体制の強化と売り場の販
促

3305 福井県 長井しいたけ組合 － ＬＥＤ照明の設置による新商品開発

3306 福井県 炭火串焼こっこ屋 －
地域高齢者に優しいお店づくりによる来店頻度向上
事業

3307 福井県 佐武工務店 －
営業店舗の新設による新商圏への進出と新規顧客
の獲得

3308 福井県 フラワーショップおおき －
お年寄り又は障害者の利便性を向上する為の配送
車購入事業

3309 福井県 豊彩窯 －
ショールームも兼ねた陶房のリニューアルによる売り
上げの向上

3310 福井県 フィユ －
働く中年層女性の新規顧客獲得のための情報発信
力強化事業

3311 福井県
有限会社若狭自動車サー
ビスセンター

6210002011027
ホームページの開設による新規事業認知度向上事
業

3312 福井県 有限会社たくみ硝子 8210002014192 強みを活かした営業エリア拡大のための広告宣伝

3313 福井県 有限会社中村組 5210002014030 溶接業務、草刈業務の受注機会の拡充

3314 福井県 有限会社はまゆう 9210002012352
大浴場のLED照明効果で快適な癒しの空間による集
客力向上

3315 福井県 株式会社かねとも 8210001012370 お客様誘導看板による顧客獲得と売上向上事業

3316 福井県 江守ストア －
高齢社会に応じた店舗改装による販売力強化と個
人客への販路拡大

3317 福井県 四季食彩萩 －
店舗改装、告知による新規客獲得とリピート客への
転換

3318 福井県 アテネ堂古書店 －
ホームページ作成による情報発信強化と販路開拓
事業

3319 福井県 E'p Italian Bistro －
オリジナル焼立てパンメニューの開発と立地を活か
した販路拡大

3320 福井県 コハララボ －
売上高増加(販路拡大)に伴い、歯科技工所の生産
体制整備事業

3321 福井県 有限会社坂井電気商会 9210002012195
木製ランプシェード製造事業による販路開拓と顧客
の獲得

3322 福井県 山本電工 － 廃棄エアコン等のフロンガス回収作業

3323 福井県 民宿・喫茶　キャビン － お客様に優しい店づくりと効果的なアピール

3324 福井県 うみの宿さへい －
集客アップを実現するキャンペーンと高齢者に配慮
した店舗づくり

3325 福井県 林仏壇店 － 店舗の存在アピール強化と新規顧客獲得事業

3326 福井県 森の木いちご畑Café －
スムージーの開発と大型看板の設置による新規顧
客獲得

3327 福井県 株式会社サラマット 7210001014293 受注内容の変化に伴う、設備革新と更なる受注拡大

3328 福井県
株式会社ごーる堂（ドーシ
タ製粉）

7210001008163
「大豆」を活用した家庭の食卓向け新商品開発・販路
開拓事業

3329 福井県 株式会社渡辺米穀 7210001007074
スマホ対応ホームページで当社独自の付加価値米
の販売強化

3330 福井県 タムラ刺繍 －
新たな熱圧着マーク加工の取り組みによる販路開拓
について

3331 福井県 有限会社日ノ出屋 5210002007620
観光客向けのスマートフォンに対応したホームペー
ジ改修
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3332 福井県 民宿まつぼっくり － 高齢者にも安心な店舗づくりと新規メニューの開発

3333 福井県 民宿だいらや －
特色を活かしたオリジナルプランの開発と広告宣伝
による売上向上

3334 福井県 有限会社溝口精肉店 5210002014212 弁当、仕出し・オードブルの販売促進

3335 福井県 有限会社岩崎自工 8210002011495 高性能スキャンツール導入による販路拡大

3336 福井県 株式会社ティケーエス 8210001011042
施設の充実及び情報発信強化による集客力及び売
上アップ事業

3337 福井県 株式会社ミハマランド 1210001010926
『地産品詰め合わせギフトBOX』商品開発・販路開拓
事業

3338 福井県
お好み焼き・鉄板焼き　ア
バウト

－
昼営業に向けた店舗改装と地魚メニューによる新規
顧客獲得

3339 福井県
株式会社三国湊舩木水
産

9210001008995
「越前えび」を使用した商品開発における高付加価
値のパッケージ作り

3340 福井県 株式会社中地冷設 1210001014704
受注増加（冷媒機器入替え）に対応するための販路
拡大事業

3341 福井県 家具のかわら －
既存事業のノウハウを活用した新事業展開による売
上向上

3342 福井県
有限会社かつみソーイン
グ

7210002014061
照明器具のLED化によるロス率軽減と品質向上及び
受注拡大事業

3343 福井県 花番地 －
スロープの設置とパンフレット配布による広範囲世代
層の顧客獲得

3344 福井県 株式会社ビイモードワン 9210001014119
市場変化対応型工場としての設備導入とそれに伴う
受注の増加

3345 福井県 トライアード株式会社 8210001014755
可搬式高圧洗浄機による低料金の出張洗浄サービ
スで販路開拓

3346 福井県 越石亭 －
ニーズを踏まえた食事環境の提供と効果的なPRに
よる販売促進

3347 福井県 漁師の宿勇晴 －
ターゲットを絞ったメニュー開発と設備改修による顧
客満足度向上

3348 福井県 ロッキンバーグマン －
看板設置・デザートメニュー提供による集客力向上と
厨房改修事業

3349 福井県 有限会社松宮書店 7210002014210 店内環境改善による販路開拓

3350 福井県 株式会社フジタ 3210001014834 農業支援工事による受注拡大

3351 福井県 モーモー亭 － 収容数増加による売上向上事業

3352 福井県 若狭の宿きよや － 外国人観光客増加に伴うインバウンド対策事業

3353 福井県 株式会社山下 8210002003864
自社ホームページ開設・新部門立ち上げによる販路
開拓事業

3354 福井県 SP-7 design －
整理・図化ソフト導入による建築・土木デザイン分野
への新規参入

3355 福井県 株式会社小木土木 1210001008516
CAD・工程管理ソフトを有効活用した総合的提案営
業の強化

3356 福井県
有限会社永平寺の館雲
粋

5210002004527
HP・販促ツールおよび新メニュー開発による顧客誘
客事業

3357 福井県
九頭竜天然鮎茶屋　さぎ
り屋

－
アラレガコ料理の安定的な供給販売での売上拡大
事業

3358 福井県 株式会社團助 9210001002346 外国人観光客への情報発信による売上増加事業

3359 福井県 松川書店 －
学習関係書籍の知識を活用した提案型書店と少人
数制学習塾の再建
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3360 福井県 浜田醤油醸造元 －
自社ブランド商品のラインナップ充実による販路開拓
事業

3361 福井県 有限会社いまい 2210002014058
BBQスペースのオールシーズン対応による顧客満足
度アップ

3362 福井県 有限会社平田木材店 6210002014120
個人住宅の販路拡大に伴う、高度な光波測量機の
導入事業

3363 福井県 竹中商会 －
商談スペースを拡張して自転車販売の顧客満足度と
知名度を向上

3364 福井県 有限会社中野電機 6210002002595
店舗改装によりバリアフリー化と高齢化に対応した
店づくり

3365 福井県 谷川商会 － 無店舗販売から店舗販売を行うための改装事業

3366 福井県 One Trading＆Co －
店舗販売を行うための改装及びウェブサイト作成事
業

3367 福井県 角惣 － 事業の業務拡大に伴う設備導入

3368 福井県 株式会社ほしはら 4210001016210 エクステリア部門設立による販路拡大事業

3369 福井県 らーめん福の神 － 新メニューの開発・提供による売上拡大事業

3370 福井県 大陽自動車有限会社 1210002007327
新設備導入でのサービス体制強化による顧客満足
度向上事業

3371 福井県 Crossp's －
業務用製氷機を導入し品質・顧客満足向上と販路拡
大を図る

3372 福井県
株式会社坂井在宅総合
サポートセンター

4210001014767
居宅介護支援事業所および訪問看護ステーションの
新規開設事業

3373 福井県 大和甘林堂 －
店内でも飲食出来る茶房を設けて、売上拡大の事業
を行う。

3374 福井県 有限会社涛花堂 3210002009180
観光客向けの商品パッケージの開発及び販路開拓
事業

3375 福井県 8787バルーン －
世界にひとつのゆる筆文字メッセージバルーンギフト
の販路開拓

3376 福井県 富士良建設株式会社 7210001014426 新規顧客を開拓するフジホーム認知度アップ事業

3377 福井県 三國屋 －
永平寺・越前産鮮魚の販売促進並びに手作り惣菜
の開発、販売強化

3378 福井県
有限会社間宮真珠養殖
場

6210002014211
「真珠の手作り体験」強化プログラムによる客数UP・
購買率UP作戦

3379 福井県 大角ドアメイク －
北欧風家具及び木工雑貨の販路拡大に向けたPR
強化事業

3380 福井県 株式会社ユナイテッド 2210001009447
オリジナルブランド貯蔵庫専用IOT対応のアプリ開発
事業

3381 福井県 ハルエ機工有限会社 7210002002883
日本語・英語版両標記によるHP作成により営業力強
化を図る。

3382 福井県 有限会社ユーティー 1210002003763
IT活用による業務内容の向上と販路開拓への取組
み

3383 山梨県 プロフィックス有限会社 6090002010470
高画質４Ｋカメラでの企業用ビデオ撮影・編集による
販路拡大事業

3384 山梨県 合同会社プロテクトJ 6090003000768
捕獲用罠（ククリ罠・箱罠・サル捕獲檻）の開発と、Ｈ
Ｐによる販路開拓

3385 山梨県 hair ｗｏｒｋｓ ＮＡＰ －
顧客の髪の毛が傷まずもちがよくなるパーマの機械
導入

3386 山梨県 魚竹寿司 －
宴会客のニーズに応えた環境作りによる売上・利益
の向上

3387 山梨県 甲斐北原石材店 － 洋型デザイン墓石の展示と宣伝による顧客開拓
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3388 山梨県
和音デイサービス合同会
社

2090003001010
カスタマイズした支援プログラムによる利用者拡大
の為のＨＰ作成

3389 山梨県 カントリーハウスワン －
滑りにくい床で、ペットに優しい宿として来泊者の増
加を図る。

3390 山梨県 株式会社桑郷 5090001012394
通信販売営業アプローチの仕組み構築と新商品開
発

3391 山梨県 有限会社正文堂 3090002014929
象嵌入り印章彫刻・根付彫刻・置物彫刻の象牙彫刻
の販路開拓

3392 山梨県 谷口時計メガネ店 －
高級品から古い時計まで修理可能なサービスの提
供による顧客開拓

3393 山梨県 まあちゃん家 － 真空パック商品化による需要ある商品開発と販売

3394 山梨県 今村栄商店 －
ホームページ開設によるネット広告の速報力を活用
した販路開拓

3395 山梨県 有限会社総合寝具おざわ 0140500280054
良質な睡眠創造　自然派素材を中心とした寝具の
PR事業

3396 山梨県 小林薬品 －
販路開拓のためのチラシとメール便の発行及び漢方
棚の設置

3397 山梨県 ザルツベルクコーヒー －
看板、喫煙席の設置によるＰＲと自家焙煎による付
加価値の向上

3398 山梨県 パソコン教室こぴっと －
プログラミングによるこどもパソコン教室の認知拡大
と集客

3399 山梨県 神宮寺自動車 －
最新リプログラミングで低燃費に、そしてクリーンな
排気ガスに

3400 山梨県 くしま整骨院 －
超音波治療器とのコンビネーション治療による新規
顧客の獲得

3401 山梨県 株式会社MARS 6090001008524
自社開発のGISパッケージソフト『MARS.NET』の認知
度向上による販路開拓

3402 山梨県 株式会社横田電器 8090001014339
長期間・広範囲にわたる折込チラシの配布による認
知度向上と売上拡大

3403 山梨県 有野米穀店 －
無洗米精米機導入による無洗米の消費拡大と大口
顧客獲得の取組み

3404 山梨県 有限会社　栗原石油 5090002006643
ハイブリット車エアコンガスクリーニング購入と新規
購入者の開拓

3405 山梨県 日本料理すずこう － 店内をギャラリー化することによる新規顧客獲得

3406 山梨県 水谷水晶研磨工業 － ウェブの活用等による当社技術力のＰＲ

3407 山梨県 弥佑 －
国内・海外展示会への出展及びインターネット広告
による販路開拓

3408 山梨県 小林商店 －
多様化する消費者ニーズに伴った業態変化に対応
する店舗改善

3409 山梨県 民宿　山下荘 － 顧客満足度向上を図るための店舗改善

3410 山梨県 金の森山荘 － 釣り施設からアウトドア文化の発信拠点への変革

3411 山梨県 五味建興株式会社 1090001009221 新製品「ソーラー付街路灯」の販路開拓

3412 山梨県 星野商店 －
移動販売における販売地域の拡大（買い物弱者の
方のお手伝い）

3413 山梨県 株式会社ワーク 6090001002989
野立太陽光発電システムの検査及び定期点検事業
による顧客開拓

3414 山梨県 桂建築研究所 －
3D　CAD導入による新規顧客の開拓、より高度な図
面の提供

3415 山梨県 株式会社Will 2090001007224
ホームページの作成・活用による販路開拓及び福祉
貢献
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3416 山梨県 太冠酒造株式会社 7090001001255
海外販路開拓のためのラベル、パッケージ、菰樽デ
ザイン開発事業

3417 山梨県 杉山江見堂 － 草木染団扇・扇子のデザイン開発と販路開拓

3418 山梨県 有限会社水口屋洋品店 8090002015088 アニバーサリー商品販売強化のためのリニューアル

3419 山梨県 グラタン＆ピザ　アンク －
看板取換による新規顧客獲得・メニューチラシ配布・
販路開拓

3420 山梨県 依田理容所 － バリアフリ-化による高齢者顧客対応と売上向上

3421 山梨県 山静商会株式会社 1090001012258
自社のログハウス建築技術を応用したミニハウス開
発と販路開拓

3422 山梨県 しまむら農園 － 食品乾燥機の導入によるドライフルーツ商品の開発

3423 山梨県 ガクロクマリン －
初めてのワカサギ釣りを楽しんでもらう為のＷｅｂサ
イト作成事業

3424 山梨県
有限会社　仙洞田建築板
金

3090002010795
高齢者に安心の生活を！バリアフリーリフォーム工
事の提案事業

3425 山梨県 株式会社内藤農園 3090001012982
「ジュエリーピーチ」ブランドの強化と販促ツールの刷
新

3426 山梨県 総合衣料　おかやす －
顧客の不満解消のための「学校用品カタログ」と「店
舗看板」の導入

3427 山梨県 中華食堂　かかし －
創作中華料理の幅を広げる、新「中華食堂かかし」リ
ニューアルプラン。

3428 山梨県 GROW Music＆Drem －
シニア層をターゲットとする体幹機能アップ器具の導
入

3429 山梨県 麩の岡田屋 －
本物の麩の価値をＨＰとパンフレットを活用し、展示
会で新規客を取込む事業

3430 山梨県 昭和動物病院 －
猫も施術可能な拡張装置の導入と猫に特化したHP
のリニューアル。

3431 山梨県 株式会社　ハイチック 4090001004558
卵かけご飯専用醤油をオマケ付けして「ワインたま
ご」の拡販

3432 山梨県 菊原住建 － 遺品整理事業の新規立ち上げによる顧客開拓

3433 山梨県 有限会社　大蔵 8090002003588
客室は全室和室であるが一部を椅子テーブルの客
室に改装する

3434 山梨県 (有)アイ・タイム中沢 2090002014707 新規顧客獲得の為の販路開拓と既存顧客の固定化

3435 山梨県 有限会社　富士田屋 7090002012466 新商品の企画開発（富士山型グミ）

3436 山梨県 株式会社　平井屋 5090001010514
ヘルシーな和食「ほうとう」の外国人向けお土産品企
画・製造計画

3437 山梨県 有限会社　峡東陸運 7090002011187 「タイヤ交換」の事業化による販路開拓

3438 山梨県 浜田屋食堂 － 「きていただく」と「満足していただく」改善策の実践

3439 山梨県 有限会社　みやがわ 4090002009770
補聴器販売における専門的設備の導入及び店舗環
境の改善

3440 山梨県 株式会社　リコライ 1090001008223
電動トイレットペーパーホルダー｢ラクトル｣の販路開
拓事業

3441 山梨県 塩山モータース － WEBの整備によるプロモーション強化

3442 山梨県 ｙｏｈｎ －
帆布カバンのバリエーションアップに向けた新製品
開発

3443 山梨県 こまきぐらす店 －
新たな体験プログラムの開発とイメージ戦略による
店舗づくり
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3444 山梨県 忠兵衛 － ナチュラルライフイベントへの出展による販路開拓

3445 山梨県 やまのかみ木工所 －
国産・県産材を使用した木のオーダーキッチンの販
売促進

3446 山梨県 ＩｒｉｓｈＰｕｂＢＵＬＬ＆ＢＥＡＲ －
店舗アプローチのバリアフリー化とテラス席の整備
充実

3447 山梨県 八ヶ岳あおぞら農園 －
農園環境の整備とSNSの活用による都市圏ユー
ザーの獲得増加

3448 山梨県 有限会社　たんぱく工房 2090002014467 大豆商品の強みを最大限活用した付加価値創造

3449 山梨県 なかた農園 － ドライフルーツ及び乾燥野菜の開発と販路開拓事業

3450 山梨県 有限会社　小林建築所 4090002007312
「ひふみの家」のＰＲおよび販路拡大のための情報
発信事業

3451 山梨県 有限会社　久保田商事 6090002007269
新型車内掃除機導入に伴う新サービスPRおよび新
規顧客開拓事業

3452 山梨県 有限会社ウエストリバー 4090002007147
初心者が「宿泊プラン」から予約したくなるマルチデ
バイス対応HPにﾘﾆｭｰｱﾙ

3453 山梨県 ヘアーリアライズ　サクマ －
高齢化・来店弱者対策に伴う安心・安全・快適な店
舗改装事業

3454 山梨県 株式会社　ソイワールド 3090001007157
HACCP認証取得による売り上げの向上とリスクマネ
ジメント

3455 山梨県 有限会社　クラタ 3090002004582
地元の甲州牛をメインにしたメニュー構成による新規
顧客の獲得

3456 山梨県 有限会社　ロッジなぎさ 4090002012881
外国人観光客対応型サービス案内ツールの作成、
販路開拓

3457 山梨県
有限会社　エムケイコー
ポレーション

4090002014052
ペット用無添加燻製シカの干し肉の開発および販路
開拓

3458 山梨県 有限会社アイユーホーム 2090002014368
「教会の礼拝堂」建築受注獲得のための営業活動の
強化

3459 山梨県 畑山農場 －
農場の有機野菜を使ったオリジナル加工食品の開
発

3460 山梨県 なかじま写真 －
高解像度対応機器導入によるドローン空撮と販売促
進イベントの開催

3461 山梨県 グラスハウスＮＥＮ － 作品制作範囲拡大の為の大型電気炉の設置

3462 山梨県 有限会社マルサン葡萄酒 9090002011433
来客者受入態勢の整備（トイレ環境の改善）による売
店売上向上

3463 山梨県
中央ＯＡサービス株式会
社

2090001004634
ホームページの構築とオリジナルカタログを利用し新
規顧客を獲得

3464 山梨県 (有)Ｍ 4090002004516
伝統のラーメンを新しいお客様へ向ける店舗リ
ニューアルプラン

3465 山梨県 株式会社サンセー商会 9090001005873
積算部門の充実による受注機会の増大、安定雇用
の確保

3466 山梨県 ＰＡＩＮＴ　ＢＯＸ －
作業の拡大と作業効率を向上させる設備導入による
販路開拓

3467 山梨県 Ｍｏｆｕ　Ｍ０ｆｕ －
健康志向の方のための美味しいガレット店の販売促
進

3468 山梨県 有限会社　望月工務店 9090002014576
ホームページの抜本的なリニューアルによる契約数
アップ

3469 山梨県 ＷＩＺ －
大自然の癒しとエネルギーを表現する音楽ＣＤ制作
と宣伝強化による販路開拓

3470 山梨県
ハーブガーデン四季の香
り

－
看板設置による富士山が眺望出来る本格的な洋食
レストランのＰＲ

3471 山梨県
株式会社　ペンションモト
ス

1090001010567 ホール床暖房設置工事による冬季集客増加事業

124/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

3472 山梨県 矢﨑企画 －
施主の自主施工を加えた家づくりによる販路拡大事
業

3473 山梨県 株式会社コーリング 4090001006645
遺体冷凍装置の販路拡大に向けた販促ツールの整
備と販路拡大

3474 山梨県 北の勢堂 － 茅葺き屋根リフォームに伴う、古民家再生集客事業

3475 山梨県
どうし食と農の環株式会
社

0090001008698 自然食とオリジナル料理をＰＲするＨＰ作成事業

3476 山梨県 モック犬橋 7090001008531
販路開拓につなげる商品魅力ＰＲ展示会等出展事
業

3477 山梨県 山梨スポーツ都留店 －
シューズと足とインソールのスペシャリストを目指し
健康志向へ販路拡大

3478 山梨県
有限会社ブックスステー
ション

6090002010454
リアル書店の強みを活かした地域のコミュニティカ
フェの開設

3479 山梨県 株式会社サナミ製作所 6090001008359
WEBを活用した国内外へのシートリング販路開拓事
業

3480 山梨県 オガサハラ － 農産物加工品の安定生産のための加工設備の導入

3481 山梨県 民宿　寿荘 －
和式トイレの洋式トイレ化による若手団体客獲得に
よる販路拡大

3482 山梨県 赤井 － 店舗設備の改修による販路開拓

3483 山梨県 きじ亭 －
幹線道路からの集客増加を図ための看板設置によ
る集客率強化事業

3484 山梨県
自在GLASS富士山スタジ
オ

－
「フュージングガラス工芸技術」教室新規開講と体験
コーナー設置

3485 山梨県 慶村 －
冬期限定プランPRと看板設置による知名度と集客力
向上事業

3486 山梨県 吉田のうどん　蔵ノ介 －
高齢者や外国人等の新たな顧客受入れ円滑化・お
もてなし向上事業

3487 山梨県 木夢　株式会社 8010401049594
学童用姿勢改善アダプター販路開拓の為の試作
ロット製作

3488 山梨県 ㈲韓陽苑 7090002011864
女性・高齢者のニーズを満たす優先席設置による新
規顧客獲得事業

3489 山梨県 TRIBE －
若年層顧客取り込みのための短期合宿プラン作成
事業

3490 山梨県 フードショップ上奈 －
食品加工製品の見える化と製造工程改善よる販路
開拓事業

3491 山梨県 居酒屋　桜坂 －
期間限定フェアの開催による新規顧客獲得・販路開
拓事業

3492 山梨県 Ｍｔ.ＦｕｊｉＬＯＣＡＬ 7090001014190
日本産アウトドア用品特設コーナー設置による販路
拡大と売上増

3493 山梨県 株式会社おおぞら 7090001010355
キッズコーナー、洋式トイレ設置で販路拡大とリピー
ト率アップ

3494 山梨県 株式会社リトルツリー 2090001014138
業務車両をＣＭカーにペイントして新規顧客を獲得
する。

3495 山梨県
Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃ-ｃｕ
ｂｅ

－ ＡＧＥ測定会を通じMORINDAの販路拡大と売上増加

3496 山梨県 ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔｅ －
インバウンド旅行海外バイヤーへのグローバルＢto
Ｂ販路開拓

3497 山梨県
レインボーコンサルティン
グ

－
外貨建保険の新市場を開拓する生保・損保のトータ
ル相談窓口へ

3498 長野県 シモハラ電気管理事務所 －
充実した保安管理業務提供のための最先端測定・
試験機器導入事業

3499 長野県 有限会社コモリ 9100002001829
雑木を中心とした庭造り等の提案営業による販路開
拓
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3500 長野県 有限会社薬師館 8100002037527
高齢のお客様のためのトイレへの温水洗浄便座設
置による集客対策

3501 長野県 カントリージョー －
温泉をイメージした温泉風浴室改修工事による外国
人宿泊客の誘客

3502 長野県 手打ちそば　一八 －
店舗入口・駐車場整備、店舗の好印象化による新規
顧客の獲得

3503 長野県 銀のはね鍼灸院 －
親子連れをメインターゲットとした快適性向上による
販路開拓事業

3504 長野県
あい写真スタジオ　アガ
ペー

－
お子様向け及び高齢者向けのフォトアルバム販路開
拓事業

3505 長野県 有限会社村澤 6100002037495
ペット同伴可能をＰＲする看板とパンフレット制作によ
る集客対策

3506 長野県 株式会社野熊の庄月川 4100001022541
地域の観光資源を生かした新たな土産品開発によ
る販路拡大

3507 長野県
サリーズイングリッシュタ
イム

－
地域唯一の英会話教室事業拡大のための指導環境
整備とＰＲ

3508 長野県 有限会社林屋材木店 1100002037079
業者向け展示会出展で利益率の高いレンガ積み外
壁工事の受注拡大

3509 長野県
有限会社ナンシングリー
ンカラー

2100002036930
広告宣伝強化と顧客管理による需要掘り起こしと新
規開拓の実現

3510 長野県 食事処　和美 －
テーブル椅子での和室宴会サービス開始による利
用客層拡大

3511 長野県 有限会社紅葉軒 5100002032803
スマホからアクセスし食事と買い物ができるホーム
ページ製作PR

3512 長野県 下中屋グループ －
高齢者や子供連れのお客様に対応する個室店舗改
修による集客対策

3513 長野県 合同会社こまがた 7100003001037 直売所販路開拓強化事業

3514 長野県 オプトコバヤシ －
既存のデータベースを統合し、新顧客管理システム
の構築

3515 長野県
メディコくろひめはりきゅう
治療院

－ 「高齢者」「障害者」のバリアフリーリフォーム事業

3516 長野県
農業生産法人　株式会社
ファームかずと

4100001006635
海外対応と転嫁率改善を目指すホームページリ
ニューアル

3517 長野県 有限会社ギャラリー深澤 6100002013083 軽井沢縁の作家の知名度向上事業

3518 長野県 株式会社小野田製作所 1100002032617
品質安定化、コスト改善を図り、顧客満足度向上、新
規顧客獲得

3519 長野県 ばんぶーびれっぢ －
和式トイレからの洋式化及び節水トイレの導入によ
る新規顧客獲得

3520 長野県 朝日そば　ふじもり －
専用機導入による歩留率の向上で自家製そば粉増
産事業

3521 長野県 やまふる観光 －
旅行の新規顧客掘起し・知名度アップ及び満足度
アップ事業

3522 長野県 理容ノムラ －
おもてなし環境整備による新規来店客者増加と再来
店率向上の取組み

3523 長野県 株式会社コーシン 9100001025969 ホームページとポスティングによる新規顧客開拓

3524 長野県 有限会社ヤマキ 1100002038465
商談スペース兼用エクステリア展示と提案力向上で
集客力アップ

3525 長野県 てんりゅう治療院 －
「地域のよろず健康相談所」を目指し、販路開拓を図
る

3526 長野県 株式会社GUD工業 2100001026569 個人宅向け給排水衛生設備工事等の受注獲得事業

3527 長野県 買取ONE －
地元週刊新聞を活用した当店の特徴・強みの広告
宣伝事業
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3528 長野県
氣エナジーヒーリングサロ
ンくくる

－
特徴あるサービスをまずは体感してもらう仕組みづく
りと販路開拓

3529 長野県 有限会社水舎屋 5100002022317 店舗の魅力を存分に伝えるためのツール作り

3530 長野県 南国飯店 －
カウンター席と座敷用テーブル導入によるお客様の
満足度向上対策

3531 長野県 有限会社806カルイザワ 6100002013281
多角的ビジョンによる顧客満足度アップで誘客＆リ
ピーター創出！

3532 長野県 びようしつTOYBALLOON － 店内照明LED導入による店舗イメージの刷新

3533 長野県
株式会社メンハウスフード
システム

9100001009138
鬼押出し園における展望レストラン・団体予約食堂
の販路開拓

3534 長野県 福嶋麺類食堂 －
高齢者にやさしい店づくりのためのトイレ改修による
誘客対策

3535 長野県
有限会社アイティー・
キューブ

2100002033523 自社ＰＲ・製品ＰＲ用ＨＰの作成による販路開拓

3536 長野県 アジアンカフェlotuSmile －
新メニュー「夜のコース料理」宣伝による新規顧客獲
得

3537 長野県 有限会社カネシゲ農園 1100002037987
桃の通年販売による販路拡大及び品質保持を目的
とした機材導入

3538 長野県 ペンションポーラスター － 子供連れの家族が楽しめる空間の提供

3539 長野県
有限会社　鹿塩の湯　湯
元　山塩館

3100002038100
Wi-Fi環境整備によるインバウンド及び新規顧客開
発

3540 長野県 南嶺観光有限会社 7100002038294
ホームページとSNSを活用した登山エリアの情報発
信事業

3541 長野県
コレクターズショップ　サザ
ン

－
鉄道模型販売専門店PRに向けた店舗による新規顧
客獲得

3542 長野県 有限会社カドケン 5100002007004
自社物件の広告及びOBの方へのアフターフォロー
による販路開拓

3543 長野県 公文式　信濃町教室 －
未就学児に特化した営業アプローチとセミナールー
ムの構築

3544 長野県
オーベルジュ・ラ・プーサ
ン

－ 客室トイレの洗浄便座設置及び手すりの設置

3545 長野県
hairGlanz（ヘアーグラン
ツ）

－ ヘッドスパでリラクゼーション強化する事業

3546 長野県 バーバーショップ三木 －
女性と大人メンズのための”プライベート理容室”へ
の改装

3547 長野県 アスナロ － 空き家・リフォーム！お悩み解消・提案事業

3548 長野県 桂亭 －
店舗環境を改善した顧客満足度の向上による販路
開拓事業

3549 長野県 有限会社勝縁舎 5100002036440
そば粗選機・乾燥機購入で村内産玄そばのみ使用
の特徴で販売促進

3550 長野県 Bakery&Cafe Anton －
利益率の高い菓子パン、焼き菓子製造設備の充実
による販路拡大

3551 長野県 原クリーニング商会 －
個人店ならではのサービスＰＲと店頭視認性向上策
で新規顧客開拓

3552 長野県 木下青果 －
広告宣伝強化と商品腐敗予防基盤整備による安定
供給と販路開拓

3553 長野県 有限会社優style 3100002025610 浄水設備の導入とホームページ開設

3554 長野県 ペンション　ウイング － 自動二輪車利用者向けサイクルポート設営

3555 長野県 有限会社パレナ 5100002023926
弊社の独自性アピールによる新規受注獲得、販路
拡大事業
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3556 長野県 有限会社倉島製材所 4100002001486
攻めの営業スタイル強化による、リフォーム需要開
拓事業

3557 長野県 フォトスタジオていく －
学校の卒業アルバム製作業務への進出による新た
な販路拡大事業

3558 長野県 有限会社風の森建築 9100002030745
田舎暮らしを応援する！移住者に向けた情報発信と
つながりづくり

3559 長野県 LOBBY HAIR DESIGN － 「lessシステム」の拡販と新規顧客集客

3560 長野県 尾張屋商店 － 配達業務強化による販路開拓、食の支援事業

3561 長野県 Lini軽井沢 －
ギフトラッピング強化とカタログ製作でブライダル業
界へ販路拡大

3562 長野県 紅谷和洋菓子舗 － 「つくりたての美味しさ」をお届けする情報発信事業

3563 長野県 味のアトリエ木の実 －
安心・安全・居心地良い空間づくりで、集客アップ事
業

3564 長野県 日幸設備株式会社 1100001023096
安心安全快適な笑顔あふれる水回りリフォーム工事
の販売促進

3565 長野県
有限会社中村モーター商
会

8100002027635
ホームページ開設による新規顧客獲得及び常連客
への販売促進

3566 長野県
有限会社イヴェルマルヤ
マ

7100002023338
補聴器の取扱いをメインとした看板で情報発信、顧
客開拓

3567 長野県 株式会社阿智精機 9100001023238
展示会、パンフレットを活用し画期的新製品の受注
確保を図る事業

3568 長野県 ひるがみ茶屋 －
駐車場から店舗への路面整備による高齢者や車イ
スのお客様の集客

3569 長野県 信州くだもの村富永農園 －
市田柿の新パッケージの開発・新規ネットショップで
の販路開拓

3570 長野県 有限会社デラ工房 4100002027093
一目でｷｯﾁﾝや家具をオーダーできることが分る店舗
看板の設置

3571 長野県 ふとんの田地野 － 新たな「和匠ブース」設置による店舗改修事業

3572 長野県 陽だまり動物病院 － 動物病院でトリミングしながらトータルで健康管理

3573 長野県
有限会社日本光器製作
所

9100002015192
非接触で測定できる特殊カスタムメイドの顕微鏡の
知名度向上

3574 長野県 株式会社Ring Link 1010401121756
八ヶ岳移住ライフの魅力を伝え、移住者を増やす
ホームページ開設

3575 長野県 平谷村　加藤農園 － 自社生産トマトを使用した新商品開発事業

3576 長野県 ＪＯＧＦａｃｔｏｒｙ －
無垢の木を使った小物製品の新商品化による販路
拡大策

3577 長野県
株式会社グローバルニッ
チパートナーズ

3100001027434
海外進出企業向けの英文契約交渉に絞った販路開
拓・広報活動

3578 長野県 ペンション　ハーヴェスト －
ジビエ料理の充実および定員増に必要な厨房機器
の増設

3579 長野県 ラーメンまた旅 － お得なランチセットで昼の売上５０％UPを目指す。

3580 長野県 木曽薬品工業株式会社 2100001017741 キャラクター作成による薬局のイメージアップ

3581 長野県 株式会社ＯＴＥＣ 3100001028226
採集コンテナを使った薪ストーブ用薪の生産販売シ
ステムの構築

3582 長野県 有限会社パルみやじま 8100002016852 店舗の「見える化」でライフラインの困りごと解消事業

3583 長野県 株式会社ケーエムケー 7100001011475 対話型ホームページの開発
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3584 長野県 戸沢開発有限会社 1100002036865
小さなお子様や女性客に配慮したレジャー施設整備
による集客対策

3585 長野県
有限会社ＭＡＲＤＡＫ
international

8100002037758
ホテル・旅館に関するトータルサービス提供の紹介
パンフ作成事業

3586 長野県 F Style －
今すぐ贈りたいフラワーギフトの提案でリピーター客
アップ！

3587 長野県
The Leylines (ｻﾞ ﾚｲﾗｲﾝ
ｽﾞ)

－
ランドセルリメイク事業の強化による販路拡大と認知
度向上

3588 長野県 株式会社キャトル・セゾン 2100001028796
新規販路開拓のためのパンフレット及びホームペー
ジの一新

3589 長野県 和泉屋 －
南木曽駅前インバウンドコミュニティー喫茶メニュー
充実事業

3590 長野県 大家自動車 －
施工時間短縮と修理費用削減のための半田引出板
金導入事業

3591 長野県 ロッジ　フリーラン －
食べる・くつろぐだけでない「遊べるウッドデッキ」で集
客向上！

3592 長野県 中信土木有限会社 1100002022428 民間元請工事受注拡大のための営業強化

3593 長野県 コーシン工業株式会社 8100001023544
専門技術を生かし低価格のガレージ提供で新規顧
客獲得

3594 長野県
ラブジャパンブランド株式
会社

9100001026711
伝統的な着物柄を使用した商品開発、情報発信、販
路拡大

3595 長野県 パソコンサポートいけだ －
新規顧客開拓・販路拡大に向けたＰＲチラシの作成・
配布

3596 長野県
ソイルアンドベリーズ小布
施

－
シニアに易しいホームページ・販促品による新鮮果
樹の販路拡大

3597 長野県 有限会社たまりや酒店 1100002018608
トイレの改装による観光客満足度向上と売上額増加
の実現

3598 長野県
株式会社Shigakogen
Travel　Bureau

3100001025751
英語版ホームページ開設による外国人客増大と売
上増加の実現

3599 長野県 馳走屋　流有 －
トイレの改装による顧客満足度向上と売上額増加の
実現

3600 長野県
株式会社奥志賀スキーセ
ンター

1100001012248
ホームページとフライヤーの中国語対応で顧客確保
強化

3601 長野県
有限会社志賀高原オリン
ピックホテル

3100002018572 ホームページの再構築で外国人客の集客力強化

3602 長野県 有限会社竹内商店 3100002018606
ＷＥＢ・デザイン部門事務所新設による新規事業へ
の本格参入

3603 長野県 株式会社ヤドロク 3100003004191
旅館仕様の玄関先をカフェの趣きに改装し飲食部門
の集客強化

3604 長野県 有限会社はくら 8100002018659
自社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙで外国人旅行者､個人客
の集客強化

3605 長野県 ＢＯＮＡＮＺＡ －
ブライダル需要における結婚指輪販売の為の接客
スペースの充実化

3606 長野県
株式会社アジャイルシス
テム

9100001020994
木造住宅制震ダンパーとモニタリング装置の顧客開
拓と販路拡大

3607 長野県 居酒屋割烹　鈴蘭 －
高齢者や子供連れ女性客に食とくつろぎの空間づく
りで売上アップ

3608 長野県 株式会社アビックス 2100001012676
販売用ホームページ等の制作による販売チャネル増
加と販路開拓

3609 長野県 伊東自動車修理工場 －
「予防整備」の提案、提供により顧客満足度向上と売
上増加を図る

3610 長野県 Cuore Verde － 2つのアルプスを眺めるテラス席の拡張・増設工事

3611 長野県 白駒観光株式会社 1100001008205
WiFi環境の整備と、WEB上での情報配信で新規顧客
創造事業
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3612 長野県
竹内達朗行政書士事務
所

－ 料金体系のわかりやすいホームページの作成

3613 長野県
ヘアーショップジュンスタ
イル

－
耳つぼエステ（フェイシャルエステ）による売り上げの
向上

3614 長野県 株式会社トモノ 8100001009205
住宅商品の告知活動の強化による受注棟数と完工
引渡し物件の拡大

3615 長野県 山村テラス －
ホームページ制作による情報発信と、新型バイオトイ
レの導入

3616 長野県 勝野自動車整備工場 －
最新診断機導入とLED化照明工事により業務効率
化と集客力向上

3617 長野県 有限会社森の泉 4100002016427 ドライフルーツと野菜チップスの商品開発と販路拡大

3618 長野県 有限会社桜清水ビレッジ 2100002022699
スノーシューで冬季の集客を図り、念願の「通年営
業」を実現する

3619 長野県
株式会社日本ウオルナッ
ト

8100001011094
国内初のくるみ農園プロジェクト「チャンドラーハウ
ス」の建設

3620 長野県 有限会社尾崎建築 8100002027288
古民家再生と住宅改造工事の受注拡大に向けた販
売促進事業

3621 長野県 株式会社つたや本店 1100001017800
星空ウォッチング宿泊プランで木曽の自然と食のファ
ンをつくる

3622 長野県
株式会社ジーエス自動車
整備工場

3100001017781
クルマの健康診断カードクター診断サービスによる
安心の整備工場

3623 長野県 有限会社小松 4100002027366
聴こえの見える化による補聴器利用者の悩みと不安
解消に応える

3624 長野県 ピエロ － トイレの改修工事による集客力向上事業

3625 長野県
有限会社コウ・キタダ建築
設計工房

3100002030742
「鉄平床暖」の販路開拓：認知・周知を深め新規顧客
を獲得

3626 長野県 株式会社ワンダートーン 4100001015529
「ヨコヤマギターズフェア　イン　上海」による新規顧
客開拓

3627 長野県
株式会社アロウズガーデ
ンデザイン

6100001028603
下請けではないエクステリアとガーデンリフォーム業
者の挑戦

3628 長野県 infini －
既存顧客の固定客化とウェブレッスン講座活用によ
る販路開拓

3629 長野県 チェリーアート　デンタル －
熱可塑性ポリアミド樹脂を使用しての義歯の射出制
作

3630 長野県 癒幸堂 － 店舗改装と広告宣伝に伴う新規顧客獲得

3631 長野県
メキシカンな食堂
TacoTaco

－
サービスと客単価の向上、動線の改善を目指す店舗
リノベーション

3632 長野県 株式会社ラネージュ 9100001017454
多言語対策・ＳＥＯ対策・スマートフォン対応のホーム
ページ更新

3633 長野県 有限会社太田 8100002026249
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ消費ｱｯﾌﾟの為の薬局内ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・新ｿﾌﾄ導
入・宣伝

3634 長野県 自然食品の店halo － 店舗改装

3635 長野県 MIKI&CO － ウエディング部門への販路拡大・宣伝

3636 長野県
白馬プチホテル「みそら
野」

－
新たなファミリー向け広告媒体を活用し、新規顧客を
開拓する。

3637 長野県 株式会社スイスプラザ 9100001017280
外国語ホームページ制作による、インバウンド誘客
拡大事業

3638 長野県 おどもカフェ － 寄り合いの場を寄り合いやすく・環境整備作戦

3639 長野県 よろず耕房 －
「やまみつや」と「和合むら」のネットショップのリ
ニューアル
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3640 長野県 有限会社窪田モータース 7100002029491 高齢者向けタイヤ交換出張サービスの実施

3641 長野県 有限会社諏訪宝飾工芸 3100002029529 希少性の原石を使ったインターネット販売

3642 長野県 プチペンション　ジョナサン － 長野県産材を使用した客室リフォーム

3643 長野県
合同会社リアルライブジャ
パン

4100003004257
中国ブランド商品の販路開拓の為のネット販売シス
テム構築

3644 長野県 恵比寿屋商店 －
地酒専門店の信頼度強化とプライベートラベルによ
る集客

3645 長野県
ピッコロホテルオペラ軽井
沢

－
台湾・香港・中国人対応の充実情報ホームページで
誘客アップ！

3646 長野県 有限会社米山精機 2100002016908
高度技能による精密治具、金型部品提案の販路・環
境整備事業

3647 長野県 株式会社一柳 5100001017136
短納期、ｺｽﾄﾀﾞｳﾝに対応できる燃料電池車用量産金
型加工の開発

3648 長野県 自然食工房　味鈴 －
アイシング・クッキーの開発・製造による販売部門の
拡大

3649 長野県
株式会社筑北クリーニン
グ

4100001016287
高技術を売りに新規顧客獲得とカードリーダー導入
による販売促進

3650 長野県 株式会社秀果園 8100001023676 秀果園ブランド化　インターネット・メディア戦略

3651 長野県 ままらいふ － 動画を組み込んだ集客サイトの構築

3652 長野県 有限会社おんたけ食堂 6100002027298
当店自慢の手打ちそばの魅力を伝えるホームペー
ジ開設

3653 長野県 高森建設有限会社 5100002002979
新規顧客の獲得・住宅診断の周知の為のホーム
ページ作成

3654 長野県 越米穀店 －
HP作成による米屋豊三郎オリジナルブレンド米の販
売拡大

3655 長野県
株式会社ビューティーアカ
デミー

1100001026834
中高年の女性向けファッション性の高い人工毛の販
路開拓

3656 長野県 有限会社BIGWAVE 1100002007585
国産商品・自社製造ピンバッジのプロモーションの推
進

3657 長野県 ヴァリアスカーズ －
塗って守ってはがせる新しい塗料施工販売による新
規顧客獲得事業

3658 長野県 丸正木工所 －
若い息子に引き継ぐため時代のニーズに合った建具
屋を目指す！！

3659 長野県 原建具店 －
認知度アップと販路開拓のため、ホームページ等に
よる情報発信

3660 長野県 有限会社戸澤鉄筋工業 7100002025111
ＨＰを活用した鉄筋加工業務の新規取引先開拓によ
る業容拡大

3661 長野県 きもの本舗　桑澤 －
着物ファン作りと新規顧客獲得の為の着物ファッショ
ンショー参加

3662 長野県 和泉屋 －
アルプスサーモンのブランド力強化による販売促進
事業

3663 長野県 有限会社久金商店 7100002027487 めざせ！土産用・ギフト用酒類の地域一番店

3664 長野県 デザインファクトリー －
顧客のＷＥＢサイトを有料更新する新規事業立ち上
げと販売促進

3665 長野県
有限会社みなみ信州平谷
リゾート

2100002037747
釣り場での憩いの空間確保のための休憩所整備事
業

3666 長野県 有限会社さかい 1100002038176
新事業【再生エネルギーのメンテナンス】で新規顧客
獲得

3667 長野県 近藤ウェルディング －
新溶接設備導入による加工技術向上・品質向上・販
路拡大事業
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3668 長野県
パスタ＆プディングＣＯＣ
ＯＲＯ

－
顧客ﾆｰｽﾞに応えた店舗改修によるﾘﾋﾟｰﾄ率及び新規
来店客増加事業

3669 長野県
有限会社望月自動車工
業

2100002024448
鈑金塗装に必要な機械工具の導入による新規顧客
獲得と売上増加

3670 長野県 内田孔建設株式会社 3100001008145
公式アプリ導入による別荘・移住希望者の囲い込
み・販路開拓

3671 長野県 工坊般若 － 国際家具見本市出展による海外への販路開拓

3672 長野県 勇屋旅館 －
中山道を歩く中高年世代と外国人旅行者をもてなす
宿泊環境の実現

3673 長野県
奥木曽グリーンリゾート株
式会社

3100001017897
星空観察会と星空ナイトツアーの開催による宿泊魅
力向上事業

3674 長野県 便利屋ハウス －
ポスティングによる取扱業務PR及び販路開拓ロー
ラー作戦

3675 長野県
株式会社ボーテ・ディマー
ジュ・レイ

2100001027352
ひのき酵素風呂導入による顧客満足度の向上と新
規顧客の開拓

3676 長野県 有限会社荻原食品 1100002016181
冷凍機つき冷蔵車を活用した配食事業及び買い物
弱者への支援

3677 長野県 徳竹自動車株式会社 7100001024741
新規顧客獲得に向けた広告戦略とわかりやすい車
両販売体制の構築

3678 長野県 信州富士見高原ファーム －
食肉に適したシカの効率的捕獲のためのマルチコプ
ター購入

3679 長野県 株式会社ケントク 8100001020533 販路開拓のためのホームページ作成

3680 長野県 フィッツONE － 集客用看板設置

3681 長野県
ラメールプロダクツ株式会
社

7100001027819
本格的な体質改善ダイエット集客等の新メニュー周
知

3682 長野県 ユニ企画印刷有限会社 4100002011403 印刷会社と張替え業の双方向営業

3683 長野県 有限会社　ＫＩ 2100002011347 ＦＣ加盟時のイメージ払拭と宴会客の集客拡大

3684 長野県 有限会社住岡屋商店 8100002036586
利益率の高いお惣菜を県外のお客様にＰＲするホー
ムページ制作

3685 長野県 ぱてぃすり草かんむり －
高付加価値の焼き菓子商品の製造設備拡充による
販路拡大

3686 長野県 株式会社バイオ・ベース 6100001027225
高機能低コストの天然木材住宅建築ＰＲのための
ホームページ制作

3687 長野県 万葉茶寮　みさか －
食事処のフローリング化による高齢者、外国人のお
客様の集客対策

3688 長野県 福源酒造株式会社 8100001017397
原材料から全て自社生産の日本酒ＰＲによる海外販
路開拓

3689 長野県 大雪渓酒造株式会社 2100001017295
通信販売拡充と新ショップ観光誘客を担えるＨＰリ
ニューアル実施

3690 長野県 有限会社デンタルクラフト 5100002027051
ウェヴサイトのリニューアルと印刷物による新規顧客
獲得

3691 長野県 株式会社矢口工務店 2100001017444
高齢者（買い物弱者）宅向け戸配灯油配送による事
業拡大

3692 長野県 有限会社高田電器商会 3100002026542
修理・メンテナンスサービスＰＲ看板設置による新規
顧客獲得

3693 長野県 小林建築設計事務所 －
ホームページ及び看板製作とリーフレット作成による
顧客拡大

3694 長野県 葵・測量 －
電子平板機器とＣＡＤソフトの導入による新規取引先
開拓

3695 長野県 響屋 － ホームページとチラシ等による新規顧客開拓
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3696 長野県 有限会社マツダヤ 3100002026872 新分野進出（防災用品の販売）による新規顧客開拓

3697 長野県 理容長門屋 －
選択できるメニューの導入と看板設置による新規顧
客開拓

3698 長野県 安曇野　翁 － 店舗看板と店内環境の整備による新規顧客獲得

3699 長野県
株式会社ヤマザキアク
ティブ

3100001011561
販路開拓による自社開発品ゆるみ止め締結部材の
ブランド化事業

3700 長野県 株式会社徳武製作所 7100001011574
天然ガスを用いた鉄筋圧接装置の海外への展開事
業

3701 長野県 メープルリーフ － 高齢宿泊者の安全利用を目的とした浴室改装

3702 長野県 リバティー －
ＨＰ等・外観看板による新商品・店舗の認知度向上と
新規顧客獲得

3703 長野県 ﾊﾜｲｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ　ANUENUE －
ハワイアンフードの認知度アップの広告投資で新規
顧客の獲得

3704 長野県 サンケイワークス －
信州発国内製ロッドのブランド化とＨＰ等による情報
発信力強化

3705 長野県 有限会社白樺 3100002017467
ホームページリニューアルによる地元の魅力発信事
業

3706 長野県 持田養魚場 － 新商品開発による販路拡大

3707 長野県
有限会社ロッジニューは
まゆう

3100002017616 春～秋季誘客の為のトイレ環境整備事業

3708 長野県 有限会社桐屋旅館 1100002017452
自社HP用英訳付デジタルパンフレットの開発・販路
拡大

3709 長野県 株式会社常盤 7100001012473
HPの英語版作成とスマートフォン・タブレット対応
ページの作成

3710 長野県 株式会社河一屋 3100002017509
地域が誇る文化をアソートした商品のカタログ通信
販売

3711 長野県 株式会社エルソル 8021001052302 立科町ジビエ食肉処理施設開設事業

3712 長野県
ペンションおやまのえんど
う

－
インバウンドの獲得と対応に向けた館内設備の国際
標準化

3713 長野県
リゾートペンション　る・ぐ
らん

－
外観美化と暖房効率向上のための二重窓改装工
事・販路開拓

3714 長野県 株式会社中善酒造店 6100001017812
外国人観光客の受入れ強化と、幅広いファン作りに
よる売上向上

3715 長野県 株式会社徳武燃料店 1100001017932
潜在する水廻りリフォーム需要の開拓と省エネ快適
生活の提供

3716 長野県 有限会社ヒルトップ 1100002027492
新たなる星空観察メニューと冬のアクティビティによ
る販路開拓

3717 長野県 株式会社村上工務店 9100001017859
子育て世代や低所得者層の夢をかなえるマイホー
ムづくりの提案

3718 長野県 中島総業 －
高効率機器導入により、経費削減と経営の安定化を
図る事業

3719 長野県 イケダ自動車 －
フラットリフト増設と５Ｓ活動実践で業務効率化と受
注拡大を図る

3720 長野県 天然酵母パン　むく堂 －
新メニューの開発と広報により売上増加とカフェ来店
促進を図る

3721 長野県
有限会社アグリカル
チャー

1100002016074
自家栽培農産物の小売りへの展開及びオリジナル
商品の販売

3722 長野県 建築なお － 地場間伐材等を使用した住宅材家具等開発

3723 長野県 クレイン・L － 生食用キクラゲの販路開拓事業
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3724 長野県 有限会社保然 6100002035359
高所特殊伐採技術習得と必要器具の整備による新
規顧客の獲得

3725 長野県 小野工業株式会社 3100001021643
「SNOW HOUSE」プロモーション充実による新築工事
売上と利益拡大

3726 岐阜県
有限会社　村井社寺工務
店

8200002018269
夢来ほーむ「モコハウス」のＰＲによる新規受注の獲
得

3727 岐阜県 デュークスラフィ －
ＨＰリニューアルと情報誌掲載による新規顧客の開
拓事業

3728 岐阜県 タイヤショップ長尾 － タイヤ預かりサービスの拡充による新規顧客の獲得

3729 岐阜県 木下製材 －
商談ルームの設置による自社のイメージアップと新
規受注の獲得

3730 岐阜県 株式会社フクモク 2200001017608
新企画シックハウス軽減住宅「新商品発表会」と新
規顧客獲得事業

3731 岐阜県 美容室ふくい －
内外装の整備によるイメージアップとチラシによる集
客アップ

3732 岐阜県 割烹旅館　福寿美 －
観光客と外国人客の宿泊客増に向けたホームペー
ジのリニューアル

3733 岐阜県 餅倖商店 －
当店の伝統と魅力を伝え広告効果による新規顧客
の確保と販路拡大

3734 岐阜県 島田音楽教室 －
子供からシニアまでの新規生徒の確保を目指した音
楽教室ＰＲ事業

3735 岐阜県 有限会社アロイ 6200002010095 新規顧客獲得のための認知度向上事業

3736 岐阜県 理容 もりかわ －
高齢者が安心・満足頂ける店舗にリニューアルして
新規顧客を開拓

3737 岐阜県
合資会社　垂井日之出印
刷所

8200003001769
オーダーＴシャツプリントで売上増自動プレス機導入
で生産倍増

3738 岐阜県 株式会社GHクリエイション 5200001016796 オゾンパーマを使ったダメージ補修プロジェクト

3739 岐阜県 長﨑屋 －
店舗立地を活かした新規顧客の獲得と顧客満足度
向上事業

3740 岐阜県 ワイズ進学セミナー －
当塾の個性を伝える事を目的とした新規塾生獲得事
業

3741 岐阜県 まきのクリーニング － 店舗のＰＲおよび顧客サービス向上事業

3742 岐阜県 オートフル － 自社の認知度を高めるための看板作成

3743 岐阜県 合同会社ＲＥＢＯＤＹ 8200003003666 無料見学会実施と折込チラシ・ＨＰにより認知度向上

3744 岐阜県 たかだ接骨院 － 当院の認知度アップと新サービスのアピール戦略

3745 岐阜県 大場建設株式会社 7200001014567
ＺＥＨ(ゼロエネルギーハウス)の認知度を上げる為の
営業戦略

3746 岐阜県 瀬口綜合設備株式会社 3200001015404
水廻りリフォーム工事の顧客獲得の為のＷＥＢサイト
設立

3747 岐阜県 岡田農園 － 乾燥機及び貯蔵庫の導入による新たな販路の確立

3748 岐阜県 有限会社カイネン 5200002014799
高齢者に配慮したリフォーム工事受注獲得の為の店
舗内改装事業

3749 岐阜県 Ｔ＆Ｅヒビノ － 当店の強みをPRする大感謝祭の実施

3750 岐阜県 有限会社瀬古石油店 3200002014628 店舗の訴求力向上による若年観光客の取り込み

3751 岐阜県 有限会社高木鉄工所 4200002014726
溶接部検査工程の内製化による中規模鉄骨建築の
受注拡大

134/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

3752 岐阜県 スリーアローズ株式会社 7200001032148
ホームページによる情報発信と信用確保、新規販路
開拓と売上増加

3753 岐阜県 友信株式会社 6200001005674
「大切な思い出をカタチに」人生の記録をお手伝いの
ＰＲ

3754 岐阜県 有限会社Ｙ's Stage 7200002010160
上顧客及び高齢者向け新メニューの提供による売上
利益の向上策

3755 岐阜県 清太麺房 －
地域初！餃子販売機で季節限定餃子の販路開拓と
新規顧客獲得

3756 岐阜県 帝鋼フェンス －
地域Ｎｏ１の仕事と基準、体感できる現物展示をダイ
レクト広報

3757 岐阜県 築地 －
お客様のニーズに対応した店舗改装による新規顧
客獲得

3758 岐阜県 高橋登記事務所 －
生活動線の中で業務内容と存在感を印象的にイメー
ジづけるＰＲ

3759 岐阜県 （有）和光 7200002013329
3ＤＣＡＤ導入とホームページ改良による提案力・認
知度向上事業

3760 岐阜県 ヘアーサロン　ヒビ －
地域１番店を目指すための店内改装と新サービスに
よる顧客獲得

3761 岐阜県 カット・サークル －
地域に根ざした理容店として存続するための販促事
業

3762 岐阜県 時報堂 －
新規高齢者向けピッタリサービスのＰＲでメガネ・補
聴器を拡販！

3763 岐阜県 ㈱若山モータース 1200001014738
新ヘッドライトテスターの導入による車検受注の拡大
事業

3764 岐阜県 有限会社レストラン伊吹 6200002013651
看板・店舗設備のリニューアルによる地域外客の集
客力向上事業

3765 岐阜県 アイサイン －
新規顧客の獲得に向けた打合せ室・トイレの新設事
業

3766 岐阜県 水谷 －
行楽客へ向けた新たなテイクアウト・弁当販売の売
上拡大大作戦！

3767 岐阜県 有限会社日比建設 2200002014067 業態変革！不動産業開始で新規顧客獲得！

3768 岐阜県 えぼしハーブ農園 －
乾燥加工品の開発・販売による閑散期の売上拡大
事業

3769 岐阜県 川村ニット　株式会社 6200001014502
ホームページとインターネット販売サイトの開設によ
る販路開拓

3770 岐阜県 株式会社　アンパチ 9200001014490 墓石工事部門強化のための広告宣伝事業

3771 岐阜県 有限会社　アーステック 3200002014388
ドッグランのある展示場新設の看板、ホームページ
のリニューアル

3772 岐阜県 有限会社上田製パン 8200002015324 上田製「パン」復活のＰＲによる顧客獲得大作戦！

3773 岐阜県 有限会社ニュー池田 7200002015622 顧客快適空間のための店舗改装及び集客促進事業

3774 岐阜県 メガネサプリ細野 －
広告宣伝強化による認知度向上と店内設備の更な
る充実を図る

3775 岐阜県 有限会社　飯沼工業 4200002015294 新規取引先獲得のための会社ホームページ開設

3776 岐阜県 棚橋牧場 －
新たな需要を生み出す直売所のPRとホームページ
でのネット販売

3777 岐阜県 あずま整骨院 －
整骨院による産後ケアの充実と店舗改修による新規
顧客の獲得

3778 岐阜県 りんりんfarm&café －
各種媒体を利用したPRの徹底による新規来場者の
獲得

3779 岐阜県 鵜飼　哲 －
農家民宿と地域資源を活用した交流人口客の拡大
事業
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3780 岐阜県 松屋食品株式会社 5200001004867
Ｗｅｂ活用による安心・安全な地元食材の認知度向
上及び販路拡大

3781 岐阜県 COCO nailsalon&school －
技術力の高さと洗練されたデザインネイルを広告宣
伝する活動

3782 岐阜県 大野製畳株式会社 1200001010828
ホームページと折り込みチラシによる一般消費者間
取引の拡充

3783 岐阜県 N.SUNSHOW株式会社 1200001024571
高性能＋低価格＋ハイセンスで「成長していく家」の
周知広報

3784 岐阜県 株式会社ファイブオール 7200002011902
介護のイメージを払拭する！おしゃれな介護服の企
画・製造・販売

3785 岐阜県
有限会社ディベロップメン
トブレーン

8200002010944
空き家の利活用の相談案件の獲得、知名度向上の
ためのﾁﾗｼ配布、無料ｾﾐﾅｰ

3786 岐阜県 和食処　乙姫 －
｢吟味された食材・おもてなし料理」＆時間と空間の
満足度ＵＰ！

3787 岐阜県 ふる里 － 本物のおいしさに育った鮎を食べに行こう!販促施策

3788 岐阜県 かめや菓子舗 －
新店舗開店の事業ＰＲとブランド化による売上高向
上事業

3789 岐阜県 みつば －
「移動式厨房導入・イベント出店による広域的な認知
度向上」事業

3790 岐阜県 水野寒天 －
「水野寒天」の流通販路開拓とブランド化による認知
度向上事業

3791 岐阜県 ヘアーサロンカスガイ －
美容室に流れているお客様を新サービスで理容店
に呼び戻す事業

3792 岐阜県 ひなたぼっこ －
「しあわせのお産学」の認知度向上と少子化対策へ
の社会貢献事業

3793 岐阜県 カネ周 －
「カネ周のけいちゃん」ブランド化と店舗改装による売
上拡大事業

3794 岐阜県
有限会社　マルマンス
ポーツ

7200002024409
「滞在時間向上」のための「店舗改装」による店舗売
上向上事業

3795 岐阜県 魚忠 －
店舗の情報発信力強化と高齢者への利用しやすい
店舗づくり事業

3796 岐阜県 有限会社　牛一 3200002027241
飛騨牛専門飲食店を前面に出したＰＲ強化と新商品
開発

3797 岐阜県 有限会社　成瀬製畳 2200002127580 作る工場から見せる工場へ、認知度アップ販売戦略

3798 岐阜県 有限会社　赤かぶ 4200002027141
高齢者や外国人に向けた、テーブル席の導入による
顧客獲得

3799 岐阜県 有限会社　たかぎ 8200002014094 新しいニーズを創世する「和モダン畳」の提供

3800 岐阜県 株式会社中川製材所 7200001016968
オリジナル営業ツールの開発による営業強化＆受
注拡大事業

3801 岐阜県 (有)花のメッセージ 6200002013767 商談ルームの設営による集客事業

3802 岐阜県 LANDSCAPE庭吉 －
折込チラシによる商圏拡大と高利益率サービスへの
誘導

3803 岐阜県 有限会社みどりや 1200002013788 パッケージのリニューアルによる商品のブランド化

3804 岐阜県 藤井建設株式会社 4200001014850
地域の建築耐震リフォームの広告宣伝による販売促
進事業

3805 岐阜県 建築工房ワダ －
屋外看板設置・ホームページ開設による集客範囲拡
大事業

3806 岐阜県 株式会社ＡＱプランニング 1200001030009
地域観光資材を使ったスイーツの新規発売・販売拡
大

3807 岐阜県 株式会社パーチ 9200001014631 自由設計型消臭機能付きパーティションの金型開発
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3808 岐阜県 深貝石材店 － 新サービス提案と認知度向上による顧客開拓事業

3809 岐阜県 森　製麩所 － 新商品『ガトー・rafuku(ﾗﾌｸ)』の販売促進

3810 岐阜県 中華や　木里吉里 － 新規顧客を当店へ「いざなう」仕掛けづくり。

3811 岐阜県 株式会社　東海乳販 9200001014672
朝一番で、牛乳と一緒に朝食をお届けするサービス
提案事業

3812 岐阜県 ピネル工房 － 企業イメージの確立と、ＷＥＢサイトによる顧客開拓

3813 岐阜県
有限会社　宇野モーター
ス

9200002006363
ショールームのサインポールに看板設置と業務内容
案内チラシ作製

3814 岐阜県 ロータリー松葉 －
新規顧客の獲得・テイクアウトサンドイッチの販売強
化

3815 岐阜県 株式会社井上写真館 4200001006518
店舗バリアフリー化・チラシ活用によるブランドイメー
ジ革新事業

3816 岐阜県 山田木管工業所 －
展示会出展で卸売先の販路開拓し、売上アップを目
指す！

3817 岐阜県 庵道 －
「看板設置等の積極的な事業ＰＲによる誘客アップ」
事業

3818 岐阜県 新花寿司 －
「穴子寿司」事業ＰＲとトイレ改装による来店客向上
事業

3819 岐阜県 和牛焼肉みのさん －
新規顧客開拓の為のＰＲと顧客維持の為のきれいな
店舗づくり

3820 岐阜県 HAIR　CONCEPT －
アジアンテイストに店舗改装とＰＲ活動による新規顧
客獲得事業

3821 岐阜県 株式会社フィーノ 0000000000002
ウェディングからギフトへ市場と販路拡大の為の営
業強化事業

3822 岐阜県 恵比須屋 －
看板とホームページ開設による認知度向上と新規顧
客獲得事業

3823 岐阜県 neutral×hair －
パーマ潜在新規顧客獲得に向けて機器の導入、広
告宣伝事業

3824 岐阜県 からだRe創作Motto －
動作解析ソフト導入による長期顧客確保と広告の充
実

3825 岐阜県 関谷接骨院 －
運動教室・パーソナルトレーニングレッスンの開設及
び新規開拓

3826 岐阜県 株式会社養本社 4200001010271
マンゴー等生果の安定的な増産と加工品製造と販
路開拓

3827 岐阜県 株式会社香瑛住研 4200001001898 新モデルハウス活用による客層の拡大を目指す

3828 岐阜県 有限会社　協栄ポンプ店 9200002009399
既存顧客からのリフォーム工事受注を増やすための
販売促進事業

3829 岐阜県 有限会社 新世紀工房 1200002017624
トータルサイン・看板設置での周知力向上による新
規顧客獲得事業

3830 岐阜県 株式会社 ふるさと企画 4200001017408
合宿研修客の獲得に向けたＨＰ作成による販路開拓
事業

3831 岐阜県 株式会社ＯＲＩＢＥ 6200001018692 いつでも気軽に検索　ＺＥＨ住宅の販売促進事業

3832 岐阜県 Ｋ・ライス米寿庵 －
米屋がつくる当店自慢のお団子と大福餅ＰＲによる
新規顧客獲得

3833 岐阜県 有限会社今井米穀商会 3200002016343 玉手箱の贈り物事業

3834 岐阜県 嶋田園 －
小売の売上増加を目的とした独自製法による「白川
茶」のＰＲ事業

3835 岐阜県 有限会社ホラシン 2200002016427
絞り込んだターゲットへのＤＭと営業による新商品販
路拡大事業

137/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

3836 岐阜県 ろばた焼き　ゆう太 －
看板設置と新聞チラシの相乗効果による売上増加
事業

3837 岐阜県 金鳥美容室 －
高齢者にやさしい環境改善とチラシの周知による集
客力向上事業

3838 岐阜県 田中屋旅館 －
高齢者にやさしい店舗の改善とチラシ周知による売
上増加事業

3839 岐阜県 有限会社ワカマツヤ 5200002016457
魅力ある新商品の陳列とチラシＰＲによる集客増加
事業

3840 岐阜県 株式会社茶寮 3200001028001
外観のバリアフリー化と施設サービスのＰＲによる利
用者増加事業

3841 岐阜県
ヘアープロデュース　ボー
ズ

－
チラシによる女性顔そり客の集客とリピーター客の
増大

3842 岐阜県 有限会社田島薬局 3200002027885
カウンセリングルームによる安心丁寧な相談による
販売促進事業

3843 岐阜県
リバーアドベンチャーツ
アーズ

－
「ラフティング～親子で自然体験」の機会創出事業の
展開

3844 岐阜県 めいほうキャンプ場 －
キャンプビギナーの家族客が気軽に自然を楽しめる
キャンプ場をPR

3845 岐阜県 かみよし － 店舗ＰＲによる新規顧客獲得を図る販路拡大事業

3846 岐阜県 タニグチサイン －
外国人観光客に対応に向けた外国語表記看板の製
作サービスを宣伝

3847 岐阜県
ワイン食堂　レストロサン
パ

－
観光客を取り込むための看板設置及び作業効率向
上事業

3848 岐阜県 中嶋屋 －
外国人と若年旅行者・近隣地域に向けた周知と利便
性向上対策事業

3849 岐阜県 松葉屋 －
店内改善によるフォトジェニックポイント強化とSNS情
報拡散

3850 岐阜県 合資会社　酒のいとう 2200003002822
おいしい酒をまだ知らない地元客に「本物の酒」を看
板でＰＲ事業

3851 岐阜県 みおんリトルスクール －
幼児・児童用知育玩具の試作開発及び販路開拓事
業

3852 岐阜県 そば処 山法師 －
地域飲食店としての認知度アップによる新規顧客獲
得

3853 岐阜県 ＫＴ農夢 － 新商品を広く周知することによる販路拡大事業

3854 岐阜県 川辺どうぶつ病院 －
動物病院としての認知度向上による来院数増加促
進事業

3855 岐阜県 ぎふや － 宴会場の椅子席導入による新規顧客獲得事業

3856 岐阜県 みどりや化粧品店 － 創業６０周年の周知を活用した新規顧客獲得事業

3857 岐阜県 ｉ-ｓｉｅｖｅ －
効果的なＰＲを通して認知度アップによる新規顧客
獲得事業

3858 岐阜県 ＳＡＴＯＭＩ美容室 －
美容室の周知力向上と認知度ＵＰによる新規顧客開
拓事業

3859 岐阜県 株式会社 川辺プロパン 9200001020316
看板設置による周知と新検針システム導入による販
売促進事業

3860 岐阜県 まるパンばーば －
ショップカードの配布と看板設置による認知度向上を
図る販促事業

3861 岐阜県 株式会社　スギセイエネ 2200001017434
店舗リニューアルに伴う店内環境改善と新たな収益
源の確保

3862 岐阜県 ボンジュール －
高齢者や車いすの方が安心して利用できる居心地
の良い店舗づくり

3863 岐阜県 有限会社　リカーワタナベ 9200002016560
新規顧客誘客とワインをＰＲするインパクトある看板
設置
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3864 岐阜県 有限会社七宗食品 9200002016783
岐阜の天然鮎を伝える「鮎伝導事業」看板設置で売
上アップ

3865 岐阜県 佐賀石材　株式会社 1200001028110
最新洋墓デザイン墓の販売とお墓クリーニング提案
ＰＲ事業

3866 岐阜県 有限会社　田口プロパン 3200002017481
ガスの良さ・素晴らしさを知っていただくためのＰＲ強
化事業

3867 岐阜県 松浦建築 －
「地元密着工務店」認知度向上のための広告宣伝事
業

3868 岐阜県 ㈲生駒酒販 5200002017414
「量り売りのある酒屋さん」ＰＲと酒好きなファンの獲
得事業

3869 岐阜県 ㈱坪内タイヤ商会 6200001027347 地元密着のタイヤ専門店！知名度向上事業

3870 岐阜県 幸カメリア － フランス料理店の顧客満足度向上で売上拡大！

3871 岐阜県 藤よし －
御嵩町のソウルフード「元祖みたけとんちゃん」全国
展開事業

3872 岐阜県 若林煎餅株式会社 2200003002104
落花生商品開発し看板屋号変更と海外販路開拓事
業

3873 岐阜県 美容室　大輪 － 地域情報誌掲載の広告による新規顧客獲得事業

3874 岐阜県 島建材外柵工事 － 地域情報誌掲載の広告による新規顧客獲得事業

3875 岐阜県 ハーベスト －
スイーツ商品の多様化による顧客要求を満たす販売
促進事業

3876 岐阜県 有限会社　タカセ自販 5200002018882
新たなサービスを広く周知し売上増加を図る販売促
進事業

3877 岐阜県 海老塗装店 －
まちの一番店を目指した新聞折り込み広告による新
規顧客獲得事業

3878 岐阜県
株式会社わんなかまんま
村

1200001030727
地産地消を実現する、みだらしだんご店舗新設によ
る販売力の強化

3879 岐阜県 株式会社米ト産業 7200001026827
「養老ギャバ米」のプロモーションビデオ制作による
販路拡大事業

3880 岐阜県 島津屋 － 『「こだわり食材」売上拡大の為の販売力向上』事業

3881 岐阜県 北星工業株式会社 9200001016438 新規取引先獲得のための営業ツール作成事業

3882 岐阜県 菊亭 －
居心地の良い店内環境を提供するためのトイレ改装
事業

3883 岐阜県 株式会社安田タイヤ 1200001015100
折込みチラシで当社タイヤの技術力をＰＲする新規
顧客獲得事業

3884 岐阜県 株式会社ういすたりあ 9200001027518
２号店開店及び新事業デリバリーサービスのＰＲに
よる顧客獲得

3885 岐阜県 有限会社髙木製麺工場 6200002013957
観光客、地域の土産店・飲食店に向けた「養老うど
ん」ＰＲ事業

3886 岐阜県 株式会社木村材木店 5200001014973
広告宣伝による認知度向上と顧客獲得のためのパ
ンフレット作成

3887 岐阜県 養老ベース － 店舗の看板設置による知名度向上・集客力向上

3888 岐阜県 清水 －
養老公園に来園された方の憩いの場を提供する店
舗改装

3889 岐阜県 エイトリハウス － リスティング広告による新規顧客開拓事業

3890 岐阜県 ＯＫコンピューター －
動画コンテンツを活用したホームページ制作サービ
スの提案

3891 岐阜県 ＭＤＫ三口電機 － 健康関連商品の販売増及び新規顧客層の開拓
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3892 岐阜県
合資会社コーヒーハウス
アオイ

2200003001460
『コラボdeブラボー』看板・ポスター・チラシによる販
路開拓

3893 岐阜県
ママ・ベビーサポートおく
むら

－
産前・産後のケアサービス提供の拠点化実現に向け
ての顧客拡大

3894 岐阜県 Rigoro×Rigolo －
チラシ・看板による自店の認知度アップと新規顧客
の拡大

3895 岐阜県 おだや －
スマホユーザーが関心を持つホームページのリ
ニューアル

3896 岐阜県 永田印刷合資会社 5200003001887
販促コンサルティング営業活動に伴う事業者の持続
的発展への貢献

3897 岐阜県 有限会社　芥子川金型 7200002015036
超高精密金型のＲ＆Ｄ実施と営業体制強化に伴う医
療機器業界進出

3898 岐阜県 生ハム工房DARUMA －
年間を通しての生ハム体験を開催するための冷蔵
庫導入

3899 岐阜県 ライフデザイン株式会社 8200001029829
身近な「アトリエ工務店」として近隣へのPRによる認
知度向上

3900 岐阜県 株式会社ミスベティー 2020001091423
商品パッケージの開発とチラシによるＰＲで新規市場
開拓

3901 岐阜県 女宇志 －
大野町及び近隣市町への誘客のための看板リ
ニューアル事業

3902 岐阜県
有限会社メガネ・宝石・時
計アカオ

6200002014906
レコメンドＤＭの実施と地域密着イベント開催による
シェア拡大

3903 岐阜県 片野園芸 －
看板・駐車場の新設で安心して来店できる体制を作
り新規顧客獲得

3904 岐阜県 伊藤生花店 －
花・木に関するよろず相談対応力をＰＲする為の看
板設置事業

3905 岐阜県 水谷酒店 －
独自システム及びホームページ更新による飲食店へ
のサポート強化

3906 岐阜県 ガレージヒーロー －
女性の心を射止め軽自動車の購入を促すブランディ
ング戦略

3907 岐阜県 大福屋 －
観光客の取り込みの為の店舗改革とパンフレットの
作成

3908 岐阜県 理容タイムリー －
海津在住マダムを口説き落とす美容コンサルタント
事業の発足確立

3909 岐阜県 佐藤仏壇店 －
女性に癒しを与えるお香ＰＢ構築とブランディングに
よる訴求展開

3910 岐阜県 有限会社　イケダのタネ 9200002014787
エンターテイメント型家庭菜園販促に伴う売上増大・
シェア拡大

3911 岐阜県 黒田時習塾 －
学習塾業界の新スタンダード「オーダーメイド学習指
導」の確立

3912 岐阜県 CAKEHOUSE　カスカワ － 地域産品を使用した洋菓子店の認知度向上事業

3913 岐阜県 太陽建設株式会社 8200001014608
自社運営野菜直売所のショールーム化による住宅
改修受注拡大事業

3914 岐阜県
おくだガーデンメンテナン
ス

－
地元安八町のシェアアップの為のポスティング他事
業

3915 岐阜県 (株)ひでぴょん 8260001016292
当社オリジナルシートをメインとする新規顧客開拓計
画

3916 岐阜県 杉原酒造株式会社 1200001016098
日本酒を飲まない方へ！！「一度『射美』を食べてみ
ませんか？」

3917 岐阜県 有限会社 羽賀總業 4200002015658
パッケージ等の開発による清流ジビエの高付加価値
化事業

3918 岐阜県 松 －
トイレを和式から洋式に変えてお客様満足度と売上
を向上

3919 岐阜県 さわ縁 －
日本食をゆっくり味わっていただくための座敷用椅子
の導入事業
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3920 岐阜県 おさんぽ日和 －
施設の快適性向上により愛犬と愛犬家の満足度を
高め売上増を図る

3921 岐阜県 有限会社　柏木商店 4200002026498
業務の効率化により営業力と対応力をアップし売上
増を図る

3922 岐阜県 有限会社　町方石油 1200002025949
地元客と外国人観光客がフレンドリーに交流するＧＳ
のPR事業

3923 岐阜県 有限会社　平田館 8200002026619
販促媒体の多言語化等による外国人旅行者への販
売強化計画

3924 岐阜県 有限会社　旅館岐山 1200002026609
東アジア・東南アジア系外国人獲得のための直接営
業強化事業

3925 岐阜県 理容　下垣内 － 新サービスのＰＲによる新規顧客獲得事業

3926 岐阜県 宝美館 － 里山体験ができる宿のｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対策事業

3927 岐阜県 ふなさかメンテナンス －
高性能設備の導入とPR活動充実により自社の強み
をさらに強化

3928 岐阜県 なかしま館 －
ツリークライミングが体験できる宿泊プランのＰＲ事
業

3929 岐阜県 有限会社　関口商店 4200002024205
ショールーム新規併設による水周りリフォームの受
注拡大

3930 岐阜県 ふぁんふぁん －
『女性層、高齢者層の新規顧客開拓及び満足度向
上を図る事業』

3931 岐阜県
カイロプラクティック息吹
堂

－
商圏拡大による顧客増加と認知度向上を図る為の
情報発信事業

3932 岐阜県 ケーキ工房　悦造 －
『情報発信力強化による認知度向上と新規顧客の獲
得事業』

3933 岐阜県 有限会社　然 6200002024649 ブランド力強化と業務効率化による売上増加事業

3934 岐阜県 早川木材株式会社 9200001023888 当社新事業の認知度向上による新規顧客の獲得

3935 岐阜県 大野屋クリーニング店 －
職人の確かな技術を活かした当店だけのサービスで
新規顧客を獲得

3936 岐阜県 有限会社　伊那屋商店 1200002024133
「美濃巻」を中心とした当社オリジナル商品の広告宣
伝強化事業

3937 岐阜県 有限会社　南陽軒 7200002024169
自社サイト充実によって自社サイトへの誘導を強化
し売上増加

3938 岐阜県 有限会社マルス写真店 4200002027380
七五三の衣装ラインナップの充実と衣装レンタル撮
影のPR事業

3939 岐阜県 四季の郷　志むら － 下呂温泉を訪れる観光客への周知ＰＲ活動の充実

3940 岐阜県 有限会社おがわや酒店 8200002027195
地酒なら当店へ！効果的な店舗ＰＲによる観光客誘
客作戦

3941 岐阜県 つりがね園 －
ボリュームと手作り感満載の弁当配達販売ＰＲによ
る販路拡大

3942 岐阜県 サンエイ商会 －
地元顧客の獲得と認知度向上を図るための情報発
信強化事業

3943 岐阜県 KBレンタカー －
情報発信の強化による認知度向上とニーズを満た
す車両改善事業

3944 岐阜県 よきち －
インバウンド客へのおもてなしと新規販路拡大戦略
による顧客確保

3945 岐阜県 有限会社さわ 6200002026851
中国語表記を含むポップ・商品包装紙デザイン作成
とＰＲ看板設置

3946 岐阜県 飯島観光開発株式会社 5200001024691
外国人観光客への『おもてなし』を充実させた販路拡
大戦略の実施

3947 岐阜県 盛善 －
新たな経営戦略と新商品販売による集客増加と販
路開拓
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3948 岐阜県 新和自動車有限会社 8200002025389
利用者が快適に過ごす環境整備とサービス充実で
新規顧客拡大

3949 岐阜県 有限会社　木下商会 7200002025142
インターネットでスポーツ合宿誘致・新商品パッケー
ジ作成事業

3950 岐阜県 荘水館 － プラン満載！田舎の伝統旅館への集客事業

3951 岐阜県 une fleur －
「女性シェフ本格フランス料理店」別荘地への集客事
業

3952 岐阜県 髪サロンYASUI －
ここだけにしかない女性専用ルームとサービスで新
規客獲得作戦

3953 岐阜県 ワカマツヤ －
お客様が安心してお買い求めいただける寝具商品
の提案と販促活動

3954 岐阜県 ニコニコ荘 －
人にやさしい寛げる食事空間の演出提供と休眠顧
客の開拓事業

3955 岐阜県 株式会社　山共 2200001018531
販路の新規開拓のための移動式簡易建築物「コダ
マベース」の試作

3956 静岡県 ㈲暮しの衣料むらい 9080002014073
若年層のニーズにマッチした店舗作りに必要な建物
看板作成事業

3957 静岡県 ラケットや函南店 －
業務用刺繍ミシンの導入で内製化し短納期サービス
で新規顧客獲得

3958 静岡県 こもれび －
少人数来店客に対応した周辺風景を楽しめるテラス
ルームの設置

3959 静岡県 株式会社　梅月園 1080101014816
葛を使用した溶けない氷菓「葛バー」の開発・販路開
拓

3960 静岡県 有限会社マルトク薬局 2080402014019
セルフバー方式による新たな販売方法の構築とその
周知

3961 静岡県 有限会社水口モータース 4080102011702
新機械の導入でスピードを重視した新サービスによ
る新規顧客獲得

3962 静岡県
有限会社 みさくぼアグリ
倶楽部

1080402016651
未利用農産物を利用した乾燥加工野菜・果実の開
発と販路開拓

3963 静岡県 有限会社　須田 1080102021803 高齢者にやさしい補聴器の提案サービス・販路開拓

3964 静岡県 だんざか －
シニアレディにやさしい美容と趣味のサロンの開設・
販路開拓

3965 静岡県 有限会社　佐々木新聞店 7080402009955
キャラクターを活用したホームタウンデリバリーサー
ビス等の周知

3966 静岡県 Line － 温活メニュー導入による新規顧客開拓

3967 静岡県 株式会社　コイケ 3080101005540
リフォームショールーム兼商談スペース　設置・提供
による売上増加

3968 静岡県 イ・コルネ －
新規集客、駐車場の環境整備に伴う看板・駐車場の
改善

3969 静岡県 民宿　いのうえ －
お手洗いの改修による高齢者と女性に優しい店づく
り

3970 静岡県 常楽園舞阪店 －
旨いお茶が飲みたいを叶える店頭呈茶スペース創
出に伴う店舗改装

3971 静岡県 山本建材株式会社 7080001013739
住まいの事ならやまもと住建訴求による地域住民の
新規顧客開拓

3972 静岡県 カワムラコーティング －
ホームページ開設による技術・新商品ＰＲしての新規
顧客開拓

3973 静岡県
有限会社ラブリーホース
ガーデン

8080002014479
覆い馬場の設置で天候に左右されないサービス提
供による販路開拓

3974 静岡県 ポラリス㈱ 5080001014210 少量の撹拌に特化した新商品のPRと販売

3975 静岡県 株式会社　マックス 6080101015074
スキューバダイビングスクール部門の設立と販路開
拓
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3976 静岡県 コテージ伊豆.com －
中高年向き、体と心の南伊豆ゆったり有酸素運動ツ
アー

3977 静岡県 もき丸 － ”実質無料”サービス導入による新規顧客獲得

3978 静岡県 グリーンバー －
トライアル＆トレイルランのプライベートコースによる
誘客

3979 静岡県 堀電器店 － 店舗リニューアルに伴う憩いの場の設置

3980 静岡県 株式会社　坂本園 9080001020106
新規顧客獲得に向けた催事店頭販売時の装備の拡
充

3981 静岡県 株式会社水野アルミ 8080001013309
50～60歳代一般消費者向け、WEBｻｲﾄ及びパンフ
レット作成等販路開拓

3982 静岡県 有限会社割烹花の木 6080102009901
バリアフリー化を広報誌「花だより」を利用し新規顧
客獲得

3983 静岡県 白井ふとん店 －
地域新聞の広告を活用したオーダーメイド寝具の販
路拡大

3984 静岡県 花の風 －
シニア層が過ごしやすい、ベッド・バリアフリー客室の
提供

3985 静岡県 S-pace － 店舗改装による40～50代女性の新規顧客獲得

3986 静岡県 ドルズカフェ － 浜名湖に面したカフェとサーフショップの情報発信

3987 静岡県 株式会社　江南 9080102021688 「きれいな部屋」へイメージアップ作戦と情報発信

3988 静岡県 有限会社風間綿店 2080102008139
大切な着物をお孫さんに残せる寝具へ変えるリ
フォーム事業

3989 静岡県 誠一庵 －
ミニギャラリーの設置と新機材導入による新商品開
発での販路開拓

3990 静岡県 浜野木工所 －
チラシ・新聞広告を利用した受注機会拡大と販路開
拓

3991 静岡県 渚硝子店 －
DIYで組立てるオーダーメイド・バイクガレージの販路
開拓

3992 静岡県
ペンション　ビーチサイド
100

－ 新プラン用アイテム導入による子育て客層の開拓

3993 静岡県 株式会社ナガノ 1080001013686
新開発の三脚用安全部品を紹介しての新たな顧客
獲得

3994 静岡県 有限会社まいさか丸三 7080402009996 しらす二次加工品の海外展開による販路拡大

3995 静岡県 (有)あけぼの釣具店 5080402009916
いつでも釣り餌、釣具が購入できる自動販売機の設
置

3996 静岡県 ㈱丸吉堀江商店 4080401019149
当日とれた釜揚げシラスを販売している案内看板の
設置

3997 静岡県 有限会社セーコー建装 5080102012740
新型エアガン導入による品質・生産性向上、個人客
への販路開拓

3998 静岡県 有限会社菅沼製作所 8080402009657
他分野への販路拡大のために、レーザー加工技術
をＰＲする事業

3999 静岡県 サンコムラード株式会社 6080401020922
国産LED蛍光灯販売事業の新規特約店の拡大及び
販路拡大

4000 静岡県 株式会社屋根の多米 1080401019853
板金部材の販売や、板金屋根受注獲得に向けたＰＲ
事業

4001 静岡県 柴田建築企画 －
新築注文住宅の受注確保に向けた事業所内整備と
案内看板の設置

4002 静岡県 e-cube language plus －
情報共有型インターネットツールを活用した新規生
徒の獲得

4003 静岡県 株式会社澤本園 9080001013522
残留農薬検査に対応した川根茶と少量パック茶の製
造と販売増加
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4004 静岡県 ㈲さざなみ写真館 1080402009952 地元写真館が始める振袖衣装レンタル撮影

4005 静岡県 癒し家さくら －
癒し空間の創造、快適な店舗利用のための玄関・ト
イレ等改修工事

4006 静岡県
西光エンジニアリング株
式会社

6080001016536
マイクロ波減圧乾燥機とドライフード「スゴカン」の海
外販路開拓

4007 静岡県 岡部茶有限会社 2080002018163
農薬等不使用の「有機茶」のＨＰ・チラシ周知活動に
よる販路開拓

4008 静岡県 有限会社関本家具装芸 2080002003388
倉庫を改装し家具展示場に。ネット併用で一般客向
け販売を拡充。

4009 静岡県 株式会社栗原商店 5080101005522 インバウンド増加に対応する店舗改装

4010 静岡県 加寿美容室 －
お年寄りにやさしい地域密着・井戸端会議のできる
パーマ屋さん

4011 静岡県 山本屋旅館 －
体験型宿泊の顧客開拓のためのホームページ開設
と一部客室の改装

4012 静岡県 はとむぎ家あつみんち －
高品質で安心・安全な純国産１００％はとむぎ茶の
販路開拓！

4013 静岡県
有限会社竹村電機工業
所

7080102008407
業務用冷凍冷蔵機器のフロン回収・充填事業展開に
よる販路開拓

4014 静岡県 有限会社オーネス 5080102008136
肌にやさしい天然繊維商品販売強化による顧客開
拓と客単価の向上

4015 静岡県 有限会社　芝崎商店 1080102021480
酒への拘り情報と地域の魅力発信による新規顧客
獲得事業

4016 静岡県 岩田商店 －
量り売り焼酎ＰＲの看板設置と試飲キャンペーンによ
る販路開拓

4017 静岡県 有限会社　肉の浅井 6080102021716 集客力を高めるための店舗改装による販路開拓

4018 静岡県 田中肥料株式会社 6080001013995 アスパラ堆肥の販売と堆肥袋による販路開拓

4019 静岡県 有限会社　いわ堀 7080002014521 高齢者向き、ギフト向き商品の開発

4020 静岡県 湖西食品有限会社 4080402009628
土産市場を狙ったオリジナル商品のブランド化によ
る販路開拓

4021 静岡県 酒太郎 －
観光客誘客のためのお勧め内容にしたＨＰ開設によ
る新規顧客獲得

4022 静岡県 ふりす動物病院 － 新予防診療サービス導入による新規顧客の開拓

4023 静岡県 有限会社たから亭 5080102007170
御殿場野菜を活用したやさい創作中華料理ＰＲによ
る新規顧客獲得

4024 静岡県 有限会社小林捺染工所 6080102006907
販路開拓のための鯉のぼり生地や型を活用した小
物雑貨商品の開発

4025 静岡県 有限会社渋谷木工所 8080102007003
新規顧客獲得のためのホームページ開設と作業ス
ペース設置等事業

4026 静岡県 有限会社みどりや 4080102007527
新規顧客獲得と販路開拓のチラシ作成と店頭バリア
フリー化事業

4027 静岡県 大衆ダイニング　縁や －
高齢者の来店を狙った店内のユニバーサルデザイ
ン化

4028 静岡県 ａｃａｉ（アサイー） －
バイリンガル仕様のホームページ開設に伴う新規顧
客開拓

4029 静岡県 有限会社 石川モータース 8080002013266
就労世代のニーズに沿った新規顧客獲得への取り
組み

4030 静岡県 見晴旅館 － 高齢者に優しくゆっくりくつろげるお店づくり

4031 静岡県 かしまハーベスト －
子供達の笑顔を載せたパンフレットの作成でファミ
リー層の顧客獲得
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4032 静岡県 手打ちうどん権太 －
観光客の来店を促す店舗づくりと駐輪場整備及び看
板の設置

4033 静岡県 佐藤牧場 －
新規広報活動による酪農体験施設等で来客数増大
計画

4034 静岡県 有限会社イチリツ 5080002014523
長物部品（１ｍ以上の金属部品）を製作し新たな販
路拡大を狙う

4035 静岡県 有限会社石間舗 1080002014519 ホームページ作成

4036 静岡県 ＳｕｎＢｏｘ －
顧客ニーズに対応した自動車内装品の開発と受注
システムの構築

4037 静岡県 おおた食品株式会社 2080401018103
「無添加でカラダうれしい！」自社商品を周知するた
めの看板設置

4038 静岡県 株式会社　魚あら 3080401006263
外国語版Webサイト構築等による内外観光客の取り
込み

4039 静岡県 弓ヶ浜いち番館 －
自社温泉施設の「立ち寄り湯」夜間営業による売上
向上

4040 静岡県 高野畳店 －
創業４０周年を契機としたＰＲ活動及び受注体制の
整備

4041 静岡県 プチレストラン　Time －
昼カフェ開始と店舗バリアフリー化による高齢者の新
規顧客獲得

4042 静岡県 山崎染物店 －
伝統的な手技による染物を使用した日常使い商品
開発販売

4043 静岡県 株式会社野村商店 8080001013861
手洗い洗車、カーコーティング事業強化による販路
拡大

4044 静岡県 相沢荘 －
宴会場を利用した「民宿版オーベルジュ＆定食屋」
への転換

4045 静岡県 七滝一休茶屋 － ペット連れ観光客へ訴求するテラス環境の整備

4046 静岡県 株式会社泣かせ隊 4080101018319 団体客数拡大のための食器洗浄機導入

4047 静岡県 庭師伊右衛門 －
自社イベントを軸とした受注率向上による新規顧客
開拓

4048 静岡県 株式会社増田工業 5080001014383
断熱リフォームに向けたパンフレットの作成配布によ
る販路開拓

4049 静岡県 杉本製茶㈱ 9080001013415
自社商品を米国でPRするための展示会出展と新規
顧客開拓

4050 静岡県 ㈱カネス製茶 7080001013383
香港フードEXPO出展による海外販路開拓と魅せる
ブースづくり

4051 静岡県 雑貨とお仏壇なごみや －
地元産の天竜杉を使用したオリジナル御朱印帳の
制作・販売事業

4052 静岡県 ㈱Ｍ＆Ｍクリーン 9080401012867
「プロテインバー＆コミュニティ喫茶」設置でジム会員
増強

4053 静岡県 ごはん屋さくら －
由比駅を利用するレジャー客への認知度向上による
来客拡大

4054 静岡県 お茶の山本園 －
自社カタログの導入による売り上げ向上と新規顧客
の開拓

4055 静岡県 サトウ工業 －
住まいの困り事無料相談サービスによる新規顧客の
獲得

4056 静岡県 エステルームｃｈｉｋａ －
中高年に癒しを与えるフェイシャルエステ看板の設
置

4057 静岡県 佐原建築 －
若者層世代の獲得とキッズスペースの確保の為の
店舗改装

4058 静岡県 有限会社寿重植木 4080402009256
造園用樹木の生産技術を生かした新事業「自然薯
の生産、販売」

4059 静岡県 有限会社　伊藤建設 6080402021151
耐震性、意匠性に優れたフェイクの門柱・外壁商品
の販路開拓
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4060 静岡県 有限会社　豊文堂 8080402020275
本の魅力をアピールし、書店で過ごす心地よい時間
を提供する事業

4061 静岡県 有限会社　割烹魚徳 6080402019014
宴会場ＬＥＤ照明化による顧客満足度上昇と新規顧
客層の獲得

4062 静岡県 ㈱ＱＲｉＭｏ 7080401019765
子供たちや初心者向けの可搬式ボルダリングウォー
ルの作成

4063 静岡県 Sign －
「デザイン」をコアツールとした地域ブランディング事
業の展開

4064 静岡県 坂根板金 － 建築廃材を活用した木製文字の製作及び販売

4065 静岡県 喜酔 － 女性が来店しやすい居酒屋への展開

4066 静岡県 (有)うつわや 2080402009927
来店客の満足度を高める為の店づくりと店舗販売強
化

4067 静岡県 つるや －
より多くの人に当店が鰻の老舗であることを知っても
らう案内看板

4068 静岡県
アイアンクラフト＆ガーデ
ンデザイン　じんぱち

－
ワークショップ開催のための溶接体験スペースの設
置他

4069 静岡県 整体院湧-Ｙｕ- －
新規開業に伴う販路開拓のためのホームページ作
成

4070 静岡県 虎の穴 －
新設備及び新メニューによる顧客満足度の向上と販
路開拓

4071 静岡県 稲取園芸株式会社 8080101014611
新機械導入による顧客の開拓と倉庫改装による業
務の効率化

4072 静岡県
伊豆コフィンサービス株式
会社

6080101015297
地元高齢者世帯に「お寺での家族葬」で満足いくお
見送りを提案

4073 静岡県 クレープショップLinoLino －
選べる蜂蜜トッピングコーナーとこだわりクレープ周
知の広告掲載

4074 静岡県 Endless　AUDIO －
デモ機による自宅試聴サービスPR用リーフレット、
HP作成

4075 静岡県 Hair room Irie －
４０～６０代女性向け「髪・頭皮の悩み」改善による顧
客新規開拓

4076 静岡県 ㈲杉村百貨店 1080102008346
高齢者の買い物環境改善、健康関係商品と介護用
品による販路開拓

4077 静岡県 ヘアクリエイションピット －
高齢者向け店舗改修と高齢者への周知による新規
顧客開拓

4078 静岡県 有限会社西松衣料 2080402010884
ＨＰ開設により中学制服等の他地域・介護施設衣料
販売拡販

4079 静岡県 有限会社　中村緑化建設 8080402009847
公共工事元請業者としての実績を上げ新規工事獲
得を目指す

4080 静岡県 澤栁園芸 － 水質向上による商品の高品質化に伴う販路拡大

4081 静岡県 HAIRSALON　BEAUBLEU － 手摺り設置によるシルバー世代獲得による販路拡大

4082 静岡県 株式会社ＫＩＮＴＯＫＩ 3011201014529
県内外からの宿泊予約獲得と奥大井・寸又峡の魅
力を発信

4083 静岡県 有限会社　三栄ホーム 6080102010231
中古住宅と「攻めのリフォーム」の新規事業と販路開
拓

4084 静岡県 サロンリリー －
中高年女性に向けたアンチエイジング施術普及のた
めの広告宣伝

4085 静岡県 長澤健康院 －
整体で出来る妊活サポート事業による新規顧客の開
拓

4086 静岡県 有限会社梅の屋旅館 5080102007170
外国人観光客をターゲットにした営業形態の確立と
販路拡大策

4087 静岡県 美活ヨガ －
パーソナルヨガ・ボディケアマッサージ業務の実行と
販路拡大
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4088 静岡県
有限会社　後藤モーター
ス

2080402016576 高齢者を中心としたお客様に優しい店舗づくり

4089 静岡県
有限会社　暮らしの衣料
村松

6080402016572
ミシンの導入で幅広い客層と商圏の獲得をねらう事
業

4090 静岡県 有限会社 まきうち 6080402016647 近隣精肉店の廃業に伴う新規顧客を獲得する事業

4091 静岡県
有限会社 守屋水道配管
設備

7080402016654
無料漏水診断と排水管つまり一発解消で新規顧客
開拓をする事業

4092 静岡県 美容室セラヴィ －
働き世代の毛髪頭皮環境改善と来店率をあげる
ホームページの改修

4093 静岡県 有限会社　ダンケ 6080102008432 ドイツパンのブランディングによる店舗売上の拡大

4094 静岡県
Stellar International
School

－
長時間延長による共働き世代の社会進出整備によ
る新規顧客の獲得

4095 静岡県 割烹四季 －
伊豆市特産原木干し椎茸土佐煮を真空パック包装
で販路拡大

4096 静岡県 有限会社 西部リバティ 9080402022122 快適・安心の低コストリフォームによる新規顧客獲得

4097 静岡県 Ｓｋｙ Ｗｉｎｇ － フルオーダー製作周知による新規顧客の獲得

4098 静岡県 田米陶房 －
みもろ焼工房への集客を高めるための情報発信と
新規顧客開拓

4099 静岡県 有限会社石田茶店 7080402022058
新市場の需要開拓につなげる新サイトの開設としお
りデータの作成

4100 静岡県 松浦製茶株式会社 3080401017491
安心して来店いただくための店舗環境の整備と新規
顧客開拓

4101 静岡県
有限会社レッカーランドフ
クカワ

1080402022195
需要が増えている瓶詰め商品の贈答用化粧箱の開
発と新規顧客開拓

4102 静岡県 花ぎょうざ －
冷凍餃子の売上拡大につなげるホームページの作
成と新ラベルの開発

4103 静岡県 株式会社　沙羅 6080401019329
中小企業向け低価格新浄化工法の広報活動と新規
顧客開拓

4104 静岡県 スナック蘭 － 森町特産治郎柿の乾燥柿「柿の華」製造販売

4105 静岡県 有限会社鈴精機 8080402022115
展示会の出展と業界紙への広告掲載によるゴム金
型の新規顧客獲得

4106 静岡県 酒の田中屋 －
接客効果を高め蔵元商品の需要につなげるための
店内環境整備

4107 静岡県 スタジオラップス －
VMD教育教材の開発と広報物の作成、配布による
新規顧客開拓

4108 静岡県 美容室スタンス －
最新スチーム噴射機を導入した新サービス提供によ
る販路開拓

4109 静岡県 丸久　鈴木久吉商店 －
イタリアでの慣行栽培茶を使用した日本茶商品の開
発と販路開拓

4110 静岡県 白石建築 －
新商品オーダーメイドガレージの販売とリフォーム
サービスの宣伝

4111 静岡県 有限会社落合製材所 8080002014033
国産材を使用した打ち合わせスペースを開設しての
販路開拓

4112 静岡県 柴田ツキ板工業 －
県内外の小売拠点増加に向けた出張営業等による
販路開拓

4113 静岡県 hair&spa recreo － 女性向けサービスの拡充における販路開拓

4114 静岡県 岩本化粧品店 －
癒しと安らぎ空間の提供による子育て世代の顧客獲
得

4115 静岡県 大石内装 －
高齢者（介護者）の居住住宅向けの内装工事提案に
よる販路開拓
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4116 静岡県 東海住宅株式会社 7080001014019
土地分譲事業及び著名建築家によるデザイナーズ
住宅の販売

4117 静岡県 パラディ －
健康をテーマに遠赤外線効果のある新メニュー開発
と販路開拓

4118 静岡県 株式会社さの萬 3080101011431
インターネット顧客獲得によるギフト市場深耕施策の
実践事業

4119 静岡県 arkakama － 自社ブランド子供服のセレクトショップ向け販路開拓

4120 静岡県 株式会社イトウミート 4080101011265
付加価値の高いブランド豚「富士幻豚」の販路拡大
事業

4121 静岡県 株式会社　常盤 2080401014671
最新の合鍵作製機械を購入し、これを地域に広告宣
伝する。

4122 静岡県 有限会社　福田織物 6080402018305
アパレルから一般顧客に生地、製品を販売するため
の自社工場店舗の改装

4123 静岡県 丸池製茶株式会社 4080401015107
顧客管理ソフト導入によるファン作りと新規顧客の獲
得

4124 静岡県 鴨岡屋 －
テーブル席の設置と階段のバリアフリー化による顧
客獲得

4125 静岡県 有限会社曽根田工業 5080402021276
展示会等で要望の多い企業案内付全商品総合カタ
ログの製作

4126 静岡県 有限会社まつや 1080402019951 和室のバリアフリー化による高齢者対応事業

4127 静岡県 日昭木材株式会社 6080401003910
規格外、特注の内装材の全国拡販のための販売促
進ツールの開発

4128 静岡県 株式会社　ｎｏｖｅｌｓ 1080401020720
地元工務店の認知度ＵＰと顧客開拓イベント開催に
向けた環境整備

4129 静岡県 honey time －
唯一無二の手作り小物とベイビーシャワーセットの
販売事業

4130 静岡県 はちのす －
お好み焼きを配達及びテイクアウトによる販路拡大
事業

4131 静岡県
株式会社西伊豆ダイビン
グ

1080102021902
バディダイブで新規顧客獲得と低価格宿泊で売上
アップ

4132 静岡県 エコサーファー － 当社体験プランの”感動”を伝える広告媒体の作成

4133 静岡県 民宿　西條 －
格安旅の提供と温泉付加価値向上のための民宿整
備事業

4134 静岡県 渡船　喜美丸 －
「干物無料加工サービス」など各種新事業による新
規顧客獲得

4135 静岡県 ㈱puca puca 3080101016521
英語圏外国人客受入体制整備における広報・設備
事業

4136 静岡県 ＴｅｅＤａ －
「新メニュー表作成事業」など各種取り組みによる新
規顧客獲得

4137 静岡県 有限会社ぎょうむ 5080102012187
作業マニュアルの動画化による作業研修等レベル
アップ

4138 静岡県 株式会社　いずみ 1080101006920
民間救急・自治体提携の外出支援・福祉旅行事業
のＰＲ活動事業.

4139 静岡県 ピープルハウス －
創業３０年で初めての宣伝とカルチャースクールの
拡大

4140 静岡県 hair salon Monkey pod － 医療用ウィッグ販売事業の販路開拓

4141 静岡県 ㈱オサカベ 1080401013682
地元顧客拡大の為の宅配フリーペーパーへの掲載
事業

4142 静岡県 株式会社　丸正中村建築 6080401006236
地産地消、豊かなくらしの場を感じるためのショー
ルーム改修工事

4143 静岡県 株式会社ＲiＮ 5080401020130
体型調整メカニズムを働かせる「抗重力はらまき」の
販売促進
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4144 静岡県 有限会社　浜名工販 4080402009859 産業用ホース専門通販サイト構築による販路開拓

4145 静岡県 一那塗装 －
地域住民の認知を目指して！集客看板・チラシプロ
ジェクト

4146 静岡県 宇布乃園 －
店舗改善、商品開発とイベント開催による個人客の
開拓

4147 静岡県 古橋織布有限会社 6080402009865
低速シャトル織機で織った遠州織物の海外販路拡大
と顧客の定着化

4148 静岡県 新橋屋 － 女性客が集う和風情緒と清潔感のある店づくり

4149 静岡県 まるみ魚店 －
20～40代の主婦層をターゲットにした提供方法改善
による機材の導入

4150 静岡県 第一金剛株式会社 5080401006146
油排水・重金属処理の決定版「オイルフロックシステ
ム」

4151 静岡県 健正園 －
イチジクの消費拡大を目的にした収穫体験と試食販
売会の実施

4152 静岡県 イーグルマインド －
デジタルビデオブック・ウェルカムボードの販路拡大
策

4153 静岡県 行政書士ワイズオフィス － ペット信託®の普及活動による新規顧客開拓

4154 静岡県 天野荘 －
ダイバーたちに喜ばれるご当地弁当”井田めし”の提
供

4155 静岡県 有限会社　西尾商店 9080002013042
だしの学校開設・だし文化の普及活動による小売部
門の販路開拓

4156 静岡県 有限会社やましち 8080002013068
外国語対応への「蒲原いわしカレーＨＰ」大幅リ
ニューアル

4157 静岡県 株式会社カネジョウ 4080001010284 新規顧客開拓のための新商品「粉末だし」の開発

4158 静岡県 有限会社 やまだ 9080002013067
「イベントお助け隊」による地域団体イベントサポート
事業

4159 静岡県 藍工房やす －
IT活用による若年層向け「藍染体験」ＰＲによる新規
顧客開拓

4160 静岡県
犬の美容室　サンフラ
ワー

－
ペットサロンの地元認知度向上と情報発信による新
規顧客獲得

4161 静岡県 有限会社キヤ 8080102010007
地元丹那牛乳と伊豆半島の産物で作るプリンを中心
とした物販事業

4162 静岡県 間宮織布合資会社 4180003012392
低温殺菌調理機で調理する新たなジビエ料理の開
発と販路開拓

4163 静岡県 A-farm －
新規販路開拓を目指した家庭菜園用肥料（小袋）の
製造

4164 静岡県 Patisserie Jour du Muguet －
洋菓子専門店手作りくるみ食パンの開発・販路開拓
事業

4165 静岡県 有限会社天野ふとん店 2080002018139 若い世代向けふとんの再生PR事業

4166 静岡県 今井浜フライングスクール －
子供用機材の導入と広報活動によるファミリー層の
顧客獲得

4167 静岡県 わさび園かどや －
製法からこだわる「プレミアムわさび丼」提供による
顧客獲得

4168 静岡県 有限会社山城屋山葵店 9080102021655
幅広い嗜好に向けたわさび漬レシピと栓付新容器に
よる顧客獲得

4169 静岡県 どんぶりや －
外国人観光客へ訴求する店内外多言語インフラの
整備

4170 静岡県 株式会社　東亜 9080101004850
インターネット集客に悩める事業者に向けた広報活
動

4171 静岡県 株式会社　だるま 4080101004822
外国人観光客に伊豆鹿ブランド「シカ肉そぼろチラシ
丼」等を販売
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4172 静岡県 アフィン株式会社 9080101017365 オーダーメイドケーキ販売拡張事業

4173 静岡県 有限会社あづまや旅館 7080102007912
中国人ツアー、畳に直接座れないお客様への椅子と
テーブル提供事業

4174 静岡県 ㈲天野屋洋品店 8080102007911 ブラ＆ガードルの試着キャンペーンセールの実施

4175 静岡県 うを正 － お座敷を足の伸ばせる掘りごたつに改装

4176 静岡県 有限会社高木園 4080102008392 津波対策の挿し木松の生産設備の構築

4177 静岡県 かねかのううえまる －
子供連れ観光客への食物アレルギー対応とＷｅｂ構
築

4178 静岡県 望月人形 －
人形ギャラリー通年オープンによる新規顧客開拓と
環境整備

4179 静岡県 渡辺忠夫商店 －
地域資源である桜えび・シラスの魅力発信販路開拓
事業

4180 静岡県 大井建設株式会社 1080001013463
改修・リフォーム事業の新規展開に伴う新規顧客獲
得と営業力強化

4181 静岡県 清水園萩下製茶 －
自園生産の安心安全な商品のPRによる新規顧客獲
得

4182 静岡県 株式会社石川園 9080401017651
30代女性のニーズを取込み需要開拓に繋げるスマ
ホ専用サイトの構築

4183 静岡県 菓子司　中島屋 －
ちょっとしたお土産需要を高める新手提げ袋の作成
と新規顧客開拓

4184 静岡県 美容室たけしの店 －
10代20代の女性を開拓するためのネイルメニューの
導入

4185 静岡県 株式会社 八幡屋茶舗 2080401017501
海外市場の新規顧客開拓に向けた展示会出展と商
品PR用チラシの作成

4186 静岡県 有限会社　榮産業 6080402022100 農業機械レンタル事業の創設及び販路拡大

4187 静岡県 株式会社ラブ・アップル 4080001015589
女性が活躍する印刷会社としての認知向上と新規
販路開拓

4188 静岡県 株式会社エス・マルシェ 9080001009883
実店舗の〝ととや新兵衛”中食事業でのブランディン
グ化事業

4189 静岡県 株式会社Wall one 6080001019456
３０歳代～４０歳代のファミリーが楽しめる日曜大工
設置及び周知事業

4190 静岡県 株式会社クロカワ 8080001020387
おもてなしの心で女性ドライバーを受け入れる為の
環境整備とＰＲ

4191 静岡県 有限会社村田工務店 8080002016632
販路開拓の為のホームページ作成と認知度アップの
為の看板設置

4192 静岡県 木工の傳 －
昭和の名車のシートをイメージしたリビングチェアー
の販路開拓

4193 静岡県 ライフアズアートしばはら －
スマホ対応のＨＰ作成により若年層の肌悩み相談の
新規客獲得

4194 静岡県 ｺｺﾛとｶﾗﾀﾞの相談室B-fit －
タッチフォーヘルス講座スタートに伴う知名度向上と
新規顧客開拓

4195 静岡県 有限会社　広昌工業 3080102016289
塗装工事の新技術を活かしたユニットバスリフォー
ムの営業

4196 静岡県 株式会社ナカノオート 8080101011113
商圏内の深掘と新たな顧客層・販路の開拓と店舗
サービスの革新

4197 静岡県 永田木材株式会社 1080401010639
天竜材の良さを告知するイベント実施による販路開
拓事業

4198 静岡県 株式会社　鰻いしかわ 7080401013017 鰻の真空パック販売、販路開拓

4199 静岡県 ガラス工房CLOVER －
トイレや飲料の設備を整え顧客の満足度とリピート
率を上げ

150/156



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

4200 静岡県
多国籍レストラン ＲＯＢＡ
ＮＯＭＩＭＩ

－
看板及びホームページのリニューアル・オリジナルタ
ジン鍋開発

4201 静岡県 システム産業株式会社 5080401016260
「メロンの松香園」のブランド化による新たな贈答需
要の拡大事業

4202 静岡県 リカーランド　ヤマヤ －
若年層に向けた希少性の高い日本酒の情報発信に
よる販路拡大事業

4203 静岡県 株式会社ふく 7080401010625
喫茶メニューの強化と入店しやすい店づくりによる販
売強化

4204 静岡県 花屋旅館 －
大河ドラマにちなんだ新メニューの開発、HP開設、チ
ラシ作成

4205 静岡県 愛美興業 －
サロンAmiＰＲ活動のためのＨＰ開設による、新規顧
客獲得

4206 静岡県 あい川 －
「利用者に便利で優しい店舗施設の改修と新規備品
の導入」

4207 静岡県 有限会社伊豆さくら亭 1080102021563
高齢者等に配慮した手摺付洋式トイレの設置と広報
による顧客獲得

4208 静岡県 旬の幸 花○ －
当店オリジナル“かわづ桜うどん”のＰＲによる販路
開拓

4209 静岡県 山下商店 －
新保冷コンテナの導入による自動販売機の増加と商
圏の拡大

4210 静岡県 株式会社一燈庵 5080101016073
３世代家族が世代を越えて楽しめる宿への改修と広
告宣伝

4211 静岡県 大川屋 － 伝統の味を町外へ！通信販売による新規顧客獲得

4212 静岡県 有限会社　雲見園 4080102021684
秘湯を守る旅館がホームページ開設で情報発信・販
路開拓

4213 静岡県 はな丸水産 －
当店の発展が東伊豆町の発展なる商品販売に伴う
販路開拓

4214 静岡県 甘味しるこや　悠遊庵 －
当店が販売する地域素材を生かしたスウィーツでの
新規顧客獲得

4215 静岡県 有限会社コムネット 6080102012129
新分野開拓！悩み解決『オーラル＆ボディケア』口
の問題は全身で

4216 静岡県
GOTEMBA民間救急サー
ビス株式会社

4080101018236 民間救急の業務内容の宣伝と新規顧客の開拓

4217 静岡県 ココロオドル株式会社 4080401019917
堀り炬燵席への改装、仕切り設置(個室化)による、
シニア層獲得

4218 静岡県 有限会社浜名湖ファーム 9080402009433
高級菓子の製造、販売に取り組むための試作品及
びパッケージ等の製作

4219 静岡県 五條 －
国内で2店のみ取扱える「うなぎきんし丼」のＰＲによ
る来店促進

4220 静岡県 有限会社丸江商店 4080402009479
とれたて食材（海産物・野菜・果物）宅配システムの
構築

4221 静岡県 ベルマリン株式会社 3080401006073
マリンレジャー初心者のためのおもてなし空間の提
供と販路拡大

4222 静岡県 ときわcafé －
地元農産物を使用したオリジナルスイーツの開発と
販路開拓

4223 静岡県 ｊａｍ　ｈａｉｒ.ｋ －
顧客満足度アップをめざした新メニューの開発と販
路拡大

4224 静岡県
観賞魚センター
KAWAGUCHI

－ 新規店舗への顧客の誘導及び新顧客の獲得

4225 静岡県 有限会社魚兼商店 4080402016137
今までの実績を活かし提案型のＰ.Ｂ、ＯＥＭ商品を
開発し販路拡大

4226 静岡県 割烹旅館　琴水 －
顧客トイレの改装等、客室のグレードアップ化による
新規顧客獲得

4227 静岡県 バイラビ －
服飾等の売上げアップと、体験教室のための特殊機
能ミシンの購入
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4228 静岡県 フジタ塗装店 － エクステリアＣＡＤ導入で提案型営業による販路開拓

4229 静岡県 Café&Gallery  ＮＩＣＯ － トイレと厨房の改装で販路拡大

4230 静岡県 株式会社ジェーピーエム 4080401010685
観光タンデム事業の立ち上げと浜松市内からの新規
顧客開拓

4231 静岡県 株式会社フードランド 2080401010712
米国市場に向けた斬新的なオンリーワン調味料の
開発事業

4232 静岡県 有限会社やまもと 9080402016280
ホームページ立ち上げによる木製品や薪材の販路
開拓

4233 静岡県 有限会社タグチ 5080402016160
みっかび密柑屋のブランディングと情報発信による
新規顧客の獲得

4234 静岡県 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｳｽあさのは屋 －
コミュニティスペース設置による新しい集客方法の確
立

4235 静岡県 有限会社勝美 3080402016170
新たな養殖技術で成長したうなぎの流通システムの
開発・販路開発

4236 静岡県 株式会社瑞穂屋 4080401010727
おもしろ新鮮お米のギフトと高齢者にやさしいお米屋
さん

4237 静岡県 株式会社なつめ 3080401010703
座卓、座椅子での食事が困難な方のためのテーブ
ルと椅子の制作

4238 静岡県 はな鍼灸整骨院 － 大きくて見やすい、ライト付き看板による店舗PR

4239 静岡県 株式会社吉田ハム工場 8080001014100 企業ＷＥＢサイト及びリーフレットを利用したＰＲ

4240 静岡県 吉田産商株式会社 1080001014107
売主・飼い主双方が満足できる宅地等供給事業の
展開

4241 静岡県 マスダエンジニアリング －
生産ラインを持つ各種製造業者を新たに獲得する為
の体制作り

4242 静岡県 明研ゼネラル　株式会社 4080001014087
機器保守点検設備（測定器）補強による新規顧客獲
得

4243 静岡県 有限会社　大漁苑 6080002014910
座敷席から椅子席への改良による顧客満足度の
アップ

4244 静岡県 おにぎりカフェ　チロリン村 －
オリジナルイベントによる地元主婦や団塊の世代の
新規顧客獲得

4245 静岡県
ファッションハウス　エポッ
ク

－
中年女性・男性の新規顧客開拓の為の新サービス
開発とPR事業

4246 静岡県 松葉米穀店 － 米専門店のこだわり米を使用したギフトの販路開拓

4247 静岡県 株式会社ＨＥＩＫＥＮ 5080401019973 国道150号線沿線への耐震新商品ＰＲ看板設置事業

4248 静岡県 有限会社ヒラマツ 3080402018101
ヨーガスタジオ拡大と講座新設による集客率の向上
を図る

4249 静岡県 かねきや － 合宿に特化した宿泊サービスの提供

4250 静岡県 彩鶏 － 自社の味を家庭でも味わえる調理補助食品の開発

4251 静岡県 土屋モータース － 高齢者向け出張日常点検整備サービスの実施

4252 静岡県 有限会社栄醤油醸造 6080402018040
栄醤油「天」の商品化と自社ブランド全商品のパンフ
レット作成

4253 静岡県 魚時 －
新メニューと看板増設、トイレ改装による女性・家族
客の取り込み

4254 静岡県 アロハ有限会社 2080402010694
雄踏ハワイアンフェスティバルによる来店客獲得拡
大

4255 静岡県 株式会社　亀崎 6080401006392
「鮮魚の加工済み商品提供による販路開拓」の為の
調理場改修
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4256 静岡県 有限会社　丸松 4080402007887
訪日外国人観光客へ対応する多言語パンフレット等
の作成

4257 静岡県 株式会社舘山寺園 6080401001187
大型船舶も常時係留できる桟橋の延長改修と安全
補強対策工事

4258 静岡県 ＫＫ食品合同会社 2080403003029
スーパーマーケット等の販路開拓と設備導入による
生産性向上事業

4259 静岡県 あいそ硝子工房 －
伊豆の国DMOと連携した、新規観光客の確保のた
めのチラシ･HP作成

4260 静岡県 晴照造園 －
オンリーワンの庭を望むニーズに向けたオリジナル
アイテムの提案

4261 静岡県 たもっちゃん －
オープンテラス設置に伴う店外バリアフリー化による
販路開拓

4262 静岡県 株式会社　マコト商会 3080101005094
探知機の導入による漏水・漏湯無料診断による販路
開拓

4263 静岡県 うえのさわ山葵店 － わさび田体験観光メニューの新規開発・販路開拓

4264 静岡県 honohono　cafe －
ペット同伴のお客様獲得のための屋外テラス席改修
事業

4265 静岡県
ボンナチュール　修善寺
手焼堂

－ ギフト商品の開発とＷＥＢ広告強化による販路開拓

4266 静岡県 有限会社　みずぐち 1080102008676
『ミックおひとり様倶楽部』のプレシニア世代への販
路開拓

4267 静岡県 有限会社　林泉 2080102008865
小型コンテナ貸出サービスによる廃棄物回収業務の
販路拡大

4268 静岡県
株式会社　ハイテックス・
ヒラタ

1080401010622
地域の皆様に店の仕事内容が分かって頂ける新し
い看板製作

4269 静岡県 ヒメルヘアサービス － 頭皮に優しいオーガニック白髪染めの新規顧客開拓

4270 静岡県 鈴木建築 －
～ホタテ貝の塗り壁と暖炉がある自然素材の家～顧
客開拓

4271 静岡県
社会保険労務士渡邊事
務所

－
中小企業を強くする職業能力評価型人事制度の新
規顧客開拓

4272 静岡県 株式会社都泉 5080401006030
若者向け女性浴衣専門ホームページの開設による
販路拡大

4273 静岡県 澤田屋 －
風呂改修と特産品の手作り郷土料理の充実で顧客
拡大

4274 静岡県 対秋楼「ゆずカフェ」 －
女性客の増加に対応、トイレ改修とくつろぎのカフェ
づくり

4275 静岡県 有限会社　吉野屋精肉店 5080402016508
精肉・加工肉活用の料理教室開講と顧客に優しいバ
リアフリー店舗

4276 静岡県 三立木材株式会社 1080401010746
ショールームでのイベント開催による地域材住宅の
受注拡大

4277 静岡県 船明荘 －
テラス席の設置とペット用料理の開発による新規顧
客獲得事業

4278 静岡県 ㈲マルハチ金龍丸水産 6080102004712
女性に喜ばれるヘルシーな深海唐揚げの商品開発
販売

4279 静岡県
なるほど！パソコン相談
所

－
中高齢者の情報弱者に対して、スマホの正しい使い
方を広める

4280 静岡県 やまと － 地元原地区をターゲットとした当店寿司ファンの獲得

4281 静岡県 カネトミ深沢製茶 －
粉末茶の小分け袋詰めによるお茶農家兼小売店へ
の販路開拓

4282 静岡県 株式会社尾鷲組 7080101002071 地域密着の土建やさん！住みよい暮らしのお手伝い

4283 静岡県 海竹山竹ストア －
水素吸入でリフレッシュ！お客様の健康を応援する
コンビニ
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4284 静岡県 遠州防音 －
ロックウールの耐火被覆工法事業へ新規参入による
収益拡大事業

4285 静岡県 手作り工房クウ －
遠州織物を使った手作服の顧客ニーズに応える新
サービス展開事業

4286 静岡県 丸音織物株式会社 8080401016290
新アイテムの開発並びに情報発信の強化による女
性客の取り込み

4287 静岡県 有限会社　遠州ネット 6080402020351
高密度レノクロスの新開発と縫製品の活用による新
規販路開拓

4288 静岡県 株式会社　幸の字 7080401017950
遠州灘の海を知り尽くした漁師が福田漁港で始める
魚屋の顧客開拓

4289 静岡県 有限会社テラダ 4080402020428
お客様ニーズを取り入れたプライベートブランドの商
品開発事業

4290 静岡県
株式会社コトブキ外装
サービス

7080401011912 ホームページの拡充とスマホ対応化による販路拡大

4291 静岡県 大橋測量設計事務所 －
測量ＣＡＤ導入による図面の可視化とリーフレットで
新規顧客獲得

4292 静岡県 株式会社　Ｙama Ｓhow 4080401020916
デニム端材と防水加工を活用した新商品開発及びブ
ランドＰＲ

4293 静岡県 もとしろ整体 －
地域の健康生活に貢献する姿勢分析システムと新
規集客をする事業

4294 静岡県 美容室ＨＩＲＯ － カウンセリングまで行う美容業としての集客力アップ

4295 静岡県 昌珍 －
新メニュー開発によるお持ち帰り餃子と夜間営業の
強化

4296 静岡県 有限会社大建装 4080402021252
リフォーム需要に応答するためのＨＰ開設と事務所
整備

4297 静岡県 株式会社キタイ電気 8080401016984
顧客参加型ホームページを活用した省エネ普及、販
売促進

4298 静岡県 有限会社吉田花木 5080402021012
個人宅の庭に関するトラブル対策事業による新規顧
客開拓

4299 静岡県 有限会社大場農機 9080402021157
農機具を現場で修理・加工・調整するサービス開始
による顧客開拓

4300 静岡県 株式会社隆星建設 2080401016610 当社独自の「デザインハウス」の販売促進強化

4301 静岡県 Luxage －
女性を輝かせるオリジナル簪ＰＲとネイルパーツの
開発と新規顧客開拓

4302 静岡県
有限会社ネイチャーフィー
ルド

4080402021203
子育て世代に向けた新しい住まいの提案による新規
顧客獲得事業

4303 静岡県 Ｒｅｒｉｓｅ － 「水素水」サーバーの販売促進のための広告宣伝

4304 静岡県 株式会社発芽玄米 7080401011136
新開発極柔ソフトタイプ発芽玄米の介護施設、病院
等への普及実現

4305 静岡県 Ｂｌｉｓｓ － 出張ネイルサービスの提供

4306 静岡県 ＷＯＨＬＳＴＡＮＤ －
高性能検査機器の導入による顧客満足度向上とＳＮ
Ｓによる周知

4307 静岡県 株式会社　愛善会 4080401019553
顧客のニーズに応えた、高齢者に優しい店舗改装工
事事業

4308 静岡県 オハラ外柵 －
看板と名入工事用品の作製、広告掲載等による新
規顧客獲得

4309 静岡県 小島ふとん店 －
高級枕と敷布団”お試しサービス”による新規顧客開
拓

4310 静岡県 地魚料理　信 －
「ペット同伴者宴会プラン」など各種新事業による新
規顧客獲得

4311 静岡県 株式会社すぎはら 9080401015226
一般顧客獲得の為の事務所ショールーム化に伴う
広告宣伝活動
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4312 静岡県 有限会社　土屋材木店 2080402018069
HPの活用とチラシ配布により木材需要拡大と販路拡
大

4313 静岡県 株式会社崇蒔 5080401015279
ホームページの多言語化等によるホテルと不動産の
新規顧客開拓

4314 静岡県 Café　and Dining kokopelli － ｵﾘｼﾞﾅﾙ焼き菓子ﾃﾞｻﾞｰﾄによる新たな顧客の拡大

4315 静岡県 片山製茶工場有限会社 1080402018417
多様化するライフスタイルに合った粉末緑茶の開発
と販路の拡大

4316 静岡県 松輝建装 － ホームページの開設による新規顧客の発掘

4317 静岡県 西欧料理サヴァカ －
商品開発とホームページリニューアルによる新規顧
客の開拓

4318 静岡県 ブティックアイニー －
働くキャリア女性向けホームページリニューアルによ
る販路の拡大

4319 静岡県 ライラックローズ － サービスの融合化による新たな商圏の拡大

4320 静岡県 みどりや・ニーム － WEBサイトの構築を切り口とした新たな顧客の開拓

4321 静岡県 株式会社セイキ建設 2080401021263
新たな市場への参入と技術力PRによる「脱下請け体
質」

4322 静岡県 nico －
ファミリー層がゆったりと過ごせるカフェ設置及び夏メ
ニュー開発

4323 静岡県 有限会社　深沢米店 7080002011072
お米ファンの育成のための稲作体験イベント「米恋」
（こめこい）事業

4324 静岡県 風来庵 －
迅速・高品質・適切価格のオリジナルユニフォーム製
作

4325 静岡県 遠藤自動車鈑金工業 － 女性客増加のための事務所・トイレの改装事業

4326 静岡県 岡屋旅館 －
訪日外国人宿泊客への和のもてなしサービスの提
供

4327 静岡県 株式会社ハッピートーク 1080001008661 新規顧客獲得の為の、大規模国際展示会への出展

4328 静岡県 魚徳 － 新規顧客獲得の為のHPの開設及びチラシ作成事業

4329 静岡県 かねぶん －
新規顧客獲得の為のＨＰ開設及び商品パッケージ作
成事業

4330 静岡県 株式会社　村松精肉店 6080001005209 通販物流の請負事業の販路拡大のための広告事業

4331 静岡県 株式会社　松永豆腐店 4080001011365
「主婦が楽しみに買い物に来たくなる話題の豆腐専
門店」への改装

4332 静岡県
株式会社オートサービス
シンエイ

9080001017795
新商品拡販のためのチラシ・のぼり等の作成による
広報活動

4333 静岡県 株式会社 AQEA CLUB 2080001017538
低体力者向け個別トレーニングプログラムの開発及
び提供事業

4334 静岡県 株式会社PEER 7080401013446
がん患者の日常生活を支える「まちのがんステー
ション」事業

4335 静岡県 relaxation space kal －
健康志向のニーズ、無添加カラー導入に伴った単価
UPと新規開拓

4336 静岡県 陽だまりの里　足立柿園 －
次郎柿用化粧箱、及び専用PFの開発と受注業務の
効率化

4337 静岡県 クレアース・ラボ －
子育てママのためのシンプルコスメ「絆結シリーズ」
の販路開拓

4338 静岡県 J-wire株式会社 9080401021109
商品特性を盛り込んだHP改訂と有名ブロガーを通じ
た広告宣伝

4339 静岡県 株式会社魚磯 8080401010120
高齢化と過疎化が進む山間地域向けの催事用仕出
しサービスの拡充
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4340 静岡県 合同会社AZURE 9020003009739
「静岡産抹茶」を楽しむインバウンド向け「抹茶カ
フェ」のＰＲ

4341 静岡県 Ｒ-ｈａｎｄ －
地域に根差す「面貸し」運営の地域コミュニティ美容
院のＰＲ展開

4342 静岡県 Office　Ｍ －
地元作家の優れた作品を世に出す大都市進出プロ
ジェクトの展開

4343 静岡県 音楽と全人教育研究所 －
音楽を用いる全人的教育事業を啓蒙普及するため
の広報活動の展開

4344 静岡県 カネジュウ商事株式会社 3080401001256
香りの空間演出とアロマオリジナルブレンド販売事
業の販路開拓

4345 静岡県 ジャシック浜松 －
リピート顧客獲得に役立てる販促アプリの導入サー
ビス事業のＰＲ

4346 静岡県 花雅 －
和裁を活かした「花」と「ドレス」をテーマにした各種
事業のＰＲ

4347 静岡県 Lu Lu Hair －
子育て世代の女性が気遣い不要な完全プライベート
美容室のＰＲ

4348 静岡県 のどか －
学校生活用品のワンストップサービス事業による若
年層顧客の獲得

4349 静岡県 LUAGO －
ラッピングとコーティング技術を活かした各種施工事
業のＰＲ展開

4350 静岡県 株式会社野の香 9080401021042
さぬきうどん野の香の“想い”を伝える場としての
ホームページ作り

4351 静岡県 株式会社髙橋建築工房 4080401021410
宮大工の「此の手でつくる」木組み工法住宅のＰＲと
新規顧客開拓

4352 静岡県 マルイチ鈴木建築 －
個人顧客獲得のための大工が建てるフルオーダー
住宅のＰＲ

4353 静岡県 明治屋醤油株式会社 1080401010507
浜北特産品次郎柿を使用した新高嶺ソースの開発と
ＰＲ

4354 静岡県 株式会社丸富建綜 5080401010478
若年層世代に向けた二世帯住宅及び福祉・介護リ
フォームのＰＲ

4355 静岡県
有限会社オオタカフォトス
タジオ

1080402014845
新出張撮影事業により高齢者や家族写真の需要喚
起による販路開拓

4356 静岡県 有限会社大村米店 8080402014789
米を贈答品として扱い付加価値をつけるための製品
開発及び販売

4357 静岡県 有限会社日歩未 6080402015483
女性や年配の方も入りやすい店舗づくりにより新規
顧客開拓の実現

4358 静岡県 石川製餡所 －
店舗改修にて菓子製造販売を可能にし一般消費者
へ販路拡大を実現

4359 静岡県 有限会社　プティ・レザン 7080102008596 “特別感”を演出した商品の製造・販売強化
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