
　

No 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

1 北海道 江差整骨院 コミュニケーションアプリの導入と待合環境の改善による販路拡大

2 北海道 わら家 新商品開発及びテイクアウト強化による新需要対策事業

3 北海道 林司商店 ワインや焼酎類の売上強化のための店内レイアウトの見直し

4 北海道 ドックパークコカブ 大自然の中で人と犬が憩い、遊び、学べるドックランづくり

5 北海道 旅館なりた 施設情報発信と予約利便性向上を図るためのWEBサイト新規開設

6 北海道 山崎電機株式会社 1450001003311 ホームページの新規開設を通じた事業内容のＰＲと新規顧客開拓

7 北海道 株式会社　クエスト 2430001063389 ホームページリニューアルによる新規顧客獲得・販路拡大事業

8 北海道 マルカ加藤商店 パンフレットの作成、活用による巣ごもり需要に応える販路開拓

9 北海道 有限会社寿しのまつくら 6450002012232 来店客の少人数化に対応するための２階客席リニューアル

10 北海道 有限会社お菓子の小松 7460102006479 ロードサイド店への業態転換に伴うソフトクリームの新規取り扱い

11 北海道 有限会社　クミカワ塗装 4430002052075 ＩＴツールによる塗装工事の効率化と商圏拡大

12 北海道 株式会社　雅 2460101006716 新たなサービスの提供による新規顧客の開拓及び販路の開拓

13 北海道 株式会社　雨竜町振興公社 2430001048159 キャンプ客向けテイクアウト品開発と非接触型決済システムの導入

14 北海道 居酒屋　あし野 新型コロナウイルスの感染リスクを抑えた店舗改装事業

15 北海道 羅亜～麺　加藤屋　本店 ＬＩＮＥ公式アカウントを利用した新規顧客、リピーター獲得事業

16 北海道 つるみ食堂 店舗視認性を高め、新規顧客の来店率向上を図る。

17 北海道 静内産業土建　株式会社 1430001055263 新生活様式に合った住宅のブランド化&販路開拓事業

18 北海道 居酒屋もんく コロナに負けない！蕎麦打ちを演出した営業で新規顧客の獲得

19 北海道 有限会社ボーシェ 8450002008699 ウィズコロナ時代に対応した時短でも結果の出るエステ

20 北海道 カキキン有限会社 6460002005417 プロモーションビデオの活用等による自社サイトのネット販売

21 北海道 有限会社一力 6430002061339 中食需要の獲得に向けた冷凍総菜販売による経営の安定化

22 北海道 居酒屋　漁 案内看板のリニューアルによる認知度向上で新規顧客獲得を目指す

23 北海道 有限会社高島食品 4460002005311 ネット販売で新たな市場を開拓するためのＷＥＢサイト新設

24 北海道 ジャイアント 多様化するメニューを効率的に調理できるガスレンジの導入

25 北海道 有限会社　アグリプロジェクト 4462502000031 軟弱地盤用大型車輛牽引機械の酪農市場の販路開拓

26 北海道 味わい手作り工房土梨夢 商品パッケージ改良とオンラインショップ開設による販売促進事業

27 北海道 さくらんぼ山観光農園 園内巡回ワクワクトラクタートレーラー

28 北海道 有限会社 平野鉄工 7440002010046 デジタル無線機取り扱い事業の強化による販路開拓

29 北海道 CAR WASH SERVICE８８８ 旧様式自社ホームページの新様式スマホ対応化リニューアル事業

30 北海道 戸井オートサービス 高性能スキャンツール導入による生産性の向上

31 北海道 華の家・石の花 将来の宴会需要を回復させるための店舗環境改善

32 北海道 有限会社ホテル雲井 6450002004849 ワーケーション等のニーズに対応する客室環境の整備

33 北海道 株式会社エキスパート 9440001007009 プラズマ切断機導入による新たな需要対応と売上増加

34 北海道 アイフォレスト株式会社 3450001013110 バイオマスボイラー販売促進のためのWebサイト構築

35 北海道 妹尾観光農園 販売販路の開拓

36 北海道 株式会社LIMITED 7460101006562 看板設置によるターゲット層の拡大およびサービス内容の周知

37 北海道 斉藤車両商会 大型タイヤチェンジャー導入による新規顧客獲得

38 北海道 合同会社シューティングスター 9450003001784 ヨガリトリート環境整備による魅力向上と非対面も含めた販路拡大

39 北海道 ＨＡＲＵ 新サービス「ナノバブル発生装置」導入による売上増加事業

40 北海道 合同会社遊牧舎 2460103000799 妊娠診断機の導入による繁殖豚管理の精密化による生産性向上

41 北海道 マミー産前産後専門ケアサービス 対面、オンラインが選べる産前産後ママのためのサポート事業

42 北海道 レイクサイドリゾートペンションクッシャレラ CS向上によるリピート率UPとクチコミ拡大

43 北海道 居酒屋　三東 自店サイト新設！テイクアウト情報発信で販路開拓事業

44 北海道 有限会社　めむろプラニング 4460102004097 遊休社有地を活用したソーシャルディスタンスウエディング事業

45 北海道 food&bar DOMANI 厨房施設改装と個室設置によるサービス強化

46 北海道 有限会社　当麻モータース 4450002003803 次世代自動車に対応する高性能車両診断機の導入事業

47 北海道 加納農園 高品質の動画作成と保管庫設置でネット販売の拡大を目指す。

48 北海道 高橋農場 乾燥機導入による知床産豆の生産力と品質の向上で法人化を目指す

49 北海道 合同会社　靑 4440003001162 ウィズコロナ下での観光資源を活用した宿泊・ワーケーション事業

50 北海道 株式会社　源ファーム 3460101006401 自社HPのリニューアルとパンフレットの制作

51 北海道 南富フーズ株式会社 3450001006667 命を無駄にしない！エゾシカ肉を使用した新商品開発事業

52 北海道 （有）温泉旅館いこい荘 6430002063525 宿・農融合の強みを看板とＨＰ製作で情報発信

令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第4回受付締切分採択者一覧
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53 北海道 ヘアーサロン　ナカオ 新型サロンチェアを導入し売上向上に繋げる。

54 北海道 保志保弘 六次産業化への挑戦に伴うECサイトでの販路開拓

55 北海道 片岡司法書士事務所 広告看板制作による事務所の認知度向上と集客アップ

56 北海道 わくわくアドベンチャークラブ 予約制のキャンプ場開設によるキャンプツアーの付加価値アップ

57 北海道 有限会社　カーライフフリーダム 5450002008231 顔が見えるコミュニケーションｗｅｂ戦略で、新規顧客獲得！

58 北海道 有限会社　八木菓子舗 3430002061936 ミニサイズ羊羹の販路開拓に向けた生産体制の強化

59 北海道 office albireo メニューとサービスの充実で知床の旅を素敵に演出するカフェに

60 北海道 株式会社ソルト 8450001010136 自社ホームページ・ECサイトリニューアル・告知

61 北海道 有限会社奥山鉄工所 6460102000508 鉄切断機（チップソー）導入で受注拡大による持続的発展

62 北海道 ペンションコットンファーム 新型コロナウイルス感染防止対策とSNS活用プロモーション

63 北海道 羊蹄グリーンビジネス株式会社 9430001052261 ラベル貼り作業、剪定作業の効率化と販路の拡大

64 北海道 春木花き農園 クリーンルーム設置により生産性向上を図り販路拡大に繋げる

65 北海道 株式会社　須貝建築工房 8430001060380 住宅リノベーションとオーダーメイド家具の販売強化・顧客開拓

66 北海道 合同会社　Sowa Industry 6430003006086 自社の強み訴求と優秀な職人確保のためのネットプロモーション

67 北海道 株式会社　Ｔ．ＯＳ 4450001005610 高齢化社会にやさしい介護用品販売・相談ができる『集いの場』！

68 北海道 有限会社屈足自動車整備工場 4460102005921 低床リフト導入による受注規模の拡大、業務効率化

69 北海道 有限会社狩勝自動車工業 2460102005915 溶接機、エアージャッキ導入による大型車整備＋αの受注増加

70 北海道 株式会社マルサ齊藤商店 3460101004000 ＨＰ開設によるインバウンドに頼らない経営への取り組み

71 北海道 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｐｉｅｃｅ ＢｉｓｔｒｏＰｉｅｃｅオリジナル高齢者用お弁当宅配事業

72 北海道 テンアール株式会社 2430001080938 移動販売車による出張販売および広告宣伝事業

73 北海道 サービスサポートニシ 工場内の作業効率化による販路開拓と円滑な事業承継への取り組み

74 北海道 木の種社 ベルトサンダーを用いた地域産材を活かす床板・天板等の製品作り

75 北海道 ペットホテルHAYA トリミング用品、犬舎の購入による受け入れ頭数の拡大

76 北海道 株式会社葛西塗装 6460001004007 抗ウイルス対策を施したコーティング仕様による新たな販路開拓

77 北海道 野上鉄工所 新たな日常の先取りをするHP販路開拓・非対面型ビジネスモデル

78 北海道 イチジルシ山﨑水産 魚介類の一次加工商品開発に向けた生産体制の確立

79 北海道 株式会社　喜井ファーム 2430001048002 原料加工の効率化による生産・販売量の向上

80 北海道 有限会社山健秋山漁業 3460302004088 当社独自の育成技術を駆使した高品質牡蠣の販路開拓大作戦！

81 北海道 ゲストハウスポンコタン 洞爺湖ゲストハウスポンコタンのネットショッピング

82 北海道 合同会社オールインワンエクワイン 3430003011238 「愛馬にめぐり合うホームページへの改良・海外雑誌等へのPR」

83 北海道 ノーザンロッジカント 客室快適性向上による満足度の向上と滞在型対応による集客の拡大

84 北海道 菅野コンクリート工業　株式会社 7460001000822 ワンタッチ取外し可能なコンクリート型枠を導入による生産性向上

85 北海道 株式会社　希来里ファーム 6460301004061 「自社ホームページと企業紹介動画制作による情報発信強化事業」

86 北海道 株式会社かんだ 6440001002524 ホームページリニューアルとカタログ作成

87 北海道 ピリカシルバー アクセサリー類の新商品開発に必要な３D－CADソフトの導入

88 青森県 株式会社　文屋 4420001007048 駐車場増設に伴う照明設置による「まちなか」への賑わいづくり

89 青森県 有限会社　須郷葬儀社 6420002011617 自社斎場をPRする特大看板設置と広告宣伝による販路開拓

90 青森県 広〆 高齢者をターゲットとした優しい空間づくりで癒しの提供

91 青森県 有限会社みちのくオート 8420002011945 設備の充実によるワンストップサービスで新規顧客の獲得

92 青森県 株式会社　おさきん 6420001008390 ホームページの刷新によるネット販売と購入見込み客の強化事業

93 青森県 ままや 自社店舗の開設による一般顧客の開拓

94 青森県 小嶋商会 当社サービスの認知強化によるリンゴ農家市場の開拓

95 青森県 陽翔ファーム 情報発信強化による葉とらずりんごの販売促進と顧客満足度向上

96 青森県 有限会社　三福商店 2420002009623 店舗側面を利用した看板製作＆冷凍スイーツの開発と販売

97 青森県 株式会社テラスビジョン 9420001015632 注文書付きリーフレット制作による自社商品㏚と認知度向上

98 青森県 株式会社ホテルニュー下風呂 5420001012600 温水便座化に伴う回転率及びリピーターの獲得による売上向上事業

99 青森県 来よ乃　いちり 通過型からの脱却及び地区内連携による売上向上事業

100 青森県 美容室caLore 駐車場整備と新サービス導入による新規顧客の取り込み

101 青森県 長澤商店 どこへでも出店可能なキッチンカー導入による販路開拓

102 青森県 フルーツファーム豊かな恵 平川市産スチューベンを使った加工品開発と販路開拓事業

103 青森県 有限会社　アラコウ水産 6420002005131 自社オンラインショップの充実化による販路拡大事業

104 青森県 有限会社　武田石材店 9420002003347 顧客ニーズに対応したホームページのリニューアルで売上アップ
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105 青森県 インテリアリュウ 作業効率の改善による、一般顧客への開拓

106 青森県 ピュアレストラン 中食利用者へ向けた惣菜提供による顧客開拓

107 青森県 そうま屋米酒店 生き残るのではなく勝ち残る町の酒屋を目指す「そうま屋米酒店」

108 青森県 株式会社サイトー車工房 1420001008627 多角型分光測色機を導入することにより作業効率ＵＰで売上増大

109 青森県 ヒラカワ事務器 文具女子をターゲットとした文房具カフェ開業で売上アップ

110 青森県 有限会社門口商店 8420002018263 700年の米作の歴史を守る販路拡大計画

111 青森県 小島伸陽 店舗アプリ立ち上げによる三味線関連商品の新規顧客開拓事業

112 岩手県 Kagocco Pepin かごバック小物の量産化の実現によるBtoCへの販路開拓

113 岩手県 渡辺商店 高精度炊飯器導入による、新規販路開拓

114 岩手県 有限会社志和造林 6400002011131 最終消費者向け販売体制の確立による「松茸事業」の収益性の強化

115 岩手県 十文字工務店 HPによる発信・非対面型リノベーション相談・新たな受注獲得

116 岩手県 有限会社キヨーワ 9400002007341 大型車向けサービスの強化による販路開拓と売上向上

117 岩手県 リヒテック株式会社 5400001003915 電気のことなら当社にお任せ！～「ＢｔｏＣ」への第一歩～

118 岩手県 株式会社　髙陽 8400002007053 配管接続加工（かり出し）の機械化による生産性向上と販路開拓

119 岩手県 志たあめや 創業二百年に向けたリフォームによる老舗菓子店のブランド強化

120 岩手県 天然石の店コオリネコ ジュエリーリメイク事業開始による顧客獲得事業

121 岩手県 有限会社斉藤建設 3400002006885 リフォームのことなら何でもお任せ！～認知度向上事業～

122 岩手県 田中石材 新設備導入による戒名彫刻の現地作業化と生産性向上及び販路開拓

123 岩手県 タカユウ有限会社 4000002006922 板金屋さんが開発した塵取りいかがですか?～新たな分野～

124 岩手県 高岡屋 岩手のおいしいを全国へ発信！～生産性向上による販路開拓事業～

125 岩手県 食事処かっぱ・かっぱの宿 テイクアウトサービスと店舗環境整備による滞在型旅行客の獲得

126 岩手県 ぴいろたはぴねす 独自技術の海藻加工品と水産加工品の開発販売による販路拡大

127 岩手県 株式会社Degu建工 5400001015068 リフォーム事業への本格参入と販路開拓事業

128 岩手県 誠和コーティング株式会社 4400001012990 誠実な説明と遮熱塗装サービスの提供による販路拡大事業

129 岩手県 きものリメイクIkuko 「業務用ミシン」購入による生産性向上を伴う販路開拓

130 岩手県 ＮＢイノベーション コロナ対策オリジナル施工のＰＲによるＢtoＢ強化計画

131 岩手県 海進丸水産 漁師の生活様式を踏まえた水産加工工程確立による商品開発

132 岩手県 株式会社ジョブ・パートナー 7400001013929 食品加工分野進出のためのブランディング事業

133 岩手県 株式会社小成鉄工所 1400001009783 短納期修理と油圧ホース出張修理サービス実施による販路開拓

134 岩手県 ｈ．イマジン ジャズ初心者の高齢者層を獲得する為のバリアフリー環境整備事業

135 岩手県 スナックナイト 「酒好き女子」獲得のためのイメージアップ事業

136 岩手県 有限会社ひび又屋 4400002012008 家族の時間を充実させるライフスタイルショップの新規展開

137 岩手県 ひみつきち 「フリーランスへのレンタルスペース事業」展開による収益の獲得

138 岩手県 Ｓａｌｏｎ４０ わかりやすい看板設置とヘッドスパ事業の導入による新規顧客獲得

139 宮城県 有限会社菅野 2370602003246 理想の髪を創る地域オンリーワンの新サービス提供による販路開拓

140 宮城県 水花 デリバリーによる販路拡大の為の販売促進と設備投資

141 宮城県 Kukka ウッドデッキ席拡張による来店客UPと商品販売強化事業

142 宮城県 ひらめき塾 オンライン授業実施による新規顧客獲得・売上拡大及びＰＲ事業

143 宮城県 マルト食品株式会社 2370801000597 機械導入による消泡剤不使用豆腐の新商品開発、販路拡大事業

144 宮城県 みうら海産物店 看板設置による認知度を高め新たな顧客の獲得と売上アップ

145 宮城県 ダイニングカフェおちゃや お店の味をご自宅で！テイクアウト専用本格ソーセージの開発販売

146 宮城県 フォトスタジオ菅野 新たな顧客を呼び込む！倉庫を素敵なスタジオに改装

147 宮城県 合同会社アルシュ 1370003004373 知識をもっと深めよう。愛犬と一緒のペット・カルチャースクール

148 宮城県 遠山美容室 多機能チェアを導入し新サービス提供で販路拡大・顧客満足度向上

149 宮城県 SLIFE スクール生の募集強化と環境整備による売上拡大

150 宮城県 株式会社オフィス大塚 7370001022999 超高齢化社会を見据えたＩＴツール導入による新規利用者開拓事業

151 宮城県 株式会社畑山電気工業所 8370101000193 水回りリフォーム1day対応サービスのHPリニューアル

152 宮城県 CafeKADOYA 新メニュー開発によるデリバリー、テイクアウトの販路開拓事業

153 宮城県 有限会社　真山機械 8370202003277 HP作成による非対面販売の強化における新規顧客獲得事業

154 宮城県 ハッピー株式会社 5370101011946 情報の発信による販路開拓

155 宮城県 株式会社510　Co.Ltd 6370001046495 店舗PR強化による認知向上事業

156 宮城県 株式会社ディムス 3370001023729 ホームページ作成による広域的PR強化と看板による視認性強化
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157 宮城県 カーイット株式会社 8370001043268 コンピューター診断機による新規顧客開拓

158 宮城県 サスティナブルミール 石巻産水産物によるD2Cブランド「究極のごはんのお供」事業

159 宮城県 ワイジング 新システム構築による生産性向上事業

160 宮城県 株式会社佐長商店 6370501000563 自動販売機の充実による新規入店促進と配達サービス強化事業

161 宮城県 宮城こなもん本舗株式会社 3370001041276 製氷機、アイススライサーによるかき氷の製造

162 宮城県 無限陶房合同会社 7370003004013 「モノ消費」から「コト消費」への体験型の陶芸教室事業展開

163 宮城県 アトリエ深月 潜在客層へのプロモーション事業の展開

164 宮城県 かんの写真店 新たなプリントサービスの展開による顧客開拓事業

165 宮城県 有限会社アバロン 2270001004888 ワーケーション対応等新事業による価値提案を通じた新規顧客開拓

166 宮城県 やまんばマルシェ 調理の効率化と新メニュー開発、認知度アップによる売上拡大

167 宮城県 海鮮居酒屋和み家分店 業態転換による新規顧客獲得事業

168 宮城県 民宿ハーバーハウスかなめ ウッドデッキの設置による飲食部門強化による新規顧客獲得

169 宮城県 山本畳店 ホームページと連動したリーフレット作成による販路拡大事業

170 宮城県 ＣＯＲＡＬ　ＣＲＥＥＫ SNSを活用した新規顧客獲得

171 宮城県 カワムラ釣具店 消費者ニーズに応えたウェットスーツ等新商品の開発

172 宮城県 株式会社クレオバンテール 1370601002836 チョコレート専門店によるネットショップ活用促進事業

173 宮城県 つばめ鍼灸接骨院 新サービス美容鍼による新規顧客獲得事業

174 宮城県 有限会社山田建設 4370202004106 事業承継に伴う営業力強化と移動型展示場を活用した集客販路拡大

175 宮城県 紅龍菜館 広告宣伝による顧客獲得とテイクアウト強化による販路開拓事業

176 秋田県 有限会社　八森左官工業所 3410002010746 需要増加と人手不足に対応し機械化促進で販路拡大と業務効率化！

177 秋田県 株式会社里山村 5410001007551 成長市場向け販促ツール制作と次世代農業EXPO出展による販路

178 秋田県 有限会社進藤冷菓 2410002006423 ホームページリニューアルによる非対面販売強化事業

179 秋田県 trick 技術力強化と顧客リピート率向上へ繋がる顧客管理システムの導入

180 秋田県 伊藤建具製作所 「ノックダウン家具」と「組子細工」のネット販売による販路拡大

181 秋田県 有限会社　鈴木ポンプ店 8410002006715 ホームページ開設とロゴマーク認知で新たな販路を獲得！

182 秋田県 ユリマシナリー　株式会社 7410001005347 受注拡大につなげる品質保証プロジェクト！

183 秋田県 有限会社タカハシ印店 7410002006773 「インク浸透印」内製化による新たな需要拡大と生産性向上

184 秋田県 SART 町にも灯をプラス！クリーンな空間で癒しのひとときを

185 秋田県 三浦ガレージ 未認証部分の整備認証取得による新規顧客獲得事業

186 秋田県 有限会社あぐり大内 3410002007577 あぐり大内ブランド化と販路拡大作戦

187 秋田県 ペイントリフォーム池田 地域ニーズに合った除排雪サービス実施による新たな販路拡大

188 秋田県 シックファッションセンター コロナ禍を糧に！自社技術力の強化で販路開拓、売上アップ計画

189 秋田県 元水設備 スマート漏水探知機導入によるサービスの訴求力向上と販路開拓

190 秋田県 マルタイ建築 潜在顧客へアプローチ！高付加価値路線の追求事業

191 秋田県 あいば商店 看板作成によるPRと顧客に寄り添った提案で集客力アップ！！

192 秋田県 合同会社もみじ会 9410003002902 スロープ設置・出入口増設・看板設置による利用定員の拡大計画

193 秋田県 Hostel＆Bar CAMOSIBA 地元りんごを活用したハードサイダーの新商品開発と販路拡大事業

194 秋田県 サロン・ド more 「訪問美容」と「美容師がつくるパン」、独自の取組で収益アップ

195 秋田県 有限会社柏谷組 6410002001081 顧客管理システム導入による業務効率化で地域の販路拡大を応援！

196 秋田県 有限会社　美郷コイル 3410002011430 サイトリニューアルとMA活用で新規顧客を開拓！

197 秋田県 絵所　茂木 燻蒸器具導入により新規顧客獲得と販路拡大

198 秋田県 関接骨院 酸素カプセルで免疫力アップしたいお客様のニーズにお応えします

199 秋田県 Hair&Spa luce 高付加価値スパメニューで顧客の生涯美容を応援

200 秋田県 有限会社　金子会館 9410002007885 本格日本料理ランチ開始による新規顧客獲得事業

201 秋田県 (株)ロードステーションジャパン 8410001009322 環境に配慮した新装置導入によるＰＲ効果で販路開拓

202 秋田県 (株)田園 8410001009198 コロナ禍をチャンスに！こだわりのギフト戦略で販路拡大

203 秋田県 佐藤勘六商店 ＧＩ登録された『大竹いちじく』の県外への発信と販路開拓

204 秋田県 合資会社旅舘岡部荘 5410003001577 快適な客室づくりのための新型コロナ対策光触媒デバイス導入

205 秋田県 門間建設 熟練技を生かした木工製品で顧客の囲い込み＆リフォーム部門強化

206 秋田県 パティスリーハラタ 顧客ニーズの高い県産果実を多用した新商品の実現で新規客獲得

207 秋田県 LILY BEAUTE 脱毛のお悩みは当サロンまで！開業２周年プロモーション強化作戦

208 秋田県 高齢者シェアハウス茉莉花 打倒コロナ！高齢者シェアハウス茉莉花のスマイルライフ計画！
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209 秋田県 有限会社冨樫建材 9410002005765 地域をつなぐ～日常生活をより豊かにするためのプラットホーム

210 秋田県 アースクリエイツ合同会社 2410003003205 プロの衛生集団の新事業「砂場メンテナンス＆Webサイト開設」

211 秋田県 総合デザイン ショールームと店舗新設で最適な癒しグリーン空間をプロデュース

212 秋田県 ライナ株式会社 7410001012608 福祉用具は当社へおまかせ！地域唯一の強みを活かしファン獲得

213 秋田県 阿部建築 設備の充実でお客様ニーズにお応えします。

214 秋田県 有限会社 仏壇と墓石の宝輪 2410002008147 機械装置導入による新サービス、新商品開発で新規顧客獲得！

215 秋田県 進藤電気設計 新規事業立ち上げ！社員スキル活用したカフェ開店による客単価増

216 秋田県 合同会社船川家守舎 7410003003290 空き店舗の活用　カフェ２階に子供たちの遊び場作りプロジェクト

217 秋田県 株式会社坂本バイオ 7410001002823 オンラインで健康と美をアナタに！ＨＰリニューアル販路拡大計画

218 秋田県 佐々木製菓 ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたネット販売と販路拡大

219 秋田県 株式会社アウトクロップ 3410001012693 見えない価値を掘り起こせ！魅せる映像技術を秋田のために！

220 秋田県 革工房knc Leather Factory ニーズに合わせたより自由なオーダーメイドを目指して

221 秋田県 Ｗｉｄｅ Ｌｉｎｋ株式会社 7410001012500 ３Ｄ＋ｏｎｅ導入による新規顧客の獲得

222 秋田県 居酒屋大好き 高齢者に優しい店舗づくりによる売上拡大計画！

223 秋田県 hair creation mounsea 安らぎの高付加価値スパメニューで顧客満足度向上事業

224 秋田県 有限会社　出羽印刷 7410002007342 自社HP開設で”待ち”から”攻め”への直接提案営業の確立事業

225 秋田県 ミートショップ象潟 高齢者に優しい”安心安全”の店舗づくり事業

226 秋田県 秋田商店 事業承継に向けた顧客管理システム導入で販路拡大と効率化事業

227 秋田県 株式会社　結心フーズ 6410001009992 羽後町田代産「てぼっけ米」のブランディングによる販路拡大事業

228 山形県 かいわ6340 エステ美顔器と炭酸泉発生器導入による販路拡大事業

229 山形県 カラオケスタジオどん 店内環境整備による販路開拓事業

230 山形県 ビルド・オンパ マイクロショベル導入による業務効率化によって売上拡大を図る

231 山形県 株式会社プラス 8390001012799 新規コース開発と店舗PRによる新規顧客獲得事業

232 山形県 有限会社　今泉商店 1390002014181 デジタル無線機導入による販路開拓事業

233 山形県 西川建設 抗ウイルス対策リフォーム開始による販路拡大事業

234 山形県 来迎寺在来手打ちそば　清水柳 自家製粉機導入による商品の均一化と安定供給で販路拡大

235 山形県 ２cut’kei 新たな機械導入による新メニュー提供で顧客満足向上と売上拡大

236 山形県 有限会社三羽製作所 8390002008870 ホームページ及びパンフレット作成による新規顧客開拓と販路拡大

237 山形県 株式会社　鈴匠 9390001014035 超仕上げかんな盤導入で無垢材の加工効率向上と売上拡大の実現

238 山形県 中屋春雄鋸店 新規メーカーの取引に伴い、店舗ＰＲサインで新規顧客開拓を図る

239 山形県 重ちゃん農園 最先端機器導入による品質の明確表示と生産性向上で売上増加

240 山形県 古代布　温海しな織り　柴田屋 「羽越しな布」オリジナル製品の販売サイト構築による販路拡大

241 山形県 ツチヤ塗装工業 高圧洗浄機導入による新サービスの提供と宣伝強化で売上拡大事業

242 山形県 丸井商店 運搬ローリーの導入で新規顧客獲得事業

243 山形県 株式会社五十嵐ファーム 9390000014786 体験型生ハム加工施設の新設で販路拡大事業

244 山形県 株式会社庄内でんき 8390001012741 ホームページの作成で通信工事、省エネ工事等伸長分野の新規開拓

245 山形県 有限会社サイトー電気 8390002008482 ホームページリニューアルとチラシ作成による新規顧客開拓事業

246 山形県 有限会社　梅ヶ枝清水 7390002012114 生まれ変わる「梅ヶ枝清水」プロジェクト

247 山形県 ドルチェ コーヒーマシン導入によるテイクアウト珈琲の商品化

248 山形県 有限会社　壽屋漬物道場 6390002012321 ポンプ導入による本格醸造りんご酢増産に伴う販路拡大事業

249 山形県 有限会社大蔵自動車 7390002011124 特定整備認証制度取得によるエーミング作業での販路拡大

250 山形県 有限会社アベオイル自動車整備工場 3390002010633 完全内製化を目指し、安心・安全な整備工場体制づくり

251 山形県 花の店こばやし 小売部門開始による環境整備で新規顧客・売上増加

252 山形県 有限会社 木村自動車 3390002015244 先進安全技術自動車の販売強化・点検・整備体制の構築で販路開拓

253 山形県 nino美容室 冬期間の安全確保と販促のための駐車場ロードヒーティング工事

254 山形県 プライドテーラー秋葉 ＷＥＢを使った非接触型接客販売へのチャレンジ

255 山形県 協和自動車鈑金部 自動車の先進安全技術に対応した鈑金能力向上で売上拡大!

256 山形県 スズタケ塗装店 非対面型での受注増加とグループウェアによるテレワーク環境整備

257 山形県 株式会社さとう農園 3390001013950 真空包装機の導入による顧客満足度向上事業

258 山形県 美容室シュガー。 フェイシャルエステの低周波美容機器導入と店内改装で販路拡大

259 山形県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＯＬ 「癒し」「幸せ」「感動」リラクゼーションサロンで新規顧客獲得

260 山形県 遊魚 工場直販スタイルの強化に向けた店舗・駐車場整備事業
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261 山形県 清右衛門そば 手打ちそばのテイクアウト開始と新メニュー開発による県内客増加

262 山形県 ウエノカーサービス エーミング技術の受注による新規BtoB取引による販路開拓

263 山形県 一楽 テイクアウト事業の本格始動による販路拡大のための冷蔵設備増強

264 山形県 後藤建築設計事務所 迅速な対応を可能にするための機械装置の導入

265 山形県 犬飼土木工事株式会社 1390001011709 ホームページ作成、看板リニューアルによる新規顧客獲得

266 山形県 奥山塗装店 建築現場や戸建て住宅における静音化対策による顧客獲得

267 山形県 抗酸化陶板浴　アンルポ 「顔脱毛」と壁面広告で新規顧客の開拓計画

268 山形県 ホルモン焼肉　治へい 店舗リニューアルによるコロナ対応販路開拓事業

269 山形県 きくちサッシ 新サービスの本格スタートによる売上確保

270 山形県 大類内装店 現場の数をこなせる体制作りによる売上確保

271 山形県 株式会社　やまき 4390001005410 野菜本来の味を提供する本物志向の青果店の飲食店事業

272 山形県 噺館 誘客推進のための噺館環境整備事業

273 山形県 石の浄朝　有限会社　 7390002006459 墓石解体機械の導入と新商品開発による新規顧客獲得事業

274 山形県 南陽印刷株式会社 6390001010656 刺繍・カットの新規オーダーサービス事業による販路開拓

275 山形県 有限会社白田工務店 5390002016158 新規顧客開拓のためのウェブサイトリニューアルと会社看板刷新

276 山形県 といやほなみ分店 コロナウイルスによる集客減少に対応した新たな販路拡大

277 山形県 ヘアールームガラージュ 店舗サイン設置と感染対策強化による顧客の新規獲得事業

278 山形県 有限会社　和菓子ぬまざわ 9390002015230 商品開発と店舗看板改修による利益改善事業

279 山形県 YSKえんどう商店 業務転換に伴う店舗改修と新規顧客の獲得

280 山形県 スナック慶 店内改装・リニューアルによるコロナ対策　環境整備事業

281 山形県 スタジオ二十二 建築の魅力を引き出す新たな撮影サービス提供による新規開拓

282 山形県 Ｐｏｐｕｌａｒ 新メニューはシャンプー椅子＆スチーム機導入で効果も売上も増！

283 山形県 豚骨らーめん一本道 店舗外売上の増加に対応した地方発送、オンラインショップ開設

284 山形県 奥田米穀店 米冷蔵庫導入で品質管理と備蓄在庫確保！夏の米屋売上減を解消！

285 山形県 小林豆腐店 当店の魅力を伝えるための「製造」が見える店舗つくり

286 山形県 井上農場 商品生産体制強化と自社ネットショップ充実・強化による販路開拓

287 山形県 有限会社片桐製作所 7390002011628 「ドット刻印機」の導入による新たな受注の確保と売上の向上

288 山形県 茂木薬局 薬品分包の設備増設による顧客満足度アップ事業

289 山形県 ムラタ畳店 アタラシイ畳のカタチを提案した 畳替え需要の掘り起こし

290 山形県 有限会社丸吾商店 3390002006350 店舗衛生設備改修及び新メニュー開発による新規女性顧客獲得事業

291 山形県 出羽弥兵衛株式会社 7390002010134 海外への販路拡大を狙った海外バイヤー参加商談展への出展

292 山形県 有限会社　メガネのスズキ 7390002006371 新試聴室の空調設備整備と新製品開発による販路拡大事業

293 山形県 有限会社丸一 5390002015333 コロナ疲れに「癒しのエステ」を提供し売上アップ

294 山形県 株式会社髙喜工務店 7390001010408 コロナ禍における新たな営業体制の構築による受注力の強化

295 福島県 須賀建設　株式会社 1380001011552 ホームページを活用した情報発信強化による販路拡大

296 福島県 HUMMING BIRD 看板設置と新商品制作のための設備導入による販路拡大計画

297 福島県 大内理美容院 「癒しと美」を提供する新メニュー導入による販路拡大事業

298 福島県 mogu・mogu 無店舗販売から店舗販売へ店舗形態の転換による新規顧客獲得事業

299 福島県 月見屋菓子店 フードプリンター導入による新規需要の開拓及び顧客満足度の向上

300 福島県 関根木材工業株式会社 7380001019160 地元木材を使った住宅を地域に広げるための広告宣伝強化事業

301 福島県 フレッシュマートひとみ 健康向上に向けた新商品開発と新分野顧客の獲得作戦

302 福島県 フラットデザインスタジオ デザインによる企業ブランディングコンサルサービスの提供

303 福島県 ペンション　こりす 当ペンションで人気の自家製ジャムで販路開拓事業

304 福島県 鈴木建築 快適性を高めた新築住宅の新規顧客獲得・売上アップ事業

305 福島県 株式会社クリエートハウス福島 1380001009654 自社ホームページリニューアルによる営業強化

306 福島県 株式会社響きの宿 3380001031177 一日一組限定貸し別荘・キャンプ場の情報発信強化による販路拡大

307 福島県 民宿食堂おふくろ 只見線ファン向けおもてなし事業

308 福島県 はじめ堂 店舗の認知度向上と機会ロスをなくすための生産性向上事業

309 福島県 株式会社　一代興業 1380001020413 自社ECサイト活用による新たなビジネスモデルへの転換

310 福島県 有限会社安藤建設工業 1380002005306 女性目線でご提案！高齢世帯向けの「あんしんエクステリア」ＰＲ

311 福島県 有限会社　尾股商店 9380002017590 時代のニーズを掴み厳しい外部環境でも持続的発展を目指す取組み

312 福島県 有限会社山富 3380002012861 高齢者に優しい店舗づくりによる販路開拓
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313 福島県 マッシュ　イズム 自分らしさ・輝きを提案するアットホームな美容サロン

314 福島県 大和屋　郡山安積店 オリジナル商品開発によるブランドイメージ向上と販路開拓

315 福島県 株式会社　横山傳七商店 9380001008079 BtoCの強化、ニーズに対応した新たな販売方法の改革

316 福島県 オゾンクリエイト オゾン効果の見える化無料出張体験会開催による新規顧客獲得

317 福島県 Oriy’sHONEY 女性養蜂家が製造した新商品による販路拡大事業

318 福島県 遠藤林業製材所 間伐材で造る3坪ログハウスの販路開拓事業

319 福島県 分家玉や 若者のニーズを掴め！実店舗とオンライン販売の売上増加戦略

320 福島県 松宴すげの お客様の安全性と快適性を向上させる環境整備・業務形態の拡大

321 福島県 株式会社　カミカワ服飾 5380002016927 企業印象を上げる感染症対策服飾品の販路開拓（展示会出展）

322 福島県 有限会社　浜崎家具店 1380002017383 快適で安全な商談環境の整備による特注家具の販路開拓

323 福島県 フィット和田 視力低下を防ぐための「目」を守る新サービスの実施

324 福島県 小さなパン屋　かぎしっぽ 自家製酵母を使用した新商品開発による販路拡大と売上増加計画

325 福島県 株式会社さくらやフーズ 8380001012115 地元食材をコラボさせた地元住民のための新商品開発事業

326 福島県 菅沼農園 製品の更なる販路開拓をオンラインで行う。

327 福島県 ⅰトレース事務所 リモートCAD講座を新規開講、専用HPを新規作成し販売促進

328 福島県 有限会社チェスターオート 7380002019052 新しい旅のかたちを提案する軽キャンパー販売と自社PR強化

329 福島県 古銭 新たに半個室を設置することで、プライベートを重視した販路開拓

330 福島県 株式会社　菊屋 4380001010568 withコロナ時代に適応したセルフエステ×サブスク事業

331 福島県 フルハウス ブックカフェのユニバーサルデザイン化と首都圏へのPR事業

332 福島県 有限会社　郡山リペア 7380002024928 “ご高齢の皆さん！１万円の工事（小工事）喜んで！”

333 福島県 福島ケース株式会社 1380001003038 オリジナル設計でお悩み解消！個人向け商品の販路開拓

334 福島県 荒川畳店 畳のイメージ一新による『快適和空間』ＰＲによる販路拡大事業

335 茨城県 アルチザンフィルミングテック 膜厚補正値計算ソフトの開発と実演用デモキットの開発と販売

336 茨城県 新利根チーズ工房 稲敷市産こだわりチーズの魅力発信による生産性向上計画

337 茨城県 香蘭 和式トイレ改修によるファミリー層、女性客の客数増加と常連客化

338 茨城県 ラーメン歓 女性や高齢者に向けた新メニュー開発とトイレリフォーム事業

339 茨城県 民宿土佐屋 大型車両でも利用しやすい駐車場アプローチ確保による販路開拓

340 茨城県 株式会社ファミリーホーム 6050001021794 地域での知名度を活かしたハウスクリーニング事業で新規顧客開拓

341 茨城県 Dinata 薄毛リベレーションの提供による新規顧客開拓

342 茨城県 有限会社　常陽石材工芸 1050002044106 一般家庭向けの自然石を活かしたエクステリア工事による販路拡大

343 茨城県 くるみや分店(旅館くるみ屋) 高齢者にやさしい旅館への変革によるシニア需要の獲得

344 茨城県 石川商事株式会社 9050001034711 短時間飲食とテイクアウト商品提供に特化し､売上回復に繋げる！

345 茨城県 手造りの味はグルメの心　うまごや お客様を楽しませる新メニュー開発と非対面型個室リフォーム事業

346 茨城県 有限会社シーサイドネット 8050002029199 スクール開校と既存事業のＰＲ用電子看板導入による集客向上事業

347 茨城県 卯月酒店 近隣の高齢者向け新規サービスの提供による売上増加計画

348 茨城県 株式会社イイダ微研 6050001008115 動植物性食品残渣リサイクル製品のブランド化による売上向上事業

349 茨城県 Bar　BB ワンストップテイクアウトが出来る店舗貸出し事業計画で事業再建

350 茨城県 有限会社大包 9050002034363 高齢者の需要に対応した商品開発と店舗環境の整備による集客強化

351 茨城県 ヘアーズヒラカワ 個室空間での新たな癒しサービスの提供による売上アップ事業

352 茨城県 有限会社鮒彦総本舗 1040002087114 佃煮製造技術を活用した「イチジクのワイン煮」の開発

353 茨城県 株式会社トーケン 7050001022420 名前入りのキャンプアイテムの販売による販路拡大事業

354 茨城県 和久株式会社 9050001022740 新メニューの試作開発と看板の設置による来店者増加計画

355 茨城県 割烹旅館さらしな 割烹旅館提供の仕出サービスでアウトドア需要を取り込み地域活性

356 茨城県 美容室あばらんちぇ.Ｘ くせ毛カット＆天然100％ヘナの専門店の発信力強化事業

357 茨城県 有限会社　小林輪業商会 2050002018414 体感型バイクショップへの進化による販路開拓事業

358 茨城県 小伊勢屋 地域学生向け浴衣サブスクリプションサービスによる顧客開拓事業

359 茨城県 有限会社両国設備 9050002007006 カードル搬送貯蔵システム拡販による水素ステーション市場の開拓

360 茨城県 ノーコンセプトショップ 店舗二階の休眠スペースを有効活用するレンタルスペース事業

361 茨城県 有限会社 野上製材所 5050002035753 ホームページ開設による新規顧客（直需ルートとなる工務店）開拓

362 茨城県 Knot　coffee 自家焙煎珈琲専門店として知名度UPとネット販売による販路拡大

363 茨城県 エルアール・ラボ 新たな製造プロセスの確立による高付加価値補綴物の提供事業

364 茨城県 有限会社　日商丸博 8050002002486 量販店向け生産性向上と一般顧客向け贈答用特選しじみの販売開始
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365 茨城県 hair&spa en 新サービス「ヘッドスパ」の導入による新規顧客獲得！

366 茨城県 食彩　心 テイクアウトＷＥＢ予約システムを活用した販路拡大プロジェクト

367 茨城県 花 「辛みそ」の販路拡大～古民家で作る笠間の辛みそ～

368 茨城県 株式会社マイリーワン 売上向上施策・看板設置・のぼり旗作成によるPRで売上アップ

369 茨城県 ふくろうの家 店舗前を通る通行車両へアピールを強化し認知度向上戦略

370 茨城県 和Dining髙家 外トイレ通路の改装・座敷を掘こたつ席に改装で顧客満足度UP

371 茨城県 和泉竹華 外国人用書道サービスの提供による日本文化の魅力発信と継承事業

372 茨城県 持丸自動車株式会社 5050001043113 電子制御装置整備の認証取得による新規顧客の獲得

373 茨城県 日進運輸株式会社 5050001013520 ＨＰリニューアルと空車情報ツール構築による稼働率アップ事業

374 茨城県 エステサロンTherasis 専門店独自の30～40代女性用光エステによる内面美容事業

375 茨城県 千～せんなり～ オープンテラスを備えた新しいタイプのお好み焼き店への変革事業

376 茨城県 株式会社吉村 5050001017067 つくばの魅力を訴求する加工品の開発とネット通販事業の展開

377 茨城県 いしかわ動物病院 高付加価値トリミングサービスの提供による新規顧客の獲得事業

378 茨城県 合名会社橘川製綿所 1050003000693 布団の相談窓口と出張サービスの提供による新規顧客獲得

379 茨城県 エコファーム星山 干し芋製品の販売および生産体制の再構築による売上向上

380 茨城県 城里にんにく本舗 城里産廃棄黒にんにくを活用してつくる米菓や調味料の新商品提供

381 茨城県 さつま本店 地域ブランドバナナポークを活用した新たな肉メニューの提供事業

382 茨城県 NewMyStyle オンラインサロン新規開設に伴うHPとランディングページの作成

383 茨城県 Ayoga 巣ごもり解消、ヨガスタジオからはばたけ！働く女性の社会進出

384 茨城県 お好み焼 楓 若年家族層向け新メニューとコロナ対策店づくりで新規顧客開拓

385 茨城県 株式会社Ｇｏ＆Ｎｏｒｉ－Ｎａ 8050001045197 キッチンカーでの移動販売強化による、売上増加事業

386 茨城県 さまた接骨院 地域のかかりつけ総合施術院急性期施術体制の再整備事業

387 茨城県 株式会社　吉田屋 2050001007269 新バリエーション梅シロップ開発事業

388 茨城県 ZEROボクシング＆フィットネスジム 新販売促進・ヨガスクールの開催による女性顧客の獲得強化事業

389 茨城県 カシマ・クオリティ・マネジメント・オフィス 新規修理サービスの導入による付加価値の向上と新規顧客開拓

390 茨城県 有限会社森ファームサービス 5050002025960 いちごで新たなお客様との出会いを。笑顔と売上復活プロジェクト

391 茨城県 なかま接骨院 30～40代女性に向けた独自の新たな美容向上サービス提供事業

392 茨城県 いろどり整体院 自然治癒力を正常に戻すことを目的とした新施術による販路開拓

393 茨城県 関根工務店 木材を使用したトータルリフォームの開発によるマーケットの拡大

394 茨城県 tsume atelier 81 店舗改装と店内設備の充実による年配女性ファン獲得計画

395 茨城県 ㈱Moana 3050001033512 髪質改善に向けた施術メニューの強化とその提供体制の整備

396 茨城県 お片付けてる 改善整理収納のコンサル及びその他サービスのオンライン化のＰＲ

397 茨城県 ヘアーサロントジマ 快適な空間の提供による販路拡大事業

398 茨城県 アルク Kiddy CAT 英語教室 グローバルな子育てで地域貢献！新事業ＰＲで販路拡大

399 茨城県 株式会社ハイアップス 1050001038793 紙面とWebの強みを利用したハイブリッド広告サービスの提供

400 茨城県 行政書士藤田法務事務所 創業者向け専門家集団による事業円滑支援サービスの提供事業

401 茨城県 ダッシュ 「人工芝で庭を緑の楽園に」広告宣伝強化による新規顧客獲得事業

402 茨城県 清水住宅機器株式会社 1050001018688 『スマート家電対策リフォーム』ＰＲで販路開拓及び経営基盤強化

403 茨城県 金子電器 店のショールーム化によるリフォーム工事の強化と新規顧客の獲得

404 茨城県 中華料理　昇龍 新メニュー開発及び本格中華の宣伝強化による新規顧客獲得

405 茨城県 なかむら整骨院 脱毛サロン開設による新規顧客獲得及び経営力向上計画

406 茨城県 有限会社ギブアンドギブ 6050002016942 非対面型ツールの導入による新たな保険契約の獲得方法の確立

407 茨城県 株式会社クレバーラクーン 8050001047375 災害情報システム（防災アプリ）のプロモーションの強化

408 茨城県 中華そば　光明軒 店舗改装及び広報力強化による経営基盤強化事業

409 茨城県 有限会社大将 8050002024679 ウィズコロナ対応店舗へ！テイクアウトを入口とした顧客拡大作戦

410 茨城県 株式会社ピーエス商事 3050001012895 新規顧客獲得の為のＨＰ及び紙媒体でのオゾン空気清浄機ＰＲ事業

411 茨城県 有限会社トータルファッションフジタ 1050002035138 高齢者の悩み解消‼安心してスムーズに来店できる店舗づくり事業

412 茨城県 株式会社大枝製作所 6050001013115 新サービス提案による新分野への進出と広報力強化事業

413 茨城県 麺工房　秋田 感染防止対策の環境作りとテイクアウト商品開発と販路の強化

414 茨城県 有限会社金谷商店 6050002024482 魚屋のプロが焼く「焼き魚（介）」テイクアウト商品開発事業

415 茨城県 株式会社ミズノ 9050001020380 差別化商品“あじのたたき”の積極的なプロモーション販売

416 茨城県 株式会社フィーリングオブハピネス 2050001034453 髪のお医者さんによる居心地の良い空間づくりと回転率アップ計画
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417 茨城県 株式会社アイオート 4050001022563 他社との差別化「車のプロがサポート。福祉車両取扱い店」のＰＲ

418 茨城県 ヘアースタジオ三楽 「髪の毛に優しい縮毛矯正サービス」の提供による新規顧客獲得

419 茨城県 湖海 インテリア（壁・トイレ）改修による新規顧客の取り込み

420 茨城県 有限会社三山企業 5050002024839 店舗リニューアルとテイクアウト事業強化による売上の確保

421 茨城県 有限会社　久保田タクシー 5050002003990 顔なじみのドライバーに気軽に相談できる住まいのサービス

422 茨城県 更科 高齢者やファミリー客に安心して来店いただくための洋式トイレ化

423 茨城県 有限会社サンモーター 5050002020417 輸入車ユーザーニーズに応える設備導入で新規顧客獲得

424 茨城県 児玉時計店 コロナ禍における安全・安心な売り場環境の整備とプロモーション

425 茨城県 オリジナルロードメイク リモート講習会受講のためのPR動画作成及びWEBカート導入

426 茨城県 順鮨 高齢顧客が安心して来店できる店舗環境の改善

427 茨城県 株式会社いしも 1050001047621 空き家の魅力を発信、いしもプラン！

428 茨城県 JoyGlobal合同会社 6050003005366 成長し続けているインドニーズを取り込む販路開拓戦略

429 茨城県 株式会社ヒロセエンタープライズ 3050001029048 外車愛好家のＣＳを最大限に満たすサービス展開による顧客獲得

430 茨城県 ビーイングリッシュ 英検受験の低年齢化に対応したオリジナル教材の開発

431 茨城県 アウトベルグ 輸入車を対象にした電子制御装置整備サービスの提供

432 茨城県 TSUKUBA BOXING GYM 幹線道路に面した支柱に大型モニターを設置して集客力を上げる。

433 栃木県 カットショップランプ 脱！従来型美容室。低価格チェーン店との差別化に向けた訴求事業

434 栃木県 マツモト自動車鈑金塗装 当店の視覚的アプローチによる、下請け体質からの脱却

435 栃木県 ＷＡＳＨＩＮＫＡＮ 脱日常！当店でしか味わえない非日常空間の提供サービス

436 栃木県 株式会社あいる 9060001025429 弊社ＨＰ開設及び広告掲載による販路拡大事業

437 栃木県 STUDIO Vogue（スタジオボーグ） 幅広い年齢層に愛される温かみのある「店内改装＆バリアフリー」

438 栃木県 寿司正 最新カウンターケースで鮮度と衛生面強化！新メニューで需要喚起

439 栃木県 アトリエ ビギン 年齢を重ねた素敵な女性のための、設備投資で美容室づくり事業

440 栃木県 food & bar conan’s テイクアウトで新規開拓、ソファー増席で客単価アップを目指す。

441 栃木県 有限会社　添野工務店 7060002030438 ホームページの制作で、自社のPR強化を通して販路開拓

442 栃木県 和食処　和味 高齢でも来店していただくためのメニュー開発と安全対策事業

443 栃木県 アトリエ シュシュ 新サービス提供で利益向上と高齢者にも優しい店づくり事業

444 栃木県 フードショップいとうや お客様の声を取り入れたお店づくりで、地域の生活貢献事業

445 栃木県 ヘアーショップたかの トイレ改修・バリアフリー化により高齢客や身障客の来店頻度向上

446 栃木県 株式会社細野工業 5060001009609 ホームページの刷新で新規顧客の獲得

447 栃木県 有限会社郡司石材工業 1060002018372 大型看板設置、商談スペースの整備により売上増を図る

448 栃木県 めし屋 風乃神 高齢者・女性にやさしい店作りをし、売上アップを図る

449 栃木県 有限会社大瀬観光やな 4060002018353 ECサイト構築、WEB販売で売上向上

450 栃木県 幸来食堂金龍閣 人気ナンバー１地元密着型複合飲食店への挑戦！

451 栃木県 有限会社　玉田豆腐店 8060002034413 地産地消を促進する豆腐・おからを使用したスイーツ開発事業

452 栃木県 Beauty　Diet　Salon SARI 耳つぼダイエットのメリットを伝える情報発信事業

453 栃木県 栗原工務店 自社情報をお客様に発信する仕組みの構築による新規顧客獲得

454 栃木県 amber 身近に住宅を相談できるamberという広場がある

455 栃木県 Ｕ－ＴＥＣ株式会社 7060002030561 コロナ禍打破に向けた「ドローン導入」による直請客獲得事業

456 栃木県 家屋メンテ工房 新規顧客獲得のためのチラシ配布と看板設置

457 栃木県 まるや酒店 事業承継で酒の専門店へ。地酒販売強化で地域貢献

458 栃木県 有限会社清水自動車 5060002028599 設立３０周年！車両整備リフト導入による受注増加事業

459 栃木県 ヘアコミュニティ風楽 目立つ看板とゆったり駐車で女性も行きやすい美容室へ向上事業

460 栃木県 器のツボイ 大形看板設置による事業内容の徹底周知・売上増加計画事業

461 栃木県 有限会社みた 9060002029420 高齢者や身障者顧客に適応する店舗改装による集客と売上増加事業

462 栃木県 株式会社ナカムラ 8060001016791 製造業集客サイトによる販路開拓

463 栃木県 株式会社彩’ｓインテリア 5060001033113 自社ホームページを開設し、新規顧客獲得を図る

464 栃木県 株式会社A&A 1060001026863 自宅で味わえる本格中華の販売・テイクアウトの強化

465 栃木県 理容室横山 中若年層男性客をターゲットとした脱毛機器導入による顧客開拓

466 栃木県 有限会社柿沼商店 8060002033191 栄養分析と味覚分析でお客様の「食べてみたい」を呼び起こす事業

467 栃木県 株式会社関タイヤセンター 2060001023505 プロの視点でマッチング＆大口径タイヤ交換への対応で売上拡大

468 栃木県 寺内商店 米の選別機械導入による品質向上と付加価値向上サービス提供事業
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469 栃木県 ぐんじクリーニング 受付設備改装による新規顧客来店率向上事業

470 栃木県 株式会社鈴木瓦工業 1060001007871 一般利用客へ総合屋根工事店としての存在周知と販売促進

471 栃木県 有限会社　赤札堂印刷所 6060002012437 オンデマンド自動搬送カッティング機導入での新商品製作

472 栃木県 株式会社たいようフーズ 7060001007684 顧客ニーズに対応するための精米機導入とホームページの開設

473 栃木県 Peach Base 学習塾及び教育カウンセリング事業の新規顧客開拓

474 栃木県 かんばやし整骨院 保険依存から脱却！自由診療の姿勢改善で患者様をより健康に。

475 栃木県 ショウゲツ　有限会社 1060002013761 新規顧客獲得のための看板設置と販促アイテム開発計画

476 栃木県 ノベルハウス株式会社 6060001032576 ターゲット顧客へ的確に届けるウェブツール・看板整備事業

477 栃木県 夢屋 販路開拓にともなう店舗の厨房改装および厨房設備の拡充事業

478 栃木県 ガストホフ　エール 高さ調節可能なシャワーキャリー導入による顧客満足度の向上

479 栃木県 旅館ニューおおたか 特徴ある広い食事スペースを稼働させ、客単価と顧客評価を向上

480 栃木県 有限会社 平山工務店 3060002023239 新規顧客獲得と売上増加に結び付く「ミニログハウスキット」販売

481 栃木県 川南工房株式会社 4060001027941 自社ブランドの開発・告知・販売事業

482 栃木県 麺場タイヨウ 車好き歓迎！県道沿い看板と駐車場整備で集客力アップ

483 栃木県 有限会社　鹿野石材店 9060002022268 エアーコンクリートカッター導入による販路拡大事業

484 栃木県 HIKARI　SHOKUDO ソフトクリームメーカーの導入による販路の拡大

485 栃木県 Lien 差別化戦略に伴うランディングページの制作事業

486 栃木県 MOKKEI COFFEE ROASTERY 通販サイトの構築による販路開拓

487 栃木県 株式会社　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾃｯﾌﾟﾌｫｰﾜｰﾄﾞ 8060001022906 ホームページ作成・動画を使った紹介宣伝による新規顧客獲得

488 栃木県 株式会社ビービーシー 1021001001802 リバーサップの普及に先駆けた専用アイテムの試作・開発

489 栃木県 kimono Re：和 コロナ禍に対応したプライベート着付け教室事業の展開

490 栃木県 株式会社酉田ネーム 4060001018957 犬鑑札（いぬかんさつ）カタログによる販路開拓

491 栃木県 有限会社ソーイング・オサミ 2060002036563 ネットショップの開設による自社製品の販路開拓

492 栃木県 Heart　of　TOKYO 機会損失後の効果的な広報活動による顧客再獲得と売上拡大

493 栃木県 整え屋 ＩＴ化で新事業ＰＲと予約システム導入で安心感の構築事業

494 群馬県 飯島自動車整備工場 新規顧客獲得のための看板設置事業

495 群馬県 アラキ美容室 高齢者をターゲットとした美容室の確立と販路開拓事業

496 群馬県 アマノ工業 切粉万能排出機の導入による販路拡大と売上向上事業

497 群馬県 株式会社カトウ 4070001011696 コロナ禍における販路拡大のためのホームページ作成

498 群馬県 ハウスクリーニング家美心 オリジナルホームページ開設による販路拡大と新規顧客の獲得事業

499 群馬県 民宿　おかしら 「うどんセット」ランチ開始による新規顧客獲得と売上アップ

500 群馬県 尾瀬の里 小旅館ならではのもてなしと感染予防策実施による新規顧客の獲得

501 群馬県 ヘアーサロンアライ 感性を活かした店舗づくり、サロンユーザーの新規顧客開拓

502 群馬県 よろづや 買い物難民の楽しい買い物と語らいの場の提供による売上拡大

503 群馬県 なんもく村のちょっとしたCafé 新商品開発と業務効率化を図る器機の導入で店舗とネット売上拡大

504 群馬県 有限会社妙義産業 5070002016636 茸製造紹介＆四季の食べ方提案、贈答チラシ作成周知で販路開拓

505 群馬県 有限会社ラビット 4070002020993 ホームページ制作による情報発信と販路拡大・新規顧客獲得事業

506 群馬県 有限会社 インテリアハルナ 3070002027255 高機能自動壁紙糊付機の導入で一般住宅のリフォーム需要の獲得

507 群馬県 とみもと館 「トマト農園＆ほのぼのお宿」サービス強化による新規顧客獲得

508 群馬県 民宿しおざわ そばご膳を楽しめるテーブルと椅子の設置で新たなランチ客の獲得

509 群馬県 ギークスデザイン 撮影スタジオ設置による撮影強化とネット配信拡大で売上向上

510 群馬県 山田建設 古民家リフォーム事業参入に向けた建築機材導入で新たな売上獲得

511 群馬県 上武ゴルフマネージメント株式会社 1070001026854 新パンフレット制作とドローンの空撮動画配信で若年層の顧客獲得

512 群馬県 大木建築 JIS規格に対応できる大工道具購入による新規事業への参入

513 群馬県 そば処わへい 非対面型で新商品のネット販売システムの構築で新分野にも進出！

514 群馬県 株式会社幸泉 5070001032766 ホームページ開設による情報発信力強化で新規顧客獲得事業

515 群馬県 to:iro 店舗看板の設置による新規顧客獲得の実現

516 群馬県 有限会社加藤モータース 8070002027283 エーミング作業実施でADAS搭載車整備の粗利向上と新規客獲得

517 群馬県 らーめん榎穏 看板の設置による新規顧客獲得と感染症に対応した店舗改装

518 群馬県 荒井建設株式会社 5070001022156 地域ニーズに合わせた新築、建替え相談会・内覧会による販路拡大

519 群馬県 有限会社クリーンシア 8070002034131 ターゲットのニーズに応えて販路拡大、売上向上を図る事業

520 群馬県 Zin 安心安全な食を通して地域貢献と販路開拓に繋げる事業
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521 群馬県 釜めし竹屋 ストップコロナの徹底！安全・安心空間の提供による来店客の獲得

522 群馬県 有限会社自然植物研究所 7070002032937 WEBサイト構築によるネット販売と商品開発による新規顧客獲得

523 群馬県 有限会社京屋薬局 2070002088881 新たな販売方法と広報強化による新規顧客開拓事業

524 群馬県 新井専修学院 高齢者の生涯学習の場として環境整備による新規顧客獲得事業

525 群馬県 才気堂 木工技術を活かすための設備導入による販路拡大事業

526 群馬県 有限会社関口電機 2070002033535 お客様の困りごとを解消できる“地域一番店を目指す”

527 群馬県 こうりん坊 テイクアウト商品の開発と施設の整備で新規客獲得による売上拡大

528 群馬県 有限会社いで湯荘 3070002036900 全館バリアフリー化に向けた改装工事と当館周知強化の看板設置

529 群馬県 有限会社河合自転車店 8070002035666 店舗改装と新サービスによる新規顧客獲得事業

530 群馬県 コルネット 店舗改修と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

531 群馬県 長島理容室 「白髪ぼかし」訴求のための店舗改修で新規顧客獲得

532 群馬県 あさまステーション合同会社 3070003001531 カフェ事業の構築と誘導看板の設置で新規客の獲得で売上の拡大

533 群馬県 有限会社翔栄サービス 6070002022261 ホームページリニューアルと冷凍冷蔵便による新規顧客獲得

534 群馬県 獏山美容院 新サービスの提供で既存客の来店頻度向上と新規客獲得を図る

535 群馬県 歩 「おいしさへの追求」厨房設備導入による新規顧客獲得事業

536 群馬県 ＬｕｃｋｙＢａｇｅｌ ベーグル製造量産と効率化及び新商品開発のための機械導入

537 群馬県 地野建築 貸別荘開始に伴うホームページ周知による新規顧客獲得事業

538 群馬県 有限会社仁田屋 9070002035707 コロナ禍で団体客から新規個人客へシフトのための館内改装事業

539 群馬県 ルーバン山田 wi-fi充実と風呂改装によるワーケーションの新たな顧客獲得

540 群馬県 清水畳店 高性能縁無畳表折曲機の新規導入による生産性向上で売上拡大事業

541 群馬県 そば処　風 新規客獲得の為の看板設置とリピート客増加を図るトイレ改装工事

542 群馬県 合資会社群龍館 9070003001501 新たな顧客獲得のための改装工事で単価と稼働率アップで売上拡大

543 群馬県 草津温泉民泊暁天 コロナ禍対応の客室の改装工事とキッチンの増設で売上の向上

544 群馬県 手打らーめん玄 テイクアウトメニューの多様化と看板改装による新規顧客開拓事業

545 群馬県 株式会社槌屋新聞 9070001037472 自社新聞販売網・自社折込チラシによる、新通信販売事業

546 群馬県 丸山農園漬物本舗 店舗看板製作による集客力向上及び売上拡大事業

547 群馬県 株式会社猿ヶ京温泉夢未来 6070001023384 新規顧客獲得と集客力を上げるための看板設置事業

548 群馬県 有限会社満留伊屋食堂 4070002035496 テイクアウトの充実による新規顧客獲得事業

549 群馬県 有限会社川古温泉旅館 1070002035664 テレワーク対応の館内改装による新規顧客獲得事業

550 群馬県 有限会社清野旅館 5070002035669 デットスペースの利活用による販路拡大事業

551 群馬県 有限会社富士造園 4070002004600 人と環境にやさしい除草作業による販路開拓

552 群馬県 オノテック 特殊加工材料の内製化とHP開設による新規顧客獲得事業

553 群馬県 株式会社ヤマトMIRAI 3070002022280 3DCAD導入による住宅リフォーム事業の拡充と新規顧客獲事業

554 群馬県 ひのや酒店 生酒の品質管理を徹底するための冷蔵ショーケース導入

555 群馬県 酒のケンモチ 売上増加のための店舗看板（外壁を含む）リニューアル事業

556 群馬県 珈琲壱番館いしい 新規顧客獲得を目的とした店舗内装リニューアル

557 群馬県 有限会社龍鳴館 1070002036984 ホームページの作成及び館内ＢＧＭ設備の導入による新規顧客獲得

558 群馬県 PUBLIC　LANGOLINO テイクアウトサービス&ネット予約体制の構築による販路開拓

559 群馬県 株式会社VerWin 8070001036203 新サービス提供による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

560 群馬県 株式会社ヤマキ 7070001012080 ＢtoＢによる販路拡大のためのホームページリニューアル

561 群馬県 株式会社徳一 4070001030069 子連客を新たに獲得するための清潔感あふれる店舗改装事業

562 群馬県 清水屋 SNSの活用と大型ボイラーの新規導入による販路開拓事業

563 群馬県 有限会社金沢石油店 4070002017932 顧客とwin-winの関係を築く太陽光パネル清掃ロボット導入

564 群馬県 スタジオWAGANCE スタジオ創立3周年記念キャンペーンと販促品による新規顧客獲得

565 群馬県 山口荘 Wi-Fi充実とフロント設備でワーケーションの新規顧客獲得

566 群馬県 海坊主 テイクアウト事業開始のための設備導入で新規顧客獲得

567 群馬県 有限会社小内縫製 3070002022999 高性能の新設備導入による生産性向上並びに新規受注獲得事業

568 群馬県 Garage藤掛屋 満足度向上と新規顧客獲得のための待合室リニューアル事業

569 群馬県 有限会社石原商店 7070002022657 廃棄物置場への投光器設置で夜間作業効率が向上し新規取引先獲得

570 群馬県 メガネの前和 新規顧客獲得のための誘客用看板の設置及びチラシ配布事業

571 群馬県 はなみづき 湯治宿魅力Ｎo１のお風呂で新規客を呼び込む貸切檜風呂の改装

572 群馬県 和食あやめ亭 空調設備改装による施設環境改善及び顧客獲得事業
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573 群馬県 北軽井沢ブルーベリーYGH ボルダリング体験ツアー導入による新規顧客獲得及び売上拡大事

574 群馬県 株式会社ルネス・ハイランドビラ軽井沢 1070001024016 レジャー設備新規導入による販路拡大及び収益向上事業

575 群馬県 嬬恋洋食Binshi 食器洗浄機及び製氷機活用による販路拡大と衛生管理の確立

576 群馬県 boa soRte株式会社 1070001037158 脱毛サロン専用ホームページ開設による新規顧客獲得事業

577 群馬県 フジカワタイヤ有限会社 1070002020914 新商品販売開始と待合所設置による販路拡大と顧客満足度向上事業

578 群馬県 有限会社魚孝 7070002036211 カット野菜と鮮魚の下処理事業の構築で新規客獲得による売上拡大

579 群馬県 有限会社下山義肢製作所 2070002015277 新規設備導入による新規取引先の開拓

580 群馬県 株式会社アグリルーツ 1070001034551 野菜直売所開設による一般顧客の新規販路開拓事業

581 群馬県 くるみの木 新商品開発と生産体制強化のための設備導入で新規顧客を獲得

582 群馬県 そば勝 新規顧客獲得のための新メニューの開発と店内の改装

583 群馬県 有限会社寿司けん 6070002021338 店内環境の整備による食事環境と顧客満足度の向上

584 群馬県 株式会社ナガオカ 5070001004955 自社ホームページ構築によるBtoC戦略事業

585 群馬県 株式会社金丸自動車整備工場　 2070001034138 コンピューター診断機導入による車両整備事業の拡大

586 群馬県 中嶋建築 コロナ禍における新事業「在宅ワークから車内ワーク」へ

587 群馬県 株式会社エイチ・デザインラボ 6070001025595 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓事業

588 群馬県 家郷菜館榛名 新事業テイクアウトへの進出！ヘルシー弁当の開発・販路開拓事業

589 群馬県 倉田酒店 新商品「焼き芋」の販売による新規顧客獲得事業

590 群馬県 株式会社シモヤ自動車 9070001034742 新たな車検サービスの提案による新規顧客獲得・売上拡大事業

591 群馬県 すし萬 新たな顧客層獲得の為の店舗改装とサービス向上の取り組み

592 群馬県 有限会社CHOU-CHOU 5070002022262 エントランス改装と新サービス提供による新規顧客獲得事業

593 群馬県 有限会社高橋製作所 2070002013867 プラスチックネットを使ったカラス避け用品の販路拡大

594 群馬県 プラチナドライブ株式会社 1070001010833 女性顧客へ輸入車販売のアプローチを強化し整備・車検収入増加

595 群馬県 野村コンクリート株式会社 7070001009515 外構工事業者及びエンドユーザー向けへ直接販売の開始で売上向上

596 群馬県 有限会社布施商事 7070002030775 看板改修・店舗改装による新規顧客獲得事業

597 群馬県 株式会社フルーツオンザヒル 7070001030215 端境期・新規顧客獲得のための新店舗における看板設置事業

598 群馬県 オーガニックカラー白髪染めサロン　アワー トータルビューティーサロン化に伴う店内改装及び看板設置事業

599 群馬県 丸山写真館 自社スタジオでロケーション撮影・ネットショップ用撮影で売上増

600 群馬県 今井圧送 新たな機械導入による新サービス展開で顧客創出・販売促進事業

601 群馬県 株式会社群馬壁装 1070001009413 心地よいインテリア空間の提案と広告宣伝強化による新規顧客獲得

602 群馬県 株式会社和田石材 3070001010534 高崎市周辺市町村への折り込み広告で低価格墓地ニーズへの対応

603 群馬県 株式会社YMアシスト 5070001035901 消防設備保守点検の新たな事業構築による新規顧客獲得と売上拡大

604 群馬県 よしだ接骨院 女性柔道整復師が行う３０代以降女性をターゲットにした自由診療

605 群馬県 中西ピアノ教室 幼児向け「リトミック教室」の開始と宣伝事業

606 群馬県 合同会社ぐう 6070003002584 ホームページ及びチラシ作成の取り組みによる新たな顧客層の開拓

607 群馬県 株式会社エイカテック 1070001031771 電気設計専用CADソフトの導入とLPによる販路開拓事業

608 群馬県 かど半旅館 お客様のネット環境を向上させる館内におけるWi-Fi強化事業

609 群馬県 赤城屋 女子高生向け新商品スイーツ焼きまんじゅうの開発と広告宣伝事業

610 群馬県 有限会社エサキ看板塗装 1070002037173 顧客ニーズに合ったきれいで短納期のステッカーの提供

611 群馬県 ツリートップ三望 樹木の大切さを子供たちに知ってもらう移動式アクディビティ開発

612 群馬県 有限会社入内島建築 1070002025954 事業承継者が行う新規顧客獲得の為の販売促進による受注拡大事業

613 群馬県 今井屋旅館 「蛍の宿」の整備と新商品開発による新規顧客開拓事業

614 群馬県 雨ニモマケズ 新たな顧客獲得の為の新サービス提供と設備導入

615 群馬県 桃の花 創作中華、コロナ禍、ソーシャルディスタンスを考慮した販促事業

616 群馬県 大泉工業株式会社 7070001018887 ゼロコンタクトで販路開拓！HP＆パンフレットリニューアル事業

617 群馬県 有限会社宮沢モータース 3070002020565 若い世代の新規顧客獲得を目指すホームページ作成事業

618 群馬県 株式会社セキナン商会 7070001013913 応接室改装及びイベント周知による販路開拓事業

619 群馬県 麺屋えん 店舗客席個室化とテイクアウトPRによる新規顧客獲得事業

620 群馬県 スナック春歌 新たなサービスの提供と設備導入による新規顧客獲得

621 群馬県 ARAI　Boxing　Gym ボクシングリング設置による練習環境の向上で新規会員獲得

622 群馬県 株式会社もりの遊苑地 8070001031823 ハイグレードなキャンプメニュー新設による売上拡大計画

623 群馬県 ふらいぱん 新規顧客獲得のための店舗認知度向上計画

624 群馬県 有限会社三山センター 8070002005306 withコロナでも新規顧客を獲得～安全な憩いの場を提供～
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625 群馬県 ホンマ建築デザイン有限会社 5070002030926 庭木の撤去・整地事業開始のための新設備導入

626 群馬県 株式会社ウルベビレッジ 4070001024161 ワ―ケーションの新規客獲得で売上拡大を図るための客室改装工事

627 群馬県 BARBER SHOP JIN 「価格以上の満足」をしっかり伝える広告宣伝による新規顧客開拓

628 群馬県 株式会社RAPPORT 8070001036450 主婦向け新サービスの開始のための岩盤ヒートマットの導入事業

629 群馬県 中山工房 ジビエの皮革製品開発と販路開拓事業

630 群馬県 ごはんカフェ かどtoかぜ 新たなカフェメニュー開発による新規顧客の開拓

631 群馬県 有限会社シー・エス・トップ 4070002029440 新規顧客獲得の為、クリーンで丁寧な仕事に繋がる機械導入事業

632 群馬県 上越開発株式会社 1070001023819 新事業スケートパーク開設による新規客獲得で売上拡大事業

633 群馬県 株式会社アクトみなかみ 7070001034406 新サービス提供と店内環境整備事業による顧客獲得事業

634 群馬県 有限会社海老屋フラワー 2070002034145 パパイヤ樹木粉砕による飼料製造・販売の新規顧客獲得プラン

635 群馬県 大畑設備⁺ 新規顧客獲得に向けた新サービスの導入とPR強化による販路開拓

636 群馬県 砂川理容店 顧客満足度向上と新規顧客獲得の為の店舗改装事業

637 群馬県 六花 設備拡充等で新たな長期滞在プランの提案による新規顧客獲得事業

638 群馬県 株式会社ZEN 5070001034820 墓じまい新事業とホームページ制作等による販路開拓事業

639 群馬県 菓子工房Lammin 菓子と花の店をアピールし人を惹きつける店舗の看板製作

640 群馬県 つくつく村 英国風コテージ増設で新たな女性客獲得を目指す売上拡大事業

641 群馬県 株式会社シェモワ 2070001023446 高級ロースハム製造の短納期化による新規顧客開拓

642 群馬県 下仁田放送株式会社 8070001034982 オリジナル商品開発とECモール開設による売上アップ事業

643 群馬県 Vegeta株式会社 6070001036444 おうちで贅沢に！江戸創業農家による高級白菜ブランドのEC展開

644 群馬県 ヘアースタジオベリー ヘッドスパの導入による他社との差別化と集客強化事業

645 群馬県 有限会社原田いちご園 1070002027224 コロナ禍での完熟いちごを使った新商品開発及び当園環境整備事業

646 群馬県 PCK Music Studio オンラインレッスン開講とHP&動画配信による販路開拓事業

647 群馬県 アクツエンタープライズ株式会社 3070001035110 パン製造機材導入により生産性向上を図り需要ニーズに応える

648 群馬県 ギフトショップ・イノ 快適空間を実現し、新たな顧客獲得の為の販売促進事業

649 群馬県 株式会社S&J機械 7070001035016 新規顧客を獲得するための設備投資

650 群馬県 Aya接骨院 女性特有症状の早期改善新サービス提供による新規顧客獲得事業

651 群馬県 原澤接骨院 パーソナルトレーニング開設でトータルケア！新規顧客獲得事業

652 群馬県 木まま工房 カタログの作成と顧客へのPRによる売上回復計画

653 群馬県 The Blue Ribbon ビールサーバー設備導入によるピザとビール相乗効果売上向上事業

654 群馬県 株式会社日進工産 2070001022448 新規顧客獲得のためのHP開設・看板の設置

655 群馬県 スナック花 HPの開設と案内看板の設置

656 群馬県 あけぼの代行 買い物代行サービス及びテイクアウト・出前代行サービスの実施

657 群馬県 フリート 高級バーバースタイルの提供による顧客獲得事業

658 群馬県 ヘアーズサイトウ 新サービス導入と個室での施術による新規顧客獲得・販路開拓事業

659 群馬県 有限会社籠島装業 0700002021478 ホームページリニューアルと学習アプリによる新規顧客獲得

660 群馬県 株式会社観山荘 2070001023603 WEB会議システムを導入したテレワーク環境の整備及びその実施

661 群馬県 金重 コロナ対策の周知及び提供商品の安全性の向上を図る事業

662 群馬県 株式会社Forest Work 7070001036872 新商品開発によるCtoC市場への販路拡大・情報発信強化事業

663 群馬県 ペンション　ラポール 新規顧客開拓のためのラウンジ改装事業

664 群馬県 タカ・ファインレザー・ジャパン HPリニューアル、ECサイト開設による新規顧客獲得事業

665 群馬県 株式会社蓮 7070001024423 テイクアウト専門カウンターの設置による新規顧客獲得

666 群馬県 宅配弁当　伊勢惣 看板の設置により新規顧客獲得及び集客率の向上を目指す

667 群馬県 ヘアーサロンかみむら 女性理容師による安心・衛生的な髭剃りサービスによる女性客獲得

668 群馬県 居酒屋なごみ 「とうふドーナツ」のテイクアウトによる新規顧客獲得事業

669 群馬県 コスメティックルームEVe ウィズコロナでの安心して来店できる店舗化による新規顧客獲得

670 群馬県 有限会社エビス企画 7070002000927 非対面ビジネスモデル構築と新規顧客開拓事業

671 群馬県 有限会社大国館 2070002035589 新たな設備の充実化とサービス提供による新規顧客獲得事業

672 群馬県 カレー風味すずき いつでも食べられる真空パック商品の開発による新たな販路開拓

673 群馬県 有限会社細川メンテ 8070002007392 新サービス「ソーラーパネル洗浄メンテナンス」の提案

674 群馬県 シータヘア 店舗・ECの顧客利用のループ構築のカギとなるヘアケア商品の開

675 群馬県 有限会社福田樹脂 9070002024560 ボタンのレーザー彫刻加工技術の水平展開による新規顧客獲得

676 群馬県 Aterier Lala 商品販売でなく体験価値を重視した店舗改修による新規顧客獲得
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677 群馬県 ラーメン香華 コロナに負けない新メニュー・お土産らーめんの開発

678 群馬県 まるみや 縫製のプロが作る手作りマスク販売による新規顧客獲得事業

679 群馬県 根本理容室 親子客の獲得のための店舗改装及びチャイルドシートの導入

680 群馬県 荻原工業 外構工事の直接受注獲得に向けた迅速・フレキシブルな対応力強化

681 群馬県 合資会社神尾商店 4070003001142 お米のパーソナライズ販売に向けた厳密な温度管理体制の確立

682 群馬県 赤城産業株式会社 4070001015524 成長市場における取引先獲得に向けたHPでのニーズ対応力訴求

683 群馬県 有限会社育風堂精肉店 2070002035523 ギフト用新商品の開発とカタログ作成による町内販路開拓

684 群馬県 有限会社丸杉商店 5070002035495 布団打ち直しサービスの受注による競合他社との差別化

685 群馬県 株式会社ライズ 8070001025206 新規清掃設備導入による販路拡大事業

686 群馬県 有限会社マックス 5070002035628 スマホ利用者に焦点を当てたWEBサイトとアプリの制作

687 群馬県 有限会社諏訪電気商会 9070002023851 自社ブランド確立、新規顧客獲得のための看板設置事業

688 群馬県 Ｗｏｍｂ 新規設備導入による新メニュー開拓、新規顧客獲得事業

689 群馬県 百膳 入りやすい店舗作りとテイクアウト充実・宣伝で新規顧客獲得事業

690 群馬県 有限会社川島エンブ 9070002023133 新規顧客開拓のための新時代に伴うホームページの作成

691 群馬県 有限会社塩原自動車 2070002023643 ワンストップ体制の確立による顧客満足度の向上、新規顧客獲得

692 群馬県 KANBAIーBASE 新規事業展開によるWEBサイト制作による顧客の獲得

693 群馬県 ヘアスタジオウェル 高齢者女性の着付けサービス展開とＨＰスマホ対応リニューアル

694 群馬県 吉田自動車工業 利益が確保できる中古車販売強化によるコロナ禍克服事業

695 群馬県 株式会社佐藤モータース 1070001023793 ＡＳＶ車対応のための故障診断機導入と既存顧客家族向けＰＲ事業

696 群馬県 旬菜トラットリアありす テイクアウト商品開発、提供体制の強化による新規顧客の獲得

697 群馬県 有限会社リアルエステート 1070002036200 子育て親子応援！コロナに負けないアリマベースランドリーの展開

698 群馬県 株式会社キレイスキー 2070001030673 ハウスクリーニング専用Webサイト構築による新規顧客獲得事業

699 群馬県 株式会社箕輪フーズ 3070002014245 巣ごもり需要に着目した自社ECサイト開設による直販強化事業

700 群馬県 髪工房ＴＯＳＨＩ 看板設置による認知度向上、新規顧客獲得事業

701 群馬県 ペンションプモリ 料理教室と料理教室付き宿泊プランで新規顧客獲得、売上拡大事業

702 群馬県 株式会社晴観荘 5070001017750 日帰り客へのおもてなしの空間の提供と新規顧客開拓

703 群馬県 燈返僕 店内改装とランチ・テイクアウト事業による新規顧客獲得

704 群馬県 横浜家系ラーメン暁家 空調性能向上によるコロナ対策とSNSでの告知による販路開拓

705 群馬県 レストランオジサンズ テイクアウト事業強化とHP作成・LED看板設置による販路開拓

706 群馬県 東陽館 新規顧客獲得、お客様満足度向上のための宿泊施設の改装事業

707 群馬県 有限会社川島自動車部品 6070002023136 新サービスの展開に伴う一般客の販路開拓

708 群馬県 有限会社永井製作所 4070002030274 新たな分野の金型を受注するための安全・安心商談スペースの新設

709 群馬県 パブ　エミコ 新規顧客獲得のためのメニュー看板設置と店内イメージアップ事業

710 群馬県 川野屋本家 設備導入による提供商品の品質向上および新規客の獲得

711 群馬県 ペンション夢紀行 安心・安全な施設で来客増させるテラスの設置とバリアフリー工事

712 群馬県 有限会社森米石材店 7070002024991 店内快適性の向上及び事業プロモーションによる新規顧客の獲得

713 群馬県 有限会社萩原酒店 7070002030486 店舗イメージ向上による新規顧客獲得事業

714 群馬県 鳶 山田組 新事業への挑戦～さつまいもスイーツ専門店への進出～

715 群馬県 有限会社盛山建設 4070002026958 新規顧客獲得及び契約数増加の為の展示外構場設置事業

716 群馬県 株式会社エヌディーイー 2070001000043 施設照明の改善による１７時以降営業集客増加への対応

717 群馬県 川上産業有限会社 4070002028756 新規顧客獲得を目的とした看板設置

718 群馬県 大森理髪店 快適なリラクゼーションサービスによる満足度向上で新規客を獲得

719 埼玉県 近久商店 長瀞・秩父の様々な地酒を最適なおいしい温度でご提供

720 埼玉県 株式会社24imagine 8030001019608 地域住民に向けたPRとオールインワンパック販売による販路開拓

721 埼玉県 髪や充 新規顧客獲得、客単価UPによる売上増加計画

722 埼玉県 株式会社ベースボールサービス 6030001067113 工業用刺繍機の導入による売上高・利益率向上計画

723 埼玉県 シンリンク AIカラーシステム導入による生産性向上計画

724 埼玉県 スマイルカンパニー株式会社 7030001123030 姿勢・歩行解析器で施術効果を見える化し顧客満足度を上げる。

725 埼玉県 株式会社May Lily 6030001108610 店舗改装による受注体制の再構築リラックス出来るサロンを提供

726 埼玉県 ゴルフ工房井沢 クラフトマンによる「新サービスプラン」の開発及び販路開拓

727 埼玉県 有限会社　大山工務店 3030002094019 「合掌工法による木造大空間建物の設計施工」による販路開拓事業

728 埼玉県 幸和機材　株式会社 5030002115482 自社ＨＰ開設による近隣リフォーム仮設足場工事の新規開拓事業
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729 埼玉県 ＡＭＡ ＣＬＵＢ オンラインショッピングモール内の新機能広告活用による販路開拓

730 埼玉県 HAIR LOUNGE GI 高齢化社会に向けてお客様目線にたったバリアフリー化事業

731 埼玉県 新井ビニール工場 需要拡大製品に対応で増収と自社製品の開発のための機械導入

732 埼玉県 SIow Dining 風来坊 看板設置とホームページ作成による、洋食店への転換

733 埼玉県 おやじのうどん旬 コロナに挑むうどん店の挑戦！デカ盛りとWEB活用で来店促進

734 埼玉県 株式会社寺院葬祭 6030001139275 ECサイト・パンフレットを利用した販促及びオンライン対応

735 埼玉県 鮨diningあいざわ 小上がりから椅子席へ改装、3世代の食事会に選ばれる店づくり

736 埼玉県 Royal Veil カッティングプロッタ導入による、フイルム貼り付けサービス参入

737 埼玉県 株式会社サカモト 3030001072207 ウェブサイト改良と看板設置による『リフォームの匠』の浸透

738 埼玉県 暖ぱん 高齢者に向けた「食の安心・安全」を訴求した広告宣伝戦略

739 埼玉県 桑原時計店 「高齢者のための遠近両用眼鏡の提案販売」ができる店舗への改装

740 埼玉県 ＥＣＯテック株式会社 5030001054203 真空包装機を導入し消費期限を延ばし販路拡大を実現する

741 埼玉県 株式会社ユニコム 5030001037091 マンツーマンLINE相談サービスの販促を強化するHP制作

742 埼玉県 株式会社　カンベピアノ 8030001097249 保守点検のメニュー化による価格訴求の強化と客単価の向上

743 埼玉県 株式会社マキ商会 3030001049097 商品PR動画製作とホームページのスマホ対応による新規顧客開拓

744 埼玉県 宝田エクステリア 施工スピードと施工クオリティの向上で売り上げアップ

745 埼玉県 キャンプ民泊　NONIWA 顧客利便性向上による新規顧客獲得と施設稼働率向上

746 埼玉県 有限会社ハウスパートナー 1030002040783 HPをリニューアルし「新築・リフォーム事業」の拡大を図る

747 埼玉県 CODE　HAIR 個室スペースのリニューアルによるサービスの充実と新規顧客開拓

748 埼玉県 フラワーアレンジメント カラーズ 店舗リニューアルによる快適空間の創出と新規顧客基盤の確立

749 埼玉県 有限会社花工場 6030002122560 モルタル造形教室などのワークショップ動画の作成

750 埼玉県 百花 個人客や少人数のお客様に対応し最大売上を図る座席整備事業

751 埼玉県 有限会社　くさま 7030002060990 テーブル・椅子の設置でファミリー客・年配客増加

752 埼玉県 行政書士　中村まさひこ事務所 特化型ホームページをベースとする新規顧客の獲得

753 埼玉県 ハッピーテイル 職住一致と広い空間による24時間対応の高齢犬向けペットホテル

754 埼玉県 益山商事株式会社 2030001031535 当社が幸手一の「窓断熱アドバイザー」であることの広告宣伝活動

755 埼玉県 株式会社ビーアイシー 8030001042205 店舗改修による高齢者に相談しやすい暮らし（相続）・保険の窓口

756 埼玉県 有限会社　大有 9030002118408 オリジナル有機堆肥をＨＰ＆チラシでPR！新規顧客獲得事業

757 埼玉県 レストラン　ラヴェンナ 初来店を促すための「うまそう！」な販促事業

758 埼玉県 ㈲イモト 3030002056266 二階座敷席　テーブル席改装事業

759 埼玉県 パン工房ＨＩＲＯ 後継者が行う洋菓子販売による新たな戦略

760 埼玉県 サジェスタイル株式会社 7011801019031 新規顧客・リピーター獲得の為の店内改装による集客力強化事業

761 埼玉県 有限会社中田クリーニング 3030002059062 チラシ大作戦～宅配クリーニング認知度アップで新規顧客獲得～

762 埼玉県 ヒロセウォールズ 商圏拡大のための、設備導入による受注体制の強化

763 埼玉県 株式会社Rainbow 5030001106466 ネット販売の強化とオリジナルカタログによる売上拡大

764 埼玉県 有限会社ラブリー・ニュー・カール 2030002050162 新規取引先獲得による販路開拓・事業宣伝HP製作

765 埼玉県 キッチンハウス　殿様 集客・売上アップのためのトイレ洋式化による店舗魅力度の向上

766 埼玉県 ＳＯＬＥ　ＳＵＲＦ スケートボード部門の強化とオンライン販路開拓への挑戦

767 埼玉県 株式会社寿和穂 5030001137065 新鮮な地元野菜を使ったうどんを提供し、客数増を図る施策の実行

768 埼玉県 そば福 広告宣伝強化と来客数増加対応のための生産性向上による売上拡大

769 埼玉県 たぬ金亭 屋外トイレ設置により顧客同士の非接触、回転率向上を図る

770 埼玉県 海鮮居酒屋　魚菊 新型コロナ対策とシニア・女性の集客向上を目的としたトイレ改修

771 埼玉県 ライオンダンススクール オリジナルグッズ販売のECサイト構築と広告宣伝による販路拡大

772 埼玉県 協和水処理サービス株式会社 5030001032514 ホームページと連動した看板の設置による認知度向上事業！

773 埼玉県 季恵 顧客満足度向上及び集客力アップのための環境改善事業

774 埼玉県 長沼精肉店 オンラインショップ、宅配サービスの販売数アップ戦略

775 埼玉県 株式会社木村養鶏場 1030001072431 コロナに対応するオンラインによる鶏舎見学で、当社の魅力を発信

776 埼玉県 M-BQB株式会社 3030001066729 テイクアウト＆デリバリー事業の開始

777 埼玉県 有限会社美里パッケージ 6030002081658 製造環境の整備と短納期対応の確立による食品関連市場への進出

778 埼玉県 里路苑 新型コロナ対策として予約システムを設置したホームページの作成

779 埼玉県 BRONX WORKS株式会社 1030001133183 新たな顧客層へのアプローチのための自社サイト開設

780 埼玉県 Flower　Bluemoon ペット向け供花とギフト用サブスクリプションサービスの開発



　

No 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第4回受付締切分採択者一覧

※重要

採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

781 埼玉県 品川石材店 コンパクトな墓と墓じまいの提案による新規顧客開拓

782 埼玉県 いのしか亭 若い女性客・女性ライダーのための化粧室改装による売上拡大

783 埼玉県 Putney Bake 地域特産フルーツを用いた安心安全なスイーツの製造と販売の強化

784 埼玉県 株式会社サダナ 6030001094322 消費者動向に合わせた本格的料理のテイクアウト強化事業

785 埼玉県 有限会社北珍 5030002120441 家族連れのお客様に向けた安心できる予約制の個室ラーメン店

786 埼玉県 高砂製菓株式会社 9030001030803 新製品PRのための、野立て看板設置と三密回避のチラシ配布

787 埼玉県 大真パッケージ株式会社 6030002055868 スタンディングパウチ専門から多品種パウチの製袋業者への転換

788 埼玉県 寄居タクシー有限会社 9030002116031 妊婦支援・子育て支援サービスの提供と看板によるPR

789 埼玉県 有限会社サッシーのぐち 2030002082668 動画コンテンツ製作とデジタルサイネージによる宣伝強化

790 埼玉県 株式会社大谷造園 5030001136703 一般顧客向け新商品開発と提案型営業体制の構築による販路開拓

791 埼玉県 美容室ＫＯＯＬ ヘッドスパメニューの開発と顧客満足度向上に向けた取り組み

792 埼玉県 NailSalonSurya リンパエステの提供による「美から健康まで」のコンセプト確立

793 埼玉県 ベーカリーパーム 健康的な小麦全粒粉を使ったパンの販路拡大の為の設備導入

794 埼玉県 有限会社　廣澤畜産 5030002093893 暗がり時来店者をターゲットとした揚げたて惣菜の安心購入促進

795 埼玉県 株式会社　深田土建 5030001069283 「家にいる時間を楽しむ。」新生活様式の提案

796 埼玉県 越後屋旅館 囲炉裏スペースの改装と看板の変更によるファミリー層の開拓

797 埼玉県 カットハウスフクシマ ヘッドスパのメニュー展開で新規客獲得と客単価の向上

798 埼玉県 株式会社アート・プラネット・ファクトリー 9030001118895 自社ブランドの高付加価値化と顧客ニーズに合わせた商品化戦略

799 埼玉県 小松屋 ハイカー・高齢者向け「和テイスト茶飲みエリア」整備事業

800 埼玉県 田沼自動車 高機能スキャンツールによる安心・安全なカーライフをサポート！

801 埼玉県 グッドフェローズ ネット予約と商品の通販ができるホームページ開設による販路開拓

802 埼玉県 Belle hair works ヘアミスト導入による女性・男性向けの高付加価値サービスの提供

803 埼玉県 株式会社ジオマックス 7030001132997 大型チェーンソーなど設備導入による元請け受注の拡大

804 埼玉県 京亭 家族風呂への改修と入浴付昼食コース新設による家族利用客の獲得

805 埼玉県 株式会社江田建設 5030001032373 商圏内において店舗付き住宅で一番に選ばれるためのＨＰ戦略

806 埼玉県 有限会社ホームファッションしまばやし 1030002041427 身体測定器を活用した寝具の提案による新規顧客獲得

807 埼玉県 株式会社いちじく菓庵美よ志 3030001127118 看板及び暖簾作成、新商品開発による新たなターゲット層獲得事業

808 埼玉県 河端自動車総合株式会社 9030001092224 変革期を乗り越える！鈑金業務効率改善で図る技術＆売上向上事業

809 埼玉県 有限会社八彦 2030002084375 ランチメニュー開発および高齢者に優しい店づくりによる販路拡大

810 埼玉県 ＬＩＴＴＬＥ　ＦＡＲＭＥＲＳ 「宝美いちご」を使用した新メニュー「いちごけずり」の販路開拓

811 埼玉県 株式会社はらしま 2030001109703 真空包装機導入によるテイクアウト販売強化と食材ロスの削減

812 埼玉県 パン工房ハイジ ネット注文で狭小店舗でも商品受け渡しまで安心の3密回避！

813 埼玉県 成和科研有限会社 7030002077589 少量土壌改良材の開発とインターネットを活用した販路拡大事業

814 埼玉県 政寿司 「都会に近い田舎」で女性顧客が利用しやすい店舗作り

815 埼玉県 ミヤテック株式会社 2030002096676 同業他社が真似できない「広範囲埋設物探査・漏水調査事業」

816 埼玉県 髙木プラスチック 発注担当者のニーズをとらえた情報発信による新規顧客獲得

817 埼玉県 Floret 食べられるお花を使用した新たなクレープ開発

818 埼玉県 有限会社　三沢東洋精工 8030002122278 新しい取組をホームページで発信。受注拡大で業績向上を図る。

819 埼玉県 合同会社プレフェイス 7030003009649 作業療法士考案！コミュニケーション系カードゲームの販促活動

820 埼玉県 株式会社　井手 6030001050606 集客の仕組みの構築によるBtoC事業の確立

821 埼玉県 坂巻醤油店 料理好きの若い世代に、より醤油を好きになってもらう取り組み

822 埼玉県 浅見園 土革命！ブレンド土が作るストレス耐性のある植物で販路開拓！

823 埼玉県 平野建材 個人顧客への庭砂利及び園芸用土の販売事業の強化

824 埼玉県 株式会社　秋山製作所 5030001062718 多品種少量生産ライン整備と営業活動の強化による売上拡大

825 埼玉県 株式会社　緑屋樹木医事務所 3030001124973 可搬式薪割機による廃棄樹木を原料とした薪の商品化

826 埼玉県 合同会社Bellemere 1030003007220 看板と店頭幕の設置、ＳＮＳによる新規顧客の開拓

827 埼玉県 有限会社エムケイ防災 4030002055515 さらに安心・安全！抗菌サービスの提供

828 埼玉県 株式会社東武店舗企画 2030001042169 高齢者が安心・安全に過ごせる終の棲家、快適平屋住宅の提供！

829 埼玉県 島住建 ＩＴ活用×自社の強み・特色の訴求＝販路・事業規模の拡大

830 千葉県 株式会社　まごころ葬祭 8040001083347 ペット葬儀の参入を通じて、本業の葬儀顧客の販路拡大を図る

831 千葉県 ヘアサロン　ホリディ 「すこやかな美しさ」を追求するミドル層向けヘッドスパ強化

832 千葉県 有限会社　金光商店 6040002071030 除湿機を新規導入し工場の高温多湿を改善、生産性と売上を向上
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833 千葉県 リンパサロン　Naturel 新エステサービスの立ち上げによる新規顧客開拓・固定客化の推進

834 千葉県 平山ぶどう園 ブランディングの徹底による高品質ぶどうPR強化で売上UP

835 千葉県 Private Body MakeGym Linkage 新規顧客獲得に向けたジムの改装と新商品導入による販路拡大

836 千葉県 なごみ丼丸 海鮮ランチのテイクアウト事業拡大による販路開拓を実現する

837 千葉県 自家焙煎珈琲　鹿眼鏡 発酵の里ならではの「発酵焼き菓子」による巣ごもり需要開拓事業

838 千葉県 East Farm 自家農場の規格外野菜を加工し提供する有効活用の販路開拓事業

839 千葉県 株式会社　ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｻｰﾋﾞｽFIT 6040001031893 更なるテイクアウト向上と調理の生産性向上

840 千葉県 株式会社ＥＭＩＡＳ 2040001113274 近隣住民への新店舗オープンおよび出張サービスの認知向上

841 千葉県 株式会社浜辻丸 7040001087159 改装による取扱量拡大及び品質管理で販売機会を捕らえる

842 千葉県 ドッグケアサロンsweet　calm 新規開業による認知度向上と新規顧客獲得への取り組み

843 千葉県 有限会社丸善整備 6040002071583 HP改修とリモート商談システムの構築による集客力＆売上向上

844 千葉県 中村（健）塗装工業 自宅リフォームぼDIY教室を通じた顧客獲得事業

845 千葉県 有限会社蘭万園 7040002071723 蘭生産ハウスから店舗兼ショールームへの転換による収益力強化

846 千葉県 Naturally 肌年齢計測装置を活用した、新規顧客の獲得と既存客の囲い込み

847 千葉県 だいくどん 新規顧客層の開拓を狙う！新規ＨＰ及び予約システムの導入

848 千葉県 ネキエスプロダクト株式会社 8040001114960 木工加工設備の拡充による木工製品の新商品開発と売上拡大

849 千葉県 大橋鳥肉店 変わり出した生活様式の中での生産性の向上と販路拡大

850 千葉県 イングヘアーデザイン プロモーション強化および顧客満足度向上施策による販路開拓事業

851 千葉県 私の部屋。 女性に平等な美と最高の時間を提供、小さな美容室の売上向上事業

852 千葉県 ミカドデンキ 家族を繋ぐ～テレビ電話サービス提供でオンライン帰省サポート～

853 千葉県 お菓子工房COCORO 急速冷凍庫導入による商品生産数強増及び通信販売事業拡大

854 千葉県 有限会社　村上建築工房 7040002101389 採用のための、当社技術力を訴求できる看板作成と企業のPR施策

855 千葉県 Farm plus株式会社 2040001112383 千葉県産豚肉の鮮度を活かした生ソーセージの製造、販売事業

856 千葉県 民宿　庄兵衛 新規客獲得のためのＨＰの改修とスマホ対応、ＳＮＳとの連携

857 千葉県 情熱ペンション富浦 宿からの絶景をライブカメラで配信＆顧客への各種要望へ対応

858 千葉県 ラ・サレッタ 間仕切りの設置によるプライベート空間創出とお客様お出迎え演出

859 千葉県 小高善和靴工房 圧着機導入によるブーツの新規開発及びワークショップの開催

860 千葉県 うれし野 卓上団子製造機導入による販売強化事業

861 千葉県 有限会社太田鈑金 7040002088222 水性塗料塗装作業のQCD最適化事業

862 千葉県 ヘアーサロンユタカ 疾病・高齢その他理由で店舗に来店できない方の訪問理容拡大計画

863 千葉県 オートボディショップA-ONE 事業継続性や冗長性を高め、地域に必要とされる事業者となる事業

864 千葉県 カタヤマ 顧客ニーズに合わせ、地域に必要とされる店舗となる事業

865 千葉県 株式会社本宮建設 8040001043565 ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得事業

866 千葉県 三浦工務店 どんな施工依頼にも対応できる工務店になることでの販路開拓事業

867 千葉県 逆井こんにゃく店 ところてん増産体制構築による新規販路拡大

868 千葉県 江戸川電子株式会社 5040001071610 ウェハーサイズダウン加工に特化したＨＰの作成で新規顧客獲得

869 千葉県 有限会社　一真企画 4040002068937 バイパス道開通による観光客等の交通量変化に対応する店舗整備

870 千葉県 株式会社緑川商店 5040001057725 健康が気になる方に、栄養だし（カルシウム多、減塩）の販促事業

871 千葉県 はなざわ５ 宿泊業からランチへ、昼食需要を取り込み込むための店舗改装事業

872 千葉県 Amalia 当店の商品・サービスの認知度向上のためのＰＲ事業

873 千葉県 はま整骨院 ニュースレター、ハガキ、チラシ広告による販路開拓

874 千葉県 株式会社ケンシン設計 8040001114060 外構事業強化に向け、生産性と業務効率化を図るCAD 導入事業

875 千葉県 味平 高齢者にも安心して利用できるお店作りで顧客満足度向上！

876 千葉県 株式会社ふのうIT経営 6040001116216 クラウドサービスの新規事業の知名度向上および業務効率化

877 千葉県 関食品 増産対応のための豆腐自動パック包装機導入による生産性の向上

878 千葉県 株式会社篠崎建運 8040001076508 新規取引先の開拓と人材確保のための自社ホームページ作成

879 千葉県 パティスリー　ル・スリール クッキー成形機の導入による新商品開発と機会損失の解消

880 千葉県 有限会社福一 3040002093011 冷凍可能・無添加団子の拡販体制構築による巣ごもり需要獲得事業

881 千葉県 あをい お子様連れ家族客向けの飲食スペース設置による新規顧客の獲得

882 千葉県 合同会社　大多喜SES 4040003015236 ICT教育サービスの導入と周知による新規顧客の獲得

883 千葉県 有限会社　貝塚瓦店 3040002102606 田舎暮らしトータルサポートサービスの開始による新規顧客獲得

884 千葉県 有限会社鶴泉堂 9040002083007 HP作成とリーフレット作成による新規顧客獲得による売上向上
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885 千葉県 有限会社サンアール 4040002080000 顧客導線を意識した自社サイトのリニューアル

886 千葉県 有限会社小池管工設備 3040002100279 食堂への感染防止対策を完備した快適な食卓セット設置と再開告知

887 千葉県 とらちゃん テイクアウトで新規顧客獲得事業

888 千葉県 フレーバーズカフェ 認知度向上による新規顧客獲得のための販路開拓事業

889 東京都 株式会社Ａ．Ｌ．Ｃ． 2012401037171 絨毯業者の挑戦ＥＣサイトとＳＮＳのリンクで宣伝広告と販路拡大

890 東京都 さわき社会保険労務士事務所 ホームページ作成で中高年齢者向けライフプラン相談業務の開拓

891 東京都 株式会社ティーディーエス 6012701003679 チラシとWebを使った地域に根付いた販促活動

892 東京都 ヘアーサロンさくま 女性向けサービス告知による新規顧客獲得を目指すチラシ配布事業

893 東京都 クルーズ スポーツイベントの企画運営PR活動

894 東京都 Mizu-yuu 新サービス（つながるネイルケアと幸せの記録）の販路開拓

895 東京都 ＫＫ建設管理株式会社 2013101006012 ホームページ作成による新規顧客開拓

896 東京都 株式会社ヤスケン 4013101006605 ホームページ・チラシによる販路開拓

897 東京都 有限会社三鷹テント 4012402019761 テントのように張り巡らせる顧客網！～HP活用で新販路開拓～

898 東京都 まるっとサービス 大きな取引先が３本あるより３千本の小さな柱で会社を支える

899 東京都 住みいいお家　張吉 壁紙張替工事の外注から自社施工への転換による販路拡大

900 東京都 有限会社きんぺい 2012702008367 HPリニューアル等で売上回復を目指す老舗寿司店のチャレンジ

901 東京都 ＠．Ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ ネイル施術メニューの追加で新たな顧客を得るための事業

902 東京都 ㈱Belltree 5012701015295 ＨＰ、ＳＮＳ等オンラインによる販路の拡大と顧客満足度の向上

903 東京都 RSロックマン HPやFAX DMを活用した出張合鍵業の販路開拓事業

904 東京都 膳座 ＷＥＢ・広告宣伝・新規顧客の開拓

905 東京都 hanaha株式会社 8012701013585 オリジナル配送ボックスの開発による販路開拓

906 東京都 行政書士事務所MOEGI 地域特化型！おひとりさまの終活サポート事業

907 東京都 やさい村 高齢者、買い物弱者、子育て世代に向けたカタログ制作と配布

908 東京都 有限会社ケイズケア 7012402023265 エステティシャンやセラピストに特化したオンライン教育事業

909 東京都 三鷹の森ヨーガ 「ヨガ×自然体験」のプログラムの新規開発と参加募集のPR活動

910 東京都 view from above ウェブサイト  リニューアル

911 東京都 有限会社システムクリエイト 2012402018955 葬儀用遺影額販売のWEB展開と遺影写真への新たな提案

912 東京都 株式会社HGプランニング 1012401015046 SNSで匠リフォームの認知度アップとオンライン見学会の実施

913 東京都 ETERNAL DANCE STUDIO ターゲットを強調したチラシポスティング広告

914 東京都 The Fixxers 商品の店頭展示と視認性向上による来店客増加と売上アップ

915 東京都 有限会社　音羽鮨 3013102001795 座布団席から椅子席へ！中高年層の顧客満足度向上計画

916 東京都 みしま行政書士事務所 高齢者に対しての遺言・後見・死後事務の販路開拓

917 東京都 株式会社ジュン 4012801004273 ネット注文、キャッシュレス決済を促進させる広告制作と集客計画

918 東京都 株式会社テーブルコミュニティ 7012701013784 コロナ対策に有効な換気と室温維持の両立と、厨房効率化の取組

919 東京都 株式会社WATERMARK 2012401025390 Ｗｅｂを活用したオンライン販売強化及び海外顧客へのアプローチ

920 東京都 Eワークス スマホ対応ホームページ、オゾン除菌脱臭機で認知向上、販路開拓

921 東京都 株式会社　i share 9012801019168 親子間のお金の話の解決する新サービス導入による顧客の新規開拓

922 東京都 eyelashsalon Perfect Wink 子育てママへの認知度向上にネット広告を活用した販路拡大事業

923 東京都 有限会社FDSi 3010002053513 在宅勤務、ｐｃ作業の方への広告宣伝による新規顧客獲得事業

924 東京都 増山麗奈 「増山麗奈芸術和のアートグッツ製作サンプル作り」

925 東京都 ヘルシースリムライフセラピー国立 健康商品と赤ちゃん連れサービスに依る売上増加・販路拡大事業

926 東京都 プラスドリーム ブランド力強化と付加価値の高い折り鶴商品の販路開拓事業

927 東京都 株式会社ジェイボックス 3012401002414 民泊とリフォーム仮住まいをマッチング「仮住まいナビ」構築事業

928 東京都 食のデザイン工房ニジノハシ おいしさの法則®️オンライン動画プロモーション事業

929 東京都 AS&S合同会社 4012403004176 自社webサイトの開設とチラシ作成による販路開拓

930 東京都 ルーチェ クラッシカ 家族の絆を深める結婚写真撮影を行うことで販路拡大・売上増加

931 東京都 西田恭隆会計事務所 中小企業のニーズを捉える事業承継支援サービスの提供

932 東京都 ＫieKa　合同会社 3012803001906 自社商品kyoka(仏花)専用ホームページ製作による売上ＵＰ

933 東京都 林ももこ 錫を用いた主に子ども向け商品の開発による販路開拓事業

934 東京都 SUGAWARADAISUKE建築事務所株式会社 1011301023068 コロナ時代に新しい価値観を！空間シンクタンクＰＲプロジェクト

935 東京都 はる動物診療所 ペットの在宅医療用品専門ECサイト

936 東京都 瘧師塗装店 瘧師（ぎゃくし）と塗装店の認知度・視認性向上プロジェクト
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937 東京都 河合敬則公認会計士税理士事務所 「起業に強い税理士」として創業支援をするための認知拡大事業

938 東京都 River Company 自社ＨＰリニューアルによる情報発信と新規顧客開拓

939 東京都 有限会社シューコーポレーション 9012402013405 快適なステイホームを支える全棟浄水器の認知度拡大と集客強化

940 東京都 司法書士事務所イリス 事務所総合ホームページ開設による新規顧客開拓

941 東京都 Hair＆Make　Ange ファインバブル炭酸泉効果を通して来店周期の定着と新規客の獲得

942 東京都 SHIHO TACHIKAWA ターゲット層と販路の拡大

943 東京都 HAIR COLOR CAFE 『美と健康』見た目年齢大改造プロジェクト！

944 東京都 株式会社エクセルギー 2012401012389 「量産型省エネ施設棟」の販促・説明ツール作成事業

945 東京都 YOSAPARK　美with 妊活サポート事業に特化したホームページによる販路開拓

946 東京都 輝氣堂 「レイキ」の非接触型メソッドの開発と伝道者への教育

947 東京都 株式会社KMS 6013101008244 ECサイトの設立と運営

948 東京都 MANAテクノロジー株式会社 2012401037221 新商品PRにおけるパンフレット、WEB制作事業

949 東京都 プレミアネイル OPIジェルのPR強化によるコロナ禍に負けない集客事業

950 東京都 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 9012401019031 介護施設向けヘルスケア・システム製品の販路開拓

951 東京都 パソコンスクールレナセル スマートホンを活用した認知症予防、高齢者の為の事業で販路拡大

952 東京都 株式会社クリーク・ランド 6010701003476 自社及び宿泊施設ホームページからの新規顧客開拓事業

953 東京都 ＣＯＹＯＴＥ バー営業からテイクアウト中心のタコス屋へのシフトと宣伝強化

954 東京都 金の三日月商会 販路拡大に向けたオンライン環境整備と商品ラインナップの刷新

955 東京都 三鷹武蔵境通り法務行政書士事務所 契約書リーガルチェック依頼専用サイト構築事業

956 東京都 株式会社LUNASOL＆CO. 3013101007595 顧客の声を元に店舗設備改善！新規獲得とリピート率向上を目指す

957 東京都 児玉幸子スタジオ株式会社 7012401025345 メディア芸術の国内外販促用WEB制作と日英販売書面の整備

958 東京都 豆工房コーヒーロースト調布深大寺店 店頭での焙煎、抽出体験・予約取引とＤＭによる販路開拓

959 東京都 キャンアイドレッシー調布店 新規集客に向けリスティング広告と予約システムの新規導入

960 東京都 Meagrees/メグリーズ おうち時間充実の為のオンラインコミュニティ構築＆サービス提供

961 東京都 カーリッジ サロンとスクールの認知拡大とスクールのオンライン化事業

962 東京都 株式会社CREATING 6012701015674 HP制作・チラシ頒布等による個人客の新規開拓と訴求力向上

963 東京都 スリービー自動車工業　有限会社 9012702004418 外車修理対応の強化による商圏の拡大

964 東京都 株式会社トレスラボ 2012401036388 テレワーク時代に対応した賃貸物件に特化した検索システムの開発

965 東京都 蒔 新規顧客獲得の為の広告とリピート率向上の為の顧客情報管理

966 東京都 レッドインパルス株式会社 7040001097380 （初学者も含む）ITエンジニア向けYoutubeチャンネル

967 東京都 スクールソフィアお花の教室 ドックマーイお花セラピー講座・会員サイトの認知・販路拡大

968 東京都 レティシア 働き盛りの人向けの『悩みを解決するための講座』の周知

969 東京都 合同会社Ｈ・Ｆ＆Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＹ 7012703001639 ～見やすいホームページとコンテンツ動画で販路獲得する～

970 東京都 合同会社ＣＯＵＳＩＮ 4012703001088 COUSINの有料老人ホーム紹介サービスとオンライン対応PR

971 東京都 介護タクシーＣＯＵＳＩＮ 機器導入とウィルス対策PRによる介護タクシー利用者増加計画

972 東京都 株式会社　光健 2012701007535 女性向けパッケージ開発と広報強化による主力商品の販路開拓

973 東京都 株式会社 FIND-HOUSE 2012701010893 自社サービス認知度向上による新規顧客獲得のための店舗前面改装

974 東京都 Hale海GuestHouse・oshima 施設屋外BBQスペースの屋根増設工事

975 東京都 島の宿近 全天候型屋外食事スペースの設置

976 東京都 株式会社西東京公住管理 3013101000724 一般木造住宅の断熱リフォーム事業のPR事業

977 東京都 SEASOUND SNSと動画配信を活用した集客ができるWEBサイト構成

978 東京都 露伴 ノスタルジックな町並みで和装を体験しよう

979 東京都 檜原雅子 小型揉捻機導入による紅茶の高品質化に伴う売り上げ増進

980 東京都 株式会社ノーザン・インク 6012801016671 新規顧客獲得のための当社サービス周知活動と顧客利便性の向上

981 東京都 有限会社テーエス企画 5012802011061 SNSディスプレイ広告を利用したホームページ制作事業の拡大

982 神奈川県 有限会社福美塗装 4021002056248 野立て看板設置による認知度向上と新規顧客獲得事業

983 神奈川県 はつ花そば大雄山駅前店 感染症予防対策強化によるリピート回数の回復と滞在時間の延長

984 神奈川県 クワポリスジャパン株式会社 1021001068882 美容業界に特化したサプリメント開発と販売促進による売上向上

985 神奈川県 有限会社 小沼酒店 2021002034932 伝統産業を次世代に！良質な和酒を通じて「醸す」人と人との縁

986 神奈川県 クアハウス山小屋・日向渓谷マス釣り場 ＳＮＳによる集客を目指したホームページのリニューアル

987 神奈川県 ＦＵＺＥＥ　ＣＡＦＥ 新規サイクリスト来店者数増加事業

988 神奈川県 有限会社グローバルネット 8021002055881 ライトカスタムカーの認知・顧客獲得に向けたメディアサイト制作
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989 神奈川県 うおぴの 店頭・店内の訴求と徹底した情報発信よる集客強化事業

990 神奈川県 さとうち ホームページ充実、ブランド確立と認知度向上による購入者の増大

991 神奈川県 ことぶき庵 伝統あるそば店の味をファミリー世代にPRとテイクアウト強化

992 神奈川県 灯 ワインセラー、エスプレッソマシン導入によるドリンク部門強化

993 神奈川県 有限会社　齋藤建築 1021002029578 地域のリフォームニーズにお応えする売上改善計画

994 神奈川県 有限会社　西坂硝子 1021002029693 狭小型リフトマシーン活用で商業ビル等のガラス取付の新規客開拓

995 神奈川県 株式会社　HSP研究所　　 6021001050695 愉快な仲間と学ぶメンタルヘルス講座「動画サイト」

996 神奈川県 有限会社高城電気製作所 9021002028985 ３Dプリンター活用小物家電試作機商品化並びに売場開拓事業

997 神奈川県 相州不動産販売 ニューノーマルに対応した郊外移住希望者向け特集ページの制作

998 神奈川県 NAO住環境企画有限会社 3021002056075 一般消費者を対象としたDIYサポート事業の新展開と広報事業

999 神奈川県 有限会社島旅ツーリスト 3021002055985 シニア世代限定タクシーツアー認知度向上・新規会員獲得事業

1000 神奈川県 株式会社TwoDoors 7021001066294 教育プログラム「マインドフルカフェ」広報強化のための施策

1001 神奈川県 有限会社井上製材所 6021002028749 ホームページリニューアルによる企業認知度向上と新規顧客獲得

1002 神奈川県 株式会社工房杢 4021001069630 百貨店催事に代わる新たな販路開拓と自社による催事展開

1003 神奈川県 合同会社こつぼ 9021003006841 ウニの養殖施設導入並びに引き合い先見込客への販路開拓事業

1004 神奈川県 住総サービス HPとマグネット広告を利用したPRによる新規客と認知度の獲得

1005 神奈川県 かいせい動物病院 歯科診療の周知に努め、診療件数増大と処置精度の向上を目指す。

1006 神奈川県 株式会社ワンブーク 4021001066958 販促ツール・チラシ作成による顧客獲得

1007 神奈川県 doma ウェブサイトおよびパンフレット作成による新規顧客獲得

1008 神奈川県 漬物工房佐々木 冷凍庫導入による生産量増大並びに小売店等への味噌等拡販事業

1009 神奈川県 有限会社　関戸製作所 8021002029885 無人回収装置導入によるアルミ素材のロス削減と新規案件獲得事業

1010 神奈川県 割烹旅館五本松 客室換気対策徹底の憩いサービス拡充PRによる既存新規客獲得

1011 神奈川県 みの石滝キャンプ場 キャンプ利用客の要望充足による新規客獲得並びにリピート率向上

1012 神奈川県 (有)岸商店 1021002056151 水質・環境改善で美味しい豆腐づくりによる販路開拓・生産性向上

1013 神奈川県 ピットマニア ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得

1014 神奈川県 株式会社 エコナノクラブ 5021001017167 Webサイト構築と洗浄提案力・設備利便性向上による新規客獲得

1015 新潟県 そば処　與左エ門 観光客向け体験型新プランＰＲ事業

1016 新潟県 プチペンションスノーグース 夏の客室快適度アップで予約、売上＆リピート率増大！！

1017 新潟県 ルージュブラン カフェの利用頻度増加のための新メニュー開発

1018 新潟県 有限会社　萬恒産 1110002034975 WEBでの情報発信、集客力を強化するHPリニューアル事業

1019 新潟県 丸勝会館 真空包装機導入で仕込みの効率化と加工部門の販売促進を目指す

1020 新潟県 斎藤板金 事業所の改装でお客様がくつろげる商談場所へ！

1021 新潟県 酒屋モーター お客さまの安心と信頼を裏付ける機器を導入し新規顧客を獲得する

1022 新潟県 有限会社　宝巌堂 5110002033908 新しい宝巌堂スタイルの提案　おひとり様向け客室改装事業

1023 新潟県 岡鶴堂菓子舗 「実直で飾らない素朴さ」岡鶴堂の味を伝える屋外看板設置事業

1024 新潟県 紙ふうせん 設備投資による県外発送強化・新市場開拓事業

1025 新潟県 株式会社　ミツル 6110001016508 オンラインでの受注獲得のためのホームページ強化事業

1026 新潟県 林瓦店 新たなソフト導入により業務の効率化と販路拡大策

1027 新潟県 株式会社新井田塗装店 8110001030548 ニーズに特化したHPの作成による集客及び問合せ対応の非対面化

1028 新潟県 有限会社　光建工 2110002010819 新住宅商品開発に伴うＷＥＢ戦略と広告強化による販路開拓事業

1029 新潟県 平方商事有限会社 6110002021713 ハンドメイドなサービスを目指した休憩所のバージョンアップ

1030 新潟県 オレンジ株式会社 8110001030176 「身体と心」を整える美容院を打ち出すためのホームページ改修

1031 新潟県 株式会社　河内建築 8110001032998 新規パンフレット制作・配布による広報活動

1032 新潟県 Wasabi Mountain Chalets 館内の快適性アップによるワーケーション及び夏・冬の新規客開拓

1033 新潟県 HAIR SALON ASANO ウルトラファインバブル炭酸泉を活用した新サービスの提供

1034 新潟県 真保道具店 地元のお客様誘致のため、チラシの作成・配布

1035 新潟県 有限会社　上野鉄工所 1110002016874 部品洗浄機導入による納入品質の向上と顧客満足度の向上計画

1036 新潟県 りざえもん農場 新規EC取引による非接触・直接販売の増加事業

1037 新潟県 株式会社　青木農場 8110001031471 おこわ、玄米粉焼ドーナツの新規販路開拓

1038 新潟県 株式会社インテリアレフ 7110001031588 作業スペース確保と顧客管理ソフトによる作業効率化と売上拡大

1039 新潟県 株式会社　もみの木ハウス新潟 9110001031867 動画配信に特化したＨＰで家づくりの大切なことを伝えていこう

1040 新潟県 株式会社　舘野測量 7110001026398 最新測量機導入による作業効率向上と納品の短期化で受注件数増加
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1041 新潟県 (有)咲花観光ホテル 7110002013305 出会いを創り出すＨＰリニューアルによる販路開拓

1042 新潟県 魚善 お弁当需要の取り込みで新規顧客を獲得

1043 新潟県 荻原精肉店 食肉スライサー購入とＳＮＳ等を活用した広告宣伝で作業効率改善

1044 新潟県 有限会社トーショク 4110002020766 温水シャワーで新顧客獲得！ 新メニューと快適さを既顧客に！！

1045 新潟県 株式会社　本田石材 4110001016484 紙媒体パンフレットと実物サンプルを使い、国産墓石の営業を強化

1046 新潟県 Izakayaとなり 地元地域の顧客ニーズに合わせた店舗作りと情報発信事業

1047 新潟県 加藤商店 高齢者向け買い物代行サービス事業の販路開拓

1048 新潟県 恵比寿丸 自慢の海産物を全国の消費者へ向けた販路拡大事業

1049 新潟県 株式会社　新喜久屋 9110001012685 店内を角打ち酒屋へと改装・新潟が誇る地酒を全国へ発信！

1050 新潟県 有限会社　山忠 6110002021127 販売のみから地元食材を調理加工する製造販売への発展

1051 新潟県 ＫＥＡ 美容脱毛での新規獲得と固定客の定着。

1052 新潟県 とも子の神楽 地産山菜の惣菜・お弁当と神楽南蛮で佐渡味覚を発信！事業

1053 新潟県 株式会社カンパーニュ 5110001012342 マイクロツーリズム向け限定商品「スノークッキー」の開発と販売

1054 新潟県 斉藤車体 スキャンツール導入による販路開拓への挑戦

1055 新潟県 有限会社　ドライブイン角谷 8110002033112 地元客に向けた店内個室化とランチタイムでのサラダバー新設事業

1056 新潟県 皐工務店　株式会社 4110001021518 HP更新およびSE構法PRのための動画プロモーション

1057 新潟県 accos 新製品開発、自社サイト制作・広告活用等による販路拡大事業

1058 新潟県 株式会社　ＩＦＣ 1110001026148 複数の広告媒体利用による販路開拓計画

1059 新潟県 有限会社扇弥商店 4110002010387 希少な製造方法のPRによる健康生活のお手伝い

1060 新潟県 株式会社 Qzaemon 8110001033311 安全安心な農作物　お客様への直売ルート拡充事業

1061 新潟県 黒田屋菓子舗 看板商品のリブランディングによる販路開拓事業

1062 新潟県 株式会社　内山大鍜治屋 8110001013197 販路開拓と新規顧客獲得に向けたECサイトを活かす自社HP改良

1063 新潟県 割烹　酒田屋 テイクアウト仕出し部門の強化により販路拡大を目指す

1064 新潟県 HUT　WALL（ハットウォール） オリンピックを体感できるルート課題の設定で新規顧客と売上増加

1065 新潟県 高橋自動車整備工場 作業効率の向上の為、最新のヘッドライト対応テスターの導入

1066 新潟県 株式会社菅原無線電機商会 5110001011245 弾道計測器スカイトラック完備室内ゴルフ練習場

1067 新潟県 魚泉 大幅リニューアルによる「魚屋の惣菜」のPR

1068 新潟県 土屋畳店 新規営業所を通じたPR、営業活動の強化

1069 新潟県 さえもん旅館 印象に残る存在感のある外観への取り組み

1070 新潟県 有限会社オズ 6110002033452 コロナ禍でも安心してお過ごしできる客室づくり

1071 新潟県 ロッヂはやし 新たな顧客開拓の再整備事業（ネット環境・営業活動・館内美化）

1072 新潟県 清匠 抗ウィルス加工おしぼりの開発と販路開拓

1073 新潟県 居酒屋レストラン　けんちゃん お客様満足度向上による来店客増加の取り組み

1074 新潟県 ヘアーサロンホリウチ 見附でナンバーワンのコロナ対策理容店の構築と新メニュー展開

1075 新潟県 理容ほんま 事業承継に向けた店舗改装で新規顧客を獲得し売上増加

1076 新潟県 グローカルスタイル ＥＣ販売強化による商品撮影、検品、出荷作業の環境整備改修工事

1077 富山県 藤岡農園 収穫量の確保と体験型プログラムの新規提供による売上拡大

1078 富山県 山下自動車整備工場 山間地ニーズに対応した安心安全保守サービス強化による顧客獲得

1079 富山県 株式会社エイト 7230001009746 ＯＥＭ受託を強調したＷＥＢページ刷新による販路拡大事業

1080 富山県 民宿　勇助 体験型サービスとＨＰ刷新による過疎小規模観光業の新たな挑戦

1081 富山県 ちょきちょきやさんcolors 訪問美容サービスの向上と認知拡大事業

1082 富山県 株式会社　保内 7230001004937 安定的なはちみつ販売に向けた生産体制の強化

1083 富山県 大長谷ふるさとセンター 豊かな自然環境を活かしたオーベルジュとしての店舗改装

1084 富山県 髪結Jesse ネット予約システム導入とヘアカット写真掲載による新規顧客開拓

1085 富山県 岡本建具工業 雪風揺れに強いハイブリッド雪除け屋根「防雪唐門」販路開拓事業

1086 富山県 株式会社おみでんき 6230001004731 Ｖ２Ｈ導入でモビリティのＥＶ化・脱炭素・電力の自給自足の実現

1087 富山県 MEWSHIP ハンモックとアウトドアギアを活用したテラス席増設

1088 富山県 おせんべい処かなや 希少菓子「がや豆」製造専用機購入で時間と労力の削減に取り組む

1089 富山県 株式会社釈永瓦工事店 6230001018228 中高年層でも利用しやすい安心安全サロン改修で集客アップ！

1090 富山県 ペッツスペース・ワンハート ペットのストレスを大幅軽減！シャンプー設備の導入!

1091 富山県 スワローベーカリー 新店舗開設と設備導入による生産能力の向上と新規顧客の開拓

1092 富山県 イースタン自動車株式会社 6230001004954 次世代エアコンガス対応設備導入による新型車への対応力強化
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1093 富山県 長谷川醸庫・福岡フレーム工業㈱ 4230000011283 明治より受継がれた自家製発酵調味料で開発したスイーツ販売事業

1094 富山県 BEANS（ビーンズ） 関連商品拡充のための店舗リニューアルで新たな顧客層の拡大

1095 富山県 グリル松 手づくりの味をご家庭で！中食ニーズに対応した販路開拓事業

1096 富山県 うし太郎信繁 付加価値の高い「壺焼き芋」の販売機会ロスを解消する体制の構築

1097 富山県 有限会社　雲根 5230002008633 お墓購入を検討する世代への情報発信による顧客開拓事業

1098 石川県 からあげ専門店おっSAMA テイクアウト強化のための体制整備と新メニュー開発の取組み

1099 石川県 株式会社グランデージ 4220001016275 木造住宅用プレキャストベタ基礎の新工法の認知度向上と販路開拓

1100 石川県 中宮紘也建築事務所 当事務所の設計例等を視覚的にアピールするホームページ作成

1101 石川県 フルニシ美容室 地域における認知度を向上させるための各種販促事業

1102 石川県 航心丸 大人気「のどぐろ」の釣り需要獲得による販路拡大事業

1103 石川県 瀬川屋プランニング 白山麓の地域資源と観光資源を活用した新土産シリーズ商品の開発

1104 石川県 開アルミ合金有限会社 6220002015010 製品を展示した商談室設置による新規取引先からの受注率向上事業

1105 石川県 株式会社ホクビ 2220001000495 小ロット個包装印字対応紙ストローの開発と販路開拓

1106 石川県 合同会社Plus 2220003002110 【北陸初】EMS導入による機能改善プロジェクト

1107 石川県 山本設備 ウィズコロナの新生活様式に応じたリフォーム提案による販路開拓

1108 石川県 Clean House K 感染症やウイルス対策を強化したハウスクリーニング事業で販路拡

1109 石川県 有限会社ひらば 7220002014564 快適な店づくりと複合型サービスの推進による販路開拓

1110 石川県 ＳＮＩＦＦ-ＳＮＩＦＦ 訪問トリミングサービスの強化と体験会開催等による販路開拓

1111 石川県 PEACE Riders Marine Base 海上ウッドデッキを整備し、奥能登の魅力を新たに発信する

1112 石川県 そば処浄楽 Ｗｉｔｈコロナ～新生活様式から客層の変化に対応する店舗改装事

1113 石川県 ヘアーサロン・オリーブ エステ市場進出の客単価向上と車いす需要獲得による客数増加の事

1114 石川県 あけぼの接骨院・整体院 バランス調整の新メニューPRによる新規顧客の開拓

1115 石川県 有限会社中林 9220002014587 終活のトータルサービスによってウィズコロナ時代の需要を獲得

1116 石川県 株式会社能登島マリンリゾート 8220001018937 カップル層の顧客獲得による販売促進事業

1117 石川県 能登デザイン室 食のワークショップ体験を通したプロダクト商品の販売促進事業

1118 石川県 レストランまつ本 個室制の昼食プラン導入によってウィズコロナ時代の需要を開拓

1119 石川県 岩城自動車鈑金 大型車両の架装需要に対応した新規顧客の開拓事業

1120 石川県 リーフ動物病院 皮膚科診療の充実による、集客効果・客単価向上の実現

1121 石川県 和菜酒いちい 女性のためのコロナに負けない店作りと新メニューで売上増加

1122 石川県 エビス文具店 「第二の売上の柱」を構築するための取り組み

1123 石川県 Salon＆Shop　N 地域密着型　クラフト甘酒が飲めるドーナツ屋さん開業

1124 石川県 薪工房　上杉 顧客満足度を高めるための商品提供への取り組み

1125 石川県 noie（ノイエ） 空き屋リノベーションで地域を元気に　弊社認知度アップ事業

1126 石川県 喫茶ママンデ 発酵食スイーツの販路拡大事業

1127 石川県 髪工房くらち “理容サロンでの脱毛”でワンランク上の男磨きによる売上向上策

1128 石川県 山崎水産 小売販売を増やすための販路開拓事業

1129 福井県 Dog family pyuna ペット美容サービスの提供環境の改善による生産性向上と売上拡大

1130 福井県 株式会社横山工業 1210001007468 現場での修正変更を可能にする体制の構築による新規顧客の獲得

1131 福井県 有限会社石谷電機 7210002007024 トータルサービスの強みをアピールするＨＰによる新規顧客獲得

1132 福井県 中藤食堂 新メニュー開発並びにお客様本位の空間提供による新規顧客の獲得

1133 福井県 きよしや 中高齢者のお客様の満足度を高めるための設備導入と販路開拓

1134 福井県 よしおかや 品質を高めるための設備導入と新規顧客の集客に向けた販路開拓

1135 福井県 ひさみ 北陸新幹線敦賀開業の機会を見据えた満足度向上のための設備改修

1136 福井県 昭和館 コロナ禍の収束を見据えた店舗改修と販路開拓事業

1137 福井県 藤乃屋 若狭フグの全国宅配に向けたＥＣサイト構築と販路開拓

1138 福井県 ドライブインやまだ 看板メニューのテイクアウト販売実施のための設備導入と販路開拓

1139 福井県 葛と鯖寿しの店　まる志ん パンフレット・ＤＭチラシ作成による広報活動の強化事業

1140 福井県 クローバーとスピカ 道の駅等での外販、受注販売に対応するための設備設置と販路拡大

1141 福井県 三方林材株式会社 5210001010955 新聞折込による周知活動と店舗からのコロナ対策工事の受注

1142 福井県 合同会社　木創 8210003001215 新規ホームページ作成で認知度アップと新規顧客の獲得

1143 福井県 宇野建築 設備購入による作業場の改善、見学会の実施による顧客満足の向上

1144 福井県 株式会社早見グリーン 4210001002854 伐採材の利活用による新たな収入源確保と収益性の改善
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1145 福井県 株式会社ナカノ 9210001016577 POSレジ導入による購買動向分析から販路開拓を進める事業

1146 福井県 おくたに理容所 店内のバリアフリー改装による既存顧客のリピート期間延長事業

1147 福井県 高橋鮮魚店 高性能な水槽設備への改善による活魚小売サービス強化事業

1148 福井県 コルネ株式会社 1210001014919 EC構築のニーズの高まりに応えるサービスの認知度向上

1149 福井県 焼肉かなや 顧客サービス向上と売上増加に向けた精肉デリバリー販売事業

1150 福井県 西森渡船 浴場施設の環境改善による宿泊客の集客力向上

1151 福井県 株式会社　中島機械 1210001014365 商品の販売増を図るためのホームページの作成

1152 福井県 株式会社G.A.Yellows 6210001012190 ホームページの充実を図り、ＰＲ強化と販路開拓

1153 福井県 有限会社髙橋眼鏡 7210002012222 産地のチタン加工技術とITを活かしたアウトドア商品の販売

1154 福井県 津室屋旅館 イス・テーブルセット導入による顧客受入体制の整備

1155 福井県 高田鮮魚店 新規設備導入でのフードメニュー強化による売上拡大

1156 福井県 ヘアメイク　ルーツ サービスメニューの改善による顧客満足度向上と販路開拓事業

1157 山梨県 株式会社ネオ・クラフト 1090001002688 ＥＣショップによる自社ブランドの販路拡大

1158 山梨県 近江屋 小菅村の食材を使ったテイクアウト専門店の認知度向上と販路拡大

1159 山梨県 壽屋製麺所 市場ニーズに応じた新たな温泉麺シリーズ開発による販路開拓事業

1160 山梨県 有限会社　マルサン食品 2090002003916 店舗誘導・商品PR看板設置による来店者数と売上アップ

1161 山梨県 有限会社　山田屋 6090002015437 大型ダイニングテーブル設置による販売機会ロス削減と販路開拓

1162 山梨県 佐藤木工 銀座ギャラリーでの個展開催による新規顧客開拓

1163 山梨県 株式会社山田石材店 1090001007745 お客様ニーズに対応した供養関連業務の強化による売上高拡大策

1164 山梨県 山梨スポーツ都留店 カラダのメンテナンス!　ボディケア・ケアアイテムで販路拡大

1165 山梨県 イワショー株式会社 6090001011809 環境配慮型の事業活動を実現させる支援サービスの販路開拓事業

1166 山梨県 ふえふき鍼灸マッサージ治療院 鍼灸マッサージによる不妊療法をＰＲして顧客を増やす取り組み

1167 山梨県 株式会社古屋製作所 5090001008954 ネットを利用したワンストップサービスの確立による販路拡大

1168 山梨県 株式会社後藤商会 3090001008898 バロック珠を使った唯一無二のオリジナル新商品の開発と販売促進

1169 山梨県 甲府電器部品株式会社 2090001009096 山梨県産果物での個人向け高品質高付加価値商品の開発と販路開拓

1170 山梨県 有限会社ピーチ専科ヤマシタ 6090002010867 果実を使ったテイクアウト販売・ネット通販用の新商品の開発

1171 山梨県 アグベル株式会社 5090001016354 オンライストア開設によるBtoCの新たな販路の開拓

1172 山梨県 株式会社くだもの厨房フクヨシ 7090001012756 レトルトフルーツカレーの新規開発と送付用箱デザインの作成

1173 山梨県 株式会社八ヶ岳ホームサービス 9090001014949 看板リニューアルによるリフォーム業と不動産業のタイアップ

1174 山梨県 CAFE TRETAR 「おうちでＴＲＥＴＡＲセット」の開発で経営改善と発展の両立

1175 山梨県 おもちゃ箱イカロス オリジナル包装紙・シールデザインの作成による新規顧客獲得事業

1176 山梨県 ペンション わっ コロナ禍でも安心して宿泊できるペンションへの事業転換

1177 山梨県 wood　bell　furniture オーダー家具の販路拡大による３ＤＣＡＤとＨＰ全面リニューアル

1178 山梨県 ホサカスタジオ 空撮サービス導入による撮影の高付加価値化と新分野への販路拡大

1179 山梨県 バイクヴィレッジアトム 高齢者の日常生活を支える電動カートの販売強化による経営の向上

1180 山梨県 牧丘のオオムラぶどう園 オリジナル宅配箱の開発と新規顧客獲得のための広報活動

1181 山梨県 cafe karfa 洋菓子販売拡大による新たな顧客獲得

1182 山梨県 青山どうぶつ病院 診療体制の業務効率化による顧客満足度向上と客単価向上事業

1183 山梨県 名取電気商会 ドローンを活用した「太陽光パネル発電効率診断」サービスの提供

1184 山梨県 有限会社　佐野工務所 1090002015202 顧客それぞれのライフスタイルを実現する家づくりの動画制作

1185 山梨県 合名会社米屋時計店 4090003000423 最新のレンズ加工機を導入！精度向上と対応種類増加を図る！

1186 山梨県 月夜見山荘 生そばの販売に向けた加工所の整備による販売チャネルの多様化

1187 山梨県 アーキデザイン ホームページで情報発信して業績を向上、安定させる

1188 山梨県 有限会社カワグチ企画 2090002015226 自社ECサイトの新規顧客獲得、認知拡大に向けたweb広告事業

1189 山梨県 ヘアーサロンメンズ・ビー 障がい者対応の多機能理容椅子導入による新規顧客の獲得

1190 山梨県 カワノ自動車 お客さまニーズに合致したリースカーサービス開始とその販売促進

1191 山梨県 株式会社　海人 4090001006637 フルーツを含む植物由来成分の高水準美容液の開発及び販売

1192 山梨県 オーガニックライフ八ヶ岳株式会社 6090001011742 Webサイト再構築による新規顧客獲得及びIT強化事業

1193 山梨県 石和車輛販売有限会社 6090002008119 作業(タイヤ組み換え・バランス)の内製化による新たな販路開拓

1194 山梨県 ties.28 絆をつなぐワンポイントシルエット「部活動絆マスク」の販路開拓

1195 山梨県 プログレッシブフィールド 学習塾開校による教育型スポーツクラブの創設と販路開拓

1196 山梨県 有限会社橋本屋旅館 4090002015018 自社の強みを活かした宿泊プランの提供とＰＲ強化による顧客開拓
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1197 山梨県 株式会社ピカーズ 5090001014283 移動式カーディテイリング施工環境の整備による販路拡大事業

1198 山梨県 シワ・タルミ専門サロン　Ｌｉｓ　Ｐｒｉｖｅ シワ・タルミ専門サロンの新規顧客創出に向けた戦略的ＰＲ事業

1199 山梨県 ドッグケア コロナ禍でもペット共存の地域を創出し、新規・継続顧客の充実

1200 山梨県 SSS 出張重機修理サービス事業の立ち上げによる受注拡大と売上アップ

1201 山梨県 有限会社イイジマコーポレーション 9090002004511 レンタルコンテナ事業を核とした新事業の開発と販路開拓

1202 山梨県 炭火焼ダイニング華金 テイクアウトをきっかけにした認知度アップと新規顧客獲得

1203 山梨県 シミズKADEN 家電製品からリフォームまでくらしまるごとサポートへの事業転換

1204 山梨県 有限会社ファーム・オブ清里 6090002014257 ニューノーマル業態をコアにした事業再構築とウェブでのPR

1205 愛知県 株式会社 Toshin 3180001100217 超境ECによるマイクロバブルシャワーヘッドのアメリカ市場進出

1206 長野県 Ｍｏｒｐｈ パン以外の関連製品の製造・販売からの新規お客様獲得

1207 長野県 軽井沢ガレーヂ ガレージハウス事業における地元情報誌を活用した新規販路開拓

1208 長野県 エイアイピイ株式会社 8100001009460 「自分へのご褒美！」軽井沢高原いちごスムージーによる売上拡大

1209 長野県 南信州あじさい農園 産地直送宅配便・顧客管理システム「産直くん10」導入事業

1210 長野県 合同会社ぷてぃ・べるじぇ 8100003005929 オンラインショッピングのスマホ用ページの全面改修事業

1211 長野県 Hair & Spa gala 地域初ウルトラアインバブルで感動を呼び新規紹介、増‼

1212 長野県 伊那食品株式会社 2100001023005 「３つのＫ（簡便・個食・健康）」に対応した野沢菜漬商品の開発

1213 長野県 ヤナギヤ テイクアウト商品販促活動による経営継続事業

1214 長野県 もりもり農園 ホームページを活用した自社ブランドPRと非対面ビジネス構築

1215 長野県 トータルヘアープロデュース　ベイス 新サービス「髭脱毛プラン」による新規顧客獲得事業

1216 長野県 EST(エスト）　SUGADAIRA ３密回避と安心・安全なペンション運営の構築

1217 長野県 和酒酔処　進 新型コロナウィルス感染症万全対策とテイクアウトで販路開拓図る

1218 長野県 合同会社しなのディスカバリー 9100003005374 With/postコロナ・密を避けた自然体験ツアー　販路開拓

1219 長野県 株式会社　富士屋ホテル 1100001010474 コロナ禍でニーズの高まる貸切り風呂の活用

1220 長野県 有限会社軽井沢ドライ 3100002013029 広告掲載と自社ホームページの更新による新規顧客の獲得

1221 長野県 solosolo 店舗環境改善による衛生及び利用面・イメージ・顧客満足度の向上

1222 長野県 ちくりん 新しい生活様式に対応した店舗作り及びチラシ配布による販路開拓

1223 長野県 河井工器株式会社 6100001021178 デジタルマーケティング導入による営業力強化

1224 長野県 有限会社うめや料理店 3100002016130 ホームページ開設と感染防止対策の見える化で販路開拓

1225 長野県 株式会社信州市田酪農 3100005009981 シードルと牛のグッズで販路拡大・新規顧客開拓を図り店舗売上増

1226 長野県 はなまる屋満天商店株式会社 4100001029421 自立した営業モデルの構築と地域生活支援事業の計画

1227 長野県 株式会社グローバルリング 4100001032219 ホームページのリニューアルと広報活動強化による新規顧客の拡大

1228 長野県 有限会社御岳トータルマネジメント 1100002027600 観光と食～過疎地域における飲食店のＰＲ戦略～

1229 長野県 株式会社林材木店 6100001023100 南信州の魅力と当社の快適生活提案/施工店舗の案内・地域活性化

1230 長野県 株式会社中央サービス 9100001023452 足場屋としての認知度向上と地域内初の新サービスの提供

1231 長野県 園鍼灸治療院 安心して来院いただける鍼灸院・美容鍼強化における新規顧客獲得

1232 長野県 有限会社　由喜松 1100002037599 店内バリアフリー環境整備化とコロナ対策のPRによる顧客定着化

1233 長野県 高原のアロマkomoot ストレス社会に貢献　～広告宣伝の強化による新規顧客獲得～

1234 長野県 株式会社矢口工務店 2100001017444 ホームページの刷新とスマホ対応による新規顧客獲得

1235 長野県 Core　Hearts シェアスペースの開設とホームページ・チラシによる顧客獲得

1236 長野県 株式会社　里山生活 4100001030610 新サービス提供とホームページリニューアルによる集客増

1237 長野県 ATS青木塗装サービス カラーシュミレーターや新聞広告を使った販路開拓事業

1238 長野県 株式会社エルソル 8021001052302 白樺高原ブッシュクラフト体験工房の開設

1239 長野県 焼肉くんくん 信州プレミアム牛の希少部位を家族皆で楽しむ焼肉屋のおもてなし

1240 長野県 momoGファーム ネット販売導入で安心安全な食材を提供し新規顧客獲得を図る

1241 長野県 株式会社幸の湯 1100001012207 ワーケーションプランの推進と自炊スペースの整備

1242 長野県 株式会社丸池ホテル 6100001012268 新規顧客獲得のためのHPリニューアル販路拡大事業

1243 長野県 山田衣料品店 魅せる刺繍でオンリーワンアイテム商品の提案提供による販路開拓

1244 長野県 株式会社角間薬局 2100001017733 POSレジを導入して新たなサービス券の発行事業による販売促進

1245 長野県 株式会社ヴィニクローブ 6100001031937 ワインのラベルデザイン開発及びホームページ制作による販路開拓

1246 長野県 合同会社　彩里 9100003004491 地域密着型通所介護事業による利用者と収益の拡大及び地域貢献

1247 長野県 二の池ヒュッテ 売店受付を移設拡充して登山者と顔を合わせた交流からの販売促進

1248 長野県 Berry Farm原村の清水さんち ベリーの真空パックによる長期保存とカフェの商品開発
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1249 長野県 Resort  Garni  CORU 浴室改装と情報発信によりシニア世代への訴求力向上を図る

1250 長野県 洋菓子のSHIOHARA ＩＴとチラシ活用でロゴマークと知名度を広め販路拡大をめざす

1251 長野県 有限会社　大喜泉 3100002027631 新たなオリジナル商品の製作による付加価値の創造と販売促進

1252 長野県 堀内畳店 畳ボードを活用して和紙表の認知度向上・販路拡大

1253 長野県 有限会社イホク 9100002035091 ホームページを活用した販路エリア拡大と雇用創出の取り組み

1254 長野県 有限会社湯本旅館 1100002018764 ホームページの刷新とパンフレット配布による販路開拓事業

1255 長野県 宿屋　白金家 コロナ禍における、国内を中心とした新たな顧客獲得事業

1256 長野県 手打ちそば　山笑 そばを活かした新商品の開発と客単価向上事業

1257 長野県 有限会社　小柴屋 8100002023535 液体急速凍結器導入で信州サーモンメニューの安定販売の確立

1258 長野県 KITAKAMI WORKS バック・トゥ・ザ・ネイチャーで伐採・薪・木工品を宣伝

1259 長野県 松下建築 薪ストーブ・キャンプ用薪の製造・販売・出張薪割り事業

1260 長野県 有限会社　大黒開発 8100002023221 売上倍増計画

1261 長野県 株式会社D-style Housing 1100001030175 待ちから攻めへの営業展開、一次取得者の確保

1262 長野県 有限会社翁長溶接 7100002035309 新分野のアルゼンチン料理移動販売導入で、売上の安定化を図る

1263 長野県 有限会社イブ 6100002015666 ＨＰ開設及びＳＮＳの結び付けで販路拡大と売上の獲得

1264 長野県 テルミナリアコーヒー 大型焙煎機導入によるコーヒー豆生産量の拡大と新たな販路の開拓

1265 長野県 十石屋米酒店 コロナ禍の売上減少を回復！！「焼き菓子製造・販売事業」

1266 長野県 関観光農園 ホームページのリニューアルで「ぶどうのネット販売」拡大事業

1267 長野県 LEGO フォトウェディングのメニュー開発とHP掲載による販路開拓

1268 長野県 ジャイロキネシス教室　東御 ジャイロトニックを活用したプライベートレッスンによる販路拡大

1269 長野県 有限会社田中製材工業 8100002015796 他社との差別化した販促品で資料請求を促し受注率の向上をねらう

1270 岐阜県 有限会社幸山 4160002000697 「関ケ原　幸山」の価値の見える化による販路開拓！

1271 岐阜県 ビルダーズ株式会社 4200001016525 新規顧客層の獲得に向けた機械設備導入による新サービス事業

1272 岐阜県 GARAGE重蔵 女性の新規顧客獲得に繋がる店舗イメージ向上事業

1273 岐阜県 おしゃべり停 新しい生活様式に対応するためのサービス提供とお店づくり

1274 岐阜県 今西土地開発株式会社 9200001016173 ターゲット顧客を絞ったローコスト住宅のPRによる受注促進事業

1275 岐阜県 株式会社島崎総建 6200001032438 元請受注の増加に向けた商談所を活用した販促活動の強化事業

1276 岐阜県 はちみつ王国 岐阜県を代表し全国で愛されるお土産へ成長させるための認知向上

1277 岐阜県 ヘアーサロンCera 宣伝活動の強化による新規顧客の獲得と顧客満足度向上への取組

1278 岐阜県 山中自動車 大野町及びその周辺地域における自動車整備力ＰＲ事業

1279 岐阜県 中原鉄工株式会社 8200001029432 元請の新規受注獲得に向けたＷＥＢサイト構築による販促強化事業

1280 岐阜県 横山プラスチック工業株式会社 4200001006699 当社の強みを周知し新規顧客獲得に繋げるための広報活動

1281 岐阜県 有限会社ミノウラエージェンシー 4200002022398 自社ホームページの改修による新規顧客の開拓

1282 岐阜県 有限会社　カクレハ 1200002025081 キャンプブーム到来！場内設備の充実と販促物一新で増客をはかる

1283 岐阜県 有限会社岩寿荘 3200002024288 アフターコロナを見据えた新サービスプラン展開のための事業

1284 岐阜県 ワイテック 地域の高齢者に快適な暮らしを提案する地元密着プチショールーム

1285 岐阜県 株式会社水環境電池 8200002023097 自社商品の知名度向上に繋がるインターネットを活用した広報活動

1286 岐阜県 ハンバーグ＆ステーキレストランＫＯＤＡＣＨＩ 厨房の生産性による提供時間短縮とテイクアウト弁当の販路開拓

1287 岐阜県 株式会社和工 4200001030526 機械導入による解体事業の顧客開拓

1288 岐阜県 鮨飛脚三町店 宅配・テイクアウト需要増大を契機とした新規顧客獲得

1289 岐阜県 有限会社　近藤建築 8200002010647 近隣中堅ゼネコンからの依頼増に対応するための回転レーザー導入

1290 岐阜県 ティードリーム フルフラット式シャンプー台を導入し高齢者に優しい店づくり

1291 岐阜県 ココカフェ レーザー加工機によるオリジナルの食品・土産品開発

1292 岐阜県 株式会社クリア機械 5200001033981 新規顧客獲得へ向け、潜在顧客の掘り出しにつながる広報事業

1293 岐阜県 株式会社タナバシアルミ 4200001036432 看板設置による新規顧客獲得のための宣伝活動事業

1294 岐阜県 むすぶ農園 コロナ禍を乗り越えるための直売所の販売強化に向けた店舗改装

1295 岐阜県 株式会社ケーアール 8200001029481 ホームページによる新規顧客獲得事業

1296 岐阜県 株式会社エデュカーレ 3200001037101 講座サービスオンライン化のためのポータルサイト作成事業

1297 岐阜県 株式会社　桑原組 8200001014509 壁面広告による新規顧客と売上増加を図る事業

1298 岐阜県 株式会社渡辺組 4200001014462 新規設備の導入による、顧客満足度と売上増加を図る事業

1299 岐阜県 有限会社ナカヤマ 7200002011051 車のタイヤは大事！タイヤ交換で人がつながる販路開拓！

1300 岐阜県 有限会社飯沼工業 4200002015294 新規顧客の獲得に向けた地域内の認知度アップと付加価値向上事業
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1301 岐阜県 ブロックヘッドアイデアワークス 展示スペースを確保！製品の見える化で新規顧客を集客する

1302 岐阜県 株式会社　中原 8200001014624 看板・シャッターリニューアルで強力アピール、新規顧客獲得事業

1303 岐阜県 マブチバーバーショップ プライベートスペース設置によるユニセックスサロンの実現

1304 岐阜県 株式会社バイパス給食センター 9200001011389 感染リスクと家事負担が軽減できる夕食宅配サービスを周知する

1305 岐阜県 株式会社ファニーサンクス 4200001030575 お客様の熱い要望に応えたテイクアウトメニューの新商品開発

1306 岐阜県 マツバラ薬局 看板及びリーフレットの作成による新規顧客開拓を目指す取組

1307 岐阜県 有限会社菓舗ひとつばたご 8200002024309 Webサイトリニューアルによるコロナ禍新規顧客の獲得事業

1308 岐阜県 伊藤建工株式会社 2200001014935 ホームページを活用した非対面型営業活動への転換計画

1309 岐阜県 有限会社村上設備 2200002027457 ホームページとチラシによる会社知名度向上と民間元請受注の増加

1310 岐阜県 辻善 店舗外装リニューアルによる強みアピールで来店顧客促進事業

1311 岐阜県 合資会社酒のいとう 2200003002822 最もワインに適した環境を維持できるワインセラーを設置する酒屋

1312 岐阜県 株式会社ネクトリー 2200001034248 ルックブックで自社ブランドＰＲにより新規顧客獲得

1313 岐阜県 株式会社フクモク 2200001017608 自社EC取引による地域材商品開発と非接触型による販路開拓事業

1314 岐阜県 有限会社七宗食品 9200002016783 『わくわくする』価値提供で七宗へ呼び込め全国へ販路拡大大作戦

1315 岐阜県 Steady Auto 店舗の認知度向上に向けたホームページ並びに看板の作成事業

1316 岐阜県 食事処しずなみ お客様に安心し快適に寛いでいただける店内環境整備事業

1317 岐阜県 クチーナ　オルセッティーナ ７周年にあわせた新店舗における新たな取り組みと情報発信事業

1318 岐阜県 あずま整骨院 身体のプロである接骨院が行うボディメイクサービスの確立

1319 岐阜県 株式会社松車 8200001016298 ワンストップでの特殊な車種整備サービスに向けた機械設備の導入

1320 岐阜県 カラーズ 便利屋の認知度アップのための広告掲載と看板設置でＰＲ事業

1321 岐阜県 栞house 「ハーフビルド」を知っていただくためのホームページ新設事業

1322 岐阜県 株式会社ゲッポウ 3200001036897 商品の拡販に向けた新システム構築 

1323 岐阜県 NSプロデュース 認知度及び顧客満足度向上に向けた看板設置事業

1324 岐阜県 株式会社サンセキ 5200001011070 ニーズに合わせた情報をＯＢ顧客に届ける！～感覚から実証へ～

1325 岐阜県 有限会社ホウコク木工 4200002026630 家具・装備品出荷額No.1の大阪に向けた新規取引先開拓事業

1326 岐阜県 有限会社シモガタ 9200002026535 愛車のベストコンディションを迅速に提供する新設備導入事業

1327 岐阜県 かみのほゆず株式会社 6200001028790 加工機械導入による作業の軽減とコスト削減による売上拡大

1328 岐阜県 有限会社　神明山荘 9200002027517 お客様に安心し快適に寛いでいただける店内環境整備事業

1329 岐阜県 株式会社飛騨建石 5200001025888 現場彫機械を活用した工事短納期化による顧客満足度向上事業

1330 岐阜県 あそびば・coffee 栄徳屋 ３たて珈琲を高山から配信、全国の人に楽しんでもらう。

1331 岐阜県 池野板金工業 看板作成等による販路開拓への取組み

1332 岐阜県 Doux la fee 地元に根付くためのホルモン焼専門店の認知度向上事業

1333 岐阜県 長谷川商店 新規顧客獲得のため当店の知名度の向上と利益確保を行う事業

1334 岐阜県 平和錦酒造株式会社 3200001017508 国道沿いに看板設置、酒蔵見学・試飲をＰＲし顧客獲得を狙う

1335 岐阜県 Natural sweets 1/2cup 食の健康志向の高い顧客獲得に向けた総合的プロモーション事業

1336 岐阜県 協和可鍛鋳鉄株式会社 3200001016063 特殊鋳物FCMBの鋳造工場の認知向上のためのHP作成

1337 岐阜県 有限会社潮音坊 2200002009612 真空パックで惣菜等の販売、業態変革で、新規販路の開拓！

1338 岐阜県 帝鋼フェンス ホームページリニューアルでステイホームをＰＲし、収益増加！

1339 岐阜県 KAOMI 有機栽培ハーブ園にてオリジナル新商品の開発による顧客獲得

1340 岐阜県 ｎｉｋｏ 看板新設等でトータルビューティケアをＰＲ、ネイルサロン改革！

1341 岐阜県 アイデックス株式会社 9200001029588 地元中小企業密着型リモート操作によるＩＴサポート販路拡大事業

1342 岐阜県 和カフェ　珈凛 祝！５周年　和カフェの販促強化によるファン獲得大作戦！！

1343 岐阜県 有限会社　牧野電気 4200002014767 当社の認知度アップを図る為のホームページ開設

1344 岐阜県 みのり家 古民家宿での“昔”体験にさらに磨きをかけ古民家好きを獲得！

1345 岐阜県 はじめ焼き菓子店 飲食スペースと生産体制整備による顧客獲得＆顧客満足度向上事業

1346 岐阜県 荘水館 宿泊・ランチのPRとトイレ整備による満足度向上・顧客獲得事業

1347 岐阜県 湯口畳店 「地域唯一の畳店」として事業継続するための地道な販路開拓事業

1348 岐阜県 Regalo 認知度アップのための看板の取り換え

1349 岐阜県 有限会社　新和自動車 8200002009508 スピーディー・綺麗・低価格の鈑金塗装サービスを自社HPでPR

1350 岐阜県 有限会社岐南カレンダー 6200002010599 多穴パンチ製本機導入による卓上カレンダー新商品開発と販路拡大

1351 岐阜県 株式会社　直売倉庫 1200001012592 最高レベルの清掃・除菌・抗菌を安価に提供するためのHPの作成

1352 岐阜県 株式会社 杉方 7200001030366 めがねのインターネットショッピングのためのリニューアル
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1353 岐阜県 山博板金 費用構造の見直しと利益率向上に向けた設備導入

1354 岐阜県 as  one 看板設置による美容室「as one」の認知度向上事業

1355 岐阜県 有限会社丸フジ産業 1200002018366 看板設置と予約管理システムの改修により顧客獲得

1356 岐阜県 田中フードサービス株式会社 6200001027454 看板改修による認知度向上で新規顧客獲得！

1357 岐阜県 伊藤鍼灸医療器製作所 EC販売ツール強化による売上拡大

1358 岐阜県 剛建 ホームページ開設によるエクステリアの新規顧客獲得事業

1359 岐阜県 森料理店 情報発信力向上により当店の魅力を伝えて顧客数アップ！

1360 岐阜県 Café　Shiranui 田舎の空気でリフレッシュ！自然と食のアウトドア事業

1361 岐阜県 有限会社東和メンテナンス 2200002022342 商談スペースの設置による新規取引先獲得事業

1362 岐阜県 よしかわ 顧客満足度を高める店舗改装による新規顧客獲得事業

1363 岐阜県 FREC株式会社 5200001029567 コロナ渦の飲食店を救うためのサービスPR用サイト構築事業

1364 岐阜県 桑原食料品店 高齢者ニーズに対応するための新しいサービスと販売方法の導入

1365 岐阜県 美容室ベアー ニーズに対応した新施術サービス提供による持続的経営を目指す！

1366 岐阜県 有限会社　今庄 3200002027159 看板のリニューアルによる販路開拓事業

1367 岐阜県 幸建 お客様スペースの設置による販路開拓事業

1368 岐阜県 天領酒造株式会社 8200001025836 パンフレットの作成と新しい試飲コーナーの設置による販路開拓

1369 岐阜県 翠園 店舗改装による「居心地の良さ」を改善で顧客満足度向上

1370 岐阜県 有限会社　焼肉富士屋 9200002018029 ＧＷは当店の美味しいお肉をご自宅で！広告掲載でＰＲ事業

1371 岐阜県 岩村醸造株式会社 1200001023945 オンラインショップ売上拡大に向けたチャットボット案内機能導入

1372 岐阜県 花菱草餅店 商品の強みを強調した、通行人に分かりやすい店舗看板への改修

1373 岐阜県 伊藤石油店 最新型洗車機導入によるカーメンテナンスサービスの付加価値向上

1374 岐阜県 hairsalon agac 世界初のマイクロバブルシステムでカラー利用客の悩みを解消！

1375 岐阜県 SQUADRA MURASE&Co. 主力製品の変更に伴うHPのリニューアルと販路開拓事業

1376 岐阜県 ゆけむりランドリー 当店の認知度向上のための情報発信事業

1377 岐阜県 有限会社田口建築 7200002027543 ホームページ作成による情報発信の強化事業

1378 岐阜県 花よし生花店 陳列棚導入による店頭での商品PR事業

1379 岐阜県 ドックカフェわんモア 当店のPRを行うための情報発信事業

1380 岐阜県 有限会社根尾タクシー 3200002009677 地域で一番早く駆け付けるタクシーの実現に向けた新待機所の設置

1381 岐阜県 ｎｏｒｕｎ コンシュマー向け　デザイン・撮影サービス

1382 岐阜県 株式会社 工和製作所 3200001014777 ＨＰリニューアルで「日本一小回りのきく金型屋」になる！

1383 岐阜県 有限会社　こばやし 1200002027615 安心・安全な眼鏡・補聴器専門店のＰＲ強化事業

1384 静岡県 峯水写真事務所 極細ファイバースコープによる撮影機材の開発と素材制作

1385 静岡県 みなとや 平日限定デザートによる女性客の獲得と個人盛りコースの開始

1386 静岡県 エンテック有限会社 5080402014833 品質管理体制の強化による顧客信頼度向上の取組み

1387 静岡県 雅楽之助　天王店 顧客満足度向上のための店内改装と祝日ランチによる顧客獲得

1388 静岡県 CHRONO プライベートサロンを強調する看板と満足度を上げる為の機器導入

1389 静岡県 浜名湖感謝村 みかんの地方発送強化による販売促進

1390 静岡県 エクステリアトライ お客様のご希望に合わせた外構リフォーム工事の受注強化

1391 静岡県 株式会社キタイ電気 8080401016984 太陽光パネルメンテナンスに困った方へ向けた販路開拓

1392 静岡県 ELATE COSME WORKS 美容院オーナーに向けたWEB集客と開発商品の提案

1393 静岡県 有限会社番匠 8080402006349 伝統技術を生かした住宅づくりをPRするためのHPリニューアル

1394 静岡県 夏目建装 信頼を分かり易く伝えるＰＲ活動で外壁塗替工事顧客獲得

1395 静岡県 炉ばた館 ホームページリニューアルによる情報発信強化と新規顧客獲得事業

1396 静岡県 いなばや旅館 高齢客にさらに優しい旅館の実現へ、食事会場にテーブル席導入

1397 静岡県 和食処　七海 人気和食メニューの真空パック商品化、SNS活用世代へ販路開拓

1398 静岡県 和風ビストロ夢想屋 テイクアウト等の弊店情報を発信する為のＷＥＢ構築

1399 静岡県 伸東養魚有限会社 9080402009648 伸東ヒラメの一般顧客向け商品開発と量産化事業

1400 静岡県 チャイニーズダイニング杏 安心・安全な店内換気とテイクアウト販売促進による売上回復

1401 静岡県 有限会社クボタフラワーズ 3080102010060 大量仕入が可能な花屋専用大型冷蔵庫の導入による新たな販路開拓

1402 静岡県 水野徹 パンフレット制作と冷蔵庫の設置による直接販売の強化と売上向上

1403 静岡県 有限会社髪空間 3080002015333 新たな発毛・育毛技術導入による独自専門サービスの展開

1404 静岡県 La vibelle 施術室の増設及び商品販売の強化による売上の向上事業
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1405 静岡県 株式会社もちのき 4080101012379 焼き菓子の生産性向上による販売拡大事業

1406 静岡県 株式会社ワイケイティー 5080002015018 独自のブレンド技術と個包装技術 による食品製造取引増加計画

1407 静岡県 西光エンジニアリング株式会社 6080001016536 新分野の顧客に機械性能を正確に伝え成約に繋げるための動画作成

1408 静岡県 さかの動物病院 日本人のみでなくブラジル人にも対応したホームページを作成する

1409 静岡県 ヘアサロンアツミ コロナ禍における中高年顧客取り込みのためのトイレの洋式化

1410 静岡県 株式会社SEED 8080402009302 自社ブランド商品(D2C)を入口としたプロモーション活動

1411 静岡県 東海住宅株式会社 7080001014019 高気密・高断熱にこだわったゼロエネルギー住宅の販路開拓

1412 静岡県 ねぎや商店 女性シニア層に食の楽しさを届けるランチ＆喫茶営業の開始

1413 静岡県 山本潜水工業有限会社 2080102021843 温泉施設改善による日帰り入浴もできる旅館へ

1414 静岡県 鈴木製茶 当店オリジナルのお茶のパッケージ開発とＷＥＢによる販路開拓

1415 静岡県 ル・パラディ 利便性向上を図る和モダンな撮影空間の設置による新規顧客獲得

1416 静岡県 肩こり腰つう倶楽部 「美」をテーマにした施術の提供と周知強化による女性客の開拓

1417 静岡県 misaki coffee 地元近隣にお住まいの方へのシフォンケーキ等販売による販路開拓

1418 静岡県 氷工房にはし ２種類の氷を使ったかき氷の食べ比べメニューの開発

1419 静岡県 かもめの珈琲屋さん ホームページの作成と販売網の開拓

1420 静岡県 花海月 食事処の個室化によるコロナ対策と安心・安全な飲食の提供

1421 静岡県 Agu’sアーク合同会社 9080403003939 心身ともに美しい女性へ導くカウンセリング美容サロンの新規展開

1422 静岡県 アキカワ工業 強みを活かしたオーダーメイド製作による新規顧客獲得

1423 静岡県 P.O.ウェルネス 「作業能力拡充」と「製品開発」によるサービス向上及び販路拡大

1424 静岡県 株式会社ガーデン・エクステリア草庵 2080001021449 団塊ジュニア世代をターゲットとした遺品整理事業のPR動画作成

1425 静岡県 ヤマカ松本商店 子育て家族にも手の届きやすい吉田町産鰻レトルトパックの販売

1426 静岡県 ＳＬＯＷ 付加サービスをプラスしたヘアカラー専門店のPRによる新規開拓

1427 静岡県 有限会社浜名湖フィッシングリゾート 8080402013592 ファミリーが安心して楽しめるアウトドアの情報発信

1428 静岡県 ペットショップホノホノ 高齢のわんちゃんでも、元気に家族と楽しく過ごせるように。

1429 静岡県 株式会社ヤマセイ 8080401016225 ミールキット製造への注力とホームページ開設による販路拡大

1430 静岡県 天龍MST株式会社 5080401016888 パーカライジングの用途紹介を核とした情報発信による顧客開拓

1431 静岡県 寿し豊 コロナ禍の消費者動向を捉えた販売促進による域内の新規顧客開拓

1432 静岡県 有限会社マルウ 8080402020465 シラス加工場のHP・ECサイトの開設による新規顧客開拓

1433 静岡県 忍茶 日本茶の呈茶に自信が持てる茶器の製作とその販促

1434 静岡県 佐野建設株式会社 6080101004077 技術力と安心感を伝えるホームページの開設による販路開拓事業

1435 静岡県 寿司松 宴会場稼働率向上によるランチ営業の開始と感染症防止対策の取組

1436 静岡県 きっさこ 座卓からテーブル席への変更による集客・販路開拓

1437 静岡県 パラディ 新たに「パラディヒーリングスパサービス」を開始して顧客開拓

1438 静岡県 グリーンサプライ新緑園株式会社 8080401012397 自社生産品による新品種の販売強化と新マーケティング手法の導入

1439 静岡県 陽葵 お酒とヘルシー軽食セットメニューによる新規顧客開拓事業

1440 静岡県 タシロ刺繍 オリジナルＴシャツオンライン受付サービスで刺繍店販路拡大

1441 静岡県 株式会社達美装 8080401019491 新たな家族層の集客向上を目指したリラックススペースの開設！！

1442 静岡県 A-lunch ウィズコロナにおける新サービスとメニュー開発による販路開拓！

1443 静岡県 和食　つぐ味 家庭で「プロの味」を楽しめる調味料の開発と商品化

1444 静岡県 株式会社花福 6080401016730 どこでも　Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｈｏｐ！！

1445 静岡県 アロマ＆クリスタルセラピースクール・サロン優 新規顧客にアピールする看板設置＆安心して来店できる空間作り

1446 静岡県 株式会社桜井 3080101014772 大手ＯＴＡと連携した「洞窟風呂」の発信による新規顧客獲得

1447 静岡県 森乃茶園　船木茶店 販売チャネルの強化につなげるホームページ開設と新規顧客開拓

1448 静岡県 合資会社石川商店 6080103000339 コロナ対策も兼ねた多目的陳列ショーケースの設置

1449 静岡県 有限会社山本製作所 3080002014178 配管工事事業の新規展開による販路開拓

1450 静岡県 Fuwari 女性専用サロンに特化した世代別販路開拓と新規顧客獲得

1451 静岡県 はつくら自販合同会社 7080003002070 充実の中古車情報記載HP作成と販路開拓による売上・利益の拡大

1452 静岡県 てっぱん＆cafe　くいしんぼ カフェ営業の開始・糸ピンスの提供開始による新規顧客の獲得

1453 静岡県 小山スズキ販売株式会社 2080101017355 車両エアコン新冷媒回収再生充填装置の導入による内製化推進事業

1454 静岡県 トータルヘルスケア温 新店舗開店に伴うＰＲ看板の設置による新規顧客獲得事業

1455 静岡県 ウィンバード株式会社 7080401006004 自社HP改修での製品宣伝強化による新規顧客獲得事業

1456 静岡県 ヘアーメイク104 「開放的で落ち着ける理容店」の魅力を外観で可視化する誘客取組
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1457 静岡県 丸忠有限会社 5080002016619 高齢者夫婦をターゲットにした平日の新規顧客獲得による売上確保

1458 静岡県 有限会社高川工務店 9080102021614 マグネットシートを活用した広告宣伝による受注機会拡大

1459 静岡県 株式会社隆星建設 2080401016610 「デザインハウス」の販売促進強化による新規顧客開拓

1460 静岡県 美容室ＫＵ・Ｕ・ＬＥ・Ｉ きれいな中高年増加計画　ヘア＆フェイスサロンの挑戦！

1461 静岡県 有限会社バナナクラブ 3080402015370 頭皮に着目したヘッドスパの事業展開とウィッグ事業の展開

1462 静岡県 合同会社フジヨシ 2080403003227 アフターマーケットをターゲットにしたＰＲ看板の製作・設置

1463 静岡県 美容室ペアーエミ 快適な毎日のための「洗髪サービス」提供による新規顧客獲得事業

1464 静岡県 TOIRO WORKS フットケア及びECサイト付SNS連動型HPによる販路開拓

1465 静岡県 K/S WORKS 自動車鈑金・塗装設備導入による新規受注の獲得と利益率ＵＰ

1466 静岡県 株式会社あさひ企画 3080101007347 空き家、空地活用のワンストップサービスによる販路拡大

1467 静岡県 ヘアーサロン望月 衛生面と除菌機能を強化した安心店舗で新規顧客の開拓

1468 静岡県 浜松パソコン総合支援 テレワーク導入サポート支援の展開とＰＲによる新規顧客の開拓

1469 静岡県 ビューティーサロン　イナンナ 自社Webサイトでの情報発信と商品販売、そのPRでの販路開拓

1470 静岡県 オートランドエクセル カスタマーサービスの向上を目指した事務所改修による女性客獲得

1471 静岡県 株式会社五常 2080401010225 自社ウェブサイトの英語版導入並びに新製品情報

1472 静岡県 ワンワントリミングはな ペットの健康おやつ・無添加の鹿肉ジャーキーの製造販売の開始

1473 静岡県 富士物産株式会社 3080101006175 インターネットを活用した認知度を向上、新たな販路開拓

1474 静岡県 F3デザイン事務所 ３Ｄプリンター導入によるデザインサンプル業務拡充事業

1475 静岡県 サンノトコロ 古民家カフェの認知度アップ取組による顧客獲得

1476 静岡県 ヘアーサロンにしむら 女性新規顧客獲得のためのヘッドスパの開始・SNSでの情報発信

1477 静岡県 株式会社しまだ 1080101004107 販路拡張のためのホームページのリニューアルとＥＣサイトの構築

1478 静岡県 有限会社アオイ 3080402014678 理容室と美容室の二刀流化で販路の拡大

1479 静岡県 ニットショップクサガヤ 高齢化によるシニア市場の拡大をねらった看板広告の導入事業

1480 静岡県 有限会社　真工堂 4080002014094 測定精度向上による最適な眼鏡の提供のための深視力測定の開始

1481 静岡県 有限会社　魚源 7080402014749 鮮度抜群のテイクアウト強化で販路の拡大

1482 静岡県 053 Factory オリジナリティのある住宅・空間づくりのPRによる販路開拓

1483 静岡県 有限会社　浜北青果 6080402015450 青果と生花の鮮度を保ち、需要拡大の成果を出す

1484 静岡県 サロンen 家族皆が笑顔になる　ムダ毛から介護脱毛まで対応します

1485 静岡県 Salon de ciel 次世代まつげパーマ「ラッシュリフト」のPRにて新規顧客獲得

1486 静岡県 株式会社不動産のおおさわ 1080401013781 SNSの活用と連動できるHPへのリニューアルで新規顧客獲得

1487 静岡県 有限会社ヤスナ 2080102011869 リモート・テレワーク商品を中心としたHP新設で新規販路拡大

1488 静岡県 nap合同会社 6080003002286 ハズバンダリートレーニングを軸とした店舗環境整備及び販路開拓

1489 静岡県 ななほう 非対面型！着物のオンラインショップリニューアル

1490 静岡県 山本商事株式会社 8080401021919 ホームページを活用した仕入先、販路開拓

1491 静岡県 丸山工業株式会社 3080101017073 高所工事の取引先拡大のためのホームページ開設

1492 静岡県 有限会社マルヤマ鈴木商店 2080102007479 和風ワインショップで30～40代女性の新規顧客獲得

1493 静岡県 株式会社　旅逢 7080101020619 ＨＰ開設で新規顧客の開拓と旅も地産地消で「ニューツーリズム」

1494 愛知県 有限会社　鈴又モータース 8180302006414 甦れ、鈴又モータース！２柱リフト導入で車も売上もUP！

1495 愛知県 有限会社　Ｔ・Ｎクリーン 1180002079650 アフターコロナに向けた販路拡大のための看板作成と設置事業

1496 愛知県 ｓａｓｕｋｅ コロナ禍の食卓を「楽しく・美味しく・元気に」するプロジェクト

1497 愛知県 有限会社　種苗渥美ビニール 7180302010994 業務の平準化で、既存客・新規客・当社のすべてがウインウイン！

1498 愛知県 合同会社　 Light year 1180003020316 【ニッチ市場】太陽光発電メンテによる新規顧客獲得

1499 愛知県 株式会社　みのや 9180301024317 地元食材使用の食事プラン拡充とホームページ作成で集客力アップ

1500 愛知県 株式会社　川廣 6180301007869 低扁平タイヤの自社施工による顧客の囲い込みと新規顧客開拓！

1501 愛知県 ニシノマジックオフィス 斬新なマジックショーを提案するマジシャンの新たなチャレンジ！

1502 愛知県 Barca. 目指すはジビエの名店。大型ワインセラー導入による売上強化！

1503 愛知県 ＴＯＳＳ　合同会社 5180003021608 マンガを活用して分かりやすいホームページ＆チラシ作成

1504 愛知県 有限会社　粟代製材所 8180302028012 高まるキャンプ人気に合わせ新商品開発でBtoCへ販路開拓

1505 愛知県 atelierひらく あなたへ届けたい！「童話の世界」のメッセージ＊

1506 愛知県 台湾料理眞味 眞味ブランドの開発！強火力による本物の台湾・中国料理を皆様へ

1507 愛知県 株式会社　髪の美院 1180001135933 地域内の大人女性に向けた高付加価値サービスの提供

1508 愛知県 カイロ＆エステ ＲＯＣＣＯ コロナ禍を乗り越える！新メニューによる販路開拓
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1509 愛知県 有限会社　さんぽ道 3180302014792 新型コロナウイルス対策に合わせた店外飲食・団欒場所の新設

1510 愛知県 整体院　心和 どこへ行っても改善しない腰痛を根本治療したくさんの幸せを作る

1511 愛知県 有限会社　庭安造園 6180302014848 身近で手軽に、新しい楽しみを提案し続ける観光農園

1512 愛知県 行政書士今井博幸事務所 わかりやすく綺麗なホームページで販路開拓し事業者と繋がる！

1513 愛知県 ハーフタイム 店舗改装で挑む地域に愛される地元NO.1カフェへの道！

1514 愛知県 株式会社　ウォームリンク 7180001088936 展示会出展により自社商品を広く宣伝し新規顧客獲得を図る

1515 愛知県 株式会社　フィラン 2180301004779 地元農産物の規格外品を利用した多様なテイクアウト商品の開発

1516 愛知県 ヘアーブティック萩 笑顔と美しさを発信する美容室「萩」のリフォーム計画第１弾

1517 愛知県 平山商店 三河湖一望！展望ウッドデッキの設置による新規利用客の獲得

1518 愛知県 有限会社　オーケールーフ 6180002000297 手書きDMによる「カバールーフ工法」の近隣工場への広告

1519 愛知県 有限会社　スギウラフラワー 2180302013382 看板を備えたドライガーデンで認知度向上と差別化要素の強化

1520 愛知県 有限会社　野口自転車モーター商会 9180002080989 バイク屋のイメージを一新！自転車販売強化による販路開拓事業

1521 愛知県 株式会社　音羽福祉研究所 9180301011661 地域の人々へ当店の認知度を高めるための看板設置と教室事業展開

1522 愛知県 すし処　睦月 売上拡大・利益確保に向けたドリンクメニュー拡充の為の設備導入

1523 愛知県 カットサロングローリー シニアに優しい仰向け洗髪導入と新メニュー創設による集客向上

1524 愛知県 山本工務店　株式会社 6180301007919 会社のＨＰは有るのが当然だと気付きました。サー、販路拡大だ！

1525 愛知県 たと珈琲 テイクアウト予約フォームを備えたホームページ作成

1526 愛知県 hitsuji no dogsalon コロナに負けるな！売り上げアップ大作戦

1527 愛知県 株式会社　SKM 6180001111632 設備装置（タワーポスト）導入による販路開拓、生産性の向上

1528 愛知県 ゆうこ・バレエスタジオ チラシ配布とスタジオ改装による新規顧客獲得事業

1529 愛知県 Pastry あじさい 知多半島特産物の加工による焼き菓子贈答品の新規販路開拓事業

1530 愛知県 理容ネオアルプス 高齢者や腰痛の方への負担軽減と快適な施術時間の提供

1531 愛知県 株式会社　ＰＥＡＣＥ 7180002072575 『ウェブマーケティングによる不動産の買取再販』

1532 愛知県 鈴木家具 店舗２階売り場の認知度向上とＳＮＳ活用で課題解決を図る！

1533 愛知県 鳥居建築 新ホームページの作成及びＳＮＳの活用で、新規顧客を取り込む！

1534 愛知県 株式会社　平畑温泉観光サービス 8180301019929 ”豊田市初”温泉に入れるキャンプ場の整備で、新規顧客を開拓！

1535 愛知県 株式会社　シヅカミ 8180001081064 身近な存在である紙と箱、その魅力と可能性を全国に発信！

1536 愛知県 近藤鍍金工業　株式会社 1180001085724 自社ＨＰ構築によるBｔｏＢブランディングと人材発掘事業

1537 愛知県 株式会社　龍巳堂 6180001052208 倉庫から動画スタジオへの改装で目指す地域の活性化と販路開拓

1538 愛知県 理容フジイ 半個室による感染防止・エステメニュー展開で顧客満足度アップ

1539 愛知県 株式会社　パナショップ春日 4180001137596 看板設置による近隣住民への周知と集客力の向上

1540 愛知県 ユタカトレーディング 建設機械ドットコムの認知度アップと協力会員募集

1541 愛知県 大野メンテナンスサービス　株式会社 3180001138389 「車好き」の欲求を満たす！TIG溶接による新技法で新規客開拓

1542 愛知県 WILD WEST 新中古車販売におけるオンライン・多国籍化による販路拡大

1543 愛知県 有限会社　ふじ蔵 6180002082534 当店の秘伝のだし・つくね、ちゃんこ鍋をネットで全国販売

1544 愛知県 大島商会　有限会社 8180302000598 ネットワークを活用した情報戦略

1545 愛知県 スタジオゆう 末永くご利用いただける地域に根差した美容院を目指して！

1546 愛知県 有限会社　ミキライス 8180002086814 オリジナルお寿司を作ってみよう。知多半島の郷土料理「箱寿司」

1547 愛知県 カットスタジオ村上 準個室空間を演出するシャンプーボールの導入による若者拡大事業

1548 愛知県 tiens　HAIR　MAKE シャンプーメニュー強化によるクオリティーアップ

1549 愛知県 クオーレ行政書士事務所 Ｗｅｂ活用とインターネット広告による新規販路開拓と認知度向上

1550 愛知県 ＧＥａｒｔ アフリカ生地を使用したサスティナブルなオンライン事業

1551 愛知県 Studio　L’espace バレエ教室の店舗改装と看板製作で顧客満足度向上&販路開拓

1552 愛知県 ハウスオブファンリノベーションズ DIYサポート事業の新規立ち上げ、新規顧客の増大

1553 愛知県 合資会社　冨田商店 6180003009552 フライヤー補助機器を活用した商品開発及び移動販売事業強化事業

1554 愛知県 采制作室　studio-SAI Sunlit Earth 地域由来の樹木を活用した精油開発

1555 愛知県 株式会社　川上モータース 7180301022982 Z世代/ミレニアル世代にも届け、サブスクカーリース始めました

1556 愛知県 社労士事務所クラッチ ホームページ開設による新規顧客の獲得

1557 愛知県 まんまる堂 店内刷新・駐車場整備で集客力、売上ＵＰに繋げる店舗作り

1558 愛知県 インテリアまるやま・Ｏｎｌｙわん 自家製蜂蜜を活かしたお試し商品投入による売上の拡大

1559 愛知県 マイ・タイム。 シニア世代がワクワクして行動できるような「夢の居場所」を創る

1560 愛知県 有限会社　アコーズ 5180302027561 店舗バリアフリー化による高齢顧客の満足度向上及び売上の増大
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1561 愛知県 株式会社　亀屋 4180001086959 店舗改装による新コンセプト「愉しむ」の発信とイメージ戦略

1562 愛知県 Filier 生徒が喜ぶレッスンを提供してハンドメイド講師を応援する

1563 愛知県 豊和工業　株式会社 1180301028267 ＨＰにて自社サービス及び強みを発信することでの新規受注獲得

1564 愛知県 アイリス行政書士事務所 積極的IT化による建設業者向け総合支援サービスの販路拡大事業

1565 愛知県 有限会社　千里リースキン 1180302027904 清掃実体験型ショールーム『リースキンの里ちゃん家』整備事業

1566 愛知県 有限会社　ダイトウプロジェクト 6180002086709 コロナに打勝つ！安全・安心・快適な旅の周知による販路開拓事業

1567 愛知県 販売促進部　株式会社 2180001046964 食品スーパー・店舗型小売業向けデジタル販促システムの販路開拓

1568 愛知県 株式会社　インターライズ 2180001090764 オンライン顧客集客。ニーズに合ったホームページの製作

1569 愛知県 株式会社　伊藤農園 4180301027398 新規バイヤーを獲得する為のホームページを活用した販路開拓

1570 愛知県 ブルーベリー農園ベルウッド テイクアウト対応ランチの開発とテラス席活用戦略による販路開拓

1571 愛知県 前川　優 地域の皆様の足元を支えるシックネイルセラピストを目指して

1572 愛知県 株式会社　アステック 5180301019832 新製品の短納期・低コスト化による販路拡大

1573 愛知県 Advantage　CARE×GYM オンライン化、Webサイト予約による新規顧客の獲得！

1574 愛知県 有限会社　アイエス 7180002058608 オンラインによる戦略を行うためのホームページ作成で販路開拓

1575 愛知県 株式会社　豊浜水産 4180001129965 ＥＣサイト強化とＳＮＳ発信で豊浜はんぺいのブランディングへ

1576 愛知県 松井釣具店 渓流魚の配送体制整備による受注機会の確保事業

1577 愛知県 DiscoveryIS　株式会社 2180001129744 「遊具導入」による新規顧客の獲得！既存生徒の維持！

1578 愛知県 Aroma＆Herb　fairyroom 新ブランド立上げによる販路拡大

1579 愛知県 株式会社　ドリーム 3180001140725 ペット用ウズラを知らなかった人達にHPを活用した販路拡大事業

1580 愛知県 花の木公園 コロナウイルス感染拡大に伴うシステムの改善整備による売上向上

1581 愛知県 ウッドデザインパーク　株式会社 7180301031471 閑散期の集客力向上のための予約システム、ホームページの改修

1582 愛知県 株式会社　マルブン 7180301025283 最新刺繍ミシン導入によるサービス向上及び受注拡大

1583 愛知県 株式会社　きよしホーム 3180301027275 ＤＩＹ工房の新規開設とホームページによる認知の拡大

1584 愛知県 合同会社　ＪＤＲ 7180303004822 セルフ洗車ブースの設置によるサービスの向上及び売上の増大

1585 三重県 Home Made Donuts NISCO 看板設置による訴求性向上及び店舗誘導と来店客数・売上アップ

1586 三重県 株式会社田端興業 6190001011253 HP開設による情報発信強化で元請工事の獲得による収益性の改善

1587 三重県 ＣａｃｈｅＣａｃｈｅ コロナ禍における屋外デッキ設置によるテイクアウト事業への挑戦

1588 三重県 太田仏壇店 寺院をターゲットにした販路開拓で売上増加を図る

1589 三重県 大安工業　有限会社 8190002017999 新サービス「出張製品塗装」の導入とPRによる新規顧客獲得

1590 三重県 有限会社　ドルフィン 8190002023915 まるで食べたくなるような看板とＳＮＳの情報発信で新規顧客獲得

1591 三重県 大伸丸渡船 スマホアプリとポイントで、ファン顧客との絆を構築・深化する

1592 三重県 株式会社リライアンスグッドスマイル 5190001008226 新規事業として、防災・アウトドア用品を販売する

1593 三重県 株式会社三重アロー 7190001012762 受注件数及び売上拡大にむけた3DCAD導入による設計部門強化

1594 三重県 ブライトライフ合同会社 9190003000722 新規オンラインショップで非対面販売ツールとしてＥＣ強化の実現

1595 三重県 有限会社岡野水道 6190002014742 配管診断と管内見える化による新サービス導入で事業拡大を目指す

1596 三重県 家族的美食屋あじへい河芸店 新規顧客の集客と持ち帰り（テイクアウト）利用の拡大

1597 三重県 四季活魚の宿　紀伊の松島 新型コロナ対策事業「民宿料理の商品化による新たな顧客獲得」

1598 三重県 たすく治療院 ホームページ改装による保険適用外患者の新規集客

1599 三重県 株式会社　Ｓ・Ｈ・Ｒ 9190001026868 ホームページと新看板等で新事業の拡大をＰＲし集客と雇用を推進

1600 三重県 株式会社　宮路施術院 2190001026453 顧客満足度の向上と口コミによる新規顧客開拓

1601 三重県 有限会社ヤマモト住設 8190002015227 マスコットキャラクターを活かした知名度向上と販路開拓事業

1602 三重県 有限会社キャトルウッド 5190002015642 高機能３ＤＣＡＤソフトの導入によるプレゼン能力と成約率の向上

1603 三重県 有限会社下中工作所 8190002008908 精密部品加工技術の動画コンテンツ活用により新規取引獲得を図る

1604 三重県 株式会社サンスイ 3190001006685 ３次元点群データを活用したビジネスモデル構築で異業種への進出

1605 三重県 味美農園 人参洗浄機の活用で出荷作業の効率化を図る事業

1606 三重県 株式会社坂下工務店 2190001007998 顧客ニーズを捉えたブランドリニューアルとPRにより顧客獲得

1607 三重県 有限会社泰成窯 2190002023788 「ご飯鍋シリーズ」のブランド化と自社サイト開設で個人販売強化

1608 三重県 青木材木店 国内原木桧の端材の高付加価値商品化と販路開拓よる所得向上事業

1609 三重県 藤原詩光堂 新規HP開設と看板リニューアルによる訴求力強化と販路開拓事業

1610 三重県 鰻はましん テイクアウトと配達強化、高齢者にやさしい選ばれる店づくり

1611 三重県 日沖モータース 東海環状自動車道工事業者をターゲットとした車両整備受注獲得

1612 三重県 浦田工業 公式通販ページの開設による販路の拡大とチラシによる認知度UP
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1613 三重県 ありすえ 伊勢マグロを活用した新商品「マグロカツ」の周知で売上UP

1614 三重県 山門製茶 ホームページ改修によるブルーベリー観光農園の販路開拓

1615 三重県 浦中こういち 絵本作家/浦中こういちホームページリニューアルによる販路開拓

1616 三重県 多度製材有限会社 1190002017436 HP作成と福利厚生サイト登録活用で新規顧客と市場開拓を図る！

1617 三重県 フラウヘンインターナショナル合同会社 5190003003530 オリジナルフード「自家製ジャーキー」の生産性向上と販路拡大

1618 三重県 Sign Board LIKE 地域の企業をキラリと魅せる看板屋のデザイン力向上と販路拡大

1619 三重県 IRIE HAIR 安心・安全を作るための菓子製造場所と展示スペースを設置

1620 三重県 H&N キッチンカーをグレードアップさせ、顧客満足度を高める

1621 三重県 Hair Salon Suzuran 店舗改装と販促物の作成と配布による新規顧客開拓と認知度の向上

1622 三重県 とっときみそ合同会社 9190003003270 地域の味と技術を後世に伝える、持続可能な企業を目指して！

1623 三重県 株式会社　田上 5190001011733 高性能薪割機導入と木材乾燥機を利用した薪の量産体制構築

1624 三重県 とっとき工房　菓子部 アイキャッチで新規顧客の獲得、巣ごもり需要へ販路拡大

1625 三重県 エーストラベル株式会社 7190001011756 顧客の要望を第一に、安心と満足いただけるサービスの提供

1626 三重県 株式会社　西村組 4190001011156 薪ストーブのショールーム設置、チラシと新規HPで知名度UP

1627 三重県 波瀬割箸 松阪もめんの箸袋開発とパンフレットで認知度UP、新規顧客獲得

1628 三重県 ガーデンブレッド 新商品販売のための設備投資でお客様にさらなる笑顔を！

1629 三重県 共栄堂印刷株式会社 8190001013058 「印刷屋だから出来る」顧客が満足する商品・サービスの発信

1630 三重県 株式会社ダイキ 3190001025495 アウトドア顧客を捕まえろ！ジビエ肉の地産地消計画

1631 三重県 蒼築舎株式会社 3190001004796 プロダクト製品の開発とホームページ・販促物による販路開拓

1632 三重県 MEIWA　DRONE　WORKS ドローン専門サービスで、企業経営の効率化と社会問題の解決提案

1633 滋賀県 三喜 ミシン2台体制による生産性向上と売上増加計画

1634 滋賀県 ムーンフードジャパン トップシール機導入による新フレーバー開発と新規顧客の開拓

1635 滋賀県 ひだまり整骨院 施術メニューの強化と情報発信による販路開拓事業

1636 滋賀県 株式会社オーレ 2160001021052 ゴルフ練習場の新設による新規顧客へのサービス向上計画

1637 滋賀県 Co.hana ハード整備等で、お客様が安心して効率よく来店できる店づくり

1638 滋賀県 ハートフル工房 ホームページ活用による下請けからの脱却と業務効率化

1639 滋賀県 やまに料理店 バリアフリー会場で、介護施設と連携した食事の提供で売上開拓

1640 滋賀県 ブルーベリーガーデン伊吹 立地条件を活かした、新たな顧客層の獲得に向けた広報活動

1641 滋賀県 株式会社プラウド 1160001021805 若年層向けの宣伝広告強化により新規患者の獲得を目指す

1642 滋賀県 魚定 テイクアウト商品とネット販売強化による滋賀県郷土料理ＰＲ事業

1643 滋賀県 瀬古自動車工業株式会社 1160001005378 スキャンツール導入によりあらゆる車種に対応できる店舗へ

1644 滋賀県 ＬＡＫＥ　ＬＯＶＥＲＳ 知名度ナンバー１サイトで新規顧客と美髪チャージ利用者獲得へ

1645 滋賀県 谷口印刷株式会社 8160001007269 老舗印刷屋が挑む新たな挑戦～パネル印刷の商品化と販路拡大～

1646 滋賀県 CHLORIS 美容院で行う手軽で安心な脱毛美肌エステ

1647 滋賀県 有限会社野瀬電機商会 2160002008453 量販大手へ電機店の逆襲 -地域のお店ならではの住まい提案-

1648 滋賀県 J’s style dining 古民家でおうちごはんをレストランに変える１瓶の開発と販路開拓

1649 滋賀県 株式会社木村建板 7160001022401 「防災リフォーム」に対応する、屋根工事体制の強化

1650 滋賀県 Y’S CROWN キャンピングカー・キッチンカー販売新事業のPRで販路拡大

1651 滋賀県 北川産業株式会社 1160001006558 滋賀の渓流魚専門店ＥＣサイトから特選グルメを全国発送

1652 滋賀県 株式会社国光 9160001021269 ホームページにより当社サービスの質を可視化し、新規受注獲得

1653 滋賀県 株式会社　松居商店 6060001017402 屋根葺き替え・塗装工事一括施工のＰＲで一般顧客の受注拡大

1654 滋賀県 株式会社田中エンタープライズ 3160001002200 相乗り制と事前予約制の導入による新規顧客獲得

1655 滋賀県 株式会社エイ．テイ．エスバロン 9160001005098 主婦層の新規開拓と店舗室内レイアウト変更による業務効率改善

1656 滋賀県 Salon de elf コロナ対応型美容室のための店舗改装による顧客の維持・開拓

1657 滋賀県 O-BAT FACTORY 独自の製造技術を使った野球用バットの周知と販路開拓。

1658 滋賀県 株式会社　おおまえ 5160001009805 ホームページ刷新による自社製品の販売と新規事業部の設立事業

1659 滋賀県 Ｏ．Ｉ．Ｐ キャンパー向け非対面営業強化で里山古民家少人数型体験学習事業

1660 滋賀県 カットハウスセリーヌ 新メニュー提案で女性客獲得、客単価アップメニューで売上増加

1661 滋賀県 みのり農園 農家レストランのカフェタイム開始に伴う集客・サービス強化策！

1662 滋賀県 カットハウス１１０番 理容店のバリアフリー化＆気軽に来店できる“寛ぎ空間”づくり

1663 滋賀県 有限会社 カネハチ食品 4160002011257 WEBマーケティングによる増収・増益プラン

1664 滋賀県 田中建材株式会社 3160001011952 解体用の先端アタッチメント交換器具導入による取り換え効率改善
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1665 滋賀県 有限会社エコタウン 3160002011679 一般工事や解体工事の効率化による価格競争力の向上

1666 滋賀県 有限会社　坪井農具製作所 3160002006729 展示会に替わる、カタログチラシでの密集を避けた販路開拓

1667 滋賀県 株式会社建築工房TAKE 3160001006176 電光看板で販路開拓、瞬時にわかりやすく簡潔な言葉で宣伝する

1668 滋賀県 Aina合同会社 3160003001943 化粧品の体験・体感型による提案営業

1669 滋賀県 LIBERA Youtube広告を使用した女性向け髪質改善サービスの提案

1670 滋賀県 焼肉こほくえん トイレ改修工事でファミリー層への販路開拓を図る

1671 滋賀県 協和メンテナンス 管内カメラ導入による業務拡充で新規顧客獲得・顧客満足度向上

1672 滋賀県 マキノ高原観光　株式会社 9160001012136 マキノ高原の四季をライブパネルで、レストラン赤坂の魅力アップ

1673 滋賀県 信楽生コン株式会社 3160001006085 工場の見える化を推進して売上アップに貢献する

1674 滋賀県 トラストウィル株式会社 8160001021501 ホームページ作成

1675 滋賀県 よばれやんせ。 店舗誘導看板等導入による新規顧客獲得事業

1676 滋賀県 三川農産 10周年記念でリニューアルオープン、新規の個人客を獲得

1677 滋賀県 福島屋 清潔感・安心感を高める店づくりのための店舗改修事業

1678 滋賀県 株式会社クリーンサポート 3160001022306 コロナウイルス撲滅を目指す殺菌消毒事業による販路拡大

1679 滋賀県 西利水道設備工業所 漏水調査をきっかけにリフォーム工事の受注獲得を図る

1680 滋賀県 Heart　Full　Exercise 美しくさりげない所作とマナー講座の展開による販路開拓

1681 滋賀県 株式会社fm craic 8160001006345 ウェブサイト構築とデザイン作成による情報発信・販売力強化

1682 滋賀県 プラスワン サスティナブルな文化継承・アップサイクル着物を世界に発信！

1683 滋賀県 山原由工務店 提案力の強化で理想の住宅を実現！！

1684 滋賀県 株式会社　オカモト 7160001020776 自社ECサイトでの食品販売事業強化による収益改善計画

1685 滋賀県 苔岩工房 真空ろくろ導入により作業時間を短縮し、機会損失を防ぐ

1686 滋賀県 Mori　Fam 既存商品のギフト化（贈答品）に向けた真空包装機の導入事業

1687 滋賀県 滋賀シンワ有限会社 8160002007714 ホームページ制作による足場工事業務の受注拡大への取り組み

1688 滋賀県 株式会社サンクファーマ 8160001022243 病院になかなかいけない方のためのセルフケア相談窓口設置事業

1689 滋賀県 株式会社トリイ 2160001011986 ピアノラッピング「ＷＲＡＰＩ（ラピ）」の販路拡大

1690 滋賀県 株式会社滋賀フクサン 9160001005635 厳選した商品ＰＲの企画提案と認知度向上で販路拡大

1691 滋賀県 GA Avenue オヤジをコーディネート事業で販路開拓-あの日の夢をカタチに-

1692 滋賀県 HIT株式会社 1160002012720 ECサイトによるコロナ感染対策商品の販売強化

1693 滋賀県 楽楽 異国情緒漂う本格的タイ式マッサージをPRし新規顧客獲得を図る

1694 滋賀県 株式会社和水や 7160001022946 有名店舗の商品の導入による話題性の向上を利用した販路開拓

1695 滋賀県 グリーンショップとがわ 新たな寄せ植え教室の環境づくりの新顧客確保の販路開拓

1696 滋賀県 株式会社大翔 6160001007584 アースアンカーの新たな販路開拓による次世代の主力事業確立

1697 滋賀県 有限会社 梅村板金 1160002011730 認知度と生産性の向上を併せた新規顧客開拓

1698 滋賀県 感光乳洋装店　Lil Swag シミュレーター搭載の業界初のホームページ構築で販路拡大

1699 滋賀県 有限会社一心 7160002002476 おうちでごちそう！日本料理一心のテイクアウト料理

1700 滋賀県 コメディーバーガー 全国へ地域の魅力詰まったバーガーキット販売による販路拡大事業

1701 滋賀県 有限会社 宝船温泉 1160002011391 宅配サービス「お取り寄せ」強化とビワイチ参加者取り込み

1702 滋賀県 有限会社 ライスステーションタカシマ 6160002011726 ドローン導入による高付加価値商品等の強化

1703 滋賀県 有限会社 鳥中 4160002011414 商品の品質、供給体制を向上して非対面ビジネスモデル促進

1704 滋賀県 有限会社 綿庄食品店 3160002011613 看板商品「鰻」による仕出し等の促進と観光客誘致事業

1705 滋賀県 株式会社　リンカ 2160001006185 新しい看板を製作して集客力の向上を計る。

1706 滋賀県 ＥＳＴＥＳＴ 地域の魅力発信による物件紹介サイト制作で販路拡大

1707 滋賀県 coto hair ダメージレスなデジタルパーマで美意識の高い新規顧客獲得

1708 滋賀県 Nassau beauty&accessory HPのリニューアルで非対面販売を強化し販路開拓を行う

1709 滋賀県 ケイズオ－ト 自動車「スキャンツ－ル」導入による安心・安全の提供

1710 滋賀県 野瀬自動車販売 大型自動車対応2柱リフトの導入による販路拡大事業

1711 滋賀県 姉川屋 強みを打ち出した看板設置による新規顧客獲得事業

1712 滋賀県 株式会社　新和 9160001013423 ガラス工芸品部門の新規導入による新たな開発及び生産効率の向上

1713 滋賀県 株式会社アスリートコーポレーション 5160001014094 新商品の開発と動画配信による販促活動で売上回復を図る！

1714 滋賀県 ハヤシレンタリース合同会社 7160003001931 新規商談スペースの設置とリモートサポートを両立

1715 滋賀県 ミルクセンターヒトミ 宅配専用商品の月極継続顧客様の販路開拓

1716 滋賀県 株式会社万茂工業 3160001017371 外構リフォームの営業強化のための新規設備導入による販路開拓
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1717 滋賀県 茂右衛門 アイテム製造工場開設で販路を拡大！

1718 滋賀県 ９６２ｗｏｏｄｗｏｒｋｓ 内製用機械の導入と手作りエレキギターの新規販路開拓のＨＰ制作

1719 滋賀県 カネハチ 一本の木から製品になるまでを楽しめる場『カネハチ』の開設

1720 滋賀県 有限会社アグリ西びわこ 6160002011759 自社の取組みをホームページやパンフレットで発信し経営力を強化

1721 滋賀県 スナックさちこ 地酒で作るオリジナルカクテルによる地域密着型の社交場創造事業

1722 京都府 理容タケウチ 理容室＝男性ではない！女性も来店しやすい理容室へ

1723 京都府 Hachi 楽天市場への新規出店。および出店時の広告費とシステム費用

1724 京都府 橋立観光株式会社 7130001040760 公式HPの改善、レストラン利用者増加による短長期的売上増計画

1725 京都府 公文式久美浜教室 幼児・小学生の生徒獲得を目指すための学習環境の整備

1726 京都府 Arte Nuova ホームページのリニューアルと教室改装による防犯対策強化

1727 京都府 ｍａｒｂ．ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ 髪質改善メニュー対応機器導入と看板設置及び着付けルームの設置

1728 京都府 株式会社　シノテック 3130001056496 ステンレス熱交換器メンテナンス事業の本格的参入

1729 京都府 JAHPONLAND 展示スペースの整備による販路開拓

1730 京都府 株式会社奥西緑芳園 6130001038673 ECサイトによる「オーダー抹茶」の販路開拓事業

1731 京都府 chiccho 商品を体感頂き、購入率を高めるホームページの作成

1732 京都府 源建設 コロナダメージの心身を癒す新エステサービス開始計画

1733 京都府 キュリオステーション長岡天神店 地域初・中高生向けプログラミング教育教材の開発・販売

1734 京都府 ＳＴＵ：Ｌ デジタル時代にあえてアナログ写真スタジオを全国に広げる事業

1735 京都府 革工房Taku バイクアクセサリーのギャラリーオープンに係る現工房の改装事業

1736 京都府 有限会社　和風レストランけいほく 1130002024010 自宅で簡単調理！オリジナルミールキット商品の開発と販路開拓

1737 京都府 株式会社イーグル 8130001042756 デザイン制作部門立ち上げによる衣服プリントの販売強化

1738 京都府 有限会社山国さきがけセンター 9130002023003 伝統食「納豆もち」の新たな販売戦力とブランディング強化事業

1739 京都府 084 カレーをメインにした新ブランド、「すてふぁんカリー」の開始

1740 京都府 ハウスマンЯR 漏水、水漏れ見つけて安心ハウスマン

1741 京都府 株式会社マウスフィールド 1130001068428 夏場高温期の品質維持用冷蔵庫購入

1742 京都府 天富 完熟芋天の冷凍持ち帰り商品販売に向けた食品製造加工場の整備

1743 京都府 地球とあそぶひみつきち サブスクリプション会員獲得のための情報発信

1744 京都府 ティ・エス・エス株式会社 8130001039769 手軽にできる働き方環境改革ユニフォームの制作のサポート事業

1745 京都府 株式会社RE-SOCIAL 5130001065826 ハラ－ル商品の販路開拓事業と鹿皮を使った新商品開発事業

1746 京都府 ライフポケット八幡店 若者から高齢者まで来店したくなる店舗にし、当店の魅力PR事業

1747 京都府 相楽自動車株式会社 4130001036778 国産・輸入車の販売から整備までトータルサポート店を目指す

1748 京都府 株式会社　シャディアサヒ 4120901024164 近くて便利お届けまで、サラダ館で美味しいお菓子。

1749 大阪府 寿司・懐石　内海 テラス席の有効活用による新規顧客の開拓事業

1750 大阪府 LUANA 高齢者、ファミリー層に向けバリアフリーの販路開拓

1751 大阪府 BOUTIQUE ITALIA JAPAN 自宅のデジタルショールーム化によるコロナ禍に適応した販路開拓

1752 大阪府 下河内糀屋 味噌教室と直売所開設の店舗改装、価値の見える化と業務効率化

1753 大阪府 安江製作所 幼稚園・保育園で使用する幼児用アイリッシュハープの開発と販売

1754 大阪府 ヒルズ・ワキタ 地域密着店の思いを伝えるギフト・酒・米専門店としてのPR強化

1755 大阪府 有限会社霊園墓石の城山 7120102018913 墓地管理代行の展開に伴うカタログ作成と販促品の製作事業

1756 大阪府 バイクショップ　ステイブル 大型バイクの修理サービス向上と顧客の開拓

1757 大阪府 株式会社ルーチェ 4120102012704 「エイジングケアサロン」としての美容室地域1番店化を実現！

1758 大阪府 株式会社大地の恵 9120101035123 おしゃれでヘルシーな「デリシャス黒にんにく」

1759 大阪府 Culinary design ひとはし 料理教室のオンラインによるわかりやすい販売促進

1760 大阪府 株式会社リバーフィールド 8120901010219 商業向け販売を強化するネットショップのリニューアル事業

1761 大阪府 株式会社アサヒ工作所 9120901008939 メインホームページリニューアルと仮想展示用動画による効果

1762 大阪府 河村不動産管理 自社賃貸物件の宣伝サイト構築による、入居率・利用率の向上促進

1763 大阪府 そば切り蕎香 メニュー開発、店舗改装、HP作成での拘りのそば店の集客力向上

1764 大阪府 のじ菊 ネットを利用した新規及びリピート客の獲得・販路開拓

1765 大阪府 さくら整骨院 リラックス空間で行う「治療」と「トレーニング」の融合

1766 大阪府 うどん・そば処　たにと 外食から中食へ　～新しい飲食店の様式～

1767 大阪府 サローネ・ロッソ 髪をボリュームアップする技術のＰＲとウェブ予約による販売促進

1768 大阪府 はる整骨院 慢性症状患者へとターゲット変更サブスクリプション収益への転換
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1769 大阪府 LOGIROJI 「文通コーチ」の開発・販路開拓

1770 大阪府 夢笑喜 業務用機器導入とかき氷機導入による生産性・売上向上と販路拡大

1771 大阪府 松陰塾 水無瀬駅前校 衛生活動、ＳＮＳやチラシでの顧客獲得、会計ソフト導入

1772 大阪府 株式会社能勢びより 3120901037852 豊能の歴史と地元農産物を活用した米粉パンの開発・販売

1773 大阪府 辻茂製菓有限会社 9120102027994 対面・非対面共に自社商品の魅力を発信するツール整備

1774 大阪府 えんどう整骨院 オンライン骨盤・産後矯正セルフトトレーニングによる販路開拓

1775 大阪府 大阪黒松株式会社 1120101054031 オンラインでの接客と現車確認ができるホームページに改修

1776 大阪府 たこ焼しんあい 高齢者の買い物代行デリバリー地域密着の移動販売事業の販路開拓

1777 大阪府 アンジェルム 抗菌効果の高い店作りによる新規開拓と、ＨＰ制作による販路開拓

1778 大阪府 カスミフーズ株式会社 5120901030905 ミンチ加工体制の強化による高付加価値商品提供で売上拡大

1779 大阪府 UETANI SHOTEN 地元に愛される、イタリア仕込みの靴職人工房PR大作戦

1780 大阪府 四宮土地家屋調査士事務所 相続登記義務化に対応オンライン登記相談による測量業の販路開拓

1781 大阪府 株式会社　大都設備 4120901018819 排水管掃除技術の周知・トータルケア販路開拓

1782 兵庫県 合資会社昭和 9140003006121 新たな座敷利用ニーズの創出による売上拡大

1783 兵庫県 株式会社アムデック 1140001063304 知的資産経営報告書を活用した新規及び未取引部署への販路開拓

1784 兵庫県 日の出鈑金工作所 地域の女性に向けた販促活動による新規個人顧客獲得計画

1785 兵庫県 トータルボディメンテナンス at rest 顧客にあった「おまかせプラン」を告知による新規顧客の増加

1786 兵庫県 総栄工業 防蝕防水工事の直請け促進に向けた営業活動による売上収益の増加

1787 兵庫県 森蔵 妻が小麦アレルギーになるという危機を店内飲食部門でカバー

1788 兵庫県 World Wine FLORA ホームページ、チラシ製作による巣ごもり需要、新規顧客の開拓

1789 兵庫県 有限会社ミヨシ塗装工業 8140002035048 塗装で文明開化！新たな広報戦略でミヨシ塗装の魅力PR計画！

1790 兵庫県 capelli works HIDETANI ＰＯＳレジ導入による作業効率化・売上改善計画

1791 兵庫県 膳所　丹南茶寮 ストレスフリーの居心地のよい空間の提供で新規顧客開拓

1792 兵庫県 有限会社イボガワモータース 2140002032075 看板設置による認知度の向上と新規客獲得事業

1793 兵庫県 丹波レストラン×菓子工房　あれっと 栗皮剥き機導入による生産性向上とコロナ禍に対応した販路の実現

1794 兵庫県 天空 自家製タレのネット販促による増収計画

1795 兵庫県 旅館　サンルート ホームページリニューアルによる来館客数の増加計画

1796 兵庫県 根本改善まつざき整体院 新たな美容サービスの導入で来店客数の増加と顧客満足度の向上

1797 兵庫県 スマイルリボン 全国から淡路島へ！オンリー1サロン計画

1798 兵庫県 有限会社 瓦勘 8140002054568 『瓦屋根』の魅力を幅広い層へ届けるＨＰ作成で直請け率アップ！

1799 兵庫県 前川建築株式会社 3140001041332 コロナ禍を克服するプレゼン能力の高い営業で戸建住宅の売上強化

1800 兵庫県 有限会社今昔庵 2140002032091 こだわりの周知による認知度アップと新規顧客獲得

1801 兵庫県 ヘアーサロンみずしま リラクゼーションメニュー展開による客単価向上・顧客開拓計画

1802 兵庫県 Azur 地域にないトータルコーディネイトが行える総合サロンの販促強化

1803 兵庫県 株式会社タニミズ住建 7140001041535 完成見学を起点とした効率的・効果的な販売戦略の構築

1804 兵庫県 G・Rooms 個室を用いた新メニューをPRし販路を拡大、感染症対策の強化

1805 兵庫県 株式会社みき寿司 2140001041341 新たなニーズ獲得に向けた当社自慢の味の周知と環境整備事業

1806 兵庫県 ひのてつ加東店 抗菌塗装、感染対策徹底と人気のやきとりＰＲによる来店客回復

1807 兵庫県 風神ラーメン サイクリング客の取り込みによる会員増加計画

1808 兵庫県 有限会社西山佃煮 4140002069529 淡路島産の新商品開発と若いロイヤルカスタマー獲得強化事業

1809 兵庫県 リトルスプラウトイングリッシュスクール 英語塾生大募集。「資格取得」も楽しい学びで！

1810 兵庫県 高須時計店 快適ライフサポート高須時計店のＰＲで新規顧客獲得・売上ＵＰ

1811 兵庫県 café M’s style～なごみ～ 安らぎを求める大人の女性に向けた認知度および客単価向上事業

1812 兵庫県 きもの　おかだ 古商家を活用した販路エリア拡大・着付け教室等の実施と広告宣伝

1813 兵庫県 有限会社モンド 4140002033328  ミキサー導入により生産体制を強化し、チャンスロスの解消事業

1814 兵庫県 布袋クリエイティブ合同会社 4140003010986 現代版「御用聞き」！スーパーの宅配スマイルチェック事業

1815 兵庫県 香住小宿　梅乃家 ＳＮＳ組込型ホームページ構築と管理システム導入で集客力増強

1816 兵庫県 le-non hair 古民家を利用した純和風のリゾートサロン計画による販路拡大

1817 兵庫県 株式会社丹波篠山かまい農場 1140001067742 情報発信・ネット販売強化による販路拡大事業

1818 兵庫県 有限会社たけむら不動産 3140002053112 はりまの家の情報誌とネット広告掲載を最大活用した新規顧客開拓

1819 兵庫県 株式会社天然温泉石道 9140001079499 地域内への連続チラシ配布で認知度向上による集客ＵＰ事業

1820 兵庫県 株式会社トータル 5140001079503 高性能住宅の情報発信による新規顧客獲得事業
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1821 兵庫県 ＠telier OWL 靴・鞄修理・革小物技術をさらなる向上とPR・顧客開拓事業

1822 兵庫県 アモフラ 自社EC構築による販路増強と越境ECの販売強化で収益拡大

1823 兵庫県 株式会社大仏堂 5140001041132 お墓に関するお困りごと、『樹木葬』でスッキリ解決!!

1824 兵庫県 有限会社にしおか 8140002053173 顧客滞在時間の短縮を進める冷凍冷蔵庫設置およびHP改修

1825 兵庫県 谷垣工務店 流行に敏感な若者顧客へのSNSを活用した認知度向上と販路開拓

1826 兵庫県 Devin コンフィチュールで届ける地域の魅力と新たな食スタイル提案事業

1827 兵庫県 有美ちゃんの養蜂場 「食べれる梱包材！？」新配送サービスの提供で売上アップ！

1828 兵庫県 いちじろう 高齢者向け座敷テーブル席の設置事業

1829 兵庫県 神戸新聞中寺販売所 地域ＰＲと企業チラシ折込増加を目指す自社の販路拡大事業

1830 兵庫県 A-DREAM-UP-STUDIO-REST クラウドサービスの導入で、若い主婦層の新規顧客を獲得！

1831 兵庫県 株式会社佐橋動物病院 2140001095734 ワンストップ専門医療と訪問歯科治療の提供による販路開拓

1832 兵庫県 むぎわら 店舗の知名度向上とアクセス認知による売上アップ

1833 兵庫県 青い鳥有限会社 4140002046866 スキー需要依存から脱却を目指し「全国初キャンプ事業」に挑戦！

1834 兵庫県 自然工房 「自然工房の家」のブランド化を進め、顧客獲得をめざす事業

1835 兵庫県 八鹿酒造有限会社 2140002039203 ホームページ作成とECサイト構築による新規顧客獲得事業

1836 兵庫県 和み工房 ＷＥＢマーケティング教育とネット広告による販路拡大

1837 兵庫県 明治牛乳太子販売店 健康維持を目的とした商品の訴求を高めて若年層の顧客獲得計画

1838 兵庫県 株式会社ＴＷＳＭ－ＪＡＰＡＮ 7140001119455 ＨＰの更新　オンライン申込とオンライン決済機能の作成

1839 兵庫県 志ん屋 閑散期対策のためのバイカー・サイクリスト集客事業

1840 兵庫県 talk studio Harmony Bureau スキル向上型から生き方改善型への話し方教室の移行と販路開拓

1841 兵庫県 旅房芦屋大悲閣 新たな顧客獲得のための新メニューの提供とPR

1842 兵庫県 有限会社福原自動車工業所 9140002066240 ニューノーマルスタイルに対応する新サービス・除菌車検導入事業

1843 兵庫県 トム動物病院 販路開拓のためのマイクロスコープ導入による歯科口腔治療の広報

1844 兵庫県 三佳 ブランド価値向上商品の開発とインターネットを活用した店舗経営

1845 兵庫県 THREE GROUNDS 各ブランド知名度及び認知度アップのためのブランディング事業

1846 兵庫県 aoie 淡路島西海岸、隠れ家カフェ絶景テラスデッキ設置で集客アップ

1847 兵庫県 有限会社みくら 2140002046538 「石臼で挽く大名十割そば体験」の開発による売上向上挑戦

1848 兵庫県 太陽電機株式会社 8120901007396 サービスの見える化によるホームページ刷新での新規顧客獲得

1849 兵庫県 APCパソコンスクール Webマーケティングによる集客で新事業の売上拡大

1850 兵庫県 お好み焼アルフィー 新メニュー、店舗改装、テイクアウトPRによる客層開拓と集客

1851 兵庫県 有限会社前川土木工業 6140002053241 ドローンを活用した屋根外壁診断の効率化と民間受注の販路拡大

1852 兵庫県 株式会社エヌプラスケア 2140001117091 コロナ太りに悩む新規顧客獲得の為の設備投資と宣伝広告事業

1853 兵庫県 山根鈑金塗装 直接受注（BtoC）のサービス強化と情報発信強化！

1854 兵庫県 特定非営利活動法人いちじま丹波太郎 5140005008524 システム整備による農産物の安定供給・宅配野菜セットの販売向上

1855 兵庫県 岸本家具店 円卓や家具修理の技術力をＰＲして新規顧客を獲得する

1856 兵庫県 たこ壱 地域食材を活用した新メニューによる増客計画

1857 兵庫県 株式会社尚林堂 4140001085213 HPリニューアルによるオンライン営業（商談）への取組み

1858 兵庫県 平野製麺所 淡路島産食材を活かしたパスタソースの開発と販売促進

1859 兵庫県 特定非営利活動法人北播磨ラベンダー 4140005017823 オール植物性のラベンダー石鹸の販促活動・情報発信の強化

1860 兵庫県 株式会社キタモトテック 3140001046505 ネット販売部門専用ホームページ作成による新規顧客開拓事業

1861 滋賀県 株式会社ee-LIFE 5160001014227 ロケーションを活かしたドッグラン運営による増収計画

1862 奈良県 今久保製麺所 安心・安全な月ヶ瀬産の三輪素麺を道の駅などへ販売計画事業

1863 奈良県 株式会社　オクダ商店 7150001000382 工業団地からの受注に対応できる最新設備導入による販売促進事業

1864 奈良県 アイシェリー 光触媒コートで完璧！安全PRチラシと組み合わせた集客計画！

1865 奈良県 こころざしのいえ 情報発信から目指す！自社サービスの周知拡大と新規顧客開拓事業

1866 奈良県 株式会社中村化学工業 3150001005419 専用webサイト立ち上げ等の情報化推進による販路開拓事業

1867 奈良県 株式会社リビング奈良 7150001021908 コロナ感染防止を徹底したキャンペーンPRチラシによる集客事業

1868 奈良県 LINO　HAWAII 当店をより多くの地域の方に認知してもらうための情報発信事業

1869 奈良県 ACT　HAIR　DESIGN コロナ禍での新たな客層を開拓するための店舗改修事業

1870 奈良県 文具・事務機ミヤザワ 金魚の町の商店街で、昭和レトロな文具店への改装とPR事業

1871 奈良県 株式会社ラジゲートコーポレーション 1120001182675 コロナ禍に需要あり！新規顧客獲得と顧客離反率低減への挑戦

1872 奈良県 美容室シーズ コロナ禍でも安心安全に来店できるヘナカラーに特化した店づくり
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1873 奈良県 株式会社ワン・ステップオートモービル 3150001024146 女性ワンオーナー中古車販売に特化した認知度向上事業

1874 奈良県 羊遊WA/Homespun　Living アトリエ2階の洋裁スペース設置と新店舗糸屋の展開。

1875 奈良県 TEA&COFFEEかざぐるま 素朴でくつろげる非日常を体感！馴染みの喫茶店リバイバル事業

1876 奈良県 コンシャス 個人の新規顧客開拓と下請けから元請への構造改革の促進

1877 奈良県 有限会社エフミ 1150002005618 「ロケーション撮影で一生の思い出づくり」を提供する販路開拓

1878 奈良県 有限会社　成駒屋 2150002005831 オープンテラス席設置でコロナリスクを低減し売上増加を図る事業

1879 奈良県 株式会社クボテック 2150001021210 IT時代における第一歩　HP制作で目指す新規顧客の獲得

1880 奈良県 カフェサマナラガーデン 新メニュー強化による顧客満足度向上と新規顧客の獲得

1881 奈良県 森造園土木 ローサイド看板の設置と接客スペースの確保で売上向上計画

1882 奈良県 株式会社三輪そうめん池側 1150001009561 プレミアム麺の極み！『極細そうめん』新規開発・販路開拓事業

1883 奈良県 ヘアサロン　ニシダ 地域初！『アンチエイジング世代向けヘアサロン』販路開拓事業

1884 奈良県 自立学習塾Ｃｉｅｌ 「自立」を目指した学習方法で受験に打ち勝て！心を燃やせ！

1885 奈良県 三浜自動車 株式会社 9150001009546 塗装は当社にお任せ！体制整備による一般ユーザー受注拡大計画！

1886 奈良県 lino total beauty salon フェイシャル＆ボディエステの提供開始に伴うＨＰ制作事業

1887 奈良県 Sofee お客様ニーズに応えたテイクアウトメニューの充実と利益の確保

1888 奈良県 吉野材建築株式会社 5150001009624 在宅時間が長い今こそ！吉野材でつくる快適マイホームのご提案

1889 奈良県 木村鉄工 溶接技術が光る！オンリーワンの製作機械で素麺文化を下支え！

1890 奈良県 ことばの森 奈良県初！魅力的な国語塾を世間にアピールして新規顧客獲得事業

1891 奈良県 zyteco sports 五輪内定プロサイクリスト監修“非対面型観光×EC販売”事業

1892 奈良県 エムケイ商会 民泊古民家を改修しコロナに抵抗！一般顧客を獲得し販路開拓事業

1893 奈良県 Hair Space Su 高齢者の方が過ごしやすい美容室へ生まれ変わらせる販路開拓事業

1894 奈良県 新津商会 高齢者向け福祉サービスを強化！灯油の巡回エリア拡大で販路開拓

1895 奈良県 五味原自動車工業株式会社 1150001009669 日本一清潔な車椅子対応トイレに改装！顧客からの逆指名獲得事業

1896 奈良県 プライベートサロン　グレースルーム ３０分でキレイに！！時短新メニューによる新規顧客獲得

1897 奈良県 株式会社　小山煙火製造所 6150001012734 自社ホームページにSNSを取り入れてリニューアル

1898 奈良県 株式会社　染美堂 3150001017843 アナログ及びデジタルのツールを利用した販路開拓

1899 奈良県 Well’d 発達性協調運動障害児への個別運動支援事業新規顧客の獲得

1900 奈良県 杉岡水道工業所 地域に密着した町の水道屋さんの水道管老朽化への取り組み

1901 奈良県 株式会社ASA宇陀 6150001017064 業務効率化による新規顧客の獲得と既存顧客の維持への取り組み

1902 奈良県 御杖漬物生産組合 御杖村伝統の味「源五漬」の品質アップで販路開拓

1903 奈良県 東向生花店 若き後継者が新規事業に挑む！地域を代表する花屋へ！

1904 奈良県 奈良産業株式会社 9150001009785 HPを活用した鹿革の認知度向上と販路拡大事業

1905 奈良県 株式会社瑠光 5150001018138 適正なムートンメンテナンス啓発のためのHP再構築とDVD制作

1906 奈良県 Victoria　nail（ビクトリアネイル） 爪の健康を第1に考えた完全プライベートネイルサロン

1907 奈良県 カフェ　クランベリー ＨＰ作成と新メニュー開発に伴う弁当配達の強化による販路拡大

1908 奈良県 Be　shanti オンラインとオフラインで心と心が繋がる健康促進サービス

1909 奈良県 株式会社　サンプラス 7150001019134 ホームページ作成による販路開拓計画

1910 奈良県 有限会社　近藤建具店 5150002006249 withコロナ時代に新たな事業展開と工場改装による生産性向上

1911 奈良県 薮下整骨院 保険適用外の新たなサービス提供による客単価アッププロジェクト

1912 奈良県 前平自動車株式会社 2150001007168 雨から大事な荷物を守る！軽トラックカスタムメイド事業の展開

1913 奈良県 有限会社　夢っ志愈 6150002006958 看板の視認性向上による新規顧客獲得とテイクアウト利用者の開拓

1914 奈良県 エステラボei-b コロナ太りを解消！痩身コース強化による事業拡大プロジェクト

1915 奈良県 竹村行政書士事務所 産業廃棄物収集運搬業許可取得依頼が来るHPの作成

1916 奈良県 昭和印刷所 機材導入で40歳代顧客獲得！会社員へ新製品お洒落名刺販売事業

1917 奈良県 (株)ティーズコーポレーション 2150001011715 SNSで新動画広告！若年層家族向け動画公開・チラシ配布事業！

1918 奈良県 奥出加工 真珠・琥珀を活かした小物商品を若年層へPR！新規顧客獲得！

1919 奈良県 雑貨Marché　café養生庵 40歳代以下の女性顧客獲得のためのブランド化と宣伝広告事業

1920 奈良県 林田光明写真館 子供・孫・親の思い出をカタチに！子供写真PRで新規顧客獲得！

1921 奈良県 株式会社寺井 8150001022789 made in Naraの縫製技術で独自性のあるブランド構築

1922 奈良県 Sky　English　英会話教室 日本語から英語・ドイツ語へ！顔が見える翻訳家の販路拡大事業

1923 奈良県 RIN hair factory 顧客ニーズに合わせた新メニュー周知のためのチラシ作成・配布

1924 奈良県 らくらくぱそこん教室 シルバー世代のための新サービス「メンテナンスサポート」事業
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1925 奈良県 La verite 新メニューと訪問サービスの導入・オンライン講座による販路拡大

1926 奈良県 インスピレーションアート「ル・ミエ」 アトリエ＆ギャラリーによるインスピレーションアート販路拡大

1927 奈良県 Cafe＆bar woodstock 健康志向とミクソロジーカクテルの演出効果による販路拡大事業

1928 奈良県 株式会社吉崎屋 2150001022373 パイ専門店のパイ通を刺激した売上増加と新規顧客獲得

1929 奈良県 株式会社仲山工務店設計事務所 1150001013159 新築高性能住宅のブランド化・地域工務店として認知度向上

1930 奈良県 黒松紙器株式会社 5150001012669 強みの生産ノウハウを活かした新分野進出による販路拡大事業

1931 奈良県 株式会社C’s 2150001021375 来店客の減少に勝るネット販売の拡大と売り上げ増加事業

1932 奈良県 LUFETTE 「アイラッシュ」導入による固定客増加並びに新規顧客獲得事業

1933 奈良県 Ｒｉｃｈｅ株式会社 9150001022334 地域密着、蓄電池システムの販路開拓による直接受注体制の確立

1934 奈良県 Nailsalon　LECIEL　M ネイル未経験の方でも安心して来てもらえる店舗づくりとPR事業

1935 奈良県 大河道場 格闘技で奈良を元気に強く健康に！！

1936 奈良県 有限会社つばさプランニング 7150002009150 新型コロナウィルス対策に関する個別授業型への変更事業

1937 奈良県 cafe＋studio flat 子育て世代を確実に取り込むための新メニュー開発・広報力強化

1938 奈良県 有限会社辻自動車工業 1150002009148 販売から修理、売却まで一貫したワンストップサービスの広告強化

1939 奈良県 フットケアサロン和み 「足元から健康に」そして「身体も心も温かく」を伝えるサロン

1940 奈良県 BlandY 「癒しの時間をあなたに」ネイルサロンでおもてなし販路開拓事業

1941 奈良県 株式会社松谷輪業 5150001013428 高性能設備導入によるサービス拡充と効率的な広報による売上拡大

1942 奈良県 わらいどり 「ＳＮＳでお客様とつながる！」焼き鳥テイクアウトの仕組み構築

1943 奈良県 Hair　Atelier　Chester メイク時間短縮、まつ毛ケアで目元パッチリお洒落女性客獲得！

1944 奈良県 エムオー技研 ドローンによる事業差別化と対応力強化

1945 奈良県 株式会社　トルク 8150001015140 新規事業参入に伴う「移動式トイレ兼防災倉庫」試作品製作

1946 奈良県 ウエムラ電工 新たな提供サービスの確立による持続可能なウエムラ電工の実現

1947 奈良県 なごみ整骨院 ホームページ作成によるエステサロン・リラクゼーションPR事業

1948 奈良県 株式会社たたや 2150001015749 培ってきたノウハウを活かした真空パック化総菜販売への事業転換

1949 奈良県 フォトショップ　カワイ 新事業「吉野の花嫁」による顧客獲得・販路拡大事業

1950 奈良県 株式会社　辰巳組 4150001016101 コロナ禍における「新解体業の確立」とサテライトオフィスの導入

1951 奈良県 竹林院群芳園株式会社 9150005007686 客室の洋和室化とパンフレットの多言語対応で潜在的需要を獲得

1952 奈良県 花見亭 テイクアウト事業導入の為の商品開発と調理設備の拡充

1953 奈良県 盛向園 広告宣伝ツールを活用し販路拡大を目指す梨園の新たな挑戦！！

1954 奈良県 野間加工所 汎用袋を新たな販売先へ提案　新規顧客開拓目指す販促事業

1955 奈良県 株式会社花井商店 8150001016048 吉野杉の面皮で世界に一つのおしゃれを作ろうプロジェクト！

1956 奈良県 吉野のめぐみ 体験型民泊起業！農泊ニーズ高まりによる新たな顧客層の獲得事業

1957 奈良県 BBQテラス天川 絶景を楽しむBBQテラスの新規開業　顧客獲得事業

1958 奈良県 小屋建築 大峯山麓自家焙煎コーヒー豆の販売体制の確立と販路開拓事業

1959 奈良県 フェレリ合同会社 2150003001912 販路拡大のため、ブランド力強化と新サービス開発。

1960 奈良県 株式会社松本 9150001016253 住宅改修事業の内製化による利益向上と競合差別化による販路拡大

1961 奈良県 八一工房 洞川夏いちごを使った新商品開発とソフト・ハード面での体制整備

1962 奈良県 喫茶　みつば 認知度向上の為の情報発信と販路開拓に向けたネット通販体制構築

1963 奈良県 大和屋 キャンプ場開業に伴う独自の新サービス提供と情報発信

1964 奈良県 旅館　紀の国屋甚八 顧客ニーズに対応した利用しやすい施設への改修

1965 奈良県 森川工務店 「新しい生活様式」を取り入れたリフォームの提案事業

1966 和歌山県 ヘアーサロン キタウラ 高齢者サービス向上の為のトイレ改修、バリアフリー化事業

1967 和歌山県 鈴木瓦店 商談スペース新設で顧客満足度と仕事効率を高め、新規顧客を獲得

1968 和歌山県 Mika et clair お家パーティ、世界に一つだけのケーキでコロナを忘れるひと時に

1969 和歌山県 元家良輔 コロナ禍において果物等自動販売機設置による売上向上の実現

1970 和歌山県 株式会社上丁 8170001007094 新たなエステ機器を購入して超音波エステ開始事業

1971 和歌山県 小野田薬局 高齢女性をメインターゲットとした販売促進事業

1972 和歌山県 合同会社ＴＯＲＩＹＡ 8170003000980 看板、メニューブック・ＨＰ・動画によるテイクアウト推進事業

1973 和歌山県 サワタ エアコンクリーニング事業開始で新規顧客ルートの確立

1974 和歌山県 野崎米穀店 顧客ニーズ対応のため、最新機導入による競争力強化で事業持続

1975 和歌山県 ideal-S ヨガ教室を通じて地域に健康寿命を提案！新規事業で販路拡大！

1976 和歌山県 紀州戦国屋 モノからコトへ真田を感じられる展示資料室の新設による集客



　

No 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第4回受付締切分採択者一覧

※重要

採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

1977 和歌山県 谷口建築 木のぬくもりを伝える新規事業展開

1978 和歌山県 Kamin coffee roasters WEBサイトによる新しいオンラインコーヒーブレンドの情報発信

1979 和歌山県 ドンキー 明るく綺麗な店内空間を演出し「おもてなし度」を向上

1980 和歌山県 和歌山南紀センター 多くのニーズに対応できる訪問理美容の情報発信と販路開拓

1981 和歌山県 北京飯店 地域内新規顧客開拓事業

1982 和歌山県 株式会社匠創海 7170001014331 営業力強化による販路開拓事業

1983 和歌山県 パノラマ すさみのロケーションを活かした滞在型ワーケーション事業

1984 和歌山県 hair resort Wakka パーマ機・ヘッドスパ座席導入による売上増加計画

1985 和歌山県 居酒屋　御殿 店内内装改修・事業転換による売上増加計画

1986 和歌山県 株式会社阪中緑化資材 2170001007793 粉砕機を導入し有機培土の原料の均一化を図る。

1987 和歌山県 マル玉農園株式会社 7170001016369 自社農園ECサイトで販路拡大・開拓

1988 和歌山県 きとら農園 経営基盤整備PJ

1989 和歌山県 東陽染業株式会社 8170001010684 一般消費者向け染め直しサービス開始による新規顧客獲得作戦

1990 和歌山県 中野メリヤス工業株式会社 3170001011035 こだわりのフェイクファーＰＲによるファンづくり作戦

1991 和歌山県 株式会社GREeN 4170001016280 新店舗サブスクカラー専門店のPRで顧客・売上獲得計画

1992 和歌山県 江﨑酒店 駄菓子屋への営業転換で、目指せ！売上アップ事業

1993 和歌山県 株式会社中矢パイル 5170001011033 ＳＮＳ強化による潜在顧客獲得作戦

1994 和歌山県 ｍｕｓｕｂｉ　ｋｉｔｃｈｅｎ プラントベースのスムージーを看板商品とした海辺のカフェ展開

1995 和歌山県 小料理みこ ネット集客強化のための情報発信型HP＆パンフレット作成

1996 和歌山県 CAR SHOP ROLF ホイールバランサーの導入による徹底した快適力アップの実施

1997 和歌山県 中王子窯元 統一ブランド「NIKAI」の立ち上げと登り窯復活で販路開拓

1998 和歌山県 星空の宿 新たな客層を発掘し、誘客するためのホームページ作成事業

1999 和歌山県 脱毛サロン　ikucoco コロナ禍における美容エステメニュー拡充による販路拡大事業

2000 和歌山県 アミティ有限会社 1170002008247 新チャネル参入！オンラインでつながるホームクッキング

2001 和歌山県 GM SIGN 既存看板の点検清掃・補修サービスによる販路拡大事業

2002 和歌山県 株式会社Ｓ．Ｋ．山善 5170001007502 高性能スキャンツール導入による信頼アップで新規客獲得！

2003 和歌山県 有限会社　勝浦衛生 9170002011433 管内カメラ・排水管内部調査事業

2004 和歌山県 有限会社　中紀美工 1170002007546 ホームページ製作による新規顧客及び信頼・安心感の増加計画

2005 和歌山県 ルアーショップmokkoya 駐車場整備とルアー体験用水槽設置による来客数増加計画

2006 和歌山県 美容室　赤尾勇の店 改装による店舗の充実とサービス向上計画

2007 和歌山県 polepole WEBサイトリニューアルによる新カップルプラン等のPR強化

2008 和歌山県 Kitchen 新規取引先獲得に取り組む商品パッケージデザインの改良事業

2009 和歌山県 魚彦水産 魚屋さんの鍋セット！ホームページを活用しコロナからのＶ字回復

2010 和歌山県 有限会社ショウジ 2170002009178 スマート家電の提案力強化による販路開拓事業

2011 和歌山県 Nanki Japan 株式会社 4170001015472 商品の認知度向上と営業ツールとして使うためのHPリニューアル

2012 和歌山県 有限会社 白浜鮮魚 5170002009340 コロナ禍での「地方発送・お持ち帰り」に対する広報事業

2013 和歌山県 すずめのかくれんぼ 宿泊客のニーズに応えた共有スペース改装による顧客獲得事業

2014 鳥取県 くらみつ自動車工業株式会社 1270001006753 中古車販売強化のための販売促進と設備導入

2015 鳥取県 瑞光明有限会社 3270002009729 高級重箱の提供のための販路開拓と生産性向上計画

2016 鳥取県 有限会社岸田牧場 1270002009458 ＰＢ商品の付加価値向上による販売促進のための動画作成事業

2017 鳥取県 株式会社BEHOMA 3270001005729 HPを活用したリモート営業で顧客を開拓し企業の持続性を確立

2018 鳥取県 川内鈑金 直請け受注の販路拡大及び設備導入による下請け受注の維持拡大

2019 鳥取県 そば処門所 駐車場を増設整備し来店機会損失を解消し売上増加を図る

2020 鳥取県 合同会社ＡＳＴＯ 4270003001163 顧客満足度の向上と認知度向上による販路拡大

2021 鳥取県 株式会社ＳＥＥＮ 8270001002993 水中写真をツールにした顧客獲得を目指すスタッフの技術育成

2022 鳥取県 塚川建設株式会社 2270001002314 解体工事請け入れ周知強化による民間顧客の獲得と売上増加

2023 鳥取県 株式会社PLUS　CASA 6270001002756 リノベーション事業拡大のための情報発信強化による顧客開拓

2024 鳥取県 米粉の焼菓子専門店葉月 HP刷新と委託販売先開拓による認知度アップと売上増加計画

2025 島根県 石見織企画室 販路開拓に向けた情報発信の整備

2026 島根県 株式会社ふぁーむ大根島 2280001007717 大根島産加工食品と農産物の直販による販路開拓事業

2027 島根県 （有）瀬尻製パン店 3280002004704 通販業態強化と生産性向上による新規顧客獲得と多角的な販路拡大

2028 島根県 株式会社倉絆 1280001003865 オンラインでの商品PRページ立ち上げによる販売強化事業
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2029 島根県 Dog Salon Merci HP・ECサイトで『愛犬への想い』をもっと伝えたい！

2030 島根県 Re Lash 受入キャパ3倍化＆通いやすいサロンづくりによる販路開拓

2031 島根県 斐伊川和紙 自社ホームページ作成による、情報発信事業

2032 島根県 塩野理容店 抗菌で快適性を凝縮した理容椅子の導入による顧客満足度向上事業

2033 島根県 吉賀建築 新たな設備を導入し販路開拓事業

2034 島根県 有限会社森下自動車 9280002010663 最新型ブレーキテスター導入による新規販路開拓プロジェクト

2035 島根県 一級建築士事務所　アトリエ素と 設計業務の効率化と販路開拓に繋げるBIMシステム導入事業

2036 島根県 ドッグトレーナーカウツ ホームページのリニューアルによる認知度向上及び集客拡大事業

2037 島根県 有限会社家原瓦工業 6280002003083 自社ホームページによる事業ＰＲと顧客開拓

2038 島根県 さとうのんびり農園 鶏卵加工品等の商品開発、情報発信、ネット販売事業

2039 島根県 有限会社松葉屋 7280002011762 印字機能付きシール機導入に伴う和菓子の販路拡大

2040 島根県 小料理ひまわり 高齢化社会に適応した仕出し・弁当・総菜サービスの拡充とPR

2041 島根県 株式会社ボウストフルファーマー 5280001005973 薬膳テイクアウト商品の拡充による売上アップ

2042 島根県 ローソク島クリエイト 直販店舗開設による販路開拓事業

2043 島根県 リサイクル齋藤 新聞折込みを活用した商圏拡大による売上増加事業

2044 島根県 有限会社水谷電業社 5280002004768 補聴器の販売強化に係る販路開拓事業

2045 島根県 cafeste Yo-hen 新たに「ファスティング事業」を立ち上げ新規顧客獲得

2046 島根県 ふくろや旅館 大広間を活用したテーブル席での法事会食の受注増への取組み

2047 島根県 川根家 保冷庫を導入したラッピング車両による仕出し販売の商圏拡大

2048 島根県 有限会社むろや呉服店 9280002006637 「空き店舗活用によるミセス世代をターゲットとした新店舗出店」

2049 島根県 株式会社カーボンズ 1280001008278 天井付き展示スペース設置による成約数向上と販路開拓事業

2050 島根県 友塚畳工店 HPリニューアルおよびECサイトを活用した新規顧客獲得事業

2051 島根県 ともみ珠算教室 非対面授業の確立に向けた学習教材ソフトの導入

2052 島根県 有限会社ティーワイティー 7280002003322 インターネットを通じた自家焙煎コーヒー販売による販路拡大事業

2053 島根県 株式会社かっぽうぎ 7280001008256 脱プラットフォームを目指すEC機能付き公式WEBサイトの制作

2054 島根県 株式会社大信漢方堂 9280001005318 新サービスの取扱開始を契機とした当社と取扱商品の利便性の訴求

2055 島根県 麺家　八兵衛 店舗のPR強化と集客アップに向けた販路開拓事業

2056 島根県 有限会社インタースペース 9280002006851 ニーズ対応による顧客満足度向上と情報発信による販路拡大事業

2057 島根県 株式会社隠岐プラザホテル 5280001005445 コロナウイルスに負けない地域内ナンバーワン戦略

2058 島根県 合同会社八雲振興 6280003001350 自社ＨＰの全改修で八雲と熊野館の情報発信力向上による集客強化

2059 島根県 大番 お好み焼きのテイクアウトで売上拡大

2060 島根県 樋道造園 伐採需要の獲得と広報活動による販路開拓事業

2061 岡山県 森本時計店 隣地区の補聴器難民を救うための出張サービスの開始

2062 岡山県 CAR-CLAPフジハラ レーダー診断サービス実施による商圏拡大

2063 岡山県 株式会社　ヤナギウチ塗装 8260001030871 自社ホームページでの事業メニュー提案による新規顧客獲得

2064 岡山県 杉本工房夢桜 オーダーメイド帽子と直しの新サービスの周知で新規顧客獲得

2065 岡山県 有限会社　高祖鮮魚店 7260002031325 ウィズコロナの旅行ニーズに向けたプラン提供による販売促進

2066 岡山県 有限会社　小見山木工 5260002023687 ３次元ＣＡＤによる提案での受注獲得事業

2067 岡山県 三栄建機株式会社 4260001002759 中古機械販売の開始による販路開拓と情報収集体制の整備

2068 岡山県 秋房畳店 薄畳・フチ無し畳販売強化における新規顧客の開拓

2069 岡山県 有限会社ツチダ車輌 8260002032405 独自の「新しい診断点検サービス」による新規顧客獲得

2070 岡山県 有限会社　遠藤工務店 1260002033525 新規取引先の開拓とエンドユーザーからの直接受注の実現

2071 岡山県 株式会社三協商建 1260001022677 広告を契機に建築業者が少ない隣接する過疎地域へ本格進出

2072 岡山県 内田花園 観葉植物のレンタル新規顧客と生産増加で売上増加により収益改善

2073 岡山県 株式会社　ナラムラ 4260001015983 ホームページの全面リニューアルとＰＲ動画作成による顧客獲得

2074 岡山県 浅口土木株式会社 8260001017927 新たなシステム導入による管理体制の効率化と民間工事の受注拡大

2075 岡山県 満天茶屋 テイクアウト販売強化に伴う商品の安定供給に向けた設備導入

2076 岡山県 有限会社リバティック 2260002027063 高梁市移住希望者に向けた中古住宅のリノベーション販売とPR

2077 岡山県 株式会社角谷愛国堂 8260001007481 百寿者を目指して健康リスクを改善するサポートをして販路拡大

2078 岡山県 Xin合同会社 2260003003055 ホームページとSNS広告を活用した新たな販路開拓と売上増加

2079 岡山県 ＫＭＴサービス 看板設置による事業内容の周知拡大と新規顧客獲得による売上拡大

2080 岡山県 gantsu.fit.body 顧客獲得・満足を向上させる四つの要素と三カ年計画
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2081 岡山県 石材総合取扱　伸和 ソフト面のサービスＰＲによる直接受注の獲得

2082 岡山県 岩原石材店 高齢のお客様が安心して“お墓の相談”ができる新サービスの開発

2083 岡山県 神根産業株式会社 8260001021276 営業ツールの充実で競争力強化と持続的発展への挑戦

2084 岡山県 株式会社　岡田商会 2260001008758 ヤフーショッピング・ホームページを活用した販路開拓・売上拡大

2085 岡山県 洋食キッチンかもめ チラシとHPを作成して、新規顧客獲得の為の販路開拓事業

2086 岡山県 株式会社　エイミアブレス 3260001023343 子育て真最中の薬剤師がお答えする肩の力を抜いた子育ての提案

2087 岡山県 上道運輸株式会社 6260001003391 既存取引先との関係性強化と取引先拡大のための営業力強化事業

2088 岡山県 小池菓子舗 ギフトカタログを使った販促活動による新規顧客獲得事業

2089 岡山県 株式会社　新製品開発研究所 4260001033606 「防災用水陸両用救助舟艇の開発」

2090 岡山県 フラワースタジオわう フラワー教室の付加価値を情報発信する販路開拓事業

2091 岡山県 友成工業株式会社 5260001027887 水冷クーラー導入でクラック発生を防止し、新分野へ販路開拓

2092 岡山県 株式会社麺匠かもがた本舗 4260001017947 新規顧客にも購入しやすいサイト作りでネットショップの売上ＵＰ

2093 岡山県 お菓子と雑貨kaon ギフトラッピングのオリジナルアイテム導入による贈答品の強化

2094 岡山県 三日月 8周年記念新メニュー提案を中心とした新規顧客獲得事業

2095 岡山県 有限会社侘助 5260002034081 タウンプラスでみんなにお届け！粋呑房のお客と繋がる新サービス

2096 岡山県 株式会社卵娘庵 1260001026645 コロナに勝つ！早島駅前新店舗オープンによる顧客獲得計画の実施

2097 岡山県 株式会社鴨方グリーンホテル 2260001017726 長期滞在者向けサービスの充実による魅力ＵＰ＆新規顧客獲得事業

2098 岡山県 株式会社トラスト・ジャパン 7260001004819 岡山を代表する祭り用衣装オーダーメイド制作のPR

2099 岡山県 森永整骨院 高濃度酸素発生機導入による新サービスの販路開拓

2100 岡山県 なお助健堂 テレ診断と非接触機器導入による「おっぱいケア」役務の販路拡大

2101 岡山県 株式会社ウッディライフ 3260001020729 加工品ネット販売強化、情報誌掲載で販路拡大、利益率改善計画

2102 岡山県 GS化工株式会社 4260001033341 パンフレット作成による新規顧客獲得と既存顧客への提案強化

2103 岡山県 株式会社吉野自動車 8260001020872 地元の魅力発見！美作エリアバスツアー提案による観光需要喚起

2104 岡山県 CHAIKA photos ホームページからの技術ＰＲ，撮影プラン提案による受注拡大計画

2105 岡山県 菱川靴店 足の悩みを改善する靴の修理・メンテナンスサービスＰＲ事業

2106 岡山県 八幸電気工業 電気アドバイザーによる新サービスの周知による販路拡大

2107 岡山県 株式会社一宮広告舎 4260001025900 小企業の魅力発信動画作成サービスについてのＰＲ

2108 岡山県 株式会社薫製倶楽部 4260001013186 全国どこでも安心して食すことが出来るソーセージブランド

2109 岡山県 福島時計メガネ店 補聴器出張調整サービス強化による販路拡大計画

2110 岡山県 株式会社ＮＥＸＴＯＲＥ 4260001026980 インターネット販売拡大による新規顧客獲得と更なる業務効率化

2111 岡山県 株式会社高橋建築 8260001013975 「ハレの木」ブランドで木のある暮らしのトータルプロデュース！

2112 岡山県 株式会社大月組 8260001019007 チラシ広告で民間需要を掘り起こし他社との差別化を図る取り組み

2113 岡山県 旅館たまや 新規顧客獲得に向けた集客力強化と心地よい空間作り

2114 岡山県 讃岐うどん　かわはら 待つだけの商売ではなく積極的な情報発信で新規顧客を獲得する

2115 岡山県 びいどろ亭 赤外線カメラ搭載ドローンによる外壁の劣化診断サービス事業

2116 岡山県 きれいなからだ 出産間もないお母さんに寄り添った健康サポートの強化

2117 岡山県 株式会社美咲物産 5260001020702 ３密対策とオンラインショップによる安心・安全の新規顧客開拓

2118 広島県 株式会社　総商さとう 6240001033969 海外向けネット販売事業強化に伴うレイアウト変更

2119 広島県 有限会社よしお 5240002029843 HP再構築によるEC販売強化と受注増に対応する保管機能拡大

2120 広島県 Wanoma フルフラットシャンプー台の導入、新メニュー追加で売上増加

2121 広島県 有限会社安芸津葬祭 6240002029347 思い出整理・おうちの片付けサポート事業の販路拡大

2122 広島県 株式会社　しお家 6240001027822 呉地域の食材を活かした商品開発と通販サイトでの販売強化

2123 広島県 はりきゅうspa憩 販路開拓の為の、ホームページ・口コミサイトの強化

2124 広島県 山地鍼灸接骨院 超音波治療器導入とチラシ配布で売上UP

2125 広島県 炭火焼肉リキ 看板リニューアルによる新規顧客を獲得するための取り組み

2126 広島県 株式会社ナチュラル雅 4240001045859 オンライン腰痛予防・治療セルフトレーニングによる販路開拓

2127 広島県 山崎自動車鈑金株式会社 4240001053044 門柱リフトの導入による整備体制の向上と受注強化

2128 広島県 喫茶モナミ 昭和の喫茶店遊休テラス活用で感染対策＆SNS映えの二兎を追う

2129 広島県 ひらた記念動物病院 小動物診療における整形外科の開拓及び地域医療の拡充

2130 広島県 株式会社ＢＡＵＳ 9240001055894 ＷＥＢサイト制作で非接触型営業ツールによる新規顧客開拓事業

2131 広島県 万古渓養魚観光株式会社 2240001028221 広報物作成による、店舗の認知度向上および新規顧客の開拓

2132 広島県 BARBER LODGE お店の顧客満足度向上と魅力発信による売上増大計画
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2133 広島県 福祉の美容室nana 店舗型・訪問型美容の集客と福祉理美容の人材育成事業のPR活動

2134 広島県 有限会社アートフィッシング 7240002030709 初心者・女性・子供に管理釣り場の楽しさを伝えて新規需要を創造

2135 広島県 株式会社あすなろ工業 9240000108091 塗装工程を含む一貫生産体制の確立による販路拡大と新規客獲得

2136 広島県 LaFlor 地中海料理レストラン　インターネット販売による販路開拓

2137 広島県 俊峰園 集客力の高いHP作りで特別栽培シャインマスカットの販路を拡大

2138 広島県 安芸乃国酒造株式会社 7240001054072 ＥＣサイトの開設と主要生産設備の増強による販路開拓力向上計画

2139 広島県 マエカワ建機サービス 積極的な広報活動で建機サービス部門の顧客増を目指す

2140 広島県 株式会社Be-Axith 9240001055093 PR動画を活用した美骨パーソナルトレーニングの認知獲得

2141 広島県 ぽこあぽこ音楽教室 笑顔奏でる音楽教室のPR活動と安心できる環境づくり

2142 広島県 株式会社篤創庭舎 1240001000511 商談ルーム新設とホームページ等の広告を通じて販路拡大

2143 広島県 Gator’s Cajun Kitchen 店舗の視認性向上及びサービス内容をPRする店頭演出の強化

2144 広島県 有限会社　府中興産 4240002048670 子どもの一時預かりや高齢者向けヨガ等の提供のための施設改装

2145 広島県 おうち保育わっか 親子が共に安らげる保育ルームの重点広報とこだわりの動画PR

2146 広島県 株式会社ＢｅＷａｌｋ 5240001052111 先駆的かつ保険(療養費)に頼らない経営体制の確立

2147 広島県 有限会社　楠本自動車工業 4240002048019 自動車整備用リフト導入による整備作業の効率化と売上拡大

2148 広島県 有限会社カキタ６８ 4240002003725 『自然素材を生かした注文住宅』新事業成功のためのＨＰ新設

2149 広島県 株式会社　ウエカド 9240001036168 ローコストで自分のスタイルを形づくる新しいリフォームを提案

2150 広島県 パン屋　純 地域密着のパン屋へ　手作りパンと新商品開発で顧客満足度向上

2151 広島県 Snow＊design nail 電動ネイルチェアとネイルキャリー導入による高齢者層の開拓

2152 広島県 有限会社フリーク 1240002023841 太道教室周知のためのチラシ・パンフレットの配布とＨＰ改修

2153 広島県 木河畳店 網戸新調の内製化のための設備投資による事業分野拡大

2154 広島県 ＳＡＫＯＤＡ．ＮＯ．ＳＡＫＵＲＡ テイクアウト及びネットを活用したデニッシュ＆バターの販売

2155 広島県 いまだ整骨院 超音波観察装置（エコー）を用いた患部の客観的観察で販路開拓

2156 広島県 華林業 新たなる販路開拓を行う作業効率化に向けた設備投資

2157 広島県 文進堂　畑製筆所 海外クラウドファンディング活用による化粧筆市場拡大と文化普及

2158 広島県 岡本建設株式会社 5240001037871 付加価値イベントの実施による集客事業

2159 広島県 Yuki Willems Photography 店舗改装によるＨＰ制作の受注強化計画

2160 広島県 株式会社オーディエム 1240001001699 自社ホームページ作成・パンフレット配布による販路開拓

2161 広島県 美智子美容室 高齢者に優しく、トータル美容を提案する美容室の高みを目指す

2162 広島県 株式会社和ごころ工房 9240001036564 地域密着の畳店　お客様とのつながりを創り、深める取り組み

2163 広島県 株式会社まるちょう 4240001043623 販促ツール導入による付加価値アップとリピーターの獲得

2164 広島県 株式会社Delectable 8240001052604 ホームページ作成による広報活動とネット販売のための設備導入

2165 広島県 808カフェ 店頭広告と設備導入でテイクアウトを強化し売上アップを目指す

2166 広島県 港の編集室 多機能コミュニティスペース開設による、個人顧客開拓事業

2167 広島県 株式会社ワダ技建 1240001055118 移住希望者への積極的アプローチとアフターフォローで差別化

2168 広島県 有限会社かぐらや 5240002018540 非接触・非対面のＥＣサイト販路開拓

2169 広島県 COZYデコレーション 住居空間を最大限活かしたリフォームの推進による新規顧客の獲得

2170 広島県 有限会社中野ゴルフガーデン 7240002049798 離島で製造する刺身でも美味しい水煮タケノコの売上高増加事業

2171 広島県 有限会社カーサロン．シンザワ 5240002030966 故障診断機等による充実した自動車整備体制で販路開拓

2172 広島県 future nostalgia 株式会社 6240001056680 信用を高め、差別化できる新規顧客増加のためのHP作成事業

2173 広島県 PORTA　CARINA　SALON 新技術によるサービス開始のご案内と設備更新による新規顧客開拓

2174 広島県 Shiki Farm 顧客管理及び事務効率化に伴う積極的な販路開拓事業

2175 広島県 宮原水産 冷凍設備導入よるコロナ禍での新商品開発と個人向け販売強化

2176 広島県 株式会社赤坂ボーリング 4240001038846 メディア活用と既存客との関係強化による効率的な受注獲得

2177 広島県 コーヒーローストセレーノ カフェの新規顧客獲得および焙煎珈琲豆販売の拡大計画

2178 広島県 空調工８４ 設備導入による空調工事の受注獲得と効率化による短納期の実現

2179 広島県 玉浦養魚場 コロナ禍で海外向け販売の減少を国内販売で補い事業継続を図る

2180 広島県 Merci株式会社 8240001056555 訪問看護ステーションを主力事業とする広告媒体のリニューアル

2181 広島県 合同会社ヨコミネ広島 2240003003734 新クラスの開設を折込チラシやホームページで広告し販路開拓

2182 広島県 明石ストアー 明石地区の皆様が集える場を作る事業

2183 広島県 株式会社トラスト 4240001043417 ジビエ事業の販路拡大のためのホームページ作成と設備投資

2184 広島県 ヘアーサロン タケシタ 中高年、女性客をターゲットとしたヘアーサロンで新規顧客獲得
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2185 広島県 株式会社クローバー 5240001040198 エクステリア造園工事への本格参入で事業基盤の強化と売上拡大！

2186 広島県 平和工務店 町の定住支援制度を活用したリフォーム事業宣伝ＨＰで販路拡大

2187 広島県 有限会社ツネモト 6240002010612 新たな検査機器の導入により食の安全・安心を届ける事業　

2188 山口県 ＣＥＲＡフジトモ 展示スペースと商談エリアを設置しユーザー直接受注の拡大を図る

2189 山口県 フクダ商会 整備用スキャンツール導入による特定整備への対応

2190 山口県 オイルメンテナンスサービス株式会社 4250001011876 新規事業参入のためのECサイト構築による販路開拓

2191 山口県 幸＋キモノ 個人的な繋がり以外の人への販路拡大

2192 山口県 sMALL wORLD 鉄道模型専門店がHOゲージの普及を目指して販売促進

2193 山口県 A.M.F 大型看板設置による機会損失防止と販路拡大（新規顧客獲得）

2194 山口県 有限会社川田餅本舗 5250002020446 首都圏方面の販路開拓のためのパッケージデザイン変更等環境整備

2195 山口県 TARO 新商品！イチゴのフリーズドライ加工に向けた店舗改装

2196 山口県 徳地そば茶屋 雅 日本の伝統文化と地域の魅力を伝える客室の増設による売上拡大

2197 山口県 周防大島ワイナリー株式会社 5250001016775 新規熟成用の樽購入による主力ワインの生産性付加価値向上

2198 山口県 涙想創 コロナ対策施行済！安心安全のお葬儀アピールで知名度アップ販促

2199 山口県 須佐湾エコロジーキャンプ場管理組合 2700150080496 スマホ社会対応版ホームページへの改修による販路開拓事業

2200 山口県 株式会社ふじい電機 6250001012542 展示・商談ルームの開設で、街の電気屋さんとしての役割向上

2201 山口県 八千代酒造合名会社 1250003000847 地域振興事業への参加と新商品開発による販路拡大

2202 山口県 レインボーガーデン SDGｓ持続可能な里山保全の為の応援消費活性化事業

2203 山口県 コンディトライHAKU 首都圏向けパッケージデザイン作成による販路開拓

2204 山口県 株式会社フェアリーS.ガーデン 8250001014941 ウエットタイプのプレミアムドッグフードの開発と販路開拓

2205 山口県 歩日人 店舗改装による顧客満足度向上及び新規顧客の獲得

2206 山口県 株式会社舞田興業 3250001011778 ＨＰリニューアルによる民間工事・商事部門の販路拡大

2207 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865 家呑み商品のドライブスルー販売と利便性向上で集客アップ

2208 山口県 La petite mame 書道と中国茶とコラボした茶菓子の開発による新規顧客層の開拓

2209 山口県 割烹旅館　三水園 季節の会席料理の新メニュー開発で、地元客のランチ需要を獲得

2210 徳島県 中国式アロマリラクゼーション　ラッキー 中国式施術の魅力をオンライン発信、非接触接客で新規顧客開拓

2211 徳島県 おひ－さんの農園チ－ノ 子育て世代の女性へ「チコリコ－ヒ－」商品化による販売強化

2212 徳島県 あなんど 完全予約制で三密回避、ストレス軽減と安心店舗認知度向上作戦

2213 徳島県 中華料理黄琳 テイクアウト需要を取り込むための新メニュー開発及びＰＲ

2214 徳島県 有限会社モーターランド阿讃 3480002015920 快適な空間の提供による顧客満足度向上と売上拡大事業

2215 徳島県 民宿うり坊 新商品・メニュー開発のための設備導入で新規顧客獲得事業

2216 徳島県 有限会社オートアンドパル 2480002009725 新しい車検制度に対応する最新設備導入及び整備人材育成事業

2217 徳島県 一竿風月 品質の落ちないテイクアウトサービスの新設と商品力の向上事業

2218 徳島県 株式会社　阿波酢造 2480001003679 注文フォーマットにより、お客様と直接取引できるHPの構築

2219 徳島県 丸あ産業　株式会社 1480001006848 景観とジビエ料理を楽しめるバーベキュー設備の新設

2220 徳島県 合同会社　すぎとやま 9480003001484 国産杉を使った木糸のブランド確立に向けた設備投資と販売促進

2221 徳島県 ヘアーサロン川崎 老舗理髪店のトイレリフォームによる高齢顧客層の満足度向上事業

2222 徳島県 株式会社電化のオオニシ 9480001010727 水廻りリフォームの積極提案による販路開拓事業

2223 徳島県 ダイコク 当社が長生きするためのホームページによる販路開拓

2224 徳島県 株式会社　ハマダ石材 6480002012378 町のお墓屋の便利屋サービス提供開始事業

2225 徳島県 麹屋 本家阿波おんな ニューノーマルに向けたECへの販路転換とブランド力向上

2226 徳島県 有限会社橋口モータース 7480002015751 タイヤ交換サービス強化のための専用リフト導入

2227 徳島県 ウエストトランスポート株式会社 1480002015716 トラックヤード活用と建築資材運送増加のためのホームページ開設

2228 徳島県 有限会社大谷製材所 4480002015399 ＤＩＹ商品等の木製品をネット販売するための基盤構築事業

2229 徳島県 株式会社プレイス 5480001009541 環境社会に対応した新規事業の広報および受注獲得事業

2230 徳島県 株式会社マシンパーツ 9480001005363 錠剤製造用金型洗浄装置の開発・営業

2231 徳島県 松茂青果有限会社 9480002011328 品質及び生産性向上のための肥料散布機の導入

2232 徳島県 谷崎建築 リフォーム工事需要に対応する設備の増設

2233 徳島県 Salon de H ホームページを活用した情報拡散、新規顧客獲得事業

2234 徳島県 キトウ車 自動車の電子制御装置点検整備に関わるトータルエイミング

2235 香川県 DANCE　STUDIO　R 教室移転による知名度アップ対策と生徒数拡大のための環境整備

2236 香川県 株式会社　共栄食糧 8470001012139 ショッピングサイト会員増加・増強計画
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2237 香川県 有限会社　かつや旅館 4470002018881 自社ホームページの作成　魅力の発信による認知度向上

2238 香川県 中條表具店 表具業から脱却し、地域密着リフォーム業のＰＲ

2239 香川県 有限会社ブライダルいしかわ 1470002016384 屋外撮影にシフトし「記憶に残る家族記念写真撮影事業者」へ

2240 香川県 Aina・ふろ～りあん 「弥勒餅」の販売促進と故郷へ馳せる想いを伝えるプロジェクト

2241 香川県 株式会社大東精工 9122001008563 自社ブランド新製品「小径コレットチャック」の販路開拓事業

2242 香川県 Lucaho Farm インパクトのあるブルーベリー直売所にするための店舗改装

2243 香川県 文次郎農園 ＨＰ・ＥＣサイト導入およびオリジナルロゴによる販路拡大事業

2244 香川県 合同会社Phoenix 8470003001866 非日常空間を創り出すハワイアンな受付施設

2245 香川県 株式会社大空塗装 4470001014254 住宅の外観を豪華に演出するための塗料吹付機の導入

2246 香川県 ONEnglish 新規顧客獲得のための看板設置とＳＮＳリスティング広告

2247 香川県 株式会社azemichi 1470001017986 農場と消費者をつなぐ、安心な野菜の提供システム

2248 香川県 有限会社岡崎商店 4470002009633 新規顧客が入りやすくリピーターとなる明るい店舗へ

2249 香川県 株式会社将進 4470001016886 元請工事獲得のための顧客が来訪できる施設整備

2250 香川県 トータルリペア滝川 ニーズを満たせ！新サービス「出張車内清掃」による売上拡大

2251 香川県 株式会社リフレクト 1470001015593 農家ニーズを満たす新型産業用ドローン導入による新たな販路開拓

2252 香川県 マスモトタイヤ 顧客ニーズに合わせたタイヤの保管による顧客満足度向上！

2253 香川県 有限会社カーサクリーンシステム 9470002009397 ビルメンテナンスにおける定期及び床洗浄事業と内装工事における

2254 香川県 有限会社かがわ木材加工センター 1470002009173 日本農林規格（JAS）認定工場の取得に向けた環境整備

2255 香川県 有限会社藤川牧場 4470002001995 大型複合遊具使用！牧場だからこそできる野外体験プロジェクト

2256 香川県 創作ダイニング七八五 店舗入口部分の改修と看板設置による新規顧客獲得事業

2257 香川県 久保理容所 店舗の看板設置及び店舗前の改装による認知度向上と売上アップ

2258 香川県 ONESWORKER カスタムオーダーの注文を簡単にし、売上アップにつなげる取組み

2259 香川県 株式会社細川木材 7470001012668 地元で認知度を向上させ、新築の受注増加計画

2260 香川県 岡製麺所 SNS時代を意識した店舗改装で集客強化

2261 香川県 多楽福郷　熊八 生産者と共に助け合う“ランチ営業開始”による販路拡大事業

2262 香川県 有限会社池田内装店 7470002017600 医療施設専用工具による差別化と作業効率アップを行う事業

2263 香川県 株式会社禾 7470001011793 食品表示検査と中国語パンフレット作成による海外への販路拡大

2264 香川県 有限会社 藤田水産 1470002016871 リスティング（Google）広告を使用した新規顧客の獲得。

2265 香川県 有限会社　一健板金工業所 3470002011219 ドローン導入による業効率化と動画提供によるホームページの改良

2266 香川県 Ｍ2 Ａuto（エムツーオート） 自動車展示スペースの整備拡張に伴う販売促進キャンペーンの実施

2267 香川県 株式会社　河内小学校 5470001015904 廃校を活用したキャンプ場の展開とWEB予約決済システムの導入

2268 香川県 大西商事有限会社 2470002016771 商品撮影ブースを活用したEC販売強化事業

2269 香川県 cafe Ta蔵 「貸し切り専用スペース」の開設による売上向上施策

2270 香川県 有限会社　川西電機 6470002016594 アパート・マンション維持管理サービスによる販路開拓

2271 香川県 株式会社　ミトヨフーズ 1470002016302 ブランド再構築による自社商品の付加価値向上事業

2272 香川県 株式会社ニッタ 2470001011121 刺繍専用ミシン導入による即納対応とオリジナル商品の販路拡大

2273 愛媛県 スナック男爵 トイレの洋式化・改装及びウイルス対応換気設備の導入事業

2274 愛媛県 喫茶もりの精 Withコロナを乗り切るための店舗改装により売上挽回を図る

2275 愛媛県 サバイバルゲームフィールドフロントライン 臨場感ある動画でサバイバルゲームの魅力を発信し新規顧客を獲得

2276 愛媛県 有限会社木下工業 2500002012073 カタログ製作・配布による自社知名度の向上、及び営業力の向上

2277 愛媛県 とり雅 抗ウイルス型エアコン設置の安心安全な店舗環境による顧客開拓

2278 愛媛県 Ajian 店内改装等による魅力向上とリニューアルPR事業

2279 愛媛県 株式会社くり房 5500001019141 新事業「ゴルフ工房」開設による売上アップと顧客満足度アップ

2280 愛媛県 株式会社おぐら 2500001023096 塗装専用機械導入＆HP・看板新設で販路拡大と利益向上

2281 愛媛県 タバタヤ菓子舗 エアコン設置とＬＥＤ照明改修の店舗環境改善による顧客開拓事業

2282 愛媛県 門田商店 伝統のアイスキャンディー承継に向けた衛生環境強化と売上拡大

2283 愛媛県 井上家具店 コロナ対応の空調設備導入による集客力向上事業

2284 愛媛県 有限会社エビスヤ薬局 3500002010919 衛生環境強化により安心して来店・相談できる設備の整備

2285 愛媛県 中尾建設 接客提案スペース整備及び工場内LED照明設置による個人客開拓

2286 愛媛県 きねつき都餅 バーコードプリンターと顧客一元管理ソフトの導入による小売強化

2287 愛媛県 鶴間食品株式会社 7500001015584 自社ブランドの確立による販路開拓と売上拡大事業

2288 愛媛県 有限会社村上自動車 3500002022138 ショールームのリニューアルと情報発信による集客力の向上
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2289 愛媛県 有限会社フィット 9500002022116 外注内製化によるレスポンスの向上と顧客ニーズへの対応力の強化

2290 愛媛県 オートコンシェル 全自動トルコンチェンジャー導入による新事業の開始

2291 愛媛県 西村自動車 車両修理・整備環境の改善に伴う売上の拡大と機会損失の削減

2292 愛媛県 art hair design wille 顧客への更なるメニューの提案・アプローチと新規顧客開拓

2293 愛媛県 マリン 駐車場拡張による集客力向上と高齢者に安心を提供できる店舗作り

2294 愛媛県 美容室　希楽 肌診断機導入によるトータルビューティーの実現と新規顧客獲得

2295 愛媛県 有限会社近藤硝子店 8500002022042 ＢｔｏＣへの販路開拓のため、「ＤＩＹコーナー」の創設

2296 愛媛県 レストラン潮路 快適な店内環境の提供と美しい海と夕日で新規顧客獲得

2297 愛媛県 美容室リマインド サブスク＆セルフの新メニュー開発と予約システム導入で売上拡大

2298 愛媛県 良坊 お客様一人ひとりに寄り添うやさしく明るいお店づくり

2299 愛媛県 株式会社天神産紙工場 8500001007829 和紙原料楮（こうぞ）炊工程効率化による生産量増大事業

2300 愛媛県 アドラーブル 痩身エステへのメニュー展開と化粧品販売促進事業

2301 愛媛県 清水衣料品店 店舗改装による魅力ある売り場づくりの構築で販売促進を図る

2302 愛媛県 土居株式会社 3500001015159 新事業展開にともなう顧客導線の確保と認知度向上による販路拡大

2303 愛媛県 株式会社うにまんじゅうの田村菓子舗 1500001008684 ネットショップ強化による販売強化と複数販路化

2304 愛媛県 株式会社ニシエイ建材 3500001004921 高齢顧客に対応した店舗設備利便性向上事業

2305 愛媛県 有限会社兵頭産業 3500002010547 精穀設備の新規導入により外国人向ブレンド米の品質向上

2306 愛媛県 cutroom　STeP 店舗リニューアルで地域一番の高付加価値理容室を目指す

2307 愛媛県 今井自動車整備工場 スキャンツールを導入し内製化することで利益と売上げアップ

2308 愛媛県 いとうスタジオ 写真館を落ち着ける空間にリニューアルしてスタジオ撮影を復活

2309 愛媛県 石鎚黒茶さつき会 ＨＰ作成とブランディング化で石鎚黒茶の販路開拓事業

2310 愛媛県 黒川建設 ブレーカー導入で解体工事をスピードアップして売上増大

2311 愛媛県 株式会社オートファクトリー 5500001016824 エーミング作業導入による新規顧客開拓

2312 愛媛県 有限会社樫田自動車商会 4500002024091 最新鋭診断機器導入による車両整備で安全性と顧客満足度向上

2313 愛媛県 株式会社ゆうとぴあ河辺 2500001007883 経営を再建するための新規顧客獲得に向けた広報事業

2314 愛媛県 宇都宮酒造株式会社 2500001007891 新酒のラベル及びリーフレットデザイン一新によるブランディング

2315 愛媛県 赤玉 トイレ改装によるバリアフリー化で高齢者にやさしい店を目指す

2316 愛媛県 四川亭 高火力の中華レンジ導入による新メニュー開発と新規顧客獲得

2317 愛媛県 コスモス 和式トイレから洋式トイレへの改修による顧客満足度の向上

2318 愛媛県 有限会社森永整備工場 3500002011207 次世代自動車整備及び車検業務により顧客満足向上

2319 愛媛県 有限会社金福 1500002020176 生花業における新規事業戦略の確立

2320 愛媛県 株式会社ムラカミサービス 8500001020699 アフターコロナを迎えるための作業の省力化事業

2321 愛媛県 Paysan（ペイザン） ウィズコロナに対応した新店舗設立によるテイクアウト強化事業

2322 愛媛県 こりおり舎 「宿舎こりおり」開始事業

2323 愛媛県 カワイシ醤油株式会社 8500001008281 自社ショッピングサイト作成による新規顧客獲得事業

2324 愛媛県 しまなみフレンチFiler 大三島産食材での新商品開発・ＰＲ強化し販路拡大

2325 愛媛県 ベスト電器ミヤタ保内店 店舗トイレリフォームによる売上拡大事業

2326 愛媛県 結乃屋MITSUBACHI アフターコロナに対応した明るく解放感のある民宿への転換事業

2327 愛媛県 島ライフ 海の見えるウッドデッキでくつろげる宿

2328 愛媛県 しまなみの小さな家 お客様が安心してゆったり過ごせる宿づくり

2329 愛媛県 細河石油店 お客様のトータルカーライフサポートによる油外収益の獲得！

2330 愛媛県 並川モータース 最先端自動車に対応するための高性能スキャンツールの導入事業

2331 愛媛県 大亀建築工房 「段取り」強化による空き家・シニアリフォームの販路開拓事業

2332 愛媛県 金子農機具店 農業振興：獣害対策による販路開拓

2333 愛媛県 愛媛新聞エリアサービス菊間・寺尾歯研 業務範囲の拡大と付加価値の増加を図るための機器の導入

2334 愛媛県 こんぴら ウィズコロナのための店づくりによる販路開拓事業

2335 愛媛県 ヒラタ株式会社 9500001012927 洋式トイレの導入による顧客満足度の向上事業

2336 愛媛県 味和居Dining敬 テイクアウトメニュー及び、自店メニューのBtoC化事業

2337 愛媛県 有限会社アルテフィーチェ 5500002010470 下灘珈琲・しまなみコーヒー・カルスト珈琲のホームページ新設

2338 愛媛県 民宿　浜乃屋 海水浴場沿いにある海鮮料理が自慢の「のんびり空間」を提案

2339 高知県 Maison de Sweets Hattori 大幅な製造量増加に対応するための商品保存設備導入計画

2340 高知県 マイショップミツワ 地域の食卓を支えるミニスーパーの経営維持のための設備導入計画
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2341 高知県 高岡自動車 スキャンツール導入で整備環境の内製化による販路拡大

2342 高知県 内外典具帖紙株式会社 7490001005397 変わりゆく時代でも活躍できる和紙製品作りへの取り組み

2343 高知県 株式会社松本商店 3490001007637 自動梱包機導入により販売機会喪失回避と販路拡大

2344 高知県 株式会社 クリニカルサポートMT 9490001009470 地域の医療体制を強化する『超音波検査技術者の養成塾』の開設

2345 高知県 はるの総合労務管理センター・石川悠樹行政書士事務所 ダブルライセンスを活用したワンストップサービスの提供

2346 高知県 高瀬石材店 新規ホームページ開設による情報発信と新規顧客獲得事業

2347 高知県 Clair  Dieu マイクロバブル発生装置導入による販路開拓事業

2348 高知県 有限会社矢野青果 4490002009870 自動梱包機導入による増産体制強化事業

2349 高知県 恭めだか ハウス換気扇及び販売ブースの設置

2350 高知県 宮川豆腐店 新商品製造のための設備導入事業

2351 高知県 清流四万十の里　十和温泉 四万十ヒノキを使った移動式屋外サウナ導入で顧客満足度アップ

2352 高知県 株式会社マルキョウ 1490001007507 商品生産体制強化による販路開拓強化事業

2353 高知県 永真工業 土木工事積算システム導入による公共工事の受注拡大

2354 高知県 有限会社　窪川タイヤ商会 9490002010832 タイヤ交換工具増設による販路拡大事業

2355 高知県 上村製材所 製材所の廃材を有効活用した国産木材製品の開発による販路開拓

2356 高知県 株式会社　光照 3490001009583 伐採木材粉砕機導入による作業効率の大幅な向上と受注拡大

2357 福岡県 Calla 目指せマスク美人！目元のアンチエイジング導入による販路拡大

2358 福岡県 （有）ハイデルベルグ 6290802016705 フードプリンター導入による高付加価値商品の開発

2359 福岡県 株式会社岡田設備 3290801016097 顧客コミュニケーション向上による水回りリフォーム事業の展開

2360 福岡県 てもみ屋 岡垣町の住民に絞り込んだ広報の強化による地域１番店の確立！

2361 福岡県 株式会社梅野隆製菓 7290001073869 職人技の「もなか種」なつかしさと共に新ニーズに対応し販路拡大

2362 福岡県 Office Maman　 ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰｵﾝﾗｲ講座とﾀｯﾁｹｱの出張型サービス開始

2363 福岡県 株式会社コーリン・プロジェクト 6290001039276 ホームページリニューアルによるBtoCへの対応と販路の開拓

2364 福岡県 第二成幸丸 顧客獲得のためのHPリニューアルと身近で「優しい釣り」の実現

2365 福岡県 FLORIST Classic Bouquet グラフィックデザイン事業の新規立ち上げ等による販路開拓

2366 福岡県 ケーキのメルシィ 洋菓子店が展開するパンの製造販売による販路開拓

2367 福岡県 株式会社フリーダムデザインオフィス 8290801024509 仮設足場製図におけるオンライン商談とテレワークの環境整備

2368 福岡県 有限会社福岡第八アイビー化粧品販売 8290002041114 サロン内の環境改善による顧客満足度の充実と集客率の向上

2369 福岡県 デンタルラボコレクト 新素材を使った金属不要の義歯製作体制を整え高価格受注を増やす

2370 福岡県 株式会社南畑ぼうぶら会議 3290001080852 地元農産物「やまもも」を活用した地域特産品の開発と販路開拓

2371 福岡県 小麦の実　ふぁいみーる 食事用ラスクとカフェスープの開発と外カフェによる販路開拓

2372 福岡県 エクサー不動産株式会社 9290001080566 エンディングノートを活用した不動産売却希望者の集客

2373 福岡県 ＲＯＳＥＲＡＩＥ（ロズレ） ホームページの拡充とウェブ広告の実施

2374 福岡県 信映電設 「身近な町の電気屋さん」の広報力強化による新たな販路の開拓

2375 福岡県 Ｊｆｐ株式会社 9290001086522 当社特許工法を用いた施工会員の増加及び新規顧客の獲得

2376 福岡県 (株)TANAKA　Holdings 6290001065966 ブランド化で若年層へデザイン性の高いリノベーション販路開拓

2377 福岡県 翼宿 糸島無農薬野菜加工品：野菜チップスの新商品開発と販路開拓

2378 福岡県 グレートヘルプ ホームページやＳＮＳ等、ＷＥＢを活用した販路開拓と認知向上

2379 福岡県 角鮮魚店 年間を通したマグロの取り扱いによる販路開拓・販売拡大

2380 福岡県 株式会社リノテックペイント 4290001089868 直接顧客の獲得施策としてのホームページ開設による販路開拓

2381 福岡県 合同会社ＥＨカンパニー 7290003009565 ホームページ開設によるネット販売の構築と地域顧客の集客力向上

2382 福岡県 髙田自動車 経営基盤を固めよう！展示場の拡大工事による新規顧客の獲得事業

2383 福岡県 安部燃料店 ITを活用した暮らし安心サポート事業の展開

2384 福岡県 手打ち蕎麦朴味 「日本料理と手打ちそば」を融合した料理のおもてなし事業展開

2385 福岡県 株式会社明広建設 8290001065205 顧客が相談しやすい店舗入口改装工事及び販路開拓の為の看板作成

2386 福岡県 株式会社貴翔 6290001066378 ホームページリニューアルで初心者向けコースレッスンの販売促進

2387 福岡県 株式会社吉森商会 7290001044226 新たな売上の柱を獲得するためのホームページ作成事業

2388 福岡県 本田テクノロジー合同会社 5290003010582 店内環境の改善とカフェメニューの拡充による販路拡大

2389 福岡県 大和美装 ホームページの作成とチラシの配布による新規顧客の獲得

2390 福岡県 雷山房 茶室にて伝統文化再認識・海外への日本文化発信による販路開拓

2391 福岡県 HKcompany ホームページや看板設置による広報力強化で新規販路開拓！

2392 福岡県 ＡＳＡＰ　ＳｉＳ. 四つ葉のクローバーを使用したキャンドルタワーの製作・販売事業
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2393 福岡県 有限会社トライ食品 1290002044247 長年培ってきた人脈・ノウハウを活かしたネットショップの運営

2394 福岡県 花木蓮 短時間ドライヘッド施術サービスの展開による販路開拓事業

2395 福岡県 ステンドギャラリーツツイ メダカ販売事業の販売力強化による販路開拓

2396 福岡県 株式会社マル玄 8290001050553 精米品位データを活用した商品提案による業務用米の販路拡大

2397 福岡県 salone Coya 高齢女性に特化した設備導入による高齢者向け新サービス展開事業

2398 福岡県 有限会社　羅漢 6290002033162 離れていても参列出来る【オンライン葬儀】の展開

2399 福岡県 中野果実園 観光農園、インバウンド客依存体質の改善と出荷作業の効率化計画

2400 福岡県 コメカラパン 個別オーダーに対応したパン製品の外販強化による経営安定化

2401 福岡県 今村弘建設 一緒にDIYが出来る町の大工さん

2402 福岡県 Donelu お家時間の充実と地域の元気に貢献する、福岡発ハンドメイド事業

2403 福岡県 うきはんと 通販用の新商品開発とインターネット販売への取組

2404 福岡県 八女茶業本舗株式会社 2290001053297 チラシ配布による抹茶クレープの認知度向上と茶製品の売上拡大

2405 福岡県 川勝大作 六次産業の拡大に向けたホームページ開設

2406 福岡県 焼きたてパン笑笑 ラベルプリンターの導入による販路拡大。

2407 福岡県 ナーシングプロジェクト虹いろ HP開設で集客アップ・安心移送のための医療機器充実

2408 福岡県 古賀薬局 漢方薬局店の改装、HPの開設により集客の強化を図る。

2409 福岡県 森山林業 コンテナ苗生産販売事業と周知活動

2410 福岡県 株式会社カラーリングファーム 9290001056145 レシピ開発と調理動画作成によるラディッシュ消費量の増大

2411 福岡県 KashiKichi 星の村 特注シリコンモールドを活用した星型のチョコレート菓子の開発

2412 福岡県 ペットサロン　Poco a Poco 社会化期の犬に向けた「犬の幼稚園」の展開

2413 福岡県 三潴設備株式会社 2290001087709 多くのお客様へ非日常体験を楽しんで頂くための広報計画

2414 福岡県 ベーカリー　ラモン 屋外広告を強化して地域のお客様認知度向上に向けた看板設置事業

2415 福岡県 有限会社日本フードシステム 5290002033329 人気メニューの広報で新型コロナウィルスに負けずに販路拡大

2416 福岡県 リラクゼーションエステサロンR ズームやユーチューブから新規顧客を開拓するホームページの作成

2417 福岡県 シェフのごはん屋さん四季彩 テイクアウトメニューのホームページ作成及びチラシ作成

2418 福岡県 株式会社　中島製茶本舗 5290001047404 若年層の顧客化に向けた新商材投入とネット通販の利便性拡大

2419 福岡県 ミスミデンキ 老朽住宅の適正配線工事受注に向けた販促策の実施

2420 福岡県 株式会社　JSE 1290001067653 酵母で菌活。プロテインで筋活。Wのキン活プロテインの販路開拓

2421 福岡県 ＧＥＬＡＢＯ オリジナルカップアイスの開発とネット販売による販路拡大

2422 福岡県 御菓子司　筑紫野松庵 「はらふと餅」の看板商品化及び贈答用販売の強化

2423 福岡県 有限会社　岡部農園 6290002038839 付加価値を付けた苗「旨極シリーズ」の販路開拓

2424 福岡県 COCONCAFE＆GELATO 新しい生活様式に対応したテイクアウト事業による新規顧客開拓

2425 佐賀県 ティンバース　カフェ 手造り石窯を使用した自家焙煎のコーヒー豆の通信販売で販路拡大

2426 佐賀県 溝口自動車工業 ゴミ取りを解消する塗装ブース導入で特殊塗料の短納期塗装の実現

2427 佐賀県 ふるかわかんばん コロナに負けるな！こだわりマスクで見た目明るく！感染防止！

2428 佐賀県 有限会社　鮮商事 9300002011527 コロナ禍でも呼子の新鮮なイカの活き造りをご自宅へ届けます！

2429 佐賀県 ミアテック ３DCAD導入による受注増加、新規顧客確保、図面作成時間短縮

2430 佐賀県 田中呉服店 洋服の悩みを解決！店舗のLED化と相談会の開催による販路開拓

2431 佐賀県 森山帽子店 お客様の声に応えた四季を感じる帽子の開発と魅せる店舗づくり

2432 佐賀県 中央軒 気軽に気にせず気持ちよく！おもてなし空間向上事業

2433 佐賀県 如菴陶房 真空土練り機の導入による高付加価値建築用タイルの新規販路開拓

2434 佐賀県 鳥巣窯 WITHコロナ対応展示場、コラボレーション会場の創設

2435 佐賀県 有限会社久我商店 6300002004995 スーパーのノウハウを活かしたネット販売及びふるさと納税の取組

2436 佐賀県 Nakayama Farm KASAKOYA 自家農園のフルーツスイーツ開発と地元購入店舗整備及び販路拡大

2437 佐賀県 本家ときわ家 新商品による販路開拓及び生産性向上事業

2438 佐賀県 鶴商店 マルチに使える乾燥食品の提供で「食卓を楽しみ美味しさを満喫」

2439 佐賀県 自然正体ゼロ 忙しい女性のための環境整備と美容整体メニュー導入で顧客開拓

2440 佐賀県 有限会社古賀製麺 4300002004080 神埼桑菱そうめんの先駆けとして需要を掘り起こす広告宣伝活動

2441 佐賀県 永喜LaKaren ペットにも有田焼を！都市部での販路開拓およびPR事業

2442 佐賀県 にいじ接骨院 女性客獲得の為の施術室改装、ほっと落ち着く空間で新規顧客獲得

2443 佐賀県 磯頭 いつでもふわふわ快適に！「敷き布団」丸洗いサービスのPR事業

2444 佐賀県 TEWOFURU 染色木材（スタビライズドウッド）の認知向上と観光体験発信事業
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2445 佐賀県 有限会社　フクダ製茶園 7300002006306 スマホで簡単に見られる自作自演の「お茶の淹れ方」動画の制作

2446 長崎県 喫茶・スナック３１０ 「積極的販促活動で、当店のさらなる認知度アップ！」事業

2447 長崎県 有限会社林田鉄工所 2310002018395 島原半島の豪農を標的とする「作物倉庫・ガレージ」市場拡大事業

2448 長崎県 布津自動車整備工場 ｽｷｬﾝ機能強化による小規模整備工場のポジショニング確立事業

2449 長崎県 炉端焼　やまちゃん アフターコロナを見据えた店舗改装と広告宣伝力アップ事業

2450 長崎県 有限会社植田瓦工業 7310002007641 スマホ対応型ＨＰ開設によるサプライチェーン強化と受注拡大事業

2451 長崎県 Good　Cars　88 故障診断レポート付き中古車販売＆買取りで販路拡大

2452 長崎県 中川慶博製麺 板切工程への「らーくん」導入で生産性向上による売上アップ

2453 長崎県 ハイジと薬箱 血流測定器などの導入による新たな健康相談でサービス向上

2454 長崎県 Bremari オーダーメイド家具製造の開始による売上向上・販路拡大事業

2455 長崎県 有限会社高山商店 2310002014114 元請け解体工事等の受注増のために行う広報事業

2456 長崎県 針尾看板店 屋外広告業から塗装業への事業範囲拡大による販路開拓

2457 長崎県 お好み焼まつりや テイクアウトと店内バリアフリー化によるコロナ後の売上拡大策

2458 長崎県 蒼い森の工房 木工旋盤導入で新規開拓！ウッドターニング講座とオーダー家具！

2459 長崎県 松尾白蟻 看板とＨＰ・ＳＮＳおよびチラシの連動による新市場開拓事業

2460 長崎県 居酒屋　味酒楽 顧客の高齢化・生活の洋式化に適合するバリアフリーの店舗づくり

2461 長崎県 ことばサロンTSUMUGI 日本で暮らす外国人親子のための日本語教材開発による顧客の獲得

2462 長崎県 産直の駅 オンラインショップの開設による販路拡大事業

2463 長崎県 藤村昆布海産有限会社 9310002004802 商品表示改善による満足度向上とＨＰ動画掲載等で販路拡大を図る

2464 長崎県 さつき観光　株式会社 9310001015833 バス利用者の利便性向上へ向けた新バス停設置

2465 長崎県 株式会社コスモファーム 9310001016930 希少な国産バナナと地域の有機産品を組合せたＥＣサイトの構築

2466 長崎県 写真にしかわ 上空写真、ＰＲ動画撮影による高付加価値化と販路開拓推進事業

2467 長崎県 山口タイヤ商会 出張サービスの拡充と多様車種対応の機械導入による販路拡大事業

2468 長崎県 株式会社ミラクルあおば 8310001006445 最新無線機導入による、お客様満足度向上及び売上向上事業

2469 長崎県 株式会社　倉前工業 3310001006210 自社HPの作成によるコンサルタント客の独自獲得

2470 長崎県 ごはんやさん ストリートフードから食卓へ！伊王島名物のブランド力強化

2471 長崎県 寿司処　真寿美 高齢者にも優しい店、顧客満足度向上のためのトイレ改修事業

2472 長崎県 宇久　黒潮鮮魚 五島列島最北端の「宇久島」から新鮮な魚を届ける販路開拓事業

2473 長崎県 百笑会プラス 糖尿病に負けないオーガニック健康茶の新商品開発事業

2474 長崎県 陶工房　楽 コロナ禍に対応した自社ホームページ開設とネット販売の確立

2475 長崎県 清水築炉株式会社 5310001006233 EC販売と人材確保に取り組むためのHP改修事業

2476 長崎県 有限会社　吉田米穀 6310002013260 農産物検査の体制構築によって取扱量を増やし販路開拓を図る事業

2477 長崎県 ヨシダモータース 定期点検の強化とＬＥＤヘッドライト交換で安全運転をサポート

2478 長崎県 福川荘 高齢者層新規開拓のための食事環境整備事業

2479 長崎県 有限会社ウエストポイント 5310002019580 リアル店舗での三密回避とオンラインでの販路開拓事業

2480 長崎県 ファミリーレストランととろ 幼児や高齢者家族客増加のための設備導入による優しい気配り事業

2481 長崎県 山下畳店 コンピュータ自動畳製造機器による高齢者への畳生活の提供事業

2482 長崎県 日高自動車 見積もりソフトを導入し、お客様の愛車を素早く修理！！

2483 長崎県 株式会社太安閣 7310001010134 動画プロモーションによるＳＮＳ販路拡大とＨＰリニューアル

2484 長崎県 七福農産 ゆず胡椒の生産体制拡充と積極的な営業による販路開拓

2485 長崎県 三益寿司 メニュー多国語化と客室タブレット設置によるサービス迅速化推進

2486 長崎県 民泊あたんせ 既存設備を改良しワークショップによる島内需要の開拓

2487 長崎県 北田輪業 ＴＩＧ溶接機の導入で新たな顧客層である農漁業者への事業展開

2488 長崎県 株式会社本上 1310001014792 新聞折込広告等を用いた販路開拓と電動機器導入による利益拡大

2489 長崎県 ほんだ理容院 店内を半個室化しコロナ対策と美容等に取組み女性客獲得を図る

2490 長崎県 有限会社　サダカタ商会 2310002019088 お客様、在庫ありますよ！タブレットで、複数店舗の在庫チェック

2491 長崎県 染趣庵 廃棄される着物を救いたい。箪笥着物から作る簡単お洒落着！

2492 熊本県 有限会社コデラプランニング 5330002012749 「おうちで駄菓子屋さんごっこ」認知度向上による販路開拓

2493 熊本県 株式会社　内田クレーン工業 4330001006059 新型クレーン導入による新展開サービスのＰＲ事業

2494 熊本県 有限会社　藤本モータース 2330002023253 中古車展示スペースの整備による新規需要獲得事業

2495 熊本県 博多マネキン 竹籠工芸品の製造販売の訴求力向上で売上増を実現するH.P作成

2496 熊本県 株式会社アートテック 5330001028052 環境と家計にやさしい新塗装サービスの提案＆顧客獲得事業
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2497 熊本県 くつろぎと料理の宿 reshuku 森のレンガ館 満足度、アピール度アップ！客室、外観リニューアル事業

2498 熊本県 テクニアーツ株式会社 1330001010055 新規事業（XR開発）に伴う自社Webサイトの新設

2499 熊本県 とろける豚足トントントロリ 豚足の固定概念を変えるとろける豚足の販路開拓、ネット販売事業

2500 熊本県 株式会社　華月園 9330001012688 デリバリーサービス強化による販路開拓・売上回復

2501 熊本県 株式会社あおぞら運輸 9330001012580 個人向けサービス強化のための認知度向上

2502 熊本県 合同会社スポルティア 9330003008313 子供の基礎体力向上のための設備導入と周知活動

2503 熊本県 南九システム株式会社 9330001013356 ライフスタイルに適合したオール電化住空間コーディネート事業

2504 熊本県 有限会社　丸京 9330002023957 イオン店の認知度アップ広告とホームページによる販路拡大作戦

2505 熊本県 石窯pizza kapok 安心安全な自家製食材を使ったメニュー開発と新規顧客開拓

2506 熊本県 株式会社　西羅内装 6330001021840 HPを活用した元請け工事の獲得

2507 熊本県 郷商店 品揃えの充実と来店しやすいお店作りで顧客満足と売上向上

2508 熊本県 株式会社　ホテルサンロード熊本 6330001010125 ホームページの活用でホテル及び地域の活性化を図る事業

2509 熊本県 ヘアーステージTsRIDE レディースシェービングのメニュー増強・集客

2510 熊本県 一塾 新たな顧客ニーズに対応する店舗の改装、宣伝費、設備の購入

2511 熊本県 リビングサービスショップヒロタ ＬＰガスの魅力と安心から管理・検針までトータルコーディネイト

2512 熊本県 Ｊ－Ｔｒｅａｓｕｒe　Ｓｈｏｐ 新たに自社ＥＣ構築と既存販路強化＆業務効率化で売上・利益拡大

2513 熊本県 福田さん家のオリーブ園。 より快適な店舗の環境整備と新商品開発によるサービス力強化事業

2514 熊本県 らーめん栄力 テイクアウト強化による販路開拓事業

2515 熊本県 株式会社レッドベアモーターズ 3330001027064 ホームページ導入に伴う事業の周知化と販路拡大

2516 熊本県 株式会社キクチ 4330002024373 シニアと楽しむ価値提案型メガネイベント

2517 熊本県 カントリーママ 健康志向を狙ったテンペを使っての発酵総菜開発とブランド化

2518 熊本県 Reborn ribbon 売れるハンドメイド作家になるためのオンライン講座開講とPR 

2519 熊本県 Life-Support-ｙ プロモーション動画による新規顧客獲得とホームページ制作

2520 熊本県 株式会社　ＫＹＯ－ＳＨiＮ 5330001018499 特殊塗装工事での販路拡大ＰＲ事業

2521 熊本県 DAINING BAR 竹蔵 手作り薪石窯で新規顧客開拓

2522 熊本県 有限会社ホープ 9330002020500 小売りスペース新設による売上拡大と新規顧客獲得事業

2523 熊本県 山本自動車整備工場 タイヤチェンジャー導入による内製化計画と新規顧客獲得事業

2524 熊本県 陶祥窯 生産性向上と陶芸教室リニューアルによる売上向上

2525 熊本県 有限会社岡本とうふ店 3330002023087 豆腐の品質向上とLINEを活用した広報による販路開拓

2526 熊本県 株式会社鞍岳農産 2330001027503 ドローンで農薬の空中散布作業による受託業務開始で売上ＵＰ

2527 熊本県 有限会社百商 9331102001720 農作物生産性効率化による相乗効果で観光農園も売上向上

2528 熊本県 株式会社斎藤建設 9330001015682 リフォーム専門ブランドの立ち上げによる販路開拓

2529 熊本県 有限会社　橋本うに商会 5330002028902 自社サイトの構築による商品ＰＲとネット販売による販路開拓事業

2530 熊本県 美容整体院リフレッシュサロン美癒 美容整体プラスフェイシャルコース導入による販路拡大事業

2531 熊本県 船場蔵屋敷 弁当販売の本格展開による売上回復事業

2532 熊本県 幸栄ボデーショップ ネット販売ビジネス参入の為の車輌展示場創設による販路開拓事業

2533 熊本県 株式会社Ｇスタイル熊本 1330001020582 ケータリングカー製作事業の認知度向上による売上倍増計画

2534 熊本県 有限会社北野モータース 6330002024371 わくわく広報で会社PR！販路拡大とサスティナブルな雇用創出

2535 熊本県 株式会社然’z 9330001027513 ホームページ開設とWEB広告の掲載による販路開拓とリスク分散

2536 熊本県 ここから農園 ホームページ構築等による無農薬野菜のブランディングで売上向上

2537 熊本県 アンサンブル 誰もがその人らしく美しく過ごせるための訪問出張美容

2538 熊本県 株式会社グリーンコンパス 5330001019183 ウッドチップによるエコグリーンリサイクル事業への取り組み

2539 熊本県 ㈱長尾建設工業 7330001016666 地元密着型の「安心・安全」な製品製作による販路拡大

2540 熊本県 合同会社くまもと学習舎 3330003007551 ホームページ新規開設と体験型講座と個室化による販路開拓事業

2541 熊本県 恵比寿鮮魚店 販売窓口の増加、ECサイト連携による販路開拓事業

2542 熊本県 有限会社　中原松月堂 8330002017860 巣ごもり需要を獲得する為のホームページ作成事業

2543 熊本県 ペンション　ベルバード ワーケーション顧客獲得のためのワークスペース整備事業

2544 熊本県 Ｇ１ＨＡＩＲ 親子スタイリング教室の開催と広報活動で新規顧客獲得

2545 熊本県 合同会社ｌｅａｆ 7330003008439 創業！商圏拡大に向けた情報発信及び情報保護空間改装事業

2546 熊本県 ひめや 創業！青果の情報発信及びスムージー販売事業

2547 熊本県 株式会社アイク 2330003007544 最新の情報をお客様へ！魅力あるHP作成で顧客GET！

2548 熊本県 司法書士矢野・山田事務所 新規・継続顧客獲得のための情報発信事業
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2549 熊本県 有限会社オフィス・フォルツァ 7330002013381 一軒家スタジオへの改装による販路拡大事業

2550 熊本県 タナカワークス ＨＰ開設による販売戦略とブランド力向上による新規顧客の獲得

2551 熊本県 自然食レストラン　風のもり ペット連れ客に向けてのサービス強化とそれに伴う客室空間の拡張

2552 熊本県 有限会社　花唐符 9330002023387 自社製造商品の真空包装とＥＣ事業による売上増加事業

2553 熊本県 有限会社 森田竹材店 2330002019920 サービス向上によるお客様の笑顔を大切にする店づくり事業

2554 熊本県 株式会社トミナガ技研 1330001003265 飲食店向け店舗レイアウト図面作成無料キャンペーン事業

2555 熊本県 株式会社日興水産 3330001015424 LINE集客とSEOによる顧客獲得事業

2556 熊本県 高島園 直売店舗の改装による売り上げ拡大

2557 熊本県 ナチュラルスタイル株式会社 2330001027395 ブランディング化による業務用取引への販路拡大

2558 熊本県 佐々木車輛整備工場 電子制御装置導入によるメンテナンス事業の拡大

2559 熊本県 アーティッグガレージ リフト導入と看板設置による売上拡大と新規顧客の確保

2560 熊本県 他力鮮魚店 老舗鮮魚店の本格的テイクアウト寿司で集客力ＵＰ！

2561 熊本県 ｍａｎｏ 非接触型ネット販売の拡充と情報発信強化による販路開拓

2562 熊本県 あおき家具センター 新しい時代に選ばれる企業戦略　家具の本質をサービスと共に提供

2563 大分県 カットインYOU-G 競合店にないサービスの提供で、新規市場開拓と回転率向上を図る

2564 大分県 有限会社 光徳石材 6320002018639 ホームページ等営業機能の強化による成約率の向上と販路拡大

2565 大分県 株式会社はざま自動車 8320001015040 自社ＨＰ作成及びＳＮＳとの連動による新規事業の展開

2566 大分県 有限会社　アトリエ藍 1320002018206 消費者ニーズに対応する縫製アイテムの拡充と生産性の向上

2567 大分県 株式会社　ますの井 1320001009825 屋外飲食スペースで、特産品を使った地産地消バーベキューの提供

2568 大分県 (有)MISAKI Beauty Innovation 9320002015633 withコロナ禍での新設備導入と広報活動による新規顧客開拓事

2569 大分県 ビューティーサロンLeaf 脱毛サロンを開始することによる若年層集客事業

2570 大分県 小野商店 顧客満足度向上のための施設改装と新宿泊プランの提案

2571 大分県 ペンション野路菊 施設改善と新宿泊プランの提案による顧客満足度・客単価向上

2572 大分県 アートプロ稲月 大型プリンタ導入による看板印刷の高度化事業

2573 大分県 有限会社　仲元寺畳店 4320002009549 畳表折曲器の導入による生産性向上から新規顧客の確保

2574 大分県 SpaBian ホームページとリーフレットの作成による顧客確保

2575 大分県 polku　hair　room 髪に輝きを与えるマイクロバブルを軸としたリピーター創出事業

2576 大分県 株式会社茜建設工業 2320001009634 職人集団としての価値向上の為の設備投資で業務の効率化を実現

2577 大分県 ヘアークラフトセイコ ヘアケア機器導入による美容のコンシェルジュサービスの展開

2578 大分県 有限会社　ライフ・ケア 2320002018576 新商品「黒豚ギョーザ」の開発・テイクアウト事業の強化と販促

2579 大分県 小松台農園 有機野菜直売ショップ開設と焼き芋販売のための貯蔵施設整備事業

2580 大分県 大野梨園 アイキャッチをアップ！「梨フローズン」で付加価値アップ！！

2581 大分県 株式会社トラストグリーンマネジメント 6320001017039 自社ホームページ構築による「特殊伐採事業」の販路拡大

2582 大分県 キリカブジーンズ “GO　TO”TIジーンズシリーズの開発と生産体制の強化

2583 大分県 合資会社財津薬品 8320003001393 相談できる町の薬屋さん！！

2584 大分県 有限会社ホーム建装 7320002020189 別荘地での外壁塗装販路拡大強化作戦！！

2585 大分県 キャンプ&農園　玖珠の杜 憩いの場を新設し、新規顧客の開拓と顧客満足度の向上を目指す。

2586 大分県 扇屋クリーニング 地域の事業者と連携した「洗濯代行サービス」の販路拡大

2587 大分県 株式会社Green Therapist 8320001006089 オンライン姿勢矯正トレーニング＆チラシ投稿による販路開拓

2588 大分県 さんちゃんラーメン 新テイクアウトメニューの展開による地域顧客の潜在需要獲得事業

2589 大分県 箱崎旅館 厨房設備の改装と仕出し部門強化による新規販路開拓

2590 大分県 鳥たつ 衛生管理体制の徹底による人気商品“鳥刺し”の復活！

2591 大分県 御菓子つたや ＥＣサイトの新設とＤＭによる業務用販売の拡大

2592 大分県 有限会社　やまいち商店 7320002019545 ITによる発信力の強化とECサイトでの非対面型販売の拡大

2593 大分県 株式会社鷲頭牧場 5320001016958 コロナに負けない！新商品開発による新たな収益事業の立ち上げ

2594 大分県 焼き鳥　秀吉 うまい酒と肴の「晩酌プラン」提供で売上高・利益率回復事業

2595 大分県 桝本創建 チラシ折込・看板設置による新規顧客獲得・販路開拓事業

2596 大分県 有限会社翔栄技建 1320002016119 理想の住まいのために！パンフレット等の製作で販路拡大を果たす

2597 大分県 有限会社　宮部商店 5320002015471 ネットショップの開設による県産食肉・肉加工品のオンライン販売

2598 大分県 元祖　鳥匠 鳥匠の味を詰め込んだ「オードブル」テイクアウト事業

2599 大分県 株式会社　加来商店 3320001008222 オリジナル・ブランド肥料（ＰＢ品）拡販による販路開拓事業

2600 大分県 からあげ　たつ 広報活動による認知度アップで売上アップ顧客増加事業
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2601 大分県 オートガレージ高進 展示場の整備・強化及び販促ツールを活用した来店促進事業

2602 大分県 信原写真館 技術を活かした地域の写真館の所在の周知看板と記念撮影の提案

2603 大分県 株式会社らいむ工房 7320001008747 もち麦需要をしっかりもっちり掴む販路拡大事業

2604 大分県 ビストロ　エスポワール 外販事業の強化とＰＲするための店頭タペストリーの制作

2605 大分県 有限会社いこい 1320002016069 コロナ禍での販路開拓（工事宿泊者増加・テイクアウト販売強化）

2606 大分県 森梅園・農園 商品ＰＲ動画、ギフト商品、ＩＴによる情報発信で販路拡大！！

2607 大分県 アリュール 店舗改装によるイメージ払拭・宣伝広告による集客事業

2608 大分県 有限会社　奥谷自動車商会 8320002020279 「高性能スキャンツール導入で顧客流出防止及び新規顧客獲得！」

2609 宮崎県 有限会社高山自動車 2350002002841 用品販売に伴う展示ブースの設置と来店しやすい店舗づくり事業

2610 宮崎県 株式会社離水 5350001013060 新機材導入で納期短縮の実現と差別化による販路開拓事業

2611 宮崎県 ２輪ショップヤマモト 電動アシスト自転車取扱い開始と訴求力強化でＣＳ向上

2612 宮崎県 ル・リアンストーン 新機器導入及び看板設置による顧客拡大・ニーズへの対応

2613 宮崎県 玄武自動車整備工場 リフト導入による整備迅速化及び売上増加事業

2614 宮崎県 福重自動車商会 畜産農家等の特殊作業車整備受注による販路拡大

2615 宮崎県 有限会社峰建築 3350002011239 最新３ＤＣＡＤ導入による住宅プランニング強化と顧客獲得計画

2616 宮崎県 有限会社仕出し味の大作 2350002010638 ファサード整備とイートインコーナーを併設した店頭販売強化計画

2617 宮崎県 有限会社木嶋自動車整備工場 4350002007062 分解整備体制から特定整備体制への移行対応及び新規顧客開拓

2618 宮崎県 居酒屋左近 豚足唐揚げ・ジビエ料理のソウルフード化計画

2619 宮崎県 曽木銘茶 10年後も飲み続けてもらう為に曽木銘茶認知度アップ大作戦！

2620 宮崎県 スローライフトゥ株式会社 6350001013794 インターネット通販強化によるギフト需要(季節需要)対応事業

2621 宮崎県 甲斐製茶園 釜炒り茶の品質及び衛生管理向上による販路拡大事業

2622 宮崎県 株式会社やまくら 2350001009763 テイクアウト等顧客ニーズに対応した商品開発による販路拡大事業

2623 宮崎県 民宿かりぼし 顧客満足度向上の為の設備導入

2624 宮崎県 イタリア料理　Bliss 本格パスタソース製造の生産性向上と新規販売ルートの開拓

2625 宮崎県 Bee happy HPの改修とリーフレットPRによる売上向上

2626 宮崎県 株式会社二葉 2350001010481 大口の発注の顧客への対応、機械導入による労働力の削減

2627 宮崎県 株式会社Yumi Lab. 4350001016733 真空包装機導入による安全性・利便性の高い商品開発と販路拡大

2628 宮崎県 株式会社中村本店 4350001009935 売場の改装による新規顧客獲得及び売上増加計画

2629 宮崎県 合同会社ながのファーム 2350003002857 規格外の商品を活用した商品化による利益率の確保

2630 宮崎県 株式会社水永水産 7350001006194 新商品開発とパッケージデザイン作成による販売促進

2631 宮崎県 山のビストロKamos 新たな販路拡大及び顧客獲得のためのインターネット販売事業

2632 宮崎県 わたしのふる里　宮崎 新たな販路獲得のためのHP作成および試作品開発

2633 宮崎県 賢豊 ホームページ活用とトイレ改装による常連客獲得計画

2634 宮崎県 有限会社コウワ 9350002015829 「しるくすいーと焼酎」PRのためのチラシ・POPの作成

2635 鹿児島県 株式会社ふくしま 4340001018813 「福島食堂応援プロジェクト」で売上増加計画

2636 鹿児島県 有限会社アジヨコ 2340002012998 移動販売車による中食への参入

2637 鹿児島県 ZERO HOURS DESIGN STUDIO デザインサービスの認知度向上・販路開拓

2638 鹿児島県 岡元自動車 診断機導入によるお客様ニーズに対応できる態勢作り

2639 鹿児島県 訪問理美容きずな 開業者向け講習の開始による訪問理美容の活性化

2640 鹿児島県 ショップ吹上 地域の専門店だからできる！持ち込みタイヤの需要拡大

2641 鹿児島県 キロニコボルダーパーク 初心者向けボルダリングコースの増設による顧客満足度のアップ

2642 鹿児島県 有限会社共立時計店 3340002003278 “メガネ部門の需要拡大”と“若い年代のお客様への販路開拓”

2643 鹿児島県 有限会社　スリーウッドひかり 8340002018296 広告ツールを活用したサービス内容PR及び集客強化

2644 鹿児島県 F・マート 酒自販機設置による店舗広報と営業時間外及び非対面型販売事業

2645 鹿児島県 有限会社　樋渡石油 9340002012769 主力以外のサービスを向上させるためにキャノピーＬＥＤ化

2646 鹿児島県 株式会社トレジャー不動産 1340001022223 ホームページ作成による販売力・信頼度の強化

2647 鹿児島県 有限会社　下園自動車 5340002025634 特定整備に対応するための設備導入による新規販路開拓

2648 鹿児島県 株式会社エヌ・ケイ・カスタマイズ 3120001196814 「Only　Oneシステム」の広報による業績拡大推進

2649 鹿児島県 中原モータース 新型車両の車検・修理の受注体制整備による販路拡大

2650 鹿児島県 株式会社ヘルプ 9340001013066  ＨＰリニューアルによるＩＴサポート事業認知度向上と顧客増加

2651 鹿児島県 株式会社　フジモリ 4340001005539 熟練した技術を活かした大型完全オーダーメイド製品の受注拡大

2652 鹿児島県 山﨑友愛株式会社 5340001019050 顧客満足度向上を伴うトイレ及び施設内改装事業
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2653 鹿児島県 まえの製茶 自社ホームページ及びロゴ制作による新規顧客創出

2654 鹿児島県 ギャラリー澤 販促活動強化により新規集客と既存顧客の満足度向上で売上アップ

2655 鹿児島県 松栄館 １０３年の歴史とカフェを融合させた新時代の旅館経営計画

2656 鹿児島県 新原モータース 店舗改装による新しい取り組みと顧客サービスの向上

2657 鹿児島県 株式会社SAMMY 2340001022379 ホームページのコンテンツ強化により顧客稼働・リピート率向上

2658 鹿児島県 株式会社　楽園企画 3340001011323 オリジナルグッズ制作販売

2659 鹿児島県 SayaCurry 種子島のカレー専門店の店内飲食増加やルー販売の為の生産量拡大

2660 鹿児島県 有限会社下西電設工業 3340002025669 事務所イメージの刷新で個人客獲得

2661 鹿児島県 株式会社ヒラミネ 4340001008888 感染症予防に対応し、お客様が安心してご利用できる化粧室の改修

2662 鹿児島県 ヘアーメイクソレイユ 来客数増加を実現する専用アプリとレジシステム導入

2663 鹿児島県 株式会社小川組 1340001022009 コロナ禍を乗り越えるため機械導入による建築事業拡大

2664 鹿児島県 kyu-tech整骨院 微弱電流治療器の導入によるコロナ感染防止策と新規顧客の獲得

2665 鹿児島県 吾平種苗 店舗入口の自動ドア化による顧客満足度の向上及び販売促進

2666 鹿児島県 Auto Body Shop CLUTCH 詳細な事業内容を明記した大型看板によるトータル店舗力の向上

2667 鹿児島県 ヘアーサロン　アズマ 女性向けシェービングサービスの展開と感染防止による集客事業

2668 鹿児島県 有限会社　福戸山建設 2340002023649 工事における対応力アップを図り顧客満足度の向上と集客力アップ

2669 鹿児島県 山本理容室 今後需要が拡大する高齢者と体の不自由な方のための環境整備

2670 鹿児島県 有限会社はつゆき屋 3340002000614 味噌の定量充填機の導入による生産量アップで売上拡大を図る

2671 鹿児島県 楓庵 商圏のお客様獲得へ持ち帰りメニューの認知向上と広報活動強化

2672 鹿児島県 ＥＳＣＡＰＥ 顧客満足度高めるための改装と新サービスの導入による販路開拓

2673 鹿児島県 有限会社　不撓工業 5340002000637 配管工事に早期対応できる体制づくりによる快適な水道環境の提案

2674 鹿児島県 ベニーペットクリニック 高度な検査体制の構築による顧客への高いサービス提案と顧客創出

2675 鹿児島県 株式会社　みらい物産 1340001013239 徳之島の海水を利用した自然塩パッケージデザイン開発

2676 鹿児島県 さかなや佐和 島外向け商品の見直しによる新規顧客獲得・販路開拓事業

2677 鹿児島県 ファイン株式会社 9340001023404 新しい営業アイテムによる新規開業小規模建築会社の効果的なPR

2678 鹿児島県 羽月自動車整備工場 新時代の車に対応した整備工場へ「特定整備」認証で売上増加計画

2679 鹿児島県 西元自動車修理工場 「特定整備」認証で新しい車検と整備に対応し受注売上増加計画

2680 鹿児島県 福山酢醸造株式会社 6340001003706 在宅需要喚起の為のセット販売・新商品開発と効果的な販売促進

2681 鹿児島県 西自動車整備工場 幅広い年代層の地域住民とともに発展する整備工場の新たな取組み

2682 鹿児島県 HAIR　SALON　LINOA 顧客ニーズに応えた新型シャンプー台の導入による施術体制の強化

2683 鹿児島県 原田酒造株式会社 2340001010243 発泡性リキュール開発のパッケージデザインによる商品力向上事業

2684 鹿児島県 和氣精米所 おいしくきれいなお米のための光選別機の導入

2685 鹿児島県 株式会社やわら香 5340001015925 屋久島本店の杉空間を生かした新たなファンづくり事業

2686 鹿児島県 はちみつ西垂水養蜂園株式会社 4340001016404 パッケージ、パンフレット等の作成で結晶蜂蜜のイメージアップ

2687 鹿児島県 有限会社 永照電気 7340002024254 ドローン空撮サービス導入による売上獲得事業

2688 鹿児島県 たまご屋のSweets工房　RANKO 駐車場を拡大し、売上拡大を目指す

2689 鹿児島県 赤﨑自動車商会 顧客ニーズ『大型車整備』にも対応し販路売上拡大

2690 鹿児島県 hair　nicole　髪工房　彩 『ヘッドスパ専門店化計画！宣伝強化による販売力アップ』

2691 鹿児島県 felice Regalo 陳列用冷蔵ショーケース導入でインスタ映えする新商品の提供事業

2692 鹿児島県 鼓太郎丸 加工場への改装による商品レパートリー増加による新規販路開拓

2693 鹿児島県 こころ水産 お客様に目で新鮮さを体感して頂き販路拡大

2694 鹿児島県 Ｎ． 新サービス開始のための機械導入及びＨＰリニューアル

2695 鹿児島県 さこだ美容室 既存顧客維持と新規開拓を図るお客様ファーストのバリアフリー化

2696 鹿児島県 お食事処　もっか 地域と観光客のニーズに対応した新サービス開始のための機械導入

2697 鹿児島県 BeeLunch オープンテラスで海に沈む夕日と夜空に広がる天の川を楽しむ

2698 鹿児島県 奄美の宿ぐっど・ぐりーん 顧客ニーズに応えた設備投資による売上高の回復

2699 鹿児島県 島の宿うらら 店舗改装等で顧客満足度向上と売上増加

2700 鹿児島県 常盤企画 どこでも出張パズル作製！HP制作とラッピング広告制作事業

2701 鹿児島県 薩摩フード 「見せる」取組みによる購買欲促進での新規顧客創出

2702 鹿児島県 かこい写真館 島の写真館、ミニラボシステム導入でプリント事業の販路拡大

2703 鹿児島県 有限会社柳元商店 2340002026684 大隅半島初！敷布団専用ランドリー導入

2704 鹿児島県 四元酒造株式会社 9340001009758 県外事業者との取引拡大に向けたホームページ開設による情報発信
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2705 鹿児島県 Gallery　KIANU 暮らしを楽しむための新製品を開発・情報発信で売上増加の実現

2706 鹿児島県 Gori marine 満足度向上を目指すための、設備導入と改装工事による販路開拓

2707 鹿児島県 MEEDAFU’S YUI HOSTEL and COFFEE 島で暮らすように、リモートワークしよう

2708 鹿児島県 COFFEE HOUSE くれよん トイレ改修実施による快適な店舗内環境の整備で販路拡大

2709 鹿児島県 株式会社　まなび島 2340001023377 オンラインでQ＆A、新時代の新しい学習スペース作りで生徒増

2710 鹿児島県 株式会社　松島屋 4340001015166 作業服に特化したECサイト改装による販路開拓

2711 鹿児島県 薬草カフェピクニック お土産の開発、新たな健康薬草メニューの開発および販路開拓

2712 鹿児島県 SeaGoblin’s 新たなお客を獲得するためのＨＰ・ＳＮＳ活用及び改装工事

2713 鹿児島県 恋隅 成分分析による地域食材の新マーケティング確立での販路開拓事業

2714 鹿児島県 株式会社奄美新興産業 1340001013032 設備投資による新商品の販売を可能とし売上高増加を目指す

2715 鹿児島県 たんぽぽやあ 経営スタイル変更と情報発信強化による売上高増加

2716 鹿児島県 有限会社長命ヘルシン酢醸造 4340002013862 新規開拓に伴う贈答用商品の開発・販路拡大

2717 鹿児島県 西山水道 アフターフォロー強化のための保守契約締結による販路開拓事業

2718 沖縄県 株式会社ラグーン 3360001016543 オンラインツアーを活用した新規顧客開拓と地球環境向上化事業

2719 沖縄県 マリンリンク 飲食業への経営多角化による販路開拓と客単価向上計画

2720 沖縄県 ホームステイくちゃ 飲食業への経営多角化に向けた環境整備

2721 沖縄県 株式会社　太陽ホーム 2360001018838 ホームページを活用したダイレクト営業以外の販売促進ツール設置

2722 沖縄県 合資会社マックスエアー 1360003004234 SNSマーケティングによる新規顧客開拓とコミュニティ育成

2723 沖縄県 イペーファクトリー株式会社 5360001027638 沖縄県産食品をECサイトで販売・プロモーション動画の制作

2724 沖縄県 Sakura Dive Okinawa 水中ストロボ導入によるSNSの広告強化

2725 沖縄県 BiciclettaSHIDO トレーニング施設併設によるアスリート層に特化した施設運営

2726 沖縄県 avocafe アボカドデザート・ピクニックランチのテイクアウト推進

2727 沖縄県 合同会社もとぶ食品 1360003008425 沖縄の食文化を守り伝える！「あちこーこー」島豆腐専門店事業

2728 沖縄県 shushume 「やんばるの自然をお届けするジュエリーとECサイト構築」

2729 沖縄県 株式会社リアン 6360001021185 新事業のキノコ栽培を通して、生キノコの加工開発を行い販路開拓

2730 沖縄県 Ｋ・Ｏクリーン 特徴あるチラシで自社の認知力ＵＰと工作機械購入による販路拡大

2731 沖縄県 有限会社ナカムラ 4360002018975 テラス席ビニールカーテン設置による新規顧客開拓

2732 沖縄県 ＣＡＦＵＮＥ ホームページ・ＥＣサイト作成による販路拡大及びパッケージ改良

2733 沖縄県 一番星 安全安心な店舗づくりと情報発信によるウィズコロナのBAR運営

2734 沖縄県 ムネリフォーム 機器導入による生産性向上と内外装の一括受注増加計画

2735 沖縄県 WOOD　STOVE　FURNITURE 新機械導入で作業効率化アップ！ネットによる新規顧客を獲得！

2736 沖縄県 株式会社玉寄設計 2360001020414 収育を提案できる建築設計会社としての新顧客販路拡大

2737 沖縄県 とうき家～春壽 外国人客に向けた新色及び新商品の開発

2738 沖縄県 工房アマム ネット販売スタートと店舗の視認向上

2739 沖縄県 陶芸かみや オンライン販売強化のための新色作品開発

2740 沖縄県 株式会社ヤマニハ 1360001008311 カフェベース・アイスコーヒーギフトの新商品開発

2741 沖縄県 パーラー ねこじた 女性も入り易いお洒落な移動P I Z Z A屋台

2742 沖縄県 しずく 製造量増加、新商品開発による自社商品ＰＲと新規顧客の取り込み

2743 沖縄県 Cozmic garden 自社ＨＰの新規作成と安全安心なアイシングクッキーの販路拡大

2744 沖縄県 ヘアーサロン　アットホーム ヘッドスパメニューで新規顧客の獲得を目指す

2745 沖縄県 hair room CHERRY CAROL シニア世代や子育てで忙しい女性の為のトータルビューティー

2746 沖縄県 株式会社CROSS ROAD 9360001026314 マリンフォトウェディングウェブサイトプロモーション事業

2747 沖縄県 THE TROPICAL（ザトロピカル） HP作成による通販事業で販路拡大、メニューアピールで販売促進

2748 沖縄県 cotonowa コロナ禍におけるベーカリーカフェでの安心安全なランチ提供を行

2749 沖縄県 BORDERLESS Wedding Lab， 「完全オーダーメイド結婚式+リゾート旅」による販路開拓事

2750 沖縄県 合同会社金子海老水産 8360003010713 BtoCの販路拡大のための設備導入と宣伝広告費

2751 沖縄県 MABO THE MOBILE MECHANIC 在日米軍関係者への広告

2752 沖縄県 波と風と合同会社 3360003010528 海ぶどうを活用した新商品開発

2753 沖縄県 Win-sist 作り手と売り手がウィンウィンな販路開拓を！次世代通販への挑戦

2754 沖縄県 コード株式会社 6360001008182 高齢者や障害者も安心して頂ける店造りと周年祭ＰＲで販路開拓

2755 沖縄県 伊江島Mariner 伊江島の海に入りたくなる画像で販路拡大プロジェクト

2756 沖縄県 合同会社ile 1360003009456 施設内改装による利便性向上～要介護の方も利用しやすい施設へ～



　

No 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第4回受付締切分採択者一覧

※重要

採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

2757 沖縄県 徳自動車工業 新たなお客様層への対応・大型車両整備の獲得事業

2758 沖縄県 有限会社　キューワ 1360002001463 首里織を世界中に広めるための販路拡大事業

2759 沖縄県 カメアトリエ トラストブロックの暮らしを届ける「LIFE PAGE」作成等

2760 沖縄県 きんしんの酒場 一人でも多くのお客様へ高級魚を安価で提供するためのHP制作

2761 沖縄県 オクマナビ マリンアクティビティショップに伴うパーラー設備の導入

2762 沖縄県 金武スタジオ 地元客の集客を図る店頭看板及びスクリーンの設置事業

2763 沖縄県 丸重商店 酒店ならではのお酒が楽しめるパーラー事業

2764 沖縄県 株式会社　松藤 9360001027312 動画コンテンツを利用した一歩先のネット販売売上拡大に向けて

2765 沖縄県 有限会社ジグゼコミュニケーションズ 2360002002023 県内取扱い初のブランドの魅力を発信し県内ファン層を獲得する

2766 沖縄県 農業生産法人株式会社サンヒルズ沖縄 9360002020150 冷凍カットマンゴーを使って販路開拓とブランド認知

2767 沖縄県 株式会社一慶事務所 5360001013563 サイト改修に伴うSUP新規顧客獲得と主泊サービス販路開拓事業

2768 沖縄県 遊びBASE　やまばれーハウス 屋外BBQ施設導入による集客の継続的増加

2769 沖縄県 総合リホーム専門　護工業 建具製作に伴う作業場の設置と設備導入による新しいサービス提供

2770 沖縄県 オートショップ平成 新規顧客獲得のための新規塗料機械設置

2771 沖縄県 高価買取専門店SAMURAI コロナ禍対策に向けた、オンラインビデオ査定広告事業

2772 沖縄県 マリンサービスパッソ 更なる快適性を目指したシュノーケリングボートの改造


