
No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 Cross Lab　Donut&Cafe テイクアウト商品の開発と生産体制の拡充により売上増を図る

2 北海道 武水産 安心安全に利用いただける環境整備とお通しの付加価値創出

3 北海道 かすり 高齢者が安心して快適に過ごせる店内環境への整備

4 北海道 石田造花店 店内環境改善用エアコンの増設と店舗照明のＬＥＤ化で売上アップ

5 北海道 白戸総合企画 コーヒースタンドの供給能力強化事業

6 北海道 合名会社はるめ 3430003003623 2階席の再稼働で受入上限引き上げによる売上回復を目指す取組

7 北海道 株式会社田中石油店 8430001055653 新規顧客獲得と作業回転率向上を実現させるタイヤ交換機器の導入

8 北海道 居酒屋美里 調理時短と品揃え強化の実現によるウィズコロナのニーズへの対応

9 北海道 らーめん喜一郎 ランチ回転率向上のための調理能力強化と駐車場への効果的な誘導

10 北海道 株式会社ツキトソウ 9430001072573 内装業強化・新たな機械導入で新業界進出による受注拡大

11 北海道 西自動車工業 外部環境の変化を踏まえ、サービス多様化で競争力強化

12 北海道 株式会社　イクタ美装 9440001008972 ホームページを活用した自社ＰＲによる新規顧客の獲得

13 北海道 株式会社　シカホールディングス 8460001005606 釧路管内クライアント獲得に向けた広報活動＆事例構築の強化事業

14 北海道 株式会社上野屋 8440001007356 シュリンク機の導入による商品の魅力・信頼性向上と業務効率化

15 北海道 株式会社大江コンクリート 7430001054524 ハンドホールの新製品販路拡大のためのPR事業

16 北海道 リアニード大千株式会社 3430001074815 新規顧客の獲得及びテイクアウトメニューの販売強化

17 北海道 チェリー ベビーカステラ焼台による新規顧客開拓

18 北海道 株式会社ステップK・T 7450001005789 大判プリント印刷による新たな需要の開拓を図る

19 北海道 Maison NOU・MU ミシン及び油圧クリッカー導入による生産体制強化及び販路拡大

20 北海道 有限会社水野建設 7460102000011 弊社ホームページ及び広告資料を刷新し受注数拡大を目指す

21 北海道 民宿ほり 宿泊部屋数増加による売上拡大と顧客満足度向上の取組み

22 北海道 cafe Chez moi 看板設置及び駐車場整備による宣伝と安心できる店舗作り

23 北海道 野沢鉄工 最新磁気ボール盤導入による生産性向上

24 北海道 株式会社ロカラ 1440001007932 地域の“できない”を安全安心へと繋げる超音波探傷器の導入

25 北海道 株式会社五十嵐興業 4460101004412 クリンフット導入で時間ロスを削減し、農家の取引先獲得

26 北海道 有限会社　福田商店 1460102002863 広い世代へ新鮮なお米を届けるプロジェクト

27 北海道 大坂農場 ナウマンボールのパッケージを一新し、６次化製品の販路開拓

28 北海道 有限会社工藤塗装店 4460102003982 自社サイトの新設で新規顧客獲得を目指す販路開拓事業

29 北海道 & Beyond 海外商品の販売に向けたＥＣサイト構築等による販路拡大事業

30 北海道 株式会社アドバンススチール 5460301004723 新たな機械装置の導入で経費削減と新規顧客獲得

31 北海道 Ｌｉｂｅｒｔａ ヘッドスパに特化したシャンプー台の導入による顧客満足度の向上

32 北海道 Ｇｏｏｄ Ｓｏｕｐ Ｍｕｓｉｃ ＰＲ動画の制作による当スクールの認知度アップと新規生徒の獲得

33 北海道 有限会社かとう印刷 6450002001441 全自動断裁機導入による業務効率化と顧客満足度アップ

34 北海道 株式会社アルブロ 9450001000169 「夢を鋳造する」プロジェクト（錫製品の新商品開発と販路拡大）

35 北海道 合同会社ノンビジュー 4450003001434 オリジナルリング販路拡大の為、新戦略開始事業

36 北海道 ハレノヒ珈琲店 新規顧客獲得と販路拡大への戦略

37 北海道 川辺理容院 福祉施設利用者のリピート来店を維持するためのトイレ環境改善

38 北海道 BODYSHOP　TEN 同時作業を可能にするクランプ導入で処理時間短縮と受注量増加

39 北海道 株式会社しあわせチーズ工房 1460101006980 チーズに合うお酒や飲料品の店舗とECサイトによる販売

40 北海道 株式会社　柴楽 6430001053072 販売チャンネル増加による売上増と知名度アップに伴う販路拡大

41 北海道 有限会社 池田車両整備工場 9460102006469 プロレーサーの強みを活かした車両整備事業の高品質路線への転換

42 北海道 床やの井上 高齢者に向けた体に優しい理容サービスの提供事業

43 北海道 カガヤヘアースタジオ リラックスして施術を受けられる空間作りとバリアフリー化対策

44 北海道 佐々木写真館 ドローンを活用した新規撮影業務とチラシによる宣伝PR

45 北海道 有限会社はまなす 3460002002334 テイクアウト、物販強化のため生産能力向上を目的とした設備投資

46 北海道 釣り船オホーツク コロナ感染症対策を周知し道内集客UPでコロナ禍を打開

47 北海道 レストラン秀華 コロナ禍におけるテイクアウトメニュー拡充に伴うメニュー表刷新

48 北海道 株式会社十勝野フーズカンパニー 6460101005747 中札内産豚肉を使用したレトルト十勝「豚丼」の開発

49 北海道 合同会社十勝野スイーツ 8460103000926 地域資源を活用した新たな食品分野開発のための製造所開設の取組

50 北海道 矢野学習塾 あしょろラズベリースカッシュ瓶のラベル改良による売上向上

51 北海道 合同会社マサキ 8460103001395 ピザ窯導入による贅沢需要へ対応した新規顧客開拓及び販路開拓

52 北海道 プラウリテール株式会社 1460101004217 お土産品の自動販売機による非接触販売での新規顧客及び販路開拓

53 北海道 野尻農場 プランター導入～求められる農家を目指して～

54 北海道 とかち芽室の百笑farm 野菜移植機の増設によるレタス栽培の作付面積の倍増を図る

55 北海道 Kamisato vineyard ホームページ新設による認知度向上及び新規顧客の獲得

56 北海道 珈琲座間屋 美味しい珈琲がある町へ～店舗規模拡大に伴う売上向上への取組
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57 北海道 安斉商会 整備時間短縮・顧客満足度向上の為の作業機器の導入及び販路開拓

58 北海道 和風イタリアンちょっと 町内飲食店初となる喫煙ブースの新設による受動喫煙回避

59 北海道 宮元農園 コンバイン導入による作業効率の向上で、利益増大を目指す。

60 北海道 ちいさなログカフェ　ふらわ 調理能力の強化、顧客サービス向上、ジャムの販路拡大で売上向上

61 北海道 ｒｏｋｋｏ　ｄｅｓｉｇｎ ＨＰ制作及びイラスト、漫画と他スキルを掛け合わせた販路開拓

62 北海道 秀峰庵 新規ECサイトの構築と販路拡大のための専用機材の導入事業

63 北海道 株式会社エコみらい 9450001006141 インターネット広告を活用した自社ECサイトへの集客UP

64 北海道 有限会社マルトシ吉野商店 7440002010054 「循環冷却器」の導入によるウィズコロナ時代への対応力強化事業

65 北海道 ヘアーサロン西山 SNS活用と新たな理美容サービス導入による若者需要の発掘

66 北海道 有限会社白楊舎 7460302003193 新商品開発及び製造のための真空包装機導入事業

67 北海道 株式会社Fruition 5430001072230 施術環境設備の構築と新サービスの提供による販路拡大

68 北海道 久島工業株式会社 4460301000839 生き残りをかけた！地域スタンドの業務プロセス改善と販路拡大

69 北海道 楠本　由美 ステンドガラス製品の新ブランド「にゆら」のPR・販路開拓

70 北海道 鮮味亭ふなこしや ニーズへの対応・素材の魅力向上で売上・利益拡大を図る設備導入

71 北海道 有限会社石村車輛整備工場 4460102007026 トータルエーミング設備導入によるワンストップ化実現

72 北海道 旅の宿くんねっぷ 換気設備導入による、顧客満足度の向上による販路拡大

73 北海道 宮前車輌工業株式会社 7460301001074 スキャンツール導入による生産性向上と新サービスによる販路拡大

74 北海道 トータルリペア92 見込み顧客の取得、顕在顧客・潜在顧客へのサービス認知のアップ

75 北海道 とんじゃく 作業効率改善・品質管理向上のための設備導入で売上拡大に取組む

76 北海道 手打ちそば和味 店内環境改善による業務効率化と感染防止策の徹底による販路拡大

77 北海道 ワカハラ農場株式会社 7460101005102 大豆選別機の導入による販路拡大と安定供給体制の確立

78 北海道 有限会社 標栄運輸 8462502000606 安全安心でクリーン＆エコな新規サービス開始で販路拡大

79 北海道 床岡ファーム 直販できる販売体制づくりと販路の構築

80 北海道 有限会社ナカヤス自動車帝国 2430002046640 地元高齢者向け年２回のタイヤ交換に出張サービスによる地域貢献

81 北海道 合同会社ボディリヴァイヴK 5430003009742 顧客ニーズ対応による新たな売上確保と業務効率化

82 北海道 有限会社みうら 5460102005978 ホエイ漬とり唐揚げおよびまぜそばのテイクアウト

83 青森県 有限会社　鳥谷部住研 3420002018524 HP作成による「青森県産材の家」及び町支援事業PR作戦

84 青森県 根岸そろばん塾・根岸学習塾 小さな町塾における、教育の「ICT化」に伴う電子黒板導入

85 青森県 化粧品＆雑貨リセット 看板リニューアルと壁面サイン表示で新規客を誘導し売上増を図る

86 青森県 株式会社　パル 7420001008522 客層の高齢化とそれに伴う身障者の増加に対応したトイレの改修

87 青森県 小山自動車 高性能故障診断機を導入し若年層を含めた新規顧客獲得事業

88 青森県 株式会社Yコーポレーション 5420001015462 チラシとシステム端末を有効活用した新規販路開拓事業

89 青森県 あんなDog 広い清潔な環境で愛情を注いだ仔犬に出会える場の提供で売上向上

90 青森県 有限会社　角田石油店 6420002011971 地元経済に寄与する未利用魚を使った「じゃこ天」開発販売事業

91 青森県 葛西整骨院 治療器『UST－７７０』導入で一般自由診療治療の強化

92 青森県 MiddleBrow株式会社 7420001017546 手作り石鹸販売スペース創設及び作業効率化による販路拡大事業

93 青森県 虹鱒屋 家族で釣り堀、ウキウキランドの新サービス事業

94 青森県 海鮮まんぷく亭かわ村 特大看板等設置による認知度アップで新規顧客獲得！！

95 青森県 株式会社熊谷商事 6420001012789 ”メイドイン大間”で付加価値の向上と新規顧客の開拓

96 青森県 自家焙煎コーヒー店　カフェ・デ・ソカロ 新事業を行うための新ロゴデザイン等とECサイトの整備

97 青森県 食事処民宿　桂月 ホームページの多言語化とスマートフォン対応改修事業

98 青森県 しながわ整骨院 「足から見直すプラン」提供事業

99 青森県 有限会社とまりクリーニング 2420002018797 スニーカークリーニングによるスニーカー愛好家の新規顧客獲得

100 青森県 有限会社　吹越燃料 7420002018941 ホームタンクの高速洗浄で、keep your life !!

101 青森県 有限会社ファッションプラザとが 8420002018940 刺繍機導入による短納期化の実現と商品力強化による販路拡大事業

102 青森県 ろっかしょ村おこし和の工房 凍眠製法でいつでも新鮮お手軽料理、選ばれるおっかぁの味事業

103 青森県 有限会社　館田温泉 2420002016306 高齢者に優しいくつろぎスペースの提供と認知度向上販路開拓事業

104 青森県 久光社 商品の訴求力向上のための什器開発と新聞・ラジオの広告宣伝事業

105 岩手県 ペンションさんりんしゃ 防音スタジオ完備による楽器演奏も楽しめる音楽好き顧客拡大事業

106 岩手県 有限会社　キリ美装 9400602001140 コロナ禍における小規模イベント用アイテム開発による販路開拓

107 岩手県 株式会社澤田屋 4400001003908 商品購入までをワンストップ化～買い手の利便性向上事業～

108 岩手県 ランファーム 有料記事コンサル業務強化と無料コンテンツによる新規顧客の開拓

109 岩手県 株式会社タックハウス 3400001015755 ホームページによる顧客開拓と機材の購入による工事分野の拡大

110 岩手県 カワウチデンキ 体験発信と地域商品提供で季節変動と資金繰りの向上

111 岩手県 晴山建築設計事務所 高性能プロッターの活用による営業強化と売上向上

112 岩手県 イー・エス　スマイルメガネ研究舎 見える喜びをいつまでも!!新サービス提供による顧客獲得事業
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113 岩手県 ヘアーサロンｈａｎａ バックシャンプー台導入によるサービスの拡充と客単価の向上

114 岩手県 ファッションヘアー専科からんどりえ 高齢者・車いすのお客様の安心して来店いただける店づくりの実現

115 岩手県 有限会社　大沢温泉旅館 1400502000729 高齢者や観光客が快適に利用できる施設環境整備による販路拡大

116 岩手県 ｓａｌｏｎ　ねいる日和 女性の悩みを解決！新サービスの提供により長生き！元気！笑顔！

117 岩手県 Ｈｅａｒｔ　ｖｅｉｌ 体に優しい椅子の導入による売上拡大と快適サロン環境づくり

118 岩手県 三浦自動車整備工場 高圧油圧ホースの出張修理サービスによる遠方顧客の開拓

119 岩手県 旬味旬彩　鮨まつ田 自社WＥＢサイト制作による「三陸贅沢握り」ＰＲ事業

120 岩手県 有限会社小島麴店 6402702000479 店舗移転周知強化及び新規顧客開拓のためのパンフレット制作事業

121 岩手県 世界と平泉株式会社 1400001015476 平泉ブランド米のオーナー制度構築による新たな顧客層の開拓

122 岩手県 Brushup　Design 撮影機材導入で「一緒に作り上げていく身近なサポーター」実現！

123 岩手県 GANESH 痩身メニュー導入による新規顧客獲得と総合エステサロン化の推進

124 岩手県 Ｐｕｅｒｔｏ合同会社 8400003002813 女性目線から家畜を守る！畜産衛生資材の販路開拓事業

125 岩手県 有限会社一風亭 9400002004628 贈答用商品『げんこつチャーシュー』の提供による販路開拓事業

126 岩手県 Ｌａ　ＳＨＥ’Ｓ 美と癒しの快適なサロン環境整備による新規顧客獲得事業

127 岩手県 株式会社マツザキ 2400001014444 エアコンプレッサー導入による研磨作業の生産性向上及び５Ｓ強化

128 岩手県 なごみ興業 薪の乾燥工程と運搬工程の省人化による生産体制の強化

129 岩手県 沢川電気有限会社 1400002013157 高齢世帯の庭木管理と住宅電気設備のメンテナンスサービス

130 岩手県 有限会社　御明神自動車工業 9400002009890 自動車整備工場のノウハウを活かした「よろず屋」サービスの提供

131 岩手県 三本木工芸 ブランド力向上に向けた新サービスと非対面での新商品販売の確立

132 岩手県 つとむ塗装 防音型高圧洗浄機の導入による塗装工事先の販路開拓事業

133 岩手県 内舘自動車整備工場 ドライバーに寄り添う真心メンテナンス事業

134 岩手県 けん坊 観光客向け仕出し弁当及びテイクアウトの生産体制強化と売上拡大

135 岩手県 佐々木酒店 個人客向け生ビール需要に応える販売促進計画で新規客獲得

136 岩手県 岩泉まつたけ組合 マイスターの強みを活かす鮮度伸長の機械導入による販路開拓

137 岩手県 初森恵商店 新規顧客獲得に向けた鳶工事のPR及び販路拡大

138 岩手県 北光電機株式会社 2400001003629 入店しやすい店舗作りと「ねまって～ぶる」設置による来店率向上

139 岩手県 有限会社　菊池設計 8400002010453 寒冷地対応型ゼロエネルギー住宅の販路拡大事業

140 岩手県 AGUICHANT 若年層継続顧客獲得のための理想の身体づくり応援プラン

141 岩手県 株式会社　遊山 2400001013891 山の恵の新食材を使ったおみやげ用新商品の開発

142 岩手県 株式会社与作 5400001015167 苗木運搬ドローン導入による植樹作業効率化事業

143 岩手県 写真倶楽部 自社撮影実績PRと出前サービスによる新たな販路開拓事業

144 岩手県 有限会社　クローズ 9402702000146 自動裁断機増設『変幻自在の型作り裁断』強化による販路開拓事業

145 岩手県 クワカブ基地ん 雫石町における昆虫ツーリズム・自然体験学習拠点発信事業

146 岩手県 株式会社東京屋 1402701000311 自家焙煎珈琲豆とテイクアウト販売でお客様の笑顔につなげる

147 岩手県 パーソナルジムｆａｂ エステ事業(PARAFUSE.脳洗浄®)開始に伴う店舗改修

148 岩手県 かまどのつきや キッチンカーによる郷土料理の普及と売上の拡大

149 岩手県 多田商店 １０坪以下小規模リフォーム事業への進出による新規顧客の開拓

150 岩手県 伊藤酒店 新生活様式に対応した新サービスプラン提供による新規顧客開拓 

151 岩手県 株式会社Stairs 3400001015061 ご自宅に安心安全納得の自動車クリーニングサービスお届け計画！

152 岩手県 株式会社利宏商事 4400001010053 富裕層を狙ったホテル並み上質サービスによるブランド力向上計画

153 岩手県 nomos 食中毒防止！新たな感染防止用ドアオープナー開発による販路開拓

154 宮城県 佐藤洋・酒店 徹底的な店舗改装とSNS活用による新規顧客獲得事業

155 宮城県 株式会社恒和クリエイト 2370001039271 フードプリンターを活用した新サービスの提供による販路開拓事業

156 宮城県 チャイナキッチン　きまぐれCyu-ka 新たな飲食サービスの提供と広報強化による販路拡大事業

157 宮城県 有限会社福寿プランニング 8370002001010 自然の中でゆっくりと楽しむライフスタイル提案による販路開拓

158 宮城県 ケーキ職人ちゃっきおじさん 糖質ｏｆｆ商品、移動販売商品の開発および販路開拓

159 宮城県 株式会社アプレイザル仙台 9370001047796 DM郵送により当社事業の認知度を向上させ、売上の増大を目指す

160 宮城県 株式会社　住宅工房ひなた 7370001044655 ステイホームをチャンスに！新たな営業スタイルによる販路開拓

161 宮城県 ホビーベース 新規顧客獲得への販路開拓及び拡大事業

162 宮城県 株式会社ビルドクラスタ 2370001045443 シミュレーションソフトの導入・ＷＥＢページ制作による販路拡大

163 宮城県 津田音楽教室 竪琴で作る安全・安心な音楽教室～Withコロナで新規顧客開拓

164 宮城県 ベイビーフェイス手作り子供服 看板とフリーペーパーによる販路開拓と新規顧客獲得

165 宮城県 エンヤ株式会社 9370101001744 新規SNSによる広告宣伝の強化及び安全対策の業務効率改善

166 宮城県 株式会社三浦石油 4370501000623 機能訓練開始に伴う販路開拓と療法体制整備による生産性向上

167 宮城県 有限会社目黒宅配センター 5370102000848 健康長寿国「日本」を支える人生100年時代の応援隊

168 宮城県 株式会社Ｈｈｃ 2370001047902 オリジナルガレージの企画、開発、販売による販路開拓
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169 宮城県 Petite Joie 生産性向上を実現する新システム型冷蔵ショーケースの導入

170 宮城県 浅倉畳店 全ての人に健康な和室生活を！～あなたに合った和室創ります～

171 宮城県 有限会社遠藤商会 5370002020533 出張整備を可能とする設備の導入による販路開拓

172 宮城県 木響 ＨＰのリニューアルや配布物の製作による販売・受注の円滑化

173 宮城県 株式会社ネオナード 4370001045920 映像制作事業者による高品質な空撮サービス提供による販路開拓

174 宮城県 fascino フリーペーパーへの広告掲載による新規顧客の獲得

175 宮城県 喫茶　ふらわ～ 「ふらわ～流ベトナム珈琲とハニートースト」による顧客開拓

176 宮城県 株式会社いなほ 9370001038705 コロナ禍でニーズが増えたECサイト販売強化事業

177 宮城県 今泉塗装 ホームページとチラシ配布で塩害に強い塗装をアピール

178 宮城県 有限会社かみむら 3370002002657 仕出し業者が手掛ける蕎麦店の販路開拓事業

179 宮城県 株式会社Gorone建築舎 1370001046021 ホームページリニューアル及び広告宣伝による自社の魅力発信

180 宮城県 マルナカ遠藤水産 新商品開発及びECサイト販促力強化による通販部門拡大事業

181 秋田県 hirari コロナ禍の課題に即応！新機器導入による施術の充実化と販路拡大

182 秋田県 守屋商店 花っていいものだ！知ってほしい！伝えたい！生花を魅せる２号店

183 秋田県 さとう美容室 癒しの空間へようこそ！ヘッドスパ施術で心身ともにリフレッシュ

184 秋田県 有限会社刈谷食品 2410002009673 顧客との繋がりを強化するWebサイト構築による販売力強化事業

185 秋田県 治療室くるみ 心安らぐ治療室を目指して～小さな治療室の挑戦～

186 秋田県 轟工業　株式会社 6410001004894 HP改修により買物しやすさ倍増、ターゲット層からの受注を獲得

187 秋田県 ＰＯＲＴＡＬＡＣＴ 保守管理業務の受託による新たな収入源の確保

188 秋田県 olive hair×health 水素バブル装置導入による新メニュー「水素バブルスパ」の周知

189 秋田県 有限会社　飛鳥ハウジング 1410002006523 無垢材加工工程の能率アップと作業の標準化によるコストダウン

190 秋田県 阿部まさみ建築設計事務所 コロナ禍の建築業界新基準に合わせた３Ｄ技術の導入と販路拡大！

191 秋田県 有限会社　澤木不動産 9410002006441 新規顧客獲得のためホームページ刷新！家づくりプランの発信強化

192 秋田県 今野自動車整備工場 ホームページ開設と活用による信頼度アップと顧客獲得事業

193 秋田県 Wish hair 快適シャンプー椅子を活用した癒しのスパメニュー提案で単価向上

194 秋田県 食堂とり・とん コロナ禍でも顧客を取り戻す「昔を思い出す懐かしい味」宣伝事業

195 秋田県 カタムラ看板店 HPを基軸にした情報発信・営業展開による販路拡大

196 秋田県 グリーン・デンタル・ラボラトリー 高い技術力で地域の歯科治療を支える小規模歯科技工所の取り組み

197 秋田県 株式会社　木彩屋 4410001005614 ホームページのリニューアルによる販売強化と顧客満足度ＵＰ事業

198 秋田県 TOYOSHIMA FARM 広報媒体整備とECサイトの改装による販路開拓

199 秋田県 カットデリバリーサロン デリバリーと店舗の二刀流実現により売上倍増へ！

200 秋田県 株式会社スライヴ 4410001012016 短納期注文に対応する設備導入で受注拡大・生産性向上を実現！

201 秋田県 thread chestnut ふるさと「西明寺栗」の魅力を秋田市からたっぷりお届けします！

202 秋田県 高又商店 季節モノを通年販売へ！　秋田特産天然乾ゼンマイの販路開拓事業

203 秋田県 有限会社佐善建設 3410002001729 チャンスを逃がさない！民間工事販売機会創出のための駐車場整備

204 秋田県 株式会社　雄山閣 7410001004134 客層の変化に応じた新たなお客様の獲得を目指した看板作成

205 秋田県 牧野整骨院 健康需要が高い今だからこそ！プロモーション強化で新規顧客獲得

206 秋田県 soobox ECサイト構築による、北秋田の頑張る生産者の販路開拓支援

207 秋田県 Ｓａｎｋａｒａ コロナ疲れやストレスは当サロンで解消～強みＰＲで新規顧客獲得

208 秋田県 小坂種苗店 事業承継を見据えた店舗改装による販売面積拡充で顧客・売上ＵＰ

209 秋田県 近藤自動車整備工業 ハガキＤＭで新規顧客獲得とタイヤチェンジャーによる収益力強化

210 秋田県 藤和 どこでも！たこ焼き出張販売事業による販路開拓

211 秋田県 くつさ工芸 ホームページリニューアルによるユーザビリティ向上仏具提案事業

212 秋田県 有限会社　戸澤組 3410002012890 住宅建築のPR力アップと空き家増加の地域課題解決への取り組み

213 秋田県 東洋漢方整体院 店舗案内チラシとHP開設による認知度・集客力向上で販路開拓！

214 秋田県 こまち食品工業株式会社 6410001007369 スリーブ箱刷新による小型総菜缶ブランド訴求力向上事業

215 秋田県 日の丸醸造株式会社 6410001009167 「脱気装置」導入による甘酒事業の生産性と品質の向上

216 秋田県 ラ・ヴィオーラ 各年代に合わせたヘアカラーとヘアケア提案で売上拡大！

217 秋田県 有限会社石川自動車 9410002010757 最新車輛診断機導入で特定整備認証取得による売上拡大

218 秋田県 有限会社コアモード 2410002009401 衣類から始まるSDGsの実現と地域貢献企業を目指して

219 秋田県 KAT’S BURGER バンズの内製化と学生向けメニューの開発による売上利益拡大事業

220 秋田県 ノエビア仁賀保代理店 新サービス「ノエビア式スキンケア」で新規顧客開拓

221 秋田県 有限会社三國剛俊商店 2410002009525 プログラミング教室実施！情報発信強化のためHPを大幅改良！！

222 秋田県 高竹衣料店 世界遺産登録を見据え西馬音内盆踊りグッズ商品開発で販路拡大

223 秋田県 有限会社　阿部新聞店 4410002008962 人手不足解消と折込広告売上増を同時に実現する自動化設備の導入

224 秋田県 ラ・ボンボニエール 本格西洋料理を自宅で気軽に味わえるテイクアウト事業の強化
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225 秋田県 阿専 「＃眼福」で映える体験型新サービス開発による販路開拓

226 秋田県 ピースオート 高機能溶接機導入による中古車販売強化で売上拡大

227 秋田県 NS.coffee stand ペット連れ大歓迎！ドッグランを備えたカフェで販路拡大

228 秋田県 株式会社　ホテル森山館 4410001007379 座敷の椅子テーブル化で高齢者のニーズに対応した顧客獲得事業

229 秋田県 株式会社白神カンパニー 7410002011162 唯一無二のきのこをあなたの食卓へ　新商品開発による販路拡大

230 秋田県 有限会社川上自動車 1410002010665 鈑金塗装件数を増やせ！自動溶剤再生装置導入と域外販路拡大

231 秋田県 株式会社　創企画 4410001006884 非対面型ビジネスの展開、ＥＣサイトでのダンボール販売事業

232 秋田県 幸月堂菓子舗 急速冷結庫導入による顧客ニーズ対応とHP開設による販路開拓

233 秋田県 鷹松堂 ピンチをチャンスに！大型冷凍庫導入でコロナをクールダウン！

234 秋田県 秋田屋株式会社 8410001010643 国内外に向けた減農薬農法生産による日本米の情報発信

235 秋田県 猫の手社 水回りのトラブルの迅速な解決体制構築とＰＲによる販路拡大

236 秋田県 株式会社グリーンジャケット 1410001012844 販路開拓と地域課題解決に挑戦する企業のホームページ作成事業

237 秋田県 株式会社 佐藤とうふ店 5410001012056 コロナに負けるな「街の豆腐屋さん」の新たな販売手法の構築

238 秋田県 カボチャ “桜薫る”新商品開発と生産性向上のための設備導入

239 秋田県 ペットサロン　ｃｈｅｒｉｅ ワンちゃん＆飼い主さんのＷｉｎＷｉｎ事業！

240 秋田県 フォトヒカリエ スタジオＯＰＥＮのご挨拶は新聞折込で～ファン獲得で販路拡大～

241 秋田県 株式会社イノベストリー　 9410001012549 何でもできる大工職人が取り組む生産性の向上とDX化に挑戦事業

242 秋田県 株式会社Rush 7410001003895 自動車整備工場として生き残る、アフターサービスの拡充化事業！

243 秋田県 陽だまり鍼灸整骨院 治療から予防型へ！EMS機器導入で新たなビジネスモデルの確立

244 山形県 ヘアメイク　スタジオＡＢＥ 店舗リニューアルによる新規顧客獲得事業

245 山形県 落合自動車株式会社 5390002009954 中二階タイヤ保管スペースの確保による自動車総合サービスの展開

246 山形県 難波塗装 設備の導入によるガルバリウム鋼板の受注体制強化で販路拡大

247 山形県 美容室モンローウォーク シャンプー機器導入と付加メニューよる美容と心の癒しで売上増

248 山形県 有限会社イカラシ 3390002010154 人工大理石熱式曲げ加工の内製化による効率化と新規顧客開拓

249 山形県 株式会社五十嵐工務店 6390000100799 コロナ後に向けHPリニューアルでテナント工事受注増と売上UP

250 山形県 板坂青果 冷蔵設備導入と新商品取扱開始による販路拡大事業

251 山形県 はやとファーム アスパラガス選別機導入による新販路開拓とブランド化事業

252 山形県 Salonワーク24 高付加価値クレンジングサービスの提供による新規顧客獲得

253 山形県 松山車輌 有限会社 1390002008423 相談時の不安を解消！　新規客獲得に向けた商談スペースの整備

254 山形県 麻生塗装店 防音型高圧洗浄機の導入による市街地への販路拡大事業

255 山形県 阿部建築 木工機械を導入してオリジナルメイドの家具づくりによる売上拡大

256 山形県 株式会社鍋屋 7390003000332 商品看板プレート設置と店舗照明改修による顧客獲得事業

257 山形県 ヘアーデコスガハラ 新たな看板設置とHP開設による新規顧客の獲得と売上向上事業

258 山形県 祝絆架設 ホームページ新設でWeb営業ツール強化による請負受注・売上増

259 山形県 株式会社 大木工業 6390001014756 3Dプリンターと3Dスキャナーの導入による売上拡大

260 山形県 きもの専科　華　アンヘル　華 店舗キッチンを改修し喫茶営業併設による売上拡大事業

261 山形県 千川原自動車工場 タイヤ保管サービス開始に向けた施設整備による新規顧客獲得事業

262 山形県 有限会社幸成工業 6390002006851 EC販売体制構築による販路拡大

263 山形県 ベイワークス ショールーム兼商談スペース開設等による新規顧客獲得事業

264 山形県 Dogsalon　M-Heart 炭酸泉シャンプーマシーン導入で売上拡大

265 山形県 有限会社蔵王ウッディファーム 5390002006175 高付加価値ワイン製造による新規販売サービスと顧客開拓

266 山形県 有限会社鮮魚かねに 6390002006216 テイクアウトで売上拡大・新規顧客獲得事業

267 山形県 KANO-MOTORS 整備の「見える化」で顧客信頼度・満足度の向上による集客率UP

268 山形県 尚建築 仕上げ機導入による加工効率の向上とそれによる利益拡大の実現

269 山形県 株式会社わんぱく 2390001014710 HPの刷新によるECサイト構築で販路拡大強化事業

270 山形県 有限会社やま食 1390002006419 低温冷凍庫購入と魚介類の少量販売開始による売上増加事業

271 山形県 ドリームス　昌 スナック店の設備改善と新メニュー提供による差別化で販路開拓

272 山形県 肴や太郎 店舗の居住性改善による顧客満足度向上

273 山形県 株式会社笹原材木店 6390001004773 住宅部門用商談スペース開設とイベント開催で新規顧客獲得事業

274 山形県 有限会社井田畳内装 2390002013835 ラジオCMによる畳殺菌乾燥機のPRで新規顧客獲得

275 山形県 BARBERSHOP　BRIGGS レトロな雰囲気にこだわった理容店の外装改修事業

276 山形県 株式会社梅川 6390001014855 多目的スペース新設によるエアコン導入事業

277 山形県 OPTタカハシ ＷＥＢサイトの制作と新商品開発による売上拡大

278 山形県 melulu HP・ショップカードによるPR強化と感染症対策による販路開拓

279 山形県 ファインカット　チャップリン 最新設備導入による店内環境整備で癒しの提供と売上拡大

280 山形県 齋藤造園 粉砕機等導入による業務効率化と再資源化の実現・売上増加
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281 山形県 まえむき。FARM&SHOP 孟宗を使ったメンマ開発による新販路開拓事業

282 山形県 小林塗装店 三拍子揃ったサービス提供による売上回復事業

283 山形県 寿司飛鳥井 持続的経営のための個人客への販路拡大事業

284 山形県 有限会社　ハタノ工業 8390002002205 火無し配管継手機器の導入及び新工事提案による販路拡大事業

285 山形県 有限会社　フラワーコスモス 2390002003308 販促ツール作成とオリジナルギフト商品開発による販路開拓事業

286 山形県 よねや菓子店 多用途対応縦型ミキサー導入による生産性向上と販路拡大事業

287 山形県 特定非営利活動法人自然体験温海コーディネット 8390005008372 体験活動機材の導入による売上機会の最大化とリピート率の向上

288 山形県 カワチ製菓 作業効率アップの工房と店頭販売可能な環境整備で新規顧客獲得

289 山形県 鳥や ファミリー向けお惣菜セット開発と駐車場整備による販路開拓事業

290 山形県 THANNECT トレーニング機器導入と新サービスによる新規顧客獲得事業

291 山形県 あべあいこ 動画制作請負事業による生産性向上と地元事業者の集客支援

292 山形県 本間工業株式会社 4390001007811 「発信力のある、自社ホームページの作成」

293 山形県 ブリック アニメオタク専用スペース活用による新規顧客獲得

294 山形県 尾花沢ゴルフ 人工芝のパター練習場と休憩室の設置による売上拡大

295 山形県 すてーき食堂シンバル 漫画再現メニューの飲食店新規オープンによる新規顧客獲得

296 山形県 株式会社六沢大根屋 6390001015804 大根の大型洗浄機導入による販路拡大、売り上げ増大事業

297 山形県 株式会社皆川モータース 8390001015942 車両診断から始まる『提案型・自動車修理』による販路開拓

298 山形県 早坂建築 駐車場整備による木工教室開催などの集客力アップで販路拡大事業

299 山形県 鈴木時計店 店舗内に自動視力測定機設置による新規顧客開拓

300 山形県 株式会社芳賀にこにこ農園 4390001015946 地域での認知向上に よる生産量拡大と国 内、海外への販路拡大

301 山形県 有限会社南陽ミート 5390002014442 新たな看板の設置による店舗PR事業

302 山形県 有限会社鈴木製作所 2390002014346 天井クレーン無線化により作業効率を上げ、受注増を目指す

303 山形県 千代寿虎屋株式会社 3390001012218 日本酒輸出を拡大・加速させる多言語化ＷＥＢツール作成事業

304 福島県 焼酎BARひかり家 お土産販売で新たな販路の拡大

305 福島県 株式会社　ウッドコア 4380001028759 オフィシャルHPとパンフレット作成による販路拡大事業

306 福島県 有限会社　鈴木畜産 6380002020944 石川はちみつ牛の魅力を伝えて新規お客様をゲット

307 福島県 有限会社　丑坂屋 1380002006130 「食品ロス削減」に向けたサービスの提供による新たな顧客の獲得

308 福島県 までい工房美彩恋人 コロナに負けないかぼちゃ熟女の販路開拓

309 福島県 みやびストリートツーリズム OTA化による新体制の構築

310 福島県 株式会社　スパーダ・デザイン 6380001008668 新事業PR及び認知獲得に向けたWEB広告出稿計画

311 福島県 ワタナベ塗装 短納期！外構リフォーム塗装新事業による新たな個人顧客の獲得

312 福島県 髪Dr.レルナ 美意識アップ応援！美髪づくりのサービス開発と設備導入

313 福島県 サカイ自動車工業 ３世代板金工場の改革。ASV導入による売上増加計画！

314 福島県 合同会社　JERK 1380003004819 地域観光の拠点創出に向けた創業に伴う施設整備事業

315 福島県 株式会社 ＨＥＲＯ 9380001018334 ウッドデッキパーゴラ増設で選ばれる「テラス席のある飲食店」へ

316 福島県 合同会社　洗技館 2380003004454 新たなサービスの展開による販路開拓と内製化による生産性の向上

317 福島県 株式会社食農価値創造研究舎 8380001028391 「南郷トマト」を活用したトマトソースの開発と販路開拓事業

318 福島県 そばさだ ご家庭でいつでも手軽に食べられる名人の手打ちそば開発事業

319 福島県 ガーデンメイクプレジール 専用サイト開設とオリジナルプレート提供による販路開拓

320 福島県 有限会社サトー酒店 2380002017861 テキーラ需要を全国へ！テキーラ伝道師が貴方の街へ伺います。

321 福島県 株式会社ホテルニュー日活 5380001010427 日はまた昇る。昭和レトロ喫茶で既存経営方針の脱却。

322 福島県 modern style 原発事故から10年目、故郷で事業再開した理容店の販売促進計画

323 福島県 H.B GARAGE 趣味人の為の秘密基地：レンタル作業スペース事業立ち上げ

324 福島県 ルル・コーポレーション 動画・ホームページ・SNSの３本柱で認知度アップ

325 福島県 有限会社千葉自動車 4380002010625 タイヤトータルサポートによる販路拡大事業

326 福島県 若松味噌醤油店 CM動画で集客！味噌づくり教室で新規顧客獲得事業

327 福島県 河沼清掃 株式会社 1380001018382 LINE専用のチャットボットによる受付・相談システム

328 福島県 緑製作所 新たに出張溶接サービスを開始することによる、販路開拓事業

329 福島県 米のうちやま 新商品紹介動画の作成と動画投稿サイトによる販路拡大

330 福島県 株式会社yoie 7380001029754 問い合わせ顧客から商談顧客へランクアップを目指す為の販促計画

331 福島県 株式会社古川石材店 2380001018836 移動式彫刻機導入による作業効率化・戒名彫刻部門売上アップ事業

332 福島県 竹の家 ハレの日需要に応えるコース料理の開発とIT活用によるPR強化

333 福島県 ひまわり美容室 marbb導入で顧客の髪と頭皮の悩みを解消してニーズに応える

334 福島県 ヘアーサロンまち子 シニア世代のお悩み解決！「至福のひととき」提供します。

335 茨城県 有限会社翁屋 9050002016881 新店舗開業に合わせた製造能力の強化とフルーツ大福の販売促進

336 茨城県 有限会社千代田緑地 3050002014271 ガーデニング用ウッドチップの新規販売と施工工事業への取組
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337 茨城県 株式会社満㐂葉 5050001050258 土用の丑の日限定ウナギ弁当デリバリーを契機とした地域市場開拓

338 茨城県 口本食品 来店機会を創出するこんにゃく茶屋事業の展開

339 茨城県 藤和インターナショナルサービス株式会社 8050001038341 ビル・店舗向け電気工事やエアコン取り付け工事への新展開

340 茨城県 有限会社 岡野建築 8050002023012 自然素材を活用した木の家『数寄屋風家づくり』の販路開拓

341 茨城県 ふ輪り 「彩り豊かな食材で、食卓を華やかに」テイクアウト事業の拡大

342 茨城県 Sweet  Cottage ドッグラン及びアジリティ敷地整備による集客と収益向上計画

343 茨城県 ヘアーサロンせき 女性スタッフ３人の強みを活かした女性客を増やす戦略

344 茨城県 有限会社 勝田石材工業 9050002043075 「石と景観を一体化させたトレーラーハウス」販売・ＰＲ事業

345 茨城県 橋本時計メガネ店 補聴器に関するご自宅・施設訪問サービス、店舗への送迎サービス

346 茨城県 有限会社富蔵商店 4050002006565 拡大する銅需要を取り込むための銅リサイクル事業の強化

347 茨城県 Y’zガレージ プロの整備士が提案する安全で環境にも優しいカー用品の展示販売

348 茨城県 ワンダーボックス イートインコーナー開設によるミドル女性客の獲得

349 茨城県 ポーラハートフルハート 最新の最高級エステサービスの導入による顧客開拓

350 茨城県 パモフ プライベートドックランによる集客力アップ

351 茨城県 有限会社神永石材 8050002031898 モニュメント型墓石の全国展開のためのマーケティング戦略

352 茨城県 味よし 本格チャーシューを取り入れた新メニューの提供による売上拡大

353 茨城県 バイゲツカフェ 新規事業「当店こだわりの自家焙煎珈琲豆販売」で売上拡大

354 茨城県 ガレージクボタ アルミ鈑金サービスによる新規顧客獲得と売上向上事業

355 茨城県 グレード・ワン 次世代自動車整備対応機器の導入によるサービス向上販路拡大

356 茨城県 苺園みてぐら 『朝摘み完熟苺』の未来につながるブランド化と安定供給促進事業

357 茨城県 セカンドステージ タイヤ周りのワンストップサービスによる新たな需要の喚起

358 茨城県 ヘアーサロンみゆき 30代～40代男性のお悩み解決メニュー開発による売上拡大

359 茨城県 有限会社 荒木綜合食品 7050002019622 贈答用商品の開発による新たな販路開拓と需要の再発掘

360 茨城県 とうまや商店 健康志向の消費者に訴求する「無添加生ソーセージ」の開発

361 茨城県 タクネスイナシキ 卓球とジムの運動要素を融合させた『タクササイズ』の開発・提供

362 茨城県 株式会社 出澤産業 2050001005058 寺社支援イベントを応用した福祉施設向け工事の受注獲得

363 茨城県 澤田茶園 当店独自の高付加価値・粉末茶の提供による新規顧客獲得強化事業

364 茨城県 有限会社トヨプリントサービス 8050002038497 アイデアでビジネスの可能性を切り開く、オリジナル製品提案事業

365 茨城県 ヘアーサロンマツマル 女性ニーズ対応の顔そりサービスの提供とDXで効率的な顧客獲得

366 茨城県 株式会社 彩美亭 3050001045929 テイクアウト用餃子の開発・製造・販売による売上向上事業

367 茨城県 Lufelias Yoga Yju 親子ヨガレッスンの提供による新規顧客開拓

368 茨城県 YATABE COFFEE 通りから見えるロゴ看板の設置で顧客認知度と新規顧客来店の向上

369 茨城県 株式会社丸昌 2050001014083 塩化ビニル管加工業に本格参入するための販売促進の強化

370 茨城県 有限会社 皆川製材所 9050002035320 ホームページ開設による新たな販路開拓

371 茨城県 Hair&Nail ironoha 顧客ニーズに応えた新メニューの展開による満足度と客単価の向上

372 茨城県 Les petites mains パッケージデザインの改良による販路拡大事業

373 茨城県 春水亭 和洋創菜な飲食店が始める顧客の高齢化を考えた肉割烹

374 茨城県 株式会社ぽぽねこ 4050001045498 水に強くて軽い「オーダーメイド迷子札」の新商品開発

375 茨城県 株式会社 常進 4050001017299 ゴミ出し支援等新サービス開始による販路拡大

376 茨城県 HARAKEN株式会社 4050001035425 展示会の出展による新規顧客獲得に向けた取り組み

377 茨城県 Breeding Room Bio 犬舎ドッグラン構築によるシベリアンハスキー販売促進事業

378 茨城県 Built株式会社 9050001044529 一般住宅向けミニドッグラン施工サービスによる一般顧客獲得事業

379 茨城県 大洗海風ヨガスタジオ ヨガ効果を最大限に高める！新規事業の展開と売上拡大

380 茨城県 長谷川商店 ITを活用した墓石の彫刻による顧客のファン化

381 茨城県 株式会社アシスト 8050001047482 専門店独自の高付加価値シャフト提供による新規顧客獲得強化事業

382 茨城県 株式会社プロミネンス 1050001007369 漫画による日本の魅力告知で日本への留学生を募る

383 茨城県 RKY 筋膜リリース型エステとトレーニングサービスによる顧客獲得事業

384 茨城県 Training&ConditioningStudioARCS 高齢者対応予防保全型トレーニングの提供による新規顧客獲得事業

385 茨城県 ガレージ・サクライ パターンメイドフェンダー加工事業による売上向上

386 茨城県 関翔住宅 リフォーム事業PRで販路開拓！新規顧客獲得で経営基盤の強化

387 茨城県 抹茶カフェ 和香 「日本文化の魅力再発見！」当店の認知度向上で新規顧客獲得事業

388 茨城県 株式会社 並木農園 6050001036990 出荷品質の向上による、新規販路開拓を図る為の設備導入。

389 茨城県 株式会社やんしゅうばんや八角 4050001040805 真空パックでのスイートポテトパイの販売

390 茨城県 株式会社 Y’ｓFactory 6050001050463 木製食器の受託製造事業への進出による事業拡大

391 茨城県 株式会社 岡本和裁 4050001038832 着物市場の商流を変える！WEBシステム開発で一般顧客への提案

392 茨城県 有限会社 鈴木工務店 5050002037733 雑木林のお悩み解決で、地元顧客の信頼度急上昇
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393 茨城県 ドリームシェープ 最新機器導入による新サービスメニューの開発

394 茨城県 ななうめ株式会社 5050001049325 新規顧客獲得に向けた認知を高めるための看板設置と販売促進

395 茨城県 Hair TiDa 強みを活かした新サービスメニューの提供と周知で新規顧客開拓

396 茨城県 アオキハウジング一級建築士事務所 介護保険適用工事の提供による新規顧客の開拓

397 茨城県 上方商事株式会社 3050001015493 樹木葬形式を設営し、新規顧客を獲得

398 茨城県 合同会社そらまめ 9050003005132 Web構築による販路開拓（顧客ファン化と営業効率の向上）

399 茨城県 GOLF-LABO 新規お客様の獲得及び、顧客様の満足度の向上

400 茨城県 木組スタジオNico 端材を利用した木製小物から手づくりの家の魅力を広めていこう！

401 茨城県 有限会社 青木菓子店 5050002033856 旬のフルーツを使った「どらオムレット」の開発と常設・通年販売

402 茨城県 株式会社秀保堂プレスタ 1050001026088 ワークショップ・ギャラリーを活用したオリジナルハンコ等の販売

403 茨城県 有限会社サンコウ 3050002035334 イケてるメンズは世界を救う！！メンズビューティー＆ヘアエステ

404 茨城県 株式会社アドバンス 2050001039626 新部門設置による新たなビジネスモデルの構築と販路開拓事業

405 茨城県 WANDESH LANKA株式会社 3050001040104 今後の自動車業界動向を見据えた新事業展開による顧客獲得大作戦

406 茨城県 平井造園 特殊伐採事業の展開による地域需要の開拓

407 茨城県 合同会社ポジティブアンドアクティブSports R＆D 5050003005937 初心者向け、低価格高品質棒高跳ポールの市場立ち上げ事業

408 茨城県 あみドライフーズ研究所 新規商品PRと自社ブランドイメージ向上による新規顧客獲得事業

409 茨城県 幸和住宅販売株式会社 5050001029319 「地域活性化型」フレキシブルオフィスサービスの提供

410 茨城県 ペットコミュニティサロンあしあと ケージレス個室および屋内プレイグラウンドの新規開設

411 茨城県 こひなた接骨院 自由診療で強みを発揮！広告規制を守ってPRを強化！

412 茨城県 鹿角 コロナ禍環境の郷愁に訴える地方の郷土料理提供による販路拡大

413 茨城県 株式会社 田崎工業 8050001021512 溶着設備の導入により安全安心な水道工事事業への転換

414 茨城県 岡田たた美店 別途ブランドT-styleを立上げSNSを利用して畳雑貨販売

415 茨城県 株式会社 ORIGINALZ 1050001049386 G-Scantab導入による先進技術搭載車対応と販路拡大

416 茨城県 有限会社 中島工務店 2050002025286 住宅建築事業における基礎工事内製化による販売促進事業

417 茨城県 株式会社 大塚工務店 7050001018939 建築現場への短期物品レンタル事業の展開による新規受注の開拓

418 茨城県 リーフ株式会社 5050001030474 「ネギ胡椒」と「煮卵」の開発と販路開拓による新規事業の確立

419 茨城県 株式会社 ホットハッチ 5050001037610 維持コストの低減に貢献する整備サービスの提供

420 茨城県 有限会社ふじ美装 1050002003879 動画製作とホームページ強化による新規顧客開拓及び販路拡大事業

421 茨城県 NK Design 飲食業に特化したHP制作・ECサイト構築事業

422 茨城県 Beauty&Health Amy がんばる女性の美に寄り添う地域密着型エステサロン販路開拓

423 茨城県 株式会社アランマリー 5050001037420 低糖質商品の開発とホームページ・SNSによるプロモーション

424 茨城県 小林商店 安全安心に取り組む当社の姿勢を情報発信するWebサイト構築

425 栃木県 株式会社エルディオ 7060001013716 チラシ宣伝広告による知名度向上および集客と経営安定化戦略

426 栃木県 ライフ3S事務所 新規顧客獲得のためのＨＰリニューアルと新聞紙面広告宣伝事業

427 栃木県 株式会社N 3060001032546 差別化の強化、施工事例・提案力の見える化による新規顧客獲得

428 栃木県 肉の富田 和牛サーロインステーキ２００枚販売へのちっちゃな肉やの挑戦

429 栃木県 美容屋youi 現高齢者や未来の高齢者が最期まで通いたいと思えるお店づくり

430 栃木県 千樹園音楽教室 大人向けピアノ教室の受講生拡大を目指す事業

431 栃木県 ギャラリーWORKSHOP770 故郷・地産地消を好む方に訴えるホームページ作成！

432 栃木県 有限会社高橋機械 4060002018428 新規顧客来店を目指す店舗づくり

433 栃木県 フィットネススタジオＬＩＢ コンディショニングで健康長寿へ！広報活動で新規顧客獲得事業

434 栃木県 さえぐさ 自宅で味わえる町中華の新メニュー＆テイクアウト強化で売上増

435 栃木県 みらいふ株式会社 9060001025692 新たな収益事業の推進と感染症等に対する脆弱性の克服

436 栃木県 MIKAMO FASHION Petit SCHOOL 地元の人々への周知活動にDMとHPを活用した新規顧客獲得事業

437 栃木県 Fleurette 認知度を高める新聞折込みとネット広告を活用した新規顧客獲得

438 栃木県 有限会社清水荘工務店 5060002012347 ホームページ、パンフレットでの土地売買情報発信による販売促進

439 栃木県 株式会社北條光學 4060001013207 キッズ体操教室の新規会員の募集、増員のための広告、宣伝

440 栃木県 株式会社Drifter 4060001031150 実績・事例PRのためのHP作成による認知度向上と販路開拓

441 栃木県 蒼門 制作工房の店舗化による集客向上と販売促進

442 栃木県 Private Salon Charites メンズサービス販売促進強化事業

443 栃木県 美容室feel　heart 当店の情報を広く発信！ホームページ開設による新規顧客開拓

444 栃木県 ハウス３A株式会社 4060001033493 高速道路沿いの看板設置・チラシ配布で販路開拓、新規顧客獲得

445 栃木県 株式会社吉ねこ佑友 3060001029567 プロの便利屋をしっかりと訴求する広告宣伝による新規顧客の開拓

446 群馬県 美容室Ｓｅｅｙｏｕ 新規顧客獲得のための看板設置と店舗改修

447 群馬県 みこあ頭痛整体院 新顧客獲得にむけてＨＰ作成・ＷＥＢ広告による情報発信強化事業

448 群馬県 ナガイ造園 樹木粉砕機の導入による新事業展開で売上拡大と顧客満足度の向上
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449 群馬県 有限会社STRAWBERRYFARM陽一郎園 4070002027469 看板設置による集客力向上と事業承継を見据えた自社PR強化事業

450 群馬県 ペンション・ローエングリン 施設環境改善による新規顧客獲得及び収益向上事業

451 群馬県 美容室白いばら 店舗改装による新規顧客開拓事業

452 群馬県 フィットネススポーツクラブフラット 全身美容・痩身機械導入による美容事業の新規展開と新規顧客開拓

453 群馬県 株式会社有田屋 2070001009783 海外新規顧客獲得用新プロモーションムービー（多言語化）の制作

454 群馬県 株式会社多胡電化 6070001009978 「聴こえる感動を自宅へ届ける」補聴器訪問事業で新規顧客獲得

455 群馬県 有限会社勝田塗料店 4070002026082 新規事業の強化とお客様とのパートナーシップ構築

456 群馬県 韓国料理チョアヨ テイクアウト商品拡充による新規顧客獲得事業

457 群馬県 嬬恋WAGON 業務用冷蔵冷凍庫導入による新規顧客獲得及び収益向上事業

458 群馬県 株式会社マザーズ 5070001037204 デザインカットカーペット販売のBtoC事業参入で新規顧客獲得

459 群馬県 有限会社コバヤシ 4070002014789 来訪客増加・受注獲得のための新聞広告掲載で「健康住宅」をＰＲ

460 群馬県 天笠モータース 車両診断機の導入と看板設置による新規顧客獲得

461 群馬県 Au Soleil 中型トラック整備受注とコンピューター化対応で売上拡大

462 群馬県 樋口建設株式会社 7070001017889 国道沿いの敷地内に民間工事拡大のための看板設置事業

463 群馬県 株式会社アイリス 8070001038356 ドローン測量の新たな市場参入で業務の効率化と売上の拡大を図る

464 群馬県 BerryFarm斉藤農園 各種ツールデザインの制作によるブランディングの構築で売上拡大

465 群馬県 池田モータース 顧客に安心・安全な整備と短納期を提供するための設備導入事業

466 群馬県 PIZZA　YOSHIDA ピザ専門店が作る美味しい冷凍ピザの販売事業

467 群馬県 房月堂菓子店 こだわりの味を全国各地へ発送するための真空包装機の導入

468 群馬県 St-TREND ドローンと連携した測量データの提供による新規取引先の獲得

469 群馬県 お食事処よしくら テーブルと椅子設置による売上向上事業

470 群馬県 鬼石ゲストハウスさんと宿 宿の魅力を伝えるＰＲと快適環境整備による利用客増加事業

471 群馬県 鬼石自然石センター株式会社 9070001012657 展示場階段の手すり設置に伴う誘客促進と成約率向上で売上拡大

472 群馬県 一番 店舗改修と町特産品の展示・販売による相乗効果で売上拡大

473 群馬県 ロッヂ大品 一般顧客の獲得のために必要な自社ウェブサイト作成事業

474 群馬県 長島商事株式会社 3070001027371 本物の温泉と本物のピッツァ周知による新規顧客獲得事業

475 群馬県 有限会社一桝屋商店 1070002035656 非接触サーバー導入による新規顧客獲得事業

476 群馬県 モンキーマウンテン カヌー事業開設・ツリーイング資格発行による新規顧客獲得事業

477 群馬県 やまいち屋 季節メニューの充実と誘導看板設置で新規顧客獲得事業

478 群馬県 有限会社森川酒店 3070002016919 店内コミュニティ・コーナー設置と商品提案による売上拡大事業

479 群馬県 西毛印刷株式会社 9070001023836 新設営業所の認知度向上による新規顧客獲得事業

480 群馬県 Reas 新たな施術・訴求スタイルで、お客様目線の集客アプローチ

481 群馬県 Rest and Bar GHOST 感染症対策を講じた店舗改修で来店客数と売上の回復

482 群馬県 株式会社斉藤建設 3070001037643 油圧ショベル導入による外構工事の新規顧客獲得事業

483 群馬県 美容室　Birthday 新規顧客開拓及び固定客化と壁紙の張替えによるステータスの向上

484 群馬県 イフトータルデザイン有限会社 9070002034345 駐車場整備による作業効率アップと新規の受注拡大戦略

485 群馬県 株式会社皆川製作所 4070001003578 設備導入による伝統技術を活かした新規取引先獲得事業

486 群馬県 Otenki食堂 「子供と身体」をテーマにした薬膳料理を提供するための店舗改修

487 群馬県 株式会社中澤設備 8070001028084 解体・産廃事業への新規参入に向けた機材導入事業

488 群馬県 上原建築 リフォーム工事受注強化に向けた機械導入による売上増加事業

489 群馬県 有限会社金龍園 5070002035363 新プラン「温泉で女子旅」により新たな顧客獲得を目指す

490 群馬県 株式会社柏葉堂 6070001029514 店舗スペースを活用した新商品販売による新規顧客の獲得

491 群馬県 Beat不動産 ホームページ改善によるオンラインシステムでの新規顧客獲得

492 群馬県 有限会社足利屋商店 7070002022500 イートインスペースの設置と店内改装による新規顧客の開拓

493 群馬県 株式会社尾瀬ホールやすらぎ 7070001023573 低価格プラン創設で顧客満足度向上を図る

494 群馬県 有限会社ひうが 8070002015627 独自のGoToキャンペーン開催で来店客数売り上げ回復大作戦！

495 群馬県 有限会社アイン 5070002016768 江戸前の高級ネタとイートインコーナーで客単価・売上アップ事業

496 群馬県 大和自動車ボデー 新規顧客獲得のための看板設置事業

497 群馬県 丸め屋 新メニューの開発による新規顧客獲得と売上増加

498 群馬県 瀬谷自動車整備工業 汎用スキャンツールによる他店との差別化及び新規顧客獲得事業

499 群馬県 山太屋 自動販売機で地酒の販売による売上拡大事業

500 群馬県 有限会社イソヤマ設備 8070002032804 最新水道配水用溶着機導入などによる売上向上事業

501 群馬県 新井サッシ工業 作業場のショールーム化と断熱改修ＰＲによる販路開拓事業

502 群馬県 唐澤　一幸 深刻な尿素不足を睨んだ新役務提供による売上増加事業

503 群馬県 株式会社暖 1070001037562 新規客獲得と顧客満足度向上を図るための店舗改装事業

504 群馬県 ＵＡ車 ジャパニーズネオクラシック“レストア”再生プロジェクト
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505 群馬県 ぐん庄漬物有限会社 5070002032154 新規顧客へ対応のための袋口結束機の導入

506 群馬県 加藤組 新規顧客獲得のための、油圧ショベル導入事業

507 群馬県 中の屋 リスク軽減策を徹底強化したサロン再開によるパン販売強化事業

508 群馬県 株式会社グンスポ 6070001019151 顧客ニーズに対応するための高精度刺繡ミシン導入

509 群馬県 高山中央自動車 地域との繋がり強化による新規顧客獲得事業

510 群馬県 川端畳店 周知力強化による新規顧客獲得事業

511 群馬県 芹の湯 実家に帰ってきたようなイメージ！食事と温泉の二極化で顧客獲得

512 群馬県 有限会社ヤマシン 6070002025041 店内快適性の向上による顧客満足度の向上と新規顧客の獲得

513 群馬県 横真瓦工業 リフォームチラシ作成と新聞折込広告による新規顧客獲得事業

514 群馬県 とみざわ鍼灸接骨院 若年層の新規開拓を図る新たな自由診療サービス提供と広告宣伝

515 群馬県 見晴荘 「立ち湯」の新設による新規顧客獲得事業

516 群馬県 来々軒 温泉街唯一のラーメン店として生き残りをかけた店舗改修

517 群馬県 お弁当の店ダンク 新商品の開発と販売による販路開拓と利益確保

518 群馬県 シミズ自動車鈑金塗装 新事業「バイク塗装」拡大のための商談ルームと看板の設置事業

519 群馬県 モギ・コーヒー イベント需要からの脱却、ギフト商品開発による販路開拓事業

520 群馬県 株式会社ゲンズ 3070003003387 現実の物をデジタル世界へ、県内初3Dギャラリー販売事業

521 群馬県 金春 コロナ対策のための屋外バーベキュー事業による新たな売上拡大

522 群馬県 月家 立地と敷地を活かしたコロナ禍の新事業「中古車販売」で売上拡大

523 群馬県 南榛工業株式会社 6070001018153 販売促進ツールの整備と営業力の強化で民間工事の売上拡大

524 群馬県 有限会社榛東葬祭センター 9070002027324 位牌に刻印する箔転写システム機導入でコロナ禍の葬儀売上の拡大

525 群馬県 有限会社こまつ屋 4070002023468 新たな客層へのアプローチのためのパッケージ一新による販路開拓

526 群馬県 美容室スイーフ 歯の「セルフホワイトニングサービス」導入による新規顧客開拓

527 群馬県 MYUデザイン工房 新サービスによる需要拡大と販売機会の再開拓のための空間づくり

528 群馬県 株式会社佐藤精機 7070001017039 HPリニューアルによる一貫加工体制の強力訴求事業

529 群馬県 SAKURAかき氷工房 賑わい創出のためのテラス席の整備による観光客の獲得事業

530 群馬県 株式会社金盛館 8070001023201 館内設備のコロナ対応および新サービスによる新規顧客獲得事業

531 群馬県 小林林業 薪の製造販売事業スタートによる新たな収益基盤の確立

532 群馬県 アンテナ 差別化強化の為のアピール強化事業

533 群馬県 茶寮　和ぐるみ 地元の方に当店をもっと知ってもらうための喫茶事業開始

534 群馬県 satera 新規顧客獲得に向けたワーケーションスタイルの確立

535 群馬県 いろは山水 ハンドメイド木工製品による新規開拓

536 群馬県 ナカホリ製作所 ホームページでの情報発信による企業価値向上

537 群馬県 いざわ鍼きゅう接骨院 コンビネーション治療の開始でコロナ禍体調不良改善

538 群馬県 みよし乃製菓舗 新ショートケーキ投入による巣ごもり需要掘り起こし

539 群馬県 藤屋第三支店 観光客向けお持ち帰り用お土産商品の開発・販売促進

540 群馬県 金沢屋みどり桐生店 豊か・快適なおうち時間を実現する柔軟・迅速な施工対応力強化

541 群馬県 ヘリンカフェ 韓国を身近に感じる「ホットク」キッチンカーでの新規顧客獲得

542 群馬県 親和有限会社 7070002023762 自社内展示販売スペースの整備によるBtoC客獲得事業

543 群馬県 株式会社マザーゲイト 8070001017161 ウィズ／ポストコロナにおける受注獲得のための環境整備

544 群馬県 Lu マシンで行う筋膜リリース事業の訴求による潜在顧客へのアピール

545 群馬県 ナチュラルソフトクリームCafé　MiRUKA テイクアウトに適したサービス提供体制の構築による新規顧客獲得

546 群馬県 蟻川設備工業株式会社 8070001023655 配管清掃業務の生産性向上のための専用機器導入事業

547 群馬県 カフェダイニング　シトラスタイム ハレの日利用顧客獲得のための環境整備事業

548 群馬県 美容室シャルマン 福祉美容サービスの開始による新規顧客の開拓

549 群馬県 ダブルス　ボディペイント ヘッドライト復元事業の開始による事故修理案件減少への対応

550 群馬県 ベストプランニング株式会社 6070001009532 リフォーム需要への進出による新規顧客獲得

551 群馬県 みずほリビングサポート株式会社 4070001035761 庭付き一戸建て住宅の草刈需要を取り込む新規事業による売上増加

552 群馬県 ラジカル整骨院 柔道整復師が行う医学的根拠に基づく骨盤矯正による新規顧客獲得

553 群馬県 リピカ 太陽光パネル洗浄事業への参入による新規顧客の獲得

554 群馬県 ハヤカワ商店 新規顧客獲得のための看板の設置と設備の導入

555 群馬県 ダイニング八風 催事販売からのリピート購入を基軸とした新商品のECサイト展開

556 群馬県 pojicafe 店舗改装と周知による癒し効果のアップと販路開拓

557 群馬県 有限会社サン企画 7070002035452 新規顧客獲得を図るための調理設備の導入と知名度向上事業

558 群馬県 整体サロン　MA・COCORO 更年期世代（40～50代）が輝くためのパーソナルトレーニング

559 群馬県 中澤建築 リフォーム需要の高まりに着目した受注強化に向けた機械導入

560 群馬県 株式会社DOCKONE 5070001036321 スポーツを契機とした人材紹介の新たな取り組み
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561 群馬県 株式会社木戸商店 8070001015859 ニーズに合致した新商品開発及び配達サービスによる新規顧客獲得

562 群馬県 麺家匠 立ち寄りやすい店舗化によるテイクアウト・冷凍餃子での集客事業

563 群馬県 TATEMITSUISHI ドローンを活用した地域・企業の魅力を伝える動画での差別化事業

564 群馬県 太田自動車 次世代技術への対応力を強化することで若い顧客層を獲得する

565 群馬県 N3 coworking & cafe ハートニー カフェメニューの充実と新たな営業形態による集客力アップ事業

566 群馬県 有限会社フォレスト＆ウォーター 1070002035615 販売ルート開拓による新規顧客獲得と生産体制安定化事業

567 群馬県 Licca 新市場開拓およびファン顧客醸成にむけた直営店オープン

568 群馬県 天ひろ 天ぷら専門店が行う新メニュー開発とサービス開始で集客力強化

569 群馬県 アイリーオン 新規カフェ事業開始による日帰り客の獲得

570 群馬県 株式会社竹内商事 9070001023209 銘柄豚を使ったもつ煮の新商品開発

571 群馬県 有限会社大峰館 8070002035435 「旬の野菜！最高の温泉！」新規顧客獲得キャンペーン 

572 群馬県 有限会社矢部工務店 6070002036055 BtoB取引に焦点を当てた新規顧客開拓と利益率向上

573 群馬県 味創り雪月花 完全予約制の飲食店がデリバリー・テイクアウト事業を展開

574 群馬県 カラオケスペースPartyz コロナに負けない！完全貸切制の多目的スペース事業

575 群馬県 株式会社タナカ精機 1070001011807 新規取引先獲得のための自社PRパンフレット作製と看板設置事業

576 群馬県 株式会社アーキズムあすか設計 5070001004550 わかりやすい会社ホームページ（HP）リニューアル事業

577 群馬県 萩原自動車 新たな自動車整備に対応した新規顧客獲得事業

578 群馬県 株式会社Various.F 5070001031289 看板設置及びパンフレット作成による自社サービスPR事業

579 群馬県 中島建築 地元東吾妻地域の高齢者が安心安全快適に暮らせるリフォーム事業

580 群馬県 そば処　くぼ田 当店知名度向上による新規顧客獲得と利益率向上事業

581 群馬県 有限会社横尾石材 7070002036970 石材運搬車活用による山間部にあるお墓の解体撤去・移設事業

582 群馬県 有限会社初見建築 2070002036728 宮大工の伝統技術と住宅改修技術を活かした古民家リノベーション

583 群馬県 株式会社連運通商 1070001027646 充実したテイクアウトメニュー・お弁当をPRするための看板設置

584 群馬県 hair supplement icoi 顧客満足度の向上による新規顧客獲得事業

585 群馬県 ありがとうや 来店客増加に対応した厨房改装による事業の拡大、新規顧客獲得

586 群馬県 ルシアス合同会社 9070003004074 新規顧客獲得および人材獲得に向けてホームページの制作事業

587 群馬県 美角屋商店 満足度向上サービスの実施による新規顧客獲得事業

588 群馬県 株式会社富品 2070001026465 心からのありがとうを伝えたい飼い主のための「ペット葬」事業

589 群馬県 レストラン諏訪峡 新規顧客獲得の為の店内改装および新サービスの開始

590 群馬県 美容室クリア 「店舗改装」でリラックスできる空間づくり・新規顧客獲得事業

591 群馬県 富澤牧場 BtoC事業の広告強化による新規顧客獲得事業

592 群馬県 文屋大塚 看板設置による店舗リニューアル感の創出、新規顧客獲得事業

593 群馬県 茂木畳店 コロナ防除ニーズに対応する抗菌畳PRによる販路開拓事業

594 群馬県 有限会社森田石油 4070002024986 タイヤチェンジャー導入による業務の拡大、新規顧客獲得事業

595 群馬県 有限会社きこり 8070002037084 看板デザインリニューアルと座敷活用による新規顧客獲得事業

596 群馬県 健康一番 新規メニュー「ヘッドスパ」提供による新規顧客獲得

597 群馬県 有限会社エリゼサンク 5070002022849 リキッドフリーザー導入で本格フレンチ弁当の新規受注数増加事業

598 群馬県 有限会社ミツバクリーニング 2070002036868 差別化メニュー告知看板・チラシ配布による新規来店促進事業

599 群馬県 合同会社岩櫃城忍びの乱 7070003003986 家族連れから歴史好きが楽しめるにんぱく！コンテンツシフト事業

600 群馬県 さかえ鮨 本場で学んだ寿司職人が作る！ギンヒカリの押すし新規販売事業

601 群馬県 株式会社JBS 2070001036316 コロナ対策強化による新規顧客獲得事業

602 群馬県 有限会社渡辺工業 2070002037040 「災害対応デザイン土間」の新規提供による新規販路開拓事業

603 群馬県 福田屋旅館 観光客誘客のための看板ライティング・駐車場案内設置事業

604 群馬県 株式会社英技研 9070001014273 病院内の医療事故撲滅に貢献する新型縫合針カウンター等の市場化

605 群馬県 有限会社原測量設計事務所 7070002030602 需要が拡大する3次元測量のためのCADシステムの導入

606 群馬県 株式会社アンドイノベーション 9070001037522 新規顧客獲得・顧客満足度向上のための販売戦略

607 群馬県 板橋自動車鈑金塗装 ワンストップ体制の確立による顧客満足度の向上

608 群馬県 サトウ資源 新事業開始のための設備導入計画

609 群馬県 ありがとう笑店 座敷とトイレ改修によるクチコミ紹介件数アップで新規顧客の開拓

610 群馬県 出張撮影専門フォトグラファーLIFE 新規顧客獲得のためのPR活動の強化

611 群馬県 吉田商会 検査機と低床型エアージャッキ導入による顧客対応力強化事業

612 群馬県 昭和設備工業 新規顧客獲得に向けた店舗設備の拡充事業

613 群馬県 Hula Studio Hawaiian Sounds 個人向けスタジオのオープンと自動販売機の設置等による販路開拓

614 群馬県 合同会社シンラ 6070003003715 自社HP検索追尾機能実装と商談会用PRパンフ作成で販路獲得

615 群馬県 飯野商店 新駐車場整備による顧客の取りこぼし防止による客数増加事業

616 群馬県 みのり農場 ファミリーワーケーションプランの開発販売による新規顧客獲得
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617 群馬県 森戸電気商会 一般顧客向け新商品の開発と新たな販売チャンネルの構築

618 群馬県 フジクス PｔｏＣビジネスモデルで下請け体質からの脱却事業

619 群馬県 道楽堂 新規顧客獲得のための新たな設備の導入

620 群馬県 関口行政書士事務所 新規顧客開拓のためのホームページとパンフレット制作事業

621 群馬県 有限会社杉田自動車 3070002029648 新型車両の整備・修理対応設備導入による新規顧客開拓

622 群馬県 モンシェリーペット ペットが快適にトリミングを受けられる地域ナンバーワン店舗

623 群馬県 有限会社山木星旅館 1070002036927 誘導看板設置による新規客の獲得と売上増進事業

624 群馬県 やまた旅館 宿の食事を自作陶器で「陶器窯」購入によるリピーター獲得事業

625 群馬県 マキ美容室 安全な高齢者の店内移動を確保するための床シート改修事業

626 埼玉県 つくろい洋裁店 遊休スペースを活用したワークショップの開催による集客力の強化

627 埼玉県 田中自動車塗装工業有限会社 2030002081521 「寄ってくんない！」引き取り納車型から店舗来店型への転換

628 埼玉県 株式会社OK-CRAFTS 6030001110707 Web広報の強化によるリノベーション工事の直接受注の拡大

629 埼玉県 株式会社ディンクス 2030001144477 HP制作と創意工夫で差別化！信頼を獲得する販路開拓事業

630 埼玉県 パティスリーティンク 大切な方へ送る四季折々のプレゼント(お土産品)開発

631 埼玉県 ワングレイン株式会社 5030001141224 ナッツ類の販路拡大とブランド化事業

632 埼玉県 コット・ア・コット コロナ対応と高級感両立のエントランス改装に伴う新事業展開

633 埼玉県 くいものや旬 コロナ禍での少人数セットメニューの開発とPRによる売上拡大

634 埼玉県 シンテック株式会社 7030001091087 既存事業と新規事業を両立させるための機械設備の導入

635 埼玉県 理容室ルフレ 薄毛・肌ケアなど男性のアンチエイジングメニューで販路開拓

636 埼玉県 インプラス株式会社 3030001072801 キャラクターグッズの販売促進で収益改善を目指す

637 埼玉県 合同会社BPRサービス 2030003014645 完全DX型キッチンカー実証事業

638 埼玉県 健揚整骨院 美容に関するニーズに応えた安心・安全な低価格脱毛サービス提供

639 埼玉県 有限会社鈴木建材 5030002098380 ダンプ運搬が抱える燃料高騰に対応するための近隣残土受入れ

640 埼玉県 株式会社増辰海苔店 5010001029529 ラジオCMによる海苔販売の広告宣伝

641 埼玉県 火とアウトドアの専門iLbf 当店ならではの火を用いた新商品展開と店舗併設カフェの事業拡大

642 埼玉県 株式会社ウィズプランニング 8030001071880 ウィズコロナ時代に適合したライブ配信・映像制作事業への進出

643 埼玉県 有限会社　関根木工 4030002093861 『お客様の思いを形に』高性能機械導入による生産性向上事業

644 埼玉県 LTB 成果保証付きダイエットメニューの開発による新規顧客開拓

645 埼玉県 有限会社寿 9030002061186 自社ブランド整髪料の開発による物販強化・販路開拓事業

646 埼玉県 高橋自動車鈑金塗装 カーリフト導入でお待たせしない・おもてなしピット作業の実現

647 埼玉県 御食事処　多久膳 座敷宴会場にローテーブル導入による高齢者小規模宴会需要の開拓

648 埼玉県 有限会社宇賀神溶接工業所 5030002065018 誰でも楽しく乗れる安心・安全なハンドバイクの開発

649 埼玉県 渡辺隆之 昭和を感じる古民家で昔ながらの武蔵野うどんを味わう

650 埼玉県 幸せのクローバー会 サンプル用クローバーカードの作成で、商談の効率化の推進

651 埼玉県 有限会社　齋藤企画 8030002097710 コロナを機会とするスマートフォン対応のオンライン婚活推進事業

652 埼玉県 居酒屋みやび 子育て世帯獲得!!快適な店づくりによる販路開拓事業

653 埼玉県 ろっぽんぎ整骨院 美容系メニューの拡充による女性の集客強化

654 埼玉県 お菓子工房crème フードプリンタ導入による新商品開発及び記念日商品の提供

655 埼玉県 有限会社　北嶋石材 3030002097384 HP整備による、墓じまいやメンテナンス希望者へ向けた販路開拓

656 埼玉県 中井屋 音楽ルームの整備による、若者・楽器演奏者へ向けた需要対応

657 埼玉県 株式会社ハートクリエイト 8030001088900 360°/VR撮影機器の増強・積極活用による市場の拡大

658 埼玉県 エンゼル洋菓子店 贈答向け洋菓子の開発とオリジナルプリントクッキーの販売

659 埼玉県 大夢原株式会社 4030001097797 埼玉初！介護施設菜園生まれの「オリジナルソルト」の開発・展開

660 埼玉県 株式会社　彩煋ホーム 2030001105611 当社強みの周知拡大に向けたWEB広報強化の取り組み

661 埼玉県 株式会社八ッ田工業 1030001033846 2名対応型溶接ツール導入による販路開拓と業務効率の改善

662 埼玉県 株式会社元氣パートナーズ 6030001116456 GP野菜のティグレの商品化と中間素材化によるSDGsへの貢献

663 埼玉県 守屋設備　株式会社 5030001132504 お客様の水廻りトラブルをサポートする漏水調査業務の拡張計画

664 埼玉県 吉見屋商店 「酒屋」イメージ脱却による小規模改修工事受注拡大事業

665 埼玉県 らーめんうさぎや 手打ちラーメンの打ち出しによる新規顧客の開拓

666 埼玉県 トミーズバーガー こだわりビーフを使った完全予約制アメリカンダイナー事業の確立

667 埼玉県 B.T.FARM サツマイモの生産と焼き芋機導入による高付加価値化、生産性向上

668 埼玉県 篠崎バイオリン工房 楽弓毛替えを受注するECサイト設立と梱包キット開発の事業

669 埼玉県 リノマーリエ 新メニュー「ハーブピーリング」提供による新規顧客開拓

670 埼玉県 ことばの相談室しずく パンフレット、ホームページ作成による「ことばの相談室しずく」

671 埼玉県 岡部自動車工業 リフト導入による「タイヤ交換・預かりサービス」の開始

672 埼玉県 株式会社ロースーク 8030001143168 大型乾燥機導入！商品製造量UPして販路拡大へ！！
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673 埼玉県 東武奥武蔵観光有限会社 9030002092677 オリジナル企画による提案営業とホームページでの情報発信

674 埼玉県 上原英数塾 不登校・学校に行かない選択をしている学生向けクラスの開設

675 埼玉県 株式会社エザック 3030001089663 新しい紗張り機と空調機の導入で生産効率の向上

676 埼玉県 サポート・トラリング合同会社 5030003015070 ホームページ改修と販路開拓～経営の楽しいと安心を伝える～

677 埼玉県 株式会社　ヤジマ 6030001042256 お客様のＱＯＬを高め、リピート回数を増やす取り組み

678 埼玉県 株式会社　天陽セレモニー 4030001044188 お墓管理代行と遺骨の粉骨サービス開始による販路開拓

679 埼玉県 市川クリーニング店 安心、安全な店舗作りとリペアに伴いサスティブルな社会作り

680 埼玉県 株式会社　HA・ＹＡ・ＴＥ 2030001033597 ９０年代絶版オートバイ整備作業の効率化推進事業

681 埼玉県 有限会社大久保葬祭 7030002039597 葬祭業者地域「初」の漫画を用いたお客様に寄り添う手法の改革

682 埼玉県 合同会社エンフリー 2030003008655 薪ストーブの販路開拓促進と自社開発アタッチメント販売のＰＲ

683 埼玉県 株式会社大黒屋商店 2030001087676 寄居特産のみかんを使った綿あめと土産品の開発

684 埼玉県 有限会社スリースタイル 5030002118444 「コロナ禍における車輌安心サポート」事業の展開

685 埼玉県 蓮 地域の高齢者に向けた「お弁当配達事業」の展開

686 埼玉県 有限会社くすりのタカラ 3030002118355 顕微鏡での血管観察による血管アドバイスサービスの開始

687 埼玉県 MOANA ネイルプリンター導入と接客空間のリニューアルによる売上拡大

688 埼玉県 株式会社Gサポート 2030001125329 心と体の健康を学ぶ健康塾開講~地域の健康学力UPをめざして~

689 埼玉県 株式会社ヘルハン 9030001123235 除菌・消臭事業の起ち上げによる販路開拓

690 埼玉県 寒梅酒造株式会社 4030001030675 日本酒ビギナー向け日本酒スパークリングの開発と新たな販路開拓

691 埼玉県 塗翔 商談用事務所の開設で快適な相談空間をお客様に提供する

692 埼玉県 有限会社牧島酒店 2030002064492 立地と時流を活かした看板で魅せる純米酒専門店

693 埼玉県 めだか道楽 スマートDX看板の設置とネット通販開始による新規顧客の開拓

694 埼玉県 有限会社三浦体育企画 2030002064518 自社施設を有効活用し、地域ナンバーワンの体育教室を目指す

695 埼玉県 ジュンデザインテクニック合同会社 8030003009680 膜厚測定器の採用と大型カッティングマシーン導入による販路拡大

696 埼玉県 Atelier RIKA 絹製品（銘仙）のセミオーダー式の新商品開発による販路開拓事業

697 埼玉県 ハヤシ設備 閑散期におけるリフォーム工事新規顧客開拓のための広報PR活動

698 埼玉県 たすけあい合同会社 9030003014085 ｢障がい者｣向けの訪問部門新設による販路拡大の実施

699 埼玉県 株式会社オウルクロック 1030001137069 ホームページ作成・パンフレット作成・ポスティングによる集客増

700 埼玉県 株式会社リバティ狭丘 3030001030057 足腰の強化で介護予防！高齢者向けフィットネスプログラムの導入

701 埼玉県 雨宮　知子 ドライフルーツのギフトボックス化と付加価値の向上

702 埼玉県 田中製茶園 オーガニック自社製品を国内、海外へ！荒茶農家からの脱却

703 埼玉県 百夜月 コロナ後も地域の高齢者が安心して楽しめるコミュニティ店舗作り

704 埼玉県 株式会社石田興業 3030001026781 自社ホームページリニューアルによる一般顧客の獲得事業

705 埼玉県 みずほの里 ウエブサイトの大幅リニューアルによる、お店の魅力の発信力強化

706 埼玉県 茶処　一煎 狭山茶料理の魅力を伝え集客することが目的のHPの作成

707 埼玉県 株式会社D.INFINITY 4030001121243 「本格的料理をお気軽に楽しんでいただくための和食処の展開」

708 埼玉県 外国語教室GandB 「異文化を通じて夢をかなえる」外国語教室ブランドの強化

709 埼玉県 エムエスデベロップメント株式会社 9010001125869 オープン５０周年事業デジアナ広告活動による集客アップ！

710 埼玉県 株式会社フェアリーアイ 5030001059565 新サービス展開とホームページの再構築による認知度・集客力向上

711 千葉県 ダイエット専門サロンmint オールハンドの効果を高め、顧客満足度の向上を実現する

712 千葉県 ライディングショップ池上 新規顧客獲得と店舗販売増強に向けたカフェスペースの新設

713 千葉県 合同会社Ｔｗｉｎｓ 6040003018039 刺繍ミシン導入による愛犬家等へのオリジナル商品の開発・販売

714 千葉県 とまとのソメヤ 高糖度トマト選別販売および情報発信強化による単価・集客の拡大

715 千葉県 共榮工業株式会社 6040001011598 新たな人材の獲得と業務拡大に向けた自社ホームページの製作

716 千葉県 株式会社ガーデンスタジオワンライフ 5040001112975 物語性のある造園のWEB・チラシ・看板による新規販路開拓

717 千葉県 株式会社シンジトレーディング 6040001110441 オリジナルブランド Piazza in Modaの手袋販売

718 千葉県 オルカ鴨川ＦＣ　株式会社 2040001086025 女子サッカースポンサーをＤＭYouTubeZoomで開拓

719 千葉県 有限会社　加藤プロセス 4040002100781 新規顧客獲得のためのホームページ開設とIT技術力向上

720 千葉県 Enrichir 彫金技術を用いた商品によるオリジナリティ強化とギフト広告

721 千葉県 有限会社鎌ケ谷電化センター 3040002037736 リフォームとガス関連器具販売工事事業強化の為の自社ＨＰの制作

722 千葉県 安藤製菓 美味香る空間演出と生産性向上の実現

723 千葉県 株式会社三峯商事 4040001014119 既存デッキに屋根を設け、雨天時のアウトドア活動を確保する

724 千葉県 有限会社　浪川荘 3040002079737 最新WEBデザインを導入したホームページかたの誘客強化事業

725 千葉県 hair garden SIESTA 店舗移転による認知度向上のため周知を図り新規顧客獲得

726 千葉県 武平館 レトロな店内の再建と飲茶タイムによる新規顧客獲得事業

727 千葉県 すし処　纏 テイクアウトやカフェの周知に特化した広告宣伝事業

728 千葉県 ダイヤウッド 「大型看板」に対応することによる地元旭市の地域活性化事業
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729 千葉県 今井旅館 鋸山登山者の宿泊客増加とお客様満足度向上事業

730 千葉県 有限会社　三洋商事 8040002100167 移住者を増やし売上増加を目指すホームページリニューアル事業

731 千葉県 兼高商店 集客効果の高い店舗看板作成による新たな顧客層の開拓事業

732 千葉県 幸徳 アフターコロナと超高齢化社会に対応した安心安全な店舗づくり

733 千葉県 有限会社　ポパイマリンサービス 6040002100227 アフターコロナを見据えた新サービスの開始による販路開拓事業

734 千葉県 有限会社　富永電気 1040002100207 幅広い施工依頼に対応できる事業所になることでの販路開拓事業

735 千葉県 有限会社アカツキオート 1040002100330 塗装ブースの整備による愛車のスピード修理対応化事業

736 千葉県 明光自動車 外国車の整備体制強化のための設備導入事業

737 千葉県 有限会社渡邊モータース 8040002078643 移動式リフト導入による大型乗用車の受け入れ体制の整備事業

738 千葉県 リースキン東関 消防設備の保守・施工事業の設備導入及び販路開拓

739 千葉県 株式会社　メディアサイトウ 6040001052774 地元産のシャーベットをキッチンカーで販売する

740 千葉県 株式会社カイホ 1040001062638 看板事業プロモーションによる、一般顧客からの受注獲得戦略

741 千葉県 大網ひしき整体院 チラシの活用において出張整体のニーズの掘り起こし

742 千葉県 有限会社玉文堂 5040002083027 即日納品・若年層向けスマホ老眼対応型メガネ販売等強化事業

743 千葉県 有限会社ベルミー 6040002038450 WEBサイトを活用したネット販売と店舗での小売り事業への展開

744 千葉県 睦希庵 テーブル席設置による高齢者や女性に優しく楽しい食事空間の創出

745 千葉県 ｔｒｉｂｅ合同会社 2040003012680 保存食の「仕入販売」→「受託製造」の業種転換による新たな販路

746 千葉県 Woodbase 株式会社 3040001109759 Instagram広告で新規顧客開拓自社ブランドのPR事業

747 東京都 髪と色 弊社サロンの高級化路線及びＳＤＧｓの実施、啓蒙活動

748 東京都 有限会社 東京花壇 4013102002223 顧客データを活かしたDM・リーフレットによる販売促進事業

749 東京都 富澤要二 税理士事務所 販路開拓による事業拡大及び安定経営の実現

750 東京都 株式会社BeWings 3012401033995 シリコンカッピングの使い方の説明コンテンツ開発による販路開拓

751 東京都 土居愛子バレエスタジオ バレエ教室開校に向けた顧客獲得のためのPRと体験会の実施

752 東京都 有限会社VIVID productions 5012402014274 新規事業「YURAGI＋」アプリの広告プロモーション

753 東京都 風流設計株式会社 3012801016922 結露防止機能付き小型温調ボックスの開発及び試作

754 東京都 吉膳 テイクアウトメニューの新規開発・販売強化に伴う新規設備の導入

755 東京都 スリースペック OEM下請生産から店頭製造小売りへの業態転換

756 東京都 栗原畳店 情報発信力の強化による新規顧客の獲得および販路拡大

757 東京都 合同会社GRES 7012803001456 新規事業キックボクシングジムの認知・理解度の向上と集客力UP

758 東京都 株式会社Acot 4012801017993 Acotと検索するだけで全てが完結するホームページの作成

759 東京都 株式会社根津製作所 2012401008412 見積り、受注用自社ホームページ制作による販路開拓

760 東京都 有限会社グッドフィールド 2012402015498 プロモーションビデオを利用した20代新規客へのアプローチ

761 東京都 株式会社クロスハーツ 6012401014670 「保冷」業態の幅を拡げ、売上・顧客の拡大強化

762 東京都 股関節矯正Semisian コロナ渦に適応した遠隔施術サービスの販促広告の実施

763 東京都 Rinoe マシン複合機の導入による新たな瘦身メニューの開発と販路開拓

764 東京都 株式会社ウチノ板金 1012701012511 地域の方に自社ファンになってもらうためのPR動画作成

765 東京都 紫音有限会社 8012702002819 通販事業の推進のためのホームページの作成

766 東京都 株式会社シルバーウイング 6013101006958 『お客様の話に耳を傾ける』基本に立返り、効率のよい経営を行う

767 東京都 有限会社新井クリーニング商会 1012702000189 店舗の認知度向上と売上拡大に向けたホームページ作成事業

768 東京都 有限会社　北久保製作所 4012702002533 ウェブサイト構築によるマイクロ波・無線市場の新規顧客開拓

769 東京都 ケンソー株式会社 1012701015902 HPやパンフレットによる認知度向上、新規顧客の獲得

770 東京都 株式会社ビューティー・ハーモニィー 4012401017428 サイトの改修とエビデンスの取得のPRによる新規顧客の開拓

771 東京都 やきとりとりまる 店舗の立地の悪さを克服するための認知度向上策の展開

772 東京都 工房八国山 ギフトショー出展による着物リメイク商品の販売協力先の確保

773 東京都 メディスコア株式会社 4012401035413 自社開発の超音波検査技術学習講座の販路開拓事業

774 東京都 有限会社オーロラ印刷 2012702004044 QRコード付き冊子印刷販促強化のWEB広告及び サイト制作

775 東京都 居酒屋　大将 三世代で来店できる居心地の良い空間作りで顧客拡大

776 東京都 カットサロンヒロズバーバー 新メニューを売上の柱へ！新しい顧客層へのプロモーション活動

777 東京都 アトモスフィアピース コロナ以降の顧客ニーズに対応する業務内容効率化と販路拡大

778 東京都 のぶ整体院 AI解析で姿勢分析とセルフケアを提案しオンライン指導

779 東京都 荻野千佳 販路開拓の展示会、新顧客創出と実績の視覚化

780 東京都 株式会社ドリームヴォイスクリエイト 6012401018119 三線レッスン＆ワークショップ展開と声優志望の生徒獲得拡販事業

781 東京都 やきとり　おがわ 新規顧客増加を目的とした見える広告強化

782 東京都 イマジネーションキッズ 運動教室から拡張し、学習支援活動も始めるための準備・広告事業

783 東京都 株式会社アイノス 6011001122652 チラシ等配布による、新規顧客獲得と店舗認知度向上

784 東京都 バンガードエンジニアリング株式会社 2012701012758 ECサイト構築による機器・システム販売（HPリニューアル）
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785 東京都 源 店舗改装とウェブ告知で『入りやすい店づくり』

786 東京都 有限会社大川畳店 8012402003290 畳の採寸・搬入をスピード化で生産性向上と事業継続計画

787 東京都 minimal テキスタイル新商品開発とECの強化による販路開拓

788 東京都 U&S株式会社 1012801019027 ATF圧送交換装置導入による販路開拓

789 東京都 手打ちそば　喜郷 withコロナ型新喜郷の情報発信による新規顧客の開拓

790 東京都 せんべいの紙芝居 「紙芝居＋駄菓子屋」ＰＲによる売上アップ事業

791 東京都 TOMOcompany 病院で看護師と患者を救う、新・プライベート看護事業

792 東京都 有限会社　小桜 2012402004930 品質管理部を設置し高品質の測定検査による顧客獲得及び売上増加

793 東京都 中村針灸院 「健康と美容の針灸」の地域住民へのプロモーション強化

794 東京都 イジャクノ絨毯 ECサイトの構築とオリジナル雑貨商品の開発による販路拡大事業

795 東京都 有限会社小笠原フルーツガーデン 1010002044010 コーポレートサイトの新設

796 東京都 株式会社ロマンシングイノベーション 4012401038374 ホームページによる自社サービスの全国周知と新規顧客の獲得

797 東京都 尾崎ナナ行政書士事務所 国際結婚・離婚関連サービスの取組みによる売上増加

798 東京都 狛江ラジオ放送株式会社 4012401035371 サブスクで狛江を活性化！コマラジ応援システム構築と販路開拓

799 東京都 ジェラート屋mucu ドリンク類の提供開始と新規設備導入による客単価向上と販路開拓

800 東京都 株式会社クインテッセンス 5010101011527 通年ニーズのある新商品の広告による新規顧客層への展開

801 東京都 ことつむぎ プログラミング教室の新規生徒獲得

802 東京都 UME 新規顧客をターゲットとするWEBを活用した販路開拓活動

803 東京都 株式会社　ならは製菓 1012401035003 創業50周年事業！全国へ販路拡大のためのＥＣサイトへの進出

804 東京都 株式会社ボニネンシストラベル・オガサワラ 1010001186217 自社サービスの強化および集客数増加のための広告宣伝の強化

805 東京都 PlantsPlant 新規顧客獲得・販路拡大用3D樹木オブジェクトECサイト設立

806 東京都 株式会社シニア工房 8012401038429 ホームページ刷新および企業価値向上による販路開拓

807 東京都 necco design一級建築士事務所 HP制作による新しいライフスタイルの提案と販路開拓

808 東京都 キーナスデザイン株式会社 6012701008091 光学機器向け無風恒温槽の販路拡大

809 東京都 だるチャンプロデュース バリアフリー化／感染拡大防止による安心・安全な店舗への改装

810 東京都 株式会社SDGP 5013101005705 外壁の119番

811 東京都 合同会社ネルム 7012403003687 訪問看護ステーション向けの営業サポートの案内ＤＭ配布事業

812 東京都 有限会社大木左官工業 6012702008636 熟練の左官屋さんが造る「新おうち空間」提供事業

813 東京都 アクション・ドッグ 熟練の訓練士による「超大型犬サロン提供」営業力強化事業

814 東京都 フルーツファクトリー大屋 店舗認知を上げるための看板作成と入店促進のための外観改修事業

815 東京都 株式会社クラシカル 6012401030874 日曜定休で採用力向上！常連客を作り出し経営に安定を図る。

816 東京都 宝珠庵 店名入り看板購入設置工事及び看板の宣伝効果による集客の増加

817 東京都 民宿鳴海 新しいHPの開設による顧客満足向上と新規顧客の販路開拓

818 東京都 キッチンらイヴ 使われなくなった飲食店のキッチン改修・増築工事

819 東京都 ブックスタモリ スマホページ制作で若年層拡大とPCページ充実で売上げ増を図る

820 東京都 塩の 元請事業化と雇用促進による新規顧客獲得&文化承継事業

821 東京都 ダンススタジオリハーサル シニア向け椅子ヨガクラスの新設よる新規会員開拓事業

822 神奈川県 有限会社木田製作所 3021002029320 ボトルネック印刷工程改善による広告案件営業の強化と売上極大化

823 神奈川県 大丸かとう 新旧住民の集う惣菜の美味しい店づくりと駐車場・看板整備事業

824 神奈川県 Decem 見込み客の受注確度向上にむけたHPリニューアルとイベント開催

825 神奈川県 株式会社美麗 3021001066323 新規ホームページ作成とポスティングによる新規顧客開拓の実施

826 神奈川県 All kinematics office　整骨院 ブライダル・スポーツ姿勢矯正PRのためのHP・チラシ制作

827 神奈川県 株式会社レインボーロード 6010901034131 アクアボードの楽しさを伝える！ニューホームページの作成

828 神奈川県 有限会社タイムトゥエンティーワン 1021002038414 多機能断裁機導入によるポイントカード等印刷加工事業への進出

829 神奈川県 小林工塗株式会社 2021001016320 重要取引先の要求品質充足による営業攻勢と売上極大化事業

830 神奈川県 うどんのさと山 新規チラシと新メニューで地元30～40代女性を新規開拓

831 神奈川県 株式会社ＡＲＡホールディングス 1021001039512 工場前看板設置とドローンを用いた高所点検導入による販路開拓

832 神奈川県 雑草バスターズ 草刈が必要な高齢者に向けたチラシによる効果的販路開拓

833 神奈川県 古民家カフェ恭月 移動販売車による販売・広報活動で本店へ顧客誘引、事業伸長事業

834 神奈川県 落合館 老舗旅館自慢の味をお土産に！山北町を盛り上げる加工所作り

835 神奈川県 フリーランス株式会社 3021001069152 「営業メール送信」による販路開拓活動の拡大

836 神奈川県 有限会社吉田自動車修理工場  9021002055294 外部診断機（G-SCAN Z）導入による故障修理及び整備

837 神奈川県 テクノワイズ株式会社 2021001044577 フロン再生利用による地球に優しく・客先の財布にも優しい事業

838 神奈川県 湘南葉山ファーム 食品製造・加工の設備投資および販路拡大のPR活動

839 神奈川県 イージードレス 針も糸も使わない裁縫技術スクールのwebによる新規客獲得事業

840 神奈川県 ヴィラ伊勢原店 新規顧客獲得とリピーター拡大のための広告宣伝と予約環境改善
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841 神奈川県 Kenta Brewing SDGsブランディングの認知度向上とWebによる顧客獲得事業

842 神奈川県 ラインズ 検索動向踏まえたECサイト構築並びに自主開催イベント拡販事業

843 神奈川県 LANDS 焼成窯導入によるセラミック商品ブランドの事業化とＨＰ開設

844 神奈川県 橘 湘南エリア限定で新規顧客開拓する「花の定期便」告知チラシ制作

845 神奈川県 株式会社ジーンワークス 7021001071600 自社オリジナルブランド商品開発と展示会出展による販路開拓

846 神奈川県 菊芳堂 コロナ禍の帰省自粛者向け『実家と親戚への贈り物』サービス展開

847 神奈川県 山の屋 ボルダリング壁とエアコンの設置・トイレ及び外観の修繕

848 新潟県 カットサロン　ナチュラルプラス 待ち時間を解消し、理美容合同店舗となるための席数増加事業

849 新潟県 有限会社　石田工業 4110002018001 デジタル技術を活用した溶接機導入による多品種少量生産への対応

850 新潟県 美容室ルチル セミプライベート空間を維持する美容チェア増設による売上増加

851 新潟県 阿部農園 ECサイト構築による売上増加への取り組み

852 新潟県 株式会社やまだ織 6110001032224 女性や外国人に優しいトイレへの改装による観光客需要対応

853 新潟県 有限会社　斎藤建築 3110002015049 新たに取り組む「農家倉庫等コンバージョン建築事業」の情報発信

854 新潟県 美容室倉子 お客様目線を考えたサービス提供による売上向上作戦！

855 新潟県 R縫製店 業務用ミシンと裁断機導入によるテント拡張サービスの提供

856 新潟県 有限会社新潟日報見附専売店 5110002031762 お客様と地元産品を繋ぐ！情報発信で販路拡大と顧客単価の向上

857 新潟県 美容室Purely バリアフリー化と頭皮ケアサービスの導入による新規顧客開拓

858 新潟県 行政書士AT事務所 HPリニューアルによる専門業務特化推進事業

859 新潟県 株式会社にいがた村 4110001009637 これからの時代を担う40代以下の顧客層開拓

860 新潟県 アズトリック ＢｔｏＢからＢｔｏＣへシフトしていくためのＷeb強化

861 新潟県 株式会社フリーウェイ 9110001028161 公式LINEアカウントによる需要獲得事業

862 新潟県 株式会社ふぁっぴー 2110001028795 レトルトで新たなニーズの開拓！

863 新潟県 八幡モータース 特定整備点検環境の整備とチラシ配布による営業活動

864 新潟県 株式会社　マイカーギャラリ北越 4110001026533 カーエアコンメンテナンスで売上UP！新規顧客獲得事業

865 新潟県 小林クリーニング 最新ドライクリーニング機の導入による品質及び効率の向上

866 新潟県 株式会社　MAC 3110001035634 若者たちに投資についてわかりやすく楽しくしってもらおう

867 新潟県 板垣金属株式会社 5110001014900 自社技術PR用HP作成及び解体された電気自動車部品販売

868 新潟県 カット＆リラックスナイトウ エステサロン（女性専用ルーム）の増設による女性客の取込み

869 新潟県 小野里建築 『地産地消』小野里建築をPRし、若者世代の顧客獲得を図る。

870 新潟県 Team Go ANY-where アルペンスキーレーシング体験機会提供（普及活動）

871 新潟県 猛牛PIZZA 販路開拓によりネットワークを広げ地域と事業の活性化

872 新潟県 タケダアグリ 新商品「澪標」販売プロジェクト

873 新潟県 ＣＬＡＲＩＳＳＡ 高濃度炭酸泉で頭皮スッキリ！顧客満足度＆来店頻度向上計画！！

874 新潟県 五千石タネ屋 新たな付加価値を提供できる体制づくりのための店内環境整備

875 新潟県 阿部文吉 リピーター育成のための、地元潜在顧客への広告による掘り起こし

876 新潟県 有限会社三松工業 5110002019948 新設備導入による新規事業への対応と生産性の向上

877 新潟県 Linx hair ウィズコロナに対応したセルフ美容サービスの導入による売上拡大

878 新潟県 杉井建築 木材加工技術を活かした家具製作・修理事業への事業拡大

879 新潟県 芯菜箸 アイスクリームメーカー導入で地域ナンバーワンパフェ屋を目指す

880 新潟県 伊藤赤水 商品ＰＲ、ネット販売ができる公式ホームページ作成、運営事業

881 新潟県 ユートピア苗場 集客力強化を目的とした看板設置とホームページリニューアル事業

882 新潟県 food＆bar noanoa カクテル動画復活！燕三条をさらに美味しく。

883 新潟県 有限会社 松代ハイテクファーム 1110002025867 弊社オリジナルブランド「松代メロン」の全国展開

884 新潟県 エル・グリーン　ファーム ＢtoＣ取引増加を目指したホームページのリニューアル

885 新潟県 ピットガレージなかじま 修繕サービスの向上による地域のお客様の信頼獲得

886 新潟県 株式会社じょんのび村協会 1110001017361 オンライン接客システムとオンライン特産品販売機能の導入

887 新潟県 リラクゼーションちる くつろぎと癒しの空間を提供

888 新潟県 株式会社０２５ 3110001010100 100gの真空パック海鮮珍味で出張客の胃袋をつかむ！

889 新潟県 松屋米店 後継者の感性で販路開拓～米袋の新デザインとデジタル販売ＨＰ～

890 新潟県 正屋 色彩選別機導入による販路開拓と業務効率化

891 新潟県 有限会社ニキタ 7110002033807 催事事業による新潟物産展での関東進出

892 新潟県 伊藤吉哲デザイン事務所 変形可能型木製デザイナートイ　Morphitsの商品開発

893 新潟県 有限会社三和自動車 7110002032908 故障診断機（スキャンツール）導入による整備の顧客単価向上事業

894 新潟県 株式会社原貞板金工業所 4110001024438 一般住宅向けの屋根外壁工事（外装工事）の認知拡大

895 新潟県 株式会社ガレージバンプロ 8110001035514 看板取り付けとHPの構築で自社をアピールし顧客構成を是正する

896 新潟県 株式会社白根大郷梨中村観光果樹園 2110001010002 いちご狩りは新潟で一番小さく始めますが、大きく育てます
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897 富山県 ヒトカケルデザイン事務所 海外展示会挑戦による新規売上及びブランド力向上による売上増加

898 富山県 ティルニー★アン 当店施術のＰＲ強化により、地域の女性の「美」を応援する

899 富山県 福島設備 配管設備機材の導入による顧客エリア拡大事業

900 富山県 ふくはらリビング 盗難防止装置付き車両合鍵作成への対応による販路開拓・売上向上

901 富山県 かんてき家 テイクアウトや出張シェフ事業を通じて販路を開拓していく

902 富山県 スリムアイランド射水 脱毛メニューの提供によるエステサロンとしての独自性の確立

903 富山県 大矢服装 日本最大のファッション展に出展し反物スーツの海外販路開拓

904 富山県 たからや分店　ひで 在庫保管能力の強化により、伝統の味をより広域にお届けする

905 富山県 株式会社冨士整畳 3230001005344 薄畳みの生産性向上によって経営課題を解決し、満足度向上計画

906 富山県 オバタ硝子工房 【インテリア×文具】新商品開発及び販路開拓

907 富山県 美容室プレシャス コロナ禍に即した美容施術と高品質のサービスの提供

908 富山県 有限会社 小原石材 1230002006673 ちいさな墓石のPR及び顧客開拓のための展示会開催

909 富山県 株式会社小川土木事務所 2230001009008 ドローンを活用した3次元図面作成による新しい販路開拓

910 富山県 豪州屋 若い頃に食べた手作り総菜を故郷から送るギフト事業

911 富山県 二代目いやしあん 情報発信による当店の認知度向上・販路開拓と新規メニューの開発

912 富山県 株式会社sheeps order 4230001017181 多機能かつ拡張性の高い水中ドローン導入による販路拡大

913 富山県 吉江理容店 高齢者サービスを充実させて販路拡大に取り組む。

914 富山県 聖徳丸 産直品サイトでの機会ロスを解消する新たな製造供給体制の構築

915 富山県 ヒーリー農園 新規顧客獲得及び固定客化に向けた宣伝手法の確立

916 富山県 福江編集プロダクション 俳句検索システムの充実をきっかけとした販促強化・受注獲得

917 富山県 有限会社土遊野 6230002006454 ミルクアイスクリームのリニューアルと新フレーバーの商品開発

918 富山県 株式会社SERVS 2230001018834 ラジウム成分を有する商品開発と展示会出展による販路開拓事業

919 富山県 有限会社エスケーシー 9230002010288 HPリニューアル等（建て売り販売への事業展開）で販路拡大

920 富山県 酵素浴tao 健康、美容思考の高い方への認知度を強化するためのHP制作

921 富山県 平野板金工事店 受注拡大のニーズに着実に対応するため作業環境の良化を図る

922 富山県 株式会社ル・アンジェ 1230001016351 WITHコロナを意識した結婚式のトータルプロデュース提案事業

923 富山県 Petit Bonheur 接客スペース拡大による顧客ニーズの把握と商品PRで販売拡大

924 富山県 アトリエHONDA 手芸用品の展示会開催とミシンの販売台数増加のための取組

925 富山県 写真の森 イベント行事の動画撮影需要対応による顧客獲得と仕事の幅の拡大

926 富山県 宮田造園 植栽技術を生かした希少な植物の育成と販売体制の確立

927 富山県 有限会社舛谷解体工業 8230002006353 HP・SNSを活用した集客とオンライン商談充実による販路拡大

928 富山県 三雄工業株式会社 7230001011248 パイプえぐり加工機械を導入し、多種部材の製作品目を増やす

929 富山県 グレイス・メモリアル株式会社 8230002013242 EC店舗でユーザー作品を販売するワークショップの開設

930 富山県 Nailsalon Ange Clair 指先の美しさで清潔感と満足感アップ!メンズネイルの拡大事業

931 富山県 dog salon Nico ペットの皮膚疾患改善！オゾンシャワー設備の導入

932 富山県 長谷川醸庫・福岡フレーム工業株式会社 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

933 石川県 株式会社なかの林業 2220001014784 林業分野で動画を活用した定期的な提供の販売促進展開

934 石川県 ハンディやしき 商品・サービスのＰＲ動画製作事業による事業の多角化

935 石川県 ITAYA　Farm 農福連携ワイン作りの挑戦～就労支援事業化への魅力発信プラン～

936 石川県 株式会社ホワイトリング 8220001022179 白山麓唯一の民間観光案内所として地域貢献と売上拡大を図る

937 石川県 TAIL GATE 「早い」「安い」サービス提供による他店との差別化事業

938 石川県 中村製畳　株式会社 2220001015114 新規事業の看板設置による販路拡大事業

939 石川県 松本保険企画 地元での認知度向上に向けた販路拡大事業

940 石川県 アジア農業株式会社 3220001011665 能登産有機JAS認定米を販促・PRするためのECサイトの開発

941 石川県 梅茶翁 持続可能な農家民宿開業PRのためのホームページ作成

942 石川県 民宿おかざき荘 「和風オーベルジュ」化への展開による販路開拓

943 石川県 友好交流企画株式会社 6010701020744 温水洗浄便座を設置して、宿泊客の顧客満足度を高める取り組み

944 石川県 メリッサ 誘客拠点を新設し、カウンセリング型販売スタイルの確立を目指す

945 石川県 紙すき工房ののわし 植物の素材を生かした独特な和紙商品を全国に展開していく事業

946 石川県 上野とうふ店 伝統の堅豆腐を使った新商品開発と販路開拓事業

947 石川県 髙橋糀店　たかはし農園 WEBを活用した全国への販路拡大とブランディング

948 石川県 流羽布株式会社 7220001022799 寝具業界への参入による新たな販路開拓事業

949 石川県 昭栄堂 洋菓子等新商品陳列用の冷蔵機能付ショーケース、広報用幟旗導入

950 石川県 株式会社 T-REX 4220001024617 倉庫を店舗に改修し、web上での販売促進による一般顧客展開

951 石川県 株式会社　清水 9220001020330 テイクアウト事業強化を目的とした宣伝告知

952 石川県 IKK株式会社 3220001018058 無縫製手袋事業での新規洗浄設備の導入による品質向上と販路開拓
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953 石川県 みのり建設株式会社 5220001000534 白山麓エリアの個人市場の新規開拓に向けたHP新設プロジェクト

954 石川県 有限会社松任鉄工所 8220002008763 HP、パンフレット作成による強みの伝達による受注拡大

955 石川県 envisioning 外国人インターンシップ生の受け入れ企業開拓事業

956 石川県 株式会社さなだ瓦店 9220001021824 個人客をターゲットにした自社の仕事内容PRによる売上向上

957 石川県 株式会社日章 5220001008809 安全・環境への取り組み＆新規事業を重点的にPRした販路開拓

958 石川県 ドッグランカフェMOMO 閑散期、悪天候時におけるドッグラン客獲得事業

959 石川県 合同会社　百和 3220003002852 コロナ禍で家庭から出される不用品（工芸品）の買取強化

960 石川県 muucoco 非現実的感を味わいたいペット連客の新規顧客獲得事業

961 石川県 民宿ふらっと バイザシー能登　映えるバーベキューエリアの設置事業

962 石川県 あんがとう農園 ハーブ・エディブルフラワーの販売拡大事業

963 石川県 後石原仏壇 自社ＷｅｂサイトのリニューアルによるＰＲ力強化で新規顧客開拓

964 石川県 ゆたかさ企画 主力品「甘糀」の自社製造への転換により売上拡大を図る

965 石川県 Relax・in 髪丸 地域密着型理容店が行う男性脱毛コースの開発と販路開拓

966 石川県 はまのデパート 個客ごとのカウンセリング対応によって健康提案型の販促を推進

967 石川県 アートソハラ ＨＰ、ＳＮＳ、建物丸ごと看板を使って圧倒的画力を全国へ発信

968 石川県 有限会社　笠原 6220002014516 薬機法対応の質の高いＷＥＢ情報を全国へ発信

969 石川県 有限会社小西生花店 5220002002645 自社HP新設および店内照明改装によって女性に癒しと元気を！

970 福井県 保原カット 新規設備導入での生産性向上による売上拡大および新規開拓

971 福井県 岡崎真光堂 認知度向上のためのファザード看板の刷新と集客のための外壁改修

972 福井県 岩本精肉店 商品外包装の刷新と調理機器導入による生産性向上での売上拡大

973 福井県 五十嵐堂 店頭相談拡充に伴う入口改修とHPリニューアルによる新規獲得

974 福井県 古村醤油 ガス回転窯の導入による大ロット受注への対応と新規顧客の獲得

975 福井県 いまむら美容室 癒しと特別感のあるサロン、シニアの髪の悩みに答えるサロンへ

976 福井県 株式会社福井眼鏡 3210001003647 生産効率の向上と省人化を目的としたレーザー溶接機の導入

977 福井県 御鷹亭 快適空間の提供による顧客満足向上と積極的な広報による売上拡大

978 福井県 網元の宿 あお来 Googleマップと連動したスマホ対応ホームページの作成

979 福井県 うみの宿　さへい ＳＮＳ連動スマートフォン対応ホームページの開設による顧客獲得

980 福井県 エステサロンSIRENA オンライン・オフラインで店舗視認性を向上させ、利便性を高める

981 福井県 岩佐タイル工業株式会社 4210001000247 事務所リフォームで、「打ち合わせに来たくなる」事務所に変身

982 福井県 ウエダハウジング株式会社 8210002000408 新規ホームページ作成及びパンフレットによる周知拡大事業

983 福井県 株式会社レイトベースフクイ 6210001018205 農地借受と生産受託拡大へターゲットに合わせた自社情報発信事業

984 福井県 漁場の宿　はっとり 「喫茶サービス」提供による新規顧客開拓及び売上利益向上事業

985 福井県 家具のかわら 部屋のトータルコーディネート提案に向けた設備改修と販路開拓

986 福井県 魚三 包装パッケージと販促ツールのデザイン再構築による販売促進

987 福井県 株式会社　名田庄商会 6210001014088 新商品（冷凍ジビエ）の販路開拓に向けた設備導入

988 福井県 丸山表具店 表具業のＰＲとお客様の利便性のために看板設置

989 福井県 株式会社きっちょんどん 4210001009635 急速冷凍庫導入による品質向上並びに県外顧客への販路拡大

990 福井県 株式会社くら・蔵 9210001014746 屋外看板の設置とポスティング広告配布による顧客来店率アップ

991 福井県 スタジオアルファ 綺麗で早い商品提供による顧客満足度アップ

992 福井県 リゾートスタイルシアン お一人様ランチや屋外飲食需要獲得の取組み強化事業

993 福井県 株式会社一孝庵 6140001094468 「そば在来種王国」福井に合った製造工程改善による販路開拓

994 福井県 株式会社ビートラスト 6210001018304 中古車販売強化・認知度向上のためのホームページ制作と設備導入

995 福井県 アッズーロ コロナ禍を見据えた動画編集・録音スタジオの整備

996 福井県 おむすびカンパニー株式会社 6210001017231 地元の特色をいかした米飯加工品の開発と販売

997 福井県 九頭竜天然鮎茶屋さぎり屋 スマホ対応HPの改修とECサイト構築によるネット販売強化事業

998 福井県 吉川鉄工所 大型ユニットの対応力強化による販路開拓と生産性向上事業

999 福井県 株式会社　水嶋農機 1210001018267 当社オリジナルカタログ冊子の作成による新規顧客獲得事業

1000 福井県 のがわ整骨院 超音波機械の導入による科学的根拠に基づくスポーツ治療の提供

1001 福井県 M COFFEE 自家焙煎機導入で鮮度に拘った高品質テイクアウトコーヒーの提供

1002 福井県 株式会社　クラフト彩芸 5130001043369 新型プリンター導入による新規顧客開拓と客単価の向上

1003 福井県 有限会社佐々木隆文堂 4210002012290 観光客をターゲットにした新メニュー導入のための設備投資事業

1004 福井県 有限会社かく屋 8210002012279 設備導入による仕出し部門強化と自社HP活用による新規顧客開拓

1005 福井県 ヘアーラヴレ 新規のシニア世代女性を呼び込む為の店舗内装クロスの張替事業

1006 福井県 富士丸 加工場の改修をおこなって新商品アオリイカの開発と販路拡大事業

1007 福井県 株式会社ボーヤフーズ 6210001015417 金属検出機を導入して付加価値の高い商品を提供する販路開拓事業

1008 福井県 合同会社山内かぶらちゃんの会 1210003001312 伝統野菜の山内かぶらを手軽に食するための新たなカフェ事業
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1009 山梨県 株式会社晴耕ファーム 4090001016966 民間農産物直売所・加工所が取り組む作業性向上及び販路拡大事業

1010 山梨県 中央環境理研株式会社 5090001006909 測定・分析・コンサルティングを一体として伝えるためのHP作成

1011 山梨県 株式会社タナカ 2090001007967 町工場の技術力を生かしたアルミ製収納箱の開発及び販路開拓事業

1012 山梨県 大一木材株式会社 5090001008211 ウエブを活用した情報発信による木材改質改良技術の販路拡大事業

1013 山梨県 酒の大布屋 猿橋の観光客と国道通行客を取り込むための看板設置

1014 山梨県 おおつき堂 寝具インテリア店が取り組むウェブを活用した新規顧客獲得事業

1015 山梨県 肉の市川 何世代にも渡って愛される「身近な店」づくり事業

1016 山梨県 合同会社ズーパーズース 8090003001640 新たなアニメ制作教室事業を訴求するウエブサイト制作で売上拡大

1017 山梨県 レストラン　シェ・ヒガシ フランス料理店の新型コロナウイルスに対応したフロア改修事業

1018 山梨県 my room（マイルーム） 新規リラクゼーションサロンのオンライン・オフライン販路拡大。

1019 山梨県 三和製紙株式会社 8090001011988 柔らかく破れにくい障子紙の品質保証の可視化による新規顧客開拓

1020 山梨県 クリーニングショップ　ほりうち 顧客管理の徹底とポイントサービスによる顧客囲い込み強化

1021 山梨県 Eustress株式会社 8090001017341 健康経営に取り組む法人へのサービス広報および新規販路開拓事業

1022 山梨県 買取ピーちゃん 店舗の認知性向上による買い取り商品の増加による売り上げ拡大

1023 山梨県 Water field 根付き発芽にんにくの通年生産・販売体制による新規顧客開拓

1024 山梨県 Azurosa 地域特産農業副産物を活用した循環型新商品開発とWeb販売戦略

1025 山梨県 有限会社小宮商事 6090002010198 贈答に適した新商品開発とギフトセット贈答用商品の販路開拓

1026 山梨県 有限会社コタカ電化 4090002009325 看板設置で取扱い商品・サービスを広くＰＲし販路開拓を行う。

1027 山梨県 株式会社萬屋醸造店 4090001012148 HPリニューアルによる春鶯囀ブランドのリブランディング

1028 山梨県 神田建設株式会社 2090001012224 エクステリアCADの導入で業務効率化と顧客満足度向上の両立

1029 山梨県 株式会社炭義 7090001008647 食べる炭・飲む炭の認知度向上と品質の見える化による販路開拓

1030 山梨県 株式会社清里中央オートキャンプ場 1180001043905 キャンプ場内での物販強化による新たな販路開拓

1031 山梨県 YUMI　YOSHIMOTO 業界初、布を使用したインテリア・オブジェの開発と市場への提案

1032 山梨県 ちろりん村 「担々麺が旨い居酒屋」をＰＲする看板設置とカウンター席拡張

1033 山梨県 レール・パル３５１ レンタルレイアウトの夜間運転の演出を提供するための設備投資

1034 山梨県 株式会社　山梨BASE 3090001016851 きくらげ加工品の開発及びECサイトの構築による販路拡大

1035 山梨県 BiPlus オウンドメディア構築による新規顧客獲得

1036 山梨県 株式会社山梨スポーツ 7090001008036 店頭・ショーウインドウ改善によるお店の顔づくりと新規客の開拓

1037 山梨県 古民家麺処かつら 大月駅利用客を最大限獲得する店づくりメニューづくりの実施

1038 山梨県 ＢＡＳＥＤＥＳＩＧＮ 高品質プレゼンの実現とPRの強化で取引拡大を目指す事業

1039 山梨県 神山スポーツ 安全で入りやすい店舗・トイレの改修に伴う顧客の集客

1040 山梨県 清果園 ロス桃を活用した新商品開発と設備の整備による新規顧客の取込み

1041 山梨県 もつ定食の店 顧客獲得に向けた新メニュー販売に伴う設備導入及び広告宣伝

1042 山梨県 株式会社東夢 1090001009031 東夢に泊まる・ワインを買いたくなるウェブサイトへの改修

1043 山梨県 有限会社うかい商事 4090002008913 WEBシステムリニューアルによる個人向プラン強化と生産性向上

1044 山梨県 アルケミスト 自社加工場と飲食スペースの整備による利益向上

1045 山梨県 大和ゴム工業株式会社 5090001012270 気軽に入店できるプロショップ店舗づくり

1046 山梨県 Imside　u ネイル専門店が取組むオンラインとオフラインの顧客導線構築事業

1047 山梨県 株式会社 Cave an 9090001016904 女性醸造家による風土を活かしたこだわりのワイン醸造と販路開拓

1048 山梨県 after’ T0Tal beauty salon 顧客の状態に合わせた髪質改善サービスの開始による販路開拓

1049 山梨県 癒徠ル～yukuru～ 新サービスのユアパルスとプロトン水を活用した新規顧客の開拓

1050 山梨県 有限会社山十製紙 3090002015142 高性能印刷機の導入による、伝統手漉き和紙用紙の写真印刷事業

1051 山梨県 工房ＳＴＡＮＧＬ コーヒー豆の特性を引き出す小型焙煎機等の整備と販路開拓

1052 山梨県 Marblegate 商品開発の為の機材購入と新規顧客獲得に向けたしおり作成事業

1053 山梨県 常葉畳店 顧客ニーズに応えるための機械導入と広告による販路拡大

1054 山梨県 BodyService’ タイヤ組換え作業の内製化による利益の確保と販路拡大

1055 山梨県 株式会社LIFE IS ONCE 6090001017269 女性の美しいボディメイクに特化したフィットネスジムの情報発信

1056 山梨県 Lair カジュアルなウエディングドレスレンタル事業の開発と販路開拓

1057 山梨県 株式会社昭和やさい畑みない 6090001007063 自家製いちご商品のキッチンカー販売による販路拡大

1058 山梨県 ニッチ創造株式会社 7090001006700 新たなコンテンツ等販売促進による効果的な販路開拓の実現

1059 山梨県 松木治療院 顧客の利便性向上させる駐車スペース確保とＰＲによる販路開拓

1060 山梨県 おもてなし薬膳せっちゃんごはん 「たべる基本のだし」及び「氣蓮茶」の定期便の開発と販路拡大

1061 山梨県 西島和紙工房 ＥＣサイトの構築によりＢｔｏＢの新たな販売チャネルを確保

1062 山梨県 有限会社Paddy Field 8090002013728 お米を主軸とした地域の特産品開発とEC販売強化による販路開拓

1063 山梨県 19 国産鶏専門「炭火焼き鳥」の本格的な展開

1064 山梨県 古今珍品センター 骨董品販売の販路拡大を図るための新事業の取り組み
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1065 山梨県 isyokuju 紙媒体・ウェブにおける広報強化と屋上植物園設置

1066 山梨県 ミュージック　ニューウェル 対面とオンラインによるハイブリッド型ピアノレッスンの販路開拓

1067 山梨県 株式会社　猫のスヴニール 7090001016518 キッチンカーにおける商品の安定的な供給体制の確立

1068 山梨県 廣瀬屋旅館 地元食材を生かしたメニュー開発と宿泊プランによる新規顧客開拓

1069 長野県 有限会社アメニティーショップ・アイ 7100002000270 同業種・異業種等取引先とのコラボレーションによる販路開拓事業

1070 長野県 中島 和洋 苺で笑顔を繋げるイチGOプロジェクト

1071 長野県 有限会社牡丹荘 4100002038917 人気商品であり利益商品でもある餃子の生産効率化、販路拡大

1072 長野県 菊本屋農園 紫外線照射で苺が育つ！～生産量アップと作業効率化への取組み～

1073 長野県 味処おおたどん テイクアウト・仕出しの販売強化で売上アップ

1074 長野県 麻日屋 業務効率化・生産性向上＆ロス軽減で顧客満足度と売上アップ！

1075 長野県 ペンションペパーミントハウス 屋外トレーニング場の設置で、健康志向の新規顧客を獲得

1076 長野県 合同会社はーともCLUB 3100003005966 人生100歳時代に向けた介護予防事業に参入し売上増加を図る

1077 長野県 株式会社W＆R 9100001034111 　レーザー機導入で商品のオリジナル性を高め売上増加を図る

1078 長野県 米山時計店 補聴器事業強化による新規顧客の獲得と顧客満足度向上

1079 長野県 古民家ごはんとおやつ　ふるさと ホームページ開設と入り口案内看板設置による広告・販売強化

1080 長野県 株式会社クラン 5100001025196 ホームページとＱＲコード付看板で新規受注開拓と人材確保を図る

1081 長野県 ふじや旅館 テーブル、椅子セット導入によるシニア層の新規取り込み

1082 長野県 三井酒造合資会社 7100003001061 自社ホームページ作成による情報発信強化とオンライン受注構築

1083 長野県 AgriUnion合同会社 2100003006032 出荷拠点再整備による出荷量の向上と新規顧客開拓

1084 長野県 ICHIcafe ECサイト構築による販路拡大および加工部門拡大事業

1085 長野県 有限会社　宮嶋商事 3100002006065 積算ソフトウェア導入による業務効率化と円滑な事業承継への取組

1086 長野県 はるみ美容院 訪問美容での顧客満足度向上と新規顧客獲得、高齢化地域への貢献

1087 長野県 nandai design ”灯り”を活用した、オリジナル商品の販売促進計画

1088 長野県 ドッグトレーニングるぴー ホームページを活用して動物愛護の普及啓発・スクールの広告宣伝

1089 長野県 有限会社ワタリ車体整備工業 8100002009889 マイルドヤンキーを取り込め。SＤＧｓな自動車整備メニュー

1090 長野県 株式会社THANKS 6100001034287 巻き爪診療を行う上での顧客獲得のためのウェブサイト開設

1091 長野県 手打ちそば福太郎 そば屋のノーマライゼーション！高機能トイレ導入事業

1092 長野県 Rowan Coffee Roasters こだわりの自家焙煎珈琲豆で全国のお客様へ至福のひと時を提供

1093 長野県 理容　ホリウチ 高齢者にやさしい手すりとコロナ対応空気清浄機の設置で安心散髪

1094 長野県 株式会社H Innovator 8100001030433 地域事業者の共通課題解決を対象とした新規事業の販路開拓

1095 長野県 信州手打蕎道　十割蕎麦　奈賀井 真空包装で課題解決！更なる顧客獲得へ！

1096 長野県 arcobaleno HP開設とECサイト構築による販路拡大

1097 長野県 ブルーベルコテージ 客室への温水暖房付きトイレ導入による通年集客増

1098 長野県 ミチカ・システム企画合同会社 2100003006164 Web広告を実施しサイトの認知数と訪問数を増大させる

1099 長野県 両角淡水 新商品「ヤマメのかば焼き」の真空パック商品の開発と販路拡大

1100 長野県 ドッグサロンあむすたいる ワンちゃんを健康に「お悩み解消新メニュー」で顧客満足度アップ

1101 長野県 有限会社　山田屋商店 4100002006411 真空パック包装で行うテイクアウト・食品ロスを無くす事業

1102 長野県 天産自給プロジェクト 会員増とブランド商品販促のための、機材導入とPRツール制作

1103 長野県 福十拉 地元の食材を使った「冷凍しめじみそ餃子」の開発と販売事業

1104 長野県 Pilates Studio Do ピラティススタジオ拡大に伴う広報強化と新規顧客の獲得

1105 長野県 m’s LAB. 広報活動による認知度向上および販路開拓

1106 長野県 フリーヘア日の出 お客さまにやさしく使いやすい機能的な椅子で安心と信頼を醸成

1107 長野県 Le Trefle 高齢者・車イス利用者等の顧客確保の為のスロープ工事

1108 長野県 儘に 冷凍用おやきの開発及び販路開拓の為のキッチン増改築

1109 長野県 株式会社池上酒店 8100001021127 養護学校生と醸す芋焼酎「酒発・ｼｭｯﾊﾟﾂ/Start」

1110 長野県 グッドツリーボーイズ 特殊な伐採技法と木質燃料の利活用推進による販路拡大事業

1111 長野県 合同会社　信州食堂 5100003004982 信州から世界のテーブルへ！信州産唐辛子ソース販路拡大の第一章

1112 長野県 株式会社　ノーヴェ 5100001023209 動画広告を活用したヘアカット商品ＰＲによる売上向上

1113 長野県 Grandir　Golf 早期上達で他に差をつけるゴルフレッスン！

1114 長野県 有限会社渡辺鉄工所 1100002015984 新たな顧客収得の為、ホームページの作成と外壁に看板の設置

1115 長野県 おみやど 『信州の１００年古民家でニワトリのいる暮らしと食の体験』

1116 岐阜県 青粒 ホームページ等を活用したオーガニック農園を全国区に！

1117 岐阜県 Shaved　ice ホームページと看板による認知度アップで新規顧客獲得大作戦

1118 岐阜県 有限会社いずみ荘 4200002027158 食事付きプランを伸ばしていくための安心安全な食事処の体制作り

1119 岐阜県 桔梗屋支店 ３つの課題を解決（認知度・メニュー表現・品質）する一新事業

1120 岐阜県 カットスタジオ　アクト 店舗販売促進による顧客満足度ＵＰと新規顧客獲得事業
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1121 岐阜県 有限会社ソーイング未来 4200002008835 アパレルCADシステムの導入による生産性の向上

1122 岐阜県 そば処桔梗 新規来店客の増加を図るためのトイレの改修

1123 岐阜県 合資会社スワンＦＰ事務所 5200003004683 認知度向上とＨＰ開設で効率的な営業と問い合わせシステムの構築

1124 岐阜県 有限会社杉田自動車 9200002006454 若い世代の潜在顧客獲得に繋がるＷＥＢ媒体を中心としたＰＲ戦略

1125 岐阜県 Total Beauty embellir エステティシャンが伝える「正しい・本物の美」により販路拡大

1126 岐阜県 有限会社　早川産業 5200002024220 ホームページ刷新による販路開拓事業

1127 岐阜県 和田ゴルフスクール ホームページ作成とページ内動画・レッスン動画制作

1128 岐阜県 NOBU TENNI ソフトテニスの人気ユーチューバーとプロ選手によるイベント

1129 岐阜県 有限会社竹中 3200002015527 販売促進活動のＰＲ強化で新規元請受注の獲得促進事業

1130 岐阜県 Nachure 悩みを解決に導く技術指導を受け、提案力強化！販売促進！

1131 岐阜県 有限会社鎌田物流サービス 3200002024049 ＨＰを改修し積極的なＰＲ活動で売上拡大事業

1132 岐阜県 革研究所　岐阜南店 エナメル復活加工と撥水加工で販路拡大

1133 岐阜県 aikocoro オリジナルデジタルアートの展示会出展による認知向上＆販路開拓

1134 岐阜県 有限会社タイヤショップ秋田 1200002012823 タイヤ預かりサービス拡大の為のタイヤ保管倉庫改修

1135 岐阜県 白百合工房 木工房が作るこだわりのアウトドアブランドの立ち上げと販路開拓

1136 岐阜県 株式会社白川菓匠大黒屋 1200001033143 自社商品の安全性の向上による販路開拓事業

1137 岐阜県 舟寿し 地域課題と感染症を乗り越え持続的経営を実現する顧客獲得事業

1138 岐阜県 ヘアリゾートガイズ 高齢者に優しいお店づくりで地域の潜在顧客獲得を図る

1139 岐阜県 ストロベリー・フィールズ・フォーエバー 岐阜濃姫苺を使用し、天然酵母パン、ジャムの新商品を開発する

1140 岐阜県 ホニャラノイエ 体験ルームの新設による、集客力と単価向上事業

1141 岐阜県 グリーンラボすえたけ 新規元請受注獲得に向けたＷＥＢサイト構築による販促強化事業

1142 岐阜県 ホワイトネットワーク コンシェルジュ付きワーケーション滞在向け民泊施設の販売

1143 岐阜県 木工房Tabi 岐阜県産材を使ったククサの製作と販売

1144 岐阜県 ブリランティバンビーニ千鶴ピアノ教室 多目的ピアノレッスン室開講で、新規受講生の獲得、収益の増加！

1145 岐阜県 miel 店舗看板による認知度の向上と新什器で販売促進

1146 岐阜県 ヘアースペースパール マイクロバブル導入によるサービス品質の向上と新規顧客獲得事業

1147 岐阜県 株式会社LA.CASA 3200001027192 エステ新メニュー開発とPRでトータルビューティーサロンの確立

1148 岐阜県 髙井建設株式会社 6200001010022 施工事例が見やすい住宅情報特化型ＨＰを活用した新たな販路開拓

1149 岐阜県 トーホー家電ワークみたけ 『まちの電気屋』としての認知度アップによる新規顧客獲得

1150 岐阜県 株式会社EPIC髙橋業務店 4200001037793 看板設置に伴う地元地域での認知度向上

1151 岐阜県 株式会社玉井産業 7200001006597 耕作放棄地の管理、不動産としての売買につなげる事業

1152 岐阜県 石井工務店 『石井工務店』の知名度向上と新規事業のPRで新規顧客を獲得

1153 岐阜県 株式会社　達建 9200001035355 庭造りに興味のある個人客を発掘するための市場拡大事業

1154 岐阜県 株式会社森の生活社 1200001018516 コンテナハウス『HYTTE』の新規販路拡大事業

1155 岐阜県 w.a.c 岐阜にありそうでなかった子育て世代に丁度いい住宅の開拓事業

1156 岐阜県 株式会社神谷窯業店 4200001022003 発色の良いタイル製造による販路拡大事業

1157 岐阜県 株式会社スギセイエネ 2200001017434 新規顧客獲得のための看板設置による配達サービスPR事業

1158 岐阜県 赤坂無線株式会社 9200001013138 視覚効果の高いＬＥＤ電子看板設置事業

1159 岐阜県 株式会社空間工房森田 1200001027013 企業ブランディングを再編するための自社ホームページの更新

1160 岐阜県 一平寿司 居心地の良さを改善して集客をアップするためのトイレ改装事業

1161 岐阜県 マッシュデザイン株式会社 9200001017510 ＷＥＢ分析を活用した顧客ニーズに対応したモバイル集客の強化

1162 岐阜県 みおんリトルスクール 発達障害を含むグレーゾーンの子どもたち向けの動画作成

1163 岐阜県 ハヤシフォレスト 危険木・特殊伐採事業による事業量の確保

1164 岐阜県 根尾街道 『子供も大人も』地域の交流が生まれる駄菓子屋開店に向けた取組

1165 岐阜県 学びの森パスカル プログラミング教育部門の新規コース導入事業

1166 岐阜県 正村直嗣 オンラインを推進！ＷＥＢコンサルティング事業

1167 岐阜県 有限会社養老魚新 4200002014040 食事を楽しめる新たな空間づくりと席数増加による受入客数の確保

1168 岐阜県 盛福印刷株式会社 7200001030829 印刷物の相談者としての地位を確立する、自社の認知度向上計画！

1169 岐阜県 ICON 安心を届けます～木と楽器を知り尽くしたこだわりのリード製作～

1170 岐阜県 恵PLUS 新事業！IoTソリューションで認知症など地域課題の解決！

1171 岐阜県 株式会社スパーダ 8200001030852 SNS広告を使ったECサイトの販売強化とネットオーダー構築

1172 岐阜県 木造建築　益州 地元の販路を開拓するための認知度アップ事業

1173 岐阜県 キタムラ・自動車鈑金塗装 自動ガス回収充填装置導入による新規顧客集客力向上事業

1174 岐阜県 料理茶屋　浜木綿 鮎の粕漬の市販化に伴う冷凍庫導入による販路開拓事業

1175 岐阜県 カリーナアイズ 毛穴専門サロンの維持と拡大のための新メニューを開発します。

1176 岐阜県 株式会社　丸万 3200001025956 安定的な基盤をつくるための地元顧客への販路拡大事業
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1177 岐阜県 株式会社やまもく 8200001039225 新商品をヒット商品へ育て上げるための販売戦略

1178 岐阜県 株式会社　アースリー不動産 9200001028152 住宅取得・転入希望者に対する自社の知名度・認知度向上戦略

1179 岐阜県 株式会社ひでぴょん 8260001016292 付加価値向上の新規サービスを盛り込んだパンフレット等更新事業

1180 岐阜県 株式会社プログレッシブ 9200001032278 新規商品を消費者に一目で理解してもらうＨＰリニューアル事業

1181 岐阜県 株式会社エスイーシー 9200001034200 オンライン教育による稼働率の向上と新規顧客の獲得！

1182 岐阜県 森商店 新規顧客開拓に特化した広報戦略による韓国総菜の販路拡大事業

1183 岐阜県 有限会社池之島 4200002016466 心尽くしの料理とくつろぎ空間による飲食店の集客事業

1184 岐阜県 株式会社高野自工 2200001003161 閲覧数を増やし受注に繋がるホームページリニューアル事業

1185 岐阜県 アンバラージュ・ジャポン株式会社 9200001010556 こだわりの輸入ラッピング用品を自社ECサイトで販売する取組み

1186 岐阜県 ビルケアテック株式会社 8200001038318 個人宅エアコンクリーニングの受注拡大による収益向上事業

1187 岐阜県 ラヴァムール 新規顧客獲得のためのホットペッパービューティー掲載事業

1188 岐阜県 株式会社Hikarie 7200001037964 オリジナルアプリ「Connect」の開発

1189 岐阜県 有限会社　上呂石油 9200002027509 タイヤチェンジャーの導入によるタイヤ交換作業の販路開拓事業

1190 岐阜県 コイケ看板株式会社 4200001036317 新聞チラシ折り込みによる販路開拓事業

1191 岐阜県 株式会社ふふぷらす 4160001022206 動画等宣伝広告の取組による新月額顧問サービスとFC契約の拡販

1192 静岡県 株式会社須部商店 2080401002610 オリジナル豆腐関連セット商品の強化による新規顧客拡大

1193 静岡県 ふじとみ農場 生産者の顔が見える産直販売による豊かな食の提供と賑わいづくり

1194 静岡県 さかた塗装 広告媒体を活用した宣伝と温風塗装機導入により法人向け販路開拓

1195 静岡県 鈴木ウレタン工業株式会社 9080401006002 自社ホームページの作成により再生素材の新たな販路開拓

1196 静岡県 有限会社外岡モータース 8080102021499 門型二柱リフト導入で漁業用車両対応により新規顧客獲得

1197 静岡県 民宿しきや 宿主しか知らない情報を多く盛り込んだ㏋に改修し集客増加を図る

1198 静岡県 加茂西屋 酒屋が行うつぼ焼き芋の販路開拓事業

1199 静岡県 有限会社野口オート 6080402020244 野立て看板設置による新規客の開拓事業

1200 静岡県 株式会社木楽家 8080401025556 ホームページの刷新による継続したリフォーム工事受注

1201 静岡県 鶴田電気保安管理事務所 年次点検の検査器導入による一貫サービスの構築に伴う販路開拓策

1202 静岡県 江川接骨院 自由診療による健康体操受講者の専用駐車場整備と手摺の設置

1203 静岡県 一色屋 域内飲食店のニーズを捉えた食材の小口宅配に伴う冷蔵設備の導入

1204 静岡県 ペンションリリカル キッチンカーを活用した地元食材メニュー提供による販路開拓

1205 静岡県 もき丸 近海での低料金による“ルアー釣り”貸切りプラン受入環境の整備

1206 静岡県 有限会社　みなみ工芸 3080102020844 デザイン力を活かしたオリジナルグッズ・ノベルティ事業の展開

1207 静岡県 Funpicking 動画、静止画の撮影から編集までを低価格で提供

1208 静岡県 ヒラグチ塗装 住宅密集地での塗装工事受注のための防音防振工事の開始

1209 静岡県 Y3ddic マスクメイク・テレメイクのメイクレッスンによる新規顧客獲得

1210 静岡県 HairDesignFELLOWS 乳酸ピーリングケア効果を高める施術メニュー開発による販路開拓

1211 静岡県 三浦ポンプ 水回り緊急対応サービスの広報活動強化による新規一般顧客の獲得

1212 静岡県 株式会社柴田建築企画 1080401023483 お客様に安心して商談にのぞんでもらえる相談スペース構築事業

1213 静岡県 株式会社　山本優工務店 7080101014827 Ｉターン・Ｕターン誘致と住宅物件再生を促進するためのＨＰ制作

1214 静岡県 株式会社　優秀美 6080101020124 「グランピング」の魅力満載な視覚的効果の高いＨＰ・パンフ制作

1215 静岡県 松翠 真空包装機による店頭販売用地魚料理の開発とHPによる販売強化

1216 静岡県 加藤サービス 機械化と手作業のバリ取り新規受注により新たな売上の柱を築く

1217 静岡県 ベジ+ ベジ+のブランディングで販路開拓

1218 静岡県 株式会社天竜谷島屋 1080401010779 地域唯一の書店として、立ち寄りやすい、居心地の良い店舗づくり

1219 静岡県 株式会社リュクスタイル 6080401018289 チラシ・インターネット・SNSでの広告活動による塾生獲得

1220 静岡県 有限会社フジペイントサービス 4080102013095 新規顧客を獲得するためのチラシ作成及び倉庫改修事業

1221 静岡県 蒲団屋山昇 アウトドア好き男性顧客へのゴア素材羽毛ふとんの拡販

1222 静岡県 株式会社山喜製茶組合 4080405004683 「お茶たい焼き」のブランディング強化による新規顧客の獲得

1223 静岡県 有限会社橋山食品 7080402018279 手作りにこだわった高付加価値豆腐のITを活用した新規販路開拓

1224 静岡県 LIFE VILLAGE 重機購入で元請工事が請負可能体制の整備事業

1225 静岡県 株式会社土井酒造場 8080401014666 創業150周年記念酒を足掛かりとした「高級日本酒」分野の確立

1226 静岡県 こめや WEB、チラシ、看板を活用した出来立てテイクアウトの販売促進

1227 静岡県 hair design JAM オンライン予約システムを導入したHPによる新規顧客開拓

1228 静岡県 アスター工房 大手楽器店でのオリジナルエレキギター・ベースの展示・注文販売

1229 静岡県 山田時計店 「聴力検査室」導入による検査の充実で安心を提供し、売上増加

1230 静岡県 有限会社Santa 9080102012563 ヘルシー志向の若年世代をターゲットとしたお弁当の小売販売進出

1231 静岡県 株式会社ビッグハピネス 8080101019016 柿田川湧水使用のもっちもち自家製生パスタの持ち帰り販売と宣伝

1232 静岡県 有限会社鮮太 4080402009330 家庭でご馳走を！インターネットを通じて販売強化・販路拡大
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1233 静岡県 株式会社水野アルミ 8080001013309 電気を使わない自動ドアの需要喚起と拡販を促すパンフレット作成

1234 静岡県 村越ボーリング 地滑り対策や急傾斜地崩壊対策工事などの地質調査による販路開拓

1235 静岡県 海宿　太陽人 自慢のドッグランを活かした新サービス「愛犬預かり所」開設

1236 静岡県 イタリア料理　エッセ 長く親しまれる料理店として事業承継も見据えた販路開拓の取組み

1237 静岡県 株式会社クボバン 4080001021125 一般住宅物件の受注増加に向けた販路開拓のための取組

1238 静岡県 有限会社寺林工務店 7080102021616 微少な漏水や漏湯でも発見可能な漏水検知器導入による販路の拡大

1239 静岡県 パナデリーアシェスタ 新たな「手づくり焼きたてパンのお店」の訴求による新規顧客獲得

1240 静岡県 合名会社澤田行平商店 5080003001347 新商品開発とインターネット販売強化による販路開拓

1241 静岡県 吞み喰い処まつばえ 「日本酒を愉しめ、出会えるお店」への更なる発展で売上向上

1242 静岡県 照屋モータース株式会社 2080101015540 オパシメーター導入(ディーゼル車)による車検車種拡大事業

1243 静岡県 TFサーフ 新店舗オープンによる新規顧客層獲得事業

1244 静岡県 ｎａｔｕｒｅｆｅｅｌ 業務用エステ機器導入による「目元フェイシャル」サービスの提供

1245 静岡県 ダイヤプラス株式会社 1080101004164 古民家改装うどん店、ブランディング強化による新HP開設

1246 静岡県 山総 電気照射設備付看板設置による情報発信力の向上

1247 静岡県 ａｍｏ． サロン設備の充実化と男性向け脱毛の新規展開による顧客開拓

1248 静岡県 ナカダ食品 要望に応えるオーダーメイド製麺事業BtoBWEBサイトの構築

1249 静岡県 SEIYA Design オリジナルタンブラーを活用した顧客の囲い込みによる売上拡大

1250 静岡県 食彩旨酒　遊楽 差し替え機能付き看板を活用した販路開拓

1251 静岡県 有限会社丸松 4080402007887 浜名湖の旬の食材を使ったメニューを周知するための看板新設事業

1252 静岡県 遠州天龍焼　剛窯 オリジナルブレンドの陶芸粘土による新製品開発及び新規販路開拓

1253 静岡県 母さんのしょうが焼き ＨＰ立ち上げによる女性客の増加とテイクアウト需要の取り込み

1254 静岡県 Farmer’s　Kitchen どってん家 環境や健康に配慮した商品も扱う生活インフラになる店舗の開店

1255 静岡県 ぽーも 刺しゅうミシンの活用による顧客満足度向上及び新規顧客獲得事業

1256 静岡県 有限会社テイルオブテイルズ 4080402018488 ホームページの大幅リニューアルと業務の多様化に関連する工事

1257 静岡県 マルハチ尾白 車庫改修で安心安全の漬物製造施設の設置と生産量増加で販路拡大

1258 静岡県 有限会社落合ハーブ園 4080102009820 店舗の案内看板とハーブの説明看板の設置及びチラシの配布

1259 静岡県 LABOREMUS お直し修正事業による新規顧客の獲得

1260 静岡県 TO・DA・MAX株式会社 5080101006966 民間車検場、中古車販売の看板設置による個人客への販売促進

1261 静岡県 株式会社流通サービス 2080401014969 国内向け有機栽培茶及び有機コーヒーのショッピングサイト構築

1262 静岡県 63CANVAS合同会社 6080403003693 革製品の発売によるブランディング再構築で新規顧客開拓

1263 静岡県 株式会社エスファーム 4080001012413 機械導入によるサツマイモ生産拡大及び生産性向上事業

1264 静岡県 セレニティジャパン 海外販売のためのオンラインモール上での店舗開設とその最適化

1265 静岡県 STUDIO　CALM 暖かな空間でクラフトアイスクリームを楽しむ時間を過ごせる店に

1266 静岡県 松野材木店 寸法精度の高い天然乾燥製材による直販体制構築事業の展開

1267 静岡県 泉野鉄筋株式会社 7080101017887 受注機会の拡大に対応する、鉄筋運搬業務の効率化

1268 静岡県 有限会社オリモ 9080102009015 ロープ高所作業による樹上伐採事業開始に伴う必要物品購入

1269 静岡県 有限会社スズタカ建設 7080102008357 リモートルーム付き無垢材使用建売住宅のメニュー化と販路開拓

1270 静岡県 株式会社だるま 4080101004822 旬な一品料理を動画配信し30代～40代の男性客を増やし売上増

1271 静岡県 シズデン保安サービス有限会社 2080002010070 新規事業展開をPRするための広報事業

1272 静岡県 たちばな ホームページを核としたWeb集客の実践による顧客開拓

1273 静岡県 有限会社カミヤ洋品店 8080102021573 衣類等の「お直し」にスポットを当てた効果的な広告宣伝の展開

1274 静岡県 株式会社伊藤熔接工業所 6080401016474 WEBを活用した金属溶接業務の情報発信による新規取引先の開拓

1275 静岡県 有限会社　遠州ネット 6080402020351 プル型戦略を実現するホームページ制作による販売促進事業

1276 静岡県 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　Ｋｉｒｉｎ お客様のお悩み解消を可能とする体制の構築事業

1277 静岡県 東巴 ショップコンセプトをＰＲし、新規顧客開拓に繋げる事業

1278 静岡県 魚家 定置網漁の鮮度・魚介の味・匠の技術見える化の実現

1279 静岡県 ワラシナプロトテック株式会社 2080001020277 一般消費者向けのケアローラー製作・販売による販路開拓

1280 静岡県 SEISEN合同会社 5080003001909 愛好年齢世代若年化推進と新規顧客発掘のための情報発信

1281 静岡県 有限会社浜名湖ﾌｧｰﾑ 9080402009433 うずらの卵を短時間で割るためのうずら卵カッターの開発

1282 静岡県 株式会社快晴堂 5080101019646 新規脱毛事業の集客向上に伴う店舗改修事業

1283 静岡県 市川自動車鈑金 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓

1284 静岡県 株式会社フジタ塗装 5080001021586 ショールームトイレの洋式リフォーム

1285 静岡県 株式会社石川組 7080401014865 非常用自家発電システム（エネブリット）の広報販売促進

1286 静岡県 美津゛屋 テーブル席導入により地域№１の満足空間の提供へ！

1287 静岡県 有限会社河原﨑瓦店 6080402019006 瓦ショールームへの改装及び新商品PRによる販路開拓

1288 静岡県 Thulani 親しみやすいお店に特別感をプラスし若年層の新規顧客獲得
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　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あげます。

1289 静岡県 株式会社ホールアース農場 9080101016061 カラフルポテトフライの商品化と原材料となるジャガイモの増産

1290 静岡県 FARO コールドワーク技法の確立と販路開拓

1291 静岡県 民宿　まるい IT活性化で販路拡大！円滑な事業承継を図れる収益力向上を！！

1292 静岡県 有限会社荒磯 5080402018941 生け簀パフォーマンスと店舗設備の改修による少人数客の新規獲得

1293 静岡県 有限会社栄醤油醸造 6080402018040 醤油の鮮度を保つ密封ボトル商品の発売と量産化

1294 静岡県 美容室ページボーイ 「コロナ不調」緩和ヘアケアサービスの利用促進に向けた店舗改善

1295 静岡県 有限会社エリアトゥエンティセブン 5080102009704 自動ブレーキシステム整備点検サービス導入による新規顧客の獲得

1296 静岡県 まるや青果 目立つ看板で新規客を呼び込みリピーターになってもらう事業

1297 静岡県 SORA 30代・40代男女向け脱毛サロン開設による美容のお悩み解決！

1298 静岡県 ひなた鍼灸・接骨院 女性が「簡単に」「安全に」取り組めるトレーニング施設の創造

1299 静岡県 かわな 椅子・テーブル席設置による法事客・年配者グループへの販路開拓

1300 静岡県 有限会社正木石油商会 4080102021643 カーコーティングをＰＲする為の看板設置による油外収益の増加

1301 静岡県 KSK株式会社 9080401023393 ＡＩ全自動画像検査装置導入による検査工程の自動化及び高精度化

1302 静岡県 株式会社朝日園 8080001013465 東南アジアをはじめとする緑茶の調査と日本茶の販売と顧客の獲得

1303 静岡県 後藤精肉店 冷凍自販機の導入で当店自慢のお肉を24時間気軽のご自宅へ

1304 静岡県 LEADプロダクション 音楽から学ぶ英会話で家族の絆をより深める事業の展開

1305 静岡県 MY　FAVORITES ライト付看板で認知度アップと予約システム導入による売上アップ

1306 静岡県 有限会社まるたま 3080402015965 ＮＨＫ大河「どうする家康」に向けた商品開発で販路開拓

1307 静岡県 Bonheur 副業時代のニーズに応えるアクセサリーワークショップ新事業展開

1308 静岡県 とり爺 アフターコロナを見据えた女性集客力アップ大作戦

1309 静岡県 竹染 ジビエ料理の顧客を拡げるジビエカフェによる新規顧客開拓

1310 静岡県 ピクシー株式会社 6080401017885 40代・50代女性向けのシワ取りエステ開設によるお悩み解決

1311 静岡県 株式会社ぽこあぽこ 4080101018681 機材導入による新規顧客獲得と自社知名度・デザイン業の売上ＵＰ

1312 静岡県 株式会社田嶋電気工業所 7080401014923 『インターネットを活用した新規顧客の獲得と販路拡大』のご提案

1313 静岡県 カワムラファーマシ― ホームページ開設による認知度向上と健康相談PRによる販路開拓

1314 静岡県 合同会社めんくい亭 3080403003291 コロナ対応当店めんくい餃子拡販計画による販路開拓

1315 静岡県 ゲストハウス森と町 長期滞在型ワーケーション宿泊施設の増設事業

1316 静岡県 会席　碧 自慢の味をご家庭でも。アフターコロナを見据えた外部販売戦略

1317 静岡県 セレクトショップジャムー スマホ（QRコード）を活用した新たな顧客獲得への事業転換

1318 静岡県 COZY 実店舗の認知度アップとオンライン販売強化

1319 静岡県 有限会社魚兼商店 4080402016137 店頭店舗改装とお惣菜コーナー新設

1320 静岡県 musubi おむすびのテイクアウト専門店が行う新規顧客開拓事業

1321 静岡県 山香荘茶園 新規顧客の獲得のため入店ハードルを下げるカフェ事業の開始

1322 静岡県 望月竹次郎商店 喫茶店のコミュニティ機能を強化するためのハード整備

1323 愛知県 株式会社シーディーエフ 5180001080416 生活支援サービスの販路拡大のためＰＰＣ広告でＨＰ集客アップ

1324 愛知県 ラパンの麦 店舗のレイアウト変更による集客力アップ

1325 愛知県 魚澄 「地元の宴会需要」から「地元＋観光客の昼食需要」に戦略変更！

1326 愛知県 有限会社福正 1180302011916 コロナ禍で「減った地元需要」を「観光客の昼食需要」で補う事業

1327 愛知県 株式会社不二商会 9180301031065 心豊かに健康でいきいきと楽しく生活して頂く「健康美事業」

1328 愛知県 竹部　伸哉 オンライン金融セミナー販促強化のための自社ＷＥＢサイトの制作

1329 愛知県 育庵 Webサイト開設によるコロナ禍の安定的な販路の拡大と体制構築

1330 愛知県 有限会社ユーテック 6180002078565 ＦＲＰ水槽の製造販売、水槽補修サービスと宣伝による新事業開発

1331 愛知県 やまださん家の玄米だんご 玄米だんごの新商品開発と屋外イベントでの新規顧客開拓

1332 愛知県 酒菜まるき 新規顧客（女性客・家族連れ）獲得の為の情報発信と店舗改装事業

1333 愛知県 i.base ITツール活用による自動応対システムの構築と生産性向上の取組

1334 愛知県 ＯＷＬ建築 ＨＰとチラシの導入で安心な家造りを情報発信して認知度ＵＰ！

1335 愛知県 AＮＫＳＹ 伝統工芸廃棄布をリデザイン！ノベルティーグッズに！

1336 愛知県 ARBRE エリア初！最新設備を活用した高品質美容サービスの販路開拓

1337 愛知県 Noiカイロプラクティック カイロ＋香草座浴＝整う＋デトックスでキレイに、健康に

1338 愛知県 中部デントリペアサービス 抗菌、抗ウイルスコーティングを提案し新規顧客を取込み売上拡大

1339 愛知県 カネアツ株式会社 9180301032567 ”手抜き無しで３世代に繋げる構築物“を周知するＨＰ作成

1340 愛知県 やまざきリリース治療室 EMSを活用した新たな筋肉的アプローチの提案で販路開拓

1341 愛知県 出張整体らく家 渥美半島に健康を届ける「出張整体らく家」を知ってもらいたい！

1342 愛知県 水政建設株式会社 4180001084426 不動産の「終活・相続」一括サポート体制のPRによる顧客獲得

1343 愛知県 日新纎維株式会社 1180301010150 自社ＥＣサイトによるハンドメイド向けゴム紐の販売開始事業

1344 愛知県 有限会社ケーエムエム 4180002084227 ファミリー客の新規開拓に向けた店内トイレ改修と新メニュー開発
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1345 愛知県 キレイworld 水素毛穴洗浄機導入と宣伝強化による新規顧客獲得

1346 愛知県 うなぎの三河 新たにキッチンカー営業PRに向けた自社WEBサイト制作を実施

1347 愛知県 ワルン りん リゾート空間と美味しいお肉の鉄板焼きディナーで新規顧客獲得

1348 愛知県 有限会社岡製作所 8180002050943 コト消費へシフト！ＷＥＢの活用で販売促進什器を直接お届け

1349 愛知県 ｍａｒｕｇｉ 看板設置により周囲への認知度を上げることと新規ネイル事業開業

1350 愛知県 しあわせ・かき氷店 天然氷のかき氷の情報発信と予約システムによる新規顧客増

1351 愛知県 有限会社センタリング 3180002073560 手軽に楽しめるビーチボール事業で、生涯スポーツに貢献したい！

1352 愛知県 家庭料理　我母 来店しなくてもあの味を！通販部門立ち上げによる利便性向上！

1353 愛知県 あんざん治療院 新たな顧客層を展開するための院名変更及びホームページ刷新

1354 愛知県 株式会社名東ホーエー家電 2180001000244 『認知度向上と催事買取によるお客様のニーズにこたえる』

1355 愛知県 株式会社小塚屋 1180001052278 新商品の案内及び新規顧客獲得のためホームページのリニューアル

1356 愛知県 建築設計工房フリースタイル 作業効率を飛躍的に向上させた特許取得の足場での建設業界革新

1357 愛知県 haruiro hair 予約機能付きホームページ導入による稼働率向上と新規顧客獲得

1358 愛知県 株式会社青木屋 3180001129859 ＬＰ制作＆web 広告の実施により新規顧客の獲得を強化

1359 愛知県 和方医学研究所株式会社 9180001127774 発毛サプリメントヘアロックの販売促進事業

1360 愛知県 くらまえ 快適環境＆新商品＆新規事業の提供！女性客やファミリー層の獲得

1361 愛知県 株式会社ツールエージェント 2180001149544 地域初・障害者及びLGBT結婚相談所併設の見合いカフェの新設

1362 愛知県 apartment 地域女性の美や健康をサポートするよもぎ蒸しエステサロンの改装

1363 愛知県 Beage　nagakute 「機械導入」による客単価アップ！新規顧客の獲得！

1364 愛知県 サウンスンダHiroko おうちでインドネシアのおふくろの味を！「サンバル」商品開発

1365 愛知県 株式会社名京ケミカル 4180001108853 テイクアウト専門店展開に伴う集客のための販促活動事業

1366 愛知県 有限会社伊づ美 8180002072566 お店の告知を強化！多くのお客様に利用されるお店づくりに挑戦！

1367 愛知県 テトッチオ ブライダルジュエリー事業に繋げるためのウェブサイト開設計画

1368 愛知県 株式会社トーカイデザイン 9180001092837 ものづくりが好きな子あつまれ！新規事業「ものづくり教室」

1369 愛知県 有限会社福江サンクリーン 1180302011032 布おしぼりで小規模飲食店を救え！飲食店を囲い込み利益増を図る

1370 愛知県 すみれ理容 個室空間での満足度向上と共にオプションメニューで客単価アップ

1371 愛知県 APOGEE アフターコロナを見越した展示会出展で全国展開へ！

1372 愛知県 株式会社松原鉄筋 5180301033296 生産性向上のための設備投資で人手不足解消と新たな販路開拓

1373 愛知県 有限会社鈴茂建築 8180302011091 田原市内へ認知度向上させるための鈴茂建築PR大作戦

1374 愛知県 萬来亭 コロナに負けないラーメン屋の起死回生プラン

1375 愛知県 Ｇｒａｚｉｅ 近隣マンションの「ママ」・近隣校の「学生」を取り込む拡販策

1376 愛知県 株式会社正巳 4180001149781 新規開業法人のクロコダイル製品販売店の整備と顧客開拓

1377 愛知県 株式会社三鴨地所 9180001084421 新規顧客獲得、販路拡充の為のＨＰ再構築と新たな営業形態のＰＲ

1378 愛知県 株式会社ベリーウッド 5180301023272 一般消費者を当社の顧客へ！販促活動によるBtoCへの取組

1379 愛知県 調髪エビス 女性専用個室ルーム開拓に向けての新たな取り組み!!!

1380 愛知県 株式会社るぽぜ 6180001140771 トリマーの想いを形にしたドッグウェア開発と販路拡大

1381 愛知県 有限会社シーシーアイ 9180002062302 アットホームな隠れ家レストランでの「小さな結婚式」会場の提供

1382 愛知県 有限会社ＡＩ 8180002087275 顧客が安心できるサロンの空間作り・若い年齢層の販路開拓

1383 愛知県 喫茶 春日 店舗改装による居心地の良い空間づくりと顧客満足度向上事業

1384 愛知県 新城モータース 光る立体文字看板で「新城モータース」を猛烈アピール！！

1385 愛知県 エス・ビー・ケー 新規企業獲得に向けたＰＲ大作戦

1386 愛知県 株式会社アルスト 4180001091100 ＳＤＧｓに貢献できる！廃食用油の回収活用事業のＰＲ

1387 愛知県 株式会社Life Base 4180001144782 行きたいのに行けない日を無くす。３６５日営業のデイサービス！

1388 愛知県 株式会社中内田組 7180301007752 ホームページの作成による新規顧客の獲得と売上拡大

1389 愛知県 美容室Ｂｉｓｃｕｉｔ 駐車場整備によるアイドリング時間の削減及び店販の強化

1390 愛知県 ＨｉＭａｒ 脱毛メニュー導入による顧客単価アップ及び新規顧客の獲得

1391 愛知県 株式会社EIGHT.logistics 6180001140466 飲食事業への挑戦！おにぎり屋を通して、地域と共に笑顔を増やす

1392 三重県 木工房Kiitos 下請けから個人客へ　地域密着に繋がるチラシの作成配布

1393 三重県 又エ門 ガスオーブン導入により燻製商品の生産性向上と販路拡大を図る。

1394 三重県 割烹の宿　美鈴 新たな顧客拡大・収益増加に向けたPR動画の制作・情報発信事業

1395 三重県 寿し秋 非接触・高機能トイレで他店に先駆けた感染症対策をさらに強化！

1396 三重県 魚文 つきたての米活用・イートインスペース充実による顧客満足度向上

1397 三重県 ＮextＯne ＮＣ加工ＤＩＹノウハウとセミカスタマイズ商品のデジタル販売

1398 三重県 有限会社中森建設 3190002009357 地域密着工務店のホームぺージ新設で新規顧客獲得

1399 三重県 有限会社アルファオート 9190002008188 スキャンツール導入によるワンストップサービスで、新規顧客獲得

1400 三重県 株式会社ディーグリーン 3190001004615 自社製品ラベルの内製化における利益率向上並び取引先の拡大
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1401 三重県 ヴェヌータベーネ大安店 忙しい女性を癒す美容とリラックスセットメニューの販売促進事業

1402 三重県 ｅｎ　ＬＡＢＯ 縁（ｅｎ）を繋ぐサロンにするための販路開拓

1403 三重県 南勢志摩さとうきび振興企業組合 4190005011086 さとうきびを、新たな地域資源にして、生産性向上と魅力化を実現

1404 三重県 第十八甚昇丸 冷凍ショーケース導入による個食化商品などの販売体制構築

1405 三重県 スナックカトウ コロナ禍に対応するスナックとして新たなサービス提供方法の開始

1406 三重県 株式会社福 8190001007539 コンビニとは一味違うこだわりの豚まんを!視認性向上で売上UP

1407 三重県 岡崎畳店 ヒーター内蔵の折曲器導入・チラシ作成で縁なし化学畳の販路拡大

1408 三重県 有限会社スカイル 1190002013492 生産体制の強化と営業部門の設立で新たな販路を開拓する事業

1409 三重県 麦 新客層へ居酒屋ならではの楽しみ方を提供し販路開拓していく事業

1410 三重県 パニエドフルール・シピ ホームページ開設とオーニングテント設置による顧客開拓事業

1411 三重県 すみれ工業 新型溶接機導入による製缶加工業への新規参入

1412 三重県 中華料理　楠飯店 女性客獲得のための新サービスと2階席の改装で売上アップ

1413 三重県 株式会社魚佐太 7190001013843 地元の魚販売のための自社製造商品増加計画

1414 三重県 エクレール月の屋 ガスオーブン導入で生産性向上と新商品開発による新規顧客獲得

1415 三重県 株式会社　一冨士 5190001011675 除菌及び洗浄力の高い設備導入で衛生面と生産性向上の実現

1416 三重県 MAJOR 看板のリニューアルで認知度向上を目指す

1417 三重県 新化論 地域初！男性向けセルフ脱毛メニューの開発・PR事業

1418 三重県 株式会社員弁環境サービス 2190001013146 非対面に対応したホームページ作成による販路・商圏拡大

1419 三重県 カフェカナエタ 買って帰るパン屋さんから様々な人の居場所となるカフェに！

1420 三重県 株式会社ロカ 4120001226751 動画マーケティング導入による販路開拓

1421 三重県 Ｃｏｒ 看板設置！認知度を上げ、来店アップにつなげる！

1422 三重県 シャルレ山根 お客様の声を活かし、さらにショッピングを楽しめる店舗への改装

1423 三重県 有限会社レユシール 3190002010356 ファッションリユースのニーズとSDGsを意識した新事業計画！

1424 三重県 とらや製菓 大内山牛乳にこだわった手作りスイーツカフェ開設プロジェクト

1425 三重県 株式会社上山組 8190001011144 ドローンを活用した新サービス展開による販路開拓と地域雇用創出

1426 三重県 株式会社シーブリーム 7190001028668 世界一高級な松阪牛たいやきの開発販売による売上向上事業

1427 三重県 民泊　井戸ばた 国道沿い看板設置による認知度向上・誘客促進事業

1428 三重県 坂口渡船 磯釣りのシーズンオフ期にイカの夜釣り客を取り込む事業

1429 三重県 Direct Hair works ＨＰスマホファーストと新サービスで新規顧客獲得・満足度向上

1430 三重県 GROW イメージチェンジで顧客獲得！女性を呼び込みフルタイム営業へ！

1431 三重県 有限会社杉島屋 3190002017533 クラウド化で対応！顧客情報管理によるニーズ発掘と業務効率化

1432 三重県 清水石油店 LED化による視認性の向上と情報発信の開始で新規顧客獲得！

1433 三重県 くるま屋　カーユー スキャンツール導入による車両整備サービスの向上

1434 三重県 株式会社ふじた農産 4190001020958 冷凍冷蔵庫導入で加工品の保存スペースを確保して売上増

1435 三重県 有限会社かご万 4190002023704 ホームページによる新サービスの周知・拡販で新規顧客獲得

1436 三重県 パラ・ディ 脱毛器の導入によりいなべ市の高齢者の介護脱毛のお手伝い

1437 三重県 BB　GENTIL 美容業のサービス向上と販路開拓に向けた取り組み

1438 三重県 KOZZO ディスプレイ改善による魅せるチーズ料理とデザートで売上拡大

1439 三重県 もものき接骨院 保険外施術の骨盤矯正・セルフ脱毛の販売促進による新規顧客獲得

1440 三重県 株式会社アニー 5190001023002 伊勢榊の榊成分配合バスソルト「伊勢　榊の湯」の新商品開発

1441 三重県 亀屋勉強堂 4代目和菓子専門店の知名度向上及び新商品による経営力強化事業

1442 三重県 有限会社タキハラムセン 3190002015801 キャンプ場の看板設置とサウナテント導入による魅力度ＵＰ計画！

1443 三重県 株式会社ケアテクノサービス 2190001028937 設備投資で作業の効率化と情報発信で地域から信頼される便利屋へ

1444 三重県 まつエクサロンAmour 看板とHP作成、チラシ配布で認知度を向上させて売上アップ!

1445 三重県 岡田屋来々軒 卸売需要の拡大に向けた製造環境の整備と販路拡大計画

1446 三重県 特定非営利活動法人いなべエフエム 9190005008532 いなべエフエム聴取率ＵＰと新規スポンサー獲得への新たな取組み

1447 三重県 白山窯 自動温度管理機能付電気窯の導入で稼働率向上と新規顧客の開拓

1448 三重県 株式会社濵甚水産部 8190001004486 冷凍庫導入で安定供給体制構築による小売強化と新市場参入

1449 三重県 有限会社　杢承 8190002023122 子供と地球環境に優しい家造りを打ち出したHPにリニューアル

1450 三重県 イトウホーム工房 ホームページの活用で、信頼度と知名度をアップさせ新規顧客獲得

1451 三重県 株式会社野間建設 5190001001437 パンフを作成し、見込客のニーズに応え、販路拡大を目指す

1452 三重県 宝森生花店 設備導入と営業ツール作成による事業継続力強化と新販路開拓戦略

1453 三重県 石上モータース 新規制対応測定器等の設備と販売促進PRによる売上向上事業

1454 三重県 ＴＡＲＤ ポップアップストア開催とイベント・商談会出展による顧客獲得

1455 三重県 プレシャスクイーン コロナ禍でも安心！ドッグランで屋外対応による新規顧客の獲得

1456 三重県 合同会社イトー 4190003002970 看板設置による認知度アップで地域内新規顧客開拓
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1457 三重県 焼肉まるい 家族と夜間に強い店づくりで、集客力と経営力に強い店づくり計画

1458 三重県 東屋 伝統製法を守り続ける養甘屋の新規顧客獲得に向けた取り組み

1459 三重県 アッパッパ屋 キッチンカーでアッパッパ貝を全国区に‼

1460 滋賀県 アオイ企画 アーティスト（=作品）を実業家（=売れる商品）へ変身させる

1461 滋賀県 センデザイン HPのリニューアルによる、業務効率化と販路開拓事業

1462 滋賀県 もみじ農園こんにゃく工房 製造所直接販売による販路開拓

1463 滋賀県 株式会社愛知車検 6160001017930 トラックの車検整備対応による地域物流インフラ支援と販路開拓

1464 滋賀県 チベディアーモ 燻製グリル肉の開発による客単価の向上と移動販売の拡大

1465 滋賀県 株式会社　阪本工業 2160001021647 『ホームページ制作で新規取引先から受注を確保し、事業を拡大』

1466 滋賀県 GLOW ATHLETE ロボット芝刈り機の導入によるグラウンドの芝生化事業

1467 滋賀県 株式会社　T-HEAD 1160001019881 弾道測定器の導入で顧客満足度アップによる地域NO1店を目指す

1468 滋賀県 美きや 新規顧客獲得へ向けた、茶事、茶道教室事業

1469 滋賀県 ノホリワークス 新天地で体験型ワークショップとライダーブランドを新たに展開！

1470 滋賀県 種村オート 車検整備、点検整備増加計画

1471 滋賀県 やきとり大吉 安曇川店 店内飲食とテイクアウトの需要を喚起して成長を目指す！

1472 滋賀県 株式会社 和田電気 8160001023927 電気自動車向け充電器設置工事における競争優位を確立

1473 滋賀県 株式会社 前尚鉄工所 2160001012068 生産性向上と業務効率化による価格競争力の創出

1474 滋賀県 株式会社志貫堂 5160001017023 個別相談の漢方処方によるアトピー改善に特化した新規顧客の開拓

1475 滋賀県 アノヒ写真館 遺影撮影に特化した写真スタジオの導入による販路開拓

1476 滋賀県 有限会社すしふじ 9160002005163 すし店による高齢者向け快適空間の創出と新規販路開拓事業

1477 滋賀県 株式会社PEG 7160001012311 新たなプロモーション施策で安定した生徒集客の仕組みを作る

1478 滋賀県 食彩　古風 ウイズコロナ対応による個室化と高齢者対応のリフォーム工事

1479 滋賀県 19 一人サロンの経営を長期安定軌道に乗せるためのホームページ作成

1480 滋賀県 つかさ 高級ランチ始めます～売上アップ計画～

1481 滋賀県 株式会社アーバン 9160001009727 モバイル対応ＨＰ作成とオンライン相談の開始による新規顧客獲得

1482 滋賀県 花繁造園 事業承継に伴うHPの新規立ち上げによる販路開拓事業

1483 滋賀県 しあわせサロンＡｄｉ 至高のオールハンド術とオーガニック食材で高付加価値の実現

1484 滋賀県 colorie 販売店の設置で、地域での知名度向上そして顧客の拡大へ

1485 滋賀県 Matangi Yoga and Life ＲＹＴ講師養成講座運営の定着に向けた広告戦略事業の取組み

1486 滋賀県 HairMake　Myu-Ka ひっそり脱毛で男性の悩みを解決するための新たな販路開拓事業

1487 滋賀県 かなトレ 元バレエダンサーが提供する体幹トレーニング教室の販路開拓事業

1488 滋賀県 至誠建設株式会社 6160001015991 「草むしり」によるお庭のお悩み解決事業

1489 滋賀県 株式会社アクティブK 1610001021813 ヘルシー耳ツボダイエットの販路開拓

1490 滋賀県 株式会社下司運送 4160001006588 ホームページの開設による非対面型の営業力強化と社会的信用確保

1491 滋賀県 有限会社重蔵窯 3160002005664 新製品「信彩」の販売と流通プラットホームの拡充事業

1492 滋賀県 甲賀薬草ネットワーク合同会社 9160003001624 販路開拓のための自社ホームぺージの作成

1493 滋賀県 肉のマルエイ 顧客拡大のためのHP作成による販路開拓

1494 滋賀県 五個荘観光センター マルシェと軽トラ市の屋外販売の取り組みからの販路開拓事業

1495 滋賀県 株式会社アンシェルブ 2160001021614 “次世代サウナロウリュ水”の商品化に向けた販促物制作事業

1496 滋賀県 CHERIE 新店舗開業における新顧客確保への販路開拓事業

1497 滋賀県 株式会社ツバクロ 8160001023654 地域に根付いた献立を発信！新規ホームページ制作事業

1498 滋賀県 ハッピーキッチン 多機能ラベルプリンターの導入により販路拡大を行う

1499 滋賀県 株式会社S・O・M 7160001016931 テレワークリフォーム工事受注獲得のためのホームページ改修

1500 滋賀県 株式会社スリーケー 4160001010400 Web広告を活用した流通の活性化と販売量の拡大事業

1501 滋賀県 イシナオ株式会社 5160001010416 看板取替による新規顧客獲得事業

1502 滋賀県 エイジリンパケア 免疫力を上げるゼロ呼吸教室と看板の刷新による新規顧客獲得事業

1503 滋賀県 エムアイフォト ＳＮＳ映えする、ここでしか撮れない奇跡の一枚！追求事業

1504 滋賀県 株式会社　釉陶 7160001005637 新商品宣伝用のホームページ作成

1505 滋賀県 株式会社真心塗家 9160001022721 道路看板設置による認知度向上と商圏拡大

1506 滋賀県 有限会社野々村瓦店 6160002008458 高性能藁切り機導入による業務効率化、上質な土で販路開拓

1507 滋賀県 ゼン司法事務所 広報戦略による差別化・とんがり強化事業

1508 滋賀県 onett rooms 高品質なトリートメントメニューの認知拡大によるLTVの向上

1509 滋賀県 株式会社福月 3160001012042 おせち市場への参入に向けたシュリンク包装機の導入と生産性向上

1510 滋賀県 87farm コロナ禍の需要に対応したハウス設置による乾燥食用花の販路開拓

1511 滋賀県 株式会社おおやま工務店 4160001017940 定期チラシによる近隣顧客の深耕及び見込み客への追客対策

1512 滋賀県 株式会社サーノシマモト 9160001005296 甲賀発！医療と美容を融合させたオンリーワン美容事業の集客
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1513 滋賀県 ｒｏｄｉｃａ ウェブサイトによる販路拡大と新規顧客開拓事業

1514 滋賀県 Blue　Bear 古民家の一部を民泊のため改装、観光客と移住予定者へ販路開拓

1515 滋賀県 ナカジマ美容室 スロープでリピートアップと新規顧客獲得

1516 滋賀県 株式会社高島オート 5160001019779 県内全域への商圏拡大と新規顧客獲得を目指したホームページ新設

1517 滋賀県 大西工務店 自社ホームページ制作とチラシ配布で販路開拓

1518 滋賀県 株式会社　共立 6160001003848 次世代型自動販売機活用ビジネスにおけるPR事業展開

1519 滋賀県 山田木材株式会社 5160001018178 高島市の木材を使用し施主のニーズに合わせた製材提供

1520 滋賀県 韓国料理テバギ屋 新メニュー本格始動のための排煙設備の導入

1521 滋賀県 ディーネ 新規事業の周知による新規顧客の獲得

1522 滋賀県 滋賀のクイック買取 ホームページを活用した個人向けリユースバッグの販路拡大事業

1523 滋賀県 宮崎造園 サウナ販売による新規顧客開拓事業

1524 滋賀県 iOOL Photograph 特別な屋外撮影プランの認知と拡散による新規客獲得及び売上増加

1525 滋賀県 株式会社フジヤクリーニング 2160001012398 生活形態の変化に対応したお布団のまとめ洗い宅配サービス事業

1526 滋賀県 トータルリペア・アマモリ 作業環境整備による品質確保及び新規顧客開拓事業

1527 滋賀県 竹山木巧店 地元密着での伝統工法を活かしたリフォーム需要の開拓

1528 滋賀県 株式会社パッションケイ 8160001005017 お客様に優しいお店、顧客満足度ＵＰで販路開拓

1529 滋賀県 Delicious kitchen合同会社 1240003004411 WEBサイトのリニューアル

1530 滋賀県 日本銘生合同会社 2160003001606 一棟貸切ログハウス宿泊施設の公式ウェブサイトおよびチラシ作成

1531 滋賀県 有限会社Archiworks 8200002014219 ブランド力の強化と生産性の向上に伴う販路拡大

1532 滋賀県 染織工芸いふう 自社ブランドのインテリア分野への進出強化

1533 滋賀県 株式会社ウッディー広瀬 9160001011823 木材販売強化のためのホームページ開設と広報事業

1534 京都府 談酒館 安心で美味しいジビエ肉を取り扱う談酒館をWEBと広告でPR

1535 京都府 友整骨院 高齢者に特化した地域密着型整骨院の販路開拓活動

1536 京都府 堀池商店 マルチタイプ計量器導入による堀池商店の精華町ブランドNo1化

1537 京都府 有限会社ウィルコンサルタント 1130002029916 3Ｄ地層図のアウトソーシングを請けて人材不足にお役立ち

1538 京都府 こうろう丸 安全ガイド設置による「キャスティング」に特化した遊漁船の展開

1539 京都府 ほりいクリーニング店 シミ抜き実演による技術力のPRと知名度向上による販路開拓事業

1540 京都府 湊製茶 「モノ+α」を伝える商品パッケージ刷新で直販拡大を目指す

1541 京都府 ブーランジュリーエトルタ 売上増＆作業効率アップを目的とした店舗移転とコロナ対策

1542 京都府 理容もりもと 店内イメージを一新し、女性客を含め新たな顧客の取込み事業

1543 京都府 CASA MIYAMA かやぶき屋根裏ギャラリー＆ライブラリー新設による販路開拓

1544 京都府 株式会社協栄製茶 7130001038912 カジュアルギフトの提案による20代～40代層の新たな顧客獲得

1545 京都府 株式会社　ART CUBE 6130001035407 ジビエのECマーケティングによるBtoC強化と新規顧客の獲得

1546 京都府 マルト塩尻商店 外観改装による実店舗・ネットサイトのイメージ統一化戦略事業

1547 京都府 株式会社U設計室 1130001063924 YouとUの家づくり！リノベーションを経営の核とする販路開拓

1548 京都府 御宿矢吉 “旅行欲”を満たす新たなサービス、故郷の味・土産品の開発事業

1549 京都府 株式会社 ナカムラ理化 5130001030326 「販路開拓を目的とした工場見学」の為のクーラー導入

1550 京都府 アサヒ宣伝株式会社 3130001037959 新規ホームページ開設による、広告媒体販促事業

1551 京都府 増本建設 新事業の効率性を高め、業界の地位の確立と利益率向上を図る

1552 京都府 HOLO 究極のケアルームによる新メニューを自社HPで拡販を図る

1553 京都府 株式会社ヤナコ計測 9130001033820 ホームぺージリニューアルによる企業認知度・魅力度の向上

1554 京都府 KAMIKAZE 塗料調合システム導入による業務の短縮化

1555 京都府 石堂ふとん店 ふとんリフォーム(仕立て直し)事業告知広告制作・折込み配布

1556 京都府 株式会社　キリノ 2130001034874 お客様と地域に根ざした絆を作り家丸ごとお任せ下さい

1557 京都府 株式会社ハナワリード 2130001059145 内装事業の販売エリアの拡大

1558 京都府 パール染色株式会社 8130001034943 裁断物、製品プリント作成による提案営業の推進・強化

1559 京都府 シーズファーム株式会社 6130001069710 本当は美味しい規格外の農産物をトレーラー販売で感動体験に！

1560 京都府 木下酒造有限会社 1130002033868 高付加価値商品”長期熟成酒”を活用した家飲み需要への販路開拓

1561 京都府 上野銘木店 原点回帰　自分だけの一本を選ぶ「床柱」販路拡大計画

1562 京都府 株式会社京都山城農食応援隊 6130001051032 高級茶の代名詞、京都産「玉露」を使った濃厚チョコレートの開発

1563 京都府 パルティールSSS進学教室 販促・案内資料一新及びインターネット媒体を併用した販促活動

1564 京都府 ユニケム株式会社 3130001065571 ECサイトを活用した営業活動自動化による効率化・販路開拓

1565 京都府 発酵人間 自然の中での酵素浴施設の布看板設置及び広告による販路拡大

1566 京都府 長岡井筒屋畳店 ホームページ新設と畳よろず相談所の開設で新規顧客獲得

1567 京都府 株式会社シャーロン 7130001030134 セルフエステサービスの開始による顧客層の開拓

1568 京都府 有限会社ハッピーベース 7130002024903 地域活性！高齢者大歓迎美容室
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1569 大阪府 ＬＢＬ 30歳代、40歳代女性に向けた美容の提供

1570 大阪府 日精工業社 自社ECサイト構築を活用したオリジナル製品の販売

1571 大阪府 株式会社On 2120901041822 ホームページによる顧客獲得、チャット導入による回答自動化

1572 大阪府 皿屋鍼灸院 新規顧客獲得の為の広報活動と予約枠拡大の為の設備導入

1573 大阪府 むすび オンラインクレーム専門対応講座の販売で明るい社会を！

1574 大阪府 ピープル美容室 店内バリアフリー化による多様化・施術時間の短縮

1575 大阪府 株式会社ワハハアップ 4120901032836 HP新設による新規顧客獲得・顧客満足度向上による売上確保

1576 大阪府 みなせ商事 抗菌薬剤のコーティングによる、社会生活の安全性、安心感の向上

1577 大阪府 Gostar-sanso株式会社 1120901041402 本格的なインド料理の販売

1578 大阪府 マサ美容室 病気、高齢などで外出が困難な方への在宅訪問理美容サービス事業

1579 大阪府 安田ふぁーむ 農業を中心とした複合経営における集客アップと販売体制の確立

1580 大阪府 株式会社きつもと商事 3120101062767 リサイクルの認知度を広めるWEBサイトの構築。

1581 大阪府 バイクウィーズ川口 ホームページの制作とSNSの活用による新規顧客の獲得

1582 大阪府 ＆m total beauty 女性の大敵である「冷え」に対するよもぎ蒸しの導入

1583 兵庫県 泉山鮮魚店 店舗入口看板設置による認知度向上・新規顧客獲得事業

1584 兵庫県 Everyone’s family ゲージフリーのペットホテル新設による収益拡大事業

1585 兵庫県 とみや HPによる情報発信強化、来店動機向上、店内の高付加価値化

1586 兵庫県 TATTOVA　ROOM 若者から高齢者まで地域に役立つ健康支援事業で新規顧客獲得

1587 兵庫県 トロワプロジェクト株式会社 7140001119661 薪ストーブ販路拡大による健康住宅の啓蒙事業

1588 兵庫県 ｃａｎｎｏｎｂａｌｌ 新規顧客獲得のための店舗及び作業場所移転事業

1589 兵庫県 有限会社藤原板金 5140002032824 ～展示・商談スペースで触れて納得・安心～

1590 兵庫県 株式会社レゾナイス 7140001121221 看板及びホームページでの鴨骨ラーメン魅力発信による集客強化

1591 兵庫県 有限会社薮造園 3140002058103 一般企業、個人邸、寺院等への新サービス提供に伴う販路開拓事業

1592 兵庫県 合同会社MorimotoDesignOffice 5140003017171 ＨＰ新設による認知度向上及び地元商圏中心の新規販路開拓事業

1593 兵庫県 合同会社ヘルメース 3140003009030 店自慢の万能和風だしの知名度・売上向上事業

1594 兵庫県 高原亭 個人客をターゲットにしたＨＰのリニューアルによる集客力強化

1595 兵庫県 mamimumemoBOOKBOOK 本を核としたコト体験の出来るライブラリーカフェで新規顧客獲得

1596 兵庫県 有限会社藤原瓦産業 4140002053292 蜂駆除を事業化し、新たな販路の拡大と地域貢献の実現

1597 兵庫県 宮脇鈑金塗装 荷台保護塗装の施工と看板PRによって集客・売上アップ

1598 兵庫県 デュオブランド株式会社 6140001084394 完全理論化新カット技法「テクスチャーカット」の販路開拓事業

1599 兵庫県 エースカスタム 塗料測定器の導入による板金塗装の最適化と作業時間の短縮

1600 兵庫県 アトリエあーとっこ オンライン造形教室による情操教育推進販路開拓向上計画

1601 兵庫県 株式会社Mother Earth 1140001098151 ペットと泊まれる宿泊サービスの構築事業

1602 兵庫県 ササノワ合同会社 3140003012075 自社の森資源を活用した芳香蒸留水の開発と販路開拓

1603 兵庫県 萬まる堂 作業効率化で強みのデザイン製作に注力しニーズ対応で売上向上

1604 兵庫県 山陰造園土木株式会社 9140001056696 インターネットを活用した癒しの緑化商品の販売事業

1605 兵庫県 ガレージ　アオイ 認知度向上のための看板設置による車両販売強化事業

1606 兵庫県 丹波篠山　里キャンプ場 キャンプ場の水捌け改善によるオートキャンプへの販路拡大

1607 兵庫県 洋飾店Sagua Saguaの作る鹿革コレクションを宍粟市から全国へ届けます

1608 兵庫県 Remercier 専門店としてのブランド力と商品力強化による集客力と客単価向上

1609 兵庫県 ボディコンディショニングサロンTette 新規集客と固定客増加のためのPOSシステム導入

1610 兵庫県 HAIR WABISABI アンチエイジングに強いサロンとしての認知度向上計画

1611 兵庫県 喫茶トレフル 店内まるごと抗菌による新規顧客獲得と売上回復に向けた取り組み

1612 兵庫県 村井住建株式会社 2140001120970 ホームページ開設による顧客からの信頼性の向上と新規顧客獲得

1613 兵庫県 スタイルBOXキャロル お客様が通いやすくなるシステム搭載美容室の構築

1614 兵庫県 和舎 環境変化に伴い新たな顧客獲得を図るための当社特有の技術の周知

1615 兵庫県 井直商事株式会社 8140001067604 『ナノウエル®』ブランド再構築事業

1616 兵庫県 Patisserie M’s Passion 地元産品活用とオーダーメイドケーキのこだわり発信で販路拡大

1617 兵庫県 株式会社ブランティエ 4140001122197 リピートする新規顧客の獲得(アットコスメ・リスティング)

1618 兵庫県 みどり日本語オンラインスクール ホームページ制作とフェイスブック広告による認知度と信頼度向上

1619 兵庫県 株式会社prime coco 6140001110803 新規客層の獲得に向けた折込広告作成、配布の計画

1620 兵庫県 BOB WOOD レジンを使用した木製家具の販売力強化計画

1621 兵庫県 REVIVAL ENGINEER ホームページとSNSを活用した認知度向上計画

1622 兵庫県 そば彩蕎子 そば店の魅力向上策の挑戦　スイーツ展開と店内改修での客単価増

1623 兵庫県 ペットホテルオレンジほっぺ ペットホテルとドッグサロンの同時経営による売上UPとPR事業

1624 兵庫県 くらしのおと 新商品開発提案による就Ｂ事業所売上向上計画
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1625 兵庫県 Lashisa 金属製作物サービス導入に伴う販路拡大

1626 兵庫県 原化成株式会社 4140001002317 ホームページ開設による販路拡大事業

1627 兵庫県 有限会社みたけ 1140002035046 店舗前駐車場看板を刷新して、新規顧客を獲得し売上アップ！

1628 兵庫県 ロッヂSPH 自家製黒豆味噌を使ったフリーズドライ味噌汁の商品化で売上拡大

1629 兵庫県 株式会社M・ALL 2140001094298 WebページとSNSを最大限に活かした新規顧客獲得・売上拡大

1630 兵庫県 Adeal＆Skーim 「健康増進トータルプロデュース」のPRで、個客目標達成支援！

1631 兵庫県 レアデザイン デザイン製作の一貫体制確立による納期短縮と顧客満足度の向上

1632 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

1633 兵庫県 中島鈑金塗装工場 エイミング事業早期取組による顧客の囲い込みと販路開拓事業

1634 兵庫県 有限会社岡田工務店 1140002034898 かんたん小屋キット販売＆DIYサポートプロジェクトのPR事業

1635 兵庫県 藤井自動車 自動車保険のコンシェルジュサービスのPRによる新規顧客獲得

1636 兵庫県 トクサヤ文具 レーザー彫刻機で、その場で買える名入れ文具大作戦！

1637 兵庫県 Low　Carb　House 新サービス「糖質オフスイーツのサブスク」による販路拡大事業

1638 兵庫県 畑やんラーメン ＨＰと看板設置による「食べて遊べる場所」のＰＲ

1639 兵庫県 百花 店舗改装で高齢者や車椅子の方も楽々入店できるお店に

1640 兵庫県 西田設備株式会社 9140001075052 当社の利用をいただきやすくするためのＨＰ作成による販路開拓

1641 兵庫県 老松酒造 有限会社 9140002032531 酒蔵が繋げる発酵食品による健康への実現

1642 兵庫県 コンサルティングオフィス　プレモ ＷＥＢ/ITを活用したダイレクトコミュニケーション戦略展開

1643 兵庫県 株式会社平安商店 1140001101162 産業廃棄物処理業参入とその営業活動

1644 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282 自社養殖魚を目玉にした観光釣船事業の開始

1645 兵庫県 船越工務店株式会社 7140001085747 広告宣伝での販路拡大、パンフレットによる受注獲得

1646 兵庫県 絵夢 オリジナルアーモンドバターとテイクアウトの導入で新規顧客開拓

1647 兵庫県 株式会社アキツ 9140001110049 入居希望者と直接繋がるための自社ホームページ作製・運営事業

1648 兵庫県 mana 心のゆとりと笑顔の作り置き芦屋料理代行

1649 兵庫県 株式会社いづも庵 2140001040913 蕎麦屋で食べられる元パティシエが作る本格スイーツ！

1650 兵庫県 ベアイラライ研究所 但馬内外の中小企業に特化したDX化コンサル関連事業の販路開拓

1651 奈良県 花の英宏園 withコロナに向けた花の英宏園の自社農園へ集客売上向上計画

1652 奈良県 有限会社奈良フライビンズ 5150002005135 味付け混合機導入による新商品の開発、販売と新規取引先拡大事業

1653 奈良県 For You コロナ禍での自宅サロン新設による新規顧客獲得事業

1654 奈良県 atelier nennen 奈良県初の撮影スタジオを備えたドライフラワー専門店の開業

1655 奈良県 水原珠算塾 生徒が安全で事業に集中できる教室設備の改修事業

1656 奈良県 炭火焼とり　鳥翔 認知度向上・顧客獲得を図る看板設置による広告宣伝推進

1657 奈良県 有限会社 筒井商店 1150002005097 顧客獲得とネット通販事業拡大を図る自社販売サイトの広告宣伝

1658 奈良県 しんや寿し 多人数注文にも対応できる冷蔵庫導入による集客・売上の強化事業

1659 奈良県 小西工務店 大手依存を脱却する為に、自社サイトへ直接集客する為の広告

1660 奈良県 米田塗装 塗装カラーシュミレーションシステムの導入で競争力の強化

1661 奈良県 河井工務店 ロードサイト看板の設置による自社宣伝で地元に密着した経営へ

1662 奈良県 居酒屋うえだ テイクアウトに適した新商品開発と宣伝チラシの配布

1663 奈良県 株式会社ワンアース 1150001023298 販促チラシの配布とネット注文可能なホームページ作成

1664 奈良県 株式会社ふよこファクトリー 6130001056345 キッチンカー導入による移動販売でオリジナルお麩料理を提供

1665 奈良県 お好み焼き鉄板焼き春道 LINE公式アカウントの広報を行うチラシの作成で売上回復計画

1666 奈良県 株式会社デイズ 5150001020903 看板、チラシの作成によるリフォーム工事の元請増加で売上向上

1667 奈良県 おそうじ屋さん 高齢者世帯に特化した家事代行サービスによる新規顧客の開拓

1668 奈良県 流泉堂表具店 廃材を使ったオーダーメイド折帖作成で表具販売強化計画

1669 奈良県 大阪王将天理店 テイクアウトを強化するための宣伝強化による売上拡大事業

1670 奈良県 harasawa farm 地元の野菜を直売で提供し、地産地消を根底においた経営へ

1671 奈良県 すこやか治療院 すこやか三本柱。アスリートへのトータルサポート発信事業

1672 奈良県 カフェテラスオヅ 喫茶店で大切な息抜きタイムを自由に　レンタルスペース開設事業

1673 奈良県 橋本重機 工業者、農業関係者へ向けた修理屋さんの宣伝看板設置

1674 奈良県 有限会社　山達硝子建材 7150002005983 安心して注文　個人向け住宅相談が可能な提案型リフォーム事業

1675 奈良県 岡田リフト すぐ使えるいつでも使えるフォークリフトレンタル事業

1676 奈良県 T-clover ホームページの作成とチラシの配布で地元天理市の新規顧客獲得

1677 奈良県 B-315BASE WEB整備による認知アップと新規顧客獲得事業

1678 奈良県 リビングデザイン 写真集のように施工事例を楽しめる冊子でお客様を取り込み事業

1679 奈良県 Baum283 贈答品需要に着目した高額商品の開発で売上、利益の向上

1680 奈良県 フラウラファーム いちご狩り、直売の宣伝で子供たちに喜んでもらえる農園広告
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1681 奈良県 平野建設 半導体量産の一助となれ！仮設事務所導入で時短＆技術力UP事業

1682 奈良県 らぁめん ぐうたら エイジフレンドリーなお店を目指す！『お客様用トイレ』改装事業

1683 奈良県 エフ・シー・ワークス株式会社 5150001009260 町の工務店チラシ配布で集客販路拡大！

1684 奈良県 岡本電気設備管理事務所 高圧受電設備を整備せよ！測定装置導入サービス高質化・販路拡大

1685 奈良県 美容室　れ央真 シニアが入店しやすい店へ～ＣＳ充実・認知度向上による顧客開拓

1686 奈良県 株式会社ＩＮＨＥＲＩＴ 1150001023901 技術力を活かしたジュニア向けオリジナルブランドグローブの製造

1687 奈良県 LOCO TACOS キッチンカーでお客様を迎えに行こう！沖縄タコスの移動販売事業

1688 奈良県 株式会社begod 3150001022059 お墓のサブスクリプション「偲墓」の提案による新規開拓事業

1689 奈良県 株式会社アレルギーヘルスケア 4120001121234 カンパニーカウンセラーによる企業内のメンタルヘルス改善事業

1690 奈良県 株式会社naosu・ki 9120001237604 自家焙煎コーヒーで癒しの提供！新たな広報手段で認知度の確立

1691 奈良県 えすぽわーる 周辺の観光名所を活用！テイクアウトメニューの充実による集客

1692 奈良県 株式会社刻守 8150001024091 自社のサービスの周知を目的としたWEBサイトの構築と情報発信

1693 奈良県 マリンハウスデジャヴ― コロナ禍の影響を受けないトラック修理事業の拡大

1694 奈良県 株式会社ZYTECO SPORTS 9150001024347 領域展開！プロサイクリスト監修“非対面型観光×EC販売”事業

1695 奈良県 健美サロンNEWLIFE 健康と美をご自宅で！おうちエステ講習提案による認知度向上計画

1696 奈良県 山岡自動車株式会社 6150001010028 外注加工を内製化！新サービススタートによる収益力強化計画事業

1697 奈良県 タマプリント 高品質な商品を提供してお客様に喜んでいただける商品の提供事業

1698 奈良県 NISHIDE HAIR SALON ホームページと店舗看板のＰＲ作戦

1699 奈良県 株式会社田中鈑金塗装工業所 6150001015514 大出力大型コンプレッサー導入による新サービス対応事業

1700 奈良県 的場総合設計 設計をわかりやすく！動画を活用したPRで新規民間企業顧客獲得

1701 奈良県 岡谷製作所 金属加工のプロが手掛ける自社オリジナル新商品開発と販路開拓

1702 奈良県 木村石材 手元供養＝魂は石に宿る・ＡＲＴな供養で新規顧客の開拓＝

1703 奈良県 ぱぱす株式会社 4150001013791 障がい者支援から価値を見出すための「街の印刷屋」の販路開拓

1704 奈良県 吉田印刷工業所 オンデマンドで勝ち抜く！極小ロットでも高品質・封筒印刷革命

1705 奈良県 菟田野アグリマート企業組合 2150005009251 広報充実化及び安全安心で買い物を楽しめる店作り事業

1706 奈良県 弘文舎印刷所 コロナで打撃を受けた売り上げの補填として新たな慣習の提案

1707 奈良県 アトリエおてて 専門性の高い医療系イラストレーションを必要とする企業へのPR

1708 奈良県 有限会社ボン・シック 5150002006463 偉才パティシエが挑む！地域貢献型へのブランド刷新

1709 奈良県 コヤマ建材 置き場の新設による、残土リサイクル事業の加速とPR

1710 奈良県 +Merry 美爪になりたい女性への新規顧客開拓～ネイルしながら美爪育成～

1711 奈良県 キキフォトワークス株式会社 2150001007606 新サービス「新生児の家族の思い出撮影プラン」のSNS販路開拓

1712 奈良県 あん整骨院 自社ホームページをリニューアルで新規顧客集客、獲得へ

1713 奈良県 株式会社ウィング・ディアー 2150001020773 HPと看板作成による居住支援事業のPR！付随業務の売上増加！

1714 奈良県 フカセ種苗株式会社 4150001006713 非対面で家庭菜園初心者家庭の顧客獲得！PR動画作成と商品化

1715 奈良県 株式会社　井上組 6150001011521 自社ホームページ新規立ち上げに伴う新規顧客開拓事業

1716 奈良県 株式会社島田工務店 2150001011649 木質ペレット製造機導入による地域発サプライチェーン構築事業

1717 奈良県 hair make 楽髪 飼い主と愛犬に喜ばれるペットホテル開始事業

1718 奈良県 OKUCHI 地域初！口内ケアでウイルス感染症予防が出来るサロン事業

1719 奈良県 株式会社スプリード 7150001015075 刺繍業のオーダーメイドグローブと組編みドックチョーカー事業

1720 奈良県 グリーンベアーズカンパニー 顧客の価値ある物をリユースする仕組づくりのブランディング事業

1721 奈良県 興永建設株式会社 2150001006987 HP・SNSを活用し女性目線の設計を効果的にPRする

1722 奈良県 株式会社ウエブリーディング 9150001014463 LCCM（高性能・省エネルギー）住宅の販売促進事業

1723 奈良県 リボルト奈良 奈良県で唯一のリボルトカーコーティング施工店の販路開拓事業

1724 奈良県 株式会社ステラ 8150001015165 顧客満足度向上の為の個室リフォーム

1725 奈良県 ansol hair design 美容室が行う「まつげ育毛・まつげカール」による販路開拓

1726 奈良県 おうち保育室hissi-patch 商品のPR動画を製作し新規顧客獲得と事業拡大を目指す！

1727 奈良県 アイアンドアイビューティークリエーション コロナ過に対応した新規サロン獲得のための販促ツール制作

1728 奈良県 スマイル食堂。 弁当の宅配エリア拡大と生産性向上の為の空調設備改善

1729 奈良県 ゼンベ 地域密着のジムを目指し顧客満足度をあげ女性、シニア世代の集客

1730 奈良県 株式会社スギモト 5150001012900 コレクションを個人で取引する人向けネット広告・販売で販路開拓

1731 奈良県 Goodlife-100 整理収納、生前整理、防災に関する教室、講座の開催の周知、案内

1732 奈良県 北村酒造株式会社 8150001016056 酒粕の低温貯蔵による品質保持および通年販売で売上向上

1733 奈良県 福西和紙本舗 1300年伝統技術の継承と手漉き和紙の販路拡大事業

1734 奈良県 よしなや MIYUKIDONUTSはいかが？よしなやEVOLUTION

1735 奈良県 株式会社モンキ商店 5150001016166 酒小売店舗を「たこ焼き」イートインスペースへ、事業展開事業

1736 奈良県 Les　Vagues　（レ　バーグ） アートフラワーで可愛くなろう！髪飾りへの展開事業
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1737 奈良県 ふくもと牛乳店 ＳＮＳ・ホームページを活用した、新たな顧客層獲得事業

1738 奈良県 株式会社寺本木材 9150001012070 生産工程見直しと高付加価値化で、下請けから脱却事業

1739 奈良県 吉野山桜　近藤 オリジナルソフトの新メニュー開発と映えソフトへのリニューアル

1740 奈良県 有限会社里田輪業 9150002011311 急な大雪予想も怖くない！！タイヤチェンジの完全内製化事業

1741 奈良県 HiLash 長持ち&スピーディの新メニューと感染対策でお客様安心サロンに

1742 奈良県 南たたみ店 コロナ禍を打開する小さな畳屋の戦い！

1743 奈良県 いろは旅館・吉野葛本舗 理源堂 ウイズコロナ時代の新たな旅スタイルに対応した宿への改革

1744 奈良県 柳屋旅館 コロナからの回復を目指し旅館・きりこの販路拡大事業

1745 奈良県 有限会社池田鉄建 5150002011348 強みの施工技術を活かした周辺事業への進出と販路開拓事業

1746 奈良県 中平林業株式会社 8150001023267 特殊伐採技術集団が造る木工品「木工木好ブランド」の販路開拓

1747 奈良県 深吉野よもぎ 生産体制整備による新商品開発・販路拡大

1748 奈良県 MINE、Little oven 新規Webサイトの開設と製作体制整備による新規顧客獲得

1749 奈良県 Mothers Care 看板、チラシでカイロプラクティックを宣伝し、美と健康を実現

1750 奈良県 Casual dining INDIGO 店舗前面の改装と看板の設置で店舗販売を強化

1751 奈良県 西本設備工業 一般顧客をターゲットとしたロードサイト会社看板の設置

1752 奈良県 Noosa resort dining 南国リゾートを宣伝するトゥクトゥクに店舗への誘導看板を設置

1753 奈良県 信和自動車 コーティング事業で新規顧客獲得と得意様の囲い込みで利益を追及

1754 奈良県 天永商事 自社広告を行うことによる農家へ向けた燃料販売拡大計画

1755 奈良県 稲田酒造合名会社 2150003000369 奈良県初、樽熟成による新しい日本酒ブランド構築で家飲み応援！

1756 奈良県 メナードフェイシャルサロンアイシス いつだって綺麗でありたい女性へ向けたインスタ映えする広報活動

1757 奈良県 浅井農園 パッケージ開発と広報リーフレット作成で売上、利益率を向上

1758 奈良県 吉本バラ園 天理のバラ園プレゼンツ「バラを送るのが普通にカッコイイ」

1759 奈良県 三木スポーツ商会 店舗リニューアルで店頭売上強化による利益率向上計画

1760 奈良県 株式会社thank 3150001020938 立地を活かし、電飾看板設置で夜の売上げアップを図る事業

1761 奈良県 新立亭 印象に残る店頭より記憶に残る店頭で

1762 奈良県 ならろは 女性整体師の育成に向けたプライベートレッスン事業

1763 奈良県 H＆Dコネクト 多機能勤怠・労務管理システム開発・販売による新規顧客獲得事業

1764 奈良県 大和厚焼 真空包装機導入で生産量増　業者専門卸から一般消費者へ販路拡大

1765 奈良県 Car Factory Craft 鈑金塗装業務において最新の調色システム導入による生産性向上

1766 奈良県 4TH STREET トータルキャンプサポートの展開PR

1767 奈良県 AUTOWORKS 北也 ヘッドライトテスタの新規導入による車両安全点検の更なる内製化

1768 奈良県 DOI工業 赤外線カメラ搭載ドローンの新規導入による建築物の調査点検事業

1769 奈良県 NA DOOR 商品棚増設及び店舗改修に伴う商品陳列でのリニューアル化

1770 奈良県 ROCOCO relaxation salon 業務用脱毛機器の新規導入によるトータルエステサロンへの進化

1771 奈良県 TEAM VAMOS 特化型パーソナルトレーニングサービスの展開

1772 奈良県 ウエストプランニング お客様に愛され選んでいただける街の不動産屋としてのHP作成

1773 奈良県 てんりん こだわりの自家製麺開発と店舗の魅力発信事業

1774 奈良県 プレイフルマインド オンラインによる心理カウンセラー養成講座の展開

1775 奈良県 リサイクルショップ　ハローズ 骨董品専門の出張買取サービスの展開

1776 奈良県 農家カフェ　けやき 天理産の乾燥野菜でお手軽・ヘルシーメニューをご家庭にお届け

1777 奈良県 ツバメハウス 自社ホームページのリニューアルと外国語サイトの新設

1778 奈良県 松尾印刷株式会社 8150001021171 脱アナログ！！デジタル化印刷による事業継続作戦事業

1779 奈良県 かねはな堂 ネット販売推進による、オリジナル商品の販路拡大事業

1780 奈良県 リラクゼーションサロン MIMPI 40代以上の医療・介護従事者を対象として販路開拓

1781 奈良県 まこと屋カーサービス タイヤチェンジャーの導入で新規顧客獲得と売上向上

1782 奈良県 中井農園 糖度計の導入による奈良県天理産イチゴの高付加価値化

1783 奈良県 髪切り処楽 シニア層への白髪ぼかしサービスによる販路開拓と店内衛生管理

1784 奈良県 方有株式会社 8150001008565 ボールねじ修理で重量物を取扱い可能とする事による販路拡大事業

1785 奈良県 野守 nomori 新規顧客獲得に向けた意匠内装工事と広報活動の展開

1786 奈良県 ゲンシン郡山インター店 新設道路側の看板設置とHP制作で新たな顧客の獲得を狙う事業

1787 奈良県 有限会社おか天 5150002005639 新たな販促用パンフの作成と販促品の調達、配布、動的HPの構築

1788 奈良県 立吞処にわとり 宣伝広告と生産効率アップによる顧客拡大とテイクアウト強化

1789 奈良県 脇坂手袋製作所 ホームページの全面改良によるオリジナルブランド新製品の拡販

1790 奈良県 株式会社Marco 5150001020449 映えスポット設置で新規顧客獲得シャンプー台改装で売上アップ

1791 奈良県 江川自動車NARA 自動二輪車の納車・整備メンテナンスの生産拡大と生産性向上

1792 奈良県 スナップオンツールズ 設備撤去サービスの実施と内製化による生産性向上
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1793 奈良県 株式会社AK TEC 7150001021387 地域に根付いた企業を目指して新規販路開拓強化事業

1794 奈良県 さかえ食堂 コロナ禍における新規顧客の拡充及びテイクアウト事業で販路拡大

1795 奈良県 小梅 「１品もの」「鉢もの」の中食需要対応と家事応援事業

1796 奈良県 有限会社　近藤銘木 3150002011432 培ってきた特殊加工技術による五角六角箸の生産及び販路開拓事業

1797 和歌山県 谷山工務店 環境対策を考えた焼却炉の導入で新規顧客を確保する！

1798 和歌山県 有限会社中戸川商店 7170002010296 提案型経営への転換による顧客満足度の向上と売上拡大

1799 和歌山県 ガレージゴーイング 自店での修理点検サービスの新規展開による経営改善計画

1800 和歌山県 有限会社　赤善書店 3170002007008 賑わいのある本屋を目指して、ファサード改修事業

1801 和歌山県 吉松自動車 エーミング(特定整備)実施によるサービス向上計画

1802 和歌山県 久保縫工所 新製品のＯＥＭ供給による川下への進出事業

1803 和歌山県 有限会社　紀州煙火 1170002007125 自社ホームページ導入による売上増加計画

1804 和歌山県 悠真丸 最高機器を導入し、いち早く情報ゲットで顧客を増やします。

1805 和歌山県 ボディーショップTS ミラクルなシステムで中古車補修業への参入

1806 和歌山県 奏－かなでー 店内にカフェを併設し、リクエスト曲サービス事業開始

1807 和歌山県 特定非営利活動法人ええとこねっと龍神村 7170005004048 来店者サービスを円滑かつ恒常的に提供するための食洗機導入

1808 和歌山県 小川林業 高所特殊伐採設備の導入による新たな事業展開

1809 和歌山県 有限会社エコライフ 5170002009712 電気乾燥機で紀州備長炭を爆跳軽減備長炭に甦らせる

1810 和歌山県 弁天前定置水産株式会社 9170001011905 海の食文化承継のためのブランディングへの取り組み

1811 和歌山県 池田農園株式会社 3170001015853 目立つロゴの導入で消費者を引きつけ競合他社との差別化

1812 和歌山県 みちうえ農園 営業エリアを広げ売上増加を目指すため商品パッケージ改良事業

1813 和歌山県 重大屋由谷商店 コロナ禍でも地産地消で売上向上を計る事業

1814 和歌山県 臥薪嘗胆 自社サイト開設とチラシ配布によるガバナンスの可視化

1815 和歌山県 カレータナカ ローカルでスパイスカレーを楽しむための販路開拓と環境整備

1816 和歌山県 のだ鍼灸院 美容鍼特化型鍼灸院の認知度を高めるホームページ改修事業

1817 和歌山県 オフィスナカムラ コロナ後の消費者ニーズに適応する健康志向ドリンクの開発

1818 和歌山県 株式会社堂本組 6170001015586 HP作成による新規顧客の獲得と信用の裏付け

1819 和歌山県 北山製麺所 冷凍麺の新規取扱いによる、機会損失克服と販路開拓事業

1820 和歌山県 Bird～tenjinmae～ ターゲットへの利用シーン提供のための動画制作事業

1821 和歌山県 ＲＩＤＥ．ＳＵＲＦ ボードロッカー設置により、更に良い環境を提供し集客力向上

1822 和歌山県 BOTCH 店舗移転に伴う認知度の向上と回転率の向上！

1823 和歌山県 personal gym 4C 動画を使ったＨＰによるパーソナルジム新規顧客開拓事業

1824 鳥取県 合同会社　琴浦の恵み 9270003000763 地産地消料理の周知と少人数宴会への対応強化で集客数増加

1825 鳥取県 伊東家の食卓 コロナ禍打破！女性客のための店舗づくりによる売上向上計画

1826 鳥取県 有限会社井上電装 1270002004095 補聴器関連事業の促進による新規顧客の獲得と経営基盤の強化

1827 鳥取県 井上農園 商品の認知度向上と販路強化で市場価格に左右されない経営の安定

1828 鳥取県 合同会社やずメモリーパーク 2270003000910 建売式区画墓地の周知と認知度向上による新規顧客獲得

1829 鳥取県 木谷建具製作所 オリジナルキャンプ用品の開発による販路拡大計画

1830 鳥取県 美容室VIVACE 店舗環境の改善及び新サービスの展開による顧客・売上の拡大

1831 鳥取県 美容室個星 UFB水を使用したメニュー提供による顧客拡大及び客単価上昇

1832 鳥取県 株式会社サンライズオート 3370301002580 展示場開設で認知度アップによる販路・売上拡大

1833 鳥取県 蓬莱 地域の高齢客・家族連れの利便性向上と会食ニーズへの対応事業

1834 鳥取県 エヌ・フォレストリー 町外潜在顧客に向けた当社特殊技術の情報発信による販路開拓事業

1835 鳥取県 株式会社たんたん 4270001005455 ホームページ・動画による情報発信強化とテイクアウトの販路開拓

1836 鳥取県 CROWD SURF SUPフィッシングスクール開始による販路開拓

1837 鳥取県 株式会社Float 3270001006264 天然精油を活用したFloat独自ブレンドで創る香水の試作開発

1838 鳥取県 mof. オンラインと対面強化の新規学習による顧客獲得及び業務効率化

1839 鳥取県 build works有限会社 2270002002750 造作家具の品質・生産性向上、認知度向上と新規客獲得で売上増！

1840 島根県 エスペランサ 「体に優しい」「来店しやすい」店舗づくりによる集客力強化事業

1841 島根県 株式会社　山田建築 4280001008234 自社ホームページを開設し地元密着型工務店を目指す。

1842 島根県 なかがわ鍼灸院 「駅前への開院」を周知し新規顧客を獲得します

1843 島根県 吉田自動車 若年層へ販路開拓を狙った、店内改装とキッズスペースの設置事業

1844 島根県 中祖商店 飯南町アンテナショップでの「しまねのお酒」販売事業

1845 島根県 株式会社O.R.C 3280001008086 適時適切かつ効果的な情報発信の整備による自社認知度向上事業

1846 島根県 アトラクティブ 店舗バリアフリー化と中高年向け美容商品提案による集客拡大事業

1847 島根県 有限会社　岸本建築 3280002002815 FPの家の魅力を対外的にPRする事による新規顧客獲得事業

1848 島根県 いざかや吉 新メニュー提供と販売・情報発信を強化して売上アップ！
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1849 島根県 石田食品 豆腐製造ノウハウを活用した観光事業の展開による販路拡大事業

1850 島根県 有限会社梅林商会 6280002004651 修理メンテナンスの受注および除雪機販売強化に係る販路開拓事業

1851 島根県 出雲多伎ブルワリー 多伎町産クラフトビールの販路開拓事業

1852 島根県 青柳 目で見て楽しめる料理による夏場の観光客集客事業

1853 島根県 藤原写真館 屋外特化型撮影（ドローン空撮）の開始による新規顧客獲得

1854 島根県 そのやま商店 神社のイメージに合った新商品開発と店舗改装による販路開拓事業

1855 島根県 有限会社さいとう薬局 3280002004695 処方薬の配達サービスPRならびに店舗周知による販路拡大事業

1856 島根県 株式会社新泉企画 4280001007789 自社の強みを活かせる民泊事業への新規参入と体制整備等の取組み

1857 島根県 ヤクモレコード メンタルヘルスケア事業強化に係る販売と情報発信の拠点づくり

1858 島根県 有限会社東洋自動車 7280002001540 ＷＥＢで当犬舎の認知度を高め、可愛い仔犬を紹介して販売強化

1859 島根県 有限会社岡村工務店 5280002008884 「島根旭町から全国へ。国産キクラゲをオンラインで届ける」

1860 島根県 アオキ農機 屋外展示場を新設することによる中古農機具の販路開拓事業

1861 島根県 有限会社　なべや旅館 1280002002742 アフターコロナを見据えたホームページの構築による販路拡大事業

1862 岡山県 有限会社やぶもとプレス 6260002031557 新製品キッチンカーやフードトラックの作製・販売による売上拡大

1863 岡山県 片山重機 高齢化が進む地域を守る“草刈りサービス”の開始とＰＲ

1864 岡山県 西山 孝義 店舗誘客に向けた看板設置とホームページ制作による新規顧客開拓

1865 岡山県 山のピザ屋　ぷらてりーあ トイレ新設による女性客の不満解消とＨＰ開設による集客力アップ

1866 岡山県 ＯＨＡＮＡ オトナ女性に新サービスによる髪質改善効果をＰＲして販路開拓

1867 岡山県 礒山企画 Ｂ級品野菜活用の（仮称）「乾燥野菜ふりかけ」の商品開発と販売

1868 岡山県 株式会社大地コーポレーション 1260001012075 地盤改良技術の高度化と営業力の強化

1869 岡山県 株式会社コーチプレシャス 3260001023426 子育て世代の親向けオンラインセミナーのHPによる販路開拓事業

1870 岡山県 なかがわ動物病院 ホームページ等を活用したペットのトータルサポート体制のPR

1871 岡山県 にこまる整骨院 ホームページ開設による集客の安定と情報発信力の強化事業

1872 岡山県 ＭＭＬａｂ．３４０ ポストミシン導入による生産効率の向上と自社ブランドの販促強化

1873 岡山県 株式会社モリナリー 8260001025822 高齢者を支えろ！金属加工業でバリアフリー化！建設業への挑戦！

1874 岡山県 meguri 最新筋肉強化・痩身マシン導入による販路開拓と顧客単価アップ

1875 岡山県 株式会社にき塗装 7260001031490 ヴィンテージ風ウッドの製造販売のためのショールーム開設

1876 岡山県 株式会社ライフラインクリエイト 8260001011509 超音波流量計の導入による調査業務の拡大と効率化の推進

1877 岡山県 油圧技研株式会社 8260001017992 携帯可能な溶接機導入による現地完結型のメンテナンス業務の確立

1878 岡山県 有限会社美絹糸院 9260002029202 ブランド衣類・皮革製品に特化した染色補正サービスの開始

1879 岡山県 タムラテクノ株式会社 3260001033805 新規顧客開拓、営業基盤強化のためのホームページ開設

1880 岡山県 有限会社オノ 7260002002318 こだわりの美容サービス等の付加価値を情報発信する販路開拓事業

1881 岡山県 森の駅まにわ 産直ＥＣ市場の中で売上拡大を目指すぶどう販売ＥＣサイトの構築

1882 岡山県 あゆむ 企業（ハウスメーカー等）をターゲットとした情報発信強化事業

1883 岡山県 木村家株式会社 9260001036100 道路沿いに大きく目立つ看板をつくり、顧客獲得に繋げる

1884 岡山県 旬菜魚庵　福よし 低温管理の冷蔵庫で新メニュー提供し専門性を高め新規顧客獲得

1885 岡山県 Reeele株式会社 3260001035727 ホームページの設置とパンフレット制作による販路開拓 

1886 岡山県 Botanical　House　福輪 ビニールハウス導入による自社オリジナルの交配苗の提供に向けて

1887 岡山県 Asai Farm & Molln 安心安全な農産物の周知と販売促進

1888 岡山県 YASUHIRO機械工具産業株式会社 4260001033639 積替保管業務拡大と新規取引先獲得のためのPR事業

1889 岡山県 リフレッシュケアサロンりんりん ホームページ、チラシによる認知度の向上と新規顧客開拓

1890 岡山県 酒の清水屋 プレミアム商品販売強化に伴う店舗照明のＬＥＤ化

1891 岡山県 味心　逆瀬川 赤磐の鰻と岡山の名品で知名度向上和食屋から鰻料理の店への転換

1892 岡山県 花カフェ 小麦の香りを生かした毎日食べたいパンを美星町に！

1893 岡山県 ファームガレージ株式会社 8260001021342 ロボット草刈機を活用した草刈代行サービスによる販路開拓

1894 岡山県 森田醤油醸造元 味噌の製造委託拡大のための生産性向上と新規顧客獲得事業

1895 岡山県 キンデル．パーク HPのリニューアルとＳＮＳ活用による集客で売上アップ

1896 岡山県 トミナガ塗装 足場設置の内製化による営業利益の改善と機会損失の防止

1897 岡山県 髪切処といろ 店舗の認知度向上と集客を目的とした看板設置・チラシ配布

1898 岡山県 おやつの時間アトリエ 台湾カステラとアニバーサリーケーキ予約注文の新規顧客開拓

1899 岡山県 Nigella 大人女子のためのトータルビューティ強化による新規顧客開拓

1900 岡山県 新宏軽鋳造有限会社 2260002015134 HP作成で販路開拓、非対面化で県内外へ新規顧客獲得

1901 岡山県 サロンドサラスヴァティ 中高年齢層向けアンチエイジングの新サービス実施による売上増加

1902 岡山県 合同会社あば村 1260003001539 グランピング場店舗の構築とＰＲにより地域外需要を獲得

1903 岡山県 有限会社廣安瓦建材 3260002011792 室内リフォーム工事請負強化のためのホームぺージ改修

1904 岡山県 畑丈 キッチンカーによる営業拡大とメニューの強化
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1905 岡山県 原屋根工事 板金工程の内製化による屋根工事の受注増加と生産性向上

1906 岡山県 かなでや 在日外国人とシニア層へ向けた新たな販促活動とアプローチの開始

1907 岡山県 ＯＫ企画設計事務所 既存の技術を生かしたアイデア木製製品の開発及び製造販売

1908 岡山県 一級建築士事務所にしだ建築工房 「暖談庵」を活用した古民家リノベーション事業の拡大

1909 岡山県 岡山汽力株式会社 7260001012796 「仕事の見える化」と「新規顧客開拓」

1910 岡山県 有限会社えんぜる 9260002012091 薬の登録販売者のおがくず酵素風呂の活用による新規顧客獲得計画

1911 岡山県 佐藤果樹園 桃の一時保冷庫導入による総生産数の増加と新商品開発で売上拡大

1912 岡山県 グルーミング　スタジオ　ブルーム シャンプーマシンの導入による老犬の負担軽減メニューで売上拡大

1913 岡山県 アイアン工房CAMP SHOP アイアン製品のブランド化に向けた新たな発信手法による販売促進

1914 岡山県 有限会社中島工業 6260002007177 ホームページ開設による事業の認知度向上と売上高の増加

1915 岡山県 株式会社哲多すずらん食品加工 7260001019288 商品の魅力を倍増させる化粧箱の作成によるアイキャッチ効果増大

1916 岡山県 アルモ 美容室でできる脱毛サービスで売上向上！

1917 岡山県 環山堂株式会社 3260001012890 企業向けDM、個人向けInstagram活用でEC売上向上

1918 岡山県 玉野音楽教室 グループレッスンのできる音楽教室の開校と販路開拓

1919 岡山県 グリーン・ビレッジ 食べて健康になる！「きくいもパウダー」の商品化と販売促進

1920 岡山県 ウッドワーク　モリ 生産性向上を行い積極的営業活動により事業の持続的発展を目指す

1921 岡山県 株式会社備中屋 4260001028531 ＥＶ車両レンタル事業を育てることで地域の課題解決を図る

1922 岡山県 株式会社三宅製菓本店 3260001018987 店舗改装と店舗オペレーションの改善により店売の強化を図る

1923 岡山県 藤森自動車整備工場 車検・整備点検サービスの強化にともなう新規顧客の獲得

1924 岡山県 有限会社アビリティ岡本 6260002030286 WEB広報の強化による自社PRと新規顧客の獲得

1925 岡山県 あいコン実行委員会 縁結びフォトブースの設置と結婚準備サポートの取り組み

1926 岡山県 有限会社フタワカ電気工事 3260002034034 ウェブサイトによる別荘利用者へのダイレクトマーケティング作戦

1927 岡山県 禾 ネット販売システム強化による商品背景の「見える化」事業

1928 岡山県 石田鮮魚店 消費者ニーズに合致する真空包装パックでの鮮魚販売

1929 岡山県 ビリオンアップ DIYに特化したアパレル＆グッズ販売のためのECサイト開設

1930 岡山県 株式会社湯郷ホスピタリティ 5260001025809 温泉むすめのコンセプトルームによる、高単価な新規顧客の創造。

1931 岡山県 イシヤマユウエン合同会社 1260003002396 新市場開拓戦略、カカオ商品ＢｔｏＢ参入事業

1932 岡山県 simple＆co. 訪問美容と、福祉車両で送迎可能な美容室の開業

1933 岡山県 芳田汽船有限会社 3260002032129 家族旅行客のニーズに応える心地よい空間づくりとメニュー開発

1934 岡山県 株式会社ワン・エニー 7260001011336 サステナブルファブリック及びオリジナルブランドの販路開拓事業

1935 広島県 ヘアーサロン・タナベ 高齢化に対応し利便性向上を図り、顧客を囲い込むための店舗改修

1936 広島県 上下スズキ自動車 新型車の整備に適した設備の導入・告知による売上と利益の向上策

1937 広島県 株式会社　山田商事 4240001036924 新型の自動車リフト導入などによる販路開拓事業

1938 広島県 株式会社ディーエムティー 2240001049052 「ネットサービスを最大限活用した当社情報を周知するHP作成」

1939 広島県 キッチン俺ん家” ニーズの変化に対応したテイクアウト事業への本格参入

1940 広島県 和菓子　有福堂 「買えない」からの脱却！高機能ガス式オーブン導入で満足度向上

1941 広島県 きさ食堂 ランチ強化のためのとん平丼の開発と鉄板増設による生産性向上

1942 広島県 Happy＋ 新規事業！IoT技術を活用した各種代行サービスで販路拡大！

1943 広島県 clear 開業2年目　サービス提供体制の拡充による販路開拓

1944 広島県 有限会社田室自動車販売 7240002010181 最新設備導入による外部依存の低減と視認性向上による販路開拓

1945 広島県 合同会社とこらぼ 7240003005040 食品乾燥機による新商品開発と自動販売機やHPによる売上増加

1946 広島県 Puchi green 増毛エクステのアピールによる売上増大計画

1947 広島県 株式会社ＣＵＥ　ＲＥＡＬＩＺＥ 5240001058901 プロレスで地域活性化　REALIZEプロレス旗揚げ

1948 広島県 株式会社亀本管工事 7240001026823 水回りリフォーム事業のHP等での情報発信力強化と新規顧客開拓

1949 広島県 小林農園 チラシの作成による販路拡大と、リピート客の獲得

1950 広島県 Vita comoda ３Ｄ ＣＡＤソフト導入による販路拡大計画

1951 広島県 中国料理　万福 新規設備導入による新たなテイクアウト商品の販路開拓事業

1952 広島県 オールワークス ホームページを活用した新事業の販路開拓

1953 広島県 介護タクシーキララ 新設備の導入による対応力の向上を図り新規顧客を獲得する

1954 広島県 アヴェニュー 新規顧客の獲得及び販売促進による経営の安定化及び持続的発展

1955 広島県 岡崎建設 理想の金属製品を実現し販路開拓するための設備導入

1956 広島県 太陽電設株式会社 2240001024773 融着機の導入で光回線の保守メンテナンスに対応する

1957 広島県 株式会社ニイダ 5240001024655 自社HPのリニューアルで情報発信強化と取引先獲得を目指す

1958 広島県 とみつね カフェ営業による売上増と民泊との相乗効果による新規顧客の開拓

1959 広島県 心花 飲食事業における集客力向上に向けた看板の設置

1960 広島県 縄手自動車 先進技術搭載車の車検・板金ワンストップ施工をHP・看板で宣伝
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1961 広島県 整体施術院かめや 新店舗運営による売上30％向上及び整体師の育成を図る

1962 広島県 株式会社ミチコーポレーション 4012701007574 オンラインライブやレコーディングが出来るライブカフェの構築

1963 広島県 株式会社ＬＩＭ 9240001046092 清掃業者が除菌業務に新規参入し、長期的な事業拡大の実施

1964 広島県 倉本杓子工場 海外向け販路拡大のための設備導入による生産体制整備

1965 広島県 サカタスポーツ パークゴルフ専門店としての認知度向上と売り場の充実

1966 広島県 チョークアート教室Robina 自社商品開発による売上高向上事業

1967 広島県 あき窯業株式会社 4240001024714 自社HP開設による認知度向上と販路開拓の実現

1968 広島県 沖山工房 江田島焼窯元の自社工房を使った陶芸教室の新規顧客獲得計画

1969 広島県 Haruru hair room 地域初のマイクロバブル水を利用したヘア施術による新規客獲得

1970 広島県 大﨑建設 溶接機と発電機導入による土木工事・耐震工事への対応と販路拡大

1971 広島県 有限会社ぼうだ 1240002028378 差別化の実現と新規顧客の獲得

1972 広島県 株式会社かがやきフーズ 6240001051673 ラッピング広告での認知度向上とHPへの誘導による新規顧客獲得

1973 広島県 株式会社リ・カムアクロス 8240001023489 満点の星空を眺めながら入浴できる屋外薪風呂の設置と広告　

1974 広島県 メディカルエステReme CS向上の為の機械導入とホームページ開設等による販路拡大

1975 広島県 エフォート ホームページ作成で売上・集客アップ！新規お問い合わせも獲得！

1976 広島県 アルファ 減少した顧客を美容室へ取り戻す！～来店客回復への取組～

1977 広島県 おはしとこむぎ バリアフリー化工事等でターゲット顧客の顧客満足度向上を図る

1978 広島県 有限会社　上田忠 1240002035085 自家製の金時豆あんを使用した「煮豆あんこタイ焼き」の開発販売

1979 広島県 もみほぐし＋α もみほぐし＋新サービスを提供するための機器の導入

1980 広島県 薬の店はつやま 販路拡大の為の新たな脱毛事業の広報とホームページのスマホ対応

1981 広島県 きらく鍼灸院 新規顧客層獲得のための新たな治療器具導入と広報PR活動

1982 広島県 株式会社　ミウラ 8240001052455 小顔に見えるカット技術習得の訴求による顧客拡大事業

1983 広島県 ケイエイチ・ソリューション 「野球塾」ホームページ開設による新規受講者の獲得事業

1984 広島県 株式会社くるま工房匠 5240001018590 個人ユーザー獲得の為の自動車整備環境の構築

1985 広島県 オフィスKanna 自社の看板商品となる歯科の予防製品等の試作品開発と改良

1986 広島県 有限会社高岡モータース 3240002029548 ネット活用による既存顧客との結びつき強化で新規顧客を獲得

1987 広島県 美容室テスタロッサ 髪の悩みに寄り添える、ソムリエが常駐する美容室の訴求事業

1988 広島県 株式会社　タナカ住建 4240001015572 戦略商圏からの顧客獲得のためのピンポイントでの販売促進の実施

1989 広島県 あゆみ不動産・隆松堂 生産量の増加に伴う販路拡大の実現

1990 広島県 イシケン株式会社 3240001029846 新設備（ミシン）導入による新商品開発、並びに生産性の向上

1991 広島県 HAIR SALON SUNNY 創業に伴う新規顧客獲得のための広報戦略

1992 広島県 菊田農園 カフェ事業開始に伴うトイレのリニューアルによる売上増加

1993 広島県 ヘアースタジオ Ｋ２ 「安全・安心・快適」な理容空間に改装し、新規顧客を獲得する

1994 広島県 合同会社シロカンパニー 2240003004121 コロナ禍と立地の影響を避けるためネット販売を強化した安定経営

1995 広島県 Holly’s(ﾎﾘｰｽﾞ） カウンセラーによる、子育てママ向け情報発信と非接触営業活動

1996 広島県 ふあり 創業計画とのギャップ改善のため育毛に特化したヘッドスパを導入

1997 広島県 株式会社エコデザイン工房 1240001016631 専門性を訴求した工務店への移行で他社との競争を回避し収益改善

1998 広島県 有限会社ティー・エム・シー・かわもと 6240002010694 地域不動産売却者向けホームページ構築による媒介受託事業

1999 広島県 株式会社元氣ファクトリー 3240001041867 創業17年目　需要の掘り起こしと商圏の拡大による販路開拓

2000 広島県 お好み焼き　あきな 感染予防対策で安心安全　カラオケと会話も楽しめるお好み焼き店

2001 広島県 有限会社栗栖建設 3240002029641 当社の強みをわかりやすい動画でPRし、工事の受注につなげる

2002 広島県 株式会社やまのまんなかだ 6240001054874 理念に共感していただくファンの獲得による直接販売増加

2003 広島県 佐方荘 顧客との接触機会を増やすための宣伝広告事業

2004 山口県 みとう整骨院 ネットショップ構築型HPへのリニューアルによる新規顧客獲得

2005 山口県 有限会社　寿司満 4250002020133 コロナ禍における安心・安全なお店づくりのための改修工事

2006 山口県 ゆうなんどうぶつ病院 新規医療機器導入による新規顧客の開拓及び客単価向上

2007 山口県 有限会社尾中鉄工所 7250002000371 新事業展開に伴う販路開拓のためのホームページ・会社案内の作成

2008 山口県 hair＆make thekku 最新パーマ機の導入で提案の幅を広げて客単価アップ

2009 山口県 合同会社　網代 2250003002289 料理店の新事業展開（テイクアウト・ちょい飲み）による販路開拓

2010 山口県 藤屋～fujiya～ 温泉旅館の宿泊業停止による未使用の浴場の有効活用！

2011 山口県 阿知須整骨院 店舗入り口リニューアルによる新規顧客獲得（販路拡大）

2012 山口県 白木家電ガス株式会社 4250001011884 3Dのリフォーム提案ソフトの導入による新規顧客獲得事業

2013 山口県 白法山 製造部門の商品パッケージ刷新による新規顧客獲得事業

2014 山口県 藤谷渡船 渡船の安全性向上となる設備投資と新たな販路開拓

2015 山口県 株式会社神東ファーム 5250001018565 瀬戸内マイヤーレモンのPRおよびネット販売による販路拡大事業

2016 山口県 希海 クエの泳がせ釣りで顧客満足度の向上と差別化を図り売上拡大
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2017 山口県 榮屋 周防大島名物「榮屋のいりこみそ」の改良及び通販事業展開

2018 山口県 ラフティングNEO 新事業『リバーSUPツアー』実施による新規顧客の獲得

2019 山口県 イラストレーターはしこ 東京で開催される商談会参加や持ち込み営業による販路拡大事業

2020 山口県 Private Salon SoLua SNSを活用した宣伝広告および感染対策の強化

2021 山口県 HEKIおひさまファームくるる 苺ネット通販サイト新設とそれに伴うパッケージデザインの刷新

2022 山口県 有限会社ビ庵 3250002019119 新商品クリーミーはちみつの開発とネット販売の促進

2023 徳島県 宇津米穀店 設備導入による顧客満足度向上と販路拡大

2024 徳島県 美波タクシー株式会社 5480001011522 チラシ・パンフレット配布による介護タクシー認知度向上計画

2025 徳島県 佐々木たたみ店有限会社 5480002001893 高齢者の転倒・転落時の衝撃を緩和させる畳製品の開発及び広報

2026 徳島県 cafeオリジン 店舗空きスペース改修による集客力向上事業

2027 徳島県 原田鉄工所 「溶接素材の多様化による需要拡大と新規顧客獲得事業」

2028 徳島県 ナリス化粧品 猪子販売店 痩身エステ部門新設と部位別低額エステ提案による販路拡大事業

2029 徳島県 ミヤタデザイン有限会社 7480002005703 大判サイズの看板広告製作及び生産性向上に向けた新規機械導入

2030 徳島県 舌笑 女性客と観光客が集える地魚が美味しい店とテイクアウトの展開

2031 徳島県 松下モータース 工場棟照明増設工事による照度アップで回転率向上＋収益UP！

2032 徳島県 曲製茶工場 山城町産烏龍茶を製造販売するための殺青機の導入

2033 徳島県 株式会社岡本織布工場 8480001008111 阿波しじら織り生地と藍染デニム生地のWEBを使った販路拡大

2034 徳島県 豆ちよ焙煎所 バックヤ－ドの整備による、ＥＣ事業強化と交流スペ－ス整備事業

2035 徳島県 キネトスコ－プ社 山林に廃棄される資源を有効活用した商品開発

2036 徳島県 藤本オートサービス タイヤ交換サービスの内製化とSNS活用による新規顧客獲得事業

2037 徳島県 半田ボデー 先進安全装備を備えた自動車への対応等による一貫整備体制の構築

2038 徳島県 中華レストラン 陽錦楼 トイレの洋式化でイメージアップを図り、集客も売上もアップ！

2039 徳島県 Pan de PaPa オリジナルポイントカードで当店のファンを増やし、売上も増やす

2040 徳島県 カメラのきたじま 町の写真屋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

2041 徳島県 イラストレーターならの アニメーション分野での認知度向上ならびに情報網強化事業

2042 徳島県 有限会社　香蘭キムチ 4480002012454 本格韓国焼肉専門店のテイクアウト参画事業

2043 徳島県 那賀乃坊 少人数利用と新たな顧客層を獲得するための看板リニューアル

2044 徳島県 尾田木材有限会社 5480002011760 新ブランドONBOKU（温木）の販路開拓事業

2045 香川県 キャットリビングナナ 新たな収益確保に向けての猫グッズの開発事業

2046 香川県 ROSSO お肌診断機導入による「スキンケア販売強化」の実施

2047 香川県 大正そば 店舗改装でより利用しやすい店舗作りを目指す

2048 香川県 株式会社鯉滝流通サービス 9470001018696 事業を拡大するための営業基盤の整備にかかる取り組み

2049 香川県 ニューおりんぴあ ニューおりんぴあ改装・インスタグラム広告を活用した集客事業

2050 香川県 ここち ここちカフェスペース整備事業

2051 香川県 濵内朱美社会保険労務士事務所 オンラインによる新規顧客獲得と来所型事務所への改装事業

2052 香川県 株式会社　GOROCUBA 1021001046723 ＨＰ・ＥＣサイトを活かした宣伝・販路開拓

2053 香川県 パソコン屋ゆめ工房 データ保存媒体の廃棄処理による信頼関係向上

2054 香川県 コトラトラ珈琲 「石窯焙煎コーヒー」を開発し、集客力強化、顧客の固定化を図る

2055 香川県 株式会社　新冥王 4470001015665 新事業の災害の早期復旧支援事業と災害に強い新商品販売PR事業

2056 香川県 三野トーヨー住器株式会社 5470001005310 環境に適応し、事業継続のための一般ユーザー向け直接販売強化

2057 香川県 株式会社　ミゾブチ家具 9470001005414 主力商品変化！ブランドイメージ転換のためのHPリニューアル

2058 香川県 株式会社　HAS 5470001015391 外部環境の変化に即した商品のPR強化による販売拡大

2059 香川県 綾菊酒造株式会社 4470001006887 ホームページ更新による新規顧客獲得とリピーターの増加

2060 香川県 株式会社 ティーズ 2470001015114 サービスの高機能・高付加価値化による解決型文房具店の基盤構築

2061 香川県 四季はりきゅう院 ターゲットに届け！古民家鍼灸院の認知度アップ事業

2062 香川県 にお整骨院 ホームページ開設による認知度・売上向上計画事業

2063 香川県 224ワイナリー株式会社 3470001018693 ワイン製造に伴う省力化及び衛生面の向上＆商品の周知

2064 香川県 ドリームシップ・カンパニー 受講生を増加させるホームページ及びショート動画制作事業

2065 香川県 かわひがし整骨院・整体院 疼痛緩和治療における差別化のための超音波治療器導入

2066 香川県 さぬき岡本焼　讃峰窯 販売展示場を活用した「さぬき岡本焼」の提案強化事業

2067 香川県 Nプラス 10年後の未来へ！効率化及び認知度アップによる売上向上事業

2068 香川県 合同会社　Ａｎｎａ　Ｍａｋａｒｉｏｓ 8470003001841 コロナ禍における非接触型の販売促進

2069 香川県 瀬戸内オリーブ園株式会社 5470001018163 ifia JAPAN2022出店よる新規販路開拓

2070 香川県 株式会社にしきや 5470001008189 地元香川県産食材を活用した店舗販売用及び土産用餃子の製造販売

2071 香川県 夢民 客室リニューアル及び案内看板設置による顧客満足度向上施策

2072 香川県 有限会社ミキハウジング 8470002014407 古材ショールームを活用した古民家リフォーム事業の展開
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2073 香川県 とりはな コロナ禍に打ち勝つ新メニューのテイクアウト事業

2074 香川県 メガネプラザアイ 新機器導入によるサービス向上と安心安全な店作り

2075 香川県 有限会社桂華堂商店 1470002013217 店舗改装による観光客・新規顧客獲得事業

2076 香川県 船井孝行税理士事務所 来所しやすい事務所づくりと広告宣伝

2077 香川県 DOG COTTAGE RUN-RUN 新聞折込の実施と店舗リーフレットの作成

2078 香川県 佳杜 人生100年時代、医食同源「オーダーメイド薬膳」販路拡大事業

2079 香川県 平成機械 和売上向上作戦 -高圧清浄機等導入による販路開拓-

2080 香川県 山本写真店 真空包装機導入による燻製開発とネットでの販売力強化

2081 香川県 JET’S HAVAS seaside 三豊の海岸線を巡る電動キックボードの販売力強化事業

2082 香川県 有限会社多田石油 5470002016926 タイヤ組換え作業による給油販売依存の脱却と経営基盤の強化

2083 愛媛県 有限会社船原石油 2500002008798 タイヤ販売・交換においてサービス向上と新規顧客の獲得

2084 愛媛県 DIGダンススクール 広報活動とダンスイベント機会の増加による新規顧客開拓

2085 愛媛県 Monte　Cappuccino ＨＰ開設による情報発信及びサービス向上に繋がるシステムの整備

2086 愛媛県 中平ファーム合同会社 9500003002447 個人客等の新規顧客獲得のための設備導入事業

2087 愛媛県 ｉｉｎｏ美容室 「行きやすい・安全な」店舗づくりで来店頻度の向上

2088 愛媛県 株式会社和光ワールド 3500001006678 SDGsに合致した乾燥きくらげの紙パッケージへの変更事業

2089 愛媛県 有限会社あまやの浜 5500002000001 上質な滞在環境と安心・安全な安らぎの空間づくり

2090 愛媛県 GOOD MORNING FARM 増設した加工場用の「殺菌庫」導入による業務生産性の向上

2091 愛媛県 クラブハウス中須賀 ラベルプリンター導入で、商品の多様化対応と生産性向上

2092 愛媛県 中谷モータース 最新技術・設備に対応可能な機器導入による販路開拓事業

2093 愛媛県 安延遊漁 船上の快適空間の創出による顧客満足度向上による集客力強化

2094 愛媛県 株式会社　UM建築スタジオ 2500001021901 新事務所への看板設置とコロナ対策による売上拡大計画！

2095 愛媛県 グッドヒアー合同会社 5500003002756 補聴器アプリ「イヤーブースト」の周知と販路開拓。

2096 愛媛県 カフェ　アンフィル ＨＰ・ＥＣサイト構築による販路開拓事業

2097 愛媛県 株式会社満足 6500001020379 店舗の存在アピール戦略による来店客増加で受注アップ

2098 愛媛県 赤宗理容所・サフラン美容室 エステサービスの集客力向上のための駐車場整備

2099 愛媛県 株式会社ひのまる工務店 2500001023939 新規顧客開拓のため広告用LPと自社WEBサイト制作

2100 愛媛県 アクロス 水耕パネル洗浄機及び苗箱洗浄機の導入による生産性の向上事業

2101 愛媛県 松前餃子 新商品販売及びイベント開催のための広告宣伝及び店内改装事業

2102 愛媛県 有限会社清伸産業 3500002008525 ニューロータリーポンプ導入による基礎工事の効率化

2103 愛媛県 トライアド 店舗トイレの洋式化による顧客満足度の向上で新規顧客を獲得

2104 愛媛県 amitie ウィズコロナ対応の設備導入による感染防止対策と販路拡大の両立

2105 愛媛県 末広自動車 低床フロアジャッキーの導入による販路開拓

2106 愛媛県 有限会社大幸 6500002015080 カーコーティング・洗車サービスの提供による新規顧客獲得事業

2107 愛媛県 近藤工機 新事業確立のための業務効率化による販路開拓

2108 愛媛県 株式会社　今井工務店 6500001009224 オフラインのプロモーションを強化し、効率的な集客に繋げる事業

2109 愛媛県 渡邉工務店 空き家リフォームによる販路開拓

2110 愛媛県 Cahaya Bail Spa 勝縁 ＋α　体験型の思い出に残るお店へ

2111 愛媛県 大塚牛乳販売店 新商品取り扱いによる宅配事業の強化、新規顧客獲得事業

2112 愛媛県 愛媛宝石材 墓石増産体制の確立のための設備投資事業

2113 愛媛県 萩尾産業有限会社 6500002022102 土地管理を通じた持続可能な地域社会の実現

2114 愛媛県 西山建設株式会社 1500001014906 バックホウの導入による耕作放棄地・空家対策ビジネスの実施

2115 愛媛県 ヘアーサロンシミズ 移動式シャンプー台導入による顧客満足向上と新規顧客獲得

2116 愛媛県 翠笑 仕出し提供・店内環境をPRし新規顧客獲得

2117 愛媛県 Garage・AR エーミングツール導入によるASV車整備事業の開始

2118 愛媛県 スズキボデーショップ スキャンツール導入による自社内製化の実現と新規顧客獲得

2119 愛媛県 SweeＴomato 野菜ソムリエプロによる野菜デリ＆サラダのテイクアウト事業開始

2120 愛媛県 合同会社メニークエスト 2500003001785 EC向け新商品開発及びSNSマーケティング展開による販路拡大

2121 高知県 株式会社ACTIVE AUTO 2490001010030 工場のLED化による品質向上と接客スペース設置による店舗整備

2122 高知県 株式会社　玄米発酵生活 2490001009741 手づくり味噌を製造し、和食・発酵文化を後世に残していく

2123 高知県 KOKUZOUオート 二柱リフト導入による売上増加と経費圧縮

2124 高知県 明石モータース 最新型スキャンツール導入によるサービスの強化と販路拡大事業

2125 高知県 Relaxation Salon Azur. 新規顧客集客の為の広報及びサービス強化に必要な設備導入

2126 高知県 ほっか菜しまさき 新規設備導入による生産性の向上、販路拡大による経営力強化

2127 高知県 仁淀アドベンチャー 大型ボートの導入により広がるアクティビティの可能性

2128 高知県 株式会社ツボイ 6490001008962 キクラゲ菌床の3段活用計画



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 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7回締切分採択者一覧

※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あげます。

2129 高知県 ラブアンドピース 感染リスク低減と顧客回転率増加の為の業務用スチーマー導入事業

2130 高知県 うどんの庄真田 人手不足の解消と顧客満足度の向上を目的とした設備導入計画

2131 高知県 Dog and Sea 手作り鹿肉ドッグフードの商品改良と新規顧客開拓、SDGs貢献

2132 高知県 クボタデンキ LED工事用工具類の導入による業務効率改善と売上増加事業

2133 高知県 脱毛サロンkai HPの開設とチラシ等の配布による新規顧客の獲得事業

2134 高知県 Sugimoto farm 6次産業化に向けた設備の導入による新規顧客の獲得事業

2135 高知県 高知ビニール株式会社 9490001001205 プラスチックリサイクル粉砕工程を監視するAIソフトウェア開発

2136 高知県 森の中の整体屋さん 客数増加と感染症対策の徹底のためのユニットハウスの導入

2137 高知県 高知くるま旅レンタカー 折り込みチラシとCM実施により認知度向上と県内客の獲得を図る

2138 福岡県 みどりの館 地元産蕎麦を使用した蕎麦メニュー復活による販路開拓

2139 福岡県 藤米穀店 色彩選別機導入による飲食店及び事業所との取引拡大・販路開拓

2140 福岡県 happy mother life 子育てとママ起業の完全オンラインサポート化に向けた販路開拓

2141 福岡県 器家EMU 保育園向け0歳から年長までの継続した陶芸教室

2142 福岡県 MAVIE 海外ファッション輸入で女性の個性を活かすアパレル用品の販売

2143 福岡県 Ka　Pilina まつ毛エクステンション・パーマの施術開始による顧客層の拡大

2144 福岡県 有限会社　荻野機工 4290002043444 切断作業効率化で生産性を向上！頼れるサプライヤーへ向けた挑戦

2145 福岡県 マルイチ 2代目の挑戦！新調理機器により商品開発を急ぎ売上と原価率改善

2146 福岡県 株式会社イン&エムスクエア 7290801025482 伝えることにこだわったパンフレットでターゲットへの魅力発信

2147 福岡県 ペットショップ　みどりや 猫のお産部屋の環境整備に伴う出産増加による売上拡大

2148 福岡県 design office めばえ 広告にかかるワンストップサービス提供による新規顧客開拓

2149 福岡県 古賀精密彫刻 ネームプレート・表札のネット販売体制確立

2150 福岡県 安武自動車工場 自動車の修理を一括サポート！創業60周年の頼れる自動車工場

2151 福岡県 スタジオ桑野 イベント出張撮影同時販売システム導入による販路拡大

2152 福岡県 行政書士きらりぼし法務事務所 お客様に喜ばれるOSS申請による自動車登録業務の確立

2153 福岡県 なごみ 栄養バランスを考慮した定食とコロナ禍に対応した店舗改装事業

2154 福岡県 有限会社許山酒販 2290002035682 ヴィンテージワインセラー庫の整備による販路開拓事業

2155 福岡県 シンクリエイト インターネットから簡単に注文できるWEBサイトの制作

2156 福岡県 エルカミーノアフロ 訪問美容専用のライティングページ制作等による広報力強化事業

2157 福岡県 アンドカフェ 製造作業場拡張による、生産能力の向上と売上の拡大

2158 福岡県 雀のお宿　三輪店 看板設置による認知度向上とテイクアウト商品の販売強化

2159 福岡県 合同会社　空間経営研究所 7290003010878 建物診断サービス強化のためのソフトウェア導入と販促計画

2160 福岡県 株式会社TCF 5290001057650 室内を快適にするトータルコーティングサービスによる販路開拓

2161 福岡県 HAIR design ナナマリア 新メニュー、本格ヘッドスパ提供による販路開拓

2162 福岡県 福祉タクシー　ジェントル 福祉タクシーの顧客満足度向上とタイヤ交換サービスの新事業展開

2163 福岡県 株式会社サンズクラフト 3290001095487 ＦＲＰ商品製造技術の販路拡大・広告宣伝とホームページ作成

2164 福岡県 株式会社ディー・ワークス 5290001063013 スマートフォンユーザー向け販路開拓のためのリニューアル

2165 福岡県 尾倉緑化 室内に置けるペット専用のお墓・遺影の小売販売事業

2166 福岡県 CEサロンLarimar オーガニック・エステサロン開業に伴うサービス及び広報力強化

2167 福岡県 三日月とほたる 当店オリジナル冷凍食品通販事業の展開による販路開拓

2168 福岡県 SKK FIELD株式会社 6290801026928 戸建て用地の探し方＆住宅設計セミナーの開催と告知HP構築

2169 福岡県 上り藤株式会社 5290801028173 医療従事者・介護従事者に向けた子供預かりサービスの提供

2170 福岡県 窪田建機株式会社 8290801021687 自社専用ホームページ制作による広報力強化

2171 福岡県 美・巡りサロンTiare 新規顧客獲得の為の広告とHPの充実及び痩身メニューの増設

2172 福岡県 有限会社　江口かまぼこ 8290002054751 新商品！無添加フィッシュプロテインバーの販路拡大

2173 福岡県 Amel hair apparel ワンストップで叶える美しさと客単価向上の売り上げ拡大事業

2174 福岡県 ちくごちゃんねる 「ちくご旬だより」「新定番調味料」の開発と販路拡大

2175 福岡県 トータルケアげんき 靴販売・集客、全身揉みほぐしのメニュー化による販路拡大事業

2176 福岡県 なかいち亭 焼き鳥専門店が取り組む販売形態の多角化による新たな顧客獲得

2177 福岡県 洋品雑貨の後藤 高齢者施設に向けた出張販売サービス周知と店舗PRの取組

2178 福岡県 糸島手造り工房　爽風 イートインスペース設置とイートイン限定商品の開発

2179 福岡県 酒とバラの日々 キャンプや自宅での焼肉シーンでの焼肉セット販売の販路開拓

2180 福岡県 株式会社ジ・ファム 6290001074208 展示会への出展、販促用のチラシ作成、ウエブサイトの導入

2181 福岡県 株式会社愛菜華田中ファーム 1290001075508 とうもろこしのパッケージ強化とピューレの開発による販路開拓

2182 福岡県 ＣＵＴ ＨＯＵＳＥ ちょっきん・くらぶ 女性向けメニューと快適設備導入で常連客、新規客獲得ロックオン

2183 福岡県 株式会社　久保薗組 2290001045146 現場管理専用機導入による生産性向上と販路開拓への取組

2184 福岡県 らくらく庵　桂川 働く世代の取り込みと認知度向上による売上アップ
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2185 福岡県 NEXTRY 最新式整備設備導入による内製化と顧客データ活用による売上増加

2186 福岡県 さわらたけのこの里森のパン工房 高度浄水器によるパン新商品の開発、ＩＴ化推進による販路拡大

2187 福岡県 吹きガラス工房琥珀 酒蔵と共同開発による商品の販路開拓及び売上アップ事業

2188 福岡県 Luana 子ども向け脱毛サービスの展開による販路開拓事業

2189 福岡県 株式会社ＩＣＭエンジニアリング 1290001046533 事業継続の防災工事の強化及び機械導入による作業効率アップ事業

2190 福岡県 合同会社M・K・W　MOTORS 9290003009976 タイヤニーズを逃さない積極設備投資で売上増加戦略

2191 福岡県 株式会社共新金属 4290001046571 アームロールコンテナの導入で売上アップ・新規顧客獲得事業

2192 福岡県 合同会社OBUTO 1290003011733 ネットショップを利用した、海外輸入品の物販

2193 福岡県 Current Location 未来共創塾：カレントロケーションを小郡に広めよう宣伝事業

2194 福岡県 サロン・ド・ボーテ　Non-non フィトテラピーを導入した新メニュー構築による顧客開拓

2195 福岡県 ｒｏｏｍ　ｃａｆｅ　ｍａｎａ 個室造作によるランチ需要の新規顧客開拓

2196 福岡県 七福 定例骨董市開催による近隣から県内及び隣県までの買取販売強化

2197 福岡県 株式会社　中川プレタ 5290001046240 HP作成による新規顧客獲得

2198 福岡県 いのくち寝具店 レンタル事業のBtoC部門拡充における販売促進と展示場の設置

2199 福岡県 墓石のはなさき 建材用花崗岩の販売開始による売上の拡大と新規顧客開拓

2200 福岡県 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 3290801025412 自社ＷＥＢサイト作成、ＳＮＳ連動による販路開拓事業

2201 福岡県 eel合同会社 6290003008510 店頭での販路拡大を目的とした展示会出展

2202 福岡県 One’s Pal 油圧テーブル導入による作業効率化と看板設置による売上アップ

2203 福岡県 大木商会 外注作業の内製化による納品スピードの短縮計画

2204 福岡県 ニューヨーク１番街 高齢者・障がい者（車いす）のお客様取込みの為のバリアフリー化

2205 福岡県 Aroma Life Design　RIKKA 八女市発！地元特産品を活用したオリジナルアロマの本格展開！

2206 福岡県 Rosemary Trading ギフトショー出展による全国規模の販路拡大とブランド認知力向上

2207 福岡県 Le ISSEI プロの撮影技術×ニーズに合った自然光による新撮影メニュー提供

2208 佐賀県 きみどりバーガー ウィズコロナ！生き残りをかけたBtoB開始による売上倍増計画

2209 佐賀県 Muku　Muku お客様ファースト！夢を叶えるフォトスタジオであるために！！

2210 佐賀県 株式会社ハウツ 2290001041830 WEBサイトを通じて「#神野公園こども遊園地」に集まろう‼

2211 佐賀県 有限会社丸久 1300002009363 デザインとSDGsを融合させた「SAKE」CAN消費拡大事業

2212 佐賀県 藤本商店 新規ネット通販への参入に向けた食品表示ラベルプリンターの導入

2213 佐賀県 GoodBoyHeart シンボルのオポハウス（スクール家屋）外観改装によるアピール！

2214 佐賀県 どさんこミラファーム ホームページリニューアルで「滞在型体験民宿事業」の販路拡大

2215 佐賀県 閑古錐 設備導入により生産性向上と販路開拓を実現！

2216 佐賀県 有限会社きはら 5300002006200 嬉野温泉新名物の“よもぎ団子”等のギフト商品開発と販促事業

2217 佐賀県 南田産業株式会社 6300001003255 完全下請け脱却を意図したオリジナル開発商品ECサイト構築

2218 佐賀県 整体処かりて 治療系整体店のリラクゼーション事業進出に伴う認知度向上計画

2219 佐賀県 りゅうせい 釣果アップで満足度もUP！ファンづくりで当船稼働率向上計画！

2220 佐賀県 石丸自動車 次世代自動車対応テスターを導入し新規顧客獲得・客単価上昇へ

2221 佐賀県 海童自動車整備 お客様の身近な存在であり続けるためのスキャンツール導入計画

2222 佐賀県 有限会社　森石州瓦 5300002005359 新規顧客開拓のための新マーケティング事業

2223 長崎県 佐々木整骨院 長崎県北地区初、整骨院での「よもぎ蒸し」効果で販路開拓

2224 長崎県 株式会社　吉本養蜂場 7310001014382 雲仙市初！蜂蜜専門店オープンに係る、集客力向上事業

2225 長崎県 遊漁船第５満生丸 遊漁船事業への取組みによる新規顧客獲得と販路開拓

2226 長崎県 有限会社伊﨑製材所 2310002018370 木材展示場開設によるコロナ過適合型個人客DIY市場開拓事業

2227 長崎県 5アイランドPLUS 10日保存可能な魚の仕立技術を分析！客観的なデータで販路開拓

2228 長崎県 株式会社こじま 7310001009812 中華麺製造工場の空調機能強化による労働環境と生産性向上推進

2229 長崎県 まんま亭 『顧客用トイレ開設』による顧客利便性及び満足度向上事業

2230 長崎県 板屋 地元「龍泉寺」「智性院」との連携による『法事会食』新事業

2231 長崎県 有限会社菱甚 1310002018396 ラベルプリンター導入による出荷体制の迅速化と業務の効率化

2232 長崎県 株式会社上村製麺 3310001016820 新工場完成の増産体制確立を活かしHPによる小売直売拡大事業

2233 長崎県 有限会社吉村潜水 5310002014524 ギフト部門強化による売上拡大事業

2234 長崎県 西岡屋 「こだわりの長崎県産高地米・棚田米」の個人向け販売拡大事業

2235 長崎県 みどりや 斎場への導線バリアフリー化事業

2236 長崎県 壱岐の島　このみ農園 壱岐島アスパラガスのブランド力向上事業

2237 長崎県 梶田製菓 「洋菓子とベーグル」新商品開発によるネット販売の事業展開

2238 長崎県 アドバンス長崎 キッチンカーによるご当地ドーナツの販売

2239 長崎県 アイランドファーム 子ども向け体験型農業施設改修で個人向け売上アップ事業

2240 長崎県 Future株式会社 3310001004825 コロナに喝！家族友人との保養と思い出づくり新たな観光客の創出
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2241 長崎県 株式会社NEAL 6310001017592 人参収穫機導入で国産人参の生産量拡大による売上の拡大事業

2242 長崎県 有限会社太陽塗装 1310002016796 島原半島初！塗装業によるランディングページ作成で新規顧客獲得

2243 長崎県 hair&make　ウィン 当サロン専用WEBページ作成＆VR公開による集客計画

2244 長崎県 有限会社　シラクラ 1310002018339 看板「店内誘導」と売場案内板「販売促進」で地域一番店確立

2245 長崎県 ダフネ 快適環境で英会話レッスン・数学力UPによる売上増加計画

2246 長崎県 ＳＡＴＯ 宅外工事への進出による新たな取引先開拓事業

2247 長崎県 たかまる鍼灸整骨院 高気圧酸素カプセルの効果を周知し地域の方の心身のケアに繋げる

2248 長崎県 takeLina 新たに夜カフェ営業開始、更なる集客と客単価の向上の実現

2249 長崎県 橙 マシン導入による新商品開発及び販路拡大

2250 長崎県 中山電設 独自開発の陸上養殖水中酸素濃度簡易管理システムによる販路開拓

2251 長崎県 有限会社　松島建設 9310002019180 ホームページ開設による町外・島外の新規顧客獲得

2252 長崎県 海遊丸 遊漁船業による温泉旅館との連携で販路開拓事業

2253 長崎県 コンビニエンスストアー源 「一目でわかる看板に刷新、釣りブームに対応し新規顧客獲得」

2254 長崎県 前田石塔店 コンプレッサー活用による地域一番の彫刻技術が思いを繋げる事業

2255 長崎県 パインテールファーム株式会社 3310001012811 原材料・製造・販売まで自社一貫！新開発チーズで販路拡大

2256 長崎県 株式会社壱岐カントリー倶楽部 5310001010210 アフターコロナ後の県外顧客を呼び戻すための顧客満足度向上事業

2257 長崎県 礼興業株式会社 1310001013068 事業の持続的な発展を目指すための新市場開拓に伴う設備投資事業

2258 長崎県 南高特殊自動車工業 後継者発案！タイヤチェンジャー導入による新規客の獲得

2259 長崎県 カフェ　ながしま オープンテラス席を有効活用した販路開拓

2260 長崎県 有限会社横山自動車鈑金 2310002019170 専用テスターを用いた外国産車向け整備・販売の市場開拓

2261 長崎県 美容室ＴＡＣＨＩＢＡ－ＧＡＷＡ あなたのあくなき”美”への追及を、全て当店で叶えます。

2262 長崎県 森友商店 コロナ後を見据えた持続可能な経営体制構築事業

2263 長崎県 花のゴトウ 販売データの分析自動化により時代に則した生花小売業への転換

2264 長崎県 麹屋kinomama 販路開拓による売上構成比改善と売上増に備えた製造環境改善

2265 熊本県 Barber＆BeautySalon髪美遊 新機器導入で美＆癒やしの提供による満足度UP！販路開拓事業

2266 熊本県 森下鮮魚店 鮮度と賞味期限を延長する真空包装機の導入による販路開拓

2267 熊本県 株式会社air 4330001023764 自社の強みを生かした価値提案型チラシ実施による推奨商品の拡販

2268 熊本県 有限会社カイセイ 4330002002049 自社調色開始による納期短縮と低コスト提供の実現

2269 熊本県 株式会社ＹＯＵＴＯＲＩＯ 2330001028492 WEB広告・SNS広告の作成及びターゲット検証事業

2270 熊本県 徳永装建株式会社 2330001026868 「自社ホームページ開設による直接取引獲得」による増益計画

2271 熊本県 やきとり串乃喜 弱点の提供時間や注文方法を改善し、新商品開発で販路開拓

2272 熊本県 カラオケ＆ダイニング六花亭 料理と飲み物の「見える化」で女性客や一人客を獲得する計画

2273 熊本県 純創建株式会社 6330001028992 ドローン活用等による満足度の高いリフォーム塗装の顧客獲得事業

2274 熊本県 ぼん徹 ぼん徹一押し健康絶品ランチ並びに単品料理テイクアウト展開事業

2275 熊本県 株式会社うきのもんで 9330001028081 自社ワインの認知拡大・顧客獲得へ向けたイメージ戦略への取組。

2276 熊本県 Lea 完全予約制まつ毛プライベートサロン認知度向上事業

2277 熊本県 株式会社省エネオフィス 3330001029317 オンライン見積り、ホームページ再構築、広告宣伝で新規販路開拓

2278 熊本県 相良ランドマシン ドローン導入による農産物等防除代行事業の展開

2279 熊本県 有限会社　グラッシー 8330002020740 自動車安全装置点検の対応向上による売上拡大

2280 熊本県 げんこつリゾート株式会社 7330001026079 グランピング事業を通して新たな飲食店に進化

2281 熊本県 KAIO LURES メイドインジャパンで知名度・新規顧客アップ作戦

2282 熊本県 有限会社ドリームオートガレージ 6330002013969 高性能診断機で同業他店との差別化を図り新規・疎遠客の販路拡大

2283 熊本県 株式会社ふる里グリンマーケット 3330001027857 西洋野菜のビーツを使った国産加工品の開発による新たな顧客獲得

2284 熊本県 竹下塗装 体感できる！JAXAも認めた断熱・遮熱塗料を導入し販路拡大

2285 熊本県 おっくんガーデン こだわりの新商品ベーグルバーガーの開発で新規顧客獲得事業

2286 熊本県 めだか専門店虹屋 全天候型屋外お客様見学スペース設置によるメダカ見学会の開催

2287 熊本県 有限会社池田畜産 5330002024208 贈答品用商品及びふるさと納税返礼用商品の開発による新販路開拓

2288 熊本県 内藤鉄工所 既存技術を活かした新たな販路開拓

2289 熊本県 有限会社エム.ナンバースリー 4330002029661 鮮魚卸小売業から鮮魚加工サービス業への転換

2290 熊本県 松井建設 廃材を生かした木工教室の開催とそれによる将来顧客増大戦略

2291 熊本県 合同会社ＳＯＤＥＮ 6330003004991 太陽光発電の共同購入・ゼロ円ソーラー事業のPPA普及活動

2292 熊本県 株式会社成電工 5330001013186 太陽光システムのメンテナンス事業参入による新たな販路開拓

2293 熊本県 株式会社ティーズリンク 2330001010120 自動くぎ抜き機械による新規開拓と回収事業

2294 熊本県 reD マイクロバブル水による、新顧客層の開拓事業。

2295 熊本県 Ｄｏｇ  Ｓａｌｏｎ  ＣＬＯＶＥＲ 大型犬対応強化による新規顧客獲得事業

2296 熊本県 合同会社　クリール 6330003008844 熊本県産ドライフラワーの開発及び販路開拓
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2297 熊本県 ＭＳＧ企画 キッチンカー改造によるイメージアップ作戦

2298 熊本県 kinon cafe & arts 「癒しの空間」と「新メニューの提供」による新規顧客獲得事業

2299 熊本県 萩見窯 オリジナル粘土の増産による作品の量産で顧客満足度と売上アップ

2300 熊本県 かりゆし不動産 木製デッキの製作設置の販路開拓

2301 熊本県 Lock’ｓ 電動機材を購入し業務範囲拡大と収益力アップを目指す

2302 熊本県 株式会社　山田写真館 2330001013222 ひと味違ったキャンバス仕上げ写真の魅力で販路拡大

2303 熊本県 卵と酒　こびと 真空包装機を活用したテイクアウト強化事業

2304 熊本県 有限会社ナテックエンジニアリング 6330002018654 電動アスパラガス収穫作業機の試作開発による、農協との連携事業

2305 熊本県 有限会社佐藤工務店 2330002024441 毛髪診断士の認知度向上と集客で新規顧客獲得

2306 熊本県 株式会社パストラル 9330001010312 店舗でのワイン販売による購買単価アップと販路開拓

2307 熊本県 有限会社　宇土市民斎場 2330002024284 スマートフォン対応ホームページで新規顧客開拓

2308 熊本県 株式会社ツナグクラフト 1330001024765 耐熱ガラス量産用の特殊ステンレスを使用した金型開発

2309 熊本県 株式会社　栄進 4330001012239 大型自動車に特化した自動車整備業で安定した売上を確保する。

2310 熊本県 株式会社ＲＥＡＬ　ＬＩＦＥ 8330001026557 自社生産の蜂蜜の生産効率化と商品ブランド化

2311 熊本県 株式会社熊本フットボールセンター 8330001027357 熊本県フットボールセンター（仮）の開業に伴うＰＲ事業

2312 熊本県 有限会社 甲佐農芸 3330002019688 地域の農業を絶やさないためのドローン農薬散布事業

2313 熊本県 栄光建設 築30年以上の住宅強度強化・低価格内外壁リフォーム提案事業

2314 熊本県 小山製茶 老舗お茶屋の今昔融合した店舗改装による集客および認知向上

2315 熊本県 株式会社郷原組 8330001025071 プレカット工法を活かした受注拡大を目指して！企業PR事業！

2316 熊本県 月亭 客室の設置と独自の創作和食料理の提供による新規顧客獲得

2317 熊本県 佐々木鈑金塗装工場 電子制御装置整備に対応できる環境づくりとメンテナンス事業拡大

2318 熊本県 オフィスエム 『初めての和食器PINK（仮）』の商品開発と販促

2319 熊本県 恵整骨院 トランポリンを活用した機能訓練並びに子ども達向けの教室の開校

2320 熊本県 ショップつるど ニーズに合わせた惣菜部門創設、ミニスーパーとして質・魅力向上

2321 熊本県 杉元水産有限会社 5330002028654 業務用真空包装機の導入による冷凍車海老商品の開発と販売

2322 熊本県 株式会社ToriNasu 6330001028968 ホームページ作成による認知向上と登録システムの導入

2323 熊本県 合同会社晶永 7330003008595 HP作成と新サービスの提供による販路拡大・売上増加

2324 熊本県 岩本自動車 価格に頼らない付加価値向上による顧客拡大事業

2325 熊本県 recettes 地域食材を活用したオンライン教室と加工品ネット販売運営事業

2326 熊本県 有限会社　村上養魚場 5330002023267 業務用食品乾燥機の導入による新商品開発及びフードロスの解決

2327 熊本県 食のアトリエかるべ 食肉製造業（ハムベーコン）作業場改築事業

2328 熊本県 ファミリーショップうえの 人口減少地における地域コミュニティの構築強化による販路拡大

2329 熊本県 雪の糸素麺　猿渡製麺所 HP作成によるネット利用者への情報発信と販路開拓

2330 熊本県 便利屋わーぴぃ 高性能機械導入による生産性向上と売上UPを目指す事業

2331 熊本県 合同会社　土芸 8330003006375 SDGｓに対応したエコシステム体験による新規顧客開拓事業

2332 熊本県 株式会社竹内開発 8330001029262 自社サイト開設×看板×営業ツールの活用による新規顧客の獲得

2333 熊本県 阿蘇壱番屋合同会社 8330003007646 周辺地域を含めた情報発信力の強化と新たな販売チャネルの構築

2334 大分県 長尾商店 地域に安心を与えるガス器具修理サービスの開始

2335 大分県 髙瀬農園 農作業の機械化効率化で実現！稼げる農家への進化

2336 大分県 塩月漁業株式会社 1320001008975 フリップファーム方式で生産した真牡蠣の販路開拓事業

2337 大分県 Thanks-Hair 地域密着型の理容店による新規顧客獲得と客単価向上に向けた事業

2338 大分県 clowood 設備の充実による顧客満足度アップで、ヨガのリピーターを獲得！

2339 大分県 にこん 広告塔となるワークショップ開始で知名度向上

2340 大分県 株式会社マル金ファーム 7320001013383 ギフト商品開発、販促ツール製作による販路開拓事業

2341 大分県 髪の店　クローバー 地域初！！理美容室でスキンケアサービス開始による売上増加事業

2342 大分県 株式会社三和興産 3320001009666 最新高圧洗浄サービスの導入による新規顧客獲得事業

2343 大分県 Nutrifit-Everyday 管理栄養士監修レシピページ開発とＨＰ改善による新規顧客獲得

2344 大分県 東家旅館 ワーケーション需要の獲得と地元高齢客の獲得

2345 大分県 串揚げ帆足 “団体”から“個人”へ！ターゲットシフトによる新規需要の獲得

2346 大分県 ティーローズ 顧客年齢層の若返りと利益向上のための設備導入

2347 大分県 有限会社川合工務店 7320002016550  65歳からのセカンドライフ～毎日が笑顔になる家～

2348 大分県 シンカーミート 食肉の自販機設置をきっかけに広がるビジネスチャンスを活かす

2349 大分県 有限会社　介護ショップゴロちゃん 6320002016080 在庫保管場所変更に係る改修工事とチラシ配布による新規顧客獲得

2350 大分県 loup 自社のブランディング、デザイン性の高い商品開発、販路拡大

2351 大分県 レストランくにさき牧場 オリジナル商品ギフト販売強化とパンフレット制作による商品ＰＲ

2352 大分県 フードショップ川口屋 地域ニーズに対応した販売方法の開始
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2353 大分県 フランス料理M.Miura 高級フランス料理店転換に向けた店舗改装事業

2354 大分県 ネパーリバンサ カレー専門店が行う新規顧客獲得のためのテイクアウト強化事業

2355 大分県 芳の芽 杵築の２つの感性が紡ぐお土産品販売による新規事業

2356 大分県 有限会社　高橋水産 6320002015314 素材を生かした小売強化による経営体質強化事業

2357 大分県 百田板金株式会社 7320001010637 ドローンを利用した安全で効率的な業務による受注拡大の実現

2358 大分県 Le Lapin 冷凍粉砕調理器（パコジェット）によるスイーツ中心の販路開拓

2359 大分県 ライスセンターえとう 「ドローン防除」による米の収量アップで売上高もアップ事業

2360 大分県 特定非営利活動法人タオ・オーガニック・ファミリー・ユニオン 6320005006665 新サービスの展開とHP完全リニューアルによる新規顧客獲得

2361 大分県 有限会社みつまど 2320002020202 高齢化と団体客に配慮した椅子席設置による新規客獲得事業

2362 大分県 佐藤米穀店 色彩選別機導入による質の高いお米の安定供給と販路開拓の強化策

2363 宮崎県 有限会社外山造園 7350002006276 耕作放棄地の委託管理の草刈機械導入

2364 宮崎県 株式会社元明クレーン 8350001009023 ホームページ作成による既存事業PR及び異業種への参入推進事業

2365 宮崎県 有限会社ホテル丸万 2350002017146 地魚を使った自社製造水産加工品の販売促進事業

2366 宮崎県 オートショップ土持 高性能タイヤチェンジャー導入による整備売上拡大事業

2367 宮崎県 興梠畳店 畳表折曲器導入による「縁なし畳」内製化及び販路拡大

2368 宮崎県 まごえもん 搾油機導入による生産一貫化と高品質な椿油の都市への販路拡大

2369 宮崎県 有限会社石井石油 6350002013744 HP、チラシを活用し非接触型による新規顧客販路拡大事業

2370 宮崎県 有限会社日之影車両 1350002013410 溶接機導入によるトラック整備等の売上アップ計画

2371 宮崎県 tiny kitchen MIYAZAKI 地場産食材を使ったチョコレートの全国展開事業

2372 宮崎県 小林商店 観光客向けの味噌漬の真空包装商品開発事業

2373 宮崎県 食楽笑ふくよし 店舗内改装及び周知強化による顧客獲得

2374 宮崎県 有限会社瀬田商店 3350002013301 手摺付階段設置と販売促進による離店客防止及び新規顧客獲得事業

2375 宮崎県 黒原自動車整備工場 事業用車両整備の短納期のための２柱リフト導入による販促事業

2376 宮崎県 KURAOH 販促活動と店舗改修により高齢者・子供連れ家族等をリピーター化

2377 宮崎県 焼肉食堂 来天 最新スチームコンベクション導入による新メニュー開発

2378 宮崎県 有限会社矢野自動車 8350002013453 HP作成とLINEによる予約システム等による販路開拓

2379 宮崎県 井戸川建設株式会社 6350001004125 宮崎県内の外国人居住者へ戸建て・リフォーム事業の展開

2380 宮崎県 やさいだ農園 自家製粉機の導入及びホームページのリニューアルによる販路拡大

2381 宮崎県 合同会社マルチデザイン 5350003003365 新販路向け商品の販売環境の整備とカタログ等による積極的な集客

2382 宮崎県 Factory　Kishigami タイヤ交換作業の内製化及び新たなコーティングサービスの確立

2383 宮崎県 井上酒造株式会社 8350001009568 「糖質ゼロ」ラベル効果による販売促進事業

2384 宮崎県 株式会社NETVision 2350001005184 自社製造商品の店舗外販路拡大および売り場の販売力改善

2385 宮崎県 豆柴桜庵 豆柴桜庵お客様用ドッグラン新設工事

2386 宮崎県 リーフ HPの作成と業務用エアコン工事対応による事業拡大

2387 宮崎県 井上オート 信号で停まる25秒で訴求し、来店を促しファンを創出する

2388 宮崎県 花見うどん 店舗の改装と効果的な発信で、地元の子育て世帯へ快適空間を提供

2389 宮崎県 徳永農園 自社の栗素材を生かした焼き栗事業

2390 鹿児島県 ｋａｌａｆｌａｌａ 「帆布バッグ」製作による商品ラインナップ拡大での販路開拓事業

2391 鹿児島県 有限会社 林自動車横川工場 6340002015015 高性能溶接機導入による新規事業の推進及びサービスの品質向上

2392 鹿児島県 株式会社　かみぞの薬局 9340001005534 お客様の満足度を高め販路拡大に繋げるための設備導入

2393 鹿児島県 株式会社KINENBI 7340001016756 動力型コーヒーミル導入による鮮度の高い商品提供の強化

2394 鹿児島県 ニューロケット 冷蔵設備増設によるwithコロナに向けたテイクアウト部門拡大

2395 鹿児島県 クッキングハウスまりまんま 新たな販路開拓に向けた新型調理器具の導入と看板設置事業

2396 鹿児島県 アトリエＣＡＦＥ　ＴＡＲｉＲＡＲｉ 自店ECサイトを構築し販路拡大を図る事業

2397 鹿児島県 スナックもとむら ｗｉｔｈコロナ時代の感染対策と店内環境改善のトイレ等改修事業

2398 鹿児島県 DiveService BLUE GATE 新規顧客獲得とリピート率向上のための船上快適化事業

2399 鹿児島県 ＡＥＬ トレーニング効果をデータで提供し、なりたい体を手に入れる事業

2400 鹿児島県 有限会社北﨑水産加工 2340002027690 商品の包装方法を見直し食品ロスを発生させない事業

2401 鹿児島県 らーめん濱商 店舗外観の情報発信強化及び店内の感染対策のための換気強化事業

2402 鹿児島県 櫛山チキン 作業効率化による専門店ならではの惣菜開発及び販売

2403 鹿児島県 有限会社ふじた 1340002014095 「三方死角なし！」看板設置・ホームページ開設で集客力アップ！

2404 鹿児島県 マエダハウス株式会社 9340001012869 CS向上を目的とした商談ルーム及びトイレ整備等による販売促進

2405 鹿児島県 有限会社　松坂屋 2340002028020 DMによる既存顧客の維持及びチラシによる新規来店客獲得事業

2406 鹿児島県 藍染屋 CS向上を目標とした体験工房リフォームによる集客・販売強化

2407 鹿児島県 株式会社黒瀬技建 5340001023911 多様な御客様ニーズに対応しCS向上を図るための販路開拓事業

2408 鹿児島県 MIRIYU工房 来客数増加につながる薩摩切子工房の看板設置
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2409 鹿児島県 食べ遊びふる澤 店舗改装と飲食サービスのブラッシュアップによる付加価値の向上

2410 鹿児島県 竹福丸 幅広い客層へのアプローチによる遊漁船利用増加とリピート率向上

2411 鹿児島県 チェスト 高品質撮影機材の導入による作業効率向上及び高品質映像提供事業

2412 鹿児島県 中島写真館 高性能カメラ及び背景スクリーン追加による新たな需要開拓

2413 鹿児島県 おそうじ屋O.C.C 自社の情報発信による認知度向上及び新規顧客の獲得

2414 鹿児島県 株式会社FORUM 5340001023960 看板・広告・SNS活用による認知度向上・利用者獲得事業

2415 鹿児島県 株式会社　新垣総業 9340001023346 看板・広告宣伝用ステッカーを活用した販路拡大事業

2416 鹿児島県 永井自動車整備工場 国内外車対応！特定整備認証の利点を活かした販路拡大事業

2417 鹿児島県 ドッグサロン　とまと 集客と話題性、多用途の為のドッグラン設備と、お客様専用トイレ

2418 鹿児島県 ＰＯＰ　ＨＡＩＲ 世代を問わずに安心して来店できる環境を整備する事業

2419 鹿児島県 合同会社福ふくろう 1340003001167 消費者の知名度向上と信頼獲得を目的とした直接販売促進事業

2420 鹿児島県 イタリア食堂ビアマーレ 更なる顧客満足度の向上を図り、増収増益を実現する事業

2421 鹿児島県 みぃくんcafe お客様に笑顔になって頂ける「かわいい」みぃくんｃａｆｅへ！

2422 鹿児島県 杜工業 多様なニーズに呼応するための施工体制強化による受注拡大

2423 鹿児島県 株式会社　Peony 1340001019698 脱毛事業の本格参入による新規顧客創出及び販路拡大

2424 鹿児島県 202works ＣＳ向上を目的とした新たな撮影業務導入による販路開拓事業

2425 鹿児島県 髙城ファーム商事 味に定評あるお米を色彩選別機導入で、より多くの方へとどける

2426 鹿児島県 株式会社イートナル 3340001022782 唐揚げ冷凍チルド商品導入とＥＣサイト整備による販売促進事業

2427 鹿児島県 塗木板金塗装 生産性向上を目的としたロール成形機導入により業務改善を図る

2428 鹿児島県 有限会社中村鉄工 2340002023112 パイプベンダー導入による生産性向上及び受注増の拡大

2429 鹿児島県 あまみこダイバー 鯨に長く触れ合う為の「Whale meet!!」事業

2430 鹿児島県 竹之内寝装店 新規顧客開拓に向けた専門店の強調とサービス向上事業

2431 鹿児島県 ホームショップ丸万 「気軽に入れるお店」を意識した来店比率向上による販路開拓

2432 鹿児島県 株式会社オコソコ 3340001021306 古民家リノベーション実施によりゲストルーム整備を行う集客事業

2433 鹿児島県 株式会社ほっと住まいる 8340001023859 商圏内の顧客へのアプローチ改善で経営底上げを目指す事業

2434 鹿児島県 Azusalon 店舗外観のリニューアルによる販路開拓事業

2435 鹿児島県 山ヶ城商店 設備導入による生産性向上及び新規販路開拓事業

2436 鹿児島県 西ミルク宅配センター 骨密度測定器導入による牛乳飲用習慣の啓蒙と販売促進事業

2437 鹿児島県 福元仏壇商会 認知度の高い看板と宣伝用アイテム等制作による広報戦略事業

2438 鹿児島県 菓子司　中村屋 新たなデザインへの変更による既存商品のブランディング戦略事業

2439 鹿児島県 廣寿司 旬のものを旬なうちに冷凍し鮮度を保ったままお客様へ届ける事業

2440 鹿児島県 緋色窯 タイムリーはムリじゃない！電気窯導入による販路拡大事業

2441 鹿児島県 新大隅観光株式会社 6340001015016 自社予約サイトのIT化により新規顧客を取り込む事業

2442 鹿児島県 有限会社フォレストガーデン 9340002015111 美味しい焼立てパンをお家で！町のパン屋さんの通販拡充強化事業

2443 鹿児島県 有限会社　ソルト商事 6340002015080 コロナ時代でも霧島観光を身近に！お土産店通販強化と店舗強化

2444 鹿児島県 桑原田果樹園 商品訴求力アップのデザイン選定とＥCサイト構築による販促事業

2445 鹿児島県 民宿　がんじん荘 地元の誘客強化を図るための観光関連グッズの開発と情報発信事業

2446 鹿児島県 サニーヘアー 高齢者の来店の増加に備えた設備面の整備事業

2447 鹿児島県 ＢＩＧＢＩＲＤ 消防設備点検工事の高所作業に伴う設備投資

2448 鹿児島県 有限会社丸高水産 6340002019734 店内改装によるウィズコロナ禍での販路拡大

2449 鹿児島県 穂波 船舶改修工事による販路拡大

2450 鹿児島県 株式会社さくら 6340001019818 屋根付き休憩所設置によるテイクアウト事業の強化

2451 鹿児島県 しらかば テイクアウト新メニュー開発及び移動販売開始による売上UP事業

2452 鹿児島県 有限会社桑水建設 6340002027464 WEBによるプレゼン機能向上・営業スキル強化計画

2453 鹿児島県 ラーメン屋あめんぼう ファミリー層の新規開拓、新商品メニューの開発、推進、販売強化

2454 鹿児島県 hiyori.ya 機械導入よる販路拡大

2455 鹿児島県 chichinpuipui cafe アフターコロナを見据えた売上向上のためのネット販売強化

2456 鹿児島県 Ｆａｊａ　Ａｒｔｓ　＆　Ｃｒａｆｔｓ 木製サーフボードの製作及び既存サーフボードのリペアの事業展開

2457 鹿児島県 アマンプ キャンプ客をターゲットにしたレンタル用品専門ショップオープン

2458 鹿児島県 株式会社奄宿り 4340001023474 感染防止と安全性に配慮した施設で、顧客と地域の安心確保事業

2459 鹿児島県 持留鉄工 天井クレーンの設置による作業効率化と新規販路開拓事業

2460 鹿児島県 有限会社　西田竹材工業所 9340002018353 自社工場直売、作業風景の見える売場の開設による新規顧客の獲得

2461 鹿児島県 柳田製茶 ITや情報発信ツールを活用した「若蒸煎茶」の販路開拓事業

2462 鹿児島県 海人スタイル奄美 長期滞在の宿泊者をターゲットにした改装による新規顧客の獲得

2463 鹿児島県 下前園商店　くじゃく清掃 チラシによる広報力・認知度強化による売上拡大

2464 鹿児島県 有限会社ナカガワ 7340002019683 登山用品レンタル、自社加工オリジナル商品、天然石販売の強化
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2465 鹿児島県 株式会社甘宮 5340001020272 YoutubeCH専用HP作成による自社事業の拡大と地域活性

2466 鹿児島県 きもつきエッグ 地域内個人客獲得と取引先との関係強化に向け応対スペースの創出

2467 鹿児島県 有限会社坂口虎竹園 9340002023989 住環境改善への貢献による新規顧客獲得事業

2468 鹿児島県 Re SELECT ネットショップ開設等による非対面型ビジネスモデルへの挑戦

2469 鹿児島県 富丸 事業拡大を目的としたレーダー購入による新規顧客獲得事業

2470 鹿児島県 HARERU amami HARERU amamiをPRし、心もバリアフリーの社会へ！

2471 鹿児島県 やわらん 新しいサービス提供で顧客の維持・獲得と利益アップを目指す！

2472 鹿児島県 Bunny’ｓ　Night 元プロパフォーマーのダンススタジオ整備による新規生徒の獲得

2473 鹿児島県 有限会社南日本新聞垂水販売所 3340002026527 地元高校と協力して高齢者向け新サービスを行う新規販路開拓事業

2474 鹿児島県 有限会社加治木水産 3340002027657 志布志湾が誇る『ダイヤモンドちりめん』の販路開拓

2475 鹿児島県 パティスリー　クレール 県産食材使用の「しっとり生ドーナツ」の全国販売事業

2476 鹿児島県 株式会社千里うなぎ販売 1340001023485 首都圏の消費者へ届け！「千里うなぎ」ブランドの確立

2477 鹿児島県 ０３ロケット 売上回復のための広報活動強化による新規顧客獲得

2478 沖縄県 株式会社REGATE 9360001025316 ホームページのリニューアルによる長期的な集客の強化

2479 沖縄県 株式会社Hanzo 9370001024812 工場リニューアルで生産性向上の実現と自社サイト構築で販路開拓

2480 沖縄県 marowe 琉球藍生産の内製による自社商品製作及び藍染体験サービスを提供

2481 沖縄県 虹企画 アフターコロナに向けた最高のおもてなしの準備

2482 沖縄県 那覇テント工業 「テント工場メンテナンス」の提供による売上増加計画

2483 沖縄県 有限会社比嘉アルミ工業 1360002003583 ホームページを利用した販路開拓

2484 沖縄県 エイトクリエイティブ株式会社 0360001018379 スムーズな導線確保と新たな設備導入による販路開拓

2485 沖縄県 島あしび 新規客をリピーターに繋げるための顧客満足度UP事業

2486 沖縄県 株式会社SAVORY 5360001023843 沖縄発、心と体を美味しく癒すボーンブロスの販売促進強化。

2487 沖縄県 ＬＩＱＵＩＤ 沖縄県産大麦を使用、沖縄発のクラフト麦茶メーカーを立ち上げる

2488 沖縄県 アニマールオキナワ 新市場開拓！低刺激・自然派の猫用アゴニキビケア商品事業

2489 沖縄県 santa 「沖縄ジーマーミ本舗」製造環境構築と地元若年主婦層PR強化

2490 沖縄県 株式会社フィットコネクション 3360001026063 オイナリアン石垣島店の店舗化と看板作成・設置

2491 沖縄県 株式会社センチュリオン 9360001018798 新たな電気窯の導入による新表札商品の開発事業

2492 沖縄県 オーシャンビュー石垣 1棟貸しヴィラ外構工事による『Wow！』新規顧客開拓事業

2493 沖縄県 Japan Technique EXPORT キッチンカー装飾による認知向上と新規顧客獲得

2494 沖縄県 株式会社ＣＲＯＳＳ ＲＯＡＤ 9360001026314 クロスロードＳＵＰ／フォトウェディング事業ＳＮＳキャンペーン

2495 沖縄県 株式会社無碍山房石垣 3360001028200 オンライン広告による「いきあたりばったり客」の獲得

2496 沖縄県 カナヤマ 設備導入に伴う高所伐採事業参入による新規顧客獲得・販路拡大

2497 沖縄県 わんわんペット 第1種動物取扱業の適正飼養施設整備及びプロモーション事業

2498 沖縄県 zucchero オーニングテントと店舗什器設置による販路開拓事業

2499 沖縄県 ヒーリングスペースサンミーユ 公式ラインＡＩ自動対応開発とＳＮＳ広告を活用した新規顧客獲得

2500 沖縄県 ボアのいる谷 事業体及び有機農産物のブランディングと、IT集客モデルの確立

2501 沖縄県 城間自動車 二柱リフトの導入による若年層の顧客獲得及び作業効率の向上

2502 沖縄県 NEGRIL COFFEE バリスタが淹れたスペシャリティアイスコーヒーボトル販路開拓

2503 沖縄県 琉球ボーテ株式会社 1360001022279 自社ホームページへの誘導のためのWEB広告活用による販売促進

2504 沖縄県 かんなplus キャッシュレス化対応の券売機導入による顧客満足及び販路開拓

2505 沖縄県 まるじ工務店 工務店のファンづくり『リフォーム+インテリア』

2506 沖縄県 ホワイトニングサロンケア 水素吸入機器活用と広告の強化による美意識高い中年層の販路開拓

2507 沖縄県 ORSA（オルサ） ポストコロナにおける販路拡大を目標とした商品の品質向上

2508 沖縄県 Hanauta 『環境に配慮し社会に貢献する自然遊び屋の販路開拓』

2509 沖縄県 株式会社ソイルキュア 2360001024869 調剤薬局でのサンプリング提供による認知度向上と新規顧客獲得

2510 沖縄県 焼菓子工房ひよまめ 新メニュー開発と大口受注への対応、生産性向上による販路拡大

2511 沖縄県 合同会社TOMUEカンパニー 9360003010357 強炭酸を活かした新規メニュー開発による地元客の掘り起こし

2512 沖縄県 美容室アヴァンセ 沖縄随一の水質のサロン作り

2513 沖縄県 株式会社レンタリース沖縄 5360001029080 エアコンフィルターの無料設置による定期メンテナンス先の拡大

2514 沖縄県 スイートフーズ久米島株式会社 1360001020638 新商品開発に伴う「うす焼きせんべい機」導入事業

2515 沖縄県 スーパーミナミ 販売管理ソフト導入による建設業者向けお悩み解決サービスの提供

2516 沖縄県 おきなわ・なちゅら食楽部 その場で精米して販売する安心安全な玄米の提供

2517 沖縄県 Vegee labo choukrane オンライン及びオフラインに対応できる販売体制構築と新商品開発

2518 沖縄県 株式会社ＩＳＬＡＮＤ ＷＨＩＴＥ ＣＯＲＡＬ 1360001026032 コロナ後を狙った海遊び・食との連携ツアーの構築と販路開拓

2519 沖縄県 sora 業務用光脱毛器、育毛器導入による新規顧客の獲得を目指す。

2520 沖縄県 Beauty Salon COCO 新規客を増やしリピーター客に繋げる広報事業
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2521 沖縄県 エステフランセスルーム ビューティスリムで基礎代謝アップと痩身トレーニング

2522 沖縄県 やぎとそば太陽 トイレ改装で集客力を強化！ 本店改装 による販路開拓計画


