
No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

1 北海道 からあげ専門店にじ唐 キッチンカーのから揚げ販売PR事業

2 北海道 Ｅｍｉｌｙ　ｎｏｔｅ 道南地域の情報発信WEBサイトの開発・運営

3 北海道 味処八八 食洗器の導入によって人手不足を解消し、機会ロスを抑える

4 北海道 株式会社　志BETSホールディングス 8450001013023 工場直販事業による地域内消費拡大

5 北海道 美容室This ウィズコロナに対応するトータルビューティーサロンへの転換

6 北海道 下沢漁業有限会社 7460102006834 新たなメニューと設備環境の提供による高齢者の利便性向上

7 北海道 有限会社とりせい 5460102006547 ジビエを中心とした山林事業への取組による新規顧客開拓

8 北海道 積丹番屋ＴＫ テイクアウト販売の開始と健康増進のためのハーブティーの販売

9 北海道 たかおか食品 中華まん屋のアイスクリーム販売への挑戦！

10 北海道 株式会社ＳＰＧパーソナル 2450001013607 物販売上の開拓、及び動画活用による販促強化

11 北海道 ナオ オンラインコンサルティングに向けた集客の仕組み作り事業

12 北海道 Farm of Soul アンテナショップ（直売所）開設に伴う広告宣伝事業

13 北海道 Red Farm 主力商品のPR強化による新規顧客獲得、販路拡大

14 北海道 シキナ 植物育成用大型ハウスの構築による、鉢苗の供給能力アップ

15 北海道 協栄車輌　株式会社 4460001000345 大型車の低床化に対応するリフター導入で整備業務100％内製化

16 北海道 T’s steel works 認知獲得による顧客からの直接受注体制の構築

17 北海道 株式会社　中村商店 5460101003025 くつろげる空間の改善による閑散期の売上倍増！

18 北海道 リゾートペンション山の上 自然を楽しむアクティビティ層へのサービス強化による販売促進

19 北海道 有限会社シンボリ・フーヅ 9430002062771 来店客が快適に食事できる店舗環境の整備

20 北海道 ミルクデザイン株式会社 7450001013437 グラスフェッドミルクを使用した純北海道産ヨーグルトの市場投入

21 北海道 ㈲リックスインターナショナル 7440002005913 視認性向上による伸長事業の販路開拓を目指す看板設置事業

22 北海道 ヘアーオアシス バックシャンプーの導入によるお客様ニーズへの対応

23 北海道 INMOTOR 自動車整備の事業基盤を整え、生産性向上及び業務効率化を図る

24 北海道 有限会社　錦栄 7430002039747 養殖ワカメの加工品開発及び輸出による松前産ワカメのブランド化

25 北海道 株式会社フェルム 6430001047735 自動販売機を使った農家直販による美味しい米の非対面販売

26 北海道 有限会社　日新商会 7440002003272 商品の高付加価値化により地域を代表する特産品へ

27 北海道 さぬきうどん工房　麦笑 離れてしまった顧客のニーズに応え、再度ご来店頂く為の施策

28 北海道 有限会社　森農場 3440002009835 自社豚肉を使用したハンバーグの販路拡大による６次化の取り組み

29 北海道 キッチンハウス小島 顧客ニーズに対応することによる既存顧客リピートと新規来店強化

30 北海道 餅菓子と喫茶　日日 土産や保存用として需要の期待できる「日持ち菓子」への新規取組

31 北海道 有限会社　一色商店 7450002009186 惣菜・仕出し部門の拡充による、新規顧客獲得事業

32 北海道 Pizzeria Dell’anima 駐車場及びテラス席の快適性向上による売上増加とリピート率ＵＰ

33 北海道 ファーマーズチキン中標津店 広報活動での店舗PR強化による販路開拓事業

34 北海道 有限会社戸舘観光写真 5450002003843 「民宿・飲食」のキャパシティ増強による集客強化

35 北海道 株式会社フルラインズ 5440001004736 スチームクリーナー導入によるサービス部門の強化

36 北海道 有限会社　古世写真館 3440002009629 高画質化が進むスマホ等の画像印刷再現性の向上でDPE事業強化

37 北海道 ㈱生田原振興公社 4460301002380 売店のお土産コーナー改修・新規陳列棚設置による販売売上増加

38 北海道 株式会社 菅野養蜂場 7460301004309 新たな商品ブランディングとECサイトを活用した新たな販路拡大

39 北海道 森小屋nuchi 顧客ニーズの見直しによる新サービス展開と販路開拓計画

40 北海道 ゆき丸水産 『液体急速凍結機』導入で新鮮安全海産物の販路拡大事業

41 北海道 株式会社 ABK 6450001012778 レーザー加工機による加工品の販路拡大

42 北海道 合同会社クライク 9450003002106 プライベートレッスンとワークショップ事業導入による集客増加

43 北海道 ＭＨ．Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 9430002000260 自動車整備の内製化率を高め、作業効率化、納期短縮の取り組み

44 北海道 合同会社ちゅうだい 6430003008108 持ち帰り販売に適した新商品開発と販路拡大

45 北海道 有限会社　岡嶋水産 9460102006790 安全で安心な商品づくりのための金属検出機の導入

46 北海道 株式会社En 5450001013281 新商品開発と業務効率化のためのカーポートの設置

47 北海道 TAISETSU COFFEE 自家焙煎珈琲ショップの飲食店展開

48 北海道 キッチンcafeのどか 町民憩いの場所を守る新店舗「のどかdeナイト」広告事業！

49 北海道 株式会社やましょう 9440001008238 エアコン設備導入による旅館ライフの快適空間づくり

50 北海道 Nailroom Pure.Fleur 近隣地区における新規顧客のための地域広報事業

51 北海道 株式会社阿部林業 7450001010368 フェラーバンチャ導入による生産効率の向上

52 北海道 Shijima　Yoga　Studio　＆　Shijima　Cafe クッキングストーブを用いた新商品開発とカフェでの商品提供事業

53 青森県 (有)エス・エスデンタルデザイン 9420002011580 最新レーザー溶接機導入による歯科技工業務高度化と販路開拓事業

54 青森県 アウル珈琲 自家焙煎コーヒーの達人が作る香り高い本格的なカフェラテの提供
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55 青森県 株式会社　おさきん 6420001008390 林檎酒粕漬の生産効率向上に伴う新市場販路開拓事業

56 青森県 株式会社ＮＧＦ 4420001017542 女性・子供も安心の観光農園ビジターセンター整備、販路拡大事業

57 青森県 J-SOUKEN 建設重機導入による「人手不足」解消及び業務内容拡大事業

58 青森県 有限会社大保青果 1420002009351 青森産にんにくを使った加工食品開発事業と生産設備の導入

59 青森県 有限会社癒楽家福泉 9420002010574 食と空間を満喫する滞在型温泉施設への転換と新商品開発

60 青森県 有限会社もりた観光物産 5420002017326 －６０℃の超低温冷凍庫導入によるひめます安定供給化事業

61 青森県 松宗商店 「事業承継とグローバル化への前進！生産力向上による販路開拓」

62 青森県 有限会社ブックス天賞堂 6420002018942 だし活とトイレ改修で高年齢層集客UP作戦

63 青森県 ホットチョット 移動販売車の拡大化及び増台による売上増加事業

64 青森県 Dオートヤマシタ 作業効率を改善しながら、中古車市場の販路開拓事業

65 青森県 佐藤石材店 お墓を守る！地震・天災対策商品の周知による新規顧客獲得事業

66 青森県 ヘアーカット専門店1，000円カットのJIN 「自宅でさっぱり男前‼訪問理容事業」

67 青森県 赤い屋根の喫茶店「駅舎」 既存商品のブラッシュアップと県外顧客向けECサイトの構築事業

68 岩手県 有限会社　高倉工芸 8400002012359 ターゲットを明確にしたイベント出店による高確率新規顧客獲得

69 岩手県 アロマハウス　ピュア・カタン 新・痩身サービスの提供と効果的な販売促進による新規顧客開拓

70 岩手県 リラクゼーションサロン Smile un アンジュ 医学的知識を基にした新規痩身サービスの提供による新規販路開拓

71 岩手県 永田畳店 現代人の多様な畳ニーズに応えることのできる設備導入で販路拡大

72 岩手県 キッチンカーfu-go 自販機の視認性及び荒天時の快適性向上による販路開拓と売上向上

73 岩手県 株式会社　工藤健一商店 1400001007820 地域内需要喚起に向けた穀類貯蔵方法の適正化

74 岩手県 有限会社　マミーストアー 9400002013117 高齢者ニーズを徹底的に追及する優しい店舗づくりによる売上向上

75 岩手県 坂本写真事務所 人物撮影を得意とするカメラマンによる各種出張撮影サービス事業

76 岩手県 どぶロック 土産品需要拡大計画！梱包資材開発による発送・贈答需要の取込み

77 岩手県 ノンナ　アンナ 遠野市内初出店本格石窯ピザ専門店のファミリー層獲得事業

78 岩手県 メルシー田中屋 女性の心身の悩み事に寄り添い、トータルでケアできるお店づくり

79 岩手県 ＮＩＮＯ　ＧＡＲＤＥＮ 四季を楽しむナチュラルガーデンの整備による新規顧客開拓

80 岩手県 horimoku 豊かな暮らしのお手伝い～家具ブランドの立ち上げ～

81 岩手県 くりっこ屋菓子店 新レジ導入による生産性向上と焼印使用によるブランド力強化

82 岩手県 有限会社カネシメ水産 4400002011372 金属探知機を用いた品質向上、業務の安定化と委託加工の受注増加

83 岩手県 ほっこり処　雪華 テイクアウト部門強化による顧客獲得事業

84 岩手県 アヤオリ　ホット　キャット 弁当店と広告デザイン事務所併設店舗の開設

85 岩手県 有限会社橋勝商店 1402702000566 イートインコーナー設置等による新規顧客獲得事業

86 岩手県 坂松農園 生き残りをかけた「奥いちきみ」のブランド力向上とBtoC強化

87 岩手県 合同会社　カーテラスSAWADA 6400003002039 レンタカー事業の周知と新サービス実施による売上の拡大

88 岩手県 公友館　俺っ家 お店の味を食卓へ！　公友館俺っ家の味をお届けします！

89 岩手県 エステサロンWiｔｈ．．． ジェンダーレスに対応！これからも美と輝きを届けるサロンに。

90 岩手県 志田生花店  お供え代行サービスと葬儀用盛花改良による販路拡大事業

91 岩手県 株式会社小成鉄工所 1400001009783 拡大する養殖生け簀の新規受注および業務内製化による業績改善

92 岩手県 鮨辰 原材料廃棄ロス低減に資する新商品の開発による中食市場への進出

93 岩手県 鍼灸接骨院うさぎ堂 新たな施術サービスの提供による地域高齢者の健康寿命の増長貢献

94 岩手県 coco.ace 夏用メニューの充実による販路拡大事業

95 岩手県 株式会社マルカメ商店 8402701000321 地域情報誌を活用した広告掲載と店内展示で販路開拓

96 岩手県 サロン・ド 愛 癒しと美の総合的サロンへ！新メニュー提供による販路拡大事業

97 岩手県 ホテルきくゆう ランドリースペース整備による新規長期滞在客の獲得と固定客化

98 岩手県 Cut Studio さかい 美容室らしい店舗ファサードで認知度向上と新規顧客確保

99 岩手県 井上商店 コロナ禍を生き抜く飲食部門の強化及び環境整備・認知度向上事業

100 岩手県 畠山電気商会 機械導入による地域内新規顧客獲得と下請け脱却事業

101 岩手県 さしはた牧場 ジャージー牛の原乳を活かす　さしはた牧場ジェラート事業の拡大

102 岩手県 虹の橋　牧原京子 顧客需要に対応すべく保管スペースを確保し販売拡大

103 岩手県 合同会社　ロードプリンス 6400003002658 無人自転車修理受付所による売上向上と非対面型取引方法の確立

104 岩手県 陸中スキット株式会社 6400002011354 小規模物件に対応した新工法による販路拡大と認知度向上

105 岩手県 小綿商店 自家栽培の野菜を使った当店オリジナル商品の販売による売上向上

106 宮城県 株式会社くんぷう 3370001019644 富谷宿由来の陶人形の開発製造による販売開拓

107 宮城県 TWIN TOWER株式会社 1370001049239 新店舗開設を機会としたお客様サービス向上による販路開拓事業

108 宮城県 SkyBring株式会社 2370001019851 新規生徒獲得を目指した３Dデザインスクール事業
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109 宮城県 株式会社長命土地 3370001000918 新たなライフスタイルに応じたサービス提案による販路開拓事業

110 宮城県 Hair lounge Cherie 体質改善の育毛／体・頭皮ケアで髪の毛きれいにキープ

111 宮城県 ヘアーモードニューウェーブ 非日常的な空間を五感で感じて頂くクリームバスサロン

112 宮城県 株式会社MOMMA 7370001044408 セルフ脱毛での販路拡大事業

113 宮城県 BELL STABLE 東北初の先進機器導入による新分野展開及び売上増強への取組

114 宮城県 ONE DREAM 水素ガスを使ったエンジンクリーニングサービスで売上向上

115 宮城県 ねこあん イベント開催による認知度向上並びに新規潜在顧客獲得事業

116 宮城県 合同会社Reclass pro 5370003005517 迅速にお応えし、癒しと安心感を与えるハウスクリーニング！

117 宮城県 KURA接骨院 豊かなココロ・アタマ・カラダを育む『KURA体操教室』新設

118 宮城県 ラーメン一慶 麺の在庫切れ防止＆追加メニューのための冷蔵設備増強と看板掲出

119 宮城県 理容モード ゆったりさわやかサロンの整備による販路開拓

120 宮城県 バンドシー株式会社 3320001012827 展示会出展による販路開拓およびブランドの認知度向上

121 宮城県 ちょっと寄り道　ほほえみ 多様な趣味・趣向で地域のコミュニティ醸成を目指す

122 宮城県 わらび舎　ひまり わらび餅を使った冷凍商品の開発と販売PR

123 宮城県 焼肉　俺ん家 ２階の客席を生き返らせ、新たな顧客層をつかむ売上ＵＰ大作戦

124 宮城県 真壁豆富店 豆乳ソフトクリーム販売事業

125 宮城県 Teku　Teku チラシ・ポスター・看板設置による自宅教室の新規受講者獲得事業

126 宮城県 佳の整骨院 新サービスとオウンドメディアへの導線構築による認知と集客事業

127 宮城県 株式会社つつみ庵 8370001043953 会津山都そばつゝみ庵の「粋なそば屋呑み」のすすめ

128 宮城県 有限会社　大沼総合教室 8370202004102 放課後クラブ＋塾で、保護者の安心と子どもの豊かな時間を！

129 宮城県 Gyu-29 食材廃棄ロスの削減に伴う新メニューの提供

130 宮城県 そば茶屋　手打ち十割そば　一 ・野立看板による販路開拓と厨房設備の改修による生産性の向上

131 秋田県 株式会社　プロジェクトIPA 6410001005827 クラウド対応CAD導入で生産性向上＆新たな販路開拓

132 秋田県 パンドコロＴＯＳＳＩ 増加傾向にある新規顧客のリピーター化と回転率の向上

133 秋田県 株式会社グレボ 4410001008690 慶弔花用名札の自社製作による顧客満足度の向上と新規販路開拓

134 秋田県 金田石油店 ソフト導入でインボイスにばっちり対応！広告宣伝で新規顧客獲得

135 秋田県 齋藤製麺 下請製造から脱却！製造販売一貫体制構築による販路拡大の取組み

136 秋田県 フジクロス 集塵サンダー導入で清掃時間短縮、施工時間確保で売上アップ！

137 秋田県 おひさまランドリー 「コインレス」ランドリーの実現とＤＸ化を目指す集中精算機導入

138 秋田県 羽田電線　株式会社 6020001069993 地域も元気に！地元「石沢そば」の魅力発信による集客力向上事業

139 秋田県 有限会社　サンライズ 1410002009344 人気メニューの真空冷凍商品開発と周知活動でコロナ禍を乗り切る

140 秋田県 はやま アフターコロナをチャンスに！店内改装等で団体客・新規客獲得！

141 秋田県 株式会社OMS 8410001011567 お客様が求める多様なニーズにお応えする駐車スペース整備事業

142 秋田県 株式会社藤内輪店 4410001012461 ライダーの安全を守る！顧客満足度向上及び新規顧客獲得事業

143 秋田県 I’s Motor Factory 地域に必要とされるアットホームな自動車整備工場を目指して！

144 秋田県 合資会社 日榮堂 1410003002208 意外性のある品揃えＰＲで若者集客！老舗商店の新規顧客獲得計画

145 秋田県 株式会社　つうしん 6410001006866 新機器導入で新規顧客獲得へ～新時代の波に乗れ！～

146 秋田県 Harmonize 画期的な空間！トレーラーハウスを気軽に体験してほしい

147 秋田県 有限会社　木元自動車興業 8410002012275 クラウド型調色機器導入を契機とした販路開拓事業

148 秋田県 株式会社ノルテカルタ 7410001013184 事業の新たな柱に！地域資源を活用した新商品開発と販路開拓

149 秋田県 佐々木地質合同会社 1410003003172 試錐機の導入と人材確保による受注拡大要請への対応と販路開拓

150 秋田県 貸衣裳　葉月 看板設置で認知度向上！「着付け教室」による売上向上策

151 秋田県 有限会社板垣自動車 2410002005441 車のことならお任せください！知名度・認知度向上で新規顧客獲得

152 秋田県 スクールＩＥ　土崎東校 チラシ作成による認知度向上と新規顧客の獲得

153 秋田県 ボナンザクリエイト合同会社 2410003003238 設備導入による特殊加工印刷物の販路開拓と内製化

154 秋田県 hair make lazo 「髪のお悩み解決」サービスの質向上による顧客増加計画

155 秋田県 湊精肉店 顧客ニーズに応える高品質な精肉を提供するための設備導入

156 秋田県 リカーショップたかはし 営業活動強化のための食材加工室の設備工事

157 秋田県 OBJET Hair＆Make Salon お客様のお悩み改善新メニュー提供による販路開拓事業

158 秋田県 有限会社　安心サービス 9410002009618 最新プリントシステムでの「地域企業応援グッズ制作・販売事業」

159 秋田県 CRUST パン製造工程の機械化による生産性向上と販路拡大

160 秋田県 ＪＵＮ株式会社 5410001011553 スチコン導入による調理効率化と大人数受入体制の構築

161 秋田県 ハンサム侍 受注拡大に対応するための生産設備の増強事業

162 山形県 スズタケ塗装店 降雪地域特有の課題解決に向けた新サービス展開による販路拡大
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163 山形県 HAIR  MAKE  Dew 新メニュー追加！シャンプー椅子と駐車場増設で売上アップ

164 山形県 株式会社アルティジャーノ 7390001007750 革と着物のリメイク事業に向けた設備導入と展示会出展で顧客開拓

165 山形県 Otto 業務用粉砕機導入による売上増加取り組み

166 山形県 有限会社コマツ塗装 7390002003220 屋外・屋内展示スペースの整備による新規顧客開拓事業

167 山形県 大津製作所 生産現場の環境整備による新規顧客開拓事業

168 山形県 菓子司　酒田屋 菓子製造技術を活かした“フルーツサンド”定番化による販路拡大

169 山形県 ファニーディップ 新規テイクアウト販売の為の最新式冷蔵庫導入による販路開拓事業

170 山形県 有限会社　徳助本舗 4390002016258 駐車場入口の縁石撤去で顧客の安全確保による新規販路開拓事業

171 山形県 軽部草履株式会社 2390001011749 新商品の生産体制整備と販路拡大による収益改善

172 山形県 有限会社安達自動車 9390002012054 スキャンツール最新機導入により、顧客満足度向上事業

173 山形県 TKwork 設備導入による生産性向上と作業効率化に伴う販路拡大

174 山形県 株式会社多田農園 2390001005684 大粒ぶどうのダイヤパック販売用外装箱の開発による販路拡大

175 山形県 ヤマキチ島貫魚店 魚屋の手作り総菜販売で売上アップのための平型ショーケース導入

176 山形県 有限会社後藤商店 4390002008404 若い世代へ向けた販促ツール作成による住宅機器販路開拓事業

177 山形県 美容室LittleDiscovery デジタルパーマ機導入と新サービスの提供で新規顧客獲得事業

178 山形県 野口造園 造園スキルを活かした新サービス提供による新規顧客の開拓

179 山形県 株式会社Cat＆Green 5390001016984 新PB商品ベビーカラトリーの開発に伴う金型作成で新規顧客獲得

180 山形県 阿部産業株式会社 7390001011975 ディスプレイ用什器を整え展示販売会と自社直売による販路開拓

181 山形県 有限会社紀の代寿司本店 4390002015912 店内改装してイステーブル席による顧客拡大と売上増進事業

182 山形県 余目ホテル 古民家好きの女性客が喜ぶ部屋づくりで新規顧客獲得事業

183 山形県 ヘアーメイキングブーツ 待ち時間を活用したヘアケア商品の販路拡大

184 山形県 みしまフォトスタジオ 子供の成長を写真に残すためスタジオリニューアル！

185 山形県 ビジネスホテル丹泉 新サービスを背景としたトイレ改修とHPリニューアルで販路開拓

186 山形県 最上魚浩 地元食材を活用した新惣菜の開発と店舗環境の整備による売上拡大

187 山形県 株式会社　只平 2390001015717 新規設備導入により生産性向上と新規受注獲得で売上UP

188 山形県 有限会社東根東北電化 2390002012291 看板設置と外構工事による個人客獲得事業

189 山形県 松田建築 看板の設置と設備新設により、顧客満足度の向上並びに売上の拡大

190 山形県 株式会社HG 2390001015270 ユニットハウス導入で地域一番の豊富なメニューのお店で販路拡大

191 山形県 うぃず鍼灸整骨院 AIシステム導入と事業拡大に伴う新規顧客獲得事業

192 山形県 有限会社せいのふぁーむ 2390002015690 漬物の生産能力の向上と新商品開発による新規顧客獲得事業

193 山形県 株式会社中川果樹園 2390001015816 里芋の生産拡大と既存客への販売促進による売上増加事業

194 山形県 板垣養蜂園 ウイズコロナ対応の店内環境整備とメニュー開発による販路拡大

195 山形県 丸三 二槽式ガスフライヤ―の導入による新規需要の掘り起しで販路開拓

196 山形県 ヘアーショップh.A.N.a. ハイレベルトリートメント事業と外装リニューアルによる売上拡大

197 山形県 野生酵母Pizzeria桜丸 新規顧客獲得のためのイベント出店とテイクアウトの周知

198 山形県 大竹精肉店 店舗外装工事による集客力アップと新商品開発で店頭販売促進事業

199 山形県 辻和庭園 作庭工事の集客獲得を目的としたホームページとロゴ作成

200 山形県 菓子処神戸屋 プレハブ冷凍庫導入による秘伝豆焼きドーナツ販売拡大事業

201 山形県 ティーディーケー 地域広告と応接室完備による新規顧客獲得と認知度向上

202 山形県 肉の花屋 「MIXホルモン」販売促進のための看板設置

203 山形県 株式会社山のむこう 8390001013847 山形校開校の設備拡充・環境整備による販路拡大

204 山形県 NIZOU WORKS リーフレットなどでのＰＲと設備充実でリピーターづくりを強化

205 福島県 スナック桃里 新事業「カラオケ喫茶」による販路開拓計画

206 福島県 小原健太 飯舘村の次世代を担う移住者の販路開拓

207 福島県 レミーラ 半オーダー製品を即席製造するポップアップイベントの実施

208 福島県 株式会社ひかりと樹 7380001030349 デイサービス施設　看板・チラシによる認知度向上・販路開拓計画

209 福島県 韓国料理　明洞 韓流ブームを追い風に！本格韓国料理の販売強化事業

210 福島県 株式会社ＴＡＣプランニング 4380001032579 新規顧客獲得とコンサルティングによる地域活性化事業

211 福島県 円達 「来店者増加によるコミュニティの輪。地域１番の食堂へ！」

212 福島県 LOOP HPとチラシを活用した広報強化で認知向上と売上増加計画

213 福島県 三浦メタルワークス株式会社 4380001009981 運送業の新規顧客獲得及び生産性向上による受注拡大

214 福島県 Eyelash salon PAM 強みを活かした差別化戦略によるヘアケア市場への新規参入事業

215 福島県 Soleil フランス料理シェフが作るオリジナルキムチによる販路開拓

216 福島県 有限会社エム牧場 2380002016145 オリジナルブランド牛の自社加工及び販売による販路開拓
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217 福島県 美容室ミエ 既存サービスの品質向上と新サービス「頭浸浴」で売上アップ事業

218 福島県 株式会社斎藤機械サービス 1380001032094 部品のリサイクル販売と中古建機販売、レンタル事業の展開

219 福島県 ９GYM 新規顧客獲得と顧客が顧客を呼んでくれるシステムの構築

220 福島県 居酒屋はやし 高齢者、女性客への配慮と団体客集客のためのサービス充実プラン

221 福島県 大堀相馬焼　松永窯 生産工程の機械化による生産拡大に伴う販路開拓

222 福島県 ひょっとこ亭 地域資源を活かしたご当地ラーメンの提供による販路開拓事業

223 福島県 合同会社あすかエコテック 2380003000899 山ぶどうジュースの改良とバイヤー向けチラシ作成による販路開拓

224 福島県 フィット和田 量販店との差別化を図るツーポイントメガネ事業

225 福島県 ＥＳＬ英数教室 ＷＥＢ、チラシ、看板や教室体験による当教室強みの認知度向上

226 福島県 株式会社　栗田 5380001033089 新たな自動車鈑金工具の活用で、販路拡大し新規顧客獲得

227 福島県 株式会社池田木材舎 7380001016265 こだわる素材は地産地消！「町大工」の家造りの広報力強化

228 福島県 昭和ワールド商会 シミ抜き等の知識を活かした寝具部門強化による事業再起！

229 福島県 ドッグサロンkun-kun 専門店用ペット用品販売開始による販路開拓計画

230 茨城県 渡辺つり具店 オリジナル・ルアーの提供によるルアー製作事業への本格進出事業

231 茨城県 有限会社長塚自動車整備工場 8050002010324 車の健康診断とトラック等の大型車両の整備能力の向上事業

232 茨城県 株式会社大正天びん製作所 9050001013351 特定難病の治療薬開発に資する精密分銅の輸送品質向上で販路拡大

233 茨城県 志な乃 飲食店の生産性向上を支援する冷凍手打ちそばの販売事業の展開

234 茨城県 有限会社Angel’s Closet 1050002022929 『人が輝く瞬間をプロデュース』する写真館事業の展開

235 茨城県 鯉淵商事株式会社 2050001047595 高齢ドライバー用最適ライフ支援の提供による新規顧客獲得事業

236 茨城県 福 急速冷凍機導入による生産体制の整備で販路開拓

237 茨城県 川上緑化園 枝物生産販売に向けた倉庫新設による新規事業の立ち上げ計画

238 茨城県 NATURE 育毛バザルトストーントリートメントによるメンズエステ市場開拓

239 茨城県 佐藤銘木店 好立地と既設倉庫を活かした銘木拡販のための店舗開設

240 茨城県 株式会社小薗建設 2050001034825 諦めかけた新築住宅の夢を叶えるスケルトンリノベーション事業

241 茨城県 有限会社マルイチ仙台屋商店 7050002032633 天日干しの拘りを持った大津町初となる地産地消へのチャレンジ

242 茨城県 カーグラス桜川 ADASのうちガラス部分の対応体制の整備・強化事業

243 茨城県 有限会社　伊藤石材工業 8050002009960 仏壇を兼ねた移動式お墓「アモス」のPR事業

244 茨城県 有限会社ベジフルジャパン 5050002012232 青果の専門家によるオリジナルアイス製造販売事業の展開

245 茨城県 根本食品 高齢者向け施設給食市場への販路開拓と生産性向上への取組み

246 茨城県 ヘアーサロントジマ 新たなトリートメントサービスの提供による女性客の開拓

247 茨城県 カットギャラリーミュー 「ちょこっとヒゲ脱毛」新サービスによる客単価・リピート率向上

248 茨城県 テックオートサービス 高級輸入車向け特殊タイヤの交換サービスの提供による販路開拓

249 茨城県 中村自動車工業 個人顧客を対象としたエアコンクリーニングサービスの実施

250 茨城県 有限会社マツナミ 7050002039975 旧車から高級車まで対応、良心的タイヤ交換事業による販路拡大

251 茨城県 株式会社菊屋畜産 3050001046860 老舗職人店の惣菜製造業への転換による販路拡大事業

252 茨城県 お食事処いこい オリジナルメニュー魚香ラーメンの開発・提供による売上向上事業

253 茨城県 髙橋自動車鈑金塗装 新サービス事業展開とＨＰ開設・看板・チラシによる新規顧客開拓

254 茨城県 only one handmade Charmy×Chappy オリジナル商品の充実と自宅の店舗化による販売強化事業

255 茨城県 大黒家 地域特産品を活かした真空調理器による新たな商品開発

256 茨城県 有限会社蔵人 8050002014201 更なる店舗飛躍の為のリニューアル施策と新メニューの訴求改革

257 茨城県 ヘアーサロンしまだ 理容に「体調改善マッサージ」を加えた「リラックス理容」の提供

258 茨城県 合同会社neut 3050003005328 漢方カフェの開発による新規顧客の開拓事業

259 茨城県 株式会社エステートリンク 8050001017502 トイレの改装とバリアフリー化して快適性をUPさせ販路拡大

260 茨城県 小口設備工業株式会社 1050001013813 新方式による公共施設・工場内の消化設備配管の漏水検査事業

261 茨城県 Beauty Garden hair＆nail ℤ世代をターゲットにした新美容室・サービス拡大戦略

262 茨城県 エステティックジュビランEcxia オリジナルフェイスケアトータルプロデュースサービス開発と周知

263 茨城県 immune⁺ 輸入化粧品のネット販売による非対面型エステビジネスの構築

264 茨城県 サンネット株式会社 9050001042854 スマホ向け積み上げバランスゲームのPR事業

265 茨城県 大里憲哉 障害者雇用についての情報を掲載した営業用冊子作成・広報活動 

266 茨城県 株式会社カツミ産業 1050001013466 人工光型植物工場の生産する野菜を活用した地元野菜のピザ店事業

267 茨城県 株式会社八福 9050001041352 八福のテイクアウトで地域を元気に！プロジェクト

268 茨城県 橋場　典子 整体とエステを融合した『整体エステ』による『健康美』の創出

269 茨城県 DOGGY　FRIENDS ペット犬取扱事業者向け新規サービス提供に伴う営業ツール制作

270 茨城県 株式会社Ｋ－ステップサービス 3050001043940 足場による家具の開発及び自社リソースを活かした広告宣伝事業
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271 茨城県 かがや輝ライフ 当店独自のオーガニック堆肥の開発提供による新規顧客獲得事業

272 茨城県 Npoca 懐かしい気持ちで野外コーヒーが楽しめるキャンプ用品の開発販売

273 茨城県 株式会社ライフメディア 9050001048612 専用プリンタ導入によるオリジナル高級ゴルフボールの製作

274 茨城県 らくいち 安心脱毛提供によるライフステージに応じた提案型サービス

275 茨城県 (有)鹿島オリヂナル 4050002026373 トラック架装品のアンダーバーの開発製造による売上拡大

276 茨城県 モンテマーレ 手作り生パスタ麺の商品開発による店舗と外部販売のシナジー効果

277 茨城県 持丸自動車株式会社 5050001043113 大型車両の整備受け入れによる売上向上事業

278 茨城県 隼JAPAN株式会社 2050003003919 サービス看板リニューアルによる業態転換後の地域内浸透計画

279 茨城県 株式会社ミューニュートリノ 6050001051073 高付加価値極上ヘッドスパメニューの提供による新規顧客の開拓

280 茨城県 株式会社テックライン 2050001017094 人気商品を集めたＥＣサイトを運営し折込チラシで集客

281 茨城県 株式会社いくとせ 7050001051849 ドイツ式＆無添加＆地元循環型ハムソーセージで地域を元気に！

282 茨城県 LUCKY JAPAN INTERNATIONAL 合同会社 7030003009987 ウェブサイトのモノ売りからWeb活用のコト売りへの新規展開

283 茨城県 メイクファン株式会社 9140001101246 シフォンケーキの魅力を販促動画で伝え、ニーズ拡大とブランド化

284 茨城県 株式会社くらもち 8050001015035 ３周年記念企画の実施による少人数の新たな顧客層の開拓

285 茨城県 Pampletink 当店スイーツの自動販売体制の構築と専用商品の開発

286 茨城県 hair&spa..eyesalon TRILL 傷んだ髪の方向けカラーサービスの強化と店頭訴求力向上事業

287 茨城県 有限会社山崎石材店 3050002040020 新規永代供養樹木葬霊園販売の販路開拓事業

288 茨城県 片倉瓦店 瓦屋根工事店の挑戦～新規顧客開拓へ向けた仕組みづくり～

289 茨城県 株式会社NSC企画 9050001026361 コロナ禍のメンタルヘルスを改善する国産入浴剤の販路拡大

290 茨城県 カーワークス大野 大型車両に対するサービス体制の強化と認知度向上事業

291 茨城県 株式会社　羅王 9050001047523 つくば市において非認知能力向上を目的とした専門スクールの開校

292 茨城県 株式会社駒木根工業 1050001024447 地域初のアイシングクッキー専門店で映えするお土産と話題を提供

293 茨城県 株式会社エイトライズ 4050001045779 地域に根差した多店舗展開による売上アップ事業

294 茨城県 鉾田フルーツチーズケーキ 当店人気のチーズケーキ商品の個包装化による販路開拓事業

295 茨城県 有限会社　栄光商事 1050002029726 女性集客効果による来店数及び売上向上計画

296 茨城県 株式会社SmilesGate 6050001046214 新たにWEB・ECサイト作成支援サービスの開始

297 茨城県 有限会社油市 8050002036162 手書き文字職人の技術を活かして祭り提灯やオリジナル商品を作る

298 茨城県 ドラゴン 冷凍ラーメン用自動販売機導入による販路拡大

299 茨城県 株式会社せきい薬局 8050001048828 薬局での血液検査による健康増進及び新規顧客の獲得

300 茨城県 有限会社 金来屋 1050002043149 コミュニティ創出に貢献する『おとなの学校』事業の展開

301 茨城県 株式会社リバース 1011201015702 古着無人販売店の高効率経営で販路開拓と利益率改善

302 茨城県 有限会社森自動車工業 8050002025958 タイヤ預かりサービスの提供による新規顧客獲得大作戦

303 茨城県 DAMA HAIR マイクロバブル発生機導入によるシャワーメニュー新設

304 茨城県 hair＆make vive 髪へのダメージに配慮した施術メニューの提供による販路開拓事業

305 茨城県 有限会社　珈琲亭よしだ 2050002038882 自社開発商品「フレーバー和紅茶」による販路拡大の宣伝活動

306 茨城県 飯泉金物店 「住まいの困りごと相談所」の開設による新規顧客の獲得事業

307 茨城県 結いのはな ハンドメイドを新たなコンセプトとするハンドクラフテット事業

308 茨城県 和Dining髙家 新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

309 茨城県 Beauty Salon Sai 美容ライト脱毛器NEQSTで叶えるツルツルお肌と家族の笑顔。

310 茨城県 株式会社プリベンテック 6050001017909 再生医療に用いる新型増殖因子の開発と原材料生産効率の向上

311 茨城県 VZmooi 広告掲載によるサービス露出強化と講師業の本格稼働に向けた施策

312 茨城県 オン BtoBへ!運送業の宣伝もサポート、ライトなデコトラ新事業！

313 茨城県 白田組土木株式会社 5050001011796 ICT施工体制の強化による、生産性・収益の向上

314 茨城県 株式会社バイオマス・エネルギーセンター 7050001051543 事務所改修工事及び広報力強化による、販路開拓事業

315 茨城県 アンジュウエディング 自分らしく生きる「LGBT」専用の婚活支援事業の展開

316 茨城県 株式会社寿多庵 1050001007212 洗練された地元特産品の贈り物を提供する販売強化

317 茨城県 トライアングルビジョン 配信スタジオを活用したデジタルコンサルティングWEB配信開始

318 茨城県 株式会社　冨山塗装 7050001027056 塩害防止塗装を訴求するショールーム開設による日立市場再活性化

319 茨城県 有限会社　東和加工 3050002034212 大型重袋の製袋加工技術の確立と新市場開拓

320 茨城県 パスタイム 新部門立上げに伴う顧客満足度向上事業

321 茨城県 常新総業有限会社 1050002018472 時代背景に合わせた商品提供方法の変更並びに新規顧客獲得事業

322 茨城県 阪本　洋平 新トレーニングの提供を通して地域の方の健康寿命の延長を目指す

323 茨城県 株式会社ＥＶＥＲ　ＧＲＥＥＮ 9050001043893 安心、安全、環境浄化型パーソナルビューティサロンの認知拡大

324 茨城県 株式会社れんこん三兄弟 8050001026395 持続可能な事業推進及び販路開拓に向けた製造力強化事業
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325 茨城県 有限会社トータルホーム関東 3050002029939 チラシ・広告の配布による新規顧客数増・売上拡大計画

326 茨城県 めし宴処　うお作 地元米をアピールした新メニューと居心地の良い空間づくり

327 茨城県 大山 大山式！オリジナル農薬散布請負サービスと、伝統稲わら加工販売

328 茨城県 有限会社栗原農園 3050002035391 SNS運用顧客管理システム活用による新規顧客獲得と認知度向上

329 茨城県 株式会社吉村 5050001017067 新鮮な地元ブランドお肉をお届け！鮮度向上による新規顧客開拓

330 茨城県 有限会社玉木 9050002025271 専用移動販売車を活用した一般消費者向け販売の強化

331 栃木県 ＺＵＣＣＡ　ＩＴＡＬＩＡＮ 洋食屋さんが本気で作る新スィーツと回遊性ＰＲ事業

332 栃木県 hair&relax　GREENI 知名度を向上、新規顧客獲得からの固定客化で売上を向上する事業

333 栃木県 星のいちご園 「冷凍いちご」事業の設備投資・PR活動

334 栃木県 おぎわら建築 高齢者世帯向け家具の改造・修理事業の進出

335 栃木県 髙橋屋根工事店 屋根リフォーム工事および屋根全般サービスの販路開拓事業

336 栃木県 佐藤工務店 価格競争力の高いリフォーム工事受注のための販路開拓事業

337 栃木県 おやじのハンバーグLFいちかい 高級肉仕出し弁当と店舗認知度向上の看板を設置し売上増加させる

338 栃木県 有限会社髙田畳店 2060002018792 新サービス「なんでも抗菌・消臭サービス」の告知による売上増加

339 栃木県 有限会社渡辺精肉店 1060002029650 精肉専門店の美味しさを知ってもらい何度でも来店したくなる事業

340 栃木県 株式会社アイダイム 4060001035176 チラシ配布とその反応を踏まえたネット構築による新規顧客開拓

341 栃木県 株式会社ヱミカ 7060001034786 地域歯科に密着した“ステンレス製品NO．1”の医療機器会社

342 栃木県 PIZZAIOLO ASSOCIATION 栃木県の魅力を発信！世界一のピザ職人のキッチンカー活用戦略

343 栃木県 Cliff Coffee 自家焙煎で珈琲の差別化と焙煎豆の販売による店舗売上向上事業

344 栃木県 FOOT POINT 当店の存在感をアピールするための看板等の設置

345 栃木県 日里畳店 新縫着機導入で掴む新たなニーズ・増やす手間請売上事業

346 栃木県 そば処　福福福 石臼挽きで、そばの香りUP。新規開拓、リピーター確保事業

347 栃木県 豚骨醤油らー麺　相澤屋 新規顧客獲得と収益性向上のための自家製麺開発事業

348 栃木県 大森農園 高級米の品質安定化と生産量増加による小売販売拡大事業

349 栃木県 那須野工業 設備導入による取扱い品種の大幅強化と販路拡大の取り組み

350 栃木県 ＴＯＭＯＴＯＭＯ 新メニュー導入とチラシ・看板での周知による新規顧客の獲得

351 栃木県 髙梨建築 那珂川山小屋キャンプ場オープンのための設え事業

352 栃木県 有限会社八百春商店 9060002039972 当社新商品「冷凍いもフライ」の開発・販売による売上増加計画

353 群馬県 ふじや旅館 尾瀬認定ガイドによる新サービス提供と館内整備による顧客獲得

354 群馬県 有限会社八幸石材 3070002014518 「墓じまい」「お墓の引っ越し」事業の新規立ち上げと新事業PR

355 群馬県 焼きたてパン　ブール 新規顧客獲得のための店舗改装・テラス席設置と広報ＰＲ

356 群馬県 有限会社日下部プラスチック 6070002028944 北米市場からの受注増大を目指した自動検品装置導入事業

357 群馬県 ペース・ミュージックランド ピアノを活用した高齢者対応の音楽教室で販路拡大

358 群馬県 愛華飯店 視認性の高いデザイン看板設置による認知度の向上と新規顧客獲得

359 群馬県 株式会社宮鐵 1070001037769 金属加工の高精度化。プラズマ切断加工機導入による販路開拓

360 群馬県 有限会社白樺亭 8070002010454 施設回りのPR看板の充実で一見客の来店を促進し売上拡大を図る

361 群馬県 有限会社石原工房 8070002025700 住宅用ソーラーカーポートの施工・販売事業

362 群馬県 まつしま肉店 戦略商品展開による新規顧客獲得事業

363 群馬県 アウトドア貸切別荘北軽井沢 インバウンド獲得のための「ヒバチ（火鉢）」体験サービスの提供

364 群馬県 CHI－CHI 差別化強化のためのヘアカラー・パーマの強化事業と店舗看板設置

365 群馬県 株式会社山藤 7070001035593 新規顧客開拓のための金融セミナー新規開設事業

366 群馬県 有限会社三国家 6070002036864 きざみ鴨せいろギフトセットの販促強化のためのCM放映を行う

367 群馬県 有限会社小林養蜂園 3070002036033 蜂蜜を極力自然のまま提供するのに必要な蜂蜜溶解装置導入事業

368 群馬県 有限会社山高食品 9070002025055 たまごスイーツの生産性向上による新規顧客獲得計画

369 群馬県 料理処　きよ秀 自転車競技インフォボード兼テイクアウト窓口設置で顧客接点増加

370 群馬県 いいの農園 真空パック機で「人参サラダ」包装改善しパンフ作成で商談推進

371 群馬県 株式会社ALIS 7070001038786 需要の拡大を見据えた設備導入による販路開拓事業

372 群馬県 白ゆり 洋式トイレ改装による女性・高齢者の顧客回復と家族客の新規獲得

373 群馬県 有限会社清水モータース 7070002012971 顧客ニーズに対応するための設備導入

374 群馬県 株式会社ラストイズム 7070001018565 精緻でクリアな映像提供のための設備導入事業

375 群馬県 LODGE 団体客受け入れ体制整備のための設備導入事業

376 群馬県 株式会社徳江工務店 6070001014631 施工状況の見える化と工法改善による新築住宅受注件数アップ

377 群馬県 株式会社川岸 8070001014183 新たな加工技術習得とボトルネック解消によって新分野へ進出

378 群馬県 吉岡ビューティサロン ヘッドスパの導入による他社との差別化と集客強化事業
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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。

379 群馬県 有限会社山ばと 4070002036949 家族用、高齢者用客室改修工事による新規顧客開拓事業

380 群馬県 HARU ベースキャンプとして長期滞在を可能とするドームテント設置事業

381 群馬県 もぎ屋 「懐かしいのに新しい味！」直売所開設による新規顧客開拓事業

382 群馬県 株式会社nowhere 8070001038249 新聞折込チラシ・ポスティングによる新規顧客開拓と知名度の向上

383 群馬県 サラダ館月夜野店 出産子育て世代をターゲットとしたギフト商品販売強化事業

384 群馬県 Heal On withコロナに対応した癒しの空間の提供とパンフレット作成

385 群馬県 株式会社適塾 8070001007749 新事業「学習習熟度判定テスト」実施による小学生の新規顧客獲得

386 群馬県 晃常こけし工房 生産性向上による営業強化

387 群馬県 久保田登記測量事務所 高精度測量サービスの開始と自社ＰＲによる新規顧客獲得事業

388 群馬県 高橋果樹園 果物を加工した新商品開発と新商品販売用の冷蔵自動販売機導入

389 群馬県 株式会社川田牧場ファクトリー 4070001033170 季節を問わず24時間販売のための新たな販路の開拓

390 群馬県 大源 高齢者、女性に優しい和室用テーブル席導入による顧客獲得

391 群馬県 Sakura. 男性顧客増加のための設備導入と広告活動

392 群馬県 近藤住設 BtoC取引増加のために一般消費者に向けた広告活動

393 群馬県 草むしりや岡本 介護施設へのチラシ配布と新規器具導入事業

394 群馬県 有限会社怒木製作所 7070002028084 高品質な製品製造を可能にする設備導入による新規顧客獲得事業

395 群馬県 はなまる自動車 タイヤチェンジャー導入による売上増加と新規顧客獲得事業

396 群馬県 黛のこんにゃく屋 コロナ後の来店客の増加で売上拡大を目指す機械の導入と改装工事

397 群馬県 松乃井旅館 遊休施設を客室に改装工事をしてコロナ収束後の売上アップを図る

398 群馬県 きになるcafeKimama アフターコロナに向けた集客アップ対策で売上の拡大

399 群馬県 有限会社天武 9070002020279 商品開発と店舗改装による販路開拓事業

400 群馬県 株式会社ミーツ 4070001034994 昇華転写プリンター機材導入により販路拡大及び新規顧客獲得事業

401 群馬県 鶴亀屋株式会社 8070001038265 老朽化機材の一新＆コンクリート打設がもたらす作業効率アップ

402 群馬県 有限会社若葉園 2070002036991 高圧蒸気滅菌器導入による、ウチョウランの生産性向上事業

403 群馬県 株式会社タムラコーポレーション 1070001008976 検針効率化と保安高度化により新規顧客開拓を図る

404 群馬県 倉田酒店 新サービスの実施と情報発信強化による新規顧客獲得事業

405 群馬県 有限会社櫻井造園 9070002023562 会社PRとエクステリア3DCADによる提案力向上

406 群馬県 humming bird 素敵な女性になってもらえる「学べて食べられる」観光農園化事業

407 群馬県 テックおおしま 新事業の実施と情報発信強化による新規顧客獲得事業

408 群馬県 DORAMA お客様に安心安全な空間を提供するための店舗改装事業

409 群馬県 農園わとわ 新商品開発と情報発信強化による新規顧客獲得事業

410 群馬県 ファイヤーウッドガーデン 新事業の導入と情報発信の強化による新規顧客獲得事業

411 群馬県 在る森のはなし カフェの新規開店とオリジナル商品の製造と販売、販促

412 群馬県 Share Salon Ohana シェアサロン機能アップによる新規顧客獲得事業

413 群馬県 伊太利亜料理MASHIMO 新事業展開と情報発信力強化による新規顧客獲得事業

414 群馬県 和田兼建設株式会社 2070001020352 新規顧客獲得に向けた掘削用建設機器導入と売上向上計画

415 群馬県 恵美理 明石海岸テイストスナック＆明石焼販売での店舗改修とSNS周知

416 群馬県 株式会社VUGクリエイト 4070001037238 若手人材の育成並びに最新撮影設備導入による新規受注の開拓

417 群馬県 有限会社田島自動車 2070002010947 タイヤ保管サービスの構築による集客率の向上

418 群馬県 魅惑の白米 新規顧客獲得のための看板設置事業

419 群馬県 榛名木材工業株式会社 6070001008055 レーザー加工機導入によるオリジナル自社商品の販路開拓

420 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064 先進的工具管理体制構築による新規顧客開拓及び不良率低減

421 群馬県 神梅館 風呂のバリアフリー化及び衛生面向上による販路開拓事業

422 群馬県 株式会社北毛久呂保 4070001023361 こんにゃく餅（仮称）の小売用開発とブランディング

423 群馬県 株式会社後藤不動産 2070001037520 会社ブランディング強化による新規顧客の獲得

424 群馬県 川野屋本家 既存客単価増・新規顧客開拓のためのテイクアウトサービス

425 群馬県 株式会社群馬須賀農園 7070001037152 自社野菜の直売所開設による新規顧客開拓事業

426 群馬県 tigre calin 店舗の知名度向上による集客力アップ　子育てママが集う店づくり

427 群馬県 株式会社ササガワ 5070001019334 散水機能付き転圧機と看板の導入による一般住宅向け受注強化事業

428 群馬県 株式会社モデスト 6070001035421 自社独自の5つの規格住宅のパンフレット作製

429 群馬県 One’s strength セキュリティシステム導入による24時間利用可能なジム化事業

430 群馬県 高田屋 冷凍冷蔵庫導入による、新商品開発と販路拡大事業

431 群馬県 康作陶房　梅香窯 陶芸作家の新たな事業展開！滞在型陶芸教室で新規顧客獲得事業

432 群馬県 有限会社町田鉄筋 8070002026888 ニッチ産業を狙え！ペット用冷凍エサの飼育設備拡張事業
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433 群馬県 有限会社OHKI 8070002036235 新事業展開と情報発信強化による新規顧客獲得事業

434 群馬県 株式会社大野製作所 1070001024560 自動車EV関連部品の受注獲得事業

435 群馬県 介護タクシースマイル 介護タクシー待機場所設置による緊急対応能力向上・売上増加事業

436 群馬県 キッチン餉 オーダー式焙煎豆の開発・販売に伴う設備導入、販路拡大事業

437 群馬県 宵待庵まつしまや バーベキュー場新設と新サービスによる顧客獲得と単価の増加

438 群馬県 株式会社ミート工房かわば 1070001023546 アフターコロナの店舗販売強化のための設備導入

439 群馬県 林りんご園 ファミリー層向け絵入りんごサービスと農産物廃棄ゼロで販売拡大

440 群馬県 株式会社宮本製作所 8070001010109 新規顧客開拓のためのパンフレット作成事業

441 群馬県 株式会社エステートタジマ 7070001039116 新事務所設立に伴う看板設置による販路開拓

442 群馬県 有限会社俵屋 2070002014907 新規顧客獲得のための販売顧客商品管理システム導入事業

443 群馬県 尾瀬東明荘 非対面宿泊サービスによる新規顧客開拓事業

444 群馬県 株式会社悠テック 6070001037673 転圧機導入による高品質工事の実現で新規取引先開拓事業

445 群馬県 有限会社梶塚米穀店 1070002028619 広告看板及び大型精米機等導入による売上向上

446 群馬県 柳澤電機商会 他店との差別化を強化し販路拡大するための新規機器導入事業

447 群馬県 有限会社群馬浄化槽サービス 8070002034742 地域高齢者の悩みを解決する新サービスの開始

448 群馬県 モリタコ 新メニューの開発と知名度アップのための看板設置

449 群馬県 原澤りんご園 遊休レストランの改装による新規顧客獲得事業

450 群馬県 人形の富月 折り込みチラシでのPRによる新規顧客開拓事業

451 群馬県 株式会社ゼロ・テクニカルサービス 8070001028869 新規設備導入による顧客獲得事業

452 群馬県 関所食堂 空き家を活用した観光客おもてなし事業の実施

453 群馬県 TIMETRIP エイジレス対応美容室としての認知度向上

454 群馬県 株式会社シミズ設備 1070001038924 看板設置及びタウン誌広告による弊社の認知度向上

455 群馬県 novel-com.株式会社 1070001027720 オーダーメイドぬいぐるみを広める為の新ネットビジネスの構築

456 群馬県 株式会社エフエス 7060001019985 ステンレス溶接の強みを活かし、第４の柱の船舶分野への販路拡大

457 群馬県 株式会社みなとや 7070001008509 社会人ビジネス英会話教室増設を地域内企業学校に周知で販路開拓

458 群馬県 美ゆき食堂 安心安全の店舗づくりで新たなターゲットの獲得を目指す

459 群馬県 梅家 インボイス制度の対応レジ導入で新規企業との取引開始

460 群馬県 有限会社ヤマト 2070002012530 周知しやすい看板設置で新規顧客獲得事業

461 群馬県 有限会社大栄総業 1070002014908 屋根修繕特化ショールームのPR力強化事業

462 群馬県 手うち庵 外看板刷新による夕刻時間帯以降の集客力強化と新規顧客獲得

463 群馬県 株式会社大城グループ 8070001021493 独自施術と高速脱毛機導入により集客力強化と新規顧客獲得を図る

464 群馬県 高橋商工株式会社 8070001009472 若き後継者が取り組む新事業展開による新規取引先獲得と利益向上

465 群馬県 クライミングジム　ホワイトロック 未来のクライマー応援！キッズコンペ開催と安全強化で集客促進

466 群馬県 株式会社新野電気 3070001033741 カフェスペース拡張に伴う来店客増加事業

467 群馬県 お食事処　魚彩 物価高騰を乗り越える！客単価と回転率アップによる売上向上事業

468 群馬県 株式会社和田石材 3070001010534 事務所内装改修で接客・動画配信スペース確保による新規顧客獲得

469 群馬県 眞幸建築 「いい仕事してますね－」を周知！広告と口コミによる情報拡散

470 群馬県 有限会社片品自動車 4070002035281 エーミングツール導入による電子制御装置整備で新規顧客開拓事業

471 群馬県 有限会社フェイス 7070000201396 ニーズに応え機会ロス改善！新設備導入で生産性向上と販路開拓

472 群馬県 後藤建築 顧客からの要望、新サービスの提供による既存売上拡大事業

473 群馬県 PEACE　WORKERS株式会社 3070001029319 潜在的リフォーム需要の発掘による元請受注増加で利益向上

474 群馬県 有限会社石井設備サービス 2070002013693 新規重機の導入による生産性向上及び受注増加事業

475 群馬県 つぼみサポート会計事務所 新サービスDX化事業販路拡大事業

476 群馬県 高橋モータークリニック 新規設備導入で車両整備体制の充実化を図り新たに需要を開拓

477 群馬県 けーこさんのシフォン 新サービス提供のための作業場改修工事

478 群馬県 Re＊Born 看板設置とHPリニューアル等による新規顧客獲得

479 群馬県 株式会社オアシス 7070001005712 自由診療業務強化と高齢者・障がい者利便性向上のための施設改修

480 群馬県 パティスリーラミティエ 設備導入による新商品開発と販路拡大

481 群馬県 カットスタジオ T-WAVE 看板設置・店舗改装による新規顧客の獲得

482 群馬県 株式会社ツクイ・ジェービー 4070001028179 次世代自動車に対応した電子制御装置整備認証による販路拡大

483 群馬県 新井木工所 取付施行受注拡大による売上増加、新規顧客獲得事業

484 群馬県 谷川岳　肩の小屋 新たな設備導入による新規顧客獲得販売周知事業

485 群馬県 有限会社大金寿司 3070002013718 板前のつくる高付加価値商品「冷凍茶碗蒸し」による販路開拓

486 群馬県 株式会社Akagi company 6070001036171 高付加価値な真空包装焼き芋の開発による販路開拓
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487 群馬県 株式会社コイケ 8070001009431 新事業での新規顧客獲得のためのPR事業

488 群馬県 hairsalon chamorro ニーズに基づく新サービス開始による新規客獲得および客単価向上

489 群馬県 代田工房 円安で高騰している芯材を内製化するための設備を購入し販路開拓

490 群馬県 有限会社石渡通信 6070002000572 地元名産アイスクリームを提供し、愛犬家が集えるドックカフェ

491 群馬県 有限会社アド・バルーン 8070002013671 訪日外国人に向けたインターネット広告・販促物制作で受注獲得

492 群馬県 株式会社WEDGE 3070001025607 思いをカタチにする多様・高度なリフォーム法人案件の受注獲得

493 群馬県 ピークショア合同会社 4070003003642 下請けからの脱却！！自社で太陽光パネル、エアコン設置

494 群馬県 株式会社桜井鋼業 2070001036968 スマートビニールハウスの提案力強化による高収益受注獲得

495 群馬県 野村コンクリート株式会社 7070001009515 SDGs社会の実現に貢献する環境配慮型製品による販路開拓

496 群馬県 株式会社ESCAPE 6070001033037 商談スペース新設及びプロモーションにより新規顧客獲得

497 群馬県 design office マヨネイズ 自社デザインのショップの為の空き家リノベーション事業

498 群馬県 食事処つちや 観光客向け新メニュー開発と店舗改装による新規顧客獲得事業

499 群馬県 石井農園 新サービスの提供のため草刈り機の導入

500 群馬県 Lita blanc 新たな商品開発とウッドデッキ新設による新規開拓事業

501 群馬県 折田農園 生こんにゃくの移動販売の強化による新規顧客の獲得

502 群馬県 有限会社川島自動車部品 6070002023136 HP開設及びタイヤサービス強化による販路開拓

503 群馬県 有限会社あづま養魚場 6070002036121 海外アクアリウム市場開拓のためのテストマーケティングの実施

504 群馬県 株式会社アシスト 9070001015536 集客力アップによる中古住宅の販促強化事業

505 群馬県 Can Do Japan 新規顧客獲得のための待合室の設置

506 群馬県 株式会社斉藤農園 3070001032743 新サービス提供のための設備導入

507 群馬県 株式会社入澤建材 8070001035279 高圧温水洗浄機購入による業務効率化と自社イメージ向上事業

508 群馬県 村上家 高齢なお客様に配慮したテーブル席増設によるリピーター獲得事業

509 埼玉県 株式会社　黒沢自動車 5030001120211 お気軽整備サービスへの環境整備

510 埼玉県 ヘアーサロンＡＳＡＮＯ 他店との差別化、新しい形の福祉に特化したサロンづくり

511 埼玉県 RURUDI 「毛染等待ち時間の有効活用をしたセルフシステムエステの導入」

512 埼玉県 有限会社創美 6030002039409 農協組合員推進とオンラインとオフライン展開による事業規模拡大

513 埼玉県 石川コンクリート工業株式会社 7030001085378 小型のＬ型擁壁の開発によるエクステリア市場への参入

514 埼玉県 かすみ草 ふわふわパンの製造拠点の開設と地域限定の予約販売の実施

515 埼玉県 合同会社アールシーシー 4030003016144 寄り添い支援のコンサルティング！オンライン拡大事業

516 埼玉県 株式会社アイデアツール 9030001117534 ６軸ロボットの自社ノウハウを活かしたレンズ精密研磨機の開発

517 埼玉県 バックオフィスファクトリー株式会社 1030001149080 バックオフィス業務代行サービスの新展開

518 埼玉県 アルバ・コリス プライベートブランドの販売に向けたプロモーション事業

519 埼玉県 HAMACHI　Cafe クレープの冷凍自販機販売による新たな販路開拓

520 埼玉県 八幡家 増加する家族連れ客に対するやさしい店づくりとアウトレット対策

521 埼玉県 有馬隆之 オンライン交流時代のコミュニティプラットフォーム構築事業

522 埼玉県 株式会社厚和 5011101068359 オリジナル家具を制作・販売する製造販売会社へ設備投資

523 埼玉県 株式会社I＆C・HosBizセンター 3010501032380 小規模企業対応の「伴走型創客理念経営＝GiM」の推進事業

524 埼玉県 ペインフリー コロナ対応の３密回避ジム「少人数制スクール型ジム」の展開

525 埼玉県 SLOPERS 中級キャンパーの集客拡大～キャンプ道具のステップアップ～

526 埼玉県 PROGLOBE 親子で学ぶプログラミング講座の開設による新規顧客開拓

527 埼玉県 ハクビント鋳造工房 プロ・セミプロアーティスト向け鋳金講座の開講による販路開拓

528 埼玉県 若宮悠佑 パーソナルトレーニングジムの顧客獲得に向けた宣伝広告

529 埼玉県 ナチュラルサロン　エミナル 人に優しい設備の充実と健康増進につながる顧客拡大

530 埼玉県 株式会社武田衞土建工業 5030001069424 粉砕機導入による地域防火活動の生産性向上と新たな販路開拓

531 埼玉県 ちはるふぁーむ 「発酵」で野菜を食べることでの地域活性化と健康維持の促進

532 埼玉県 姫野博行 拡大する動画音楽市場への販路拡大を見据えた設備投資

533 埼玉県 株式会社　坂本商事 6030001091030 一目でアウトドアギア専門店と分かる看板設置による顧客獲得事業

534 埼玉県 M.R.P株式会社 7030001138689 高級輸入車の中古車販売店としての広告宣伝強化

535 埼玉県 有限会社辻九 9030002081374 3世代家族で楽しめるテーブル席への改装と御膳メニューの開発

536 埼玉県 moana8 コーヒー豆焙煎機導入による新たな販路開拓と複合効果

537 埼玉県 株式会社いも子のやきいも阿佐美や 7030001148721 壺焼き芋と焼き芋スイーツ専用キッチンカーで日本一の焼き芋屋へ

538 埼玉県 株式会社雄建コーポレーション 2030001135971 県内耐震工事を主に新規事業参入！１次２次下請けで売上増加！

539 埼玉県 朝霞将棋教室 経営者将棋コミュニティの立ち上げ！

540 埼玉県 たびと バリアフリー席の拡大による新規顧客開拓とアフターコロナの適応
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541 埼玉県 有限会社田村商会 5030002024725 「まならぼ」スクールの集客および法人開拓のための販売促進

542 埼玉県 有限会社中村電機制御 8030002090426 装置メーカーの開発に携わる電気制御事業で下請体質から脱却する

543 埼玉県 株式会社フォリオデザイン 4030001094506 自社製品のコスト低減による利益率の増加及び販路拡大

544 埼玉県 古民家にんじん木 ポストコロナ時代の古民家と囲炉裏と料理の融合

545 埼玉県 Cafe　Craft ドッグラン＆愛犬と飲食が出来るスペース作りを期待

546 埼玉県 株式会社ゴーキン 8030001054670 アルミダイカスト製造を活用した自社製品の企画・開発

547 埼玉県 株式会社　島田板金工業 1030001135601 作業効率改善とデジタルツール活用による新規販売促進事業

548 埼玉県 トラックライン 輸入車の整備受注の強化による輸入車専門店としての確立

549 埼玉県 METAL DESIGN WORKS コアファンの感情的価値に訴求するレーザー刻印による販路開拓

550 埼玉県 かりゅうど ジビエの移動販売事業の展開

551 埼玉県 ジェイムズ株式会社 3030001111468 軽トラの荷台に載せる「フリースペースユニット」の開発と販売

552 埼玉県 有限会社ニューフジフーズサービス川島 2030002077651 オリジナル冷凍食品の販売事業

553 埼玉県 hoppe＊hoppe 地域の食材を生かしたパンのネット販売開始、売上アップを図る

554 埼玉県 コヤナギコーヒーニッポン トレーニングやセミナーを活用した卸売り顧客の販路開拓

555 埼玉県 REPLAY HAIR DESIGN マイクロバブル発生装置を導入した地域内オンリーワンの店舗作り

556 埼玉県 合同会社SCOOP 9030003018086 一部機械導入でそばの提供数増加により機会損失の解消を図る取組

557 埼玉県 美容室crescendo m.a トータルビューティー化に向けての新規事業立ち上げ

558 埼玉県 有限会社サニーランドリー 5010602033540 20代、30代男性会社員の販路拡大と雇用創出

559 埼玉県 有限会社木材工芸キクチ 9030002057060 「壁面緑化」に使用する枠の設計・製造・施工事業の参入

560 埼玉県 株式会社GoodWin 8030001147061 WEB･イベント･グッズによる情報発信強化と販路拡大への取り

561 埼玉県 株式会社R-resort MAKANI 4030001115807 ニーズの変化に対応！顧客満足度と新規集客力アップで皆ハッピー

562 埼玉県 合同会社山屋フーズ 1030003015719 オンラインシステムを活用したeスポーツBARへのDX業態転換

563 埼玉県 まきの接骨院 看板新設＆チラシによる宣伝で、関節痛で悩む方の救済を行う接骨

564 埼玉県 株式会社ちばら 9030001048639 エコーゼリーの内製化による主力商品の品質向上と安定的供給

565 埼玉県 EMUROKU 新メニュー開発によるキッチンカー出店

566 埼玉県 御菓子司　阿良川屋 コンテンツマーケティング戦略を活用した新作御菓子の新市場開拓

567 埼玉県 なかの接骨院 足が原因の体調不良を改善する高付加価値インソールの普及事業

568 埼玉県 斉藤加菜子 『アロマッピー』で発達障害者の起業支援を事業化する！

569 埼玉県 Happy Time　山口雅之 地元産苺を活用した新商品の開発と道の駅出店による販路拡大

570 埼玉県 株式会社大倉 9030001065485 メッキ品質向上するためボイラー設備の導入。

571 埼玉県 株式会社スマートツール 9030001071913 自動車のモデルチェンジに対応した工具の開発による差別化戦略

572 埼玉県 株式会社伊波実業 7030001135199 自社サービスの販路拡大のために見込み客へダイレクトアプローチ

573 埼玉県 高橋　誠一 【可動域改善】健康増進事業による販路開拓

574 埼玉県 パス高坂セッションルーム 店舗移転に伴う新しいコンセプトのアピールによる新規顧客開拓

575 埼玉県 ライズ株式会社 7030001150982 窓サッシ工事をトリガーとした部分リフォームの販路拡大事業

576 埼玉県 山口崇 新規事業プロモーション実施に関するテスト事業

577 埼玉県 どらやきツバメ舎 設備拡充による品揃えの充実と実店舗の出店による直接販売

578 埼玉県 株式会社アムワ 3030001147339 認知度向上へのカタログ作成とWebサイト構築、PSE認証取得

579 埼玉県 hair-salon MOVE 新店舗への移転と男子向けエステサービスの提供

580 埼玉県 ｉｎｆｉｒｍｅ’ｒｅ 市内唯一！産前・産後ケアに特化したサロン事業の展開

581 埼玉県 田中製麺株式会社 7030001031134 自社のノウハウを活かした本格的な冷凍ピザの開発・販売

582 埼玉県 有限会社ユニバーサル 2030002079516 展示会出展による当社強みの認知度向上

583 埼玉県 得洗隊株式会社 5030001106367 洗車のプロによるこだわりの自転車メンテナンス業

584 埼玉県 株式会社エクシア 3030001094944 CAMシステムを導入し、技工業務効率化で、受注数増加

585 埼玉県 シャルマン美容商事 インナーカラー用のシャンプーの開発

586 埼玉県 ムェータロピス 北欧家具修繕を通してヒュッゲを提供するための作業場改装

587 埼玉県 脱毛エステサロンDupont 脱毛と光フォトフェイシャルを施術するサービスを提供

588 千葉県 株式会社ANITTO 7040001103304 鎌ケ谷から日本建築の魅力をグッズ化で発信

589 千葉県 たてやま工房 市場拡大中のリュックサック部門の生産体制強化事業

590 千葉県 有限会社バースデイ 5040002059308 キッチンカー事業の更なる強化、トルデルニーク販売事業の展開

591 千葉県 ペナシュール房総株式会社 3040001119997 商品の差別化で市場区分を明確にしたマーケティング戦略

592 千葉県 松栄自動車株式会社 2040001079144 高圧高温洗浄機等の新規機械導入による新サービスメニューの提供

593 千葉県 トリミングハウス　しなもん オゾンナノバブルの設備投資をして売り上げを伸ばす

594 千葉県 髪処田中屋 高齢者の車椅子等での来店促進のためのバリアフリー化
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595 千葉県 KAMOGAWA男塾 器具導入を通じた既存顧客満足度の向上による口コミ集客力アップ

596 千葉県 クチーナトキオネーゼ　コジマ 霧ミスト扇風機設置と暖房設置によるオープンテラスの年間使用

597 千葉県 有限会社　金田屋 6040002056709 個室利用促進による調理、接客作業の効率改善

598 千葉県 保科測量事務所 ドローンを利用した農業支援サービス事業への進出

599 千葉県 クリエイティブヘアーアライ 高齢化社会を捉え、地域と密着した「理美容室のバリアフリー化」

600 千葉県 株式会社　山長 1040001059832 若年層集客のための生涯のライフイベントに寄り添った店づくり

601 千葉県 ナガシマ塗装 赤外線サーモグラフィ導入による、雨漏り・雨染み診断・修繕事業

602 千葉県 株式会社近藤牧場 6040001074728 リニューアルした道の駅内店舗の効率的運用を図る取組み

603 千葉県 有限会社シンコーエンジニアリング 6040002102933 クリーンエネルギーを活用したライフスタイルの提供と情報発信

604 千葉県 トレポルチェリーニ有限会社 6040002080003 伊万里牛しゃぶしゃぶ食べ放題の提供による売上高増加への取組

605 千葉県 壱拾株式会社 1040001096207 マンション総合 EXPO2023 東京　出展計画

606 千葉県 オフィス・エーエックス合同会社 7040003005399 ナイターレッスン導入による生徒数拡大と新たなテニス環境の構築

607 千葉県 有限会社ダイエーオート 8040002059684 ドレスアップカー向け整備点検業務の受注によるBtoCへの転換

608 千葉県 美食茶屋 アフターコロナを見据えた展開、お客様を店舗に誘導する事業

609 千葉県 hair garden SIESTA ワンストップ可能な「総合理美容サービス店」へ進出

610 千葉県 堀口一級建築士事務所 精度の高い調査や診断で、地域のニーズに対応し、売上向上を図る

611 千葉県 株式会社BEAR BEE 3040001117927 学習コース拡充と自習室の設置を地域に徹底周知し、生徒数アップ

612 千葉県 斉藤商店 灯油ローリーの導入による作業効率アップと新たな販路の開拓

613 千葉県 福笑屋珈琲 FUKUMIYA COFFEE コンテナによるスペシャルティコーヒー店の新規販路拡大事業計画

614 千葉県 海土里umidori ドッグランフェンス外構工事及び自社ホームページ導入事業

615 千葉県 合資会社魚平支店 9040003003715 真空包装機を導入した高鮮度の食事・販路開拓を行う事業

616 千葉県 ルパン 『店舗の視認性向上と非喫煙者への配慮による新規顧客の獲得』

617 千葉県 サロン　ambre 毛穴洗浄機導入によるニキビケア強化事業

618 千葉県 自分軸再確認カウンセリングチエノワ 「チエノワ式カウンセリング」周知強化広告宣伝事業

619 千葉県 株式会社アクト工芸 9040001116411 レーザー加工機導入による販路開拓事業

620 千葉県 福島園 ベトナム向けプロモーションと輸出体制の強化

621 千葉県 平山燃料株式会社 6040001063854 リフォーム需要を地元燃料販売店が取り込む商談スペース拡充事業

622 千葉県 有限会社小高商事 8040002102873 旬食材メニューの真空パック通年販売による売上機会の創出

623 千葉県 大多喜農林 加工所と自社販売所の新設による消費者との直接販売機会の創出

624 千葉県 清恵 新メニュー提供による新規顧客の獲得と売上機会ロスの解消

625 千葉県 建住舎 作るを経験するDIYプログラム造成の為の施設整備と広報PR

626 千葉県 岩瀬酒造株式会社 6040001075107 水に拘った高品質な日本酒にリブランディングし、全世界に販売

627 千葉県 yume flower 花育活動を通じての新規生徒開拓、施設への出張レッスン獲得

628 千葉県 リラクゼーションサロンLaule'a（ラウレア） ドイツ式フットケア「フスフレーゲ」導入により集客アップ

629 東京都 久米川ひかり鍼灸院・整骨院 主顧客である女性の新規掘り起こしを実現するプロモーション強化

630 東京都 トータルリペア　エフ企画 新サービスを導入して販路開拓し、一般顧客の獲得を目指す事業

631 東京都 5dimensions株式会社 4012701011238 清瀬駅周辺地域のニーズを叶える大学受験専門の新教室開校

632 東京都 合同会社マカロ 2012703002534 空き家を再生利用した戸建て賃貸の販路拡大

633 東京都 美容室くれよん 高齢者の来店に安心した環境を提供する

634 東京都 NAPUL株式会社 1012701016140 ドローン運用による上空からの調査サービス提供事業

635 東京都 株式会社ケーエーナチュラルフーズ 7012401017359 医療機関向けパンフレット作成および販路開拓

636 東京都 合同会社オフィスククリ 6012803000590 音楽を振動に変える汎用性加振器の開発と販路開拓事業

637 東京都 Relax&Beauty SEA DAY マシンにより痩身目的の顧客を取り入れ売り上げアップ

638 東京都 PAW-MOTTO 「もっと猫と人に優しい器」事業の海外販路拡大とローカライズ

639 東京都 合同会社ふくわらい 1012803002872 コンビネーション刺激装置の導入による新施術サービスの提供

640 東京都 笑ーEMON ワンストップ動画制作で中小企業のPR等動画活用の支援事業

641 東京都 ＭＡＢＯ 富裕層の新規顧客及び海外向けの高品質なカタログの製作

642 東京都 株式会社コボリン 8012701017181 電動車いすの生産規模の拡大と新規顧客開拓の為のプロモーション

643 東京都 有限会社むつみ設備 9012702003642 新設備導入による受注拡大と業務効率化で売上拡大の実現

644 東京都 MOTTAINAIBATON株式会社 7012801021150 新商品販売に伴うパッケージ制作

645 東京都 株式会社ハートラスト 1090001014304 利益確保のため無人店舗で低糖質スイーツ＆無添加お惣菜販売事業

646 東京都 株式会社環境開発技研 8012402014222 塗装・塗装設備展示会への出展による当社製品の販路拡大計画

647 東京都 えん マシンピラティス導入とWEB広告で若年層女性の新規顧客獲得

648 東京都 内田建設株式会社 6012401001966 VRプレゼン導入による販路拡大及び生産性向上事業
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649 東京都 Ｇ２ 「コンテンツＴＯＫＹＯ」への出展による販路拡大

650 東京都 日進自動車販売株式会社 7012701003769 整備機器の強化・新規導入で対応可能顧客拡大＆新規サービス導入

651 東京都 鈴木写真事務所 最新機材の導入による、撮影領域の拡大と営業活動

652 東京都 ベジショップ 新規来店顧客獲得と取引先拡大を目的とした店舗改修事業

653 東京都 合同会社La-La-Be 5012403005165 はちみつや雑貨など環境配慮商品のセレクトショップで販路拡大

654 東京都 Tradream 新技術の導入と認知度向上を図り、販路開拓に取り組む。

655 東京都 株式会社yui&yui 8012401037356 フェイシャルとネイルメニューの取り入れと各種販促策

656 東京都 武蔵野コーポレーション株式会社 9012401013100 高機能な自動丁合機の導入による新たな販路の開拓

657 東京都 中嶋亮介 社会課題をダイレクトに解決する映像制作事業

658 東京都 合同会社Enaturi 6012803002645 トータルビューティサロンへの事業拡大による販路開拓戦略

659 東京都 大野絵莉香 近隣の方々が安心して散歩途中に立寄れる白髪染め専門店を創る！

660 東京都 Watacoco Project 長期（グループ）コーチング講座の新設と販路拡大

661 東京都 ３STARS 自社ブランド、商品の価値を高め、複数モールでの売上拡大計画

662 東京都 トータルケアリンディ サブスクサービス導入に伴う広告宣伝によるサロンの認知度向上

663 東京都 Emotional　image コロナ禍の顧客ニーズを解決するリアルタイム映像配信サービス

664 東京都 salon　choco 足の悩みをトータルケア　中高年女性の健康美沸くオアシスとなる

665 東京都 膝関節痛専門整体院KneePain ひざ痛による歩行困難な中高年向けひざ痛特化型整体院の促進

666 東京都 株式会社イデアル 2012401025481 新規顧客層の開拓のための自社製品の社内設計/製作事業

667 東京都 株式会社阿曽石材 7021001031042 レーザー加工技術で刻む墓標で愛犬愛猫家のペットロスに寄り添う

668 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130 停電しても明かりが消えない事業所向け照明設備の開発と普及

669 東京都 株式会社クラニオ 6012801018536 筋肉・関節のプロ治療家が行うパーソナルトレーニングジムの新設

670 東京都 合同会社GAGA 2012803001915 チラシを配布して顧客獲得、機材の導入による満足度、単価アップ

671 東京都 オリフィス 文章力UPの文章講座をリーフレットや広告で発信し販路開拓

672 東京都 株式会社Pleasant.japan 5012401032186 エアポンプ搭載インソールの認知度向上の取り組み

673 東京都 玉川博一事務所 地域需要に応えた玉川習字教室・小平分室の開設による販路開拓

674 東京都 Comet 障害者を対象としたオンライン交流サービスの開発

675 東京都 有限会社シヤイ 4012702000958 中高年層に向けた毛髪、頭皮と身体に優しい美容

676 東京都 舩津　敦子 新コース増設とレッスン室増設による売上拡大

677 東京都 株式会社東光企画 4012801002987 新事業・動画撮影編集サービスによる特別な想い出作りで販路開拓

678 東京都 マミックスドッグルーム ペット一時預かり、高齢者対応事業開拓及び、それに伴う人材育成

679 東京都 株式会社ＡＣフォルテ 2012801019544 ＬＰを起点としたネット集客による個別指導塾の新規顧客獲得計画

680 東京都 株式会社O・E・C 4012801006542 鋼材加工機材導入による既存顧客の満足度定着及び新規の顧客獲得

681 神奈川県 株式会社日菱 4013301022492 内製化した「ポリウレタン」を新製品として販売する事業

682 神奈川県 株式会社L’insieme 3021001076512 包装機導入で焼菓子生産を強化し、小売店やＯＥＭ先を新規開拓

683 神奈川県 合同会社ＯＴＯＭＯ 3021003006962 自治体×地場産業×ライバー消費者につなげるライブコマース

684 神奈川県 有限会社齋藤商店 5021002051818 外商の営業力と店舗を活かし名入小ロット印刷事業の拡大を目指す

685 神奈川県 Forest Edge 未病改善『森林ウォーク＆セラピーショートプログラム』の販売

686 神奈川県 かぐのとりけん 山北町の流木を使った大正のレトロ感を醸し出す家具の製造

687 神奈川県 株式会社西湘プランニング 8021001074098 自社ブランドオーダーメイド家具の認知度向上とBtoC取引拡充

688 神奈川県 NaNa cafe 店舗の認知度向上及びテイクアウト需要の取り込み

689 神奈川県 ヴォルト株式会社 5021001053575 新規顧客の為のグランピングサービス及び現地クイック整備事業

690 神奈川県 R-accion. 「Hand UPトレーニング」の集客戦略の強化

691 神奈川県 有限会社津久井せんべい本舗 8021002028978 屋外飲食スペース整備によりカフェへの集客強化

692 神奈川県 有限会社リリーベル 5021002027058 犬と猫の育成環境の「ゆとり化」並びにPR利用による直販の開始

693 神奈川県 合同会社コトヒト 3021003010064 マルシェ（展示会）を開催し、新規顧客の獲得を目指す

694 神奈川県 ナーズヴィーノ合同会社 5021003003586 オーガニックワイン定期便のポスティング・SNS広告での販促

695 神奈川県 合同会社ＮＥＮ 9021003007377 ペットも参列可能とする新しい葬儀サービスによる販路開拓

696 神奈川県 翔美工業株式会社 3021001056563 顧客要求を満たす大口径対応設備導入による販路開拓

697 神奈川県 CACHETTE オーナーも技術者もノウハウが学べるビションフリーゼ専門店事業

698 神奈川県 美容亭en 設備改善で効率化！お客様の予約可能時間改善＆訪問美容拡大事業

699 神奈川県 インターネット商店街株式会社 7021001075378 地域アンテナショップの販促と導入企業のサポートマニュアル事業

700 神奈川県 5bis-kotsubo レストラン開業と既存洋菓子店舗の売り上げアップの為器材の充実

701 神奈川県 Bellesatis 二人の想いをカタチにした、残せる楽しめるウエディング動画制作

702 神奈川県 株式会社そらいえ 3021001069821 「ＴＯＫＹＯ空き家再生プロジェクト」
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703 神奈川県 zuhka 什器補充と外観工事、及びギフトアイテム開発等の販路開拓事業

704 神奈川県 Мトワル 障害者向けウエディングプラン受注促進カタログ製作と商談会出展

705 神奈川県 合同会社blueeee spirit 4021003011664 調理機能を備えた移動販売車による販路開拓

706 神奈川県 糟谷　知英 自社のトレーニング施設の新設及び情報発信による売上拡大

707 神奈川県 Ceqi.jp 特許取得のコンタクトレンズ洗浄器具の販売による新規販路の開拓

708 新潟県 Le　H オリジナルスイーツの提供を開始し新たなグループ会食需要を開拓

709 新潟県 美容室Reets 手軽にできる脱毛と新美容機器導入で新規集客と客単価アップ計画

710 新潟県 丸山自動車工業　株式会社 7110001019682 大型車対応可能な設備導入で地域ニーズに応え地域貢献と販路開拓

711 新潟県 株式会社佐野金型製作所 9110001015845 高精度ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入と魅力的なＨＰ開設事業

712 新潟県 有限会社ヘアーサロン天神 7110002011325 メンズバーバーでさらなる顧客満足度の向上、新規顧客獲得

713 新潟県 有限会社フルーヴ 8010002036315 柿がまるごと入った「柿ソース」の商品改良と販路開拓

714 新潟県 株式会社ITI 2110001009969 設備導入による取り扱い車両の拡大と顧客満足度UP

715 新潟県 合同会社どんぐり村 2110003004290 ラベルプリンター導入による「地域の特産品」の販路開拓

716 新潟県 そば工房　番所 蕎麦粉の内製化による佐渡産生蕎麦の製造販売強化事業

717 新潟県 株式会社ごはん 4110001021006 新商品開発による台湾市場開拓事業への挑戦

718 新潟県 魚松 陳列冷蔵ケース新調による鮮魚の小分け・切り身のパック詰め販売

719 新潟県 株式会社共栄 6110001033973 「待ち」から「攻め」へ転換するプロテクションフィルム事業

720 新潟県 Luce 痩身機導入による顧客満足度UPと単価向上の実現

721 新潟県 美容室 yui hana エイジングケアメニューの提供による新規顧客獲得事業

722 新潟県 いぬくぼう ワンちゃんファーストのサービスで新たなお客様を獲得

723 新潟県 株式会社グランドホテルみかく 8110001019632 新商品・新宿泊プラン造成と発信により集客力アップを図る。

724 新潟県 有限会社中野建設 1110002008335 自走式草刈機導入による耕作放棄地等の除草作業の新たな販路開拓

725 新潟県 有限会社最上屋 1110002013244 フードプリンター導入による新商品開発と新サービス提供

726 新潟県 シーサイド・ファクトリー株式会社 4110001027845 佐渡産ながもを使った新商品販売による販路開拓、生産ライン拡大

727 新潟県 松月 手提げ紙袋を広告に！ブランド力向上の取り組み

728 新潟県 elephant 作業能率を上げる倉庫改装・相互利益を高めるショールーム等新設

729 新潟県 有限会社 あわづや 5110002032001 国産上新粉で作った「冷凍だんご」の開発と商圏拡大

730 新潟県 ろくもじ株式会社 3110001034454 自社製品の角打ち酒販店開業工事

731 新潟県 オーケン美装 新看板でカラオケが利用可能な店として地域の認知度を向上させる

732 新潟県 野口乙五郎商店 生産性の高い精米機の導入で業務用米の販路拡大

733 新潟県 有限会社島倉車体 7110002010145 リフト増設による顧客との接点強化、即日対応

734 新潟県 魚沼ホルモン亭純ちゃん 『瓶詰め商品開発の製造設備の改修、購入とネット販売の開設』

735 新潟県 株式会社ＭＥＡＴＵＳ 3110001027409 WorkstationPCによる映像編集の高度テレワーク化

736 新潟県 SINSETSU 刺繍ミシンの導入によるシルクスクリーンプリントの販路拡大！

737 新潟県 株式会社宮田農産業 3110001032193 真空包装機の導入と顧客ニーズに対応した商品開発による販路拡大

738 新潟県 北越開発有限会社 5110002032455 一般消費者向け自社製品の販路開拓のための展示会出展

739 富山県 合同会社イタリア食堂ユニコネルモンド 3230003001135 地域の学生と協力して取り組む小規模ウェディング発信事業

740 富山県 みかど屋菓子舗 電動シーラー導入により商品の気密性、品質を高め顧客満足度向上

741 富山県 カネモ株式会社 2230001019312 船体へのデリッキ設置による海洋調査事業への事業転換

742 富山県 本田建設株式会社 1230001007549 自社の得意技術を新しい顧客に提供することで新たな販路を開拓

743 富山県 タケウチゴーセイ㈱ 7230001012755 新規販路開拓及び加湿アニール設備導入による既存顧客の売上増加

744 富山県 株式会社ミートハウスやまだ 7230005007201 焼肉利用の機会損失軽減による売上向上と店舗のコロナ対策

745 富山県 りんぱけあ紫葉 安心して使えるスキンケア商品の開発による独自性強化

746 富山県 ㈱森永商店 4230001013305 当店人気のもつ鍋を冷凍商品化して売上向上を図る

747 富山県 野口電工 情報通信設備工事の需要獲得に向けた事業環境整備

748 富山県 北陸くらす株式会社 4230001018403 地元ジビエ肉使用新商品開発と食べ歩きを楽しむ店舗づくり事業

749 富山県 株式会社長谷川興産 5230001006299 富山県産スギを用いたウッドデッキによる新しい生活様式の提案

750 富山県 有限会社昭信機工 7230002009654 地域密着型温浴施設の広告販促実施による売上集客向上

751 富山県 Dining&Bar Bel Canto 店舗改装＆新商品開発による顧客満足度の向上

752 富山県 音土計 環境改善による作業効率化とオリジナル商品の強化による販路拡大

753 富山県 メンズ脱毛＆リラクゼーション Freedom 広告展開によるターゲット層の顧客数拡大と店舗稼働率の向上

754 富山県 有限会社大川原工業 5230002006109 整備対応車種増加によるワンストップ対応で顧客拡大と収益力向上

755 富山県 株式会社 肉の立山 2230001019469 店舗改装による生産力向上と販路拡大

756 富山県 スワローベーカリー 新規顧客獲得と顧客満足度向上に向けた新店舗への設備導入計画



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

【商工会地区】 第10回締切分採択者一覧

※重要

「交付決定通知書」につきましては、交付決定が可能と確認でき次第、順次発送いたします。

なお、申請書類の一部修正が必要となる事業者様には、修正依頼をお願いし、後日、交付決定が可能な段階となった時点で通知いたします。

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。

757 富山県 美容室Ｐ－ｕｐ 心身共にリラックスが出来るサービスの提供

758 富山県 ipt ライブ配信・オンライン会議支援事業の新規展開

759 富山県 和み蕎　たつ 当店商品を広くアピールするための「人の心に残る」看板製作

760 富山県 株式会社SABO 9230001018984 新商品開発による卸売・EC部門の強化と実店舗の客席増大

761 富山県 麺福食堂 キッチンカーで焼きまんじゅうと焼き小籠包のテイクアウト事業

762 富山県 有限会社水口ミルクプラント 8230002009760 地場産生乳の高付加価値ヨーグルト開発とHP、ECサイトの開設

763 富山県 株式会社松井機業場 6230001008831 入浴剤のリニューアルとサブスクリプションによる売上の安定化

764 富山県 株式会社安田紙業 8230001011081 無人古紙ステーションのライトアップで夜間の集客力向上

765 富山県 Kyotani 高齢化の進展をチャンスに洋服修理・リメイクの新サービスの実施

766 富山県 有澤左官工業 SNSを積極活用し受注単価の高い案件を獲得して売上アップ

767 富山県 株式会社まめぼう豆 1230001019379 歴史ある門前街の空き家の復興、様々な問題を解決する為の新提案

768 石川県 株式会社　ホクビ 2220001000495 自社ブランド商品HAMICOのアメリカ市場向け販路開拓事業

769 石川県 株式会社西和人一級建築士事務所 4220001022587 もうコロばない！建築家の自邸丸裸！これからの家づくり提案事業

770 石川県 合同会社GT Designs 3220003002365 木工所機能を搭載した木製トレーラーハウス開発

771 石川県 株式会社アプリシエイト 6220001023360 8番ブランドを活用した冷凍自販機による冷凍餃子販売強化事業

772 石川県 株式会社ウェーブネット 2220001017960 地域密着型ＷＥＢ版フリーペーパーの開発と広告主を募る事業

773 石川県 有限会社キダニ 7220002014655 海辺のカフェで創作体験！新たなメニューの提供で付加価値アップ

774 石川県 土田製材所 オーダーメイドハウス「タイニーハウス」の販路拡大事業

775 石川県 伽羅 既存店舗を活用した事業の二毛作化

776 石川県 株式会社産直ネツトワーク北陸 1220001013911 コールドプレスジュースの共同開発による小売業への挑戦

777 石川県 はたご屋ちゅうべ 外国人旅行者に古民家を活用した民泊施設で日本文化を体感

778 石川県 株式会社ファーム白山 1220001021906 「白山麓産こしひかり」直売所設置による販売機会拡大事業

779 石川県 カットハウスKing＆Queen 能登初！アーユルヴェーダを導入した癒しサービスの向上事業

780 石川県 株式会社中野 1220001015899 商品見比べイベントの開催をてこにして商圏を拡大する事業

781 石川県 株式会社米田石材 1220001023126 強みを活かし脅威を機会に変える合同墓新設事業

782 石川県 株式会社丹水 9220001021114 本場中国の点心を提供！生産設備導入による販路拡大事業

783 石川県 特定非営利活動法人まちかど倶楽部たかまつ 2220005007082 地域の魅力を発信して認知度向上！まちかど交流館魅力アップ事業

784 石川県 有限会社カナジ鉄工所 9220002016848 コンプレッサ導入による中規模ロット生産体制と新規受注の獲得

785 石川県 いただき繕金沢 魅せる蒸留所！アロマとハーブでセルフケア商品の開発と体験

786 石川県 飛騨屋 小売や体験メニューの強化による老舗糀製造所のファン獲得の挑戦

787 石川県 お好み＆ランチポルポ 地産もち麦を活用したメニュー開発とテイクアウトの販促強化

788 石川県 n.en salon キッズ＆セルフ脱毛導入！３世代が通えヨガも出来るエステサロン

789 石川県 谷口製紐株式会社 8220001015587 先行開発のハードル低減と作業効率化による新規案件獲得事業

790 石川県 Ｕｉ 肌質改善専門店として新サービス導入による新規顧客と客単価ＵＰ

791 石川県 有限会社得能製畳工業 8220002016634 国産畳表の置畳によるターゲット層へのアプローチによる販路開拓

792 石川県 マジックテクノロジー合同会社 1220003002838 アッセンブル部品の設計販売による販路拡大事業

793 石川県 軽食・お茶処たいほう 自家製デザートを活用したティータイムプランPRによる売上増加

794 石川県 株式会社ヒカリエス 7220001020844 展示会時のブース誘導及び「デジタル＋アナログ」の提案営業

795 石川県 民宿大島荘 客室改修による新規顧客獲得とそのPR

796 福井県 ホルモン居酒屋お多福 厨房機器導入による作業効率の改善と受入顧客のアップ計画

797 福井県 IIOプロデュース株式会社 1210001016691 全天候対応ラグジュアリーテラス及びインバウンド受入れ環境整備

798 福井県 アビリティサポート 重度障がい者向け車椅子メンテナンスサービスの拡充への設備投資

799 福井県 有限会社さんさん池見 6210002008881 米粉と六条大麦を活用した新商品の開発・販売

800 福井県 フクイハイテック 工場入出荷経路を清流化し受注引合増加に対応・新規顧客獲得

801 福井県 旬菜料理いし田 店内改装による顧客の満足度向上と集客アップ

802 福井県 有限会社　旅館金龍 2210002012350 北陸新幹線福井延伸後に向けた小売部門強化による売上拡大事業

803 福井県 鳴尾畳店 薄畳に対応した畳機械を導入し生産性向上と新規事業に参入

804 福井県 ぴんぽんぱん グルテンフリー商品の開発と流通促進に向けた周知活動

805 福井県 アートガス有限会社 9210002007427 ガスの魅力を伝えるＨＰの新設と料理教室の開催

806 福井県 トラコぱん 大型設備導入による生産性向上及び販売促進による売上拡大事業

807 福井県 Art Style株式会社 2210001019058 最先端フェイシャル機器による子育て世代女性の肌質改善の実現

808 福井県 廣瀬企業診断合同会社 4210003000988 まちなかの賑わいに貢献する飲食業への展開とライブコマース事業

809 福井県 Momicho 販促ツール制作および作業効率化による売上増加

810 福井県 NY  BLANCHE スチコン導入で生産性の向上及び新商品開発による販路拡大
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811 福井県 マエダセイカ株式会社 3210001003713 無人店舗化による効率化と販売時間の延長

812 福井県 株式会社三国湊舩木水産 9210001008995 新幹線開通・訪日旅行客の増加に対応するための供給量UP

813 福井県 佐市農産合同会社 8210003001124 畦塗機導入による銘柄米の栽培と収穫量アップによる販路開拓事業

814 福井県 株式会社坪田自工 6210001007595 ２柱リフト導入による車輛整備点検の対応件数増加と売上獲得事業

815 福井県 入舟 へしこ・干物等「料理旅館ならではのお土産」製造販売強化事業

816 福井県 株式会社本間金型製作所 2210001012211 新型ロボット導入による生産性向上と新たな販路拡大事業

817 福井県 株式会社雅設備工業 1210001017491 設備導入による増産体制構築とチラシ等による販路開拓事業

818 福井県 株式会社ビナシス 3210001018835 スペースの有効活用でコロナ渦でも活躍する女性の疲れと癒し解消

819 福井県 小料理にしばた イス席導入により高齢客の利便性を高め、成約率を向上させる

820 福井県 the House of Otium株式会社 6210001017917 坂井市の観光振興に寄与する高級ワインのテイスティングバー事業

821 福井県 株式会社三輪機械 7210001003841 チタン加工の技術を活用した新分野への進出

822 福井県 有限会社ケイティ商事 8210002004631 ダストコントロール市場へ進出するための設備の導入

823 福井県 カメハメハ大農場の農家カフェ 大型設備導入による農産加工品の生産性の向上と新規顧客の獲得

824 福井県 株式会社西方 4210001011070 子ども向けサービスの充実と情報発信の強化による集客力向上事業

825 福井県 いやしの里いけだ 「癒しと思い出づくり」に着目　地域唯一の「体験型宿泊施設」へ

826 福井県 エスポワール 地酒チョコ「福井地酒BONBON巡り」を観光客中心に販売強化

827 福井県 カラオケスナック絹 当店サービスの周知と紹介キャンペーンによる、新規利用客の獲得

828 福井県 株式会社　ユニオニー二 2210001017202 女性服実店舗の開店による自社ブランド認知度アップと販路開拓

829 福井県 クレープショップSARU キッチンカーへの看板掲示とＰＯＰメニューによる定番商品のＰＲ

830 福井県 有限会社森縫製 9210002003681 使用シーンの提案によるカーテン需要の創出

831 福井県 檜鼻瓦工業 板金切断機の導入による作業時間・納期の短縮と売上増加

832 福井県 ｍｏｎｏ森カーニバル株式会社 5210001018412 キャンプ場開設にあたりお客様の利便性を高めていく

833 福井県 有限会社エスアンドエイチ 9210002007550 ニーズに沿った店内整備による新規顧客の獲得、売上拡大

834 福井県 有限会社上村商店 1210002007277 ペットボトル回収機の導入による販路開拓

835 福井県 株式会社ニシオ設備工業 1210001002799 販路開拓のための、墨だし作業の更なる省力化の実現

836 福井県 Parlor パルエ スチームコンベクションオーブンを導入し、生産能力を拡大させる

837 福井県 田辺建築 新規事業「寄木細工」のブランド化と新規顧客獲得の為のPR事業

838 福井県 特定非営利活動法人　世界に誇るラムサール湿地三方五湖を育む会 2210005009039 キャンプ事業に伴う運営整備及び新メニューの為の設備導入事業

839 福井県 WookYon’s Kitchen テイクアウト販売の強化による認知度向上・売上回復事業

840 福井県 TORIKO株式会社 5210001017785 撮影ブース新設でサロン事業・通販事業の相乗効果的ＰＲ活動

841 山梨県 森田塗装 調色カメラ導入による塗装品質及び生産性向上

842 山梨県 有限会社佐藤精工 4090002010027 町工場の技術を生かしカスタムナイフ製造販売による売上向上事業

843 山梨県 八ヶ岳パイ工房 地域資源を活用した新商品開発とテストマーケティングの実施

844 山梨県 甲斐こまベリーファーム 予冷管理による計画的、安定出荷を実現し集客、売上を向上

845 山梨県 room infinity 看板設置で知名度向上！無限の美を引き出すドレッサーroomに

846 山梨県 福祉タクシー　コバヤシ 住み易い地域を目指す、生活支援サービスの認知度アップ事業

847 山梨県 マインドルフ テイクアウト・デリバリー販売強化により新規顧客獲得を目指す

848 山梨県 a-nn菓子店 新規開店の洋菓子店が取り組む顧客満足度向上による販路拡大事業

849 山梨県 みろく整体院 町内の女性客獲得に向けた来客用ガレージの整備とPRチラシ配布

850 山梨県 曙中央社 幻の大豆で「味噌づくり」を楽しむ体験型施設整備による販路開拓

851 山梨県 R&i design 低酸素社会に貢献する家づくりを３Dソフトの活用で新規顧客開拓

852 山梨県 シャン・クレール ワイン保管中における高レベルの品質維持と顧客サービスの速達化

853 山梨県 清水設備 早くて衛生的な水を届ける水道設備工事を目指した新規顧客開拓

854 山梨県 Something F 農薬不使用、自家栽培「ビーツボルシチ」のレトルト商品の開発

855 山梨県 株式会社小野田設備 7090001010702 新規顧客開拓のための新たなサービス「漏水調査事業」の展開

856 山梨県 ララ果汁工業　株式会社 5090001009259 山梨県産果実の多様な利用を図るプレザーブ型ピューレの開発

857 山梨県 株式会社メイクス 5090001017377 お客様を笑顔にするオリジナルプリントウェアカタログの配布

858 山梨県 Hair Salon Kii 女性のニーズを満たす独自サービスの認知度向上と囲い込み戦略

859 山梨県 ワタナベ自動車修理工場 エーミング作業内製化による利益確保と販路開拓

860 山梨県 大月製甲 製甲技術継承を目的として機器導入による新商品開発・売上向上

861 山梨県 割烹　七草 新たな販路開拓の為のビジネスモデル構築改善事業

862 山梨県 仙台屋 観光客・登山客をターゲットとした入店しやすい外観整備

863 山梨県 依田自動車整備工場 スキャンツール活用による整備・車検サービス提供、新規顧客獲得

864 山梨県 有限会社　ミツワ 5090002008689 観光地直売店のＤＸ化による体験コーナーの稼働率と売上向上対策
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865 山梨県 カノハタ ギフト市場開拓のための贈答用箱開発と果物加工品の生産量拡大

866 山梨県 やきとりうめちゃん 冷凍自動販売機を活用した特製焼き鳥の販売による販路開拓

867 山梨県 機械修理ドットコム　合同会社 5090003001767 販路拡大の為の展示会出展と対応迅速化のためのシステム開発

868 山梨県 田口建設株式会社 2090001017462 ドローンで農薬・肥料散布代行による新規顧客開拓と売上アップ

869 山梨県 有限会社クリーニングベル 1090002009889 高回収乾燥機の導入による納期短縮、品質の向上と利益率の増加

870 山梨県 山梨アウトドアプロジェクト おおつきアクティビティプロジェクトの再スタート

871 山梨県 日本航空企画㈱ 7090001015008 山梨クィーンビーズの魅力を伝え、地域活性化を目指します

872 山梨県 フローリストハナカ 新規顧客獲得のための入り口から明るく生まれ変わるための第一歩

873 山梨県 ショップまちこぶ合同会社 9090003002142 おいしい北杜米の需要に応える精米機の購入と看板リニューアル

874 山梨県 ケンプロアカデミー 効果的な英語教育のためのオリジナル教材の開発と販路開拓

875 山梨県 メディカルフィットネスGives 生活習慣病等の予防・改善のためのメディカルフィットネス事業

876 山梨県 有限会社　功刀商店 7090002004224 イモビライザーキーの複製サービス導入による新規販路開拓事業

877 山梨県 有限会社フェニックス 5090002010455 アルミ箔に対応した金属検出器を導入し、新商品の開発と販路拡大

878 山梨県 有限会社クラタ 3090002004582 甲州牛一頭買いの強みを活かした新事業の実施による販路開拓

879 山梨県 株式会社Avecle 9090001016887 施術箇所の増設に向けた店内改装工事による機会損失の解消

880 山梨県 Ceres 地域内の介護現場を下支えする介護脱毛サービスの新規開業事業

881 山梨県 有限会社　梅屋瑞光堂 8090002015294 ショーケース改修による和雑貨展開の拡大と、仏女の新規客獲得

882 山梨県 KOR工業 設備導入で解体作業効率化・産廃収集事業内製化を車両塗装でPR

883 山梨県 ㈱Maruesu 9090001016870 電照導入による、加湿ハウス栽培のシャインマスカットの品質向上

884 山梨県 Ceris 美髪サービスの充実と宣伝力強化による新規顧客獲得事業

885 山梨県 昼のふくろう 席数増設による収益アップのためのテラス取り換え工事

886 山梨県 花関所の郷・南清里フラワーパーク企業組合 7090005004865 「道の駅来場者」の来園促進を図るための広告宣伝強化事業

887 山梨県 有限会社　創美社 7090002005445 水害被災地復旧の支援体制強化による社会貢献と既存事業への波及

888 山梨県 harucocofarm ブルーベリー農園の新事業構築PR事業と生産性向上の取組

889 山梨県 A STAND 季節変動制のある観光事業者が行う閑散期における売上向上対策

890 山梨県 株式会社鶴林精舎　 3090001016265 アフターコロナに適した国内外へのダイレクトプロモーション

891 山梨県 家具・インテリア館オーク 「こんな空間で暮らしてみたい！」まとめ買い促進モデルルーム

892 山梨県 Luce テイクアウト（ドライブスルー）を始め、独自メニューを発信

893 山梨県 株式会社ハヤシ 2090001011168 店舗イメージアップとＰＲ強化により顧客来店頻度向上で販路拡大

894 山梨県 株式会社モセル 7090001017078 日本市場における中国ワインの認知度向上と販路開拓

895 山梨県 株式会社ラックオリジナル 9010401128686 新商品「ナチュラルデザイン住宅」の開発と販路開拓

896 山梨県 有限会社ディー・ティー・エル 1090002006977 会社の核となる「ブランドシンボル」の刷新・掲示による販路開拓

897 山梨県 クリーンコインランドリー 清潔なコインランドリーの店舗運営を維持する仕組みづくり

898 山梨県 麺屋おがわ 当店看板メニュー山梨タンタン麺を売りにした店頭訴求力の強化

899 山梨県 atelier to me 子育てフレンドリーなカフェ・シェアスペースでママを応援！

900 山梨県 合同会社甲斐けもの社中 7090003001889 ドローン・GIS・AIを融合した鳥獣被害対策で新規顧客開拓！

901 山梨県 大成農房 米の品質向上と付加価値創造による販路開拓事業 

902 山梨県 肉と酒 ひとり『でも』気楽に焼肉が食べられる店づくりとPR

903 山梨県 まっつんモータース パーツ製造内製化と広告宣伝の実施による新たな販路開拓事業

904 山梨県  Parfait tokidoki テイクアウト対応可能な製造拠点構築による販路拡大事業

905 山梨県 小澤果樹園 果樹園が新たに営むカフェ＆宿泊施設の施設整備事業 

906 長野県 Sunny dayS（サニーデイズ） 子育て応援プランで、朝日村のオンリーワンを実現

907 長野県 有限会社髙塚塗装 7100002016820 粉体塗装機の導入による競合他社との差別化、販路開拓強化

908 長野県 BUTCHER 常設店舗の開設による新規販路開拓

909 長野県 ケイズヘアーデザイン シャンプーチェアとシャンプー台の導入による顧客満足度の向上

910 長野県 株式会社ワンダーウォール 4100001031204 テイクアウトと物品販売の強化による収益構造の改善

911 長野県 株式会社白馬そだち 3100001028787 既存事業のグレードアップによる販路開拓

912 長野県 有限会社　上天気 1100002027410 本館、コテージの内外装デザイン・機能性強化による販路開拓事業

913 長野県 ペンションかおる ペンション施設の魅力向上によるグリーンシーズンの女性集客戦略

914 長野県 ノッツハウス 非日常空間の1棟貸しコテージでのバーベキュープランの提供

915 長野県 ペンションクック 蕎麦打ちの講習と技術を活かした販路拡大と収益向上事業

916 長野県 まいにちのパン ピクニックランチも楽しめる出来立て新鮮サンドイッチ提供事業

917 長野県 株式会社KNOT KARUIZAWA 9100001034094 サイクリングツアーの認知拡大及びHP等による販路開拓の実現

918 長野県 株式会社　Happy　Life　縁 4100001026773 整体院が実施するヘッドスパで新たなリラクゼーションの提供事業
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919 長野県 有限会社ノースアルパインクラフト 8100002026686 POSレジ導入による顧客管理とDM発送による販路開拓事業

920 長野県 北信五岳シードルリー株式会社 4100001030800 りんご果汁を氷結濃縮した果蜜の開発

921 長野県 有限会社砂山商店 4100002005999 新生活をオリジナル刺繍で応援！お名前刺繍サービス

922 長野県 RELEASE軽井沢 ビジネス分野で現状打破を目指すためのコーチング・サービス

923 長野県 軽井沢犬のほいくえんVita 新店舗の認知向上・自社ブランドイメージ向上で新規顧客獲得

924 長野県 株式会社富蔵家 6100001027902 店舗バリアフリー化によるインバウンド需・観光客需要確保

925 長野県 D-AUTO 看板設置等による新規リース事業の周知と地元知名度の向上

926 長野県 合同会社　山恵 9100003003221 本格石焼きを売りにした焼き芋販売事業

927 長野県 有限会社　鹿鳴荘 6100002016474 わんちゃんと泊まれる宿・立ち寄れる喫茶店御座います！

928 長野県 咲花山荘 レストランをOPENすることで食事難民への食事提供で販路拡大

929 長野県 ペンション　ボナール ファミリールームへの改装でファミリー及びインバウンド獲得

930 長野県 革工房　包屋 ミシンと革漉機導入で効率化、制作過程の動画での認知度の向上

931 長野県 平沢土建株式会社 4100001014431 自社技術のブランディング戦略による災害予防工事、販路開拓

932 長野県 かね久 調理器具の機械化による生産性向上とサービス向上事業

933 長野県 たかね荘 調理設備導入による「調理効率化」と「料理レパートリーの増加」

934 長野県 有限会社山崎屋旅館 9100002018757 貸切り風呂の改修で寛ぎ空間を創造

935 長野県 Poggio Verde 店舗内飲食スペースの設置によるオリジナルワインの販売力強化

936 長野県 上原　登與文 こだわりの減農薬玄米を活用した「玄米麹」の商品化と販路拡大

937 長野県 nokemono 野生鳥獣利活用拡大のためのジビエ販売とペットフード加工販売

938 長野県 稲里レーシング改 移動式作業用リフト導入による出張自動車整備強化事業

939 長野県 脱毛サロンsoin 光脱毛機の導入で新規顧客の獲得

940 長野県 オフィスレッツ バイク整備事業展開による販路開拓と作業効率向上計画

941 長野県 涌井行政書士事務所 事務所増築と名称変更をきっかけとする広告宣伝とブランディング

942 長野県 マウンテンサイクルベース　ＭＥＧＡチャリ ホームページ更新とチラシ配布により新規集客増加

943 長野県 イケダ自動車 展示場の新設と看板リニューアルで新規客獲得を図る

944 長野県 有限会社　山岸商事 7100002017538 観光客の方に気軽に入店してもらう取り組み

945 長野県 愛流 映えるアートスムージーと自然食で健康増進を目指すキッチンカー

946 長野県 ふる里リゾート株式会社 4100001032739 「特別仕様ベッドルーム」を新設し、宿泊客増加と販路拡大を図る

947 長野県 有限会社ふるさと鬼無里 3100002007328 テイクアウト等事業への本格参入と券売機等導入による業務効率化

948 長野県 えごのき ドローンを活用した新たな市場分野への参入

949 長野県 松ちゃんキムチ工房 家族団らんのお供に美味しいキムチを添えて！

950 長野県 株式会社スターミール 8100001014980 世代と国を超えた、新しい「しき美shikimi」へ

951 長野県 合資会社フレッシュふじや 8100003001309 質の高い果物を使ったオリジナル商品による新規顧客獲得

952 長野県 株式会社川上 4100001028506 0.45m3バケットグラップル導入による皆伐再造林事業の推進

953 長野県 南信空撮 ドローン新機体の導入により新サービスを構築し販路拡大計画

954 長野県 ホテルタキモト株式会社 6100001027043 長期滞在型宿泊プラン「ウエルネスライフステイ」販売促進事業

955 岐阜県 Coffeeタイム 地域住民、観光客共に、快適に利用いただくためのトイレ改修事業

956 岐阜県 みどりいろ 表千家の先生が教える抹茶体験と教室の実現化に向けた店舗改装

957 岐阜県 kimonoto 「着物」で温泉街を散策する楽しさを広めるための認知度向上事業

958 岐阜県 近藤石材店 コロナ後のニーズを捉えたお墓の建て替え推進事業

959 岐阜県 喫茶　菜園 音楽ライブのできる喫茶店に大きく変身して集客アップ！

960 岐阜県 すしの六助 お年寄り等ニーズに対応するための店内改装と販促事業

961 岐阜県 フードショップヤマニシ 独自の店舗コンセプトを活かした商圏拡大・新規顧客獲得

962 岐阜県 割烹かも キャッシュレス決済への対応とＨＰ開設での新規潜在顧客の獲得

963 岐阜県 宮崎屋 新たなサービスの提供！来店頻度向上のための設備導入

964 岐阜県 有限会社共立岐阜 5200002025152 新規顧客獲得に向けた生産体制改善によるコスト削減と新製品開発

965 岐阜県 若林煎餅株式会社 2200003002104 新たな販路と食品ロス削減のための無人販売店設置事業

966 岐阜県 株式会社羽岐塗装 5200002008966 野点看板の設置等・新たな販路の開拓

967 岐阜県 平石商会 駐車場整備による利便性向上と潜在需要掘り起こしによる顧客獲得

968 岐阜県 株式会社 ＦＥＳＴＡ 6200001031497 低ＧＩ値食品販売に向けた販促ツール制作事業

969 岐阜県 てゆりキャンプ場 キャンプ場施設の充実化とPRによる販路開拓及び地域活性化事業

970 岐阜県 ゴヘダSionami お客様のオーダーニーズに対応するための設備導入事業

971 岐阜県 株式会社サンフレンズ 9180001089949 新規事業（国産ドライフルーツの製造販売）における販路開拓

972 岐阜県 株式会社OE技研 7200001018733 「販路開拓に伴う、展示会費用の補助」
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973 岐阜県 株式会社クレドホーム 1200001024571 大型粉砕機導入により竹チップ（パウダー）の販路拡大

974 岐阜県 中日トレーディング株式会社 3200001012599 人と情報の集積地“東京”に拠点開設、地域発商品の販路開拓

975 岐阜県 株式会社美濃プランニング 2200001011577 ポップで見やすいチラシを活用し新たな顧客層を開拓する

976 岐阜県 WOODJOB株式会社 5200001034831 特許取得！スタイリッシュな雪止め雨樋の全国販売！

977 岐阜県 銀たつ 地域密着飲食店が挑む、コロナ禍でのテイクアウト事業拡充戦略

978 岐阜県 美容整体サロン DOLCE 地元住民の認知拡大を目指し、整体で健康な体作りをサポート！

979 岐阜県 有限会社本荘塗装 1200002008616 安定した収益確保につながる新規顧客獲得のための広報事業

980 岐阜県 Bellatorサッカークラブ選手クラス 選手コースの認知度の拡大に向けた、プロモーション投資施策

981 岐阜県 あべ整体院 施術+美容・健康にも対応した整体院で女性顧客の満足度ＵＰ

982 岐阜県 たる萬 トイレの改修による地域のお客様へ愛される店作りへの挑戦

983 岐阜県 須原自動車株式会社 3200001016229 自動車メンテナンス設備導入による新たなサービスの展開

984 岐阜県 有限会社ソーイング竹中 6200002015557 高速本縫自動糸切りソーイングシステムの導入による生産性の向上

985 岐阜県 合同会社ひだまり 4200003003133 保険診療適用外の脱毛事業を新たに展開し売上アップ！

986 岐阜県 森建築事務所 新たなエリア開拓のための周知事業により売上拡大

987 岐阜県 Vrai ワンランク上の進化する美容室実現のためサービス強化事業

988 岐阜県 藤屋 藤屋総合カタログ作成・配布による全国新規顧客獲得事業

989 岐阜県 ひだまり 新しいソフトの購入と、販路開拓で健康で元気な人を増やす。

990 岐阜県 カイロ整体・美容カイロ陽だまり 地域の健康をサポート。カイロの魅力発信プロジェクト

991 岐阜県 有限会社　雉子舎 8200002025141 新規顧客へ雉子舎の魅力を普及する為のオンライン整備・活用事業

992 岐阜県 合同会社Li－Fra 8200003004334 新店舗の開店に伴う広告宣伝に関する事業

993 岐阜県 株式会社西組 2200001039585 競争優位性の高い業者への変革に向けた機械設備の導入とPR事業

994 岐阜県 有限会社時計・宝石・メガネの青木 3200002027563 強みを活かしたサービスとPR強化による新規顧客獲得事業

995 岐阜県 有限会社　焼肉富士屋 9200002018029 大口注文にも対応します。新規顧客獲得のための設備導入事業

996 岐阜県 ナオテック 塗装機器の充実、床材ピース張替えによる受注工事内容の拡大事業

997 岐阜県 こなもん屋 お店の認知度アップ！あつあつたこ焼き販促事業

998 岐阜県 株式会社マルマン窓建工房 3200001028307 リフォーム事業の拡大のためのBtoC向け販路開拓事業

999 岐阜県 メガネ、時計補聴器の藤井 コロナからの再出発。歴史・文化を伝える民宿の新たな取り組み

1000 岐阜県 有限会社カーズ・ナカシマ 4200002015377 アウトドア仕様車イベント・広告・看板による販促で売上UP！

1001 岐阜県 増元美容院 ブランディングに合わせた空間作りで売上アップ！

1002 岐阜県 中嶋興業 重機の大型化によるベタ基礎工事への対応と作業効率化

1003 岐阜県 株式会社ヒューマンドリームズ 4200001033487 売上拡大のための商品ラインナップの増加

1004 岐阜県 株式会社ブライト 5200001040441 個人宅向けの電気工事サービス周知の為の地域情報誌掲載

1005 岐阜県 水谷酒店 ワイン（特に日本ワイン）の店舗販売の強化

1006 岐阜県 有限会社稲金海津店 5200002014584 中国料理店のテイクアウト販売強化事業

1007 岐阜県 有限会社ママショップ富士 2200002027374 イメージを一新させるための情報発信と厨房設備導入事業

1008 岐阜県 有限会社ヤマカワ 9200002027418 店舗販売強化のためのサーバー機械導入事業

1009 岐阜県 株式会社旗将 4200001034948 観光客の動線上に店舗を設置することによる新規顧客開拓

1010 岐阜県 有限会社明電器センター 1200002027136 店舗改修による利用環境整備事業

1011 岐阜県 フリージア 店舗移転に伴う内装工事と情報発信事業

1012 岐阜県 合資会社やまとや 1200003002757 新サービス強化のための機械設備導入事業

1013 岐阜県 仲佐 初めてでも入りやすい店舗外装改修事業

1014 岐阜県 南飛騨観光バス株式会社 8200001025794 バスツアー申込とLINEアカウント登録者数増加促進のPR事業

1015 岐阜県 MORUS 自社での内製化を図り、事業拡大と新規顧客獲得を目指す！

1016 岐阜県 ボディーサービス水口 新たな機械を導入し業務効率化と事業拡大を目指す！

1017 岐阜県 有限会社アオキ工業 1200002016568 小売り事業の拡充と認知度アップ計画に伴う宣伝広告事業

1018 静岡県 株式会社丸徳養魚場 8080402007792 瞬間冷凍機と真空パック機の導入による鰻加工品の付加価値向上

1019 静岡県 天城路 さらなるゆとりの提供の為非接触対応と灯籠看板の設置で集客増加

1020 静岡県 光誠工業株式会社 6080001014416 手塗り加工技術を活かした、釣り具製品の塗装加工受注拡大

1021 静岡県 有限会社ブロートリーベン 7080402010450 馬・ヤギ等飼育環境の充実・整備、自販機導入による顧客拡大事業

1022 静岡県 株式会社サンセイ 6080401025789 ダボ打ち工程の自動化による生産性向上及び新規取引先開拓

1023 静岡県 バゲット カスクルートの販売強化による新規顧客獲得と固定客の醸成

1024 静岡県 讃岐うどん琴平 当域内の消費者動向を捉えたキッチンカーによる攻めの販路開拓

1025 静岡県 STUDIO　BREATH 地域の方にスタジオを知ってもらうための販促活動

1026 静岡県 大杉農園 青梗菜の販路開拓を行うための設備投資



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

【商工会地区】 第10回締切分採択者一覧

※重要

「交付決定通知書」につきましては、交付決定が可能と確認でき次第、順次発送いたします。

なお、申請書類の一部修正が必要となる事業者様には、修正依頼をお願いし、後日、交付決定が可能な段階となった時点で通知いたします。

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。

1027 静岡県 有限会社ビクトリー 3080402006667 ウイズコロナ時代に対応した店舗改修と集客促進の取り組み

1028 静岡県 合同会社Switch 2080003002265 髪を美しく維持したい女性をターゲットに美髪施術サービスの提供

1029 静岡県 ギアオート タイヤ関連事業への新規参入による販路拡大と新規顧客の獲得

1030 静岡県 石原精肉店 冷凍商品販売のための真空包装機導入事業

1031 静岡県 健水 個人顧客の販路開拓により元請取引増加、売上向上、利益率改善

1032 静岡県 有限会社ワクダ総合企画 3080402018332 新築及び中古住宅市場活況のチャンスをQR看板設置で販路開拓

1033 静岡県 笹間工業 当社オリジナル漆喰による台風１５号の浸水被害復旧支援事業

1034 静岡県 ごてんば焙煎館 コーヒー好きが集えるプラットフォームへの空間づくり

1035 静岡県 Barber&Coffee.仙豆 テイクアウトの展開によるコーヒー事業の拡大と販路開拓

1036 静岡県 日高丸 すごく安心する。家庭料理のようなやさしい味を届ける惣菜店。

1037 静岡県 トリートメントルームFelice 20代～30代の働く女性向けの贅沢空間の提供による販路開拓

1038 静岡県 静波しふぉんけーき 屋外喫茶業務及びイベント活動の場として地域活性化認知度向上

1039 静岡県 トリミングサロンREO 高齢でも来店しやすい安心安全に配慮したお店作り

1040 静岡県 おやつのお店 秘密のぬけあな 地元ファンにも喜ばれる店舗づくりを目指した製造体制の確立

1041 静岡県 有限会社南天園 8080402018468 弊社所属樹木医による樹木診断業務、樹勢回復業務の推進事業

1042 静岡県 株式会社百姓園 6080001013707 花に囲まれた園芸店カフェ事業開始による販路拡大

1043 静岡県 はっち ワッフル・クレープ専門店の認知、商品強化による若年客の獲得

1044 静岡県 御前崎まちづくり株式会社 1080401015142 個人客にシフトした駐車場整備による少人数の観光客の新規獲得

1045 静岡県 株式会社鈴喜板金 8080001025106 無言最強な営業マン！一般ユーザー向け看板設置で販路拡大！

1046 静岡県 株式会社松本印刷 6080401015105 カレンダー名入れ印刷事業の新規展開と販路開拓

1047 静岡県 有限会社宮﨑モータース 6080402022166 車検の対象車両拡充を図る設備更新と地元企業の新規顧客開拓

1048 静岡県 にこにこラーメン 大容量冷凍庫導入による小宴会利用顧客の新規獲得

1049 静岡県 三ヶ日製菓有限会社 3080402016253 地域の名産品作り体験で販路開拓

1050 静岡県 株式会社年英堂 8080101003564 更年期の予防医学を推進するための「健康講座」開催の取り組み

1051 静岡県 株式会社渡辺商店 1080101004354 地元ブランド豚事業立ち上げによる販路開拓事業

1052 静岡県 ヒンメルフェルド・カロセリーエ株式会社 1080402004243 ファイバーレーザークリーナー導入による作業効率化事業

1053 静岡県 有限会社コムネット 6080102012129 ゴルフアプローチガーデン設備導入による新メニュー開発と集客

1054 静岡県 平野農園 カフェと観光農園の一体化で、のんびり楽しめる施設の創造

1055 静岡県 エムケンクラフト 溶接機導入による精密な看板等製作事業

1056 静岡県 株式会社さの萬 3080101011431 ブランド豚「萬幻豚」から生まれた調味料のシリーズ化と販促事業

1057 静岡県 カーショップT-5 こだわりあるカーオーナー向けカスタマイズ・メンテナンスの提供

1058 静岡県 株式会社マエダアソシエイツ 8080001004778 全ての切削工具に対応した再研磨体制の構築

1059 静岡県 有限会社あとりえMOMO 9080002017010 真空包装機導入による、遠方への販売着手

1060 静岡県 有限会社やまへい 5080402009750 持続可能な贈答需要に向けた荷造り包装改革による販路拡大

1061 静岡県 千成ファーム 「富士山麓のキクラゲ」販路開拓に向けた生産量増加の基盤づくり

1062 静岡県 有限会社松下シート 8080402018889 新モデル「救之助WP」の展示会出展による販路開拓事業

1063 静岡県 古民家バル おりはな 子どもやお年寄りでも安心して脱毛を受けられるサロン事業の展開

1064 静岡県 一級建築士事務所 野田建築設計事務所 「脱炭素」需要に対応した構造計算ソフトウェアの導入と販路開拓

1065 静岡県 マルセ株式会社 9080401020093 肩こり・腰痛予防の施術サービス開始による新規販路開拓

1066 静岡県 山一園製茶株式会社 2080001015582 ウイズコロナ時代だからこその、積極的屋外対面販売戦略

1067 静岡県 Fishing Joy 地域住民の方々のニーズに対応した釣りエサの購入環境整備

1068 静岡県 株式会社ブルージャンキー 2080401017988 高性能マルチスキャン搭載によるフィッシングスクール運営

1069 静岡県 mata-ne 環境教育事業拡大のための駐車スペースの整備

1070 静岡県 株式会社小澤溶工 8080001023324 出張TIG溶接への対応による販路開拓

1071 静岡県 さいわい鍼灸整骨院 第一線で使われている超音波機器導入による新サービスで集客増加

1072 静岡県 麵屋AMORE 新店舗にて新商品開発とテイクアウトの充実にて売上向上に取組む

1073 静岡県 萩原こうじや スロープ設置によるお年寄りから子供連れ顧客の販路開拓

1074 静岡県 南豆亭 キッチンカーによる販路拡大事業

1075 静岡県 株式会社野川商店 9080401015085 大型タイヤ交換事業の展開による新規顧客開拓

1076 静岡県 有限会社イケヤ重機 2080402020520 建設用重機のアーム修理における刃具溶接業務強化による商圏拡大

1077 静岡県 株式会社ブロスデザイン 6080401021235 キッチンカーで行うインスタ映えする団子販売による新事業展開

1078 静岡県 GiL 男性顧客増加に向けた効果を実感できる髭脱毛サービスの運用

1079 静岡県 有限会社大鈴自動車工業 1080402019472 カーコーティング事業への新規参入による業務拡大

1080 愛知県 株式会社 まる本 1180001093000 高齢者向け配食サービスの新規顧客獲得に向けた広報事業



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

【商工会地区】 第10回締切分採択者一覧

※重要

「交付決定通知書」につきましては、交付決定が可能と確認でき次第、順次発送いたします。

なお、申請書類の一部修正が必要となる事業者様には、修正依頼をお願いし、後日、交付決定が可能な段階となった時点で通知いたします。

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。

1081 愛知県 水野農園 デザインが導く小規模メロン農家の未来

1082 愛知県 Big.East Store SNSやITシステムを駆使した中古ブランド品ECサイトの構築

1083 愛知県 株式会社 ＵＲＳ 3180001131063 地域広報と新規サービスによる新規顧客の獲得

1084 愛知県 株式会社東進 8180001052321 青果の真空包装加工と加工場表示による衛生管理にて販路拡大

1085 愛知県 コリアンキッチン　モイム もっと韓国文化を身近に！沢山の町の方が集まる店作りを皆様と！

1086 愛知県 ESTHE&SPA　WISH 健康増進を促すボディエステサービスの開発による販路拡大

1087 愛知県 株式会社小幡設備 3180001123845 新サービスの導入と情報発信による販路拡大事業

1088 愛知県 蔦の家 焼肉と本格韓国料理が味わえる店の宣伝広告

1089 愛知県 ALPHA eyelash salon 眉毛メニュー導入による新たな顧客開拓と時間単価向上の実現

1090 愛知県 株式会社アコモ 8180001027752 展示会出展による新たな業界への販路開拓とOEM事業の拡大

1091 愛知県 ALLURE 新規顧客獲得のため「カーコーティング専門店」の認知度向上！

1092 愛知県 たなか看板 レーザー加工機導入による内製化と新サービス展開による販路拡大

1093 愛知県 株式会社大樹工務店 3180001146474 内装工事業以外の受注を可能にする体制構築

1094 愛知県 株式会社コーシンホーム 3180001079526 リフォーム事業の新規顧客獲得を図る広告宣伝戦略

1095 愛知県 有限会社イワタシール 4180002000175 食品業界のシール・ラベル需要を取込むための設備導入＆販促計画

1096 愛知県 テイクアンドイージー 紅茶専門店ここにあり！積極PRとイートイン開始で売り上げ拡大

1097 愛知県 フワコヤ88 新事業「発酵野草蒸し」導入による実店舗への新規顧客獲得

1098 愛知県 株式会社恵比須 5290001084026 「都市向け家屋解体サービス」強化で空き家活用・地域活性化

1099 愛知県 HW マシンピラティスのプライベートレッスンで新規顧客獲得

1100 愛知県 フォトプラネットヒロ 動画編集教室などを行う貸しスタジオにリニューアル！

1101 愛知県 有限会社　共信 1180002047112 軟水で作る洗剤・仕上剤で新規顧客獲得、生産能力倍増も！

1102 愛知県 はまもと商店 わんこのおせんべい「ふりり」の直販店の整備

1103 愛知県 株式会社天保堂 1180001122717 販路開拓のための追加車両の内装変更

1104 愛知県 Secil wan Company ドッグトレーナーが取り組む新規顧客獲得・リピート利用促進事業

1105 愛知県 stvino株式会社 4180301035335 デジタルとアナログの融合！地元に愛されるお店を。

1106 愛知県 confiserie.m 業務用設備、ＥＣサイト導入による生産性向上と顧客管理の効率化

1107 愛知県 松永税理士事務所･松永不動産 事務所看板設置による地域顧問先確保及びのれんの向上

1108 愛知県 タカツー株式会社 1180001121306 車好きに刺され！自動車整備業とシミュレータで相乗効果

1109 愛知県 邦工房 地域密着で新規顧客の獲得。匠の技術で地域一番の大工を目指す！

1110 愛知県 川よし 拘りの調味料・自然薯を使用したデリバリーテイクアウト事業

1111 愛知県 ＭＡＩＧＡＬＬＥＲＹ Z世代需要をつかむストーリー性のあるアクセサリーでの販路開拓

1112 愛知県 フロウナチュラルスパ 中高齢者の悩み解消型リラクゼーション施設づくりで売上UP作戦

1113 愛知県 Bridge to the World オンライン販売チャネルの形成およびオフライン販促活動の活性化

1114 愛知県 ピース・カフェ 常設店舗で仕込み作業の効率化とリピート客・目的客を増やす。

1115 愛知県 いちご狩り農園　苺香 コンテナ冷凍庫の導入による高収益販売の拡大を図る。

1116 愛知県 コレカラフーズ クラフトアイス製造所から地域に愛されるアイス製造所へ！

1117 愛知県 エスエスケイ株式会社 6180301023189 看板設置及びDM発送による当社提供サービスの認知度向上

1118 愛知県 サンＬＩＥＮ マルチアプリケーションチェア導入による新メニューで客単価向上

1119 愛知県 株式会社トリプルエー 5180001130294 コストを抑え自然環境に配慮した水を使用したハウスクリーニング

1120 愛知県 インプレスクリーン株式会社 9180301034778 デジタルサイネージ広告で認知度向上・地域の防犯活動に貢献

1121 愛知県 セミュー 目指せ内側からの美髪！髪や頭皮のお悩み一緒に解決しませんか？

1122 愛知県 YOUR WEDDING&DESIGN 東海地区にて街の象徴となるような場所を生かしたウェディング

1123 愛知県 株式会社DEAR’S 7180001146347 チラシ配布およびHP制作による認知度アップと新規顧客獲得事業

1124 愛知県 愛知ホイスト工業株式会社 5180001058899 無料点検チラシ配布による初めての新規顧客開拓で売上向上

1125 愛知県 カットきよす 出張カットサービスとフリーペーパーによる新規顧客開拓を目指す

1126 愛知県 はるた 天むす等の販売を開始し、全国に販路を拡げて顧客獲得を目指す

1127 愛知県 てるてるぼうず 人も動物も笑顔になれる「アニマルカフェ」で販路拡大！

1128 愛知県 合同会社　無双商事 8180003023106 全方位型広告戦略と管理能力向上により集客力UP

1129 愛知県 喫茶・お食事　角長 珈琲・食事を通じて満足感ある店舗に挑戦！

1130 愛知県 Une fleur 障害者の受け入れ可能な脱毛サロン

1131 愛知県 おそうじ本舗大口店 本気のプロのハウスクリーニングをもっと気軽に！もっと身近に！

1132 愛知県 株式会社池田 8180001153284 看板設置と会社案内パンフレットで強みを発信し新規顧客を開拓

1133 愛知県 相川開発株式会社 8180001141719 「お客様の幸せと地域への貢献」をコンセプトに認知度向上

1134 愛知県 ヘアーサロン海東軒 個室化と癒しメニューで売り上げ拡大
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1135 愛知県 PK　INTERNATIONAL　合同会社 4420003001973 移動販売事業参入による販路拡大と生産性向上、認知拡大

1136 愛知県 恋して！宇宙少年CAFE 看板設置とキャンプ場整備で新規顧客獲得と売上UPするぞ！計画

1137 愛知県 ハッピー♡パン 日本人、米粉パン計画！！

1138 愛知県 インテリア・ホサカ ＨＰ開設と自動糊貼り機導入で信頼性確保と売上向上！

1139 愛知県 G.print 看板屋が新商品でBtoC市場で挑戦。販売環境の整備。

1140 愛知県 鳳来ファーム ドライフルーツは鳳来ファームにお任せ！目指せ！安定経営！

1141 愛知県 Beefup Gym 高齢者向けメニュー開発によるパーソナルジムの新たな販路開拓

1142 愛知県 電化のUデン栄南店 屋根塗装、看板設置・改装とニュースレター作成による販路開拓

1143 愛知県 中日新聞大治西部専売店 地域に愛され、地域と共に歩む新聞店への取組

1144 愛知県 有限会社ラ・ヴィサージュ 1180002081400 男性専用入口と男性用個室の改修で回転率と売上の向上！

1145 愛知県 Cafe West 食べ歩き（テイクアウト）の顧客の獲得と、業務の効率化を図る！

1146 愛知県 有限会社ロマン 2180302021146 マイクロナノバブル発生装置でお客様に美と健康を！

1147 愛知県 旬彩フード ピンチをチャンスに！外国人観光客を取り込む販路開拓・設備導入

1148 愛知県 株式会社石川農園 7180001085578 ガーデニング向けの革製品の新商品開発による新規事業の立ち上げ

1149 愛知県 フードサンシャイン 小売店舗設置と新商品開発による販路拡大事業

1150 愛知県 ジュウニミリ建築設計事務所 ＩＴを活用した提案力アップによる新たな販路開拓・売上拡大

1151 愛知県 髪工房セレンディピティ 個々に配慮し寄り添うための訪問美容＆プライベートサロン事業

1152 愛知県 株式会社エースデンキ 4180001087775 エアコン設置工事及び新サービス孫の手御用聞きによる販路開拓

1153 愛知県 手作り可笑や　安樹 製造スペース拡張で森のカフェ「安樹」売上モリ⤴モリ⤴！

1154 愛知県 株式会社Juno　Branch 4180001138964 オリジナル商品『すこやかふりかけ』の販売促進事業

1155 愛知県 株式会社brex 7180001152188 精神障害者が夢中になれる空間づくりへ第一歩としての認知活動！

1156 愛知県 麺屋えいじ 安心・安全・清潔の３拍子とPR戦略で店舗改装事業

1157 愛知県 大西接骨院 酸素ＢＯＸとトレーニングのサブスク・簡単予約システム導入

1158 愛知県 川原毛筆硬筆書道教室 伝統文化をより多くの次世代へ！新規顧客への販促事業

1159 愛知県 ワークライン株式会社 5180301004454 一般への販路開拓の為の看板設置による地元への広告宣伝活動

1160 愛知県 ＢｅＬ 販促強化！ＨＰ＆IＴ管理ツールで業務効率・サービス品質UP

1161 三重県 ロサガーデン株式会社 8190001024154 愛犬と一緒に三重を満喫できるキャンプ場の開設と情報発信

1162 三重県 ドッグサロンあん 新設備導入によりペットと飼い主の満足度向上により販路開拓！！

1163 三重県 コアフィット 体幹運動を主にしたボディメイクサービスで新市場へ参入する事業

1164 三重県 株式会社福岡醤油店 3190001008847 醤油製品・醤油2次加工製品の海外向け販路開拓事業

1165 三重県 strawberry & tree のうえん 採れたて新鮮イチゴの直売並びにイチゴ狩りによる新規顧客獲得

1166 三重県 ヘアースペースゴトウ 炭酸シャンプーによる髪のお悩み解決で、新規顧客を獲得

1167 三重県 da sempre ブランドイメージの刷新による高付加価値化に向けた取り組み

1168 三重県 風雅 わらロールの生産量及び品質向上のための設備導入と販売促進事業

1169 三重県 大五薬局 デザイン看板の設置とクーポン付DM、チラシ配布による販路開拓

1170 三重県 有限会社中山建築企画 7190002009353 木材を有効活用！レジン対応で付加価値向上と売上向上事業！

1171 三重県 化粧品のすみれ お顔とボディ両方に対応した美容機器でサービス向上・販路拡大

1172 三重県 株式会社まごころキッチン佳 8190001029244 真空包装機導入で高齢者施設給食に新規参入！笑顔で安心の給食！

1173 三重県 キラナ コーヒー事業の立ち上げによる顧客獲得・売上増加を図る取組

1174 三重県 ホルモン五郎 顧客獲得を図る当店メニューの魅力発信と店舗改装等の取組

1175 三重県 丸喜製菓 懐かしいポン菓子を「三重県の土産菓子」として新商品開発

1176 三重県 株式会社TempehQueen 1190001029746 テンペチップスの製造拡大と販路開拓を加速させる

1177 三重県 株式会社トミナガ 3190002017896 環境に配慮した強化段ボール製品取り扱い企業としての周知事業

1178 三重県 サニーディッパークライミング お手軽予約システムの導入と周知活動による新規顧客の開拓

1179 三重県 小野機功 作業効率アップで受注数増につなげる！

1180 三重県 有限会社魚芳商店 6190002002342 店舗設備の改修と、世代別情報発信方法の整備による販路開拓

1181 三重県 カワユウ木工 小ロットで家具を製造するための設備投資でBtoCの売上高獲得

1182 三重県 結屋 量産体制を整え、お弁当製造・販売を収益の柱としていく

1183 三重県 patisserie GHIBLI 人気商品の生産性向上による、作業時間短縮と通販事業強化

1184 三重県 藤田造園 耕作放棄地を減らしつつ、利益向上を求める取り組み

1185 三重県 Ｍａｌｍ 機械を導入し製造量の増大を図り、販売機会の増加と売上拡大

1186 三重県 kitchen　K テラス設置で顧客満足度向上と集客アップを目指す！

1187 三重県 スマイルプロジェクト 単価の高い仕事で経営安定化！設備投資と情報発信になる経営改善

1188 三重県 株式会社栄和産業 6190001024965 後加工の内製化による試作体制の構築及び受注拡大
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1189 三重県 shodai music 体験プラン増設から新需要に対応した一連の滞在時間増と売上増

1190 三重県 owlo coffee 無人自動販売機設置！新規顧客獲得による販路拡大で売上UP事業

1191 三重県 西村百貨店 ”片野名物”そば・うどん販路拡大・利益向上計画

1192 三重県 渡邊　真依 お客様が安心できるカウンセリングスペースへの改装！

1193 滋賀県 山田プロスポーツ整体院 ハイブリット整体の水平展開による大阪出張所の販路拡大計画

1194 滋賀県 水口製菓所 オリジナルせんべいの量産及び新商品の製造販売による全国展開

1195 滋賀県 ALBA BODY CARE 店舗の魅力を引き出す新たなサービスの導入

1196 滋賀県 すずめのおやど 大自然に囲まれた山荘を整備し販路開拓強化！

1197 滋賀県 株式会社　クリーンサポート 3160001022306 マンション清掃の販路拡大、作業品質の向上

1198 滋賀県 弘藝舎 ガラス工芸事業の研磨機導入による新製品の開発

1199 滋賀県 美湖エンジニアリング 薪ストーブ・ペレットストーブの量産化開発と拡販に向けた取組

1200 滋賀県 合同会社リカバリーワーク 4160003000580 ＥＭＳによるながら筋トレ！買い物ついでに楽して筋トレ！

1201 滋賀県 京滋キャリア株式会社 1160001024122 滋賀の人手不足を外国人材が救う！３種の広報戦略で知名度向上

1202 滋賀県 有限会社西村スタイル 1160002008446 冷凍キャンプ飯の無人販売所開設に伴う周知戦略事業

1203 滋賀県 合同建材株式会社 9160001002178 ユンボ導入による除雪作業受注により販路開拓

1204 滋賀県 おれんじくろーばー 最新ラベルプリンター購入による「フレークシール」製造事業

1205 滋賀県 株式会社マエカワ動物病院 7160001023143 治療困難なペットへの高度歯科治療の提供

1206 滋賀県 Santai137 店主こだわりの黒毛和牛ローストビーフによる新規顧客開拓事業

1207 滋賀県 cafe Ncraft 調理機械購入による省力化と革製品のリメイク教室による売上増加

1208 滋賀県 中川接骨院 新規事業「美容健康サロン」立ち上げ事業

1209 滋賀県 Famille 田舎暮らしを体験できる宿泊施設始動！

1210 滋賀県 Camui zilch basic 魔法のバブル導入による付加価値向上事業

1211 滋賀県 有限会社竹中モータース 6160002007410 大型車の整備・メンテナンス業務の事業化

1212 滋賀県 ボディショップ髙岡 タイヤ組み換えサービスによる新規顧客の獲得事業

1213 滋賀県 SALA hair 高齢者に優しい店舗改修とヘアサロンとエステのシナジー事業

1214 滋賀県 ulu coppe  カラダにいいカロリー 揚げパン専門店にキッチンカーを導入し販路拡大と生産性向上

1215 滋賀県 佐治タイル株式会社 7160001011916 タイル加工業のPR強化による販路開拓事業

1216 滋賀県 株式会社　Samurai Vehicle　Company 2160001017835 日本とニュージーランドを繋ぐフレンドシップサイト構築

1217 滋賀県 飯魚いお 新商品「ぬる鮒ずし」と「鮒ずしせんべい」の開発製造と販売

1218 滋賀県 藤田化工 販路開拓内覧会開催のための魅せる物流経路再構築

1219 滋賀県 つつみ農園 ブランドイメージを確立したデザインパッケージによる販路拡大

1220 滋賀県 レコール土山 教室改装と新規講座により地域ナンバーワンをめざして

1221 滋賀県 株式会社　岡村工務店 1160001022209 天然無垢材に拘った見せ梁・見せ柱リフォームにより新規顧客獲得

1222 滋賀県 阪口　昇平 減農薬米のタイムリー精米実現によるこだわり米市場への参入

1223 滋賀県 ふくろう珈琲店 焙煎セミナー事業開始による売上拡大

1224 滋賀県 相馬　利光 高圧受電設備の電気主任技術者の外部委託の開始

1225 滋賀県 WOHLTAT インソール製造販売による売上拡大および満足度向上事業

1226 滋賀県 アトリエ02 美と機能を両立させた建築・内装・家具の直受注による提案・製作

1227 滋賀県 食悦家かなめ 和食の仕出し事業開始に伴う広告宣伝事業

1228 滋賀県 株式会社丸由 7160001008747 腕じまん販路開拓

1229 滋賀県 三日月ゴルフ工房 オンラインレッスン導入によるゴルフ初心者の壁を克服

1230 滋賀県 居酒屋　和㐂　KAZUKI 女性の目線に合わせた販路開拓で新しい居酒屋和㐂に！！

1231 滋賀県 株式会社コバヤシ化成 5160001011505 ファミリー層で楽しめる観光果樹園の果樹加工品の販路開拓事業

1232 滋賀県 たらいち邸 日帰り体験プラン展開のための調理環境の整備

1233 滋賀県 合同会社organic herb center 6160003002666 オーガニックコスメの製造、販売のための農小屋改造計画

1234 滋賀県 株式会社　ポキポキ堂フィジカルラボ 2160001024402 整体院の美容事業ですべての人に健康で元気に過ごせる文化を創造

1235 滋賀県 永源寺お食事処万葉香 新メニュー近江牛すき焼きを掲載したリーフレット作成の販路開拓

1236 滋賀県 株式会社エスポワール 3160001014880 倉庫を改修しバリアフリー化！コミュニケーションUPで売上拡大

1237 滋賀県 有限会社松新 5160002001752 ワンストップ終活サービス実現のための位牌彫り内製化事業

1238 滋賀県 堀内製粉 米粉製品の安全性向上とパッケージ刷新による販路拡大計画

1239 滋賀県 桐生アドバンステック株式会社 5160001018938 台湾スイーツを入口商品としたベジ創作料理の販路開拓事業

1240 滋賀県 礒田貿易株式会社 5160001003667 中国華東地域大規模酒類イベント出展事業

1241 滋賀県 KALPA LAKE SPORTS 大型SUPを用いたチームビルディング研修の導入

1242 滋賀県 星の子カフェ 落ち着いた雰囲気の日本家屋を利用したカフェの販路開拓事業
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1243 滋賀県 デリカテッセンインルーム コロナ禍でも安心して来店できる少人数本格フレンチ店オープン

1244 滋賀県 茶ろん坪六 地域素材の力を活かし魅力ある商品提供で売上増加を図る

1245 滋賀県 有限会社HOPE 4160002004590 シロアリ駆除事業の受注に繋がる床下点検サービスの周知

1246 滋賀県 株式会社E-CRAFT 2160001019765 宣伝と採用の充実から、法人と個人の顧客の両立で売上２倍！

1247 滋賀県 斉藤撚糸工場 インバーター導入による作業の効率化で売上拡大

1248 滋賀県 NOHVA 里山の風景と暮らしを馬と過ごしながら一緒に味わう宿泊事業

1249 滋賀県 湖香六根 湖香六根別邸　外灯・庭園灯整備事業

1250 滋賀県 Aina合同会社 3160003001943 顧客ニーズである白髪染め商品の体験販売で、販路拡大を図る

1251 滋賀県 山の杜 個人宅へ向けた特殊伐採の販路開拓による売上向上計画

1252 滋賀県 M’s FARM 少量、多品種、高品質米の出店販売による売上向上計画

1253 滋賀県 おでん季節料理きたにし シニア層に配慮した店舗改装による新規顧客開拓

1254 滋賀県 日爪農園 環境保全で高品質で異物を取り除いたきれいな米で、販路開拓

1255 滋賀県 株式会社ヒサキペンタップ 1160001018644 新機材導入による新事業受注体制の確立

1256 滋賀県 岩井農園 新サービス提供による自社のブランド力UP

1257 滋賀県 Eye lash salon prune メンズアイブロウとLEDエクステの開始で新規顧客獲得を目指す

1258 滋賀県 アイリード 新設備・サービスの導入と認知拡大によるシニア層顧客の獲得

1259 滋賀県 有限会社永源寺マルベリー 5160002010118 有機薬草園の観光農園事業に必要なお客様専用トイレの設置

1260 滋賀県 Re:poser 筋膜効果による新規販路開拓と他店との差別化

1261 滋賀県 Hair.105 子どもたちの遊び場プレイグラウンド導入により新規顧客獲得

1262 滋賀県 L’Harmonie こだわりのフランス料理・ワインとサービスを提供できる店作り

1263 滋賀県 美容室オブラン 地域密着の美容店が行う強みを生かした新サービスの提供

1264 滋賀県 arbaro めざせ１万台！作業場の整備で生産性向上

1265 滋賀県 ヘアーサロン朝日舘 新サービスの導入による新規顧客開拓と既存顧客の固定客化

1266 滋賀県 木村食品有限会社 7160002006428 新たな販路の需要動向に応える豆腐加工品の製造強化事業

1267 滋賀県 和風料理　田季 店舗座席の改善と新メニュー導入によるお客様の利便性の向上

1268 滋賀県 伊庭住建 真空包装機による琵琶マスの飲食店＆一般消費者向け卸・小売業

1269 滋賀県 トータスシステム有限会社 4160002006769 全世代の女性を心身ともに元気にする治療により売上を伸ばす事業

1270 滋賀県 ＴＹ運転代行 地域の食材を活かした新事業で販路拡大

1271 滋賀県 横田産業合同会社 6160003002749 フレコン自動計量機で家庭用米から業務用米へ販路開拓事業

1272 滋賀県 小松整骨院 新しい診療器の導入とPRを部活をする学生に行う新規顧客開拓

1273 滋賀県 株式会社清水石材店 1160001021078 墓石管理代行事業を行う事を幅広く知って貰う為の販路開拓事業

1274 滋賀県 有限会社創伸 8160002005172 新たな戦略「高断熱・健康被害の少ない家造りで」販路開拓

1275 滋賀県 株式会社　浅井三姉妹の郷 8160001019264 道の駅の販路開拓・生産性向上・新商品と新客層の開拓事業

1276 滋賀県 西谷書店 入りやすい店舗づくりと商品の充実・差別化で販路拡大

1277 滋賀県 エコワークス 新商品自家製無添加味噌と発酵食品の製造販売による全国展開

1278 滋賀県 ツキエコロジー合同会社 7160003002236 見える化・体験型、6次産業の製造工場で生産性向上と販路拡大

1279 滋賀県 谷口板金工業所 加工機材導入による加工精度向上と（雨とい）落ち葉カバーの普及

1280 滋賀県 タナカ美装 内装リフォームの新たなサービス強化による新規顧客の獲得

1281 滋賀県 BAR Claymore 自家栽培野菜の生産量UP、マルシェ事業強化による売上向上

1282 滋賀県 パソコン年輪 ”レベル4”解禁による、ドローン教室の需要拡大に対応する事業

1283 滋賀県 苔岩工房 各種教室の実施にあたり、受講者を受入れるためのハード整備

1284 滋賀県 ソシアテック株式会社 8130001055469 モータ組立事業への参入

1285 京都府 特定非営利活動法人ケアリング 3130005012009 地域住民・高齢者が集える、多目的福祉機能を展開できる喫茶事業

1286 京都府 株式会社Lips 1130001045526 若年層ターゲットへの不動産提案で地域特化での新規販路開拓

1287 京都府 株式会社スロヴネンヤ 9120001146152 店舗移転工事によりスロヴネンヤイズムの完全体現

1288 京都府 小山園製茶場 ＜おもてなしのサロン＞設置による新たな販路開拓

1289 京都府 株式会社 山海木工 3130001056109 HPの改良とプレゼン力強化で造作家具のBtoC販路開拓を図る

1290 京都府 KeDDii ALPHA 株式会社 9130001072273 認知の低い産業を販売促進で世の中に喧伝する市場開拓計画

1291 京都府 中川ミュージックスクール リトミックとシニア向け教室の環境改善と新規生徒の獲得事業

1292 京都府 はしもと整骨院 今までにない新しい治療法と予防療法で自費治療患者の新規開拓

1293 京都府 ZERO-1 伊根町の新たなスポット『ハート岩』を巡る遊覧船事業

1294 京都府 合同会社GURI 8130003006932 CAFE&BB guriのブランド力の向上と新商品開発

1295 京都府 株式会社ゆずりは工務店 8130001066490 建築に関わる仕事を通して、町づくりや景観作りに貢献

1296 京都府 岡田設計 販促ツールと事務所をブランディングイメージに統一する販路開拓
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1297 京都府 株式会社あしだ 5130001035127 日本の森林を救う！一気通貫の受注で更なる販路開拓へ！

1298 京都府 さくらワークス こだわりのミラジーノ専門車検の開発による販路開拓事業

1299 京都府 株式会社福井 2130001059640 自社ブランド抱っこひみ開発による販路開拓

1300 京都府 ＣＥサロン　Ｍａｏｋｋａ WITHコロナに向けた移転と客単価アップの為のオプション追加

1301 京都府 森口工業 下請一辺倒からの脱却と地域高齢者や一般家庭への外構工事の拡販

1302 京都府 株式会社エーアスクール 7130001069800 中高生向け３Dゲーム制作プログラミング教材の新規開発・販売

1303 京都府 株式会社岡田石工業 2130001071067 廃材の現場リサイクル化対応による解体工事の受注促進

1304 京都府 テソロ アクセサリー作家になれるオンライン認定講座の販売促進

1305 京都府 千里貿易株式会社 5120901042537 リチウムイオン電池貿易事業の販路拡大と社内体制効率化

1306 京都府 株式会社Mito Tech 3130001061835 機械組立のノウハウを活かした自社製品開発による異業種参入

1307 京都府 コッチラボ株式会社 1130001052209 大豆ミートの需要拡大に合わせた展示会参加および新商品の開発

1308 京都府 ㈱ハロースポーツ 4130001039087 地域の居場所づくりを目指すジュニア会員獲得施策

1309 京都府 有限会社堀岡建材 2130000202975 生産性向上で効率アップ！社会に貢献、信頼のある会社に！！

1310 京都府 クリエイティブスタジオ　CeiRyu クリエイターEXPO出展と広告配信で知名度と利益率拡大を図る

1311 京都府 株式会社長岡京サッカークラブ 5120001123378 京都初！WEリーグ参入を目指す成人女子チーム設立事業

1312 京都府 チャンティー 地域初！高度な施術開始等と広報活動による新規顧客獲得事業

1313 京都府 toriko タルトタタンを名物とした長岡京初本格フランス惣菜菓子店の開店

1314 大阪府 株式会社実広鈑金 4120101051595 戸建て向け屋根リフォーム事業の新展開と地域での認知度向上

1315 大阪府 合同会社イーエムエス 1120103001675 ナゼ？から始まるアナタの学び！小学生向けプランで顧客獲得計画

1316 大阪府 株式会社聖建装工業 5122001033458 宣伝強化によるサービスの告知と販路拡大

1317 大阪府 PRIME. DMを活用した既存顧客・見込み客への新規提案および販促活動

1318 大阪府 有限会社トータス療法センター 9120902011768 正しいウォーキング運動プログラム施設プロジェクト広告強化

1319 大阪府 株式会社H2O 8120101052061 新機材導入で時間短縮及び人材のスキルアップと新分野へ参入

1320 大阪府 北本農園 『熊取町発水なすの魅力を纏うギフトボックスで新規販路開拓』

1321 大阪府 かねおく 農園オリジナルキャラクターの展開よる、若者ファンの獲得事業

1322 大阪府 CINQ　REPO 新メニュー導入による髪染め＆トリートメント専門店の黒字転換

1323 大阪府 tiroir eyelash 新メニューの導入による競合店舗との差別化及び販路開拓計画

1324 大阪府 喜野商店 お米の品質と生産性を向上、搗き立て美味しいお米で販路拡大

1325 大阪府 サニー農園株式会社 4120101062898 配達トラックをキッチンカーに改装し、地域の新規販路開拓！

1326 大阪府 旬楽なかお お客様が感動するお弁当の開発と宅配対応の広告宣伝

1327 大阪府 Lyfe 個室型サロンで快適サービス事業

1328 大阪府 ボーテ　ピュール 店舗拡大と新規事業（フェイシャルエステとヘッドマッサージ）

1329 大阪府 エマージオート スキャンツールとリフト導入による個人顧客獲得と作業性向上

1330 大阪府 株式会社 道明寺麦酒 6120101063630 地域外のクラフトビールイベント参入による顧客拡大計画

1331 大阪府 里山ファーム 合同会社 7120903002438 ハード整備（増床）とメニュー開発で顧客満足向上の取組

1332 大阪府 焼き菓子とパンのアトリエ Smile Kitchen 新事業でニーズのある生菓子販売事業をする

1333 大阪府 有限会社ミルフォード 4120102026803 速い・安い・親切・丁寧な強みを生かす地域に根差す販路開拓事業

1334 大阪府 株式会社はる 1120101051994 治療院を救うコンサル業務の全国展開を行うためのブランド力強化

1335 大阪府 株式会社Sonorant 8120101063042 ゴルフカート用サブバッグ掛け金具の販路開拓事業

1336 大阪府 株式会社髙橋石材 4120901022382 新たな運搬機械導入による、需要拡大分野の取り込み計画

1337 大阪府 とみやま整骨院 売り上げの向上及び経営安定化に向けた新たなターゲット層集客

1338 大阪府 浪花酒造有限会社 5120102028014 「自動ろ過機導入による品質＆生産性向上で収益V字回復」事業

1339 大阪府 第二海蔵丸 岬町の地域資源ワカメを加工した新商品で販路開拓＆地域活性化

1340 兵庫県 株式会社ガーデン４ 7140001098666 BtoC取引体制の強化に伴う営業所の開設と広報

1341 兵庫県 岩本土木重機株式会社 8140001038886 増産体制確立に向けたブランディング強化と広報戦略

1342 兵庫県 有限会社伏見屋 1140002034733 住宅バリアフリー事業への新規参入による、新たな販路構築の実現

1343 兵庫県 丹波五大山養蜂 店舗開設による新たな販路開拓と広告宣伝強化事業

1344 兵庫県 有限会社徳寿園 5140002034589 自社製造した商品の訴求力を高めることで新たなニーズの獲得

1345 兵庫県 Veggie de ＋ 野菜のフードロスを目指す6次産業品の開発

1346 兵庫県 ヘアハウス　ハウオリ 理容業による脱毛機器を導入した脱毛サービスの新事業展開

1347 兵庫県 ヤマネベーカリー 丹波市隣接地域の新規顧客開拓に向けたイベント出店及び周知活動

1348 兵庫県 とうふ処　はせがわ 地域唯一の老舗豆腐店による認知度向上および売上拡大事業

1349 兵庫県 ガラス工房るん おうち時間を彩るオリジナルランプ開発で新規顧客開拓

1350 兵庫県 村上ピアノ教室 「健康寿命を延ばすピアノde脳活」開講で大人の受講生増加計画
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1351 兵庫県 株式会社TSUKAMOTO 5140001116594 美容鍼×最新ハイフで客単価のアップと顧客満足度の強化

1352 兵庫県 Rita’ 新店舗移転に伴う新規集客事業

1353 兵庫県 パンとカヌレ。 地域資源を活用し『神美堂』ブランドの構築事業

1354 兵庫県 有限会社国際体育研究所 5140002034829 ディナモの魅力発信強化と業務効率化で丹波の子供を元気に！

1355 兵庫県 メガネガーデン 理想の聞こえを提供！補聴器体験会による認知度向上販路開拓事業

1356 兵庫県 但馬生蕎麦　ますや 店頭での当店の強み発信による集客と客単価アップ事業

1357 兵庫県 うちげの料理　八塩 新規顧客獲得のための最新型設備導入と情報発信強化事業

1358 兵庫県 Mirach 新規プロジェクト　全天候型　囲炉裏バーベキュー施設工事

1359 兵庫県 Cut＋ 看板によりカット専門店の値段設定、時短、クオリティをPRする

1360 兵庫県 ポッポ 不利な立地環境の韓国料理店が挑む認知度向上・顧客獲得作戦

1361 兵庫県 あまいタンス 米粉のお菓子のレパートリーと顧客を増やす為のオーブン導入事業

1362 兵庫県 有限会社　名色ホテル 7140002046310 ターゲット別パンフレットによる営業力強化で売上拡大事業

1363 兵庫県 株式会社土田化学 4140001041190 バイオプラスチック製玩具の自社開発による、販路開拓の実現

1364 兵庫県 暮らしマラソン 山陰海岸発！海から見るSDGｓの取組み体験事業

1365 兵庫県 ヘアーサロン和 完全個室のブライダルシェービング理容サロン設立と営業活動

1366 兵庫県 たこ壱 顧客ターゲットの変更にともなう移転による増客計画

1367 兵庫県 IWAYA BAGUS 店舗移転と営業時間・提供メニューの変更による増客増収計画

1368 兵庫県 株式会社プライズ 6140001125272 大切な方へ贈るギフト米の販路開拓事業

1369 兵庫県 #bouquet 来店環境改善と気軽に楽しめるネイルサービスＰＲによる販路開拓

1370 兵庫県 おそうざいバル＆カフェ　法利 頑張る女性が集える店づくりへの環境整備とＰＲによる販路開拓

1371 兵庫県 創作料理　金高 高齢者・職人等向けの店内環境改善と看板設置による新規顧客獲得

1372 兵庫県 整体院　LEAD　OFF Webシステムによる幅広い年齢層の新規顧客獲得とリピート促進

1373 兵庫県 A-DREAM-UP-STUDIO-REST エステメニュー開設による美容室の客単価向上事業

1374 兵庫県 株式会社ニコマート 6140001086218 淡路牛ハンバーグの販路拡大事業

1375 兵庫県 Laugh　Work　Machine ドームテントの認知度向上と小型ドームテント開発による販路開拓

1376 兵庫県 有限会社くろすけ 2140002053022 看板商品の訴求による客数増加計画

1377 兵庫県 株式会社レアルトレード 2120001132019 新商品「もつ鍋」の開発と冷凍自販機による販路開拓

1378 兵庫県 合同会社OVER REVエンジニアリング 9140003017614 女性オーナーが親身に対応！田舎の小さな車屋さん

1379 兵庫県 有限会社住器ヨシダ 6140002061153 ショールームへの誘導看板設置による商談機会の増大

1380 兵庫県 RENPO 男性の悩みを解消するサービスのPRによる新規顧客獲得

1381 兵庫県 株式会社和顔家 2140001077518 高級感と感染対策を兼ねて、客席を「個室仕様」に変更する

1382 兵庫県 Hair Room ぴゅあ 店舗・サービスの認知度向上による顧客獲得事業

1383 兵庫県 PizzeriaPorcoRosso シニア層に向けたカラオケ喫茶の展開による販路拡大事業

1384 兵庫県 N.Ground 丹波の逸品【丹波栗×丹波レモン】商品の試作品開発の販路開拓

1385 兵庫県 有限会社四国レジャー企画 2480002011185 淡路島牛乳を使用した「チーズinハンバーグ」の開発と販路開拓

1386 兵庫県 にしもとファーム 歩行型草刈り機の導入による耕作放棄地の除草事業の規模拡大

1387 奈良県 文具・事務機ミヤザワ 金魚の町の商店街で、昭和レトロな文具店への改装とPR事業

1388 奈良県 有限会社ブリーズ 6150002003690 第一印象で存在感のある店舗造り

1389 奈良県 有限会社イマキタ 3150002004808 設備導入による除草作業の新規サービス展開事業

1390 奈良県 リッカーズ 車両メンテナンス工事用の新設に伴う設備投資と販促活動の強化

1391 奈良県 TOTAL CAR EXPERT HICK’S 中古車販売店向けのカーコーティング事業

1392 奈良県 合同会社　工芸舎 6150003001735 ポストコロナに向けたギャラリーの無人セレクトショップへの変更

1393 奈良県 株式会社さくら開発 6150001008162 トラックスケール導入による売上増加と広告宣伝による販路開拓

1394 奈良県 株式会社矢野鉄筋工業 7150001017220 認知度向上のための看板設置及びパンフレット作成配布事業

1395 奈良県 川畑電気設備 飲食業界への新規参入者に対しキッチンカーという選択肢の提案

1396 奈良県 株式会社ニシダ 1150001009470 円安の今がチャンス！抗菌ヘアピンでアメリカ市場の販路開拓事業

1397 奈良県 株式会社Soprano 4150001023956 アクアリウムとシーシャをミックスしたリラックス空間の創出

1398 奈良県 KIYAMURA 大型店舗への移転！ライブキッチンで魅せる料理の提供始めます！

1399 奈良県 森のカフェHARUKA 自家栽培のサツマイモメニューを提供！農家カフェの開設事業

1400 奈良県 表具師　高梧堂 オリジナルの七福神巡礼納経軸で新規顧客獲得と売り上げアップ！

1401 奈良県 久保田加工所 新ブランド企業立ち上げ！新事業の認知度拡大による販路開拓事業

1402 奈良県 古味金物店 ホームセンターへ流れる若手職人を呼び込む為のスペース改装事業

1403 奈良県 柏井椎茸農園 販売先（個人強化及び、㈱オークワ以外の卸売先の確保）拡大

1404 奈良県 熊代農園 有機梅を利用した新商品「有機梅のにごり梅酒」の開発・販売事業
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1405 奈良県 葛城酒造株式会社 4150001013825 高付加価値酒の製造による海外への輸出計画

1406 奈良県 藤井商会 完結葬の認知度向上と普及のための販路開拓事業

1407 奈良県 株式会社カメヤ時計店 1150001013836 眼鏡の複数本所有と良質な眼鏡をかける大切さを伝える販路開拓

1408 奈良県 ドアーズ 痩身エステサービス開始によるメニューの多角化・販路拡大

1409 奈良県 ちこのおやつ 業務用デッキオーブンとホイロの導入による品質・生産性の向上

1410 奈良県 アイ防災株式会社 6150001025406 狙え売上１５０％！！～認知度向上と新規顧客獲得～

1411 奈良県 税理士事務所KIZUNA 新設法人向けのDMで販路開拓～想いをつなぎ未来をつむぐ～

1412 奈良県 LEVEL6 成熟する関西市場から全国へ広まる人気市場で新規顧客獲得を狙う

1413 奈良県 森田鈑金塗装 作業を見直し、新たな動向に対応し新規顧客獲得を目指す。

1414 奈良県 有限会社バリューアップ 4150002008452 新事業へ誘客を！再生商品の販売「倉庫市」を広告と動画でPR！

1415 奈良県 山下製畳 日本の伝統文化！畳・和室を未来へ！若者へ製品サービスPR事業

1416 奈良県 あしもみ処　～尚～ 地域活性化する地産地消こだわりおでん　地ビールとともに

1417 奈良県 cobako 「昼コースレッスン」による洋裁教室稼働率アップ販路拡大事業

1418 奈良県 株式会社　井上工作所 1150001012375 展示会出展によりさらなる成長を目指す販路開拓事業

1419 奈良県 gerbera 半個室美容院のデジタルパーマ導入による販路開拓事業

1420 奈良県 もくとさい農園 新しい栽培方法による本物の葉物野菜の生産と販路開拓事業

1421 奈良県 Luceram Hair 新型シザーコームの導入とくせ毛に悩む方への広報活動

1422 奈良県 くじらカーゴサービス株式会社 3150001024674 荷主と運送会社にメリットのある「運送アプリ」の広告宣伝の強化

1423 奈良県 株式会社ティナ・コンサルティング 4150001016885 ドローンビジネスのコンサルティング基盤構築と販売

1424 奈良県 Magical　Touch 子供から介護脱毛まで、お悩みに応える脱毛サロンの創業計画！

1425 奈良県 株式会社荒市商店 1150001012292 トイレの設置でCS工場・動画による強みPRで新規顧客獲得！！

1426 奈良県 株式会社大成ホームテック 1150001023926 奈良初、リノベーションモデルハウスを宣伝する取組みで利益UP

1427 奈良県 株式会社肉匠たけ田 9150001015379 大和牛使用の日本一のハンバーグを第2の柱にし、売上を回復する

1428 奈良県 竹内製箸所 吉野割り箸の新商品開発！新規顧客獲得で収益アップ事業

1429 奈良県 ＫＲ　Kaffee  （ケーアールカフェ） 一段上位の珈琲と癒しの空間の提供により地域で一番を目指す事業

1430 奈良県 涌本製箸所 看板設置による個人顧客獲得を目指す新規顧客開拓事業

1431 奈良県 ナツマヤ 自らをコンテンツ化！地域資源活用セレクトショップ開設事業！

1432 奈良県 有限会社中尾モータース 7150002011263 新サービスエアコンリフレッシュでお客様のカーライフを最適に！

1433 奈良県 AUTO　HOUSE　YOSHINO 潜在顧客の部品持ち込みによる取付け・交換ニーズをがっちり掴む

1434 奈良県 株式会社中西自動車 7150001016271 タイヤ保管で新規顧客の獲得とワンストップサービス比率の向上

1435 奈良県 角甚 露天風呂付客室改装による日帰り入浴受入れと宿泊の高付加価値化

1436 奈良県 旅館　久保治 伝統の味「行者弁当」の商品化による新たな収益源の確立事業

1437 奈良県 株式会社ＳＫＳ 7150003001924 「保育施設キャリアパス」＆「マネジメント」制度導入・推進事業

1438 和歌山県 青山チップ チップ生産向上と個人向けチップ販売による販路開拓

1439 和歌山県 カーショップマルノ カーコーティングで顧客の囲い込みと交通事故の減少を実現！

1440 和歌山県 株式会社レオクリーンサービス 7170001015503 食品ロスの飼料化による顧客・地域の活性化事業の実施

1441 和歌山県 森川農園紀州 梅酒製造工程の効率化と新商品の開発・商品化による販路拡大

1442 和歌山県 シュリンプワールド 商談スペース兼お客様のコミュニティスペース・トイレ設置事業

1443 和歌山県 有限会社阪口清掃 5170002010018 設備導入による住宅設備、浄化槽工事本格進出

1444 和歌山県 Kiranah テラス席改修による顧客ニーズ対応・売上増加計画

1445 和歌山県 ウエテック 溶接作業内製化による売上増加計画

1446 和歌山県 株式会社CAMPS有田川 8170001015320 缶容器クラフトビール製造環境構築による売上増加計画

1447 和歌山県 紀州梅の蔵　蒼月 私の強すぎるこだわりを、皆の食卓に

1448 和歌山県 こうや食品株式会社 7170001010966 高度な包装によるネット及びお取寄せ販売の拡充事業

1449 和歌山県 PANDA CREPE 機会ロス削減で売上拡大を目指す、冷凍自動販売機販売事業

1450 和歌山県 美滝山荘 地元資源・紀州材のお風呂で客単価アップ

1451 和歌山県 hair room na-na バックシャンプー台設置とお子様連れのお客様の利便性向上

1452 和歌山県 凪沙丸 最新機器で安全航行、情報収集でビッグチャンスをつかみ取る。

1453 和歌山県 グラタンカフェ 大型看板及び真空機導入による売上拡大事業

1454 和歌山県 きんぎょ食堂　uroco 新規顧客の獲得と商圏占有のための店舗改装事業

1455 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839 カーボンニュートラル電力の広告事業

1456 和歌山県 木下水産物株式会社 2170001011639 贈答用商品のブラッシュアップとＳＮＳ再構築による販路拡大事業

1457 和歌山県 萬口 バックヤードの改装とミーティングルームの設置、HPの多言語化

1458 和歌山県 アイエスマリンエンジニアリング 省力化機器設置による販路開拓事業
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1459 和歌山県 笑福亭 ドライバーとインターネット利用者に狙いを定めた集客事業

1460 和歌山県 松本電気 幹線工事用の工具を購入し、新たな販路拡大に取組むプロジェクト

1461 和歌山県 蔵出しみかんの藤原農園 冷蔵庫を用いた貯蔵やジュースの製造によるみかんの周年販売

1462 鳥取県 盛龍合同会社 2270003001306 物価高に負けない！テイクアウトの認知度向上で新規顧客を獲得！

1463 鳥取県 Ｋフォトスタジオ 多様化する顧客ニーズに対応したスタジオ改装と新規顧客獲得計画

1464 鳥取県 有限会社　赤碕石油店 8270002009699 セルフSSへの転換と情報発信強化で客数増加と収益確保

1465 鳥取県 株式会社　ヨネハラ 9270001005442 高収益化のための新商品「ケイク」売上増進のための販路開拓事業

1466 鳥取県 有限会社　おき 2270002009713 家庭内消費を捉えた「お米マイスター自慢」ブレンド米の販売促進

1467 鳥取県 晴れ海鍼灸院 鍼灸院のPRと施術効果を高めるサービス提供による利用者の確保

1468 鳥取県 コバデン株式会社 7270001008579 電気工事士の資格を活かした下請工事からの脱却と新規顧客獲得

1469 鳥取県 パーマハウスきたむら 顧客層の若返りによる、新たな需要開拓と売上収益確保

1470 鳥取県 有限会社木屋旅館 9270002010730 効果的な宣材写真活用による高付加価値宿泊プランニングの訴求

1471 島根県 有限会社　井山屋製菓 5280002006698 美肌菓子（焼きまんじゅう）開発による販路開拓事業

1472 島根県 有限会社メカニカルサービス須山 1280002011900 民間車検場新設に伴う顧客満足度向上による販路拡大と生産性向上

1473 島根県 桜江そば一心 製粉の生産能力向上＆新メニュー開発で「県内唯一店」の蕎麦屋へ

1474 島根県 HAIR’S　ROOM　ZOW 新サービス提供による新規顧客獲得並びに客単価向上事業

1475 島根県 株式会社桃翠園 8280001003438 生産体制の改善と増加する海外ニーズに対応した販路拡大事業

1476 島根県 UNITE 最先端美容の導入と宣伝強化による顧客の創造事業

1477 島根県 有限会社長藤商店 3280002010644 鍼灸サービス展開による販路開拓事業

1478 島根県 沼田農園 新商品「氷温熟成米」による販路拡大事業

1479 島根県 アンソレイユ 着付けを機とした家族客の新規顧客獲得による販路拡大事業

1480 島根県 有限会社　片岡石材店 6280002006532 機器導入による墓じまい受注増加と繁忙期での新規受注増加事業

1481 島根県 藤井醤油店 実店舗オープンから小売部門強化による販路拡大事業

1482 島根県 出雲山田水産 いちじく新商品開発による高付加価値化・販路開拓事業

1483 島根県 ドライブイン三井野 蕎麦店業態開始による販路開拓事業

1484 島根県 立花理容店 ファサード改装とネット活用による集客力アップと顧客獲得事業

1485 島根県 錦織車輌 屋号変更と「タイヤ預かり」サービスによる新規顧客獲得事業

1486 島根県 合同会社LOCOBLUE 4280003001501 ダイビングサービスの拡大による新規顧客獲得事業

1487 岡山県 B-Tree 子供専用の用具を使用した「キッズSUPスクール」の展開

1488 岡山県 DRONEヤマムラ 赤外線カメラ搭載ドローンを用いた太陽光パネルの点検事業

1489 岡山県 奥田鉄工株式会社 7260001021500 CAD/CAMの３Dデータ対応と短納期化による販売促進

1490 岡山県 有限会社藤田商会 1260002032007 レンガのプロが提案する家族で楽しめるショールーム事業

1491 岡山県 未来教育総研有限会社 5260002023398 個別指導と集団授業のハイブリッド学習塾をチラシで積極アピール

1492 岡山県 玄米工房ななほしや 玄米普及の為の、玄米粉の生産性向上、および新商品販路開拓

1493 岡山県 かぴばらこーひー 生産性向上による機会ロスの回避と、販路及び提供方法の多様化

1494 岡山県 株式会社岡崎工業 4260001010200 工期短縮・原価低減のための中高層ビル向け足場工事の取組強化

1495 岡山県 べっぴん倶楽部 「里山リトリート合宿セミナー」で販路の拡大・収益倍増化計画

1496 岡山県 カジュアルフレンチモエ 本格フランス料理を自宅でも楽しんで頂くためのテイクアウト事業

1497 岡山県 株式会社ナカモト 9260001020608 3DCAD/CAM導入による金属加工部品の新規受注獲得

1498 岡山県 株式会社しげや 2260001031512 機械導入及びHP改修による高級缶詰の量産化と販路開拓事業

1499 岡山県 美作ビアワークス 生産体制整備のための冷蔵庫のユニットと分析器の購入

1500 岡山県 ささい薬店 免疫強化と皮膚病改善に特化した「提案型」健康食品の販売強化

1501 岡山県 株式会社佐田建美 9260001022793 真庭の木材を使用したオーダーメイドサウナの販売と新規顧客獲得

1502 岡山県 株式会社good umbrella 4260001036063 Webデザイナー育成オンラインスクール開校及び人材紹介事業

1503 岡山県 マルサ工業 繊細な左官技術を活かした多用途への対応による販路拡大

1504 岡山県 有限会社ダイキ商工 6260002027497 民間受注獲得に向けた認知度向上及び商談環境整備

1505 岡山県 有限会社宮地加工所 7260002027414 販路拡大と圧着工程の効率化に向けたアプリケーターの導入

1506 岡山県 株式会社あがいやんせ 6260001035328 新たな販売チャネルを構築して岡山名物を使った新商品を販路拡大

1507 岡山県 株式会社アートラック 2260001000129 額装専門店としての付加価値をＰＲする店舗集客事業

1508 岡山県 有限会社　創宏芸 7260002005683 看板製作技術を生かしたオリジナルステッカー製作の実施

1509 岡山県 モリシタユウヤ建築設計事務所 傾斜地に特化した建築デザインのPRによる新規顧客獲得

1510 岡山県 村上モータース 顧客ニーズにマッチした車検整備体制構築による販路開拓

1511 岡山県 有限会社堤石材加工店 8260002030573 お墓のリフォーム　新サービス展開により持続的発展

1512 岡山県 BBS　hair　resort 新しいスパメニューの導入による差別化1時間枠のとれる客数増加
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1513 岡山県 有限会社竹内クリーニング 7260002006005 染み抜き・染色補正と和服を軸としたクリーニングの差別化戦略

1514 岡山県 有限会社山陽エンジニアサービス 8260002004016 営業ツールの見直しによる元請け依存体質からの脱却

1515 岡山県 ジェイエイまにわ蒜山農産加工有限会社 2260002034043 地域特産の蒜山漬を「外」に売り出すための販路開拓の取組

1516 岡山県 misora 産業用ドローン導入による防犯・点検調査進出と販路開拓 

1517 岡山県 株式会社motoyu 2260001034861 西粟倉村の取り組みをまるっと見学体験できる団体バスツアー事業

1518 岡山県 株式会社ＡＲ 5260001023762 新サービス「耕作放棄地の整備管理」で売上・収益アップ大作戦！

1519 岡山県 ウィーブハリサ BtoC製品の開発販売とそれに伴うEC機能付きサイトの開設

1520 岡山県 有限会社太平洋工業 6260002019305 新たな切削加工に対応し新規顧客獲得を目指す

1521 岡山県 満倉FP事務所 トータル人生設計提案のための新規結婚紹介事業の展開

1522 岡山県 はせがわ酒店 希少な日本酒の販売と宅配サービスの周知による個人顧客の獲得

1523 岡山県 サロン・ドゥ・シャンス 新生店舗の新メニュー紹介用看板とSNS等を利用したＰR事業

1524 岡山県 Francesca photostudio 婚礼和装用 衣装棚購入による生産性向上とチラシによる認知拡大

1525 岡山県 赤座鈑金 低価格を実現する自動車レストアサービスの展開

1526 岡山県 岡いちご園 瞬間冷凍機の導入による冷凍イチゴの製造と販売

1527 岡山県 有限会社くりまさ 6260002011393 衣料販売を介し地域高齢者の生活支援サービスを提供する

1528 岡山県 奥野農園 キッチンカー導入による新たな販売機会の獲得

1529 岡山県 株式会社竹内瓦 9260001021168 農地・耕作放棄地の草刈りサービスによる販路開拓

1530 岡山県 株式会社銀精肉店 9260001028519 ヘルシーなF1牛を24時間楽しめる自動販売機の導入

1531 岡山県 作州工業株式会社 2260001022791 チラシとドローンの活用による快適な住環境リフォームの受注獲得

1532 岡山県 株式会社米見 5260001027078 顧客ニーズ「猪精肉販売」開始で満足度・売上一気に向上大作戦!

1533 岡山県 ローズ美容室 新サービス「髪質改善メニュー」提供による販路開拓と地域活性化

1534 岡山県 有限会社サンデザイン企画 3260002032814 伝統の職人技をベースに、気密測定を通じて技術の定量化構築

1535 岡山県 有限会社村上美建 1260002033310 「和の輪」で、地域の住まいの課題解決に対応した販路開拓

1536 岡山県 有限会社エンビジョン 2260002014846 土木・建設に特化した新測量サービスで売上回復を目指す

1537 岡山県 みらいコード 子ども向けICTプログラミング教育及びICT学習支援事業

1538 岡山県 有限会社中村弟塗装店 8260002031885 「日生カキオコ」キッチンカー導入よる移動販売強化

1539 岡山県 株式会社インパクト 2260001036924 車両カスタム作業場の確保・設備導入・HP作成による販路開拓

1540 岡山県 ツボテック工業株式会社 9260002030201 新たな商圏での販路開拓及びPR事業

1541 岡山県 蒔田石材店 新たなニーズに対応する霊園開発販売事業への展開

1542 岡山県 マリンサービス中村 新たな「カキオコ店づくり」による町のグルメ観光活性化

1543 広島県 有限会社　カープハウジング 4240002003675 ハウスリペア工事の強化による一般客の獲得と販路拡大

1544 広島県 tsubuta SANK! 製造業開始に向けた商品開発及び顧客の利便性向上事業

1545 広島県 亀井建築株式会社 7240001052407 元請工事の割合を増やすための広告・看板設置による露出度アップ

1546 広島県 有限会社河内工業 5240002025603 自社重機の保有による一般消費者向け工事の販路拡大事業

1547 広島県 垣内石材工業 墓石専用文字CADシステムの導入によるDX化

1548 広島県 光来 大型冷蔵庫の導入によるメニューの追加と集客力向上

1549 広島県 芳賀 稔 陶芸作品の展示ギャラリーの改装による新規顧客の獲得事業

1550 広島県 株式会社KOHｓ 9240001046679 LED電光掲示板設置による顧客の来店回復と新規客獲得

1551 広島県 GENKI BASE 地域活性化を目指す！健康増進複合施設のPR

1552 広島県 株式会社末藤デンタルラボラトリー 3240001059323 設備導入による金属床入れ歯の販路開拓

1553 広島県 有限会社ハウスビルダー田中工務店 7240002012632 新分野事業プロが勧める輸入工具の販路開拓と販売促進

1554 広島県 株式会社横山セイミツ 4240001012223 自社初の女性チームによる製品開発と販路開拓事業

1555 広島県 K-weld 「何でもできる溶接屋さん」を目指した作業効率化と受注増加事業

1556 広島県 素の間 小上がりの整備によるお客様滞在満足度の向上と店舗機能の強化

1557 広島県 美容サロンたつがわ 広島初となる新型コロナ禍でのヘナ粉販売と感染対策強化

1558 広島県 ヤマトマヤ 一生の思い出になる来店型レザークラフト体験を提供して売上増加

1559 広島県 株式会社福山Three door 1240001036019 新ブランド「瀬戸内casa」の販売促進による売上向上

1560 広島県 有限会社ボディショップエム 6240002029479 販路開拓・効率化による短納期化を図るための設備投資

1561 広島県 エトワール大池 原点回帰！新規顧客への遡及力向上と誘導プロセス構築で売上獲得

1562 広島県 新菜苑 地元で100年愛されるお店になるためのテイクアウト本格参入

1563 広島県 松尾重機運送 After･withコロナ社会を見据えた事業基盤強化について

1564 広島県 大本　哲大 映像サービスを広めるための広告宣伝の強化による顧客獲得

1565 広島県 池田鉄工有限会社 4240002038358 商品パッケージ開発と設備投資による鉄工所の販路開拓事業

1566 広島県 くまのどっとこむ 竹害を竹財へ！地域の邪魔者であった竹を活用した新たな販路開拓
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1567 広島県 島の屋 物販強化の為の瀬戸内下蒲刈島柑橘ジュース開発とギフト販売強化

1568 広島県 スマートライフＫ株式会社 5240001055584 ハーブ蒸し導入による癒しの提供と広報活動による新規顧客の獲得

1569 広島県 有限会社　川本ストアー 6240002029198 快適な「集い及び憩いの場」に向けたトイレ改装による集客力強化

1570 広島県 久保田　寛之 ダンサー視線で提供する動画・写真で新市場の開拓と販路の拡大

1571 広島県 五社本家 蒲刈産フローズンオレンジの増産体制構築

1572 広島県 tomo handmade 新事業に伴う職業用ミシン導入による生産性向上と宣伝チラシ作成

1573 広島県 白根りんご農園 ジビエバーベキュー場開設に伴う看板設置及びホームページ改修

1574 広島県 T-DREAM株式会社 5240001053803 フットサルコートの自社運営開始による販路開拓事業

1575 広島県 天保　雅也 HPの開設と遊漁船の安全対策によるプロモーション戦略

1576 広島県 株式会社共栄作物 6240001059717 ベーカリー店の平日集客力向上に向けて新たに始めるカフェ事業

1577 広島県 ＡＣＴＩＶＥ ＫＩＤＳ 自社サービス強化及び新業務による新規顧客の獲得と収益増加

1578 広島県 有限会社吉岡自動車 8240002024073 「ランクル」特化の展示場整備と愛好家の求める専門的な接客

1579 広島県 中村電気管理事務所 各種試験機材や知見の増強による新規案件の獲得

1580 広島県 さんおう鍼灸院 訪問鍼灸+低周波治療の開始による優位性強化及び知名度向上事業

1581 広島県 口和・井上商店株式会社 7240001058180 予約システム導入とチラシ配布による広報活動で新規顧客獲得

1582 広島県 野の花かふぇ 菓子製造部門の生産力向上により、売上増加と利益確保を目指す

1583 山口県 株式会社環境ロジテック 3250001007479 新たな積載コンテナ導入により大型農機の収集サービスを新規展開

1584 山口県 チャイナレストまーちゃん 店舗外装塗装工事による視認性アップを図る

1585 山口県 有限会社　村上自動車 7250002011740 スポット溶接機の導入による作業効率、及び販売・売上高の向上

1586 山口県 福整骨院 整骨院がおこなうパーソナルトレーニングによる新規顧客獲得

1587 山口県 前田　めぐ美 テイクアウト専門店から滞在型の店舗への改装による販路拡大

1588 山口県 有限会社たましげ 7250002006550 ユニバーサルサンダー導入による琴修理事業の強化

1589 山口県 大島みそ有限会社 7250002020469 居酒屋「旬菜由乃」にて食材の保管保存に必要な冷凍冷蔵庫を購入

1590 山口県 株式会社ポポロ 1250001018239 新商品「青舞ソルベ（仮称）」の開発と販路開拓

1591 山口県 株式会社シンラテック 7250001008201 ドリルスプリッターの導入による丸太端材のバイオマスチップ化

1592 山口県 有限会社　三田産業 2250002012396 「工事現場の様な雰囲気を取り除く！」一般消費者の顧客増加計画

1593 山口県 合同会社サムズアップ 8290803001968 高齢者や小さなお子様も利用しやすいお店へ！店舗の一部改装

1594 徳島県 東條自動車整備工場 作業環境の整備による増加している大型車市場獲得事業

1595 徳島県 あわらくや 環境整備による純和風施設の魅力向上・収益基盤確立への取り組み

1596 徳島県 有限会社松谷商店 3480002011911 付加価値向上のための設備導入・新サービス提供事業

1597 徳島県 帆樽 店内環境整備・新たな顧客層獲得による収益基盤強化

1598 徳島県 森電器商会 店内改修・レイアウト変更等による店舗訴求力向上・商談環境整備

1599 徳島県 稲井商店 水回りに特化したリフォーム事業展開による収益基盤強化

1600 徳島県 久保自動車 大型車両用タイヤチェンジャ－導入によるコスト削減・新規客獲得

1601 徳島県 植田畳店 安定した品質の畳供給と新事業展開PR

1602 徳島県 株式会社TEAPARTY 7480001008277 新規販路開拓のための贈答向け新商品開発とサンプル送付営業事業

1603 徳島県 NARUMI FARM 自社食品加工場整備による有機JAS認証加工食品生産体制の確立

1604 徳島県 勝浦渡船 急速冷凍設備の導入で鮮魚をそのままお届け！

1605 徳島県 山城ゴルフ株式会社 1010501044213 新規顧客獲得に向けた広告チラシの配布

1606 徳島県 たい焼き七福 新商品開発による新規顧客開拓と機会損失回避による収益基盤強化

1607 徳島県 有限会社アイシーランド・マツノ 5480002009607 ハードディスク破砕機の導入による新サービスの提供

1608 徳島県 yamaken株式会社 1480001011699 作業効率向上による若手林業企業の持続的成長戦略

1609 徳島県 那賀町に心を捧ぐ株式会社 1480001010057 顧客拡大実現のための脱毛・ハイフサービスの展開

1610 徳島県 美容室ア・センブル コロナ禍における新たな美容メニュー提供による新規顧客開拓

1611 徳島県 株式会社丸新運輸 1480001011014 ユニッククレーン「ラジコン」導入による作業性の向上

1612 徳島県 有限会社佐々木マテリアル 8480002008597 機械化と従業員育成を促進して小規模～中規模工事を取り込む事業

1613 徳島県 丸乃木材有限会社 5480002014111 案内大型看板設置と広告用チラシの配布による集客増加

1614 徳島県 株式会社オアシス 5480001006233 オンライン通信システムを利用した自動販売機業務ＤＸ化

1615 徳島県 加藤塗装工業 熟練塗装業者によるモルタル造形材を使ったリフォーム提案事業

1616 徳島県 岸上自動車 小規模太陽光発電施設を対象とした環境保全事業

1617 徳島県 原田企画 相談室確保によるWeb配信・イベント企画事業等の収益拡大

1618 徳島県 ＣＡＴセンター松茂 肌質分析精度向上及びミドル層の悩みへの対応のための設備投資

1619 徳島県 有限会社ケーズコレクション 9480002012144 整備部門強化のためのカーコーティング PR 事業

1620 徳島県 えびす整骨院 新店舗開業に伴うエステティック事業の実施
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1621 徳島県 さみ 整体院 新たな診療メニュー（よもぎ蒸し）での差別化と新規顧客拡大

1622 徳島県 リラクゼーションルーム　ジャスミン 温めて揉み出して引き締める！ラジオ波痩身エステで売上拡大

1623 徳島県 稲垣木工所 高機能箱打ち機導入による新たな販路の開拓事業

1624 徳島県 くすりの橋本 血流測定器の導入と換気窓の設置による顧客獲得事業

1625 徳島県 有機農園小七郎 有機栽培効率化と新たな生産物による新規顧客開拓

1626 徳島県 岡本製麺株式会社 5480001005490 コラボ新商品の販路開拓による利益率の向上

1627 徳島県 におメンマ 純国産メンマの販路開拓のための製造環境整備事業

1628 徳島県 フォークリフトサービス四国(株) 2480001011475 バンステージ導入による新規取引先獲得事業

1629 徳島県 特定非営利活動法人　里山みらい 3480005006405 ギフト商品開発販売による顧客獲得事業

1630 徳島県 古見茶屋 農泊規模の拡大及び宿泊を起点とした顧客増大

1631 徳島県 なまけもの食堂 宿泊体験施設併設＆改装による、リトリートプランの導入

1632 徳島県 フラワーショップハラダ 店舗フロント工事による花卉店頭販売・顧客滞在時間増進事業

1633 徳島県 有限会社うだつレンタカー 4480002014574 会社の認知度ＵＰ！新レンタカープランの構築事業

1634 徳島県 株式会社RunSunJapan 2480001011566 見える工房、分かる動画、リアル看板によるPRで、新規顧客開拓

1635 徳島県 餃子高田 新たな顧客獲得のためのＰＲによる収益の安定化

1636 徳島県 株式会社Mirea 4480001011399 2号店開設による産前産後・家族両立支援サポート事業の強化

1637 徳島県 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533 自動車アフターパーツ製作開始に伴う新規顧客獲得事業

1638 徳島県 合同会社ＫＯＮＤＯ 6480003001198 トレーニングジム部門の強化による患者数・来院数・売上向上事業

1639 香川県 東村水産 観光スポットで地域資源を活用した飲食店のオープン

1640 香川県 シーサイドNaoshima 瀬戸内の島の民宿、デザインを一新して、コロナ以前の収益へ復活

1641 香川県 学習舎シオン 通信教育システム【家スタ！】の販路拡大事業

1642 香川県 田中鉄工株式会社 9470001019323 工場内の環境整備・従業員の健康安全向上と新商品の製造販売強化

1643 香川県 株式会社オキオリーブ 7470001014268 ロイヤリティを高め客単価及び顧客増加のためのリフォーム事業

1644 香川県 らうめん積 らうめん積の席数増加の為の改装工事

1645 香川県 CATADOOR 自動車整備用リフト工事の受注増加のための溶接機導入

1646 香川県 株式会社　東滝商店 6470001012215 高性能な機械の導入による業務効率向上と新規顧客の獲得

1647 香川県 shellfish kitchen グルテンフリーの米粉スイーツを専用の工房で製造し販売

1648 香川県 アート島センター アートで地域活性化！「アートの島」のためのアトリエ事業

1649 香川県 有限会社真砂喜之助製麺所 3470002019096 生産性と耐久性の高い機械の導入による生産性向上と販売強化

1650 香川県 ho:ho hair 顧客ニーズを満たす機械導入による単価アップ＆リフレッシュ事業

1651 香川県 アットホームな隠れ家サロンSTELLA☆ 毛穴の悩みを解消する新サービスで認知度＆客単価アップ！

1652 香川県 株式会社プライム 3470001018314 お客様を待たせないことで顧客流出阻止及び新規顧客獲得事業

1653 香川県 zazu plantes et café エアコンの更新とチラシ・植物リース用リーフレットの作成配布

1654 香川県 栞那 ドッグテラス席の整備による客単価向上及び来店客数アップ

1655 香川県 合同会社　小豆島フロント 5470003002289 空き家を活用した民泊事業の展開

1656 香川県 有限会社高橋石材 5470002000351 自社PR活動による営業エリア拡大及び新規顧客獲得事業

1657 香川県 株式会社SUNSUI 9470001018374 パイプ加工機械導入による新製品製造と販路拡大

1658 香川県 染匠吉野屋 工房の一部を販売スペースとして整備することによる売上増加策

1659 香川県 株式会社総合技建コンサルタント 5470001008461 機械導入による生産能力、品質の向上及び新規顧客の開拓

1660 香川県 株式会社ケア・ハンド 7470001014961 訪問鍼灸にて筋力の維持・向上の自費サービスの導入で販路拡大

1661 香川県 虎屋産業株式会社 4470001008181 自動精算機の導入による顧客回転数と満足度向上による売上増

1662 香川県 ハナあかり 「新ドリンクメニュー開発による客単価向上施策」

1663 香川県 ダイオー光学店 展示会ＰＲ用パンフレット作成による販路開拓

1664 香川県 金比羅醤油株式会社 5470001008156 店舗販売力の強化による売上拡大

1665 香川県 b-plan プロカメラマンクオリティの追求　秀でた写真作成事業

1666 香川県 株式会社彩工舎 9470001017285 コロナ禍・物価高騰を乗り越えるための新規顧客獲得事業

1667 香川県 井下ふとん店 アクティブシニア層への提案力強化事業

1668 香川県 大野美容室 エステ部門の施術強化による若年者層の集客増加と客単価の増加

1669 香川県 cafe pause 客単価アップとテイクアウト強化による売上増加計画

1670 香川県 riccion 地域の学生服を守る為の創業。時代にマッチした事業展開への設備

1671 香川県 株式会社ふじ井 9470001011131 最新真空包装機導入による販路拡大事業

1672 香川県 有限会社　瀬戸内マリン 5470002016851 サンセットクルーズと免許試験の新事業開始に伴う桟橋の設置工事

1673 香川県 pukalani 新ジャンル「シミケア」参入に伴う新たな機器導入と販路拡大

1674 香川県 laundry cafe KOBITO ランドリーカフェ創業における事業拡大計画
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1675 愛媛県 有限会社イノウエ 4500002023944 ホイールバランサー導入による顧客獲得と囲い込み戦略事業

1676 愛媛県 池田タクシー株式会社 1500001007819 アフターコロナでの高齢者ツアー需要に対応した車両改造

1677 愛媛県 新崎旅館 老舗旅館の挑戦！明るいイメージで集客事業

1678 愛媛県 株式会社　正岡葬儀社 8500001017753 会館案内看板設置及び当社施設等パンフレットでの顧客確保・獲得

1679 愛媛県 カワモト自動車販売 自動車販売整備店の顧客対話のアメニティ整備事業

1680 愛媛県 有限会社大石自動車 9500002012307 高性能設備導入による整備体制の確立で販路拡大・収益向上

1681 愛媛県 カワイシ醬油株式会社 8500001008281 高効率化設備導入による生産効率による営業活動強化

1682 愛媛県 株式会社山内工務店 7500001014917 耕作放棄地・荒地整地のための機械導入による新事業の開始

1683 愛媛県 kul マシンピラティス部門新設で新規顧客の獲得＆既存顧客の固定化

1684 愛媛県 株式会社開成工業 7500001020840 足場工事資材のレンタル事業強化により売上拡大を図る

1685 愛媛県 株式会社エフト 8500001023727 商品開発と商品のデザイン一新による新規顧客獲得

1686 愛媛県 茉莉花 新規事業「花の移動販売」による販路拡大と認知度向上

1687 愛媛県 株式会社イルミファーム 4500001024076 高麗人参茶の試供品等による顧客との多様なタッチポイントづくり

1688 愛媛県 山本司法書士事務所 リピーターの確保や新規顧客の掘り起こしによる販路開拓と拡充

1689 愛媛県 英会話SOL ピカピカ教室でやる気アップ生徒数アップ大作戦

1690 愛媛県 ミスタースミス 「販促ツールを活用した認知度向上による販路拡大」

1691 愛媛県 それいけ整骨院 新サービス開始に伴う広告看板設置による集客力向上計画

1692 愛媛県 有限会社南予てんぷら販売 4500002012716 真空包装機新規導入による製造体制の改善で受注アップと販路拡大

1693 愛媛県 有限会社赤宗商会 3500002020224 持ち込みカー用品取り付けサービスの事業化による新規顧客獲得

1694 愛媛県 ボッコ製菓 原材料・光熱費高騰に負けないための集客力向上事業

1695 愛媛県 Musicking ピアノスタジオ改装による地域コミュニティへの新規参入事業

1696 愛媛県 浜田塗装 足場設置業務の内製化による効率化・販路開拓事業

1697 愛媛県 Yuta Takahashi Design Studio Co. デザイン業務から写真撮影まで一貫して業務を遂行する販路開拓

1698 高知県 サイクルスペース南国 修理受注拡大のための工具キャビネット導入

1699 高知県 ゆめの篝火 竹炭のパウダー加工及びそれを使用した製菓販売

1700 高知県 PMサービス株式会社 2490001009337 SDGsを意識した装置導入で整備の稼働を高め収益増を図る

1701 高知県 カフェ　お弁当の初音屋 カフェ新設による経営安定化事業

1702 高知県 Berry農園山本 飲食スペース新設での収容力強化による来客数増加事業

1703 高知県 土佐キムチ 安心・安全キムチ食材提供の為の卓上トップシーラー導入計画

1704 高知県 有限会社　松崎冷菓工業 5490002012964 巣ごもり需要を対象にファミリータイプ製品化事業

1705 高知県 リラクゼーションスペース凪 よもぎ蒸しメニュー追加による販路拡大

1706 高知県 合同会社ぐっどりばぁー 7490003001320 移乗リフト導入による介護環境の改善並びに顧客満足度向上事業

1707 高知県 有限会社浜吉ヤ 3490002009830 マルチスイングカッター導入による鰹加工技術と商品開発力向上

1708 高知県 いりぞう農園 文旦の生産量増加を図るための設備投資の実施

1709 高知県 テクノライフハカタ 新事業PRと企業価値向上計画

1710 高知県 野村　良喜 ネック工程である泥染め作業改善のための設備投資

1711 高知県 合同会社ＮＦ 9490003001681 昼営業の開始と新メニュー提供のための設備導入計画

1712 高知県 株式会社圓和工業 5490001009152 増加する受注依頼に対応するための設備投資の実施

1713 高知県 有限会社　豚太郎高岡店 5490002009795 座敷席とトイレ改装によるファミリー層とご年配顧客の獲得

1714 高知県 K－WORK合同会社 6490003001619 資材倉庫改修による商品保管バックヤード充実化で売上増大へ！

1715 高知県 SUNLIFE　COFFEE エスプレッソマシン導入による販路拡大事業

1716 高知県 株式会社　貴水 8490001005974 ３トン油圧ショベル導入による生産性向上及び販路開拓事業

1717 高知県 ocho 8 リバーアクティビティによる顧客開拓とブランドイメージの向上

1718 高知県 株式会社西土佐四万十観光社 7490001005199 ラフティングボート導入による売上拡大と広報強化による顧客獲得

1719 高知県 筒井事務所 設備導入による顧客満足度の向上と市場開拓計画

1720 高知県 てっぺんテラス てっぺんで楽しむグランピングコテージの開設

1721 福岡県 ひまわり書店・瓢鰻亭 心身ともに満たされ季節感を感じる配食事業の開始による販路開拓

1722 福岡県 HOMIE フードトラック改修とフードメニュー強化による客単価の増加

1723 福岡県 Cafe　Lanai 差別化を図った絶景カウンター席を新設し集客力UPを目指す

1724 福岡県 にしきサービス 地域の課題を解決するためのリサイクル事業の販路拡大

1725 福岡県 株式会社メディコア 4290002037157 一般衣類向け吸湿消臭機能ベストの展示会出展および販路拡大

1726 福岡県 atelier WAKON ウルトラファインバブルで美髪にしながら単価up！！

1727 福岡県 古賀ブルーベリー農園 ブルーベリー農家から「観光農園事業」への業態転換

1728 福岡県 居心地処MAKOYA 玄界灘の海の幸の魅力をお届け！キッチンカーの活用戦略
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1729 福岡県 英彦岳食堂 生産体制強化及び通信販売環境の構築によるリピート購入の増加

1730 福岡県 やりみず農園 糖度保証で顧客満足！売上向上！

1731 福岡県 株式会社築上重機 3290801015157 クレーン先端カメラ・運転席モニター導入による新規取引先の獲得

1732 福岡県 有限会社オートサービスサンルイス 5290002030821 全自動フロンガス充填機導入による新サービスの展開・販路開拓

1733 福岡県 GARAGE CA-Z 自動車整備事業への進出によるワンストップサービスの提供

1734 福岡県 末長整骨院 昼間の時間帯の稼働率向上と新規顧客の獲得

1735 福岡県 お肉の大ちゃん 真空パックを使った商品開発及び販路拡大

1736 福岡県 株式会社俊建工房 7290002041791 地元工務店によるプチリフォームde快適生活プランの販路開拓

1737 福岡県 こころからだあんしんラボ株式会社 4290001073483 敏感肌向けスキンケア新商品（透明石鹸）の研究開発・販売促進

1738 福岡県 株式会社 Ca-luck 3290001087848 塗装業務の生産性向上で新規顧客の開拓を実現する事業

1739 福岡県 MARIYOGA ピラティスリフォーマーを使ったプライベートプログラム事業 

1740 福岡県 有限会社アーリーバード 2290002035609 新たな機械設備導入による生産性の向上及び売上拡大

1741 福岡県 農地所有適格法人株式会社宇佐川農園 7290001099534 全国へ野菜を届けるUSAGAWAvegetable事業

1742 福岡県 研醸株式会社 9290001050577 製造工程の刷新と長期洋樽熟成酒の商品化による家飲み需要の開拓

1743 福岡県 てふてふ。 看板・HP作成で新規顧客を開拓し、改装で癒しのサービスアップ

1744 福岡県 有限会社SQコンサルタント 4290002051505 スープカレー専門店のご当地レトルトカレーの開発と販路開拓

1745 福岡県 DONI　FARM デザイン化によるブランド力の向上とECサイトによる販路拡大

1746 福岡県 Lagom pilates&conditioning ピラティスマシン導入による初心者レッスン始動で新規顧客獲得

1747 福岡県 焼きとりふじ 真空包装機を活用したテイクアウトサービスによる販売力強化

1748 福岡県 有限会社セモルシージャパン 3290002041804 まつエクショップ直営店開設と相乗効果で売上・利益率向上

1749 福岡県  ふわりノ 上質な美の提供による顧客満足度の向上で売上・利益増大を目指す

1750 福岡県 ヘアーサロンY’S お客様目線に立ったサービスの提供で目指す集客力向上の取組

1751 福岡県 うきはの宝株式会社 3290001086734 おばあちゃんの味でレトルトカレーの開発をして通信販売

1752 福岡県 南郷電気株式会社 3290001037043 オンラインで本体のみ購入したエアコン取付けに特化した広告制作

1753 福岡県 株式会社ダイショク 7320001003938 生き残りをかけ、新天地で展開する古民家カフェレストラン

1754 福岡県 株式会社　川端組 2290001045170 乗用草刈機導入による草刈事業の強化と販路開拓による売上増加

1755 福岡県 武遊プロセッシング株式会社 8290801027973 自販機に特化した商品開発から販売までの新たなパッケージづくり

1756 福岡県 株式会社　白香苑 7290001048838 地域密着型の葬儀社だからできる終活のお手伝い

1757 福岡県 株式会社　一龍 8290001069742 学生寮食堂の空き時間を利用した飲食店業務の展開

1758 福岡県 JohnLemon フードトラック（キッチンカー）移動販売計画と効率・生産性向上

1759 福岡県 とよだ電器 メンテナンス事業の内製化や顧客・地域データを活用した販路拡大

1760 福岡県 ラシック行政書士事務所 増加し続ける高齢者の安心に応える家族信託の普及による販路開拓

1761 福岡県 ウォルバデザイン イベント等の映像制作事業、CGを使った映像制作事業

1762 福岡県 ノアーズアーク 地域初のシミケアメニュー導入でシニア世代の新規顧客を増やす

1763 福岡県 カフェコンディトライ ウィーン 認知度向上と固定客獲得のための季節別年間タペストリーの製作

1764 福岡県 株式会社ケイターズ 9290001070534 脱炭素化!ハイブリット車検・修理サービス開始による顧客開拓

1765 福岡県 かに聖 テイクアウトで気軽に内食できる新商品開発と新たな販路開拓

1766 福岡県 大石ファーム 厨房を加工場仕様にリフォームし、加工品の製造を充実させる。

1767 福岡県 CEサロン　アイリー 脱毛サロン業界への参入による新規顧客獲得のための広報力強化

1768 福岡県 かくうち嘉 ロードサイド店舗開設による売上高向上と地域の課題解消サポート

1769 福岡県 Ｍａｍａ　Ｖｅｉｌ 通院・往診対応の妊活継続支援体制の強化による新規顧客獲得

1770 福岡県 坂本食品工業所 工場直販で中食需要への販路開拓と事業承継を見据えた業務効率化

1771 福岡県 玉水酒造合資会社 1290003003202 リターナブル瓶の利用促進による来店機会増加及び顧客囲い込み

1772 福岡県 有限会社パナス 4290002053798 家電のお困りお助け事業及び看板リニューアルによる新規顧客獲得

1773 福岡県 オハナヘアー バリアフリー化で気兼ねなく来れ、オシャレを楽しめるお店作り

1774 福岡県 ジュビランはなもも セルフメニューの導入と物販強化による新規事業展開

1775 福岡県 key craft works ショールーム整備による販路強化事業

1776 福岡県 ととや 石釜の名水を使用した「旬の魚を中心としたお惣菜とお弁当」事業

1777 福岡県 Hair & Make Cheri Cherie マイクロバブルシステム装置の導入による付加価値向上と売上拡大

1778 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 味噌屋の四代目が取り組む味噌スムージーの開発と販路開拓

1779 福岡県 株式会社団地緑化サービス 3290001005405 営業ツールの強化と環境配慮型機器導入による民間市場への進出

1780 福岡県 PIZZERIA　GRAFFITO 新規に本格ジェラートの製造販売を行うことで客単価増加の取組

1781 福岡県 笑福整体院 送迎サービスの周知と院内バリアフリー化による顧客増加の取組

1782 福岡県 株式会社松尾農園グループ 5290001056256 デジタル弱者に向けたオフライン集客による新規顧客の開拓
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1783 福岡県 友建設 地元の木材を使った家造りの提案による新規顧客の開拓

1784 福岡県 お茶の千代乃園 八女のオーガニック烏龍茶開発による発酵茶の販路拡大

1785 福岡県 寿扇苑丸寿 近隣への周知の為にチラシの配布と学習環境整備による生徒獲得

1786 福岡県 石川会館有限会社 8290002052945 カフェ店併設に伴う改修と新商品提供のための設備導入

1787 福岡県 株式会社総桐箪笥和光 1290001053372 看板を設置する事による販売店及び一般顧客のPRと来社促進事業

1788 福岡県 田中塗装 看板ホームページＳＮＳで認知度・信頼度向上により新規顧客獲得

1789 福岡県 買取工具MAN キッチンカーを動く広告塔に！フリーマーケット開催で販路開拓

1790 福岡県 浪漫LABO オリジナル性の高い模型等の小売販売開始による新規顧客獲得

1791 福岡県 玉江総建 駐車場増設工事の特化型戦略による元請一社依存体制の脱却

1792 福岡県 スナック心 利便性向上のための時間制メニューでの痩身エステによる販路開拓

1793 福岡県 kick occu 新規出店にともなう広報力強化による新規顧客獲得

1794 福岡県 株式会社ティア福岡 2290001053660 ドローンを利用した非破壊検査サービス強化事業

1795 福岡県 ５５DOG 新商品を開発！地元特産品『やまもも』のフルーツ綿飴で売上UP

1796 福岡県 UNISPEED株式会社 8290001079510 アジアの肉料理を提案する食肉専門店として集客アップを図る！

1797 福岡県 KajiCoffee Roastery 新規顧客獲得及び販路開拓のための直売所の開設

1798 福岡県 株式会社テック・スリー 3290001082056 アウトドア用品OEM受注による販路拡大に向けた取組み

1799 佐賀県 フルヤスタジオ ドレッシングルームを備えた写真館として認知度を高める広告宣伝

1800 佐賀県 ON THE CLIFF 「魅力ある松島」の観光資源を活かした新たなビジネスモデル創出

1801 佐賀県 木室畳店 安心安全な生活を守る”ペット用畳”、”介護用ケア畳”販路開拓

1802 佐賀県 ブックマウンテン 高度デザインでの木製家具・小物開発&グリーンウッドワーク推進

1803 佐賀県 福田とうふ店 店頭販売専用スペースの新設による売上増加と業務の効率化

1804 佐賀県 LIFE １つの店舗で年齢性別問わずに、美容とリラクセーションを提供！

1805 佐賀県 古賀ボデー 機会損失『0』を目指し100年に1度の大変革時代を乗り切る

1806 佐賀県 有限会社江口自動車工業 5300002001705 事業領域の拡大、高収益体質への変貌を遂げる事業

1807 佐賀県 BASE HAIR 「脱毛ができる理容室・美容室」認知度向上のプロモーション戦略

1808 佐賀県 中島自動車工業 独自の「タイヤ無料預かりサービス」強化による新規顧客獲得事業

1809 佐賀県 有限会社サン商事 2300002004099 事業領域拡大と台当り単価向上、生産量増大を実現する事業

1810 佐賀県 桃林窯 森の中で楽しむカフェサービスの開発及び新規顧客獲得

1811 佐賀県 天山荘 全国旅行支援・国スポの需要を取り込み！受け入れ態勢整備事業

1812 佐賀県 EBI江口魚株式会社 2300001011708 海老の殻を用いた「幸せいっぱい海老の殻の粉末出汁」開発事業

1813 佐賀県 AROMAいと リラックス効果抜群「アロマトリートメントサービス」宣伝強化

1814 佐賀県 アトリエ石田 ”屋外の小さなギャラリー”新設による集客アップ事業

1815 佐賀県 大福丸 「美味しさ新発見！有明海御膳」メニュー開発と情報発信事業

1816 佐賀県 la vie サービス向上・業務効率化のためのヨガスタジオ機能強化事業

1817 佐賀県 Camin サービスの充実化と販路開拓による新規顧客獲得事業

1818 長崎県 きもの着付け さくら 着付・カラー診断・美容師を融合させた新たなビジネスモデル構築

1819 長崎県 株式会社トーエー 7310001013673 若年層獲得事業

1820 長崎県 ヘアーステーションアーム 完全個室「ドライヘッドスパ」で顧客満足度の向上と新規顧客獲得

1821 長崎県 上海 地域の少子高齢化に適合する中華料理店のバリアフリー化推進事業

1822 長崎県 高来建設株式会社 2310001014230 建設業のＤＸ化、ＩＣＴ活用工事への新規挑戦による受注拡大事業

1823 長崎県 有限会社ベース 5310002008311 真の美は『足元』から！ ！ 新規事業で利益率向上を目指す

1824 長崎県 ユウキ電装 定期メンテナンス事業への進出

1825 長崎県 ミヤザキオート OBD診断機導入に伴うサービス拡充による新規顧客獲得事業

1826 長崎県 大杉車輌 ITツールと連動した整備機器を導入し、特定整備による顧客獲得

1827 長崎県 株式会社　はぎ工業 2310001009346 ICT対応測量機器・レベリング用ポンプ導入で新規受注拡大事業

1828 長崎県 轟涼庵 名水百選・轟峡の景観と名水を活用した食事処販路開拓事業

1829 長崎県 田前工務店 宮大工の技術×ライフスタイルに合ったリフォーム提案で受注拡大

1830 長崎県 有限会社藍染窯 7310002012328 クッキングギアブランドのラインナップ拡充と営業ツールの作成

1831 長崎県 株式会社中瀬草原キャンプ場 8310001016270 在日・訪日外国人の利用促進を目指したサービス拡充事業

1832 長崎県 株式会社あるある不動産 5310001017635 新たな PR、ブランディングによる空き家活用促進

1833 長崎県 有限会社名物工房 2310002008883 カタログとECサイトの刷新による差別化とそれに伴う競争力向上

1834 長崎県 魚徳 新規顧客の拡充及び出前メニューの販売強化

1835 長崎県 炉端　大和 居酒屋による地域の果物を活用したスイーツ事業

1836 長崎県 植木製麺工場 初代の商品開発技術と2代目のIT発信力活用による通販拡大事業



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 共同 補助事業名

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

【商工会地区】 第10回締切分採択者一覧

※重要

「交付決定通知書」につきましては、交付決定が可能と確認でき次第、順次発送いたします。

なお、申請書類の一部修正が必要となる事業者様には、修正依頼をお願いし、後日、交付決定が可能な段階となった時点で通知いたします。

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。

1837 長崎県 有限会社杉の沢 8310002018233 縫製メーカーによる介護用防水シーツの開発及び販路開拓

1838 長崎県 (株)カリオモンズ 9310001017986 他社との差別化、コアリピーター(コーヒー通)を獲得する取組み

1839 長崎県 松寿司 高齢者も安心！2階宴会場へ誘う、椅子式階段昇降機の導入事業

1840 長崎県 ACB工房（アシベコウボウ） 地産品を活用した化粧石けんの商品企画製造販売及び販路開拓

1841 長崎県 イキテイク合同会社 2310003003669 「もっと！いいオフィス壱岐」

1842 長崎県 馬場農機店 水稲農家を救済！付加価値を付けたお米の店頭販売の開始

1843 長崎県 有限会社　松尾電設 9310002016590 事務所に商談スペースを新設、ＢｔｏＣ取引増加と作業効率の向上

1844 長崎県 三浦床屋 ジェルネイル部門立ち上げによる若年層の新規顧客獲得事業

1845 長崎県 よしもとオート 最新タイヤチェンジャーの導入による販路開拓と作業効率の向上

1846 長崎県 ニュースウェル 長崎県内農業生産者スマート農業推進事業

1847 長崎県 有限会社久松建材店 4310002004550 自社新商品『モザイクタイルパネルキット』の販売拡大への取組

1848 長崎県 オートガレージShu スピーディな点検・修理サービスによる顧客満足度向上事業

1849 長崎県 有限会社大紘産業 4310002013064 旅行業への新規参入による九州北部マイクロツーリズムプラン開発

1850 長崎県 スアイ 犬猫ハンドメイド専門店のイメージ戦略強化で売上拡大

1851 長崎県 LifeSupportGymバンヤン オリジナルプロテイン開発と24時間ジム化による集客増加

1852 長崎県 尚時堂株式会社 1310001006427 自社の専門性と価値を可視化したチラシ広告による販路拡大

1853 長崎県 有限会社　塚元蒲鉾 4310002019111 壱岐産原料使用の付加価値提案型商品「壱岐牛コロッケ」の開発

1854 長崎県 有限会社　森山スタジオ 6310002013129 付加価値提案型写真館への経営戦略シフトによる潜在市場発掘事業

1855 長崎県 有限会社　今林孝商店 6310002020315 新デザインパッケージ作成による販路拡大事業

1856 長崎県 双須自動車整備工場  地域事業者のためのBtoBに特化した塗装専門ブース設置事業

1857 長崎県 特定非営利活動法人Ｋａｎａｌｏａ 3310005008475 新規講習用器材導入による講習会自主開催での販路拡大

1858 長崎県 小さな海から・・・ 「自然に寄り添うサービス」提供による新規客獲得・省エネ化事業

1859 長崎県 牛の店みくりや 大型冷凍冷蔵庫導入による「西海市産経産牛」販売拡大事業

1860 熊本県 株式会社ティーエスグループ 2330001003058 マイクロバブル発生装置導入によるサービス品質向上と販路開拓

1861 熊本県 BYMホーム株式会社 2330001026793 冊子『新築オーナーズボイスｉｎ熊本』の定期発行＆告知事業

1862 熊本県 ｙｏｒｉｑ リユース事業のギフト商品化と広報活動による新規顧客獲得事業

1863 熊本県 Himmel. 脱毛機導入による子供も安心してうけれる脱毛サービス

1864 熊本県 髙岡　美春 フルーツセレクター導入による既存客満足度向上と新規客獲得

1865 熊本県 FINE あげぱん専門店開店に伴う、自動車鈑金への一般ユーザー獲得強化

1866 熊本県 亜湖の木株式会社 8330001013365 地域PRにもつながる新商品「エイパイ（仮）」の開発

1867 熊本県 カーショップ安田 「加工食品販売事業を収益の柱に育てる」

1868 熊本県 合資会社　倉岡モータース 9330003002274 自動車特定整備事業による売上高拡大計画

1869 熊本県 株式会社　正礼 7330001029908 ハイクオリティなオリジナルグッズ作成のための機械導入

1870 熊本県 有限会社ごとう 5330002023358 自社ECサイト構築による新し事業への挑戦と開拓

1871 熊本県 有限会社宝の湯 4330002019381 新規若年層・ファミリー客獲得のための軽飲食提供による販路拡大

1872 熊本県 Ｋｉｔｃｈｅｎ明カ里 オーガニックお菓子・生ジャム製造販売による販路拡大事業

1873 熊本県 株式会社南阿蘇緑化 9330001028825 移動式ウッドチッパーの導入による個人顧客獲得作戦

1874 熊本県 木のいえ設計室くわくわ 木のいえ設計室くわくわの顧客対応プロジェクト

1875 熊本県 有限会社フットウエアーグッズ 2330002023039 ソールプレス機導入による修理部門自立採算化

1876 熊本県 豊丸びるど 揚げたてサクサクの天ぷら屋の新事業立ち上げで売上UPを目指す

1877 熊本県 くっちゃん亭 店内でもテイクアウトでも自慢のカレーをもっと多くの人に

1878 熊本県 江口オフセット印刷 一つだけのオリジナルや幅広い印刷物を提供出来るビジネス改革へ

1879 熊本県 クラオカ・オートサービス 古民家バイクショップの魅せる整備サービスで売上アップ

1880 熊本県 英会話スクールオーバジン チラシと動画で新規顧客層を掘り起こし販路開拓を実現

1881 熊本県 合資会社豊中自動車 8330003002886 ＡＤＡＳ備付車両の自動車整備への対応能力向上による新販路開拓

1882 熊本県 ケイズオート ハイブリッド車等を中心としたカードクター事業への新規参入

1883 熊本県 合同会社天照天菜 3330003008434 アーユルヴェーダによる宿泊型サロン開業のための酵素風呂の新設

1884 熊本県 有限会社華正 7330002021327 視覚に訴求する看板設置と新メニュー開発による新規顧客獲得

1885 熊本県 有限会社栗﨑自動車 7330002024081 設備導入と整備メニューの見えるかによる売上増加と自社HP創設

1886 熊本県 合資会社中村製粉 1330003001944 「くまもとプロテインの開発及びSDGｓへの取り組み」

1887 熊本県 マタンゴレザーワークス ワークショップスペース設置によるコト・トキ消費需要の取り込み

1888 熊本県 有限会社はしもと 8330002017464 海外大企業進出に伴う宿泊需要増加を狙い客室の増新設で赤字脱却

1889 熊本県 有限会社エムズ 4330002018367 靴販売管理業務のDX化及び滞在長時間化のための店舗改装工事

1890 熊本県 平井石材店 狭小現場における需要への対応のための設備導入
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1891 熊本県 株式会社　あおぞらリンクス 5330001027632 田舎の居酒屋から、キャンプも楽しめるゲストハウスへの事業転換

1892 熊本県 バックカントリーラボ株式会社 2330001026579 ブルーベリー狩り園の整備およびPR事業

1893 熊本県 キタムラ自動車 整備用スキャンツール導入による新規顧客獲得・販路拡大事業

1894 熊本県 Blue Steps 「運動で子供たちの未来を創る」Ability School

1895 熊本県 有限会社　片山タイヤ 6330002020255 農業用車両の取扱いとサービス体制強化による販路拡大

1896 熊本県 合同会社ライフコムプラス 3330003007790 店舗改装とチラシによる集客力強化で地域の健康増進に貢献

1897 熊本県 坂田美緒 根本的な改善！呼吸を深めるがテーマのリラクゼーションサロン

1898 熊本県 株式会社ケーキ工房パンプキン 3330001015705 ロールケーキの店として県外客へアピール用のモニュメント設置

1899 熊本県 井田製菓 まじめ親父がつくる生菓子屋の看板設置による新規客獲得

1900 熊本県 Jin×Jin 馬肉ホットドッグを全国へ届け、業務効率化を図るための取組み

1901 熊本県 竹本梨香 cafe&BARの新規出店による売上拡大

1902 熊本県 フクシマ建材株式会社 7330001013457 漫画とお客様の声を活用した既存顧客向けプロモーション

1903 熊本県 大渕観光梨園 直売所横にカフェ併設！瞬間冷凍機導入による新規顧客獲得事業

1904 熊本県 株式会社アド・スｰパー・ブレーン 4330001000177 サテライトオフィスを本社同等のプレゼン環境拠点にして市場開拓

1905 熊本県 Mt.THREE パイプノッチ導入で作業導線の改善！新規顧客獲得事業

1906 熊本県 有限会社田中建設 3330002023426 ICT施工対応による業務効率化

1907 熊本県 ニューノガミ産業有限会社 8330002013315 真空調理器導入で作業効率と生産数アップ、材料ロス削減を目指す

1908 熊本県 株式会社スマイルサポート 1330001025755 HPとカウンセリングを活用した、新事業展開による売上拡大

1909 熊本県 Healing Salon Mimi コロナ対策を目的とした店舗改修とSNSを活用した集客事業

1910 熊本県 リラクゼーションサロンLacla 新サービス「筋膜リリース」の提供による新規獲得と売上拡大

1911 熊本県 写真場なないろ スピーディなプリントサービスによる販路拡大事業

1912 熊本県 baby waxing ポストコロナ「超・超高齢社会」に対応する新しい脱毛サロン事業

1913 熊本県 ユーエリアデザイン株式会社 5330001011264 ブランド力を活かした新業態『まどカフェ』の展開による顧客拡大

1914 熊本県 株式会社ブレイズ熊本 7330001020734 新たなプログラムメニューを開発し販路開拓及び地域活性化

1915 熊本県 伊藤整体療術院 強みを活かしたアーボリスト事業参入による新規顧客獲得事業

1916 熊本県 洋菓子シェ・ボワ 開業３０周年“焼きたてシューで販路開拓”

1917 熊本県 浜本鉄工所株式会社 9330001015286 船舶ドッグ設備増強による付加価値向上と新たな販路拡大

1918 熊本県 フクイン合同会社 1330003008972 ガーメントプリントとレンタルオフィスによる新規顧客獲得事業

1919 熊本県 島にゃんキッチン オリジナルライスカレーのネット販売による販路拡大事業

1920 熊本県 クワデンサービス 高機能スキャンツール診断機の導入による整備技術の向上

1921 熊本県 株式会社夢力 8330001022341 最新設備導入により顧客満足向上と自社独自商材で販路拡大を図る

1922 熊本県 株式会社アシスト 8330001023447 自動販売機の導入による販路拡大

1923 熊本県 株式会社LUCK 2330001025713 自動車関連事業者の不動産分野本格参入事業

1924 熊本県 株式会社日出ショー 2330001029029 スクラップの検収精度向上により付加価値向上と販路開拓を図る。

1925 熊本県 宮崎整骨院 安心できる施術環境の提供と最新設備による治療効果の両立

1926 熊本県 株式会社キクチ 4330002024373 補聴器販売における販路拡大のための価値提案広告事業

1927 熊本県 合同会社どんこん天草 2330003009301 販売促進とお客様満足を追求したイベント開催とトイレ改修事業

1928 熊本県 合資会社松本輪業 4330003003021 自動車特定整備事業への転換で新たな顧客開拓のための設備導入

1929 熊本県 黄金焼き本舗 こだわりの自家製うどんで賑わいのあるフードコートへ再生

1930 熊本県 株式会社小田商店 8330001013209 熊本名産からし蓮根及び蓮根商品の認知度アップと販路開拓事業

1931 熊本県 株式会社平野建設 9330001013257 小型建設機導入での民間顧客獲得と生産性向上及び労働条件改善

1932 熊本県 イールドクリエイト株式会社 3330001027626 自動販売機導入で販売品目充実化で集客及び客単価の増加を図る

1933 熊本県 合同会社ENERgy FIT 3330003009358 機械導入による企業・個人顧客満足度＆新規顧客UP事業

1934 熊本県 ぽすと、くまもと。 アナログとデジタルの融合による新規顧客開拓事業

1935 熊本県 鶏心 地元の人にも遠くからの人にも愛される鶏料理専門店づくり

1936 熊本県 株式会社タケウチ包装 5330001002841 印刷業がオーダーメイドシールの開発と新市場店舗建設で販路開拓

1937 熊本県 CHARME 町民に「気づきを」！看板作成による新規顧客・売上向上計画

1938 熊本県 株式会社そうごう保険SHOP 8330001019858 企業ファイナンスの明るい未来を創る新事業のPRによる契約獲得

1939 熊本県 Soare 高性能機械導入・高成分のエステによる売上UPを目指す事業

1940 熊本県 プレタポルテ＆リアージュ 「毛細血管再生美容導入機器を使ったエビデンス作成と販売促進」

1941 熊本県 株式会社Bisouken 4330001027749 傾斜地対応ラジコン式草刈機導入による販路開拓＆業務効率化事業

1942 熊本県 株式会社佐藤工業 3330001009946 地産地消カフェが作るからだに優しいドーナツ製造販売新規事業

1943 熊本県 Locky LEATHER WORKS 思い出のランドセルを感謝や期待にリメイクして届ける事業

1944 熊本県 MIRAI WEB株式会社 9360001019788 地元に根付くWEB専門業者の地方を元気にする販路開拓事業
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1945 熊本県 貸家ふなざし 複合施設への整備を目的とした建物の改修による新規顧客の開拓

1946 熊本県 有限会社うなぎの徳永 3330002015803 店舗活用事例動画制作と出版物制作で顧客にハイブリッドなPRを

1947 熊本県 山本宅配センター 単価アップを目指し他メーカーチラシを同封する為に紙折機を導入

1948 熊本県 ブレイルフレンドリープロジェクト 点字楽譜絵本の新たな販路拡大および収益拡大

1949 大分県 有限会社　佐伯装研 9320002016697 人気急上昇中のクロワッサンによる売上向上

1950 大分県 リラクゼーションマッサージ　もみまる マッサージ＋ストレッチ・トレーニングによる地域の健康促進事業

1951 大分県 株式会社　おはら果樹園firm 7320001018639 オリジナル新品種「マコポン」を使用した新たな加工品の販路開拓

1952 大分県 仲町製菓 老舗銘菓のブランディング及び情報発信による域外顧客獲得事業

1953 大分県 有限会社　花の店タケウチ 9320002020162 作業効率及び付加価値額向上におけるタケウチスタイルプラン！

1954 大分県 からあげ味楽 事務スペース改修による生産性向上及び新規顧客確保の取組

1955 大分県 EMMAのおやつ 商品力強化と移動販売に挑戦し、ファンを広げる事業

1956 大分県 広瀬自動車 再生パーツの販売スタートによる販路開拓事業

1957 大分県 矢野モータース 機械導入による作業効率改善とツアー事業の増進で売上アップ！

1958 大分県 洗網社正栄株式会社 5320001017493 当社の強みを活かした新規事業展開による売上の拡大事業

1959 大分県 有限会社　本匠村特産品協会 1320002017257 佐伯銘茶因尾茶及び関連商品のECサイト開設による販路開拓事業

1960 大分県 浜嶋酒造合資会社 8320003001162 日本酒文化と発酵文化を体感・体験できる「ささら」の運営

1961 大分県 合同会社クオリティライフ 3320003003444 持続的成長に向けた高齢者の集客

1962 大分県 plain jane 新規店舗での生産設備導入と開設をお知らせする宣伝事業

1963 大分県 株式会社アンサンブル・デュ・レストラン 9320001016046 地方でのエスプレッソバーと天然ワインセラーによる新事業展開

1964 大分県 大根の花 ネット販売強化による販路開拓

1965 大分県 料亭助六 宇宙港開港に向けた観光客獲得への取組み

1966 大分県 ＴＦイノベーション合同会社 3320003003642 美容スープ開発等による新たな市場開拓

1967 大分県 アトリエ杵築 幼児教育者向け研修の提供で、先生の「困りごと」を解決します

1968 大分県 合同会社ぷらたなす 7320003003928 長期滞在型・体験型の宿泊サービスの展開と販路開拓事業

1969 大分県 有限会社　牧場の家 4320002010192 由布院駅徒歩10分！老舗旅館の食事付日帰りプランの新設

1970 大分県 ㈲赤司菓子舗 3320002010029 高効率蒸し器を導入することによる饅頭生産量増加と販路開拓事業

1971 大分県 風の丘カフェ 湯布院の地域産品を活用したハード系パン市場への進出

1972 大分県 カンパーニャ 人気パン屋の新商品開発と販路開拓事業

1973 大分県 有限会社高原ショップ小野 5320002019869 ラベルプリンター導入による顧客満足度向上とSNSでの情報発信

1974 大分県 有限会社和田葬祭社 3320002018567 生花事業の強化と家族葬の機会損失解消事業

1975 大分県 ASSiST24　フレスポ豊後大野店 理学療法士が贈る「日常生活の維持・改善トレーニングサービス」

1976 大分県 株式会社うららフラワー 8320001016864 スプレー菊の販路開拓によるお祝い事需要の獲得

1977 大分県 悠伸建設株式会社 9320001013786 新規機材導入による生産性向上・自社請負量増加売上拡大事業

1978 大分県 SugarSpot 店内飲食スペースの改装工事及び販路開拓事業

1979 大分県 日出暘谷焼聖山窯 新規顧客獲得のためのECサイトを活用した販路拡大

1980 大分県 有限会社三宅水産 9320002017357 旬の魚を使った洋風干物ギフトボックスの開発と商品PR

1981 大分県 有限会社マルサン商店 5320002017278 新たな作業台導入による衛生環境改善と販路開拓

1982 大分県 福祉タクシーらくらく 福祉車両への設備導入によるサービス力及び利用満足度の向上事業

1983 大分県 遊草舎 地産素材を使った「だけ弁当」開発による販路開拓

1984 大分県 紅葉館・正直屋 「買いたい」と思う商品への進化と自社HP紐づけによる収益拡大

1985 大分県 田島山業株式会社 7290001008676 小型重機アタッチメントを活用した効率的な施業体制構築

1986 大分県 由紀ノ屋株式会社 5320001017551 大分県産ジビエをご家庭で！地域資源を活用した販路開拓

1987 大分県 Mr（ミスター） 若年者から高齢者の新たなニーズに対応する改装と地域の連携

1988 大分県 株式会社ボイボイ 1320001016499 統一したブランドイメージの確立による情報発信体制の強化

1989 宮崎県 ジオノート・九州株式会社 9350001013404 ３次元モデル作成による建設DX化サービスの開発と販路開拓

1990 宮崎県 前田菓子舗 高性能冷蔵庫導入による「窯焼きプリン」等生菓子の売上拡大

1991 宮崎県 システム工業株式会社 5350001013390 スムージースタンドの開設で新規顧客開拓をはかり販路拡大！

1992 宮崎県 あじさい館 冷凍・冷蔵商品の推進による客単価アップ事業

1993 宮崎県 井上オート 信号で停まる25秒で訴求し公式LINEを使って顧客を囲い込み

1994 宮崎県 瓦田瓦店 瓦瓦瓦の看板で高齢層の地元住民に認識してもらう事業

1995 宮崎県 谷山木材 売りたい商品から売れる商品を、チラシを使ってPRしていく

1996 宮崎県 ＶＯＴＥ ブランディングを兼ねた認知拡大とそれに伴う新規顧客拡充

1997 宮崎県 炭乃家 オリジナル容器の導入でテイクアウトを強化！売上アップを狙う！

1998 宮崎県 合同会社ＹＭＫ 8350003002661 新メニュー開発とテイクアウト・デリバリー強化による顧客獲得
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1999 宮崎県 有限会社サクセスノザキ 1350002001943 ～「特別な空間づくり」でお客様に選ばれるサロンに～

2000 宮崎県 有限会社曽木観光開発 1350002012908 弁当部門製造時間短縮による新規販路開拓事業

2001 鹿児島県 株式会社　城自動車 3340001023211 時流に即した事業領域拡大で実現！新規顧客獲得と販路開拓

2002 鹿児島県 有限会社　アリムラテレビ 8340002018180 地域ニーズ商品及びサービス提供を目的とした新店舗環境整備

2003 鹿児島県 株式会社　大阪昆布フジイ 2340001007834 POSレジとキャッシュレス導入による新たな顧客獲得の実現

2004 鹿児島県 有限会社　峰 9340002016200 トイレバリアフリー化（洋式化）による顧客満足向上と集客力強化

2005 鹿児島県 中薗瓦 CS向上を目的とした施工リードタイムの短縮による効率化と販促

2006 鹿児島県 株式会社まえぞの 3340001014714 営業提案と施工管理のDX化による顧客満足度向上と新規顧客獲得

2007 鹿児島県 ㈱幸南アグリサポート 1340001023444 選別機導入での顧客ニーズ対応実現による販路開拓事業

2008 鹿児島県 有限会社　タイラプロモーション 9340002019566 ステージ演出強化用のライト導入及びパッションフルーツの増産化

2009 鹿児島県 民泊　LA・MAISON 民泊稼働率向上へ!SDGs11番の実現へ向けて快適空間の提供

2010 鹿児島県 ガレージ田中 利益率の高い塗装部門強化のための機械導入事業

2011 鹿児島県 西野自動車整備工場 最新車両の車検・修理・整備の受注体制整備による販路拡大

2012 鹿児島県 有限会社奥建具製作所 3340002002230 3Dのcad/camで、高級感溢れる立体的な製品の販路開拓

2013 鹿児島県 大衆割烹漁火 新規顧客の拡充及び団体客向けの販売強化

2014 鹿児島県 屋久島ドローンシステム 屋久島観光者の新しい需要を生み出すドローン撮影と動画制作事業

2015 鹿児島県 株式会社　天美 7340001017829 奄美大島から生まれたお米で作る安木屋場集落のミキ「やすらぎ」

2016 鹿児島県 ハルFS 新たな農業支援サービス事業の創設による新規開拓と販売促進事業

2017 鹿児島県 福田緑香園 小売店舗改装と茶摘み体験スペースの新設によるＣＳ向上と販促活

2018 鹿児島県 笹平種豚場合同会社 9340003003271 黒豚餃子・黒豚加工品の冷凍自動販売機事業

2019 鹿児島県 髪どころ粋 美容機器の導入に伴う新規顧客獲得と客単価向上による売上増加

2020 鹿児島県 星のさくり 自動販売機設置と店舗PRによる新たな売上の獲得

2021 鹿児島県 大黒屋 LED照明と店舗看板設置による人の集まる明るい店舗改装

2022 鹿児島県 坂元建装 売上と利益率向上を実現する業務効率化・販路拡大の為の機械導入

2023 鹿児島県 有限会社　一福 1340002018187 自社の強みを活用した加工品開発・販売による新たな市場開拓

2024 鹿児島県 榮農園 体験型観光メニュー確立と魅力的な農業の発信の為の店舗改装事業

2025 鹿児島県 古民家ｃａｆｅ日和 ランチの販売増強と移動販売による販路拡大

2026 鹿児島県 釜ふたや、 冷凍ストック装置導入による通販及びふるさと納税返礼品等の販促

2027 鹿児島県 Owl鍼灸院 顧客ニーズに呼応した施術サービス拡充による新規顧客獲得大作戦

2028 鹿児島県 有限会社村田造園建設 7340002016227 顧客ニーズに呼応した顧客体験・デジタルによるビジネス変容事業

2029 鹿児島県 ÉCRU 添加物フリーのシフォンケーキ製造・販売設備の拡大

2030 鹿児島県 池上 大工 顧客が見て、触れて、感じることのできる商談ルームの新設

2031 鹿児島県 浜のかあちゃん 町内外のイベント出展による販路開拓事業

2032 鹿児島県 有限会社小西こんにゃく屋 1340002027741 商品の製造スピードを向上させ商品出荷量の増加を図り販路拡大

2033 鹿児島県 工房ゆう 調理時短化ニーズの対応と本格的珈琲の嗜好の追求による顧客開拓

2034 鹿児島県 永吉合同会社 9340003002348 設備導入による多角化推進と新商品開発による経営安定化事業

2035 鹿児島県 合同会社奄美 5340003002186 廃棄ロス及び安定した売上確保を目的とした加工品製造事業の開始

2036 鹿児島県 ペットサロン Ｓhampoo one 新事業「ペットホテル」展開と「犬の運動場」整備で利用者獲得

2037 鹿児島県 有限会社ビロー堂 6340002027968 宿泊者を労り、快適に過ごせるマットレスベッドの導入

2038 鹿児島県 サテライツ株式会社 6012301008260 鶏終生飼育に共感するファンへ安定的に商品を届ける事業

2039 鹿児島県 Auto Garage KURAOKA 新整備工場の建設による供給能力強化と整備・車検台数の増加

2040 鹿児島県 海聖丸 地域資源を用いた土産品製造とパッケージデザイン開発事業

2041 鹿児島県 まごころ製糖 新商品開発と販売促進のための冷凍冷蔵ケース導入事業

2042 鹿児島県 有限会社シゲル自動車 1340002019656 大型車両他対応タイヤチェンジャーの導入による売上拡大事業

2043 鹿児島県 カルティアンガレージ 塗装作業の完全内製化につながる塗料撹拌機導入で目指す納期短縮

2044 鹿児島県 株式会社優技建 6340001019470 外壁作業用高圧洗浄機の導入で工期の劇的な短縮

2045 鹿児島県 マルケイ水産 人気商品である自家製干物・水イカの常時販売のための冷凍庫導入

2046 鹿児島県 ＤＹＣエンターテインメント 高画質ドローン空撮事業への参入による新規顧客獲得

2047 鹿児島県 好天瓦技研 一人親方の弱みをなくす瓦荷揚げ機スライドレールの導入

2048 鹿児島県 鳥千 目立つ店舗看板で町内の方に「焼鳥鳥千」をPR！

2049 鹿児島県 株式会社GonZ 3120901041061 認知度・顧客満足度向上による新規顧客獲得と売上増加の実現

2050 鹿児島県 薩摩美食倶楽部 地産乾燥野菜を使った既存商品改良及び新商品開発による販路開拓

2051 沖縄県 株式会社キモノバナ 6360001027109 着物アップサイクル商品の開発と新規顧客開拓

2052 沖縄県 幸せのBiotope 沖縄の魅力を世界へ発信。新規顧客の獲得及び顧客満足度の向上
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2053 沖縄県 green おしゃれな手作り陶芸食器販売で顧客獲得と顧客満足度アップ

2054 沖縄県 カイトマリンスポーツ 顧客満足度を高め、他社との差別化を図るための設備導入事業

2055 沖縄県 石垣島iyupanari ペダル式カヤックを利用した新規アクティビティの開催と情報発信

2056 沖縄県 natugre株式会社 4360001025948 商品の効果効能を客観的に証明するために行う外部委託研究

2057 沖縄県 Misaki 今帰仁村のお店の魅力を引き出す動画・SNS運営アドバイス事業

2058 沖縄県 BREAD and more ノワノワ 沖縄ラスクのお土産品開発と観光施設への販路拡大と雇用

2059 沖縄県 ありがとうはうす 展示会のアップグレードとウエディング用アクセサリーの販売強化

2060 沖縄県 株式会社OCA OKINAWA 9360001028822 「OCA」ブランド力の認知向上及び国内・海外販路拡大

2061 沖縄県 ひまわり食堂 『石垣島のかき氷』で新たな顧客層を開拓

2062 沖縄県 RetreatDive 様々な用途・要望に対応し商品・サービスの向上と需要拡大を図る

2063 沖縄県 にじいろのもり 施術室の快適性能力及び、お客様満足度の向上

2064 沖縄県 株式会社沖縄南国フーズ 1360001011653 安全なアグー商品を製造し地域雇用に貢献する事業

2065 沖縄県 株式会社マジュン 2360001017113 在来種あぐー豚を活用した体験事業とテイクアウト新商品開発

2066 沖縄県 ドレミハウス 音楽を柱とした年齢問わずの地域密着型サロン作り

2067 沖縄県 taion 原画を使ったアートのウェディング事業による新たな販路拡大

2068 沖縄県 CoccoRo 既存店の強みを活かした店舗再生と販路拡大

2069 沖縄県 学習塾DAI 自立型学習・プログラミング学習を宣伝する広告の作成及び配布

2070 沖縄県 岸本ファーム・和 ハーブ類等加工品の新たな製造加工方法による販路開拓の実現

2071 沖縄県 ロワゾブルー 琉球料理の魅力発信。いとまんの台所！飲食事業の展開

2072 沖縄県 CRASOL株式会社 6360001029369 令和アナログ推進組！アイキャッチ強化による新規顧客開拓！

2073 沖縄県 おかあさんの店PONO 新たなスタイルと商品で集客！市場からはじめる地域の活性化

2074 沖縄県 LIFEキャリアサポート 細胞レベルで美しく健康に。新規獲得と売上向上

2075 沖縄県 ノーマンシーホテル やんばるまるごと自然体験が出来る小さな宿

2076 沖縄県 みなみ農園 商品POP・パッケージデザイン改良で商品販売力強化

2077 沖縄県 合同会社　うるま防災 8360003010085 ・非常用発電機疑似負荷運転の実施（消防法令）

2078 沖縄県 宇野山商店 地域密着ドローンスクールの開校による新たな顧客獲得と販路開拓

2079 沖縄県 ｍens style craft works  So What 地元客集客の為の新メニュー開発及び広報強化による販路開拓事業

2080 沖縄県 洋菓子・パン工房グラシュー ECサイト対応　県外客向けギフト対応商品開発による販路開拓

2081 沖縄県 グランブルーインターナショナル株式会社 4120001099784 オープンテラス新設による販路開拓と新規顧客獲得

2082 沖縄県 C KITCHEN ブランド価値・認知度の向上と安定的な集客ルート作り

2083 沖縄県 VEGAN FACTORY OKINAWA アレルギーを持つ子どもたちに安心安全な商品を届けたい。

2084 沖縄県 株式会社LocalAreaLab 3120101064400 プログラミングスクールを軌道に乗せるための宣伝活動の開始

2085 沖縄県 株式会社HONG　STAR 6360001020699 水中スクーターを用いたテクニシャンダイビングのサービス開発

2086 沖縄県 背骨･筋膜整体りはびり屋 近隣住人の認知度UP！痛み専門マッサージを知ってもらいたい！

2087 沖縄県 農業生産法人株式会社ﾋﾟﾝｻﾞﾌﾞﾗﾝ中城牧場 8360001024657 「ヒージャーグスイ」食文化発進への商品開発による販路開拓

2088 沖縄県 株式会社T28 5360001029956 チャイルドマインダー育成と就労環境構築によるビジネスの創出

2089 沖縄県 合同会社森商事 6360003006432 居酒屋風に業種転換し販路を拡大する。

2090 沖縄県 マーメイドリーフ SUP、カヤックにて海上＆水中共に楽しめる新プラン導入

2091 沖縄県 株式会社Aina 4360001029528 「やんばる感謝マンゴー」ブランド確立・販路拡大事業

2092 沖縄県 クリスタル 新世代顧客の取り込みへ！地域の化粧品店のリニューアル事業

2093 沖縄県 合同会社アーキテクトPLUSJOY 6360003012182 法人向け土地活用コンサルタント事業

2094 沖縄県 合同会社こんな企画社 4360003010840 小さな島の漁師の儲ける漁業計画

2095 沖縄県 嵐株式会社 8360001027940 飲食店をリニューアルし、座席を増やすことで新規顧客を獲得

2096 沖縄県 古民家サロンAsante オーガニックシフォンケーキの店舗・ＥＣサイトオープン

2097 沖縄県 西田社労士事務所 強みのある業務内容（助成金、給与計算）等の看板の設置と広告

2098 沖縄県 ピアノ教室ポポロ 生徒に楽しい空間を。リトミックコース開講の為の改装拡大事業

2099 沖縄県 エスカルクッキングスタジオ 本格志向の琉球料理店開業に向けた調理スペース改装事業

2100 沖縄県 今帰仁建材 小売店が発信！地域一番店が行う新規顧客獲得のラジオＣＭ広告

2101 沖縄県 石垣島 炭火焼牛串＆ホルモン ふじた 店舗居心地環境改善による観光客新規獲得及び客単価向上を図る

2102 沖縄県 合同会社八重山パーツミート 8360003007503 日本最南端の肥育地石垣島から世界の食卓に届ける「JA石垣牛」

2103 沖縄県 有限会社HUALANI 1013202001169 島の薬草で作る「クラフトコーラ」商品開発による新規顧客獲得

2104 沖縄県 魚升 県産鮮魚のブランディングにより収益向上

2105 沖縄県 HairroomMOKU 新型シャンプー台導入による顧客満足度の向上と新規顧客開拓

2106 沖縄県 アイリーキッチン 生産体制強化及び販売方法の転換による事業拡大・販路開拓
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2107 沖縄県 大濵事務所 ドローン導入による販路開拓

2108 沖縄県 有限会社　湧川食品 3600002007401 食品衛生管理手法（ＨＡＣＣＰ）導入による経営改善事業

2109 沖縄県 KIZUKI 生産効率向上の為の機材購入と海外出展による販路確保

2110 沖縄県 玉城食堂　亀組 朝食・テークアウトの新メニュー開発に伴う設備増設、研修参加

2111 沖縄県 海の店むる星 地産食材を活用したラーメンを常時販売できる体制整備とPR事業

2112 沖縄県 CHANGE YOUR LIFE 低糖質、高タンパク質の健康食品を販売機で気軽にグローバル化

2113 沖縄県 メンズサロンTM 照射しないホワイトニングサービスの開始と周知強化

2114 沖縄県 株式会社ネクストクリエイション 9011101075673 実績やノウハウを可視化し WEB 知識のない事業者をサポート

2115 沖縄県 Hair make KAHLUA 脱毛サービスを取り入れたトータルビューティを展開した販路開拓

2116 沖縄県 とけし商事株式会社 1360001008988 日本庭園風イートインスペース造成に伴う外国人観光客の集客強化

2117 沖縄県 EYELASHSALON　＆me 店内内装リニューアルで作業効率向上とスタッフ増員で売上アップ

2118 沖縄県 MapiMapi.com LINE公式アカウントの拡張機能を用いた代理店販売事業

2119 沖縄県 金之島株式会社 6360001022902 沖縄県の立地を活かした新規顧客開拓

2120 沖縄県 琉球Domino　食堂たに 冬季の収入安定化に向けた取り組み

2121 沖縄県 有限会社OBBLIGATO Homemade Foods 5360002018561 看板設置による認知度向上、誘客のためのPR事業


