
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 株式会社吉原板金工業 9430001069000 板金事業の技術を活かした新商品でアウトドア市場に新規参入する

2 北海道 ラーメンのこんの 十勝モール温泉豚の精肉やハンバーグ等の強化による業態転換

3 北海道 株式会社サンクフル 3430001070830 冷凍蕎麦製造によるテイクアウト及び通販需要の掘り起こし

4 北海道 ピットガレージユキ タイヤチェンジャー導入でお客様満足度アップとリピーター獲得

5 北海道 有限会社ベーシックモード 9460102005867 フェイシャルエステ新メニューによる集客増

6 北海道 有限会社　福澤設備工業 5430002063039 ドローンを活用したYouTubeの動画作成と新規分野進出

7 北海道 八千代館 建設工事関係者のニーズに対応する大型車輌専用の駐車場整備

8 北海道 CocoLi ＥＣサイト構築及びドリップパックの開発による販路拡大

9 北海道 nociw 自然を楽しみ自然を感じられるゲストハウス事業展開への店舗改装

10 北海道 株式会社ダイチ 6450001011805 野菜個別包装の製品化と販路拡大、パッケージセンターの設立

11 北海道 メイプルリーフ アイスマシン導入による新規客獲得と売上の回復

12 北海道 プリミティブバニラ 天然ハーブ栽培用のガーデンを整備し顧客満足度の向上を図る！

13 北海道 行政書士あけやま事務所 地元観光業界における新規顧客開拓のための広報宣伝活動

14 北海道 north motions WEBマーケティング・動画制作のオンラインスクール開設

15 北海道 株式会社ニセコハイランドコテージ＆リゾート 8430001077672 自社所有除雪用重機導入による販路拡大と生産性の改善

16 北海道 芦沢写真館 新商品「デジタルアルバム」導入で新規顧客開拓を目指す

17 北海道 Solana hair 最新機器導入で頭皮ケアと癒しの空間を提供し顧客満足度をＵＰ

18 北海道 パンカフェペティ パン屋の本気の焼菓子製造・販売！生産性向上で新規顧客の獲得

19 北海道 株式会社山上木工 1460302003439 持続可能な新素材を取り入れた木製金属レス車椅子の製品開発

20 北海道 ビストロエンボリー SDGs食品の、テイクアウト及び自動販売機での販売

21 北海道 有限会社バースコム 2462502000925 ウィズコロナ下でニーズが期待できるジンギスカン商品の販路開拓

22 北海道 有限会社イマージュ 2450002000769 アルミ観覧席の導入による生産性の向上で３階ホールの有効活用

23 北海道 有限会社　そうご燃料 6460002004856 リモート検針端末の導入による、業務効率化と商圏拡大事業

24 北海道 合同会社靑 4440003001162 冷凍自動販売機導入とBBQ事業促進による宿泊客満足度向上事業

25 北海道 麺屋雅龍 店舗イメージ改善と新メニュー開発による新規顧客獲得

26 北海道 アトリエ　ドゥ・クレーム 商品生産体制の充実を図り、お客様に喜びの時間の提供をする

27 北海道 くさかガス設備 認知度と生産性の向上を図り、地域住民の生活需要に応える事業

28 北海道 有限会社岩城農場 2460302003173 規格外商品販売に向けた冷凍冷蔵庫の導入事業

29 北海道 株式会社　坂井モータース 4450001007417 大型車両用タイヤチェンジャー導入による作業効率改善と労災対策

30 北海道 有限会社ヒエヌキ 6440002003686 木古内町の地域資源「はこだて和牛」商品のPR強化と新商品開発

31 北海道 有限会社　末廣庵 2440002002221 最新機械導入で業務効率化・生産性向上・需要開拓を目指す

32 北海道 有限会社アドナイ 7450002012925 高付加価値ソフトクリームミックスの生産性向上と販路拡大

33 北海道 有限会社フラワーランドかみふらの 7450002009467 コロナ発生後、初のインバウンド需要を取り込むための販促活動

34 北海道 北国からの贈り物株式会社 3460001003779 予約管理可能な公式ＨＰ構築及び自然体験研修における備品購入

35 北海道 株式会社史生建設 7460101006174 請負業務一貫化による需要拡大を狙った解体事業への参入

36 北海道 有限会社　よしだ 2440002008680 コインランドリー事業のモデルケース構築と継続昇給を目指す

37 北海道 有限会社蒲原水産 3430002058354 廃棄ロスゼロを可能にする虎杖浜たらこの更なる高付加価値事業

38 北海道 鉄板焼の日々 飲食業から消防設備点検業務への新分野進出計画

39 北海道 黒川農場 省力化及び作業安定化を通じた「国産ごぼう」増反計画

40 北海道 ぱてぃすりーあいアイ 美味しいケーキ　お店でもお家でも

41 北海道 株式会社　ＲＩＮ 1430001080906 ベーカリーブランド設立及び新店舗出店事業

42 北海道 有限会社ベルセゾンファーム 5460102002983 マスタードシード選別機導入による生産性および品質向上

43 北海道 野島農園 イチゴ栽培の温度・かん水管理の自動化・ＩｏＴ化による売上拡大

44 北海道 守田農園 当農園自慢の農産物を販路拡大に繋げていく事業

45 北海道 加納農場 カルチベーター導入による除草作業の効率化と生産品質の向上

46 北海道 北海道ウィングス合同会社 3450003001591 バックカントリースキーのデモンストレーションで新たな顧客開拓

47 北海道 岡崎工務店 認知度を高め、安心感、信頼感の向上に繋がる看板の設置事業

48 北海道 株式会社NIKIHillsヴィレッジ 5430001068229 首都圏・関西圏をターゲットとした販路開拓

49 北海道 朝日印刷 デジタル製版機導入による販路開拓と生産性向上事業

50 北海道 散髪屋タングルス＆イラスト・デザイン屋P’s-P Art 顧客ニーズに呼応したオンリーワン商品製造及び販路拡大事業

51 北海道 菓匠一福 新商品開発による新規顧客獲得と生産性向上戦略

52 北海道 有限会社　大熊養鶏場 4450002001096 コロナ禍を意識した自動販売機増設による売上増加計画
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53 北海道 有限会社カナマル 9440002001068 看板リニューアルによる不満解消と販路開拓

54 北海道 美容室ウィズ 店舗の段差解消！高齢者に配慮した取組で売上向上事業

55 北海道 株式会社工藤ベース 9440001008386 廃油ストーブ導入と作業スペース増設による作業効率アップ

56 北海道 有限会社　松月堂 4460102006192 「映える」スイーツ販売による店頭販売強化と客単価向上

57 北海道 ままべん 新規顧客開拓を見込む法事用仕出し広告宣伝事業

58 北海道 株式会社 鶴亀屋 5462501000907 地域資源を活かした食品製造販売による新ブランド戦略

59 北海道 遊房 地域資源を最大限に活かしたアウトドアガイドの新展開

60 北海道 株式会社グリーン・フィールド 4460101003884 バブル＆サステナブルな売上向上・資源有効活用への設備導入事業

61 北海道 宍倉牧場 ブルーチーズに見る夢～熟成庫等設備導入による品質・売上向上～

62 北海道 有限会社　照之家商店 3430002047118 既存事業の強みを生かした新商品開発と個人向けWEB直販の実施

63 北海道 NORD house 簡易宿泊所増棟による顧客満足度UPと売上増

64 北海道 ジャム＆カフェTamJam 顧客ニーズに応える店内環境改善「子どもにやさしいカフェ」作り

65 北海道 黄金温泉 汲み上げポンプ周辺整備による黄金温泉デリバリー事業

66 北海道 有限会社匠舎 8450002010234 ハイグレード券売機の導入による業務ＤＸ化及び販路拡大事業

67 北海道 有限会社　十勝養蜂園 8460102007682 ラベルデザインの刷新、ＨＰリニューアルによる購買意欲の促進

68 北海道 合同会社ベリーファームとようら 7430003010211 手ぶらバーベキューの業務効率化、及びお客様の快適性アップ

69 北海道 株式会社マイミチ 9460101007138 メディアミックス戦略によるMY MICHIの認知度向上事業

70 北海道 株式会社　細畑林業 5440001006625 トラック架装とタイヤチェンジャーによる木質バイオマス販路開拓

71 北海道 村上農場 販路開拓DM等とあわせて行う業務効率化（生産性向上）

72 北海道 株式会社アグリルーターズ 9430001043327 地域に住む方々の身体と心を豊かにする美容サロン事業

73 北海道 株式会社　古沢組 9430001074917 溶接工程の内製化による軽種馬厩舎工事の受注量増加及び収益向上

74 北海道 株式会社北海道食美樂 7430001055423 売上向上と生産性向上を目的としたエゾシカ減容化処理施設の改修

75 北海道 Progress 塾の新設と自立型学習の宣伝PR、電子黒板による授業効率向上

76 北海道 佐貫理容院 女性向けサービス開発と広告宣伝による経営基盤強化事業

77 青森県 モトヤマスタジオ 先生の働き方改革に貢献！カードプリンターによる学生証作成事業

78 青森県 あさの食堂 災いからの復興！村に活気を！明るい看板で集客アップ！

79 青森県 株式会社　下風呂観光ホテル 7420001012598 換気能力アップでひとっ風呂！湯～客（誘客）アップ！

80 青森県 株式会社Apple PAPA 2420001017668 りんご果肉を焙煎した「林檎の御茶」販路開拓・新規顧客獲得事業

81 青森県 株式会社ユーエス 1420001016729 屋内ショールームスペース確保と閑散期対策サービスで販路開拓

82 青森県 熊谷水産 「大間マグロ」の持続可能な商品開発と販路拡大

83 青森県 DEMZU オリジナルグッズ販売の内製化による新規販路開拓

84 青森県 中華レストラン華林芭 商品のレベルアップと仕込み時間の短縮で売上アップ

85 青森県 焼肉・ホルモン　ミート農場 ふるさと納税返礼品登録とECサイト強化による売上アップ事業

86 青森県 美容室ｃａＬｏｒｅ 視認しやすいオシャレ看板で新規顧客集客と認知度UP

87 青森県 ａｍｏｒ　ｃｏｆｆｅｅ 新規顧客獲得のための移動販売による商品PR活動と即売事業

88 青森県 株式会社 ACT 8420001017035 「薄毛解消サロン展開」発毛促進新設備導入で売上拡大事業

89 青森県 中村木工所 ほぞ取り盤導入による受注拡大事業

90 青森県 株式会社エムケーアイ 6420001017037 生産力強化及び食の安心・安全に向けた施設改修事業

91 青森県 有限会社丸善自動車 7420002017365 二柱リフト導入で新規顧客開拓作戦

92 青森県 有限会社中勇商店 8420002018924 健康志向の高まりを後押しする、おいしいお米ブレンドサービス

93 青森県 メガネのヨネカツ 生活の見る・聞くは全てお任せ！眼鏡屋改造計画

94 青森県 マルユー太田技建　合同会社 7420003002309 認知度アップ＆潜在的リフォーム需要発掘による売上増加事業

95 青森県 インテリアいちま 作業補助機器導入による作業効率化と販路開拓事業

96 青森県 齊敏機械 出張サービス事業とネット市場へ進出、販路拡大で収益向上を図る

97 青森県 成田農園 県内外のイベント出展によるブランド力向上、販路開拓事業

98 岩手県 ラストスマイル　かくれんぼ 着物リメイクアップサイクル事業の強化

99 岩手県 古舘製麺所 新規製麺ミキサー導入による生産性と製品安全性の向上と販路開拓

100 岩手県 佐々木自動車整備工場 ディスクローター研磨機導入による整備部門の受け入れ強化事業

101 岩手県 HAIR MAKE seed. マスクをしてもキレイに！まつ毛育成施術による新規顧客の獲得

102 岩手県 鈴徳商店 高齢者に優しい店づくりとなつかしパンの開発による販路開拓

103 岩手県 じゃじゃめん八番 万能調味料「じゃじゃ味噌パウダー」の開発による販路拡大

104 岩手県 町の便利屋まこ助 宣伝広告物の作成・配布による新規顧客の獲得と売上基盤の強化

105 岩手県 AVANTI 「脱毛が出来る理容店」開設による顧客獲得事業
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106 岩手県 有限会社　村上製菓 1400002007191 駄菓子の「いちもん菓子」ブランド化による県外中高年顧客の獲得

107 岩手県 熊谷精肉店 集客ツールを活用した新規顧客獲得とブランド力の強化

108 岩手県 GRAVITY・足うらBASE 体幹・足裏メニューの強化と広報活動本格化による販路開拓

109 岩手県 株式会社　Lunon 2400001015087 頭皮髪質改善に特化した複合サロン開設による女性顧客獲得事業

110 岩手県 長澤忍建築舎 新弁当メニューの開発と大量生産体制改善による顧客獲得事業

111 岩手県 株式会社Ojacco 1400001014783 認知度向上事業「コロナ禍を生き抜くテイクアウト強化！」

112 岩手県 岩泉黒豚　和み餃子 まちなか餃子工房併設直売所オープンで認知度アップと新顧客獲得

113 岩手県 有限会社阿部製畳店 2400002007001 抗菌・抗ウイルス効果製品の提供による販路拡大及び売上向上

114 岩手県 わんかふぇ WEBサイト制作によりコロナ禍でも安心安全の集客！

115 岩手県 髪工房よねざわ 若年層・女性客の開拓、赤ちゃん筆で親子の顧客を増やす！

116 岩手県 日向鉄工 車両の大型化に対応できる敷地舗装工事で売上拡大

117 岩手県 ゆう技建 元請依存からの脱却、高性能レーザー墨出機導入による販路開拓

118 岩手県 美容室HEART 子育てママを応援する美しい髪を保つ新たなヘアケアプランの提供

119 岩手県 玉川自動車整備工場 高性能スキャンツール導入による新しい整備体制の確立

120 岩手県 川村板金 機械設備の導入による一般客への販路開拓事業～伐採事業の開始～

121 岩手県 Glass Farm MANZO 遠野初のガラス工芸品に特化した販売ギャラリー新設で販路拡大

122 岩手県 888Yummy！ 学生さん大歓迎！！限定メニューと目印の設置で販路開拓を実現！

123 岩手県 AKガレージ オートマオイル交換機導入による安心安全なカーライフの提供

124 岩手県 丸順工務店有限会社 5400002010464 古民家再生にも着目した住宅取得解説書の作成による販路開拓

125 岩手県 有限会社清水川養鱒場 4400002007627 サブスクを目指した商品開発とECサイト等による新規顧客の開拓

126 岩手県 有限会社翁知屋 8400502000730 『秀衡塗✖リノベーション』ショールーム開設による住空間提案

127 岩手県 Car Paint.K 町の害獣被害解決！狩猟者等向け特殊加工サービス受注拡大計画

128 岩手県 株式会社シオン 1400001003951 『木守り専科　杉の赤身消し』の拡販と次の営業を担う人財の育成

129 岩手県 あとりえ　ささき 建築士による建築士のためのサポートサービスの提供

130 岩手県 理容おしゃれハウス 店舗環境の整備と新たな顧客獲得に向けた新サービスの提供

131 岩手県 ミニショップ浅沼 焼き芋の本格販売による新規顧客開拓事業

132 岩手県 金野設備株式会社 4402702000497 一般住宅及び公共施設等における漏水調査・メンテナンス事業

133 岩手県 Berry合同会社 2400003000954 「木のライフスタイルショップ」というビジネスモデルの構築事業

134 岩手県 高木電機 町の電気屋さんのよろずサービス提供のための宣伝事業

135 岩手県 CP1 一貫対応型鈑金塗装整備プロセス確立による顧客満足と売上向上

136 岩手県 合同会社ナチュラル・エッセイ 7400003002905 地域資源を磨き上げ、農林漁村と都市とが支えあう関係を築く事業

137 岩手県 有限会社　シャイン 6400002011973 どこの誰でも若々しさを保てる訪問美容事業の展開

138 岩手県 貴建 土地造成・基礎工事受注に向けた設備導入

139 岩手県 有限会社高橋鉄工所 7400002007120 レンタルスペース整備による新規顧客獲得と売上向上

140 岩手県 畑山製作所 メーカーが求める品質実現のための新たな製造設備の導入

141 岩手県 民宿沼田屋 おうちでプチ贅沢飲み会のために物販始めます

142 宮城県 美容室バレッタ 顧客満足度向上による新規顧客獲得及び売上増強事業

143 宮城県 藤田　承紀 真鍮と木工商品の生産力と営業の強化

144 宮城県 有限会社タイヤプロ東北 6370002019046 新サービスの販売と従来販売の強化による売上拡大

145 宮城県 株式会社悠司 9370001016355 機能訓練を重視した通所介護サービスの展開による新規利用者獲得

146 宮城県 ENSEMBLE COFFEE 新規顧客の獲得、リピート率の向上のための焙煎機導入事業

147 宮城県 株式会社村上屋 8370201000473 「子持ちまんじゅう」の包装紙デザイン制作

148 宮城県 さくらヘルスケア仙台株式会社 6370001021283 老人ホームでも今まで通り『不安のない自分らしい人生』を送ろう

149 宮城県 Food truck Olive 新メニュー開発とお客様への周知拡大による売上向上への取組み

150 宮城県 有限会社川口納豆 1370202004785 生産性向上・作業環境向上に向けた、自動ドアの設置

151 宮城県 舟形アグリ食品販売　株式会社 8370301002329 新商品「香煎」を使った洋菓子開発と販路拡大

152 宮城県 渋谷商会 地域に寄り添う便利屋の認知度向上による販路開拓と生産性向上

153 宮城県 有限会社菅原オート商会 8370202004804 新商圏設定地域への広報活動強化による認知度向上と販路拡大事業

154 宮城県 ガネーシャ多賀城駅前店 地域特産品「古代米」を活用した本場インド料理の販路拡大事業

155 宮城県 株式会社遊佐 4370001044162 いちはさま限定米無洗米販売事業

156 宮城県 東北エアシステム株式会社 3370001022945 お片付けがもたらす地域活性化や生活の質の劇的変化への挑戦

157 宮城県 寺嶋建設株式会社 1370001000936 相続及び事業承継の集客を目的とした壁面看板の設置

158 宮城県 自家焙煎珈琲幸房　風 コーヒー焙煎のスキルアップと販売量増加で売上アップを目指す
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159 宮城県 有限会社加藤工務店 4370402001605 快適な住生活環境を実現し地域社会へ貢献し続ける事業

160 宮城県 Esthetic　Salon　AZU 新規店舗オープンによる新規顧客の開拓事業

161 宮城県 有限会社ジャンボン・メゾン 5370202003222 サブスクリプション方式で自社ECの新規顧客開拓

162 宮城県 株式会社ディライト 1370801001786 腸活スムージーレシピの開発と、DMによる広告宣伝の実施

163 宮城県 タカハシ木材style株式会社 2370601000533 移住希望者向けリノベーション営業のための広報販促ツールの作成

164 宮城県 株式会社ホールハーテッド 6370001024336 癒しメニュー（ヘッドスパ）強化による新規顧客開拓

165 秋田県 Cafe食堂つばき ジェラートの販売による集客及び客単価の向上事業

166 秋田県 株式会社　笹原製作所 1410001011846 次世代自動車産業参入に向けた販路拡大への取組み！

167 秋田県 個別指導の齋藤塾 大学受験コンサルサービスの導入による新規顧客獲得事業

168 秋田県 おうち居酒屋たかみき 50代女性客の獲得へ！カジュアル酒場へのリニューアル事業

169 秋田県 あいば商店 人生の大きな節目の記念撮影提供による、店内フォトスタジオ設置

170 秋田県 ギルバート 過疎地域での生き残り戦略！ミドルシニア＆シニア層獲得事業

171 秋田県 理容あべ 新規高齢顧客増加に対応するためのトイレ改修事業

172 秋田県 五島 看板設置とHP開設による店舗・サービスPRで誘客、販路開拓！

173 秋田県 岩城の燻製屋　チャコール 自販機導入で非接触販売及び24時間営業の実現と生産性のＵＰ

174 秋田県 株式会社　エイテックス 2410001005062 売上アップに直結する新規事業、レンタルオフィス事業を展開！

175 秋田県 有限会社ビクトリアカラー 6410002006873 店舗の立地を最大限に活用した情報発信による潜在顧客開拓事業

176 秋田県 秋田屋銘木工業 現代のニーズに対応した網代天井板の製品開発・販路拡大事業

177 秋田県 料亭川竹 「料亭」の「カジュアル化」による新規顧客獲得事業

178 秋田県 Bakery ALToco 設備導入による増産体制の構築で新たな販路開拓を実現する取組み

179 秋田県 阿野建築 馬力アップ・除排雪時間短縮と損壊不安解消で新規顧客獲得

180 秋田県 株式会社 スター代行 2410001012884 ウィズコロナに向けた運転代行業者の新たな挑戦

181 秋田県 有限会社菊地建業 7410002010734 最新見積書作成ツール導入による提案力向上と事務所間の連携強化

182 秋田県 有限会社　ステップミル 5410002007261 生産可能製品の種類と数を増加させ地域外から新分野の受注を獲得

183 秋田県 たけうち歯科技工 材料の変化に即対応！新型機器導入による売上拡大

184 秋田県 株式会社　萬盛閣 4410001011100 宴会場の食事提供を椅子テーブル式に変更

185 秋田県 Barber of Belief 男子もキレイになりたい！メンズ美容脱毛サービスで販路開拓事業

186 秋田県 有限会社渡一商店 1410002010855 営業強化へ繋げる販売管理システムの社内ネットワーク化事業

187 秋田県 了月舎農園 無農薬サツマイモで作る焼き芋、スイーツの特産品開発

188 秋田県 笹木商工 潜在顧客の掘り起こしと機械導入による販路開拓

189 秋田県 有限会社幸和精機 9410002007010 業務フローの改善を図るICT機器導入による利益向上事業

190 秋田県 有限会社清水佃煮商店 3410002010671 海産物不漁の危機を救え！生産体制の改革による増産対応

191 秋田県 SWEET　BASIL 焼き菓子（クッキー、スコーン）の外販強化による販路開拓事業

192 秋田県 リラクゼーションサロンOHANA 美容サービス情報の発信強化による知名度アップ事業

193 秋田県 有限会社泉製麵所 6410002010652 シュリンク包装機導入で贈答用商品の新たな販路開拓への挑戦

194 秋田県 有限会社三浦米太郎商店 7410002007490 100年以上の伝統がある鰰（ハタハタ）加工場の公開で顧客獲得

195 秋田県 Honey Garden レジャー客に向けた「からだにやさしい」蜂蜜の魅力発信事業

196 秋田県 白滝旅館 シングルルームの利便性向上とアフターコロナ対策事業

197 秋田県 有限会社　平成産業 6410002007913 自社一貫体制の確立とブランド構築・販路拡大と売上拡大を目指す

198 秋田県 有限会社アクセスプラン 2410002010862 次世代髪質改善ストレート矯正で健康と美髪の提供による販路拡大

199 秋田県 重右衛門 世界に一つだけの重右衛門珈琲の販路拡大事業

200 秋田県 横山整骨院 ＩＴ機器の新導入で新サービスを提供し地域共存・販路拡大事業

201 秋田県 cafféふらっと 段差「ふらっと」な見つけやすく入りやすいカフェへ変身事業

202 秋田県 南秋屋 新しい生活様式・利用ニーズに対応した快適な店舗環境整備事業

203 秋田県 由利エンターテインメント シニア層を狙った生徒募集チラシ作成とHP整備による販路開拓！

204 秋田県 藤澤工業 新設備導入による生産性・業務効率向上による受注と売上の増加

205 秋田県 板金屋　和宏 リフォーム工事拡大のための加工工程内製化と販売促進

206 秋田県 有限会社みちのく物産公社 5410002009596 アフターコロナに向けた健康茶の品質強化・販路開拓事業

207 秋田県 平和軒 ウィズコロナ時代の海外観光客の誘客事業

208 秋田県 HOLTO 秋田の木製品を全国に！~Nextage~更なる挑戦へ！

209 秋田県 有限会社　板橋仕出し店 6410002009637 ウィズコロナの新しい仕出し業態「多種小ロット」への対応事業

210 秋田県 株式会社　華まる 7410001011956 「はなまるデザート」のデリバリーで利益性向上と地域貢献事業

211 秋田県 畠山物産 菊芋の地道なＰＲで販路開拓強化事業



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8回締切分採択者一覧

※重要

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

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

212 秋田県 麺や天鳳 外部環境の変化に強い収益構造づくりのための店舗改装と設備導入

213 秋田県 有限会社ホーム電器 1410002007414 ターゲットに合わせたPRチラシで顧客満足度UP大作戦

214 秋田県 Greens　Fare株式会社 5410001013038 人気のクレープを買いやすく!キッチンカーの導入で売上UP作戦

215 秋田県 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 1410002008180 依存体制からの脱却！「焼き芋専門店」展開による販路拡大！

216 秋田県 株式会社　きむら健粧 8410001005651 顧客管理のＩＣＴ化！営業効率ＵＰで販路拡大！

217 山形県 日本第二楽器製造株式会社 9390001016709 初心者向けセットの開発と販売スペース改修による新規顧客獲得

218 山形県 AOKIテック 狭所現場での受注獲得による売上拡大事業

219 山形県 有限会社丸忠産業 4390002010145 無煙化焼却炉導入による販路拡大事業

220 山形県 BEL POSTO 地元食材を活かしたからあげ専門店開業事業

221 山形県 Hair　Salon　Aｃｉｕ デジタル×アナログを組み合わせた新たな営業展開

222 山形県 マリーナ ファミリー向けテラス席完備によるターゲット拡大及び新規客獲得

223 山形県 さくらスタジオ双葉 新サービス展開によるBtoB取引及び新販路開拓

224 山形県 天金寿し 店舗看板改修と出前・テイクアウト強化による売上拡大事業

225 山形県 村岡商店 野菜育苗用電源、設備導入による苗販売の新事業による売上拡大

226 山形県 すし割烹川島 店舗連絡通路舗装・裏側駐車場整地とソフト事業の取組で売上拡大

227 山形県 八森菓子店 季節商品開発と店舗の安心度アップによる購買力向上事業

228 山形県 信夫電気店 プチリフォーム受注拡大のための商談スペース確保と店内整備事業

229 山形県 Heart＆Peace コロナ対応型新店舗オープンに伴う周知・PR強化で売上向上

230 山形県 株式会社 総建BROS 8390001015397 お客様用トイレの設置と新規顧客獲得による販路開拓事業

231 山形県 合同会社da Vinci 5390003001415 自動精算機導入し会計業務無人化による診療機能強化事業

232 山形県 藤谷菓子舗 まんじゅう、昔菓子の生産販売拡大のための設備増強と広告宣伝

233 山形県 株式会社海藤ダクト工業 4390001012472 看板設置と新規事業のPRによる売上拡大事業

234 山形県 有限会社　和菓子ぬまざわ 9390002015230 「赤飯」「おこわ」販売強化による売上拡大事業

235 山形県 すずめ家 シニア世代・シルバー世代のリピート客育成事業

236 山形県 有限会社といや 7390002015967 店舗PR看板設置による新規顧客獲得事業

237 山形県 うめえ門 地産そば実を使用したそばメニュー提供による販路拡大事業

238 山形県 株式会社月山ポレポレファーム 3390001012093 敷地内舗装化による高単価食事メニューのデリバリーサービス提供

239 山形県 佐藤菓子店 洋菓子部門強化取組で売上拡大

240 山形県 株式会社 佐藤工務所 4390001001203 競合と差別化できる商品「アミーゴⅡ」の販売強化事業

241 山形県 一休そば屋 エアコン導入による顧客客室確保と新商品開発による売上向上事業

242 山形県 有限会社アイマックス 9390002010405 来店型保険代理店の店舗環境整備で対面魅力の強化・売上ＵＰ事業

243 山形県 佐藤農園 自社直売所整備による贈答需要の販路開拓事業

244 山形県 ちっきんほこほこ亭 商品ラベル楽ラベ導入によるネット販売立ち上げで売上拡大事業

245 山形県 食堂an. ワインセラーとグラスを購入し、ワインを充実させ売上増加を図る

246 山形県 小国商事株式会社 8390001008814 無洗米で始めるSDGｓへの貢献と企業イメージアップで売上拡大

247 山形県 有限会社もがみ商事 5390002006373 オリジナルギフト商品の販売強化による売上拡大事業

248 山形県 のら農園 新商品開発とWEB広告活用による販路拡大事業

249 山形県 株式会社井上塗建 3390001016425 多様なニーズへ対応するための新たな機械導入による受注拡大

250 山形県 竹田造園 持続的な経営の為の作業効率及び新サービスによる事業拡大

251 山形県 合同会社　四喜彩 8390003001882 フードロス削減で６次産業推進と非対面販売の具体化で売上拡大

252 山形県 麺屋雪国 除雪作業の効率化による冬期間の集客力アップで販路拡大事業

253 山形県 ファッションアオヌマ 看板設置と店内照明のLED化によるイメージアップで販路開拓

254 山形県 戸沢自動車 第三者承継、来店しやすい自動車整備工場をめざして環境整備事業

255 山形県 鼠ヶ関ツリーサービス ツリークライミング（木に登る）を用いた特殊伐採で販路開拓事業

256 山形県 有限会社　菅藤組 7390002011826 最新型除草機による法面等の作業困難な傾斜地の除草作業を事業化

257 山形県 有限会社むら熊 4390002003339 新事業分野展開によるビジネスモデル転換事業

258 山形県 秋子の餃子 冷凍自販機導入による24時間新たな顧客獲得事業

259 山形県 有限会社ソアリングシステム 2390002014362 四輪バギー専用クローラ導入による冬期間の観光開発・開拓事業

260 山形県 スナックフレンド 酒場から「地域のコミュニティ」スナックへの転換

261 山形県 アップキッズダンススクール スタジオ改装によるダンス・ヨガのクラス増設と販路開拓事業

262 山形県 株式会社HIGUMAファーム 3390001013703 産直所の整備による収益力向上と社員賃金の向上を目指す事業

263 山形県 株式会社木村ストア 3390001009395 新型包装機で作業効率5倍アップ！売上10％増を目指す

264 山形県 おかしのアトリエAlice ショーケース導入で商品の訴求力UPに繋げ、お家カフェ応援事業
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265 山形県 ベネフィット株式会社 5390002014574 生産の平準化とレトルト商品による売上増加の取組み

266 山形県 畳屋清兵衛 チラシ、パンフレットによるPRで新規顧客獲得と売上拡大事業

267 山形県 有限会社冨樫成型所 3390002014411 1軸サーボランナ取出ロボット3台導入で生産性向上と売上拡大

268 山形県 炭焼庵　心　炙場牛心 焼肉屋さんの本格デザート提供によるファミリー層獲得事業

269 山形県 菊地純 地域の拠点としてのコワーキングスペース事業

270 山形県 株式会社シオン 6390001009517 新ブランド立ち上げによる新規顧客獲得事業

271 山形県 菓子工房ほていや 「ホールケーキはほていやだよね」大作戦

272 福島県 イーフィットゴルフラボ ゴルフクラブ製作工程の「見せる化」による付加価値向上

273 福島県 農家民宿ゆんた 閑散期における新宿泊体験プラン提供による新規顧客獲得

274 福島県 有限会社　会津さくらんぼ村 1380002033876 新ビジネスモデル構築による販路開拓事業

275 福島県 もてなしのかくれ家　すわや バーカウンター造設による顧客ニーズ充足とサービスの向上

276 福島県 お家パンオブ 地域資源型クラフトビール・パンの屋外提供スペースの設置

277 福島県 ハイランドポートブルワリー 醸造所直販！周辺住民ニーズを捉えた「家飲み」需要への販売

278 東京都 株式会社　一十八日 9011101069460 会津産ハーブを活用した「健康・癒し」の商品開発と販路拡大

279 福島県 有限会社くりさき 8380002017724 顧客管理システム導入によるサービス向上と業務効率化

280 福島県 ポス情報システム研究所 デザイン印鑑作成で販路開拓

281 福島県 えみフラスクール 強みを活かした高付加価値メニューの開発と販路拡大

282 福島県 株式会社　藤豊 1380001031063 精米加工におけるDX化とブランディングによる販路拡大計画

283 福島県 株式会社　芳賀寅商店 5380001019195 福島・南会津4酒造の日本酒プロモーションおよび販路拡大事業

284 福島県 株式会社陽と人 8380001028400 女性に優しい新商品！国見町農産物のフェムテック化粧品販路開拓

285 福島県 有限会社でんぱた 8380002018771 海外展開用パッケージ、POP、リーフレット開発による販売拡大

286 福島県 小川屋 外観整備と冷蔵ディスプレイ導入による店舗販売力強化事業

287 福島県 さかがみ魚店 さかがみ魚店がおくるコロナ禍における新しい飲食スタイルのＰＲ

288 福島県 株式会社　リビングロボット 6010001189446 ライフスタイルスメルセンサーの介護現場への販路開拓戦略

289 福島県 一二三食堂 そば打ち専用室の新設による品質向上、増産、販売促進の強化

290 福島県 日本ゴルフアカデミー福島 屋外施設を利用したゴルフフィッティング練習ジムの広報強化

291 福島県 清水工務店 インスペクションサービス実施による販路開拓と広報強化

292 福島県 UKIYO UKIYOが作る「あなただけのフルオ－ダ－な帽子を」PR事業

293 福島県 有限会社ヨコハマ縫製 4380002018627 ステッチ加工対応ミシン導入による販路拡大計画

294 福島県 ＥＭＭＡ 美意識の高い男性層への「脱毛・スパ」サービスのパッケージ販売

295 福島県 キッチンキツツキ 地元食材を使ったメニュー開発と販売・生産法の効率化事業

296 福島県 情報整備局 自社米のブランディングと生産性向上による販路拡大

297 福島県 カットプラザニューマサカ 女性向け新たな取り組みとバリアフリーによる新規顧客獲得事業

298 福島県 有限会社  鎌田自動車整備工場 5380002017669 マイカー整備後の見違える輝き！洗車充実メニュー提供で販路拡大

299 福島県 大野農園　株式会社 4380001021490 新機器導入で生産性向上から売上規模拡大へ

300 福島県 円谷製麺　株式会社 9380001011644 野菜入り麺を開発し、お客様ニーズ対応と地域特産品での販路開拓

301 福島県 株式会社天空のハーモニー 9380001011859 お客様の体験の幅を広げる多目的テラスの整備による売上増加計画

302 福島県 有限会社　創文館 7380002019028 ニーズが多様化するコンタクトレンズの提案力強化による販路開拓

303 茨城県 さいがびようしつ 障害者にも髪のオシャレを！車椅子でも気軽に入れる福祉美容室

304 茨城県 美芳園 遊休地を活用した新規顧客獲得への新たな挑戦

305 茨城県 有限会社　協和テックス 3050002042925 高精度溶接加工技術の確立による新規受注の獲得

306 茨城県 株式会社　絆 3050001038775 会議用高級弁当の宅配サービスの開発による新規顧客の開拓

307 茨城県 大成オートサービス タイヤバランサー導入による新規顧客開拓及び顧客サービスの向上

308 茨城県 薪屋　小林 ウッドプロセッサー導入による生産性の向上及び販路拡大計画事業

309 茨城県 井坂畳店 高級イグサを使った滑らない置き畳の開発と販売

310 茨城県 松田製茶 国際安全基準の認証取得による北米へのさしま茶の輸出事業

311 茨城県 株式会社高嶋住設 6050001044374 災害対策用給水タンク設置工事の新規事業の展開

312 茨城県 OURoom 滞在者も地域住民ももっと茨城が好きになる！交流機会の創出事業

313 茨城県 大和造園 コケ山水・造園・漬物の三位一体型の展示販売場の開設

314 茨城県 有限会社　髙野興業 9050002043562 お家の終活事業の展開による見込顧客の獲得

315 茨城県 合同会社ZENSiN 4050003005054 コロナ対策と新たな顧客獲得のための改装及び広告戦略

316 茨城県 株式会社髙竜組 3050001005585 長く快適に暮らせる鉄骨戸建て住宅等による元請市場等の開拓

317 茨城県 GP食堂 BBQと希少メニューで、ポストコロナのレジャー需要を取り込む



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8回締切分採択者一覧

※重要

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

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

318 茨城県 オートフィールド 「新規顧客の獲得を目指すプロモーション事業」

319 茨城県 有限会社　椎名商事 9050002035964 リフトゲート導入及びHP作成による販路拡大

320 茨城県 株式会社Body Brain communication studio 1050001037606 新規顧客獲得の為の地域広報とサイト構築事業

321 茨城県 株式会社　大和田工務店 5050001050274 住宅建築・電気・水道工事のワンストップサービスによる販路開拓

322 茨城県 スタジオ　リュウ 空撮など特殊技術を駆使した独自のフォトウェディング事業の開始

323 茨城県 Hair Make Square worker bee バリアフリー化による高齢者や障がい者が利用しやすいお店づくり

324 茨城県 株式会社オーヌキ 9050001004978 木材の商品化販売に向けたECサイト構築事業

325 茨城県 株式会社後藤商店 4050001004660 多収穫米玄米の直販取引で、当社・飲食店・農家の三方良し

326 茨城県 有限会社長浦自動車工業 3050002038337 福祉車両販売、お身体の不自由な方や高齢者に優しい店内改装

327 茨城県 飯塚建築設計事務所 ドローンによる既存建築物調査を通じたリフォーム需要の獲得

328 茨城県 nico’Lino FAVONクレンジングスパを活用した売上向上事業

329 茨城県 ＡＮＪＵ 特産物しらす等の新商品開発とSNS活用による新規顧客開拓

330 茨城県 果じゅまる園 新商品　地元茨城県産の栗をつかった焼き栗で販路開拓

331 茨城県 極真空手　日立道場 親子クラスの新設による新規顧客の獲得

332 茨城県 合同会社パーソナルエイド 5050003002125 データの保存方法は大丈夫？～管理から復旧までお任せください～

333 茨城県 有限会社トータルテニス 3050002023264 地域を元気に！認知機能及びテニスパフォーマンスをアップ

334 茨城県 癒処　揉み家 リラクゼーション＆美容の同時提供による顧客獲得、売上向上

335 茨城県 株式会社セヤマックス 6050001026455 愛車メンテナンス教室の開催で自社PR！販路拡大を図る仕組み

336 茨城県 アーシュターブル那珂店 常陸国の美味しさをワンプレートにして、シニア層の開拓

337 茨城県 深谷ナーセリー 「おうちベジタブル」の自社栽培プロセスの構築による販路開拓

338 茨城県 Naomi’s　Salon アフターフォローを充実した「ホームエステ素肌美人専門店」開発

339 茨城県 有限会社山岸カンパニー 7050002018054 地域フルーツを使用したワンハンド「ポールケーキ」の開発・販売

340 茨城県 Pain de Megumori 未来を変える！SDGｓスイーツの開発による販路開拓

341 茨城県 ライノアート・ギャラリー アートギャラリーとしての強みを活かした陶器販売事業の展開

342 茨城県 Special Kitchen MOG2 地域素材を活用した店舗来店機会の創出による売上向上事業

343 茨城県 株式会社　亀福 5050001043542 守谷初のオーガニック野菜メニューを中心としたカフェと物販拡大

344 茨城県 虹色worker 新たな女性起業家に向けたカラーコンサルで販路開拓

345 茨城県 株式会社FELIX 5050001035300 地域の高齢者への買取強化による中古書籍等の販売強化

346 茨城県 漢方のハセガワ薬局 気象病（悪天候時に悪化する症状）を改善する漢方薬の販売促進

347 茨城県 秀和建装 室内空気の見える化によるコロナ防止型リフォーム工事の提供事業

348 茨城県 ユーアー合同会社 1050003004372 店内改装によるアレンジ客席と待合室、スロープ設置で売上拡大

349 茨城県 中華そば　陽なた ラーメン＆チャーシューのテイクアウト・ギフト専用商品の開発

350 茨城県 石匠長岡家 字彫・彫刻のためのサンドブラストマシン導入による売上向上事業

351 茨城県 株式会社TWENTY 6050001018015 個人客に向けた露光版などの「自作プリントキット」の販売

352 茨城県 合同会社もりやふるさと開発 6050003006249 ふるさと納税返礼品事業のコンサルティングとSNS運用代行

353 茨城県 有限会社 金八 5050002017322 牛糞を活用した有機肥料の製造販売事業の新規参入

354 茨城県 干し芋工房　風と太陽 希少品種・独自加工の干芋新商品開発による地域活性化

355 茨城県 有限会社大江塗装工業 6050002041098 団体登録事業者の強みを活かしたリフォーム施工診断サービス

356 茨城県 株式会社藤井建設 6050001008164 古民家再生による売上向上事業

357 茨城県 森の里 全天候型室内BBQ施設への改装による家族客の獲得

358 栃木県 株式会社グッドウェイ 1060001033760 デッドスペースの有効活用と広報活動で新規顧客開拓と売上アップ

359 埼玉県 MS　BomBer　IG バイク愛好家、坂東へ集え！新たな店舗構築による顧客獲得事業

360 茨城県 有限会社エスワイ・エステート 7050002024449 補助事業導入による新規顧客開拓及び顧客サービスの向上

361 茨城県 株式会社TFS 9050001048760 美味しさを保つ冷凍パン・フルーツサンドのネット販売と卸販売

362 茨城県 SATOSHI ODAKURA International Hair Salon 「美髪浴」による美しさと心のトリートメントの提供

363 茨城県 有限会社橋本旅館 9050002015784 「玉味噌漬け」の開発と「料理・弁当・お土産品」としての提供

364 茨城県 荒川電設有限会社 6050002014673 新サービス提案に新分野への進出と環境整備事業

365 茨城県 有限会社海老原建築 8050002014770 新サービス提案による販路拡大・新規顧客開拓事業

366 茨城県 エンジョイアロマ 即時予約HPの作成・周知広報力強化事業

367 茨城県 斉藤電機商会 音響部門の完全事業化による既存顧客維持及び販路開拓事業

368 茨城県 SUMAI plus RE株式会社 9050001049841 HP開設と看板効果で販路開拓！個人依頼増加による収益向上計画

369 茨城県 kokoya 地域資源の栗を用いたスイーツ開発と自販機による販売事業の開始

370 茨城県 石井産業有限会社 5050002014971 新規事業「雑草伐採事業」による新規顧客の獲得
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371 茨城県 株式会社夏海造園 6050001007240 「土地メンテナンスサービス」による販路拡大事業

372 茨城県 海鮮や辰海 海鮮グルメ「浜焼き」と「３種のいか飯」のインターネット通販

373 茨城県 美食酒房鳥ふじ アフターコロナを見据えた新たな顧客開拓の為の環境整備

374 茨城県 有限会社プロショップサイトウ 5050002010392 感染症不安の少ない「店外交流拠点づくり」による商談機会の増加

375 茨城県 株式会社Enbloom 7050001050264 新サービス開始とウェブサイト開設で販路開拓と認知度向上

376 茨城県 Office Magenta 自宅サロン化に伴う広報活動の実施及び設備導入により販路拡大

377 茨城県 有限会社ナガオサ 8050002028606 コインランドリーのＤＸ化による新規顧客開拓

378 茨城県 株式会社カマタ自動車 3050001022639 オイル交換の会員制導入と無料お預かり・お届けサービスの開発

379 茨城県 松飯店 コロナ禍での顧客ニーズに対応する葬儀向け弁当事業の展開

380 茨城県 シャルレ松島 少人数で商品を体験できるショールーム新設による販路開拓

381 茨城県 和ビストロおてんとさん 本枯れ節を利用した朝食営業及びネット販売による新規客獲得

382 茨城県 株式会社TNE情報コネクション 6050001049588 若者向けのweb広告と高齢者向けのチラシ広告による販促活動

383 茨城県 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 2050001040930 霞ヶ浦湖畔で食と交流の拠点となるコワーキングスペース事業

384 茨城県 合同会社シェトラトレーディング 5050003002703 産地直送スペシャルティコーヒー豆のカフェショコラ国内展開

385 茨城県 合同会社COMFY 8050003002485 農産物直売所設置による地域魅力度向上事業

386 茨城県 株式会社 江戸てん 7050001031165 江戸てんブランドを活かした鼻緒開発と海外販売による販路拡大

387 栃木県 星の森キャンプ場 ＩＴ化の促進でキャンパーによるキャンパーのためのキャンプ場

388 栃木県 大島自動車 カラーセンサー調色システムの導入による品質向上と効率化

389 栃木県 小沢造園有限会社 3060002018750 伐採した木を薪として加工し新規売上と自然環境に貢献する

390 栃木県 アスエムワークス株式会社 9060001034776 持続可能なアイス製造業のECサイト・DMによる販路拡大

391 栃木県 こじま寝装 新たなお客様と出会うための折り込みチラシ活用事業

392 栃木県 株式会社エスビーエル 3060001015880 「クラピア」広告出稿、パンフレット制作による潜在顧客の獲得

393 栃木県 合同会社ケーカンパニー 2060003002432 安心・快適「手ぶらで出来るバーベキュー」で顧客増加事業

394 栃木県 美容室　CASA 顧客確保と満足度向上の為のトイレの新設

395 栃木県 有限会社アトリエクリア 4060002029169 「天然石の看板設置による庭石事業の認知度向上」

396 栃木県 ちとせ観光バス株式会社 3060001014783 新規顧客へのアプローチをきっかけとした年間送迎バスの獲得

397 栃木県 株式会社ミヤメディカルプランニング 8060001034257 地域初の美容鍼事業を軌道に乗せ、当院の経営基盤強化を図る

398 栃木県 プライベートジムYou fitness 広告宣伝事業による新オープン事業所の認知度向上事業

399 栃木県 森林ノ牧場株式会社 9060001022509 パンフレットと紙袋リニューアルによる商品価値とブランド力向上

400 栃木県 有限会社白樺荘 7060002023706 良心的な価格で温泉旅館の和風スイートルームをお届け !

401 栃木県 UNOYA　KITCHEN 店舗改装で高齢のお客様にアプローチ！快適度向上による販路開拓

402 栃木県 合同会社ツーエッグス 5060003003147 小さいお店でも出来る焼菓子の予約販売と冷凍ケーキで販路拡大

403 栃木県 DILETTO チラシ配布・ＨＰ更新によるプライベート理容サロンＰＲ事業

404 東京都 株式会社YYD 5010601045636 被圧地下水を使用した高額ヒレ長メダカの繁殖成功による売上向上

405 群馬県 三広商事株式会社 5070001023798 車両整備機械導入による販路拡大及び収益向上事業

406 群馬県 茶屋商店 空調機器導入による店舗環境改善及び収益向上事業

407 群馬県 嬬恋洋食Binshi Withコロナ完全対応による販路拡大及び収益向上事業

408 群馬県 シューレビュー 浴室用濾過装置製作による販路拡大及び収益向上事業

409 群馬県 プロムナード 渡辺製菓 新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良のための設備導入事業

410 群馬県 有限会社日昇軒 1070002016887 店舗壁面へPR看板の設置！地域外の通行客の来店促進で売上拡大

411 群馬県 寺林デンキ 強みたる「親身なサービス」をより強化するための店舗整備事業

412 群馬県 坂本林業 販路拡大のための大量生産体制等の構築

413 群馬県 玉崎屋 店舗ファサードの改善と客室改装による新規顧客獲得と売上回復

414 群馬県 下田自動車 地域需要に即した汎用スキャンツール導入による新規顧客獲得事業

415 群馬県 石井りんご園 新サービス提供で園内滞在時間増加による新規顧客獲得事業

416 群馬県 お好み焼き　ご縁 一目でわかる店舗改装で本場関西のお好み焼きは当店にどうぞ！

417 群馬県 ビンテージホーム合同会社 2070003004072 新規顧客獲得と顧客満足の為の３Dソフト購入事業

418 群馬県 レストランポマト SNS映えする看板と店舗のミニチュア設置で新規顧客誘導大作戦

419 群馬県 株式会社ドリームクリエイト 4070001025218 アッパークラス向け土地活用パンフとHP表示、ロード看板で誘客

420 群馬県 D-interior 地域の介護施設需要に特化した新規顧客獲得事業

421 群馬県 有限会社ワイエスイー 9070002025121 地域環境を踏まえた看板設置による新規顧客獲得事業

422 群馬県 本家　松永製作所 展示会出展による新規販路開拓とパンフレットによる営業力強化

423 群馬県 いまい食堂 ビジネス客、観光客の新規来店獲得のための看板設置事業



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8回締切分採択者一覧

※重要

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

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

424 群馬県 伊太利亜食堂ロココダイナー 外気吸入設備導入で新生活様式での外食需要に応える料理店へ

425 群馬県 ぶっちょびKitchen コロナ脱却！キッチンカーによる事業展開、売上拡大事業

426 群馬県 美容室オレンジ 新たな設備導入による今後も増える予想の若い男性を取り囲む事業

427 群馬県 LuckyBagel 量産したベーグルを新たな形で販売し売上増を目指す為の機械導入

428 群馬県 リゾートイン片品 社会人20代独身の男子会獲得のためのテントサウナ事業

429 群馬県 学生のためのIT塾 地元群馬県でのDX人材育成事業

430 群馬県 ハウス・ロザーナ ソフトクリームマシン導入によるテイクアウト売上向上計画

431 群馬県 株式会社コスモス 5070001023781 ターゲットを180度変えるカフェへの業種転換で新規顧客の獲得

432 群馬県 川場村農産加工株式会社 8070001023556 食品衛生監視票９０点以上を目指す改修工事と販路開拓事業

433 群馬県 株式会社MATSURI 4070001039011 新規設立法人が実施する自社PR強化・地元新規顧客獲得事業

434 群馬県 はこけん 中之条の新名物を作る～食香バラを使ったスイーツの新商品開発～

435 群馬県 MATSUDA automotive 自動車整備の「プロ」が行う新規顧客獲得事業

436 群馬県 株式会社クラウト 7070001018417 王道の組み合わせで新規顧客獲得

437 群馬県 有限会社新彦商店 6070002016759 自動車馬の導入による元請けリフォーム工事の強化で売上拡大

438 群馬県 カードリームZEN 高齢者ドライバーに向けた新規顧客獲得の取り組み

439 群馬県 ラポール ゴッドハンドでお悩み解消による新規顧客獲得事業

440 群馬県 Ticca Tocca 高付加価値商品「ローストビーフ」受注生産体制整備事業

441 群馬県 鍼灸・整体院　叶 願いが叶う！認知度向上と新規顧客獲得の為の広報物とHPの作成

442 群馬県 合同会社Z計画 3070003004204 看板設置等を含む周知の拡大と店舗改装による新規顧客獲得事業

443 群馬県 有限会社石川樹脂 6070002022641 飽和市場における付加価値化創出のための企業ブランディング戦略

444 群馬県 有限会社かわば 5070002035768 「飲む糀」の新商品開発による売上拡大事業

445 群馬県 株式会社千明自動車 7070001027467 モータースポーツで培ったノウハウの地域還元事業

446 群馬県 栄生ライフサービス株式会社 2070001038320 観光・ファミリー層へ「特別感ある個室化」とロード看板で誘客

447 群馬県 赤い風せん 新サービス・新設備導入によるお客様満足度の向上

448 群馬県 パン牧場クローバー 新商品開発による新規顧客獲得

449 群馬県 株式会社Cashira&Potato 6070001038853 新規進出の飲食業界にて、3種の販売手段の構築による販路拡大

450 群馬県 a・pex株式会社 2070001024221 新サービス「よもぎ蒸し」の導入で単価アップと新規客の獲得

451 群馬県 The Day’s Cafe キッチントレーラーを改修整備し、新たな販路への攻めの営業

452 群馬県 山﨑酒造株式会社 4070001020276 地域コミュニティ化を推進するための和室改装事業

453 群馬県 有限会社高野商店 1070002014916 日本酒サーバー設置及び観光客を誘導するための施策計画

454 群馬県 有限会社白井モータース 8070002015263 新規顧客獲得ための看板設置事業

455 群馬県 デンボー工業株式会社 9070001023290 高精度の成型実現による受注拡大と新規顧客の開拓

456 群馬県 株式会社岩井工建 5070001012009 レーザー墨出し器の導入で工事エリアと工事件数の増加で売上拡大

457 群馬県 有限会社ヤスダ 2070002035507 新店舗移転に伴うオープンイベント実施と広告宣伝による集客強化

458 群馬県 原理美容所 フルフラットなシャンプーで中・高齢者に優しい店舗づくりの追求

459 群馬県 Bouldering Spot Landmark 広報の強化・初心者の過ごしやすい環境づくりで売上向上を目指す

460 群馬県 ロッヂ　白い鳥 ペットと一緒に宿泊できる客室の整備による新規顧客獲得事業

461 群馬県 株式会社ジャパンサニーフィールド 7020001141933 店舗集客強化のための各種広告とEC販売強化に向けた取組

462 群馬県 菓子工房Lammin 生菓子の販売強化と、冷凍商品の発送による販路開拓

463 群馬県 有限会社黒沢組 8070002016807 モルタル造形PR看板設置と展示で外構工事の受注拡大

464 群馬県 オートワークスさいとう タイヤチェンジャー導入による売上向上と新規顧客獲得事業

465 群馬県 もみほぐしのお店 店舗リニューアルと新メニュー開始による新規顧客獲得と売上向上

466 群馬県 安藤建設有限会社 2070002015962 エクステリア工事特化重機導入し地域住民にチラシ周知し受注推進

467 群馬県 株式会社原澤自動車鈑金塗装 6070001025323 地域の課題を解決する中型、大型車両の先進安全装置の整備

468 群馬県 谷川岳ドライブイン株式会社 7070001023210 サービス面で競合に差をつける新規女性客獲得事業

469 群馬県 有限会社育風堂精肉店 2070002035523 新商品開発による肉加工品での地域内販路開拓

470 群馬県 株式会社NATUBROWN 2070001037719 リラクゼーションルーム改修で客単価向上と新規顧客獲得事業

471 群馬県 福原建築有限会社 1070002036761 新規顧客開拓のための内覧会開催チラシ配布事業

472 群馬県 小久保園芸 新規顧客獲得のための来店客受け入れ態勢の整備事業

473 群馬県 株式会社GreenFeel 8070001034223 テントサウナを導入した新しいグランピングプランによる販路開拓

474 群馬県 アトリエ茶房　待夢 販売促進ツール制作による売上向上事業

475 群馬県 輪っ花 ｗｉｔｈコロナに対応した「うどんカフェ」としての新事業展開

476 群馬県 有限会社なかや 2070002031702 看板設置による売上向上事業
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477 群馬県 夢工房 ロードサインで認知度アップ！３つの事業展開で「売上倍増計画」

478 群馬県 LEAD整骨院 チラシ制作および新聞折り込みによる新規顧客開拓

479 群馬県 オグラ印刷 活版印刷物の自社製造化による販路拡大事業

480 群馬県 有限会社松葉屋 5070002031008 新米販売のチラシ配布による新規顧客開拓

481 群馬県 松島　美由紀 リアル店舗を持たないハンドメイド事業による新規顧客獲得

482 群馬県 昼ラーメン夜ちゃんこ酒場　紅丸 バリアフリー設備を整えた、「家族団らん」店舗づくり

483 群馬県 Marron 看板設置及びチラシ配布による新規顧客開拓事業

484 群馬県 焼肉真壁 冷凍庫を導入しランチ・デザート強化による女性客獲得

485 群馬県 有限会社近藤製作所 5070002018112 部品洗浄機の導入による製品の品質と信頼性向上による受注拡大

486 群馬県 磯のうえん 無人販売所の設置と暖房機器の刷新による新規顧客開拓

487 群馬県 Fresh Berry いちごドライブスルー販売の認知度向上事業

488 群馬県 株式会社フィッティングOtuka 8070001030338 伊勢崎店の改修伴う看板リニューアルによる販路開拓

489 群馬県 株式会社鬼石観光ホテル 2070001012655 自然と温泉を楽しむ日帰りプランの快適空間づくりと情報発信事業

490 群馬県 ツリートップ三望 町の新たなお土産品開発による売上げアップと地域活性化

491 群馬県 有限会社吉創庵 8070002002030 新商品の提供と新規顧客獲得の為の展示会出展

492 群馬県 株式会社ネギシ 1070001026912 高精度測定器と画像システムによる業務の効率化と新規顧客の獲得

493 群馬県 有限会社福島畳店 5070002020530 新商品「畳の工芸品」開発による販路開拓事業

494 群馬県 よろづや 老舗店の強みの再発見と環境整備による地元新規顧客開拓

495 群馬県 割烹大吉 高付加価値食事体験創出のための高機能加熱料理機器導入事業

496 群馬県 Bouquet 学び・集い・体験できるサロンの設置と地元産食材とワインの融合

497 群馬県 リバードア 地域の音楽好きが集まる！音楽体験型施設への転換事業

498 群馬県 株式会社REBO 8070001038018 自動切断加工機導入による加工高精度・短納期化で顧客ニーズ対応

499 群馬県 はるのぱん 新規開業に伴うテナント改装による新規顧客獲得事業

500 群馬県 飯玉屋 焼きまんじゅうの地方配送対応事業

501 群馬県 森田コーヒー テイクアウト需要喚起のためのコーヒー器具導入と店舗外装工事

502 群馬県 Kitchen K 地野菜を活用した商品開発・情報発信強化による販路開拓事業

503 群馬県 ＆C WEBサイトによる新規顧客獲得と生産数増加のための設備導入

504 群馬県 中澤不動産 新サービスの導入による新規顧客獲得事業

505 群馬県 Breath&Body 宿泊とヨガをセットにしたリトリート客の獲得による売上拡大

506 群馬県 株式会社太陽電気 7070001014234 看板整備による来店機会創出と新規顧客獲得事業

507 群馬県 Bleu le jour 新規顧客獲得のための設備導入とチラシ配付による地域認知度向上

508 群馬県 colar nail 広告宣伝強化による認知度向上・新規顧客開拓事業

509 群馬県 有限会社細谷製作所 3070002016588 新規受注による売上向上のための設備投資事業

510 群馬県 有限会社イシハラ建設 5070002020621 地元密着型工務店としての認知度向上

511 群馬県 ピアノ教室ひごし町オトナリ 新規レッスン枠増設とプロモーションによる新規受講生獲得

512 群馬県 株式会社セキナン商会 7070001013913 イベント開催とお客様用トイレの改装による販路開拓事業

513 群馬県 赤城豆腐すみれ屋 新商品開発および看板設置による販路開拓

514 群馬県 ヘアーサロンヤマダ 脱毛器導入による新規顧客の獲得

515 群馬県 株式会社四つ葉企画 6070001026668 「四つ葉スマイルメンバー」発足による定額制サービスの実施

516 群馬県 カネコラスク 新商品（こだわりのロールパン）販売による販路拡大

517 群馬県 有限会社小島発條製作所 7070002022129 バネ調整装置の導入による製造合理化と販路開拓事業

518 群馬県 有限会社マルシゲ物産 8070002035625 漬物の特徴を活かしたドライフードの新開発による販路開拓

519 群馬県 子持食品株式会社 5070001017635 大人気商品のこんにゃく麺を改良し新規エリア顧客獲得事業

520 群馬県 上原モータース 新規顧客獲得のための店舗改装・ＨＰでのサービスＰＲ事業

521 群馬県 有限会社湖畔荘 2070002002151 看板の設置及びホームページ開設による新規顧客獲得

522 群馬県 有限会社光建装 2070002014436 社会ニーズに合致した遮熱塗料施工の周知による新規元請受注獲得

523 群馬県 グランドスラム小島 最新ホイールバランサー導入による業務効率化と売上拡大事業

524 群馬県 フラワー美容室 完全個室での高齢者特化型の美容サービスによる新規顧客獲得

525 群馬県 ヘアーサロンたなか 売上向上のための店舗外観改装と新規看板設置事業

526 群馬県 おしゃれヘアーサロンクボハラ 女性向けシェービングサービスの開始による新たな客層獲得事業

527 群馬県 株式会社やすらぎの郷 2070001032125 案内チラシとHPリニューアル、SNS活用で集客力アップ！

528 群馬県 有限会社セイブ真空成形 6070002013847 自社の強みを活かしたオーダー・ワンオフ家具による新規顧客獲得

529 群馬県 麺屋うめはら 強みを生かした新商品販売のための設備導入による新規顧客獲得
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530 群馬県 株式会社うめや 4070001023122 地域資源をフル活用した新プラン提供による新規顧客獲得事業

531 群馬県 高橋木工 新規顧客を獲得するための内製化設備導入及び販売促進事業

532 群馬県 有限会社ライフクルー 1070002014445 一般家庭・高層ビル清掃サービスによる新規顧客の獲得

533 群馬県 ひまわり書道教室 書道の確かな上達・第三のコミュニティの訴求による地域客獲得

534 群馬県 コモエスタ赤坂 新規顧客開拓のためのランチ事業及びテイクアウト事業

535 群馬県 株式会社empathy 8070001038100 他社とは一線を画すデザイン性・機能性による高収益受注獲得

536 群馬県 上州やぶそば処大島屋 新規顧客開拓のためのテイクアウト事業

537 群馬県 株式会社天翔堂 9070001026194 高度かつ多様な字彫り実現によるペット供養需要の獲得

538 群馬県 ヒロ・モーター １日車検と１日板金塗装を両立するための高効率化と販路拡大

539 群馬県 元祖！中津からあげ　もり山　高崎店 ニーズに合致した新商品開発および商品訴求による新規顧客獲得

540 群馬県 リラ　シェソワ 地域広報誌への広告で事業周知し新規顧客の獲得へつなげる

541 群馬県 一護侍商店　寿弥 地域の働き世代・子育て世代向けお持ち帰り新商品開発と店舗誘客

542 群馬県 有限会社三山産業 4070002014021 カッター基板の多品種小ロット・多工程一括受注ニーズの獲得

543 群馬県 有限会社林造園 1070002013950 簡単・短時間で誰でも設置可能な樹木支柱開発による新規顧客獲得

544 群馬県 パパサンドの店　Hatopo 冷凍自動販売機導入によるウィズコロナ経営への変革

545 群馬県 有限会社群馬中央電装 2070002013768 整備工場のショールーム&クルマカフェ化で若年層の新規顧客獲得

546 群馬県 LeaHAWAII 看板設置とイベント開催により若年層新規顧客獲得事業

547 群馬県 マツイ工房 ジム内設備の改修と新コース開始による新規会員増加計画

548 群馬県 SweetBaum株式会社 9070001033158 高級エクレアのギフトセット開発による販路拡大

549 群馬県 株式会社常盤館 8070001012286 入館から退館までコーディネートした110周年ブランディング化

550 群馬県 菊屋食堂 真空包装機導入による生麺のテイクアウト商品化で販路開拓事業

551 群馬県 山口工業 高階層建築・トンネル・橋脚の足場施工に対応し新規取引案件獲得

552 群馬県 有限会社武井自動車整備工場 5070002016867 新機能のエアーコンプレッサーの導入で業務効率化による売上拡大

553 群馬県 有限会社シティメガネ 7070002014852 来店客数増加の為のDeli-J（フリーペーパー）掲載事業

554 群馬県 Twisted brew 新たなドリンクメニューによる新規顧客獲得と客単価の向上

555 群馬県 株式会社MOO-FACTORY 2070001036877 地域に密着したブランディング力を高めるユニフォームの提案

556 群馬県 kmys合同会社 8070003003366 当宿の魅力を発信～愛犬と過ごせる癒しのある宿作り～

557 群馬県 株式会社エムアイピー 6070002025603 ホームページ等の情報発信力強化による新規顧客獲得

558 群馬県 Pizzeria deco 看板設置とドレッシングの販売強化による新規顧客の獲得

559 群馬県 有限会社鈴木まいたけ園 2070002035580 生産性向上と販売促進活動による新規顧客獲得・売上拡大事業

560 群馬県 株式会社ル・バンブー 9070001026715 「オリーブと珈琲」をコンセプトにした店舗の認知度向上事業

561 群馬県 ナチュレルマン オリジナル新商品販売と認知度を高める看板設置による販路開拓

562 群馬県 堀越産業 コロナ除菌技術の転用による新たなニーズへの対応による売上増加

563 群馬県 株式会社タカレン 6070001034571 顧客の需要に応えた新たなサービス提供および整備事業

564 群馬県 有限会社エミネント 4070002013717 広告宣伝強化によるブランディングで販路開拓および雇用拡大

565 群馬県 雨ニモマケズ 新メニューの提供と店内サービス充実化による新規顧客獲得事業

566 群馬県 有限会社フジケン 5070002004582 出張修理サービス強化による新規顧客獲得事業

567 群馬県 ペンション朝ねぼう ４頭の看板犬といつでも触れ合える、全天候型設備導入

568 群馬県 株式会社西群窯業 8070001011791 新規事業の立ち上げによる販路拡大のための瓦破砕機導入

569 群馬県 藤生造園 チッパー＆シュレッダー導入による業務効率化、新規顧客獲得

570 群馬県 有限会社あすか 8070002022499 安心安全な料理提供、テイクアウト充実・宣伝による新規顧客獲得

571 群馬県 BodyShopACT 新たな設備導入による販路拡大と売上増加

572 群馬県 旬菜味食工房あおい キッチンカーの改装による商品の充実化、新規顧客獲得

573 群馬県 はるのおさかな 古民家を活用した新規事業（ネット販売とワークショップ）の展開

574 群馬県 有限会社峯﨑園芸 2070002033972 新たな客層をターゲットにした新規ドライガーデン事業の展開

575 群馬県 株式会社伊藤ホーム 5070001009368 WEB商談システムによる「住まいの提案」で若年層新規顧客獲得

576 群馬県 株式会社萩原精肉店 3070001035589 地域資源を活用したハンバーグの自動販売機導入による販売事業

577 群馬県 株式会社ピクシー 9070001024495 自社製造の生産効率が上がる機械導入とチラシ作成による販路開拓

578 群馬県 黒澤　志保 がんばる地域女性に寄り添う新サービス開始と店舗改装で新規開拓

579 群馬県 株式会社PRIORITAS 1070001032167 新店舗の認知度向上・自社ブランドイメージ向上で新規顧客獲得

580 群馬県 櫻澤塗装 地元個人客及び工務店への広告宣伝による売上増加事業

581 群馬県 e-green 飯塚造園 「お庭のことお任せください」自然を愛す造園屋の新規客獲得事業

582 群馬県 野菜酒家　なっぱ畑 商品ラインナップと製造量増加で売上回復を目指す販路拡大事業
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583 群馬県 カットショップカブラキ 高機能エアコンの設置による新規顧客開拓

584 群馬県 滝沢物流有限会社 6070002036575 物流DXの推進と経営革新による新規顧客の獲得

585 群馬県 Nail Doctor 大人女性への新サービス「ヘアケア」メニューで販路開拓

586 群馬県 ズッカの畑 アフターコロナに向けた畑体験教室の準備事業

587 群馬県 CUT　SHOP　IIZUKA 新規サービスの展開による中年層を中心とした顧客満足度の向上

588 群馬県 合同会社gift 8070003003754 3Dプリンター導入で新たな販路開拓と業務効率化

589 群馬県 佐藤製麺 看板設置とチラシ折込みによる新規顧客開拓

590 群馬県 酒巻肥料店 新規顧客獲得のためのコイン精米機の導入

591 群馬県 有限会社今泉 8070002024710 フードダイバーシティ対応による新規顧客獲得事業

592 群馬県 株式会社なかや 4070001002365 お土産事業強化による新規顧客獲得事業

593 群馬県 有限会社大矢工務店 3070002036256 業務用厨房機器導入による販路拡大及び収益向上事業

594 群馬県 株式会社やんば 5070001036684 テラス席の日差しをカット！テント設置による売上増大事業

595 埼玉県 スターステーション 子育てママを応援！ママと子どもの同時カットサービスの提供

596 埼玉県 有限会社村田商会 3030002060400 除菌製品販売での販路促進事業

597 埼玉県 ダブルアールホーム 地域密着型雨漏り診断事業の開始による新規顧客獲得戦略

598 埼玉県 ウッドキャンバス グルテン＆アレルギーフリーケーキの新製造所の開設と販路拡大

599 埼玉県 モリタヤ 看護師の経験を活かした技術とよもぎ蒸しを融合した新サービス

600 埼玉県 北澤技術オフィス 地盤の防災・減災検討を素早く実施

601 埼玉県 みやま 「ここがお店ですか？」とは言わせない！店舗イメージアップ作戦

602 埼玉県 ペンションウエンテラー 利用促進看板設置とＳＮＳ発信による新規顧客獲得事業

603 埼玉県 トラットリアイッチア 待ち時間のピザ窯トラックの魅力訴求と効率化による顧客獲得

604 埼玉県 株式会社コタキ 3030001032037 卸業・通信販売・店舗販売の三位一体の販路開拓！！

605 埼玉県 STUDIO PSALM5 3密回避、持続可能で高品質な出張レコーディングシステムの構築

606 埼玉県 長瀞リース有限会社 8030002122088 崩落事故をきっかけとした安全安心への意識改革の取り組み

607 埼玉県 SHUNABE プロモーション強化に向けたカタログ作成とHPのリニューアル

608 埼玉県 有限会社マリエーヌ 9030002049818 地元食材を使った新スイーツの開発と販路開拓

609 埼玉県 thx 厨房エリアの拡張でデニッシュパンの製造、サブスク販売の開始

610 埼玉県 cafunè もっと私を好きになるマイクロバブル

611 埼玉県 黒沢ファーム 花木端材を活かしたチップの製造販売による付加価値向上

612 埼玉県 有限会社アロマレメディー 7030002083117 コロナ禍の下で遠隔気功を広めて新規顧客を獲得

613 埼玉県 ストラーダ タイヤ専門店としてのトータルサービス強化と顧客囲い込み策実施

614 埼玉県 洋服の美容室SHU 刺繍ソフト導入によるワッペンとＴシャツプリント新サービス開始

615 埼玉県 寿美吉 洋式トイレ変更による女性・高齢者等の顧客回復と売上UP

616 埼玉県 有限会社　太田造園 5030002065975 発生材（樹木等）の無人搬送ロボット導入による販路拡大

617 埼玉県 HYBEcosmetics 業務用髪質改善トリートメントの展開によるエイジング提案の強化

618 埼玉県 株式会社 創見 9030001137821 地元の有機野菜を使った小川こうちゃんカレーを販路拡大

619 埼玉県 イーコンデション 外反母趾改善のため「外反母趾改善プログラム」の提供と顧客獲得

620 埼玉県 株式会社AXiS 4030001148105 ＮＦＴビジネスモデルの構築提案資料を制作し販路開拓

621 埼玉県 ローショコラアートMIO お試し販売とチョコレートケーキの商品開発による定期購入の拡大

622 埼玉県 株式会社トルシーコーポレーション 7010801017326 食べ比べ＆食べ放題イベントをテラス席で実施する販路拡大計画

623 埼玉県 都幾川珈琲 デザインクッキーの試作開発および製造工程の改善による販路開拓

624 埼玉県 A　ｃｏｍｐａｎｙ 作業所開設による販路開拓と中古車販売開始による事業基盤の確立

625 埼玉県 株式会社H.S.F 8011001118392 職人養成講座販売開始による新規売上獲得

626 埼玉県 ビューティサロン美容室 地域初、トータルビューティー美容室の展開

627 埼玉県 オーパス　ワン 専門雑誌掲載による「こだわり層」「マニアック層」向けPR活動

628 埼玉県 有限会社花工場 6030002122560 モルタル造形無償キットと古材ガーデンハウス展示品の制作

629 埼玉県 タカノ表具店 襖紙の魅力を伝える情報発信による新規顧客の開拓

630 埼玉県 野口社会保険労務士・行政書士事務所 ホームページ・チラシ・デジタルサイネージによる販路開拓

631 埼玉県 株式会社オフィー 9030001087439 売り場拡大によるプロモーション強化

632 埼玉県 有限会社福島通信工業 2030002116293 終活・空き家対策のお手伝い！解体業・遺品整理業の展開

633 埼玉県 CHRONOS ソフトクリームをメインとしたスイーツ販売における顧客増強計画

634 埼玉県 izayoi 独自ブランドの起ち上げと直販体制の確立

635 埼玉県 Pasyari 卒業式の映像制作「最後の学活」事業の展開
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636 群馬県 真理依のロースイーツ教室 地域発展と新規顧客獲得のためのワークショップ開催に伴う事業

637 埼玉県 Zakka Cafe Rose House 新たなカフェメニューで事業の安定とお客様の心をつかむ

638 埼玉県 髙木プラスチック バリ取り工程の自動化による生産性向上

639 埼玉県 野澤建設 Re ガーデンでお庭の刷新！おうち時間をもっと素敵に！

640 埼玉県 岡安建築 まちのシェア工房を通じて楽しい暮らしをつくろう

641 埼玉県 株式会社AZUPEN 9030001070262 おもてなし規格認証取得による販路開拓事業

642 埼玉県 宮﨑畳店 新商品「猫にまたたみ（猫用敷畳）」のネット販販事業

643 埼玉県 株式会社NSB 2030001139915 立体炊飯器導入により生産能力拡大と販路の拡大

644 埼玉県 株式会社　緑屋樹木医事務所 3030001124973 スパイダーリフトのＰＲ及びカニクレーン導入による生産性向上

645 埼玉県 Hair Design LOOKER 更なる雇用と売上拡大の為の店舗展開後の創客

646 埼玉県 mino’aka hair 本格骨格調整ヘッドスパ導入による高付加価値サービスの提供

647 埼玉県 北埼菌茸センター 事務所店頭改装による「西田さんちのしいたけ」直販強化

648 埼玉県 坪内音楽事務所 目立つネオン看板で販路開拓する事業

649 埼玉県 株式会社ケイアシスト 4030001131333 BtoC向けのブランディングによる直接受注体制の確立

650 埼玉県 いちごファクトリー 生産物の鮮度向上を図る「お客様満足度アップ」事業

651 埼玉県 有限会社岡埜本店 5030002055563 イートイン拠点の新設など和菓子を身近なものにする取り組み

652 埼玉県 松原グリーンファーム よりおいしくなったお米をこだわり顧客へ直接お届け

653 埼玉県 TRY&ERROR 長く乗り継いでいける輸入車ユーザー向けの販路開拓

654 埼玉県 Quiche & Sweets fuWAri ギフト向けフルーツタルト専門店としてのリブランディング事業

655 埼玉県 株式会社rise 6030001134227 一球入魂！油圧式クリッカー抜き機導入による新事業！

656 埼玉県 オートパーツセンター タイヤ交換サービスを開始して、新たな顧客を取り込む

657 埼玉県 有限会社伏見屋 7030002039787 酒屋の地域店舗連携によるＩＴ活用「お酒と肴の定期販売」

658 埼玉県 ガレージカナモリ 「魅せる展示場化」＋「感覚的訴求」による販路開拓事業

659 埼玉県 株式会社ブラウンワーク 8030001117122 住宅地盤調査でのノウハウを活かした土木分野への進出

660 埼玉県 株式会社秋田屋 6030001069299 店舗売店併設による商品開発と顧客層の拡大

661 埼玉県 ジェラート工房四つ葉のクローバー 新プレハブ店舗で取り組む売上アップ計画の推進

662 埼玉県 株式会社槻川住建工業 9030001089781 アフターコロナ時代に適合するテレワークブースの標準化と拡販

663 埼玉県 有限会社マル井印刷 3030002047876 デジタルシールプリンター導入による販路拡大

664 埼玉県 株式会社ブレイン 8030001111397 web広告事業における新規顧客獲得と弊社サイトユーザーの確保

665 埼玉県 株式会社 新生化工 3030001090299 観光を軸に地域活性化～土産品用オリジナルパッケージの開発～

666 埼玉県 コバデン 新たな取組！盗聴盗撮機器の調査事業の展開による売上向上

667 埼玉県 浅見牛乳販売 「浅見牛乳販売」を前面に打ち出したイベントの実施とHPの改善

668 埼玉県 季恵 オリジナル商品販売による告知機能改善、集客力アップ事業

669 埼玉県 株式会社熊谷設備工業 8030001051841 エンドユーザーとの直接取引で住宅設備機器の取扱いを増やす事業

670 埼玉県 BIGHEAD 店内イベントを拡充し、家族層とデザインカラーの集客力強化

671 埼玉県 TakeChance 高度なライブ映像配信サービスの開発と売上拡大

672 埼玉県 株式会社DELICIOUS　STYLE 6030001121349 USIXの業態分割によるコンセプトの明確化と販売促進

673 埼玉県 SHINAカイロプラクティックセンター HP開設によるカイロの普及とチラシ配布･看板設置での新患開拓

674 埼玉県 株式会社凜大産業 7030001119292 気軽に立寄れる地域の「住まいの相談窓口」になるための宣伝事業

675 埼玉県 ヘアーサロン静 高齢者向け理髪サービスの拡充による売上増加

676 埼玉県 有限会社サンユー塗装店 3030002097698 外壁塗装と屋根の改修工事のワンストップサービスの提供

677 埼玉県 五ッ葉 焼きそばの製造能力増強と山椒おかきの商品化による販路開拓

678 埼玉県 柿源漬物株式会社 2030001087445 「乾燥たくあん商品販売計画」

679 埼玉県 松本美建 「なくてはならない左官屋を目指して」生産性向上及び新規獲得

680 埼玉県 株式会社サンエー 3030001056135 レーザー彫刻機を導入し多様化するパーソナルギフトニーズに対応

681 埼玉県 たけっちカフェ ペット同伴者や車いす利用者でも入店しやすいカフェづくり

682 埼玉県 有限会社　広沢モータース 6030002093892 高齢者や女性でも入出店しやすい整備工場

683 埼玉県 塚田建築所 建具・家具製造の受注増加による生産性向上及び新規獲得事業

684 埼玉県 有限会社大木ミシン商会 7030002055537 家庭用ミシンの魅力発信（モノ消費からコト消費へ）

685 埼玉県 オクムサ・マルシェ 「団体向け遊休スペースを、付加価値型の癒し席へ」

686 埼玉県 こんがりかんだ ファミリー層に向けた薄切りフランス食パンの予約販売開始

687 埼玉県 オフィスラッコ株式会社 3013301040611 ３Dスペースと動画・Webを組合わせた新たなメディア事業

688 埼玉県 正喜バル イベント出店の強化と地域食材活用による集客力向上戦略
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689 埼玉県 マッサージ＆はりきゅう院　温流 ラジオ波機器導入で妊活から産後ケアまでをトータルサポート

690 埼玉県 有限会社兼久 5011602010455 新規顧客開拓を図る！キッチンカーで独創的なメニュー提供を実現

691 埼玉県 誠和歯研 新素材の高品質な入れ歯製造による保険適用外商品の販路開拓事業

692 埼玉県 Fease 新規顧客獲得に向けた新商品の開発

693 埼玉県 株式会社SP 9030001062854 中古車買取り事業で、査定0円の車買取り地域一番店を目指す

694 埼玉県 ＡＬＬ　ＭＹ　ＴＥＡ 自然栽培のバラとハーブを使った自社農園で福祉と繋がる商品開発

695 埼玉県 壱両株式会社 9030001138555 古物の良さを浸透できる商品開発と内装ディレクション事業の開始

696 埼玉県 株式会社メディウェイズ 3030001120618 地元住民同士の助け合いサービス利用者増加の為の販路拡大

697 千葉県 NAO司法書士事務所 街の身近な法律相談所を目指して、安心・安全な事務所の整備事業

698 千葉県 株式会社フロッグキューブ 4040001094463 千葉市で初の完熟マンゴー生産販売を実現する事業

699 千葉県 MIKUA 身体に関するあらゆる問題を解決するワンストップサロン事業

700 千葉県 有限会社新井自動車 1040002062769 生産性向上設備の導入による売上増加と顧客満足度向上

701 千葉県 株式会社オーディオファイル 4040001056819 3Dプリンター等の活用による売上拡大及び新規顧客獲得事業

702 千葉県 株式会社ウインターハート 9040001106115 ネット集客に強いWEB制作会社が外壁塗装店をプロデュース

703 千葉県 パーソナルジム　ＲｅＶｉＮａ 高齢者向けトレーニングも行うパーソナルジムの認知度向上

704 千葉県 AK GROUP株式会社 9030003014457 本格的タンドリーで作る本場のナンをカレーと一緒に提供します

705 千葉県 幸地建装 集客連動型複合店舗におけるテイクアウトカフェ部門業績強化事業

706 千葉県 bloom COFFEE 機械装置導入による経費削減と、新規事業開拓

707 千葉県 滝沢塗装店 車庫改装による作業効率向上と網戸張替や家具塗装による販路開拓

708 千葉県 株式会社　香取園芸造園 3020001112228 カフェテラス席設置による売上向上への取り組み事業

709 千葉県 株式会社　こだま 9040001074667 ㈱こだまのITとメディアを活用した販路開拓と利便性向上事業

710 千葉県 ほほえみヨガスタジオ 「プライベートヨガスタジオ」設立による個別プログラム提供事業

711 千葉県 株式会社鶴嶋製作所 1040001063982 製造工程のボトルネックを解消して事業継続性を高める事業

712 千葉県 安藤泉土地家屋調査士事務所 製造整備の補強による、生産量の拡大及び新商品カテゴリーの拡大

713 千葉県 有限会社　風のみどり塾 7040002002760 「杉井明美のペチュニア」ポスター、小冊子等の配付による拡販策

714 千葉県 MC PANDEMIC 粉体塗装設備導入によるパーツ製造・販売及びカスタム塗装内製化

715 千葉県 株式会社 千葉うまかっ部屋 1040001055377 日常生活に彩りを与える、驚きのスイーツの移動販売

716 千葉県 新玉屋肉店 新規フライヤーと電子調理機導入による販路拡大事業

717 千葉県 ファームいしばし 機械設備導入による新規顧客獲得と新商品の開発事業

718 千葉県 有限会社　豊明殿 2040002101245 新ベッドルームオープンに合わせたお客様への情報発信方法の見直

719 千葉県 レストランヴォン 客層に合わせたヘルシーハンバーグ＆こだわりステーキで二毛作

720 千葉県 有限会社大定 5040002071312 最新型オーブン導入による調理時間短縮と顧客満足度アップ

721 千葉県 きょなん株式会社 1040001099234 地産地消の拡大「桜燻製スライスベーコンとピクルス」製造販売

722 千葉県 株式会社　萬栄 4040001074663 ウィズコロナ時代を勝ち抜くため設備導入による新規顧客獲得事業

723 東京都 三蔵工業株式会社 8011701003373 プラスチック原材料の高騰下における成形不良防止と歩留まり改善

724 千葉県 合同会社FunLab. 8040003018870 脱少子化！温活施術機器（ラジオ波）を用いた妊活整体コース新設

725 千葉県 株式会社ふさぶさ 9040001074766 真空包装機器の導入により、販路開拓を推進する事業

726 千葉県 三楽食堂 質と量にこだわる定食屋が調理時間の短縮と新発酵料理で売上向上

727 千葉県 株式会社千代本商店 6040001028213 メガネ販売に加えて補聴器販売を追加し更なる事業拡張をする事業

728 千葉県 Ｎａｉｌ　Ｒｏｏｍ　ＨＡＮＡＢＩ 新メニュー導入による売上増加と人材育成戦略

729 千葉県 株式会社サンコー 6040001093711 ドローンによる噴射受粉～鎌ヶ谷名産「梨」等のスマート農業支援

730 千葉県 散歩カフェ テラス席の有効活用と店舗外観のイメージアップ

731 千葉県 合名会社松田商店 1040003004563 オトナ達が熱狂するホンモノの「灰干し干物」を、BtoC でお

732 千葉県 株式会社メディカルヘルスオンライン 2040001123018 働き盛り世代の健康維持と療養生活を支援する事業への新展開

733 千葉県 ANDO YOGA WORKS サウナ設置&LP・SNS等を活用した集客の仕組み作り

734 千葉県 サノデザイン 花の里カフェ再開事業

735 千葉県 有限会社　斉藤留次商店 4040002078317 高品質な大網白里産落花生の供給体制強化によるブランディング

736 千葉県 株式会社　かね八 7040001075114 トイレと個室のバリアフリー化による個人客の来店誘致

737 千葉県 町家レストラン　Shimiya 新規顧客獲得のための料理・飲料向上事業

738 千葉県 ピアノ・リトミック教室ハッピーミュージック プレピアノに通う新規生徒集客のための駐車場設置

739 千葉県 株式会社アールイーナンバー 4040001085792 エア遊具事業の効率化とオリジナルブランドの確立

740 千葉県 株式会社レイテッド 8040001057631 トルコンチェンジャー導入により売上向上と作業の効率化

741 千葉県 憲行整体院 低刺激の体膜リリース整体で地域のお年寄りの健康回復に貢献
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742 千葉県 大橋林材株式会社 9040001075145 プレーナー加工の内製化による納期短縮と新サービスの展開

743 千葉県 クライミングOLIOLI クライミング環境整備による売り上げアップ事業

744 千葉県 サンライズソルト 海水濃縮装置の導入で生産量を増やし販路開拓を目指す

745 千葉県 RITA株式会社 6040001107090 年中無休営業へ向けた効率性の向上と利用頻度向上施策の実行

746 千葉県 才兵衛 真空包装機の導入により年間を通じて美味しい鴨料理を提供する

747 千葉県 魚定 当店名物「ジャンボ茶碗蒸し」による定食メニュー単価向上事業

748 千葉県 株式会社千恵建総 5040001107463 新規顧客の獲得を目指す、ブランディング構築＆集客促進事業

749 千葉県 合同会社ビーライト 8040003014606 軽量アルミスタンションの開発

750 千葉県 DUCK DIVE 冬季期間中のドライスーツ等無償貸与による冬季ダイバーの獲得

751 東京都 みどり整骨院 最新設備の付加価値の高い新サービス導入による新規顧客開拓

752 東京都 株式会社チャレンジワールドトラベル 9012801019721 広告展開を行い、販路拡大を行う事業

753 東京都 株式会社CHAISUU 2012401035431 エコーの導入による顧客満足度の向上＆患者のリピーター化の強化

754 東京都 株式会社 永輝 4012801019478 24時間非対面で手に入る！自動販売機を用いた冷凍食品販売事業

755 東京都 株式会社ユアーズ 8012401004091 デザインクロスを軸とした新たなハイブリット集客事業

756 東京都 株式会社　ロープアクセス 7012401038586 新機材導入による、ＰＣ橋・斜張橋・鋼橋調査業務の拡大

757 東京都 合同会社神﨑商事 6012803002430 新店舗の立ち上げによる営業エリア拡大戦略

758 東京都 株式会社ナチュラル・スタンス 2011801036106 新たなアウトドア商品の通販サイト販売への販路開拓の取り組み

759 東京都 株式会社河西 4012800000363 販路拡大、新規顧客獲得のためのパンフレット作成と配布

760 東京都 わんちゃんの美容院からちゃん 自社 HP の制作とペット用火葬車の改装による売上の増加

761 東京都 コーヒールル 焙煎プロファイルを生かした自家焙煎コーヒー豆の卸売販売

762 東京都 株式会社ミューテック35 6013401000743 米国ジュエリー関連展示会に出展し、海外市場への展開を図る。

763 東京都 株式会社ウェルラボ 9013101008902 法人系企業新規顧客開拓戦術としての販路開拓業務

764 東京都 Hare-Bare 新規顧客獲得のためのチラシ配布と黄土よもぎ蒸し器導入

765 東京都 イングリッシュスクラム 法人向けに特化したグローバル実践力強化レッスン事業

766 東京都 有限会社ビ・ダーン 9012702009086 AVEDAのカラーやヘッドスパの販促用HPとチラシ制作・配布

767 東京都 ティムヘアーギャラリー 販路拡大と増収増益を目的とした『無人カフェ』事業。

768 東京都 wan wan base 目立つ看板設置により当店を認知させ新規顧客を獲得する。

769 東京都 ハフィ株式会社 1030001106247 看板設置・DM等による宣伝強化・展示会への出展による販路開拓

770 東京都 株式会社フォーサークルズ 2010101015043 パパ・ママ応援カフェを活用したコミュニティデザイン

771 東京都 有限会社たべ研 4012402006347 新規顧客獲得のための地域広報及びホームページの開設

772 東京都 クマセイサク合同会社 2012403005093 視覚からも音楽を楽しめる全く新しい収納家具の認知度向上計画

773 東京都 らいおん亭 地道な販路開拓による新規顧客獲得のための餃子革命事業

774 東京都 若山　彩子 コスモスギャラリーのターゲット層拡大のための広告・展示事業

775 東京都 BOULANGERIE LE PONT 地元野菜を使用した冷凍パン販売、ECサイト新規開設

776 東京都 株式会社リミットエイト 8012401032695 OTHELLOの魅力をアピールするLP作成及びチラシの作成

777 東京都 リンパデトックスサロン・フロー 保健師が提供するリンパデトックス・エステ施術とセルフケア指導

778 東京都 CAB株式会社 2012401033955 液状肥料「HABITS」を使用した農業生産性向上事業

779 東京都 株式会社　ＧＯＤ 5012701012994 一般消費者向けの電気のリフォーム・太陽光発電事業の販路開拓

780 東京都 フォトサンキュー 商品撮影のどこでもスタジオ化及びスポーツ撮影・動画撮影の参入

781 東京都 サンエースリフォーム 地域住民向けセミナー実施を通じて販路開拓

782 東京都 株式会社小さな都市計画 9012401025095 イートインスペースの充実とウェブサイトの充実

783 東京都 ぽぽ タレにこだわった庶民派焼肉・ホルモンのネットショップ販売

784 東京都 ラレシーブオーバンブー合同会社 5012703000989 B2B販路で売上向上を担う新たな製造現場と生産性向上の取組

785 東京都 デザイン事務所フォワーズ デザインスクール開校にあたる生徒募集の実施

786 東京都 二神幹アスリート研究所 動画とチラシを活用した情報発信による新規顧客の獲得と販路拡大

787 東京都 関屋　美由紀（With life） ピアノ教室の新規受講者獲得に向けたプロモ－ション展開

788 東京都 コロリエ Web活用✕少数精鋭チームで狙う！外壁塗装の販促強化

789 東京都 株式会社野島工務店 2013101006870 自然エネルギー住宅の推進・中古住宅リノベーション事業への参入

790 東京都 有限会社マイ・エス国立 4012402008517 シニア層の新規獲得に向けたチラシ・看板で認知度アップ！

791 東京都 株式会社テーブルコミュニティ 7012701013784 ファサード、駐輪場、サイト整備による集客向上の取組

792 東京都 ジュエリー工房ＭＥＲＵＭＯ ジュエリーCAD＆３Dプリンター導入で受注率向上＆コスト削減

793 東京都 エスパシオ音楽教室 高齢者向けピアノレッスンと脳トレで楽しく認知症予防

794 東京都 みなよし バージョンアップした買物代行を更にサービスが必要な方への展開
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795 東京都 KaiSei FP office成城 多角化した事業をカタログで整理し、新事業周知と信用力向上!

796 東京都 やさしいパンのお店PINO 新規卸業務による通信販売業での売り上げの拡大事業

797 東京都 株式会社N’sティーカンパニー 1012401023379 BtoB取引拡大に向けた販路開拓事業

798 東京都 行政書士李国彦事務所 新規顧客・販路開拓のための地域広報及びウェブ広告強化事業

799 東京都 末次興産株式会社 1012701000490 第１回国際発酵・醸造食品産業展　展示出展事業

800 東京都 株式会社HVET 9012401032232 ネットでの情報発信による当院強みの認知度上昇と診療圏の拡大

801 東京都 和風レストラン海風シーウィンズ 島民のニーズに合ったテイクアウトと宅配サービスの導入

802 東京都 しまとあお 高林商店併設の新しいコミュニティを造る宿泊施設事業。

803 東京都 株式会社イーエスピー 9012701004369 電飾文字看板によりＶ２Ｈ設備の認知度を上げ販売拡大につなげる

804 東京都 ぎんのいずみ子ども園 園舎の安全性確保と、新規サービス開始等による知名度アップ事業

805 東京都 新川鍼灸整骨院 新規鍼灸治療PRの為の販路開拓事業

806 東京都 有限会社ウエダ 9012702013526 3世代「家族丸ごとダイエットサポート」で健康美と笑顔づくり

807 神奈川県 クッカ　ニューボーンフォトグラフィー ニューボーンフォトの認知度アップ、独自プランによる顧客獲得

808 神奈川県 さがみ野こころ整骨院 看板、チラシポスティングによる新サービスの認知拡大

809 神奈川県 内藤パソコン・石けん教室 折込、ポスティングによる教室とショップサイトの認知度アップ

810 神奈川県 キッチン　樹良々 インパクト効果が大きいロゴ入り看板設置による店舗周知顧客確保

811 神奈川県 美容室　プラタナスの樹 最新AI技術による店内環境の安全性化と経費節減事業

812 神奈川県 株式会社アトリエミッチー 8021001067928 受注拡大に向けた広報活動および生産性向上のための縫製機器導入

813 神奈川県 つくいマルせい農園 生産者直売とブランド力強化による有機栽培農作物の販売強化計画

814 神奈川県 株式会社レイテック 6021001072046 海外の自動車修理ニーズが高い「工具ブランド」の立ち上げ

815 神奈川県 株式会社紅製作所 3021001064723 チタン材精密加工技術を活かした半導体製造装置分野への販路開拓

816 神奈川県 PauHana お1人様客対応店内の改修工事とタウン誌PRによる売上向上事業

817 神奈川県 IDEA合同会社 8021003006529 不登校支援内容・来塾者の変化のストーリーPR

818 神奈川県 合同会社空想工房 4021003011458 「具だくさん無添加冷凍いなりずし」製造とオンライン販売

819 神奈川県 株式会社　宮崎塗装 1021001069682 看板設置で高品質・低価格・誠実サービスPRし地元客を新規開拓

820 神奈川県 株式会社緑建設 6021001016374 ドローンを使った屋根・外壁点検による住宅リフォームの販路開拓

821 神奈川県 有限会社ハックルベリー 7021002029705 メニュー＋建物・空間トータルの店舗訴求強化による売上増加計画

822 神奈川県 ＡＰＩＥ合同会社 9021003010224 ルクマ認知度向上を狙った新たな小売販売活動ツールの整備

823 神奈川県 山川草木 高所作業で危険木を除いて地域住民の不安も除く

824 神奈川県 守谷畳店 生産設備導入による生産性向上で機会ロスの回収で売上アップ

825 神奈川県 シーホース 女性ホルモンに特化したエステサロンのＰＲで新規顧客獲得

826 神奈川県 株式会社ベルテックスガレージ 5021001043238 新HPとタイヤチェンジャーで販路を拡大させ新規顧客を増やす

827 神奈川県 ＲＩＥ　ＭＯＲＲＩＳ 新たなサウンドで認知度向上！効率的な広報活動の確立

828 神奈川県 まごころアロマ 認知度向上、新規顧客獲得及びリピート客維持のための広告強化

829 神奈川県 割烹　北国 店内環境改善とオリジナルメニュー表構築から新規顧客の獲得

830 神奈川県 有限会社ふれんどりぃ 9021002048538 利用者たちの作品を展示する展覧会を開催し当社認知度向上を図る

831 神奈川県 合同会社室定商店 5021003002308 新店舗のPR強化と設備導入にともなう顧客満足の向上

832 神奈川県 株式会社　北陵開発 5021001016202 競争が少ない歩道切り下げ工事の販売経路に不動産会社を新規開拓

833 神奈川県 株式会社SWING 8021001065824 展示商談会出店による販路開拓及び動画によるブランディング戦略

834 新潟県 有限会社新光園 4110002013159 新事業のパンフレット・動画制作による販路拡大

835 新潟県 有限会社品田総合設計事務所 9110002027880 新潟支店の有効活用と、業務効率化に関するソフトウェアの導入

836 新潟県 はなどり お客様目線での店づくりとテイクアウト市場の開拓強化

837 新潟県 渋木溶接 3D定盤ツールの導入による生産性改善と賃金引上げ計画

838 新潟県 ペンション永倉 客室の減音工事によるワーケーション利用の新規顧客獲得

839 新潟県 有限会社丸正建設 1110002006272 広告やパンフレットを利用して知名度、認知度を向上させる

840 新潟県 麦んち ペット受入れ施設の新規導入によるペット飼育顧客層の取込み

841 新潟県 居酒屋　碧 冷凍食品自動販売機を活用したテイクアウト商品販売

842 新潟県 株式会社こうふ空調 3110001034009 苦手分野を克服する設備投資による顧客満足度及び受注向上

843 新潟県 株式会社　木村板金工業 7110001020186 ドローンを活用した建造物の非接触調査・点検システムの構築

844 新潟県 青南総合農園株式会社 3110001032086 電光掲示板によるタイムリー且つ効果的な情報発信で集客力アップ

845 新潟県 T-RISE 新規顧客の獲得と販路拡大に向けた新サービスの開始

846 新潟県 有限会社明和運送 1110002000218 自動車メンテナンスサービスにおける新たな手法導入と販路開拓

847 新潟県 株式会社 中越 6110001014412 新潟県の地金魚「越後玉さば」を輸出するための生産性向上事業
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848 新潟県 若井事務所 天空露天風呂導入による宿泊事業の販路拡大

849 新潟県 砂礫 車で来店される方に向けた新サービスの提供と駐車場の整備

850 新潟県 有限会社旅館おかやま 8110002025159 玄関のバリアフリー化による高齢者・車いす使用者の利用促進

851 新潟県 株式会社クレシェンド 8110001009220 事業所向け弁当事業と売上げ拡販施策

852 新潟県 ヘア　コルテオ 新たなトリートメントシステムの導入で客単価と回転率をアップ！

853 新潟県 CHUZAN 顧客満足度向上を叶える機器の導入とアナログとデジタル集客戦略

854 新潟県 有限会社大和自動車 2110002025619 4トンリフト導入による顧客ニーズへの対応と販路開拓

855 新潟県 有限会社モンルポ 3110002025147 インバウンド集客のための客室洋室化

856 新潟県 有限会社人生のりのりセンター 9110002009953 フリースクール存続の為のオーブンで焼き菓子販売売上拡大事業

857 新潟県 株式会社アラフェルム 3110001035329 少ロットでの農産物加工品の開発・製造

858 新潟県 有限会社丸勝 2110002033308 古民家で新潟の癒し空間を体感できる店舗づくりで新規顧客獲得

859 新潟県 長澤精機株式会社 6110001016862 新規顧客獲得のため展示会用パンフレットの作成

860 新潟県 アリショー商店 テレビCM及びYouTube広告による販路拡大

861 新潟県 ゆう美容室 リラクゼーションスパ導入事業

862 新潟県 株式会社井嶋組 3110001026154 メンテナンス市場における超強力吸引車を用いた販路拡大戦略

863 新潟県 岩瀬の清水そば 製麺場を整備して麺類製造許可を取得し、ECサイトで通販開始

864 新潟県 合同会社MUC　GLOBAL 2110003003697 大きい看板を設置し集客を狙う

865 新潟県 なにわ茶屋 障害者と共に働くスープ製造販売による売上増加事業

866 新潟県 株式会社　ほそかわ農場 8110001036371 DM発送による新米とギフト販売で売上倍増

867 富山県 藤岡農園 プレミアム感を高めたお取り寄せ商品の提供による非対面販売拡大

868 富山県 焼肉・鉄板ダイニングGOTTERI ファミリー層をターゲットとした新メニュー開発による収益力強化

869 富山県 合同会社ファインプレイス 6230003001479 遊休施設をダイバーシティに活用し、町の活性化を図る

870 富山県 株式会社北庄 2230001009445 店内環境の大幅な改善による生産性・顧客満足度の向上

871 富山県 縁 コロナ禍における受入来客数増加に向けた施設環境整備事業

872 富山県 株式会社　フジタ 8230001011288 多様性に対応した工場見学の環境整備

873 富山県 IoTRY IoTによる現状把握からデジタルツインによる未来予測

874 富山県 有限会社片口屋 7230002013945 鰤醤味の焼き鳥を瞬間冷凍しECサイトなどで全国に販売する

875 富山県 WASHIZUKA GLASS STUDIO 大量生産の実施による販路拡大計画

876 富山県 株式会社　irodori labo 6230001019110 「置き型社食サービス」の認知拡大・新商品の開発

877 富山県 アートキューブ石崎 新サービス「エステティック・脱毛」PRチラシで販路拡大

878 富山県 株式会社蛯米水産加工 9230001000430 新商品を主軸とした店頭小売販売増加、及びＥＣ販売の本格展開

879 富山県 プチフールテレサ 知名度向上による来店客数の増加と地元産米粉を使った商品開発

880 富山県 アルパカ舎 民泊事業進出による新たな顧客層の獲得と既存事業との相乗効果

881 富山県 有限会社山崎自動車 3230002012439 外国車の整備対応体制の構築

882 富山県 松嶋建設株式会社 3230001006532 インターネット上地図で道路等の現状を鮮明な画像で確認する技術

883 富山県 有限会社佐々木 5230002001365 自社所有の空きテナントを利用した室内型貸トランクルーム事業

884 石川県 もりもり工房 ターゲットを絞った雑誌広告と物産展出店で新規顧客の獲得事業

885 石川県 白山キッシュハウス　クゥーイ 移動販売車によるイベント出店での白山キッシュ知名度向上

886 石川県 松本工業 株式会社 4220001015731 2拠点化と高速補給で「お待たせしない」ガソリンスタンドへ

887 石川県 ３R YOGA ROOM 新規サービスと強みの発信による顧客獲得

888 石川県 A.K.I.office 研修事業の販路を拡大するためのツール制作

889 石川県 Private salon Ka-ne よもぎ蒸しを取り入れた冷え・脳疲労に特化したサロン

890 石川県 カワモト鈑金 次世代調色システム導入で今以上に顧客目線での提案を提供。

891 石川県 株式会社ウイング重内 9220001015719 ＱＲコード付タグを導入しネットと売場の融合による販促の強化

892 石川県 有限会社福昌 1220002011534 高性能フライヤー導入による新メニュー開発で売上アップ

893 石川県 スマイル 男性客が利用しやすいメンズエステサロン事業への進出

894 石川県 サンライズアウトドア 「テントサウナ事業」立上げによる、新規顧客獲得事業

895 石川県 小林工芸社 縫製商品とデザイン力で販路拡大と組織改革

896 石川県 M.Raffine 瘦身エステ機器導入による新メニュー開始と若年女性層の取り込み

897 石川県 株式会社きぬや 4220001021390 ガチャガチャと利用した地元キャラクターを使った商品開発事業

898 石川県 合同会社subloc 3220003002943 新規・リピーター顧客獲得のための店舗改装事業

899 石川県 株式会社　大一家具 5220001016043 お客様が居心地の良い、スタッフが販売アプローチのしやすい販売

900 石川県 株式会社　ヴェリテ 7220001019746 人生100年、高齢者、障がい者に優しいユニバーサルサロン展開
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901 石川県 タイヤ持ち込み ホイール専門店 PITBULL 能美市初のTPMS施工を入口としたスタッドレス販売強化事業

902 石川県 武蔵屋 地元産農産物（加賀蓮根）を活用し、新たな顧客層を開拓

903 石川県 炭火ダイニングike 牡蠣漁師が能登かきを県外へ発信する事業

904 石川県 鎌田　克慈　うるし工房 パンフレットやＨＰと連動したネットショップ開設で販路開拓

905 石川県 大判焼あんやと 古代米を使ったみたらし団子の開発と販売事業

906 石川県 ひらみゆき農園 キッチンカーを用いた新商品販売によるブルーベリーブランド向上

907 石川県 合同会社　山立会 2220003002416 観光客をターゲットとした「お食事＆農業体験プラン」の集客強化

908 福井県 小林デンタルラボ ３Dスキャナを活用した歯科技工の生産性向上と販路拡大

909 福井県 坂川鈑金 雪国ならではの新サービス「自動車の下回りの防錆処理」の提供

910 福井県 イーグル設計株式会社 1210001017541 3Ｄプリンター導入によるブロック製品製造体制の構築

911 福井県 株式会社ヤマゴ 4210001009619 大型小売店からの受注に対応するための設備の導入

912 福井県 横堀建築 家具造作の施工体制を構築し受注単価を向上させる

913 福井県 西田中モータース 高機能点検ツール（車両診断機）導入による生産性向上

914 福井県 有限会社山口テクニカル 6210002003841 設備導入による販路開拓、現場作業の効率化、人材育成事業

915 福井県 株式会社タクエツ 6210001002316 永平寺町ブランド認定品「龍麺・えい坊チップス」の販路開拓事業

916 福井県 パティスリー　ル・タニ リアルでもオンラインでも目立つ店舗外観のリニューアル工事

917 福井県 イタリア料理ボンジョルノ 急速冷凍機導入による本格ピザ・特製パンテイクアウト強化事業

918 福井県 南川荘 季節メニューの店頭大型看板掲示による集客力向上

919 福井県 加藤石油 カーケア事業強化のための設備導入とPR

920 福井県 山楽亭 多言語広報物制作による売上増加事業

921 福井県 企業組合新ちゃんみそ 8210005009842 専門店からの受注に対応するためのパッケージ刷新とチラシ作成

922 福井県 有限会社　竹内鉄工 2210002007334 新たな販路開拓及び生産性の向上を図るための設備導入事業

923 福井県 M-speed株式会社 9210001015307 ハイラックス・ハイエース専門店への認知度拡大と体制整備

924 福井県 パソコンじゅく　丸岡教室 中高生のためのロボットプログラミング講座の開講と販売促進

925 福井県 上山精肉店 今庄宿イベントでの物販によるPRと売上拡大

926 福井県 十割そば　いたどり そばの提供スピード及び品質の向上の為、厨房改良・ホール改装

927 福井県 杉本瓦店 地域ニーズを踏まえた事業に取り組むための体制整備と販路開拓

928 福井県 松喜 サイクリング客を獲得するための駐輪及び休憩場への改修事業

929 福井県 Komorebi 米粉サンドイッチ、スイーツ販売による客数・客単価UP事業

930 福井県 晴れのち、もっと晴れ 古民家改修によるDIY体験の提供と販路拡大

931 福井県 海生丸 顧客獲得のため家族や女性の満足度をUPさせるための設備の導入

932 福井県 だるまや菓舗 ＳＮＳ映えするノスタルジック溢れる店舗改装による観光客集客

933 福井県 株式会社馬面昭栄堂 2210001014389 新HPを活用した新商品PRによる販路開拓事業

934 福井県 渡辺治兵衛 観光客に訴求するための店舗サイン設置と新商品パッケージ制作

935 福井県 株式会社 hplus 4210001017555 「アウトドアを楽しむ家」を提案する体験型屋外ショールーム開設

936 福井県 hair design Origami 髪質改善メニューの提案により客単価、来客数のアップ

937 福井県 有限会社林ブロー工業所 5210002002877 新規設備導入により稼働率ＵＰ、品質向上で受注増強

938 福井県 有限会社エッチジェイケイ 8210002000548 お取り寄せ需要等を確実に捉えるための生産体制整備・販路開拓

939 福井県 山崎吉左衛門紙業 設備を更新することで品質と共にブランド価値の向上を図る

940 福井県 ケンザワモータース 全自動ガス交換機導入による顧客サービス向上と新規顧客獲得事業

941 福井県 株式会社ナカノ 9210001016577 冷凍技術を向上させ、冷凍総菜・精肉を共働き世帯等に訴求する

942 福井県 有限会社山下商店 2210002011113 設備改修により快適性を向上させ、新サービスで満足度向上を図る

943 福井県 田辺勘右衛門 福井梅の知名度向上と梅干しの販路拡大に向けた生産設備導入

944 福井県 株式会社　肉研 6210001002794 デジタルツールを使用しての販売促進と、それに伴う作業効率化

945 福井県 さんぱつや 訪問介護美容の事業拡大とＨＰ新設等による認知度向上事業

946 福井県 美山美容室 より安心して過ごしていただける店舗作りによる販路開拓事業

947 福井県 杏家 開業した自宅カフェの認知度向上と集客増加を図る

948 福井県 橋本建築 新たな設備の導入による新規販路の獲得と情報発信の強化

949 福井県 しろごろ 生産性向上と新メニュー開発の為のオーブン及び冷凍庫導入事業

950 福井県 株式会社白菊 2210001010900 商品開発と店舗改善による店舗集客力強化事業

951 福井県 株式会社Sourire 7210001016397 自動成型機とプリントクッキー製造による生産性向上と販路開拓

952 福井県 味くらべ 新規メニューの開発及び新たな提供方法の導入による営業強化

953 福井県 株式会社 社會．G 2210001018687 観光客向け手ぶらで釣り体験による遊漁船利用促進と売上向上事業
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954 福井県 有限会社一休 4210002010906 四季折々の新規メニュー開発と情報発信の強化による新規顧客開拓

955 福井県 雄福屋 店舗改装により商品陳列イメージアップを図り新規顧客の獲得

956 福井県 株式会社山下水産 8210001013492 消費者・取引先のニーズに対応した商品開発による売上向上事業

957 福井県 長谷 北陸新幹線開通による新規顧客獲得のためのお宿改装事業

958 福井県 居酒屋きんた 居酒屋の強みを活かしたランチ営業のための設備投資と販路開拓

959 福井県 はまちゃん民宿 マイクロツーリズム需要を効率的に獲得できる宿づくり

960 福井県 有限会社けんこーや 3210002002276 チラシ配布作業の効率化による、地域内宅配カバー率の向上

961 福井県 tetote訪問看護ステーション合同会社 4210003001409 広報活動の強化による認知度アップ顧客獲得事業

962 福井県 いただき繕福井越廼 絶景ロケーション！元千枚田を一望できる古民家をリニューアル

963 福井県 柏谷電機 製品加工装置である電気制御設備分野への対応による受注拡大事業

964 福井県 カワハラ ”洋服リフォ－ム”をアピ－ルして次世代の新規顧客獲得

965 福井県 株式会社　荒井正直堂 3210001000339 BtoCのため改装工事を行い新規顧客獲得と売上増加を図る

966 福井県 だいら 特産品(梅干・鯖のへしこ)の販路開拓と増産するための建物改修

967 福井県 有限会社エムティエム 4210002009205 精密部品加工精度の厳密化による受注拡大のための環境整備

968 福井県 株式会社テトテヲ 8210001014920 繁忙期・夜間の受注機会ロスに対応するための自動販売機導入事業

969 福井県 有限会社グループつくし 1210002012517 今庄つるし柿ブランドＥＣサイトの構築による新規顧客開拓

970 福井県 徳太夫 贈り物にしたくなるギフトパッケージとWEB改築による売上構築

971 山梨県 株式会社トレスエルマノス 6090001017434 日本初メキシコ文化・生活様式を伝えるタコス専門店兼工場の開業

972 山梨県 イマージュ わずかな時間で痛みの少ない光脱毛による新規顧客の開拓

973 山梨県 株式会社コンクエイト 8090001016483 販売促進の取り組みによる認知度向上で委託販売先の販路開拓

974 山梨県 とれじゃぼっくす 高齢者の満足を追求する為の店舗改装とチラシ作成による販路開拓

975 山梨県 松むしり 森の手仕事ー人と自然が柔らかく繋がるものづくり

976 山梨県 ISNET 移動販売車による「青春のトマト焼きそば」等の販路拡大

977 山梨県 Kitchen　Boo インスタ映えするキッチンカーで作る美味しいランチで顧客開拓

978 山梨県 モンテラック 富山の薬売り方式による薪ラックビジネスの展開による売上平準化

979 山梨県 株式会社大伴リゾート 1090001014279 新規事業複合施設旅の駅の認知拡大と商圏リサーチの為の広告宣伝

980 山梨県 ワコールショップサンワ フィッティングキャンペーンによる若年層・キャリア層の顧客獲得

981 山梨県 クリーニングもちづき 高品質クリーニングを幅広くPRするための広報活動及び店舗改善

982 山梨県 レストラン　メルローズ 調理効率化による商品提供時間の短縮化と迅速化

983 山梨県 有限会社笹本自動車整備工場 7090002003696 EVバイク専門店で販売～整備ワンストップトータルサービス提供

984 山梨県 有限会社　アカシヤ 5090002014002 地域拠点としての「アカシヤパートナーセンター」開設事業

985 山梨県 発酵クオリア 清里高原で育てた果樹・野菜入りのパンお菓子を地域と全国に販売

986 山梨県 有限会社　風香亭 3090002010886 顧客満足度向上のための新メニュー提供と設備改修による販路開拓

987 山梨県 あけぼの農園株式会社 4090001017007 あけぼの大豆の冷凍食品を直売する、直営店とキッチンカーの整備

988 山梨県 おいしいぶどう屋さん 物置の改築を行い、商品陳列数の確保とお客様の安全確保に努める

989 山梨県 百職 接触抗菌コーディング事業参入による生産性向上事業

990 山梨県 株式会社サンミルク諏訪 8090001007771 牛乳宅配ネットワーク活用による冷凍食品や海産物の宅配事業参入

991 山梨県 Imam 付加価値の高いヘッドスパサービス提供による販路開拓

992 山梨県 太和皇商事株式会社 1090001016201 新しい台湾系商品開発による客単価向上とウエブ販路拡大

993 山梨県 一宮運送有限会社 8090002008125 近隣農園等への集荷・持込サービスの強化と従業員休憩所の拡充

994 山梨県 株式会社おおぞら 7090001010355 モーターボート修理・販売事業の本格開始により差別化を実現

995 山梨県 株式会社エムライン 2090001004452 アライメントテスター導入による整備部門の強化と販路開拓

996 山梨県 魚丼　甲府昭和店 冷凍餃子の無人販売による新たな売上の創出

997 山梨県 合同会社栄幸ファーム 7090003001708 自社ブランドの確立と新商品開発による事業規模拡大への取り組み

998 山梨県 田尻林業株式会社 8090001017135 若手女性フォレストワーカーがチャレンジする私有林販路開拓事業

999 山梨県 小林ニットウエア株式会社 6090001004837 マスカスタマイズ生産受注拡大の為のショールーム開設とPR事業

1000 山梨県 居酒屋 彩’s 自社の強みを活かした新事業による販路拡大

1001 山梨県 有限会社バイパス清果園 9090002008941 全数非破壊糖度検査による味の保証を行ったフルーツ販売事業

1002 山梨県 柁原塗装工業所 作業スペース、打合せスペース確保による特定顧客依存からの脱却

1003 山梨県 Prosciutteria Morimoto SDGｓを推奨した八ヶ岳生ハムの食品ロス解消及び売上向上事業

1004 山梨県 観音坂食堂 メニュー再構成とＰＲツール作成、看板照明設置による売上向上

1005 山梨県 合同会社PENGUIN　CAFE 8090003001310 開放された空間で食事を楽しめるオープンテラス席設置事業

1006 山梨県 やまなし自宅葬儀社 夫婦で考える自分達らしい自宅葬と終活サポートの為の販路開拓



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8回締切分採択者一覧

※重要

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

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

1007 山梨県 ＲＥＮＥＢＡ キャンパー向けご当地商品の開発とブランディングの強化 

1008 山梨県 いえぱん実粉 発酵機導入による生産性向上と営業時間変更による新規顧客開拓

1009 長野県 創作家具工房鷹美 癒しと特別感を提供する家具・雑貨の新商品開発・顧客開拓事業

1010 長野県 la casa 自然療法に特化したイベント開催と癒しの提供で人々に貢献

1011 長野県 Fruits&Forest　ゆざわ 非接触型販売方式の強化と個人顧客向け新サービスの導入

1012 長野県 美容室つぼみ お客様の笑顔のためフェムテックの架け橋に！美容室つぼみの挑戦

1013 長野県 のあばいん 地域農産物ドライ加工による新商品開発と企業間取引への販路拡大

1014 長野県 株式会社信州市田酪農 3100005009981 廃棄ヨーグルトの資源化事業によるSDGSへの取り組み

1015 長野県 株式会社スパーゴ 4100001006593 店舗扉を解放できる様に改修しテラス席を設け新規顧客を獲得

1016 長野県 株式会社野の香 9100001032684 最新版ホームページの全面改良・リニューアル

1017 長野県 小倉いちご園 小倉いちご園の魅力を販促商品で発信　顧客を増やせ！

1018 長野県 にわにわ自然養鶏 ニワトリに会える平飼い養鶏場の顧客獲得と生産性向上事業

1019 長野県 FLK株式会社 4100001017590 イングリッシュキャンプ等の誘致と日本語WEB制作及び設備改修

1020 長野県 FFT 需要に応えるための販売拠点の構築

1021 長野県 有限会社丸石 7100002026352 遊休エリアを活用した「160㎡屋上テラス」整備事業

1022 長野県 有限会社名木山館 7100002026662 「バーベキューを取入れた多様性のあるサービスによる販路開拓」

1023 長野県 インド料理　EMPO 新商品新サービスのテイクアウトスパイスカレー弁当で販路開拓

1024 長野県 有限会社呑者屋 1100002026684 当店自慢のオープンガーデンを活用した販路開拓事業

1025 長野県 自然派ペンションパンプキン アレルギー対策の充実した設備を活かした販路開拓事業

1026 長野県 株式会社エフディハイテック 9100002016950 半導体業界への精密製品、検査装置製品の開発販路拡大

1027 長野県 上條洋蘭 高級ケーキ店の販路開拓のための設備投資、経営安定化事業

1028 長野県 リラクゼーションサロン　Chill　Life 顧客管理による業務簡素化とリピーター率向上による販路開拓事業

1029 長野県 無国籍居酒屋ワルンジュン 菅平高原唯一！居酒屋とレンタルスペースの融合事業

1030 長野県 有限会社丸治下平商店 7100002038402 豊丘村初出店となるコインランドリーの徹底周知で早期に市場開拓

1031 長野県 有限会社ジョイプラン 4100002015172 リビング改装および洗面台増設による新規顧客の獲得

1032 長野県 ゼロワン キッズや競技未経験者の為のショートポール体験レッスン

1033 長野県 カラオケスナックちか 1次会から当店へ、飲食メニュー強化による客単価増加計画

1034 長野県 長野ITサポート株式会社 1100001034738 企業認知向上のための広告宣伝強化

1035 長野県 ＣＲＡＹＴＯＳ株式会社 1100001033500 新型コロナウイルス用洗浄剤の評価技術拡充による新たな販路開拓

1036 長野県 有限会社宮川旅館 4100002006064 クリスマス商戦に向けて信州林檎を使った冷凍ピザの開発販売

1037 長野県 株式会社 まつりや 3100002005942 職人の技術と自社施設を生かしたOEM事業の展開

1038 長野県 株式会社エリモ 6100001000487 印字ラベル貼機導入による日産製造数量能力向上事業

1039 長野県 株式会社宮坂製作所 5100001021716 精密プレス部品の自動外観検査システムの開発及び実用

1040 長野県 PEP hands 寒さ対策のよもぎ・ハーブ蒸し導入による利用年齢層の拡大

1041 長野県 三美きのこ・ハーブ園 いつでもだれでも国産無農薬きのこが買える「無人販売所」の設置

1042 長野県 山村テラス 浴室改装による顧客満足度アップで利用者の増加と稼働率アップ

1043 長野県 居酒屋みなみ ウィズコロナに対応した顧客満足度向上の為の改装と売上向上

1044 長野県 株式会社河西SUN 9100001028880 障害者に特化したスノースポーツスクール事業参入による販路開拓

1045 長野県 有限会社　窪田モータース 7100002029491 地域飲食店を手助けする非対面・非接触による共同販売事業

1046 長野県 便利屋ファミリー長野店 便利屋の認知度向上と庭木手入れサービス強化による販路開拓

1047 長野県 有限会社　信英精密 5100002034130 新素材を使用して捕獲率と耐久度の高いくくり罠の量産及び販売

1048 長野県 てんりゅう治療院 「地域の憩いの健康相談所」を目指し、集客を図る

1049 長野県 株式会社結商事 3100001034389 キノコ生産者の販売促進支援およびキノコ廃菌床の処理支援事業

1050 長野県 桂山 業務用冷凍冷蔵庫の導入によるテイクアウトの拡充

1051 長野県 お数家きばたん 薬膳茶・漢方茶の提供による健康に関心がある客層へのアプローチ

1052 長野県 カーショップU 今後の自動車修理販売業の動向を見据え地域密着の強化を図る

1053 長野県 山下知也 生活者向け新サービスの開発・販促及び、新規クライアント開拓

1054 長野県 有限会社　栄樹 1100002033631 買物環境を整備し顧客の滞在時間延長イベント内容充実で売上増！

1055 長野県 YARI  FLOWER FARM 花の価値提供におけるオンライン／オフラインのシナジー創出事業

1056 長野県 株式会社バイオ・ベース 6100001027225 CO2削減による地域課題解決のための木質ペレット製造設備導入

1057 長野県 たかだや花園 新販路開拓の用途に対応した、特殊印刷プリンターの導入

1058 長野県 株式会社　信州KornuKopia 8100001026233 食と文化をテーマに果物用スパイスブレンド商品の開発と量産

1059 長野県 Ｔagayasumaries 貸別荘のお客様にも食事サービス提供で売上アップ事業
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1060 長野県 FLUTTER インダストリアル空間でZ世代を取り込め！特殊プリンター事業

1061 長野県 喫茶　あもん ロケツーリズム、ワーケーション、インバウンドへの快適空間提供

1062 長野県 株式会社トマシス 8040001046535 ルバーブ関連商品の販売促進のための動画撮影

1063 長野県 株式会社窪田工業 9100001028294 地域のコミュニティスペース増設による新規顧客開拓事業

1064 長野県 有限会社東條バッテリー 4100002027449 カーエアコンメンテナンスによる、快適な車内環境の提供

1065 長野県 こはる商店 漬物で体と心を健康に。子育てお母さんの食育相談で販路拡大

1066 長野県 有限会社御菓子司青柳 2100002010134 ダイエット中の女性にもおススメ、映える和菓子で販路開拓事業

1067 長野県 株式会社東印平林農園 3100001029298 先端機械の導入による作業効率化と経営規模の拡大

1068 長野県 株式会社白馬三津野 9100001017363 白馬発ＰＢ鹿革スキーグローブ品質＆作業効率向上で売上増加事業

1069 長野県 有限会社志鷹山荘 9100002026462 当ホテルは設備充実。カムバックインバウンド観光客

1070 長野県 ハーモニー 「重ね煮」を手軽に食べよう！新たな加工品の開発

1071 長野県 山縣　敦 自社栽培苺を使った商品の移動販売による新事業開拓プロジェクト

1072 長野県 有限会社 F＆M カンパニー 3100002027227 信州発！道の駅で「トレーラーハウスに泊まれます！」を広める

1073 長野県 ゆき農園 自家増殖苗の生産による自社ブランドのイチゴ販売

1074 長野県 ドッグステイハウスDog‘ｓ 老犬介護の環境と質の向上を目指し、需要拡大の実現

1075 長野県 株式会社あづみ野匠や 5100001016963 木目込み人形制作教室による販路開拓と地域のコミュニティづくり

1076 長野県 安曇野そば処　双葉 新たな看板の設置による視認性の向上および顧客満足度の増強

1077 長野県 studio Sambo 地域特産品を活用した商品づくりとネットでの販売体制の構築

1078 長野県 株式会社　辰巳 2100001015407 高速ラベラー導入で生産効率向上、製造能力拡大での大口受注獲得

1079 長野県 有限会社サン設備工業 9100002026405 大型重機導入による受注範囲の拡大に伴う新規顧客獲得

1080 長野県 あんじゃね インバウンド回復を見据えた新規店舗による事業拡大と販路開拓

1081 長野県 小布施牧場株式会社 7100001030095 折込チラシと新商品パンフで新しいファン層のリピート化を実現

1082 長野県 glasses farm 魅力ある商品づくりとプロモーションによる新規顧客の獲得

1083 長野県 Haru. エステとネイルが同時に出来る快適なサロン作りへ

1084 長野県 まあるいぱんや 地域密着によるパンとお菓子の販路拡大

1085 長野県 有限会社田中製材工業 8100002015796 県産木材にこだわった多目的個室ブースの開発による販路拡大

1086 長野県 有限会社住岡屋商店 8100002036586 国道沿いに大型看板設置で観光客の視認性を高めて新規顧客を開拓

1087 岐阜県 ハンバーグ＆ステーキレストランKODACHI 話題になるバイク専門の駐車場をつくる！！

1088 岐阜県 ヘアーサロン　ミヤウチ 店内環境づくりと新たなスキンケアサービスの導入による販路開拓

1089 岐阜県 SHINARUKI クリーンな環境でライブ感を堪能できるフランス料理店の改修

1090 岐阜県 CARAVELLE 顧客満足度を高め、「直接販売」へのシフトを見据えた店舗拡張

1091 岐阜県 Ｓｏａｈ　Ｎａｉｌ シニアにも優しい安心癒し空間への店舗改装による新規集客

1092 岐阜県 株式会社渡辺組 4200001014462 新規機械導入による、景気に左右されない「4本目の柱」の構築

1093 岐阜県 ＷＡＫＵ ＢＡＳＥ 子育て世代が雨の日でも楽しめる店舗環境の整備事業

1094 岐阜県 有限会社田中漬物食品 3200002014818 商品のリデザイン・SNS広告による売上促進と新規顧客の開拓

1095 岐阜県 TOKU PAN １０９ 子連れでも購入しやすい店舗環境の整備事業

1096 岐阜県 株式会社肉の御嵩屋 7200001018709 アフターコロナに向けたテイクアウト用店舗機能強化事業

1097 岐阜県 株式会社ユタカオート 5200001011640 地域自動車販売・修理店としての認知度アップによる新規顧客獲得

1098 岐阜県 有限会社ワカマツヤ 5200002016457 お客様にやさしい店舗改装で集客とリピータの向上を図る

1099 岐阜県 株式会社丸三 8200001026545 既存事業の売上回復及び新規事業周知のための販促活動事業

1100 岐阜県 萩 トイレの洋式化による高齢者が利用しやすい店内環境の整備

1101 岐阜県 株式会社フクモク 2200001017608 コロナ禍による購買行動変化に対応した販売開拓と生産現場の改善

1102 岐阜県 美容室ふくい リラックスしていただける設備と空間の提供

1103 岐阜県 DoINAKA株式会社 7200001030837 大学生にターゲットを絞った販売促進で平日客数増加！

1104 岐阜県 有限会社加藤損害生命保険事務所 3200002016764 高齢者や外国人をタ－ゲットとしたお手頃な少額短期保険の普及

1105 岐阜県 大橋測量・土地家屋調査士事務所 広範囲な測量の新規獲得に向けたＩＴ化及び災害時の災害応援協力

1106 岐阜県 スローフード＆コーヒー　橙 コロナで変わった顧客の趣向に合わせた来店しやすい店づくり

1107 岐阜県 大納自動車 当社の整備サービス向上を図るための次世代診断機の導入事業

1108 岐阜県 ヴァン　ソレイユ 隠れた経営資源を再評価！ライブキッチンスペース導入事業

1109 岐阜県 有限会社今利屋呉服店 3200002015270 「着物を着て楽しむ」新たな顧客層の獲得に向けた販促強化事業

1110 岐阜県 ぬいや商店 価格表示による新規顧客開拓事業

1111 岐阜県 一力屋 自社商品の安全性の向上による販路開拓事業

1112 岐阜県 有限会社髙木自動車 6200002014724 大型看板改修で事業内容と強みの認知度向上！集客増加を目指す
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1113 岐阜県 株式会社ますぶち園 2200001017376 店舗の認知度向上による新規顧客獲得と集客アップ事業

1114 岐阜県 有限会社金山昭石 2200002027606 コイン高圧洗浄機導入とトイレの改修による顧客満足度向上

1115 岐阜県 有限会社　砂原石材 4200002026878 端材を活用した商品販売拡大の取り組み

1116 岐阜県 岡　綾乃 夫婦で創るオリジナル木工製品制作のための機材購入事業

1117 岐阜県 株式会社さんらいず 5200001038766 冷凍テリーヌの商品力を強化しECサイト販売で販路開拓

1118 岐阜県 株式会社きぬゆかり 3200001034346 「ご当地ソフトクリーム」の付加価値アップによる収益拡大事業

1119 岐阜県 有限会社泉屋 6200002016340 付加価値の高いサービスの提供による販路拡大事業

1120 岐阜県 木下商店 新サービス実施のための機材導入と新規顧客獲得に向けた販促事業

1121 岐阜県 有限会社サニー理容室 7200002026850 女性客をターゲットとした新たなヘアスタイルの提供と集客拡大

1122 岐阜県 タイヤショップ長尾 冷暖房設備導入による顧客満足向上と接客サービス向上

1123 岐阜県 株式会社柏屋 3200001033067 小ロットプリントサービスによる販路拡大事業

1124 岐阜県 インテリア山下 新たな販促手法を活用した、商圏の拡大事業

1125 岐阜県 POTEtommy（ポテトミー） 食の安心届けよう。え～IMO（芋）アピールプロジェクト 

1126 岐阜県 有限会社小太郎 5200002027280 店内環境の整備による地元顧客をターゲットにした集客事業

1127 岐阜県 Cafe&Studio nocknock 敷地の有効利用により屋外スペースを新設し集客力アップを目指す

1128 岐阜県 文蔵ラーメン 店舗の利便性向上とホームページ整備により集客力＆客単価アップ

1129 岐阜県 春日乃売茶翁 首都圏の販路拡大と業界での知名度向上を図るための展示会出展

1130 岐阜県 株式会社ところ 4200001016033 ふとんクリーニングを内製化

1131 岐阜県 ヤスフク建築株式会社 1200001036328 看板設置で「WEST　SIDE　HOUSE」の認知度向上！

1132 岐阜県 特定非営利活動法人わくわくプラザ 9200005010750 温泉という強みを活かした戦略で自主事業収益を伸ばす

1133 岐阜県 レストランおにいわ 鬼岩の季節料理を前面に出した販路開拓事業

1134 岐阜県 飲食店繁盛実践塾 「飲食店繁盛実践塾」で差別化を図る飲食店のお手伝い

1135 岐阜県 f*w 874nail 「病院感」の店舗からの脱却、プライベートネイルサロンの出発

1136 岐阜県 株式会社TOM 9200001039777 高級豚専門とんかつ店としての認知度向上看板設置事業

1137 岐阜県 有限会社海津運送 9200002015050 カフェ店舗外での商品販売に向けた看板設置による来店促進事業

1138 岐阜県 SQUADRA MURASE&Co. 主力商品（家具）の商品開発と撮影ブースの設置事業

1139 岐阜県 有限会社　松園 2200002027507 顧客満足向上と滞在時間延長による客単価増加を図る店内環境整備

1140 岐阜県 たつのや食品 店舗誘客を行うための店内環境整備事業

1141 岐阜県 しらたか キャンプ事業を軸とした体験施設改善による販路拡大事業

1142 岐阜県 HALLIS（ハリス） 新商品「パフェのようなデザートドリンク」のテイクアウト事業

1143 岐阜県 田原工業株式会社 1200001035180 当社の強みを紹介した看板を設置し個人客への販路拡大を行う

1144 岐阜県 Y’sオートサービス タイヤチェンジャー等導入による作業効率化及び開業PR事業

1145 岐阜県 合同会社湯島庵 1200003005256 お客様待ち時間解消のための店舗改修事業

1146 静岡県 sou1.B 髪の若返りを求める方に髪質改善サービス提供による販路開拓

1147 静岡県 anuenue メンズエステサロン開始により新規顧客獲得

1148 静岡県 ドギータウン 一般顧客向け希少犬種の販売力強化への取り組み

1149 静岡県 株式会社アマガタ 3080401017715 アウトドアを求める方の導入効果を高める看板設置と新規顧客開拓

1150 静岡県 有限会社小林モータース 2080402022095 偏平タイヤを求めるニーズを取り込む設備導入と新規顧客開拓

1151 静岡県 株式会社ロワールマスダ 4080001013758 羽毛布団リフォームサービスの拡充で販路拡大とSDGｓへの取組

1152 静岡県 有限会社佐々木新聞店 7080402009955 福祉タクシーのサービス向上と営業地域の拡大による顧客獲得

1153 静岡県 株式会社トツカ 5080001013682 ICTサポートスペースとオフィス家具の体感ショールームの設置

1154 静岡県 株式会社シェルト 3080101019697 店舗までの案内看板を設置し動線を確立して入込客増加を図る

1155 静岡県 有限会社でぐち 1080102008461 地元柑橘類を利用したインスタ映えするドリンクを開発し売上増加

1156 静岡県 アイアンクラフト＆ガーデンデザインじんぱち ものづくりとアートを学べる「熔接いろは塾」の新規開講

1157 静岡県 有限会社斎藤技研 7080002014083 エアコン内部部品の内製化・自動化による販路開拓

1158 静岡県 松下農園 保温カーテン設備追加導入による品質確保と可販収量の増加

1159 静岡県 SIBAN 製造工場の生産ラインで使用するカム製品の研磨・成形・塗装加工

1160 静岡県 自家焙煎珈琲屋コスモス 地場産品を使ったソフトクリーム、フラッペ等の新商品開発

1161 静岡県 株式会社ハンドトゥハンド 7080401025524 自社商品のブランディングとウェブサイト制作による販路の拡大

1162 静岡県 富士長株式会社 2080001013578 家庭菜園にむけた販路開拓及び機械導入による在庫不足の改善

1163 静岡県 勝美野 当店自慢の豚ホルモン販売の為の自動販売機設置による商圏拡大

1164 静岡県 ビューティーサロンTAKATSUKA 毛髪を傷めず技術で伸ばすサービスの販路開拓に係る販売促進

1165 静岡県 明治牛乳細江販売所 宅配ソフト導入による非接触型集金への移行と宅配業務の営業強化
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1166 静岡県 CPナカノ株式会社 2080001022463 高出力溶接機導入による板厚配管工事内製化での食品業界受注強化

1167 静岡県 フランス菓子Chocott チョコットカフェ設置と自家焙煎珈琲・焼き菓子のお土産品開発

1168 静岡県 WITH J PROJECT株式会社 8080101021500 バスケットボールコート設置のための整地事業

1169 静岡県 株式会社鉄筋工房 7080401016754 展示販売所開設による住宅基礎工事関係業者の新規取引先開拓

1170 静岡県 ひづき 洋食と自然派ワインを気軽に楽しめる店舗運営と販路開拓

1171 静岡県 ＳＴＡＲ　ＣＯＲＲＥＣＴ株式会社 2080101023114 感染症対策に配慮した店舗改修による誘客促進事業

1172 静岡県 ミズノ農園 環境制御装置等の導入による契約販売強化と販路の開拓

1173 静岡県 株式会社嶺岡建築事務所 1080401025802 構造計算ソフト導入による生産性向上と高品質な業務体制の構築

1174 静岡県 グリーンハウス縁志舎 ６次産業化に向けた設備導入による新加工商品の開発で販路開拓

1175 静岡県 中国料理好 中華料理店の名物チーズケーキをふるさと納税返礼品で全国へ！

1176 静岡県 株式会社WAMM 1080401024143 地域の魅力再発見！ロケーションフォトの集客強化と付加価値創出

1177 静岡県 株式会社花福 6080401016730 広域への販売促進強化による販路開拓

1178 静岡県 鬼頭モータース 「みんなの地元の自動車整備屋さん」鬼頭モータースを目指して

1179 静岡県 ノンキー 域内消費者ニーズを捉えた小型二輪専用リフト導入による販路開拓

1180 静岡県 オパール・ノーツ 自分のパソコンにぴったりの手提げつきバックインバック の開発

1181 静岡県 大瀬モータース 安全安心と車の楽しさを伝えるイベント開催による新規顧客獲得

1182 静岡県 高嶋酒造株式会社 7080101001049 酒蔵の志を伝えるギャラリースタイルのお披露目会による販路開拓

1183 静岡県 有限会社大和ガス商会 7080002014240 冷凍食品事業の取扱数増加・冷凍自動販売機導入による販路開拓

1184 静岡県 株式会社大胡田屋 7080101003986 新看板設置による新規顧客獲得＆冷凍設備導入による商機ロス解消

1185 静岡県 おやつ泥棒 域内女性層の獲得を狙ったイートインスペース改装による販路開拓

1186 静岡県 杉野理容店 バーバースタイルでの「若者新規顧客獲得」を目指す店づくり

1187 静岡県 有限会社浅岡家具センター 6080102000117 高級イタリア家具のブランドイメージに合う「映える」売場へ改装

1188 静岡県 Lulu ヘッドスパメニューの強化と癒し空間への改良による売上増加

1189 静岡県 有限会社萩原金型 3080102011298 射出成型の自動化・夜間運転化による自動車産業への参入

1190 静岡県 SHO－WA株式会社 6080401019411 「お一人様客」への対応強化と、新規顧客来店促進の取組

1191 静岡県 レユニオン ファッションの歴史伝承を通じた若年層新規顧客開拓の取組

1192 静岡県 食堂カフェ樵 スイーツメニュー開発によるカフェ営業強化での新規顧客開拓

1193 静岡県 株式会社トマトップ 1080001018058 四季ごとの販促資料作成と販売体制のDX化で販路拡大と品質向上

1194 静岡県 ケビン 調理室レイアウト及び水道設備の改善による生産性向上事業

1195 静岡県 株式会社Ocean Star 3080101019409 オリジナル調味料刷新による飲食店への販路開拓

1196 静岡県 ちょっ来楽 購買意欲を上げる店づくり、製造効率化による顧客開拓、売上向上

1197 静岡県 福田製パン株式会社 4080403002540 低糖質パンの店頭販売の実現による顧客開拓

1198 静岡県 株式会社鈴木農園 8080401018634 トイレ等の改修で子育て世代や高齢者に優しいいちご狩り園をPR

1199 静岡県 株式会社田中商店 2080401014655 干し芋パウダーを使用した「風の芋アイス」の新規販路開拓

1200 静岡県 la soie 当店の存在・サービスを知ってもらい、集客促進・販路開拓を行う

1201 静岡県 釜めしとらや 仕出し「釜めし」弁当の調理体制構築と販路開拓

1202 静岡県 合同会社ロンポワン 8080403004335 新居町の街歩き情報発信基地、兼、古書ギャラリーの新設

1203 静岡県 株式会社するが加工 6080402018874 衛生管理の更なる強化による輸出向けティーバッグ商品の受注拡大

1204 静岡県 チャコールダイニングくら ハード系パンの製造販売事業進出による飲食事業への依存度低減

1205 静岡県 I CRAFT ヒストリックカーのワンオフ部品販売拡大事業

1206 静岡県 有限会社 かき豊商店 1080402009614 移動販売で自慢の魚料理を気軽に味わってもらうシステムづくり

1207 静岡県 紅葉コーポレーション 株式会社 2080401018409 賞味期限を延ばす加工技術導入による特産品開発と新たな販路開拓

1208 静岡県 有限会社MIC 3080402020065 看板設置とチラシ作成・配布による販路開拓事業

1209 静岡県 金時 商店街の居酒屋から母娘が集う美味しいランチのお店にイメチェン

1210 静岡県 シーン・プロジェクト有限会社 5080402018339 水道工事全工程内製化による利益率の向上

1211 静岡県 Hikalie ドライフラワー事業による他社との差別化及び新規顧客の拡充

1212 静岡県 コジマオート 整備拡充によるタイヤ関連の飛び込み客対応強化による販路開拓

1213 静岡県 株式会社一燈庵 5080101016073 サウナブームを追い風に行う「岩盤浴」スペースのグレードアップ

1214 静岡県 株式会社MIRAITO 6080401024849 カウンセリングルームを設置しトータルビューティーをサポート！

1215 静岡県 ＮＫ設備株式会社 6080001021494 高齢者及び介護者向け移動式水洗トイレの普及と提案

1216 静岡県 R・P・S・ 自転車置き場設置による中高生を中心とした新規顧客の開拓

1217 静岡県 ＮＯＭＡＤ　ＣＯＦＦＥＥ 移動販売による「ＮＯＭＡＤ」を体現するライフスタイルの提供

1218 静岡県 ブランジェリモザイク 素材を活かした贈答用焼き菓子商品の開発による新たな販路開拓
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1219 静岡県 有限会社服部工業 8080102004454 レーザー彫刻機導入によるアルミニウム製品の開発・生産・販売

1220 静岡県 トランキャス・ファーム 一般消費者向け子犬生体販売体制の構築

1221 静岡県 株式会社プラスト 2080101006936 勘に頼らない！設備の不具合を熱で可視化する！

1222 静岡県 有限会社池谷塗装興業 6080402020070 看板設置と折込チラシ配布とホームページ開設による販路開拓事業

1223 静岡県 むみょう焼 大型電気窯の導入による新規販路開拓

1224 静岡県 合資会社近藤薬局 4080103000596 地域高齢者の介護用品ニーズに応えるエリアマーケティング再起動

1225 静岡県 胡々 食洗機導入による業務効率化を行い機会損失抑制・販路開拓を図る

1226 静岡県 有限会社ウッズ 2080102012446 企業向け防災備蓄機能付きレンタル倉庫の開始による新規顧客開拓

1227 静岡県 有限会社　杉村左官工業 2080102008345 廃棄される旬の栗を活用した新商品開発により売上向上

1228 静岡県 Garage Refined ダットサントラックに特化したレストア及び販売のための体制構築

1229 静岡県 有限会社桜井オートショップ 3080402014991 車の点検車検をお客様に最適告知する為の顧客管理システムの運用

1230 静岡県 渥美農園 柑橘を使用した新商品の焼菓子開発により新規顧客層の獲得

1231 静岡県 やまに やまにオリジナル冷凍総菜販売による新規顧客開拓

1232 静岡県 伊勢住宅株式会社 1080401000441 看板によるコンセプト建売＋ガーデンズガーデンの販売促進

1233 静岡県 むら上 高齢者の方が安心安全に飲食を楽しめる場所づくりによる顧客獲得

1234 静岡県 有限会社　カネタ太田園 5080402016334 顧客リストを活用し、新商品の販売促進・販路開拓の取組を行う

1235 静岡県 アウトドアスポットTAKI 自然景観を活かしたテントサウナによる新規顧客開拓

1236 静岡県 松野生花店 コロナ禍に対応した青空フラワー教室の新たな展開による販路開拓

1237 静岡県 有限会社　辰美屋 4080402016574 地域外からのキャンプ宿泊客への「利き酒体験」サービスの提供

1238 静岡県 ブランシュ 脱毛サービス提供による新規顧客開拓事業

1239 静岡県 株式会社WEST-STYLE 5080401011906 富裕層向けオーダーメイドキッチン事業PRによる新規顧客開拓

1240 静岡県 ほてい園茶舗 新商品ティーバッグ「茶っぽ」成分のエビデンスによる販売促進

1241 静岡県 Hair＆Eyelash Sumire 美容をあきらめない！地域女性へのシミケアサービス提供事業

1242 愛知県 有限会社池戸工房 7180002040846 幅広い染め物ニーズ対応による販路開拓と内製化で利益アップ

1243 愛知県 有限会社　篠島観光ホテル 7180002085627 真空冷凍で地魚販売と食品ロス低減でお客様満足度向上と経費削減

1244 愛知県 渥美自動車 ワイド型2柱リフト導入で対応車種拡大！生産性も向上し販路拡大

1245 愛知県 ヘアールームオリーブワン 看板、チラシ作成による新規顧客獲得と毛髪再生サービスの導入

1246 愛知県 三晃建材　株式会社 8180301024202 地域課題解決のための足回り洗浄・塗装サービス開始で売上アップ

1247 愛知県 株式会社キャリアデザインACDR 2180001146707 チラシ作成や雑誌への掲載、積極的な営業活動による販路拡大事業

1248 愛知県 マミコム株式会社 7180001071009 育児世代用「新おむつハンコ」浸透印による品質・生産・売上向上

1249 愛知県 エステティックジュビランSei フリーペーパーによる広告宣伝と設備導入による販路拡大事業

1250 愛知県 株式会社むらかみ 4180301008902 田原に来たら「むらかみ」、設備増やしたからもう待たせません！

1251 愛知県 パンドクエット 自家製オリジナルドレッシングで本場フランスの食文化を体験！

1252 愛知県 gino.株式会社 7180301029953 「gino.にお任せ！」お顔と髪のお悩み相談室創造事業

1253 愛知県 有限会社吉田畜産 8180302011075 新しい店舗スタイルで商品販売！消費者の心を動かし売上の拡大！

1254 愛知県 Dogsalon ゆりかご 人も犬も負担削減、満足度アップ！炭酸泉シャンプーマシーン導入

1255 愛知県 耳つぼsalonなぎ 店内設備と広告の強化！知名度向上と満足度向上で売上UP！

1256 愛知県 株式会社 加藤数物 7180302013031 新事業への挑戦とマーキングの内製化

1257 愛知県 さとれっちシステム 電話からＷＥＢ予約へ！顧客の利便性向上と業務効率化で売上拡大

1258 愛知県 百姓小屋・生田 リーフレット作成と看板設置、ラベラー導入による販路拡大事業

1259 愛知県 株式会社南工芸 7180001089298 ウェブサイトを活用した唐木仏壇一貫加工の販路拡大と技術伝承

1260 愛知県 Vertexシステム ホームページ制作と予約システム開発による販路開拓

1261 愛知県 とらや行政書士事務所 わかりやすく、もっと身近に！あなたの悩みを共有させて下さい！

1262 愛知県 懐石処　末木 地方老舗飲食店の存続と価値向上への挑戦

1263 愛知県 株式会社オリエンタル・スタンダード 7180001068533 チラシ配布とLP制作によるニーズ喚起と新規顧客開拓の取組み

1264 愛知県 シトロンヴェール株式会社 9180001146584 オンラインショップで新規顧客開拓と再来店率の向上

1265 愛知県 オステリア　ビアンケッティ まるでナポリ！知多湾を望むカウンターテラス席作り

1266 愛知県 ri_to リラクゼーションシャンプー導入による売上増収事業

1267 愛知県 Cafe Freak 雨の日も安全！手すりの設置で高齢者が利用しやすい店舗づくり

1268 愛知県 pommier コロナ禍に左右されない美容需要を満たす老若男女脱毛事業の展開

1269 愛知県 ビューティーサロンあんじぇりーく 訪問美容で高齢者へ輝きを与えるトータル美容の提供

1270 愛知県 ルポ 店舗設備の改修による居心地の良い店舗づくりと顧客満足向上事業

1271 愛知県 リュウケイミュージックネット オンラインによるDTMレッスンと音楽制作WEBサービス
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1272 愛知県 骨盤整体　健サポ 電気及び温熱治療器導入で新たなサービス提供による販売促進事業

1273 愛知県 株式会社DEAL 1180001143102 BtoCをプラスオン！技術力を強みとして中古車の市場を広げる

1274 愛知県 有限会社ニシオカベースボール企画 3180002057316 設備導入による生産性強化！自社独自での販路開拓による売上向上

1275 愛知県 株式会社やまや 4180001093014 ＰＲで集客、顧客満足度向上と売り上げＵＰ

1276 愛知県 有限会社　清蔵 1180002082679 食品ロス削減と加工食品開発による魚の価値向上と販路拡大

1277 愛知県 美味良酒マルア ホームページリニューアルによる専門店への移行

1278 愛知県 ロード＆スカイ 営業室内のＬＥＤ化による品質向上及び顧客獲得事業

1279 愛知県 丸政製菓株式会社 8180301023253 全国のホームセンターでの定期的な催事販売による売上アップ

1280 愛知県 仏屋さかい CNC彫刻機導入による生産性向上とオリジナル仏像の販路開拓

1281 愛知県 ネスレ社労士事務所 AIソフトによる高効率な就業規則作成と専門ソフトでの時短化

1282 愛知県 EMPIRE GARAGE.child ブランド力を向上し、働きにいけていない母親の雇用を目指す

1283 愛知県 有限会社プラスカインド 8180002002127 メニュー新設を宣伝し顧客数及び客単価増加を目指す

1284 愛知県 ＷＥＴ ＮＯＳＥ ペットの予防医療の周知と、看板・チラシによる集客向上事業

1285 愛知県 采制作室　studio-SAI 地域資源と環境を感じる「大人の原体験」を提供＆SDGsの実現

1286 愛知県 アットホームサロン　ぴっかりん 親子で脱毛！最新マシンで脱コンプレックス！心も体もぴっかりん

1287 愛知県 株式会社システムトミヤマ 8180001036761 清掃サービスの提供範囲拡大、高品質化による売上向上・地域貢献

1288 愛知県 M.O.E.I. 設備機器開発とネット販売強化/倉庫管理強化による販路拡大

1289 愛知県 脇野コンバイン ポン菓子生産とその販売による持続的な売上向上

1290 愛知県 株式会社アンダンテ 8180001143665 販路拡大のためのSNS映えスイーツ開発、販売事業

1291 愛知県 株式会社YKC 9180001141684 事務所新設により顧客との直接的な接点を創出し、下請けを脱却

1292 愛知県 青木建設株式会社 5180301019972 365日どこでも！ラッピングカーを活用した視覚広報活動大作戦 

1293 愛知県 株式会社杉田組 6180301019988 稲武のブルーベリーを全国へ～地産地消と地域連携による商品開発

1294 愛知県 株式会社横山建装 8180001148747 地域の課題を解決して暮らしを守る施工需要喚起プロジェクト

1295 愛知県 株式会社折松 1180001055801 デジタルとアナログを駆使した知名度向上で販路開拓

1296 愛知県 サトウグラビア株式会社 8180001130812 需要が高まる材質及び多様なサイズの角底袋製造による販路開拓

1297 愛知県 明整体院 人生100年時代、人々の健康に寄り添う整体師養成スクール開講

1298 愛知県 株式会社コジマガス 6180001085728 （1Dayリフォーム）特化した販売リフォーム事業

1299 愛知県 ジオエイト合同会社 7180003023239 トイレの改修により強みを生かしたワンストップサービス事業

1300 愛知県 合資会社柴田酒造場 4180303000320 地元産フレーバーを取り入れた甘酒フローズンの開発と認知向上

1301 愛知県 株式会社サンケン 9180001100186 再生炭素繊維グラファイト多孔質焼結体による試作開発と販路開拓

1302 愛知県 株式会社M＆S 9180301036114 中型・大型犬も安心して一緒に過ごせる地区内唯一のドッグカフェ

1303 愛知県 株式会社　足助巴一座 4180301032745 分子調理機器を導入した新商品開発による販路拡大

1304 愛知県 FLUFF株式会社 9180001134770 新メニュー導入と衛生管理強化による差別化と新規顧客獲得

1305 愛知県 株式会社米のキムラ 9180001057278 地域農家と連携したこだわり米を活用した加工品の販売拡大事業

1306 愛知県 株式会社　モレナシホーム 3180001147869 地域誌、宣伝カー、看板、ショールーム、ＬＰで多面的な販路開拓

1307 愛知県 GROWISH 動画事業を活用したデジタルサイネージでの顧客拡大

1308 愛知県 ラマラマ 近隣住民の顧客獲得のための看板設置

1309 愛知県 紅屋珈琲店 看板設置で　ハンドドリップ珈琲とテイクアウトのお店をアピール

1310 愛知県 株式会社ＥＳＰＲＥＳＳＯ 5180001131375 アパートの空室を使ったサロントライアル運営で売上拡大事業

1311 愛知県 株式会社緑化システム大英 6180301023313 ペレット肥料導入による販路拡大計画事業

1312 愛知県 伊藤商店 新規顧客獲得に向けた店舗改装と地元ブランド青果物の販売強化

1313 愛知県 株式会社　丸八化成 7180001060119 下請け企業から脱却！情報発信力で自立型製造メーカーへ事業転換

1314 愛知県 合同会社　作手ライフ 6180303005301 知名度UPで売上UP！＆定住促進で地域活性化のお手伝い

1315 愛知県 大工小林株式会社 6180301030367 大工小林はココです。よく見える大きな看板で存在をアピール！

1316 愛知県 Studio N 蒸留設備の増強と工房イメージアップでBtoC、BtoB強化

1317 三重県 なおみ カラオケ歌い放題プランの導入により若年層の獲得！！

1318 三重県 EAST　BLUE　株式会社 8190002011556 布団洗濯の需要に応える設備導入、さらなる需要喚起への販売促進

1319 三重県 岡﨑自転車店 整備ツールの導入と情報発信力の強化で売上増加・顧客満足度向上

1320 三重県 じゅん太郎工房 新商品開発とレーザー彫刻サービスによる販路開拓事業

1321 三重県 パーマかりん 付加価値となる新規メニューを提供し、新規顧客の獲得へ

1322 三重県 伊藤黒鉛工業株式会社 7190001012721 廃棄物を地域の地下資源を用いて有価物化し、販路開拓に役立てる

1323 三重県 ウチダオート SNSを活用した若年層の販路開拓と旧車の魅力発信

1324 三重県 Second be Cruise カスタム需要を狙え！　設備導入によるサービス向上・売上の増加
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1325 三重県 Nature 菓子製造許可対応の自宅改装で料理教室の販路開拓と売上拡大！

1326 三重県 とっとき工房菓子部 香肌峡の新たな名物を開発し、観光、アウトドア客の心をキャッチ

1327 三重県 株式会社川口屋 4190001011148 IoTシステムを導入し、付加価値サービスの提供による販路開拓

1328 三重県 丸八もち店 急速冷凍食品の生産性向上と販路拡大に向けた機械導入事業

1329 三重県 有限会社赤塚製麺 2190002000052 三重名物「伊勢うどん」のパッケージ刷新で、新規市場開拓へ

1330 三重県 suga建築設計 パン部門を強化し、新規顧客獲得と売上増加を図る

1331 三重県 北勢研磨 新規業務委託で顧客満足度Uｐ！作業場拡張計画

1332 三重県 有限会社栄昇軒 7190002002060 ラベルプリンターを導入し、イベント出店等で新規顧客を獲得する

1333 三重県 岩名江里子 百年着られるサステナブルアパレルブランド設立による経営多角化

1334 三重県 有限会社　白楽天 7190002011838 ラーメン総選挙1位獲得！心地よい空間で新規顧客獲得！

1335 三重県 黒武塾 地域における本格的な格闘技ジムとして集客・PRを図る取組

1336 三重県 輪 地元に愛され7周年を迎える「お好み焼き屋輪」のPR事業

1337 三重県 カフェ　スナッグ 生産性向上と集客のための設備導入と改修工事の実行

1338 三重県 おふく茶や 地域情報誌への広告掲載とＳＮＳ発信による売上向上事業

1339 三重県 オートフリータイム 高圧洗浄機の導入による作業効率改善と看板設置による知名度向上

1340 三重県 ツジ設備 トイレのバリアフリー化サービスで個人顧客の獲得を目指す事業

1341 三重県 えくすてりあ東谷 新商圏エリアへの商談ルーム設置で、新規顧客獲得

1342 三重県 株式会社サンライト 9190001024475 「当店ならでは」の付加価値訴求とネット広告による顧客獲得

1343 三重県 とうげミュージアム コミュニティカフェ機能強化のためのオープンテラス設置事業

1344 三重県 おそうじ本舗菰野店 ターゲット戦略と広告宣伝で販路拡大と利益率の向上

1345 三重県 法菓堂 真空包装機導入による長期保存商品の販路開拓と原材料廃棄の削減

1346 三重県 株式会社うおすけ 9190001010888 観光需要を切り口にうおすけ本店活性化計画！顧客獲得と財務改善

1347 三重県 伊藤塗装 赤外線カメラ導入で業務効率化・顧客満足度向上による販路開拓

1348 三重県 髙橋農園 省エネ構造の生産性向上設備による６次産業化に向けた布石対策

1349 三重県 有限会社中森製茶 9190002010912 新商品「粉末ほうじ茶」の開発による売上拡大と販路開拓

1350 三重県 HOPE 未経験者歓迎！大物マグロ釣り遊漁船展開プラン

1351 三重県 有限会社ラハイナ 9190002024020 店舗外観・看板を改装！立ち寄りやすいアメカジ店PRと販路拡大

1352 三重県 たつみ軒 アイスクリームに特化した販売戦略により売上の向上を目指す

1353 三重県 肉の大黒屋 お肉屋さん特製から揚げ等オリジナル惣菜の生産性向上・販路拡大

1354 三重県 西村モータース 飯高町初の高性能スポット溶接機による顧客へ還元・新規顧客獲得

1355 三重県 ガーデンいとう 高品質でお手頃な花ギフトを町内に！店舗看板改装で認知度向上

1356 三重県 Lani 移動式シャンプー台導入で柔軟な訪問美容の開始と事業の広告宣伝

1357 三重県 株式会社ニシコー 9190001011184 DIY木材の製造を中心事業とするための事業再構築

1358 三重県 くまさん 店舗改装で新規女性客が入りやすい料理居酒屋へイメージチェンジ

1359 三重県 黒石窯 オリジナル茶器で私だけの茶道を！店舗改装で陶芸体験の販路拡大

1360 三重県 株式会社MSテック 9190001027552 ステンレス溶接の自社実施による業務効率化と売上・利益増加計画

1361 三重県 翔吉丸 最年少の強みを活かした若者向け販売促進強化による売上向上

1362 三重県 北村音響 強みを活かした新規事業のための設備投資で売上高を獲得

1363 三重県 谷口電気工事店 事業用機器購入及び広告をして販売拡大と売上向上対策事業

1364 三重県 有限会社マサヤ 6190002010832 でこたんようかん生誕20周年を記念した新商品で新規販路を開拓

1365 三重県 株式会社ボンタイム 5190001020635 展示会に出展し、新規顧客獲得と新商品開発を目指す。

1366 三重県 有限会社日の出屋製菓 1190002023888 お土産から転換。三重発新旅菓子商品開発・販路開拓及び設備投資

1367 三重県 kokoro食堂 新商品開発・販売の為の設備導入による新規顧客獲得及び販路拡大

1368 大阪府 株式会社KABUKU 5120001194163 「目指せ！サウナシュラン日本一」事業

1369 滋賀県 山本発酵舎 古民家改修による発酵料理教室の認知度ＵＰと新規顧客獲得事業

1370 滋賀県 オートショップマエダ タイヤチェンジャー導入による持ち込みタイヤ客の新規顧客獲得

1371 滋賀県 Big Lake 顧客の受入れ・客単価向上のための席数増加、調理設備の導入

1372 滋賀県 aswell 冷凍スイーツのオンライン販売開始事業

1373 滋賀県 西村自工 特定設備の認定取得による顧客拡大、設備投資の充実

1374 滋賀県 有限会社もくば工房 1160002010055 プラスチック加工用切断機導入により新規顧客開拓事業

1375 滋賀県 まぐろ家 テイクアウト開始による新規顧客の獲得と、生産性の向上事業

1376 滋賀県 桜蔵 手作りプリン・鯖寿司のテイクアウト販売開始事業

1377 滋賀県 合同会社　滋賀の旅人 2160003001250 小さな旅行会社ならではの地域資源活用着地型バスツアー事業
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1378 滋賀県 有限会社三共自動車 4160002000788 デジタルサイネージ型看板で新事業「洗車サービス」を発信

1379 滋賀県 国領左官 実際に見て触れる左官壁、倉庫改修による展示商談スペースの構築

1380 滋賀県 井吹建築 天然無垢材を使用した板張りリフォームによる新規顧客開拓

1381 滋賀県 Aカンパニー 楽しいSDGs。シーグラスとびわこ材によるペン作り体験と講演

1382 滋賀県 baking salon crescent 主婦以外の方も参加できるチーズづくり教室による新規顧客開拓

1383 滋賀県 魚富商店 白ワインと嗜む湖魚の新提案シリーズによる販路開拓

1384 滋賀県 魚料理　遊山 プレミアムコース予約専用個室による新規顧客獲得

1385 滋賀県 中居商店 キッチンカーを活用した出来立て魚介総菜テイクアウト販売

1386 滋賀県 山宗 オフシーズンの売上獲得を図るテントサウナ体験事業の導入

1387 滋賀県 礒田貿易株式会社 5160001003667 中国上海イベント出展によるプロモーション活動

1388 滋賀県 L’ABEILLE　Atelier　CHIHIRO レーザー加工機を用いたチョークアートの新商品展開実現事業

1389 滋賀県 Makana 店舗リニューアルによる新規顧客獲得および物販の強化で売上拡大

1390 滋賀県 石窯パンｃａｆｅつむぎ 幸せ時間を共に。安心安全、心温まる店舗の再オープン。

1391 滋賀県 雄松建設株式会社 1600012002169 地元住民のニーズの高い除雪業務を受注し工事受注をめざす

1392 滋賀県 株式会社プラウド 1160001021805 対面での説明を省くシャッター看板を用いた販促活動

1393 滋賀県 Aozora 個室増加改装工事による席数増加で新規顧客獲得を目指す

1394 滋賀県 株式会社ファームケイ 4160001020119 トマト養液システム導入によるトマト狩り体験の通年実施事業

1395 滋賀県 まさる商会 新店舗の認知度向上のためのチラシ作成・配布事業

1396 滋賀県 甲賀ボクシング＆フィットネスジム 販路拡大を目的としたスパーリング事業の開始

1397 滋賀県 中川製瓦株式会社 9160001017787 修繕・葺き替えの直接受注を効率的に獲得する宣伝活動

1398 滋賀県 結 昼飲み・少人数客誘致のための、外観変更・換気対策強化

1399 京都府 株式会社フォルスタッフ 3130001056538 品質維持期間を伸長してお客様の要望に応えるための設備導入

1400 滋賀県 Rainyday coffee 自家焙煎スペシャリティコーヒーへの専門特化と販路拡大事業

1401 滋賀県 株式会社近江鳥真 2160001021399 イベント出店によるとんちゃんの知名度・認知度向上

1402 滋賀県 株式会社EUREKA 1180001134885 センシングデータに基づく農薬や肥料のドローン散布

1403 滋賀県 中川絹糸株式会社 2160001006887 ガス焼き設備導入によるウォッシャブルシルクの新規需要開拓

1404 滋賀県 コクユ株式会社 6160001007782 労働環境の是正による生産性向上と販路拡大

1405 滋賀県 金子精肉店 冷凍自動販売機導入による近江牛加工品、惣菜の拡販

1406 滋賀県 旅館　うをよし 新型コロナウイルス感染症対策の強化と、高齢者向けの対策

1407 滋賀県 笑いめし 高齢者に配慮した清潔安全なお店作りと高齢者向けメニューの開発

1408 滋賀県 ストーンメーソン真 高品質・劣化の少ない国産墓石をPR!他店との差別化を図る。

1409 滋賀県 MICASA塾 開校したばかりの英語専門塾の生徒獲得事業

1410 滋賀県 RISE STYLE株式会社 3160001024046 屋根・壁工事およびセミセルフリフォームの新規顧客獲得

1411 滋賀県 野田版画工房 伝統文化＆現代アートの融合をグローバル展開するものつくり提案

1412 滋賀県 奥村管工株式会社 7160001000308 高齢者向け宅配弁当のための新規顧客獲得事業

1413 滋賀県 株式会社メディカルグリーン 2160001016878 健康推進事業！チラシ宣伝で肩こり肩痛専門院を前面アピール

1414 滋賀県 株式会社きらり 6160001003690 自動販売機を活用した美容商品、生活用品の販売事業

1415 滋賀県 西川建築 充電式工具導入による機動力で更なる地域ニーズに応える大工に！

1416 滋賀県 株式会社アラウズ 1160001018157 加工設備の高度化で工作精度を向上させ売上と利益を増加

1417 滋賀県 Rｕｓｔｏ株式会社 1160001021210 展示会・商談会に出展し、「テンペ」の新たな販路を見出す

1418 滋賀県 花いちりん ～花いちりんをご家庭に～知名度向上のための広報戦略事業

1419 滋賀県 協和工業株式会社 1160001010485 水道展出展による当社新商品の認知度向上、それによる販路開拓

1420 滋賀県 有限会社嶋屋 7160002000918 夏場の売り上げを確保するためのソフトクリーム販売計画

1421 滋賀県 Nダイニング株式会社 1160001019519 ホルモン自動販売機導入による事業基盤強靭化計画

1422 滋賀県 かわしま鍼灸整骨院 美容鍼灸エステサロン　K

1423 滋賀県 ＶＩａｇｅ ホームページ新規作成と販促アイテム製作・活用で顧客獲得

1424 滋賀県 長治庵 見える冷凍庫陳列で、作り置き可能・お土産販売促進事業

1425 滋賀県 平木木材工業株式会社 1160001005188 システム建築を活用した自社ブランド立ち上げによる販路開拓

1426 滋賀県 山本瓦 個人住宅のトータルリフォームの請負

1427 滋賀県 ライフストーリーズ 家守り目線で行う既存住宅の資産価値維持と再活用事業

1428 滋賀県 株式会社　池本 2160001005088 当社新ブランドの規格住宅をＨＰ及びチラシ広告により販路開拓

1429 滋賀県 BEAUTE‘ エステメニュー提供開始による客単価と集客力向上事業

1430 滋賀県 ヘアーサロン渓 キッズルームとフリースペースの設置で地域密着型の店づくり
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1431 滋賀県 有限会社ラック 8160002007152 地元高齢者のニーズに応えた店舗改装による売上増加

1432 滋賀県 Little manamana 新商品開発（冬用かまぼこベッド・毛布）による新規顧客開拓事業

1433 滋賀県 滋賀米原センター 地域情報紙掲載等による訪問理美容と講座開催PRによる販路拡大

1434 滋賀県 藤居本家 滋賀の特産品セレクトショップ事業と日本酒による新規販路拡大

1435 滋賀県 らーめん藤　愛知川店 ラーメン店で楽しむ焼肉メニューによる新規販路拡大

1436 滋賀県 株式会社タスクサービス 1600001019677 新型リフト導入による売上増加と外注費削減

1437 滋賀県 株式会社池田産業 3160001004824 ビジネスホテルが滑らか食感プリン販売で、新たな販路開拓

1438 滋賀県 タイヤサービス野洲 出張タイヤ交換サービスで販路拡大

1439 滋賀県 株式会社山下電機 2160001020244 ハーネス製作もお任せ！機械装置導入による生産性向上の取組み

1440 滋賀県 きしもと工房 端材を使った入浴材事業の強化

1441 滋賀県 株式会社リ・ランド 1160001014726 顧客との信頼関係構築と良い口コミを生むための接客室の設置

1442 滋賀県 湖東こぐま農園 観光農園スタートに向けた販路開拓事業

1443 滋賀県 永昌庵 店内環境改善による冬季来客数の増加と既存商品の販売強化

1444 滋賀県 深清水山口農園 高品質な柿のブランド価値向上を狙った自社ロゴ及び販促物の整備

1445 滋賀県 BEAUTY  SALON  MAKO 店舗改装によるコンセプトの変更と販路拡大

1446 滋賀県 萠香 元気で長生き！一杯のコーヒーで癒しの空間

1447 滋賀県 アローム 冷凍自動販売機による「アイス米粉クレープ」の２４時間販売事業

1448 滋賀県 NEXUS-JAPAN サロン広告・HP・店内外看板ボードの作成による新規顧客開拓

1449 滋賀県 有限会社小西造園 5160002005646 お庭全体のリフォーム・メンテナンスをPRして新規顧客を獲得

1450 滋賀県 Mahalo　Style 疲労回復・睡眠効果のある「酸素補給」の提供で新規顧客獲得

1451 滋賀県 納屋孫 本物の食材をより多くのお客様へ。設備導入による販路拡大の取組

1452 滋賀県 有限会社ひろせ 6160002011478 [DIYでお家のリフォーム」提案事業

1453 滋賀県 甲賀・忍びの宿　宮乃温泉 客室トイレ、洗面の品質向上とスペース効率化

1454 滋賀県 優好美容室 ハーブを使った自然派メニューの提供による販路拡大

1455 滋賀県 しきろいsotto 店舗改装による植物性菓子の販路拡大

1456 滋賀県 大吉畜産株式会社 8160001018373 新商品の開発とデザインパッケージによる商品価値向上の強化

1457 滋賀県 川瀬農園株式会社 4160001020110 朝採れ野菜セットの定期販売事業

1458 滋賀県 有限会社小川建設 2160002008940 クサカルゴンの導入による雑草刈取り業務効率化と受注計画

1459 滋賀県 株式会社香凜舎 7160001017582 自家製のスイーツ・惣菜のエフエム滋賀の活用による販路拡大事業

1460 滋賀県 株式会社潮 8160001004828 新メニュー開発とイベントによるレストラン来店客増加事業

1461 滋賀県 学習塾　優 ICT教育の導入によるプログラミング教育と能力開発

1462 滋賀県 SORA トータルビューティーサロンに向けて脱毛と美顔器で販路開拓

1463 滋賀県 株式会社　番野 4160001019474 琵琶湖の素材をもっと食べて知っていただくための認知度向上計画

1464 滋賀県 山原由工務店 事業承継を見据えた過疎地でも生き残る事業所への変革

1465 滋賀県 ベストアンサー株式会社 4160001017965 キッチンカーでのクレープ等の移動販売事業

1466 滋賀県 株式会社チャレンジファーム 6160001020182 自社採取のはちみつ『ＫＯＮＡＮ　ＨＯＮＥＹ』で新商品開発

1467 滋賀県 株式会社京和自動車整備 6160001011867 店舗改装による、普通車販売強化事業

1468 滋賀県 村井酒店 視点を広げ、ギフトに付加価値を～品揃えの充実とPR事業

1469 滋賀県 風と湖 テラス席改装による、ペット連れ客の取込事業

1470 滋賀県 Atelier　Key-men　 日本庭園や伝統的な建物、文化財用照明器具の開発事業

1471 滋賀県 合同会社余呉地域づくり 6160003000918 来店客用トイレ整備による新規顧客獲得事業

1472 滋賀県 はしりFarm ブルーベリー観光農園開園と6次産業開発

1473 滋賀県 タイヤショップウメモト アウトドア用品の貸し出し事業による販路開拓

1474 滋賀県 ドッグサロンOREO 当店だけが出来る美しく健康な皮膚・毛質を生み出す販路開拓事業

1475 滋賀県 株式会社ダイキョー 2160001020277 24時間受注可能なシステムの構築、及び当社強みの認知度向上

1476 滋賀県 木村舗装株式会社 5160001004855 事業周知看板設置で認知度向上・売上アップの体制づくり

1477 滋賀県 咲～saki整体院 耳ツボ施術と健康補助食品で、身体の内側から健康的に改善する

1478 滋賀県 外川善種苗園 電光掲示板の設置に伴う新規顧客の販路開拓と店舗の情報発信事業

1479 滋賀県 塚本左官店 事業拡大に伴う重機の購入で、新規顧客獲得のための販路開拓事業

1480 滋賀県 音雨音木工所 お客様のニーズに合った家具提供による販路拡大

1481 滋賀県 縁meat お肉の自動販売機導入による売り方改革と販路開拓

1482 滋賀県 株式会社ケントマテリアル 6160001011355 ボトルネック工程の改善による生産許容量の拡大と新規顧客獲得

1483 滋賀県 YuRaGi 顧客処理能力のため、運営の効率化に資する施術室増床事業
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1484 滋賀県 ラバーズポイント 親のお店を再構築！地域コミュニティのお店として新たな販路開

1485 滋賀県 AXEL TRIAL INVEST 脱外注！タイヤチェンジャーで個人客への販路開拓事業

1486 滋賀県 mimosa. カフェスペースの増設・看板改修事業

1487 滋賀県 INFINITY SERVICE株式会社 4160001006068 滋賀県在住の外国人向け生活情報アプリの周知による販路開拓

1488 滋賀県 Irie ふかふかタオルで販路開拓～至福のお時間提供します

1489 滋賀県 アイックス 一般顧客向けアピールで新規顧客獲得を目指す

1490 滋賀県 株式会社薪来歩 7160001024100 ペレットストーブの導入及び燃料の自社生産による販路開拓事業

1491 滋賀県 株式会社きたなかふぁーむ 6160001018458 個人販売に向けた新たな包装パッケージによる販路開拓

1492 滋賀県 安土の清平さん さつま芋の熟成環境整備と広報宣伝強化により売上を上げる事業

1493 滋賀県 理容すず 地域に喜ばれる地元食材を使った和菓子作りの販路開拓事業

1494 滋賀県 Crezy 女性起業家支援事業周知におけるホームページとチラシ作成・配布

1495 滋賀県 山下オート有限会社 1160002011573 応接スペースの新設による生産性向上で商談件数と売上アップへ！

1496 大阪府 株式会社ユニオンライフ 7122001021394 住まいのかかりつけ医として「暮らしの快適空間提供事業」の確立

1497 京都府 ふとんのえびすや カウンセリング販売の周知強化による販路開拓

1498 京都府 お好み鉄板焼ふじおか 支店開店に伴う宣伝強化と女性客とファミリー客の囲い込み事業

1499 京都府 はっさん自動車工業 対応力拡大のための設備導入および広報展開による集客力強化事業

1500 京都府 株式会社吉村建設 5130001043170 普段使いのICTを実現して請負キャパシティを増大する販路開拓

1501 京都府 合同会社七右衛門 4130003006481 顧客満足度の高い地域密着型不動産仲介業の認知度向上事業

1502 京都府 天の酒喰食房 時代のニーズに沿った商品開発とブランド力向上への取組

1503 京都府 株式会社　花丘センター 6130001035019 雨の日でも利用可能な屋外飲食施設の実現による売上拡大

1504 京都府 京北堂株式会社 9130001068222 サウナグッズ販売用ショールームの設置

1505 京都府 竹野酒造有限会社 9130002033745 地域資源を活用したプレミアム日本酒でEU市場販路拡大を目指す

1506 京都府 Connect Hearts 地域医療への貢献の為、新型コロナ等感染症患者の搬送業務の実施

1507 京都府 パティスリージャマン 設備導入による製造量増産、既存店の稼働向上、贈答品の販促

1508 京都府 ラーメンとの タッチパネル・キャッシュレス決済機能付き券売機の購入

1509 京都府 株式会社髙蔵 8130001043176 パリでの国際宇宙会議に参加し唯一無二の宇宙イメージ作品を発表

1510 京都府 SAMPOMICHI 教室および講師の認知拡大および販路拡大(講師依頼)

1511 京都府 有限会社永井生花 4130002025235 カフェスペース・テイクアウトスペースの設置による売上増加計画

1512 京都府 村田　美穂 移動型キッチンスタジオ

1513 京都府 有限会社アクテス 1130002025048 そうざい製造業市場参入による販売チャネル拡大計画

1514 京都府 ナカムラ接骨院 新規顧客獲得及び保険患者と自費患者の棲み分けによる収益アップ

1515 京都府 舟屋の宿あうら 「軽食もできる舟屋カフェ」のイートイン商品開発と充実

1516 京都府 ＯＧＵＮＩ　ＷＯＲＫＳ 設備導入による生産性向上、新規顧客獲得の為の販路拡大事業

1517 京都府 株式会社田園紳士 2130001057768 中間加工野菜の商品ラインナップ拡大と販路開拓

1518 京都府 リストランテナカモト 地元の方が自慢できるテイクアウトショップ

1519 京都府 ａｉｉｒｏ 情報発信の強化による顧客開拓の取り組み

1520 京都府 古川末三郎商店 店舗改装による、美味しい農作物づくり支援のための販路開拓事業

1521 京都府 ドッグナチュール　デザインエム 再利用可能な素材で犬の暮らしを快適にする製品の開発で販路開拓

1522 京都府 株式会社ies 2130001052240 「話す」と「聞く」に特化した英語カリキュラムの構築とPR

1523 京都府 新田辺整骨院 広報活動や販促活動推進による新規顧客やリピーターの獲得

1524 京都府 精華住宅 空き家対策「地域No1」化事業のための新規販路開拓事業

1525 京都府 フレンドホームズ株式会社 8120901036346 クラウドIoTシステム導入によるコインランドリー事業の革新

1526 京都府 株式会社喜創 4130001064812 「らく住む」の広報を強化し顧客数を獲得し賃金を引上げる。

1527 大阪府 cut space fine 高齢層の為のバリアフリー化、及びコロナ感染予防対策の店内改装

1528 大阪府 みつばち農園 蜜蜂人工授精器と蜂蜜クリーム加工機で高品質蜜蜂の生産性向上

1529 大阪府 株式会社リープデンタルアソシエイト 6120101058878 口腔内スキャナ対応高品質技工物製造体制構築および地域雇用創出

1530 大阪府 Car-Zock 電装看板広告による新規顧客獲得、売上アップ計画

1531 大阪府 くらし薬膳柏原旭ヶ丘教室 みんなでもっと健康に！顧客管理サイト構築

1532 大阪府 足と靴の専門店　足からげんき ウォーキングマシンを利用した正しい歩き方で日本を足から元気に

1533 大阪府 株式会社ミューズ 5120101053450 お客様との関わりを強化！町の中古車屋が目指す自動車整備事業

1534 大阪府 ＱＱＱ WEBページ構築とチラシの配布、インスタグラムで新規顧客獲得

1535 大阪府 インフィニティ企画 野菜を使ったスイーツのネット販売・デリバリーによる販路開拓

1536 大阪府 株式会社大阪エース 4120901009165 アレルギー対応の冷凍離乳食の開発と宅配事業
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1537 大阪府 株式会社ＣＯＮＮＹ　ＨＡＬＦ 8120901044679 吉野葛を活かしたシリカ炭酸入浴剤の開発とホテル市場開拓事業

1538 大阪府 株式会社RAマネジメント 2120901043133 HP作成及び販路開拓に係る新規顧客の獲得

1539 大阪府 MOJA NAIL nail ＆ eyelash salon 脱毛サービスの新規展開による既存顧客の客単価向上事業

1540 大阪府 TANAKA義歯製作所株式会社 8120101059775 CAD/CAM冠の製作による新規事業の創出及び販路開拓

1541 大阪府 喫茶処『離』 イベント出店の為の露店営業における新規販路の開拓事業

1542 大阪府 株式会社シンライテック 5120901040383 防災・資源再利用による社会貢献事業と生産性向上の取り組み

1543 大阪府 株式会社古嶋商店 2021090121221 伐採木の完全加工化及びウッドチップ委託加工の販路開拓事業

1544 大阪府 あんしん司法書士事務所 あんしん司法書士事務所の認知度向上の為の販路活動

1545 大阪府 株式会社BEYOND 9120101065062 WEBとリアルな「ショーホーム」で実感する家づくり

1546 大阪府 11土design 都市圏で作品展を開催し、販路を全国展開してブランド力を高める

1547 大阪府  ＴＯＮ－ＴＯＣＯ　ＨＡＩＲ’Ｓ ２階から１階路面店への移築。バリアフリーサロンへ生まれ変わり

1548 大阪府 株式会社ワコー 5120101034632 高付加価値インスタントコーヒーの受託製造による販路開拓計画

1549 兵庫県 中華　白龍 地域名品「かにみそ活用メニュー」の高付加価値化へチャレンジ！

1550 兵庫県 有限会社今西食品 5140002046353 特産ハタハタで、地域活性化＋新販路開拓＋SDGS目指す事業！

1551 兵庫県 Beauty Salon RinRei 最新ハイフ導入で客単価のアップと顧客満足度の強化

1552 兵庫県 山高水産 釣り船事業による売上増加計画

1553 兵庫県 ほしやま鍼灸院 男性不妊患者新規獲得の為の新メニュー導入及び地域広報事業

1554 兵庫県 ことぶき 商品に特化したチラシ作成、折込による販路拡大事業

1555 兵庫県 株式会社ブリランテ 1140001042381 シニアに特化した新講座の開設とPRによるシニア市場の開拓

1556 兵庫県 TANBA OUTDOOR ECOLOGY 風光明媚な自然に触れるウインターカヤック体験で新規顧客開拓

1557 兵庫県 さかえ開発株式会社 9430001042246 ペット客誘因対策で、香住オンリー「わん」の癒し空間宿への転換

1558 兵庫県 コンセロ株式会社 8140001108382 外国人人材紹介事業に係るDM及びパンフレットの製作と配布

1559 兵庫県 KOTOBUKIAN 淡路島産の原材料を使用した陶器（淡路焼）の開発と販売

1560 兵庫県 あずき工房　やなぎた 「黒さや大納言小豆」のPRと広告宣伝強化事業

1561 兵庫県 有限会社割烹助六 9140002052991 老舗日本料理店で味わう鉄板焼き料理で新規顧客獲得

1562 兵庫県 有限会社上坂瓦工業 1140002046638 地元産そばを使用した魅力溢れる店舗の認知度向上事業

1563 兵庫県 汐見商店 自社製品の開発による能動的営業戦略への転換

1564 兵庫県 レストラン　ワイルドダック アフターコロナに向けたテイクアウト事業の強化と感染対策

1565 兵庫県 Tuta tuta 新規顧客獲得のための地域広報

1566 兵庫県 株式会社中西組 1140001056282 ＩＣＴ測量機器導入による受注拡大への対応と新規顧客獲得事業

1567 兵庫県 株式会社共栄建設工業 7140001056244 ３次元画像で素早く共有！解り易い図面提案実現による販路開拓

1568 兵庫県 おかずや 地域コミュニティ活性化計画

1569 兵庫県 森下洋装店 加工補正業「Restitch WORKS」による売上拡大事業

1570 兵庫県 吉永建設株式会社 2140001080356 工夫のつまった家づくりをPRするための販促ツール作成

1571 兵庫県 MARIKO 日本の技術を盛り込んだデザイン性の高い傘の開発

1572 兵庫県 デザイン事務所　紡ーつむぎー おうちフォトスタジオ化による撮影事業拡大

1573 兵庫県 株式会社une 8140001125659 美容室のPOSシステムによる業務効率化とEC販売の事業拡大

1574 兵庫県 Cafe manna 改装によるテラス利用増加と新規顧客獲得による売上向上計画

1575 兵庫県 株式会社S&Yフード 5140001090377 瞬間冷凍機で新鮮な料理を届けるネット販売サービス展開

1576 兵庫県 美粧院ナティフ 炭酸入りウルトラファインバブル水で頭皮改善し育毛・発毛を導く

1577 兵庫県 津名紙器工業株式会社 3140001085115 貼箱製造ライン増設による、新規顧客獲得と賃上げの実現計画

1578 兵庫県 株式会社片山建設 8140001117598 地元住民のＴＦウォールへの認知度向上による新規顧客の獲得

1579 兵庫県 出石城山ビール株式会社 6140001056393 冷蔵ショーケースによる自社醸造ビール及び地元特産品の販売

1580 兵庫県 有限会社酒道場 4140002061147 団体客依存から脱却して、仕出し、小規模宴会、ランチによる集客

1581 兵庫県 株式会社ナチハマ 3140001044590 介護用商品の販路拡大のため、展示会出展及び販促品の作成

1582 兵庫県 有限会社　くろしお 9140002046382 山陰海岸ジオパークを活かしたサップ体験等による収益向上

1583 兵庫県 株式会社竹岡農園 9140001109900 絶景を眺める酵素風呂サービスの強化と導線改善による生産性向上

1584 兵庫県 光海株式会社 7140001039298 海外市場に向けたグローバルなパッケージ制作による販売促進事業

1585 兵庫県 株式会社大孝 3140001107851 活貝センターと貝専門食堂の設立

1586 兵庫県 ジェイズヒルガーデンオッキニ 丹波篠山最北端で出会う名物和スイーツ開発

1587 兵庫県 有限会社華 4140002039333 明るいテントの下でハンギング植物を育て販売する事業

1588 兵庫県 新温泉えごま農園 自社ＨＰ作成と加工施設の機械設備導入事業

1589 兵庫県 有限会社ひかり美容室 6140002035017 ホームページ制作と折込チラシによる新規客の集客と固定客化
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1590 兵庫県 ランドリーTOKIWANO ニーズに対応した洗濯乾燥機導入と情報発信による新規顧客獲得

1591 兵庫県 株式会社絆工房 7140002046335 全面デザイン傘のWEB・展示会によるBtoB販路開拓

1592 兵庫県 株式会社姫協 8140001038704 HPとパンフレットのリニューアルで新規ユーザー獲得と売上拡大

1593 兵庫県 菓子工房　菓のん 淡路島産米粉で作った「淡路島たい焼き」専門店の開店と販売促進

1594 兵庫県 PALMS RANGE １０８ ジュニア層の獲得のためのシュミレーション機器導入

1595 兵庫県 久屋コンサルティング 仕事と育児の両立を目指す女性経営者向けオンライン相談サービス

1596 兵庫県 株式会社AgLiBright 9140001112664 脱粒機導入とEC販売等による多可町産丹波黒の販路拡大

1597 兵庫県 道楽本舗 癒し空間の整備とホームページによる情報発信での販路開拓

1598 兵庫県 吉川縫工有限会社 2140002062139 蚊帳生地リメイクオリジナルふきんのショップ拡張による販路拡大

1599 兵庫県 PC淡路株式会社 3140001112760 近未来型リゾートワーケーション体験施設の広報宣伝活動事業

1600 兵庫県 株式会社宮崎建設 7140001115446 地域一番のリフォーム工事業者に向けた情報発信と商談体制強化

1601 奈良県 中岡住環境設備 空きスペースを改装し在庫ストック及び作業効率化・看板設置事業

1602 奈良県 立石カーサービス 地域密着型自動車販売店が提供する独自サービスによる販売促進

1603 奈良県 エステティックサロンジュビランブレッシング 新規顧客開拓のための広告宣伝活動

1604 奈良県 カタチ工作所 機械導入で業務効率・生産性を向上し販路拡大に取組む事業

1605 奈良県 エンパイヤシューズ出原製靴 展示販売車両（移動式店舗）の改造導入による販路拡大事業

1606 奈良県 大和菓匠　徳寿庵 ニーズに合った新商品の開発と販売促進のための広報事業

1607 奈良県 Alla Turca ディナー新メニュー開発のための厨房機器増設と店舗改装事業

1608 奈良県 株式会社ARUKAMAN 4150001021571 地域のみなさまを笑顔にする企業様向け配達お弁当PR事業

1609 奈良県 藤ゆらり 強みを強化するための設備導入と認知度アップの広報事業

1610 奈良県 東田牛乳店 機能性ヨーグルト販売による新規顧客拡大事業

1611 奈良県 吉原呉服店 弊店の悉皆事業を看板でPRすることによる新規販路開拓

1612 奈良県 有限会社ウエダ 4150002004831 インテリアコーディネート事業の新規導入による新規販路開拓

1613 奈良県 ゲンシン郡山インター店 新設道路側の看板設置とHP制作で新たな顧客の獲得を狙う事業

1614 奈良県 吉田二福堂 高齢社会をチャンスに 若いころには食べなかった和菓子を開発

1615 奈良県 株式会社大英 9150001022227 新事業販路開拓の為の商談ルーム改装とウェブとカタログでの広報

1616 奈良県 大和軒本店 店舗リニューアルで更なる安心安全の提供により伝統の味を繋ぐ

1617 奈良県 98west 抗酸化作用水と本格カフェツールの導入で最新型BARへと昇華

1618 奈良県 キャラメルトリオ合同会社 8150003001279 地元地域の食材を生かしたソフトクリーム専門店の新規オープン

1619 奈良県 株式会社ざんまい 2150001006517 県内初の配膳ロボット導入による生産性と従業員満足度の向上

1620 奈良県 BRIGHT hair 店舗拡大！予約枠増設によるブライトヘアーファン倍増事業

1621 奈良県 ハッピーカーズ奈良店 設備導入による整備作業の内製化と地域住民への新サービスの開始

1622 奈良県 菓子工房トロイメライ 子育て世代がターゲット！アイシングクッキーで感動を贈ろう

1623 奈良県 山口精肉店 ネット販売と過疎地域での総菜販売充実に向けた真空機の導入

1624 奈良県 栄寿司 観光資源とブランド食材を活かしコロナ後の観光客ニーズ獲得事業

1625 奈良県 自立学習塾Ciel 先生1人に生徒は4人まで！集団指導から個別指導へのシフト

1626 奈良県 Return 査定コンサルタント業務における高齢者向け「終活支援」事業

1627 奈良県 Le Lien 地元産食材を使用したこだわりパンで販路開拓事業

1628 奈良県 髪TOMO.HATANAKA ご高齢のお客様も承継！駐車場入口のバリアフリー化改修工事事業

1629 奈良県 ことばの森 希少価値ある国語の専門塾をwebとシンボルでPR！周知化事業

1630 奈良県 株式会社タイム 7150001025347 AIフィッティングマシン導入！国内３台目のサービスの広報事業

1631 奈良県 奈良食品株式会社 1150001009446 SDGｓを取り入れた新パッケージ！純国産はるさめ販路開拓事業

1632 奈良県 リネンハウス株式会社 2150001010097 看板とカタログでモノ作りの魅力を伝え広げるプロジェクト

1633 奈良県 五鈴建具店 新しい生活空間を創造するモダン建具への可変PR事業

1634 奈良県 手づくりハム　ばあく 「豚まるごと一頭シェア」事業再開に向けた広報・環境改善事業

1635 奈良県 ラミ　ダンファンス　アラメゾン コロナ禍の影響から脱却するためのECサイト構築と新規顧客獲得

1636 奈良県 株式会社五條モータース 5150001015481 大型洗車設備の導入による生産性向上および新規顧客の獲得

1637 奈良県 五條酒造株式会社 9150001015461 地元五條産酒造好適米とワイン酵母を用いたライスワインの開発

1638 奈良県 居酒屋TACHI-BANA 地域特性を活かしたテイクアウト及び売上回復を図る販路拡大戦略

1639 奈良県 MIMIKO HAT キッチンカー+（プラス）自家栽培野菜移動販売による地域活性化

1640 奈良県 株式会社TMS AUTOMOTIVE N 3150001019848 自動車整備業内製化に伴う整備士雇用と設備導入

1641 奈良県 フツ屋 レモングラス、グレープフルーツ等の精油の開発と販路拡大

1642 奈良県 株式会社立花商会 3150001025128 古民家リノベーションも対応、きめ細かい対応による顧客開拓
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1643 奈良県 山浦農園 「曽爾村産スパイス」のPRから、認知度と売上の向上を図る事業

1644 奈良県 桂原竹材店 竹垣専門店が取り組むSDGｓへの挑戦！

1645 奈良県 AYUR DESIGN ＆ LODGE 閑散期の冬向けアクティビティーで需要喚起・ターゲット拡大

1646 奈良県 めいポタ 泥んこ体験WEB発信！陶芸で地域魅力アップと新規顧客の拡大

1647 奈良県 今中醤油 醬油蔵を改装した多目的スペース活用による新規顧客獲得

1648 奈良県 スタジオ踊劇舎 感染対策済スタジオで安心にレッスン出来ることをアピールしたい

1649 奈良県 縁芽 風情を活かしたセルフ写真館による　平日顧客獲得計画

1650 奈良県 シュクセお菓子・パン教室 オンライン低糖質スイーツ作り講師養成講座による販路開拓事業

1651 奈良県 キムボディワークス 街の頼れる鈑金塗装屋の㏚活動と設備導入による生産性向上事業

1652 奈良県 朱雀オート 他店に負けない「買取強化」を切り口とした販路拡大事業

1653 奈良県 株式会社ならイズム 2150001021697 奈良発：地域の良さを引き出し、スキンケアブランドを目指す。

1654 奈良県 合同会社ことだま企画室 2150003001251 地域の特産物を使ったご当地ドーナッツの開発

1655 奈良県 お菓子工房　南の風 LED対応ショーケース導入による映える苺のケーキ屋さん事業

1656 奈良県 Matsuyama Cafe オリジナルグッズ「ドリップバッグ」の開発・販売

1657 奈良県 株式会社大和紅乃屋 3150001013396 地域の方が待ち望んでいた昔ながらのおはぎ再開事業

1658 奈良県 めぐるふぁーむ めぐる想いをつなげたい安心・安全野菜の加工品販路拡大事業

1659 奈良県 リブリーチェアー お店、モノ、人が出会うRevery Chairブランディング

1660 奈良県 なづな 地域の新規顧客獲得を目指す「なづな」イベントスペース事業

1661 奈良県 men’s脱毛サロン BASE 閑散期の新規顧客獲得施策として新メニューの発足

1662 奈良県 時の神様の贈りもの 心身の状態を音声分析することで成婚に繋げる販路開拓事業

1663 奈良県 パイロットコーヒーキッチン 地域経済の牽引を目指す新創業のカフェ店による販路開拓活動

1664 奈良県 hair‘ｓClaiR 母親が安心して来店できるサロンづくりと販路開拓

1665 奈良県 松浦　優也 音のセレクトショップECサイト新設、チラシによる宣伝強化

1666 奈良県 株式会社内田グループ 3150001014758 居酒屋メニューを無人テイクアウトで提供！低コストで売上アップ

1667 奈良県 パラダイスバーガーズ 営業時間のシフト、ドッグカフェとテラス席設置で新規顧客の獲得

1668 奈良県 ヤングスター 新サービス「スニーカークリーニング」で新規販路開拓事業

1669 奈良県 YAMATON GROUP株式会社 4150001024285 季節の新メニューPRにより空席を埋め売上アップで賃上げを行う

1670 奈良県 株式会社　太笑 6150001019614 アフターコロナに向けた効率よく顧客を獲得する仕組み作り

1671 奈良県 舟形家 時代にマッチした商品開発で売上強化・顧客拡大事業

1672 奈良県 阪口製材所 未来の住宅を創造する吉野産無垢木材を使用した快適住空間

1673 奈良県 山の果研究所 体験メニューの新設と「体験学習スペース」「展示スペース」設置

1674 奈良県 醍予 眺望の良い食堂スペースを活かした本格喫茶事業

1675 奈良県 美吉野ファーム 地域との繋がりを大切に！小規模でも経営の成り立つ農業創出事業

1676 奈良県 やまとのてひと 寺社の結界の製作による新しい寺社修復への提案と後継者の育成

1677 奈良県 株式会社　廣箸 2150001022919 コロナ時代を生き抜くオンライン商談システム導入による販路開拓

1678 和歌山県 紀南グルーヴ 地域音楽産業と雇用を支える大音量対応の本格スタジオ構築

1679 和歌山県 オポッサム エスプレッソ提供で集客と満足度アップ事業！！

1680 和歌山県 農家イタリアン　sorriso 自家製原料を使用した新メニュー開発と体験付ランチプランの販売

1681 和歌山県 カフェ・ラパン 串本産きんかんを使ったスムージーで新規顧客獲得。

1682 和歌山県 桜井鉄工株式会社 9170001010980 鋼材の全自動切断機導入による一貫生産体制構築と生産性向上

1683 和歌山県 松下外装 元請需要の受注拡大に取り組むための事務所兼作業場新設工事

1684 和歌山県 森田縫製 受注体制強化による生産能力アップと新規取引先の獲得

1685 和歌山県 株式会社　今村 8170001016921 「高鮮度高品質」な梅干の増産体制の強化と販路拡大・開拓事業

1686 和歌山県 soundcafe NEIRO 店内商品のテイクアウト販売化

1687 和歌山県 柿の種 銘菓かっぱ餅の引き継ぎ、販路拡大を通した自店と地域の活性化

1688 和歌山県 カーショップ紀州 プライベート商談空間構築による売上増加計画

1689 和歌山県 果樹園紀の国株式会社 3170001007594 新搾汁機導入による作業効率向上・売上増加計画

1690 和歌山県 昌栄堂印刷 気分イイ空間で広告・パンフレットのデザイン・相談ができる！

1691 和歌山県 熊野カフェ 店舗改装とオープンテラスのライトアップ

1692 和歌山県 株式会社　アンブローシア 7170001008390 進物パッケージのデザインの一新からの売り場、売り方の新提案

1693 和歌山県 南紀白浜オリーブ＆ジェラート工房 自家農園のブルーベリーを使用したコンフィチュールの販路開拓

1694 和歌山県 白安 コロナ禍でも旅行も仕事もできるワーケーション宿泊施設への改装

1695 和歌山県 和韓食チング 顧客ニーズに対応した排煙焼肉システム導入による販路開拓
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1696 和歌山県 株式会社ピーエッチワイ 4170001007461 お客様と愛犬、双方へのサービス向上の為の人工芝設置事業

1697 和歌山県 株式会社　前田 6170001008276 移動販売車導入による商圏の拡大に伴う新規顧客の獲得

1698 和歌山県 ナチュラルガーデン 負けない３本柱！「あ、これ食べたい！」へブラッシュアップ事業

1699 和歌山県 民宿亀の井 ＥＣサイト開設で『らくらく予約で車中泊』

1700 和歌山県 ゲストハウスもらいもん コロナ禍におけるワーケーション需要に対応した宿泊施設改装計画

1701 和歌山県 合同会社elcamino 4170003001413 自社ＥＣサイト構築に向けたオリジナル商品の開発

1702 和歌山県 旬の味　食処　土筆 ターゲットに特化した店舗づくりと回転率強化計画

1703 和歌山県 eropurin fitness 新店舗開設による新規顧客獲得事業

1704 和歌山県 KSマートちからや 健康茶「紀の川茶」販路拡大による、スムーズな事業承継

1705 和歌山県 素泊り専科サンジュ テントサウナサービスを開始し、アウトドア好きの新規顧客を獲得

1706 和歌山県 白浜海底観光船株式会社 5170001009060 ライフジャケット導入による観光船の安全性PRと販路開拓事業

1707 和歌山県 kazumamakichenぷう 夏の新メニュー開発と新規顧客の獲得

1708 和歌山県 岡本農園 本格的に6次化産業への取り組み。ジュース販売で再出発。

1709 和歌山県 伏菟野きくらげ生産組合 スライサーの導入で、単価・取引数・生産量の向上を目指す事業。

1710 和歌山県 抱壺庵 若い世代のお客さまのＳＮＳを利用して売上アップ事業

1711 和歌山県 株式会社松園 5170001016321 和歌山県初！！黒毛和牛が買える自動販売機の販路拡大事業

1712 和歌山県 Home Salon Sinsia 施術室拡大と改装と新機器導入による施術効果拡大事業

1713 和歌山県 セーフティファーム 冷凍自販機によるF1イノブタ肉の２４時間無人販売事業

1714 和歌山県 有限会社ファミリー薬局 6170002008044 内装リフォーム及び物販スペース拡大による売上増計画

1715 和歌山県 ＨＯＵＮＤＳ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ 新しいシャンプーマシン導入による顧客満足度アップ事業

1716 和歌山県 里山暮らしを遊ぶ宿のこのこ のこのこ五感遊びで顧客の信頼をキャッチする！

1717 和歌山県 菓子工房HOCCO ２店舗目のカフェ営業オープンに向けてのトイレ改修

1718 和歌山県 株式会社九重雜賀 3170001008221 米国の多様な食文化に対応した商品価値の見える化による販路開拓

1719 和歌山県 熊野古道古民家宿ＨＡＧＩ 空き家を古民家宿の別館に再生して、収益の向上を図る

1720 和歌山県 宇津美大工 足場機材の購入による工事短縮と需要を掘り起すチラシの作成

1721 和歌山県 Akamatsu　Diver’s 店舗改装で新たな顧客開拓とお客様の満足度ＵＰ

1722 和歌山県 串本旬彩おおはし 感染症対策換気窓の工事及び店舗裏出入口の換気扉の設置

1723 和歌山県 ｅｔｏｉｌｅ　ｎａｉｌ 店舗建設で新事業、より多くのお客様に満足を！

1724 和歌山県 マリンステージ串本店 全天候対応に向けたマリンステージ串本店の快適施設整備事業

1725 和歌山県 山本製作所BASE株式会社 9170001015897 オリジナル家具ブランドの付加価値向上と新商品開発事業

1726 和歌山県 一心農園 農家の夢実現！新食感のオリジナルアイス販売で廃棄ロスを削減！

1727 鳥取県 果母子 ランチタイム営業の開始と店舗改装による固定客の再来店促進事業

1728 鳥取県 アイメモリア株式会社 3270001008426 寺院葬の認知度向上及びお寺との関係強化による販路開拓

1729 鳥取県 八百谷商事有限会社 8270002004353 ショーウインドウ設置と店舗改装による新規顧客開拓

1730 鳥取県 多幸福 移動販売車のブランド力向上と地域産品活用による顧客獲得事業

1731 鳥取県 有限会社小谷写真館 8270002004320 ガーデン撮影の充実による顧客満足度向上と新規顧客獲得

1732 鳥取県 株式会社光南 2270001002289 自宅で楽しめるオリジナル商品の開発・販売による販路拡大  

1733 鳥取県 株式会社伯耆のきのこ 3270001006479 入浴剤の「販路開拓」により、利益増進を図る。

1734 鳥取県 バニーリンゴ 製作・展示・販売・ワークショップが可能な複合アトリエの創設

1735 鳥取県 株式会社きたむら 4270001001009 河川災害用コンクリート製品の独自製造と新規先への営業強化計画

1736 鳥取県 キッチン&カフェ　プランタン ポストコロナに向けて「手作りピザ」の冷凍販売を新たに開始

1737 鳥取県 SHIRO NO HACO 撮影バリエーションの拡張及び情報発信力強化による顧客獲得

1738 鳥取県 タピタム 海の見えるカフェオープンによる顧客獲得

1739 鳥取県 株式会社ながお 8270001002515 認知度向上と子育て世代の新規顧客獲得による売り上げ拡大

1740 鳥取県 有限会社ガレージベース 1270002004913 並行輸入の大型バン専用展示場の開設による第二ブランドの確立

1741 島根県 ヘアーサロンのぎ 『marbb』導入によるヘアケアメニューの強化

1742 島根県 株式会社パティスリーシノブ 8280001007843 PRツールを増やすことによる新規来店客獲得事業

1743 島根県 たか施術院 「整体院」からの脱却！パーソナルトレーニング事業拡大

1744 島根県 ヘアーサロンイヤマ 店舗のバリアフリー化による高齢者顧客の獲得事業

1745 島根県 有限会社三澤工業 2280002011767 葬祭会館の施設改修に伴う顧客満足度の向上による販路拡大事業

1746 島根県 三上商店 地域特産品とすぐに食せる惣菜の拡充による客単価増と新規開拓

1747 島根県 株式会社奥出雲社中 2280001006479 個室客席新設に伴う顧客満足度向上による顧客開拓と販路拡大事業

1748 島根県 株式会社　丸隆 3280001005711 総合パンフレット制作による集客拡大事業
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1749 島根県 延谷　美智子 知名度アップと新規顧客獲得のためのプロモーション企画 

1750 島根県 有限会社いわいや 1280002006512 集客力向上から強みを活かした販売展開による販路拡大事業

1751 島根県 椿舎 椿オイル入りチョコレートの新商品開発による新たな顧客獲得事業

1752 島根県 株式会社ケイプラント 8280001008503 自社HPとチラシ活用により新規取引を獲得し販路拡大！

1753 島根県 株式会社かめや旅館 3280001006206 強みを明確にしたパンフレット制作による新規顧客獲得事業

1754 島根県 創licht.KiO 新商品開発から工房兼店舗設置による販路拡大事業

1755 島根県 松園 女性の少人数客増加の為のPR力強化事業

1756 島根県 合同会社セイシン 2280003001478 急速冷凍機の導入によるECサイトを活用した地域外販売事業

1757 島根県 DOG SALON わんだふる 顧客満足度を高める設備と施設の整備で販路拡大を図る事業

1758 島根県 活き活き介助福祉タクシー 利用者ニーズに繋がる器具の導入による利用者獲得事業

1759 島根県 まいもん工房 米粉１００％ロングパスタの量産体制整備及び販売拡大事業

1760 島根県 ヌーベル 認知度不足解消による、新規顧客獲得事業

1761 島根県 La Petite Poche 生産効率UPによる販売機会ロス解消と認知度向上による売上獲得

1762 島根県 吉賀建築 水道工事業参入による販路開拓事業

1763 島根県 ALVO AUTO 「軽キャン」製作・改造サービスのPR強化による販路開拓事業

1764 岡山県 株式会社マルマン 1260001033492 24時間クリーニング受け渡しサービス実施による販路開拓事業

1765 岡山県 有限会社ファインアートかわばた 1260002029250 専門家向けに特化したファイバーシート天井システム説明書の作成

1766 岡山県 有限会社髙丸整備工場 7260002028742 最新車両の説明力強化による高齢の方への販路開拓

1767 岡山県 株式会社ユーホーム 9260001019567 社用車へのラッピングと家のトラブル相談パンフレットによる集客

1768 岡山県 装寝具のカトウ 地域外へのふとん打ち直し事業をテレビCMでPR

1769 岡山県 RIFA WEBを活用した訪問エステ事業の開業における顧客の開拓

1770 岡山県 猪鹿家 ペット用熟成肉おやつの開発と効率的な販売手段の確立

1771 岡山県 ふなおワイナリー有限会社 3260002023326 リブランディングに繋がる新商品開発で、顧客と販路を拡大する

1772 岡山県 うどん　はるひ 製麺能力向上による販売機会ロス対応と商圏拡大のための販路開拓

1773 岡山県 株式会社竹吉 7260001036060 放置竹林の竹を活用したエコ商品の製造・販売による売上拡大

1774 岡山県 河本農園 コンテナ店舗開設による販路開拓

1775 岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350 ハルドックスウェアパーツセンター新設によるブランド構築

1776 岡山県 HUGPRO entertainment合同会社 7260003003471 自社スタジオを制作し新事業展開により販路拡大を図る！

1777 岡山県 有限会社カーライフ那須 8260002027058 エーミング作業の内製化により生産性の向上と顧客獲得を図る

1778 岡山県 音の絵 わざわざ行きたくなる！実店舗でのオリジナルレースの販路拡大

1779 岡山県 ロッキーマックス 地域コミュニティを大切に、バリアフリー化で顧客満足度アップ

1780 岡山県 耳つぼダイエット＆スリムサポートぴゅあ 「耳つぼダイエット」を動画で発信し倉敷エリアで顧客獲得

1781 岡山県 旭交通里庄株式会社 8260001035012 キャッシュレス決済端末導入による顧客獲得

1782 岡山県 丸本酒造株式会社 3260001017980 オーガニック日本酒のリブランディングと展示会出展での販路開拓

1783 岡山県 101.lab● 最新設備導入により、増加する歯科技工ニーズへの対応と販路開拓

1784 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

1785 岡山県 福山商事株式会社 6260001034676 新発想！風が通るレインウェア『Hi-MOMO』販売戦略事業

1786 岡山県 株式会社美星ミート 2260002026032 設備導入による希少部位販売の開始と高品質商品提供

1787 岡山県 小川屋 映画ロケ等観光目的の新規客層に向けた新商品の販売促進計画

1788 岡山県 Dental Labo Dai 歯科技工工程の機械導入による生産性向上と販路開拓

1789 岡山県 Blue Berry はるな園 １０種のブルーベリーを活かした体験メニューによる新規顧客獲得

1790 岡山県 Organica Coffee コロナ禍でのエシカル消費のニーズに応える商品開発と生産性強化

1791 岡山県 ばんの農園 雲海の景観等四季のひとりじめサウナサービスによる新規顧客獲得

1792 岡山県 有限会社伊藤写真館 4260002033761 店舗移転をチャンスに変える！地域における潜在顧客の獲得事業

1793 岡山県 デザインルームトリコグラフ 直接刺繍マーキングの開始による新規顧客獲得

1794 岡山県 888米粉研究所 地元産米粉によるグルテンフリー手作り焼き菓子で売上拡大

1795 岡山県 信義商事 看板設置によるサービス認知度向上及び新規顧客獲得

1796 岡山県 sozaiまつもと ドリンクメニューの開発と情報発信の強化により新規顧客を獲得

1797 岡山県 洋食キッチンかもめ 持ち帰り洋食弁当・配達サービスの開始と店内飲食の客数拡大

1798 岡山県 ひがしや コロナ禍から復活のための牛焼肉販売強化と新規顧客獲得事業

1799 岡山県 有限会社 大武衣料店 6260002033776 「トータルファッション」の提案型営業の開始と新規顧客獲得事業

1800 岡山県 青島 あなごコース料理の提供と店舗改装による新規顧客獲得

1801 岡山県 早坂建設有限会社 1260002007982 宅地造成工事の短納期・業務効率化と受注拡大
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1802 岡山県 有限会社宇治鈑金塗装 1260002027790 看板設置とチラシ配布による情報発信の強化で個人顧客を獲得

1803 岡山県 七屋 持続可能な経営へ向けた宴会・仕出し専用店舗のオープンと周知

1804 岡山県 有限会社YC Factory 8260002014023 まちの電器屋さんの地域への情報発信による販路開拓

1805 岡山県 自然農園つちのしらべ 有害鳥獣として駆除した鹿を活用したペットフードの開発と販売

1806 岡山県 deuce.cafe クレープのこだわり周知・新たな提供方法による集客力強化

1807 岡山県 有限会社昭栄設備 9260002025110 民間企業からの下請け工事受注体制の構築・PRによる販路開拓

1808 岡山県 吉備カッター工業株式会社 4260001028416 環境配慮型設備の導入による新規受注の獲得と生産性向上の取組

1809 岡山県 わかな合資会社 1260003001002 引き合いが多数あるチョコレート商品の安定販売

1810 岡山県 嘉美心酒造株式会社 3260001017997 瓶内二次発酵「発泡性清酒」の生産性向上と海外販路開拓事業

1811 岡山県 藤原建築 農地管理サービスを実施し地域課題である耕作放棄地解消を目指す

1812 岡山県 創・食・美・酒　浅口劇場 お店の味を岡山県民の食卓へ！肉みその商品化で認知度・売上ＵＰ

1813 岡山県 有限会社高田塗装防水 9260002019418 工場・プラント構内の設備塗装・工事・保守・メンテナンス契約

1814 岡山県 T.G.W 当社オリジナルブランド「k.h.r」のブランド価値最大化計画

1815 岡山県 KEKEHOUSE 和をベースに世界の人々が集まるコミュニティ型宿泊施設

1816 岡山県 株式会社吉建 1260001026942 建設業から建設サービス業へ！ショールーム改装による販路開拓

1817 岡山県 合同会社ITO 1260003003907 自社サービスの強みを効果的に伝えるための販路開拓の流れの整備

1818 広島県 トータルセラピーSURYA 新型コロナに対応するためのネット販売参入と講座のオンライン化

1819 広島県 上神農園 ラジコン動噴機の導入による噴霧作業の省力化ならびに効率化

1820 広島県 さんわ堂 EC強化とモノづくりコラボレーションで商圏の『輪』を広げる

1821 広島県 てごナースきたひろ バリアフリーキャンプ場確立と「てご」サービスの認知度向上

1822 広島県 MURO 地域初！来店型生花店『MURO』の本格オープン

1823 広島県 ゆず庵 時代とお客様のニーズに合わせた飲食店の生き残り改革

1824 広島県 BIPURE 新たな施術導入と店舗広告販促による新規顧客開拓

1825 広島県 有限会社　石の店沖 9240002052569 墓石の字彫りの作業効率化と新たな商圏の開拓・受注強化

1826 広島県 理容ファミリー トイレから始まる、「居心地のよい空間づくり」事業

1827 広島県 株式会社　川口自工 6240001046590 車両置場拡張による展示車両および新車販売台数の増加事業

1828 広島県 liten kul 新規顧客層に向けた新商品開発及び販路開拓事業

1829 広島県 オートボディシンタニM.K. 作業根拠の転換～『経験と勘』から『積み重ねられたデータ』へ～

1830 広島県 HAIR SALON BIOS 新事業展開による新規顧客獲得、客単価向上事業

1831 広島県 紅花・ルビー フードメニュー提供による収益力強化と店頭ファーサードの改修

1832 広島県 丸美屋米穀 精米機の導入とこだわりのおにぎりによる新たな販路の開拓

1833 広島県 株式会社ベテリナリーサイエンス 6240001051921 新商品「もぅサプリ」の販路開拓および販売促進事業

1834 広島県 株式会社スサキ 7240002016955 ドッグハウス２１　サービスの高付加価値化と生産性の向上

1835 広島県 上川芳徳税理士事務所 創業・節税・相続　税金の悩みを解決するセミナー、相談会の開催

1836 広島県 有限会社佐々木敏郎商店 4240002006901 自動真空包装機導入によるネット販売体制の強化と新規客の獲得

1837 広島県 フラワーショップなかの フラワーキーパー導入による魅せるギフト花束展示で新規客獲得

1838 広島県 庭尾屋根工事店 広告宣伝活動開始による販路拡大と新型荷揚機導入による販売促進

1839 広島県 有限会社　中路産業 4240002035157 機会損失解消の生産管理システム導入による短納期化の実現

1840 広島県 アイティーショップ尾道 PC関連サポート事業受注強化のための店舗環境整備・周知事業

1841 広島県 NEXT 新規設備導入による新たな販路開拓

1842 広島県 ヘアーサロン　るい ストレス社会から脱却！新事業PRによる顧客獲得

1843 広島県 株式会社　和工房 4240001014517 真空パック機導入による業務の効率化および食品ロスの軽減

1844 広島県 有限会社　安浦プレス 5240002035206 新事業展開に向けたコンプレッサー導入による生産性向上

1845 広島県 株式会社アクリシア 9240001057016 眼鏡市場の強化に伴うユニバーサル化を意識した店舗改装

1846 広島県 石野鍼灸整骨院 設備治療の導入による売上拡大及びITを使った販路開拓

1847 広島県 こども自然体験くじら堂 富裕層をターゲットとした島ならではの体験観光の販路開拓

1848 広島県 宮島御砂焼　対厳堂 新事業『宮島御砂焼サブスクリプション』による売上向上

1849 広島県 長畠農園 高根島産の柑橘カレーによるウィズ・アフターコロナの販路開拓

1850 広島県 川田柑橘園 瀬戸内柑橘を使った安定した高品質加工食品づくり

1851 広島県 岡田自動車株式会社 4240001029242 販路開拓を図るためのリフト設置工事

1852 広島県 ジェスン農園 製品の品質向上とHP・ECサイト構築による販路開拓事業

1853 広島県 有限会社ヤスダ 2240002029623 安心・安全・らくらく薄畳！洋室空間に和のやすらぎ空間を！

1854 広島県 株式会社ブレイカーズ 6240001017443 戸建て住宅解体工事の販路開拓
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1855 広島県 ハチズネイル 脱毛器導入で新規顧客の開拓

1856 広島県 株式会社MITINAS 8240001043553 ドローンを活用したインフラ点検・防災減災事業

1857 広島県 有限会社中迫商店 2240002031125 バックホー導入による土木工事部門強化で販路開拓

1858 広島県 株式会社丸杉水産 9240001043370 真空パックの殻付き冷凍牡蠣の量産体制構築による販路拡大

1859 広島県 サロンドフルベール尾道向島店 パンフレット・ショップカード配布、SNSの強化による新規顧客

1860 広島県 ふじサービス 電光看板導入による新規顧客獲得事業

1861 広島県 床屋APEX 店舗入り口バリアフリー工事による新規顧客獲得事業

1862 広島県 七八 林業とクライミングを掛け合わせた伐採技術導入による販路開拓

1863 広島県 あきふ手技鍼治療院 新メニューの導入による顧客拡大と周知活動のマーケティング

1864 広島県 株式会社リビングファーム広島 4240001053498 高品質・高機能な竹チップ入り牛糞堆肥の小袋販売強化

1865 広島県 株式会社ライフデザインマンボ 2240001054507 地域の竹害問題と生ゴミ問題に取り組む新商品の開発と販売

1866 広島県 Ｒｅｎｇｅ 自慢の「お出汁」のテイクアウトによりコロナ禍でも販路拡大

1867 広島県 株式会社はら建興 8240002049351 広島の外壁塗装なら　はらけんリフォーム　知名度向上の取り組み

1868 広島県 本庄水産 牡蠣の加工品販売を強化するため内部環境強化整備事業

1869 広島県 Queen Rose 飼育頭数増加のための育成部屋改良と接客・シャンプースペース新

1870 広島県 株式会社ROSATO 3240001045538 美容脱毛と痩身エステ　最先端機器を強みに競争力を強化

1871 広島県 合同会社スカイフィールド 3240003002529 不動産仲介、土地建物の総合管理、空き家の管理　新たな販路開拓

1872 山口県 株式会社トム・フクダ 5250001001496 シニアの眼と耳をサポートする新たな商品とサービスの提供事業

1873 山口県 Aile Rapport 看板商品の売上拡大による知名度UP作戦！

1874 山口県 ほほ笑み 保険外サービス事業を周知するための新聞・チラシによる広報強化

1875 山口県 タウンサポート　ベリーグ ワックス剥離の効率化でハウスクリーニングの受注拡大を図る

1876 山口県 両国弥栄 新規事業『移動販売』による販売能力の強化

1877 山口県 土ノ音 商品の魅力を高め、効率的効果的な販路開拓の仕組みをつくる事業

1878 山口県 廣中輪業 高齢者に特化した新たな事業により、「地域一番店」を目指す

1879 山口県 株式会社　PET　JUMP 3250001019318 近隣商圏への集中的な広告とSNSを組合わせた来店客の促進事業

1880 山口県 企業組合　山代の里 8130005008786 生産性の向上による顧客満足度アップと販路開拓事業

1881 徳島県 ヘアーサロン小松 女性客獲得のためのシェービング、美容エステで魅力度アップ対策

1882 徳島県 丸金 おもてなし空間創造で新規顧客開拓と滞在時間増による売上増加

1883 徳島県 鴨島一福 新規顧客獲得のための看板設置事業

1884 徳島県 どちらいか テイクアウト需要獲得による利便性向上・収益の安定化事業

1885 徳島県 株式会社ぴあ 2480001005790 店舗認知度向上のための看板設置

1886 徳島県 有限会社　芝原オートセンター 6480002014011 静音・低振動コンプレッサーを導入し作業効率をアップ

1887 徳島県 株式会社　リブル 5480001010359 新資材を活用した真牡蠣の高効率養殖の実現と海外輸出

1888 徳島県 サンタモニカ 落ち着いて長く過ごせる空間の提供

1889 徳島県 有限会社　山田宝来堂 9480002014066 新ブランド和菓子｢プリンどら焼き｣の新商品開発・販路拡大

1890 徳島県 sabaya 居酒屋から餃子専門店への経営革新！

1891 徳島県 みきプラスチック有限会社 6480002004722 特殊形状の家具金物の受注を狙った、高度な溶接技術への取り組み

1892 徳島県 有限会社木内金物店 6480002011974 給排水メンテナンス部門の強化による売上拡大事業

1893 徳島県 株式会社大翔苑 1480001011591 希少部位を扱う人気焼肉店が食肉販売始めます！

1894 徳島県 合同会社サケノテ 7480003001825 受託事業及び通販事業に関する新規顧客獲得の為の事業基盤の構築

1895 徳島県 こっこ屋 車両の改装で新たな販路の開拓と顧客の獲得

1896 徳島県 平家屋敷民俗資料館 高齢者・外国人受け入れのためのトイレ洋式化改修事業

1897 徳島県 有限会社ふじや 9480002015007 地場産品を看板商品に取り入れた商品開発による新市場開拓

1898 徳島県 稲岡土木 解体事業参入と下請け企業からの脱却による増収増益計画

1899 徳島県 やまびこ自動車 最新タイヤチェンジャーの導入による作業効率の向上と販路拡大

1900 徳島県 有限会社やまうち 6480002015281 自社井戸所有によるリスク抑制・安定した生産体制構築

1901 徳島県 有限会社ビ・ラモード 9480002015188 店舗外観のミスマッチを解消し、顧客の維持・拡大を図る

1902 徳島県 手打ちうどんどん兵衛 テイクアウト需要獲得による収益の安定化

1903 徳島県 moku moku note Bakery&Cafe 製造・販売体制充実による自家製天然酵母パンの安定的提供

1904 徳島県 阿波中央バス株式会社 6480001004830 新分野展開となる介護タクシー事業の顧客開拓PR事業

1905 徳島県 内田　未来 本と農業をテーマにしたゲストハウスと古書店を新規運営する

1906 徳島県 阿部鮮魚店・和亭 あらゆる注文に効率よく対応できる厨房設備拡充による生産性向上

1907 徳島県 株式会社TERAZAWA 4480002011613 サーモグラフィカメラを用いた雨漏り診断を含む雨漏り修理事業
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1908 徳島県 吉紀コーポレーション株式会社 9480001009471 RTK測量・3次元データ作成・ICT建機を用いた工事受注。

1909 徳島県 株式会社安心工房 3480001011177 ドローンの導入による外壁・屋根塗装サービスの拡充

1910 徳島県 いせだ屋 トイレのバリアフリー化で顧客満足度向上を図り、集客アップ！

1911 徳島県 佐々木自動車有限会社 8480002014348 ニーズに対応した設備導入による顧客満足度の向上と売上の増加

1912 徳島県 美容室ミルクハウス ターゲット層の改善による差別化戦略で新たな販路開拓を実施

1913 徳島県 市原自転車店 販売力拡大！幼児・子供車専門売り場確保の為の外装及び内装工事

1914 徳島県 炭火焼鳥とりたけし やきとり店のバリアフリー化と新たなテイクアウト事業で販路拡大

1915 徳島県 Yoshitaka Iwamoto 外国人旅行客における顧客満足度向上とリピート率向上作戦

1916 徳島県 株式会社　百姓力 7480001008310 トイレ空間の改修による居心地度向上でイメージアップ作戦

1917 徳島県 有限会社フードセンターいずみ 1480002014296 真空包装機の活用で顧客満足度の向上を図る

1918 徳島県 古川農園 保冷庫導入の予冷で鮮度保持により遠隔地新規取引先開拓事業

1919 徳島県 喫茶 北斗 店内環境整備による既存顧客維持・ファミリー層の獲得事業

1920 徳島県 丹羽リペイント 設備・商談環境充実による元請け事業拡大事業

1921 徳島県 薪おじさん株式会社 2480001007696 本社イメージ向上及び薪ストーブのある暮らしの提案事業

1922 香川県 K’s DESIGN WORKS ファニチャージャンル商品の開発・製造・販売による売上拡大 

1923 香川県 中村縫製有限会社 8470002019026 廃棄物を活用した商品開発で収益向上

1924 香川県 髙柳株式会社 1470001015288 当社納棺商品の新規顧客獲得を目的とした展示会への出展

1925 香川県 寄り処まるまさ チラシ作成配布・店外看板設置・店内酒ボトル用棚設置

1926 香川県 有限会社　藤川果樹園 3470002016382 新規顧客獲得、リピート発生率及び商品力向上による売上増加計画

1927 香川県 民宿おやじの海 老舗旅館・飲食店のデザインを一新し、かっての賑わいを取り戻す

1928 香川県 合同会社　Office PJ 2470003001038 店内を改装して冷蔵庫を増設し、テイクアウトの販売数を増やす

1929 香川県 木場製麺所 伸長機導入による生産性の向上及び労働環境の整備

1930 香川県 株式会社オスモティックジャパン 6470001014723 自宅で首肩を温めるM字型小豆ホットカイロの開発と在庫倉庫設置

1931 香川県 和味酒場　菜や コロナ禍でも「２度３度と何度でも来たくなるお店」づくり事業

1932 香川県 ゼネラルスタッフオフィス株式会社 1470001017243 ハンズオントレーニング機能を備えたショールームの開設

1933 香川県 株式会社マル邦石工房 2470001005024 生産工程を機械化し、生産性向上、雇用年数延長、販路開拓を行う

1934 香川県 株式会社i・プラン 9470001014794 「BlueBull」新店舗の強みをPRして認知度向上

1935 香川県 サンワボデー 強みを伸ばし、顧客を逃さない！調色作業機械化による業務効率化

1936 香川県 健康痩身サロンBonheur 新サービスをターゲット客に周知することによる新規顧客獲得

1937 香川県 さくら塾 ホームページリニューアルとシステムリビルドによる新規顧客獲得

1938 香川県 ヘアクリアー オリジナルドライフラワー事業を拡大させ、売上増加を図る

1939 香川県 サンリゾート仁尾 新メニュー開発とテイクアウト強化による販路拡大

1940 香川県 かなでるライフ 「小屋建築」の提案強化による新たな販路獲得事業

1941 香川県 秋山ボディー 次世代カラーセンサー調色システムを活用した販路開拓事業

1942 香川県 大衆やきとり　とり心 やきとり屋が、カフェ事業を新規開始、新たな顧客層の取込を図る

1943 香川県 三好松月堂 実店舗とネット両面での売上拡大施策と新規顧客の獲得

1944 香川県 株式会社めざめ 1470001018019 商品ブランディングに伴う販促物やパッケージのデザイン改善

1945 香川県 株式会社竹川自動車 5470001018493 地域に貢献出来る自動車整備工場となるための環境整備

1946 香川県 金川食料品店 あん餅雑煮の販路拡大のためのリニューアル事業

1947 東京都 株式会社ongakushitsu 2010401113810 活動紹介のパンフレットなどを作成し販売促進と新商品の開発

1948 愛媛県 有限会社本田自動車 8500002012035 中古車販売強化のための環境整備事業

1949 愛媛県 宮岡緑地 チッパー＆シュレッダー機器導入による木くずの再利用事業

1950 愛媛県 紺屋釣具店 顧客高齢化と女性客増に伴うトイレの洋式化及び作業室の整備

1951 愛媛県 宮栄商事有限会社 8500002012043 ブランドイメージ統一とギフト商材による販路拡大事業

1952 愛媛県 のぼりたてうどん 和式トイレの洋式化による顧客満足度向上事業

1953 愛媛県 土岐モータース 地域課題を解決する出張溶接事業への参入事業

1954 愛媛県 白石　康 高速精密切断機導入による生産性向上事業

1955 愛媛県 ボディショップトラスト 板金加工特化店を目指すための生産性向上事業

1956 愛媛県 有限会社　イヨエッグ 8500002008041 自動給餌機導入による効率性向上での新業態への再チャレンジ

1957 愛媛県 大松レザークラフト 愛媛県産ジビエレザーを使用した新商品開発及び新規顧客獲得事業

1958 愛媛県 企業組合だんだん食品 7500005008320 パッケージデザインとWEB制作によるブランド強化事業

1959 愛媛県 行政書士・社会保険労務士・海事代理士　藤原事務所 さまざまな専門知識でトータルサポートDM作成

1960 愛媛県 マルヨシ 安心・安全の提供と商品PR活動による売上拡大と新規顧客獲得
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1961 愛媛県 CUT HOUSE YAMAUE Hair Salon Raiponse 岩城橋開通に伴う新規顧客獲得のための設備導入

1962 愛媛県 西尾理容所 高齢のお客様にとって優しく明るいお店に

1963 愛媛県 UmiMachiベーグル 専用製造機材導入による生産性向上を図る

1964 愛媛県 安田オートサービス 高圧温水洗浄機による整備の見える化、効率化で集客力アップ

1965 愛媛県 HOPE 壁面パネル・ステッカーによる広告宣伝強化で新規顧客の獲得

1966 愛媛県 有限会社一宮モータース 4500002012261 特定自動車整備認証に対応した新事業サービスの確立

1967 愛媛県 株式会社東頭整備工所 2500001022263 高性能スキャンツール導入による整備体制の確立で収益向上

1968 愛媛県 つかむ株式会社 1500001023948 飲食業における精肉販売チャンネル増による生産性向上事業

1969 愛媛県 さとい農園 設備の充実によるブランド米開発と販路開拓

1970 愛媛県 土居商店有限会社 2500002012362 ホームページ作成・店舗改装による情報発信と販路開拓

1971 愛媛県 あらた水産株式会社 8500001020476 酸素発生器の導入で生産性の向上と品質向上による販路開拓

1972 愛媛県 株式会社Ties 5500001016188 キッチンカーによる新商品の販売に向けての開発と販路拡大

1973 愛媛県 光藤旅館 BBQ経営で伯方島を繁栄

1974 愛媛県 新野石材 テーブル回転型研磨台導入による利益率の向上事業

1975 愛媛県 陶彩窯 製造機械導入による新商品開発と生産性向上の実現

1976 愛媛県 株式会社KAKU10 3500001007354 高性能溶接機導入による車両技術革新への対応と販路拡大

1977 愛媛県 株式会社梅乃瀬窯 8500001021318 3Dプリンターでの商品開発及び機械化による業務効率化事業

1978 愛媛県 ヘアーサロンVIJIN 店舗の床、段差改装による顧客向けバリアフリー化事業

1979 愛媛県 大河内重機有限会社 2500002018780 未曾有の事態にも対応し持続的発展のための新サービス開始

1980 愛媛県 アップティー美容室 来店者用トイレの洋式化で利用しやすい美容室へ

1981 愛媛県 グランドキャニオン 来店者用トイレの洋式化による顧客サービスの向上

1982 愛媛県 有限会社真和建設工業 3500002022055 地域課題解決に向けた土地管理事業と情報発信を通じた販路開拓

1983 愛媛県 忽那醸造株式会社 2500001000070 サニタリー遠心ポンプと電動シーラーの導入による業務の効率化

1984 愛媛県 Colorleaf 情報発信機能の強化と安心安全な店舗作りによる売上と利益の拡大

1985 愛媛県 株式会社　ヨンテンスクリーン 9500001023255 新商品開発のための設備導入及び知名度向上のための宣伝事業

1986 愛媛県 有限会社エヒメ図書教材 1500002008403 環境事業部の遊具修繕、修理、新設のためのユニック導入事業

1987 愛媛県 ゆきもと農園 観光農園及び自社加工品の認知度向上の為の看板設置

1988 愛媛県 三影モータース 新規機器導入による最新機能搭載車の修理売上獲得事業

1989 大阪府 カフェでんじろう 店舗２階の営業スペース確保による生産性向上事業

1990 愛媛県 ペイザン 海の見える洋風居酒屋「ビストロペイザン」のオープン

1991 愛媛県 居酒家ピエロ ウィズコロナのための販路開拓事業

1992 愛媛県 有限会社ドリームライフ 3500002023615 機能訓練サービスの拡充と地域顧客への広報による販路開拓

1993 愛媛県 有限会社おみやげナガノ 6500002020171 新事業展開とトイレ改修及びテラス席設置による集客力向上事業

1994 愛媛県 tonari コロナに負けないカフェ併設の交流型ゲストハウス事業

1995 高知県 珈琲店　豆蔵 多様化した顧客ニーズに対応した高品質商品提供のための機器導入

1996 高知県 サカノミサキ テイクアウト、デリバリー事業本格展開のための店舗改修事業

1997 高知県 G 高機能電子機器導入による作業効率化と顧客満足度向上

1998 高知県 株式会社　三浦屋海産 8490001006709 どろめの町、香南市赤岡町をPRし、直販店の販売力強化

1999 高知県 耕農園 イチゴ農家が取り組む、直売所での新商品販売にかかる設備導入

2000 高知県 岩神印刷株式会社 9490001006352 カッティングマシン導入で営業力を強化し提案型企業として成長

2001 高知県 特選仁淀川生姜・山生 ６次産業化で豊かな地域資源を活用した新たな付加価値創出事業

2002 高知県 くり蔵 「くり蔵」ロゴによるブランディング推進事業

2003 高知県 有限会社　土佐メカニカル 9490002009916 3DCAD導入による視覚的な営業実施による新たな取引先の開拓

2004 高知県 おやつのじかんGouter 受注増・商品開発に向けた生産体制構築事業

2005 高知県 有限会社　土佐料理森澤 7490002009918 増加する注文の受注のため、配送車の拡大

2006 高知県 有限会社　COLOR 6490002010174 遺品整理事業の認知度向上と清掃事業の開始

2007 高知県 森岡農園 4回転栽培に向けたヒートポンプの導入

2008 高知県 株式会社　MST 5490001008393 ヘッドライトテスター導入による、ライト整備の強化

2009 高知県 Metal Body Works 斧板 高品質板金塗装のための設備投資の実施

2010 高知県 佐川車輌整備 「SDGsに配慮する整備工場」としての確立

2011 高知県 有限会社　土佐佐賀産直出荷組合 2490002008882 藁焼き製造ライン増設及び藁焼きたたき商品による販路開拓事業

2012 高知県 有限会社　いずま海産 7490002013093 既存商品の刷新と商品開発のための最新レトルト釜の導入

2013 高知県 土佐大月海産 調理済み・半調理済み冷凍商品の開発、販売による売上増加
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2014 高知県 柏島ヴィレッジ お土産・通信販売の商品開発、販売による収益増加計画

2015 高知県 カゴノオト ギフトに特化した商品（フラワータルト）開発事業

2016 高知県 オーツリーカイロプラクティック 高性能施術用テーブルによるサービス向上、回転効率改善事業

2017 高知県 株式会社KURASU 8490001009736 地域の連携と強みを活かした住宅販売セミナーや提案営業の実施

2018 高知県 西山　香苗 ピラティスマシン導入によるセミプライベートレッスン事業の開始

2019 高知県 しまんとハウス オンラインジャグリング教室事業

2020 高知県 上川口自動車 エーミング対応スキャンツール導入による販路拡大事業

2021 高知県 株式会社ピース 5490002008277 屋外広告を利用した広報強化による新規顧客開拓事業

2022 高知県 合同会社ふぉれすと 4490003001298 在庫ロス販売管理のためのクラウドPOSレジ導入による利益増加

2023 福岡県 LE　COEUR 脱毛機器の購入による低年齢層の顧客の獲得

2024 福岡県 ペットサロンＰＵ～ 筋膜リリース機の導入によるペット向けマッサージサービスの展開

2025 福岡県 合同会社moritaba 4290003011747 作業スペースの確保による販路拡大

2026 福岡県 株式会社坂口MARCHA 9290001093510 コロナ禍でも継続可能な体験型コミュニティ農園事業の立上げ

2027 福岡県 フラワーショップ花urara 初心者セット販売による若年層のお客様獲得と販売体制の見直し

2028 福岡県 有限会社サカモト 3290802020775 テイクアウト商品の開発および販売による新たな販路の開拓

2029 福岡県 株式会社フリーダムエンタテイメント 4290001029592 地方紙掲載によるPrincessKAGURAJapanの周知

2030 福岡県 糸島美咲塾 地域広報誌の活用およびWeb検索による広告活動等

2031 福岡県 Lune Lapin 自社の強みを活かしたソフトクリームの新商品開発

2032 福岡県 ララ・クゥール株式会社 2290001095315 結婚事業者が婚活事業に進出！結婚式までトータルサポート！

2033 福岡県 有限会社三栄建工 5290802018322 設備投資による基礎工事の高品質化と短工期化による新規顧客獲得

2034 福岡県 Clear Box 付加価値としての脱毛サービス開始による「毛」のお悩み解決事業

2035 福岡県 株式会社ナオケンサービス 8290001092612 家庭では丸洗いできないマットレスなどの洗浄事業による販路開拓

2036 福岡県 釜崎木工所 廃材である昭和ガラスを活用した食器開発による新規顧客開拓

2037 福岡県 Ro5Ro5 SNS映えをするオリジナルパッケージ＆ECサイトリニューアル

2038 福岡県 株式会社ジェイアイランド 2310001014073 インバウンドから国内へ！看板設置による貸切バス、運転代行PR

2039 福岡県 Tech Line Auto 故障診断業務で一石三鳥を実現する事業

2040 福岡県 あげもの専門　楽々亭 豊富な揚げ物メニューを活かす「あげものオードブル」の販売強化

2041 福岡県 しのざき農園 トマトの生産体制・直接販売の強化と体験農園による売上向上

2042 福岡県 espritSFS株式会社 4290001084530 安心安全な地場産野菜を用いた新メニューの開発と販路開拓

2043 福岡県 Vestio オリジナルブランドの販売に伴うギフトパッケージの制作

2044 福岡県 Dear Green 地域資源を使用した移動式野外薪風呂体験アクティビティー事業

2045 福岡県 わたなべ行政書士事務所 新たな特産物をつくる新規事業立ち上げのための環境整備

2046 福岡県 株式会社tracks 8290001090450 新規顧客獲得のための地域広報及び小売、卸売り事業の強化

2047 福岡県 きずな整骨院 チラシによる腰痛専門院の宣伝アピールと運動指導で販路開拓

2048 福岡県 シオンフードサービス有限会社 5290002054671 コロナ禍における店内飲食強化と新しいテイクアウト宅配強化事業

2049 福岡県 徳風 廃油買取で得た人脈と培った油産業ノウハウを駆使した唐揚げ店！

2050 福岡県 バルーンハウス柳川COUCOU SNS映えする看板・写真スポットの設置による宣伝強化

2051 福岡県 古賀材木店 材木屋が造る木の家　安心・快適住宅のPR

2052 福岡県 メディテクノ 病院管理者層へ直接自社のサービスを周知する雑誌広告

2053 福岡県 株式会社日唐石工 2290001065912 防草シート10ｍやオリジナル防草シート、人工芝等の販売拡大

2054 福岡県 ハローコーヒー カフェのみの業態からカフェ・バー業態への転換に伴う改装事業

2055 福岡県 Hanabusa music and coach　 新規生徒獲得のための環境リニューアル事業

2056 福岡県 株式会社クリデン 5290801023166 技術力をアピールするパンフレット配布による大型案件の受注増加

2057 福岡県 株式会社三国建装 2290001089085 販路エリア拡大を狙った塗装専門ショールームのPR事業

2058 福岡県 株式会社OｔｔO響育社 8290001096324 障がいのある方への音楽教室を幅広く知ってもらうための講演会

2059 福岡県 HairSalon　Minami ヘアカラーを美しくお見せするための改装・紹介による集客の強化

2060 福岡県 志摩スモークハウス アフターコロナを見据えた、観光客などに向けた直販体制の強化

2061 福岡県 株式会社ダスメルクリーン 9290001084617 高圧洗浄機を活用した「温水除草システム」の導入による販路拡大

2062 福岡県 株式会社　末安商店 8290001097446 高品質な玄米を提供することによる米穀専門店への新たな販路開拓

2063 福岡県 青い鳥鍼灸整骨院 新規顧客の獲得のため広報と新HP、及び視認性向上の看板設置

2064 福岡県 株式会社ライズワン 4290001071743 新商品2種を中心としたDM発送による新規顧客開拓

2065 福岡県 幸のとり 冷凍からあげの開発、販路開拓

2066 福岡県 クリフチャンネル株式会社 3290001089274 飲食からITへ顧客流入のテラス席、ECサイト、ポスター作成
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2067 福岡県 ThousandKitchen 愁月 おひとり様向け季節のパスタランチ提供の開始

2068 福岡県 YOSA　PARK　ラシェリー チラシの配布と陳列棚の購入により、物品販売力強化に取り組む

2069 東京都 株式会社トップレディ・ジャパン 7011601011650 過疎地域での戦略的出店で新たな販路開拓をし生産性と売上アップ

2070 福岡県 田渕歯科技工所 生体親和性の高いチタンの加工設備導入による販路開拓

2071 福岡県 バニーズ 新商品「具材の大きなおにぎり」開発と新店舗出店による販路拡大

2072 福岡県 ケーキハウス　シャルロット ラベルプリンター導入による販路開拓と自店舗売上増加事業

2073 福岡県 アクアショップエクスティア 抜本的な店内改装による高級小型魚販売の開始と新規顧客の開拓

2074 福岡県 いのくち輪業 ショーウィンドウ造設による電動自転車の広報強化事業

2075 福岡県 行政書士　松本法務事務所 新規顧客獲得のための広報力強化

2076 福岡県 有限会社日本収録研究社 2290802016931 Live配信支援事業への事業拡大による新規顧客開拓

2077 福岡県 ツナグミライ 筋力測定器の自社導入による測定会の定期開催及び収益力の向上

2078 福岡県 あんすけ ソフトクリーム製造機を導入し、新規顧客及び売上の増加を図る

2079 福岡県 CarstudioDome レンタカー事業開始のための環境整備と広報力強化による販路開拓

2080 福岡県 株式会社和光舎 8290001038689 複合的洗濯施設「みなみざと洗濯広場」

2081 福岡県 ねむ鍼灸院 地域の人々の「きれい」を推進するための看板・チラシ製作

2082 福岡県 株式会社フカマチ 3290001079589 資源回収BOX設置で地域の再資源化の取り組みに貢献

2083 福岡県 バレエ　クラージュ レッスン場拡張と多様なクラス新設で地域課題解決と併せ売上向上

2084 福岡県 株式会社　flat 7290001097117 冷凍あまおうの製造、及び販売拡大のための冷凍設備導入

2085 福岡県 株式会社ニッシン 2290001041533 オートプレス機導入とHP改良による新規顧客獲得の取組

2086 福岡県 株式会社ブレーン・コーポレーション 3290001066018 個人向け着物クリーニング・保管専門店の展開

2087 福岡県 MOMO 店舗改装による小売り事業の開始

2088 福岡県 スーク 情報発信！学習環境過渡期の荒波から子供を守る地域密着塾の挑戦

2089 福岡県 有限会社長沢ストアー 9290002036740 元スーパーによる『惣菜カフェ』で地域活性化と売上増大計画

2090 福岡県 有限会社サンケイ装業 5290002037511 廃材を生かしたリノベーション家具の販売で売上増大を図る！

2091 福岡県 和洋めし　よはく ウィズコロナに向けた贈答用商品の生産体制の構築と広報力強化

2092 福岡県 よつばジェラート 同業他社に無い商品開発による新規顧客開拓

2093 福岡県 株式会社KTSエンジニア 6290801028024 保護協調まで行う無料点検サービス開始による新規顧客開拓

2094 福岡県 ココル 対象顧客に適した新サービス及び販促施策の導入による売上改善

2095 福岡県 ALES Café プリン工房の新設による販路開拓

2096 福岡県 セカンドガレージ ホイールバランサー導入によるタイヤ売上拡大への取組

2097 福岡県 有限会社吉富亭給食センター 6290802022001 一般消費者向け飲食サービス「昭和食堂」部門の広報と効率化

2098 福岡県 もり・はりきゅう・漢方薬店 『少々痛いけどしっかり効く鍼』として新規顧客の開拓

2099 福岡県 株式会社TANNAL 1290001085647 あまおう農家が作る冷凍スウィーツの開発と販売

2100 福岡県 ブティック来夢 看板設置とチラシ配布による顧客来店誘導への取組

2101 福岡県 グリーンサービス産業株式会社 1290001084450 『樹木治療導入』による販路拡大の取組

2102 福岡県 平山モータース エアコンフレッシャー活用による他店との差別化への取組

2103 福岡県 筒井時正玩具花火製造所株式会社 8290001066392 国産花火(自社ブランド)を積極的に広げるための販路開拓事業

2104 福岡県 玄海通商株式会社 4290001034576 特許取得の新素材PMUを広報する為のチラシとHP作成

2105 福岡県 紀文 パティシエがいる割烹旅館が強化するスイーツ事業

2106 福岡県 Sleep Coffee and Roaster コーヒー豆製造の生産性向上による経営安定化と販路開拓強化

2107 福岡県 有限会社大田薬品 6290802023321 女性が安心して相談できる女性特有の症状改善に強い漢方相談薬店

2108 福岡県 ペンギン夢楽 移動販売　手と手をつなぐ「ご用喜来」地域の買物弱者対策実施

2109 福岡県 BRINDLE 京築地域内の40～50代女性層の開拓による販売拡大策

2110 福岡県 色緑 オーガニックティーブランド「色緑」の商品開発・有機茶販売事業

2111 福岡県 ちょう楽 ポスティングによるデリバリーの販路開拓とテイクアウト強化

2112 福岡県 Locavore テイクアウトメニュー、手土産菓子の開発及び販路開拓

2113 福岡県 KアンドAｄ合同会社 5290003010145 自社の強みを生かしたオンライン販売戦略で撤退事業地の再生

2114 福岡県 newcompe合同会社 1290003012087 新サービス顧客獲得のための広報及び自社製品の製造設備導入事業

2115 福岡県 八女茶業本舗株式会社 2290001053297 店舗面積の拡張及び新たなメニューの開発による集客力の強化

2116 福岡県 株式会社シンクロライフ 6290001078183 経営安定化に向けた３つ目の収益の柱、パン事業の立ち上げ。

2117 福岡県 株式会社マサエイ水産加工 7290001083059 海藻加工品の通販サイト向け卸売り事業の開始による売上拡大

2118 福岡県 スマソル嘉麻 スマホのことなら何でもご相談！スマホ教室の開催！

2119 佐賀県 えがお合同会社 1300003001328 多様化する高齢者・障害者の移動手段に対応するための整備事業
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2120 佐賀県 株式会社アシスト 1300001009752 生命保険代理店の営業力強化のための店舗移転及び新事業展開

2121 佐賀県 株式会社　石橋果樹園 4300001012191 ベトナム及びシンガポールへの「五代目石橋蔵入りみかん」の輸出

2122 佐賀県 母乳育児・健康相談室「つなぐ」 養成講座の開設による「地域で支える楽しい子育て」の実現

2123 佐賀県 有限会社まこと建設 8300002001405 コロナに続きウクライナ情勢！収益確保に向けたエステ事業展開

2124 佐賀県 有限会社　すみれ写真館 5300002006241 ロケーションフォト空間づくり改修工事及び物品購入

2125 佐賀県 有限会社モロクマ 9300002009975 住宅や店舗の水廻りに関する困りごとを迅速に解決する体制づくり

2126 佐賀県 味匠 キッチントレーラーによるテイクアウトメニュー提供事業

2127 佐賀県 くまもと整骨院 過疎地域を元気にしたい！健康な体作りサポート事業のPR活動

2128 佐賀県 川原食品株式会社 5300001001185 BtoC強化に向けた動画配信開始によるブランディング事業

2129 佐賀県 株式会社香月農園 8300001011339 自社製品の魅力強化およびBtoB取引の新規開拓事業

2130 佐賀県 やきとり大阪城 コロナ対策としての設備導入、新メニュー開発及び売上拡大事業

2131 佐賀県 割烹　津田屋 コロナの壁！パンフレット刷新による地産地消エツの魅力発信事業

2132 佐賀県 四季のごはん　紘 トイレ改装とバリアフリー化でイメージアップとコロナ対策

2133 長崎県 株式会社LABO’C 6310001015035 県内初の商品を広く周知することで売上増と利益強化を目指す事業

2134 長崎県 有限会社陣野自動車整備工場 8310002008168 新規格ガスへの対応と同時にエアコン整備関連の生産性向上を実現

2135 長崎県 山下畳店 バリーエーションに富んだ光沢ある琉球畳で様々な空間を創造する

2136 長崎県 雪の浦手造りハム 商品の急速冷凍及び保管庫の増設による県外への商圏拡大

2137 長崎県 有限会社小林製茶 1310002013265 専用パッケージング機導入によるティーバッグ商品の販路拡大

2138 長崎県 株式会社ヤマネコツアー 3310001013173 ホテル改修及び新規ホームページ作成による新規顧客獲得事業

2139 長崎県 オートサービスオオムラ エアコン関連ビジネスへの参入で車の長期保有を支える

2140 長崎県 株式会社　本田海産 4310001010087 ワカメ商品生産工程へのオゾン水導入による安全性・生産性向上

2141 長崎県 ガレージS&T スキャンツール導入による安心安全な整備の提供と売上拡大事業

2142 長崎県 蒼い森の工房 蜂蜜のラベル改善＆ウェブサイト開設で島外への販路拡大

2143 長崎県 合資会社　川末製材所 1310003002366 廃材活用で新事業！～富江味噌とかんころ餅の販売～

2144 長崎県 株式会社e-エクササイズ 5310001015102 介護度の重症化抑制！福祉施設向け「e-Assi」商品開発

2145 長崎県 居酒屋みやこ 個室拡張と掘りごたつ導入による、居心地の良い店づくり

2146 長崎県 井村製麺 原料に拘った「島原手延べそうめん」の製造量拡大と利益向上事業

2147 長崎県 水と木WORKS 店舗型経営への転換による地産地飾にこだわった花事業の拡大

2148 長崎県 有限会社　松幸陶芸 3310002012513 生産性向上及び売上拡大のための「陶器生地形成機械」の導入

2149 長崎県 松山商店 店舗設備イメージアップと季節の新鮮商品による売上拡大事業

2150 長崎県 Reset ON Studio 心も体も健康にオンライン新サービス開始による新規顧客開拓事業

2151 長崎県 かもめ亭 上五島の新鮮玉葱と名産焼きあごを使った島ドレッシング開発事業

2152 長崎県 有限会社　小関 2310002018379 若手後継者によるブランドイメージ向上で販路拡大

2153 長崎県 美容室サボンHAIR 自社の強みとコラボした脱毛事業で新たな需要の掘り起こし

2154 長崎県 寿司割烹 大川 本格寿司割烹の料理を来店せずに楽しめる弁当製造販売体制の整備

2155 長崎県 萬楽 ヘルシーメニューとドリンクバーで、若者・家族層を取込み増収益

2156 長崎県 有限会社松大 1310002020187 新規事業で当社の認知度アップ事業

2157 長崎県 平山工業株式会社 6310001004104 下請け脱却のための新規ペット用品製造販売による異分野への参入

2158 長崎県 とどろき株式会社 6310001016735 こだわりのお米×九州の食材を発信する飲食店による販路拡大

2159 長崎県 炭火焼肉あおい 機械導入による「自社ＥＣ販売サイト」の柱となる新商品開発事業

2160 長崎県 株式会社　美泉 1310001008266 自社ブランド確立のためにロゴ等を作成し、売上安定を目指す

2161 長崎県 リトルキッチン キッチンカーの強化による集客力の向上と新規出店場所の獲得

2162 長崎県 有限会社シキシマ 8310002018200 自動ラベル貼り機の導入による蒲鉾の新商品開発と販路開拓

2163 長崎県 耕田縫製 厚手専用ミシンの導入による厚手デニム製品の受注開始

2164 長崎県 さきもり本舗 「商圏拡大で売上増加を目指す、広告宣伝強化事業」

2165 長崎県 株式会社日野建設 6310001008352 ICT技術の推進で工事受注本数の向上計画

2166 熊本県 chang-plant コロナ後・・・円安効果で観光客インバウンド獲得事業

2167 熊本県 河内産業株式会社 3330001016315 住まい管理代行サービスによる販路開拓事業

2168 熊本県 行政書士江尻有希事務所 高齢者向けの分野を取り入れ広報活動と改修工事で販路拡大

2169 熊本県 和風レストランまつ藤 配達サービスによる巣ごもり需要開拓事業

2170 熊本県 株式会社West Village 1330001017678 県内外の新規顧客獲得のための販路拡大事業

2171 熊本県 串揚げ　ままかり HPと新聞広告、チラシによる知名度向上、新規顧客獲得

2172 熊本県 暁山整骨院 エンコンパス導入による非対面セルフトレーニング施術の強化
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2173 熊本県 オグラス合同会社 9330003008338 自社での資材加工、作業効率・質の向上や取引先の拡大

2174 熊本県 株式会社一畳屋 2330001000336 テレビCMによる認知度向上と店舗展開による販売促進計画

2175 熊本県 奥村住宅工房 国産材使用による在来方法のPR強化による販路拡大事業

2176 熊本県 パーソナルトレーニング＆フィットネスクラブ　ジェイフィット 新規事業に向けた設備投資と認知拡大による新規顧客獲得

2177 熊本県 株式会社　三嶋建設 3330001028426 CADオプションシステム導入による新規顧客の獲得

2178 熊本県 株式会社あかりテラス 9330001022869 HP＋サウンドロゴ活用で相続特化不動産会社としての認知度向上

2179 熊本県 株式会社　ワンエイト 4330001029464 熊本県産みかん箱詰め作業効率化、品質向上による販路開拓

2180 熊本県 株式会社ＡＺホーム 6330001028654 薪の製造・販売で、新たな販路拡大と経費削減を同時に実現！

2181 熊本県 Little Garden ペットフードビジネス参入による新規販路開拓

2182 熊本県 革工房R 機材導入でサービス向上！S N Sを活用しての新規販路開拓！

2183 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841 試食をメインとした食品展示会の積極出展による販路開拓事業

2184 熊本県 Le　CREA 予約システム導入による業務効率化と快適待合所で回転率UP

2185 熊本県 高三潴瓦工業所株式会社 7330001023860 HP構築と販促ツールで瓦チップの周知と販売拡大を目指す！

2186 熊本県 有限会社小川運送 6330002024058 豪雨被災地向け建築資材運送事業参入のための運行管理見学会開催

2187 熊本県 株式会社石井フルーツ 5330001027013 自社栽培のぶどう等を用いた洋菓子系テイクアウト商品の本格提供

2188 熊本県 司法書士鹿本しずか事務所 事務所の認知度向上と業務効率化施策による収益増加

2189 熊本県 コミーダ・デ・バタタ 心と体にワクワクを提供する、ポテトチップス専門店の開業

2190 熊本県 司法書士法人あかりテラス 7330005009699 ペット相続に特化した新規顧客開拓と集客強化による販路拡大

2191 熊本県 居酒屋いっかん お寿司テイクアウト・デリバリーサービス参入による新販路開拓

2192 熊本県 パティスリー太陽の下 リーチインショーケース導入による常時無人化販売体制の確立

2193 熊本県 株式会社出田建築工房 9330001025517 世界基準の断熱性能を持つ家づくりを通じた販路開拓事業

2194 熊本県 株式会社こども身長研究所 4330001028672 自社アプリのダウンロード数を増やす広報活動事業

2195 熊本県 フレンディー コロナ禍における子供と親が楽しめる安全安心な新しい飲食空間。

2196 熊本県 大島農園 特徴やこだわりが伝わるオリジナルロゴ・販促ツール制作事業

2197 熊本県 Aデンタルラボ合同会社 2330003005333 最新設備機器導入がもたらす業務の効率化と売上拡大

2198 熊本県 右田柑橘 新商品製造ライン整備による売上拡大及び販路開拓

2199 熊本県 まつもと農園 オリジナルパッケージ制作による贈答用商品のブランド化推進

2200 熊本県 株式会社クロコロール 9330001023628 コロナと共存する新商品展開で販路拡大事業

2201 熊本県 nine state of shine 地域に密着したパーソナルジムで、心も体も健康にする事業

2202 熊本県 寿し駒 多様化する顧客ニーズに対応した店づくりで収益アップ事業

2203 熊本県 株式会社　敬明 5330001015785 シュトレン通年販売新規事業による販路拡大と利益率改善

2204 熊本県 Utatane ウルトラファインバブル発生装置等導入による客単価アップ

2205 熊本県 有限会社ART 9330002016837 ”おうちで作る熊本産和栗モンブランキット”で打倒コロナ！

2206 熊本県 有限会社立山石油ガス 1330002018601 リフォーム事業強化に向けた企業ブランディング再構築

2207 熊本県 プライベートサロンMint 非接触型最新機器を活用した痩身エステによる未開拓市場への参入

2208 熊本県 株式会社いがき塗装 4330001017535 特殊塗装で新規顧客の獲得

2209 熊本県 薬草園キッチンライフ 新商品、機能性表示食品「健草楽」の商品販売拡大事業

2210 熊本県 Lady Bug 訪問カットに家事代行サービスを取入れた販路拡大事業

2211 熊本県 炭火ホルモン　せんまんや 冷凍冷蔵設備導入による食肉卸事業及び、地場産ジェラートの展開

2212 熊本県 合資会社　萩原ファム 6330003002946 販路拡大のための冷凍焼き芋生産事業

2213 熊本県 株式会社こめだファーム 7330001029494 農園のブランディングで売り上げ向上

2214 熊本県 秋芽のり本舗 新事業による販路開拓と売上増加

2215 熊本県 株式会社　M.RISE 7330001029734 親しみやすい身近なクルマやさん事業拡大

2216 熊本県 合同会社RIVER＆DOGS 2330003009185 ラフティング予約枠数拡大並びにラフティング対応期間の延長事業

2217 熊本県 グランヴァロール大津エフシー 送迎サービス拡大＆新規事業導入による新規顧客獲得事業

2218 熊本県 cope（コペ） 熊本県産木材を用いたオリジナル商品の生産性向上と販路拡大

2219 熊本県 有限会社千代の屋 4330002022872 現地及びネットからECサイトへ繋げ、新規顧客の獲得・売上増加

2220 熊本県 株式会社ミクニ 1330001019682 日本の伝統文化発信店舗

2221 熊本県 株式会社Ｗｉｌｄｂａｌｌ 7010501045957 サービスの向上で子供たちの夢を応援します！

2222 熊本県 前田カッター株式会社 8330001011154 土木積算システムの導入による積算業務効率化および市場拡大戦略

2223 熊本県 株式会社グラッシー 2330001017850 鉄板焼きBARグラッシー

2224 熊本県 株式会社yushin 9330001028932 コロナ禍に強い、小国郷の食材にこだわった本格和食業態参入事業

2225 熊本県 松尾法務合同事務所 当事務所の強みの強化と認知拡大・エンディングノート事業
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2226 熊本県 食彩の里ふしみ 栗の鬼皮むき機を導入し甘露煮を使った新商品を開発する

2227 熊本県 株式会社　松瀬商会 2330001009237 新分野認知度向上による販路拡大地球と人を守る豊かな環境づくり

2228 熊本県 天草不知火ビジターサービス社 看板、WEB、展示による訴求で自社レンタル商品の新規顧客獲得

2229 熊本県 株式会社大黒 8330001016260 看板等の設置による認知度向上で新規顧客の獲得

2230 熊本県 リラクゼーション整体院エステ七福神 新規お客様獲得にあたっての新しいメニュー開発とPR事業

2231 熊本県 みかど 安心・安全と食品ロス削減とテイクアウト商品開発による売上増加

2232 熊本県 フットサロン　シンシア 看板設置とフリーペーパーへ掲載で販路開拓と新規顧客獲得

2233 熊本県 凛 La Lis ピアノ教室再開による営業時間延長と売り上げアップ

2234 熊本県 ビューティハウス滝川 店舗バリアフリー化による来客数アップ

2235 熊本県 マッチング株式会社 2330001029152 地元特産物の新たな消費提案で取り組むアウトドア―市場への挑戦

2236 熊本県 E・F　JAPAN 循環型農業による栽培での販路拡大

2237 熊本県 合同会社火の国屋 8330003007761 機械装置の導入による衛生面の強化と販路拡大

2238 熊本県 武田ボディー さらなる顧客サービスと売上向上を目指したリフト購入

2239 熊本県 有限会社　小山旅館 5330002023291 創業200年、老舗旅館の新たな販売形態確立に向けた設備の導入

2240 熊本県 浅尾音楽教室 新規生徒獲得と安定継続を目指した音楽プロモーション事業

2241 熊本県 株式会社井上 5330001029216 オープンキッチンと調理設備の導入による新メニュー開発事業

2242 熊本県 有限会社深水電気工事 8330002031077 パワーショベル導入による作業効率化と解体・撤去への事業拡大

2243 熊本県 有限会社　東京部品 5330002017896 先進安全自動車に対する特定整備の技術向上と認知度の向上

2244 熊本県 くまもと坂井農園 トルコギキョウのブランド化で売り上げUP

2245 熊本県 有限会社中野瓦 4330002019786 新設備導入による生産性向上とPR力強化による認知度向上

2246 熊本県 コンフォートガーデン ガーデニング専門店＆癒しのガーデンカフェによる販路開拓

2247 熊本県 株式会社Lives 9330001024799 土木向け積算システム導入により、地域に根差した総合建設業へ

2248 熊本県 有限会社つるや旅館 7330002023018 ワーケーション滞在型宿泊を誘客する為の館内環境整備

2249 熊本県 310Books 道の駅来場者への店舗認知度増と新商品開発事業

2250 熊本県 山口隆博 食品ECへの出荷を目指す生産性向上事業

2251 熊本県 イロナキカゼ カフェタイムの導入と阿蘇の氷を使用した新メニューの開発

2252 熊本県 若松屋旅館 新たな旅のスタイルへ対応、付加価値向上のための設備投資

2253 熊本県 株式会社風月 2330001029053 「豚足事業ブランディング強化と新商品のための店内改装事業」

2254 大分県 大豊水産 コロナ禍に食らいつく！ＥＣ展開によるスッポンの付加価値向上

2255 大分県 八十八菓（農家食堂やまくに） 集客・売上アップに向けた店舗看板および出入口用電飾看板設置

2256 大分県 株式会社バルンバルンの森 4320001011506 カフェ事業の強化による顧客単価の向上と新規顧客獲得

2257 大分県 SOBACAFEゆうひ 自動販売機での地場商品販売による売上増加と地域の魅力発信事業

2258 大分県 有限会社　津崎商事 8320002017969 久住蒸留所を起点とした地方創世モデル構築への挑戦

2259 大分県 ビューティパーラー美智子 店舗玄関改修・駐車場整備等高齢者に優しい環境整備による集客

2260 大分県 株式会社長湯ホットタブ 3320001014385 販促品刷新とノベルティ戦略による付加価値向上と顧客満足の創出

2261 大分県 安心院印刷 早い・安い・高品質の県内ナンバーワンの名刺印刷サービス事業

2262 大分県 興田畳工業所 顧客ニーズを捉えた新商品のＰＲ及び認知度向上事業

2263 大分県 有限会社プログレス 3320002016117 看板設置による自社の認知度向上による売上増加を目指す

2264 大分県 豊予農場 青果販売用自動販売機の導入による売上増加

2265 大分県 株式会社夢のぼり工房 3320001008635 既存商品のデザイン等変更による通販事業強化で売上増加を目指す

2266 大分県 保育ルームスコップ 子ども用トイレ設置による保育環境の充実による入園促進

2267 大分県 有限会社　ヤマク海産 2320002017421 金属検出器導入による衛生管理向上と安心・安全の徹底

2268 大分県 Olectronica合同会社 2320003002249 新商品開発とブランド価値強化による顧客需要の掘り起こし

2269 大分県 cache-tt ずっと続く美髪で、プロが提案する髪質改善の為の機械導入

2270 大分県 HAUS 大分県産の良質な工芸品のPR・販路開拓事業

2271 大分県 有限会社庄内葬儀社 1320002009171 新たな安置所整備と販路開拓事業

2272 大分県 有限会社住宅企画 5320002006108 来場者の顧客満足度向上事業

2273 大分県 株式会社スイシャ 9320001018694 自社認知度向上とともに新規顧客獲得事業

2274 大分県 山口商店 新設備導入による、事業効率化および販路開拓事業

2275 大分県 株式会社ＥＮＯＷＡファーム 2320001018305 料理人の熱意に応える野菜を！栽培品種数増大による販路開拓

2276 大分県 株式会社冨永笑回 2320001013776 新体験型アミューズメントの提供による販路開拓

2277 大分県 和紙場地 和紙製の名刺・ハガキ製造機能の強化による残渣再生事業の本格化

2278 大分県 しろくま整骨院 出張サービスの事業化とトレーナーメニューの拡充による販路拡大
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2279 大分県 縣屋酒造株式会社 3320001007736 造り手がオススメする安心院蔵の割り方で、ファン層を広げる事業

2280 大分県 からあげ花ちゃん アフターコロナ観光客を取り込む販路開拓事業

2281 大分県 有限会社オンリーワン 9320002016144 ペットセレモニーの新規顧客獲得事業

2282 大分県 スナックラブレター 店内環境改善による売上回復および集客事業

2283 大分県 フードパレット色彩 地元野菜を使用した健康的で色鮮やかなオリジナルスイーツ開発

2284 大分県 本田バラ香園 高級感のあるボックスフラワーの販路拡大事業

2285 大分県 有限会社イセヤ 9320002018215 地域ブランドを活かした商品開発と販路開拓事業

2286 大分県 株式会社あんどう 8320003001154 売上分析を活用した惣菜部門と冷凍食品の強化による売上拡大事業

2287 大分県 株式会社村ネットワーク 5320005006443 地元有機野菜を活用した新商品の開発と販路開拓事業

2288 大分県 アグリテックジャパン 生産者の負担を軽減し美味しい作物を作る【未来へ繋ぐ農業】

2289 大分県 岩下製餡所 オンライン販売の開始と新商品開発によるブランドイメージの確立

2290 大分県 有限会社宿利商会 9320002020105 町工場的雰囲気から脱却、商談スペース確保による営業体制の強化

2291 大分県 有限会社サンケン 2320002020094 環境に優しい「高圧温水事業」の知名度向上及び作業効率化

2292 大分県 有限会社幸華すし 5320002020083 玖珠町から全国へ届ける「自慢のあらだき」大作戦！

2293 大分県 炭火焼き花鳥使 スタンディンングカフェの看板設置による販路拡大

2294 大分県 有限会社信和電設 9320002018553 特殊機械の導入による建柱工事の効率化と売上拡大事業

2295 大分県 株式会社パナポートクツカケ 4320001018600 AIスピーカーを活用した新サービスで高齢者DXを推進

2296 大分県 有限会社セイコウ建設 8320002018554 狭小現場に特化した販路開拓による売上拡大事業

2297 大分県 ミツバチが育む山郷 「はちみつ干し柿」のパッケージデザイン制作で販路開拓を進める

2298 大分県 合同会社すし虎 2320003003180 テーブル席の導入と店舗改装による新規顧客獲得と販路開拓

2299 大分県 お弁当のつるや からあげ専門店化による収益構造の改善と情報発信事業

2300 大分県 株式会社　阿部石油 7320001009786 大分県竹田市荻町産ぶどう販売強化による事業の多角化

2301 大分県 合同会社マチラボ 2320003003404 不用品からお宝発見！野菜卸売から中古品販売への業種転換

2302 大分県 平原自動車 エアコンガス充填サービスによる、コロナ対策、ＳＤＧｓの取組み

2303 大分県 株式会社ネットブリッジ 8320001009835 顧客の３つのニーズに応える地域密着・ワンストップ型WEB制作

2304 大分県 WATER LINE OILLINEホース加締機導入加工・販売による緊急時支援事業

2305 大分県 魚屋 外壁改修・看板設置で認知度と店内環境改善による顧客満足度向上

2306 大分県 ドライブインはねやま 肉料理のおいしさを引き出す当社自慢の「秘伝のタレ」の販路開拓

2307 宮崎県 倉田自動車 故障診断機導入による整備体制構築、ＰＲ事業

2308 宮崎県 株式会社新地建設工業 7350001013785 測量機器導入による業務効率化・売上拡大事業

2309 宮崎県 頼人株式会社 6350001014545 業務効率化による農業者からの受注獲得事業

2310 宮崎県 あじさい館 急速冷凍機導入による自社製造する弁当・惣菜の販路開拓事業

2311 宮崎県 有限会社サンエク 9350002005648 訴求力強化による売上の回復・増加と強固な組織体制の構築

2312 宮崎県 花ハウス株式会社 6350001013646 生産環境構築及び看板設置による新規事業の推進

2313 宮崎県 有限会社鈴木組 5350002011385 地域ブランド確立のための多拠点商品管理システムの導入事業

2314 宮崎県 有限会社吉永電器商会 7350002016044 チラシの配布及びHPの作成による新たな顧客獲得事業

2315 宮崎県 高千穂車輌株式会社 4350001016460 タイヤチェンジャー導入による整備売上拡大事業

2316 宮崎県 有限会社安田屋 7350002007662 アスリートフード羊羹のリニューアルによる認知拡大と販売促進

2317 宮崎県 daisy 多くのお客様へ「想いを届ける花屋」を目指し商品開発&販路開拓

2318 宮崎県 有限会社華ぜん 3350002008565 チラシ配布による仕出し事業の強化及び新規顧客獲得

2319 宮崎県 河野フーズ 新商品開発による新規顧客獲得と冷凍設備導入での収益アップ事業

2320 鹿児島県 英志屋 ヌカカ対応最新極細網戸張替サービスによる販路開拓

2321 鹿児島県 雪丸製茶 「雪丸」ブランドの確立に向けた販促ツールを制作し小売へ展開

2322 鹿児島県 龍郷じねん整体院 「内臓からの健康戦略！整体×よもぎ蒸しの新規開拓事業」

2323 鹿児島県 豊栄物産株式会社 8340001003844 弊社開発商品をより効果的にターゲットへ訴求するための販売促進

2324 鹿児島県 有限会社 西川自動車 1340002024326 作業効率アップによるＣＳ向上と広告看板による販売促進事業

2325 鹿児島県 カーライフ清水 定額リースサービスの周知看板設置に伴う新規顧客獲得と売上増加

2326 鹿児島県 hallelu庵 キッチンカー導入に伴う新規顧客獲得による売上増加の実現

2327 鹿児島県 総合衣料あさと シャッター看板設置による認知度の向上と新規顧客獲得

2328 鹿児島県 協和食品工業株式会社 7340001000074 あげ玉をラーメン業界に売り込む！展示会出展による販路開拓事業

2329 鹿児島県 福永自動車整備工場 整備用スキャンツール導入によるサービスの強化と販路開拓事業

2330 鹿児島県 株式会社　有田製茶 5340001015947 ドローンを活用し効率的に稼げるスマート農業へ

2331 鹿児島県 中礼印房・印刷 お客様ニーズに応えるオリジナル商品提供による販路開拓事業
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2332 鹿児島県 ビストロカフェ赤門 手作り冷凍ハンバーグの商品化と自動販売機による販路開拓

2333 鹿児島県 西馬場製茶 多様な顧客ニーズに対応し販路拡大を目指す為の商品保管設備導入

2334 鹿児島県 安藤印刷所 自社の認知度向上及びデザイン提案型営業による新規顧客の獲得

2335 鹿児島県 株式会社　Hubing 5340001023457 自動車整備工場開設によるシナジー効果創出事業

2336 鹿児島県 有限会社 フォートタツノ 1340002024359 野外ロケ対応の「メモリアルフォトスタジオ」導入による販売促進

2337 鹿児島県 有限会社　大園石油スタンド 4340002012708 トイレリニューアルによる衛生面強化と顧客満足度の向上

2338 鹿児島県 民宿ガラッパ荘 お客様目線による施設整備とサービス向上によるリピート客の増加

2339 鹿児島県 株式会社Hinata 3340001022816 通用口とバリアフリー対応お手洗いを新設し利用者の満足度向上

2340 鹿児島県 有限会社横綱商事 5340002012806 老若男女問わず安心して使用できる設備の提供を行う

2341 鹿児島県 とびうお３号 GPS付魚探導入で安全な雨天時等航行による海上タクシー事業

2342 鹿児島県 種子島夢まるガーデン 加工設備の拡充と企業取引ECサイト出品での販路拡大事業

2343 鹿児島県 素泊まり＆海遊び with DiO 船舶改修で快適さと安全面強化、新たなサービスによる顧客獲得

2344 鹿児島県 龍門司焼企業組合 5340005003050 ロゴ（商標）作成・大型看板設置による新たな顧客層獲得の実現

2345 鹿児島県 Beauty Salon N． 地域から選んでもらえるコロナリスクに強いエステビジネスの展開

2346 鹿児島県 沖永良部島むがむがダイビング ハウジング導入による、新サービスの提供と客単価の向上

2347 鹿児島県 ロッククラウド キープログラマの導入による離島ハンデの解消と販路開拓

2348 鹿児島県 ems株式会社 2340001021620 超音波機器で脂肪を分解・体外に排出する痩身サービス事業

2349 鹿児島県 M-production合同会社 2340003003550 顧客満足度の向上を目指すための機械設備導入と情報発信事業

2350 鹿児島県 風木野陶 自然環境を活用したテラスづくりによる集客の拡大

2351 鹿児島県 キヨミズ自動車 最新のヘッドライト対応テスターの導入による作業効率の向上

2352 鹿児島県 有限会社安尾電気工事社 8340002020203 顧客第一主義を実現！相談スペース新設で獲得する民需と新規顧客

2353 鹿児島県 株式会社サン商事 6340002019981 外売り環境整備で実現するＣＳ向上と新規顧客の誘引・リピート化

2354 鹿児島県 株式会社briller beaute 1340001024541 家具再生オートクチュール・ルフェール事業による新たな顧客開拓

2355 鹿児島県 ｅｓ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6340001023547 美と健康をワンストップで提供し新たな顧客獲得とリピート率向上

2356 鹿児島県 沖永良部酒類卸売株式会社 8340001010238 買い物弱者支援・移動販売車の業務効率アップＰＯＳレジ導入事業

2357 鹿児島県 熊林 種子島木材の効率的な集積による炭窯の連続稼働で生産量拡大事業

2358 鹿児島県 株式会社　松浦 9340001009733 店内のバリアフリー化と花火の点火装置導入による演出強化事業

2359 鹿児島県 名越造園 テントと折畳テーブルの導入による敷地内での定期イベントの開催

2360 鹿児島県 株式会社　しびリゾート 6340001021443 源泉掛け流し風呂付き客室の新設。新たな旅行ニーズへの対応。

2361 鹿児島県 有限会社　森口設備工業 7340002024460 地域ニーズの新たなサービス排水管掃除で、新規顧客を獲得

2362 鹿児島県 宝代自動車商会 地域顧客ニーズに対応した提案を行い売上拡大

2363 鹿児島県 薩摩英国館 和紅茶の追い風に乗り、販路・売り上げ拡大

2364 鹿児島県 カットハウス　ぱれっと 新たなサービス提供と高齢者に対応できる機器導入による販路拡大

2365 鹿児島県 松元モータース 設備導入による整備品質の向上と生産性向上

2366 鹿児島県 大庭商店 大型冷凍ショーケース導入による品揃え強化と買い物環境の改善

2367 鹿児島県 仕出し料理どんぐり 仕出し料理屋の伊佐米粉を使ったチーズフォンデュソースへの挑戦

2368 鹿児島県 Gori marine 奄美大島の南、加計呂麻島に手軽に行ける楽ちんサービス事業

2369 鹿児島県 DaySea 自然と遊びながら健康に繋がる新サービスの提供開始

2370 鹿児島県 菓子工房　凛 昭和レトロが感じられホッとできるオトナのたまり場の提供

2371 鹿児島県 大工の内野 地域・業界の課題を多能工化で解決し地域に根差した強い企業へ

2372 鹿児島県 株式会社　ナガミネ 7340001007607 薬膳スープカフェで健康をあなたに！飲食事業と広報強化事業

2373 鹿児島県 五粒に種 新規顧客獲得のための広報活動及び地方発送開始事業

2374 鹿児島県 ピッツア　モコネコ キッチンカーによる冷凍食品と地元産特製ジュースの販売促進

2375 鹿児島県 有限会社　浜田文宝堂 9340002027379 レーザー彫刻機の導入に伴う事業展開と販路開拓

2376 鹿児島県 ドライブイン　ひとみ 業務用冷凍冷蔵庫の導入に伴う新たな事業展開と販路開拓

2377 鹿児島県 有限会社　二見屋商店 3340002023648 アフターコロナを見据えた地域コミュニティ型新事業展開

2378 鹿児島県 株式会社垂水南 1340001014749 「垂しゃぶ」認知度向上で，ふるさと納税と巣ごもり需要の獲得

2379 鹿児島県 合同会社nicotto 8340003003660 健康ニーズに食品保存技術を活用した専門スイーツの販路拡大事業

2380 鹿児島県 寝具のひごし 広告を活用した潜在的需要の掘り起こし及び販路拡大事業

2381 鹿児島県 みなみ丸Ⅱ 新たなサービスの提供による町外需要の開拓

2382 鹿児島県 有限会社鹿児島ますや 2340002015670 常温流通可能な無添加総菜等の新商品の開発・売上拡大

2383 鹿児島県 有限会社　森商事 8340002020434 店舗前設置・販促グッズによる認知度・集客力向上で新規顧客開拓

2384 鹿児島県 有限会社池浪刃物製作所 9340002019186 刃物砥ぎ機導入によるメンテナンス事業と新たなサービス事業開始
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2385 鹿児島県 理容美容ふくどめ 快適シャンプー台導入による顧客満足度の向上と新メニューの提供

2386 鹿児島県 上妻酒造株式会社 3340001009763 少ロット生産対応 割水タンクの導入

2387 鹿児島県 陶房　六大 ECサイト構築・県外出展での販路拡大

2388 鹿児島県 ユダ電化 新たな事業領域へ対応した設備導入による売上向上計画

2389 鹿児島県 山上農園 温州みかん発祥地のみかんで生絞りジュースを楽しもう！

2390 鹿児島県 有限会社　浜崎商店 4340002013986 『コンビニ』機能（トイレ、ディスプレイ）拡張実施事業

2391 鹿児島県 合同会社星陽測量 1340003003221 執務環境を整備し安心して業務を行うことができる事業

2392 鹿児島県 合同会社やくしま果鈴 6340003002482 屋久島特産のたんかんを活かす創作菓子の開発と販路開拓

2393 鹿児島県 株式会社サンワイズ 2340001012297 顧客ニーズに呼応した「一人専用プレートで焼肉！事業」大作戦

2394 鹿児島県 さんご丸 レーダー設置で幅広い営業時間の対応による新規顧客の獲得

2395 鹿児島県 鞆登記測量事務所 従業員雇用に伴うCAD導入事業

2396 鹿児島県 観光ホテル美春莊株式会社 1340001009699 滞在環境向上でより選ばれる宿に。ビジネス客増加事業

2397 鹿児島県 有限会社　廣島屋 5340002026277 デジタル対応計量機導入による生産性向上と顧客満足度の向上

2398 鹿児島県 有限会社佐伯商店 2340002025562 見やすく目に留まる食品表示ラベルで行う注力商品の訴求力向上

2399 鹿児島県 旅館鶴屋 昔ながらの雰囲気を維持しつつ取組む老舗旅館のバリアフリー事業

2400 鹿児島県 タイヤサービス隼 最新型ホイールバランサー導入による客単価アップと作業効率化

2401 鹿児島県 有限会社　グリーンホテルさかえ 3340002019373 種子島の島安納黒豚と地元食材を活用したテイクアウト事業の拡大

2402 鹿児島県 株式会社博多浦マリンファーム 7340001012706 瞬間冷凍機械を導入し消費者需要に応えたサービス提供体制を構築

2403 鹿児島県 しょう家 売上拡大を目的とした加工品製造及び顧客ニーズに応える機械購入

2404 鹿児島県 食堂　勝八 電気ピザ釜の導入による顧客獲得機会の拡大を図る

2405 鹿児島県 有限会社　カワノすり身店 2340002018888 大型商談会「地方銀行フードセレクション」出展による販路開拓

2406 鹿児島県 有限会社浜上水産 9340002019145 売上拡大のための生産性向上事業

2407 鹿児島県 Cafe　light 業務用機材を導入し商品ラインナップの拡充と生産効率向上を図る

2408 鹿児島県 山田農園 加計呂麻島らしい、魅力ある農産加工品のパッケージ製作

2409 鹿児島県 株式会社クリスチャンベニット 9340001007877 開業３０周年記念「創業祭」の開催に伴う新たな客層を獲得事業

2410 鹿児島県 株式会社　KОF 4340001024308 TAKE OUT強化対策設備導入と店舗及び商品PRによる顧客

2411 鹿児島県 節田水産 最新の網を使用したもずく養殖の収穫量向上と新たな販路開拓

2412 鹿児島県 At Pesca AtPescaカフェテリア業務用キッチン整備と新メニュー提供

2413 鹿児島県 猩々農園株式会社 6340001020593 パッケージデザインと販促ツールの改良による販路開拓

2414 鹿児島県 株式会社　GENKI企画 4340001009341 産後エクササイズ＆ボディケア教室事業

2415 鹿児島県 味処　一条 バリアフリー化によるコロナ禍での新規需要獲得

2416 鹿児島県 ピープス 密を避けリーズナブルに専門的な撮影を！「セルフ写真館」開設！

2417 鹿児島県 くすりのにしざこ 店舗看板の設置による潜在顧客の掘り起こし（新規顧客の獲得）

2418 鹿児島県 株式会社タケシタ 9340001013462 施工品質管理の「見える化」で顧客が100％納得する受注を実現

2419 鹿児島県 泰丸 レーダーの設置で安心安全なマリンアクティビティ事業の開始

2420 鹿児島県 大工　中村 大工技術を活かした、ニーズに合った家具類の受注製作事業

2421 鹿児島県 居酒屋　太助 快適に過ごせる店内環境をつくり新規・既存客の来店増加計画

2422 鹿児島県 Open Sesame株式会社 2340001020985 商品の魅力を知ってもらうためのチラシ配布による新規顧客獲得

2423 鹿児島県 ちゃんこ神鷹 人気メニューから派生した、オリジナル商品の開発による売上増加

2424 沖縄県 理容室ひやみかち 新たな機械導入で、新規顧客開拓を図る。

2425 沖縄県 有限会社グローバルスタンダード 7370002019482 体験ダイビング等の体験者へダイビングスクール申込のアプローチ

2426 沖縄県 諸志共同売店 冷蔵・冷凍ショーケース導入による販路開拓事業

2427 沖縄県 Astral Voyage 石垣島での占い講座および対面鑑定のニーズ拡大

2428 沖縄県 チョコレート　ゲイブルズ ミシン導入による新たなパッチワーク講座の開設

2429 沖縄県 工房エクレシア 新規顧客獲得のため店舗販売スタート事業

2430 沖縄県 IG ネット販売による販路、売上拡大

2431 沖縄県 gaju-maroon キッチンカー改装及び生産性向上機器導入による新規販路開拓

2432 沖縄県 玉城木工商店 新商品開発販売及び機械導入と生産性向上による新規販路開拓

2433 沖縄県 ハワイアングロット メディカルハーブ事業展開による販売チャネル強化による販路開拓

2434 沖縄県 SALTYRAYS株式会社 3360001028927 恩納村の海でＳＵＰ・カヤックを使った新マリンツアー体験事業

2435 沖縄県 美容室　結 ブライダル参列者向けオリジナル衣装・開発

2436 沖縄県 株式会社アンベリール 3360001019587 宿泊事業のV字回復及び、沖縄県の新しい食環境構築の施策

2437 沖縄県 カーメイク仁 沖縄県特有の気候だからこそ発生する塩害被害の早期補修事業
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2438 沖縄県 磊風八 少人数グループに対応した環境整備による観光客新規獲得

2439 沖縄県 いさやさい 新商品開発及び知名度の向上

2440 沖縄県 バムセファーム 農園カフェの魅力アップと農園直販の増加

2441 沖縄県 陶芸かみや 特殊タタラローラー機による新シリーズの開発と生産性向上

2442 沖縄県 株式会社　眞拓電気 2360001028969 地域密着型の電気屋さんとして光熱費削減を提案

2443 沖縄県 株式会社A.S.T． management 2360001025891 人と人を繋げる集客のための広告展開

2444 沖縄県 おきなわBee Happy 新商品プロポリスの開発と販路開拓による収益力の向上

2445 沖縄県 日本亜健康研究所株式会社 1360001010333 毛細血管ケア新商品「楽管茶」の開発とその販促プロジェクト

2446 沖縄県 実践沖縄武道連盟琉成會　総本部 会派名変更に伴う新ホームページ・チラシ・看板作成

2447 沖縄県 L.D.I株式会社 7360001029459 スマホケースへの即時印刷「スマデコ」サービスの導入

2448 沖縄県 NIKE_FITNESS_GYM 健康を提供してトータルヘルスケアを武器に集客増加！

2449 沖縄県 株式会社マイカム 2021001043257 SUPとスノーケリングをコラボした新ツアーによる顧客獲得

2450 沖縄県 株式会社果報プランナー 8360001027676 フォトウェディング用撮影施設の改修工事による新規顧客獲得

2451 沖縄県 あまみく あまみく入り口テラス改造およびＢＢＱ推進計画

2452 沖縄県 合資会社　共栄社 9360003004747 老舗加工黒糖屋が再起をかけて行う新たな顧客獲得へ向けた挑戦

2453 沖縄県 合同会社松島 8360003008971 【愛情の循環】の場となるコミュニティの創生に向けた環境整備

2454 沖縄県 株式会社フラワーみやび 6360001026614 花屋の顧客獲得の為の店舗設備改修事業

2455 沖縄県 玉城空調設備 デッドスペース改修による、生産性向上から事業機会の創出計画

2456 沖縄県 合同会社ファニージョニー 8360003007874 代行配車ソフトの導入による労働生産性向上と利益改善計画

2457 沖縄県 株式会社オキナワブレッシング 8360001008148 全国展示採寸会

2458 沖縄県 株式会社ASファクトリー 3360001018705 エステサロン開発、日焼け防止サプリで釣り女子市場へ新販路開拓

2459 沖縄県 合同会社ライフ自動車 4360003006384 テラススペースの創出及び鈑金関連設備の導入で販路開拓を図る

2460 沖縄県 松田FRP工業 製品の付加価値向上、作業工程の改善効率化

2461 沖縄県 Rabbit国頭店 第2の顧客層（50代～60代）の集客アップとサービス向上

2462 沖縄県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｓｃｈｏｏｌ 看板、のぼり旗、チラシを利用しての宣伝と生徒募集活動の促進

2463 沖縄県 イペーファクトリー株式会社 5360001027638 沖縄県産素材を使用したお取り寄せグルメの開発事業

2464 沖縄県 wool bakery 要冷蔵商品の開発及び販路開拓事業

2465 沖縄県 おもろまち整骨院 非対面予約・決済ができる完全個室かつ非接触型のエステサロン

2466 沖縄県 ゑんぴつ堂 県産素材を活用したグリーフケア商品の試作品開発による販路開拓

2467 沖縄県 たたら整骨院 パーソナルトレーニング導入による健康志向顧客の開拓と広告強化

2468 沖縄県 ペット訪問ケア＆シッター沖縄 高齢ペット対応可能な介護ケア付きペットホテル

2469 沖縄県 株式会社アライン 1360001027518 地元事務機販売企業および一般家庭向け販売促進事業

2470 沖縄県 Aimer okinawa 新規顧客開拓のための地域広報及びオンラインショップの開設

2471 沖縄県 tomo pLus 新メニュー開発及び店舗PRによる新規顧客開拓及び売上拡大事業

2472 沖縄県 Veggie Tone Okinawa 健康志向市場向け沖縄食材を使うヴィーガン商品拡販と新商品開発

2473 沖縄県 ライフ 人材育成と雇用促進に繋がる教育事業による販路開拓

2474 沖縄県 ビージェイエムエムエースクール スポーツで沖縄県の健康（心と体）を支える環境作りに、販路拡大

2475 沖縄県 mellow 炭酸泉を使用したエイジングケアメニューの開発および販路開拓

2476 沖縄県 株式会社エース 5360001022275 外壁塗装で快適なお家へ断熱塗料の認知度UP

2477 沖縄県 シェアサロンネセパ 多機能シャンプー台等の設置によるアイリスト等の新分野開拓

2478 沖縄県 株式会社KaoLie 1360001030190 育毛サロンサービス導入で長期安定化エステビジネスの構築

2479 沖縄県 Bean’ｚ most パーソナルカラー診断を取り入れ新たな客層の集客と事業拡大

2480 沖縄県 株式会社　FMやんばる 5360001014330 FMやんばる報道部の設立による新規顧客の獲得

2481 沖縄県 ぜんゆうや 沖縄郷土料理のweb販売とヤギファームの効率化

2482 沖縄県 レストランB.B.R. 「おうちで本格フランス料理」のための真空パック商品開発

2483 沖縄県 Aｎｎ設計工房 フルーツサンド販路拡大に伴う製造場所の移転

2484 沖縄県 株式会社カネマサミート 3360001006420 新規顧客獲得に向けた自社商品のブランディング事業と販路拡大

2485 沖縄県 株式会社うんどうや 2360001030289 若い世代に黒島の魅力を知ってもらう為の体験型修学旅行の催行

2486 沖縄県 玉木製菓 県外への販路拡大、新商品の開発


