
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 くろかわ内装店 自動壁紙糊付機・その他工具導入による作業効率・生産性向上事業

2 北海道 flower＆cafe　HAPPO 花屋とカフェ融合店ならではの新商品開発と販路開拓

3 北海道 株式会社ザッツ 8460301004992 若年層のニーズに応える！最新型脱毛機導入による売上増加事業

4 北海道 株式会社米澤電気商会 7430001054045 工期短縮！！スピードアップで受注促進

5 北海道 Polku 顧客層の拡大を目的とする店舗視認性向上と商品PR強化

6 北海道 わら家 店舗イメージ改善及び新商品開発による新規顧客獲得

7 北海道 株式会社空豆 3450001012509 次世代に向けたパンの製造から流通、販売方法と労務の改善

8 北海道 パティスリーアンジュール2018 量産体制と販売体制の強化による生産性向上と新たな販路づくり

9 北海道 有限会社ハラマキファームクリニック 1430002061244 動物のストレスを軽減する画期的なレントゲン撮影方法の導入

10 北海道 和光木材株式会社 7460301002114 北海道産材を活用した多仕様住宅資材生産の為の機械導入事業

11 北海道 天塩共同印刷株式会社 1450005002986 販売チャネルの拡大に向けた高デザイン箱型パッケージの開発

12 北海道 有限会社ソウケン工業 2430002044801 資材加工設備の導入による作業効率改善で、売上・利益拡大を図る

13 北海道 有限会社北海道ウォール 8430002051362 ドローンを使った鳥害対策

14 北海道 居酒屋　乙女 店舗改修によるコミュニティ空間作りからの販路拡大

15 北海道 ＳＷＥＥＴ ＰＩＣＮＩＣ 看板設置による機会ロス削減と広告宣伝強化

16 北海道 有限会社エヌアイエル 3460102007753 給食パン受注と冷凍商品販売機会ロス回避のための大型冷凍庫導入

17 北海道 お菓子のニシヤマ 機械化による生産性向上で新たな商品開発への経営資源の集中

18 北海道 有限会社　瀬川食品 6460002004575 当社オリジナル商品「昆布王」の販路拡大の為の販促品の作成

19 北海道 株式会社O２ 2460101005718 特産品のニーズ開拓による集客向上と販売管理の効率化

20 北海道 合同会社SantaLab 3460103001029 多目的スペースと飲食店との連携による販路開拓

21 北海道 鈴木牧場 生乳処理設備等のオゾン水殺菌によるオーガニックミルク価値向上

22 北海道 有限会社　庄司電機工業 1430002051435 カーエアコン用代替フロンに対する早期環境対策による差別化

23 北海道 café chater 移転を契機に新規事業展開！顧客満足度の向上と新規顧客獲得

24 北海道 エゾの杜株式会社 1460101005891 ラベルプリンターによる耐水性ラベルへの移行とPR動画制作

25 北海道 株式会社ABE FARM 5430001087088 冷凍カットカボチャの製造・販売強化による新規販路開拓

26 北海道 有限会社　佐々木自動車 2460102006013 エーミング設備導入によるワンストップ作業の実現と業務効率改善

27 北海道 お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ 快適性と安心の提供で地域とつながる飲食店と疲れを癒す宿へ

28 北海道 株式会社マルコ・オーエム物産 1440001005226 国内観光需要に対応した店舗整備と新業態展開

29 北海道 有限会社　吉田林業 6440002005204 地域のニーズと課題に対応した事業転換による取組

30 北海道 株式会社　中野板金工業 8440001008313 金属切断機導入による売上増加と外注コスト削減

31 北海道 創作洋風料理こころ テイクアウト事業強化による販路拡大

32 北海道 株式会社グラグラ 9430001086350 国際見本市出展による販路開拓

33 北海道 おおぞら三昧株式会社 4460301004419 北海道のしじみ専用　ごちそうレシピブックの発行

34 北海道 株式会社川湯観光ホテル 6460001003157 道東における宿泊滞在拠点としての利用者満足度向上への取り組み

35 北海道 有限会社谷本鉄工場 6460102005721 塗装ブースの新設による収益基盤の強化と販路開拓事業

36 北海道 株式会社　ファン 3450001006584 冷凍自販機導入による販路拡大及び売上向上事業

37 北海道 中川自動車　有限会社 5460102005730 設備導入による車検納期短縮および外注費抑制

38 北海道 株式会社　山岸牧場 1460101005446 hanare新設に伴い情報発信力を強化し、より魅力ある場所へ

39 北海道 合同会社明咲陽 4440003001443 リーフレット・HP新設等による新規顧客獲得と知名度向上事業

40 北海道 快整体院 誰もが安心し、心安らぐ時間の提供

41 北海道 杉村ファーム 高性能除雪機の導入で、業務の効率化と高品質作物の増収を図る

42 北海道 吉中農園 業務効率化による早期且つ安定出荷を実現し、売上向上を図る。

43 北海道 澤造材 作業効率改善と草刈り事業の受注増加による売上向上

44 北海道 多田農場 最新整地作業機導入による国産野菜安定生産化・販路拡大

45 北海道 熊田農場 整地技術改善を通じた「十勝産小豆」増産・販路拡大計画

46 北海道 苧坂農場 GPS導入（効率化）による低化学肥料「玉葱」増反販路拡大計画

47 北海道 ネオライン株式会社 2460103000972 ガーデニング展覧場設置による顧客満足度の向上と販路拡大プラン

48 北海道 有限会社きくち葬祭 9440002009607 きくち葬祭ホールの「安心」と「真心」を伝える為の広報事業

49 北海道 CHIKA MUSIC ROOM 新天地・旭川でマリンバ音楽教室を新規開業

50 北海道 有限会社　ポテトの丘 1450002009092 宿増、地震風評被害、コロナによる客激減策として旅行誌への広告

51 北海道 株式会社Rooted 6430001086188 整備工場などへのPR強化と作業効率向上による受注増の取り組み

52 北海道 中村農場 自動操縦システム導入による業務効率化と販路開拓

53 北海道 丸善河田食品 豆腐屋の「おから」を使った新商品開発事業

54 北海道 鈴木理美容室 既存美容室のイメージの一新と新サービスの提供で事業承継を実現

55 北海道 ﾚｽﾄﾗﾝHiro フレンチフルコースの再構築及び冷蔵、冷凍食品加工の販売強化

56 北海道 株式会社　古館石油 2440001006504 検針や伝票・請求書発行等の業務効率化による新規受注数の拡大
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57 北海道 kame-ICTサポート 新規業務開拓作戦！「電磁記憶媒体破壊装置の導入とCIの連携」

58 北海道 ラナピリカ 「森」の貸し切りで自然体験を満喫できる新規宿泊事業

59 北海道 合同会社ココ企画 3450003002037 ＳＴＲ法人契約 『＃ただいま。ひがしかわ』の販路開拓事業

60 北海道 有限会社マルノ商店 1462502000769 羅臼初（発）！地域特産品を活用したご当地パンの開発と販路拡大

61 北海道 喫茶＆焼肉　さるるん 【地域食材の調理メニュー押し】の看板設置による集客力向上計画

62 青森県 有限会社　浪岡水道工業 2420002005639 弊社周知看板導入他、効果的な広報戦略による販路開拓事業

63 青森県 株式会社北陽建設工業 2420001017890 土木工事積算・施工管理システム導入による受注機会拡大

64 青森県 スーパーふくだ 地域資源活用商品の増産による商売繁盛と地域貢献の両立

65 青森県 オートボディー安田 車検整備の内製化でイノベーションと利益拡大、持続的成長を実現

66 青森県 南通旅館 館内環境改善で滞在空間とおもてなしレベルアップで新規顧客獲得

67 青森県 りらっくすmama東通 冷凍設備導入による郷土の誇り！愛される下北地方銘菓の販売促進

68 青森県 活ホタテ販売　喜代福丸 新商品の紹介看板による販路拡大

69 青森県 合同会社　カシスジャムの店おおた 6420003001336 カシス等地域資源活用商品のSNS活用型新規顧客獲得事業

70 青森県 斉藤自動車整備工業 時代に対応したサポカー整備需要による販路拡大

71 青森県 ベアーズ・デザイン　株式会社 6420001011997 高性能カッティングマシン導入で売上・利益率向上

72 青森県 岩木戸クリーニング きれいな布団をいち早くお届け！内製化に向けた大型水洗機の導入

73 青森県 津軽味噌醤油株式会社 7420001014743 小容量醤油の新商品開発・販路開拓とホームページの充実

74 青森県 佐々木旅館 抗菌畳の入換え（新床）による安心安全な旅行をサポート

75 青森県 株式会社レヴリー 4010901050213 過疎化した国立公園でのアクティビティ及びツアーの新規開拓事業

76 青森県 Joyful pop ご家族に寄り添い、大切な日に保育士が子どもを見守ります！

77 青森県 田荷モータース 新規顧客を呼び込む為の店頭改善

78 青森県 スイーツガーデンKUDO 原材料高騰に負けない餅を使った地元特産和スイーツの販売事業

79 青森県 モップ美容室 ５分間の新体感メニューで新規顧客獲得とリピート率向上

80 青森県 株式会社木村建装社 2420001015250 卓上バンドソー導入による県外OAフロアメーカーの新規開拓

81 青森県 アクシススポーツクラブ 楽しく体幹を鍛えよう！

82 青森県 ガレージワークスいとう 顧客の時短・早期納車ニーズに対応した遠赤外線ヒーターの導入

83 青森県 株式会社フードプロセシングファクトリー 6420001017615 真空包装機導入による冷蔵、冷凍惣菜の販路拡大事業

84 青森県 ファインスポーツ パン製造販売部門強化による売上拡大事業

85 青森県 MONICA’S ホテル建設ラッシュを追い風に！新規顧客獲得と提供時間削減事業

86 青森県 くつろぎダイニング哲。 新たな層の開拓へ～中泊町のファミリーレストラン開店へ～

87 青森県 南郷ひなた農園株式会社 4420001017526 デジタルとアナログを活用した自社ブランドワインの販路拡大事業

88 青森県 有限会社坂本モーター商会 2420002009714 WEBによる情報発信と明るい整備工場で新規顧客獲得計画

89 青森県 家具のおだぎり有限会社 5420002012285 「百歳」寝具による快適な睡眠市場の販路開拓事業

90 青森県 アプリウム 乾燥りんごチップ製造による地域の農家の収益アップ

91 青森県 株式会社対島商店 6420001011849 工場直売所を開設しECサイト相乗効果による直接顧客売上の増加

92 岩手県 大西ファーム株式会社 8400001009240 加工場の製造環境整備強化による生産量増強と販路拡大

93 岩手県 遠野美装 条例改正の需要を見据えた大型看板プリンターの導入で販路拡大

94 岩手県 有限会社キヨーワ 9400002007341 洗車を中心としたサービス部門強化による販路拡大と利益率の向上

95 岩手県 小野寺板金工業 ステンレス加工技術を活かした新分野への進出

96 岩手県 株式会社匠グローバル 1400001009858 刃物水研機導入による作業効率化と新サービス実施による販路開拓

97 岩手県 バルタンバーバーズ 店舗の視認性向上と周知活動による販路開拓

98 岩手県 工藤菓子店 デザインショーケース導入による商品陳列の演出力と鮮度の強化

99 岩手県 尾田川農園 新商品販売に伴う商品のＰＲ強化による販路拡大

100 岩手県 双葉ふとん店 お客様個々に合う商品を提案！布団貸出サービスによる販路開拓

101 岩手県 ササキ鉄工所 取引先の労働力不足を解消する新サービスの提供

102 岩手県 遠野そば　まんてん 健康志向者への自家製そばの販路対策

103 岩手県 株式会社岩泉フォレストマーケティング 1400001013777 木材商社から木製品製造業への事業転換のための製造設備の導入

104 岩手県 株式会社星山 4400001007090 セミシニア世代のおしゃれをサポートする自社商品の販路開拓

105 岩手県 株式会社 松原農場 9400001015270 顧客ニーズに対応した商品開発による販路開拓と新規顧客獲得事業

106 岩手県 サウスコード リバイバルパーカー専門店周知による顧客獲得事業

107 岩手県 株式会社みちのくオート 7400001013813 新市場”貨物自動車整備業”進出による第１次産業顧客獲得戦略

108 岩手県 クマタニトラスト 金型を使用した、安価で安定供給できる量産アイテムの開発

109 岩手県 フレックス ドレスアップカスタムサービスと夜型営業による若年層顧客の獲得

110 岩手県 有限会社羽沢製菓 7400002007707 南部せんべいのドリンクペアリングによる販売促進

111 岩手県 株式会社小田島商店 1400001009775 酒屋が始めるドローン農薬散布サービスによる新規顧客の獲得事業

112 岩手県 有限会社田村フローリスト 1400002002052 当社２号店の知名度向上による、販路開拓事業
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113 岩手県 北舘菓子舗 販路拡大に向けた土産品販売強化に伴う増産体制の整備

114 岩手県 みちのく 新設備導入による生産性向上と新たなる販売チャンネルの開拓

115 岩手県 有限会社　本田石油店 1400002012588 新サービスによる顧客囲い込みでの販路開拓事業

116 岩手県 焼肉ハウスＯＫ牧場 店内環境向上のための設備導入と新サービスの提供による顧客獲得

117 岩手県 リカ美容室 看板設置による認知度の向上とコロナ対策事業による新規顧客獲得

118 岩手県 ThreeEight 大口径タイヤ・ホイールモデルへのニーズ対応による販路開拓

119 岩手県 K-lifework 板金工事業から大工への事業再構築のための設備導入

120 岩手県 株式会社ハナプロ 6400001010101 非接触型ＬＰガス供給システムの構築による定期検針業務の効率化

121 岩手県 有限会社大森自動車鈑金塗装工業 2400002003842 認定工場及び指定工場の認証取得による収益源の多角化事業

122 岩手県 有限会社米沢工務所 8400002009909 強みを活かした生産性向上と営業エリア拡大による経営力向上計画

123 岩手県 ドッグショップWAN’S 中型犬が快適に過ごせる空間づくりによる付加価値額向上

124 岩手県 株式会社タカマス 4400001009418 下宿と旅館の両立を目指した生産性向上設備の導入

125 岩手県 Ｎｏｎ’ｓ 移動型販売「焼き鳥ケータリングサービス」の新規展開による再起

126 岩手県 有限会社山清建設 4400002007197 グラップル導入による作業効率向上と売上向上

127 岩手県 東北巧芸舎 ワークショップと委託販売による売上向上とSDGsの実現

128 岩手県 Ｓ．Ｔ工房 大工作業の生産性向上による建築品質向上及び販路開拓

129 岩手県 株式会社御幸造園 7400602001489 地域課題に資する建設外収益構造の確立による新分野進出

130 岩手県 タイヨー株式会社 8400001009496 加工方法の改善による生産性向上及び顧客への短納期化

131 岩手県 有限会社大久保商店 2400002013206 新たなタイヤ交換作業体制の整備による販路開拓及び顧客満足向上

132 岩手県 ビューテーサロンルージュ ヘアスチーマー等の導入による美容品質の強化と施術の生産性向上

133 岩手県 泉金酒造株式会社 5400001007081 「岩泉の食材×お酒」のペアリング提案による個人需要の開拓

134 岩手県 有限会社三浦自動車整備工場 6400602001481 サブスク事業強化による新たな車両販売手法の確立と収益力向上

135 岩手県 Nollegretto 飲食店への卸売の本格的な開始による売上向上

136 宮城県 もみほぐし処　KOMORINA 新規顧客増加+新メニュー（増毛コース）の強化

137 宮城県 有限会社はやとみ 6370002012876 テイクアウト用「やきめし」成型器導入による生産性向上

138 宮城県 居酒屋　典典 彩豊か美食の提供PRによる新規顧客の獲得事業

139 宮城県 パカラッチョ 牧場から教育スペースへの刷新

140 宮城県 有限会社アネックスホテルアベ 2370202005163 インバウンド客向け設備導入と海外予約サイト展開で販路拡大

141 宮城県 有限会社誠心アカデミー 8370002001126 暗算レッスンで子供たちの計算力を向上し世界に羽ばたいてもらう

142 宮城県 カフェ　バルミュゼット 売上減少から再起を図るため、新たなテイクアウト事業を展開

143 宮城県 板橋　香明 CMソングを歌うキャラクター活動による販路拡大

144 宮城県 ナチュラルキッチン・マナ 自然食メニュー教室とＷｅｂ通販で持続可能なライフスタイル提案

145 宮城県 坪田菓子店 ゆうパックと注文等による販売強化の為の販路拡大事業

146 宮城県 株式会社姥の湯旅館 4370201002003 愛犬家と愛犬のための温泉宿泊プラン開発による売上拡大

147 宮城県 株式会社　ＣＩＣＫＳ 9370001048753 withコロナを見据えた物販での販売強化による経営の安定化

148 宮城県 若葉園芸 新品目の栽培による販売力強化並びに利益拡大事業

149 宮城県 有限会社　丸七佐藤水産 5370802000619 未利用魚を活用した新商品の量産化と顧客の新規獲得事業

150 宮城県 株式会社ミクロ精工 1370001017633 おしゃれな食生活を充実させる新企画商品の販売拡大を図る事業

151 宮城県 有限会社新星 9370002020273 移動販売事業の強化による商品拡充化事業

152 宮城県 Purema コンシェルジュ室増設とヘッドバス導入で顧客単価の大幅アップ

153 宮城県 株式会社　岩見組 7370801000626 廃棄竹を使った地域資源循環型ビジネスモデル構築事業

154 宮城県 株式会社　アイローカル 6370301003485 アウトドア、アレルギー用、クレンジング等特定目的の洗顔料開発

155 宮城県 カフェ　かなっぺ トレーラーハウス倉庫の改装工事による食品ネット販売事業

156 秋田県 サトセ商店 漬物製造許可を取得し移動販売で高齢者や地域の要望に応える事業

157 秋田県 株式会社　TAKAYA 4410001009615 各部門の整理で生産性向上＆PR活動強化で販路拡大

158 秋田県 合同会社白神工房 8410003003100 新型機種導入による生産性向上・受注拡大及び雇用の維持・確保

159 秋田県 ケーキ工房フリアンナカムラ 魅せるディスプレイで、わざわざ訪れたい！洋菓子店へ

160 秋田県 株式会社シーモワオカダデザイン 2410001007975 新たな看板設置による認知度アップで新規顧客の獲得へ！

161 秋田県 たからぼプロデュース合同会社 4410003003293 業界初の米ぬか発酵物と野菜を使ったペットフードの販路拡大事業

162 秋田県 hair room HIRO 来店前から「リラックスと満足」を提供するための駐車場整備事業

163 秋田県 有限会社　丸一食品 2410002012322 ターゲット顧客の変換のための店舗づくりによる売り上げの向上

164 秋田県 珈琲豆専門　彩豆 新規客開拓！自家製酵母パンのプレオーダー（事前注文）開始事業

165 秋田県 H.T.S auto house 塗装ブース整備により県内唯一の最新塗料正規施工代理店へ

166 秋田県 本荘けやき整骨院 美容メニュー提供により新規女性客獲得と既存客利用増加へ

167 秋田県 オートステージ 最新型タイヤチェンジャーで安心丁寧な交換作業お任せください

168 秋田県 コンノ楽器 子供音楽教室の知名度を生かした教室メニュー増加と教室整備事業
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169 秋田県 Pizzeria Bosco del nord 地域にパン食を定着化！専用設備の導入で地域に新たな喜びを創生

170 秋田県 株式会社 Franping Resort 6410001013160 全天候対応ウッドデッキ導入で、オールシーズンレジャー施設へ！

171 秋田県 浅舞酒造株式会社 3410001008956 需要を先取りした酒造りの実現と国内外に向けた販路拡大事業

172 秋田県 有限会社　仏壇と墓石の宝輪 2410002008147 心を込めて洗います！外壁洗浄サービス開始による新規販路開拓

173 秋田県 美容室CINQ 新規サービス導入とコロナ対策の環境整備で新たな顧客を囲い込め

174 秋田県 ラピヴォーヌ 新たなサービス提供による顧客満足度向上及び新規顧客獲得

175 秋田県 カイロプラクティック健康院あんべい～な カイロプラクティックＰＲチラシで集客！顧客アップ事業

176 秋田県 M lab. 商品在庫数増加による購入機会と顧客満足度のアップ

177 秋田県 冨木自動車整備工場 顧客満足度向上による売上増加作戦

178 秋田県 桐谷呉服店 増田の町並みにマッチした「見せるきもの工房」の設置

179 秋田県 櫻丸珈琲 繁忙期でも来客を逃さない！駐車場と全天候型屋外席の整備事業

180 秋田県 合資会社 奥山商店 8410003002647 PB日本酒「いだまし」周知PRによる販路開拓事業

181 秋田県 有限会社 春和建業 4410002007452 超仕上げかんな盤導入による無垢材の加工効率向上と差別化を実現

182 秋田県 サンワメタルス株式会社 8410001005081 業務改善を図るICT機器導入による利益向上計画

183 秋田県 株式会社幸榮 4410001012338 「地熱のまち　ゆざわ」地熱発電所事業に参入し事業拡大を目指す

184 秋田県 株式会社　create 6410001013235 愛車のメンテナンス提案によるサービス向上で販路開拓

185 秋田県 有限会社佐々木商事 8410002005618 飲食部門の積極的な広報戦略により選ばれるキッチンカーと店舗へ

186 秋田県 有限会社　大綱食品 6410002012194 刻んで刻んで・・・商圏拡大事業

187 秋田県 馬場通り民家cafeすぺーす 新たな焙煎機の導入で集客及び売上増を目指す！

188 秋田県 レディースファーム 商品紹介リーフレットによる顧客獲得とリピート率向上事業

189 秋田県 塗藤 新規顧客獲得のための外壁洗浄サービスの提案事業

190 秋田県 有限会社斉藤石材店 3410002005606 新商品の開発と創業100年の技術力のＰＲによる販路開拓

191 秋田県 有限会社エスアイティー 8410002007242 加工機の稼働率向上と加工可能サイズの拡大による受注量の増加

192 秋田県 三浦塗装 体感型商談ルーム設置による提案力強化で新規顧客獲得の取組み

193 秋田県 秋田未来株式会社 8410001009891 自社の強みの強化と新たなプロモーション手法による販路拡大

194 秋田県 有限会社佐々木商店 1410002001730 業務改善と効率化に燃える！老舗ガス販売業者のIOT活用事業！

195 秋田県 株式会社　エス 8410001012490 アメリカ市場への販路開拓事業

196 秋田県 有限会社佐藤自動車 2410002007958 スキャンツール導入！エイミング作業の内製化による販路拡大

197 秋田県 ボダイザワ素材株式会社 1410001008413 「自然災害から住民を守れ」地域が安心して暮らせる防災都市

198 秋田県 セカンドデザイン 大型機械装置設計事業進出による新たな売上の獲得

199 山形県 TAKAHASHI 設備導入による短納期化の実現とサービス強化による販路拡大事業

200 山形県 TOTALREPAIR 141Factory ボディコーティング事業販路開拓のための作業環境整備と広告宣伝

201 山形県 有限会社メカ・クラフト 9390002003342 スキャンツール導入による新たな販路開拓事業

202 山形県 アグリドリーム株式会社 6390001012710 マスコット制作で認知度向上と新規顧客開拓、地域農業底上げ事業

203 山形県 無量庵 オンライン見学会の動画作成による卸売販売強化で販路拡大事業

204 山形県 本町バル　ハレトケ 惣菜、弁当を中心とした新部門事業の開設

205 山形県 エヌ・Ｋファーム株式会社 4390001013306 販売形態の転換による新事業展開で販路開拓への取組み事業

206 山形県 大進坊 講中巡礼の文化を生かした精神文化体験の提供施設への転換

207 山形県 船山果樹園 自社のネットショッピングサイト立ち上げによる販路拡大事業

208 山形県 有限会社東海林ファスニング 8390002003640 新事業分野展開による新たな販路開拓事業

209 山形県 輝工務店 住まい相談の地域一番店に！ 駐車場整備による相談体制の強化

210 山形県 建築Rita アウトドア工事とボルダリング施設運営の相乗効果で売上UP

211 山形県 大滝建築 快適な商談スペースと材料展示でお客様の信用と受注拡大を図る

212 山形県 有限会社 松山ガス 3390002008421 店舗改装と灯油定期配送チラシ作成等による一般家庭販路開拓事業

213 山形県 有限会社　酒屋源八 9390002016237 店頭ディスプレイの設置（季節商品の展示他）による売上拡大

214 山形県 蔵物語 ご年配者に優しいグループ宴席改修による地道な売上拡大

215 山形県 最上ボデー株式会社 1390001008837 測色計の新規導入による調色時間の圧倒的短縮と作業効率の改善

216 山形県 原田ふとん店 物売りから事売りへ「眠りに関するお悩み相談会」事業の新展開

217 山形県 マルデン木村製材所 メッシュパレット導入とキャンプ向け新商品開発による売上拡大

218 山形県 株式会社うばふところ 5390001015623 たい肥散布機の導入によるアスパラガスの生産開始で売上拡大

219 山形県 美容室ビート シャンプー機器導入と新サービス提供による売上拡大事業

220 山形県 居酒屋 ぽん太 店舗改装と独自イベント等の実施による少人数個人客販路開拓事業

221 山形県 上野車体整備 エーミング機器導入による新規受注拡大と短納期の実現で販路拡大

222 山形県 大瀧習字教室 書道パフォーマンスによるＰＲと教室環境整備で新規顧客獲得事業

223 山形県 杢縁 茹で麺機導入による生産性向上と店内環境整備で新規顧客獲得事業

224 山形県 シャイニングオート 塗装・コーティングブース設置による売上拡大事業
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225 山形県 A-CRAFT スキャンツール導入でBtoB、BtoC取引への新事業展開

226 山形県 大平鮮魚店 食品廃棄ロス削減を考えた新商品販売による売上拡大

227 山形県 自家焙煎珈琲店　草木舎 自動販売機導入による自家焙煎コーヒー豆の販路拡大事業

228 山形県 有限会社　明電 9390002011972 2温度帯保管を実現しスピーディーな流通加工で生産性と売上向上

229 山形県 BARBER TETSUYA 頭浸浴サービス開始による新規客獲得及び客単価向上事業

230 山形県 有限会社佐直写真館 7390002012171 新しい撮影メニューに動画を取り入れた販路開拓と広告戦略

231 山形県 プライドテーラー秋葉 高齢者対応のフィッティングルームと快適な店舗で顧客満足向上

232 山形県 月山酒造株式会社 2390001011740 飲食店及び弊社商品の新たな需要喚起及び顧客獲得事業

233 山形県 五十嵐工務店 匠の技を駆使した内覧会場へ誘導する看板設置による販路開拓事業

234 山形県 アイスリー株式会社 5390001012851 庄内産食材にこだわった「ごてんまりおにぎり」の販路拡大事業

235 山形県 有限会社石のミウラ 8390002008350 顧客名簿を活用した紹介案件受注促進事業

236 山形県 ハヤサカアルミ サッシ屋から「生活提案型」リフォーム事業への進出

237 山形県 株式会社石屋熊出 9390001008235 遺骨粉骨機導入による改葬ニーズに対応した販路拡大事業

238 山形県 オオイズミ花店 一目で花屋と分かる看板設置と店舗改装による販路拡大事業

239 山形県 菓房かしくら 「まんじゅう」販売強化のための蒸し機器導入で売上拡大

240 山形県 羽前丸 加工商品の増産体制を構築するための機器導入事業

241 山形県 きっちんふーずカスミヤ ご当地商品のEC販売による売上再建計画

242 山形県 浅岡刺繡 看板、事業紹介動画、Webサイト再構築で新規販路拡大

243 山形県 八千代食堂 厨房設備導入と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

244 山形県 サガエサービス 装置導入によるリユース市場需要に対応した新サービス展開

245 山形県 手打ちそばたか橋 イス・テーブル席の拡大で、高齢者に優しい店づくり

246 山形県 株式会社阿部工務店 3390001012176 東根市及び周辺市町村における注文住宅受注拡大・新規販路開拓

247 山形県 ソウルソウル テイクアウト部門立ち上げに伴う新商品開発で販路開拓事業

248 山形県 ファミリーショップ甲子園 消雪設備でキレイな駐車場に！冬季期間の来店数アップ事業

249 山形県 株式会社ゆめりある 9390002012120 看板製作による弊社サービス周知効果向上事業

250 山形県 株式会社鈴木自動車 5390001014773 タイヤチェンジャ―導入による作業効率アップと差別化で販路開拓

251 山形県 カワチ製菓 魅せる・来店しやすい環境整備と作業効率アップの機材導入

252 山形県 餃子園 アフターコロナを見据えた地域食材の新メニュー展開と店内改善

253 山形県 LADE clothing 専門小冊子作製によるトータルなスノー用品提案で販路拡大

254 山形県 佐藤養蜂 飯豊山麓ハチミツのブランディングと販売の少量化で販路開拓事業

255 山形県 Playspot Funplus 動画広告掲載とレンタル設備増強による新規顧客獲得事業

256 山形県 合同会社TDR 3390003001854 エアコンステーション導入による売上拡大とお客様満足度UP

257 山形県 ドリームバンク株式会社 4390001005261 褐変（酸化現象）を克服した佐藤錦ソースの素の商品化で売上拡大

258 山形県 えん工房 えんジャムブランドによる販売拡大事業

259 山形県 La.Rose Fleur ガーデンフォトスポット増設によるウェディングフォトで売上増加

260 山形県 株式会社 住器サービス佐藤 9390001015330 販路拡大に伴う自社PR及び事業内容（販売品目）の販売促進活動

261 福島県 三浦建築 木材加工技術の向上と地域密着型サービスの確立

262 福島県 買取大吉 紙・オンラインを交えたハイブリッド宣伝による若年層客獲得計画

263 福島県 有限会社　クボキ 1380002021352 新成分を配合したオリジナル新皮膚用化粧品の販路開拓事業

264 福島県 有限会社フラワーランド 3380002029575 販売仕入管理のシステム化による販売促進計画

265 福島県 有限会社ふじ電設 3380002018405 情報発信強化で将来を見据えた電気工事提案による販路拡大事業

266 福島県 合同会社ガレージ商事 3380003002151 大型タイヤチェンジャー導入による業務効率化、新サービス開始

267 福島県 川崎クリーニング インスタグラムツール活用によるエリアマーケティング強化

268 福島県 有限会社　むらかみ 8380002015562 野菜の塩「ベジソルト」による販路開拓

269 福島県 有限会社　日進屋 5380002020664 新規顧客の拡充（１）BBQセット販売，（２）小人数利用の強化

270 福島県 アイランド　ネモト １００円ショップ導入展開による、店舗再編・活性化事業

271 福島県 Crib inawashiro HPリニューアルと販促物の制作

272 福島県 美容室ピュア 感染対策強化によるリピート率の回復と顧客流出の防止

273 福島県 西郷ゆば工房 在来大豆「にしごう」を活かした豆乳カフェのオープンと販路拡大

274 福島県 マルナカファーム株式会社 7380001028368 いちご人気・家庭用購入意向のニーズを捉えた販売方法の導入

275 福島県 株式会社CYA 8380001032468 「ぼっち席」新設による一人焼肉ニーズの獲得と客数稼働率の向上

276 福島県 有限会社安達総合車検センター 2380002016194 全車種対応グリーン冷媒カーエアコンメンテナンスによる販路拡大

277 福島県 株式会社和ごころ 2380001029809 スイーツ製造販売業への参入及びセルフレジ導入による販路拡大

278 福島県 りりぃ洋菓子店 シニア層の新規顧客獲得の為の五感で楽しむガーデンカフェの展開

279 福島県 NPO法人富岡町3・11を語る会 2380005011688 既存コンテンツ収益向上と演劇事業強化に向けた広告宣伝強化事業

280 福島県 株式会社ファットリアこもと 4380001026829 地元食材を使った長期保存可能な土産品の開発販売事業
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281 福島県 有限会社円谷種苗園 5380002018155 人と自然との調和した庭つくり、心の癒し、おもてなしのお店。

282 福島県 シロノマチカンパニー デジタルを活用した塾の認知度向上と教室環境改善による販路開拓

283 福島県 有限会社太伸機販 2380002019032 地場産業を支える凍結材向け鋸加工サービスによる新たな販路開拓

284 福島県 有限会社　強清水元祖清水屋 2380002031838 地元ファミリー層をターゲットにした集客アップ事業

285 福島県 株式会社アクティブモンド 1380001023044 「割烹料理店舗内のライブキッチン化」炭火と鉄板焼きで地産地消

286 福島県 らぁめんＫｉｔｃｈｅｎけんけん 新メニュー及びテイクアウト商品の開発・販売による新規顧客獲得

287 福島県 食菜酒楽Fu-Ro-Ya テイクアウト商品の開発販売及び店舗サイン設置による販路拡大

288 福島県 松川麹屋 「そばみそ」の安定製造で販路拡大・売上増加事業

289 福島県 カフェー・ブリキイヌ 新製品「健康グラノーラ」の開発と販売促進

290 福島県 有限会社　塚原製作所 1380002021245 転造技術の習得による、大ロット受注での販路開拓

291 福島県 三春電化サービス 業務内容周知の為の看板設置

292 福島県 花ホテル滝のや DXコロナ禍非対面無人旅館化＆テントサウナ導入による販路拡大

293 福島県 縁 こだわり炭火焼の創作料理居酒屋への転換による売上向上事業

294 福島県 ひのき風呂の宿　分家 真空包装機導入による当館自慢の料理の商品化と販路拡大計画

295 福島県 合同会社碧音～aone～ 1380003004942 認知度向上と店舗改修による販路拡大事業

296 福島県 うえの菓子店 うえの菓子店から「御菓子司上野」へ！リブランディング事業

297 茨城県 有限会社楠見材木店 4050002007258 カスタムデザインの独自ノベルティグッズ事業の拡販体制構築

298 茨城県 レストランベリンバウ 愛犬向けブラジル料理の開発による新規顧客の獲得

299 茨城県 ハナワ時計店 オートレフラクトメーター導入による顧客満足度向上

300 茨城県 Cutbox SCENE 男性の脱毛ニーズに対応する「脱毛サービス」の提供

301 茨城県 有限会社ヤマコー畑岡幸助商店 4050002010468 陶器製焼き芋つぼのショールームの設置による販路開拓事業

302 茨城県 湊屋売店 ローズポークチャーシューを活用した販路開拓事業の展開

303 茨城県 有限会社　鬼沢石油 1050002014810 タイヤチェンジャー新規導入で顧客満足度向上及び新規顧客獲得

304 茨城県 市村米穀店 より美味しく安心安全な米を消費者に提供するため穀粒判別器導入

305 茨城県 ふくろうの家 店内の内装の改良とエサ購入の重点化による生涯顧客化戦略

306 茨城県 梶山青果 果物と野菜を問屋価格で一般消費者に販売するための販路開拓

307 茨城県 むすび接骨院 スポーツ強豪校学生のためのケガの早期治療事業

308 茨城県 工房　陶夢 笠間長石を釉薬に用いた新商品開発とＰＲによる販路開拓

309 茨城県 チロルの村 テイクアウト弁当・総菜事業の販路開拓と配達事業による売上拡大

310 茨城県 有限会社 田崎防水 3050002018058 宣伝カーとパンフレット作成による新規顧客獲得と販路拡大

311 茨城県 萩野谷　栄 落花生皮剥機の導入による皮むき生落花生の売上最大化

312 茨城県 株式会社　風實 3050001033289 地元のハム工房と鉄道会社が協力！地域活性化事業に挑戦。

313 茨城県 hair make hatch 髪質改善メニューの提供による新規顧客開拓

314 茨城県 BarBerMOGI サイトリニューアルとチラシにより営業体制の一新を図る

315 茨城県 株式会社プラチナツアーズ 2050001032820 ムートン製品の小売事業の展開による販路拡大

316 茨城県 有限会社森永洋品店 8050002034050 レクラン・オンデマンドプリントサービスの提供による販路拡大

317 茨城県 パチャママ農園 野菜の自動販売機設置による新規顧客獲得

318 茨城県 特定非営利活動法人　ニューライフカシマ217050005006329 親子参加型国際理解・異文化交流事業での販路開拓

319 茨城県 福田自動車工業 エアコンガスの再生サービスの提供による新規顧客の獲得

320 茨城県 ふじ庄 コロナ禍等がもたらす新たな顧客ニーズに応える優しい店づくり

321 茨城県 Alby Select Wine 茨城県つくば市での新規店舗・コミュニティスペースの開設

322 茨城県 株式会社KAサービス 9050001049924 故障診断機と顧客管理システムの連携による予防保守サービス拡販

323 茨城県 鈴木自動車 一般自動車整備業への業態転換による販路開拓事業

324 茨城県 アーデン音楽館 英語教室部門の創設による地域の幼児教育需要の獲得

325 茨城県 Inner Me Studio オンラインレッスンの販路拡大と集客を目指すチラシの作成

326 茨城県 株式会社小林建設 4050001030070 既存の土木技術を活用して民間建築物の基礎工事事業への進出

327 茨城県 株式会社　安田 7050001013551 専用コンテナを活用した医療廃棄物の新規収集運搬サービスの開発

328 茨城県 パーソナル整体CHANGE カフェ風整体院への店舗改装により癒しを求めた空間の創造

329 茨城県 やまと豚専門店とんとん 豚肉専門店ならではの商品を提供するライトDX活用の移動販売

330 茨城県 有限会社スーパー白井 9050002021469 メニュープラン新設しオーダーシステム等の導入による集客向上

331 茨城県 UPROCK 店舗イメージ変更による女性客開拓事業

332 茨城県 Vocal Yukina 子どもに優しい自宅音楽教室開校による新規顧客獲得

333 茨城県 高塚流通株式会社 2050001013498 北関東屈指の危険物・定温倉庫の新規開業プロモーション

334 茨城県 株式会社ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9050001049858 完全個室アグー豚しゃぶしゃぶ専門店の新事業展開

335 茨城県 有限会社おふくろ弁当 7050002032336 非接触型オーダーシステムの導入によるリスク低減と回転率向上

336 茨城県 有限会社ア・プティ・パ 4050002018296 新商品の安定供給確立と販路拡大で、脱コロナショック事業
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337 茨城県 野村自動車整備工場 新たな自動車関連サービスの提供による顧客満足度向上事業

338 茨城県 Cocon fouato 美に関するあらゆるサービスを提供する美のスペシャリスト化計画

339 茨城県 TRY-Kプロジェクト株式会社 4050001008521 女性客が入りやすいラーメン店への変革による売上向上計画

340 茨城県 藤乃屋 大洗らしい通信販売向け商品の開発による販路拡大事業

341 茨城県 株式会社とりで旅行センター 9050001027574 ベテラン添乗員が高齢者も安心して行ける旅行プランを提案！

342 茨城県 有限会社すぎうら 4050002037734 サンドブラスト加工を施した記念グラス等の販売による販路拡大

343 茨城県 トムソーヤ 車中で手軽に美味しく！テイクアウトで新規顧客獲による売上向上

344 茨城県 えだ動物病院 ペットも飼い主も安心！！高性能モニター導入で新規顧客獲得！

345 茨城県 串焼き櫓路家 鳥料理店が提供する本格鳥鉄板居酒屋「ＴＯＲＩてっぱん」の始動

346 茨城県 株式会社KOYANO 4050001039269 水質改善により初心者でも釣果の上がる釣り場への改修

347 茨城県 株式会社クレバーラクーン 8050001047375 「岩手町に宿泊施設を！」ムービングハウスでアウトドア宿泊業

348 茨城県 笠間茶屋 人と環境に優しいコンセプトキッチンカーによる新事業展開

349 茨城県 吉田屋製菓 デジタルサイネージ看板で若者や参拝客への「胡桃菓子」アピール

350 茨城県 Base-E株式会社 6050001047261 男女に向けた目元の新美容サービス提供による新規顧客獲得事業

351 茨城県 蓮沼石材店 地域特性とも言える難施工地における墓じまいサービスの開始

352 茨城県 大関石材店 「石屋が提案する坪庭」のプロデュース事業の開始

353 茨城県 株式会社Optional 9050001051236 ゴルフ分野とミドルシニア対象のniceshot販路拡大事業

354 茨城県 株式会社鶴と学び 4050001046711 テストマーケティング自動販売機の新規顧客開拓事業

355 茨城県 有限会社　竹村与四郎商店 4050002025755 ネギ苗の生産販売の強化による新規顧客の開拓

356 茨城県 吉田茶園 ウェブサイトとパンフレットの多言語化による新規顧客開拓

357 茨城県 有限会社海老澤写真館 3050002042644 ドローンを活用した動きのある写真撮影サービスの開始

358 茨城県 アイラック株式会社 1050001049790 パンフレットの制作・配布による有料職業紹介事業の取引先開拓

359 茨城県 有限会社津軽オートサービス 6050002025778 新サービス展開による業務効率化及び顧客満足度向上で販路拡大

360 茨城県 private gym Natural Body 新サービス提供による設備充実化、新規顧客開拓

361 茨城県 Miya’ｓ ヴィンテージ古着のリペアサービスの開発と提供による販路開拓

362 茨城県 株式会社たまぷらん 2050001033967 冷蔵機能付き無人販売所の設置による自社商品の販路拡大事業

363 茨城県 株式会社アイヤマ観光 7050001030191 大型貸切バスの管理ノウハウを活かした観光事業への進出

364 茨城県 ヘルシアプラス株式会社 1050001029289 オーガニックフルーツ・野菜を活用したフレッシュジュースの販売

365 茨城県 フレックタイム株式会社 6050001024946 測位・測量分野等への販路開拓のための機械工作機器の導入

366 茨城県 岡部合名会社 6050003001646 酒造りにおける洗米からの品質及び生産性向上による売上増加計画

367 茨城県 有限会社　高橋食品 3050002017398 ネット販売に適した冷凍豆腐加工商品・冷凍とうふスイーツの開発

368 茨城県 ヘアーサロンエリカ 地域競合店の1歩先行く、脱毛サービス事業への進出

369 茨城県 dogsalon pooch トイプードル用健康管理サービスの提供による新規顧客獲得事業

370 茨城県 有限会社明治屋 2050002010453 オンライン連動カタログによる非接触型営業ツールの開発

371 茨城県 有限会社ますや呉服店 2050002010420 地域名産を使ったオリジナルメニューの開発による新規顧客獲得

372 茨城県 長岡屋 健康・栄養志向な新蕎麦メニューの提供による新規顧客獲得事業

373 茨城県 ツルヤ 機能的な移動用スタジオ機材セットで出張撮影のニーズに応える

374 茨城県 わづくる株式会社 8050001051633 地域の魅力を発見！ガレージの秘密基地化による販路開拓事業

375 茨城県 WAKE 新メニューの開発と看板及び照明設置によるPRで新規顧客獲得

376 茨城県 ルフラン 厨房施設拡張と高まるニーズに合わせたテイクアウト事業の展開

377 茨城県 有限会社平林 1050002023159 単身女性に向けた安全安心の賃貸物件の提供による販促事業

378 茨城県 椿本薬品 アートを身近に！まちかどギャラリーの展開による販路開拓事業

379 茨城県 株式会社クラキ興業 1050001044536 ニーズに応じた外構工事により新規顧客獲得と販路開拓

380 茨城県 小石川 人気インスタグラマー兼プロカメラマンによる生きた証の撮影事業

381 茨城県 A.C.E. 新型コロナの影響による販路変更に伴うフォトスタジオの販路拡大

382 茨城県 personal body lab Aile フィットネス×美容をコンセプトに女性の新規顧客開拓

383 茨城県 和dining集 冷蔵保存能力の大幅強化による、販売の多角化と販売能力の増加

384 茨城県 矢口商店 ハーブ干物の開発とブランディングによる若年層の顧客獲得

385 茨城県 コスメ山本 加齢による肌の変化に悩む女性客向けエステサービスの開発

386 茨城県 freestyle株式会社 1050001047043 付加価値をつけた青果物のEC販売開始による、顧客層と販路拡大

387 茨城県 ヘアーサロンブーケ 当店の強みを活かした新サービス提供による売上向上計画

388 茨城県 宮川製菓協業組合 8050005008480 異物混入防止と納期短縮で安全・信頼を高め大手企業との販路拡大

389 茨城県 株式会社幸手スプリング 3050001018686 施設認知を高めるためのHPの編集・チラシ・パンフの作成

390 栃木県 ヘアーサロンスタイル 新事業「脱毛サービス」実施による売上回復・販路開拓事業

391 栃木県 有限会社ジュエリきくち 9060002027036 視力課題解決の為の測定機器の導入と総合視力サポートをする事業

392 栃木県 桃畑Shinka. 客席のクオリティアップによるハレの日客の獲得と売り上げアップ
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393 栃木県 うえの農園 野菜と玉ねぎの6次化を農業ＩＴ化で販路拡大し売上増強する事業

394 栃木県 有限会社亀田製畳所 1060002018050 お客様が安心して注文できる店づくり受注拡大のためのPR事業

395 栃木県 株式会社つむぎ 5060001032569 単価の高い国産材27弦ハープ開発と、HP作成による認知度向上

396 栃木県 菓子舗いねや／桃の樹Cafe カフェの広告により既存の和菓子事業も好転する販促戦略

397 栃木県 有限会社 塩田屋百貨店 1060002018612 カーコーティング事業の強化による売上の拡大、組織の持続的発展

398 栃木県 田舎菓子処　増田屋 駐車場からアクセスのいい店舗で楽しくお買い物事業

399 栃木県 MAHALO 誰もが安全に来店できる美容室で快適で楽しい時間を提供する事業

400 栃木県 有限会社清水自動車 5060002028599 「遠くからでも一目で分かる」看板設置で新規顧客獲得事業

401 栃木県 お食事処 将慶亭 お客様を笑顔に！原点に立ち返り暖かみのある店づくりでＰＲ事業

402 栃木県 手打そば　小川屋 新駐車場に設置する目立つPR看板で県内外の集客売上UP

403 栃木県 ヘアーサロン　スズラン 新たな看板の設置とチラシの配布で、若者層へのＰＲ強化を図る。

404 栃木県 株式会社KEZUKA 2060001027101 地域に密着した“塗装地元NO．1”になるための看板設置

405 栃木県 葛生建具店 技術力の高い建具店での建築サービス認知度向上による看板設置

406 栃木県 大島工業 提供サービスを告知する看板を設置し、新規取引先開拓を目指す

407 栃木県 有限会社　上岡軽合金鋳造所 1060002033529 山積み発泡スチロールを圧縮、スペースを確保し芸術品の受注獲得

408 栃木県 鈴木商事 出張タイヤ交換サービス事業展開による売上増と新規顧客の獲得

409 栃木県 株式会社BRILLER 4060001022447 チラシによる新事業周知と新規顧客開拓

410 栃木県 イタリア料理トト テイクアウト用パスタソース開発による新規顧客獲得事業

411 栃木県 funsetsuka 新商品の開発と、快適なワークショップ開催事業

412 栃木県 山本畳店 コロナ禍でも負けない！安心を提供する抗菌畳の開発で顧客獲得

413 栃木県 有限会社丸山娯楽園 1060002039724 看板設置による認知度向上と体験開催による新規顧客獲得事業

414 栃木県 太陽堂 高品質眼鏡の販売拡大による大型チェーン店との差別化事業

415 栃木県 有限会社つがや 3060002033626 スチコンを導入しメニュー幅を広げ若い世代の顧客層を開拓する

416 栃木県 株式会社こわしや 1060001023869 自社製品を応用したユニークな３D看板制作で認知拡大

417 群馬県 有限会社たんげ温泉美郷館 8070002036474 おもてなし力向上による集客アップ、人に優しく魅力的な宿づくり

418 群馬県 株式会社フジマ 6070001010003 新規顧客獲得を狙った壁面看板設置事業

419 群馬県 ランドワークス株式会社 3070001038352 デジタル＆アナログの販売促進と設備導入による会社対応力強化

420 群馬県 合同会社トップラン 5030003004841 レストランとスナックの特色を複数の媒体を駆使して訴求

421 群馬県 ｹﾞｽﾄﾊｳｽ　ストーン・アイランド 自然を基調としたやすらぎ空間の強化による新たな顧客層獲得事業

422 群馬県 コロムビア ランチメニューと通販商品の開発で新規客の獲得による売上拡大

423 群馬県 OZEさくらトラベル株式会社 3070001036496 エアコン清掃事業の強化による新規顧客獲得事業

424 群馬県 山猫バイオリン工房 新たな機械・工具導入による弦楽器品質向上と動画PRで販路拡大

425 群馬県 Car Plus Fix イメージ戦略と立地戦略による新規顧客獲得

426 群馬県 見晴屋 地域住民に愛されるお店作り

427 群馬県 株式会社ジョイアクト 6070001037946 看板設置・PPC運用等による宣伝強化と新サービスの販路拡大

428 群馬県 プチホテルマニトゥ－ Withコロナ対応型宿泊環境の整備による販路拡大及び収益向上

429 群馬県 子吉工務店有限会社 4070002033756 当店の「こだわり技術とお家の主治医」を目指す新規顧客獲得計画

430 群馬県 株式会社大坂屋 9070001031731 ハウス用エアコンの導入でシイタケ栽培の収量を上げ売上拡大

431 群馬県 後閑商店有限会社 3070002009848 穀粒判別器導入による販売強化及び販路拡大事業

432 群馬県 株式会社AQUA建築設計 2070001037644 3DCADを使ったプレゼンテーション能力向上事業

433 群馬県 炭火ステーキクローバー 看板設置による新規顧客開拓事業

434 群馬県 高野慎之輔 太陽光発電所専門【草刈り】サービス導入による新規顧客開拓事業

435 群馬県 有限会社美須麻流ソーイング 8070002012236 超絶“立体リアル刺繍”の展示会出展による認知向上＆販路開拓

436 群馬県 株式会社ヨネザワ設備 6070001035710 多様化するニーズに対応するための新設備導入による顧客開拓

437 群馬県 あべ接骨院 地域密着型接骨院による最新治療器導入とWEB販売促進への挑戦

438 群馬県 おそうじ楽ちん 居心地のよい空間提供、除菌・殺菌・衛生対策による新規顧客開拓

439 群馬県 秋葉自動車工業有限会社 3070002022487 高齢者向けサービス体制強化＆人材育成可能なプラットホーム構築

440 群馬県 そば処田 店舗進出による新たな顧客層の獲得と当店の認知度向上

441 群馬県 株式会社MES 6070001034811 認知度向上及び新規客獲得のための広告活動

442 群馬県 妙竹炭 海外展開を見据えた自社パンフを作成しバイヤー伝達で販路開拓

443 群馬県 アカギガーデン 草刈り機導入による、草刈り業務の販路開拓及び拡大

444 群馬県 パイオニアスクール 新たな取り組みの実施による新規顧客獲得事業

445 群馬県 株式会社アートプランタジマ 2070001018586 フリーペーパーへの掲載と看板設置による新規顧客開拓事業

446 群馬県 株式会社OBS 9070001028158 接骨院における美容施術部門の強化、新サービスの提供で販路開拓

447 群馬県 株式会社ウッドパーク 4070001027494 新規設備導入による新規顧客獲得事業

448 群馬県 おぎの屋 快適な店舗環境の整備と新たなメニュー開発で新規顧客獲得増進
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449 群馬県 有限会社岩﨑工業 8070002022730 施工の隙間時間を活用した小規模外構工事の受注体制整備事業

450 群馬県 株式会社エムアイフーズ 2070001015154 冷凍自動販売機の導入による新規顧客獲得及び売上拡大事業

451 群馬県 BarLiberty 新規サービスの開始による事業持続的発展化計画

452 群馬県 snoozys株式会社 4070001039399 広告宣伝に注力し、知名度向上による新規顧客の開拓

453 群馬県 亀鶴旅館 食事処に椅子テーブルの設置によるシニア層新規顧客獲得事業

454 群馬県 株式会社チギラモータース 7070001033168 ヘッドライトテスター導入による車検迅速化への対応

455 群馬県 OtoginoUta カラーカスタマイズというセミオーダーの導入による販路拡大事業

456 群馬県 上州沼田シードル醸造株式会社 6070001036931 地元に活気を！シードルで地域活性化新規顧客獲得事業

457 群馬県 小林はつみバレエアカデミー 看板の設置による新規顧客獲得事業

458 群馬県 松井左官 強みを活かした技術力で「左官工事は当店におまかせ」事業

459 群馬県 カラオケラウンジ白鳥 店舗壁面をアートにして注目を集め来店促進で売上の向上を図る

460 群馬県 入沢電装サービス 基幹産業をターゲットにした地域密着型販路開拓事業

461 群馬県 赤堀自修 事業承継を機に店舗とサービスを刷新して新規顧客を獲得する事業

462 群馬県 有限会社伊藤自動車整備工場 2070002020624 車両販売強化と新サービスによる販路開拓事業

463 群馬県 株式会社大協エネルギー 1070001012053 LED看板の導入で低価格をアピールし新規客獲得による売上拡大

464 群馬県 喜久豆腐店 新規顧客獲得のためのキッチン新設事業

465 群馬県 有限会社角田自動車 7070002020850 整備対応車種拡充による地域密着型販路開拓

466 群馬県 坂内建築設計室 新規顧客獲得のための広域広報と顧客満足度向上

467 群馬県 ブラッスリー茶茶 2階の部屋を客席に改装し席数の増加でコロナ禍の売上拡大を図る

468 群馬県 ガレージＡ 自転車～重機まで修理！認知度向上による新規顧客獲得事業

469 群馬県 尾瀬酒販株式会社 4070001031505 顧客満足度の向上による新規顧客獲得事業

470 群馬県 株式会社プレマ 8070002004720 オーガニックファーム直売所と農業体験セミナー事業の拡大

471 群馬県 有限会社林プレス 6070002020901 事業範囲拡大のための新規製品受注と新規取引先獲得

472 群馬県 有限会社二葉 3070002015631 テイクアウトブースの新設で新規顧客の獲得とメニューの充実

473 群馬県 豆富山房あさの 販路拡大のための大型冷蔵庫導入事業

474 群馬県 吾妻自動車整備協業組合 9070005007521 検査機器導入による新規顧客獲得事業

475 群馬県 いとのにわ 倉庫をワーケーション空間に改修し学生・企業・地域に周知で誘客

476 群馬県 S.M.International合同会社 7070003002773 待ちから攻め！キッチンカー事業への参入

477 群馬県 民宿旅館　不二野家 ”ノーマライゼーション”の取り組みによる新規顧客の獲得

478 群馬県 KANBAIーBASE パックラフトツアー及び教育機関向けサービスの開始

479 群馬県 ARIGA Beauty&Fitness パーソナルトレーニング顧客獲得の看板設置と設備導入

480 群馬県 手もみ　整体　ホグタス シニアに優しい手もみ整体院の地域密着販路開拓

481 群馬県 堀口自動車 ITを活用した認知度向上と顧客満足度アップによる新規顧客獲得

482 群馬県 三杉屋 インスタ映えするオブジェ看板の設置による販路拡大

483 群馬県 有限会社万才モータース 4070002037063 LEDヘッドライトテスター導入による新規顧客獲得

484 群馬県 麺屋十石 新規顧客獲得強化のための店舗周知強化事業

485 群馬県 物産センター山里 やまさとの暮らしを味わうスイーツ工房開業＆魅力情報発信

486 群馬県 民宿　すりばち荘 自転車ユーザーの満足度向上を実現する為の客室リニューアル事業

487 群馬県 有限会社梅原印房 7070002017236 提供するサービスの充実と高齢者等来客の増加に繋がる店舗改修

488 群馬県 株式会社プレスタイル 3070001026539 自動車保護のためのプロテクションフィルム事業

489 群馬県 株式会社オコノギ典礼 6070001026593 認知度を向上させて新規顧客を獲得するための事業

490 群馬県 有限会社北栄自動車整備工場 3070002026819 整備部門の拡充と短納期化実現のためのスキャンツール導入事業

491 群馬県 天神前ストアー 冷蔵・冷凍設備導入によりうまれる販売強化とフードロス削減事業

492 群馬県 有限会社パリジャン 9070002011617 冷凍パンの開発及び冷凍パンの全国宅配出荷サービス展開事業

493 群馬県 株式会社トウエン 7070001035833 介護タクシー事業への参入でお客様の困りごと解決と販路開拓

494 群馬県 夢幸房 設備導入による商品改良で課題解決！　販路開拓と売上向上事業

495 群馬県 シード・大正浪漫黒船屋・茶楼千 新感覚かき氷の販売による新規顧客獲得事業

496 群馬県 ストロベリーボム 乳製品砂糖不使用いちごソフトクリームの開発と販売

497 群馬県 尾瀬紀行株式会社 1070001025336 キャンピングカーの設備強化と新サービス提供による新規顧客獲得

498 群馬県 株式会社奈良部総業 9070001037704 事業の認知度向上による販路開拓のための看板の設置

499 群馬県 有限会社龍燕 3070002037097 真空包装機の導入によるテイクアウトの事業化で売上拡大

500 群馬県 RITORNO 東毛地区初の長期熟成生ハム製造販売で新特産品創出とブランド化

501 群馬県 株式会社あすなろ工業 2070001035111 新規設備導入による新規顧客獲得事業

502 群馬県 ie工房 新規顧客獲得の為の衛生環境整備事業

503 群馬県 箕嶺 赤城の清水による品質向上と新規顧客獲得事業

504 群馬県 食事処　知足 道路からの視認性向上と折込チラシによる販路開拓
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505 群馬県 西澤自動車 高齢化、電動化社会に向けた店づくりによる新たな需要の開拓

506 群馬県 味処みずほ 新規顧客獲得のための設備導入事業

507 群馬県 株式会社スカバーレ 2070001035466 新商品キトサン配合のペット用スキンケアスプレーの販売促進事業

508 群馬県 合同会社AiK 5070003004549 新規顧客獲得のための現場出張用、大型エア―ツール導入事業

509 群馬県 有限会社石井工業所 3070002035522 お墓掃除代行サービスの事業化による新規顧客獲得事業

510 群馬県 株式会社ユーロファクトリー 5070001005458 業界生き残りを図るための新ガス対応エアコンフレッシャーの導入

511 群馬県 株式会社キャニーエクイップ 2070001031829 展示会出展による認知拡大にともなう新規顧客の獲得

512 群馬県 株式会社グランブルー 5070001029829 前橋市アーバンデザイン対応型テラス席改修による新規顧客開拓

513 群馬県 HAVE A WOOD TIME 木材乾燥工程の生産プロセス改善及び品質向上による新規顧客開拓

514 群馬県 倉澤薬品 やります！地域密着型クレープ店をオープンさせ、売上をV字回復

515 群馬県 有限会社後閑養鶏園 4070002002075 新生活様式への対応と新規顧客獲得のための冷凍無人販売機導入

516 群馬県 有限会社　山崎化工 7070002031369 大型トラックの新規外装部品の早期生産立ち上げと販路拡大事業

517 群馬県 大前木材 販路拡大のための端材を活かした新たな商品開発事業

518 群馬県 有限会社小島屋 2070002036422 コロナ禍の衛生面と感染対策を強化する改装工事で新規客の獲得

519 群馬県 有限会社丸田屋総本店 2070002015104 ギフト・ECの新規客獲得のための包装・パンフレット作成事業

520 群馬県 株式会社田村建設 8070001014456 顧客の考えを詳細図面で提案、具現化して、受注をアップする事業

521 群馬県 株式会社トライブ　 6070001039100 新規顧客開拓のためのクレーン付トラック展示スペースの整備事業

522 群馬県 株式会社ハナブサラボ 2070001010634 新規客増加のための冷凍餃子自販機の新規設置と餃子のＰＲ事業

523 群馬県 株式会社マツムラ自動車販売 4070001025226 ITを活用した板金事業の強化による新規顧客獲得と利益向上

524 群馬県 黒澤呉服店 売上と収益増加を図るための、主力商品再構築と店舗認知度の向上

525 群馬県 田村製菓有限会社 1070002014924 新規顧客獲得のための自家焙煎コーヒー豆の製造販売事業

526 群馬県 SI-TEC autocompany 新規顧客獲得のための看板設置事業

527 群馬県 清香園 新規顧客獲得のためのサービス提供に係る設備入事業

528 群馬県 株式会社覚泉荘 2070001036753 ２種類の看板とＨＰ・ＳＮＳでの魅力ＰＲによる観光客新規獲得

529 群馬県 KFOR株式会社 2070001036209 コロナ禍対応の客室の改装工事で新規顧客獲得事業

530 群馬県 竹澤株式会社 8070001016246 環境変化に対応した技術の研究改良・自社ＰＲ・組織体制強化事業

531 群馬県 トリミングサロンLuna 店の認知UPにつながる「看板」、トリミング室の作業効率化

532 群馬県 FROG PHOTO WORKS 一般企業向け「動画撮影」サービスの新規事業展開とＰＲ

533 群馬県 フォトスタジオ佐川 新規動画作成事業！飲食店向け集客用動画作成サービス

534 群馬県 みなかみRVパーク　山to空 プラスアルファの宿泊プラン販売と顧客満足度の向上

535 群馬県 有限会社阿部商店 6070002035511 地域の魅力が発信できるおにぎり販売の新規事業

536 群馬県 有限会社河合自転車店 8070002035666 地域高齢者の悩みを解決するシニアカー販売

537 群馬県 有限会社月夜野自動車整備工場 7070002035469 競合店を取引先に変える新規事業

538 群馬県 株式会社角弥 4070001033724 町の厄介者「雪」を有効活用し新サービスとの併用で販路開拓

539 群馬県 有限会社バリールーツ 2070002015624 メニュー開発と店舗の存在を知らせる看板設置で集客を図る事業

540 群馬県 田島左官工業 需要の増加に対応するための設備導入による販路開拓事業

541 群馬県 よしみ美容室 あなたに...最高の癒しを提供することを髪に誓います

542 群馬県 益央工業株式会社 4070001017941 おからからの脱却のための試作用機械(空気圧縮機)の導入

543 群馬県 ソーイングファクトリー 当社技術を活かした新製品の製造・販売による販路開拓事業

544 群馬県 株式会社みさと葬祭 7070001009622 ご家族の思いを形にした家族葬取扱い葬儀社の認知度向上事業

545 群馬県 高瀬設備 地域に根差した「まちの水道屋さん」の新たな需要開拓事業

546 群馬県 有限会社アカギ典礼 5070002022477 新サービス「市民メモリアル」知名度向上のためのＰＲ事業

547 群馬県 有限会社タカハシ商事 5070002024011 顧客がいつでも安心して来社できる環境整備・販路開拓

548 群馬県 味処　いろは 新規顧客獲得を図るための調理設備の導入とサービスの充実化

549 群馬県 プラスガレージ ファミリー層をターゲットにアメリカンなおもてなし事業

550 群馬県 有限会社赤石建鉄 5070002022460 カーボンニュートラルに貢献する新溶接ツール導入による販路開拓

551 群馬県 小さなレストラン彩絵 新たな設備導入による商品サービス向上事業

552 群馬県 株式会社ボンズ 4070001035678 不動産無料売却相談会の実施による地域住民への当社ＰＲ事業

553 群馬県 Hair Salon Yu-Ya 理美容複合店ならではのレディースシェイビングでの新規顧客獲得

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

555 群馬県 洋麺酒場Naruze 高付加価値テイクアウト商品・冷凍食品の開発による販路開拓

556 群馬県 株式会社クシタニ高崎 9070001010628 アイキャッチ看板設置によるクシタニブランドの訴求、来店客増加

557 群馬県 有限会社ウィングハギワラ 4070002013948 大型バイクのニーズ増加に対応するためのタイヤチェンジャー購入

558 群馬県 ジャザサイズスタジオ高崎金古 健康寿命増進・インクルーシブル教育サービスによる新規顧客獲得

559 群馬県 さまた接骨院 鍼灸実費治療による働き盛り・子育て世代の新規顧客獲得

560 群馬県 Petpark One 「ドッグラン+トリミング」高付加価値サービスによる新規客獲得
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561 群馬県 吉岡事務所 拡大需要への対応力強化と看板による強み訴求による新規顧客獲得

562 群馬県 有限会社富田製麺 9070002016467 店舗環境整備による新規顧客の獲得

563 群馬県 カーサービスヨシダ 顧客満足度向上のための店舗改装による販路拡大

564 群馬県 ジャックザタルトファンタジー みなかみ町における当店オリジナルスイーツブランド拡大事業

565 群馬県 塚本建設株式会社 6070001016280 顧客満足度及び品質向上による民間工事拡大事業

566 群馬県 斉藤農園 自動販売機設置による販路開拓事業

567 群馬県 合同会社TKテック 2070003002992 貴金属買取事業への参入による２軸体制構築事業

568 群馬県 おぐら接骨院 女性向け自費診療メニューの充実化による新規顧客獲得事業

569 群馬県 有限会社藤井屋 4070002036767 地元英雄新商品「クルミ餅」販売拡大による収益増と生産増強事業

570 群馬県 有限会社田熊造園土木 2070002032652 新規設備導入（軽トラック用架装クレーン）による新規顧客獲得

571 群馬県 69Tree キッチンカー導入による新メニュー開発及び新規顧客開拓

572 群馬県 株式会社M＆S 3070001029129 光触媒を使った抗ウイルス除菌新サービスによる新規顧客の開拓

573 群馬県 HOME BASE DRINK STATION 新規顧客獲得のためのクラフトビール専用サーバーの導入事業

574 群馬県 MOONDINER ホームページやデザインツールの作成とメニュー開発

575 群馬県 株式会社フリーステージ 9070001038850 診断機導入による事業の内製化と看板設置等によるPRで販路開拓

576 群馬県 かがやきいちご園 観光農園の魅力度UPによる新規顧客の獲得

577 群馬県 MUKASHIYA株式会社 6070001035198 新商品「焼きモツ」の周知と情報発信による新規顧客獲得事業

578 群馬県 おいがみ舞茸園 増産・増収を目指すための設備投資事業

579 群馬県 さかうえフルーツ農園 非日常を体験できるりんご農園化計画

580 群馬県 岡部青果 当社の強みを活かした「焼き芋専門店」のグランドオープン！

581 群馬県 税理士法人アイマール 2070005009937 強みを発揮する新サービス展開とバリアフリー化による顧客獲得

582 群馬県 合同会社TRY 3070003002901 テイクアウトメニューの強化・充実による販路開拓

583 群馬県 榛名の森のハチミツ屋さん 自家生産商品のブランド力向上及び展示会等出展による販路拡大

584 群馬県 有限会社デマンドクリエート 4070002021892 新サービス開始による飲食店トータルサポート強化事業

585 群馬県 株式会社権田自動車 8070001010595 地域の運送業者と農家をターゲットとした新規顧客獲得事業

586 群馬県 株式会社テッシン 3070001030152 地域事業者向け体験モニター実施と効率化を図る設備導入で受注増

587 群馬県 沖縄料理　島人 店舗の利便性と衛生環境の改善及び誘導看板設置による集客力強化

588 群馬県 株式会社ナチュラルライフ 8070001031303 ブランド力向上とカート付き公式ＨＰ開設による新規顧客獲得

589 群馬県 株式会社ワイズテクノ 5070001029440 新事業展開による収益向上と地域コミュニティの新たな拠点づくり

590 群馬県 株式会社フジイ電機 8070001009530 商品を「魅せる」展示と強みを活かす事業展開による新規顧客獲得

591 群馬県 株式会社はるな式典 9070001008119 ブランド力を高めるための看板設置

592 群馬県 有限会社エコル鳴石 3070002008957 近隣農家をターゲットとした新規事業による売上増加事業

593 群馬県 アクツエンタープライズ株式会社 3070001035110 新商材開発に向けた機材導入による売上増加事業

594 群馬県 Ace factory 接触も待ち時間ゼロ！自宅にいながら出張洗車車内清掃サービス

595 群馬県 慶楽飯店 新商品提供のための低温冷凍庫の導入

596 群馬県 BRERA テイクアウトサービスの充実による新規顧客獲得のための販売戦略

597 群馬県 株式会社グランドテック 3070001032280 営業ツール制作、事務所・展示スペース改装による新規顧客の獲得

598 埼玉県 有限会社新村興業 3030002022409 事務所のモデルルーム化による個人向け販売の促進

599 埼玉県 有限会社エムケイサイン 5030002057972 ４０代からの魅力を引き出す「魅活スタジオレッスン」の提供

600 埼玉県 エステック・ラボラトリー 設計力・技術力を活かしたメンテナンス事業の展開による販路開拓

601 埼玉県 APPLAUSE鉄馬 独自ブランド品の商品拡充と革製品事業の生産性向上

602 埼玉県 丸山自動車整備工場 先進車両に対応したスキャンツールの導入による整備能力拡張事業

603 埼玉県 株式会社金宝堂藪崎時計店 9011801001152 視力・聴力に不自由する高齢者の愁訴を、個別対応で解決する事業

604 埼玉県 有限会社大沼自動車工業 1030002095654 自動車修理における、地球環境にやさしい冷媒ガスの再利用事業

605 埼玉県 OFFICE　OBARA　合同会社 5030003013355 革新的鮮度確保技術による「保存料ゼロ」飲料プロモーション事業

606 埼玉県 司法書士柴崎智哉事務所 相続登記義務化の注意喚起と相続登記サービスのPR事業

607 埼玉県 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター1030001047292 テレビ番組への出演による「キャリアオアシス」の販路開拓

608 埼玉県 ライク不動産販売株式会社 6030001122438 新事業「残事物撤去および遺品整理業」の開始に伴う販売促進事業

609 埼玉県 暖食 和と洋が織りなす炭火焼き処へのイメージチェンジによる販路開拓

610 埼玉県 中村建築所 ドローンによる安心・迅速な高所屋根点検サービスの展開

611 埼玉県 石井塗装所 従業員の技術力向上と職場環境改善による強い会社づくり計画

612 埼玉県 株式会社商工葬祭 7030001042908 葬儀会場の多角化計画

613 埼玉県 横倉整体院 快適な施術室と広告宣伝による潜在顧客の獲得による売上向上

614 埼玉県 8.Pilates kuki 自社スタジオ改装によるパーソナルピラティスの展開

615 埼玉県 メンズ専門光脱毛サロン「リーム」 トータルビューティーをサポートする脱毛サロンの認知度向上

616 埼玉県 麺屋みつば 唯一無二の濃厚つけ麺スープ生産量拡大による販路拡大への取組
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617 埼玉県 春日乃 家族客向けメニューの開発と店舗環境の整備による新サービス展開

618 埼玉県 株式会社ケー･エイチリファイン 3030001008012 店舗及びホームページ整備による地域密着型事業推進と集客力向上

619 埼玉県 ささおか司法書士事務所 司法書士事務所開業に伴うＨＰ、看板設置とチラシによる宣伝強化

620 埼玉県 株式会社コヤナギスポーツ 8030001033872 グローブ修理のスキルアップと納期短縮・他店との差別化を図る

621 埼玉県 Erika piano school イベントを通じ出張教室と講師の認知関心を高め、販路拡大を図る

622 埼玉県 チョッキン・カット・池澤 バックシャンプー対応のチェア導入による新規顧客獲得と売上向上

623 埼玉県 有限会社髙栁製麺所 　　 6030002097885 アウトドア事業への新たな事業展開による販路開拓

624 埼玉県 Brare株式会社 3030001032020 自社の広告・宣伝用看板等購入による新規顧客獲得

625 埼玉県 MAGU BAKERY 業務効率化を実現と、ご褒美パンの開発・販売による売上向上

626 埼玉県 SUPERIOR ヘッドスパ専門店を開業し、新規顧客獲得・売り上げ拡大を実現

627 埼玉県 ときがわブルワリー 地域資源を活用した新商品製造販売による若い世代の顧客開拓

628 埼玉県 よかよかｃａｆｅ 子育て世代向けカフェにおける来店促進とサービス安定提供

629 埼玉県 村上製作所 新規事業進出のための新測定技術の確立

630 埼玉県 有限会社鈴木石油 6030002058755 洋式トイレへの改修による高齢・ファミリー顧客の維持・獲得

631 埼玉県 株式会社八代産業 4030001108810 1現場2コンテナ体制導入による販路開拓と業務の効率化

632 埼玉県 オレンジキッチン 視認性アップで新規顧客を獲得！当店を知って頂く為の看板の設置

633 埼玉県 おむすびcafeころりん おむすびやさん再認知と人と人をむすぶ場づくりの販売促進活動

634 埼玉県 株式会社IRie 4030001143246 地元埼玉の障害者向け行動支援福祉サービスの認知拡大

635 埼玉県 オフィス たちばな ヘッドかっさオンライン講座のオーダーメイド構築と販路拡大

636 埼玉県 LPcafé 「より便利・快適に」顧客ニーズを捉え愛されるキッチンカー事業

637 埼玉県 オアシス　 デジタルとアナログの有機的な結合による買取情報の透明化事業

638 埼玉県 ヒロノ 補聴器の販路開拓を通して、地域住民に豊かな生活を提供する。

639 埼玉県 有限会社ふじ屋 2030002064468 昔ながらのそば屋による精進料理で墓参り客の新規獲得

640 埼玉県 ＡＢＯＯ 旧看板のリメイクによるアナログ世代へのアプローチ

641 埼玉県 そのつもり 作業スペース拡大による生産性向上と高付加価値商品の販売強化

642 埼玉県 nail room Cocorira ネイルサロンから癒しサロンへ、店舗改修による地域顧客開拓事業

643 埼玉県 株式会社　植英観園 5030001108735 自動芝刈り機を導入、「芝メンテナンスサービス」で収益を拡大

644 埼玉県 キレイCleanUP！ 浴室クリーニングのオプションに風呂釜配管清掃を追加

645 埼玉県 ル・マン プロテクションフィルムとカーラッピングサービスの提供開始

646 埼玉県 Historic car garage Norwich クラシックカー好きが集まるコミュニティ構築による新規顧客獲得

647 埼玉県 BREADHOUSE HUGWOOD 洗浄から製造への転換戦略

648 埼玉県 鴻巣たまちゆ鍼灸院 治療院事業拡大のための広告宣伝とターゲット層に向けた環境整備

649 埼玉県 ヘアーサロンロッキー 脱毛サービスとリラクゼーションメニュー展開による付加価値向上

650 埼玉県 本手打うどん庄司 冷凍武蔵野うどんの開発と販売事業

651 埼玉県 ラ・クチーナ・エスプレッサ 酒の販売とテイクアウト強化による当店ならではの食文化の発信

652 埼玉県 有限会社伊藤石材店 5030002081246 新たな供養のための「粉骨」サービス事業の展開

653 埼玉県 LINE’s 『居酒屋卒業！』バーに行きたい30代を取り込む接客向上策

654 埼玉県 株式会社 深田土建 5030001069283 コロナ禍における「お家時間を楽しむ」提案

655 埼玉県 Racey 店舗移転リニューアルによるスタイリッシュな大人の古着店へ

656 埼玉県 クリエイトラボ ユーカリの残渣を利用したプラスチック原料の開発と製品開発

657 埼玉県 39dog コロナ対策でボックスドライヤー導入とブリーディングの販路開拓

658 埼玉県 パティスリーリュフレ 「かわいいクッキー」の強みを活かしたクッキー缶の開発

659 埼玉県 T-crest ユンボ導入で新事業「庭じまい」を行い新規顧客獲得

660 埼玉県 イタリアンバールALMA 目玉商品の開発と効率的な調理体制で新規顧客の開拓と顧客の定着

661 埼玉県 雑貨とちや コラボ商品でBtoBの販路開拓 布看板でBtoB向けPR

662 埼玉県 ヘアーブティックピノキオ ワンポイントカラーでチョットシャレ感を演出！新サービスの導入

663 埼玉県 早稲田英数教室 短時間集中！２５分の短時間レッスンの導入

664 埼玉県 有限会社大久保興業 1030002115734 狭小地向けの設備導入による一般顧客からの改修工事の獲得

665 埼玉県 株式会社マリアシャリテ 4030001134146 ペットと一緒にウェディング！ペット共に楽しむパーティー提案

666 埼玉県 有限会社　ウェック 5030002120796 移動販売車に業務用ピザ窯をのせて展示会にそのまま出展

667 埼玉県 麺処 青野 自家製麺による高付加価値商品の開発による新たな販路開拓

668 埼玉県 お弁当や　福すけ 明るい外壁塗装と屋外掲示板による地域密着型店舗のリフォーム

669 埼玉県 合同会社NSC 8030003015654 W E B広告で認知度向上、お悩み数値化で満足度U P事業

670 埼玉県 奥山まめ 「ＳＮＳ発信力基礎講座」の制作と販売促進

671 埼玉県 MY SHOW 新規顧客獲得に向けた新メニュー開発とPR作戦！

672 埼玉県 株式会社3’ｓ　ｐｅａｃｅ 4030001135796 地域内福祉事業の「職」を「食」で支えるキッチンカー事業
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673 埼玉県 Patisserie　Quatre　Klee 新商品ふわとろムースケーキで新たな顧客を獲得する

674 埼玉県 Lumie 男性用エステメニュー開発による新たな販路開拓

675 埼玉県 株式会社　銀の羽 5030001119922 地域で一番安心、一番強い、一番頼れる塾がここにあると知って！

676 埼玉県 Hanaemi ミドルエイジ層に向けた『まつげ美容液』の新たな販路拡大

677 埼玉県 大分から揚げ から勝 販促力の強化・拡充と、新規販売ツールによる売上げアップ事業

678 埼玉県 ちちぶ工藝舎　　 秩父産木材を使用した動物彫刻の販売拡大、そのための生産性向上

679 埼玉県 有限会社松沢園 7030002076228 狭山茶の認知度向上と日本茶需要創出のための都市部での販路開拓

680 埼玉県 ネイルケアサロンチェリッシュ 複合的なサービスが可能なシェアサロンの事業展開

681 埼玉県 大田幸子 地域資源を活かした体験型の新サービス開発による販路開拓事業

682 埼玉県 こころ企画 音楽事業者向けの高効率ＷＥＢ広告運用プロジェクト

683 埼玉県 ウェロニカ　ペルシカ イベント開催や飲食提供も可能な地元・西川材のテラス設置

684 埼玉県 ｇｅｅｄｅｓｉｇｎ 地域活性化と障害者雇用を生むリノベーションによるショップ開設

685 埼玉県 行政書士なないろ法務事務所 事業者へのダイレクトアプローチによる販路拡大事業

686 埼玉県 セラビ技創 ドローン検査導入とホームページ開設による新規顧客開拓

687 埼玉県 株式会社ＯＬＩＯＬＩ 1030001138067 ワン＆オンリー！ペット関連用品・高品質フードの販路開拓

688 埼玉県 株式会社ｐａｉｎｔｒｕｓｔ 4030001126481 新たな設備導入による新規事業立ち上げと相乗効果による売上拡大

689 埼玉県 株式会社ミタカ精機 9030001021892 装置組立受託事業拡大のための工場改修による販売促進活動の強化

690 埼玉県 株式会社関口商店 2030001086034 LPガスの検針業務を通信機器導入により効率化する事業

691 埼玉県 株式会社川瀬製作所 8030001045579 新開発製品の開発に伴う販売拡大に備えた射出成型機の導入

692 埼玉県 株式会社大雅 5030001052487 バケット交換時間を1/3にし工期短縮による1社依存体制の脱却

693 埼玉県 高杢　賢希 パーソナルトレーニングジム

694 埼玉県 学童保育ルームいろは塾 体験型英語塾としての園児～中学生の少人数指導プログラムの開設

695 埼玉県 株式会社エイチ・ワイ・エス 4030001112218 選手管理アプリの導入やプロモーション強化で地域での会員獲得！

696 埼玉県 有限会社サージクラフト 1240002054622 製造コストを大幅に削減した新製品の開発による新規顧客層の開拓

697 埼玉県 有限会社まる工房 8011102021405 データベース運用機能を持ったウェブサイト制作提案による販路開

698 埼玉県 有限会社木工房シン 9030002090664 CADソフト導入と看板広告設置による商圏の拡大化、個人客獲得

699 千葉県 Hair Resort LUALUA 美容室で総合的な美を提供するために、脱毛事業への新分野展開

700 千葉県 ワイテックコーポレーション トラックドライバー向け「ワイパーブレード」販路拡大事業

701 千葉県 エチュード　エステティーク 店舗/インターネット双方の情報発信力強化による売上拡大実現

702 千葉県 ジェリーズポップコーンみこみこ18店 事業用車両の改装で稼働力アップ！販路拡大・売上増加を目指す

703 千葉県 陶芸工房「間」 屋外用テントの活用による顧客拡大・顧客満足度向上事業

704 千葉県 GLUE SURF サーフィン練習に特化したスケートボードパークの開設

705 千葉県 保健師オフィス　ニコニコ 当相談所のサービスの認知度向上及び相談所整備事業

706 千葉県 有限会社　岡本 9040002080326 液体急速凍結機導入による、テイクアウト・宅配商品の拡充

707 千葉県 有限会社城之内荘 5040002080379 新プラン「ビジネス宿泊プラン」導入による増客のための設備整備

708 千葉県 藤崎ブルーベリーファーム ブルーベリー農園のキッチンカーで販路開拓と認知度向上

709 千葉県 春子ファーム「わぁい」 顧客単価の上昇と新規開拓をめざす新商品開発

710 千葉県 有限会社　加瀨製畳 2040002084317 店舗改修による和紙畳の販路拡大事業

711 千葉県 マルヒラ水産 真空パックによる魚類の無添加加工商品開発・PR販売

712 千葉県 スペースシップ 女子と低学年を積極的に誘致するための機材設備投資とＷＥＢ集客

713 千葉県 有限会社　木内自動車 6040002087415 電子制御装置整備対応によるエコカー需要創造事業

714 千葉県 株式会社アグホス 1012401021746 販路拡大のための化粧水保管庫の整備

715 千葉県 有限会社ぼうまた水産 8040002101917 地域資源を活用した真蛸新商品開発による新規販路の開拓事業

716 千葉県 有限会社　由基屋商店 8040002102436 ネット販売部門販路拡大のための設備導入

717 千葉県 株式会社ローカルカンパニー 7040001103799 カードゲームを使用した研修と実施後のコーチングサービスの提供

718 千葉県 ITASAKA合同会社 6040003014748 フリフリチキン等の炭焼き商品の販売

719 千葉県 株式会社GROW 7040001110639 新たなターゲットへ向けDX導入、情報発信で新規顧客の獲得事業

720 千葉県 Tsure-LiFE合同会社 9040003020017 プレジャーボートを活用した釣りイベント等の企画・開催事業

721 千葉県 株式会社 南房コーポレーション 2010401101922 キャンプ食提供およびドッグラン設置事業

722 千葉県 有限会社ポン・フルール 1040002010612 キッチンカーを導入し、イベントへ参加、認知度向上による新規販

723 千葉県 ティアライド株式会社 3040001096741 広報活動強化による認知度の向上と新規顧客の開拓

724 千葉県 株式会社海保工業 6040001104162 ドローン及びCGソフトを利用した、リフォームの提案

725 千葉県 合同会社珈琲香房Griessach 5040003019789 新規顧客獲得のためのスイス郷土菓子販売とHPリニューアル事業

726 千葉県 美盛丸 細やかなサービスの提供によるリピーター獲得事業

727 千葉県 Hug.photographs 看板の設置と駐車場の増設による新規顧客の獲得強化事業

728 千葉県 しなの屋 高齢化地域に対応した、バリアフリー型店舗となる事業
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729 千葉県 コウノアカデミー （コロナを糧に培った非対面指導を活用）当塾商圏の拡大施策

730 千葉県 有限会社ヨシダ 1040002102806 ホッと一息、お休み処「ヨシダスクエア」の整備

731 千葉県 北総タイヤ興業商会 タイヤ販売店が低車高乗用車への対応と認知度アップで販売促進

732 千葉県 遠藤自動車整備工場 車両の引取から納車までを手掛ける「迅速車検サービス」拡大事業

733 千葉県 株式会社エフディーきむら 4040001066776 ECサイトでの販路開拓・フラワースクールのオンライン化事業

734 千葉県 アメリカンステーキ16イチロー 看板リニューアルによる新規顧客の獲得と地域内での認知度向上

735 千葉県 Kurage合同会社 8040003020042 広報活動による認知の確保

736 千葉県 美樹鮨 利便性と認知度向上で常連さん獲得事業

737 千葉県 EBIYA.CAFE 業務改善により新伊勢海老メニュー販売で女性客増と単価UP

738 千葉県 有限会社　房総住建 2040002101468 看板設置による販路開拓と移住者支援による地域活性化事業

739 千葉県 合資会社　梅林モータース 4040003003422 LEDヘッドランプテスタ導入による新規販路拡大及び生産性向上

740 千葉県 かねと水産株式会社 1040001120412 付加価値の高いパック商品の生産体制強化とWEB活用で販路開拓

741 千葉県 有限会社飯田グリーン 4040002088472 HP作成、カタログ作成、展示会出展の相乗効果による販路開拓

742 千葉県 亀田酒造株式会社 8040001074164 酒蔵ツーリズム推進のための酒蔵見学施設の改修による集客増加

743 千葉県 ペンション　アル・モール ワーケーション可能として当館にいながら職場にいるような錯覚を

744 千葉県 ベル・スズキ 補聴器の潜在需要掘り起こしの為の短期集中広告戦略

745 千葉県 ブラベリーフューチャー有限会社 3040002080158 来店予測AIによる売上予測と廃棄ロスの大幅削減による収益回復

746 千葉県 清左ヱ門 トイレの改装とエアコン設置による顧客満足度向上と新規顧客獲得

747 千葉県 有限会社クリスタルランカ 4040002080264 フィリピンへの農業機械等の輸出事業

748 千葉県 有限会社T・Dインターナショナル 4040002059291 英国への中古自動車輸出事業

749 千葉県 株式会社ジロイム 2040001058156 霊柩車のサービス品質と対応力を向上し、販路開拓を実現する

750 千葉県 LOVES COMPANY株式会社 6040001093595 地域資源サンブスギを活用したレーザー加工とSDGs

751 千葉県 ら～めん香華 冷凍ぎょうざ販売事業

752 千葉県 不動丸 漁師の捕れたて魚介類を直売所で販売し売上拡大を目指す

753 千葉県 Crab Garden 本格的授業システム導入による、高品質なICTスクール

754 千葉県 鎌ヶ谷建装 「空き家対策事業推進のための顧客獲得プラン」

755 千葉県 五十嵐商事株式会社 4040001043593 車のエアコン冷媒回収再生充填装置導入による新サービス体制構築

756 千葉県 魚屋食堂　勝浦 南房総の海の幸を当店自慢のメニューで味わってもらう宣伝作戦

757 千葉県 まるみや 小規模だからできる！付加価値盛りだくさんのレトルト商品

758 千葉県 C-PASS サーモグラフィーとサーマルスコープによるサーモレスキュー事業

759 千葉県 Cake Salon Sucre 新商品開発を契機とした地元顧客獲得とヴィーガンスイーツの認知

760 千葉県 合同会社OMOSHIRO 4010503006423 「サイクルツーリズム×田舎暮らし体験」の新たな価値のPR事業

761 千葉県 株式会社スマイルライフ 6040001121026 移住希望者が集まる不動産店へ、店舗改装とホームページ改修事業

762 千葉県 メガネ・時計・アクセサリーのオオタ フレームトレーサーの導入による「枠入れ替えサービス」の提供

763 千葉県 成美交通 高齢者の方々にコロナ禍でも”安心安全”な貸切バス旅行を！

764 東京都 株式会社gon 2012801016196 継続的なパーク除菌による徹底した安心安全の提供と集客促進

765 東京都 COYOTE合同会社 1012403005251 新規顧客獲得の為のPR及びLINE導入による集客力強化

766 東京都 ヘアーサロン　さくま 理容店の来店客満足最大化に向けた店内プロモーション改善

767 東京都 シャフト株式会社 7012401022243 高齢者施設入居者向けのパズル販売を目指した販促物の制作

768 東京都 株式会社スタービジョン 5012401010092 東京多摩地区初！SDGｓ対応畑＆都市型ブルーベリー園開園事業

769 東京都 GANESA ネイルスペースの確保と新メニューの考案

770 東京都 癒し処　らわーれ 快眠サポートに特化したサロン開設による地域内販路開拓

771 東京都 有限会社マーガレット 5012702003506 シニア世代の還暦記念にドレスで撮影するアニバーサリーフォト

772 東京都 エフプランニングミッキー 駆けよドローン！徹底メンテナンスを通じた多摩地区の住環境向上

773 東京都 ひので整骨院・はりきゅう院 HP・チラシ新設で関節痛専門治療院をアピールし、販路を開拓

774 東京都 介護タクシーアイリンク ストレッチャー利用の重度移動困難者への対応による利用者増

775 東京都 有限会社つるや商店 1012702005704 ウィズコロナ時代に対応した新タイプ居酒屋の来店客数増加策

776 東京都 つぶらピアノ教室 ピアノが一生楽しい！オリジナル教本の開発による生徒拡大事業

777 東京都 PRESS ON STUDIO 音楽教室開講に伴う事業の開拓、及び音楽制作活動の拡大

778 東京都 美容室シェモア ハンディキャップ等のある方向けのバリアフリー化

779 東京都 Natural　Flow 経営者の為のコーチング・コンサル定期セミナーの開催PR事業

780 東京都 株式会社ノイ 7012701011078 女子ウケする新商品の開発とSNS等を活用した周知事業

781 東京都 One　billion　plus　株式会社 2130001064459 新製品の開発及びwebを通じた販路拡大とブランド力向上

782 東京都 RIE’s ART FACTORY プチチョークアート教室開始による地元福生で新規顧客開拓

783 東京都 公文式豊田教室 幼児・小学校低学年向けのチラシ等作成配布による認知度向上事業

784 東京都 株式会社スリーモア 5012401030594 世代を超えた人気ヒーロー、ウルトラマン商品の販路拡大作戦
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785 東京都 有限会社ノクターナルマヌーバス 3012402020720 「地域イベントに癒やしを」メダカも運ぶ癒やしのキッチンカー

786 東京都 アンジェプリエ コロナ太り解消や健康維持のためのエステサロン痩身メニュー開発

787 東京都 有限会社つたや商事 7013102002963 新メニュー開発により、既存客維持および新規顧客獲得を図る。

788 東京都 株式会社ママムーン 9012701016942 新規顧客獲得のための販売機会創出、商品の認知度向上

789 東京都 有限会社　谷田部畳店 6012402013829 新素材の畳をPRし30～50代の若い世代の顧客を新規開拓する

790 東京都 ＭＯＫＫＩ株式会社 9013101008654 首都圏内在住者向けフードフォレストづくりプログラム整備

791 東京都 Trimming CCcornet 犬のトリミングカーによる新サービス導入で新規顧客拡大

792 東京都 SHARA エステ等新規メニュー展開に伴う顧客層拡大と販促活動

793 東京都 株式会社Bright8 0100001221097 気軽にできる美容健康サービスで、女性の悩みを解決するサロンへ

794 東京都 ずっと☆ラック 片づけサービスで暮らしやすい部屋と豊かな暮らしを提供します！

795 東京都 エス・ケィ・シー株式会社 8012801018690 フェムケア商品の開発とオンラインショップの開設による売上増加

796 東京都 株式会社EVTD研究所 5012801009602 リチウムイオン蓄電池のサブスクで販路開拓

797 東京都 金法律事務所 新時代に選ばれる法律事務所というブランドイメージの創出・定着

798 東京都 城南コベッツ柴崎駅前教室 新規問い合わせ数の倍増と入塾率５０％以上の実現

799 東京都 石黒建材株式会社 7012701013974 DIYを好む一般消費者向けの環境に優しい砂利舗装材の販路拡大

800 東京都 ベアフルーツcare＆consult Ｅラーニング導入に向けた動画教材の充実とサービス周知

801 東京都 プティレコード 録音環境の強化と販路の拡大、売上の向上の実現

802 東京都 STORE白い箱 新商品開発と広告宣伝によるオリジナルヒノキ製品の販路開拓事業

803 東京都 金青堂 GOLD BLUE ハート型焼機導入の品種増加とチラシ広告、H・Pによる販路拡大

804 東京都 株式会社CloverHome 2012701013079 健康をテーマに新たな住まいづくりの販路拡大のためのPR事業

805 東京都 株式会社ライフファシリ 4011001131275 採用・人材コンサルティングや出版・オリジナルコンテンツ販売

806 東京都 株式会社エルティ―ド 1012701011034 車用シート事業のノウハウを生かしたマリン市場への参入計画

807 東京都 株式会社THRe 2012401038681 自家製ドリンク及びフードを提供するキッチンカー設備の導入

808 東京都 株式会社日申　（瑞穂セレモニー） 9012401034550 デジタル終活相談会の推進による集客増加

809 東京都 ティーエヌ調布店 店舗近くに住んでいる新規顧客の獲得とオープン４周年記念施策

810 東京都 株式会社ＴＯＭＯＴＯＭＯ 2012401025119 看板・ＰＯＰのリニューアルによる視認性向上と認知度向上策

811 東京都 環境機器販売合資会社 1013403000011 スーパーサンダー及びバブルマイスターを農業設備として新規開拓

812 東京都 OTOKO Style Lab合同会社 4012403005430 オーダーメイド革靴を導入し、全身コーディネート提案で売上拡大

813 東京都 小鳥書房 ギャラリー設置及びHPリニューアルによる新規顧客の獲得

814 東京都 RAYSLESSON 語学習得意欲の高いシニア層に向けたPRによる新規顧客獲得事業

815 東京都 PIAA 島の内外が繋がって新たなコミュニティがうまれる２つの体験型施

816 東京都 てらすワークショップ 安心安全な事業所整備と、お客様に分かりやすい情報発信

817 東京都 セブンティーズ エシカルアパレルブランド”70’s"の認知拡大と新商品開発

818 東京都 細田製作所 自社製品の拡充とセミオーダーシステムの開発

819 東京都 Lilas Beauty 医療学会で認められた最新美容機器の導入による上級顧客層の獲得

820 東京都 インテリアデザインR キッチンのリフォーム提案や事業者向け営業強化に伴うツール制作

821 東京都 ココシア 訪問美容で取り戻す「高齢者の美意識と美容師ママの働く喜び」

822 東京都 防水堂 プロの防水工事を直接販売するための販路拡大

823 東京都 Trimming　Salon　PREMO 希少なマイクロバブルで更なる優しさを犬と飼主にお届けします

824 東京都 往診専門リヨン動物病院 ペットの往診とオンライン診療システムの連携による顧客開拓

825 東京都 株式会社多摩グリーンサービス 2012801002931 健康経営・IT推進による人材確保と樹木管理の新規顧客開拓

826 東京都 有限会社一龍 5012702000255 時代とニーズにあった業態転換の実施と新たな顧客層の獲得

827 東京都 株式会社オフィス地球丸 8020001090592 「小学校別受験対策問題集動画・配信サービスのPR＆販売促進」

828 東京都 株式会社ＩＪＥＣＹ 2011101090555 シミュレーションゴルフを活用した実践型インドアゴルフ練習場

829 東京都 有限会社パーフェクトスタイル 3012402021693 エアコンガス注入器刷新による当社環境対応へのアピール

830 東京都 株式会社コダカ 4011001127249 事業拡大のためＳＮＳを活用した集客力の強化！販路拡大計画！

831 東京都 麹らぁめん　田祭木 田祭木の竹木整備事業

832 東京都 株式会社住環境改善センター 9013101003242 大型看板設置による新規顧客の獲得と売上高の増大、認知度向上

833 東京都 KALIFA 子どもの絵を刺繍し販売する仕組みづくり

834 東京都 ノビントス 見えない店から魅せる店へ、映えるSNSから売れるSNSへ

835 東京都 INDIVI フランス料理を来店困難な方へ向けた真空冷凍食品の開発・販売

836 神奈川県 有限会社アキラ 3021002029270 衛生的な空間創りによる高齢者歌唱学習の利用促進と新規客獲得

837 神奈川県 bijouuunail&eyelash 女性を「美容と健康」でキレイに！ロースィーツの移動販売

838 神奈川県 ライフ＆マリッジ 結婚から子育てまでトータルに支援する結婚相談所 開業

839 神奈川県 カフェ ラ・シャット・ロンロン 猫好きが集まるお店創りの為のオリジナル商品とパッケージ開発

840 神奈川県 おの鍼灸接骨治療院 鍼灸を導入！幅広いニーズに応える治療院の新たな挑戦！
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841 神奈川県 白雪相談所 「女性経営者向け経営相談」開始による生産性向上と新市場開拓

842 神奈川県 株式会社drawers 6020001055085 湘南エリア中心に行うウッドワークセンター新規会員獲得PR事業

843 神奈川県 株式会社家庭塾のセレクト 9021001016652 オンライン塾の事業展示会に出店による販路の拡大

844 神奈川県 ＡｕｒａＴａｔｔｏｏＳｔｕｄｉｏ プロモーションのための広告動画撮影ならびに配信

845 神奈川県 Ｒａｉｎｂｏｗ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ Ｄｅｓｉｇｎ 刺繍機導入でオーダーメイド強化。新規・既存販路を同時に開拓。

846 神奈川県 株式会社つくい森林設計ＨＡＬＵ 5021001072708 IT技術による森林測量を活用した森林管理事業の拡大

847 神奈川県 株式会社岩ガキＢＡＳＥ 4021001072304 地域の強みを活かした関東初の岩がき養殖

848 神奈川県 アークフードシステム株式会社 1021001041666 三種類のペットフードの製造販売による新事業展開

849 神奈川県 山大 県西エリア唯一の薪・キャンプ用木製品販売所立ち上げ事業

850 神奈川県 Piccoro社 生産能力の増強と知名度向上による成長戦略の実行

851 神奈川県 有限会社ツジモト 1021002035989 店舗看板設置と新メニュー開発・導入による売上拡大策

852 神奈川県 有限会社AssCompany 4021002029501 カスタムとタイヤ交換によるジムニー専門店の売上向上計画

853 神奈川県 ＳＡＵＧＩ　ＨＵＳＡＩＮ アナログ×デジタルで展開する「どこでもインドネシア！」

854 神奈川県 Ｗｏｏｄ　Ｃｒａｆｔ株式会社 8021001046221 新規サービス「スマキャン」の販路拡大

855 神奈川県 田代　祐一 来店・商談しやすいショールームに変える事務所リノベーション

856 神奈川県 居酒屋てつ屋 店舗外観デザインの改修とSNSを活用した販路開拓事業

857 神奈川県 土屋　則夫 米農家の新たな挑戦。「はるみ」おにぎり・お弁当製造・販売

858 神奈川県 スプーン有限会社 9010402020041 手軽に料理ができる「季節のおこわセット」の開発、販売の開始

859 神奈川県 風と森 野菜を簡単に美味しく調理できる万能だしのネット通販事業

860 神奈川県 HAIROLE株式会社 6021001070223 全国へ広がれ！安心安全無添加湘南ソーセージ

861 神奈川県 村上　芽生 大豆コーヒーyoiの改良、広報活動の強化

862 神奈川県 川口水産 HP開設と店環境整備により、常連・新規集客アップへの広報事業

863 神奈川県 Mana Pilates Studio 業務委託からの脱却。海の見えるスタジオ開業と新規顧客開拓

864 神奈川県 株式会社SiCi 7021001058787 新商品開発での新規顧客獲得と販促施策の強化による売上倍増事業

865 新潟県 有限会社　川端商店 6110002025474 「しめ縄製作機」の導入による〆飾品のさらなる流通量拡大

866 新潟県 株式会社　和泉屋旅館 1110001020869 ２次元キャラクター「温泉むすめ」による誘客促進事業

867 新潟県 ピッツァタルト 新規事業、地元の特産品コシヒカリでスイーツ商品開発、販売

868 新潟県 有限会社　喜福 7110002018683 車両整備機械の導入・内製化による車両事業のサービス強化

869 新潟県 株式会社hair craft Crisp 8110001034549 髪・頭皮の悩みと要望に対応したサービスの提供と店舗環境の改善

870 新潟県 Liberty Furniture 商品提案力を活かしたBtoB拡大事業

871 新潟県 株式会社　山甚商店 9110001021323 ヤマジン衣動商店～衣料品の訪問販売実施による販売機会の拡大～

872 新潟県 ファミールしらかば 新規顧客獲得の為のテイクアウトメニューの製造、販売

873 新潟県 株式会社小林ボディサービス 2110001018565 自動車整備依頼を呼び込む車両整備工場における工場改善事業

874 新潟県 宮野屋 お客様の意見を取り入れ不満を解消して満足度の向上を図る

875 新潟県 ヘアーサロンのざわ いつものヘアーサロンでお気軽に！身だしなみのトータルデザイン

876 新潟県 魚行 ミシュラン1つ星日本料理店が「WEB・チラシ広告」で販路拡大

877 新潟県 やきとり三友来 お座敷から掘りごたつへ、顧客がくつろげる店舗に

878 新潟県 オフィスM シニア向けコミュニティ型パソコン教室

879 新潟県 田端屋 妙高山のパワースポットで癒しのリトリートを提供

880 新潟県 株式会社ヤマザキ 1110001011513 新メニューによる新規顧客の獲得と鴨料理の更なる飛躍

881 新潟県 菓子工房ラ・プランタン 高機能ショーケース導入による売上向上

882 新潟県 菊池鉄工所 「あと施工アンカー」工事の本格参入による事業拡大

883 新潟県 ヘアーメイクアート 高齢者向け付加価値の提供による未開拓需要への参入

884 新潟県 有限会社古俣 4110002011674 メニューを絞った販促物の作成による利益の確保

885 新潟県 株式会社　はしだて 8110003001803 販路開拓と従業員スキル向上のためコミュニティ作業スペース設置

886 新潟県 有限会社ビガーコーポレーション 2110002033225 セルフオーダーシステムの導入によるお客様単価増加と生産性向上

887 新潟県 酒井織物有限会社 2110002032904 工場見学受入のための環境整備で販路拡大～先人の知恵を後世に～

888 新潟県 VOICE STUDIO COMPANY 道路沿いにサービス内容がはっきりわかる看板設置で認知度アップ

889 富山県 大角板金 新たな設備投資を行って、物価高騰による影響を和らげる事業

890 富山県 扇原清月堂 店内滞在時間を延ばすことで、一人当たりの消費単価の増額を図る

891 富山県 プティダンス 新湊曳山まつりをモチーフにした新商品開発による地域活性化事業

892 富山県 うどん万福 タブレットのテーブルオーダーを導入して利益率の向上を図る

893 富山県 らーめんてしお 製麺工程における温度管理徹底による新メニュー開発及び収益確保

894 富山県 はちみつや 新商品ホットハニーの試作開発で新しいはちみつの生活提案へ

895 富山県 パティスリーまちなみラパン 設備増強による商品製造の安定化とＥＣ販路開拓で新規顧客の獲得

896 富山県 一六鮨 アフターコロナを見据え、世代を超えた地域交流・魅力再発見
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897 富山県 nom nom 女性メインの新たなスナックの事業継続に向けた設備投資の実施

898 富山県 ボンヌ・ヌーベル 県産いちごを活用した新商品開発とチョコレート専用冷蔵庫の導入

899 富山県 有限会社源七 5230002005762 職人が手掛ける手作り総菜の新メニュー開発による販路開拓事業

900 富山県 株式会社アート工房 7230001007469 PSユニットと3Dプリンターで、販路拡大・収益UPを目指す！

901 富山県 城山荘 新規顧客取込みに向けたお風呂改装による満足度向上事業

902 富山県 株式会社アヤト 3230001008925 商品キーワード検索からWebページへ！県外からの受注獲得事業

903 富山県 株式会社櫻井組 2230001018470 新たな測量機器の導入により受注機会の拡大と新規客獲得を図る

904 富山県 塩原瓦工事店 瓦修理やリフォーム工事の直接受注を増やし供給の安定化も図る

905 富山県 カットハウスマーキー 新型脱毛機導入で、男磨き女磨きの提案と地域課題に取組む

906 富山県 株式会社ダンテクノコーポレーション 4230001013825 断熱に特化したDIY車両の販売による競争力強化及び収益確保

907 富山県 ＆GLASS オリジナルガラスの開発と安全な開発スペースの確保

908 富山県 マスイチ醸造株式会社 7230001003278 製造施設の整備による個人家庭向け製品の製造・販売の強化

909 富山県 salon CREA 新規顧客獲得のためのPR施策の展開とサービスメニューの強化

910 富山県 hachiware サービスメニュー追加による顧客生涯価値の向上と顧客数の増大

911 富山県 光陽トーヨー住器株式会社 4230001005491 クラウド型業務遂行・情報管理システム導入でサービス品質向上

912 富山県 立心工業 新設備導入で地域に寄り添う除雪サービスを展開する販路拡大事業

913 富山県 株式会社喜こころ 6230001018921 「お薬DXロッカー」の展示会出展による販路の開拓

914 富山県 株式会社ライズウィル 4230001006812 在宅組織を構築し、広告販促支援の営業強化と利益率向上を図る

915 石川県 ツチヤ工業 高難易度製缶の品質と価格競争力向上・短納期化で受注増加を実現

916 石川県 株式会社　美満寿 8220001017699 すべてにこだわります！新メニュー「むすび寿司」による売上拡大

917 石川県 カワバタ 日々の癒し・着付けで筋目「人生に寄りそう美容室」の販促事業

918 石川県 合同会社 ＬＩＢＥＲＴＹ 6220003002569 石川県初！就労支援施設ドライブスルー販売による地域活性化

919 石川県 民宿たかはま 能登の食･風景･体験で当宿の魅力を向上させ新規顧客開拓を図る

920 石川県 エビス屋 高齢者に優しい店づくりとリーズナブルな小口化宴会の受注促進

921 石川県 KIVI CAKES & PASTERIES 店舗改装による認知度向上と少人数需要を捉える新商品開発

922 石川県 ハナノサービス 高圧洗浄機の導入による業務効率化及び売上拡大事業

923 石川県 ミルティーユ ”畑から極上のスイーツ”シャーベット開発による販路拡大

924 石川県 AQUA Car Detailing ハイエンドディテイリングサービスを極めるサービス拡充の取組

925 石川県 あきこめ工房。　 パン製造機器導入による生産力向上と広報活動強化で販路拡大

926 石川県 トリミングの店 PomPon 任せて安心！信頼の地域密着型ペットサロン構築事業

927 石川県 美ease 全身エステサービス開始による既存顧客の信頼度向上と新規開拓

928 石川県 REPO９ 「オーガニック＆スチーム　ヘッドスパ」による癒し効果向上計画

929 石川県 kota glass 大型作品の製造強化による販路拡大事業

930 石川県 hasu　TEA スパイシースリランカカレーを堪能！ランチメニュー新設事業

931 石川県 株式会社　ポタジェ 3220001021631 オリジナルハーブ商品開発による自社ブランド確立と新規顧客獲得

932 石川県 ロニイ 地元客をターゲットとした当社の認知度向上による新規顧客獲得

933 石川県 DCT結婚相談所 白山ろく過疎地域での婚活普及開拓事業

934 石川県 株式会社升々 1220001019719 作り手の思いと共に酒文化を未来につなぐ角打ち事業

935 石川県 株式会社日進月歩 1011101083642 顧客体験の向上と周辺環境の保護に向けた水回り設備の改修

936 石川県 ecoばかクリエイション コンポストトイレの大小セパレーター量産化

937 石川県 きずなプラス 「ホームスクーラー・サポートコース」の新設と、新規生徒の拡充

938 石川県 やわらぎ接骨院 振動トレーニング＆健康アドバイスによる新サービスの開始

939 石川県 開アルミ合金有限会社 6220002015010 美術工芸に興味をもつ地域若者への製造支援事業の開始

940 石川県 学思塾 他塾で受け入れを躊躇しがちな子どもの受け入れ態勢の強化

941 石川県 株式会社4edge 1220001021096 継続的な売上確保と利益率の高い攻める売上確保

942 石川県 株式会社済田工務店 3220001000123 残材を活用したウサギ型木組みいすの製品化

943 石川県 有限会社　牛勝 1220002015097 食肉加工品の販促物作成

944 福井県 美容室うえせ 高齢者に優しい店舗づくりのための洋式トイレへの改装

945 福井県 帝国重建株式会社 8210001017469 看板・折込チラシによる当社の認知度向上

946 福井県 car shop blos 門型リフト導入による車体ボディ下部整備事業の内製化

947 福井県 電化のクマガイ 農業用ドローン事業を新設して取組む新規事業顧客の獲得

948 福井県 岡島建設株式会社 9210001000671 新築顧客のニーズに対応するための規格住宅の導入

949 福井県 信英堂 プロによる出張お掃除サービス・情報発信・よろず相談で販路拡大

950 福井県 KTホームサービス 一般家庭向けホームクリーニングサービス強化に伴う事業所改装

951 福井県 真光石油株式会社 6210001001755 ガソリン販売以外の収益事業を作るため看板を設置し新事業をPR

952 福井県 にゃいすでぃ 待ち時間短縮の新商品開発により、売上増を図る
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953 福井県 江州屋 地元で愛されるお肉屋さんが全国にお届けする江州屋ブランド商品

954 福井県 前川魚店 高性能設備を導入して多様化するニーズに対応した料理を提供する

955 福井県 株式会社豊岡組 1210001002171 破砕作業を機械化し、少額工事の施工キャパ拡大と受注増を図る

956 福井県 Ｃ－Ｒｅａｌ 直接受注事業への本格的進出に向けた事務所整備とその販路開拓

957 福井県 株式会社NOJIRI WORKS 1210001018226 デモ機製作の内製化により納期の短縮と設計の柔軟性を向上させる

958 福井県 ガンジス 新事業開始に伴う広報冊子の作成・配布による認知度向上事業

959 福井県 有限会社辻下商会 4210002007613 収集クレーン導入による付加価値向上と販路開拓事業

960 福井県 株式会社八木秀 7210001007289 少人数グループに対する「おもてなし」強化による販路開拓事業

961 福井県 畠山酒造株式会社 3210001013530 販路開拓に伴う売上拡大に対応するための生産能力の強化

962 福井県 エスティー印刷社 店舗向けオリジナル販促物のセット販売商品の開発

963 福井県 有限会社いまい 2210002014058 茶室設置と客室環境改善による本物志向のおもてなしで販路開拓

964 福井県 RYOZO 紙漉体験用道具の購入とPR動画の配信による集客力の向上

965 福井県 株式会社大木商店 1210001007014 店舗改装による商品付加価値の向上と来店客が楽しめる酒屋創り

966 福井県 めん房新月亭 快適な飲食提供空間の創出の為の飲食スペース改善事業

967 福井県 Ｋａｚａｎｅ 新メニュー開発のための機器導入と広報活動の強化

968 福井県 有限会社若狭宮川エッグ 4210002011391 来店者数増を図るための駐車場整備と看板改修

969 福井県 カードック川端自動車 地域高齢者への安心安全カーライフ提供体制確立と地域内需要獲得

970 福井県 株式会社ミュウミュウ 8210001019077 自動カット機導入で生産量の拡大、半生ケーキお取寄せ販売の構築

971 福井県 山次製紙所 展示会の出展によるＰＲ強化とそれを可能にする生産設備の増強

972 福井県 山口美容室 着付けサービス向上による“持続可能な経営戦略”

973 福井県 株式会社西野土木 8210001011141 施設・商品の案内板・総菜用冷蔵庫設置による利便性の向上

974 福井県 有限会社加藤印刷 7210002007057 お客様の売上や集客等を実現させる販促商品開発・提案事業

975 福井県 有限会社福井新聞松岡販売店 6210002003239 雨雪にも濡れない配達体制構築＋αで顧客満足度の向上を図る事業

976 福井県 朝日風月堂株式会社 2210001012541 新聞折込チラシと地元情報誌を活用した販路開拓及び売上獲得事業

977 福井県 木下鮮魚店 地域ニーズに対応したサービス提供体制の整備と販路開拓

978 福井県 有限会社時岡不動産開発 4210002014196 遊休不動産（未稼働物件）の利活用による地域の活性化

979 福井県 バルーンショップコンパス 直売所兼加工所の設置による木製品の販売促進事業

980 福井県 オハラ自動車 整備作業を効率化し、余力時間を使って地元潜在客を掘り起こす

981 福井県 有限会社　黒川産業 5210002007570 福井ブランド福地鶏の卵を活用した新商品開発による販売促進事業

982 福井県 株式会社北山建設 2210001010891 「空き家管理代行サービス」利用促進推進事業

983 福井県 またべゑ旅館 自社ブランド「干物」「へしこ」の商品化・販売促進事業

984 福井県 青池甘泉堂 地元産品を使った新規商品開発及び販売体制強化による販売促進

985 福井県 MAISON　DE　REDONNER 本格的なエイジングケアへの対応に伴う顧客満足度増大事業

986 福井県 特定非営利活動法人ふるさと福井サポートセンター2210005009121 全国自治体に向けたふるさぽアイテムの提供DM送付事業

987 福井県 株式会社長田製紙所 9210001012147 設備増強による生産性向上と観光需要を見込んだ新商品の開発事業

988 福井県 農十 雨天対応型サービスに関する整備及びスペース増設、看板設置事業

989 福井県 西島木材株式会社 1210001007154 ショールームスペース新設による売上増進事業

990 福井県 くすりのタカムラ 割引券付き紙チラシの配布で顧客流失防止と新規顧客開拓事業

991 福井県 越前厨温泉　あらき 食洗器の導入で営業利益率向上及び顧客サービス向上事業

992 福井県 宮本組 壁糊付機の導入によるクロス貼り業務受注獲得事業

993 福井県 三方建材株式会社 4210001010782 地域社会に存在をアピールし新たな需要を囲い込むための取り組み

994 福井県 前川 真空包装機の導入により商品を改良し販売促進を図る

995 福井県 株式会社渡辺米穀 7210001007074 お客様に合わせた精米サービスと安心安全なお米提供での顧客獲得

996 福井県 より処 トイレ・手洗水栓改修による顧客への快適な空間・サービスの提供

997 福井県 花番地 メモリアルガーデンフォト新事業展開による新規顧客獲得

998 福井県 兼八旅館 飲食スペース快適化と料理旅館のPRによる少人数飲食の訴求

999 福井県 株式会社E&M 3210001010346 観光牧場の設営とカフェでのテイクアウト販売事業

1000 福井県 有限会社青池庭園 9210002011040 個人住宅のガーデニング外構に伴う高度な光波測量機の導入事業

1001 福井県 株式会社　風香園 7210001008080 新規事業による雇用維持と販路開拓

1002 福井県 株式会社DANNE 3210001016715 子どもと楽しむ体験型サービス他の展開・強化

1003 福井県 島田整骨院 ＱＲコードを活用した販路開拓・画像検査の出来る整骨院

1004 山梨県 合同会社　HIPS 7090003001047 SDG’ｓへの取り組みと、観光客層への販売力ＵＰを目指す

1005 山梨県 株式会社 Bon 8090001014371 ニンニクがガツンと効いた唐揚げ店のラジオとチラシによるＰＲ

1006 山梨県 S-Labo カーディリーリング技術による良質な中古車提供による販路開拓

1007 山梨県 有限会社メープルホームズ山梨 9090002003934 事業領域を内製化で、高耐震・高断熱・高耐久で安心の家を提供

1008 山梨県 株式会社甲斐佐竹 5090001017591 ワイン愛好家に山梨県産ワインの楽しみ方の提案による顧客開拓
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1009 山梨県 富士空調 有限会社 2090002008898 事業継続のため本社空きスペースを活用した温活サロンの新規事業

1010 山梨県 株式会社ハイメディック 4090001017460 民間救急の認知度向上と医療機器装備で安心した患者搬送の提供

1011 山梨県 フォレストファーム クレソンの美味しい食べ方の訴求と直販チャネルの強化

1012 山梨県 株式会社モチエイ 6090001016519 様々な建物解体需要に応える事業展開によって新しい販路の拡大

1013 山梨県 株式会社スプリング 5090001008822 インテリア性の高いオリジナルテーブル型水槽の米国販路拡大事業

1014 山梨県 株式会社陽音 2021001061341 マンション警備業への進出と認知度アップによる新規顧客獲得

1015 山梨県 まんぷく屋　利 和食居酒屋が取り組む厨房における作業性向上のための機器導入

1016 山梨県 有限会社アトラス 9090002000163 自社のブランド価値の向上と販路拡大のためのX線分析装置の導入

1017 山梨県 株式会社湯ーとぴあ 2090001002753 インバウンド再開準備＆浴室天井改修及びヘルスツーリズム販売

1018 山梨県 Cuore 足や爪の悩みを解決するドイツ式フットケアによる新規顧客獲得

1019 山梨県 株式会社　佐野印刷 6090001008367 デジタル印刷機導入によるオンデマンド・バリアブル印刷の開始

1020 山梨県 株式会社美空 8090001008720 ウエブ活用と提案営業でバイオトイレの受注獲得を狙う取組み

1021 山梨県 大房整骨院 利便性を測り顧客満足度を上げるエステルームの環境整備

1022 山梨県 久石園 山梨・静岡県の総合建設業に庭石をＰＲする、チラシと幟旗の制作

1023 山梨県 アウトランド鹿留 ようこそ森の入口へ！四季の自然を楽しめる宿泊＆木工体験！

1024 山梨県 季泉 地元３０代～４０代を狙った和スイーツの開発による売上げ増加

1025 山梨県 丸十運送株式会社 6090002009760 車両及び受付の除菌施工による安心・安全の提供と集客促進

1026 山梨県 美容室 凛 ～Rin～ 看板設置と新サービス導入で当店の魅力度をUPさせる取り組み

1027 山梨県 株式会社三和 4090001011983 スキャンツール活用による整備・車検サービス提供、新規顧客獲得

1028 山梨県 有限会社栄泉 5090002008904 アニメのキャラクターグッズ販売とライセンスビジネスの展開

1029 山梨県 喜多八 本格中国料理コース開発と安心安全な食事空間整備による販路開拓

1030 山梨県 甲斐こまち 甲斐の桑ブランドの中核となるマルベリースモーク商品の開発

1031 山梨県 select market M. ハンドメイド作品の販売店舗の感染対策とプロモーション

1032 山梨県 有限会社　水口屋洋品店 8090002015088 職業用ミシン導入等による洋服のお直し部門等の拡充事業

1033 山梨県 アスマイルジャパン株式会社 7010401118516 新規顧客向けローゼル商品開発と商品説明会等広報事業の実施

1034 山梨県 ガレージＦＪＴ 一般整備の受け入れ態勢強化による売上、利益の増加

1035 山梨県 有限会社精進レークホテル 8090002013348 精進湖畔におけるアウトドア需要を取り込んだ新規事業の展開

1036 山梨県 松寿堂 顧客獲得・販売数増に向けた生産設備の導入及び業務効率化事業

1037 山梨県 旬彩和創　清水亭 顧客獲得に向けた宣伝広告及び店舗内環境改善のための設備導入

1038 山梨県 フェイバー 新型コロナで需要増！アウトドアレジャーへの薪割事業で販路拡大

1039 山梨県 有限会社みやがわ 4090002009770 災害等に備えた当社の役割と『かかりつけ店』としての販路拡大

1040 山梨県 莉利合同会社 5090003001412 シニア・身障者向け店内外の環境整備による新たな顧客獲得

1041 山梨県 山野精工 利益率の高い製品受注を実現する仕組みづくりへの取り組み

1042 山梨県 株式会社蛇口屋 9090001017398 美容健康スコア測定サービス導入による顧客のリピート率の向上

1043 山梨県 株式会社かやのフーズ 8090001013349 地場の食材・自社の食材を使用した、そうざい商品の開発販売

1044 山梨県 アロンジェ株式会社 9090001006475 トータルビューティーを提供する新店舗開店による経営基盤の強化

1045 山梨県 ぷっくりにゃんこ 創業の夢を叶え、地域密着キッチンカー＆にゃんこ焼きで差別化！

1046 山梨県 プライベートフィットネスR トレーニングジム併設メンズ脱毛事業の付加価値向上と販路拡大

1047 山梨県 ベーカリールーブル 安心・安全・おいしいパンとワインの販路拡大マリアージュ作戦

1048 山梨県 郷土料理 棡原 事業承継を伴う新形態の飲食店へのリニューアルによる販路開拓

1049 山梨県 有限会社植松菓子舗 8090002009924 製造コスト大幅削減～度重なるコスト高に対する自社努力～

1050 山梨県 株式会社勇 1090001016077 コロナ禍に適した店内環境の整備による販路開拓

1051 山梨県 タモンテン株式会社 7090001009389 医療関係機関向けサービスの開発と販路開拓

1052 山梨県 合同会社カラー 8090003001129 別荘オーナーや移住希望者に物件管理及び民泊運営サービスを提供

1053 山梨県 株式会社ふるや果樹園 8090001017663 直売所開設による収益性の高い個人向け販売の強化

1054 山梨県 KICQ　DETOX　CURRY 「料理は人を笑顔にする特効薬」　当店のカレーを全国に。

1055 山梨県 コテンパニー株式会社 6090001014217 ベビーアルパカの新商品開発及び販路開拓

1056 山梨県 studio.8N 県内初のサロンカー導入によるビオスチームの販路拡大

1057 山梨県 有限会社久保田商事 6090002007269 ガソリンスタンドが取組む個人顧客に対する顧客満足度向上事業

1058 山梨県 有限会社ベスト保険事務所 2090002007792 多様な相談形式による子育て世代の生命保険プランの提供

1059 山梨県 株式会社　通 1090001014270 高品質な薪の製造販売事業のブランド化と販路開拓

1060 山梨県 峠のレストラン　Le Queon　　 雰囲気のあるテラス席設置による席数の確保と新規顧客開拓事業

1061 山梨県 八百国 大型冷凍ショーケース導入による冷凍魚の販売力強化！

1062 山梨県 仲沢商店 エコフレンドリーな暮らしに寄り添う新商品開発と販路開拓事業

1063 山梨県 dog salon　まる。 ペットライフに寄り添うワンストップケアサービスの販売促進事業

1064 山梨県 麺とカレーのお店　かるみれんげ 冷凍機導入による冷凍食品開発と食品ロス解消でSDGs貢献事業
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1065 山梨県 サーティーシックスゴルフクラブワークショップヒナタ 新商品開発による新規顧客の獲得と販路拡大による売上高の向上

1066 山梨県 株式会社D’avion 6090001015181 美容室の理容サービス独自化と宣伝による新規顧客獲得事業

1067 山梨県 有限会社宮沢寒天食品工業 8090002013918 漬物店の実演販売スペース整備とウエブ販路拡大による売上向上

1068 山梨県 A-Pyxis CADによる営業書類作成代行サービスによる新規販路開拓事業

1069 山梨県 ストレスリリースアシストNalu 新しい顧客層へのメニュー開発およびグッズ販売による販路拡大

1070 山梨県 有限会社蓬莱家 9090002012480 地域独自の商品戦略により団体から個人観光客へシフトする土産屋

1071 山梨県 合同会社88PEAKS 3090003002040 屋外外気浴スペース拡大によるサウナパーク化

1072 山梨県 三枝設備株式会社 5090001010506 貸切ワーケーション事業の開始及び集客に向けた販売促進策の実施

1073 山梨県 株式会社ワールドエクスポート 8090001013596 スマートフォンでスキマ時間に収益化・メルカリ販売セミナー事業

1074 長野県 須長食菌 菊芋で「健康をあなたに贈ります！」新規市場参入で売上増加！

1075 長野県 株式会社尾沢酒造場 4100001003822 生酒のようなフレッシュな高品質火入れ酒の製造

1076 長野県 フルタヤ椎茸　株式会社 7100001023165 ＳＥＯ対策による販路拡大と自動ラベラー導入にて作業効率の向上

1077 長野県 有限会社パパシュ 7120902015622 地元農産物を使った無添加パンの技術指導サービスによる販路開拓

1078 長野県 りくんこたん自然農園 一棟貸し宿で昔懐かしい薪風呂などの改修を行い集客向上を図る

1079 長野県 ファミリーサロンら～ふ トータル美容サロンに向けた店舗改装事業

1080 長野県 栄遠音 音響セラピーの認知度向上と施術内容拡大での集客数収益の増加

1081 長野県 有限会社東屋商店 3100002032433 足の健康診断をデジタル化して売り上げアップ

1082 長野県 有限会社信州オートサービス 7100002034822 次世代自動車対応及び特定認証工場取得による顧客の囲い込み事業

1083 長野県 太陽リビング株式会社 4100001010785 リノベーション事業参入のためのスタイルブックの制作

1084 長野県 株式会社ストリーム 7100001007291 ピンチをチャンスに！スノボ客獲得のための移動式棚設置事業！

1085 長野県 有限会社フカツ 9100002038672 販売スペース拡大による機会損失解消による売上アップ事業

1086 長野県 Vivo カラオケランキングの看板設置で新規顧客の獲得

1087 長野県 エムクリエイト お宅での撮影に特化することで他店との差別化を図る

1088 長野県 特定非営利活動法人わっこ谷の山福農林舎 6100005012355 早朝、夕刻を対象とした業務体制構築事業

1089 長野県 粋な居酒屋よかよか アフターコロナを見据えた昼営業開始！

1090 長野県 株式会社ヘルシ屋 6100001028933 お店で手軽に低糖質スイーツを！工場の一部店舗化で販路開拓事業

1091 長野県 ほぐし処まことや マシンピラティスを取り入れた新たな販路開拓事業

1092 長野県 割烹安藤 南信州産のキャビアと松茸の販売強化で店と地域の活性化を目指す

1093 長野県 アウトドアロッジ自然回帰線 ２階にトイレを設置して密と不便を解消し中高年のお客様を誘致

1094 長野県 DENTAL SOPHY 「デジタル加工冠製造システム」の導入による販路拡大

1095 長野県 COCOON 「健康」をテーマとした複合カフェによる事業拡大

1096 長野県 株式会社ＲＩＮ 6100001021979 海外対応型オンラインピアノレッスンによる販路拡大

1097 長野県 パン工房エピローグ 陳列棚によるディスプレイの改善と外装改善による視認性アップ

1098 長野県 工房パオ 店頭によるテイクアウト販売による新規顧客獲得

1099 長野県 株式会社SURFACE 2100001034646 展示会出展と商品モニター、情報発信による販路拡大

1100 長野県 有限会社ジョイ・アクトこんどう 6100002034146 地場産食材の新鮮な岩魚を活用した特産品開発と販売で売上アップ

1101 長野県 菓子工房サクララ 動物をコンセプトにした森の中のカフェ

1102 長野県 株式会社BLUECLIFF 1100001023740 山岳リゾート白馬村で焙煎した自家製焙煎珈琲豆販売

1103 長野県 ロッヂつらら 天然芝グランドを有効活用した販路開拓・売り上げ向上事業

1104 長野県 株式会社横井 8100001027173 DMチラシによる新規顧客開拓と地元知名度の向上

1105 長野県 有限会社神原旅館 6100002006161 そば打ち部屋の新設と２階客室の改修工事による売上増加

1106 長野県 慢性腰痛&肩こり整体院碧の木-aonoki-千曲市店 マシンピラティス導入によるサービス内容強化と生産性向上

1107 長野県 Earth＆Sky クラフトビールに特化し地域住民が集う飲食店の販路開拓事業

1108 長野県 谷川建設株式会社 2100001008856 建設業ソフトウェア購入による業務効率化とお客様対応の充実。

1109 長野県 有限会社ハイネ商事 9100002026702 コテージの快適環境を提供し販売促進と原油価格の高騰への対応

1110 長野県 メキシカン食堂TacoTaco 顧客のハートを掴む信州ブランド＆オンリーワンメニューの店作り

1111 長野県 パンの店ニコテイル 目的来店客の獲得に向けたイートインスペースの拡充

1112 長野県 porco 生産工程の効率化による売上増加

1113 長野県 株式会社ジェービートレーディング 3100001034348 新店舗開業に伴う店内整備とHP等による販路開拓の実現

1114 長野県 アイリスファーム ウクライナ人と作る朝日村産ビーツのボルシチレトルト製造事業

1115 長野県 有限会社関英ドライブイン 6100002018594 椅子席個室の整備による宴会・会合・家族連れ客等の集客強化

1116 長野県 有限会社志賀レークサイドホテル 9100002018542 パンフレットによる集客強化で団体顧客増加を図る

1117 長野県 精密林業計測株式会社 3100001030289 会社紹介動画とパンフレット作 製で営業力強化 

1118 長野県 株式会社　日義特産 9100001017900 すんきの赤かぶ活用による地域振興とシフォンケーキの販路開拓

1119 長野県 オートモービルサービス　ツースタイル 当社の認知度を向上させ新事業顧客の獲得で売上拡大

1120 長野県 有限会社北アルプス牧場 6100002023495 ウィズコロナ時代の接客対応と作業効率の改善による販売強化事業
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1121 長野県 Grass edge 食で村興し！特産品開発と雇用の創出

1122 長野県 YRMシステム 米・麦の加工品開発に伴う新規顧客の開拓事業

1123 長野県 工房陶 地域インバウンドに弾みを。電気窯購入とサイト広告事業

1124 長野県 株式会社Contact 6100001034989 視能訓練士に特化した求人サイトとメディアの認知獲得

1125 長野県 香ル菓子店 「八ヶ岳野草おやつセットを全国へ届けたい」ＥＣ販売事業

1126 長野県 有限会社丸幸宮澤商店 4100002024074 加工食品の無店舗配達販売

1127 長野県 安曇野ふくろうゲストハウス インバウンド対策強化及び体験型滞在の為の設備充実による集客

1128 長野県 安曇野ふくろうおむすび商店 販路開拓の為のおむすび移動販売

1129 長野県 リトリートビレッジ 地元飲食店、小売店、EC向け真空パック有機野菜食品製造卸販売

1130 長野県 有限会社吉田製作所 5100002029626 草刈りのスマート化による耕作放棄地の管理維持と雇用創出を実現

1131 長野県 Beauty Salon Shimizu エステ用のベッドとチェアの導入による新サービスで売上アップ

1132 長野県 Angel Nagano 看板設置等による森の中のエクササイズサロンの認知度向上

1133 長野県 Organic Cafe DITO 新たに始める平飼い卵によるメニュー、サービス充実で売上アップ

1134 長野県 Positioning Lounge カジュラ 高速光脱毛器の導入で時間短縮＆利益アップ

1135 長野県 株式会社PLOT STANDARD 3100001034513 360度映像の新たな観光プロモーション動画で新規顧客獲得

1136 長野県 スナックNaNaRa トイレ改修により清潔快適な店にして、滞在時間の増加で売上向上

1137 長野県 協業組合セブン自動車 6100005005821 エーミング作業サポート器具の導入による整備技術向上と顧客開拓

1138 長野県 株式会社山岸産業 4100001003599 アニメを利用したスキー場への誘客とグッズ販売のイベントの開催

1139 岐阜県 櫻井建設株式会社 2200001022013 宣伝活動の強化による認知度向上を図り新規受注の獲得を目指す

1140 岐阜県 バサラ 本格エステメニュー（エステ機器導入）で顧客様の満足度アップ

1141 岐阜県 一麦社 音楽の力で地域貢献！プロが教えるギター教室の設置事業

1142 岐阜県 有限会社八幡化成工業所 5200002016556 プラスチック射出成型加工会社のPR看板設置による販路開拓事業

1143 岐阜県 Joynt’s leather works 生産効率アップとオンラインショップ活用で売上げ増加事業

1144 岐阜県 有限会社トータスランナーズコンサルト 9200002026361 スポーツマットレス導入による長期合宿誘致と新規顧客の獲得

1145 岐阜県 有限会社　山腰楼 6200002027040 階段のバリアフリー化と少人数受入れ充実で売上回復

1146 岐阜県 株式会社丸島工務店 8200002010201 民間工事受注数増加のための地方工務店ブランド化事業

1147 岐阜県 松岡電設 事業承継及び法人成り後の商談所を活用した元請受注強化事業

1148 岐阜県 株式会社　高正 2200001016015 干ししいたけ製造の為の乾燥機導入と看板設置による宣伝

1149 岐阜県 株式会社リズテック 8200001028715 個人客の比率を拡大するための販促ツールとネット展開

1150 岐阜県 株式会社杉森工業 7200001034508 新規設備導入による生産性の向上と事業基盤の強化

1151 岐阜県 株式会社a・a・a 6200001012068 地域から求められる企業へ！車の悩みはa・a・a へ！

1152 岐阜県 ふじ吉 対アフターコロナ施設強化、新規顧客獲得大作戦！

1153 岐阜県 有限会社　タカセ自販 5200002018882 整備売上高向上につなげるための大口径タイヤ交換サービスの導入

1154 岐阜県 cafe mof 多目的スペース設置による課題解決と持続的成長に向けた取り組み

1155 岐阜県 株式会社日の丸製菓 6200001017447 創業６８周年を迎える老舗企業のリブランディングに向けた取組み

1156 岐阜県 丹羽鈑金塗装 調色システム導入による生産性向上と更なる販路開拓

1157 岐阜県 有限会社丸ヲ各務商店 6200002022388 商品別パンフレットの作成により新規顧客の獲得への取組

1158 岐阜県 三協テクノ株式会社 8200001022016 水にこだわった商品のブランディングによる販売力強化事業

1159 岐阜県 合同会社小森塾 8200003005191 紙媒体を活用した介護職の質を上げる研修事業の新規顧客獲得

1160 岐阜県 BWS 溶接材料マルチ化対応の溶接器導入による新規顧客獲得事業

1161 岐阜県 神戸工業株式会社 6200001038880 小円専用自動ガス切断機導入による、顧客満足度の向上

1162 岐阜県 株式会社半兵衛 3200001033975 おうちで簡単！本格まるごと茶葉「抹茶（粉末）」の開発事業

1163 岐阜県 合同会社三藤 8200003003856 商品化に向けた試作品の開発及びパッケージデザインの作成事業

1164 岐阜県 PLANSEED株式会社 6200001009205 DM及び販促物を活用した当社戦略認知度の向上

1165 岐阜県 株式会社はすば 6200001037206 チラシ、HP作成セルフブランディングによる販路拡大

1166 岐阜県 ARS 新たな設備導入により、顧客満足度の上昇を目指す

1167 岐阜県 有限会社ホラシン 2200002016427 濃縮緑茶『割る緑茶』の販路拡大事業

1168 岐阜県 NSプロデュース 自然のロケーションを活かす「手ぶら山BBQ」で売上増大を図る

1169 岐阜県 いずみ苑 商品管理および供給体制強化による売上増加と販路拡大

1170 岐阜県 株式会社徳田屋 2200001016139 敷地内に活き鮎専用いけすの製作と鮎押し寿司提供事業

1171 岐阜県 株式会社郡上割り箸 1200001029406 林業におけるイメージを一新する広告物を製作し新たな販路開拓！

1172 岐阜県 ななくさ鍼灸整骨院 肩こりの悩みを解消する保険適用外サービスのＰＲ事業

1173 岐阜県 飛騨漬物食品株式会社 4200001025800 漬物の新商品開発に向けた機械設備の導入及び広告宣伝事業

1174 岐阜県 あけぼの理容栄町店 充実化したコンテンツを体験していただくための認知度アップ事業

1175 岐阜県 つりがね園 地元客と観光客のそれぞれに合わせたプロモーション事業

1176 岐阜県 有限会社とみや 6200002027569 『集客』と『密回避』を同時に目論める集客方法への取り組み
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1177 岐阜県 株式会社Ｌｕｃｋ 8200001039811 地域に根付いた経営体制強化で認知度向上及び新規顧客の獲得促進

1178 岐阜県 LINK HAIR WORKS 理美容店の地域の新規顧客(シニア世代)に獲得に向けた集客強化

1179 岐阜県 株式会社ジオプラン 3200001035773 ホームページ・ドローン事業による新規顧客獲得

1180 岐阜県 景観設計ユリ アレンジフラワー事業の展開による販路開拓

1181 岐阜県 美容室MORI 脱毛器導入による新規顧客の開拓

1182 岐阜県 株式会社旨々工房黒川 4200001034956 金属探知機導入による衛生管理向上と販路開拓事業

1183 岐阜県 栄楽不動産 空き家活用のエキスパート発進事業第１弾

1184 岐阜県 てとてびと 自社生産力を高め持続可能な安定供給体制の構築による販路拡大

1185 岐阜県 写真工房スマイル 新サービスの販路開拓のための広告掲載とチラシ配布

1186 岐阜県 ライト ショップ認知度アップによる新規顧客獲得と満足度の向上

1187 岐阜県 ワイテック カフェにてオリジナルスイーツ販売による売上拡大、収益確保

1188 岐阜県 DogSalon Fuwalier 犬の皮膚トラブル解決で販路開拓

1189 岐阜県 花村トマト農園 「ハナムラ」ブランドで育てるイチゴの発信

1190 岐阜県 ヤマウチ光栄株式会社 4200001023967 お客様の想いに寄り添い真心を届ける仏壇屋の新サービスの実現

1191 岐阜県 ONLIed Hair Design 美容室から新たな顧客ニーズに対応した脱毛エステサービスの構築

1192 岐阜県 Ｆａｉｒｙ 「シミ」解決サービス開始による全女性の悩み事相談所拡大計画

1193 岐阜県 株式会社伸宝電豊 9200002016511 認知度向上と販路開拓の為の新社名及び事業PR看板設置事業

1194 岐阜県 有限会社こばやし 1200002027615 補聴器無料出張訪問サービスの強化による新規顧客獲得事業

1195 岐阜県 有限会社　了山 6200002017545 カフェ部門の認知度向上による販路開拓事業

1196 岐阜県 味和居　江戸川 バイパス沿いに看板を設置することでランチ難民を取り込む

1197 岐阜県 有限会社　中部塗装 9200002017484 施工事例パンフレットによる営業力強化

1198 岐阜県 ヘアーサロンイトウ 創業110周年！新しい時代へ向けた女性が安心できる店づくり

1199 岐阜県 株式会社ROBOZ 4011001059269 ドローンのまちかみやはぎ・広報作戦

1200 岐阜県 正プラス株式会社 6200001025680 展示会出展による自社ブランドの認知度アップと新規取引先の獲得

1201 岐阜県 はじめ焼き菓子店 店舗販売強化による来店客数＆売上高の増加と収益改善の実現

1202 岐阜県 KENSHIN・建心 商談＆作業スペース整備により販路開拓と事業成長を目指す

1203 岐阜県 あんきなだんご キッチンカー出店を開始し「待ち」から「攻め」の事業展開に挑戦

1204 岐阜県 株式会社　山共 2200001018531 森林レンタル事業拡大に向けた展示会開催事業

1205 岐阜県 ミナクチ電機 売上アップに繋がる営業力強化のための機械導入

1206 岐阜県 有限会社飛騨萩原農産加工センター 9200002027335 糀村の味を下呂市から中津川市、高山市、県外へ

1207 岐阜県 WoodyRich株式会社 4200001039765 新商品の認知向上と新たな事業展開へつながる展示会出展

1208 岐阜県 和～くショップ甘美（can be） 古民家でゆっくりお泊り体験学習。心も体も喜ぶ自分へのご褒美！

1209 岐阜県 株式会社コムズ 4200001025947 設備増強による内製化の強化と新商品製造のPRによる売上アップ

1210 岐阜県 合資会社千歳楼 4200003001789 認知度向上策！予約に導くホームページとパンフレット作成でPR

1211 岐阜県 All  Clear 新たに開始する福祉タクシーサービス事業の販路開拓事業

1212 岐阜県 岐鋳 バリ取り工程の機械化による新規受注の獲得

1213 岐阜県 有限会社川上屋花水亭 7200002027221 お客様の利用環境向上と看板による情報発信事業

1214 岐阜県 株式会社龍の瞳 9200001028573 国道沿いに「龍の瞳PR」看板を設置し、新規顧客開拓と売上増加

1215 岐阜県 おっぽ 移転する新店舗の認知度向上と設備導入による業務効率化事業

1216 岐阜県 有限会社　鳥大将 7200002014830 店舗移転後の顧客獲得に向けた宣伝事業

1217 岐阜県 Sheep’ｓcafe 店内改装による新たな販路開拓及び顧客満足度向上事業

1218 岐阜県 ユニック・ヘアーリラクゼーション 脱毛を取り入れたエステサービス提供による新規顧客獲得事業

1219 岐阜県 飛騨高山釣り＆キャンプ　鱒蔵 2号池に浮き桟橋を設置し、釣り座を増やし利益率向上を目指す！

1220 岐阜県 有限会社大福工業 5200002013735 小型CNC切断機導入事業

1221 岐阜県 AES英会話 国際社会で活躍できる子供達を育成！

1222 岐阜県 飛騨総合案内ジョイツアーズ有限会社 8200002027492 看板設置による下呂温泉観光客の方に向けたPR事業

1223 岐阜県 サロンド・シスター リラクゼーション効果を高め、清潔感溢れる店内改装と情報発信

1224 岐阜県 マキノウッドワークス 木材成分研究を活かした、新商品開発と新たな販路開拓

1225 岐阜県 KALIPASAL 提供時間短縮と冷凍スパイスカレーによる顧客ロイヤリティの向上

1226 静岡県 株式会社REF 3080401025305 チラシ配布と看板設置によるソーラーカーポートの普及と販路開拓

1227 静岡県 有限会社下山養魚場 5080102008301 コロナ禍に合せたあまご商品をキッチンカーで販売売上増加を図る

1228 静岡県 531coffee＆Bake 顧客の利便性向上を図るための屋外飲食スペースの環境整備

1229 静岡県 エンテック有限会社 5080402014833 パッケージ改善による低価格オーガニックアイスの販売促進強化

1230 静岡県 有限会社むぎわらぼうし 3080002015449 テイクアウト販売強化のための広報強化と情報発信で地域貢献

1231 静岡県 有限会社相良タイヤサービス 1080002014865 早期の改正対応作業による安全性向上を図る機械導入で販路拡大

1232 静岡県 イタリアンジェラートマーレ マルチベーカー導入により冬のあったかスイーツで売上UP！
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1233 静岡県 スナック糸 若年層をターゲットとした店内改装とSNS等を活用した販路拡大

1234 静岡県 有限会社スーパーキムラ 2080402015859 インストアベーカリーの設置によるコロナ禍の内食需要の開拓

1235 静岡県 りとるぱいん いちごの冷凍自動販売機導入による新たな需要の取り込み

1236 静岡県 有限会社ＩＲワタナベ 6080402020054 窓を中心とした断熱工事をPRする体験型ショールームと販路開拓

1237 静岡県 Petit Lapin sweets 焼き菓子設備導入による生産量増加と販路開拓

1238 静岡県 株式会社ティートリコ 7380002033887 東京ビックサイトで開催される展示会への出展事業

1239 静岡県 かわもり整体 ダイエット専門コースの導入及びシール小売販売事業への参入

1240 静岡県 株式会社達美装 8080401019491 新聞折込チラシ・ポスティングによる新たな販売促進

1241 静岡県 ロンポワンズヘア 幹線道路開通に伴う脱毛や理容サービス周知のための新規看板設置

1242 静岡県 Ｂｏｏ 髭脱毛サービス提供で他店との差別化を図り新規顧客獲得を目指す

1243 静岡県 株式会社WAIKIKI 3080001013577 不動産業と中古車・重機販売を顧客に知らせる看板設置で販路拡大

1244 静岡県 小澤ベジタブル 干し芋等を販売する直売所の設置事業

1245 静岡県 ＫＡＷＡＳＡＫＩ ジビエを中心としたテイクアウト総菜の製造販売事業

1246 静岡県 有限会社さざなみ写真館 1080402009952 稼働率向上を目指した卒業式袴撮影・レンタルのPRと環境整備

1247 静岡県 有限会社山精水産 4080402018926 しらすチップスのシリーズ商品化と賞味期限の延長による販売拡大

1248 静岡県 湖西食品有限会社 4080402009628 個性的な新ドリンクメニューの開発と開放的な飲食空間の提供

1249 静岡県 株式会社マックス 6080101015074 マレーシアダイビングショー出展による東南アジア販路開拓事業

1250 静岡県 有限会社ノズコン 1080402009408 住居の長寿命化に貢献する「雨漏り鑑定サービス」PR事業

1251 静岡県 まんじゅや 当店自慢の練り切りの定番メニュー化による新規顧客の獲得

1252 静岡県 いっ久 春野の名産品をより多くの方に知ってもらい販路拡大を行う取組み

1253 静岡県 KAWANE抹茶株式会社 7080001020000 有機抹茶と廃棄原料を使用した産学連携による商品開発と販路開拓

1254 静岡県 サカヤ 老舗和菓子店が挑戦する効果的な広告宣伝と新たな販路の確立

1255 静岡県 庭や心花 草刈り機購入による工場・施設の緑化管理業務の新規顧客獲得　

1256 静岡県 NMG株式会社 4080401025659 地域密着型で外装リフォーム市場へ参入するための販路開拓事業

1257 静岡県 合同会社　上島緑地水巻会 2080403004506 車で入って好きなところで安全にキャンプができる施設の周知拡大

1258 静岡県 DaikiTotalBusiness チラシとSNSによる若年層、中年層、移住者へのアプローチ

1259 静岡県 有限会社畑オート 7080002015222 大型バイク整備サービス強化による整備・点検事業の販路開拓

1260 静岡県 割烹旅館合亀 テーブル席設置による法事客・年配者・若者グループの顧客獲得

1261 静岡県 株式会社乗松配管 7080401020038 排水管詰まり修理を自社で完結しお客様の信頼獲得による顧客開拓

1262 静岡県 山本ホームズ 施工技術「ロール漆喰工法」のPR看板設置による新規顧客獲得

1263 静岡県 株式会社ワイケイティー 5080002015018 国内外の会社が集う総合ビューティ見本市出展で営業・販路拡大

1264 静岡県 マルマ養魚 浜名湖産うなぎ加工の内製化による低コスト化と販路拡大

1265 静岡県 マルワ農園株式会社 6080401023685 トイレの改修とコンテナ設置による、衛生的なブドウ狩り園のPR

1266 静岡県 ブーランジェリー　サ　デポン 冷凍パン販売による新規顧客を開拓し売上増加に繋げる

1267 静岡県 渡邉恭子 カウンセリング事業の周知と快適な施術環境のための店舗改装

1268 静岡県 株式会社あさしお 1080401006109 個室空間オーシャンビューを活かした新たなランチサービスの開始

1269 静岡県 きくや 冷凍商品で売上を拡大する為の冷凍設備導入事業

1270 静岡県 株式会社魚磯 8080401010120 開封後そのまま食べられる浜松名物「浜松餃子」手土産品の商品化

1271 静岡県 梅島ふるうつ屋 無人販売機導入による新規農作物加工商品の販売

1272 静岡県 Mahalo まつ毛エクステサロンでの脱毛機器の導入による新規顧客層の拡大

1273 静岡県 パティスリー　アンベリー 新ブランドライン及び催事商品の開発および販路拡大

1274 静岡県 泉奥原農園 原木椎茸を使用した贈答用商品開発による販路開拓

1275 静岡県 アオイ技研株式会社 9080401025613 生産性向上のための温度・湿度管理クリーンルーム設置事業

1276 静岡県 YK-PHOTO コワーキングスペースによる新サービス展開

1277 静岡県 宮田治療院 「腰の駅宮田治療院」を広報する看板設置と新規顧客開拓

1278 静岡県 にしおか自動車 「しっかりとした整備」を求める地元客の需要を取り込む販促活動

1279 静岡県 有限会社キマタ 4080402015824 塗装工事とリフォーム工事の販促強化による売上増加

1280 静岡県 株式会社丸山園 6080101014786 若年層に向けた「わさび漬プリン」（仮称）の開発による販路開拓

1281 静岡県 有限会社ナカヤマ 2080402019835 製造現場で発生する端材の木粉化による新規販路開拓

1282 静岡県 アントルポ 理容店が新たに取り組む男性向け脱毛・痩身サービスの情報発信

1283 静岡県 明工建設株式会社 1080401014788 紙媒体の掲載により「MEIKO夢でんき」を中東遠地域へ周知

1284 静岡県 かいづか仲町店 「釜飯」を目玉にした新メニュー展開での顧客獲得

1285 静岡県 株式会社つちやせいか 3080401025651 「古民家再生による古民家カフェの開設」と新規顧客開拓

1286 静岡県 村松　宏一 ハウス設置により・通年・安定・生産拡大にて販路開拓に取り組む

1287 静岡県 有限会社ゆがの薬局 6080102021658 現代のニーズにマッチする漢方薬をＰＲする為の効果的な広告宣伝

1288 静岡県 株式会社ヤマセイ 8080401016225 新規参入となる冷凍餃子販売の情報発信による顧客開拓
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1289 静岡県 REACH　OUT 精肉の取扱量の増加に向けた冷蔵倉庫の整備による新規顧客開拓

1290 静岡県 kiri-kuru 髪のダメージケアに特化したサービス提供による固定客獲得事業

1291 静岡県 宮川春香 シニア層に向けた広報活動による新規顧客の獲得

1292 静岡県 五ツ星整骨院 美容・リラクゼーション施術メニューの強化による新規顧客の獲得

1293 静岡県 株式会社ＬＣＨ 8080401025399 店舗ＥＬＥＶＥＮの認知度向上による販路拡大

1294 静岡県 レストラン＆優カフェ・リーテンリュカ 法事用メニューの開発、リーフレット作成による販路拡大事業

1295 静岡県 H&Yインテグレーション株式会社 9080001021319 政令指定都市への新たな販路開拓と他店舗展開に向けた挑戦

1296 静岡県 合同会社Food Officeハチドリ 6080403004295 薬膳カレーをPRして健康志向の新たな顧客獲得を目指す。

1297 静岡県 有限会社湖西逸品会 9080402009193 高齢者が快適な店舗とトイレのバリアフリー化で地域集客力アップ

1298 静岡県 H2合同会社 8080103001566 水素吸入をより身近に感じてもらうことによる水素吸入器販路開拓

1299 静岡県 株式会社ワタナベ 5080401010544 地元企業応援！人気冷凍食品の自動販売機事業で地域貢献

1300 静岡県 ジミート ジビエ処理施設「ジミート」の作業効率向上、品質向上、販路開拓

1301 静岡県 フロンティア・ワークス 新商品企画によるブランドイメージの強化による販路開拓

1302 静岡県 大桑利太事務所 天竜地域の広大な土地に向け効率的な測量サービスによる販路開拓

1303 静岡県 株式会社　天竜膳三好 9080401010846 自動調理器導入による人材多能工化とケータリング新規顧客の獲得

1304 静岡県 藤田土地開発株式会社 7080401024914 空き家・空き地の草刈りサービスの新たな事業形態

1305 静岡県 株式会社静岡物産 4080001013972 血流測定機導入による科学的な個別営業ノウハウの構築

1306 静岡県 レースダイテック 顧客の要望に応え得る、付加価値の高いCAD設計による販路開拓

1307 静岡県 船明荘 エメラルドグリーンの絶景スポットで楽しむスイーツティータイム

1308 静岡県 向井建築 「高齢者にやさしい家づくり」をコンセプトにした新規顧客開拓

1309 静岡県 扇屋製菓 南伊豆と地産スイーツの魅力を伝えるサイト導入による販路拡大

1310 静岡県 茶空民 若年層や外国人をターゲットとしたブランディング・販売促進

1311 静岡県 宇宙キッチンナーティー ヴィ－ガンやベジタリアン向けのレトルト料理定期便の開発

1312 静岡県 Cure_Lead 整体とエステを融合させた施術で新規顧客獲得と新事業をPR

1313 静岡県 株式会社横山設備 9080401024937 舗装修繕工事事業の新規確立による需要開拓および経営力強化

1314 静岡県 カーケアベル 新設備導入による一括整備体制の構築と新規顧客の獲得

1315 愛知県 Dog＆Small 従業員の雇用で更なる売上アップのための店舗改装と什器の導入

1316 愛知県 貴・建築 手軽に使える高品質ネイルオイルを開発しＤ２Ｃ事業に参戦

1317 愛知県 株式会社セイセイホームメンテ 2180001067993 大手ハウスメーカー指定のシロアリ業者がＢｔｏＣに本格挑戦！

1318 愛知県 株式会社レジェンドホールディングス 6180001098580 販促活動による実店舗売上拡大と、新機械導入による通販事業拡大

1319 愛知県 株式会社ＮＩＮＥ 9180001144431 エンドユーザーに向けた広告宣伝を行い、下請けからの脱却計画

1320 愛知県 フィジオサロンキムラ 痛みのない生活に変わる！フォローアップで痛みの根本治療を図る

1321 愛知県 有限会社ハヤシ 3180302028074 豊根村地域資源「チョウザメ」を活用した新商品開発で販路開拓

1322 愛知県 有限会社中田工務店 1180002024128 ＣＡＤシステムの導入による業務の効率化、販路拡大を図る

1323 愛知県 まちのとこやさん　ぷれんどりー 新たな駐車スペースの周知と新サービスによる売上・利益アップ

1324 愛知県 クオーレ行政書士事務所 地域貢献活動による広報活動と円滑な遺言・相続のサービス向上

1325 愛知県 ＳＡＢＯ 花と緑に彩られたショールームの開設と販促物の制作

1326 愛知県 冨安織布株式会社 2180301010380 工業用ミシンの導入によるベビー用品の品質アップ・生産性向上

1327 愛知県 アンドサポート 製造過程で余った木材を利用し低コストで空き家をリノベーション

1328 愛知県 株式会社知多半島ナビ 1180001104839 地元知多を盛り上げるべく観光客呼び込みを行うための広告宣伝

1329 愛知県 ヒットサンク株式会社 7180001098340 新たなる縫製加工技術の向上で新規事業展開を図る

1330 愛知県 ENISHIBODYDESIGN オンラインでサービス提供を行っていくための広告宣伝と環境整備

1331 愛知県 株式会社志賀工務店 8180001012325 デジタルとアナログを活用した注文住宅ブランドの販路開拓

1332 愛知県 有限会社松田薬局 1180002062490 老舗の地域密着店だからこそできる！補聴器導入のお手伝い

1333 愛知県 株式会社ＷＡＳＥＩ　ＧＯＬＦ　ＪＡＰＡＮ9180001150644 高精度の切削加工で公差を狭小化したアイアンヘッドの試作品製作

1334 愛知県 平和動物病院 「ペットの家族化」の進展に対応した新たな診療サービス向上計画

1335 愛知県 家工房　尾張旭旭前店 需要拡大期に向けたチラシ配布強化による新規顧客獲得

1336 愛知県 K’sハウス東海 自社の強みを活かした新事業における実現可能性と収益性の両立

1337 愛知県 林総合事務所 相続登記義務化に向けた地域へのPR

1338 愛知県 株式会社　ＡＵＴＯ Ｄｒ．ＹＡＭＡＤＡ 9180001099337 移動式販売車両のPR強化でコロナ禍でも安定収益を狙う

1339 愛知県 株式会社 ファーストステップ 7180001144581 認知度を高める看板設置とＳＥＯ対策による新規販路拡大

1340 愛知県 Viva　今のわたし 【知名度向上と販路開拓のためのWeb・チラシ制作と顧客管理】

1341 愛知県 有限会社サクラインターナショナル 2180002090706 新規デザイン感覚マーケティング！販売代理店喜ぶ宣伝ツール制作

1342 愛知県 有限会社　天 5180002082477 天ぷら専門店の新メニュー開発、店内環境の整備による販路開拓

1343 愛知県 株式会社サンジョーホーム 7180001084209 一人でも多くの方に夢のマイホームを！土地探しのお手伝い強化！

1344 愛知県 おかしや　みづき リニューアルオープンに伴う新商品の開発、販売促進事業



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9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。

1345 愛知県 有限会社　腰掛山荘 7180302025571 敷地内案内看板設置で利便性向上・口コミ評価アップで新規獲得

1346 愛知県 オニョロジー ＣＡＤ、ＮＣ加工機を利用した楽器製作工程の効率化と事業拡大

1347 愛知県 鮮魚　丸浜 サイネージ看板を活用した認知度向上・お惣菜販売強化事業

1348 愛知県 とみや接骨院 怪我で諦めてしまう未来のプロスポーツ選手を救うプロジェクト！

1349 愛知県 岬水産株式会社 7180001093003 干物屋が行う釣り客への新サービス開始で売上倍増事業

1350 愛知県 マルイチ水産 シラス加工における生菌数減少による消費期限の延長と販売量増加

1351 愛知県 朝日工業有限会社 7200002020952 「セレブ人工芝」を積極出店、展示会で知名度を高める！

1352 愛知県 株式会社一軒落着 9180001142724 知名度と信頼ＵＰ！ＨＰとラッピングカーで一軒落着

1353 愛知県 有限会社井筒萬 1180302010950 常連客の高齢化により要望の多い座敷椅子を導入し売上の維持拡大

1354 愛知県 有限会社大盛技建 3180002061763 デジタル技術を活用した狭窄地の新規工事案件獲得と業務効率化

1355 愛知県 株式会社サニーデイサービス 4180001144667 敬護の理念で豊かな老後を送れるデイサービスの販路拡大

1356 愛知県 合同会社ワンドリーム 7180303004913 業歴２０年以上のシリアスブリーダーが直接お届けする愛犬愛猫

1357 愛知県 株式会社リフォ 4180001067067 県内初！サーモ付ドローンで住宅の屋根・外装診断で雨漏りゼロ

1358 愛知県 N tailor design カジュアルウェアのサンプル作成による販路開拓事業

1359 愛知県 青木作庭舎 景観コンクリート及び景観舗装工法の導入による新規顧客開拓事業

1360 愛知県 ミノアカキッチン ハワイの力で地元を盛り上げていく映える新ドリンク販売事業！！

1361 愛知県 株式会社サゴーデンキ 4180001052011 ・EC販売の活用のための案内状作成と新規客の獲得

1362 愛知県 株式会社ラヴィエール 6180001123999 遠方顧客をターゲットとした販路開拓

1363 愛知県 加古渉税理士事務所 客単価の高い相続・贈与に関する受注増による更なる事業の拡大

1364 愛知県 株式会社ＮＰＦＣ 9180001138739 コロナ禍における新たなヘルスリテラシー展開による販路拡大

1365 愛知県 株式会社ビーアール 9180001107801 映えるＳＮＳで顧客満足度を高め広告看板で新規顧客獲得

1366 愛知県 有限会社ませ接骨院 8180302003774 患者とともに治す～微弱電流でより良い治療へ

1367 愛知県 株式会社スタジオ・ディライト 2200001025676 中小・小規模事業者を対象とした販売促進による売上拡大への取組

1368 愛知県 株式会社ファイン 7180001103562 「廃車買取サービス」導入による顧客獲得・売上拡大への取組

1369 愛知県 SUZUMEI 飲食店開業への一歩キッチンカーで認知度拡向上及び固定客の獲得

1370 愛知県 株式会社KAUL 1180001148258 地元武豊をリユースの街へ！買取ショップ事業による販売促進

1371 愛知県 有限会社新実金型製作所 9180002026273 「デジタル×アナログ×技術力」３つを掛け合わせた三刀流営業

1372 愛知県 サロンドフフラル 施術ルームの拡張・ネットでの集客強化による売上拡大への取組

1373 愛知県 オランジュリー リラクゼーション空間で美髪を育む新サービスヘッドスパの導入

1374 愛知県 パティスリールルット フードプリンターによるデコレーション商品の拡販及び生産性向上

1375 愛知県 テクノネット株式会社 7180001080026 新規事業のチョイ楽フィットネスのポスティング

1376 愛知県 KS　MOTOR株式会社 4180001133587 作業スペース拡充のため、１階事務スペースの２階建てへの高架化

1377 愛知県 politely エリア顧客数増加を目指した、知名度向上施策。

1378 愛知県 レインボー パーソナルトレーニング導入で地域の健康リテラシーを上げる

1379 愛知県 有限会社マスダ商店 6180002087343 電子看板で商品、サービスをアピールし、新規顧客を開拓。

1380 愛知県 PETS　OF　FATE オンライン商談会・見学会による販路開拓に向けた新たな挑戦！

1381 愛知県 株式会社　Mui 2180301035782 「命をいただく」五感で感じる食育・SDGsに貢献する環境整備

1382 愛知県 株式会社DINO 5180001120353 農業用ドローンでの農薬・肥料散布請負サービスの開発

1383 愛知県 Manabu-no 商品構成一新による新ブランド戦略とビジネスモデル転換事業

1384 愛知県 高橋酒店 成人識別装置付自販機の導入による新規顧客獲得事業

1385 愛知県 寿・建築工房株式会社 8180001136198 新築建売り事業への飛躍！最新CAD導入で営業力・生産性アップ

1386 愛知県 焼きにゃんBOO 馴染みあるたい焼きをオリジナル猫型で客層拡大に挑戦！

1387 愛知県 有限会社竹善 2180302020536 店内環境の整備で全ての世代に優しいお店を目指します

1388 愛知県 カフェ　スギノキ コロナ禍における需要拡大のテイクアウト市場への参入

1389 愛知県 株式会社ＲＹＯ 9180002025556 敷居の高さを払拭して入店のし易さを高め、新規集客につなげる

1390 愛知県 株式会社Ｆａｍ 5180001105057 有松ドッグラン開設で、地域社会とのつながりを強める

1391 愛知県 株式会社　立一 6180002073590 建設業界の課題に取り組む新たな新サービス展開

1392 愛知県 有限会社ナカネセラム 6180302024392 カタログチラシを活用し、自社の「環境事業への取組」を発信する

1393 愛知県 有限会社小澤商店 4180302024576 顧客ニーズを掴め！地域資源の活用で稲武産の漬物を世界の食卓へ

1394 愛知県 竹内時計店 生産数向上の為の器具改良と顧客層拡大の為のデザイン多様化事業

1395 愛知県 インテリアまるやま・Ｏｎｌｙわん 駐車場増設及び滞在時間延長による満足度の向上及び売上の増大

1396 愛知県 gra tir INABU 田舎カフェが過疎地域を救う！～ウエルネスツーリズムの推進！～

1397 愛知県 ビープラス株式会社 8180001129508 キャンピングカーレンタルプラン等のサブスク環境整備

1398 愛知県 喜想庵 “日本の伝統的な食文化を共有”京料理店が取り組む物販強化計画

1399 愛知県 株式会社ケイアンドエイ 6180001139483 外壁塗装のオンライン見積り展開とパンフレットで販路拡大

1400 愛知県 総合建設株式会社竹内 8180001100880 不動産事業開始！理想のマイホームは、すべてお任せください！
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1401 愛知県 個別指導Ｗａｍ大治校 地域NO.1塾を目指し小学生から通う個別指導塾の提案！

1402 愛知県 株式会社ＡＭＤ 2180001120158 柔道整復師が教える子ども向け運動能力向上スクールの立ち上げ

1403 愛知県 River　City　株式会社 1180001113501 円安原油高に負けない効率のよい環境配慮をめざした中古車輸出

1404 愛知県 シンプルプラス セリサイト石鹸の化粧石鹸化と動画制作による新規顧客開拓

1405 愛知県 有限会社　薬のひまわり 1180302024406 気軽に温活体験！新感覚の半身浴で販路開拓

1406 愛知県 マーブル・キャンディー　コスモ新城 競合店との完全差別化！マイクロバブル洗浄で売上UPを目指す！

1407 愛知県 あやこピアノ教室（北名古屋市） 防音改装工事による営業時間の延長と受け入れ生徒の拡大

1408 愛知県 株式会社ごとういしょう 9180001084504 あなたのセレモニーを支えます！ペット葬儀業参入による販路拡大

1409 愛知県 Rigolo株式会社 1180001026141 高性能住宅による快適な暮らし提案と、画像による提案で販路拡大

1410 愛知県 有限会社カネキン 3180302027613 壁面看板リニューアルで「果物専門店カネキン」をアピール

1411 三重県 菊池重機建設株式会社 8190001014659 建設業界デジタル化対応ソフト導入による販路開拓と業務効率化

1412 三重県 尾崎建築 ZEH住宅・省エネ住宅推進のためソフトウェア導入

1413 三重県 株式会社焼肉イノベーション 9190001028410 自宅で本格焼肉店の味を楽しめる「おうち焼肉」ブランドの展開

1414 三重県 株式会社NA 1190001028756 循環型発酵肥料の事業継続環境の整備と、認知度・理解度の向上

1415 三重県 オフィス　ナカシマ電気 既存のノウハウを活用し太陽光発電システムの点検保安業務に参入

1416 三重県 森島拓真 農家がつくる自家製キムチの製造・販売量の倍増に向けた取組

1417 三重県 akaitori cookies ＆ coffee 心と体にやさしい珈琲豆のパッケージ開発と設備導入で売上UP！

1418 三重県 かふぇたかの ウヰスキーコーヒーによるギフト市場への挑戦で売上細分化を図る

1419 三重県 office369番地 ワークショップ事業の開始で新規顧客獲得、売上増加を図る

1420 三重県 株式会社N・S・T・A 8190001027958 解体相談窓口の開設と看板設置・チラシ配布で個人顧客獲得

1421 三重県 たなか整骨院 看板設置、広告掲載による集客と運動機器導入による施設内効率化

1422 三重県 株式会社賀門 9190001020367 花咲かりん本店への誘客を図る看板設置・店舗改装によるPR強化

1423 三重県 梅戸井加工所株式会社 1190001028252 1棟1メーカーの秘密保持生産体制で水回り部品加工の受注拡大

1424 三重県 八百幸商店 店舗レイアウト改善による回遊性向上で客単価増加と売上拡大

1425 三重県 有限会社大阪屋 7190002008421 更なる高みへ！遊休資産を活用し新時代の高付加価値割烹料理店へ

1426 三重県 よこやま株式会社 4190001019802 生産から販売まで、新たな商品を繋ぐ事業への展開

1427 三重県 有限会社　ミエキャスト 4190002018489 これまでにないFRP製カヌーの試作開発と市場導入

1428 三重県 おうちサロンルピナス 心や体の健康を回復させ、癒されるサロンに通いたくなる販売促進

1429 三重県 べジファームこもの 新商品開発のための設備導入でアイドルタイムの売上増加

1430 三重県 菰野製作所 新規設備導入及び作業場の拡張で生産性向上・売上増加を図る

1431 三重県 喫茶マロン 新規顧客を獲得のためにキッチンカーでマルシェに出店！

1432 三重県 リラクゼーションジラク 三重の地域資源を活かした飲料の商品開発で他社との差別化強化！

1433 三重県 カフェ　アタント 森の中のテラス席で非日常空間を提供する

1434 三重県 創作洋食　フルール・ド・セル 当店の強みである贅沢感の強化及び個室ニーズに対応した店舗集客

1435 三重県 雑貨店イイヒ ノルディックウォーキング講習も出来る雑貨店イイヒをPRする　

1436 三重県 株式会社　明北 6190001023117 いなべ市の配管保温業者が地元企業の省エネの取組をお手伝い

1437 三重県 ペコリスコーン スコーン専門店の憩いの場設置とドリンク販売強化による売上向上

1438 三重県 杉本商会 ディーゼル車排ガス測定器の導入による内製化と受注拡大

1439 三重県 株式会社ツーライフ農園 7190001014123 品質にこだわった伊賀米食べ比べセットで新たな需要開拓を図る

1440 三重県 サン・エネドッグ株式会社 6190001022473 小型犬専用ドッグランと魅力的なマルシェで愛犬家を集客する事業

1441 三重県 有限会社コバヤシ・コーポレーション 8190002008759 つぼ焼き芋など新商品の導入及び干し芋生産・販売強化

1442 三重県 株式会社ビーワン空 4190001028308 動画・DMによる周知とヘッドスパ提供で新規契約を獲得

1443 三重県 民泊いづほ 大紀町の間伐材等を使用した薪の利用による提供価値の向上

1444 三重県 旭酒造株式会社 3190001010828 新規顧客獲得を図った企業イメージの刷新と情報発信環境整備計画

1445 三重県 イマージュ 地域にはないタイ古式エステをPR提供する事業の展開

1446 三重県 上嶋製茶 新型一本刃剪枝機ユニットの導入による生産性及び売上向上対策

1447 三重県 食べものやNOGI テイクアウト販売の強化により、売上げアップを目指す。

1448 三重県 ホリカワ 地産地消の新商品による販路開拓と売上拡大

1449 三重県 Mowing.co.（モウィングカンパニー） 歩行型草刈り機の導入による販路拡大

1450 三重県 株式会社大森水産 8190001025895 オーダーエントリーシステム導入で業務効率化と売上向上

1451 三重県 山越　未奈子 プライベートサロンオープンに伴うココロと髪のリフレッシュ事業

1452 三重県 ODS 新規ニーズを開拓！水中ドローン導入による新事業と新規HP開設

1453 三重県 ミライエ牛肉店 公式ホームページの開設による販路の拡大と看板による認知度UP

1454 三重県 株式会社佑成産業 7190001007143 黒にんにく発祥地の三重で、休耕地を活用した新規事業展開

1455 三重県 手作りお菓子工房　楽香 特別な１日が体験できるcafé展開で新たな顧客を獲得する事業

1456 三重県 有限会社　杉山商店 8190002023857 店舗看板を改装！酒類等小売とコインランドリーのPRと販路拡大
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1457 三重県 ハッピーナチュエル 高機能サロン機器導入と店内改装を行いペットサロンの販路拡大

1458 三重県 patisserie hanaemu 強みをPRするパンフレットと贈答用焼菓子商品販売で売上高増加

1459 三重県 デイジー 競合との差別化と強みを活かした事業展開のための広報活動

1460 三重県 海街LIFEマリンハウス錦 海の街ならでは！の感動体験の提供による経営力向上プラン！

1461 三重県 ヨシダスチール 最新設備の導入による生産性向上及び技能人材の育成に貢献！

1462 三重県 奥川板金 きのわ木工堂ハンドメイドマーケット参入と地域貢献プラン

1463 三重県 特定非営利活動法人　大紀町日本一のふるさと村7190005007619 無添加玄米商品の供給拡大と大紀町の活性化への取組

1464 三重県 ほし空の宿 農泊の体験プログラム充実による新規顧客獲得への取り組み

1465 三重県 株式会社　エフ・ワイ 9190001006523 山林と食卓を結ぶ自社で育てたきのこを使った新商品の開発・販売

1466 三重県 鈴生自工株式会社 6190001015221 IT活用、新機器導入し、売上アップ！生産性アップ！！

1467 三重県 ぷてぃあむーる オーブン増設で焼き立て提供回数の増加と新商品で客単価改善

1468 三重県 株式会社Trunk 2190001027708 御浜町の特産品を活用した新商品「ochre」の開発と販促活動

1469 三重県 TAKOYAKIYA+zakka　ICCHAN 新店舗移転の周知と、作業動線確保設備導入による売上増加事業

1470 三重県 しもい水産　有限会社 5190002014974 設備投資によるパッケージ変更で付加価値を高めた商品を全国展開

1471 三重県 丸塗 新規事業参入で売上増加と顧客の開拓を行う

1472 三重県 耳つぼジュエリーsalon　mimm 癒しの新サービス✕耳つぼジュエリーの情報発信事業で売上UP！

1473 三重県 つなぐ 紀州岩清水豚を使用したテイクアウトの新商品開発

1474 三重県 エステルノ 玄関周りのバリアフリー化工事と独自のサービスで個人顧客獲得

1475 三重県 株式会社ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ beaute 1190001026990 肌状況の見える化を実現し、売上拡大＆男性客獲得

1476 三重県 ココラキッチン 集客効果のあるテラス席増設による顧客受入数と売上規模の拡大

1477 三重県 コミュニティデザインこどものめ 地域コミュニティビジネス継続するための新規顧客開拓

1478 三重県 株式会社南工業 1190001027477 ワントップストップ体制の構築とチラシ配布による新規顧客獲得

1479 三重県 家城石油株式会社 4190001002147 ファサード看板設置による車検・自動車整備事業の周知・集客

1480 滋賀県 乙菊 半個室化により顧客満足向上新規顧客開拓事業

1481 滋賀県 HAIR GARDEN aube 顧客に寄り添うサロンに向けた新たな取り組み

1482 滋賀県 有限会社びわこ食品 1160002011482 ＥＣ販売強化に向けた新商品の試作開発

1483 滋賀県 アートフローラル 花々にもう一度チャンスを。ドライフラワー販売を通じたロス削減

1484 滋賀県 手作り惣菜の店 えん コミュニティビジネス着手で推進する顧客獲得・商圏拡大事業

1485 滋賀県 ケア・ライフ玲 気密性能測定器購入による気密性能検査業務の新規参入

1486 滋賀県 Purely-Purely 育毛ニーズに対応するヘア・アディクト技術を生かした販路開拓

1487 滋賀県 株式会社小﨑商会 6160001012411 二柱リフト導入による販路拡大から地域課題解決へ

1488 滋賀県 尾﨑の育てた野菜。 作業効率化と事業拡大！自社ブランド強化へ向けた新商品開発

1489 滋賀県 Kamikiriya ごえん 介護福祉に強い理容師が行う訪問ヘッドスパ事業の展開

1490 滋賀県 有限会社西村織布工場 5160002011438 二重ビーム仕様による新ライナークロスの製品化

1491 滋賀県 ファンシーショップれもん 商品構成の見直しによる中高生の新規顧客獲得

1492 滋賀県 ペンション　くりっこ ドッグランのナイター照明設備導入による新規顧客の獲得

1493 滋賀県 株式会社ニシザキ 1160001008579 ネーム刺繍ミシンの導入による付加価値額増加の取り組み

1494 滋賀県 株式会社山豊 6160001007139 新しい再生砕石の製造販売

1495 滋賀県 フルフラ 希少犬種の繁殖場整備による新規販路開拓事業

1496 滋賀県 お米農家のよこい 地域の水源を活用した近江の葉物野菜群開発事業

1497 滋賀県 オザキマサキ写真事務所 商品撮影専用スタジオの新設による販路開拓事業

1498 滋賀県 和洋旬彩 遊菜 地元女性や家族等のグループ来店促進による新規顧客拡大事業

1499 滋賀県 向明塾 向明塾ブランド認知度拡大プロジェクト

1500 滋賀県 REMAKE 滋賀から美容の最先端技術・知識を届けるチラシ・動画広告の展開

1501 滋賀県 谷口雄大 新規店舗の認知度向上と顧客開拓のためのPR事業

1502 滋賀県 Pasta&Dolce ism コロナに負けるな！ismの来客アップ大作戦！！

1503 滋賀県 株式会社油新 6160001009341 漏水探索機の導入で、漏水事業を確立し売上強化

1504 滋賀県 Lull.k 「美容脱毛」を開始し、顧客満足度と客単価のアップを図る

1505 滋賀県 合同会社さとやま多賀 8160003001690 古民家活用したワーケーションプランの販売促進事業

1506 滋賀県 有限会社北川商店 4160002012627 味付け焼肉ホルモン専門店の通信販売事業の開始

1507 滋賀県 シーバイシーレザー ペット関連グッズの開発および製造強化

1508 滋賀県 池本酒造有限会社 2160002011184 高精密濾過装置の導入による自社看板商品の価値向上計画

1509 滋賀県 御料理・仕出し　石田屋 若年層向けのメニュー開発及び調理器具導入による人手不足の解消

1510 滋賀県 家吉 地産地消、廃棄ロス　旬の果実のアイス新商品開発事業

1511 滋賀県 Lactoserum チーズと乳清（ホエー）の新活用をする為の工房新設

1512 滋賀県 有限会社ピックアップ 4160002002685 脱毛サービスを展開し、販路拡大、生産性向上へ
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1513 滋賀県 小林工業 解体工事業への参入により、持続的な発展を目指す

1514 滋賀県 石田ピアノ調律事務所 ピアノ診断書を用いて紙媒体広告への出稿による新規調律獲得

1515 滋賀県 有限会社バイス 4160002013113 看板設置による顧客満足度の向上および買取機会損失の解消

1516 滋賀県 Trip Salon　くれよん 新サービスによる顧客満足度の向上と地域活性化を目指す

1517 滋賀県 Luana Luanaでよりキレイに。新事業で販路拡大と売上UP

1518 滋賀県 Fairfax Saddles Japan ウェブサイトとショールームの新設による、安心感のある販路開拓

1519 滋賀県 TRUDO 新商品の開発に伴うリーフレットの作成と配布による販路開拓

1520 滋賀県 SANインテリア 個人向けリフォームサービス開始に伴うHP・機材導入事業

1521 滋賀県 Orpo テラスの有効活用によるマルシェの実施と団体客の取り込み

1522 滋賀県 はなまるビューティーサロン セルフエステの新規顧客獲得および客単価引上げ事業

1523 滋賀県 有限会社ガスセンター甲西 6160002005100 非常用発電機の負荷試験及びメンテナンス事業

1524 滋賀県 Beautlia 新しい環境と新しいニーズで目指せ『高島美人』！

1525 滋賀県 カットスペース　イタミ ヘッドスパシステム導入による、新たな癒しと販路拡大

1526 滋賀県 有限会社金山クリーニング 9160002006401 クリーニング集配システム導入による販路拡大。

1527 滋賀県 macho hair 髪・頭皮のエイジングケア特化型美容室の販路開拓事業

1528 滋賀県 エステサロンSIRENA エステマシンを使った新メニュー導入による新規顧客獲得事業

1529 滋賀県 Ken MAKIE Studio 3Dプリンターと漆工芸を組み合わせたカメラアクセサリーの開発

1530 滋賀県 株式会社ノムラファクトリー 7160001020652 自動定寸装置を導入した作業の効率化、売上・利益の向上

1531 滋賀県 ラフマンメイド より良いデザイン性の高い製品作成による販路開拓事業

1532 滋賀県 森電設 カフェ部門の新メニュー開発による新規顧客獲得事業

1533 滋賀県 BonAppetit 焼きたて販売でベーグルの魅力を広げ、滋賀No1店を目指します

1534 滋賀県 多賀あさひや 誰もが安心して寛げる場、新生「多賀あさひや」の広報と実践

1535 滋賀県 Nail RINK 商業施設への新規出店による新規顧客拡大、及び、売上向上

1536 滋賀県 合同会社ぴーす 7160003002442 アパート専門の外壁塗装PRによる販路開拓

1537 滋賀県 有限会社 丸駒 3160002008592 “料亭の味”を身近に、移動販売テイクアウト強化で新規顧客開拓

1538 滋賀県 お庭のとこ屋さん　にわとこ 直接受注増加と知名度向上により、売上と利益を伸ばす事業

1539 滋賀県 北島酒造株式会社 4160001004856 自社乳酸菌による健康志向層向け低アルコール日本酒の開発

1540 滋賀県 藤井設備 マイクロショベルで”小さな現場”に対応し、受注を増やす事業

1541 滋賀県 ないとうさん家の野菜 6次産業化で新商品を作り、米・野菜以外の新しい顧客を開拓する

1542 滋賀県 麺工房　伊吹長兵衛 調理設備を導入し、飲食サービス開始による収益向上

1543 滋賀県 伊藤鉄工所 新たな戦略「新溶接機の導入で軽量鉄骨造の製品製造」で販路拡大

1544 滋賀県 食パン家あい 総菜パンをラインアップに加えて、新しい顧客の取り込みを図る

1545 滋賀県 有限会社　和田建具店 7160002005272 個性あふれる使い手に寄り添った建具の製造で販路拡大

1546 滋賀県 インテリア森 インテリア・骨とう品と合わせたリフォーム提案サービスの開始

1547 滋賀県 Photo＆Kitchenみみみ アコースティックライブハウス構築で地域に新たなコミュニティを

1548 滋賀県 COLOR LABEL 青空の下で家族の想い出を。屋外撮影スペースの増設。

1549 滋賀県 株式会社片山 6160001009845 既存事務所を利用したショールーム化改修事業

1550 滋賀県 株式会社三仁 9160001002186 地域食材を使った「近江牛肉餃子」のネット販売の強化で販路拡大

1551 滋賀県 MOJO HAND’S BARBER SHOP 女性の来店客を増やすための新メニュー開発と店舗改装

1552 滋賀県 株式会社LIL SWAG WORKS 8160001023373 新しい印刷技法の導入！お客様に合ったサービス提供で販路拡大

1553 滋賀県 森島石油 子育て世代に優しい店舗づくりによる新規顧客獲得

1554 滋賀県 株式会社　冨来郁 9160001022127 フードプリンター導入で特別感のあるオリジナル商品を全国へ

1555 滋賀県 整体院華 店舗機能向上と筋力向上メニューによる客層拡大と定着化事業

1556 滋賀県 株式会社みんなの奥永源寺 8160001020073 「健康博覧会2023」展示会出展による新たな販路の開拓事業

1557 滋賀県 洋服のリフォーム キャット 試着室の充実とプライバシー確保と見つけ易い店頭で顧客確保

1558 滋賀県 矢野ピアノ教室 看板設置、教室外装リフォームにより集客・売上増加を図る

1559 滋賀県 山路酒造有限会社 7160002007384 顧客ニーズに応える新商品！パッケージデザインで商品訴求力UP

1560 滋賀県 かくれんぼ 新メニュー開発および広報による販路開拓

1561 滋賀県 株式会社お米の家倉 3160001019252 手軽に健康・美容をサポートする冷凍発芽発酵玄米おにぎり事業

1562 滋賀県 ドングリ工房 実店舗の開設と販促となる看板塗装車で集客UP

1563 滋賀県 ヘアーサロンタナカ 県下初、最新イオン化スチーム機導入で新規顧客獲得事業

1564 滋賀県 まきの館 地域の魅力を体験できる個人旅行の販路拡大

1565 滋賀県 みなくちファーム 土も地域も乳酸菌で元気に！地域資源を活かした乳酸菌資材の開発

1566 滋賀県 有限会社にしじま 1160002007753 看板設置による新サービス広告

1567 滋賀県 株式会社vinos 1160001023537 チラシ・パンフレットを活用した広告宣伝による集客アップ事業

1568 滋賀県 hair place kiti.. 「美は心と体の健康から」ヘアサロンとエステの融合化事業
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1569 滋賀県 有限会社　辻電機工業所 4160002009706 エーミング作業の実施による販路拡大事業

1570 滋賀県 株式会社味好 6160001006099 もっと地元に愛される焼肉店へ、新メニューとテイクアウトの導入

1571 滋賀県 株式会社寺新鶏肉店 3160001001342 個人客獲得・売上拡大に向けた営業体制の再整備事業

1572 滋賀県 稲垣工業 上下水道等の住宅改修工事の受注拡大を目指す

1573 滋賀県 特定非営利活動法人結びめ 2160005009416 受入れ人数の拡大と体験プログラムの魅力化による利用客の増加

1574 滋賀県 ブーランジェリーコフレ 地元食材にこだわった地域密着ベーカリーカフェのオープン

1575 滋賀県 有限会社昭和モータース 9160002006582 まちのくるま屋が地域の車社会を支える最新設備導入で顧客獲得

1576 滋賀県 よばれやんせ。 真空包装機で生産性向上と物販商品の新規開発で販路開拓

1577 京都府 HOTCHOP speedshop パワーリフト導入による業務効率化と新たな顧客獲得

1578 京都府 永谷茶業株式会社 3130001037926 石臼挽き有機宇治抹茶製造設備導入による海外販路開拓事業

1579 京都府 洋食屋AKIRA ワインの充実による新顧客層の獲得並びに客単価アップへの取組み

1580 京都府 丹波ワインハウス事業株式会社 4130001035012 オリジナル商品と自社ワインＰＲが図れる店舗改装による売上拡大

1581 京都府 Ishca 有機食品を使用したペットフード事業開始の周知と拡大

1582 京都府 JAHPONLAND アーチ設置と，ワークショップスペースの整備による販路開拓

1583 京都府 株式会社ラッキーリバー 7160001016683 ドローンを活用した新規ビジネスを広くアピールし新規顧客の獲得

1584 京都府 プライベートエステサロンフェリーチェ 店舗拡大とシミ対策メニュー導入による新規事業展開

1585 京都府 田嶋鉄工 新たな工作機械導入による家具資材製作分野の強化

1586 京都府 森工 最新鋭のTIG溶接機導入による「アルミ加工分野」への参入

1587 京都府 アビアス京都 廃菌床育ちのカブトムシプロジェクト

1588 京都府 角屋 走る看板で地産地消の新メニュー「熊しゃぶ」をPR！

1589 京都府 m.CHIMA CAFE プチ・チーズケーキシリーズ販売でついで買いによる売上向上

1590 京都府 株式会社　ディライトワークス 4120001152725 オリジナル企画・天然素材使用「バッグブランド」の新規販路開拓

1591 京都府 いとゐ菓子舗 「味土里」だけじゃない！新商品開発による販路拡大

1592 京都府 西山鍼灸院 お試しプランによる顧客獲得と顧客ニーズに応える院内改装計画

1593 京都府 舟屋の宿　蔵 新たな旅行スタイルに対応する宿泊施設の整備と新サービスの開始

1594 京都府 urujyu フランスの展示会「WASHOKU」出展とオランダ販路開拓

1595 京都府 株式会社京一屋 1130001057380 米の需要変化に対応した、ブランド価値向上のための販路開拓事業

1596 京都府 京葱ＳＡＭＵＲＡＩ株式会社 8130001064833 新規販路開拓とホームページ・会社案内のGLOBAL化

1597 京都府 株式会社八進フードセンター 1130001056928 南丹市内のすべての車に安全と快適さを！

1598 京都府 株式会社ゲットバリュー 7130001040884 切り絵おみくじの製造販売と切り絵作家とのコラボレーション事業

1599 京都府 さかき神経整体院 チラシのリニューアルによるコロナ禍からの回復

1600 京都府 株式会社フロンティア 3130001049475 「経営計画教室」の開設による経営サポート業務の販路開拓

1601 京都府 有限会社　ギャラリー北野 5130002029623 憧れのオーベルジュと高級料亭　～食を彩る洗練された美しい器～

1602 京都府 DANCE STUDIO SUN 社会人からシニア世代の顧客獲得の宣伝活動

1603 京都府 e.g. u. 販路拡大に向けた拠点展開＜体験型庭園スペース＞創造事業

1604 京都府 リラクゼーションサロン 長岡京唯一のロミロミサロンの知名度向上の為の取組み

1605 京都府 TOCCO LED脱毛器導入による出張脱毛サービス事業の開始

1606 京都府 ラウンジ21 新規メニュー確立のための設備投資

1607 京都府 株式会社YKS 9130001056813 プラグ生産用の金型製造委託により、競争力維持と販路開拓を図る

1608 京都府 株式会社太田工務店 5130001009080 おうちキャンプリフォーム事業の新規顧客開拓

1609 京都府 まるよし建築 「薪ストーブ展示場」による古民家リノベーションとの相乗効果事

1610 京都府 日本料理　閑清居 テイクアウトメニューの販売強化による新規顧客の拡充

1611 京都府 株式会社宝樹 5130001071015 食品自動販売機営業用パンフレット及びＬP作成による販路開拓

1612 京都府 京和工業 アルミニウム溶接機導入による新たな売上の柱の構築

1613 京都府 宮眞株式会社 4130001040763 自社ブランド「kinudian」の新商品開発事業

1614 京都府 とんぼ 昼飲みや喫茶としても利用できる新スタイルの居酒屋を目指す

1615 京都府 株式会社前広 4130001052940 地域初の常設リノベーションモデルハウスを用いた集客

1616 京都府 LIFE FORCE（十色　WEED） 起業後初の春に向けて！新入生一挙獲得、両事業まとめてプラン！

1617 京都府 Garage　REIFEN 地域密着自動車販売店への新たな取り組み

1618 京都府 メナード化粧品　光の四季 絆と出会いを大切に、人に寄りそえる清掃事業の新規展開

1619 京都府 株式会社　岩井工務店 8130001036592 液状化危険度が高い狭小地に対する地盤改良工事体制の拡充

1620 京都府 吉田農園 農産物加工による六次化推進事業

1621 京都府 アートソーイングサービス 事務所のショールーム化による、新たな層の集客力と商談力アップ

1622 京都府 髙塚鍼灸治療院 男性向け脱毛事業の新規立ち上げによる販路開拓事業

1623 京都府 京都美山ホクホク堂 美山の観光需要獲得！芋菓子のイートイン付店舗による販売力向上

1624 京都府 おばんざい酒処　中楼田 キッチンカー事業開始による売上向上
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1625 京都府 有限会社吉川工務店 3130002025335 ショールームの改装による無添加住宅の認知度の向上及び販路開拓

1626 京都府 まつした鍼灸整体院 広告宣伝を活用した新メニュー開発・周知による販路開拓

1627 京都府 住宅情報センター有限会社 1130002025551 仕入れ物件の獲得強化と販売物件の増加による新規顧客の獲得

1628 京都府 カラダナチュラル 地域に根差したギタースクールの開校

1629 京都府 個別指導ネクステ 見守りカメラを用いた家庭教師サービス

1630 京都府 泊まれる小料理屋　与一 いけす新設、駐車場整備、導線バリアフリー化による販売拡大事業

1631 京都府 Hilo Enterprise合同会社 7130003007122 1人でも多くのガン患者を救う免疫治療情報システムの開発

1632 大阪府 株式会社エース・クリーンハート 1120101057091 新規内装工事の導入で、自社の多能工化による受注拡大

1633 大阪府 にしだ鍼灸整骨院 磁気刺激治療器の導入による顧客満足度向上＆新規女性患者の獲得

1634 大阪府 河内国ファクトリー 南河内フルーツを使った加工品の新商品開発及び販路開拓事業

1635 大阪府 Dormir 水素吸入機の導入によるサービスの品質向上

1636 大阪府 5c整体 妊活産前産後ケア専門院 女性施術者による妊活産前産後ケアを認知させるための活動

1637 大阪府 和洋空間居食屋いさりび富田林店 看板工事とチラシ販促によるランチ顧客の増加計画

1638 大阪府 整体トレーニング　楽笑 環境改善と、整体×トレーニングの認知度向上による集客UP

1639 大阪府 bibibi オンラインプログラミング学習サービスの開発

1640 大阪府 株式会社リサイクルジャパン 1122001022794 設備導入による銅リサイクルに繋げる作業確保、効率化、利益向上

1641 大阪府 ヘアーフォルム 自動温熱整体マシン導入で、美のトータルサポート拠点を目指す。

1642 大阪府 産前産後専門治療院Kurumi HP・チラシ新設で妊活推進！マタニティ整体院を全面にアピール

1643 大阪府 有限会社VoiceJapan 2120102015790 カスタムマフラー内製化の事業展開

1644 大阪府 株式会社千手組 7120101033772 高齢者向け住宅リフォーム事業＆社寺への相談窓口を開設

1645 大阪府 合同会社リアル 3120903002441 チラシで販路拡大SNS映えする飲むわらびもちキッチンカー事業

1646 大阪府 株式会社Ｋ－ＴＥＣ 9120901043928 お客様からのＳＯＳに即対応！現場修理を可能にする販路開拓事業

1647 大阪府 Office　tetote 地域と世界に笑顔を届けるコーヒー豆専門ECサイト作成

1648 大阪府 有限会社アーキシステム 6120102017817 建替、リノベーションの成約を目指す顧客DBMS構築とPR活動

1649 大阪府 合同会社ともしび 1120103004125 目指せ地域NO.1!「女性悩み解決サロン」の新規開拓事業

1650 大阪府 株式会社埜田建商 6120101049968 「外壁タイル剥落防止」の地道な販路開拓等の取組と賃上げ施策

1651 大阪府 株式会社大和紙販 2120101044254 紙エコファイル導入によるSDGｓブランディング強化と新規開拓

1652 大阪府 オドリマッセ 自社オリジナル社交ダンス用ドレスの開発と販路開拓事業

1653 大阪府 株式会社福井興業 4120101055860 パンフレット作成、チラシによる協業開拓、販路拡大計画

1654 大阪府 株式会社ペットバリエーション 5120901031093 店舗改装・HP制作でリアルとオンラインの融合で販路開拓

1655 大阪府 Rapport 製造拠点を整えて地域資源を活用した販路と業務の拡大をめざす

1656 大阪府 いちまる リターナブル容器でのざる豆腐に関する普及活動

1657 大阪府 株式会社GEEK  TRADE 6011101090650 自社ブランド立上げによる卸売販売からの脱却と販路拡大

1658 大阪府 株式会社朝日屋 2120101030700 朝日屋２階大広間少人数対応に改修する為の補助事業工事

1659 大阪府 いま旬 サンチュを適した温度で配送するための普通車の改良

1660 大阪府 ぐーちょきぱんじゃ 自販機で販売開始！天然酵母の美味しい冷凍パンによる売上向上

1661 大阪府 VOW合同会社 2122003001977 「ai姿勢解析装置」を導入し、顧客LTVアップを図る事業

1662 大阪府 有限会社　森商ホームキーパー 1122002012002 ターゲット層への宣伝活動を強化し、事業内容の認知度向上を図る

1663 大阪府 株式会社iコーポレーション 8120101045635 新たな健康増進婦人靴製造体制確立による地域雇用創出事業

1664 大阪府 からあげ酒場 ゆうちゃん キッチンカーでのクロッフル移動販売による多角化戦略で売上拡大

1665 兵庫県 浅霧水道設備 町の水道屋さんが行う配管クリーニング事業による新規顧客の獲得

1666 兵庫県 株式会社丸富 8140001100356 トラック運送事業者の法人向け洗車サービスの参入

1667 兵庫県 リーガル地所株式会社 9120001183294 物販およびテイクアウト専門店舗の新設

1668 兵庫県 まどの学習塾 勉強が苦手な生徒限定！個別指導塾整備・広報により生徒獲得計画

1669 兵庫県 ハチポチトレーディング 展示会に出展し、集客力のある販売店の販路開拓

1670 兵庫県 Heartbeatscoffee 自家焙煎コーヒー豆販売開始・新メニュー考案による販路拡大

1671 兵庫県 株式会社　河南勇商店 2140001041688 一目で丹波篠山の魅力を伝えるデザインで加工品の販路拡大

1672 兵庫県 株式会社ライフメンテナンス 2140001064466 工場（事業所）向け「太陽光発電パネル洗浄事業」の拡大

1673 兵庫県 おたからや　リバーシティー前・細江店 遺品整理サービスの開始とその広告による販路拡大・集客力強化

1674 兵庫県 竹田農場 新規顧客開拓のための直売所案内看板の設置

1675 兵庫県 西岡自機センター 若年層を中心とした新規顧客の開拓

1676 兵庫県 安冨白土瓦 ウィズコロナ期に対応した体験部門強化による新規顧客獲得

1677 兵庫県 黒井企業組合 3140005008063 油外販売メニュー強化及び新規顧客開拓による収益力強化事業　

1678 兵庫県 株式会社中尾久吉商店 7140001085144 新商品製造と販路開拓の為のHP構築・カタログパンフレット配布

1679 兵庫県 すぷりんぐ株式会社 4120901038742 機械器具設置工事のワンストップ・短納期体制強化と販路拡大

1680 兵庫県  株式会社ＴＯＴＡＬ　ＰＬＡＮミヤモト 7140001102287 ３DCAD導入による高付加価値サービス実現と生産性向上
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1681 兵庫県 JOHNNY’S AUTO SERVICE 店舗エントランスとショールームの設置による販路開拓事業

1682 兵庫県 民宿　みはら 地産魚介類の内作加工とオンライン販売による宿のブランド力向上

1683 兵庫県 株式会社夢の 4140001119697 企業利益と地域貢献を両立する空き家売買事業の周知及び顧客獲得

1684 兵庫県 アクアショップリンク 店舗入口の改装による当店認知度向上と売上拡大に向けた取り組み

1685 兵庫県 寺谷酒店 新たな販売方式の確立による販路拡大事業

1686 兵庫県 SHINARI 事業継続のための展示会出展と生産性向上事業

1687 兵庫県 スズキカンバン 新設備導入による業務効率化と新事業展開による売上拡大事業

1688 兵庫県 たさうら 展示場リニューアルによりお客様に新しいカタチの提案を提供する

1689 兵庫県 和心。 顧客高齢化に対応した商品提供と顧客満足度向上による売上拡大

1690 兵庫県 お寿司屋　原田 店舗改修による年配利用客増加と従業員の作業効率改善計画

1691 兵庫県 武道・格闘技・フィットネス ZERO4 武道部門強化のための情報発信事業

1692 兵庫県 株式会社丹波篠山大内農場 3140001042025 いちごハウスカフェを用いた観光事業の再構築と新商品の開発

1693 兵庫県 有限会社敷津工作所 1140002061843 自社PRの大幅強化による新規取引先開拓及び体制強化の取組み

1694 兵庫県 白椿 店舗の特色を押し出したわかりやすい看板でお客様の誘導促進

1695 兵庫県 株式会社カワノプラスチック 1140001086156 海洋性生分解性プラスチックを利用した新製品の金型開発と販売

1696 兵庫県 志乃さ起 地域に根付いたコミュニティが形成できる飲食施設の販促等事業

1697 兵庫県 株式会社RE・X 9140001056845 ジビエを用いたペットフード店　認知度向上による売上拡大計画

1698 兵庫県 有限会社奥山精密 7120002049133 ホームページ刷新と測定値伝送の自動化による新規顧客開拓の強化

1699 兵庫県 有限会社河西ふとん店 1140002046290 唯一無二の木綿製品へ仕立て直し提案によるリメイク市場開拓計画

1700 兵庫県 吉田建設株式会社 7140001075979 ICT導入による生産性向上と公共・民間工事の受注拡大の取組

1701 兵庫県 株式会社カンベ自動車 9140001094382 「自動車販売店に併設しているアウトドアショップ」の告知・宣伝

1702 兵庫県 株式会社西山畳商会 8140001104398 独自サービス（畳屋のファクトリーインショップ）の告知・宣伝

1703 兵庫県 株式会社CmC 3140001118221 お餅屋の餃子商品開発と製造体制の構築

1704 兵庫県 FRESHLY 新規顧客獲得キャンペーンの告知チラシの作成・配布

1705 兵庫県 丹波路ブルワリー オリジナルビール造り体験及び新商品（缶ビール）の開発事業

1706 兵庫県 有限会社的場石材 1140002039179 高付加価値な石材加工新サービス開始による経営力強化

1707 兵庫県 ボーシュマン アフターコロナを生き抜く為に新メニュー販売スペースの創造！

1708 兵庫県 みちかけ葡萄酒店 豊岡ぶどうを使ったワイン造りによる販路開拓

1709 兵庫県 Terumi Rose Jardin モデルガーデンへのカフェ併設による販売促進事業

1710 兵庫県 雪岡市郎兵衛洋菓子舗 チャンスロスを解決する「味変ソース」の商品開発

1711 兵庫県 美弥づ旅館 安心安全なトイレ改修と新規顧客獲得広報活動

1712 兵庫県 TOTAL PHOTO LIFE サンダ クオリティーの高い撮影技術による顧客満足度の向上と売上増加

1713 兵庫県 アロマピア 全国版雑誌広告掲載による通販サイトの新規顧客増加

1714 兵庫県 株式会社淡路の島菜園 8140001095282 グリナリウムグレイナリーへの自動販売機導入による売上向上計画

1715 兵庫県 株式会社デアリング計画 1140001120740 焼肉店の焼肉のタレネット販売事業展開

1716 兵庫県 恋路 座敷から椅子席への店内改装による来店客増加計画

1717 兵庫県 平野製麺所 映える赤しそ麺と淡路島特産品スープの開発による販売促進

1718 兵庫県 株式会社小林水産 6140001126741 塩度コントローラー導入による塩分控えめシラス干しの販路開拓

1719 兵庫県 山名酒造株式会社 2140001041358 地域産の酒造好適米を100％使用した新定番商品の開発・PR

1720 兵庫県 有限会社聖 2140002037801 冷凍商品の開発と冷凍自販機導入による販路開拓

1721 兵庫県 KOMOREBI 移動販売車両導入による「待ち」から「攻め」の対面事業

1722 奈良県 農事組合つげ本舗 高齢の買物弱者へ向けた都祁「老婆の休日」直売所の看板設置事業

1723 奈良県 Hair Make Rita 新メニュー開発のための機器導入と新規顧客獲得事業

1724 奈良県 Nail Salon TOPAZ Nail Salon TOPAZの新規顧客開拓プロジェクト

1725 奈良県 株式会社グランデ 5150001015218 新店舗「番屋カフェ」認知度アップのためのPRチラシ作成事業

1726 奈良県 青倉建築設計事務所 空き家をリノベ！時々コーヒースタンド、憩いの拠点づくり

1727 奈良県 ドルチェ＆バル　コレガーレ 食材と縁で結ぶ、地域密着型洋菓子店の販売促進活動

1728 奈良県 KOKONOTSU 毎日がキラキラする「花束」の様な手染めの洋服を世界中に届ける

1729 奈良県 酒とChocotto 美と健康を求める顧客へ！健康メニューPR・店舗改装でCS向上

1730 奈良県 ブーランジュリ　プチブーケ 映える新商品フルーツサンドで営業利益率の向上を狙う

1731 奈良県 ふくしま接骨院 健康をサポートする接骨院を広報し、売上、利益率の向上を狙う

1732 奈良県 オフィス上田 急速冷凍で可能に「薪窯料理を自宅で再現」するECサイト事業

1733 奈良県 合同会社ぬくみ 4150003002355 周りを笑顔にする奈良発アクアリウム事業ブランド化の基盤構築

1734 奈良県 上田化学工業株式会社 9150001009232 粉砕機導入による不良品の再資源化「３Rプロジェクト」

1735 奈良県 そうめん處森正 お客様の満足度アップを目的とした甘味メニューの充実

1736 奈良県 有限会社セラヴィ・ヨシカワ 4150002007058 「高齢化社会に必要な補聴器専門店が近隣にあるというPR作戦」
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1737 奈良県 木村ナーセリー 室内栽培で洋風花木・野菜の自家栽培！新たな地元販路の獲得

1738 奈良県 メガネセンターカジ 親子3世代で通う店へ！新サービス＆最新機器導入で来店者数UP

1739 奈良県 株式会社S・I 8150001018440 淡水魚販売システムの導入によるアクアリウムの新たなニーズ対応

1740 奈良県 ＮＡＶＹ　ＷＡＧＯＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ ステイハングリー！『ハワイアンプレート』販路開拓事業

1741 奈良県 M3AFIT アクティブな女性に向けた気軽な総合格闘技ジム認知アップ事業

1742 奈良県 有限会社岩谷容器 1150002006764 SDGｓやコロナ禍に対応！新商品ESICABOX販路開拓事業

1743 奈良県 有限会社リ・ターン 8150002007095 気軽に相談出来る介護caféサロン！介護事業が発展する新事業

1744 奈良県 町家ゲストハウス三輪 檜浴槽設置（耐久性UP）と客室防音対策と安全な手摺の設置事業

1745 奈良県 藤本畳店 そうだ！畳を替えよう！畳をもっと身近に！畳業界に更なる光を！

1746 奈良県 café neutral 合格祈願！縁起と駄洒落に懸けるレトルトカレーのweb通販事業

1747 奈良県 福井椿寿園 電気窯導入によるお客様と共に楽しめるサービス展開

1748 奈良県 誠陽建設株式会社 7150001015496 常設展示場PRによる新規顧客獲得事業

1749 奈良県 株式会社堀内果実園 3150001018429 過疎地の余剰果実を活用した”フルーツ餡”の開発・宣伝事業

1750 奈良県 シモサコ果樹園 選果作業のオートメーション化内製化と有機ブランドラベルの試作

1751 奈良県 N-MAGIC 車好き顧客へ！愛車を自分だけの車へカスタムサービスPR事業

1752 奈良県 特定非営利活動法人ハンサムガーデン 5120005011744 大和高原有機栽培レタス増産と都市部市民への販売力強化事業

1753 奈良県 柿本家 「質重視」の顧客獲得の為サービス導線と連絡導線の内部強化事業

1754 奈良県 熱撮り！Stadium チラシの作成と、プロ仕様のカメラ、レンズ、ドローンによる撮影

1755 奈良県 民宿北村 地産食材による新たな鍋料理の提供と、民宿での快適空間創出事業

1756 奈良県 下出豆腐店 ワンランク上の豆腐屋を目指した、目玉商品の開発事業！

1757 奈良県 げんきな果実工房 シール作成機導入で、多品種少量のオリジナル商品開発と拡販

1758 奈良県 三弦 革新的機能で実現！最新機材導入による新規顧客獲得事業

1759 奈良県 にしかぜ珈琲豆店 自分好みに焙煎！顧客体験型小規模コーヒーシェアロースト事業

1760 奈良県 株式会社　内藤 8150001020883 地元で愛されるパン屋の駅前2号店の周知による販路開拓事業

1761 奈良県 クリスタルハウス 顧客ニーズの上をいく名入れサービス　カラフル彫刻で心躍る

1762 奈良県 株式会社ヴァレイソーイングジャム 4150001025151 ソーイングは未来を作る習い事！6歳から通える子供洋裁教室事業

1763 奈良県 hair salon Laughter 北欧風隠れ家サロンで「美」を通して笑顔になれるサービスの提供

1764 奈良県 株式会社　藤井百貨店 7150001013335 メイクレッスン会開始と感染対策試着室による売上拡大事業

1765 奈良県 ヤマヤ株式会社 9150001013622 サスティナブルな靴下工場を目指して！新事業への取り組み

1766 奈良県 株式会社　創喜 2150001019601 インバウンド及び地域活性化の為の産業観光活性化事業

1767 奈良県 株式会社  ラペスカ 2150001025590 体も心も健康へ導くパーソナルジム＆ダイエットエステ総合サロン

1768 奈良県 Leather　Works　Off　Beat 機材導入で商品展開の拡大。HPでの情報発信による認知度上昇。

1769 奈良県 alm 新型故障診断機の導入と店舗看板の新設による新規顧客獲得事業

1770 奈良県 リサイクルマート「プラス」西大和店 ブランド品、貴金属、古酒の３品買取強化による新規顧客獲得事業

1771 奈良県 合同会社PROP 4150003002256 居住空間にマッチした吉野木材のオーダーメイド家具販売PR事業

1772 奈良県 まきもと 改装による席数アップと新調理器具導入による収益アップ事業

1773 奈良県 静亭 新たな主力商品（プレミアムおにぎり）の開発と販路開拓事業

1774 奈良県 舟形家 老舗和菓子屋の新たな取組「葛あいすばー」で売上アップ事業

1775 奈良県 くにす食堂 ベーグルで丸く繋がる喜びの輪、地域初のベーグル専門店化事業

1776 奈良県 吉野シェアリングスペース結 古民家で宿泊！プライベート空間も維持したリノベーション事業

1777 奈良県 レストラン里 カフェタイムにインスタ映えを求める女性顧客獲得新規事業

1778 奈良県 弓絃葉 体験メニューが充実！古民家カフェがおこなうファンづくり事業

1779 奈良県 合同会社キュリオ・コフレ 3150003001548 地域の良さを活かした体験プランで思い出つくりの宿へ

1780 奈良県 株式会社紀伊スタイル 1150001023554 地域事業者間連携を図り新たなコラボ商品開発による販路開拓事業

1781 奈良県 今西商店 古民家民宿とデイキャンプ場でレジャー客取り込み増強事業

1782 奈良県 西本建設・コテージＪＩＮ 物品の強化とイベント開催等による顧客サービスの向上

1783 奈良県 prana 薪窯で焼き上げた天然酵母パン製造販売のための体制構築

1784 奈良県 コクウ 天川村の自然を活かした陶器の製造に向けたソフト・ハードの整備

1785 奈良県 ジビエペットフード店　JACK 見た目が可愛く、安心して購入できるジャーキーの製作

1786 奈良県 Moon Rounds woodworks 受身経営から脱却！ブランド強化による新販路の確立

1787 奈良県 ディアオート 関西の顧客に動画で！紙媒体広告物で地元顧客へ！新サービスＰＲ

1788 和歌山県 福林電気 来店顧客スペースの設置で地域貢献、販売促進、業務効率化を実現

1789 和歌山県 都度払い制 beauty & careSalon de Re Birth 痩身メニュー開発による、新規顧客の開拓とリピート率向上

1790 和歌山県 合同会社ＵＴＡＧＥ 2170003001720 閉店した地元喫茶店を復活、全世代の新・昭和レトロのたまり場に

1791 和歌山県 井戸健治建築研究所 BIM・モデリングソフトを活用したデザイン力強化と業務効率化

1792 和歌山県 株式会社K＆M 6170001011354 店内完全個室化による売上の再構築計画
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1793 和歌山県 紀州葵農園 先２０年を見据え倉庫を加工場に改装。加工業への本格参入。

1794 和歌山県 がけっぷち 高齢者向けテーブルの導入とトイレ改装によるおもてなし向上計画

1795 和歌山県 株式会社Toiro 3170001401643 顧客のオンライン環境課題を全般的に解消可能な新サービス展開

1796 和歌山県 合同会社ゆあさドライビングスクール 3170003001232 市場拡大が見込まれ安定した収入源となる高齢者講習の実施

1797 和歌山県 井藤かまぼこ店 安心安全なひら天を皆さまのご家庭へ

1798 和歌山県 林農園 無花果ジャムの製造・販売を通じた食品ロスの削減、売上拡大事業

1799 和歌山県 NAVY 新サービス「みんなで作る道の駅ドットコム(仮称)」の周知事業

1800 和歌山県 ファッションハウスOOKA 商品の良さを画像データ化、SNSで発信することで販路拡大。

1801 和歌山県 ANNIE 新サービス開始のための店舗改装事業

1802 和歌山県 ヨガ教室　眞美 スタジオ看板を利用したオリジナルヨガ周知活動による集客計画

1803 和歌山県 きとら農園 粉山椒の加工量強化による売上拡大計画

1804 和歌山県 お宿　南峰庵 縁と縁を紡いでいく古道具と憩いの空間創業事業

1805 和歌山県 GREEN　AUTO 【地域課題の解決】荒れ地となった田畑の整備事業

1806 和歌山県 有限会社キヨモト 1170002010905 ブラストチラー＆冷凍自販機の導入による売上拡大事業

1807 和歌山県 株式会社　大希 8170001015964 コロナ禍にも対応した新規顧客獲得企業ブランディング販路拡大

1808 和歌山県 東陽染業株式会社 8170001010684 最新型染色試験機の導入による新規受注拡大事業

1809 和歌山県 株式会社FJCRAFT 9170001013793 CADスキャナー導入による新商品開発及び売上拡大事業

1810 和歌山県 山本農園 桃農家によるテイクアウト型フードロススムージーの提供

1811 和歌山県 Café de Ricca 屋外テラスを設置してペット同伴のお客様の誘客を図る

1812 和歌山県 株式会社ノット 1170001016952 ファミリー層の取り込みとサイト拡大による売上アップ事業

1813 和歌山県 岸酒店 「希少地酒の取り扱い銘柄増強による販路開拓事業」

1814 和歌山県 有限会社　西林商店 2170002007215 「紀州材」を使った自社商品（木材・加工品）の販路開拓事業

1815 和歌山県 お食事処しのぶ 安心安全な店舗環境が生み出す新たな顧客獲得事業

1816 和歌山県 弁天丸 新規ゲストハウス事業による新規顧客獲得と顧客満足度向上事業

1817 和歌山県 まんぷくフードサービス株式会社 1170001013470 販売環境の変化に対応！新たな販売方法で、販路拡大！

1818 和歌山県 ひらたバイオラボ 組織培養苗の生産で和歌山から世界を目指すための新たな取り組み

1819 和歌山県 株式会社みずも 9170001015575 古い空倉庫活用を提案するショールーム兼自社オフィスの新設

1820 和歌山県 有限会社紅葉屋本舗 5170002011759 提携先と固有社記号を連携して資本を入れず売上をアップする。

1821 和歌山県 たい島 ＳＮＳの声を活かした人気メニューの販売拡大

1822 和歌山県 みさきロッジニシダ 最上階「１組限定和室」部屋をより特別に！グレードアップ大作戦

1823 和歌山県 株式会社　愛須商店 1170001008512 大型冷蔵庫の導入による販路拡大とロスの削減

1824 和歌山県 農家民泊未来農園 農業体験時のレストスペースを設置し、顧客満足度を向上させる

1825 和歌山県 中平農園 更なる新規販路開拓のための作業効率化機械の導入

1826 和歌山県 株式会社しもじ 1170001015211 Withコロナで目指す､当店の新しいカタチによる売上アップ事

1827 鳥取県 fujinchi 営業ツールの刷新による女性客獲得のための販売促進事業

1828 鳥取県 resilience 地域資源を活かした宿泊と新プランによる客単価向上と新顧客獲得

1829 鳥取県 ドクトルストーン ハウスクリーニングの提供と情報発信による新規顧客の確保

1830 鳥取県 春の柚 BtoBに向けた販路開拓及び商品の品質向上と量産体制の整備

1831 鳥取県 こだに林道 小規模林業に向けた小規格作業道づくりの効率化による受注の促進

1832 鳥取県 CUBE ONE 株式会社 4270001004622 カジュアルギフト用の新商品開発に向けた設備導入及び販路開拓

1833 鳥取県 WAKU coffee 『自家焙煎ワク珈琲』店の開設による新規顧客獲得と売上高増加

1834 鳥取県 株式会社MONOスタジオ 5270001008317 近隣消費者への板金事業認知拡大と元請受注増加による売上拡大

1835 鳥取県 さくらメモリア株式会社 9270001008016 新サービス提供による売上向上及び1社依存体質からの脱却

1836 鳥取県 凛々 売上・収益向上を目指した新商品・サービス提供及び販路拡大

1837 鳥取県 清水鉄工所 設備導入・販促強化による個人受注の獲得及び売上・収益の拡大

1838 鳥取県 株式会社LAFITA 3270001008368 FIAT500専用のスーパーポップな商品群で生涯顧客を獲得！

1839 鳥取県 株式会社　はまもと工務店 5270001007946 気配りの行き届いたサービス開始による信頼獲得と販路拡大計画

1840 鳥取県 湯梨浜無人航空そらあい 農薬散布サービス開始による販路開拓

1841 島根県 スナック良 看板設置による弱かった温泉宿泊客の集客事業

1842 島根県 内田美容室 高快適シャンプー台を活用した新サービス提供による販路開拓事業

1843 島根県 井上養鶏場 玉子用自動販売機の追加導入による一般顧客への販売拡大事業

1844 島根県 Dog school～縁～ 設備改修による犬の幼稚園としつけクラブの受入れ頭数増加事業

1845 島根県 農家民宿やんちゃんの里 女性に買ってもらえる「どぶろく」づくり事業

1846 島根県 株式会社勝部建築 2280001006958 海上コンテナをお店にした物品販売事業

1847 島根県 STEALTH PR看板設置と展示場の有効活用による認知度向上と販路拡大事業

1848 島根県 大梶そば 当店独自の出雲そばのテイクアウト開始による新たな顧客獲得事業



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9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。

1849 島根県 有限会社山光技研 5280002006319 多様な検査ニーズへの対応の為の新機器導入による売上増加計画

1850 島根県 株式会社グリーンひだまり 1280001005317 高齢者の憩いの場となる飲食部門による販売拡大事業

1851 島根県 理髪処美肌処やまだ 年間を通じた女性シェービング顧客獲得事業

1852 島根県 有限会社あがわ 6280002006210 仕出し客向けの来店PR強化と入店いただきやすい店舗づくり

1853 島根県 株式会社yakuroma 9180001144712 目指せ『待たされないかかりつけ薬局』離島薬局改革プロジェクト

1854 島根県 フローラ美容室 高機能促進器の導入による「髪に優しい施術サービス」の実現

1855 島根県 合同会社里山インストール 4280003001559 流通用石州サウナロウリュタイルプロダクトの開発

1856 島根県 株式会社MitsuFisherman’sFactory 7280001008677 事業の多角化を目指した自社店舗の整備

1857 島根県 有限会社浜工務店 1280002009614 ワークハンド導入により、幅広い新規工事受注に繋げ売上アップ！

1858 島根県 ライフスタイル お庭のトータルコーディネートのPRによる販路開拓事業

1859 島根県 配食のふれ愛　出雲店 冷凍メニュー取り扱い開始による配達エリア拡大事業

1860 島根県 d’evouement 地元企業へ献身したい！開業したてのコンサル業PR強化の取組み

1861 島根県 株式会社やさかむら 5280001007838 業務用苔シート製造による売上・販路増加計画

1862 島根県 ダイニングPOND 気軽にちょっとお食事スペースの確保によるファミリー層の獲得

1863 岡山県 株式会社後藤テック 9260001021556 営業ツール整備で競争力強化と経営力向上への取組み

1864 岡山県 里庄小型 電子制御装置整備への対応と若い世代の顧客獲得

1865 岡山県 有限会社クリーンオイルサービス 9260002017834 原油高を好機と捉えた販路開拓及び再生油の販売開始

1866 岡山県 株式会社　アグリケイエル 7260001031739 高級食材マコモタケを小売業への販促を通して全国展開を図る

1867 岡山県 近田工業 建設業が新たに行う飲食事業での新規顧客獲得と販路開拓事業

1868 岡山県 ウシマドゲストハウスねんどころ コロナ禍を見据えた宿泊施設の一棟貸しによる販路開拓事業の実施

1869 岡山県 松野屋食品株式会社 7260001020840 岡山県産素材を活かした甘味商品ラインナップ強化による販路拡大

1870 岡山県 株式会社K.Tホーム 2260001021967 産業等用モノレールのレール架設工事による売上拡大

1871 岡山県 LF DESIGN 線画イラストのグッズ販売で売上UP

1872 岡山県 株式会社粉屋 3260001023211 ほるやんバーベキュー倶楽部　新サービスを通じた販路開拓

1873 岡山県 株式会社ワークス備前 9260001028675 安心安全な食事の提供と豊かな食材の提供で経営力向上の取組

1874 岡山県 株式会社勝浦建設工業 1260001019649 小規模民間工事受注による隙間時間の活用！

1875 岡山県 福本精工株式会社 2260001025919 HP開設と基板とソフトの入替でお客様のご不便を解消する事業

1876 岡山県 有限会社髙山モータース 6260002028751 郵便バイクのオーバーホール短納期化による保守整備の受注獲得

1877 岡山県 山本自動車 農家さんの痒い所に手が届く。農機具のメンテナンスサービス始動

1878 岡山県 有限会社西村機械 8260002031456 故障した建設機械等の搬送から修理まで一貫サービスで売上拡大

1879 岡山県 株式会社Hiro Ban・com 9260001035515 未再生原形車に限りなく近い仕上がりで旧車塗装のクオリティ向上

1880 岡山県 株式会社ノーブル電工 8260001007250 空撮・音聴調査によるゴルフ場散水パイプの早期漏水点検事業

1881 岡山県 株式会社小田電気工事 4260001025074 LPガス管工事業進出による電気工事業との相乗効果の取り組み

1882 岡山県 株式会社HACHIYA 9260001036397 女性にターゲティングしたSUV車両販売と販路開拓

1883 岡山県 株式会社TWO LINKS 3260001036543 新規設備導入による自社サービスの拡大及び新規顧客獲得

1884 岡山県 HAIR　SALON　WiLL 店内にインスタスポット設置、ファッション性の高い店舗で差別化

1885 岡山県 国本クリーニング 乾燥機導入による生産性向上と事業所・病院からの新規顧客獲得

1886 岡山県 エンドウ美容室 高齢者・車いすのお客様のためのバリアフリー美容室の展開

1887 岡山県 クローバーファーム 「蜜の妖精」ブランド化のための商品力強化と販路開拓

1888 岡山県 株式会社スズキ自動車販売 5260001036161 次世代自動車対応リフト導入と看板設置で地域密着営業を展開する

1889 岡山県 ito 店舗看板新設・駐車台数の効率化による売上高の拡大

1890 岡山県 KK春名林業 生産性効率アップによる受注増の販路開拓事業

1891 岡山県 One　Family OEM受注に対応したチラシ折込による新規顧客開拓

1892 岡山県 サンドリヨン洋菓子 新商品開発によるオンライン需要への対応強化及び全国展開

1893 岡山県 LaLa トータル内外ケアを提案し新規顧客獲得を行う

1894 岡山県 有限会社須田製材所 1260002030522 ＢｔｏＣ販売開拓のための当社および製造製品のＰＲ

1895 岡山県 株式会社真庭運創研 9260001033832 過疎地域で革新的な技術を活用した鳥獣害対策事業

1896 岡山県 クラバットユキジ株式会社 9260001032553 自社オリジナルの新規商品開発および国内外への販路開拓

1897 岡山県 富岡珈琲 設備導入による商品提供体制強化と取扱商品の拡大による販路開拓

1898 岡山県 おかやまおひさまファーム株式会社 5260001030825 『Ｆarmer‘s　made』のブランド化と販路拡大

1899 岡山県 赤木農園 スマート農法への取り組みと新パッケージによる販路開拓

1900 岡山県 SPORTS CYCLE エバラ 電動アシストマウンテンバイクの魅力を伝える専門店の販売促進

1901 岡山県 hair　salon　Grazie 着付けサービスとヘアセットの組み合わせによる売上拡大

1902 岡山県 株式会社アグリスジャパン 9260001029343 ブドウの効率的出荷体制・独自性をアピールした販路拡大

1903 岡山県 株式会社インテリアノタケ 4260001020728 店舗外壁イメージチェンジ、看板新調による新規顧客開拓計画

1904 岡山県 森永牛乳茶屋町販売店 DXの導入による営業経路見える化で牛乳販売事業の拡大
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1905 岡山県 M’s Garage 一般消費者向けの移動式タイヤ交換サービスによる販路拡大

1906 岡山県 SHIN style サッカースクールを広く知ってもらうためのPRによる売上拡大

1907 岡山県 くまさんの森 非破壊糖度計の導入による顧客信用確立と高価格店舗への販路拡大

1908 岡山県 House Connection お家の外回りの工事ならお任せ！個人受注拡大で売上利益の向上

1909 岡山県 NARS BAKERY 新商品「冷凍パン」の販売で商圏を広げ、売上アップを目指す！

1910 岡山県 有限会社新田興業 5260002031112 個人向け解体工事サービスのＰＲで新規顧客層の拡大に挑戦

1911 岡山県 有限会社豊和コンクリート 6260002031152 コロナ禍で増えるDIY向け製品製造による新たな市場拡大

1912 岡山県 富士アイ、エム、シー株式会社 8260001005709 看板設置による事業認知拡大と運送業者向け営業活動

1913 岡山県 有限会社イープラザ 4260002026245 ECサイトと実店舗、ハイブリッド型の体制を確立し新規売上ＵＰ

1914 岡山県 株式会社トータルエイト 3260001035702 塗装作業の効率化による工期短縮の実現と新たな市場での顧客獲得

1915 岡山県 有限会社湯郷観光ホテル 7260002030772 清潔感ある禁煙客室の整備と禁煙客室プランのＰＲ

1916 岡山県 水路珈琲 菓子製造への取組による販売機会の増大と客単価の向上・販路拡大

1917 岡山県 株式会社　FLC design 1010701023669 アレルゲンフリースイーツの全国展開を視野に入れた展示会参加

1918 岡山県 ヒルゼンミルキー株式会社 9260001022876 小規模OEM推進！「日本一小さな？チョコレート工場」の新取組

1919 岡山県 株式会社NARAZAKI　ke 4260001036716 溶接用３D定盤の導入により高精度な製品を短納期で提供

1920 岡山県 有限会社写真アップル 1260002031388 SNS投稿用データの提供サービスによる販路開拓

1921 岡山県 mon lapin イベント参加による当店自慢こだわり商品PRと電源設備導入事業

1922 岡山県 株式会社ファーストディレクションTAKEKICHI7260001031061 レーザー加工機の導入による生産性向上

1923 岡山県 株式会社横谷工務店 3260001026602 自社パンフレット作成等を活用した子育て世代への新規顧客開拓

1924 岡山県 サポートコーポレーション株式会社 8260001030252 障がいのある子供をもつ親への支援を通し新たな通所者を取り込む

1925 岡山県 あおや 地元の食材を活用した商品開発による販路開拓

1926 岡山県 Bookmark 木材と異素材を組み合わせた家具の製造の周知と顧客開拓

1927 岡山県 株式会社長岡工業 5260001032755 農業者のニーズに応えた新事業への取組み

1928 岡山県 みまさか山村遊学舎 空き家等、地域資源を活用した自炊型田舎体験民泊の拡大、推進

1929 岡山県 三晃株式会社 7140001001555 受注増加と原価高騰の両面に対応するための設備導入

1930 岡山県 有限会社FORZA 7260002033619 デジタル・アナログ両面から行う新規顧客獲得のための販売促進

1931 岡山県 エクステリア赤坂 農地修復サービスを提供し地域農業の継続と活性化に寄与する

1932 岡山県 稲田植物園 高齢農家等の作業全般をサポートし地域農業の継続を推進する

1933 岡山県 株式会社泰仙 3260001012346 新事業「幻の果実」を収穫体験できる観光農園開園による売上拡大

1934 岡山県 日生整骨院 上海家庭料理店の新規開店とテイクアウト・通販の販路開拓

1935 岡山県 鈴木鮮魚有限会社 1260002031801 播磨灘で水揚げされた鮮魚の部位別加工品の生産性向上と販路拡大

1936 岡山県 おやじの海 島遊びのお客様が気軽に立ち寄れる海カフェ改装プロジェクト

1937 岡山県 星尾豆富店 地域の高校と連携した健康感あふれる新商品開発と店頭販売の強化

1938 岡山県 利守酒造株式会社 6260001007293 消費者ニーズに合わせた同業他社と差別化を図る商品開発化

1939 岡山県 株式会社leafect 2011301026937 国内外での啓蒙・露出強化による野草茶での健康な体づくりの提案

1940 広島県 御食事処　旅館　土田 和室宴会場にテーブルとイスを導入し快適空間を演出する事業

1941 広島県 苺デンタル・ラボ・ラトリー CADシステム導入によるデジタル歯科技工業務受注体制の構築

1942 広島県 株式会社HAMZ 8240001055499 車両用タイヤの整備専門化に資する設備投資による販路拡大

1943 広島県 池田被服 ボトルネック工程の改善のため新規設備導入と販路開拓について

1944 広島県 喜久鮨 ホテル開業を好機とする顧客獲得に向けた居心地のよい店舗づくり

1945 広島県 Laughing Beach 独自の広報活動、店舗の利便性向上、新規取扱商品による集客増加

1946 広島県 髪屋のモリヤマ 当店の技術力がまだ未浸透の地区へ情報発信し売上アップを目指す

1947 広島県 クリシェ株式会社 1240001020385 地域密着型子供向けプログラミング教室の開設・集客強化事業

1948 広島県 ECO３６０株式会社 3240001045109 飲食店に依存した売上体系から脱却する為の観賞魚養殖事業

1949 広島県 リーフプラス 閑散期の集客力アップを目指す「いちご狩り観光農園」の事業化

1950 広島県 株式会社宗像工務店 3240001053912 愛着のある古い木造住宅を改修して、今後も快適に住み続ける提案

1951 広島県 インパルスレザーワークス レザー製品の内製化及び店頭販売強化による売上・利益の拡大

1952 広島県 フットケアサロン・ルーエ（Ruhe） フットケアの重度症状の改善ケアサービス提供による新規客の獲得

1953 広島県 鶏笑広島矢野店 オリジナルメニューの開発とSNS連動のチラシによる顧客層拡大

1954 広島県 有限会社佐々木敏郎商店 4240002006901 直売所再開およびテント看板設置による新規顧客の獲得

1955 広島県 株式会社　山建 7240001052992 加工から施工まで自社で行える設備投資と新サービスの認知度向上

1956 広島県 A.R.T HP作成とDMで中小企業向け包括サービス認知度アップ

1957 広島県 ピュア・ハーモニー 「ココロと身体の不調を整える新サービス」展開に向けた設備投資

1958 広島県 YANAGI COFFEE ROASTERS 店頭販売と新商品開発によるコーヒー焙煎専門店の顧客開拓事業

1959 広島県 Heart　Many　ハーモニー 新型コロナ禍で増加している冷え取りニーズに応える為の設備導入

1960 広島県 料理旅館　玉乃家 老舗料理旅館の原点回帰～外資に負けない宿泊需要の獲得～
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1961 広島県 株式会社瀬戸プレスフーズ 6240001050279 病院・介護食への簡便で美味しい食事レシピの提供による営業展開

1962 広島県 株式会社　伸栄 9240001057924 車検作業の効率化および短納期化による売上・利益の回復

1963 広島県 ＨＡＬＥ整骨院 店舗移転し20-40代にアピールできる看板工事を行う

1964 広島県 株式会社 fUjitaya 4240001025365 人に優しく誰もが利用しやすい快適性の良いお店作り

1965 広島県 森岡屋 ECサイトおよびリーフレット制作による新規顧客獲得と販路開拓

1966 広島県 L’S BAKERY ベーカリーカフェ開業およびブランドの確立による新規顧客獲得

1967 広島県 ｐｅｔ・ｓａｌｏｎ・ＡｎｎＥ 飼い主と愛犬との日々の生活が充実するペット美容院の認知度向上

1968 広島県 有限会社　マルイチ商店 9240002029229 出荷体制強化による広島牡蠣加工品の大都市圏への新規販路開拓

1969 広島県 有限会社木曽サイクル 3240002050446 地域の小、中、高校生集客拡大事業

1970 広島県 有限会社一力製作 9240002036175 永磁チャック導入による加工精度の向上および機会損失の減少

1971 広島県 株式会社三興工業 6240001027041 新換気システムおよびコンプレッサー機の導入による生産性向上

1972 広島県 中下理容院 高齢者をターゲットとした店内改装による新規顧客獲得

1973 広島県 美容室　粧 心地よく過ごせる美容空間にリニューアルして新規顧客を獲得

1974 広島県 バーバーエル 安定固定客の獲得と平日稼働率アップのための広告とエステ導入

1975 広島県 Pur Infini はるキッチン移動式でこちらから出向き、焼き芋、コーヒーの販売

1976 広島県 有限会社ナカムラ 1240002049028 トリミング事業認知度アップに向けた販路開拓

1977 広島県 有限会社キムラ 8240002047958 DX化に向けた店舗改造による顧客サービスUP

1978 広島県 株式会社かねひろ 5240001036262 生カステラ（台湾カステラの進化系）の開発販売

1979 広島県 有限会社市丸屋 9240002001435 「市丸屋」と事業サービスをアピールするホームページ制作

1980 広島県 痛くない整体院 新規顧客獲得のための看板とチラシの作成

1981 広島県 有限会社　紅葉堂 2240002036974 コロナでニーズがあった新もみじ饅頭と設備導入による業務効率化

1982 山口県 みらいガーデンファーム 増えるギフト販売ニーズに応える新たなパッケージデザイン事業

1983 山口県 德永林業 お客様によりよいサービスを提供するための納屋の改築事業

1984 山口県 レザンジュ有限会社 3250002020200 付加価値商品の開発と新製造法の生産体制の構築

1985 山口県 こばみかん みかん生産・販売における廃棄物処理の効率化と有効活用

1986 山口県 株式会社デナリファーム 9250001018033 生産性、商品力、効率的な供給力アップに向けた機械の導入

1987 山口県 有限会社ふれ愛どうぶつ村 6250002020288 広告と看板設置により新規顧客へアピール！新規事業もアピール！

1988 山口県 三丘の古民家宿もりのもむ 自家栽培の新鮮野菜を使った飲食サービスの提供による売上向上

1989 山口県 株式会社ナルキ 1250001011771 IT関連ツールを活用した民間工事と新規事業の開拓

1990 山口県 株式会社堀江金物店 4250001011777 顧客の利便性追求による受注増加

1991 山口県 有限会社　ほうえい堂美和支店 3250002015927 ウッドデッキ導入により、ファミリー向けの空間を作る

1992 山口県 株式会社ネストハウス 1250001011425 紙媒体の冊子とSNS広告の複合による新規顧客獲得

1993 徳島県 合気道髙橋屋 効果的な情報発信による新規顧客獲得事業

1994 徳島県 和の学び舎 大事なことは「法的書面」にしよう！キャンペーン

1995 徳島県 雅洋蘭 プレハブ冷蔵庫導入による菓子製造業売上拡大事業

1996 徳島県 井本養蜂園 ハチミツ加工食品の製造でギフト商品を届ける阿波の養蜂園

1997 徳島県 有限会社阿波食品 8480002010149 広報・内容充実によるイベントの定期開催・顧客満足度向上事業

1998 徳島県 Auto Garage アサノ 自動車板金塗装事業進出による当社収益基盤の強化

1999 徳島県 アンドリープ 多様化する美容需要に応える新メニュー導入で新規顧客開拓

2000 徳島県 カラオケ喫茶より道 カラオケ喫茶がテイクアウト事業を追加して新規顧客開拓

2001 徳島県 kitchen NOANOA キッチンカーでの移動販売による商圏拡大および客単価向上

2002 徳島県 理容室　ケーズヘアー 頭皮ケアに特化した機械の購入と新サービスプランの提供

2003 徳島県 前田タイヤ 新型コンプレッサーを導入し省エネと作業効率アップ

2004 徳島県 多国籍料理居酒屋　LISOI トイレを改装し顧客満足度アップ

2005 徳島県 株式会社　山内組 2480001010634 地域社会と共存する新しい顧客開拓による生産性向上事業

2006 徳島県 出羽島ゲストハウス　シャンティシャンティ 一棟貸し古民家、新サービス開始によるバス、トイレ改修事業

2007 徳島県 たか鍼灸整骨院 ポータブル治療器を導入し、新しく訪問診療を実施する

2008 徳島県 小歩危自動車株式会社 2480001007507 新型車のエアコン修理受注のためのエアコンガス回収再生機の導入

2009 徳島県 三晃システム株式会社 2480001002565 PLUSGARDENSを知ってもらうためのパンフレットづくり

2010 徳島県 マイウエイ　有限会社 2480002013644 本格的なフランス料理を安心のスロープで提供する安全対策事業

2011 徳島県 有限会社　柚冬庵 2480002014353 新規設備導入による焼き立てパンの販売とカフェメニューの拡充

2012 徳島県 マスイ時計宝石メガネ店 新サービス、ワンストップサービスの販促によるミドル層の獲得

2013 徳島県 株式会社農人俱楽部 6480001010515 ネット産直ECサイトの構築と新規取引先の開拓

2014 徳島県 株式会社山文 8480001004564 手作業中心であった傘紙折り加工の機械化計画

2015 徳島県 マル吉製塩工房 製塩業の生産量増加と販路拡大に向けた製塩設備への投資

2016 徳島県 木内商事　株式会社 1480001005263 環境整備による既存顧客満足度向上事業
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2017 徳島県 スイートワーゲン 環境に配慮した防災キッチンカーによる差別化で売上ＵＰ！

2018 徳島県 株式会社穂高 5480001008700 設備投資により新たな販路開拓を行い、地域資源の再活性化事業

2019 徳島県 小谷理髪店～SOL～ 快適性・機能性向上により顧客に選ばれるための設備導入事業

2020 徳島県 中国式アロマリラクゼーション　ラッキー １人・１室体制からの脱却及びイメージアップ等による売上向上

2021 徳島県 株式会社ビルズ 3480001011276 GTオーバルシステム事業のPRにおける販促費用の補助事業

2022 徳島県 有限会社森長商店 5480002015118 スチームコンベクションオーブンの導入による弁当事業強化

2023 徳島県 磯田看板店 高機能印刷関連機器導入による新規分野開拓と新規顧客の獲得

2024 徳島県 こぶたストリート 地域の食材の美味しさを伝えたい！クレープ屋さんの惣菜展開事業

2025 徳島県 田岡観光有限会社 6480002014837 新規顧客取り込みのための宿泊設備導入及び飲食サービスの拡充

2026 徳島県 賀永農機商会 休耕地、耕作放棄地の草刈、樹木伐採業務の受託で売上アップ

2027 徳島県 戎谷理髪店 店舗改装でコロナ禍で減少した売上の回復と新規客開拓を行う

2028 徳島県 Casa de Pastel 徳島県内最大規模マルシェ(とくしまマルシェ)への出店

2029 徳島県 manimani 新規顧客獲得の為の地域広報事業

2030 香川県 中條鮮魚店 鮮魚店の6次産業化への取組み！多角化による売上拡大！

2031 香川県 有限会社山下時計店 6470002012429 顧客認知度及び顧客満足度向上のための看板設置及び整備

2032 香川県 こどもの育ち研究所 小学低学年生会員を増やし、地域のこどもの成長を支援する

2033 香川県 DIVINE SOCIAL WORKS　株式会社 2470001011666 新設備導入による生産性向上とテイクアウト販売の増強

2034 香川県 サクライ美容室 快適性向上で顧客満足度を高め、新メニュー追加で客単価アップ

2035 香川県 クッキー・システム・ラボ 試作品の品質の向上と販売経路の拡充

2036 香川県 Repos 新サービス「痩身エステ」開始で、新規顧客獲得・販路開拓を行う

2037 香川県 道久鈑金塗装 新冷媒ガス対応カーエアコン修理サービス開始による事業体制強化

2038 香川県 葉っぱ舎 自農園で育てた作物を使用したリラクゼーション事業を展開する

2039 香川県 有限会社ヒカリ企画 6470002000053 「かわいいランドマークとなれる宿へ（やどセブンビーチ）」

2040 香川県 株式会社市原建設 8470001005118 地震災害に対する安心度を飛躍的に高めた新築住宅の販路拡大

2041 香川県 有限会社リアルコンサルティング 3470002007415 「農機トラスト四国」の認知度向上事業

2042 香川県 有限会社伊賀電気工業所 5470002009335 WEB媒体を有効活用した新規受注件数増加による売上向上計画

2043 香川県 今村教室 「わかる」指導のオンライン化と「できる」部屋の創設

2044 香川県 TReC 実店舗のための改装工事による自社生産・自社販売の開始

2045 香川県 ヘア＆フェイス　トモ美容室 ターゲット層のニーズの変化に応える新商品浸透戦略

2046 香川県 ヘアーサロンMクラブ 地域に根付きご高齢のお客様に長く愛されるお店づくり

2047 香川県 株式会社Carriole 2470001014215 既存事業の技術を活用した新規事業「ブラスト事業」の体制構築

2048 香川県 大空のうえん 作業効率向上の設備導入と営業用パンフレットの作成

2049 香川県 株式会社ハガタ屋 5470001011580 展示会出展においての販路開拓・認知度向上

2050 香川県 和久整体院 最新マッサージ機器の導入による症状固定者の新規顧客獲得

2051 香川県 株式会社食心堂 4470001016606 既存水産物（乾燥ナマコ）の製造・管理の向上

2052 香川県 MATANER 学業備品リユース商品の保管と販売店舗の開設

2053 香川県 あそ美工房 「築150年の古の空間をゆっくり楽しめるcafeの改修事業」

2054 香川県 有限会社　ビ・ファイン 9470002017169 耐震診断ソフトを活用した「低コスト工法」による耐震工事推進

2055 香川県 atelier marutorii 「旅する縫い子」ポップアップ販売システムの導入

2056 香川県 マルコ商店 簡単ジューシーなから揚げたれの商品化による知名度向上

2057 香川県 yorimiti 新規デザートメニュー開発による食材ロス削減と販売力強化

2058 香川県 Fu 新設備導入とメニュー提案による顧客満足度向上事業

2059 愛媛県 中国彩館　仙楓 「がっつりスタミナ中華総菜と弁当」で顧客ニーズをがっちり掴む

2060 愛媛県 明石堂 移動販売車にペイントしている看板デザインの刷新。

2061 愛媛県 和風レストラン松 新しい生活様式を捉えた店舗及び商品・サービスの改善

2062 愛媛県 祐成 自社工場完備に伴う生産性向上及び売上拡大

2063 愛媛県 有限会社　星加建設 6500002014479 空き家・耕作放棄地の整備を通じた地域再生支援事業

2064 愛媛県 寺子屋株式会社 7500001022218 えひめ100％しまなみフルーツジャムの販売による地元産業活性

2065 愛媛県 株式会社アークテック 9500001018107 大島特産スイーツテイクアウト店のオープン事業

2066 愛媛県 島津建材店 「外注から内製化へ」新事業に取り組むための設備導入

2067 愛媛県 ミラノオートサービス株式会社 8140001031626 スキャンツールの導入で整備技術の信頼性向上と収益アップ事業

2068 愛媛県 Kitchen studio たべものさし 新商品開発・増産の拡充計画

2069 愛媛県 mimjob 古民家での開業に伴うキャッシュレス対応POSレジ導入

2070 愛媛県 株式会社網元・祇園丸 9500001018767 新たな設備の導入による、顧客満足度の向上と販路開拓事業

2071 愛媛県 はな菓子店 新たな販路チャネルの構築による販路拡大事業

2072 愛媛県 宇都宮自動車 新規設備導入による更なる顧客サービスの向上で売上拡大
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2073 愛媛県 株式会社片岡マテリアル 8500001018041 職員の安全と製品の高品質化を両立させるための設備投資

2074 愛媛県 Npearl 宇和島真珠を活用した新商品開発で販路拡大と地域経済への貢献

2075 愛媛県 アカネ食堂 高齢者に使いやすいお店づくりで利便性向上・イメージアップ計画

2076 愛媛県 有限会社井口農園 2500002012057 体験型植物園整備と掘取の作業効率アップで売上増

2077 愛媛県 民宿みちもと コワーキングスペースへの改修と活用

2078 愛媛県 宅建LABO 相続法律相談所が存在することをPRし地域の空き家問題を解消

2079 愛媛県 ヘアー＆カフェ　インセンス 障がい者・高齢者・医療関係者が来店しやすい美容室

2080 愛媛県 ピエルパン ミールキット事業の広報強化と店舗改装によるテイクアウト開始

2081 愛媛県 田縁農園 DX灌水による柑橘の新付加価値商品の持続的生産技術の確立

2082 愛媛県 Ripple Links 子ども向けのプログラミング学習専門スクール開校

2083 愛媛県 有限会社ヤマイチ 6500002000355 自家栽培による費用削減及びガーデニングのモデルケースの提案

2084 愛媛県 映光自販株式会社 9500001017645 新商品導入による法定整備内製化と新規顧客開拓事業

2085 愛媛県 幸丸 大型魚を狙える魅力ある遊漁船のための船内設備の充実事業

2086 愛媛県 有限会社スカイブルー 6010902026160 息抜きができる環境整備と顧客満足度の向上による集客増強

2087 愛媛県 合同会社しまなみ池田 4500003002600 ドッグランスペースの確保による販路開拓事業

2088 愛媛県 U CHOCOLATE CLUB お洒落でリラックスできる独自の空間作りを目的とした店舗改装

2089 愛媛県 大和倉庫株式会社 1500001021464 こだわりフルーツ店が提案する新たな挑戦

2090 高知県 株式会社ドルチェ 4490001006522 商品ラインナップの拡充に向けた封入（シール）作業自動化

2091 高知県 そら農園 認知度向上の為の看板設置及び、ニンニク売上拡大の為の設備導入

2092 高知県 株式会社　鉄筋岡﨑組 9490001008571 新規設備導入による効率的な施工管理体制の構築と経営力の強化

2093 高知県 合同会社　西中商店 9490003001599 テイクアウト珈琲販売と自家焙煎珈琲豆の販路開拓事業

2094 高知県 有限会社　吉村デンソー 3490002009649 エーミング機材導入による事業拡大及び販路開拓

2095 高知県 株式会社　丁野製作所 2490001009915 設備導入による作業効率向上と取引先深耕での受注増加計画

2096 高知県 越知物産 ラベルプリンター導入により、取引量の増大及び販路開拓を図る

2097 高知県 ヘアースポットマギー 情報発信と強みの磨き上げによる新規顧客開拓

2098 高知県 株式会社濱田水道工務店 8490001006394 チルトローテータ導入による生産性向上及び事業拡大計画

2099 高知県 有限会社カネアリ水産 3490002013072 四国一小さい町の魚屋の新商品による販路拡大事業

2100 高知県 株式会社　スカイ電子 8490001005867 販路開拓のための展示会参加

2101 高知県 有限会社タネダ 1490002009782 子宝漢方の啓蒙と漢方相談がしやすい環境整備による健康増進計画

2102 高知県 栄楽 お客様に優しい店づくりによる顧客満足度向上計画

2103 高知県 文本酒造株式会社 8490001005875 四万十町老舗酒蔵の高付加価値化新商品の開発と直販体制整備事業

2104 高知県 合同会社　四万十かっぱ組合 4490003000597 アフターコロナを見据えた新造船導入による観光客受け入れ強化

2105 高知県 株式会社　黒潮環境クリエイト 8490001007541 「見える化による納得修理」で売上・利益向上事業

2106 高知県 大谷商店 新規漏水探索機の導入による販路開拓・新規顧客の獲得

2107 高知県 牧工房 ワークショップによる販路開拓とブランド力の強化

2108 高知県 むすび食堂 お弁当製造数増加のためのスチームコンベクションオーブン導入

2109 高知県 松井ブロック有限会社 1490002009849 新事業実施に必要な大型コンプレッサーの導入

2110 高知県 株式会社　グランディール 5490001005713 「土佐茶」100％使用の粉末茶商品の開発・販売事業

2111 高知県 マルイスポーツ有限会社 5490002009853 新規顧客獲得、来店回数増加に向けたストリングマシン導入

2112 高知県 パティスリー＆カフェ　プルメリアラクーン 流通チャネルに合わせた販促物拡充による販路拡大事業

2113 高知県 株式会社香南モータース 1490001006640 車両の重量化に対応する設備導入で受注機会増加及び売上向上計画

2114 高知県 みやざき 冷凍ストッカーの追加導入による製品の安定生産と販路開拓

2115 高知県 Laugh Dance Club 高知の子供たちにダンスの楽しさを知ってもらうための広報事業

2116 高知県 株式会社　ハート 6490001001819 新しいブランド(SaFo)構築による増産体制の確立

2117 高知県 農家食堂ファミリー大杉 「どぶろくアイスクリーム」開発による売上及び集客力向上計画

2118 高知県 株式会社　ゆうきのもり 9490001009479 大口受注のための有機加工食品生産性向上設備導入

2119 高知県 ラッキー農園 有機JASしょうがの生産・販売の拡大による雇用条件の改善

2120 高知県 お菓子工房　Dolce&Merenda　 『本格的なイタリア生菓子販売のための取組み事業』

2121 高知県 グリルジョイン 当店オリジナルソースの製造・販売を通じた地産外商の実現

2122 福岡県 Piano Salonおとのとり プロの現役ピアニストがWEBを活用し出張ピアノ教室で販路開拓

2123 福岡県 カットハウスカワベ 地域初、「頭浸浴」ヘッドスパの導入

2124 福岡県 アンベアー 早くてキレイ！優しく感動する脱毛！美のお手伝いで幸せの瞬間を

2125 福岡県 株式会社西村塗装 1290801027889 ショールーム新設に伴う広報戦略強化による新規顧客獲得

2126 福岡県 株式会社えん 2290001072470 動画とチラシ・パンフレットによる整骨院の認知度向上・販路開拓

2127 福岡県 株式会社House West 7290001077390 子育て世代に特化した新店舗で売上UP計画

2128 福岡県 cobo labo coffee キッチンスペースの設置による販路開拓
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2129 福岡県 スッフルデール 地域特産品のぶどう（巨峰）を使ったドレッシングの開発・販売

2130 福岡県 辰企画 調査診断設計業務の短納期化による新たなニーズへの対応

2131 福岡県 くらて天徳整骨院 EMS機器を用いた筋肉ケア及び健康増進による新規顧客の開拓

2132 福岡県 カーリレイション藤村 軽トラキャンプ用テントキットの製造・販売による新事業展開

2133 福岡県 安河内笑店 地域へタイ式マッサージの魅力発信

2134 福岡県 Ken EXPRESS 1日1組限定【びっくりするまで徹底クリーニング】の開始

2135 福岡県 有限会社　ピュア保険事務所 8290002023244 セミナー開催による新規顧客の獲得

2136 福岡県 お菓子工房aonoki 顧客ニーズ・時代背景にマッチした自動販売機設置による売上獲得

2137 福岡県 Vegefrulife カッティングフルーツギフト等の魅力を伝える販路拡大

2138 福岡県 ゆうひ整骨院 WITHコロナを見据えた「運動できる整骨院」を目指す販路開拓

2139 福岡県 炭火ダイニング ばん鶏 炭火焼きメニューの製造方法強化による客数及び客単価の増加

2140 福岡県 F-BOX 遊休山林と畑を活用した自然薯栽培の取り組みとその販路開拓

2141 福岡県 御菓子処やかべ 小郡特産「鴨」にちなんだ「ご当地和菓子」の開発による顧客開拓

2142 福岡県 かくれ酒場　ココハレ この町一番の居酒屋、「かくれ酒場　ココハレ」事業

2143 福岡県 このこのぱん イートインスペース設置と犬用おやつ販売による新規顧客獲得計画

2144 福岡県 poponore ヘッドスパルームの防音工事により「究極の非日常空間」の創造！

2145 福岡県 株式会社まごころ社 1290001089788 新斎場「七夕の杜」新規オープンに伴う販促展開と新規顧客獲得

2146 福岡県 島風 水槽設備導入による仕入商品管理販売強化及び看板による販路開拓

2147 福岡県 フコイダンジャパン スポーツ・干支人形の内製化の取り組みと量産化による販路拡大

2148 福岡県 トータルフィットネスB-LAB 新規顧客獲得のための食事指導サイトの立ち上げ事業

2149 福岡県 ドックヘアーエピ トリミング施設に併設した「ドッグラン」サービスの提供

2150 福岡県 合同会社アイフィールド 4290003011508 利用者数増加を狙った新カリキュラムの導入とＰＲ強化事業

2151 福岡県 小野珈琲焙煎所 高度な焙煎技術で焙煎されたオリジナルコーヒーによる販路拡大

2152 福岡県 こうた整骨院 店舗看板の設置による来店者数増加と院内PRによる新規患者開拓

2153 福岡県 株式会社ならはら菜園 5290001085164 農園から食卓へ！こだわり野菜を個人宅へ直接お届け。

2154 福岡県 サロンBody＆Soul 男性専用脱毛サービスを提供するエステ事業の開始

2155 福岡県 カウロードアンドヘアケアサービス 韓国人が作る「本場の味キムチ」のネット販売拡大による売上向上

2156 福岡県 こうちゃん 中食需要の高まりに対応した店内販売事業

2157 福岡県 ちいさなアロワナ屋 初めてでもすぐに熱帯魚を飼うことができる店づくり

2158 福岡県 有限会社江口へら鉸り製作所 1290002052266 へら鉸り加工技術を活用したエンドユーザー向け商品の販売強化

2159 福岡県 POPALAN　SALON 子供連れでも利用しやすい環境整備と広報活動による販路開拓

2160 福岡県 コリアンダイニングHAN 独自レシピの新商品販売による販路拡大事業

2161 福岡県 シロダーラ・ヘッドスパサロンKANDY. 実感性を高めるビフォーケアサービスの開始による販路開拓

2162 福岡県 ドッグサロンフェリーチェ 犬の美容サービスメニューと物販商品の拡充による来店の促進

2163 福岡県 ワイン食堂GLUGLU テイクアウト商品開発と販路拡大の取組

2164 福岡県 株式会社モトヨシ 3290001096808 溶接機導入によるステンレス管工事受注への取組

2165 福岡県 有限会社ダイオー建設 2290002044378 高圧洗浄機導入による洗浄サービス導入と工事安全性の確保

2166 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 小石原焼×奥八女茶のアトツギ連携で茶香炉Chakai～癒～

2167 福岡県 泉原自動車板金 低価格戦略を広くPRする広報力強化とサービス提供体制の強化

2168 福岡県 達磨 おでん×日本酒の王道パターンによる新規顧客開拓

2169 福岡県 エクティブ 子育て世代に向けた自宅での適切なセルフケア配信サービスの提供

2170 福岡県 Acenail ネイル サロンでトータルビューティ を提案する事業

2171 福岡県 有限会社浅川興産 4290802013266 木材を活用した新商品開発によるBtoC事業への展開

2172 福岡県 左官業昇技建 タイルデッキに特化したPRと静音のための工事体制の構築

2173 福岡県 珈琲舎ブラッサム 高齢者に寄り添った店舗改装やイベント開催による新規顧客開拓

2174 福岡県 はないさ 「食で生活習慣病を改善」高齢者にもわかるチラシ作り

2175 福岡県 溝上車輌工房 特定整備への対応と自転車・オートバイの修理業務の受入れ拡大

2176 福岡県 黄色い麦わらぼうし チラシ作成及び周辺地域へのポスティングによる新規顧客の獲得

2177 福岡県 うどん人生たもん 液体凍結機の導入で新商品を開発し、SNSの情報発信で売上UP

2178 福岡県 BUNNY’S 全自動マシン導入によるテイクアウト増加と業務効率化の取組

2179 福岡県 UN GRAIN 飲食店開業と厨房機器の充実による販路拡大

2180 福岡県 株式会社Hisheri 2290001083864 高級食材を使用したレトルトスープで高付加価値化により販路拡大

2181 福岡県 カラオケステージとんちんかん 特製お好み焼きの開発・宣伝とライブ感ある演出による販路開拓

2182 福岡県 株式会社　江の浦本舗 1290001086100 海苔加工品、生産方法強化による取引先拡大

2183 福岡県 かわせみ整骨院 新施術メニューに伴う院内改装で新規顧客獲得

2184 福岡県 サンタモニカ ハンバーガー事業のDX化と広報活動による経営安定化の取組み
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2185 福岡県 合同会社まほの屋 7290003001968 日本古来の伝統美がコンセプトのお面開発事業構築及びPR事業

2186 福岡県 アトリエMOGA 究極の心地良さを追求した新たな美容サービスの構築及びPR事業

2187 福岡県 株式会社ステイブル 2330001019343 コロナ禍に安心うれしいファミリールームに特化したサービス展開

2188 佐賀県 西一級建築設計事務所 構造計算ソフト導入による業務効率化及びプロモーション強化事業

2189 佐賀県 有限会社白石中央自動車 6300002007189 トイレ改修により、女性・高齢者に愛される事業者へ変貌する事業

2190 佐賀県 マニアックガレージ 新しいブラスト処理による顧客満足度の向上と販路開拓事業

2191 佐賀県 株式会社お菓子のじろう 6300001011019 地域資源を活かした季節のどら焼き新商品開発と情報発信事業

2192 佐賀県 和懐石山志田 新サービス提供用・作業効率化用設備導入及びプロモーション展開

2193 佐賀県 Flower Works Coco+ 若い世代に”ブリコラージュフラワー”商品開発販売と教室開催

2194 佐賀県 草木染工房　よもぎ 新たな販路開拓と原価高騰対応のための草木染めタペストリー開発

2195 佐賀県 株式会社ワイズガレージ 8300001007931 車への愛着創出！収益確保に向けた長期利用カーオーナー増加事業

2196 佐賀県 なおちゃん農園 自家農園栽培レモンの冷凍加工による販路拡大事業

2197 佐賀県 陽だまり 年齢の若い新しいお客様を獲得するための看板の設置

2198 佐賀県 株式会社永電工 7300002004623 国民スポーツ大会の建設需要に対応するために掘削機械導入

2199 佐賀県 株式会社トーセン農場 1300001008028 栄養豊富な魚粉の一次産業者向け小売業の開始と販路開拓事業

2200 佐賀県 有限会社山田運送 1300002005107 新サービス提供のための設備導入による販路開拓・売上向上事業

2201 佐賀県 マリコケー 地元プロフェッショナルコラボによるパーソナルスタイリング事業

2202 佐賀県 東名佐賀工場 新型刺繍ミシンとアナクロ技術の融合によるオンリーワン商品制作

2203 佐賀県 黒髪企画室株式会社 5300001011309 有田焼窯元での新しい飲食サービス展開と販売事業の承継

2204 佐賀県 城野仏壇店 SNSによる自社サービスの宣伝と設備導入による生産性向上

2205 佐賀県 LANDREC 新規演出機材導入による販促サンプル動画制作事業

2206 佐賀県 オートショップDRAG スキャンツールによる先進自動車の改造・カスタム需要獲得計画

2207 佐賀県 株式会社愛工務店 2300001011682 土木事業参入による元請企業依存体制からの脱却及び販路拡大

2208 佐賀県 ゆめのたねLaboratory ウェブサイト・チラシを活用した新規顧客獲得と支援体制の確立

2209 佐賀県 白石鍼灸整骨院 女性の冷え症とスポーツのパフォーマンスを高める新施術法の確立

2210 佐賀県 炉ばた焼大作　白石店 専門店に負けないオリジナル唐揚テイクアウト事業へのチャレンジ

2211 佐賀県 九州ライフネット株式会社 2300001004488 「老い・介護」の固定概念を覆すパンフレットによる新規顧客獲得

2212 佐賀県 アカバエデザイン 企業のPR・DX化の手助け！設備導入による収益性向上事業

2213 長崎県 荒木鮮魚店 製氷機導入で鮮度の維持伸長による販路開拓と生産性向上

2214 長崎県 La Spiaggina コロナ禍需要に対応！自宅で楽しむ本格イタリアンで販路開拓事業

2215 長崎県 志水鮮魚店 買い物困難者のニーズに応える冷凍・冷蔵庫完備移動販売車の導入

2216 長崎県 株式会社溝田建築工業 6310001016652 持続可能な事業構築に向けた新たな柱となる解体工事業の本格始動

2217 長崎県 株式会社ライテック 4310001017041 タイヤチェンジャー導入による中古タイヤ・ホイールの販売促進

2218 長崎県 株式会社ながいけ 3310001009741 新設するペット用品事業の新規客創造の為の環境整備＆販促事業

2219 長崎県 びぎん・じゃぱん株式会社 5310001015044 小型電気炉導入によるオーダーメード陶磁・照明製品の販路開拓

2220 長崎県 ミヤガワサッシ店 設備投資でデジタル化を推進し専門分野強化と新分野進出を図る

2221 長崎県 株式会社よかろ物産 5310001015829 シイラを使った新商品開発と設備導入による店舗販売強化事業

2222 長崎県 合資会社　三ツ池 9310003002078 「めぐみやキッチン」展開による新規顧客及び休眠顧客発掘事業

2223 長崎県 内田智之製麺 コロナ禍による巣籠需要を追風に手延素麺エンドユーザー拡大戦略

2224 長崎県 こせら社会保険労務士事務所 ホームページ作成及びチラシ配布による広報活動を行い顧客獲得

2225 長崎県 有限会社アーク・プランニング 3310002016497 県産品を使用した高付加価値スイーツ販売による顧客獲得事業

2226 長崎県 合資会社やまさ印刷所 1310003001748 インボイス制度をビジネスチャンスに、製本テープ貼機で販路拡大

2227 長崎県 リム 創業から事業化までの時間を大幅に短縮させるための事業

2228 長崎県 八番・エトワール お客様の来店しやすいお店づくりをして販路拡大をめざす事業

2229 長崎県 漁師旅館　中村家 国境の島で快適なサービスを提供して宿泊需要を拡大する事業

2230 長崎県 まるぜん 長崎初！旨塩から揚げと創作スイーツの自販機による販売促進

2231 長崎県 あられ茶房 観光客利用機会の増加により、SNS掲載頻度アップで売上拡大

2232 長崎県 今村　かおり 手と足の爪のお手入れで、心も身体も人生もプラスに

2233 長崎県 株式会社Madder Red 2310001017489 無添加・特別栽培のミニトマトスープカレーの開発・販路開拓事業

2234 長崎県 小島商店 小島商店の商品ブランディング事業

2235 長崎県 株式会社GreenPeace 3310001016399 平戸特産品の販路拡大のためのプラットフォーム構築

2236 長崎県 有限会社吉長 3310002016729 温泉街の老舗飲食店によるスポーツ関連客獲得事業

2237 長崎県 株式会社 夢 6310001011934 インバウンド需要に備えた、設備改修による新規顧客獲得事業

2238 長崎県 森田整骨院 「訪問整体」と「スポーツ整体」を取り入れた新たな形づくり

2239 長崎県 株式会社真陽建設 2310001014858 最新脱毛機導入による脱毛事業の立ち上げ

2240 長崎県 居酒屋喜楽 国産うなぎを使用した新メニューで、新規顧客獲得事業
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2241 長崎県 吉野　廣枝 加工場の新設による、作業効率＆売上アップ事業

2242 長崎県 株式会社マルショウ 5310001017627 浜の活性化を願うベテラン漁業者の6次産業化を目指す新規事業

2243 長崎県 原田酒造有限会社 3310002019005 事務所の拡張と瓶ビール用冷蔵庫の増設

2244 長崎県 ヘアーサロンひらお 「ヘッドスパ」展開によるカット主体から育毛支援へ経営戦略転換

2245 長崎県 松村琢磨写真室 静止画・動画対応の照明機導入により顧客ニーズに合った事業展開

2246 長崎県 民宿　安堵家　近海荘 自店ブランディングの設定による販路拡大

2247 長崎県 株式会社　やまさき自動車 6310001016776 競合の多い地域で勝ち抜くための新分野強化と新たな強みの獲得

2248 長崎県 小田モータース 溶接機械導入で業務拡大、売上増加事業

2249 長崎県 有限会社　しまのたまご屋さん 5310002019234 ふるさと納税、自社EＣサイト向け新商品開発による島外需要獲得

2250 長崎県 株式会社　貞方設計事務所 2310001014528 新ソフト導入で提案力を強化し、新規個人客を獲得する事業

2251 長崎県 大島自動車整備工場 指定工場として島民の生活水準を維持する設備投資事業

2252 長崎県 似顔絵art-TANO- 『TANO しい似顔絵で町おこしプロジェクト』

2253 長崎県 田中製麺 オリジナルブランド麺のパンフレット製作とECサイト構築

2254 長崎県 株式会社アグリ・コーポレーション 5310001011431 ベビーフード【畑の離乳食】の開発と販路開拓

2255 長崎県 有限会社　山下陶苑 4310002012314 自社ブランドの新商品の開発と展示会出展と営業による販路拡大

2256 長崎県 澁江商店 貯蔵力向上による地理的不利軽減と販路拡大、利益率向上事業

2257 長崎県 スナック　レオン 地元食材を活用した食堂【小春食堂】の開業による販路開拓事業

2258 熊本県 株式会社夢龍胆 7330003002664 客室単価向上の為の和洋室改装事業

2259 熊本県 QUEENS 顧客のニーズに応えるための美容機器導入事業

2260 熊本県 カーショップリアライズ 新型リフト導入による若年層の新規顧客獲得・販路拡大事業

2261 熊本県 VINAYAKA yoga school 全国初のバリ式ヨガレッスンを導入したヨガ教室の販路拡大事業

2262 熊本県 株式会社ワクワクカンパニー 1330001010550 ＶＩＯ脱毛（介護脱毛）サービス導入による販路・売上拡大事業

2263 熊本県 玄窯 新進気鋭の窯元の展示販売ギャラリー改装拡大による販路拡大事業

2264 熊本県 有限会社鷹の家 6330002019181 熊本県唯一の自社源泉１００％使用オリジナルコスメ販路拡大事業

2265 熊本県 口福餃子 冷凍自販機ど冷えもんの新規設置による売上向上事業

2266 熊本県 藤家 自社コンテナを活用した焼き鳥テイクアウト事業のための環境整備

2267 熊本県 丑一バーガーたっくん キッチンカー事業者が行う販路拡大のための固定店舗販売事業

2268 熊本県 炭火やきとり縁 新たな商品開発による「最高品質の焼き鳥」の販路拡大事業

2269 熊本県 株式会社Pierce 6330001022731 動画とパンフレットで精密板金加工の認知度向上・販路拡大

2270 熊本県 百草園 有機ＪＡＳ認証取得農園の納屋改装による販路拡大・開拓事業

2271 熊本県 株式会社アイシア 1330001019071 ギフト向け商品開発と作業効率化のための機械購入

2272 熊本県 株式会社城南オートBODY ONE 9330001023479 輸入車対応の点検整備サービス構築による売上拡大事業

2273 熊本県 株式会社オフィス寺島 4330001028870 各種施設等の新設及び近代化による販路拡大

2274 熊本県 有限会社お茶の泉園 7330002027217 緑茶ジェラート他各種ジェラート販売による新規販路拡大

2275 熊本県 有限会社　シガキ 2330002015894 お弁当屋の自動販売機による販路拡大事業

2276 熊本県 みんなの詩 自社の強みの最大活用「待ちの営業」から「攻めの営業」への転換

2277 熊本県 そらにあす株式会社 4330001025538 医療・福祉サービスが進化した新設「あまてらすGYM」広報事業

2278 熊本県 株式会社JDI 8330001028388 建設事業を本格化するための「はつり作業」に特化した事業展開

2279 熊本県 有限会社コーハン舎印刷 8330002017737 多様化する印刷ニーズに応えるBtoCサービスによる売上拡大

2280 熊本県 ぶんぶんダイニング ジャンクだけどヘルシー「食」と「美容」を動画配信で認知度拡大

2281 熊本県 株式会社エコウッド・アリク 9290001031759 新規顧客を獲得のためＨＰとカタログを融合した営業戦略

2282 熊本県 寿月屋 豊野産フルーツを用いた進化系かき氷商品開発と周年供給体制構築

2283 熊本県 株式会社岩山建設 9330001013281 新機能保有ドローン導入による建物総合健康診断サービスへの参入

2284 熊本県 MAKOTOマネージメント イベント企画及び教室とリンクしたサッカー振興事業への新規参入

2285 熊本県 株式会社ヘアー＆ブライダルローズ 3330001007636 年代に合った予約システムとPR方法再構築等による顧客増の取組

2286 熊本県 有限会社ガレージ・イン 6330002029619 屋外宿泊施設を完備した複合的な宿泊・観光サービス事業

2287 熊本県 株式会社平家屋 9330001013959 新商品製造のための業務効率化と回復する観光客へのコマーシャル

2288 熊本県 高木誠税理士事務所 天草市の顧問先開拓事業

2289 熊本県 有限会社パレメルヴェイユ 9330002008504 恐竜の町御船の新銘菓「恐竜の卵」開発とその広告宣伝

2290 熊本県 株式会社T3 5330001028424 ドローン測量技術地域№１建設コンサルタント事業者確立事業

2291 熊本県 エステイン・ボーテ 新規顧客獲得と来店しやすい店舗づくりでエステインボーテ復活

2292 熊本県 Luana キッチンカーによる移動販売事業への参入と人気商品の販路開拓

2293 熊本県 田添尊祐事務所 ホームページと看板を活用して地域における差別化を実現する

2294 熊本県 株式会社アレッジ 9330001029352 販路開拓のためのWEB＆広告媒体活用で強固な仕組みづくり！

2295 熊本県 合同会社DNJ 3330003009143 スタッフ脱毛で単価アップ＆折り込みオフライン店舗集客

2296 熊本県 サロン　ダリア WEB&広告媒体活用で認知力向上！販路開拓構築事業！
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2297 熊本県 善板金工業株式会社 9330001019543 最新設備による効率化とホームページ作成による新規顧客獲得事業

2298 熊本県 株式会社松正 5330001008905 合志市ブランド、菓子ロゴ・デザイン個袋・シール試作開発事業

2299 熊本県 株式会社　五岳荘 3330001012520 新たな旅行スタイル、快適なワ―ケーション実現に向けた設備投資

2300 熊本県 有限会社山下商会 9330002031118 バイクコンピューターのテスター導入による販路拡大及び顧客獲得

2301 熊本県 ビストロパザパ 冷凍ミールの販路開拓およびワインの販売強化による客単価向上

2302 熊本県 COMMUNE6 シェア焙煎・オンライン抽出レッスン事業

2303 熊本県 有限会社村上写真館 7330002016483 色々な使い方と撮影に対応出来るようLEDスタジオルームを増設

2304 熊本県 おそうじ本舗熊本合志店 床洗浄サービスの強化に伴う潜在顧客獲得と生産性向上事業

2305 熊本県 株式会社MARGHU 1330001027090 専門深化したワイン専門店・絵画専門店の広報による売上拡大事業

2306 熊本県 MARUGO 新規ベイクドドーナツ機＆ラベラー、シーラーを導入し、新規開拓

2307 熊本県 有限会社三陽 2330002017081 店舗を自転車専用作業場へ改装して販路開拓

2308 熊本県 アーチ株式会社 6330003007202 無添加給食で子供の健康を守る保育園のＰＲ事業

2309 熊本県 有限会社Ｐ.Ｄ．ＡＵＴＨＯＲＳ 4330002017518 動画作成塾による、SNS活用に伴う地域活性化と専門家育成事業

2310 熊本県 本田設計事務所 測量設計業務の幅を広げ販路開拓によって収益効率を上げる。

2311 熊本県 美容室pono 内装リニューアルと新サービス導入の告知で販路拡大

2312 熊本県 和布まつだ 着物店の認知拡大を目的とした広報活動

2313 熊本県 10 自然の恩恵を受けた滋味ある食卓と安心感のある空間の店舗作り

2314 熊本県 山水本舗 ドリンクメニュー拡充と新商品スイーツ開発による売上向上

2315 熊本県 株式会社ひまわり 5330001021057 りんご飴専門店「林檎堂」の開業とキッチンカーの導入

2316 熊本県 プリマリーサ 運動ゼロ！リバウンドなし！産後ダイエット３ヶ月プログラム提供

2317 熊本県 なかむら耕作所 業務用コンベクションオーブン等導入による生姜惣菜新商品開発

2318 熊本県 コムシロン☆カフェ インバウンド増加を想定した早期取り組みと新規客の獲得

2319 熊本県 有限会社KID 9330002028411 工場内の配置変更と作業場の増設による大型製作物の受入れ強化

2320 熊本県 畳のサカモト 電動階段のぼれる台車導入による集合住宅への販路拡大

2321 熊本県 呑ちょう 大人も子どもも楽しめる遊び場づくりで住みよいまちづくり

2322 熊本県 Piedmont（ぴえもんて） 地域と観光客を繋げる場の創出事業

2323 熊本県 Relaxation salon LUMINOUS 認知度向上と新規事業による販路開拓

2324 熊本県 キッチン桜屋 業務効率化に伴う受注拡大に向けた店舗改装事業

2325 熊本県 イナホヤ 「特別な空間と食へのこだわり。新店舗開店に向けての道しるべ」

2326 熊本県 株式会社 ＢＬＵＥ ＳＥＬＥＣＴ 4330001024952 新規顧客獲得・営業利益改善の為の自社ブランド立ち上げ

2327 熊本県 蕎麦居食家　郷 掘りごたつからテーブル席へ　高齢者に向けた店舗改装

2328 熊本県 BOUQUET　hair ヘッドスパ導入による顧客満足向上　計画

2329 熊本県 株式会社高圧洗科 1330001030004 ピカピカ輝け！！高圧洗浄のプロによる販路開拓及び広告宣伝事業

2330 熊本県 株式会社三共クレーン工業 3330001024061 大型クレーンの導入による大型建築業への販路開拓

2331 熊本県 室内美装さいとう株式会社 8330001013290 閑散期の売上アップと相乗効果で年間売上・雇用を増やす事業

2332 熊本県 ヘアー・ジュース サロンクオリティーを根本から上げ、新たな付加価値を加える

2333 熊本県 有限会社新和電器 1330002028575 新商品販売に伴う設備導入による生産性向上と販路拡大

2334 熊本県 ヘアーサロンミツナガ 理美容室×脱毛の新分野トータルビューティー事業

2335 熊本県 ジェットカスタムコーティング 設備投資がもたらす塗装品質と生産性向上による新規顧客獲得

2336 熊本県 芝キング益城 ホームページ・チラシ広告の作成による販路開拓

2337 熊本県 岡村補綴製作 歯科技工物のサンプルパターン製作によるサービスの見える化

2338 熊本県 株式会社マイ・ジー・プロジェクト 2330001020706 重量物計量器導入によるリサイクル材の高品質化と適正取引の実現

2339 熊本県 天草うみの学校 冬の海水浴＆ダイビング体験に向けた新プランで販路開拓

2340 熊本県 株式会社BREATH 7330001029817 トータル美容サロンとしての最新技術導入によるお客様満足の向上

2341 熊本県 有限会社江口商事 7330002023793 玄米氷温貯蔵庫を導入して美味しいお米で売上アップと粗利の確保

2342 熊本県 合同会社　天神庵 4330003007781 清和素材を使った「体に心においしい商品」を店舗・ECで全国へ

2343 熊本県 Ｙ.Ｎブリッジ 帆布を使用した婦人オーダーバッグ製造業への業種転換事業

2344 熊本県 有限会社レグルス 6330002024974 飲食事業でのノウハウを生かしたECでの食肉加工品販売事業

2345 熊本県 美容室ソレイユ かかりつけ美容室のＤＸ化によるお客様満足度の向上

2346 熊本県 エステティックサロン Liberty 認知度の向上と新事業による販路拡大

2347 熊本県 白石輪業 スキャンツール導入と中古車販売による売上拡大

2348 熊本県 有限会社ウキスイミングスクール 6330002024272 ウォータースライダーによる新規顧客獲得と顧客満足度向上

2349 熊本県 リボルト熊本 コーティングの品質向上と作業効率化による売上増加計画

2350 熊本県 有限会社トップルーフ 7330002016797 ドローン導入で屋根点検サービス等開始による販路開拓事業

2351 熊本県 今村整骨院 科学的エビデンスある医療機器導入で新規顧客獲得と販路開拓

2352 熊本県 有限会社　徳永蒲鉾店 5330002022104 人気商品の増産体制構築及び新商品の販路開拓事業
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2353 熊本県 株式会社車や工房ナカガワ 7330001024958 既存事業の設備投資による新規顧客獲得と生産性の向上

2354 熊本県 株式会社ゴチ食品 4330001024663 旅館利用客に向けた『熊本県産食品』のリピート購入の促進

2355 熊本県 時さん自然恵 狩猟及び有害駆除で捕獲した獲物の有効活用

2356 熊本県 お菓子の国あん・さんく 次世代のための店舗改装と魅せ方アップ及び生産力向上事業

2357 熊本県 melanger 販路拡大並びに新規顧客獲得のための通販事業及び贈答品事業

2358 熊本県 株式会社THEATER0 1290001094103 新規顧客獲得のための環境に配慮した規模拡大事業

2359 熊本県 天草民宿竹内 天草市初のドッグラン開設とペットと泊まれる部屋の増設

2360 熊本県 有限会社むらもと 6330002018019 強みを活かした新規顧客獲得と食品ロスを減らして利益率改善事業

2361 熊本県 食の駅あきちゃん 観光客が集まる美味しさと珍しさを兼ね備えたうどん事業開発

2362 熊本県 Luce 新型機導入による介護脱毛の販路拡大、事業強化と付加価値向上

2363 熊本県 株式会社J・FLOWER 3330001029515 WEB戦略による顧客満足度向上事業

2364 熊本県 きなり 希少なおうちパンを全国に！業務用機材導入で生産力アップ

2365 熊本県 和幸株式会社 3330001022734 アグリドローンによるスマート農業支援事業の事業化

2366 熊本県 ピザハウスアメリカン御船店 トイレのリニューアルで店内、テラスを活かした新規顧客獲得事業

2367 熊本県 夢いちば 「はしや」が行く、新屋台導入で九州各地に旨い焼き鳥お届け計画

2368 熊本県 合資会社阿波屋商店 5330003001998 廃棄する昭和ガラスを家庭用食器に再生し、環境と伝統を残す

2369 熊本県 合資会社広田商店 8330003000733 生産者に寄添うドローンサービスでの売上拡大

2370 大分県 アカゲラ 冷凍スイーツへの市場参入とコロナ禍に適応した販売強化事業

2371 大分県 やまよろず 森の自生「くろもじ茶」の、生産性向上及び販路開拓

2372 大分県 カレーハウス　いまむかし カレー専門店の情報発信機能強化による販路開拓事業

2373 大分県 むさしの美容室 看板設置・機器の入れ替え・予約制の導入による顧客数増加計画

2374 大分県 有限会社　カネモリ小田製材所 4320002019548 廃棄物を商品化するための設備導入および販路開拓

2375 大分県 有限会社オガタ 9320002014247 地域需要に応える美と健康商品の販売事業

2376 大分県 株式会社ドリームファーマーズJAPAN 4320001011786 営業資料見直しによる提案力強化・顧客顕在化事業

2377 大分県 塚崎薬品工業株式会社 5320001007750 滋養強壮に！すっぽんスープを用いた料理レシピの提案事業

2378 大分県 有限会社佐藤グリーン 6320002014258 自社のＤＸ化推進および農泊利用者・移住者向けの新規提案事業

2379 大分県 有限会社　アトリエ藍 1320002018206 消費者ニーズに対応する縫製アイテムの拡充と販路拡大

2380 大分県 宇佐養魚株式会社 3320001012612 「温泉どぜう」加工品の商品開発・販路開拓事業

2381 大分県 Ｐｏｌｋａｄｏｔ株式会社 7320001011619 多目的研修室整備によるサービス向上と販路拡大の取組

2382 大分県 とんかつ李音 「とんかつ李音」で運営するオリジナル自動販売機による販促活動

2383 大分県 経営相談所ReN サブスクポータルサイト構築で地域一体を目指した新規顧客獲得

2384 大分県 松岡椎茸生産販売株式会社 3320001010293 「大分県産椎茸」加工品の海外輸出に向けた販売促進と工場改修

2385 大分県 お菓子の家えいらく 食物アレルギー対応菓子の開発と販路拡大計画

2386 大分県 ヘアーメイクサロンあうる 「ヘッドスパ」システム導入による新規顧客獲得と客単価向上事業

2387 大分県 ヤマウラベース 水道確保の為のボウリング工事とトイレ改修による集客増加

2388 大分県 牟礼鶴酒造合資会社 4320003001166 キッチンスペースの建設により新規顧客獲得と顧客満足度を高める

2389 大分県 株式会社首藤モータース 5320001017502 コンピュータ診断機導入で車検・整備を充実させ、新規顧客獲得！

2390 大分県 有限会社　シンエイ調剤薬局 1320002020112 会計業務の効率化のためのPOSレジの導入

2391 大分県 株式会社深耶馬みらい 4320001018170 大手他社に引けを取らない高品質の生そば麺の全国展開事業

2392 大分県 オーガニックcafe ciel 小麦、卵乳製品など、動物性不使用の自家製スイーツの販売

2393 大分県 合同会社むろおの会 3320003003428 フルーツサンド商品開発及び直売所の設置

2394 大分県 エステサロン　Airy 心身ともにケア。メディカルアロマセラピーの開始

2395 大分県 ヒャクマス 有機ブドウのブランド化及び展示会出展による販路拡大事業

2396 大分県 株式会社　神野自動車 4320001018823 最新エアコンクリーナーによる新サービス提供での販路拡大事業

2397 大分県 株式会社　和髙組 2320001011474 産業廃棄物の処理内製化と資源化による新たな事業への進出

2398 大分県 合資会社　赤嶺酒造場 3320203000101 ポストコロナ時代を見据えた店舗改装による小売り強化事業

2399 大分県 有限会社のぶはら写真館 8320002016046 即時プリントサービス提供による新たな需要獲得

2400 大分県 合同会社クレイン・ファースト 1320003000947 世界農業遺産の地　国東米を使用した新商品の開発・販売事業

2401 大分県 蜂の巣ログハウジング株式会社 1320001010205 テイクアウト事業販路開拓のための設備と宣伝看板の設置

2402 大分県 有限会社上野屋 6320002017797 トイレ改修による顧客満足度向上と若年層利用者の囲い込み

2403 大分県 有限会社　まるかん機工 9320002018181 顧客満足度向上のための機械導入と収益拡充にむけた体制づくり

2404 大分県 合同会社　木野村ヤンマー商会 9320003000923 強みを生かした新たな販路開拓及び周知

2405 大分県 スパージュ化粧品株式会社 7330001010223 荒天時でも野外活動を可能にする屋根付きフリースペースの設置

2406 大分県 別府創作color-ageかま田け 冷凍からあげ販売による町外への販路拡大事業

2407 大分県 beauty salon collect 完全個室の美容院で気軽に受ける脱毛サービスの展開と顧客拡大

2408 大分県 Flow nail 新体制と新規事業で持続可能な事業展開による経営理念の実現
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2409 大分県 からあげショップきづ挾間店 看板訴求・後方スペース改修の有効活用による生産性向上事業

2410 大分県 株式会社　ユニキュー 7320001006115 新商品の販促物の作成及びIT活用による販路開拓事業

2411 大分県 ゆふか 地元由布市産の果物を使用したカフェメニューの開発と顧客拡大

2412 大分県 株式会社SOU 4320001018988 高級感を持たせた店舗演出での商談による販路開拓事業

2413 大分県 スノーポット 各種電子処理機器の導入による店舗とテイクアウトの両立事業

2414 大分県 ドッグブルーム トリマー向けプロ用品の開発とネットを通じた全国販売

2415 大分県 大英システム ホームページによる商品PR及び商品パッケージによる訴求力向上

2416 大分県 株式会社翡翠倶楽部 4320001009525 ブランドイメージの可視化による広報戦略強化事業

2417 大分県 佐藤鮮魚 大分県初！佐伯産の鮮魚を使った海鮮丼の移動販売事業

2418 大分県 フィールド・オブ・ドリームス ゲストハウス事業を開始する為の環境整備と販促活動

2419 大分県 株式会社茂里商店 9320001009818 椎茸パスタソースの開発と店舗改装による売上拡大事業

2420 大分県 株式会社　旅くらす 7320001017946 電動キックボード×GoProを活用したガイドスタイルの確立

2421 大分県 オカダヤ OBD導入と生産性向上による顧客満足度向上と販路開拓

2422 大分県 大野町ごとう整骨院 AI姿勢分析を活用した健康寿命増進サービスの提供と販路開拓

2423 大分県 インド料理夢や 本場インド料理の職人✖地元ジビエを活用した新商品開発

2424 大分県 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ｔｒｉｍｕ わんちゃんを内から外から元気にキレイに！！

2425 大分県 有限会社日向屋 7320002016006 冷凍オコゼ刺身の販売と折詰販売の販路開拓による売上増加計画

2426 大分県 有限会社宮部商店 5320002015471 焼肉店が始めるランチ営業のための店舗改装事業

2427 大分県 佐藤鉄工 地域課題をニーズとして取り組む「草刈」の効率化と販路拡大事業

2428 大分県 蓑原工務店 合同展示会出店による販路開拓とそれに向けた出店準備と商品開発

2429 大分県 松村万珠堂有限会社 5320002015455 事業承継を見据えた全面的な内装リニューアル

2430 大分県 株式会社　成美 3320001015268 瓶詰商品の製造効率を上げて販売力強化‼

2431 大分県 スヌーピーハウス大海 トリミングサロン開業による新たな需要獲得

2432 大分県 有限会社AKIフードサービス 7320002018506 セルフオーダーシステム導入で業務効率化及びお客満足度向上

2433 大分県 進学特進塾 外装・看板設置工事による新規移転の宣伝効果及び新規顧客の獲得

2434 大分県 合同会社有松ハイテック 2320003002273 後継者が取り組むオリジナル商品の開発による販路拡大事業

2435 大分県 井上鉄工 大型設備の受注対応による売上向上と販路開拓事業

2436 大分県 配食のふれ愛大分南店 店舗における作業環境と動線の改善による生産機能強化と売上増大

2437 宮崎県 キラキラ塾Rise 社会的課題を解決！就学環境サポート充実の塾経営ＰＲ事業

2438 宮崎県 ともキッチン 設備導入及び生産環境整備による新規販路獲得事業

2439 宮崎県 株式会社ユニダス 1350001004105 鶏肉用ポリ袋製品製造用印刷製版作製による新規取引先の開拓

2440 宮崎県 ペット霊園　やすらぎの里 販売促進策の実施による新規顧客獲得事業

2441 宮崎県 株式会社みやざきサンミート季穣 3350001013789 商品力向上・ＰＲ強化・販路拡大を目的としたパンフレット作成

2442 宮崎県 かわさき屋株式会社 2350001011744 切干大根出荷製造における品質向上及び販路拡大事業

2443 宮崎県 Jill by little hair チラシの折り込み、ＳＮＳの活用による新規顧客の獲得

2444 宮崎県 東工業 業務効率化による解体事業の推進

2445 宮崎県 株式会社ほそもと 1350001009756 感染症対策に配慮したレストラン個室の整備による競争力強化

2446 宮崎県 有限会社荒木石油店 8350002016968 高性能タイヤチェンジャー導入により地域のニーズに応える

2447 宮崎県 ヘアーサロンブルーム 看板設置による認知度向上及び駐車場整備による新規顧客獲得事業

2448 宮崎県 居酒屋　山賊 タペストリーによる店内誘導とITを活用した販路開拓事業

2449 宮崎県 恵農場株式会社 2350001011942 低温精米機導入によるブランド米「自然米」の品質向上で販路拡大

2450 宮崎県 株式会社たかぎ 8350001005055 たかぎオリジナル餃子で消費量日本一の宮崎を盛り上げる

2451 宮崎県 Takazaki　Picnic 店舗誘導看板設置とパンフレット作成による情報発信及び販路拡大

2452 宮崎県 リサイクルショップ宮崎屋 トレーディングカード取扱事業への参入による新たな販路開拓

2453 宮崎県 有限会社宮之城観光会館 2340002018418 外気浴導入でサ活ブームを取り込み、集客・収益アップする事業

2454 宮崎県 賢豊 看板刷新でお食事処だと勘違いしている顧客を呼び寄せる事業

2455 鹿児島県 有限会社　スリーウッドひかり 8340002018296 地元食材を使用した無添加商品の開発による小売市場開拓

2456 鹿児島県 大久保地区村づくり物産直売所山ん神 糖度の見える化！！地域ブランド農産物の販売拡大事業

2457 鹿児島県 有限会社ショップかんだ 5340002020008 視認性ある看板とゆとりある駐車場整備で呼び込む潜在新規顧客！

2458 鹿児島県 株式会社サンセットリゾート 1340001010112 新規客を呼び込む！自社の”強み”を全面に押し出す広報PR事業

2459 鹿児島県 有限会社青木流芳院 6340002023389 高齢者・車いす利用者等に配慮した通路の整備による新規顧客開拓

2460 鹿児島県 札幌ラーメン休次郎 座敷席改修によるバリアフリー化で集客力向上を実現する

2461 鹿児島県 有限会社　志築 4340002014480 設備導入によるクリーニングサービスの品質向上と環境経営の実現

2462 鹿児島県 鮮魚のひらさき ショーケース照明LED化による魚の鮮度向上

2463 鹿児島県 南九施設株式会社 7340001003119 コロナ禍におけるガーデンリフォーム事業の強化

2464 鹿児島県 ヒダカサロン 駐車場から店内への移動をスムーズにするための環境整備



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9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。

2465 鹿児島県 苺夢工房 廃棄ロスを減らす為の新商品開発用の加工場設置事業

2466 鹿児島県 TRIP　CURRY キッチンカーを活用した地産地消スパイスカレーの販売促進

2467 鹿児島県 曽木クリーニング 看板・のぼり・チラシの三本の矢で販路拡大

2468 鹿児島県 麻里花 コロナ禍にシニア世代に優しい店舗づくりでリピーターを増やす

2469 鹿児島県 グランパイス株式会社 4340001001538 子育てお母さんが更に来店しやすくなる為の店内環境整備事業

2470 鹿児島県 株式会社　トクダ農機 3340001016512 機械の展示販売及び作業スペースの拡充を図り販路拡大に繋げる

2471 鹿児島県 MONREVE児玉 店舗入口の自動ドア化による顧客利便性向上で購入単価UP

2472 鹿児島県 Bar mais 空調機導入による新規、リピーター客増加計画

2473 鹿児島県 スーパー太平 長年の自社ノウハウを活用した「スーパー併設型飲食店」開業事業

2474 鹿児島県 能野焼　福元陶苑 工房外観及び作業台の改修による団体客の受入れ体制強化事業

2475 鹿児島県 blue sky 種子島でリラックスしてマツエク施術できる空間の為の改装事業

2476 鹿児島県 さがら緑創園 造園事業者による外構工事の受注拡大

2477 鹿児島県 株式会社OZ 4340001009936 ギフトショップ店によるコインランドリーカフェ事業で地域活性化

2478 鹿児島県 鶴田製茶 パッケージ開発による新しいブランドイメージの醸成

2479 鹿児島県 味処正ちゃん ランチバイキングの充実とテイクアウト販売による販路拡大

2480 鹿児島県 有限会社 大崎書店 1340002027618 カフェスペースの併設による販路開拓

2481 鹿児島県 コインランドリーセイヤ キッズルームの安全性をアピールし子育て世代の販路開拓を目指す

2482 鹿児島県 Un sourire 「安心感のある店舗作りで収益力アップ事業」

2483 鹿児島県 松崎商店 店舗改装と広報物制作により集客力アップして業績回復を目指す！

2484 鹿児島県 髙城庵 販売形態を広げるための量り付きラベルプリンター導入

2485 鹿児島県 relachill 顧客ニーズに対応した新サービス「筋膜リリース施術」開始

2486 鹿児島県 株式会社さくら知覧園 4340001020521 地域特産品を活かした、新商品で販路拡大

2487 鹿児島県 株式会社鳥希 8340001008083 味覚と視覚でお酒を楽しんで頂くサービスで満足度向上＆販路開拓

2488 鹿児島県 株式会社　ｆａｂ 7340001020980 看板のリニューアルと広報による販路拡大

2489 鹿児島県 岩戸鉱泉 地域参画型温泉・飲食付きイベントプランの提供と行楽需要の創出

2490 鹿児島県 サンコーフーズ 調理設備強化による生産量増大で実現する受注の大幅増

2491 鹿児島県 株式会社二宮鉄工 3340001014202 溶接技術の更なる向上と技術承継のための最新式溶接機導入

2492 鹿児島県 株式会社薬草酢本舗芳山坊 5340001018226 奄美野草酢「きゅら草」とフルーツビネガー「島女神」の販路獲得

2493 鹿児島県 やきとりの原口 トイレのバリアフリー化とおむつ交換台設置で顧客満足度アップ

2494 鹿児島県 ｓｈａｃｏ 「地産地消に拘り自然を楽しむ」飲食スペース提供に伴う販路開拓

2495 鹿児島県 黒茶花 鹿児島県の食材を活かした商品開発と販売による売上向上計画

2496 鹿児島県 牧田自動車整備工場 車輌整備設備導入で作業効率アップと認知度向上による販路開拓

2497 鹿児島県 株式会社年中夢牛 7340001017647 顧客ニーズに呼応したサービスの可視化による販路開拓大作戦

2498 鹿児島県 南国酒蔵８８ 顧客ニーズに呼応した「腸活ペットフード事業」の本格的事業化

2499 鹿児島県 有限会社 はしぐち 7340002024345 過疎地域で「憩いの場・地産地消」提供によるＣＳ向上で販路開拓

2500 鹿児島県 ゆぅーの宿なぎ合同会社 7340003003141 宿泊客が洗濯できる設備を整え、宿泊機会を逃さないようにする

2501 鹿児島県 CHaNZe.Lab コロナ禍でも安心感を求める女性限定ジムの多店舗展開実現

2502 鹿児島県 有限会社山口商店 5340002027416 冷凍食品販売により、買い物弱者を救済し、新規顧客増加！

2503 鹿児島県 有限会社わきもと 9340002015136 ファミマコラボをチャンスに！自店ごまドレッシング等の販路開拓

2504 鹿児島県 Buono’ｓぼうのつ テラス席を新設し、顧客満足度向上と対応客数アップを図る

2505 鹿児島県 そば処　北乃家 提供時間短縮化によるお客様満足度向上のための機器導入事業

2506 鹿児島県 大城もちや 新規顧客獲得を目的としたパッケージ及びパンフレット作成

2507 鹿児島県 株式会社クラフトワークス 5340001013466 ランドリー設備導入による利便性向上・予約拡大事業計画

2508 鹿児島県 Cafe Burleigh テイクアウトメニューの拡充と新メニュー開発による販売強化

2509 鹿児島県 有限会社橋脇風月堂 9340002014732 設備導入と新商品開発による多品種少量生産体制の確立と売上拡大

2510 鹿児島県 工房てたか 高齢者にも利用し易く、地域の交流の場となる店舗づくり

2511 鹿児島県 株式会社　左近允 3340001024151 シェアハウス仕様簡易宿泊所の認知と活用による販路拡大・売上増

2512 鹿児島県 有限会社　ちどり荘 8340002018321 「自然と田舎を感じたい」新規顧客の獲得を目指した設備導入

2513 鹿児島県 福田鮮魚店 「志布志の魚を多くのお客様に」鮮度保持のための設備導入

2514 鹿児島県 合同会社奄美はなはなエール 5340003002327 健康志向のノンアルコールクラフトビール開発

2515 鹿児島県 マリンアクティビティminami 新サービスの提供を通した新たな顧客開拓

2516 鹿児島県 有限会社久保田自動車 5340002027713 顧客のニーズを捉えて収益力を向上させる事業

2517 鹿児島県 コスメティックユミ 来店に頼らない営業を行うことにより事業継続を行う事業

2518 鹿児島県 Soo音協 ウィズコロナに対応したイベントをサポートする音響サービス提供

2519 鹿児島県 トヨタレンタリース　沖永良部営業所 利用弱者の利便性・安全確保を図る通路屋根等整備で売上の回復

2520 鹿児島県 お食事処　もっか パンフレット作成及びフォトスポット設置による観光客の取り込み
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2521 鹿児島県 山形自動車整備工場 「いつでも身近に」短時間でできる定期点検サービスの展開

2522 鹿児島県 桔梗 快適な環境の整備及びお客様が自由におつまみを選べるサービス

2523 鹿児島県 有限会社東デンソー 8340002021779 設備投資による新たな需要への対応

2524 鹿児島県 西田製糖工場 設備投資で安心安全な商品作りによる新しいファンの獲得

2525 鹿児島県 よしみ弁当 新規顧客獲得のための設備購入及び改装工事実施による製造量増加

2526 鹿児島県 PONOPONO FARM 長期保存に必要な設備導入による加工品の製造・販売で売上増加

2527 鹿児島県 有限会社 十津川農場 5340002026186 最大規模の展示商談会出展による新商品と既存商品の新規販路開拓

2528 鹿児島県 美車LAB タイヤチェンジャーの導入による販路拡大・顧客満足度向上を図る

2529 鹿児島県 朝日酒造株式会社 5340001011016 朝日酒造ブランドの再構築と販路拡大

2530 沖縄県 株式会社　リセットジャパン 3360001012682 さ～た～家の『ギフト市場』参入計画！！

2531 沖縄県 エドメ陶房 循環式再生土練機を導入し新商品開発及び販路開拓と生産性向上

2532 沖縄県 まちなかMEセンター株式会社 2360001028275 動物用パルスオキシメータの開発

2533 沖縄県 おべんとう屋　宜保商店 新たな事業で、新規顧客開拓を行う。

2534 沖縄県 アラヤプランニング株式会社 5360001021772 紅型を広く発信！ギフト戦略で「販路拡大・開拓プロジェクト」

2535 沖縄県 辺野古木炭創業企業組合 2360005003308 解体工事専門のプロ集団確立

2536 沖縄県 株式会社ゴールドバリュークリエーション 7360001019006 高品質空撮動画制作・リスティング広告と展示会での営業体制構築

2537 沖縄県 トゥデラサカタ　理加 沖縄産バナナを使った新サービス提供で、県外向け販路を拡大する

2538 沖縄県 タイヘイ薬品　普天間店 新たに美容部門を取り入れ脱毛・エステサロンで新規顧客の獲得

2539 沖縄県 特定非営利活動法人ゆい沖縄 6360005003130 食品自動販売機導入による新規顧客の開拓

2540 沖縄県 居酒屋福 「既存顧客の呼戻し」と「新規顧客の開拓」を目指す！

2541 沖縄県 農業生産法人株式会社沖縄バイオリサーチ 8360001016877 共同 ムクナ豆の生産拡大および脱粒作業の効率化

2542 沖縄県 耳つぼダイエットれいらん 浦添店に脱毛器を新規導入し、web集客で新規のお客様の獲得

2543 沖縄県 有限会社幸洋自動車販売 9360002007189 認証工場を取得することで、販路拡大を行う。

2544 沖縄県 株式会社食のかけはしカンパニー 5360001018208 商品の情報発信強化事業

2545 沖縄県 合同会社ダイビングスクールあつまる 6360003010343 修学旅行と就学体験とWの『しゅうがく』を体験できるサービス

2546 沖縄県 大嵩株式会社 6360001024592 島の文化を伝える【歴史のさんぽ道】

2547 沖縄県 石垣ｉｓｌａｎｄ不動産有限会社 3020002067677 石垣島唯一の屋上ビアテラス事業の認知度向上・販促事業

2548 沖縄県 株式会社美健ネイチャーラボ 7360001030400 沖縄産果物のドライフルーツ販売。店舗とＥＣサイトでの売上拡大

2549 沖縄県 株式会社Detour 6360001028222 新規顧客獲得のため、個別指導・学習塾オクトワン　昼間部開校

2550 沖縄県 Growth DTFプリンターを活用した事業資質向上と販路拡大を行うDX化

2551 沖縄県 株式会社東江組 6360001030351 新たなサービス提供で、新規顧客開拓を目指す。

2552 沖縄県 Ｐｅｔ  Ｃａｒｅ  Ｓｅｒｖｉｃｅ  ＩＶＹ ペットホテルの整備等による預かり頭数の増加と売上アップ

2553 沖縄県 古民家　寿 古民家民泊施設の取組む国内家族観光客獲得事業

2554 沖縄県 大健屋 弁当店から地域の食堂へ！コロナ禍における業態転換事業

2555 沖縄県 株式会社てぃーだカンカン不動産糸満 6360001029947 新規顧客掘起こし戦略と沖縄南部地区・不動産売買の担い手へ！

2556 沖縄県 ニャン山 共同 新商品開発と電気窯購入によるヤチムン製品の販路拡大事業

2557 沖縄県 new CHARM シミケア機の購入による新規顧客の獲得およびリピーターの増加

2558 沖縄県 本然農園 モリンガ青汁商品開発による6次産業化と販促物及びHP製作

2559 沖縄県 cotocoto ウィズコロナに向けたロゴと看板制作事業

2560 沖縄県 有限会社　糸工房 2360002009448 電光掲示板を活用して、みらいを明るくしていきましょう!

2561 沖縄県 ゆる楽自然療法　縁JOY 店舗集客促進及びオンライン妊活スクールの宣伝事業

2562 沖縄県 軽食パーラーひびき アフターコロナを見据えたテイクアウト等新メニュー開発事業

2563 沖縄県 あざま共同売店 移転再開の告知及び新規観光客の獲得

2564 沖縄県 松田コンサルティング合同会社 1360003011478 100mlサイズの40年古酒泡盛（オリジナルラベル）販売事業

2565 沖縄県 Café島むん＋ カウンター改修による新たな需要対応と店内外の収益拡大を図る！

2566 沖縄県 有限会社とかしくマリンビレッジ 8360002003049 真空包装機で食材ロスの収益化と業務効率化、土産品事業の収益化

2567 沖縄県 ㈲梯梧 9360002009227 店舗営業の再開に向けた取組みと地元客の誘客取組み強化

2568 沖縄県 合同会社Ｔ－ｒａ 7360003010623 心と身体の活性化のサポート力強化の取り組み

2569 沖縄県 株式会社Ｓ．Ａ．Ｍ 3120001141753 「家族でやってみよう！石垣島の思い出Tシャツプリント体験」

2570 沖縄県 えいこ鮮魚店 地元新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

2571 沖縄県 COCOSUP 世界が恋する海（座間味）近海で獲れた海の幸の特産品開発

2572 沖縄県 ヘアスタジオ　ファンデーション 硬水による髪のゴワゴワ感を解消するシャンプー等の開発

2573 沖縄県 Cercle 地元の特産品を活かしたデザイン性のあるお土産で販路開拓

2574 沖縄県 海坊主 シラヒゲウニの復活による新たな地域産業の創出

2575 沖縄県 株式会社サウスウッド 3360001029470 日没後の新規顧客獲得に向けた屋外電照看板、野外照明設置事業

2576 沖縄県 石垣　鮨　北倉 石垣島産カツオ、マグロ粉末出汁パックの開発、販路開拓
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2577 沖縄県 農業生産法人株式会社まぁじゅんのジャージー牧場7360001021960 インキュベーター導入によるヨーグルト生産能力向上

2578 沖縄県 株式会社クラッチ 3360001020776 テラス席新設に伴う屋根の取付工事

2579 沖縄県 株式会社ファン・スペース・リゾート 2360001013608 旅行先での食事は現地で決める新規顧客層獲得事業

2580 沖縄県 農業生産法人株式会社もとぷらす 7360001012753 加工物の安心・安全な生産・流通によるブランド力の強化

2581 沖縄県 NOMAD HERBAL WORKS カウンセリングによるハーブティの新しい販路開拓・販売促進

2582 沖縄県 美らら 子連れでも安心して通える身体に優しいパワースポットサロン作り

2583 沖縄県 jiyukimama サスティナブルを意識したmichisioプロジェクト

2584 沖縄県 ケタール．． 店舗の視認性向上のための外部看板及び駐車場案内設置

2585 沖縄県 いろは総合印刷 印刷業務の内製化と切り取り式印刷物の提案

2586 沖縄県 Areca Relaxation Salon 脱毛機器とフォトフェイシャル機器導入によるお客様満足向上開拓

2587 沖縄県 コズミックガーデン 量産体制を整えるための製造工房内改造計画

2588 沖縄県 しずく しずくプライベートブランド商品の開発と要冷蔵商品の安定供給

2589 沖縄県 株式会社屋我ビーチセンター 5360003004635 サブスクプラン開発及びHPのスマホ対応による閑散期の売上増

2590 沖縄県 株式会社ダルマ 8360002010334 オンラインの販促強化と冷凍商品の開発

2591 沖縄県 細野陽一土地家屋調査士事務所 ドローンを活用した測量による業務の効率化及び高付加価値化

2592 沖縄県 服部あや乃 乾燥野菜のおやつ「旅する島やさい」商品開発・販路開拓

2593 沖縄県 読谷セラピーサロン ｋｏｋｉａ サロン運営のための販売戦略と売上の向上計画

2594 沖縄県 川平焼　凜火 器と布の店Pahha改装工事による３０～５０代女性観光客獲得

2595 沖縄県 smile the earth – Roots -Ishigaki イートインスペース展開による小さい子供がいるファミリー層獲得

2596 沖縄県 合同会社　NEXT　INNOVATION 7360003009558 出張型ガラスコーティング事業で沖縄県本島北部販路開拓

2597 沖縄県 中村印刷株式会社 8360001022735 紙と印刷に特化したクリエイティブルームの新規開設

2598 沖縄県 ひろせ動物診療所 超音波診断装置の導入による離島での動物病院継続維持事業

2599 沖縄県 Couleur ハーブや茶葉の使用にこだわったケーキ屋が作るジェラードパフェ

2600 沖縄県 シンプルパン 『もらって喜ばれる沖縄のお土産』の開発と製造販売

2601 沖縄県 エステティックルームリベルラ ピピっと高速ケア脱毛機導入でイケてるメンズの完成形へ！

2602 沖縄県 有限会社　泰伸電気 4360002017449 高齢者のお困り事を解決する家電サービスのご提案

2603 沖縄県 Ｆｏｏｄ　Ｊｏｕｒｎｅｙ 自社工房内でのテイクアウト販売

2604 沖縄県 SEEK　STUDIO “人生をより豊かに“安心・安全な身体づくりのサービス強化

2605 沖縄県 有限会社アンツ・アイ・カンパニー 4360002018728 キッチンカーによる新メニュー開発、売上拡大、業務改善事業

2606 沖縄県 SANDBOX 新店舗展開とテイクアウトの認知度強化と業務改善による販路拡大

2607 沖縄県 株式会社PESCIOLINA 8360001029838 テラス席設置による集客拡大及び新メニュー開発の販路開拓事業

2608 沖縄県 株式会社Embellir Japan 9360001018534 学習と運動能力をサポートする子供むけサプリメント開発事業

2609 沖縄県 アジアンダイニング　ア・ダニー モバイルオーダーシステム導入による効率化と商品開発で販路開拓

2610 沖縄県 琉球工房ちゅら PBの付加価値を高めるためのパッケージ開発で販路開拓

2611 沖縄県 清祥 HP、チラシで認知度を高めてお墓清掃機械導入の作業効率向上

2612 沖縄県 有限会社team和 4360002009958 CRM・POSシステム導入による業務効率化及び集客強化事業

2613 沖縄県 Farbe 健康とおいしいを叶えるソイスイーツの生産性向上と新商品開発

2614 沖縄県 ユーロバルＤＩＶＡｅｓｔ 新たな顧客層を対象とした、弁当専門店の新規出店

2615 沖縄県 食彩酒場呉っつい 沖縄南部には無い、本格スタイルな、コリアンダイニング


