
No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 株式会社Ｍ 9430001080329
プライバシーに配慮した店舗環境改革で地域
密着型薬局を目指す

2 北海道 北海道ＰＲＩＤＥ
移動販売対応設備の導入で安定した売上の確

保を可能とする取組

3 北海道 株式会社アグリトライビジネス 3450001007921
作業効率の向上及び運賃コストの低減対策事
業

4 北海道 有限会社マイショップとしま 5450002011648
冷蔵ショーケースの証明環境の改善による購
買率の向上

5 北海道 塩狩ヒュッテ
エアコン導入で暑い夏を快適空間提供で顧客
満足度向上を目指す。

6 北海道 株式会社サロベツ会館 2450001008680 新規顧客獲得と特産品知名度アップ

7 北海道 竹内漁業部
従業員の高齢化対応と昆布加工の生産性の向
上の為の機械導入

8 北海道 居酒屋　お富さん
新たな商品提供方法の実現に向けた機材導入
と設備改修事業

9 北海道 有限会社　瀧源商店 5450002010690
PC・スマートフォン対応の商品販売ＨＰ作成
と業務の効率化

10 北海道 庭や　たにぞえ
英国流の伝統石積技法を強みとする造園業者
のPRへの取り組み

11 北海道 十勝トランポリンスタジアム
衛生環境改善によるトランポリン教室のサー
ビス向上と業務改善

12 北海道 割烹食堂　一福
冷蔵設備を導入し、コロナウィルスに打ち勝
つお店作り

13 北海道 層雲峡ホステル
アウトドア初心者を取り込んだ山岳企画によ
る新規顧客層獲得事業

14 北海道 有限会社安田食品店 4430002061935
地場魚介類の新たな提供方法の導入による増
収増益への取り組み

15 北海道 かぼちゃん本舗 店内環境整備に伴う冷暖房エアコン設置事業

16 北海道 美装オートタカハシ
アルミボディ車両の板金工程内製化による差
別化と顧客の囲い込み

17 北海道 佐渡屋旅館 全室禁煙による利用満足度と集客力の向上

18 北海道 株式会社ＡＧＲＩＥＲ 2450001012154
生食用にんにく、黒にんにくのパッケージと
ＰＲ素材の開発・試作

19 北海道 株式会社　久保農園 7430001052503
ＢＢＱガーデン併設の民泊施設で競合他社に
圧倒的な差別化

20 北海道 合同会社　なごみ 6430003009411
外国人宿泊客の深刻なトイレ待ちを解消する
ためのトイレ増設

21 北海道 株式会社　シン 1430001074643
インバウンド需要回復を見込んだ外国人専用
ＷＥＢサイト新規開設

22 北海道 たま工芸
エアコンと可動式ＬＥＤ照明設置で快適空間
を提供し新規顧客獲得

23 北海道 株式会社esaki 5430001047991 ハスカップシロップの製造および販売促進

24 北海道 カフェ コフェル
テイクアウトによる販路開拓に向けた待合ス
ペースの設置

25 北海道 菅原燃料店
ガス検針自動通信システムの導入による業務
効率化と顧客獲得事業

26 北海道 なみうち助産院
新規事業である貸室業に関するＷＥＢサイト
新規開設等のＰＲ事業

27 北海道 ㈱Norts Innovation 9440001007306
簡易宿泊所（古民家）で日本人利用増加を目
指すエアコン設置事業

28 北海道 株式会社エステック 9430001047963
4トントラックを活用して企業PR活動による新
規取引先拡大

29 北海道 CRカンパニー合同会社 7430003007224 自社サイトによるBtoC販売促進事業
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30 北海道 ワッカヌプリ ワッカＢＢＢ「ツリーハウス製作」事業

31 北海道 ㈱丸木舟 6460001001706
お客様の満足度を高めるためのリフレッシュ
事業

32 北海道 有限会社　ノース・エコプラン 1430002053646
事業内容の拡大と販促ツール作成のための設
備導入事業

33 北海道 ㈲長谷川石材工業 6450002010101
地元、地域に密着し、石屋として信頼を得て
顧客増を目指す！

34 北海道 ペンションランドスケープふらの
ホームページ新規作成及びセキュリティー強
化

35 北海道 株式会社山本鉄工 2460101006187
加締機を工場に設置し特殊作業にて顧客満足
向上による販路開拓

36 北海道 株式会社新得観光振興公社 8460146003146
新規客層開拓及び登山客向けライブカメラの
設置

37 北海道 株式会社　丸三伊藤商店 9460101003120
店舗情報発信システムの構築による新規顧客
の獲得・商圏の拡大

38 北海道 霧立亭
webサイト再構築と新メニューによる新規顧客
獲得事業

39 北海道 霧立そば製粉合同会社 9450003000555 粉充填機等導入による新規顧客獲得事業

40 北海道 桧山自動車工業株式会社 2440001004695 桧山自動車工業株式会社

41 北海道 Ｋ和左官
機械（パワートロウェル）の導入による機会
ロス減少と利益の増加

42 北海道 株式会社プリンシプルシェア 1460101006675
快適な店内空間の提供に向けた環境整備によ
る顧客拡大

43 北海道 株式会社リョーワ 8460102003772
屋外看板の設置による店舗の認知度向上での
利用客の拡大

44 北海道 ＰＣどくたー合同会社 2460103000808
今後も増加が見込めるスマートフォンの修理
需要を取込む為のＰＲ

45 北海道 株式会社ヴーム 9440001006588
ＨＰ導入・ＩＴ利活用と店舗ＰＲ看板設置に
よる販路拡大強化

46 北海道 髙田石材店
設計図面及びデザインのIT化による販路拡大
及び効率化事業

47 北海道 有限会社THE DAY 9430002044159
店舗のバリアフリー化による安全性・利便性
の向上

48 北海道 有限会社　福田自動車商会 4460102006721
オゾン消臭サービスの提供による付加価値向
上の実現

49 北海道 ㈲ナガヤ 7460002002165
小売部門進出による売上強化並びに生産性向
上向上事業

50 北海道 ノーザンフォト
動画制作体制の確立とHPリニューアルとチラ
シによる販路開拓

51 北海道 やまもと美容室
ウイルス対策用殺菌器と顧客満足度向上を図
る施術イス

52 北海道 たたみの宮崎
保存版チラシの作成・配布によるＰＲで新規
顧客獲得と売上増加

53 北海道 tsugi
販売商品の陳列棚とキッズスペース設置によ
る顧客満足度向上

54 北海道 有限会社豊來軒 7430000206375
日本人観光客に向けたホームページ改良によ
る販促活動

55 北海道 山岳喫茶 店舗移転に伴う看板設置・正面入り口の改良

56 北海道 ゴーシュ 宿泊棟のウッドデッキ・フェンスの設置

57 北海道 北の国建築工房株式会社 6440001007399 北の国建築工房WEBオープンハウスの挑戦

58 北海道 有限会社鈴屋 8460102006494
新技術（チタン製印鑑の加工設備導入）によ
る売上向上と販路開拓
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59 北海道 あったかホーミング
ディスポーザによる「借家・アパートの空き
家対策」で受注拡大

60 北海道 ムーンライズ株式会社 1430001057672
ガラス工芸品販売店舗内環境改善による小売
部門の売上強化

61 北海道 味処 やま田
店舗移転を契機とした業態補完に係る高付加
価値化による販路開拓

62 北海道 トータルカーオフィスブレイク
新規事業であるリース事業に必要なショース
ペース敷地の舗装工事

63 北海道 喫茶 Hana
女性に好まれる店づくりに係る店内環境整備
による新規顧客開拓

64 北海道 ㈲沼田オート 9450002007758
ニーズに応えた機械設備に係る機会損失の回
避と顧客取引の強化

65 北海道 清野写真館
新商品開発及び従来高品質化によるコロナ売
上喪失からの脱却

66 北海道 理美容ササキ
新たな付加サービスを提供するための設備導
入事業

67 北海道 合資会社　吉野 3460303000326
ファストフィッシュ商品の生産性向上のため
の製造環境の整備

68 北海道 有限会社　ウィット 3430002066101 無農薬アロニアでアンチエイジング対策事業

69 北海道 知床温泉民宿たんぽぽ
浴場への導線も改善！顧客満足度を高めるコ
ミュニティスペース

70 北海道 堀田農園
豆乾燥機で生産力アップ！金時豆を知床の食
のブランドに

71 北海道
(株)ナチュラルファーム楽園倶楽
部

9430001067400
冷蔵・冷凍オープンケース設置による売上・
利益確保への取組み

72 北海道 美容室さちこ
癒し空間【エステルーム】の新設に伴う一部
改装工事

73 北海道 有限会社　水無月 1460302005055
宴会売上の補填を実現する広告宣伝による仕
出し料理販路拡大事業

74 北海道 くまのフライパン
地元食材を使用した真空パック機導入による
販路拡大事業

75 北海道 ペンションふらいぱぁん
外国人観光客のニーズに応えた「清潔空間」
の提供で集客力を強化

76 北海道 美瑛自動車工業株式会社 2450001006296 車両診断機導入による作業効率向上事業

77 北海道 株式会社　湧駒荘 7010001180899
薪割り機導入による暖炉周辺における滞在性
の強化

78 北海道 株式会社クレド 9430001077416
QRコードを活用した情報発信による新規顧客
獲得事業

79 北海道 有限会社　小薮商店 9460002001082
長期保存を可能にする冷凍庫の導入によるロ
スの軽減と販路の拡大

80 北海道 天然酵母の蒸しパン　Ｓｉｔｏａ 新商品（台湾カステラ）の開発・販路開拓

81 北海道 株式会社ＡＢＫ 6450001012778
ひとつの木プロジェクト～次世代に山をどう
残すか～

82 北海道 株式会社ポプラファーム 6450001006672 HOKKAIDO FARM SOUP 開発事業

83 北海道 有限会社　蒲原水産 3430002058354
自社ホームページ刷新による企業ブランド発
信事業

84 北海道 亀田産業
発電器機の導入による受注拡大と新規顧客の
獲得

85 北海道 株式会社たのしい 2430001080806 厚真町農産物の「見た目改革」

86 北海道 鳥羽農園 鳥羽農園の新商品開発及び販路拡大事業

87 北海道 ごはんと喫茶イナッチ
看板による通行者への認知度の向上と掘りご
たつによる満足度向上
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88 北海道 株式会社ゆたか 1460101003359
人手不足対応とウィルスに向けたセルフオー
ダーシステムの導入

89 北海道 BLUE SALMON
新商品開発（ご当地ポップコーン）による販
路開拓

90 北海道 有限会社オガサワラ 3430002063528 逆風でも設備投資でお客様を迎える準備

91 北海道 ビューティーサロンクドウ
新型コロナウイルスに負けるな空調設備と衛
生管理で営業継続

92 北海道 スタディ コンシェル
教育格差解消！田舎にいても最先端教育サー
ビス提供で売上UP

93 北海道 有限会社ユウアイ 1460302003216
ホームページ改修とＥＣサイト、紙の会社案
内とのリンキング事業

94 北海道 株式会社　MET 3430001081068
誰もが気兼ねなく食事ができる飲食店である
為の喫煙室の設置

95 北海道 伊豆倉写真店
町内団体への出張撮影及び市内外学校での出
張証明写真撮影の拡販

96 北海道 コンコルド
デリバリー・テイクアウトサービスを活用し
た新規顧客開拓事業

97 北海道 レストランチュプ ファザード改修による集客力ＵＰと売上ＵＰ

98 北海道 鳥せい中札内店 女性に好かれる清潔感のある店舗づくり

99 北海道 株式会社　のこたべ 7430003001895
地元素材を使ったお弁当の販路拡大と、介護
施設向け商品開発

100 北海道 有限会社　長栄堂稲葉 1430002050379
新商品開発と新たな販売方法を実現するため
の生産性向上事業

101 北海道 株式会社鎌澤薬局 9460001003113
お客様の商品選択時の負担を軽減するための
照明環境の改善

102 北海道 鮨・お食事処　毘和吉
快適な食事空間の提供と専用機材導入による
顧客満足度向上事業

103 北海道 マルフ珈琲
作業効率改善・販路拡大のための専用機械の
導入事業

104 青森県 makana
ホームページ・パンフレットによる新規顧客
獲得と顧客満足度向上

105 青森県 有限会社　焼山荘 4420002017327
新たな販促インバウンド用パンフレットの作
成

106 青森県 長谷川食品店
高齢者に優しい自慢の野菜・果物が手に取り
易い店舗改善事業

107 青森県 髙橋整骨院
ハイボルテージ（高電圧）治療器導入による
スポーツ痛患者の集客

108 青森県 株式会社　保祥倶楽部 9420001008669
保険相談サービス等の充実による顧客満足向
上事業

109 青森県 HAL Ringo Garden
びっくりする位甘いりんご「葉取らずりん
ご」の認知度向上大作戦

110 青森県 戸田園芸
プランツギャザリングの利用シーン演出によ
るシニア富裕層の開拓

111 青森県 鹿内農園
りんご生果及びりんご加工品の販売を効率的
に行うための環境整備

112 青森県 津軽味噌醬油株式会社 7420001014743
お料理レシピの提案とホームページの改修・
充実による販路開拓

113 青森県 中沢畳店
和の伝統を受継ぐ若き後継者が取組む生産性
向上事業

114 青森県 佐々木ファーム企画
HACCPに基づく衛生管理を実施するための空調
設備導入事業

115 青森県 BASE　CAMP
店舗什器設置による「こだわりの特産品」の
販路拡大

116 岩手県 株式会社いわてラボ 9400001013670
廃棄温泉浴衣を活用した新商品開発による新
たな魅力の提供
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117 岩手県 Petit　Bonheur
地域密着フランス料理店として宣伝強化によ
る顧客獲得事業

118 岩手県 クラフティ
岩手初！クラフトチョコレートで熱烈なファ
ン層へのアピール事業

119 岩手県 有限会社　紫波印刷 8400002007086
看板製作事業への本格参入による販路開拓と
売上向上

120 岩手県 お菓子処たかはし
お客様にとって快適で魅力的な売り場づくり
による売上向上

121 岩手県 中城商店
香る焼き立てパンと独自商品の充実で集客す
る売上向上計画

122 岩手県 有限会社　吉田工務店 4402702000448
マリンレジャーサービスによる事業多角化及
び観光消費拡大事業

123 岩手県 漆工房やまなみ
古民家を使った漆器工房の創設による生産能
力向上及び販路拡大

124 岩手県 株式会社　利宏商事 4400001010053
販促ツールによる出張洗車・車内クリーニン
グサービスの販路拡大

125 岩手県 ホテル三陽 レンタルスペースの設置による集客と宣伝

126 岩手県 有限会社　小田嶋鉄工所 4400002007024 開栓棒の開発による販路開拓と売上向上

127 岩手県 K’s工房
ホームページのリニューアルによる知名度の
向上と個人客増大計画

128 宮城県 有限会社イーストサービス 5370302003477
ＩＴを活用した販路開拓及び「天乃太助」ブ
ランドの確立

129 宮城県 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 4370601003286
オリジナルテイクアウト商品の開発と販路開
拓

130 宮城県 行政書士佐々木秀敏事務所
　「笑顔相続相談室」の認知度向上で地元の
新規顧客を獲得！

131 宮城県 tiinei
展示会出展による新規取引の開拓ならびに認
知度向上

132 宮城県 さくらヘルスケア仙台株式会社 6370001021283
「デイサービスの魅力」を介護未認定者へ正
しく発信する販路拡大

133 宮城県 株式会社一苺一笑 4370801001585
コロナに負けない！ＥＣサイト構築とスムー
ズな入場の販路拡大

134 宮城県 アンダイ合同会社 1370003004596
インターネットの活用及び企業に対する直接
営業のツール開発

135 宮城県 えりこ野菜ジェラート株式会社 5370001044756
ホームページ開設による認知度ＵＰとジェ
ラートケーキの通販開始

136 宮城県 さいとう美容室
居心地の良い空間で滞在時間増とへッドスパ
で客単価増加

137 宮城県 有限会社根口商店 3370502000730 地域唯一の不動産業者へ

138 宮城県 パルサーシステム
応接スペース設置で顧客への居心地のよい空
間を提供

139 宮城県 民宿砂子 唐桑オルレ利用者によるシニア層の取り込み

140 宮城県 グラントスカルピン プロモーション強化及び新規顧客獲得事業

141 宮城県 木村美容室
美容室による心身のリフレッシュと癒しの提
供

142 宮城県 株式会社イデアルプレス 9370403000139
クーポンアプリ「クーパー」の開発並びに新
規顧客獲得事業

143 宮城県 BLUE
独身女性向け健康的な体づくりのため新プロ
グラム導入・器具購入

144 宮城県 株式会社　佐竹モータース 7370601000322
「品質安心クイックメンテナンス」サービス
周知の看板作成・設置

145 宮城県 合同会社アペテラ 5370003004460
”飾る”を楽しむ店舗の宣伝広告と外観整備
による顧客獲得



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

146 宮城県 欅産業株式会社 8370601000222
県内認知度向上のための仙台東口ショールー
ム路面看板制作・設置

147 宮城県 居酒屋あい八
そば麺製造装置の導入で低価格の十割そばを
新メニューとして開拓

148 宮城県 革工房　CUE.RO
異素材受注拡大に向けたレザークラフト強化
事業

149 宮城県 株式会社　たっち 3370001042786
ロボットプログラミング教育促進に向けた情
報発信力の強化

150 秋田県 有限会社小杉商店 7410002006179
中高年齢者の新規顧客獲得による売上拡大事
業

151 秋田県 たかこう整骨院
整骨院の認知度向上計画～健康サポートで地
域の活性化に貢献～

152 秋田県 髙駒製材所
薪の需要増加。薪割り機導入で販売機会の
チャンスロスを減らせ！

153 秋田県 有限会社クイック 2410002005532
カッティングマシン導入による内製化と売上
拡大

154 秋田県 有限会社ほていや商店 7410002007359 『買い物弱者』支援のチラシ事業

155 秋田県 有限会社 成田建築設計事務所 4410002011157
「くらしの相談室」開設による新規顧客の獲
得

156 秋田県 有限会社　佐々木自動車 6410002007129
検査受託をスタート！ BtoBで新たな販路を開
拓！

157 秋田県 リプラスジャパン合同会社 5410003003219
ECモール販売強化×自社ブランド商品開発シ
ナジー作戦

158 秋田県 有限会社アート住備 2410002009376
お子様連れでも安心！家族の夢を叶える魅力
の商談ルームを構築

159 秋田県 ako美容室鷹巣店
顧客ニーズに応えるサービスの提供及び職場
環境整備の構築

160 秋田県 木村石材店 顧客ニーズに応える新設備・サービスの提供

161 秋田県 満点学習塾
気軽に通える塾であることを商圏内の見込み
客へPRする取り組み

162 秋田県 有限会社　ササヤス 4410002013509
見積り・予約システムを備えたＨＰへのリ
ニューアルで販路拡大

163 秋田県 株式会社　増田葬祭 8410001010825 ご遺族の不安を和らげる環境整備で販路拡大

164 秋田県 合同会社　カネト 3410003003162 自社サイト立上げによる商品ＰＲで販路拡大

165 秋田県 カットイン　ハラ
お客様へ快適空間提供とサービス向上で新規
顧客開拓

166 秋田県 佐藤書店
「巡回展示販売会」実施からの店舗誘導で売
上アップ！

167 秋田県 コモチヅキ
子育てママいらっしゃい！新米カフェのキッ
ズスペース設置計画

168 秋田県 北斗施設株式会社 8410001007409 販路開拓のためのショールーム設置

169 秋田県 株式会社ふけのゆ 1410001006656
２か国語対応パンフレット作成による秘湯PR
事業

170 秋田県 有限会社　大勇物産 3410002010903
スマホ対応Webサイト作成で地盤改良工事「エ
コジオ工法」PR

171 秋田県 丸福旅館
新型コロナウイルス感染症に対応した「部屋
食」による販路開拓

172 秋田県 丸竹食堂
手洗い設備の設置等による衛生面強化で快適
な店舗づくり

173 秋田県 株式会社ＤＯＧＬＯＵＮＧＥわん 8410001012251
お客様の意見を取り入れた広告宣伝方法によ
る集客ビジネス

174 秋田県 有限会社児玉設備工業 8410002009734
WEBサイト開設と情報発信による知名度向上と
下請からの脱却



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

175 秋田県 有限会社安心サービス 9410002009618
大切な思い出を映像で残す、「感動ムー
ビー」サービス構築事業

176 秋田県 レディースファーム
受注の増改に対応する多機能オーブン導入に
よる生産性向上事業

177 秋田県 株式会社北仙オート秋田 6410001008581
整備の高度化と「特定整備」への法改正に対
応する設備導入

178 秋田県 株式会社村山事務器 7410001006675
弊社システムの「ＷＩＮ×４」による販路開
拓事業

179 秋田県 キッチン森本 高齢者に対応した店づくり化による販路開拓

180 秋田県 みさとマーク株式会社 5410001008319
「見て！触れて！」エンドユーザーへの販路
拡大で売上アップ

181 秋田県 有限会社ヤマダ商事 8410002007498
新分野における作業効率改善による利益向上
事業

182 秋田県 東海林物産株式会社 4410001011397
閑散期における新サービス(ドローンによる航
空防除）で売上拡大

183 秋田県 TiG
製造設備の導入により秋田発イタリアンジェ
ラートを全国へ

184 秋田県 株式会社　藤興業 8410001005379
販路開拓へ必須事項！ＨＰ再構築で信頼向上&
潜在顧客アプローチ

185 山形県 株式会社さとう電熱 9390001011791
電流値・熱画像測定技術の新たな周知のため
HPリニューアル事業

186 山形県 有限会社　三協鉄筋工業所 3390002008495
情報発信するためのホームページ開設で販路
開拓を図る

187 山形県 株式会社あおば 2390001012375
そば打ち部屋設置による環境整備を行い販路
を拡大する事業

188 山形県 ケンチャンラーメン余目店
設備をリニューアル　作業効率と顧客満足度
向上事業

189 山形県 株式会社山美ファーム 5390001014914
顧客別の商品パッケージデザインによる差別
化

190 山形県 有限会社メカ・クラフト 9390002003342
全自動フロンガス回収再生装置の導入による
新規顧客獲得事業

191 山形県 有限会社コマツ塗装 7390002003220
新材料塗装用吹付機械導入による販路開拓事
業

192 山形県 株式会社佐藤良蔵商店 8390001008698
クルマのワンストップ拠点機能としての顧客
満足度向上と提案強化

193 山形県 株式会社イワテック 1390001007896
LED自然光導入による生産性向上と提案型営業
による新販路開拓

194 山形県 株式会社佐藤燃料店 5390001011242
相談室とショールームの整備で成約率の向上
による売上増強

195 山形県 漆山果樹園
駐車場の増設による観光客及び団体客の集客
力アップで売上拡大

196 山形県 Authentic Gate.
店舗改装による席数増加・完全リニューアル
事業

197 山形県 株式会社　石垣工務店 6390001009343
お客様にあんしんを与えるホームページの開
設

198 山形県 あらき精肉店
真空包装機導入による贈答関連商品の強化で
新たな販路開拓

199 山形県 有限会社玉貴 8390002016056
畳リニューアルによる衛生面・おもてなし強
化で誘客促進事業

200 山形県 有限会社アール興業 6390002008451
デザイン性の高い新築外構受注の獲得による
販路開拓計画

201 山形県 株式会社オートガレージ菅原 8390001008426
設備導入による低価格、短納期、工場生産性
向上による新販路開拓

202 山形県 岡崎総合保険 店舗型保険商品販売事業開始による販路拡大

203 山形県 N-support
新事業デザイン・印刷部門の開始による新規
顧客獲得
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204 山形県
株式会社　ベルウッドヴィンヤー
ド

8390001015678
自社醸造ワインのラベル・パンフレット作製
による新規顧客獲得

205 山形県 ヤマサ鮮魚有限会社 1390002008274
駐車場のアスファルト舗装による集客力向上
事業

206 山形県 松浦衣料店
「入りづらい」を解消！お客様専用駐車場整
備による新規顧客開拓

207 山形県 株式会社髙橋工業 7390001014103
魅力的なSNS発信・新ネットショップサイトに
よる新規顧客開拓

208 山形県 のら農園
六次産業化に向けた加工品開発とHP作成によ
る新規顧客獲得事業

209 山形県 株式会社うばふところ 5390001015623
すいか磨き機導入による新商品の生産性向上
で売上拡大

210 山形県 株式会社　たたみの小池 2390001008191
一目で分かる大型看板設置と店内改装で新規
来店客促進

211 山形県 Canana 美容サービスの強化による新規顧客開拓事業

212 山形県 株式会社笹原材木店 6390001004773
住宅事業参入のための営業ツールの作成によ
る新規顧客獲得事業

213 山形県 ジャストワン
農作業用中古車展示場の整備と広告による新
規顧客開拓事業

214 山形県 楯岡焼　窯元
コンパクトなガス窯導入による陶芸教室の迅
速化と集客アップ

215 山形県 株式会社　本長 5390001007810
日本海で水揚げされた魚加工に取り組む新ブ
ランド立上げ事業

216 山形県 金山商店
大型冷蔵庫導入による日本酒販売強化で顧
客・売上増大

217 山形県 ハナブサ醤油株式会社 1390001007054
省力化機器の導入を図り、販売促進につなげ
る

218 山形県 有限会社きくや 2390002016094
集客向上に繋がるメイン大広間のイメージ
アップ事業

219 山形県 カネミ食堂
事業承継の経営基盤強化に向けた駐車場環境
整備事業

220 山形県 有限会社　菅藤組 7390002011826
商品力の高い地元産小麦粉の生産販売のため
の製粉機導入事業

221 山形県 本間建築 新規顧客獲得のためのホームページ作成

222 山形県 有限会社むら熊 4390002003339
衛生設備及び安全設備導入による環境整備を
行い販路開拓する事業

223 山形県 有限会社中央包装 3390002008512
販売管理システム導入で事務効率アップと営
業強化による売上拡大

224 山形県 河村塗装店
お客様にとって快適な商談スペースと事務所
改築事業

225 山形県 朝日鉱泉ナチュラリストの家
施設改修による満足度向上と日帰来訪者増加
を目指した誘客事業

226 山形県 リラクゼーションfamille
超短波機器導入による顧客満足向上と新規顧
客獲得事業

227 山形県 有限会社今井電気工事店 4390002016142
外壁看板設置によるＰＲと作業用ハウスの設
置による業務効率化

228 山形県 大丸屋旅館
和モダンなコーヒーラウンジを設けて新たな
顧客獲得

229 山形県 ネコノテデザイン
オフィス改装でお客さまとの長期の信頼関係
を構築

230 山形県 FUN★K
その場で気軽にオンリーワンウエア！転写シ
ステム導入で販路拡大

231 山形県 小川官業
鋼製型枠ケレン機の導入による作業効率化で
売上アップ

232 山形県 有限会社　庄内旬青果 7390002010274
作業効率化による「だだちゃ豆」の販路拡大
と販促ツールの整備
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233 山形県 有限会社　みづほ産業 3390002009808
地域の住環境整備に貢献する　高性能リノ
ベーションの販路開拓

234 山形県 旬菓処　福田屋
ギターカッター導入でチャンスロス解消！新
販路確立で売上UP！

235 山形県 キムラ看板
大型インクジェットプリンター導入による受
注強化

236 山形県 大沼製麺所
作業効率アップによるできたて商品のネット
販売強化事業

237 山形県 株式会社寒河江スクリーン 4390001014122 印刷作業台導入による受注強化事業

238 山形県 ヘアメイクBiBi デジタルパーマによる売上げの増加

239 山形県 有限会社さがえ紀の代 1390002015650
子供向けアメニティーグッズ作成による来店
客増加事業

240 山形県 そば焼肉ふくろう
店舗サイン設置によるイメージアップ～来店
客数増加事業～

241 山形県 酒処　和
～厨房及びトイレ大改修～料理内容強化によ
る客単価アップ事業

242 山形県 有限会社芳賀板金工業 8390002015751
「HP開設と作業機器導入による元請け工事受
注の強化事業」

243 山形県 合同会社ワークス 5390003001588
ドローンを活用した業務効率化と事業拡大に
よる売上拡大

244 山形県 kimura
新築住宅商品の規格化とHPリニューアルによ
る新規顧客獲得事業

245 山形県 有限会社　鮮魚かねに 6390002006216
コロナに動じない！葬儀仕出し部門新設で新
規顧客獲得事業

246 山形県 厩戸-umayado-
店舗屋外ウッドデッキ施工による客席数増加
及び売上拡大事業

247 山形県 株式会社　丸石産業 7390001004855
HPのリニューアルと新商品開発による販路開
拓と売上拡大事業

248 福島県 合資会社　菊地薬局 4380003001648 いわき市の消費者との新たなご縁づくり事業

249 福島県 株式会社ヴィルタス 6380001027494
遊休竹林を活かせ！新ＰＢ「国産原料メン
マ」開発プロジェクト

250 福島県 株式会社トレード・ワン 6380001003495
低価格なのにモデルルームみたいな建売住宅
販売で業界トップに！

251 福島県 株式会社さくら農園 6380001028765
オリジナルいちごかき氷の移動販売による販
路開拓

252 福島県 有限会社薄井印刷 8380002008038
空き店舗を活用した文具販売事業の店舗拡大
による新規顧客獲得

253 福島県 バジル鍼灸整骨院
最新の施術「水素吸入療法」による新店舗の
顧客の獲得と販路拡大

254 福島県 株式会社中央農産 2380001030584
ホームページ導入による販路開拓と「農業へ
の関心」を広める

255 福島県 情報整備局 情報発信強化による認知度向上事業

256 福島県 理容　女星
後継者の強みを活かした地域に必要とされる
理容店を目指して

257 福島県 有限会社　よしだや 1380002021088
菓子処　よしだやの簡単検索で店舗販売の強
化

258 福島県 豊工業株式会社 8380001016735
発注迷子は当社へ！自社サイト開設による広
報強化で新規顧客獲得

259 福島県 さがら接骨院
身体なんでもお悩み教室開催と治療サービス
充実による販路開拓

260 福島県 幡谷自然農園 農業体験プランの導入と新規顧客獲得

261 福島県 リバーサイド
ピザ窯導入！世界で1枚！オリジナルピザで
ALL笑顔創出計画！



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

262 福島県 有限会社　宗像清商店 1380002015552
強みを最大限に活かす新分野「地域業者連携
住宅小工事」の展開

263 福島県 有限会社みなとや 5380002033253
自然体験型宿泊プラン　猪苗代湖を一望でき
るグランピング事業

264 福島県 民宿おぜぐち 衛生的な宿泊環境整備による新規顧客の獲得

265 福島県 ランプ工房sifa
HPとSNSを活用した新たな販路開拓と売上増加
計画

266 福島県 羽鳥湖つり堀公園
体験型つり堀をＰＲするホームページ作成事
業

267 福島県 株式会社　白岩工務店 5380001010253
課題を強みへ変換し取りこぼし案件の拾い上
げ・売上UP戦略

268 福島県 ベリーズパーク郡山
ブルーベリー観光農園を新規創業、ＰＲによ
り新規顧客開拓

269 茨城県 パティスリー オディール
PR強化により新規顧客を開拓し夏場の売上減
少に歯止めをかける

270 茨城県 洋食屋SUN
ファミリー客層等の集客力を向上させるため
の店舗魅力度向上事業

271 茨城県 ㈱メディクリン 5050001036926
ホームページ・A型看板・オリジナル陳列棚で
広告・品揃えを強化

272 茨城県 ㈲ふじ美装 1050002003879
新規顧客開拓の為のPR動画とカタログによる
販路拡大事業

273 茨城県 緑と風の農園
製造の安全性確保のため、製造ラインへの
「金属探知機」導入

274 茨城県 ㈲エム・ディー・エス 3050002017290
中国向けOEM化粧品と国内アルコール製剤の販
路開拓事業

275 茨城県 福住石材店
石材の特性を活かした個性的な住宅、オフィ
スづくり事業のＰＲ

276 茨城県 ㈱Co-Lab 1050001042119
組織支援（研修・コンサルティング）から個
人支援事業への展開

277 茨城県 ㈲東和加工 3050002034212
ポリ袋の許容を抑え、余分なプラスチックロ
スを抑制する為の開発

278 茨城県 深谷石材
石材商品の販売強化のための農園展示場整備
開発事業

279 茨城県 ㈱Doog 4050001035202
展示会出展による運搬ロボット「サウザー」
の新規顧客獲得

280 茨城県
follow consulting 山中税理士事
務所

Web集客事業

281 茨城県 ジョイントプランニング(同) 2050003003927
行政などの販路開拓に向けたホームページリ
ニューアル事業

282 茨城県 ひろ寿司
スタイリッシュな和風モダンの寿司店へとの
店舗リニューアル事業

283 茨城県 ㈲長野園 1050002020552
イベント出店経験を活かしたカフェ店舗開業
と燻製ナッツ工房新設

284 茨城県 ㈱ハピネス 2040001105783
お子様撮影・お昼寝アートのイベント開催に
よる集客数の増加

285 茨城県 ㈱TUMUGI 4050001046133
ドッグプール等設置による愛犬の健康維持・
増進事業

286 千葉県 武田塾取手校
「武田塾取手校」開校に伴う環境整備と宣伝
強化事業

287 茨城県 ㈱ひまわり空撮 8050001043275
東京2020記念航空写真撮影による小学校等へ
の販路開拓事業

288 茨城県 遊結倶楽部
企業向けクラフトバンド教室開催による新規
顧客と売上増

289 茨城県 ㈱菅沼薬局 4050001014445
SNS活用による顧客との双方向コミュニケー
ション強化事業

290 茨城県 ㈲取手清掃 7050002036543
高付加価値清掃品質の見える化による大型施
設の受注獲得強化事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

291 茨城県 ㈱明日櫻 8050001039595
スタジオ付き新店舗の顧客開拓の為の看板の
設置と広告の展開

292 茨城県 ㈱アレナビオ 1050001016972
ECサイト・見本市等出店による高機能オリー
ブ製品等の販売促進

293 茨城県 ㈱E’SPIRAL 8050001045940
先駆的なWEBマーケティングによる英語試験対
策ニーズの捕捉

294 茨城県 ㈱アオイ 3050001017390
新商品の販売事業をホームページとITで構築
する

295 茨城県 稲葉酒造
IOTの導入で高品質で安定製造できる高級日本
酒の販路の拡大

296 茨城県 ㈱アフェクション 3040001084639 終活紹介センター事業のWebサイト制作

297 茨城県 ㈱寿し松 5380001016556
記念日の需要に対応したテイクアウト・出前
事業の強化

298 茨城県 ㈱シムトラスト 9050001042425
新型コロナウイルス拡大防止に向けた新清掃
サービスの提供事業

299 茨城県 ㈱ワイエスティ 9030001120331
期間限定メニューの提供による新規顧客獲得
強化事業

300 茨城県 ㈱ORIGINESS 5050001046000
ドライフルーツの粉末化による新商品開発と
衛生対策

301 茨城県 Videally
ヨガ教室の顧客価値を高めるための施設改装
事業

302 茨城県 Salon de Beauty LADY UP
Webサイト活用による顧客の利便性向上、売上
アップ事業

303 茨城県 野内商事㈱ 4050001026589
LED電光掲示板の設置による集客率の向上と新
たな顧客開拓

304 茨城県 テッテ
新製品「全身使える石鹸シャンプーと酸性リ
ンス」の開発と展開

305 茨城県 ㈲ペット医学機構 9050002038802
リニューアルに伴う当院の魅力度向上事業に
よる新規顧客獲得

306 茨城県 アンジュウエディング
婚活と新ニーズに応え心のケアを大切に成婚
率県内№1を目指す

307 茨城県
パイオニアライフ・コンサルティ
ング

オンライン研修・オンラインコーチングの開
発・販路開拓

308 茨城県 POLA太鳳
美意識の高いお客様へ自宅ケアを中心とした
営業展開の確立

309 茨城県 ドローン産業㈱ 6050001046701
ドローンスクール受講生獲得販促用ＰＲ チラ
シ・地域情報誌活用

310 茨城県 オーダーシューズOWNS
オンライン販売のオーダーメイド紳士革靴の
販路開拓

311 茨城県 ワンズヘアークラブ
自社オリジナルシャンプー・トリートメント
開発による販売強化

312 茨城県 ㈱システムクリエイト 7050001007990
ドローン導入による墓地地図作成サービスの
開発・販売事業

313 茨城県 ㈱大成建託 7050001013948
ホームページリニューアルによる新規顧客獲
得及び販路開拓事業

314 茨城県 ruska music school
視認性にすぐれた広報活動で新規生徒の獲得
を目指す

315 茨城県 白木屋旅館 トイレ改装による衛生及び利便性の向上事業

316 茨城県 髙橋接骨院
健康寿命を延ばせ！新サービス『訪問マッ
サージ』のPR事業

317 茨城県 ㈲松島製菓 5050002010426
ウェブサイト刷新およびEC対応による商圏拡
大と新規顧客の開拓

318 茨城県 橙雅交通㈱ 7050001008394
自社集客比率を高め危機的状況の中でも生き
残れる企業になる事業

319 茨城県 ㈲つぼた 8050002037805
地域新聞販売店と協力した高齢者や子育て世
帯への販路開拓



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

320 茨城県 桜屋
馬肉専門店の新規開店に伴う広報周知で売上
増！

321 東京都 八千代機械㈱ 8010701009793
電気式無煙ロースターのカタログ作成とホー
ムページ改良

322 茨城県 ㈱江戸てん 7050001031165
女性向け和製アパレルの展開と新たなブラン
ドの構築

323 茨城県 ㈲やぐら 8050002026840
地場海産物のメニュー開発による、観光客の
開拓

324 茨城県 HARAKEN㈱ 4050001035425
展示会の出展による新規顧客獲得に向けた取
り組み

325 茨城県 Banzai naporitan
店内環境の整備とナポリタン弁当の提供によ
る売上の拡大

326 茨城県 NEMONA’S BURGER
2020バーガーの販売と従業員育成による増収
計画

327 茨城県 ㈱オールフィールズ 4050001038907
自然素材を使用した改内装、プロによる販促
のための写真撮影

328 茨城県 美BODY(同) 5010603006990
HPとSNSを活用した動画配信サービスと広告戦
略

329 茨城県 田舎はちみつあかぼっけ
五霞町産「田舎はちみつ」の生産性向上によ
る販路開拓事業

330 茨城県 ㈱美人家 7040001042213
リモートワークでの在宅ママ活用による通販
支援事業のHP作成

331 栃木県 御料理　魚京
コンベクションオーブン導入による新メ
ニュー開発

332 栃木県 株式会社大定 9060001018812
製品紹介カタログの作成と展示会での配布に
よる販路拡大事業

333 栃木県 あいあい窯
小型電動たたら機導入により益子焼装飾タイ
ル商品の拡販を目指す

334 栃木県 株式会社ＫＳ ＧＲＯＵＰ 9060001029784
早期施術～リハビリ～完治までのトータルケ
アによる販促事業

335 栃木県 株式会社 home village 2060001023257
太陽光発電事業者向け管理・売買マッチング
システムの事業展開

336 栃木県 佐瀬縫製
ユニフォーム市場への参入に伴う縫製工程の
増設による売上拡大

337 栃木県 有限会社はないち 7060002039925
利用者目線での車いすのまま入れる大型多目
的トイレへの改装

338 栃木県 有限会社　葵ファスナー 1060002027753
営業カタログ配布による新規得意先開拓とＩ
Ｔ化による業務効率化

339 東京都 東京オイルアナリスト株式会社 3011801009985
業界初！設備保全改革を推進する新サービス
「ＴＲＹ　ＴＯＭＳ」

340 栃木県 有限会社佐藤精機 2060002013959 県道入り口に会社業務内容表示の看板設置

341 栃木県 ウイング自治医大駅前教室
わくわく楽しい！スマホ教室開講に伴うＬＥ
Ｄ電光看板の設置

342 栃木県
ＫＡＫＩＮＥ　ＮＡＳＨＩ株式会
社

4060001032009
ホームページによる「いなほ」の認知度・信
頼感向上事業

343 栃木県 ＳＴＫコーポレーション株式会社 4060001028139 高品質「国産畳」ＰＲ事業

344 栃木県 那須ラパン
食用ウサギの繁殖・肥育およびウサギ肉の食
肉処理・販売

345 栃木県 株式会社関口建設 4060001029566 ＨＰリニューアルと看板設置で新規顧客獲得

346 栃木県 ヘアーサロンつかさ
看板店舗外観改修＆積極的宣伝で女性にもＰ
Ｒし新規客獲得

347 栃木県 そば処　寿々間
お客様に安心・清潔・リラックスを感じてい
ただくための店内改装

348 栃木県 手打ちそば割烹　利美
メール注文可能な美麗ホームページ開設で新
たな取引先を開拓



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

349 栃木県 くれーぷばる千
店舗リフォームによるグループ客の獲得と
「街の憩いの場」の提供

350 栃木県 テラス　しいの木
看板のリニューアルとテラス席の増設による
新規顧客開拓事業

351 栃木県 株式会社野沢木工所 2060001030955
特許を活用し、新たな木製雑貨小物の製作販
売をネットで行う事業

352 栃木県 Ｃｒａｆｔｙ
新規顧客獲得のための体感型オンラインワー
クショップ事業の運営

353 栃木県 石本設計
最新建築設計システム導入による提案力アッ
プで受注力向上事業

354 栃木県 合資会社ひまわり 5060003000986
オンリーワンのコーディネイト力を強化する
３Dプリンターの導入

355 栃木県 有限会社菊地市郎商店 5060002022073
真空ミキサーの導入による食感を売りにした
麺製品の新規開発

356 栃木県 はぎわら観光株式会社 4060001009766
着地型旅行事業を見据えた有機野菜等営農事
業

357 群馬県 株式会社ラストイズム 7070001018565
映像ライブ配信を確立するための受注体制整
備と新規顧客獲得

358 群馬県 松井ポリエチレン工業
稼働率向上による新規顧客獲得のための最新
設備導入事業

359 群馬県 松龍苑
清潔感アップを目的とした店舗改修工事によ
る新規顧客獲得事業

360 群馬県 はなぞの食堂
快適な空間の提供と新メニュー開発による新
規顧客獲得事業

361 群馬県 大阪屋菓子店
すべてはお客様のために！店舗改修による新
規顧客獲得事業

362 群馬県 株式会社Akagi company 6070001036171
ホームページによる地産地消のこだわり料理
のPR事業

363 群馬県 eサポートサービス株式会社 9070001011270
看護系大学特化型通信制入試小論文対策講座
による売上増加事業

364 群馬県 eneco株式会社 2070001028585
ふん尿等バイオマス原料のメタン発酵特性を
評価する為のラボ整備

365 群馬県 カットハウスゆー
新シャンプーユニット導入による高齢者快適
サービス促進事業

366 群馬県 株式会社ZAI 4070001011408
新たな顧客獲得に向けたスマホ対応ＨＰ制作
と予約促進事業

367 群馬県 榛名の森のはちみつ屋さん
はちみつ搾り体験による販売促進環境整備事
業

368 群馬県 株式会社ホワイトファーメント 2070001029930
チーズの増産体制整備とネット通販強化によ
る売上増加事業

369 群馬県 有限会社矢島商店 3070002014030
来店客増加のためのネット広告作成・配信及
び店舗改修事業

370 群馬県 石井エクステリア
下請け体質脱却を目指した販促ツール開発に
よる営業力強化事業

371 群馬県 ジャパンだるまツアー
インバウンド向け新サービス提供による売上
増加事業

372 群馬県 株式会社遊楽苑 1070001034907
新規顧客獲得のため、社名と事業内容の入っ
た看板設置

373 群馬県 株式会社適塾 8070001007749
記録装置による「安心」「安全」のサービス
及び高品質授業の提供

374 群馬県 株式会社白石興業 7070001027921
新規顧客の獲得及び受注販路拡大ための溶接
機導入

375 群馬県 株式会社グランドテック 3070001032280
CADを活用した新商品提案による新規顧客と新
需要の獲得

376 群馬県 株式会社マルシゲ造園 8070001028596 設備拡充による体質の強化と販路拡大

377 群馬県 有限会社杉田自動車 3070002029648
新サービス提供による大型車両をターゲット
とした販路拡大事業
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378 群馬県 D’s Factory
新規事業における販路開拓及び売上向上のた
めの看板設置事業

379 群馬県 瀬戸工業
ミニショベル導入で造成工事受注体制を構築
し新規取引先獲得

380 群馬県 GARAGE1031
タイヤチェンジャー導入による利益率改善と
新規顧客の獲得

381 群馬県 有限会社マルイ旅館 7070002035329
やすらぎ空間及びおもてなしの強化による新
たな顧客層の獲得事業

382 群馬県 株式会社アドベンチャーマジック 9070001033232
新たな四季に応じたエコツーリズムプランの
提供とPR事業

383 群馬県 株式会社ケイエムオー 1070001015114
特殊車両市場深耕に向けた防錆工程の生産性
改善

384 群馬県 湯の宿みさご
顧客満足度向上と新規顧客獲得のための浴室
改修工事

385 群馬県 有限会社エビサワ 7070002020322
ボタン付けミシン導入による提案力強化と新
規顧客の開拓

386 群馬県 嶋屋
店頭ファサードで老舗感演出とカフェ需要へ
の対応による販路開拓

387 群馬県 吉田組
建設鉄骨部門強化で自社対応を実現しHPやパ
ンフ周知で販路開拓

388 群馬県 株式会社三富製作所 3070001011945
洗浄機能強化で製品完全脱脂提供をPRし信頼
構築で販路開拓

389 群馬県 レイテック
高度溶接実施で機械据付業務対応力向上を
メーカー周知し販路開拓

390 群馬県 スナック　スガワラ
店舗機能を周辺宿泊客層に沿った変更と看板
新調設置より集客増加

391 群馬県 清水プロゴルフスクール
測定器導入でゴルフスクール価値向上をＨＰ
周知し販路開拓

392 群馬県 奈良　のりえ
高品質オンラインサービス及びホームページ
開設による販路開拓

393 群馬県 マルキン
看板・掲示フィルム作製による新規顧客開
拓・サービス内容の周知

394 群馬県 風の庵
より快適でお洒落なお店作りによる新規顧客
開拓及び固定客化

395 群馬県 スタジオタバサ 認知度向上のための販促事業

396 群馬県 有限会社はなぶさ有機農園 6070002006462
絶景に出会えるオープンデッキの開設による
新規顧客獲得

397 群馬県 ＮＡＴＵＢＲＯＷＮ
新規顧客獲得のための弁当販売事業に伴う厨
房間仕切り改修工事

398 群馬県 有限会社ジンバ塗装工業 3070002010293
新規顧客獲得のためのホームページリニュー
アルとチラシ作成配布

399 群馬県 有限会社松葉屋 5070002031008
看板設置による事業の多角化リスクヘッジ事
業

400 群馬県 有限会社イーヴライン 1070002031985 看板設置による新規顧客獲得事業

401 群馬県 株式会社横山樹脂工業 7070001020307
最新温度調節機導入による新規大型金型対応
で、EV市場販路拡大

402 群馬県 有限会社バースケア 2070002037107
【温泉旅館の不快な足拭きマットが瞬時に乾
く送風装置の開発】

403 群馬県 有限会社ティア・ツリー 3070002036058
カフェテラスの有効活用とペット同伴可能な
店づくりで売上拡大

404 群馬県 木村電気管理事務所
新規顧客獲得のための新サービスの提供及び
機械装置導入事業

405 群馬県 有限会社栃木屋 1070002036654
当館眺望の景観改善により新規一般顧客の獲
得事業

406 群馬県 神宮製作所
圧着機とパンチ加工機導入より「分電盤」制
作強化で新規取引増加



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

407 群馬県 有限会社梅田屋 3070002035266
やすらぎ空間の強化による新たな顧客層の獲
得事業

408 群馬県 有限会社ひうが 8070002015627
チラシ・DMの告知で外出自粛ムードを取っ払
い大作戦

409 群馬県 瀬谷自動車整備工場
工場改修による機会損失の解消及び新規顧客
獲得事業

410 群馬県 かたぎり新里整骨院
新たな顧客ニーズに応じるための高度療術用
器具の導入事業

411 群馬県 並木山荘
農業体験プランの開発と客室内空調整備で新
規顧客獲得事業

412 群馬県 有限会社富田製麺 9070002016467
コロナウィルス感染症による売上減少対応の
ための設備投資事業

413 群馬県 ペンション愛花夢
新プランの開発と館内整備で新規顧客獲得事
業

414 群馬県 株式会社ARUSH INTERNATIONAL 7070001017360
弁当事業強化による新規顧客獲得のための店
舗外装の一新

415 群馬県 東毛通商株式会社 9070001016328
お客様の不安払拭のための看板設置による新
規来店促進事業

416 群馬県 カイドウ建設株式会社 1070001015741
一般住宅事業確立による新規顧客獲得に向け
た新事業PR

417 群馬県 株式会社佳元 5070001024012
外国人観光客獲得のためのプロモーション動
画制作

418 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064
快適商談スペースの実現による新規取引の成
約率向上

419 群馬県 ギャラリー蔵人新宇
一次商圏・二次商圏の新規顧客獲得および常
連客化事業

420 群馬県 株式会社新宇商店 9070001015569
新規顧客獲得に向けた店舗の視認性強化によ
る潜在顧客の来店誘導

421 群馬県 朝賀米穀店
地域の特産物・特産品の情報発信拠点化によ
る新規顧客獲得事業

422 群馬県 ペンション　ベルクラント
顧客満足度向上並びに新規顧客獲得に向けた
快適な環境整備事業

423 群馬県 有限会社ドリーム 6070002024258
3次元CADによる高度設計及びプレゼンによる
新規取引先開拓

424 群馬県 株式会社HAGINOYA 9070001035022
店内改装による魅力度向上で新規顧客獲得事
業

425 群馬県 CafeASPEN
地元向けイベント利用に対応した店舗リ
ニューアルによる販路開拓

426 群馬県 有限会社土屋商店 6070002036625
「立ち呑み処」の改装で店舗魅力向上による
販路開拓事業

427 群馬県 えふフード
食品表示法に対応した商品の提供で安心と信
頼を獲得

428 群馬県 有限会社又来屋 3070002036818
来店者に優しい店づくりでさらなる販路開拓
と売上向上！

429 群馬県 ヘアライブリーサラ
母娘で取り組む、新サービスで他店にない満
足度の美容室づくり！

430 群馬県 有限会社アバンティ
厨房内改装及び食器洗浄機の導入による客席
稼働率の強化事業

431 群馬県 株式会社角弥 4070001033724
ワクシング装置導入による冬季間の自社と地
域の活性化

432 群馬県 銀の月 愛犬と楽しむ完全予約制ランチの開始

433 群馬県 ペンションパル
新たな客層を獲得する、芝ラフティングツ
アーの開催

434 群馬県 Yasue Onodera Co.
ホームページでの桑の葉タブレットのPRによ
る新規顧客獲得

435 群馬県 かのうや
「煮干しラーメン」ファン獲得のための新販
路開拓事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

436 群馬県 有限会社佐藤自動車工業 2070002026299
36歳の事業継承者と若手従業員が中心に行う
新たな顧客獲得事業

437 群馬県 諏訪エンジニアリング株式会社 9070001034024
当社の強み消防施設工事のサービス拡充によ
る新規顧客獲得事業

438 群馬県 at.k design
次世代通信規格（５G）を見据えた動画撮影事
業

439 群馬県 サクラトータルデザイン
売上実現可能性の高い地元密着・新規顧客獲
得事業

440 群馬県 有限会社水月亭 4070002010466
店の視認性を高め、景観を生かす店づくりで
来客数増加

441 群馬県 いけや
新メニュー開発と漆塗り教室開催による新規
販路開拓

442 群馬県 小林合名会社 8070003001485
エントランスドアの改修工事による顧客環境
の向上事業

443 群馬県 株式会社西池工業 9070001023919
事務所移転に伴う新規顧客獲得とアピール強
化の為の看板設置事業

444 群馬県 馬力屋
明るく清潔感のある店作りと新メニュー開発
のための設備導入

445 群馬県 株式会社菓匠清月堂 7070001024200
パッケージのデザイン一新で新たな顧客獲得
と利益率向上を目指す

446 群馬県 Toura 本格的英語レッスンの開講による販路開拓

447 群馬県 勝美内臓調整療法院
オンライン雇客サポートとセミナー・動画配
信による健康新事業

448 群馬県 MRS Gunma
顧客利便性向上による新規客獲得のための
シャワールーム等の設置

449 群馬県 株式会社ジュリン 3070001035440
当社商圏唯一の施工内容のPRによる顧客獲得
事業

450 群馬県 GATE　motor cycle
溶接機導入に伴うカスタム強化による販路開
拓

451 群馬県 そば処ふくおか
地域に密着し地元の名店であり続けるための
事業継続プロジェクト

452 群馬県 飯野商店 大型冷凍庫導入による客単価向上事業

453 群馬県 有限会社島田自動車整備工場 6070002016296
「タイヤ預り」倉庫新設で車両管理接点増加
をHP周知し顧客獲得

454 群馬県 有限会社ビデオサウンドエイワ 1070002026754
新規顧客獲得に向けた高齢者に優しいお店づ
くり

455 群馬県 根岸建設株式会社 5070001017866
ＨＰ開設による即時性と認知度・顧客拡大事
業

456 群馬県 株式会社しんゆうフーズ 2070001014420
群馬県産焼肉の家庭用真空冷凍小分けパック
の販路拡大事業

457 群馬県 ラポール
顧客満足度の向上と新規顧客確保のための店
舗改装事業

458 群馬県 合同会社FLISCO jam Design 5070003000353
ドローン撮影、動画編集サービス提供開始に
よる新規顧客獲得事業

459 群馬県 株式会社ダイキョー 9070001005314
ホームページの利便性向上による新規顧客獲
得事業

460 群馬県 ＭＫファクトリー
天井施工による温度管理と測定具導入による
高精度製品の受注拡大

461 群馬県 宵待庵まつしまや
囲炉裏客席の環境整備と調理機能向上による
通常営業再開の推進

462 群馬県 みどり屋
店舗の衛生管理対策強化と調理時間の効率化
により販売促進を図る

463 群馬県 だるま工房吉んと
インバウンド向け高崎だるま開発のための転
写印刷機導入事業

464 群馬県 株式会社伊香保カントリー倶楽部 9070001017499
新たな顧客獲得と既存顧客への魅力発信によ
るＨＰリニューアル
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465 群馬県 ヘアーサロンivory
快適で癒しの空間の提供による新規顧客の獲
得と固定客化

466 群馬県 有限会社ディップ 5070002030125
エリアマーケティングを意識したアイキャッ
チとなる看板の設置

467 群馬県 そば処　あかふ
店内における快適性向上のための空調設備導
入事業

468 群馬県 有限会社坂井レース 8070002029305
インフルエンサー・マーケティングによる台
湾向け情報発信事業

469 群馬県 亀井工業株式会社 3070001019022
大型加工効率化のための切粉除去機器と大型
製品簡易運搬機器導入

470 群馬県 株式会社北毛久呂保 4070001023361
べジミート量産体制のための殺菌機械の棚網
のスペンサーの作成

471 群馬県 Aki行政書士事務所 看板設置とトイレ工事による受注強化事業

472 群馬県 hair supplement icoi
新規顧客（高齢の女性客）獲得のための環境
整備事業

473 群馬県 土田酒造株式会社 6070001023590
国内外における日本酒卸販売拡大による経営
基盤強化

474 群馬県 株式会社ワールドアクシス 8070001024496 DM等による新規顧客獲得事業

475 群馬県 有限会社トシマ電子工業 9070002026598
社内環境整備と技術継承による顧客満足度向
上と新規顧客獲得事業

476 群馬県 吹割観光ドライブイン 新規看板の設置による集客力の向上を目指す

477 群馬県 River Joy
ファミリー層・子供に向けた自然教育プログ
ラムの実施

478 群馬県 入沢電装サービス サービスの充実による新規顧客獲得事業

479 群馬県 有限会社利根ギフト葬祭センタ― 2070002035390
ニーズの多様化に対応するための小型葬儀場
整備事業

480 群馬県 株式会社ドリームクリエイト 4070001025218
「田舎暮らし農地サイト」新設PRで農地取引
を増加させ販路開拓

481 群馬県 JUNｓBar 新メニューの開発による新規顧客開拓事業

482 群馬県 株式会社ワタナベファーム 6070001035818
野菜の品質を向上して新たなお客様を呼び込
む

483 群馬県 神谷動物病院
新規顧客獲得と公衆衛生向上のための除菌電
解水生成器導入事業

484 群馬県 いけだ接骨院 新規顧客獲得のための新たな美容機器の導入

485 群馬県 諏訪農園
新商品開発と加工品の高品質化による新規顧
客獲得事業

486 群馬県 ＪＩＲＥ　ｈａＩＲ
看板の設置とヘアケア機器の導入による新規
顧客開拓

487 群馬県 株式会社おざわ 8070001015727
差別化が可能な餃子・おせち料理の売上高増
加事業

488 群馬県
群馬明治アイスクリーム販売株式
会社

1070001015915
来店客増加のために特に夏場の販売促進に必
要な冷蔵設備の設置

489 埼玉県 大平電子株式会社 2030001071614 人テク２０２０を活用した車載充電器の拡販

490 埼玉県 有限会社中村自動車整備工場 6030002097753
エアコンリフレッシュによる性能回復で、快
適な車内空間の提供

491 埼玉県 コレクトテック株式会社 8030001133854 新規顧客を獲得するための会社PR事業

492 埼玉県 ＭａｋｅＷａｙ合同会社 5030003008834
術者用スタンディングチェア『エンド・ク
ルーザー』の販路開拓

493 埼玉県 有限会社ジリオ 7030002094106
「種ごと柚子ジャム」の改良及び生産性向上
による販路開拓事業
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494 埼玉県 ファミリーオート
忙しい顧客の需要を獲得する「引取り・納車
車検」の実施

495 埼玉県 ALCS
全国の高校生をターゲットとした学習マネジ
メントサービス

496 埼玉県 東邦科学株式会社 1030001042401
自社のブランド力向上と新商品「空間スプ
レー（仮）」の販路開拓

497 埼玉県 二代目うめまる麺や日の出
新規顧客獲得及びリピーターのための看板設
置による販路開拓

498 埼玉県 石栄オネスト株式会社 9030001060858
クラウドシステムとRPAを活用したＯＢ顧客
データ活用推進事業

499 埼玉県 有限会社　東秩父モータース 8030002098064
社内体制整備と情報発信強化によるロード
サービス対応の拡大

500 埼玉県 株式会社ＴＴＧ商事 1030001117624
出張買取・持込買取・タイヤサービスを地域
住民等への広告事業

501 埼玉県 有限会社　島田木材 7030002093850
薪の需要拡大に向けた高性能設備導入による
販売拡大事業

502 埼玉県 株式会社　三代目清水屋 6030001072261
イートインスペースの拡充等による地域に密
着した店舗展開

503 埼玉県 ギャラリーレストランエシカル 小川こうちゃんカレーの卸小売販売の展開

504 埼玉県 居酒屋ほりぐち
トイレ改装とあったら嬉しいアメニティグッ
ズの充実で新規獲得

505 埼玉県 和ノ嘉
改装により清潔空間の提供でより一層愛され
る「和ノ嘉」の実現

506 埼玉県 株式会社G’LUX 7030001107074
アメリカンカスタムバイク 「バガースタイ
ル」の改造・販売

507 埼玉県 有限会社　栗こま娘本舗亀屋 7030002120142
和菓子屋だから出来るかき氷で集客と売上
アップ

508 埼玉県 IT化支援オフィス GoodChance
埼玉県内の通所型介護事業者向け送迎配車計
画支援システムの提供

509 埼玉県 彩ノ国総合研究所
個性心理学アプリ導入による販売促進・業務
効率化事業

510 埼玉県 有限会社　平井酒店 6030002120408
米・味噌・発酵食品を上手に活用するための
料理教室設備設置事業

511 埼玉県 くさの鍼灸整体院
産後で太ったを解消　新メニュー産後骨盤矯
正の紹介

512 埼玉県 Y-MARK合同会社 9030003012353
「お金」をテーマにしたオンラインスクール
及びコンサルティング

513 埼玉県 味の狭山茶　西沢園
レスポンシブWEBサイト構築によるネット販売
強化事業

514 埼玉県 有限会社　小山建設 9030002041700 次世代住宅の媒体を使った促進活動強化作戦

515 埼玉県 長瀞リース有限会社 8030002122088
新型コロナウイルスをきっかけとした団体予
約客依存営業の見直し

516 埼玉県 有限会社つけしん 3030002082782
地元の生鮮食品や物産を紹介するアンテナ
ショップのオープン

517 東京都
ブロードウェイ・バウンド株式会
社

6011601020132
入間店、弾道測定機設置とチラシ・ティッ
シュ配布による会員獲得

518 埼玉県 東京神茶皇園
高品質を気軽に！Web活用による東京神茶皇園
の認知度拡大

519 埼玉県 有限会社光コーティング 2030002067017
スマートフォン対応のホームページへのリ
ニューアル

520 埼玉県 株式会社じゃぱんはあと 4030001119361
着物初心者にリサイクル着物の魅力を伝える
小冊子配布事業

521 埼玉県 株式会社メイクオオキ 8030001036388 新たなホームページの作成・営業改革

522 埼玉県 行政書士おかもと事務所
近隣建設事業者への、新規及び更新許可申請
支援に係る販路開拓
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523 埼玉県 低コストリフォーム研究会
自然災害調査サービスの認知獲得に向けたち
らし制作及びＨＰ制作

524 埼玉県 Ｌａ・ｃａｍｐａｇｎａ
ロードサイドへの看板設置による新規顧客開
拓事業

525 埼玉県 Zeruch Japan株式会社 9030001125636
足場工事業イメージ向上と販路拡大を狙った
ホームページ製作事業

526 埼玉県 R-Style
看板設置とイベント開催による地域密着強化
事業

527 埼玉県 ㈱建装ネットワーク 4020001084648
特許製法の高付加価値猫砂の拡販のための生
産性向上設備導入

528 埼玉県 有限会社ノア 7030002059141
マンションのロッカーを活用したクリーニン
グサービスの新規開拓

529 埼玉県 株式会社システムドッグ 7030001109269
地域密着をテーマに総合リフォーム事業の強
化

530 埼玉県 Gee　Design 障害者が輝けるくらしデザイン普及事業

531 埼玉県 有限会社篠田石材工業 6030002049036
”石の心”で、家族と先祖の集まる空間の提
供を目指すWEB戦略

532 埼玉県 有限会社安藤石材工業 7030002097637
お墓クラウドサービス　お墓の新たな価値の
創出

533 埼玉県 彩り整骨院 産後の女性におけるエステ事業

534 埼玉県 たかさか整体院
若い女性の健康美を応援するデトックスメ
ニューの充実

535 埼玉県 服部税理士事務所
事務所内覧VRツアーを開設し、税理士事務所
特有の閉塞感を払拭

536 埼玉県 浅見牛乳販売
美味しい牛乳でファミリー層へのPRと顧客満
足度アップの取組み

537 埼玉県 有限会社　大島工務店 9030002095655
安心、信頼の見える化。新たな工務店への転
換

538 埼玉県 有限会社　オーバー･フロント 2030002098193
マイカーリース方式の導入と地元顧客の囲い
込み・個別提案の実施

539 埼玉県 株式会社サンクスラップ 9030002089533
ＦＣ本部物流機能を活用した、地域内webスト
アの構築

540 埼玉県 有限会社小鹿野温泉須﨑旅館 3030002121929
スマホ・多言語対応のホームページ改良によ
るプラン発信力強化

541 埼玉県 株式会社Ascending Current 6030001043527 「養育費＆婚姻費用計算アプリ」の宣伝広告

542 埼玉県 有限会社トラスト・ホーム 7030002080345
チラシによる耐震リフォームの顧客獲得及び
耐震診断業務の効率化

543 埼玉県 かどや 店舗玄関の改修による販路開拓

544 埼玉県 株式会社МＧＣ 7030001059134
宿泊業に特化した特定技能外国人人材紹介事
業で販路拡大する

545 埼玉県 有限会社タケシン 8030002077159
ＣⅠ構築・一貫ＰＲ・ＥＣサイトによる川越
いものブランディング

546 埼玉県 前野石油店
自らの強みを活かし、秩父路を快適にドライ
ブして頂く取り組み

547 埼玉県 田中園芸
想いを形で伝えるブランド戦略による販路開
拓

548 埼玉県 やさしい味工房メリーさんち
ホームページのリニューアルとSNS広告配信で
売上アップ事業

549 埼玉県 サンワフォート
ワン子＆ニャン子大集合！ペット撮影のワン
ニャンスタジオ開園！

550 埼玉県 和光精機株式会社 5030001046902
海外市場をターゲットとしたｗｅｂサイトに
よる海外販路開拓事業

551 埼玉県
株式会社　レック・インターナ
ショナル

5030001082030 エアコンクリーニング



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

552 埼玉県 みやま
そばミキサー導入による業務の効率化と新た
なサービスの開発

553 埼玉県 なにかや松肇 新規仕込み場・食材備蓄場の改修工事

554 埼玉県 株式会社産永 8030001133598 坂戸市民への広告宣伝事業

555 埼玉県
アロマデザインカフェアンジー
（アサプラザ）

アロマ資格が取れる店としての認定教室への
展開と広報

556 埼玉県 ㈱ワイ・エス・エム 9030001063159
ホームページリニューアルによるブランディ
ングと多言語化事業

557 埼玉県 からくりシステム
新商品「ＴＴバイク専用スマフォホルダー
（仮名）」の販路開拓

558 埼玉県 タナカ90
販促イベント開催とSNSを活用した新規顧客の
開拓

559 埼玉県 パン工房ＴＯＡ
自家製農産物を使った新商品「畑のコッペパ
ン」の開発・販売

560 埼玉県 日本総合技術研究所
新規水系消毒剤のホームページ作成等による
販路開拓

561 埼玉県 有限会社和風レストランとき 1030002083048
多目的トイレへの改装による、介護施設や高
齢者家族の獲得。

562 埼玉県 and　one*
男性客の頭皮ケアに特化したサロンメニュー
導入

563 埼玉県 株式会社ロジン 6030001046901
ＭＥＭＳジャイロ、ＦＯＧ及び同ジャイロコ
ンパスの販路拡張事業

564 埼玉県 ごぼう設計工房
デザイン性豊かな「自社ブランド」の発信と
ＰＲ

565 埼玉県 Core　こうのすパソコン教室
講座のコース分けとコマ数増しによる小学生
向け講座の拡充

566 埼玉県 有限会社　樋口屋京染店 1030002082875
「写真だけの成人式」「写真だけの婚礼」
サービスの提供

567 埼玉県 株式会社　河野工務所 4030001106178
よりリアルな立体的３次元の提案のできる建
築プランの創設等

568 埼玉県 株式会社　岡部葬祭 6030002118716 直接葬儀場に安置できるサービス

569 埼玉県 有限会社　山宝 9030002122467
顧客満足度アップのための快適な客室トイレ
の改装工事

570 千葉県 井野商店
新たな宿泊スタイルの構築に向けた環境整備
と閑散期の販路開拓

571 千葉県 まごえむ
リニューアルした民宿をホームページからＰ
Ｒして集客する事業

572 千葉県 ワールドポール株式会社 9040001047458
新規分野における顧客獲得のための販路開拓
事業

573 千葉県 マイオーガニックライフ株式会社 4040001109898
ホームページ制作による営業ツール活用、販
促強化事業

574 千葉県 株式会社 地球人 1040001107095
中高年女性の新たな働き方と自立を支援！販
路の開拓と再構築

575 千葉県 株式会社　加藤公平商店 6040001061379
食味の良さと安全性の見える化で「多古米」
ブランドを磨き上げ

576 千葉県 株式会社ケイプラス 7040001111926
昭和レトロを活用したオートパーラー・コ
ミュニティ施設事業

577 千葉県 有限会社初芝自動車綜合工業 9040002101890
愛車の予防点検業務の自社施工で納期短縮と
販路開拓

578 千葉県 にこにこ本舗株式会社 7040001073489
空き家問題を解決する空き家再生の講演活動
をWEB配信

579 千葉県 日地株式会社 8040001052756
不動産部門のHPの刷新による同業他社との差
別化と集客力アップ

580 千葉県 民宿かねも荘
地域の観光資源を活かした事業戦略への見直
しとその発信



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

581 千葉県 株式会社ノック 2020001109893
民泊旅館独自HP開設等による日本人若年層の
顧客開拓

582 千葉県 有限会社ワタナベ皮革工芸 3040002038651
展示会出展による野球関連グッズ販売の全国
展開

583 千葉県 G.F.Consulting
情報サイトで見込み客獲得！製造業特化のコ
ンサルサービス

584 千葉県 新都
千葉ブランド米「長狭米」使用店のPRと作業
場整備による効率化

585 千葉県 株式会社　盛栄堂 2040001095224
どら焼き機の導入で顧客、従業員満足度向上
を目指す

586 千葉県 株式会社　クラフトリカーズ 2010501033850
在庫冷蔵庫購入による事業収益向上と納期短
縮による売上拡大

587 千葉県 有限会社　沖見屋 7040002100597
倉庫となっている部屋を客室へ変貌させ販路
開拓につなげる

588 千葉県 株式会社ティアンドティ企画 2040001046144
コーヒー豆の売上拡大に向け、BtoC一般顧客
獲得の為の駐車場

589 千葉県 株式会社飯沼本家 1040001047465
コロナ終息後を見据えた、酒々井新酒祭での
イベント販売強化

590 千葉県 株式会社Teals 5040001107983 インスタグラム運用代行サービス

591 千葉県
株式会社Ｏｃｅａｎ　ｅｓｔａｔ
ｅ

4040001104230
イノベーション事業ＰＲのためのＨＰ及びラ
ンディングページ作成

592 千葉県 ペア学習塾
訴求力のあるホームページとチラシの連携に
よる生徒数を倍増事業

593 千葉県 株式会社茶の八 8080101001114
祝い花宅配サービスの開始と販路構築による
事業の多角化

594 千葉県 有限会社森川商店 7040002086498
コインランドリー店出店による顧客開拓と当
社収益向上

595 千葉県 有限会社スズフジ電気 8040002083338
電気設備ＣＡＤ・積算連動ソフト導入による
業務効率化と受注拡大

596 千葉県 民宿さかや
屋外喫煙スペースの設置（館内禁煙化）によ
る新規顧客獲得事業

597 千葉県 有限会社　大丸木工所 9040002102063
家具＋ペットビジネスで販路開拓「ペットの
ベットオリジナル版」

598 千葉県 竹栄接骨療院
ＷＥＢ制作と動画コンテンツの制作による顧
客需要の拡大事業

599 千葉県 斉藤造園
ＳＵＰ体験スクール事業の展開とシンボル
カーによる宣伝事業

600 千葉県 あわはうす株式会社 6040001086310
南房総地域の空き家をゼロに！るすたく管理
サービスPR事業

601 千葉県 株式会社　Mr.ソテツ 3040001089118
コロナに負けるな！新事業立ち上げと事業多
角化へのチャレンジ

602 千葉県 株式会社　フォートレス 3040001074656 高級素材かつ高機能マスクの開発

603 千葉県 パティスリー青い鳥
バリアフリーによる高齢者に優しい店づくり
で客単価＆客数アップ

604 千葉県 株式会社芳泉茶寮 1040001092627
「ほぼ道の駅ちょうなん」ブランドでの惣菜
製造業と弁当類の展開

605 千葉県 ゆり工房
手書きチラシの良さを広げるwebマーケティン
グ

606 千葉県 株式会社ロムコーポレーション 7040002058679
Webマーケティングの強化及び店舗集客の実現
と効率化

607 千葉県 有限会社　カネシメ商店 5040000207791
地元の名産のハマグリを使った新商品で売上
アップ

608 千葉県 旬菜中房　和華
顧客満足度の高いサービスの提供とクリアラ
ンス体制の構築

609 千葉県 御食事処　うちだ 内田食堂の収益・利便性向上事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

610 千葉県 ROCCO
地域初の人工皮膚まつげを活用した美容サー
ビス

611 千葉県 有限会社井原モータース 2040002056976 顧客管理体制の強化と自動車整備体制の強化

612 千葉県 ビーチファン
販路拡大に向けた新たな海岸での体験教室事
業

613 千葉県 合資会社　寒菊銘醸 2040003003143
SNSを活用した情報発信と成長市場での認知度
向上

614 千葉県 美容室ちゅら
待つ美容師から訪れる美容師へ！訪問理美容
発信のHP作成事業

615 千葉県 LOVES COMPANY株式会社 6040001093595
新規客と地元行政受注を目的とした新屋号ブ
ランディング戦略

616 千葉県 GDオリジナルドッグサプライズ
九十九里の美しい海を背にプロが撮る圧倒的
な画質の記念写真撮影

617 千葉県 あんばい農園
体験学習型農園の施設拡充及び、お土産用加
工品開発・ブランディ

618 千葉県 株式会社アールイーナンバー 4040001085792
電子ペーパーサイネージで自治体連携と企業
広告収益化

619 千葉県 なおえ整骨院 数値を利用した施術効果の見える化事業

620 東京都 鉄道車輛工業(株) 8010101009774 展示会出展による触媒式脱臭装置の販路拡大

621 東京都 どさん子新島店
女性旅行者が気軽に立ち寄る島食材＆島情報
テイクアウト専門窓口

622 東京都 株式会社　ハウス・サポート秋川 9013101005412
八王子市の高齢者層の取込みを狙った、見や
すいチラシの周知事業

623 東京都 (株)ＴＯＫＹＯ通販 2013101008116
「みんなでつくるサプリメント」訴求推進プ
ロジェクト

624 東京都 株式会社 オート・ギャラクシー 7012701004395
認知度向上による新規顧客開拓のための電子
看板設置

625 東京都
合同会社コンテンツツーリズム振
興機構

4012403001776
ＣＳＲ活動に特化した企画提案による企業と
社会の相乗効果の実現

626 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130
会社名及び取扱商品を告知する屋外看板とゴ
ミ置き場の目隠し設置

627 東京都 AllColors株式会社 9012701014789
営業代行マッチングサービスＷｅｂメディア
「営業レンタル」

628 東京都 笑みの花
認知度向上による新規顧客獲得のためのPR強
化事業

629 東京都 お菓子屋ｈｅｕｒｅｕｘ
新ショーケース設置による鮮度向上、視覚効
果ＵＰによる売上拡大

630 東京都 kitchen neco
店舗のロゴ・文字入りオーニングとフラッグ
の取り付け

631 東京都 有限会社ドリームカー 3013102007644
『すーぱーかー』による体験イベント需要む
けサービス提供事業

632 東京都 アブス・ジャパン株式会社 2012701011454
新製品と製品使用事例が掲載されたカタログ
の作成及び販路拡大

633 東京都 株式会社高橋アート 7012701014031
業務効率化と生産性向上、新規顧客獲得のた
めの３Ｄプリンター

634 東京都 LIFE DESIGN NET
中小企業の個人情報保護体制強化に向けた
トータルサポート事業

635 東京都 竹内 梨夏
コロナをチャンスに！家で見たくなる美しい
ＰＲ動画による販促

636 東京都 株式会社Ａｒｋ不動産 5012401036195
「円満不動産売買契約サービスホームペー
ジ」広報による売上拡大

637 東京都 株式会社ＩＩＰＴ 4011101081230
ホームページリニューアルによる微細加工
ニーズ面での販路開拓

638 東京都 VIVAHDE
五日市にアウトドア料理で交流を深めるス
ペース作り



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

639 東京都 合同会社OneSelf 8010103001374
専門的なグループトレーニングの実施による
シニア世代顧客の獲得

640 東京都 ジャルディーノ
ホームページリニューアルとSNSを連携させた
新規顧客の獲得

641 東京都 MAY　CLEANING
ホームページの改定、SNS対策の充実で事業の
発展を実現する

642 東京都 株式会社かいば 2012701001232 ＬＥＤ価格看板設置によるガソリン売上強化

643 東京都 株式会社アコモ 9011101075046
宿泊施設Ｂ２Ｂ受発注および予約システム利
用促進事業

644 東京都 アンデスの家ボリビア
ボリビアコーヒー、マテ茶、サルテーニャ等
の提供開始

645 東京都 Medic Art8
高齢者向けかるたと元気になれる体操シート
の商品開発と広告宣伝

646 東京都 株式会社結 1012801019101
コンタクトレンズで豊かに安全に暮らしやす
いホームページの作成

647 東京都 合同会社三画舎 7012803001902
「国立人」を事業者PRも可能な地域密着メ
ディアへリニューアル

648 東京都 モトショップ次郎
特色のある看板を設置することによっての更
なる販路拡大事業

649 東京都 車いす工房　輪
在庫置き場拡張により、電動車いすの安定供
給を図る売上向上策

650 東京都 株式会社ディーワン 7012401022425
高校生の認知度を上げるWEBページの作成と、
学習環境の整備

651 東京都 株式会社春香庵 5012801009412
新規顧客獲得に向けた宅配及びカード決済
サービス事業

652 東京都 株式会社SHINSEI 9013401006787
外装工事専門ネットワーク”鉄壁外装”のフ
ランチャイズ事業展開

653 東京都 合同会社イロドリフォト 1012403003841
スタジオ内外の環境充実により地域に開かれ
たフォトスタジオ作り

654 東京都
特定非営利活動法人調布市地域情
報化コンソーシアム

7012405001318
市場ニーズの変化に対応した新HPサービスの
開発

655 東京都 PrimaOpt
テニス・ゴルフ用に特化した専門性の高いサ
ングラス等の販路開拓

656 東京都 IT for WorkStyle
業務説明用ホームページと広告名刺の制作に
よる販路開拓

657 東京都 今西正和事務所
【中小企業向けコーチングサービス】の販路
開拓

658 東京都 ユースフリー株式会社 5012401032681
予約促進支援システムによるサービス業の機
会損失の解消支援事業

659 東京都 株式会社タウンキッチン 7011301016958
地元野菜を使った総菜販売・メニュー開発に
よる新規顧客開拓事業

660 東京都 シャフト株式会社 7012401022243
オリジナル商品の新規開発と販促活動による
顧客の開拓

661 東京都 株式会社app’s plot 7012401035856
世界中に知られるサービス創生のためのマー
ケティング事業

662 東京都 濱田国際特許商標事務所
ウェブサイト改装による問い合わせ管理シス
テム導入事業

663 東京都 株式会社J’SHA 3012401025935
ECサイトの新規開設によるアロハシャツの開
発と新規販路開拓

664 東京都 虎　坊
店外売り上げ確保による売上の安定化と販路
開拓事業

665 東京都 福到
クローズな事務所のオープン化で、信頼力と
宣伝力をアップさせる

666 東京都 株式会社一歩堂 2012401019954 ＳＮＳ・メディア露出を活用した販売促進

667 東京都 Human-Dog Design
Web上で、ペットと一緒に「楽しい」「安心」
「癒し」を。



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

668 東京都 合同会社燦PROJECT 7012703001515 5G時代に適応した動画告知による販路拡大

669 東京都 ゑびす山水研究所
ホームページ、チラシ作成で樹木の健康診断
業務の認知度を高める

670 東京都 UMマネージメント株式会社 6012401002048
新規顧客獲得のためのジェラートショーケー
ス導入

671 東京都 株式会社キモノール 5012701013200
浴衣の各種広告による地方都市ファッション
拠点への効果的販売

672 東京都 有限会社タキ・コーポレーション 3012402015365
看板製作のＰＲにより売上増加を図る「マッ
スルサイン計画」事業

673 東京都 ダイニングバーだまだま
中食産業向け冷凍商品「牛すじトマト煮込
み」による販路開拓事業

674 東京都 編集制作アイモ
クリエイター紹介動画サイトの新設とオリジ
ナル販促ツールの作成

675 東京都 吉田塾
夏期講習へ向けたチラシの新聞折込とポス
ティング事業

676 東京都 株式会社アイウィル 5012801008793
「NPTA・日本パーソナルトレーナーズアカデ
ミー」

677 東京都 株式会社シルバーウィング 6013101006958
荻窪駅フロア広告と関東バス中吊り広告によ
る新規顧客獲得

678 東京都 有限会社レッドホース 1012402021076
革新的ライニング剤ポリウレアの新事業展開
と国内への普及活動

679 東京都 株式会社フォーサイズ 8012801019342
新商品（育毛剤、サプリメント）のインター
ネット広告

680 東京都 株式会社アミテス 8013101006675 写メって処方箋(仮)とHP＋DTPのﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ

681 東京都 株式会社東京宣伝奉行 6013101008112
コスパイーナ！「行政書士　月額定額HP支援
サービス」

682 東京都 まみ
外国の方へのお土産や企業のグッズとコラボ
を見据えた作品制作

683 神奈川県 海女食堂
海士が作る「サザエのわさび漬け」販売によ
りＢｔｏＢ市場の開拓

684 神奈川県 工房一閃
価値を伝える立体３ＤＷｅｂギャラリーで訴
求力ＵＰ

685 神奈川県 株式会社 BEATICE 7020001092441
衛生管理強化と新商品開発及び百貨店等に向
けた販路開拓事業

686 神奈川県 株式会社林技研 2021001028852
販路拡大に向けたホームページの刷新ならび
に企業カタログの刷新

687 神奈川県 株式会社ZEO＆P 3021001058477
中食ニーズ増加に伴う冷凍設備導入による新
規顧客獲得

688 神奈川県 焼肉のいちばん
ファミリー層要望充足の喫煙スペースの構築
並びに新規客獲得事業

689 神奈川県 アルハンブラ
食堂とトイレを改修して宿泊者の満足度＆集
客力の向上を図る

690 神奈川県 有限会社レイランド・グロウ 1021002070664
Web・SNS広告掲載の受注とEC売り上げ獲得の
計画

691 神奈川県 三留不動産株式会社 6021001031167
夜間人口対応型電光掲示物による新規販路開
拓事業

692 神奈川県 ワミレスサロン倉見 設備の充実とサービス向上による販路拡大

693 神奈川県 石塚製作所
中古高精度板金ベンダーの導入による販路開
拓事業

694 神奈川県 株式会社タムラ・エージェント 8021001067234
創業期の市場浸透を確実にするための広報活
動強化

695 神奈川県 アクトグローウィン株式会社 7021001055058
オリジナル商品のブランド認知及び販売と新
商品開発

696 神奈川県 （有）座間洋らんセンター 8021002048761
ブランディング強化とEC化につなげるサイト
リニューアル事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

697 神奈川県 株式会社PRODUCTION C-TIME 5021001034369
HP会社のバックエンドエンジニア業務をなく
す動画

698 神奈川県 オンプリュ
季節催事に頼らない、継続性のある新規取扱
店の獲得

699 神奈川県 有限会社逗子ガーデン 7021002068273
微生物資材応用技術を用いたコンポスター等
の開発と販路確立

700 神奈川県 株式会社REBRANDING 4021001064210
シェアオフィス新サービス「anywhere」WEBサ
イト構築

701 神奈川県 株式会社グローカリズム 4021001045664
飲食店が最速でネット注文を導入し販路拡大
するサービスの開発

702 神奈川県 株式会社ワイズ音楽出版 5021001056009
ITを活用したプロミュージシャン向け有料
LIVE配信サービス

703 神奈川県 Tavern空閑
未使用部を活用した快適な空間作り地域貢献
と新規顧客の獲得事業

704 神奈川県 zuhka
HP制作及びオンラインストア構築などによる
販路開拓事業

705 神奈川県
社会保険労務士事務所こどものそ
ら舎

園長と保育士のための「ハラスメント予防士
養成講座」推進事業

706 神奈川県 有限会社　千秋園 7021002013155 顧客ニーズに応えた視覚性の高い看板の作成

707 神奈川県 株式会社春仁コーポレーション 7021001058754
新規事業としての外国人技能者紹介事業の立
ち上げと宣伝

708 神奈川県 有限会社　寄自動車 7021002055288
インターネット車両販売買取り及び修理・車
検・鈑金塗装の受注

709 神奈川県 チャイナテラス　櫻梅
 新規顧客獲得から本格的な中華のコース料理
で売上増

710 神奈川県 有限会社　島袋商店 3021002050053
灯油配達業務の高効率化と販路拡大による売
上向上

711 神奈川県 株式会社ＹＢＣ 7021001054241
ネット事業販売でのマークシュミレーション
ツールの構築

712 神奈川県 hibihairdesign
デッドスペース活用飲食提供による美容室利
用客単価向上事業

713 新潟県 株式会社　八幡建築 5110001030030
ＨＰ改良に伴うオンリーワンの家づくり周知
による施工受注の促進

714 新潟県 堤オートサービス
車両販売強化と工場ＬＥＤ化による効率化で
顧客獲得を目指す

715 新潟県 拓洋水産工業㈱ 7110001021787
券売機導入による業務効率化及び売上アップ
事業

716 新潟県 カットハウスゆう
トイレ設置で女性の客様に安心してお茶とお
しゃべりの時間を提供

717 新潟県 かみさいや
ベランダ屋根の改造とサービス内容を表示し
た外看板の製作、設置

718 新潟県 Beauty Salon nika
地区内唯一のヘッドスパ技術を含めた特別メ
ニューの展開

719 新潟県 株式会社IWAI 5110001027778
教室のバリアフリー化による教室環境の整備
及び新しい講座のＰＲ

720 新潟県 空間aga ECサイトを兼ね備えたホームページの制作

721 新潟県 齋藤行政書士事務所
対象を絞ったDM送付と看板設置で新サービス
PR

722 新潟県 Hair E’
店舗イメージの刷新とリラクゼーションの強
化で新規顧客を獲得！

723 新潟県 株式会社　赤川組 4110001000018
ホームページの開設による企業イメージのPR
と販路の拡大

724 新潟県 はりきゅう院ひだまり 女性に安心して来てもらえるような店作り。

725 新潟県 有限会社角屋旅館 8110002013411
ガイドブック「食事制限のある方の温泉旅
行」で現代の湯治を訴求



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

726 新潟県 ㈲小佐渡イトウ 4110002034460
島のブランド牛を主軸としたレストランのリ
ブランディング

727 新潟県 丸新金物店
ショールーム設置によるリフォーム需要の獲
得事業

728 新潟県 吉川酒店
お客様が買い求めやすい大谷石造りワイン蔵
のショールーム化

729 新潟県 株式会社皆建 7110001013306
建築事業と緑化事業と生産事業それぞれの安
定受注と利益の増加

730 新潟県 株式会社昭和モーター 5110001013753
HPを活用した集客アップと店舗改装でイメー
ジアップ

731 新潟県 有限会社高橋建材 9110002016421 来店客の為の事務所トイレ改装工事

732 新潟県 有限会社バイオアース 5110002016664
黒にんにく熟成装置の増設による、生産体制
強化

733 新潟県 株式会社　羽賀板金 9110001028087
「新潟のお日様を遮熱!」プロジェクトによる
新分野進出の開拓

734 新潟県 寿司割烹　浜作
中高年女性客、既存顧客のニーズを意識した
新感覚の寿司店づくり

735 新潟県 新成工業　株式会社 5110001033330
鋼製型枠の購入による作業効率向上と新規顧
客獲得事業

736 新潟県 明星社印刷所
封筒対応複合機の導入による封筒カラー印刷
の受注拡大

737 新潟県 株式会社大登建築 1110001027088
３０代核家族をターゲットにした省エネデザ
イン住宅の開発

738 新潟県 安達社会保険労務士事務所 駐車場整備工事と看板の制作・取付

739 新潟県 みなみ寿し
インバウンドや女性客が来やすいメニューづ
くり・店内環境づくり

740 新潟県 株式会社　上野 6110001000024
新ブランドのホームページ新設（通信販売事
業の運営）

741 新潟県 パン工房ラ・クレア
液体天然酵母パンの魅力をお客様に伝えるコ
ミュニケーション開発

742 新潟県 浜松屋
ご安心してお連れ下さい！ご両親との思いで
づくりお手伝い事業

743 新潟県 伊藤塗装
「来店型塗装店」で理想の住まいづくりのお
手伝い

744 新潟県 佐藤行政書士法務事務所 業務別ホームページによる新規顧客獲得

745 新潟県 株式会社アップレード 4110001029420 ECサイト立ち上げによる新規販路・顧客拡大

746 新潟県 天領盃酒造株式会社 9110001027808 新ブランド雅楽代の増産及び品質向上

747 新潟県
株式会社　ファーストイノベー
ション

4110001029585
自社ホームページ作成と参加者エントリーサ
イトの構築・リンク

748 新潟県 ハーブランドシーズン
ＨＰリニューアルとケータリング事業展開に
よる販路開拓

749 新潟県 有限会社新光園 4110002013159
新規問い合わせ率向上に必要な自社サイトの
改修

750 新潟県 株式会社若月商店 2110001012221
新規顧客を確保するための知名度アップ・情
報発信力強化

751 新潟県 株式会社　笑うお野菜畑 6110001033404
カタログ作成及びweb販促ツールによる菊芋
チップスの販路開拓

752 新潟県 ㈲メディア 7110002021811 新天地での認知度アップ！チラシ配布計画

753 新潟県
煮干らーめんとかき氷の店にぼ
にゃん

店舗周知のぼりの作成と折込チラシによる販
路拡大と売上拡大

754 富山県 株式会社ライズウィル 4230001006812
ホームページ作成による「採用・組織作りご
支援」の販路開拓



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

755 富山県 ㈲村上自動車整備工場 6230002009903
先端設備導入による売上向上計画及び働き方
改革への対応

756 富山県 株式会社　ばんどー工業 6230001012817 車載式トイレ導入による施工地域拡大事業

757 富山県 株式会社田子製作所 1230001012755
失注改善を目的とした現場即応性の向上によ
る経営基盤強靭化事業

758 富山県 アプリコッコ
「とやまアラカルトジャム」の開発によるパ
ラダイムチェンジ

759 富山県
株式会社マリアシェルコーポレー
ション

7230001014226
専属スタイリストが叶えるファッション改革
事業

760 富山県 和食亭こもり
食品包装による焼き鯖寿司の消費期限長期化
と新たな販路開拓事業

761 富山県 hair factry E’
平日稼働率向上の為の高齢者サービス導入に
対応したハード整備

762 富山県 野原工業株式会社 7230001008599
モラン工法（特許取得）の県外展開を目的と
した大規模展示会出展

763 富山県 有限会社土遊野 6230002006454
新商品アデア牛乳の里山のヨーグルトの商品
化と販路開拓

764 富山県 有限会社シンワ電工 8230002001577
ホームページのリニューアルと広報強化で、
省エネ化工事の受注拡

765 富山県 コファー株式会社 6230001015828
IT機器を導入し、顧客ニーズを的確に捉え売
上増につなげる

766 富山県 丸善醤油株式会社 4230001007554
『入善からあげ』旨塩麹鶏販売システムの確
立とPR事業

767 富山県 畑醸造株式会社 5230001009104
HP開設による工場見学のPRと新商品の販路拡
大

768 富山県 野尻石材店
「石屋に任せられ！」粉骨サービスの充実と
告知事業

769 富山県 株式会社ダイヤカンパニー 9230001013969
新店舗進出とHP作成に伴う販促効率と売上
アップ計画

770 富山県 カイロケア・つっちー
店舗を身近に感じる魅力ある改装でリピート
客を増やす

771 富山県 NailSpaceCOVO 歯のセルフホワイトニングメニューの導入

772 富山県 株式会社クロト 1230001015015
ペットアパレルの技術・ノウハウを活かした
機能加工繊維製品販売

773 富山県 トモスメイカー合同会社 2230003001160
リメイクレザーを使った新商品開発と販路開
拓

774 富山県 松田電機工業株式会社 9230001003318
ITを活用した電気設備工事PRによる販路開
拓・生産性の向上

775 富山県 株式会社パティスリーサクライ 8230001015636
ショコラティエが作り出すご当地チョコレー
トの生産性向上

776 富山県 株式会社絶品 1230003000452
スマホ・タブレット教室でクリエイティブ事
業部の周知と販路拡大

777 富山県 プレジャーオブスポーツ
新型コロナウイルスの影響から事業継続を行
うための顧客獲得

778 富山県 株式会社TAPP 7230001015389
サカナイフを使った、自宅で誰でも魚を捌く
プロセスを配信

779 富山県 アルパカ舎 夏商戦の弱点克服！売上拡大プロジェクト！

780 富山県 有限会社 松崎自動車工業 3230002006795
大型車両の整備円滑化を図り、顧客ニーズに
寄り添う

781 富山県 餃子のまーちゃん
氷見市番屋街への商品提供による販路拡大計
画

782 富山県 松嶋建設株式会社 3230001006532
独自技術の販拡と新採強化のためのスマホ対
応HP更新と看板製作

783 富山県 アイワ住装
立山町と韓国の交流を目指した韓国コスメ店
の開業
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784 石川県 株式会社西海水産 2220001015725
地元伝統食「丸干しいか」の魅力を周知する
ことによる売上拡大

785 石川県 株式会社　西川総合建築 7220001021438
石川中央、金沢エリア進出による新規需要獲
得事業

786 石川県 ムラタ時計眼鏡店
補聴器コーナーの増設と店内照明工事による
販売数量の増加

787 石川県 古川工舎
木材加工機器導入による木材加工工種の生産
性向上と販路拡大

788 石川県 翠建築設計室
中高齢者層をターゲットとした住宅リノベー
ション需要の獲得

789 石川県 ご飯処かどや
加賀れんこんチップスの商品開発、販路を全
国に展開

790 石川県 株式会社カプラス 7220001023153
自社HPの新設と業務見直しによる売上回復に
向けた取り組み

791 石川県 たにてる工芸
木製品に対する高付加価値を図る設備事業（4
軸ＮＣ加工機導入）

792 石川県 ぬくもりセラピーElfiin
妊婦や産後ママを応援するフットセラピスト
養成事業の強化と販促

793 石川県 きたぐち整体
スポーツジム会員の運動前から運動後の一貫
したプログラムの提供

794 石川県 有限会社　文吉窯 4220002011531
ホームページのリニューアルによる業務用の
九谷焼商品の販売強化

795 石川県 別所商店
九谷焼の模様を活かした新たなギフト商品の
開発

796 石川県 合同会社山立会 2220003002416
なめこ、羊肉、ジビエの直売と創作料理を提
供する飲食店へ改装！

797 石川県 木野建設株式会社 1220001002352
工事実績を多く掲載したＨＰへの改修により
民間工事受注を増やす

798 石川県 おそうじ本舗　金沢大場店
ルミテスターSmartで清掃結果を数値化して安
心を見える化

799 石川県 リアン鍼灸接骨院
美容鍼に特化した広告宣伝による新たな販路
拡大

800 石川県 ホバーズ
新たな顧客層の開拓と知名度向上による売上
拡大事業

801 石川県 有限会社満升 3220002014576
喫煙専用室設置により誰もが快適に過ごせる
空間作りと誘客促進事

802 石川県 株式会社なかの林業 2220001014784
薪の保管システム確立と顧客購買環境の整備
による販路開拓事業

803 石川県 白山お宿さかい
外国人技能実習生の受入体制の整備と販路開
拓による収益向上事業

804 石川県 株式会社　STEADY 4220001023429
アフターケア指導が充実した企業ブランディ
ングのための広告宣伝

805 石川県 有限会社　プレステック 3220002017083
カバーリング糸生産設備の増強とホームペー
ジによる販路開拓事業

806 石川県 白山麓ナーセリー
ナチュラルな庭造りを本気で検討していただ
くための販売促進策

807 石川県 白山実業自動車株式会社 2220001000165
ディーラーに依存しない「整備に強い自動車
販売店」の販促事業

808 石川県 株式会社　ミートビック 2220002006798
ふるさと納税寄付者のリピート購入促進と口
コミ強化による拡販

809 石川県 つるぎ接骨鍼灸院
中学高校生アスリート向けの施術サービスの
充実と販売促進

810 石川県 株式会社センターキムラ 4220001015698
準備工程の改善による商品開発能力の強化・
販路開拓事業

811 石川県 世戸国際産業支援株式会社 4220001021317
ロンドンバスホテル非稼働時間活用とログハ
ウスホテルの収益向上

812 石川県 株式会社er 8220001009548
当社の仕事を魅力的に伝えるホームページへ
リニューアル



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

813 石川県 一五茶屋
アジアンな店舗リニューアルを大体的に宣
伝！

814 石川県 社会人カレッジ合同会社 6220003001364
全受講者に安全・安心な学びの場を提供する
パソコン教室の確立

815 石川県 そば切り 多門
店舗案内看板設置とホームページ開設による
販路拡大事業

816 石川県 有限会社ナタミ 7220002015190
顧客情報管理システムの導入による販売促進
事業

817 石川県 株式会社真田製作所 6220001016026
HP開設とリーフレット作成による営業力強化
と新規販路開拓

818 石川県 井上加工
「脱下請け」を目指した農薬散布用ドローン
の開発と販路開拓

819 石川県 有限会社平村石材 7220002016676
相談会開催による展示場への来場促進と成約
件数向上プロジェクト

820 石川県 つじトレーニングジム
営業自動化システムを活用した営業時間拡張
による新規顧客の獲得

821 石川県 株式会社ポタジェ 3220001021631
ようこそ河北潟へ！ウエブ発信を活用した無
農薬ハーブの販路開拓

822 石川県 勝泉商店
親切で便利なお米屋さんによる宅配サービス
PRによる売上アップ

823 石川県 日本料理 坪の屋 高齢者獲得に向けた居心地の良いお店作り

824 石川県 谷口製紐株式会社 8220001015587
独自提案スキームの改良による新規顧客獲得
事業

825 石川県 民宿浜弥
バリアフリーな民宿としてシニアの観光需要
獲得事業

826 石川県 はいから食堂
バイク・自転車好きが集う店舗作りによる新
規顧客獲得事業

827 石川県 たまや
飲食メニュー拡充とイートインスペース設置
による来店促進

828 石川県 有限会社一八産業 2220002011715
既存客の満足度向上と新規客を呼び込む為の
店内リニューアル

829 石川県 本多商店
九谷焼若手作家が絵付けするセラミック製判
子の開発と全国展開

830 石川県 株式会社メルベーユ森 8220001020042
地域における認知度の向上を図るための店内
イベントの開催と周知

831 石川県 harutonari 九谷ソムリエナイフの販路拡大事業

832 石川県 SILKY　COCO
施術後に行うアフターサービスの向上による
お客様の固定客化

833 石川県 有限会社マルオカ建設 1220002014594
地域ニーズの受け皿企業として、小規模民間
工事の受注促進を図る

834 石川県 株式会社HeartLanguage 7220001020786
地域への情報格差を解決する販路開拓のため
のテレワーク導入支援

835 石川県 株式会社さとやま設計社 2220001012879
さとやまに新たな賑わいを創出するテラス・
ドッグランの整備事業

836 石川県 有限会社森本金網製作所 8220002014431
高難易度の要望に耐え得る製造能力確保によ
る販路開拓事業

837 石川県 株式会社栄商事 1220001000059 お得で安心！を届ける自動車整備で売上拡大

838 石川県 株式会社白山堂 6220001022940
渓流魚、渓流魚加工品の高齢者への認知・販
路拡大事業

839 石川県 株式会社グランドリーム 9220002006097 開廃業支援のホームページ作成

840 石川県 株式会社ダンレイ 3220001004223
ホームページ新設によるＢtoＣ市場への本格
進出

841 石川県 山下クリーニング店
大物ランドリ-（布団、毛布）を取扱いできる
乾燥室への改良工事



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

842 石川県 有限会社デリケートトゥール 6220002008261
カフェスペースを創設し、お客様に来店しや
すい空間を提供します

843 石川県 花 ANGEL CROWN
パッケージ、ロゴのデザインを作製し、ブラ
ンドを確立させる

844 石川県 株式会社西和人一級建築士事務所 4220001022587
もうコロばない！建築士による持続可能なWEB
戦略事業

845 石川県 整体＆ボディケアKAIZEN
出張サービスおよび広報活動によるターゲッ
ト層の取り込み

846 石川県 マスケンサービス株式会社 7220001021677
自社の強みや特徴をふんだんにアピールする
ホームページ作成

847 石川県 有限会社たけもと農場 5220002011497
六次産業化商品「リゾットマンマ薫りきの
こ」の販路拡大事業

848 石川県 行政書士法人スマイル 7220005008241
WEBミーティングによる生産性向上と動画制作
による販路開拓

849 石川県 合同会社DADA 4220003002604 パーソナルトレーニングスペースの新設

850 石川県 炉ばた焼　味地
旬の食材の炉端焼き新メニュー開発とPR強化
による販路開拓事業

851 石川県 有限会社ひがし 8220002011775
テイクアウトの実施とメニュー改良による販
売促進

852 石川県 山下サイコセラピス美容研究所
「沖縄エステ」リニューアルに向けた販売促
進事業

853 石川県 中西香月堂
ちょうど良い「食べきりサイズ」羊羹の開発
事業

854 石川県 山口工芸社
ラミネート機導入による「小さい仕事」の獲
得事業

855 石川県 下野農園 野菜販売促進のためのイベント事業

856 石川県 カネヨ醤油株式会社 9220001016304
安全・新鮮の消費者需要に合わせた「鮮度容
器」の開発と販路開拓

857 石川県 Ｆuｊｉｋｏ　Ｆａｃｔｏｒｙ
YouTube動画を使った動きの見える商品開発と
売上アップ事

858 石川県 わいわい処　八味 楽しい時間をもっと過ごしてもらう事業

859 石川県 CAFEAROMA美
子育てママにとって地域で一番くつろげるカ
フェを実現して売上増

860 石川県 株式会社サンフラワー 6220001022429 生活介護サービスの利用者獲得事業

861 石川県 株式会社能登風土 8220005007985 テレビＣＭで新規顧客の獲得事業

862 石川県 漆工房　ぬしや 製造販売から製造体験販売へ業態の転換

863 福井県 株式会社 ＹＰＣ 5210001016820
視覚に訴える自社オリジナルブランド眼鏡の
ネット販売促進事業

864 福井県 Ｋ．Ｈ．Ｄ
池田町米スイーツ、ご当地ドリンク新商品開
発及び販路開拓

865 福井県 愛装縁株式会社 2210001009595
美顔器の導入によるシニア世代をターゲット
にしたエステの提供

866 福井県 岡島建設株式会社 9210001000671
天井クレーンの導入による工期の短縮と木材
需要への対応

867 福井県 株式会社ごーる堂 7210001008163
ソフトクリーム直売所の設置による販売促進
と賑わいの創出

868 福井県 長谷川造園株式会社 9210001002965
店舗型エクステリアによるBtoBからBtoCへの
変換

869 福井県 平田燃料店
良質な燃料提供を基にしたトータルサポート
による新規顧客の獲得

870 福井県 バードランド
スマホ対応ＨＰへの改修によるディナー・テ
イクアウトの集客強化



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

871 福井県 有限会社下川建設 3210002001641
３Ｄ建築ＣＡＤシステムによる地元重視のプ
レゼン強化・顧客獲得

872 福井県 有限会社ﾎﾘｴｱﾙﾐ 2210002003399
ミニ・カーゴクレーン導入による作業効率と
施工数向上販路開拓

873 福井県 株式会社　新谷組 1210001014159
三次元ＣＡＤ導入による営業力強化と利益確
保及びスキルアップ

874 福井県 大福そば屋
屋外看板設置により県外客の利便性向上を図
る

875 福井県 株式会社滝製紙所 2210001012178
ホームページを活用した消費者へのPR強化に
よる販路開拓

876 福井県 山崎建具店
機械導入とオリジナル製品をウェブサイトに
掲載する販路拡大事業

877 福井県 藤本商店
ユニツト型冷蔵庫導入による新規顧客開拓事
業

878 福井県 有限会社漆琳工芸 8210002001620
オリジナル商品の販路開拓による売上増加事
業

879 福井県 FCLOUD
オンライン予約付きホームページによる新規
顧客集客アップ事業

880 福井県 マルヤ国際商事株式会社 7210001016133
機器導入によるお弁当生産能力向上と人員不
足の解消及び賃金向上

881 福井県 株式会社　和田 5220001012851
殺菌・除菌効果の高い水を作る機械の導入と
広報物の設置

882 福井県 米翔丸
潮流計の導入による顧客満足度の向上と利用
客の増加事業

883 福井県 理容室なべしま
顧客ニーズを踏まえた店舗環境の改善を契機
とした販路開拓

884 福井県 松井事業所
金属検出機による生産工程の安全管理と納入
条件の充足

885 福井県 有限会社アドヴァンス近信 9210002000191
会社ＨＰの作成による顧客層への訴求力向上
及び販路開拓

886 福井県 香貴建具
『ほぞ取り機』性能向上による作業効率の向
上

887 福井県 有限会社丁字屋 6210002014095
フラワーキーパー導入による生花の日持ち向
上を活かした販売促進

888 福井県 ＭＰ建築事務所
ホームページ改良による魅力的な家づくりの
認知向上

889 福井県 株式会社竹内鉄工所 5210001002325
鉄骨製品の高品質化による都市部大型物件の
受注・販路開拓

890 福井県 辻ストアー
自家製お惣菜と弁当の販売に特化したお客様
に喜ばれる店作り事業

891 福井県 福井製紙株式会社 5210001011929
「スプルトポンプ」導入による紙の品質向
上・新規取引先の獲得

892 福井県 株式会社冨洋 7210001014260
建築部門（建築・リフォーム）販売促進及び
認知強化事業

893 福井県 株式会社無限大 7210001011258
ネットショップ及びミニリーフレット作成に
よる新規顧客開拓事業

894 福井県 池乃家
設備の改善及び販売促進ツールの改善による
個人営業強化事業

895 福井県 市橋板金株式会社 5210001015582
看板及び商談スペースの設置による新規取引
先の獲得

896 福井県 おとどけ太郎
ホームページの新規開設による認知度向上と
利用者拡大

897 福井県 ディスセット
福井の機能性素材を活用した高機能商品開発
と販路開拓

898 福井県 中村畳ふすま株式会社 3210001010420
畳・襖・障子のトータル提案による付加価値
を高めた販路開拓事業

899 福井県 株式会社長田製紙所 9210001012147
和紙の付加価値と工場の生産性を向上させる
設備導入事業
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900 福井県
ファンウェーブインターナショナ
ル株式会社

5210001009312
動画付きネットショップ構築による新規顧客
等獲得事業

901 福井県 有限会社まるいち旅館 8210002014135
館内設備（洋式トイレ）とLED導入による顧客
サービス向上

902 福井県 岡本善七製菓
生クリームどら焼の商品開発及び高級スー
パーへの販路開拓事業

903 山梨県 ハーベストイン　ブルーリボン
滝がある露天風呂の再開によるリピーター獲
得と集客力アップ

904 山梨県 株式会社　フジプラ 3090001010111 にんにくスプラウトの販路開拓事業

905 山梨県 CONEXT
発芽ニンニクの普及とはねだしニンニクの加
工による販路拡大

906 山梨県 株式会社　凛花 8090001010643
オリジナル販売サイトによる販売促進事業の
実施

907 山梨県 有限会社サンスペースアメニティ 8090002012077 ウェルカム、人にやさしいおもてなし事業

908 山梨県 STANDARDPIZZA
移動販売車改装による当店自慢「アメリカン
ピザ」デリバリー事業

909 山梨県 タイニーハウスホテル森旅ぃ
グランピングと広告宣伝による新規顧客の取
入れ

910 山梨県 ｎｏｒｍ．
ウェブ立ち上げによるビジネスの最適化及
び、集客力増加

911 山梨県 田辺養鶏場
空き家古民家をリノベーションした「たまご
食堂」の開店

912 山梨県 有限会社　茶居夢 8090002013109
団体客からの脱却、個人客を狙った『貸コ
テージ』の新規ＰＲ事業

913 山梨県 株式会社アークティックホーム 5090001015042
オーナーズクラブとメンバーシッププログラ
ムによる顧客囲い込み

914 山梨県 江戸屋商店
明るく清潔な店づくりと来店した観光客を通
販利用に導く戦略

915 千葉県 株式会社ドリームライフウエスト 2012701013434
国内宿泊サイトの拡充、チェックイン自動化
により顧客満足度向上

916 山梨県 高根クラインガルテン企業組合 9090005004863
常用草刈機導入で快適な”マイ畑で野菜作
り”顧客増加対策

917 山梨県 株式会社Cantina Hiro 8090001014470
絶景テラスで至福の時間を演出する体験型
ツーリズムで集客拡大

918 山梨県 Pension malaika
八ヶ岳の食と自然をわかちあうリトリートプ
ラン開発と販売促進

919 山梨県 ベジモア・ガーデン
鶏と一緒に１日過ごせる農の体感型カフェを
目指す観光商品開発

920 山梨県 昼のふくろう
アクシデントに強い販売力強化を目指す直販
強化と販路拡張計画

921 山梨県 グルメショップすみよし
自社ホームページのリニューアルによるプロ
モーション強化

922 山梨県 株式会社原田晶光堂 1090001012076
印章ケースのオンラインオーダーメイドシス
テムによる販路拡大

923 山梨県 味の店ほさか
店舗改装と販売促進活動強化による集客力向
上事業

924 長野県 古民家宿 nagare
伊那谷の古民家滞在で「三方良し」を実現す
る薪ストーブ導入事業

925 長野県 合同会社ゆずすけ 5100003005221 新規事業レンタサイクルの広告宣伝強化

926 長野県 有限会社町田設備工業 1100002011819
チェーンブロック導入によるリフォーム工事
拡大と既存事業の強化

927 長野県 エン機工株式会社 4100001032689
駐車場整備で商談を効率良く安心して行い販
路拡大・売上増を図る

928 長野県 株式会社横井 8100001027173 ウェブサイトのリニューアルによる販路開拓



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

929 長野県 小恋路
空間除菌機・電解水生成装置により安心して
来店できる店づくり

930 長野県 ペンションesola
トイレ無しの洋室2部屋を繋ぎ、トイレ付きの
広い和洋室に改装

931 長野県 メキシカン☆食堂TacoTaco
プレハブ倉庫への冷蔵設備の導入と情報発信
アイテムの制作

932 長野県 Ｍｏｙａｉ　Ｈｏｕｓｅ 宅内お客様向けキッチンのリフォーム

933 長野県 藤屋わさび農園有限会社 4100002023935
Webサイト構築による、安曇野わさびブランド
認知度向上

934 長野県 吉平酒店
プライベートブランドにより吉平酒店をＰＲ
しよう！！

935 長野県 PLAISIR
チラシ広告を活用して当店の認知度と強みを
PRし売上増加を図る

936 長野県 昇龍株式会社 5100001024066
インバウンド対応型シャワー室の設置による
販路開拓

937 長野県 安曇野里山ツアーズ
地域特産品を活用した都市部からの交流人口
増加による販路開拓

938 長野県 (株)木村建築設計事務所 5100001016740
個人住宅顧客獲得のためのイメージアップに
よる販路開拓

939 長野県 ラトリエ・デ・サンス
コワーキングスペースとしてのサービス拡充
と店舗案内の作成

940 長野県 株式会社湯川酒造店 4100001017871
「家飲み」需要増加に対応する一般消費者へ
のダイレクトPR強化

941 長野県 国際環境技研株式会社 5100001028414 新型耐熱ヒーターの開発と実用化

942 長野県 有限会社でんべー 8100002017487
春から秋の魅力発信による閑散期の集客プロ
モーション

943 長野県 えんじょるのプロジェクト
買い物困窮者と地域住民をマッチングさせる
ｗebシステムの運営

944 長野県 有限会社勝野木工 7100002026282
ステンド＆アートフラワーショップ部門強化
による新規顧客獲得

945 長野県 日野製薬株式会社 1100001017833
～伝統を継承しその先へ～カタログ通信販売
の新たな販路拡大事業

946 長野県 アトリエタムロ合同会社 6100003004750
蕎麦店による新事業展開で売上増加のための
多機能調理機器導入

947 長野県 株式会社ふるさとの森 9011101052144 「コデランニ」ウェブ戦略再構築事業

948 長野県 川端工業
販路拡大のための建造物耐震化補強工事用の
鉄骨枠の製造環境整備

949 長野県 株式会社アンドモア 5100001028190
多様なニーズに応えた「安心安全安定」の確
保

950 長野県 ノエビア長野西販社
改装による店舗のサロン化と看板設置による
新規顧客獲得

951 長野県 癒幸堂
フィットネス事業とエアコン導入等による販
路開拓と新規顧客獲得

952 長野県 キッチンストーブ
高利益率な喫茶部門売上増のための冷凍庫と
少人数用テーブル導入

953 長野県 ハーモニー
長野県産米糀を使った新商品「サプリドレッ
シング」の販路開拓

954 長野県 株式会社プラスワークス 3100001032649
自社HP制作でスポーツ関連と広告業界の知名
度向上と販路開拓

955 長野県 米山農園
ＨＰ等作成による知名度アップと新規の販路
開拓

956 長野県 株式会社ヴィニョブル安曇野 8100003002380
看板とチラシによる自社ワイナリーへの誘導
と顧客獲得

957 長野県 あずさ観光
介護タクシー事業進出に伴うＨＰとパンフ
レットによる顧客獲得



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

958 長野県 合資会社ヤマシチ 6100003000493
ＩＯＴを活用し省力化した商品の生産管理用
ビニールハウスの増設

959 長野県 西軽井沢観光有限会社 8100002011069
地球温暖化による気温上昇対策クラブハウス
内エアコン設置事業

960 長野県 小布施牧場株式会社 7100001030095
直営店舗への誘導看板の増設および障がい者
用駐車場の整備

961 長野県 湯本合資会社 5100003000494
愛車エアコンガスチェックキャンペーン：快
適室内空間へ

962 長野県 有限会社二通園 7100002009972
アラフォー男子を取り込め。トイレ洋式化に
よる店舗魅力向上計画

963 長野県 涌井行政書士事務所
事務所改装による認知度の向上とバリアフ
リー化

964 長野県 フルール 夏季に向けた新規顧客獲得事業

965 長野県 花 テラス・壁面緑化・ショールーム化事業

966 長野県 あ・うん／臣喰館
店舗ＰＲ看板の設置と新聞広告による顧客獲
得

967 長野県 株式会社はすみふぁーむ 3100001026188 電子公告を用いた効果的なマーケティング

968 長野県 BeDo
窓看板を設置し町内での認知度向上を図るこ
とによる新規顧客獲得

969 長野県 有限会社窪田モータース 7100002029491
顧客満足度向上と固定客化に向けた整備場の
改装事業

970 長野県 プチペンションジョナサン
新型コロナ対策　安心・安全な客室をお客様
に届けます！

971 長野県 仕草
手ぬぐい、クラフト作品を広めるための店舗
立上げ

972 長野県 まる屋 まる屋ホームページの作成・公開

973 長野県 タケイ不動産株式会社 9100001032734
新規看板の設置、ホームページリニューアル
事業

974 長野県 ロッヂFREE RUN
閑散期-繁忙期の平準化対策by空調設備と集客
コンテンツの強化

975 長野県 グリーンプロ信州　株式会社 9100001029664
信州発・国産オールナチュラル飲料のブラン
ド化と販売拡大事業

976 長野県 スノーモンキー株式会社 5021001067699
ITを活用した国内およびインバウンド客の顧
客開拓事業

977 東京都 株式会社The Guest House Japan 9020001121652
『夏季の需要増加に向けた、冷房設備及びBBQ
設備の設置事業』

978 岐阜県 有限会社　大創 6200002013734
特別感や癒しを提供し満足度を高めるサービ
スの提供

979 岐阜県 近藤石材店
墓石の地震対策を改良、周知して売り上げ
アップ。

980 岐阜県 池田建築
地元地域内の認知度向上に向けた新規顧客の
獲得及び受注促進事業

981 岐阜県
有限会社リサイクル・クリーン神
原

8200002015794
地元密着企業として存在感を高めるための看
板設置事業

982 岐阜県 一力屋
店内POPの改善とパンフレット配布による販売
促進力強化

983 岐阜県 東濃建設有限会社 9200002024217
岐阜県中津川産「晋也キャビア」の国内・国
外への販路拡大事業

984 岐阜県 株式会社空間建築工房 9200001028359
巣ごもり消費に対応しPR画像や動画配信をSNS
で行う集客事業

985 岐阜県 しいたけ園バーベキュー場
創業３年目「ＢＢＱ場」の利便性向上のため
の誘導看板等設置事業

986 岐阜県 株式会社杉インターフェイス 5200001034798
海外取引が必要になっている地域外潜在顧客
に向けた新事業ＰＲ



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

987 岐阜県 パソコンサポート　レック ビデオ撮影・編集、WEB対応サービス

988 岐阜県 株式会社ひでぴょん 8260001016292
異業種交流展示会での実演から技術マッチン
グを狙う新規顧客開拓

989 岐阜県 あおい相続・会計事務所
２代目３代目経営者への財務指導を通じた適
切な事業承継のススメ

990 岐阜県 クラウンジュエル岐阜
女性活躍推進事業拡大の為の総合ホームペー
ジの作成

991 岐阜県 株式会社　集治グループ 1200001032541
福利厚生事業の認知度アップによる新規顧客
獲得

992 岐阜県 株式会社アプト 3200001027580
郡上八幡駅前での集客・外国人観光客の集客
事業

993 岐阜県 森農園
オトナ女子の興味を引く広告を通じた観光農
園スタートアップ事業

994 岐阜県 マキノウッドワークス
最先端木材価値を生み出す木材管理改善及び
販路開拓事業

995 岐阜県 株式会社　多美人生開発 1200001036195
“反撃”インバウンドに資する複数国を対象
にしたＯＴＡ販売事業

996 岐阜県 株式会社おか多 9200001036436
原点回帰！「鮎料理」をアピールする宣伝事
業

997 岐阜県 廣木辰也土地家屋調査士事務所
ウェブサイトの新設を基点とした新規顧客の
獲得

998 岐阜県 有限会社金山昭石 2200002027606
PR強化と店舗照明改善による顧客満足度向上
と顧客囲い込み事業

999 岐阜県 株式会社肉の御嵩屋 7200001018709
スマホ専用サイト開設による販売促進と新規
顧客開拓事業

1000 岐阜県 窪田住研建築事務所
精度の高い図面提案の実現による新規顧客の
獲得促進事業

1001 岐阜県 セイノウ設備株式会社 5200001030649
看板設置による顧客認知度向上と受注促進事
業

1002 岐阜県 株式会社奥田又右衛門膏本舗 7200001025746
顧客ニーズをふまえた高粘性充填機導入によ
るコスメ販路拡大事業

1003 岐阜県 馬渕中小企業診断士事務所
地元中小企業者の事業継続のための事業承継
支援の認知度向上事業

1004 岐阜県 いなりや
店舗改装！どんなお客様にも快適に喜んで貰
える空間へ

1005 岐阜県 有限会社夢幸望 9200002016305
看板製作による羽毛布団丸洗いクリーニング
サービスＰＲ事業

1006 岐阜県 株式会社スギセイエネ 2200001017434
店舗看板の改装による認知度向上及び新規顧
客獲得事業

1007 岐阜県 石徹白洋品店株式会社 7200001033955
ホームページとネットショップを再構築し
DtoCへの布石を打つ

1008 岐阜県 エーシーアイ株式会社 4200001032621
貸別荘の宿泊者数を増加させることで建築棟
数を増やす

1009 岐阜県 有限会社アートマンはんわ 2200002010355
ワーキングスペースサービス提供に伴う店舗
改装事業

1010 岐阜県 伊藤瓦店
新サービス『古瓦撤去・屋根解体』の展開に
よる販路開拓

1011 岐阜県 川電
ドローンを活用した点検、空撮、計測事業で
の販路開拓

1012 東京都 株式会社Koago 6010001179785
HP制作とブログメディア構築によるコンテン
ツマーケティング

1013 岐阜県 ドリームオープン
ＤＩＹ市場における新規顧客獲得のための広
告宣伝事業

1014 岐阜県 株式会社サムズアップジャパン 1200001010613
5G時代にマッチしたプロモーション動画制作
による新規案件獲得

1015 岐阜県 株式会社アドヴァンイトウ 3200001010727
店舗看板の刷新による家具小売部門の売上向
上



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1016 岐阜県 Heart Nail
ネイルスクール周知のためのホームページ作
成事業

1017 岐阜県 FILTER
写真・動画撮影機材導入による新サービス創
出

1018 岐阜県 株式会社きららホーム 3200001030279
親しみある看板設置による事務所認知度向上
計画

1019 岐阜県 ヤノ技研株式会社 1200001031816
太陽光発電メンテナンス・独立電源システム
の販売力強化事業

1020 岐阜県 moily 新ブランド設立に伴うブランドWEBサイト制作

1021 岐阜県 SIMIAN合同会社 1200003004316
Amazonプラットフォーム利用による世界販路
拡大事業

1022 岐阜県 woodpecker
ＳＮＳ広告の継続的な分析・改善による新規
顧客獲得事業

1023 岐阜県 タキビデザイン
ネイチャーガイド事業拡大による売り上げ拡
大

1024 岐阜県 有限会社おがわや酒店 8200002027195
インターネットショッピングと看板設置によ
る販路拡大事業

1025 岐阜県 アオ山
お客様自らが参加する新たな2つの体験サービ
スの提供と情報発信

1026 岐阜県 アウワ
変化する顧客ニーズを掴み取れ！製品オリジ
ナリティ向上事業

1027 岐阜県 近藤石灰工業株式会社 3200001013597
市場ニーズに対応せよ！ホームページリ
ニューアル事業

1028 岐阜県 Brilldea
中小企業の2つの大きな悩みを同時に解決する
新サービスの発信

1029 岐阜県 株式会社オオノ 4200001030451
ウイルス感染予防・夏対策で新聞折込チラシ
配布による販路開拓

1030 岐阜県 株式会社ダイマツファーニチャー 5200001006608
『自社ウェブサイト（ECサイト）の刷新によ
る販路開拓事業』

1031 岐阜県 株式会社　ドリームバンク 2200001018837
首都圏美容業界バイヤーをターゲットとした
新商品販路拡大戦略

1032 岐阜県 下呂化成株式会社 7200001025779 新商品の販促ツール作成による販路開拓事業

1033 岐阜県 天池製畳
地域畳店の廃業で困っているシルバー世代へ
のチラシ折込戦略

1034 静岡県 利久
家族が安心して食事できるアウトドア型飲食
店としての販路開拓

1035 静岡県 有限会社静岡ラボ 2080402009299
BtoC取引拡大のための通販サイトリニューア
ル事業

1036 静岡県
有限会社南部ショッピングセン
ター

3080402009397
みんなが入りやすい使いやすい店舗入口バリ
アフリー化事業

1037 静岡県 だるま茶屋
立地条件を最大限に活かした看板設置による
新規顧客獲得

1038 静岡県 ㈱友藤製作所 5080001013856 既存設備の高利用化を図る取り組み事業

1039 静岡県 有限会社山下オート商会 7080002015296
戦略的ウェブ広告・情報発信による福祉車両
中古車の販路拡大

1040 静岡県 近江屋製菓有限会社 8080402009780
フードプリンターを導入し、生産性・効率化
の向上

1041 静岡県 堂ヶ島食堂
看板リニューアルによるインバウンド・若年
観光旅行者の販路開拓

1042 静岡県 平馬洋品店
新事業・新商品の展開強化による販路開拓・
経営力向上

1043 静岡県 三鈴建設株式会社 6080101014704 レーザー測量機導入による作業効率向上事業

1044 静岡県 株式会社篠原ゴルフクラブ 7080401002267
女性客増加のためのトイレ設備の刷新および
レイアウト変更



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1045 静岡県 ニチカ株式会社 5080401019536
“商品価値が届く”オリジナルカタログ製作
による販路開拓事業

1046 静岡県 トゥーズカスタム
昔あこがれたバイクを手にしたシニア層を取
り込む事業

1047 静岡県 有限会社やまへい 5080402009750
うなぎ蒲焼き加工の完全自社加工・量産化事
業

1048 静岡県 イサキ屋
供働き夫婦をターゲットにした仕事着のお直
し部門強化で販路開拓

1049 静岡県 福いち
多様なニーズに対応するための冷凍庫購入、
販売力強化

1050 静岡県 有限会社小原建装 4080402018042
新事業「野立て太陽光パネルの防草モルタル
工事事業」の確立拡大

1051 静岡県 アツミ工業株式会社 4080401018555
情報提供事業に参入し新規顧客を開拓するた
めのＰＲ事業

1052 静岡県 遠州スプリング有限会社 7080402020532
スプリング製造技術を活かした新アンカー工
法による異業種参入

1053 静岡県 有限会社花工房きつね小屋 6080402021011
専門知識と経験・技術力を活かした魅せる化
による販路開拓！！

1054 静岡県 有限会社魚邦 2080402020529
中高齢女性グループ層の宴会需要を目指した
鴨料理のメニュー化！

1055 静岡県 株式会社だるま 4080101004822
自転車・猫好きに本格寿司店の持ち帰り弁当
をテレビＣＭでＰＲ

1056 静岡県 ママシタ建築
技術力を活かした軽量工事による新分野進出
を目指した販路開拓！

1057 静岡県 株式会社アイム 9080101007465
新プログラム「のんびり大人のダイビング」
の導入及び販路開拓

1058 静岡県 オキメモ
乾燥機導入による製品数と品質の向上及び卸
売先への販路開拓

1059 静岡県 まるかわ製茶
製茶業で培った乾燥技術を生かしたネギの加
工請負による販路開拓

1060 静岡県 カウンセラーオフィス　デイジー
ストレスチェック診断受注用Webページの作成
と販促活動

1061 静岡県 合同会社SAKURA 3080103001538
感染症予防対策設備の導入と着付動画コンテ
ンツの販売

1062 静岡県 カネトミ深沢製茶
微粉末茶の生産体制の確立によるアジア諸国
への積極的輸出促進

1063 静岡県 スタジオ　アーヴィス
アスリートジュニアクラス開設の為の器具導
入に伴う新規顧客獲得

1064 静岡県 Chinesedining　花／華　Ha na
人気メニューとテイクアウト周知を載せた看
板設置

1065 静岡県 ベルサイユのバル
お客様×業者×店舗がＷＩＮ－ＷＩＮになる
動く広告塔の設置

1066 静岡県 株式会社アイデア 2080401020637 新商品「深蒸し茶ポテト」の移動販売

1067 静岡県 諸田電気商会
電気の悩みを解決する「でんきやからの提
案」による販路開拓

1068 静岡県 有限会社ティークラフト 7080002014125
美容関係の会社担当者にここだと思わせるHP
を利用した営業拡大

1069 静岡県 Ｌｉｋｅ　Ｍｙｓｅｌｆ
自社でオリジナルプリント商品を製造するた
めの構築事業

1070 静岡県 有限会社市川商店 3080002012982
自社通販サイトへの機能追加で生産性向上と
個人販路開拓

1071 静岡県 有限会社　トーシン 6080002014126
真空ポンプ導入による“日本初”一体成型給
排水管の事業化

1072 静岡県 ㈱ティーエージェントジャパン 5080001018054
通信販売でのプロモーション推進と顧客満足
度の充実

1073 静岡県 株式会社翼組 3080001016159
HPで自社の強みを発信し、信用力を高めて取
引拡大を図る事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1074 静岡県 有限会社いさごや 1080402009580
創業時から伝わる伝統ある和菓子作り用治具
を集客につなげる事業

1075 静岡県 株式会社プルメリア 9080101019147
ヘアエイジング効果とサロンの認知度アップ
を狙った広告宣伝事業

1076 静岡県 有限会社サンミーナ 9080402020316
SNS等の活用による高齢者顧客の獲得に向けた
店舗作り

1077 静岡県 ＡＶＥＣ株式会社 4080401023043
エイジングケア商品の拡販に繋がるツールの
作成

1078 静岡県 有限会社粟倉ビニール 1080402020050
当社商品のPR用動画コンテンツ作成による販
路拡大

1079 静岡県 株式会社マックス 6080101015074
ダイビング未経験者向けPR案内所を併設した
飲食店の開設

1080 静岡県 株式会社　まる久旅館 8080101004901
売店一部改装による宿泊付随利益の拡大と顧
客満足度の向上

1081 静岡県 株式会社スフィロアクア 8080401022586
カマドコオロギの生産量増加のための生産工
程と生産設備の見直し

1082 静岡県 御殿場インディア
スマホ対応ホームページリニューアルで外国
人客利便性・売上UP

1083 静岡県
アーユルヴェーダサロン伊豆　山
のめぐみ

新規開拓のための新メニュー地元版、東京版
と物販販路開拓

1084 静岡県 磯料理みなと家有限会社 9080002016482
地元の人が集う駿河湾の新鮮な海の幸を提供
する店の一般顧客獲得

1085 静岡県 行政書士駿河事務所
行政書士が行うデジタルアナログ両面からの
潜在顧客へのＰＲ

1086 静岡県 のりのり
観光施設食堂の名物「唐揚げ定食」を全力発
信！

1087 静岡県 有限会社湖西機工 6080402009634 組付・加工作業スペース確保による販路拡大

1088 静岡県 Yui support合同会社 4080403003836
給食の地産地消をサポートする地場産野菜販
売WEBサイトの構築

1089 静岡県 うおかん
若年層が駿河湾の魅力ある魚を味わえる店作
りと広報活動

1090 静岡県 魚徳
店内で食べられる鮮魚店としての店づくりと
広報活動

1091 静岡県 平野農園
直売所の顧客獲得のための販促物設置とブラ
ンディング化

1092 静岡県 CHATIE
掛川店での販路開拓とアプリ作成・活用によ
る来店頻度の向上

1093 静岡県 uno
ドルチェ用ショーケースの導入による認知度
向上事業

1094 静岡県 とり西
統一感ある店作りによる女性客の増加と既存
顧客の囲い込み

1095 静岡県 株式会社フジタ塗装 5080001021586
新サービス展開に伴う販路開拓と業務効率化
による社内体制の強化

1096 静岡県 株式会社装建 5080401020816
工場・倉庫など大規模施設の外壁塗装におけ
る集客ツールの整備

1097 静岡県 株式会社ルイ・ヨコタフォート 2080401010530 「IT 教室」事業

1098 静岡県 有限会社モリサワ 2080002014170
新サービスの展開による新規顧客獲得と来店
頻度向上

1099 静岡県 であい農園
茶粉末加工における、中ロットでの受注確保
の為の設備投資

1100 静岡県 福建 福建の顧客獲得のための宣伝広告と効率化

1101 静岡県 N-fitness
美尻＆下半身強化＆デコルテ美人＝目指せメ
リハリボディ

1102 静岡県 旬彩　吉田新次郎
新サービスと店舗改装でくつろぎの空間を提
供し顧客増加に取組む



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1103 静岡県 ピープルハウス
ワッフルを使ったハンディスイーツでイベン
ト出店

1104 静岡県 松浦製茶株式会社 3080401017491
飲食営業の開設による夏場対策とお茶好きな
方のリピート率向上

1105 静岡県 La Chou Choute
アレルギー対応・ビーガン商品のPRと生産性
向上により顧客獲得

1106 静岡県 Sakura　M スマホコーティング剤の販売促進事業

1107 静岡県 食彩酒房のり三
座敷から椅子席に改装することで宴会や高齢
者の顧客獲得を目指す

1108 静岡県 有限会社ホンダオート三島 2080102011555
若年層向け新サービスを軸としたHPリニュー
アルによる顧客開拓

1109 静岡県 株式会社ＩＲＯＤＯＲＩ 4080101018434
自社ホームページの作成（保育園と放課後デ
イの別々のＨＰに）

1110 静岡県 有限会社メガネセンター三島 2080102011828
こどもメガネ専門店の地域雑誌活用による新
規顧客の獲得

1111 静岡県 静岡やすま園
「静岡彩り茶・五凛（ごりん）」の開発と外
国人向け販路開拓事業

1112 静岡県 株式会社89hachiku 6080101020479
住民と観光客との交流の場、魅力ある個店を
目指した店舗づくり

1113 静岡県 片山一級建築士事務所
基礎ソフト及び構造ソフト64ビット化導入に
よる顧客獲得事業

1114 静岡県 有限会社山精水産 4080402018926 燻製おつまみ商品の開発による新規顧客獲得

1115 静岡県 nanacos
食のセレクトショップ開店に伴う看板設置と
チラシによる宣伝強化

1116 静岡県 有限会社竹泉浜北店 7080402015160
手軽に味わえる「冷凍浜松名品弁当」の開発
とネット販売環境構築

1117 静岡県 カネカ北川製茶株式会社 1080001013380 カネカ北川製茶Webサイトリニューアル

1118 愛知県 株式会社　アリックス 8180001105021 健康住宅と省エネリフォームの販路開拓事業

1119 愛知県 喜想庵
「和食を次世代に伝える」本格的京料理店が
取り組む新たな挑戦

1120 愛知県 ＲＳユウ
ＨＰ開設により当店へ立ち寄っていただく環
境づくり事業

1121 愛知県 ヘアースタジオ　タカハシ
高齢者マッサージプランの導入～家族全員が
通う理容店を目指して

1122 愛知県 アトリエカラフル
オンラインスクール新規開校でリスクマネジ
メント＆販路開拓！！

1123 愛知県 中日新聞長久手南部あだち新聞店 店舗の空き時間を活用した顧客拡大

1124 愛知県 Shammy’s　caf’e
潮風に吹かれながら優雅にカフェを！子供は
お外で遊びましょ！

1125 愛知県 田原屋 甦れ、田原屋！トイレ洋式化大作戦！

1126 愛知県 有限会社　ポワール 3180302011030
煮炊攪拌機さえあれば当社商品が津々浦々に
いたるまで行き渡る！

1127 愛知県 橋本屋
お爺ちゃん、お婆ちゃん、橋本屋の宴会も椅
子席になったよ！事業

1128 愛知県 株式会社　溝上 3180001096892
補聴器販売拡充のための専門性本格検査の実
現

1129 愛知県 株式会社　宿福 7180301028229
田原市にこんな伝統ある旅館があったんだ。
行ってみたいね！事業

1130 愛知県 株式会社　東郷建設 8180001066949
積算・見積ソフト・設計測量ソフトの導入に
よる、生産性向上を

1131 愛知県 PRINCESS
美と健康を叶えるメディカルスキンケアの販
売促進と経営の安定化



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1132 愛知県 いろり屋
オリジナル性の高いサービスを英語化・見え
る化し販路拡大

1133 愛知県 有限会社　グリーンノート 9180002063688
HPとチラシによる男子新体操販路拡大と新規
顧客の獲得率UP

1134 愛知県 MILESTONE コロナ不況を勝ち抜くECによる販路開拓事業

1135 愛知県 町田　豊隆 プライベートジムの設置

1136 愛知県 ほっぷ鍼灸整体院
患者情報管理システムを活用した顧客囲い込
み・リピート事業

1137 愛知県 鈴木達也行政書士事務所
ドローン利活用を売りとした行政書士事務所
の運営

1138 愛知県 秀清堂
新商品「くずブロック」の開発と冷凍陳列棚
導入による販路拡大

1139 愛知県 株式会社　ビッグブリッジ 2180001117311
店舗の魅力ＰＲを兼ねそろえた誘導看板設置
事業

1140 愛知県 ルカフェプルミエール
商品を売るから、見る＆気分を売るへの転換
戦略

1141 愛知県 株式会社　ＩＴサービス 2180001062870
中小企業のデータをレスキュー。データ復旧
事業で新規顧客獲得へ

1142 愛知県 NP-office 自宅学習オンラインコースの増設

1143 愛知県 都築社労士事務所
外国人労働者の雇用に悩む企業のパートナー
社労士へ変革する

1144 愛知県 株式会社　和み人 4180301027522
漢方専門店が行う新たな介護予防事業（ＥＭ
Ｓ介護予防）

1145 愛知県 株式会社　八百正 1180001108170
車への冷蔵設備導入で配送サービスの本格事
業化と新規顧客開拓

1146 愛知県 シミーズ　合同会社 3180003018432
インターネット広告出稿による新規訪問客の
獲得と認知度向上

1147 愛知県 Regalo.
30代以降をターゲットとした地域密着型結婚
相談所PR事業

1148 愛知県 TAKASU
マンジェリコンの加工品製造ならびに納豆菌
培養事業

1149 愛知県 株式会社　ゆたかわ 4180301032902
流域の上下流連携による農産物定期宅配事業
の試験開始・販路開拓

1150 愛知県 CAFE DE SMILEY DOGS
テイクアウト販売窓口取り付け改装工事によ
る販路拡大

1151 愛知県 株式会社　深見工務店 5180301022159
女性のこだわりを実現する「S-style」による
顧客開拓事業

1152 愛知県 宮ザキ園
ほうじ茶焙煎工程の内製化による新商品開発
と生産性の向上

1153 愛知県 カフェド路話瑠 新メニュー・新サービスで集客力アップ

1154 愛知県 三喜　有限会社 6180302022090
当店自慢！にんにく餃子の販促強化による新
規顧客獲得と売上拡大

1155 愛知県 オフィスクロヤギ
パンフ、ＨＰ作成とパーティ開催を連携させ
た新規会員の獲得策

1156 愛知県 ＷＡＮＩ　ＷＡＮＩ
コロナの売上減対策、２階倉庫を改装しレン
タルスペースに活用！

1157 愛知県 合同会社　フィールズネット 4180003018588
脱、下請け！子供向けプログラミング学習ア
プリ開発事業

1158 愛知県 株式会社　オズワールド 5180001116657
「スマホいきいき教室」でパソコンを使わな
い新規顧客層を開拓

1159 愛知県 サウンドスタジオSION
新規顧客獲得に向けた機材導入及びHP開設に
よる販路開拓事業

1160 愛知県
株式会社　オーガニックスタイル
ズ

8180001120656 ネット通販の強化を図るイメージアップ戦略



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1161 愛知県 浅野製畳
販路拡大と、企業イメージの向上に向けたＨ
Ｐの制作事業

1162 愛知県 COZYマネジメントサポート
各専門店と商業施設のマッチングサービス事
業

1163 愛知県 Consulting Office SCHEMA
海外と日本の企業を安心・安全にマッチング
させる事業

1164 愛知県 モリシタ楽器
認知度向上のための店舗外観改装と新規事業
による売上拡大

1165 愛知県 しすたあ美容院
お客様のお悩み解決「ヘッドマッサージ教
室」＆心のケアサービス

1166 愛知県 株式会社　児山製作所 1180001084230
画期的な新規事業をホームページとSNSで認知
度アップを図る

1167 愛知県 株式会社　E-ATTEND 5180001111492
【ホームページ×SNS】で新事業　除菌剤販
売・販路拡大事業

1168 愛知県 有限会社　小澤商店 4180302024576 稲武産きく芋で地域活性化

1169 愛知県 株式会社　中村建装 5180001126243
地元顧客の獲得、さらなる事業拡大および年
商１億円突破へ！

1170 愛知県 行政書士安立啓事務所
建設キャリアアップシステム登録サービスに
よる顧客獲得事業

1171 愛知県 hair room Aaaaachi
「愛娘と最新設備導入による売上２倍！癒し
と美髪提供計画！」

1172 愛知県 株式会社　立建 6180001001429
ホームページとＳＮＳの連携＋現場ＰＲで今
と未来のニーズに発信

1173 愛知県 株式会社　トライアーティスト 1180301024729
会員制トライアスロンスクールの新規会員増
による売上拡大

1174 愛知県 株式会社　マルマン 5180001045022
タイヤプレス機購入による新規需要獲得と販
路開拓戦略

1175 愛知県 Studio Ｎ
香り業界のニーズを見据えＥＣサイトを作
成、販路拡大を目指す。

1176 愛知県 和光商事　株式会社 5180001098227
建設会社、製造会社向け資材専門商社のＷｅ
ｂ活用販路開拓事業

1177 愛知県 中垣酒造　株式会社 7180301020004
清酒蔵と自然の湧水とのマリアージュ戦略実
践へ！

1178 愛知県 松岡農園
朝もぎトマトを名古屋で売る近郊トマト農家
の販路開拓事業

1179 愛知県 佐藤建設　株式会社 1180301014713
顧客に性能を体験して理解してもらうための
ショールーム設置事業

1180 愛知県 花岬
チラシ・ホームぺージによる店の特徴ＰＲで
客数・客単価向上事業

1181 愛知県 有限会社　ちた屋 7180002086658
『５Ｇ時代到来』動画関連サービスで地域一
番店として収益アップ

1182 愛知県 有限会社　三寿園 3180002064007
新しいプロモーションツールのデザインによ
るブランド強化

1183 愛知県 有限会社　わかお 4180002040428
購買意欲を掻き立てる折込チラシで広域広範
囲の新市場開拓を図る

1184 愛知県 合同会社　ガーデンピアッツァ 2180003017294
ピンチを活かす！テイクアウトメニューの販
路拡大

1185 愛知県 株式会社　プラマー太田 1180301023350
ホームページの改良でイメージ一新！問合せ
数アップで販路開拓！

1186 愛知県 お茶のながや
西尾の抹茶を海外バイヤー／輸出商に売込む
ための展示会出展事業

1187 愛知県 新鮮料理の宿　たか島
お客様の素敵時間を最大化へ向けた小規模旅
館の挑戦！

1188 三重県 おそうじ本舗菰野店
提供サービスの充実と広告宣伝強化で新規顧
客獲得・利益率向上

1189 三重県 株式会社　西工務店 6190001011220
作業効率化による施工力強化と宣伝広告強化
で民間受注獲得！



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1190 三重県 観光守帰
高齢者の集客力向上に向けたバリアフリー化
等の取り組み

1191 三重県 パセプション
ホームページの刷新・店内バリアフリーで、
女子会需要の販路拡大

1192 三重県 株式会社　アサヒダイテック 9190001012868
持続的な未来を開く、新規顧客獲得へ向けた
意識改革活動の実施

1193 三重県 宮水産
自動操舵装置導入による接客サービス向上に
伴う新規顧客層の獲得

1194 三重県 マルカメリヤス有限会社 7190002018222
分業制から一貫生産への第一歩！内製化によ
る効率化事業！

1195 三重県 株式会社　アサヒ電設 6190002019048
ホームページ作成と情報発信による売上拡大
と地域貢献

1196 三重県 出口木材有限会社 8190002023849
高精度なオーダーメイド物流資材の提供と生
産性の向上を目指す

1197 三重県 とんぼり
三重県一の生産量を誇る「いなべ産のそば」
のPRによる販売拡大

1198 三重県 三健食品株式会社 6190001006666
パッケージリニューアルによる元祖黒にんに
くの訴求で販路拡大

1199 三重県 有限会社伸和工業所 3190002020594
ＨＰを制作して自社工場の情報発信力を高め
取引先を獲得する事業

1200 三重県 株式会社Motto.interactive 7190001022695
映像制作講座　～あなたも映像クリエイター
～

1201 三重県 株式会社ストックハウス 4190001018564
開拓事業発信！地域へPR!大型看板で新規顧客
を取り込め！

1202 三重県 株式会社エス・ケー・クラフト 7190001018074
技術力と独自設備の視覚化、新規顧客獲得に
向け認知度UP！事業

1203 三重県 鯛屋
ホームページリニューアル及び船舶設備の充
実による新規顧客獲得

1204 三重県 森永ミルクセンターなんとう
新規設備導入により供給を安定させ自慢の小
麦の販売拡大を目指す

1205 三重県 清水答練塾
夏季特別講習の広告宣伝の取り組みによる新
規生徒獲得

1206 三重県 森田商会
強みを全面に出し近隣商圏で新規顧客を獲得
する下請脱却プラン

1207 三重県 株式会社宮川観光振興公社 4190001011206
キャンプサイト開始に伴う自社ホームページ
の全面リニューアル

1208 三重県 株式会社マリアロッソ 4190001026947
ＨＰによる入居物件探索者＆オーナー向け
サービスの情報発信強化

1209 三重県 株式会社MIYAMA 3190001026394
ホームページ作成による認知度・利便性向上
事業

1210 三重県 菊池重機建設株式会社 8190001014659
負荷軽減で就業率向上、更に作業効率UPで販
路拡大につなぐ

1211 三重県 株式会社屋根屋イシバシ 5190001026293
地域唯一の「屋根の専門店」をＨＰ・チラ
シ・看板で情報発信事業

1212 三重県 合同会社ＳＴＲＡＩＮＳ 7190003003248
ＶＩＳＯＮ出店大手企業との競合に勝つオリ
ジナルブランド構築

1213 三重県 食デザイン　フィールフード
健康的で鮮やかな弁当宅配専門事業の展開に
よる中食市場開拓

1214 三重県 中川塗装店
作業場の環境整備、建具等塗装による売上増
加、技術の継承

1215 三重県 長次屋商店
地域に選ばれるための、店舗改装による顧客
満足度向上事業！

1216 三重県 有限会社　日置佛檀店 6190002017794
サービスの認知度を向上させる販促活動で、
家族の絆づくりに貢献

1217 三重県 ヘアドレッシングサロンカシア
ステップボーンカット(小顔立体補正)の周知
による新規顧客獲得

1218 三重県 大道精肉店
新規顧客獲得に向けて宅配カタログやポイン
ト還元で新な販路拡大



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1219 三重県 有限会社　ジェイトリム三重 6190002012779
新規顧客獲得及び販路拡大のためのHPとパン
フレット作成

1220 三重県 小西モータース
地域防犯を兼ねた広告看板設置　暗い夜道を
明るく照らす

1221 三重県 林工務店 施主に届け！地域密着型工務店の情報発信！

1222 三重県 株式会社サンライト 9190001024475
作業量UPで工期短縮！動ける塗装屋の新規顧
客獲得事業！

1223 三重県 patisserie GHIBLI
オープンテラスで顧客誘引！観光客で繋げる
新規顧客増大計画！

1224 三重県 レストラン　カルティベイト
オープンテラスの設置とギャラリー事業の強
化で売上拡大

1225 三重県 maricam
自前の音響・映像設備で、どこでもスポーツ
ボイス！

1226 三重県 有限会社荒木國一商店 7190002019096
「藍の恵」でしぐれ屋からの脱却！パッケー
ジ整備とＰＲ動画発信

1227 三重県 有限会社畑中鮮魚 6190002002086
持続的な経営を行うため洋式トイレに改装し
売上回復に取り組む

1228 三重県 株式会社岡村農園 7190001023421
ハウス内にインスタ映えする直売所を作るこ
とで、新たな販路開拓

1229 三重県 えんがわ
ゴミ軽減、フードロス対策も兼ねた持ち帰り
メニュー新規開発事業

1230 三重県 有限会社山口陶器 4190002023984
新たな自社オリジナルブランドの開発と営業
力の強化

1231 三重県 株式会社ふちてい 5180001123851
インターネット通販及び持ち帰り販売訴求に
よる売上回復！

1232 三重県 盛正堂
冷凍和菓子販売による夏場の売上増加及び季
節商品のアピール！

1233 三重県 ペットホテル　心
顧客用駐車場の整備によるリピーター客の獲
得と売上増進

1234 三重県 やまちょう
情報発信ツールの整備とイベント広場稼働率
向上事業

1235 三重県 Mikke Project
ネットショップサイト立ち上げによるネット
販売・宅配事業開設

1236 三重県 有限会社魚定 6190002012630
会席料理店が新型コロナウイルスの影響で仕
出し等新規販路開拓

1237 滋賀県 有限会社くすりのタケシタ 1160002006458
健康で長生きをサポート！気軽に相談できる
薬局機能の強化

1238 滋賀県 有限会社オオミスタイル 6160002011239 裁断部門の強化による販路拡大事業

1239 滋賀県 淡海酢有限会社 2160002011382 新商品「酢ゼリー」の商品開発事業

1240 滋賀県 やまりゅう 至高料理の宅配提供と良質空間のご案内

1241 滋賀県 W・Rainbow
地域に虹を架けるお店作り-雑貨で始める造園
屋の新規開拓-

1242 滋賀県 真心塗家
ＨＰ新規作成とチラシの新聞折込による当店
の広告宣伝

1243 滋賀県 ExtraCrew 業務用ドローンを用いた橋梁点検補助事業

1244 滋賀県 ワークショップ光 日本の製造業に「光」を灯すマスク販売事業

1245 滋賀県 タンデム・デザイン
ＨＰ新規作成とマンガ広告掲載による効果的
な広告宣伝体制確立

1246 滋賀県 有限会社池田養魚場 1160002009361
家族向けバーベキューの宣伝による新規顧客
の獲得

1247 滋賀県 株式会社　佐倉燃料 9160001000842
自主防災組織に対する防災用レンタルLPガス
事業の展開
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1248 滋賀県 有限会社特産品館　伊勢藤 3160002009731
ブランド力アップと情報発信で、贈答品販売
の強化を図る。

1249 滋賀県 株式会社　藤﨑工務店 9160001010206
新社屋建築に伴う一般顧客に向けた来店誘導
のための看板設置

1250 滋賀県 永咲堂
パンの訪問販売開始による販路開拓および生
産効率向上事業

1251 滋賀県 株式会社丸屋建設 7160001013508
自社商品のアピール力を高めるためのホーム
ページリニューアル

1252 滋賀県 髪処おかもと
出張カット開始と最新機器を使っての販路拡
大・顧客単価アップ

1253 滋賀県 合同会社さとやま多賀 8160003001690
登録有形文化財である宿泊施設のブランディ
ング・広報・PR事業

1254 滋賀県 愛彩
女性好みの店舗外観演出柵設置により入りや
すさとＰＲ効果を改善

1255 滋賀県 宿屋　きよみ荘
ＨＰをリニューアルし新規顧客獲得による売
上ＵＰをめざす！

1256 滋賀県 有限会社藤野食肉食品センター 2160002002217
新たに個人の新規顧客獲得のための２名用
机・椅子導入等事業

1257 滋賀県 株式会社岡村工務店 1160001022209
超仕上げカンナの導入による天然無垢材リ
フォームの新規受注獲得

1258 滋賀県 有限会社　ほんだ建築 2160002011515
遊休別荘の宿泊施設運用トータルサポート及
びホームページの改善

1259 滋賀県 ケーズマシンサービス
自社ＨＰ作成による機械修理対応の強みＰＲ
からの販路開拓

1260 滋賀県 L’ABEILLE Atelier CHIHIRO
滋賀県一のチョークアート教室開講！オープ
ンアトリエへ改装事業

1261 滋賀県 家吉建築デザイン
地域設計事務所の独自イベントPRによる販路
拡大事業

1262 滋賀県 株式会社　土山木協 1160001005312
新商品【ウッドＢＯＸ】の開発による新規顧
客獲得

1263 滋賀県 金沢屋　和邇店
猫と飼い主の快適な生活環境を創造し維持す
るための提案と提供

1264 滋賀県 有限会社横田石材店 9160002007399
墓じまいをする方へ石材を使った手元供養製
品の開発と販売

1265 滋賀県 有限会社仲よし 2160002011432
お客様へ満足感、そして安心・安全、新鮮さ
を第一に売上UP事業

1266 滋賀県 株式会社　さち 4160001020325
女性客の集客アップのための店舗改装と看板
の設置

1267 滋賀県 株式会社　中嶋総業 4160001011464 B級みかんを利用した新商品開発・販売事業

1268 滋賀県 有限会社とも栄菓舗 6160002011412
シール包装工程の生産性向上と組織体制改革
による営業機能強化

1269 滋賀県 永源寺グリーンランド
釣り場の周辺整備による新たなサービスの提
供開始

1270 滋賀県 いぶきファーム
蕎麦発祥の地「伊吹蕎麦ブランド」の販路拡
大ドリーム事業

1271 滋賀県 吉澤内装
ショールームの２次活用による新規客の獲得
並びに売上増加

1272 滋賀県 トリプルウィン
ホームページ及びチラシの刷新による見積り
件数のｕｐ！

1273 滋賀県 印象ジャパン株式会社 3160001022000
海外販売事業を拡大するためポータルサイト
作成

1274 滋賀県 天然酵母パン　メイアンドさつき
天然酵母パン・空間・コミュニケーションを
大切にした店づくり

1275 滋賀県 かくれ家Diningいただき ホームページ作成による売上アップ事業

1276 滋賀県 企業組合ビュースパイア 2160005010670
百貨店・WEB展開のための広告宣伝、販促ツー
ルの作成



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1277 滋賀県 株式会社　みつや 4160001016942
新たな情報発信による認知度と安心感の獲得
及び売上向上の実現

1278 滋賀県 COZARA
増加傾向にある1人客への対応力と訴求力を高
める

1279 滋賀県 FC　REPLO
元Jリーガーが経営する中学生向けサッカーク
ラブ販路開拓事業

1280 滋賀県 Ⅼ・ボーン株式会社 2160001006144
店舗やインターネット販売の問題点の解決と
新商品を開発

1281 滋賀県 山西整経
WEB活用による整経に特化した麻製品の販路開
拓

1282 滋賀県 近江焼肉ホルモンすだく
精肉店直営近江牛直売所で行うイートイン型
精肉店事業

1283 滋賀県 株式会社メルプ 3160001020879
新商品の認知度向上＆売上げアップによる新
規顧客開拓

1284 滋賀県 有限会社つるや 4160002007305
コンテナラッピングによる駐車場利用促進で
新規顧客獲得

1285 滋賀県 ジャパニーズ株式会社 7160001017673
運営事業の周知・利用者増に向けたSNS活用事
業

1286 滋賀県 東郷会計事務所
事業継承支援重点化WEBサイト構築による販路
拡大

1287 滋賀県 食悦家かなめ
ランチ需要増に対応する販促・改装と新商品
そばさばの販路未記入

1288 滋賀県 株式会社バウハウス 4160001002257
マンホール調査事業者へのクラウドマンホー
ル調査システムの提供

1289 滋賀県 北清株式会社 6160001003484 サンガSETA　FCジュニアの販路拡大

1290 奈良県 リードテクノ株式会社 8150001008078
軽量薄型圧電スピーカーの開発事業、販路開
拓

1291 滋賀県 gallery & design URUNO
販路拡大・固定客獲得のための情報発信媒体
の制作

1292 京都府 D-matcha株式会社 6130001057715
日本人向け体験メニューの拡充とオンライン
通販事業の強化

1293 京都府 株式会社 松鶴 4130001043097
強みを活かしアレルギー対策メニューを提供
し販路開拓を実現する

1294 京都府 株式会社　橋本水産 6130001056155
京都伊根産イワガキの生産拡大による売上向
上

1295 京都府 ＲＩＧ個別型教室
聞く・話すに特化した英語指導と車での送迎
を押し出した広告作戦

1296 京都府 株式会社京都北P＆M 6130001040852 新規宿泊施設開業に伴うＰＲ

1297 京都府 西河経営・労務管理事務所
助成金サブスクリプションサービスの広報・
推進

1298 京都府 株式会社HIRO’S CORPORATION 6120901034632
オシャレで快適なお店＆メニューで地元客の
売上＆満足度アップ

1299 京都府 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー 8130001045164
生豆卸売による販路拡大のための大規模展示
会への出展

1300 京都府 m.CHIMA CAFE
「世界で一つしかないものを作る」わがまま
をかなえるカフェ

1301 京都府 プチ・ラパン
オンラインショップの開設で環境変化に強い
経営基盤づくり

1302 京都府 山野農園
自社こだわり栽培の「まいこ金時」ブランド
発信事業！第二弾

1303 京都府 麺酒Barな花な華
夜間業態変更による顧客満足度及び客単価の
向上

1304 京都府 ながすな繭株式会社 9130001043012
会社HPの刷新による情報発信力の改善と新規
受注への取り組み

1305 京都府 Connect Hearts
地域初　民間救急での患者等搬送事業に係る
販路開拓事業
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1306 京都府 四季彩の串揚げ新太
旬の素材を活かした一品料理とおばんざいの
販促強化

1307 京都府 梅原酒店
オリジナルクラフトビール「新次郎」の販路
開拓

1308 京都府 繁なりや株式会社 2130001058320
「京都の伝統工芸品」販路拡大・販売促進プ
ロジェクト

1309 京都府 有限会社シバタシステムサービス 7130002026494
生物皮膚組織等穿孔採取器具「シバパン
チャー」の販路開拓

1310 京都府 有限会社　芳賀製作所 4130002033717
金属加工技術を活用したオリジナルブランド
の販路開拓

1311 京都府 株式会社サナブレンド 2130001062173
英文ＷＥＢサイトの開設とIT活用によるイン
バウンド誘導事業

1312 京都府 SKIP&CLAP
医療的ケア児の生活ポータルサイトを通じて
情報交流

1313 京都府 株式会社　高岡建材 7130001040752
家を建てたい人と創りたい人を結ぶマッチン
グサイトリニューアル

1314 京都府 株式会社DESIGN京都 4130001061751
COVID-19対策品/高濃度エタノール流動調整剤
の開発

1315 京都府 白岩栄一農園
果樹直売所におけるスイーツ提供スペースの
開設による集客力向上

1316 京都府 SEVENSKA　DESIGN
抗ウイルスコーティングによる販路拡大とリ
ピーター客増大の実現

1317 京都府 ㈱松井測量設計事務所 9130001034959
ＵＡＶ（ドローン）を展示できる商談スペー
スの新設

1318 京都府 京姫鉄道合同会社 4130003005987
情報セキュリティ啓発コンテンツの販路開
拓・販売促進事業

1319 京都府 株式会社Ｏｐｌａｃｅ 3130001065431
プログラミング教室の開設及び外部集客活動
開始

1320 京都府 ZERO-1（舟屋の宿まるいち） 新サービスの提供と災害に強い環境整備

1321 京都府 1030works
３DCADを使った効率化・ビジュアル化と販路
拡大事業

1322 京都府 ふるさと
高齢者や身障者にもやさしいテーブル席活用
の店舗作り

1323 京都府 銀工房アラマルーツ
新時代の職人ツール、デジタル３Ｄプリン
ター導入で新たなる挑戦

1324 京都府 株式会社上村製作所 5130001037972
ジュラルミン、チタン溶接品における航空宇
宙産業への販路開拓。

1325 京都府 きむらフローリスト
鮮度抜群の花きをお客様にお届けするための
作業環境整備事業

1326 京都府 三景印刷株式会社 5130001040812
既存ＨＰに豆本アルバム入稿システムを構築
しネット売上増を図る

1327 京都府 杉山弘文堂
シニア世代に感動を与える節目のアルバムと
憩いの空間づくり事業

1328 京都府 株式会社とト屋 5130001042957
コンセプト動画による認知度向上と集客対策
における顧客獲得事業

1329 京都府 白岩恒美農園
店舗内空調整備による果物の品質向上と主力
商品のブランディング

1330 京都府 喜多商店株式会社 0130001036662
「水まわり、まわりまわってリフォームへ」
事業の確立。

1331 京都府 民谷織物
自社独自生地「螺鈿テキスタイル」の海外ブ
ランディング事業

1332 京都府 天の酒喰/くれ竹/花笑舞
看板のリニューアルによる好立地を活かした
集客促進とSNS活用

1333 京都府 株式会社　京都ダイセット 7130001037897
溶接導入で販路開拓と新事業立上げ、工場移
転による生産能力向上

1334 京都府 居酒屋てんてん
お洒落な店に疲れた男性向け筋肉メニュー
PR・分煙ルームの設置



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1335 京都府 株式会社　ART CUBE 6130001035407
新規顧客の獲得と既存顧客に対するネット
マーケティングの充実

1336 京都府 Wardrobe
オーダーシャツ生地陳列棚・商談スペース設
置による販路開拓事業

1337 京都府 UNIXIA
ホームページを活用した各種サービス内容の
広報活動事業

1338 大阪府 エフアンドシージャパン株式会社 6120101051008
[Ｃａｒ用品] エンドユーザーの心をつかむ販
売促進事業

1339 大阪府 イマイテクニカ
ＳＮＳ連携ホームページにリニューアルによ
るＰＣサポートの販路

1340 大阪府 株式会社N yura konko 3120101058996
ガーナ産天然由来成分配合の高品質化粧品の
企画・販売事業

1341 大阪府 司法書士かわの法律事務所
紙媒体による広告によりセミナー、無料相談
会による認知度増加

1342 大阪府 二輪処エスペラント
バイクトラブルで悩む顧客獲得を狙うホーム
ページの作成・運用

1343 大阪府 株式会社マミー・クリスタル 3120901042134
ママのリアルコミュニティを活かしたＢｔｏ
Ｂビジネスの強化

1344 大阪府 よろず屋太郎
●新規事業・商工会エージェントによるプロ
講師育成事業

1345 大阪府 隠れ家サロンRelief（リリーフ）
販促向けイベント代行サービスの提供に向け
た委託者接点増加

1346 大阪府 AI　Class
無料体験会開催とインフルエンサーにより3名
一組の少人数顧客接

1347 大阪府 お菓子の夢工房　樹
写真撮影付樹パック実施に伴う無料撮影会の
PR強化

1348 大阪府 まありえ
店舗向け着付講座のPRに向けた無料着付体験
会とSNS強化

1349 大阪府 中華居酒屋蒼河
記念日向け高級メニューPR用試食撮影会導入
による顧客接点増加

1350 大阪府 ピース鍼灸整骨院
迅速的確な独自の健康状態診断サービスの展
開による新規顧客開拓

1351 大阪府 Embellir（アンベリール） 看板設置で認知度の向上と新規顧客獲得事業

1352 大阪府 安井商店
防災にて社会貢献を行う新規ホームページ制
作及びブランディング

1353 大阪府 キッズカンパニー
「プロによる本物特殊メイクキット」のセー
ルスプロモーション

1354 大阪府 合同会社ツタエル 3120103002969
音楽イベントサービス　「２ＴＬ（ツタエ
ル）」　プロダクション

1355 大阪府 株式会社　住まい創造舎 1120901030124
豊中市での手作りパン製造拠点の設置による
売上拡大

1356 大阪府 山口道場
空手道場のジム化へ向けた内装工事とトレー
ニング設備の強化

1357 大阪府 株式会社　ハジメフーズ 9122001017044
自社ブランドの地元での再認識と通販の認知
度向上

1358 大阪府 株式会社ＭＡＣＨＩＥ 6120101058829
３ＤＣＡＤを利用したバーチャル住宅展示場
による販路拡大

1359 大阪府 さいわき
日本文化体験型民泊をＰＲする多言語化web
ページの制作

1360 大阪府 上西書店 3Dプリンターによる販促品の開発および製作

1361 大阪府 株式会社サンジミアーノ 2120101046110
民泊(家具付き住宅)の活用と今できる「自然
を感じる観光」を！

1362 大阪府 ＢＥＬＬＥ　ＦＡＭＭＥ ヘアーカラーに特化した美容院

1363 大阪府 やまや
リピート率向上を目的としたエコバックを利
活用した販売促進事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1364 兵庫県 丹波篠山ジビエ専門店　山大
丹波篠山の特産品振興に向けた小売部門強化
事業

1365 兵庫県 RANA＋Fuku
情報発信による認知度向上および集客力向上
計画

1366 兵庫県 杤谷鞄材株式会社 8140001056012
ＢtoＢおよびＢtoＣモデル構築による収益力
向上計画

1367 兵庫県 くまき写真館
新規顧客獲得且つ顧客満足度向上による売上
増強計画

1368 兵庫県 hair salon Cactus
地域初「美容室＋理容室」の実現による新規
顧客獲得事業

1369 兵庫県 お寿司屋　原田
設備導入による生産性向上および売上拡大事
業

1370 兵庫県 株式会社日本知財納付サービス 8140001113275
中小企業向け外国商標出願のホームページ及
びシステムの構築

1371 兵庫県 株式会社CoquetteParis 4140001095600
アパレル商材・手芸雑貨の新規取り扱いと販
路開拓の取り組み事業

1372 兵庫県 わたしホーム
過疎地域に雇用を創出！空き家管理と家事代
行サービス普及事業！

1373 兵庫県 dada 地域への訴求による販路開拓計画

1374 兵庫県 株式会社ナカシマ 7140001046575
ポスティングによる宣伝とイベントによる誘
客

1375 兵庫県 合同会社プロスペラーダ 5140003012123
新規マシンの導入による多店舗との差別化と
販路開拓事業

1376 兵庫県 長井木工所
下請けから元請けへ！特殊分野に特化するこ
とで売上アップ事業

1377 兵庫県 芦屋インソールまさき
足病の改善・予防で、一生歩ける幸せな足作
りケア事業の広報活動

1378 兵庫県 瀬戸司法書士事務所
地域密着型成年後見人申立てサポートで販路
開拓

1379 兵庫県 サポーテスト
LINE相談システムを基軸とした認知度向上計
画による販路開拓

1380 兵庫県 T3合同会社 1140003012168
ヒップから美しくなるストロングヒップト
レーニング事業

1381 兵庫県 有限会社ワークシップ 4140002067565
新たな価値である制作部門を訴求するホーム
ページ作成

1382 兵庫県 Boulder plus 各種販促ツール作成による新規顧客獲得計画

1383 兵庫県 合同会社はるかぜ 7140003014332 看板広告による認知度向上と新規顧客の獲得

1384 兵庫県 株式会社井上家具センター 3140001039244
播磨の地場産業「龍野レザー」を使ったオリ
ジナルソファーの開発

1385 兵庫県 株式会社三和金属工業所 8140001074955
高品質製品で迅速な対応ができる企業PRによ
る販路拡大

1386 兵庫県 本と寝床、ひととまる
客室の新設と本でくつろげる空間改善による
収益アップ事業

1387 兵庫県 株式会社たびぞう 7140001115784
インバウンド復興に向け外国人旅行者向け着
地型体験ツアーの開発

1388 兵庫県 こひつじアトリエ
法人、事業所向けの商品開発と販路開拓、お
よび量産体制の確立

1389 兵庫県 株式会社KYOEI 7140001086522
住宅プレゼンシステム導入による木造新築受
注拡大事業

1390 兵庫県 株式会社こうのとり不動産 9140001100058
大型看板設置による新規事業の認知度向上計
画

1391 兵庫県
コンディショニングスタジオ
Reinette

ヴォイストレーニングの宣伝および販路の拡
充事業

1392 兵庫県 株式会社カズカンパニー 9140001028605 自社ブランド『ＳＡＬＵ 』の起ち上げ
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1393 兵庫県 株式会社ＢＨＬ 5140001026265
ＵｂｅｒＥａｔｓを利用した宅配事業＆テイ
クアウト事業への進出

1394 兵庫県 株式会社フィジカル・アイ 6140001087694
働き盛り男性の体作りをサポートする
「iLABO」の新事業展開

1395 兵庫県 大学進学K
大型看板・駅構内へのポスター設置による地
域認知度アップ事業

1396 兵庫県 株式会社グリーンテリア 8140001047110
コンセプト別による地元顧客の発掘・創出に
よる顧客獲得事業

1397 兵庫県 有限会社出石城 2140002046488
出石来訪者へのそば打ち体験の浸透、利用増
加計画

1398 兵庫県 カラーサロンRicca
「サブスクリプション型」脱毛・エステサー
ビスの販路拡大

1399 兵庫県 有限会社井上商店 9140002070060 展示会出展による販路開拓と製品品質向上

1400 兵庫県 株式会社てんせんまる 7140001103938
地域初！！在宅ワーク支援事業の認知度向上
計画

1401 兵庫県 花小路　彩月
当宿（城崎温泉）の魅力発信による販路開拓
事業

1402 兵庫県 吉田木材株式会社 5140001036834
リフォーム市場の新たな需要を掘り起こす販
売促進事業

1403 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282
「とらふぐの魚醤」と「サクラマスの燻製」
の開発と販売促進

1404 兵庫県 有限会社片井オートサービス 2140002069729
当店の強みを活かした観光客向けレンタル事
業の販売促進計画

1405 兵庫県 栄和瓦産業株式会社 3140001085544 海外用の軒瓦の開発による販路開拓

1406 兵庫県 おうちじかん
整理収納知育玩具おかたづけキッズパズル®の
ＢtoＣ販路拡大

1407 兵庫県 株式会社緑風 2140001056216
ホームページのリニューアルによる集客力と
収益力の向上事業

1408 兵庫県 フレアデザイン
セキュリティ強化と専用サイトを活用した新
規顧客獲得事業

1409 兵庫県 出田鐵工所 新体験バーベキュー施設の開設

1410 兵庫県 株式会社善太 4140001086269 ホームページ作成による販路拡大事業

1411 兵庫県 島の恵みジェラート　のら
こだわりのジェラート屋でこだわり雑貨を！
PRによる販路開拓

1412 兵庫県 民宿みはら 炭火料理プラン充実による閑散日の集客増

1413 兵庫県 株式会社今井ファーム 7140001109068
印字機能付きシ－ラ－導入による包装能力向
上とBtoB販路拡大

1414 兵庫県 株式会社ベルテックス自動車販売 7140001047045
高齢・要介護者を持つ家族向けレンタカー
サービスの向上

1415 兵庫県 株式会社イトー屋 4140001000163
ブランド強化！業務用ECと新パッケージで販
売強化事業！

1416 兵庫県 ONE DAY
こどもミュージカルの新規事業開設による新
規顧客の獲得計画

1417 兵庫県 株式会社ジュンバンウォッチ 7140001116171 関西物流展出展による販路開拓

1418 兵庫県 株式会社マーレ 3140001028197
共同受注プラットフォームによる総括な起業
支援で販路拡大作戦

1419 兵庫県 株式会社バイオフリンジジャパン 4140003013709 ホームページ、パンフレットの作成

1420 兵庫県 株式会社わさび 1140001091627
Chordfarm175の存在を強固に主張する看板等
の設置

1421 兵庫県 コバコ株式会社 1140001108587
分かりやすい看板設置による集客力向上・新
規顧客獲得事業
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1422 兵庫県 株式会社エイトＭＡＮ 3140001046694
健康促進・維持トレーニング用品取扱い強化
に伴う外壁看板設置

1423 兵庫県 アディック兵庫 ３D加工オブジェ創作とネット販売開始

1424 兵庫県 琴井谷ふとん店
のれんを守りチャレンジする店へ！販路と売
上拡大を目指す取組

1425 兵庫県 横乗り工房　CRAZYMONKEY
店舗リニューアルに伴う大型SUPメニューの開
発と販売促進

1426 兵庫県 辰己ほてい堂
コロナウィルスに負けない健康で元気な体づ
くりのための食品開発

1427 兵庫県 株式会社岡楽器店 5140001055842
大人向け音楽教室開催による新規生徒獲得事
業

1428 兵庫県 佐藤商店
保存の長期化を実現「みっちゃんのこだわり
餅」販路拡大事業

1429 兵庫県 朝日物産株式会社 4140001085485
特別栽培玉葱の拡販を目指した通販サイト拡
充とホームページ改修

1430 兵庫県 アビーロード 喫茶店の新商品開発及び店舗PR

1431 兵庫県 株式会社サンフラワー 7140001066367
ポータルサイトの設置でテナントの活性化を
図る

1432 兵庫県 淡路島あさだ農園
ＥＣサイト強化と直売所整備による売上増加
計画

1433 兵庫県 カフェレストラン海
新メニューの石釜料理を開発し、その情報発
信事業

1434 兵庫県 Plants Café コハルビヨリ
店舗の広告宣伝と入店を促進するための設備
改装等による増客計画

1435 兵庫県 洋風創作うどん　KEKKOI
淡路島の食材を使ったスイーツ他の新通販サ
イトによる売上増加

1436 奈良県 西田　石油店
女性ドライバーに向けた有意義なマイカーラ
イフお届け事業

1437 奈良県 立石カーサービス
女性や若年層に心地よく来店してもらえる店
舗づくりとPR事業

1438 奈良県 株式会社SAKATA 7150001018160
顧客管理システム入れ替えによる即時訪問見
積もり提案事業

1439 奈良県 北嶋製靴工業所
インターネット販売を売上の柱へと拡大させ
るための情報発信事業

1440 奈良県 合同会社グランツ 4150003001753
新規事業「発育サポート教室」の差別化と認
知度アップの取組み

1441 奈良県 株式会社はたご 6150001023616
焼肉店のファミリー層への販促・大和牛を
使った新規商材の開発

1442 奈良県 株式会社Bluecloud 7150001023318
廃棄物処理の効率化提案サービス発信による
顧客獲得事業

1443 奈良県 松田興業
自社ホームページ、リーフレット導入に伴う
顧客獲得数アップ事業

1444 奈良県 株式会社ならイズム 2150001021697
観光産業に左右されない新規市場への新たな
販売ブランドの展開

1445 奈良県 有限会社オオスギ
事業承継に伴うカフェレストランへの移行へ
向けたトイレの改修

1446 奈良県 モンポタジェファーム
地域の飲食店へ純国産小麦粉の供給による消
費者ニーズへの対応

1447 奈良県 野口写真館
「メイキング動画」サービスで差別化を図る
販路開拓事業

1448 奈良県 有限会社天道社 6120002043467
地元密着型の広報媒体で認知度と信頼度を
アップ！選ばれる会社へ

1449 奈良県 Chalco天理
かけっこ大会開催とママさんダイエットで新
型コロナ不況脱却

1450 奈良県 堤野精肉店
冷凍保存！おいしい肉は裏切らない！『大和
の精肉』販路開拓事業
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1451 奈良県 古味金物店
店頭看板を一新し、一般顧客からも認知して
もらう店舗づくり事業

1452 奈良県 株式会社堀山自動車工業所 9150001009521
見せる作業！見られる意識！環境問題に取り
組んだ販路開拓事業

1453 奈良県 株式会社三輪そうめん松田 5150001009558
見て・知って・食べて充実した店内サービス
の提供に向けた改装

1454 奈良県 吉辰堂
量産品化を推進！製造を効率化して高利益化
事業

1455 奈良県 株式会社夢工房 8150001009613 ホームページの作成事業

1456 奈良県 有限会社すまいるはうす 1150002008133
お客様の高齢化に合わせた店内バリヤフリー
化改修事業

1457 奈良県 ロータス鍼灸アロマ美療室
鍼灸とアロマでより美しくいきいきと！女性
に向けた広報事業

1458 奈良県 株式会社光画園 3150001009304
最新機材で新鮮な思い出を詰め込んだオリジ
ナル卒業アルバム

1459 奈良県 いこー屋
看板で伝える！時代に必要な進化と継続の飲
食店の提案事業

1460 奈良県 株式会社あすも 4150001016349
コンシェルジュサービスによる新規顧客獲得
事業

1461 奈良県 堀園芸株式会社 4150001016324
花卉生産時に発生する廃棄物を活用した商品
の販売拡大事業

1462 奈良県 有限会社ゴダイゴ・プランニング 4010802018978
認知度アップならびに新メニュー開発による
顧客獲得事業

1463 奈良県 株式会社DANDORI 3120001195618
宿泊施設の広報・館内の携帯端末充電USB環境
整備・客室洋室化

1464 奈良県 内外製薬㈱ 5150001013931
動物用医薬品の調剤併設型ドラッグストアの
販路拡大への挑戦

1465 奈良県 有限会社エヌアールマジック 5150002010003
EC事業強化による国内の新規顧客発掘と海外
販路開拓

1466 奈良県 株式会社　Curious 1150001015221
地域地場産品企業による日本製にこだわった
新規業界への挑戦

1467 奈良県 翔永整骨院
未開拓地域へのインターネット広告による新
規開拓

1468 奈良県 ながしま鍼灸整骨院
ホームページの充実とSNS拡散による販路開拓
事業

1469 奈良県 株式会社　ウエダ 3150001012407 更新型パンフレットでより新しい情報を発信

1470 奈良県 株式会社三貴工業 8150001017046
新防護服導入による健康被害回避と宣伝力強
化による販路開拓事業

1471 奈良県 株式会社そに木霊プロジェクト 1150001022556 利用者の利便性向上に伴う収益安定化事業

1472 奈良県 和カフェ＆ダイニング　きえん
店舗の排煙環境整備と広報宣伝強化による販
路開拓事業

1473 奈良県 RealNippon
新規民泊施設「KEHARAHOUSE」スタートアップ
事業

1474 奈良県 今中醤油
店構えの充実で誘客力向上とトイレ改装によ
る新規顧客獲得

1475 奈良県 PC AUTOMATION SERVICE
民泊・簡易宿泊業向け無人受付チェックイン
装置の総合販売

1476 奈良県 斑鳩産業株式会社 7150001006891
欧米豪へ「おもてなし」～法隆寺の歴史とエ
スプレッソの香り～

1477 奈良県 アイラッシュK
眠っている資格を呼び覚ませ！美容師資格を
活かしアイリストに！

1478 奈良県 からだコンシェル整体院
主婦層へ健康と美のサービスPRで体と心の健
康と美・笑顔の提供

1479 奈良県 フカセ種苗（株） 4150001006713
3つ喜びの提供と新規顧客獲得へ！パワーアッ
プしたサービスＰＲ



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1480 奈良県 株式会社関西鳶 4150001012125
新規ゼネコンとの繋がりを作り、受注経路の
拡大を図る

1481 奈良県 喫茶　御園
明日香村の老舗喫茶店が挑む「おもてなし空
間」創造事業

1482 奈良県 民宿　吉田
「古都・明日香の民宿」再生に向けた顧客満
足向上事業

1483 奈良県 畑山造園
樹木粉砕機による竹林&耕作放棄地整備と竹
チップ活用事業

1484 奈良県 徳星醤油醸造場
販売チャネル拡大&新商品「あすかルビーサイ
ダー」等の販売促進

1485 奈良県 ARS　FRONTIER株式会社 7150001023474
トレーナー作成メニューによるハーフパーソ
ナルトレーニング事業

1486 奈良県 株式会社　アールクリエイト 7150001021965
国産無垢木材を活用した自然素材住宅新イベ
ントPR事業

1487 奈良県 モダンな懐石　あんどう
自宅で大切な方をおもてなし「お弁当・仕出
し会席」販売事業

1488 奈良県 みやこ鍼灸整骨院
定額制「マンツーマンストレッチ」で健康寿
命を延ばす事業

1489 奈良県 株式会社青春 4150001021191
奈良の代表するお菓子へオリジナル焼菓子の
ブランディング事業

1490 奈良県 株式会社　サンコー 8150001005810
ホームページによる販促活動　老舗の技術を
全国へ

1491 奈良県 後藤（正）靴下工場
オーガニックコットンを活用した新商品開発
及びブランディングP

1492 奈良県 株式会社　創喜 2150001019601
海外販路開拓に向け海外向け靴下開発及び自
社HPの英語版製作

1493 奈良県 吉野スタイル
吉野産天然乾燥木材を使用した地域復興の提
案型情報発信事業

1494 奈良県 西岡農園
日本一美しい柿が味わえるカフェで新商品・
新サービス事業

1495 奈良県 吉野銘木製造販売株式会社 2150001016078
吉野材のトータルサプライヤーへ！大きなも
のから小さなものまで

1496 奈良県 有限会社　銭谷小角堂 4150002011290
地域企業と連携！「ごろごろ水」を用いたク
ラフトビールの製造

1497 奈良県 湖畔の宿 なないろ
IT･デジタルﾄアナログﾉ融合で新規顧客獲得事
業

1498 奈良県 ふぐ政香芝店
ふぐ・はも料理専門店による「お持ち帰り」
販路拡大事業

1499 奈良県 COCO COFFEE
オリジナル「レモンコーヒー」によるお持ち
帰り販路拡大事業

1500 奈良県 リラクゼーション整体宮
免疫力ＵＰ整体によるウイルスに負けない身
体づくりの提案事業

1501 奈良県 串カツダイニング七福神
串カツ店の強みを活かしたボリューム弁当配
達販路拡大事業

1502 奈良県 株式会社山本寿司本舗 1150001013588
顧客データ情報共有化による事業承継お食事
提案

1503 奈良県 徳光建機株式会社 5150001022767
様々な作業を効率化！ホームページによるア
タッチメント販売事業

1504 奈良県 株式会社アカリヤ笑店 8150001022418
「あかり屋」の味をご家庭で！オードブルに
よる販路開拓事業

1505 奈良県 サン自動車
キャンピングマイカーサービスによる販路開
拓

1506 奈良県 株式会社スポーツシティアラキ 4150001018824
自社オリジナルブランドと新設バッティング
センターのPR事業

1507 奈良県 FIELD.STYLE株式会社 8150001009349
勝負に討ってでるのは今！コロナウイルスに
負けないネット事業！

1508 奈良県 株式会社吟 1150001021970
コロナに負けるな！「吟農園」を活用した新
規顧客獲得事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1509 奈良県 南都工芸
オリジナルブランド「奈良印傳」の魅力発信
事業！

1510 奈良県 株式会社永澤ぷらす 2150001010205
大切なお客様を見る・寄り添う為のシステム
開発

1511 和歌山県 有限会社　山本板金 1170002009501
低炭素建築物を実現させる「ペレテックス」
の商品展開と周知

1512 和歌山県 有限会社　深見梅店 1170002009625 地域産品を使った海外向け新商品の輸出強化

1513 和歌山県 株式会社マージネット 3170001008849
選挙ポスター印刷に特化したＷｅｂサイト開
設による販路開拓

1514 和歌山県 金沢屋　印南店
季節別提案方法による地域の皆様にお困りご
とサービス訴求

1515 和歌山県 山森農園
ホームページでマルシェ開催。リピーター獲
得で顧客増加計画。

1516 和歌山県 昇日貿易株式会社 9120101055947
新規顧客獲得に向けた企業ブランディングプ
ロジェクト

1517 和歌山県 マルカツ
手に取りやすい商品、見て楽しめるお店づく
りで売上アップ！

1518 和歌山県 中心屋　有田川
隣室の声が聞こえる、顔が見えるというニー
ズに応える店舗改装

1519 和歌山県 カーショップ紀州 カーテラス・倉庫設置による売上増加計画

1520 和歌山県 おおたにのゆ 座敷への机・椅子導入による売上増加計画

1521 和歌山県 株式会社　アメニティー岡本 2170001014889 事務所内装改修による売上増加計画

1522 和歌山県 西山教育心理研究所
学習指導要領に沿ったコース新設及び機器導
入での新規顧客獲得

1523 和歌山県 Kumano　Berry
駅構内にある店舗を改装「販売拠点リニュー
アル」で新規販路開拓

1524 和歌山県 とりとんファーム ホームページの新規作成による販路開拓

1525 和歌山県
ＳＯＵＴＨ　ＣＵＲＲＥＮＴ（サ
ウスカレント）

初心者の安全確保と乗船定員拡大による顧客
化作戦

1526 和歌山県 有限会社阪口清掃 5170002010018 設備導入による水道工事業進出

1527 和歌山県 前田造園
事務所スペースの新設に伴う新たな受注拡大
への取り組み

1528 和歌山県 ファション銀嶺
トイレ洋式改修で店内滞在時間を増やし売上
げアップ事業

1529 和歌山県 初桜酒造株式会社 9170001010898
酒蔵が本気で作った「甘酒」を開発し近隣SA
で訴求深化・誘客増

1530 和歌山県
株式会社ふるーつふぁーむわかや
ま

1170001014436
新しいブランドデザインの確立と販促のため
のシンボル看板の設置

1531 和歌山県 松原農園
HP・パンフレットの活用による全国新規顧客
の獲得

1532 和歌山県 有限会社しいば水産 7170002007136
自社ホームぺージリニューアルによる販路開
拓事業

1533 和歌山県 熊野古道古民家宿ＨＡＧＩ 自社ホームページ制作

1534 和歌山県 キャンベル
アクセサリー店の美容室部門開設による販路
拡大事業

1535 和歌山県 海ごはん山ごはん　マルキヨ
紀州産のいぐさとあかね材による地元の良さ
を活かした店内改装

1536 和歌山県 株式会社うめひかり 8170001015725
小規模小売店を中心とした北海道地域におけ
る販路開拓

1537 和歌山県 古道の杜あんちゃん
外壁を熊野古道の雰囲気に合わせて日本人観
光客を誘客する



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1538 和歌山県 白浜海底観光船株式会社 5170001009060
公式マスコットキャラクターの商品開発と看
板製作による販路拡大

1539 和歌山県 有限会社　豊店 6170002009372
要冷蔵商品の取扱い拡大に伴うプレハブ冷蔵
庫の導入事業

1540 和歌山県 増田米菓株式会社 2170001008255
計量装置及び包装装置の更新による事業場内
レイアウト変更事業

1541 和歌山県 堀忠酒店
「和歌山じゃばらうめ酒」の新規顧客及びリ
ピート顧客獲得事業

1542 和歌山県 株式会社愛須商店 1170001008512
当社の魅了を再訴求せよホームページを通じ
たリピーター獲得計画

1543 和歌山県 合同会社　どこでもそら 8170003001211 店舗改装によるブランド魅力向上作戦

1544 和歌山県 石倉商店 ブランド立ち上げによる商品力向上計画

1545 和歌山県 熊野口民宿　鮎川山荘
閑散期の熊野古道観光客・ワーケーションを
誘致する販促活動

1546 和歌山県 東花園 葬儀インターネット集客

1547 和歌山県 森田白蟻研究所
お客様の記憶に残るホームページにリニュー
アルし新規顧客獲得

1548 鳥取県 有限会社ふくべむら特産品本舗 8270002002852
安定した品質提供と販促ツール作成による新
規顧客獲得

1549 鳥取県 山陰松島遊覧株式会社 6270001000990
岩美町を中心とした着地型観光商品の開発・
企画・販売

1550 鳥取県 株式会社あきんど太郎 2270001007420
WEBサイトとSNSを活用した県外新規顧客獲得
事業

1551 鳥取県 株式会社ダブルノット 5270001007401
自社サイトリニューアルにおける販路拡大計
画事業

1552 鳥取県 メディカルカイロ シエスタ鳥取店
女性のためのカイロプラクティック周知によ
る顧客獲得計画

1553 鳥取県 鍼灸マッサージMOMINOKI
鍼灸治療からトレーニングの一貫したサービ
ス提供による売上増加

1554 鳥取県 株式会社岩見組 7270001004891
スポーツビジネス参入のための環境整備によ
る新事業展開

1555 鳥取県 有限会社 法橋商店 4120102026539
青果の冷蔵スペース確保による卸売販売及び
一般消費者の販路拡大

1556 鳥取県 はなあみ
新規事業の実施・周知による客数増・顧客単
価向上計画

1557 鳥取県 松尾農園
顧客のニーズに合わせた新商品開発による販
路拡大

1558 島根県 株式会社　大和興産 3280002009579
土木測量システム導入による業務効率改善と
受注数及び売上アップ

1559 島根県 合同会社　かどや 6280003001318 家庭で簡単に作れる鍋の具材セット販売

1560 島根県 鹿島のギャラリー あいえんきえん
レンタルスペースの整備による新規顧客獲得
事業

1561 島根県 有限会社かみや 9280002011083 持ち運び型レジを導入した外販活動

1562 島根県 有限会社　スプラウト島根 7280002009402
有機しょうがを生産し新規取引先を開拓する
事業

1563 島根県 吉岡醤油　有限会社 3280002009389
自慢の地域野菜などの食品を集めてレシピと
一緒に宅配します。

1564 島根県 ラビット商事　有限会社 6280002009386
学生服に特化した会社であることをPRし新た
な取引先獲得事業

1565 島根県 有限会社マルヤス 9280002006026
県内酒蔵の純米酒の酒粕の販路開拓を進め持
続可能な経営を目指す

1566 島根県 スナップオンサトウ
機械整備、メンテナンス、車両診断サポート
事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1567 島根県 合同会社糸賀製餅店 1280003001339
「つきたてのお餅を食卓で！」を合言葉に店
頭での販路拡大

1568 島根県 株式会社出雲生姜屋 1280001006769
障がい者施設との農福連携による出雲生姜を
活用した新商品開発

1569 島根県 石西産業株式会社 9280001005210
ドローン導入により、津和野で空から行う新
サービス事業

1570 島根県 有限会社わたなべ牧場 8280002004889 搾乳作業の効率化と新商品の販路開拓事業

1571 島根県 春木自動車整備工場
効率化・技術力向上による顧客満足度、新規
顧客の拡大

1572 島根県 金海商会
国の法改正により追加されたフロン回収関係
の業務拡大

1573 島根県 株式会社　三原組 6280001003852
建設残土受入事業の広報活動による販路開拓
事業

1574 島根県 合同会社ふくのや 6280003001284
挽き割り機・冷蔵庫導入で提供数量増加と高
品質化を目指す事業

1575 島根県 訪問美容　彩り
新サービスの提供の周知と商圏拡大のための
広報活動

1576 島根県 スナック美雪 看板設置とSNSによる新規顧客獲得事業

1577 島根県 有限会社　リョウワ 2280002011602
「先祖を偲ぶ心を伝える！」スマホで検索し
てお墓のことを知ろう

1578 島根県 縁音
新概念・身清めサロン＆地域資源活用の出雲
石けんによる販路開拓

1579 島根県 ラッキーベール
治らない体の痛み…諦める前に当院へ！ネッ
ト活用型の販路開拓

1580 島根県 佃屋
新規個室の設置によるファミリー層・新規顧
客獲得事業

1581 島根県 ゆう屋 生産性向上に伴う、新商品及び販路開拓事業

1582 島根県 株式会社大社木工 4280001003482
お客様の利活用シーンを広げるためのプロ
モーション活動の展開

1583 島根県 福泉堂
ＨＰ作成による特注上生菓子の販売による販
路開拓事業

1584 島根県 美容室Satou
カラーサービスの充実と店内環境の整備によ
る新規顧客獲得事業

1585 島根県 有限会社高橋水産 7280002006366
冷凍しじみの商品力強化としじみコーナー設
置による販路開拓事業

1586 島根県 沢西工業有限会社 3280002006304
溶接機導入による額縁需要に応える販路開拓
事業

1587 島根県 株式会社吉岡製菓 8280001006647
ジュエリーボックスの新商品開発による夏場
における販路開拓事業

1588 島根県 株式会社メデュアクト 7280003000946
新サービス「フォーミュラリー導入支援」の
開発と情報発信

1589 島根県 倉橋工務店
お客様の”声”と施工事例をわかりやすく表
示するHPの作成

1590 島根県 有限会社　片岡石材店 6280002006532
お墓のトータルコーディネート機能を訴求す
る広告宣伝の強化

1591 島根県 潮風工房まつむら屋
新型コロナ感染症対策に伴う店舗改装及び顧
客確保と販路開拓事業

1592 島根県 ライフスタイル 車両看板及びチラシエリア拡大事業

1593 島根県 駕籠石庵
当店の特徴のハード面強化と特徴の訴求によ
る販路開拓

1594 島根県 株式会社　神千 2280001007931
店舗利用促進を目的としたメニュー変更と店
舗認知度向上

1595 島根県 有限会社佐藤洋行工務店 6280002006301
リフォーム受注増加に向けた設備導入とＨＰ
による販路開拓事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1596 島根県 有限会社笠江工業 6280002010591
建物解体工事部門展開による新規顧客獲得事
業

1597 島根県 合同会社しーぐりーんファーム 6280003001292
地域資源（海藻・住民）活用の加工品のPR強
化による販路開拓

1598 島根県 株式会社O.R.C 3280001008086 大型テントの中で全天候型野外ウェディング

1599 岡山県 有限会社フジモト工業 5260002029305
ホームページの開設による革新的左官サービ
スの販路開拓

1600 岡山県 株式会社ミサイ 1260001028162
お惣菜新規販路開拓・厨房レイアウト変更に
よる製造能力強化事業

1601 岡山県 佐藤紅商店
食品乾燥機導入による、長期保存可能な乾燥
商品の開発

1602 岡山県 株式会社　セドール 9260001034095
SNS、在庫管理システムを活用した販路・売上
拡大

1603 岡山県 鏡野観光有限会社 1260002027997
コロナウイルスで激減した売上を元に戻すた
めの販売促進事業

1604 岡山県 株式会社　鈴鹿製材所 4260001019852
富裕者層向けの高級住宅用地松製材品の製造
販売ＰＲ事業

1605 岡山県 有限会社富士金物製作所 5260002029288
パイプ製品の複雑加工及び現場合わせ対応力
の強化とPR

1606 岡山県 有限会社　伊藤写真館 4260002033761
ドローンを使った空撮サービス参入による新
規顧客の開拓事業

1607 岡山県 矢野木材株式会社 4260001023053
Ｗｅｂ活用による製材受注・バイオマス発電
用チップの販売促進

1608 岡山県 ０８６７合同会社 3260003003005 HP作成と販促物による販路開拓事業

1609 岡山県 株式会社辻本店 2260001022684 リブランディングによる販路開拓事業

1610 岡山県 株式会社岡山総合広告社 7260001032662
自社ホームページ制作による自社サービスの
シェア拡大

1611 岡山県 株式会社　三宅製菓本店 3260001018987
自社サイトのリニューアルによる訴求力アッ
プで売上増加を目指す

1612 岡山県 合同会社蒜山耕藝 5260003001353
米の希少品種「亀治」の自社栽培と加工品展
開事業

1613 岡山県 モガ美容室
WEBとSNSの相乗効果による新規開拓と定着化
を目指す

1614 岡山県 桜楽書道教室
書道パフォーマンス×コラボ事業の宣伝と記
録の発信

1615 岡山県 meguri
脱毛機器導入と電子媒体での幅広い広告宣伝
による顧客獲得

1616 岡山県 めぐみデリカ
惣菜部門の新設による新規顧客層の獲得及び
売上拡大！

1617 岡山県 有限会社　浅田組 1260002016216
変化する住宅ニーズに対応する特殊型枠の購
入

1618 岡山県 株式会社アーリーモーニング 9260001026027
ウェブサイト（非接触販売網）強化による直
接購入促進事業

1619 岡山県 有限会社鏡野スズキ販売 4260002027994
生涯の移動手段提供を目指して！既存顧客・
新規顧客への販促事業

1620 岡山県 スタイル　アコリエンテ
定期的に開催されるイベントスペース　癒や
しの空間へようこそ

1621 岡山県 美容室Ｄｏｌｃｅ
機械購入による1日の業務量拡大及びチラシ配
布による販路拡大

1622 岡山県 株式会社ABS 7260001020675
自社ＨＰとパンフレットを活用した営業力強
化と新規受注開拓事業

1623 岡山県 erbenmu vegan & organic food
イベント・ワークショップの開催による新規
顧客獲得

1624 岡山県 錦海ソルト株式会社 4260001021379 新商品開発による新規顧客獲得と直販の強化
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1625 岡山県 有限会社廣安瓦建材 3260002011792
屋根工事業者・リフォーム業者のＰＲで新規
取引先・顧客獲得

1626 岡山県 株式会社岡山城東広告 5260001001140
アンティークレンガ業務販売専門ＨＰによる
販売拡大事業

1627 岡山県 薩摩きりさめ屋
畳座敷席の堀こたつ化改装による快適空間の
創出事業

1628 岡山県 有限会社塩尻興業 5260002018613
HP解説で施工サービスの認知度を向上させる
ことによる受注拡大

1629 岡山県 有限会社トラストホーム小田 9260002019913 リフォーム事業のPRによる新規顧客獲得

1630 岡山県 pain　porte
地域資源を活用した焼き菓子「まびレーヌ」
の売上増加を図る

1631 岡山県 宮前創業社株式会社 4260001028317 売上拡大による地域経済の活性化と貢献

1632 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184
「帝国データバンクの提供情報活用による高
効率な販路拡大」

1633 岡山県 ＧＬＩＴＴＥＲ 新店舗の認知度向上による新規顧客獲得事業

1634 岡山県 CAFE　BRIDGE
顧客満足度向上のための業務用設備導入と広
告宣伝の強化

1635 岡山県 株式会社瀬戸内ファーム 3470001009692 オーガニック野菜販売促進事業

1636 岡山県 株式会社フォーシーズン湯郷 4260001030479
外国人観光客受入体制づくりからの販路開拓
事業

1637 岡山県 ぼっこう堂
製造機械の改善による生産性向上と当社商品
周知で知名度向上事業

1638 岡山県
有限会社ビューティーファクト
リー

5260002023027
自社オリジナル商品等の販路拡大と店舗ブラ
ンド力強化！

1639 岡山県 株式会社ＳＴＥＶＥ 4260001031717 髪に悩む女性のニーズに応えるサロンのＰＲ

1640 岡山県 サカケンプラス株式会社 1260001032222
新事業デジタルプリント壁紙「ハイプレオ」
の販売促進

1641 岡山県 花果菜
新規オープン！看板設置による認知度向上と
店舗誘導

1642 岡山県 有限会社藤原印刷 5260002008795 企業の「広報室」の役割を担う印刷会社

1643 岡山県 星尾とうふ店
イートインスペースの提供により新たな顧客
を獲得する

1644 鳥取県 株式会社エモーションズワーク 8270001007704
星ノシタノゲストハウス収益強化「グランピ
ング」増設事業

1645 岡山県 株式会社SEIYU 5260001026030 『SEIYUウッド』販路拡大計画

1646 広島県 有限会社　マルショウ食品 9240002035193
フォークリフト導入による生産性向上と新規
取引先獲得

1647 広島県 こばやし
地域の高齢化に対応した満足度向上の為のト
イレの改装

1648 広島県 有限会社　サンワオートサービス 4240002046088
車の下回り防錆コーティングサービスの提供
による新規顧客の開拓

1649 広島県 株式会社横山セイミツ 4240001012223
社内ベンチャー商品のブランディングプロ
ジェクト

1650 広島県 ひとつ麦
本場インド刺繍による和装品の新商品開発と
販促

1651 広島県 島宿あこう
看板設置の宣伝・誘導による新規宿泊客の獲
得

1652 広島県 PETUNIA
ブライダルエステを周知し、新規顧客を獲得
するための取り組み

1653 広島県 美肌工房ますたに
顧客増加に向けたコミュニケーションスペー
ス設置と地域活性化
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1654 広島県 有限会社沼隈プレハブ 3240002038458 SNS・ホームページを使用した新規顧客の獲得

1655 広島県 能美運輸株式会社 2240001027173 空き家解体から始める未来設計

1656 広島県 株式会社万代商事 5240001029514
BJCウィンチ導入による高所特殊伐採作業の効
率化と販路の拡大

1657 広島県 有限会社しげとく木工 3240002047269
作業時間の短縮でさらなる小ロット・短納期
要望に応える事業

1658 広島県 梶田建設株式会社 5240001034489
高品質なブドウを広く周知して新規の顧客を
増やす事業

1659 広島県 株式会社テルリック 9240001055275
ホームページ及び販促物の充実による自社Ｐ
Ｂ製品のＰＲ

1660 広島県 荒谷洋瓦株式会社 9240001023240
作業効率化により素早い対応を実践し顧客満
足度向上を図る

1661 広島県 高下衣料品店
展示場開設による顧客の集いの場を提供し販
路開拓を図る

1662 広島県 農機具のお店　てご屋
新規修理機械導入により現場対応力を高めて
顧客満足度アップ

1663 広島県 アリエス　デンタル　ワーク 新たな技術導入と販路拡大活動

1664 広島県 有限会社たけだ工業所 6240002009456
技術をアピールした修理事業の強化と新分野
進出のための販路開拓

1665 広島県 ottodame
ラッシュアディクト導入による「まつ育」事
業の拡大

1666 広島県 ＲＥＣＥＴＴＥ
店舗レイアウト変更による作業効率向上と販
路開拓

1667 広島県 一栄精工
Co2 レーザー加工機導入による付加価値提案
と販路開拓

1668 広島県 信広モータース
大径対応機器の導入でタイヤ交換作業効率向
上による売上伸展

1669 広島県 有限会社一力製作 9240002036175
加工品の高品質化による新規顧客及び既存顧
客の増加

1670 広島県 有限会社　三浦石油 7240002051548
車内空気清浄サービスによる収益力底上げ事
業。

1671 広島県 株式会社ノラクリエイト 9240001052116
新規直営店舗のオープンに伴う新製品を活用
した販路開拓

1672 広島県 大平交通株式会社 5240001038267 自社独自の広報活動による新規顧客獲得事業

1673 広島県 Blue Line
自社製品のブランディングによる新規顧客獲
得と利益率増大

1674 広島県 ＹＴＫ（ユタカ）
快適な施術空間の整備による、新規顧客獲得
及びリピート増加

1675 広島県 有限会社　大浦鮮魚店 1240002029194
食を通じた情報発信事業にょり、販路拡大を
図る

1676 広島県 ㈱スマート・アンド・カンパニー 8240001046556
「ＣＵＥ」への広告掲載で宝石買い取りを市
内全域にＰＲ

1677 広島県 田中鍼灸接骨院
看板を新設し当院を知ってもらい来院患者数
を増加させる

1678 広島県 Mado hair
新サービス導入で顧客満足度向上とSNSを活用
し新規顧客拡大

1679 広島県
株式会社コーポレーションパール
スター

2240001023288
「ティッシュdeマスク」の大量生産体制構築
による販路拡大

1680 広島県 有限会社豊栄交通 3240002028054
ＨＰ公開による新型コロナ被害からの既存顧
客回復と新規顧客開拓

1681 広島県 ピー・エム・ワーク有限会社 7240002052240
ラインナップ拡大によるオーダーメイドゴル
フクラブ売上向上計画

1682 広島県 Queen Rose
飼育お世話プラン提案営業の開始による売上
増大計画
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1683 広島県 七国見山養蜂園
春と夏のはちみつ・ご当地コラボ商品開発と
域外へ販路開拓

1684 広島県 New-Step-forward
自社商品開発による雑誌・ライティングペー
ジへの広告と顧客獲得

1685 広島県 京備産業　有限会社 6240002052613
菌床椎茸の発生工程改善による売上拡大と労
働生産性の向上事業

1686 広島県 70cafe
アクティビティー事業実施による販路開拓事
業

1687 広島県 株式会社樋口製菓 7240001038463 新規女性客を獲得するための販路開拓事業

1688 広島県 株式会社無垢 1240001040276 価格優位性を強化し年間100万Ｌの販売を実現

1689 広島県 下土居建設
ホームページ作成で新規顧客とリフォーム案
件の獲得増を目指す

1690 広島県 株式会社　上建 5240001023376
ホームページ制作によるイメージ（好感度）
向上の促進

1691 広島県 有限会社　佐原工業 6240002029537
伐採工事部門特化による伐採工事の地域一番
店を目指す

1692 広島県 （有）やまにし 5240002029439
新たなる販路開拓！情報提供による新規顧客
獲得事業

1693 広島県 天意の里ハーブガーデン
お客様に安心安全・やすらぎを提供し、売
上・利益アップを目指す

1694 広島県 有限会社大朝交通 2240002029631
自社HP刷新と路線バスデータベース化で新た
な需要を掘り起こす

1695 広島県 株式会社　さかもと 8240001042423
不登校の子どもを受け入れる小・中学生向け
フリースクールのＰＲ

1696 広島県 喫茶まつや
地域の憩いの場を維持し、次世代に引継ぐ喫
茶店のリノベーション

1697 広島県 中野水産
牡蠣を食べる専用の器づくりとギフト需要対
応のための販売促進

1698 広島県 株式会社紀多加 8240001054567 通信販売商品の販売による販路開拓事業

1699 広島県 岡本建設株式会社 3240001037428
ＨＰの刷新による離島建設業者の販路開拓事
業

1700 広島県 Bonding
新たなる顧客の獲得と、新たなる事業の展開
による販路拡大

1701 広島県 ㈱ベテリナリーサイエンス 6240001051921
中国市場および都市圏の商品取扱店の開拓の
ため販促ツール制作

1702 広島県 有限会社清原水産 8240002035517
パッケージ刷新等による個人向け顧客販促体
制の強化

1703 広島県 阿部建設工業
個人宅や農地の早期復旧、受注拡大にむけた
設備導入

1704 広島県 大和屋
業務用超低温冷凍庫導入による大幅な穴子の
鮮度向上

1705 広島県 民宿かまだ
自社ホームページを作成し、体験型宿の魅力
を国内外に発信する。

1706 広島県 宮島ゲストハウス三國屋
日本語版ＨＰとパンフレット作製による日本
人宿泊者の受入促進

1707 広島県 株式会社リム・ジャパン 7240001048941
地域資源による「和ハーブ製品」販売支援
ツール開発

1708 広島県 あんしん補聴器
認定補聴器専門店の認定取得を商圏にPRし販
路開拓する事業

1709 広島県 株式会社Coin st 1240001017935
ペットも飼い主も満足・安心できる店舗づく
り

1710 広島県 しげき司法書士事務所
看板・チラシ・WEBを利用して新規受注数アッ
プ

1711 広島県 楽素太
お洒落なお好み焼き屋へリニューアル・女性
客獲得強化事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1712 広島県 迫製麺所
屋上麺干し場の屋根テント設置による生産性
向上と販路拡大

1713 広島県 平井興産株式会社 8240001027218
建設ICTソフト導入による業務改善と災害復旧
への対策強化

1714 山口県 アトリエコンブリオ
新部門ガーデンカフェの名物メニュー作成の
ための機械導入

1715 山口県 株式会社　トム・フクダ 5250001001496
近隣消費者と遠方消費者双方への訴求効果を
狙った販売促進

1716 山口県 ゲストハウスえのん
新型コロナウイルス終息後の市場回復に対応
するホームページ構築

1717 山口県 みらいガーデンファーム
滞在時間を増やす農園設備充実で満足度と売
上アップ事業

1718 山口県 さかもと印刷 改修に伴う店舗環境の一新

1719 山口県 渡辺水産有限会社 9250002001814
クルマエビ養殖発祥の地で、最高級品質を目
指して低温室を導入

1720 山口県 株式会社日本フーズ 8250001007219
日本近海の高品質な鮮魚の冷凍刺身用フィー
レの販路拡大

1721 山口県 株式会社林檎の樹らら 4250001015381 快適な空間づくりによる売上向上事業

1722 山口県 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 4250001013071
充填機購入による新事業「お手軽スイーツ～
ゼリー飲料～」の開発

1723 山口県 松陰塾　和木校
学習環境向上のための感染症対策用空調設備
導入による生徒獲得

1724 山口県 和木冷機サービス
空調機等の整備機器導入による販路開拓、下
請け企業からの脱却

1725 山口県 Making　Body
特注高重量機材の導入とHPによる新規男性客
の獲得

1726 山口県 和牛屋うな道
新型コロナウイルス終息後の市場回復に即応
する集客ツールの準備

1727 山口県 株式会社シンラテック 7250001008201
特殊加工機導入による県産広葉樹材の販路拡
大と生産性向上の推進

1728 徳島県 株式会社リブル 5480001010359
あまべ牡蠣の本格的な市場流通と海外販路開
拓

1729 徳島県 有限会社 岡田製樽 6480002005803
若年層へのインフルエンサ－活用による口コ
ミ拡散型販路開拓事業

1730 徳島県 徳島日石株式会社 5480001001119
エリアを限定しないサービスPRを目指す、
ホームページ公開事業

1731 徳島県 相互建設株式会社 4480001007018 最新測量機器導入による販路拡大策

1732 徳島県 広島自動車
タイムリーな情報発信と、問合せ誘導を狙う
PR事業

1733 徳島県 やきとり居酒屋・大翔
焼鳥店から『鳥焼肉店』への業態変更による
新規顧客獲得事業

1734 徳島県 福山印刷株式会社 4480001007109
営業支援クラウドシステム導入による効率的
な顧客増の取り組み

1735 徳島県 有限会社近藤 5480002015514
新感覚のお茶の開発とグレードアップ商品に
よる販路開拓事業

1736 徳島県 ボデーショップオオイワ 整備精度の向上による売上拡大事業

1737 徳島県 有限会社多田 7480002015660 少人数客への対応強化事業

1738 徳島県 株式会社くまごろう 3480001008082
天然酵母パンの魅力を伝えるための新シール
機導入と販売促進事業

1739 徳島県 株式会社 上勝開拓団 8480001009241
バーベキュー場新設による来店客数の増加計
画

1740 徳島県 有限会社　田中清掃 6480002014366 ホームページ作成による新事業PRと人材確保



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1741 徳島県 前田建築 町のかかりつけ大工展開事業

1742 徳島県 株式会社阿波林材 9480001007467 大径化解決のためのスギ板強度試験

1743 徳島県 ガレージモラル
工場事務所の改造及びウエブサイト作成によ
る新たな販路開拓事業

1744 徳島県 株式会社　藤本ハウジング 5480001003825
省エネ、アレルギー対策等を訴求した建築新
商品による顧客の獲得

1745 徳島県 安心工房
塗装リフォームで長く住める家を求める顧客
層の開拓

1746 徳島県 株式会社PROS CORPORATION 7480001006025
阿波の食材を全国に発信！産地の生の声を届
けるための冷蔵庫設置

1747 徳島県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｕｒａｒａ
曲げわっぱの弁当箱の販売を促すための販売
用スペースの改修

1748 徳島県 有限会社ケーズコレクション 9480002012144
車内環境の充実のために～車内消臭サービス
事業の実施

1749 徳島県 株式会社 Renati tura 9480001008713 生産能力向上のための設備導入

1750 徳島県 かどや
海鮮料理空白地帯への進出　新鮮地魚提供の
ための店舗改装

1751 徳島県 サンコウファーム株式会社 3480001006004
収穫試食体験による集客量増加を目的とした
看板及びパネル設置

1752 徳島県 株式会社ファースト・フロント 6480001008294 高齢者の方が快適な食事環境を提供する事業

1753 徳島県 マエダ製作所 客用相談室設置による新規顧客・収益事業

1754 徳島県 株式会社　伸ホーム 3480001005286 相談環境整備による個人顧客獲得事業

1755 徳島県 株式会社　アラジン 2480001005774 テレビCMによる当社ブランド力向上事業

1756 徳島県 株式会社　北島藤原精肉店 1480001005949
老舗食肉店だから提供できる特徴ある品揃え
拡充事業

1757 徳島県 クラフトワークスゼン
ビフォー＆アフター訴求によるフィルム事業
の拡大・販路開拓

1758 徳島県 有限会社　昭月堂本店 7480002011370 店内環境整備による新規顧客獲得・維持事業

1759 徳島県 株式会社　アレイズ 9480001010000
ホームページ作成による新規取引先獲得・収
益向上事業

1760 徳島県 株式会社　サンシャイン 8480001008879
ホームページリニューアルによる認知度向
上・新規顧客獲東特事業

1761 徳島県 Ａｆｔｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ
店内衛生設備の新設による顧客満足度向上と
新規顧客獲得事業

1762 香川県 銀四郎麺業株式會社 6470001012140
小豆島手延べ素麺の工場見学・製造体験によ
る需要喚起

1763 香川県 伊藤製麺所 結束機の導入による製品品質と生産性の向上

1764 香川県 タチバナ塗装
シャッターとテントを活用し、家具修理事業
のアピールと売上拡大

1765 香川県 森永ミルクデリバリー香川町店
「事務所」を「店舗」に改装！新しい営業ス
タイル確立で売上向上

1766 香川県 有限会社　葛西正商店 9470002018910
お客様の健康！免疫力を高める「健康米」の
販売強化で売上増加

1767 香川県 合同会社　たんぽぽ寺岡 7470003001355
和室を茶室に！新規教室事業の実施で既存事
業との相乗効果を！

1768 香川県 株式会社Ｎ・Ａ・Ｔ 1470001006997 顧客層への情報発信による販路開拓

1769 香川県 有限会社　フモト 5470002019375
素麺文化の強い近畿圏で、小豆島素麺の認知
度向上と集客を図る



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1770 香川県 マルイ観光バス株式会社 4470001005385
車で移動できる家「トレーラーハウス」の認
知度向上

1771 香川県 hacsutick　金沢屋讃岐三木店
認知度アップと販路開拓のためのホームペー
ジ制作とチラシの作成

1772 香川県 三木建設株式会社 3470001006814
住まいの相談室の改修・ホームページの改
良・LEDの設置

1773 香川県 有限会社宇坪屋本店 4470002010558 外部看板の設置工事の実施

1774 香川県 有限会社　グッドワーク 2470002010601
セレモニージャパン2020出展と専用パンフ
レットの作成配布

1775 香川県 CALMO MITE しらいし
ホームページの作成とショップカードの作成
配布

1776 香川県 たい夢　牟礼店
省エネと生産性向上のためのエアコン・LEDの
設置

1777 香川県 株式会社　香西トムソン紙工 5470001006993
ホームページ作成と、ＤＭの作成と配布によ
る販路拡大

1778 香川県 ＰＡＤＭＡ　ＩＭＡＧＥ
国内外の取引先確保の為、iＯＦＴ2020国際眼
鏡展への出展

1779 香川県 株式会社エアテック 3470001007028
当社認知度の向上のため、ホームページを作
成する。

1780 香川県 山田モータース 顧客の急な要望にも応えるための設備投資

1781 香川県 びすとろTo-y-Toco 新たな顧客層獲得のための施設整備

1782 香川県 Enchantee COCO 顧客満足度向上のための店舗スペース拡張

1783 香川県 谷口木工
キャパオーバーの解消、機械導入による加工
技術、生産性の向上

1784 香川県 株式会社K’s bakery 5470001015730
パン職人のこだわりパンの魅力を伝えた
い・・・認知度アップ事業

1785 香川県
株式会社カワニシカバンプロダク
ト

9470001016799
カワニシカバンの魅力を「見える化」認知度
アップ事業

1786 香川県 純手打ちうどん元気一番
顧客満足度の向上に向けたエアコンの設置に
よる快適空間の提供

1787 香川県 若松
衛生面に配慮したトイレリフォームで安心し
て楽しめる店づくり

1788 香川県 有限会社ブリード 5470002017206
精肉店舗事業の顧客サービスの強化による売
上向上施策

1789 香川県 株式会社アリスプラン 3470001013538
ニーズを満たせ！美容事業部の看板を設置し
新規顧客の獲得

1790 香川県
有限会社KOMATSU　GARDEN
DESIGN

8470002011057
外部看板・情報誌の掲載・ポスティングによ
るレストラン部門の販

1791 香川県 樋口工業有限会社 4470002012117
住環境設備に関する新たな取り組み実施によ
る新規顧客獲得事業

1792 香川県 お食事処つるぎ
新事業”惣菜持ち帰りサービス”による販路
拡大事業

1793 香川県 有限会社　よこた写真館 6470002013377
壁面看板設置によるフォトウエディング事業
の売上増加の取組み

1794 香川県 合同会社あづまーる 5470003000458
令和時代の寺小屋へ！パソコン教室施設環境
改善事業

1795 香川県 建築板金TANIMOTO
建築板金の賃加工ニーズに対応した新事業の
PRによる新規販路開

1796 香川県 さぬきうどん羽立
全ての方に満足していただくための顧客満足
度向上事業

1797 香川県 いわのやうどん
空調設備改善による顧客満足度の向上及び売
上拡大事業

1798 香川県 株式会社　自費移行アカデミー 3470001017786
看板更新と環境整備及びＩＴ活用による新規
患者獲得事業
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1799 香川県 山本建設 株式会社 4470001007836
スマホ版ＨＰ制作による営業力の強化と人材
確保事業

1800 香川県 有限会社ごぱん 9470002014100
焼き立て食パンを直ぐ販売するための設備導
入

1801 香川県 有限会社 田中ふとん店 9470002011923
大型看板設置による集客と、顧客滞在時間延
長の為の空調設備導入

1802 香川県 タコのまくら
統一したデザインによるパッケージ（箱・
缶）、シール見本の作成

1803 香川県 大西肥料店
米品質向上のための環境整備と籾殻を活用し
た新商品開発事業

1804 香川県 栞那
新メニュー開発による新規顧客獲得と看板設
置による集客力向上

1805 香川県 ケーキ工房れいくんち
看板メニュー「塩クリームパン」のシリーズ
化による販路拡大事業

1806 香川県 黄昏タンデム
自社のノウハウを活かした新メニューの開
発・製造・販売

1807 香川県 有限会社アイヴエモーション 4470002018196
CFRP製の高性能の自転車パーツ（フォーク）
の試作開発

1808 愛媛県 養老酒造株式会社 3500001007882 ホームページ作成による消費喚起と販路拡大

1809 愛媛県 上田建設株式会社 9500001007877
ドローン及び快測ナビ導入による作業の効率
化と事業規模拡大

1810 愛媛県 有限会社鹿野川車検整備センター 7500002012226
自動車整備に伴う故障診断機装置導入による
販路拡大

1811 愛媛県 宮栄商事有限会社 8500002012043
パッケージリニューアルにより確立した自社
ブランドの販促強化事

1812 愛媛県 山本司法書士事務所
起業して間もない時期における持続的な経営
確立のための販路開拓

1813 愛媛県 株式会社茶梅 7500001021104
ホームページのインバウンド化による外国人
客の集客

1814 愛媛県 ポケット
初めての方でも入りやすくくつろいで過ごせ
るお店づくり

1815 愛媛県 有限会社吉長 7500002012052
老朽化した店舗改修による顧客の利便性・快
適性向上による売上増

1816 愛媛県 有限会社美川タクシー 1500002011233
新たな福祉タクシー運行業務展開に要する福
祉機具の整備

1817 愛媛県 有限会社ひじかわ特産開発 3500002012238
商品包装箱の開発により視覚的表現による販
路開拓

1818 愛媛県 有限会社坂見輝月堂 2500002011991
新商品開発に伴うラベル作成ソフト、プリン
ターの導入事業

1819 愛媛県 石匠　桜水
新設備導入による大幅な工期短縮と販路拡大
事業

1820 愛媛県 愛真塾　保内教室
安心安全な学習環境の構築による新規高校生
徒獲得事業

1821 愛媛県 イノウエデザイン事務所
新事業展開に係るホームページを活用した情
報発信と販路拡大

1822 愛媛県 株式会社武田林業 4500001020570
木育×プログラミング教育で山間部ICT教育普
及事業

1823 愛媛県 株式会社アグシス 9500001019674
野菜カット環境完備による受注確保で売上
アップ

1824 愛媛県 合同会社OHANA 5500003002236
個室増設による定員数アップと施設快適化計
画

1825 愛媛県 金桝旅館
老舗旅館のおいしい食事とゆったり入浴で癒
しを体感

1826 愛媛県 有限会社長浜木履工場 7500002012176
「生産機械の改造・増設による売上高の改善
計画」

1827 愛媛県 エコ寅
新たな農機具リース・レンタル事業の販売促
進事業
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1828 愛媛県 株式会社楽農研究所 1500001018007
販路拡大・情報発信（提供）の為のホーム
ページ作成（ネット販売

1829 愛媛県 luce candle
キャンドルヒーター導入による製品（商品）
レパートリーの拡大

1830 愛媛県 G-BOX
顧客要望に応えたトレーニング設備導入で競
争力強化

1831 愛媛県 関西お好み焼き福美味 ホームページによる魅力伝道と誘客

1832 愛媛県 mignon.mignon
パイローラー導入による新商品販売体制の構
築と生産力の強化

1833 愛媛県 cut place Bee-R
広告宣伝強化による集客力及び受け入れ態勢
の強化

1834 愛媛県 株式会社夢大地 6500001017169
ホームページ作成による竹炭製品の広報と販
路開拓

1835 愛媛県 Cheer up
Web 上での収益体制の確立、セミナー拡大事
業

1836 愛媛県 松前餃子
折込チラシ作成・配布事業と松前餃子専用包
装パッケージ作成事業

1837 愛媛県 株式会社REGS 9500001020343
ホームページ作成と情報化による新規販路開
拓、全社売上高向上

1838 愛媛県 越智産業有限会社 9500002020169
オフィシャルホームページのリニューアルに
よる販促強化

1839 高知県 有限会社仙頭酒造場 5490002012857
低容量商品の増産体制に取り組み新規顧客へ
の営業力強化

1840 高知県 土佐料理きたはら
地域外のお客様に当店を知っていただくため
の取組

1841 高知県 元気クラブ
ホームページのリニューアルにより販路開拓
を図る

1842 高知県 ひだか和紙有限会社 5490002009580
海外商圏拡大等に向けたホームページコンテ
ンツ強化事業

1843 高知県 山本土木 設備拡張による受注体制整備事業

1844 高知県 深海家
商品品質向上及び新規事業に係る空調設備導
入による顧客獲得事業

1845 高知県 Smiley Dive
レスポンシブデザインを用いたホームページ
の作成

1846 高知県 松鶴堂
「季節の和菓子と抹茶」に特化した販売促進
事業

1847 高知県 株式会社 ラニホーム 9490001009504 自社HPの作成

1848 高知県 まちのパン屋さんPerori 製造量アップのための冷蔵庫の導入

1849 高知県 スッゴイスタイル株式会社 9480001007789
宿泊・カフェスペース整備による誘客活動拡
大事業

1850 高知県 JOKI COFFEE
日本初上陸のエスプレッソマシン導入による
新規顧客の獲得

1851 高知県 合同会社　さわもと 2490003000748
デイサービス定員拡大のための移転に伴うト
イレ増設リフォーム

1852 高知県 有限会社　野口モータース 9490002011351
作業時間短縮によるサービス品質向上を目指
す設備導入計画

1853 高知県 合同会社　ふぉれすと 4490003001298
ＨＰを利用した奥物部地域の情報発信による
集客事業

1854 高知県 株式会社　StoryCrew 8490001008300
販路拡大と生産性向上の為のスチームコンベ
クションオーブン導入

1855 高知県 オーツリーカイロプラクティック
ウェブサイトのリニューアル及び広報物制作
にかかる販路拡大事業

1856 高知県 オルタ WOOD Design
自社ホームページ作成他、広報強化による販
路開拓



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1857 高知県 株式会社　香美水道組合 7490001006362
大型コアドリルと大型管に対応するビット
（刃）の導入

1858 高知県 株式会社　コミコムジャパン 1490001006608
エアコン増設による快適空間の創出、業務効
率化

1859 高知県 利休
新商品「生けんぴ」の開発とホームページリ
ニューアルによる拡販

1860 高知県 有限会社長嶋自動車商会 7490002008886 ホイールバランサー導入による販路開拓事業

1861 高知県 西尾住建 建築相談スペース改善に伴う販路開拓事業

1862 福岡県 HAPPY　MOJI
ウェブテンプレートで選べるデザイン文字の
オンライン販売！

1863 福岡県 （株）ヤスタケ福岡 9290001088279
ホームページ作成パンフレット作成により認
知度向上及び販路開拓

1864 福岡県 N4　BALLET　STUDIO
インターネットを活用したバレエレッスン事
業の展開

1865 福岡県 株式会社志水ミート 6290001038311
企業内給食及び新たなバリエーションのお弁
当の開発・販売展開

1866 福岡県 札幌ラーメン　えぞっ子　宇美店
地域ブランドを活用した商品を快適な空間で
食して頂く事業展開

1867 福岡県 技工ボウディ
当ラボの技術力とセラミック材等を用いた自
費技工分野の販路開拓

1868 福岡県 ＫＯＹＡＳＵ　ＦＡＲＭ 宇美町とヤギミルクから産まれる持続型産業

1869 福岡県 奥村醤油醸造場
老舗醤油醸造場による醤油加工品の新たな魅
力発信事業

1870 福岡県 和光有限会社 2290002035807
あご丸ごと１本！「博多香味あごだし」の商
品開発と販路開拓

1871 福岡県 梶原たたみ店
自社オリジナル商品「やすラグ(仮)」による
新たな販路の開拓

1872 福岡県 柚乃香本舗
旬の商品をＰＲするチラシの作成・配布およ
びＤＭによる販売拡大

1873 福岡県 手嶋モータース
需要に応えるリフト導入と広報活動で、販路
開拓を実現！

1874 福岡県 ヘアーサロン　ササキ
高齢化やプライバシーに気を配ったヘアーサ
ロンづくり

1875 福岡県 吉田窯業
コーポレートサイト及びECサイトを利用した
新時代の陶磁器販売

1876 福岡県
CEYLON MARKET　セイロンマーケッ
ト

オーガニック紅茶のラッピング商品開発でイ
ンスタ映え拡散販売

1877 福岡県 有限会社佐藤木材店 2290002035823 展示会出展による販路拡大、業務提携先開拓

1878 福岡県 Nice Time
浴室完備のウェイクボードレッスンPRによる
販路拡大

1879 福岡県 合同会社 華の実 7290003002140
ダイレクトメール拡充による既存顧客への購
買訴求

1880 福岡県 ＭＡＴＣＨ　ＣＹＣＬＥＳ
ターゲット拡大のためのコーヒー提供サービ
ス開始と広報事業

1881 福岡県 株式会社H.R.D 2290001082379
不動産（マンション等）のオーナー向け広告
宣伝強化事業

1882 福岡県 守窯
若年層顧客獲得のための新商品開発および展
示会出展事業

1883 福岡県 Ｂｕｇｓ＆Ｇｕｉｌｄ合同会社 7290003008947
自社の強みをＰＲするイメージ動画とホーム
ページ作成による広報

1884 福岡県 ＨＡＮ
飲食と農業体験による食育の場を提供するカ
フェへの改築

1885 福岡県 UDON　HIRO
独創性の高いうどんで、他店と差別化をはか
り販路拡大



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1886 福岡県 福田酒店
オリジナル商品「甘酒アイス八女抹茶味」の
開発と販売

1887 福岡県 株式会社ハーフィーズ 2290001037580
工場レイアウト変更と洗浄工程を改善して売
上を拡大する事業

1888 福岡県 合同会社ミコー漢方処 8290003009432
血管スキャンで、あなたの血管と人生を見え
る化

1889 福岡県 株式会社スマイルカンパニータケ 4290801023687
遺品整理等に悩んでいる方が安心して依頼で
きるホームページ作成

1890 福岡県 株式会社UNRYU企画 4290001086691
若い世代への認知度向上にホームページを活
用した販路拡大事業

1891 福岡県 プリンヘアルーム
いつでもどこでも寄り添う未来の美容アドバ
イザーサロン展開

1892 福岡県 Doya
固定店舗（プレハブ）設置と商品の拡充によ
る新規顧客の獲得

1893 福岡県 株式会社九州男 4290801023241
九州男グループホームページ完全リニューア
ルによる販促強化事業

1894 福岡県 Patisserie　Le　Printemps
手軽に季節のスイーツを提供する取組及び店
舗を活用した看板設置

1895 福岡県 合同会社キブン 9290003009191
生前整理とエステートセールを組み合わせた
販路開拓

1896 福岡県 神山事務所 「セミナー開催」による販路開拓。

1897 福岡県 ブロカントデザミ
撮影スタジオ開始のための店舗改装とウェブ
サイト、販促物制作

1898 福岡県 らす工房
ＷＥＢサイト制作による自社商品の周知・販
売と販路開拓

1899 福岡県 株式会社二光 6290001037362
雑草対策見積シミュレーションシステム導入
による販路拡大

1900 福岡県 シエラグラム
「マイクロナノバブルシャンプー」のサブス
クによる髪の悩み解消

1901 福岡県 株式会社恒盛商事 2290001057249 産廃ボックス設置による収集運搬サービス

1902 福岡県 いやし家
主力商品のデリバリー＆テイクアウトサービ
ス

1903 福岡県 有限会社　クルーズ 7290002042939
オリジナル車両部品エアーサスペンションの
開発及び販売促進

1904 福岡県 株式会社梅商店 8300001010150 ECサイトの更新とコーポレートサイトの作成

1905 福岡県 安全産業 セルフ刺繍施設の開設による販路開拓事業

1906 福岡県 株式会社カークリエイトコガ 1290001066622
輸入車の長年の悩みの種「アルミメッキモー
ルの白濁」対策

1907 福岡県 株式会社マッスルウェポン 8290001081160
ウェブページを利用した新ジムマシン機器の
新規販路開拓

1908 福岡県 ＭＯＮＯトレーダーズ株式会社 1290001063603
評価の信頼度を強みとした価格改定ツールの
作成と新規顧客獲得

1909 福岡県 炭焼工房暖 新規出店先への参入による販路開拓事業

1910 福岡県 株式会社　ヒイズル 5290001074480
ライトアップ及び看板設置による周知強化事
業

1911 福岡県 株式会社KIZUNA 4290001056793
フルソフトウエア溶接機導入による売上増加
事業

1912 福岡県 ワイン食堂GLUGLU 高価格ワインの提供と食品ロス削減事業

1913 福岡県 株式会社　筑紫商会 5290001040912
耐震化に対応する工事受注UPの為のHP作成と
機械導入

1914 福岡県 株式会社ラックシステム 2290001037291
長期レンタカーサービス事業の展開における
販路開拓事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1915 福岡県 Kotoyoga太宰府
高齢者向け健康寿命メンテナンスに特化した
ヨガによる販路拡大

1916 福岡県 こうじや整骨院
カッピング療法と整体を組合せた整体カッピ
ング療法の開発・販促

1917 福岡県 有限会社　石垣農産物加工場 9290002050452
ホームページを新たに開設し、水産業者等へ
の販路開拓に繋げる

1918 福岡県 台湾料理　福来たる お弁当配達サービスで販路開拓

1919 福岡県 丸亀絣織物工場
インターネット販売の構築による顧客の取込
みで販路拡大

1920 福岡県 武末建設 愛犬家の願いを叶える住まいの提案

1921 福岡県 order made cake ToiToi ショーケース新設による販売拡大事業

1922 福岡県 リンパサロン　madoromi
店舗アピールと集客にて発見、実感そして沼
への導き

1923 福岡県 plants　funshop　natur
親子ワークショップ開始と店舗改装により
ファミリー層の顧客開拓

1924 福岡県 株式会社MACRO JAPAN 2290001082445 釣りガール専門ルアーメーカーの立ち上げ

1925 福岡県 株式会社S.style 3290001071050
男性専用美容脱毛サービスの開始による新規
顧客開拓

1926 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
オリジナル濃厚「茶まんじゅう」の開発と販
路開拓

1927 福岡県 Patisserie tana
季節限定のスイーツ着手の為の設備導入及び
SNSを活用した広報

1928 福岡県 島風
商品保管置き場を活用したセルフ牡蠣小屋で
の販路開拓

1929 福岡県 株式会社　樽味屋 9290001041907
飲食店へ認知度向上にホームページとLP広告
を活用した販路拡大

1930 福岡県 バースエンジニアリング
新型車両でのストレッチリムジン製作車両の
開発・販路開拓

1931 福岡県 わかまつ農園
直売所でイベント等が開催できる快適空間へ
の店舗改装

1932 福岡県 ㈱サンテフラン 1290001068180
新商品『スリマフラミンゴ』の新規顧客獲得
の効率化

1933 福岡県 Sweets Cafe egao itoshima
移動販売車導入による、販路開拓と買い物弱
者支援

1934 福岡県 クレッシェンド
ＥＣサイトを活用したオリジナル商品の販路
開拓

1935 福岡県 株式会社博多の味本舗 4290001065308
新型コロナ対策の殺菌＆保湿の泡形状ハンド
クリームの新規開拓

1936 福岡県 有限会社タイセイ自動車 7290002045074
先進安心技術搭載車両の機能点検による新規
顧客の獲得

1937 福岡県 串揚げ鮮魚　土竜 LINEアプリを利用した集客ツールの制作

1938 福岡県 ㈱T・P・T 4290001027860
企業認知を高め、業務を効率化し、顧客から
の受注増加をする

1939 福岡県 エガリテ
販路開拓のための、新商品開発とホームペー
ジの開設

1940 福岡県 ふるさと管理綜合株式会社 2012401030969
ホームページのリニューアルによる『緑ある
くらし』の提案

1941 福岡県 パシフィックグレース
新サービス「よもぎ蒸し」開始に伴う準備と
広報活動

1942 福岡県 みのう屋
「さしみこんにゃく」の新しい食べ方提案に
よる集客強化

1943 福岡県 株式会社　浄美堂 6290001062402
ポータブルサイト構築による手元・ペット供
養のネット販売の取組
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1944 福岡県 株式会社ソルブ 9290001043622
電子麻酔記録付き注射薬認識システム広告・
宣伝事業

1945 福岡県 有限会社かすが機工商会 5290002040688
“ここに来ると解決する、創作意欲が湧く”
ワクワク型店舗の運営

1946 福岡県 株式会社アズアイム 1290001070392 ヴィーガンクッキーによる販路開拓

1947 福岡県 宴屋う免／OPOL
テイクアウト並びにインターネット販売によ
る新規顧客の獲得

1948 福岡県 affordance
地元の認知度向上を目的としたアトリエ
ショップのPR強化事業

1949 福岡県 原畳店
和モダンテイストPR強化による新規開拓及び
利益率向上の実現

1950 福岡県 二日市グリーンホテル クロスの新調による清潔感のある客室作り

1951 福岡県 株式会社ヒストリー 7290001048202
営業強化へ向けたパンフレット制作とリス
ティング広告の運用

1952 福岡県 アップフィールド 高付加価値プリンの販路拡大と生産性の向上

1953 福岡県 アークラプロ株式会社 2290001044940
酒の会開催による家庭需要増加・認知度向
上・売上構成比改革

1954 福岡県 株式会社フクモト工業 8290801014575
地域密着型の塗装店としての広報周知活動と
販路開拓事業

1955 福岡県 110west.inc
歴史遺産を表現した新しい土産用焼き菓子の
開発による販路開拓

1956 福岡県 gattija
帯地バッグの開発とブランディングによる販
路拡大事業

1957 福岡県 株式会社翼Ｃｏｍｐａｎｙ 3290001083541
テイクアウト商品、お取り寄せ商品の開発に
よる販路開拓の実施

1958 福岡県 ノエビア立花南販社
ホームページ改良によるサービス内容の見え
る化と販路開拓

1959 福岡県 サロン　La　mere
久留米初の再生美容エステで輝く女性を生み
だすサロンの顧客獲得

1960 福岡県 カレーとケーキの店　さら
新商品をブランド化して、当店の知名度を上
げ集客力を強化する

1961 福岡県 COFFEE　LANTERN
エスプレッソマシンを利用しての営業・新規
顧客獲得。

1962 福岡県 DRAISINE
「旅する自転車」で巡る！上質な太宰府旅の
PRで新規顧客の拡大

1963 福岡県 メガネの正美堂
まちの眼鏡店が看板等を刷新して新規顧客層
の開拓を図る！

1964 福岡県 絵届け問屋「kousuke」
自閉の画家・太田宏介の絵で日本を明るく元
気に！

1965 福岡県 あどべじ
野菜ソムリエ日本一が野菜に新しい価値を与
え、福岡に活力を。

1966 福岡県 株式会社友進 3290001074838
食品加工の全工程内製化で作業効率を上げ更
なる販路開拓を行う！

1967 福岡県 合同会社まほの屋 7290003001968
「太宰府から世界へ」和のエンターテイメン
トPV制作で販路拡大

1968 福岡県 EG　works
リサイクル店の集客強化！店内改装で新規顧
客の開拓

1969 佐賀県 株式会社フリーマム 6300002005713
オリジナル除菌剤の安定供給による安心・安
全貢献企業を目指して

1970 佐賀県 有限会社小林薬局 1300002004083
全国の方に心の健康を！自社サイトによる情
報発信で新規顧客獲得

1971 佐賀県 株式会社　野口建材店 7300001005052
Webサイト制作によるエンドユーザーへの認知
度向上

1972 佐賀県 六田竹輪蒲鉾企業組合 4300005004854
地域農産物とコラボした新商品の販路開拓事
業
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1973 佐賀県 仕出割烹　枡屋
新型コロナ撃退のために老舗割烹店が取り組
む復活の駅弁事業

1974 佐賀県 えがお合同会社 1300003001328
障害者・高齢者の移動を安全で、快適な環境
に整えるための事業

1975 佐賀県 株式会社　中村 2300001003250
佐賀発「やさしい暮らし」を全国へ！新サイ
ト構築による販売強化

1976 佐賀県 川浪農園 プレミアム冷凍干し柿の量産・販路拡大事業

1977 佐賀県 株式会社　甲斐野造園土木 2300001008019
“ラッピング車輛がお客様を呼び込む”新規
顧客獲得事業

1978 佐賀県 有限会社　江口建設 2300002005147
100年企業への道！新しいデザイナー住宅の広
報活動

1979 佐賀県 株式会社マール 4300001004817 広告投下による福岡からの顧客獲得事業

1980 佐賀県 株式会社KMTec 9300001003970
防災・環境衛生商品をBtoC向けに販売する
ホームページ改善

1981 佐賀県 有限会社米屋 3300002005427
紙媒体の宣伝に力を入れ、高齢者層の新規顧
客獲得

1982 佐賀県 岩永食品
道の駅しろいし向け白石産大豆を使った新鮮
豆腐の製造体制強化

1983 佐賀県 本間農園
背振を元気に！「ほんま」ブランドのアンテ
ナショップ設置事業

1984 佐賀県 ティーダ建築工房
リフォームによる長期優良住宅化&自家発電消
費ハウス事業推進

1985 佐賀県 株式会社坂田鉄工所 1300001004035
鉄骨専用３D－CAD導入による高難度鉄骨製作
の実現と販路拡大

1986 佐賀県 閑古錐
アート作品をメインとしたインターネット販
売開始による販路開拓

1987 佐賀県 坂本水産　味の鯵屋
コロナに負けない！呼子伝統の熟成手法で新
たな商品開発！

1988 佐賀県 株式会社シロれもん 9300001011916
神埼発の新たな「食」のご提案に向けたパッ
ケージ開発と情報発信

1989 佐賀県 和懐石　山志田
ホームページとチラシで「見える化」！宅配
サービス強化事業

1990 長崎県 有限会社中尾建設 1310002015823
書類作成の半自動化による業務効率の抜本的
改革

1991 長崎県 マツナガ建設株式会社 4310001015086
ハイエンドクラスの精密計測技術による高品
質施工の提案

1992 長崎県 株式会社中溝緑化建設 3310001008090
造園・土木現場のアナログ・デジタル作業の
融合で作業効率の改善

1993 長崎県 株式会社対馬活性化事業会 9310001012970
飲食店・通販業者向け対馬商材視察ツアーお
よび対馬商材の販売

1994 長崎県 株式会社マルマス 9310001006948
”島のアイス屋さん”の販路開拓に向けた商
談会への出展

1995 長崎県 Salon holoholo
健康ダイエット・ロースイーツなど料理教室
を開講し顧客獲得事業

1996 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344 新しい市場にレシピ提案で販路開拓事業

1997 長崎県 MIYAMOTO　DENTECH
設備投資によるデジタル化、他社との業務提
携による販路開拓

1998 長崎県 マカブオート
旧車やカスタムカーが一目でわかる看板設置
で新たな顧客獲得事業

1999 長崎県 有限会社山小屋 6310002008475
高齢者に優しい店づくりと、新規顧客獲得の
ための老舗の取組

2000 長崎県 有限会社香田建設 2310002015921
高精度測量とドローンを組合せ、空と陸から
の業務改善

2001 長崎県 ニューサンクリーニング
新規ミシンの導入による生産性向上と利益率
改善



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2002 長崎県 小柳畳商店
待ちから攻めへ！積極的な営業に必要なツー
ル導入による販路拡大

2003 長崎県 ＤＯＧ ＢＯＸ
ペットホテルの多様化に対する品質向上と新
規顧客獲得事業

2004 長崎県 ヘアサロンワタナベ
お客様に合わせた環境作りの為の設備導入に
よる販路開拓

2005 長崎県 Maaya+n
HP開設とオリジナルロゴ作成による認知度と
売上のアップ！！

2006 長崎県 Rose&Co.
「農薬散布ドローン」を用いた農家向け新
サービス事業

2007 長崎県 株式会社シーガルイン 9310002018843
『恋人の聖地』を活用したカップル向けコン
テンツ開発による販路

2008 長崎県
アイランドフェスティバル株式会
社

3310001015657 女性専用シェアハウスの開設による販路開拓

2009 長崎県 レッカーセンター三根
ロードサービス事業者が提供するプラスαの
サービス事業展開

2010 長崎県 L’ECRIN ECサイト構築で販路回路拡大

2011 長崎県 土地家屋調査士横田耕詞事務所
ドローンを活用したサービス提供に伴う販路
拡大のための販促事業

2012 長崎県 秀一楼
新商品「鯖パニーニ」を昼のランチの目玉に
育てる事業

2013 長崎県 株式会社里山建築 6310001015340
「里山建築コンセプトブック」の作成による
新規顧客獲得事業

2014 長崎県 うえはら株式会社 9310002020089 『FISH　COOK　BOOK』の新たな販路開拓事業

2015 長崎県 本多農園
ブルーベリーを使った新規事業展開による販
路開拓事業

2016 長崎県 (有)西海園 7310002012583
新商品「水出しそのぎシェイク」等のティー
バッグ商品の販路拡大

2017 長崎県 橙
看板設置・トイレ改装による新規顧客獲得及
び売上拡大

2018 長崎県 さいとう宿場
新型コロナの影響で激減する宿泊売上補填の
ための飲食売上の強化

2019 長崎県 小玉デザイン制作室＆千綿写真室
ドローン空撮サービスによる自社ブランド強
化及び販路拡大事業

2020 長崎県 花のゴトウ
生花ストック機能強化による販売チャンスロ
ス撲滅事業

2021 長崎県 ガーデン工房　季樹
販売スペースと販売ツールの確保により、販
路拡大を図る事業

2022 長崎県 オーベルジュあかだま
美味しいものを安心安全に！美味しいメ
ニューで売上ＵＰ！

2023 長崎県 株式会社　須崎屋 7310001015661
五三焼カステラ屋が作る五三焼プリン開発に
よる相乗効果事業

2024 長崎県 合資会社　長崎開発 1310003001707
宿泊客への安心・安全面を強化する設備改修
事業

2025 長崎県 ㈱雲仙ビードロ美術館 5310001008510
民設民営の美術館による誘導看板設置で情報
発信強化事業

2026 長崎県 高来建設株式会社 2310001014230
新次元の機械導入による作業効率化と知名度
向上の販路開拓

2027 長崎県 大衆割烹　龍
温泉街の食堂による店内改修で業務効率化・
収益拡大事業

2028 長崎県 しまうま商会
島の農・魚介類の加工商品販売及びネット販
売拡大事業

2029 長崎県 有限会社　味よし 1310002019221
『美味しい壱岐をお届け!壱岐の島丼キッチン
カー情報発信力強』

2030 長崎県 NES STUDIO
脱外注！自社制作で、安定供給、コスト削
減、地域還元を目指す！



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2031 長崎県 ぱすたろう
顧客層拡大の為のバリアフリー化と売上増を
担う土産品開発

2032 長崎県 有限会社　福田陶器店 5310002012494
期間限定ショップ開設による新規顧客獲得と
自社ショップPR

2033 長崎県 有限会社　洸琳窯 1310002012374
自社ＨＰとＥＣサイトの新規立ち上げによる
売上拡大と販路開拓

2034 熊本県 膳家小山
インターネット活用し当店の飲食サービスを
積極的ＰＲ、売上増

2035 熊本県 株式会社　山翠園 1330001014460 花と気持ちをお届けする地域一番の店づくり

2036 熊本県 有限会社才塚自動車 4330002027525
車関連用品販売スペース確保による新規顧客
獲得事業

2037 熊本県 有限会社ルーフクリエイト 6330002011485
「デザイン経営」を取入れたブランディング
事業

2038 熊本県 廣島お好み焼き　もみじ
エンターテイメント性のあるサービス提供で
生産性の向上を目指す

2039 熊本県 株式会社ＭＡＲＧＨＵ 1330001027090
プッシュ型広告とプル型広告を活用したメ
ディアミックス広報

2040 熊本県 株式会社ライラック 1330001024889
新メニュー「脱毛マシーン」導入によるに売
上増加と販路開拓

2041 熊本県 荒木自動車整備工場
「小型車輌～大型車輌まで」修理・車検の集
客力アップ事業

2042 熊本県 ルーチェ・フォトスタジオ
成人式の衣装レンタルサービス開始による自
社HPリニューアル

2043 熊本県 Dignity Japan 株式会社 2330001027239
経営力、人間関係力を高めたい人の為の新規
教育サービス全国展開

2044 熊本県 お食事処　風月 豚足の自販機と通販サイトの広報強化事業

2045 熊本県 有限会社コーセイ 6330002022697 大型犬に対応した受け入れ体制整備事業

2046 熊本県 株式会社FJKコーポレーション 7330001009934
ホームページリニューアルに伴う事業の周知
化と新規顧客獲得

2047 熊本県 エステサロンTANPOPO
WEBマーケティングによるサロン情報発信の活
性化で新客開拓

2048 熊本県 有限会社　松下醸造場 3330002031081
球磨焼酎最古の蔵元の小ロット限定商品での
製造販売戦略。

2049 熊本県 有限会社　インフィックス 7330002012573
マイクロバブルシステム導入によりwin-win構
築で売上増強

2050 熊本県 Little Sun
漢方アロマと測定器でのビジュアル化による
新規顧客獲得

2051 熊本県 ㈲本富技術サービス 5330002010686
事業承継に伴う店舗イメージアップによる新
規顧客獲得

2052 熊本県 舟戸工務店
技術力を活かした伝統建築物修繕等への対応
による新規顧客開拓

2053 熊本県 Rainbow　Sleeves お客様へ安心安全お店前の外構工事

2054 熊本県 ふるすいんぐ俱楽部 弱点補強のための広報活動

2055 熊本県 有限会社吾亦紅 4330002023417 長く愛されるお店を目指した環境整備事業

2056 熊本県 有限会社穴井木材工場 6330002023332
事業承継のための次世代型デジタルコミュニ
ケーションツール構築

2057 熊本県 赤ちょうちん
コロナウイルス対応策・新規持ち帰り事業参
入による顧客確保

2058 熊本県 株式会社Foreque 3330001022874
海外進出を視野においた新商品開発と販路開
拓事業

2059 熊本県 合資会社中村製粉 1330003001944
国内産グルテンフリー商品の海外・国内販路
開拓及び生産性向上
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2060 熊本県 庄籠製菓舗 葛餅を使ったアイスバーの開発・販路開拓

2061 熊本県 フクシマ建材株式会社 7330001013457 webサイトのスマホ対応と商品ページ制作

2062 熊本県 食彩酒房　魚家
持ち帰りメニューの強化のために店内環境の
安心感を伝える

2063 熊本県 Ｋｕｒｕ－Ｌａｂ株式会社 5330001026262
フィットネスジムの営業時間延長による新た
な顧客層の開拓

2064 熊本県 株式会社一畳屋 2330001000336
高精度ディスプレイ看板による、新店舗認知
度と受注率の向上

2065 熊本県 株式会社松正 5330001008905
新規顧客開拓の為のデザインと販促物の試作
事業

2066 熊本県 味ひときれ
ダイレクトメール配信！動画でお肉を詳しく
解説！売上アップ作戦

2067 熊本県 松陰塾熊本城南校
安心・安全・快適の教育環境提供による地域
ニーズに対応できる塾

2068 熊本県 株式会社雨龍庵 8330001019404
｢第6回エンディング産業展｣出展を通じた専門
業者へのPR

2069 熊本県 有限会社明成 8330002029195
未曾有の事態でも揺るがない直販体制を強化
する事業

2070 熊本県 すし錦
高齢顧客のリピート率向上のための安らぎの
空間づくり

2071 熊本県 イフリート
ＱＲコード付きチラシとホームページ製作で
新規顧客獲得

2072 熊本県 癒しとほぐしのお店癒楽
ネット予約付きホームページリニューアルと
チラシで新規客獲得

2073 熊本県 はちどりphoto
メディア型自社Webサイト構築及びワンストッ
プ体制構築事業

2074 熊本県 株式会社八十八番屋本店 4330003005819
高齢者向けの高級弁当宅配サービスの強化・
認知度向上

2075 熊本県 オフィスエム
新サービスをPRするためのｗｅｂページ制作
とパンフレット制作

2076 熊本県 有限会社 肥後そう川 1330002020739
知名度向上及び効率的な販促活動による顧客
獲得

2077 熊本県 オフィス寺島 立地の特性を活かした屋外事業の拡充

2078 熊本県 体験民宿なかむら牧場
コロナウイルスに負けない！南阿蘇の魅力発
信事業

2079 熊本県 Lacla
看板制作による認知度拡大とチラシ配布によ
る新規顧客獲得

2080 熊本県 有限会社ジョンブル貿易 7330002005222
自社の強みを最大限にアピールするＨＰ作成
で新規顧客の獲得

2081 熊本県 ARCH  ｏｆ　ｈａｉｒ
ホームページリニューアルと快適空間の提供
による販路拡大事業

2082 熊本県 渡辺モータース 新たな買取業務の広報活動による売上拡大

2083 熊本県 合資会社塚本製粉 3330003001942
工場外観のリニューアル工事と商品デザイン
改良のよる販売促進

2084 熊本県 有限会社ＳＴＡＲ 1330002015516
動画によるﾌｧﾝ化で生徒集客&ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ売上販路
拡大事業

2085 熊本県 有明堂
機械装置導入による生産性向上と販路拡大事
業

2086 熊本県 合同会社琇華 9330003005707
冷凍、冷蔵庫導入で新市場開拓と小売展開に
よる販路拡大

2087 熊本県 伝こだいこ株式会社 6330001026815
昔の製法で作る五右衛門窯の豚骨スープを残
したい

2088 熊本県 有限会社テラワキ 4330002015281
客席の一部改造による来客数増加と新規客層
を広げる事業
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2089 熊本県 有限会社よしおか 6330002019388
奇跡の食卓シリーズ商品を使用したメニュー
開発のための設備投資

2090 熊本県 喜しん
さまざまな客層に対応できるお店づくりで新
規顧客獲得事業

2091 熊本県 白川造園工業株式会社 6330001002436 伐採による廃材を活用した薪の販売計画

2092 熊本県 株式会社アスリー 7330001019223
ピンチをチャンスに！！海外へ輸出・進出・
販路開拓事業

2093 熊本県 有限会社中尾モータース 2330002031025
展示、相談会開催によるサービスの提供・新
規顧客獲得

2094 熊本県 熊本ホームテック
「水回りリフォームプラン」の受注及び販路
拡大事業

2095 熊本県 有限会社タカハマ緑幸 9330002006482 ロボット芝草刈り機の広報活動

2096 熊本県 村田家旅館
外国人観光客をターゲットとした顧客拡大事
業

2097 熊本県 株式会社フジ開発 4330001009490
不動産オーナーに特化したブランディングと
ホームページ構築

2098 熊本県 中川シロアリ研究所株式会社 7330001027119
シロアリ防除で家を守る！ポスティングで地
域の認知度ＵＰへ

2099 熊本県 株式会社　景 6330001026757
購入意欲喚起とファン化の仕組み作りによる
経営の安定化

2100 熊本県 株式会社総合内装業TANAKA 2330001020747
熊本県北区の一般顧客に向けた継続的な新聞
折込による販路開拓

2101 熊本県 にわや
ホームページ導入に伴う事業の周知化と新規
顧客の獲得

2102 熊本県 万福小屋どんぶらこ
「南阿蘇らしい商品」の開発と道の駅等の販
路開拓営業ツール製作

2103 熊本県 株式会社山猿 5330001024720
高齢者層をメインとした特殊伐採及びお庭の
終活販促事業

2104 熊本県 FUNプロジェクト
ソトアソビと大型車の相乗効果によるコミュ
ニティ創出事業

2105 熊本県 山小屋Holahoo パンフレット作成と燻製小屋作製

2106 熊本県
株式会社　ＨＡＳＨＩＺＵＭＥ－
ＫＯＫＥＮ

8330001024874
作業用建設機械の新技術導入による販路開拓
事業

2107 熊本県 和風レストラン　まつ藤
喫煙者と禁煙者の分煙快適空間創出による販
路拡大

2108 熊本県 城北瓦株式会社 4330001012040
Webサイトのお役立ち情報配信で新規顧客獲得
と販売網づくり

2109 熊本県 株式会社HEALTY 7330001021261
ブランディング強化でサービス・教育・雇用
の一本化と売上強化

2110 熊本県 K-Marche(ケイマルシェ)
「マルシェ」の効果的アピールで販路拡大戦
略！

2111 熊本県 有限会社　興梠開発 9330002020657
ブルベリー産地復活！循環する農業で町と地
域の活性化に！

2112 熊本県 株式会社　ワルツ 8330001025591
新事業をPRするｗｅｂページ制作と営業用
ツールデザイン

2113 熊本県 株式会社to-too-to 6330001018382
ＭＥＯ対策とＬＩＮＥ公式アカウントで顧客
満足強化対策事業

2114 熊本県 株式会社有機農場 1330001019484
デジタルとアナログの融合による個人消費者
向け販路拡大

2115 熊本県 古閑自動車整備工場
タイヤ預かりサービス事業による新規顧客の
獲得

2116 熊本県 ベーカリー＆カフェ　デイジー テラス席の設置による売上増加事業

2117 熊本県 山水亭 高齢者もゆったりとできる宴会場の提供



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2118 熊本県 ここから整体 新規顧客開拓のための看板作成設置

2119 熊本県 杉元水産有限会社 5330002028654
自社ECサイト構築を目的としたホームページ
のリニューアル

2120 熊本県 有限会社堀田樹芸 9330002017991
観光農園事業による経営の多角化によるコロ
ナ不況対策事業

2121 熊本県 喜戸
顧客ニーズにマッチした商品ブラッシュアッ
プによる販路開拓事業

2122 熊本県 株式会社神海人神撰素材 1330001027009
若手農産品会社がWEBページで販路開拓と地域
ブランド化事業

2123 熊本県 割烹さかぐち
コロナに負けない！割烹クオリティの本格惣
菜事業への挑戦

2124 熊本県 （株）西田板金塗装工業 7330001024297
設備導入による業務効率化による販路開拓事
業

2125 熊本県 有限会社はしもと 8330002017464
ビジネスマンの元気を支える「朝活ごはんバ
イキング」で売上UP

2126 熊本県 食房田尻
新規事業による販路開拓と顧客満足度向上に
よる売上増加事業

2127 熊本県 株式会社 Ｗ．ＪＡＰＡＮ 7330001017458
若手海藻加工業者が地産地消のため新規に小
売店舗を開発する事業

2128 熊本県 株式会社RADIANT 6330001019265
ヒト幹細胞エキスを主原料とした美容液開発
と通販サイトの構築

2129 熊本県
株式会社アド・スーパー・ブレー
ン

4330001000177 販売強化のための自社webサイトリニューアル

2130 熊本県 ㈱小池建築設計 9330001021499
住宅メーカーができない伝統建築の軸とした
営業エリア拡大

2131 熊本県 薬草園キッチンライフ
若年層をターゲットとした新商品開発に伴う
商品化事業

2132 熊本県 司法書士法人あかりテラス 7330005009699
CMによる相続専門事務所としての認知度向上
及び集客力強化事業

2133 熊本県 有限会社 創建ホーム 3330002019713 WEBによる販路開拓による売上拡大事業

2134 熊本県 日出ショー
資源を未来に～循環型地域社会へ貢献する企
業を目指して～

2135 熊本県 株式会社　下巣畑農産 7330005008759
空調施設による労働環境の改善と農産物の品
質保持による販路拡大

2136 熊本県 そらいろのたね スチーム式オーブンの購入

2137 熊本県 株式会社ちかけんプロダクツ 7330001018828
ホームページの多言語化及び圧倒的ビジュア
ル化による世界発信

2138 熊本県 工房からすま株式会社 6330001024414
「天然木を使ったオンリーワンギフト」の販
路拡大事業

2139 大分県 安部農園 薪の商品化

2140 大分県 株式会社　鞠智 3320001013783 鞠智ブランドサイトリニューアル事業

2141 大分県 株式会社くじゅう高原開発公社 8320001009471
商談展示会出展に向けた新商品のブラシュ
アップ及び販路拡大

2142 大分県 ぼっち
９９％紫外線カットで室内温度を快適に保つ
窓フィルム施工ＰＲ事

2143 大分県 浪井丸天水産
経営体制強化のための自社及び自社商品ＰＲ
事業

2144 大分県 ディープマリン
離島・深島のブランディングによる深島生活
安定化計画

2145 大分県 髪の店　クローバー
ママさん美容師活躍の場！新型サロンの販路
拡大に向けたＨＰ作成

2146 大分県 有限会社　ハウスメイト杵築 7320002015395
ホームページ強化事業～物件情報の見える化
～



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2147 大分県 (有)永松瓦工業 9320002020154
点検・診断から将来のサポートを担うきっか
け事業

2148 大分県 行政書士末房ＣＣ事務所 広報媒体を活用した新規顧客獲得事業

2149 大分県 えぷろんたいむ
新商品開発とパン教室のウェブサイト・リー
フレットの作成

2150 大分県 株式会社茂里商店 9320001009818
新商品開発と自社ウェブサイト改善による販
路開拓事業

2151 大分県 株式会社　成美 3320001015268
ＥＣサイトの改良とＳＮＳ活用によるＢｔо
Ｃ販売強化事業

2152 大分県 かわのよしきの体力学校
体力測定と運動カードを用いた事業充実化お
よびブランディング

2153 大分県 豊予農場
ウチのみかんは見ても美味しい！電子公告
（動画）による販路拡大

2154 大分県 宇佐養魚　株式会社 3320001012612
「大分県宇佐産温泉どぜう」加工品販売促進
事業

2155 大分県 Siesta
ウェブコンサルティングを活用した販路開
拓・販路拡大戦略

2156 宮崎県 株式会社黒木鉄工所 9350001014773
大型用精密測定器導入による大型部品修繕の
受注拡大

2157 宮崎県 三宅設備興業
信頼できる地元企業へ！解体工事受注拡大事
業

2158 宮崎県 有限会社青木自動車整備工場 7350002013124
エーミング作業ツールを導入して特定整備事
業制度に対処する。

2159 宮崎県 有限会社小春荘 8350002015978
看板新設による認知度アップと新規顧客開拓
宣伝事業

2160 宮崎県 スピードハウス野口
福祉車両整備事業の営業力強化による販路開
拓事業

2161 宮崎県 あんどう工房 業務の内製化による、新規受注獲得事業

2162 宮崎県 花ハウス株式会社 6350001013646
３Ｄ ＣＡＤソフト導入によるリフォーム事業
の営業力強化事業

2163 宮崎県 有限会社天神ホンダ 2350002016008 門型リフト導入による、売上拡大事業

2164 宮崎県 内山金柑園
ホームページの刷新等による、「内山きんか
ん」ブランドの強化

2165 宮崎県 有限会社中田自動車 4350002011361
「LED対応の光度測定器」導入による車両整備
の強化事業

2166 宮崎県 株式会社中村商店 8350001006549
簡単調理の鰻商品の、WEB・パンフレットを通
じての販売促進

2167 宮崎県 有限会社尾鈴ミート 9350002009566
新ブランドの販促ツール開発による販売促
進・付加価値向上

2168 宮崎県 自然屋かわじん
良質な自然環境や外国人観光客を取り込む体
験型観光整備事業

2169 宮崎県 坂田百貨店
来店客の滞在時間延長・顧客満足増を図るこ
とによる売上増加事業

2170 宮崎県 PROGRESS GARAGE
幅広いニーズへの対応と作業効率化のための
先端自動車診断機導入

2171 宮崎県 株式会社そら彩 5350001014793
ベジパウダーを活用した都市部及び通販向け
新商品の販路開拓事業

2172 宮崎県 おたに家株式会社 4350001007501
ソバの選別作業の業務効率化のための設備導
入事業

2173 宮崎県 カフェARIGATO
ランチ営業強化の為の店舗改装及び設備導入
事業

2174 宮崎県 ごんぐり亭
看板設置による店舗視認性向上及び自社オリ
ジナル新商品開発事業

2175 宮崎県 有限会社平成商事 6350002017142
法律改正と顧客ニーズに対応するための室内
喫煙所設置事業



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2176 宮崎県 まごおり不動産
ホームページ新規開設と事務所看板新設によ
る新規顧客獲得事業

2177 宮崎県 株式会社高千穂ムラたび 8350001011400 成長しているEC販売の強化

2178 宮崎県 株式会社工藤工務店 9350001007240
ホームページリニューアルによる商圏拡大及
び新規顧客獲得

2179 宮崎県 アカツキ酒造合資会社 2350003001289
米焼酎「暁」のブランド力向上及び販路拡大
事業

2180 宮崎県 椎葉屋
「蕎麦」製麺製造の増加を図るための設備導
入と販路拡大事業

2181 宮崎県 合同会社ミミスマス 8350003003503
当社独自のホームページを作成し営業力を強
化を図る。

2182 宮崎県 谷山木材
倉庫の改装による展示場の設置および良質木
材の地域への浸透

2183 宮崎県 ふるさとや福永トーフ店
新規設備導入による油揚げ等、加工品の生産
性向上事業

2184 宮崎県 扶和ドローン株式会社 9120001220031
展示会や営業活動のための自社技術をPRする
広報資料作成

2185 鹿児島県 ジホウドー
高性能屈折度測定装置導入による顧客満足度
向上事業

2186 鹿児島県 ミツル電器
新たなＦＣ加盟をアピールする店舗外観改装
と看板設置

2187 鹿児島県 伊地知企画
ゆっくりと商談のできる空間提供のためのト
イレ改修事業

2188 鹿児島県 スタジオ美写 個人撮影増加に向けた店舗トータル改装

2189 鹿児島県 有限会社大伸食品 6340002025889 冷凍弁当による新たな顧客層への営業拡大

2190 鹿児島県 株式会社二宮鉄工 3340001014202 最新型鉄鋼切断機導入による作業量増大

2191 鹿児島県 手造り菓子工房　かしの樹
洋菓子店の魅力的なジェラート商品で多様な
集客対応と増収対策

2192 鹿児島県 接骨院楽
脱毛器導入による既存治療との相乗効果の創
出

2193 鹿児島県 株式会社相塲工務店 1340001019302
工務店の強みを活かした情報発信と認知度向
上による販路開拓

2194 鹿児島県 株式会社クロキ工業 2340001001523
自社の業務と技術が一目でわかるインター
ネットサイトの構築

2195 鹿児島県 株式会社サイコウ 1340001011218
スマホ対応＆デザイン力のあるHPで新規顧客
の獲得と販路拡大へ

2196 鹿児島県 (有)南薩緑化造園 2340002012759
お客様の求めるものを迅速に提案できる環境
を整える

2197 鹿児島県 Jah Kebab
お客様満足度の向上と新商品開発による販路
開拓

2198 鹿児島県 小料理しろう
2階宴会場のトイレ改修及び外国人客の受け入
れ態勢の構築

2199 鹿児島県 たつみや
店内レイアウト改善による清掃・殺菌の行き
届いた売場つくり

2200 鹿児島県 有限会社種子島旅行企画 7340002019262
高速船、宿泊予約のチケット発券効率化及び
営業活動強化事業

2201 鹿児島県 株式会社TINA 8340001009817
焼き肉の煙や臭いが気にならない仕組で女性
客の満足度向上事業

2202 鹿児島県 株式会社サンワイズ 2340001012297
新店舗・新サービス開始に伴う、新規顧客獲
得と販路拡大の実現

2203 鹿児島県 加藤淳鍼灸院
学生アスリート向け脱毛、脱毛による男性顧
客の開拓

2204 鹿児島県 南九州石油
キャッシュレスの安全性をPRし、若年層への
販路拡大



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2205 鹿児島県 山の中カフェ　りこTea
バリアフリー化の推進と設備導入による新規
顧客の開拓

2206 鹿児島県 有限会社キク 2340002025323
スムーズな来店のためのドア改修と高齢客に
アピールする販路開拓

2207 鹿児島県 イルマーレ合同会社 1340003000813
オフィシャルホームページのリニューアルと
英語ページの併設

2208 鹿児島県 有限会社屋久島薬草販売 7340002019790
持続的な売上増加を目指す高機能定期通販シ
ステムの導入

2209 鹿児島県 旬酒屋海神ひじり
現代化の店造りと多様化する客層への販路拡
大

2210 鹿児島県 ZeRocoLor株式会社 9340001021721
インターネット広告代理業・コンサルティン
グ業

2211 鹿児島県 有限会社ゆたか建装 3340002021965 大型可搬形ディーゼルエンジン発電機の導入

2212 鹿児島県 株式会社モノリス 4340001022352
スキャンレジ導入でアイテム数増加！オン
リーワンの雑貨をぜひ！

2213 鹿児島県 有限会社　野村工業 1340002007553
HPを活用した個人需要の掘起しによる顧客層
拡大と経営体質改善

2214 鹿児島県 有限会社　渓谷苑 2340002000078
「見て!元気に営業しています」イメージアッ
プ事業

2215 鹿児島県 有限会社　でしまる園芸 4340002012328 高性能刈払機導入による事業強化

2216 鹿児島県 株式会社トータルギフト横商 5340001005653
ノベルティ商品部門強化のための商品リ
ニューアル事業

2217 鹿児島県 株式会社プロフィジョン 4340001022195
介護・福祉施設向けの事業紹介ウェブサイト
とパンフレット作成

2218 鹿児島県 MARコンサルティング合同会社 2340003002560
働き方改革に備えるHPの開設および新規事業
（結婚相談所）参入

2219 鹿児島県 株式会社横福 3340001022642
新型コロナウイルスに打ち勝つ為の新たな販
売

2220 鹿児島県 有限会社ふじた 1340002014095
新車販売ＰＲと安心して給油できるお客様サ
ポート強化事業

2221 鹿児島県 合同会社ゆめりあＳＣ 3340003002064
作り手と買い手が集うプラットホーム整備事
業

2222 鹿児島県 株式会社安樂 4340001021453
潜在ニーズを引き出す販路開拓による「併読
定期購読契約」大作戦

2223 鹿児島県 らーめん濱商
座敷をテーブル席に改装し、衛生面・提供ス
ピードの強化事業

2224 鹿児島県 株式会社にいやま園 1340001000154
モール出店によるネット販売強化とシール機
導入による生産性向上

2225 鹿児島県 合同会社財の森 2340003002874
軽トラキッチンカー導入で拓く事業の未来と
新たな販路！

2226 鹿児島県 味処　松竹
店舗改装による新規顧客受入体制整備で満足
度向上と販路拡大

2227 鹿児島県 中島タタミ店
地産地消+地産外消へ販路拡大するための畳店
ホームページ作成

2228 鹿児島県 寿司和食処　亀幸 「おもてなし力アップ」の店づくり事業

2229 鹿児島県 合同会社大伸冷熱 8340003001986
下請工事依存から元請工事受注中心へ移行す
るための販路開拓

2230 鹿児島県 パティスリークーラクール
店舗看板設置による店舗周知及び新規顧客獲
得事業

2231 鹿児島県 サロン　アロマ日和
入店しやすい店舗づくりで新規顧客の獲得と
お客様満足度向上！

2232 鹿児島県 有限会社　林電気 2340002016058
保管倉庫設置による在庫確保と安定的で迅速
な事業運営確立

2233 鹿児島県 HANANOYA
新分野の新商品開発により全国へ販路拡大事
業
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2234 鹿児島県 株式会社川﨑農産 1340001015292
ネット販売システム構築及び商品デザインを
刷新し全国へ販路拡大

2235 鹿児島県 川﨑　拓三
多様化する顧客ニーズを捉えて販売先の増加
事業

2236 鹿児島県 合名会社荒木旅館 6340003000783
パブリックスペースを改修して、おもてなし
強化事業

2237 鹿児島県 きらく
活魚水槽新設工事によるえっがね（伊勢海
老）定食の安定した供給

2238 鹿児島県 有限会社　新光車輌 7340002017357
塗装技術の高度化で顧客ニーズの満足度アッ
プと売上増加

2239 鹿児島県
株式会社　シャッツフードカンパ
ニー

4340001020846
衛生対策と店舗改装による顧客満足度の向上
と販路開拓計画

2240 鹿児島県 岩元屋 看板設置による一見客獲得事業

2241 鹿児島県 Chichinpuipui
新聞折込と地域情報誌への広告掲載による知
名度アップ

2242 鹿児島県 リバティーオーシャン
地元材料を使用したオリジナル商品の商品化
による販路拡大

2243 埼玉県 株式会社Shee Atika 5021001057972
魅力が詰まった「岸良」を世界に発信する民
泊事業

2244 鹿児島県 川薩保温工業　有限会社 5340002017359
加工機導入で在庫ストックのアップと資材コ
ストダウンで売上拡大

2245 鹿児島県 ドーン・ワークス株式会社 5340001021849
新商品「化学調味料等不使用餃子」のための
販促用ツールの作成

2246 鹿児島県 有限会社　福留車検センター 3340002026364
スピーディーな車検整備と美しいボディメイ
クによる販路開拓事業

2247 鹿児島県 ホームショップ丸万
「何でもレスキュー」サービスリニューアル
に伴う設備導入事業

2248 鹿児島県 南日本審査株式会社 4640001008087
地元ISO審査会社のメリットと認知度を広め永
続企業に

2249 鹿児島県 有限会社鶴田水道設備 5340002024297
安心して頼める水道屋になるための，看板設
置及び外壁改修工事

2250 鹿児島県 株式会社　杉園百貨店 7340001013968
新たなデザイン刺繍でオリジナル商品の提供
による販路開拓事業

2251 鹿児島県 株式会社ファームファクトリー 2340001021001
高付加価値焼き芋の訴求による直売店の販売
力の強化

2252 鹿児島県 有限会社有川自動車 6340002027563
ホームページ作成で、志布志市内交通事故を
限りなくゼロへ！

2253 鹿児島県 宮本商店
ホームページを新規作成して広く自社と商品
をアピールするぞ！

2254 鹿児島県 株式会社アドミラル 7340001017093
利便性を高め、レンタルスペースの稼働率を
向上させる事業

2255 鹿児島県 通販はくつる
選別機械の導入による業務効率化と新規顧客
の創出

2256 鹿児島県 有限会社 東京屋菓子店 3340002025999
パンフレット等の作成による知名度アップと
新規顧客の獲得

2257 鹿児島県 合同会社奄美はなはなエール 5340003002327
コロナウイルスによる売上高減少に負けない
ための通販強化施策

2258 鹿児島県 HUB a nice INN
空調設備の設置と改装による顧客満足度の向
上

2259 鹿児島県 ARIGATO
喜界島在来種加工品及びパッケージラベルの
ブラッシュアップ

2260 鹿児島県 株式会社　平政建設 9340001011037 測量機械導入による販路拡大事業

2261 鹿児島県 有限会社キタカタ 2340002025298
商品の品質保持やお客様の満足度アップを図
るための販売促進事業

2262 鹿児島県 有限会社清水石油ガス 7340002025632
自動タイヤチェンジャー導入による顧客満足
度向上と販路拡大



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2263 鹿児島県 宮下商店
焼き芋の見栄えを良くして商品価値を向上さ
せるための商品開発事

2264 鹿児島県 (有)十津川農場 5340002026186
香港・台湾向け『ねじめびわ茶』ピロー包装
での販路拡大事業

2265 鹿児島県 (株)花のセトシタ 4340001014738
商品パック作業の効率化のための、最新結束
機械の導入

2266 鹿児島県 ガレージ田中
一般修理部門強化により、同業者を巻き込ん
だ地域連携を図る。

2267 鹿児島県 ㈱池田製作所 1340001021448
新規設備導入による食品加工業者向け機材修
繕事業による販路開拓

2268 沖縄県 nagaremo
土練機とたたら機を導入し製造量の増加を図
り、新規客を獲得する

2269 沖縄県 COCOSUP
英語対応ホームページの開発による訪日観光
客への販路拡大

2270 沖縄県 株式会社ラプラス 2360001020496
フォト婚を活かした、子供撮影スタジオの商
品開発と販路開拓

2271 沖縄県 Shelly.na
夜光貝の販路拡大における機器導入ならびに
販促ツールの整備事業

2272 沖縄県 株式会社アイノン 8360001021992
福祉・介護事業に特化した情報発信サイトの
開設

2273 沖縄県 株式会社ジュネ 9360002002066
「ＡＬＯＨＡ　ＳＨＯＰ　ＰＡＩＫＡＪＩ」
の来店客数・売上増加

2274 沖縄県 まいまいシーサー
電気窯購入による陶器シーサーの物販事業で
の売上増加

2275 沖縄県 TOMO COMPANY
来店者数アップを目指す新規顧客獲得と地域
に根差した販路開拓

2276 沖縄県 ちゅらさ工房
バラの副産物を活用したＥＣ向けローズティ
の商品開発と販路開拓

2277 沖縄県 Elly’s cafe
ヴィーガン加工商品の開発及びブランディン
グ事業

2278 沖縄県 株式会社シーポワール 1360001014573
看板設置によるドライブ客誘致と潜在顧客へ
の新規販路開拓

2279 沖縄県 株式会社　島酒家 6360002000287 南部唐辛子（仮称）のプロジェクト

2280 沖縄県 合同会社Kanoa 9360003009589
自社ECサイト導入によるオリジナル商品売上
強化の為の販路開拓

2281 沖縄県 有限会社　華絵 8360002020143
高付加価値　琉球ガラスを活用したテーブル
フラワー商品の提案

2282 沖縄県 南恩納トロピカル
店内バリアフリー化によるシニア世代向け新
商品開発と販路開拓

2283 沖縄県 お食事処　まーさーの店 阿波連ビーチテイクアウト販売事業

2284 沖縄県 北山
れとるとうふのパッケージ変更と新島豆腐の
味つけ缶詰の販路開拓

2285 沖縄県 ＭＡＬＩＢＵ
脱毛、バストアップケア、光フォトフェイ
シャルで新規顧客の獲得

2286 沖縄県 ハワイアングロット
自社店舗とECサイトの認識度向上による販売
力強化

2287 沖縄県
石垣島ハム・ソーセージ　十五番
地

廃棄物の減少による新商品の開発事業

2288 沖縄県 株式会社　ユカルヒ 5360001022928
石垣島・宮古島の魅力を伝えるフォトウェ
ディングによる販路開拓

2289 沖縄県 modo comodo
ライフスタイルデザイン・デジタルマネジメ
ントデザイン

2290 沖縄県 株式会社island works 9360001024788
かりゆしウェア新市場獲得の為の新商品開発
と自社店舗広告費予算

2291 沖縄県 ワビスケ浅田 自然のままの製法で作られたワインの普及



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2292 沖縄県 有限会社グローバルスタンダード 7370002019482
スマートフォン対応のＳＮＳ連動型ホーム
ページへのリニューアル

2293 沖縄県
株式会社　Ｈｏｎｅｙ　Ｆｕｓｉ
ｏｎ

6360001024601
県外・海外の新規顧客獲得に向けたホーム
ページ整備

2294 沖縄県 格安販売沖縄
オゾンや二酸化塩素を使用した空間洗浄の利
便性周知や販路開拓

2295 沖縄県 シーバーズ・スタジオ
ライブ配信サービス提供による売上アップ計
画

2296 沖縄県 紅型工房羽衣地 育休復帰後の販路開拓への道のり

2297 沖縄県 株式会社ファブリック 7360001025879
外壁塗装とHPリニューアルで沖縄おしゃれイ
ンテリアのお店へ

2298 沖縄県 アラヤプランニング㈱ 5360001021772
「紅型壁紙」で工芸産業を盛り上げよう！県
内販路開拓プロジェク

2299 沖縄県 BOND　okinawa
琉球びんがたアートを活用したアパレルの開
発及び販売

2300 沖縄県 ヘアサロンなしょなる 新ヘアカラー顧客獲得用大型看板の設置

2301 沖縄県 株式会社　新学 5360001012961 ホームページ等を利用した会社宣伝事業

2302 沖縄県 Glass Works ちゅき
（仮）つづるガラスアートスマホ対応決済通
販サイト

2303 沖縄県 イゼナマリンサービス　グイン 家族・友達に伝えたい伊是名の海の感動体験

2304 沖縄県 合同会社　島の元気研究所 8360003005878 「お米のパンケーキ」の販売拡大事業

2305 沖縄県
合同会社　ハーモニーアスビュー
ティー

1360003009398
ＥＣサイトの立ち上げ、ネット販売による新
規顧客獲得

2306 沖縄県 株式会社Style K2 7360001017174 小ロットによるオリジナル商品開発事業

2307 沖縄県
ジュピター観光　海上タクシー海
峡

海上タクシー・離島ツアー・島フードのオー
ルパッケージ化事業

2308 沖縄県 CAFETERRACE　1663
知名度・人気獲得のための認知度向上、看板
設置、新メニュー開発

2309 沖縄県 Lei Nani
新サービス「沖縄赤土よもぎ蒸し」」の提供
による経営力の向上

2310 沖縄県 FLAP　COFFEE 「産地の風を感じるコーヒー」販路拡大事業

2311 沖縄県
カデナパフォーマンスアートスタ
ジオ（KPASケーパス）

怪我予防の整ったフロアーに張替えしシニア
世代の新規入会を図る

2312 沖縄県 A-CREATE沖縄株式会社 2360002009191
出張型木材破砕機のワンストップサービスの
販路開拓

2313 沖縄県 うりぼう
ネット販売開始による販路開拓と機械導入に
よる生産性向上

2314 沖縄県 井口 春治
シーサー焼成窯の導入による新商品の開発と
市場開拓

2315 沖縄県 株式会社ナチュラルブルー 7360001019146
日本人向けツアー販路開拓　新しいターゲッ
ト開発

2316 沖縄県 南西食品株式会社 3360001012113
食の安全と魅力が詰まった無添加・無着色の
ドライフルーツセット

2317 沖縄県 株式会社ｂｏｎｄ 6360001020393
３事業ＨＰリニューアルにより、商品プラン
の開発と販路の開拓

2318 沖縄県 タルト屋 タルト屋オリジナル箱でおしゃれ度ＵＰ！！

2319 沖縄県 taion
原画を使ったアートの商品展開による販路拡
大

2320 沖縄県 有限会社ソレイユ 4360002020114
朝食プランの販売と看板設置による新規顧客
の集客



No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

2321 沖縄県 南星運転代行
ホームページを活用した顧客獲得と料金メー
ターによる業務改善

2322 沖縄県 studio158
一般企業向け　広告宣伝画像の活用提案及び
撮影サービスの提供

2323 沖縄県 有限会社　キャプテンリゾート 4360002009719 「禊月-KEIGETSU-」販促プロジェクト

2324 沖縄県 ブリッジコテージ
学生向けから、琉球大学付属病院患者、ご家
族向けへの主要な顧客

2325 沖縄県 Ｍｏｒｙ’ｓ
ロゴデザイン、のぼり、看板、庇の作成によ
る販路の開拓

2326 沖縄県
アジアンリラクゼーションスパ
ヤーチャイ美ら

ウェブリニューアルによる拡張と出張施術の
販路開拓

2327 沖縄県 アルワゴンジャパン合同会社 3360003009330
スマートにグローバルに、そして魅力ある場
所へブランディング

2328 沖縄県
グランブルーインターナショナル
株式会社

4120001099784
ネルビーチTerrace増室の提供における集客UP
事業

2329 沖縄県 味処　幸楽
在県人の来客増を図る、メニュー開発と視認
性向上事業

2330 沖縄県 山城商店
地元農家と直売所をターゲットとした島ラッ
キョウの販路拡大

2331 沖縄県 真栄田そば
バタフライピー増産で商品生産量を増やすこ
とによる販路の拡大

2332 沖縄県 桃香
新型コロナウィルス影響で減少の県外顧客向
けのＥＣ販売強化

2333 沖縄県 隆太窯
ローカル気分を味わいながら楽しめる陶芸体
験実施による販路開拓

2334 沖縄県 CAFEフクルビ
体験型BBQプランと琉球アダン葉の民芸体験に
よる販路開拓

2335 沖縄県 株式会社マルイ 2360001009168 リーフレット製作及び読谷処分場拡張の整備

2336 沖縄県 Chatan cafe halihali
天然非加熱100%はちみつのブランディングと
販売強化

2337 沖縄県 DOTE　Solutions　株式会社 2360001017518
新規顧客獲得のためのHP更新とポスティング
事業

2338 沖縄県 ローカルドットカンパニー
人工芝による独自性構築とスマートロック採
用による業務効率化

2339 沖縄県 yururu
ガラスジュエリーの制作体制の充実・売上拡
大・新規顧客の獲得

2340 沖縄県 株式会社ソルトラボ石垣島 9360001023575
西表島の特産品を用いたにがりハーブソルト
の開発と販路開拓

2341 沖縄県 ラフィール.ココ
リゾートウェディング衣装のご試着とインス
タ映えする店舗作り

2342 沖縄県 株式会社おおとり 1360001010911
妊活者及び更年期症状に悩む女性向けに新
サービスの提供

2343 沖縄県 我謝保育園
ホームページの効果的情報発信により児童増
加で売上と利益拡大

2344 沖縄県 海の店むる星
外国人観光客を視野に入れた販促ツール作成
と店舗整備


