
No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業の事業名称

1 北海道 ゴエン建築社㈱ 2430001066821 施設整備で信頼度と信用力の向上を図り契約成立の増加を目指す

2 北海道 DELTA webと映像で視覚に訴えるプロモーションで新規顧客を獲得する

3 北海道 Cross Lab　Donut&Cafe 創業店のアピール強化と新たな魅力の発信でコロナの影響を挽回

4 北海道 ザッツヘアークリエート 利便性を高めた予約システムの導入による顧客開拓、売上増加事業

5 北海道 きむら鍼灸院 感染予防の強化で安心と信頼を

6 北海道 ちょい旅サポート　ルピネ 「自分らしく生きる」を支える介護保険外サービスの認知度の向上

7 北海道 株式会社　宮川呉服店 7460301002493 着物お直しＰＲパンフレットで若年層の新規顧客獲得

8 北海道 ASUKAのチーズ工房 ネット販路確保に向けた販売促進対策

9 北海道 ㈲北美自工 3450002010115 電子制御車両に対応するための高性能ＥＣＵスキャンツール導入

10 北海道 日生バイオ株式会社 1430001044308 「なんと！おいしい若葉のしずく」新聞及び電子チラシでの販路開

11 北海道 スーパー融雪 自社ＨＰとパンフレット作成によるブランド力の向上と販路開拓

12 北海道 有限会社　加藤自動車 6460102007032 自動車特定整備制度の認証によるトータルカーサービスの提供

13 北海道 天塩共同印刷株式会社 4450005002986 紙印刷依存からの脱却！新部門の機器導入による生産性向上等事業

14 北海道 有限会社桑原自動車 1460102001015 新規格エアコンを精密整備、地域唯一無二のカードクターX

15 北海道 岩崎　量示 鉄道遺構「幻の橋」を高精細映像で記録したコンテンツ制作

16 北海道 ㈲石原薬局 1460102005775 薬袋等ラベル発行の導入に伴う顧客満足度向上及び新規顧客の開拓

17 北海道 有限会社　有沢商会 4460102005764 新たな商材取扱に伴うＤＭ発送による販路開拓及び新規顧客の開拓

18 北海道 有限会社　つぼ井 6460122005837 広告宣伝及び店内レイアウトの変更による顧客の獲得・商圏の拡大

19 北海道 めむろワイナリー㈱ ホームページ作成によるめむろワイナリーの商品PR及び販路開拓

20 北海道 株式会社　森岡建設 5460101003033 おしゃれな雑貨コーナーの新設による若年層顧客の取り込み

21 北海道 ＰｉｚｚｅｒｉａＤｅｌｌ’ａｎｉｍａ 店舗入口のバリアフリー化による快適性の向上でリピート率ＵＰ

22 北海道 梅澤商店 店舗誘導・商品PR看板設置による来店者数と売上アップ

23 北海道 むかわのジビエ 鹿肉の新商品開発による販路開拓

24 北海道 旅人宿昭栄 インバウンドの受入、効率化に伴う浴室の改修

25 北海道 ＳＡＲＵ　ＯＦＦIＣＥ 写真撮影オリジナル商品開発・写真撮影や映像制作事業の販路拡大

26 北海道
株式会社Casual ｃhinese ｋiｔｃｈ

en　昇龍軒
1460001005414 回転率向上・早期売上回復のための厨房の効率化と重点商品のPR
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27 北海道 串処えびす 脱コロナ不況！外観のリニューアルと販促で活気ある事業の再建へ

28 北海道 パンカフェ　ペティ パン屋のケーキ販売へ向けた設備導入と販促で新たな需要の獲得！

29 北海道 株式会社　オートガレージ車屋 8440001007380 新サービス導入による顧客満足度の向上と売上及び利益率の増加

30 北海道 ことぶきや テント購入で販売促進機会の増加による売上の回復と雇用の確保

31 北海道 明光義塾音更教室 入会キャンペーンの周知とＰＲ看板による新規学生獲得

32 北海道 ㈱青池鉄工 6460301002379 看板の設置とホームページ制作による新規顧客獲得事業

33 北海道 ㈱エッチ・エス・ジェー 3460301002349 取扱商品の拡大による販売点数向上事業

34 北海道 有限会社　小間旅館 7440002010137 「地元産そば粉で作る手打ちそば」販売拡大事業

35 北海道 合同会社　北海道地域観光計画 1430003009804 札幌圏の親水活動の通年展開による体験ツーリズムの提供

36 北海道 株式会社エムケイ 2460101003317 猫砂ペレット専用のＨＰ改善およびトドマツを利用した新商品開発

37 北海道 cafe&bar RED AVENTURINE 営業再開に向けて感染リスクを抑えた店舗環境の整備

38 北海道 有限会社　ミンズ・ワン 8450002012271 コテージの環境改善による宿泊客の満足度向上及び新規顧客獲得

39 北海道 株式会社アドバンススチール 5460301004723 溶接機導入による受注量増加と売上拡大

40 北海道 大澤理容院 店舗改装で実現！新規顧客獲得と固定客化による売上増加

41 北海道 合同会社ZONE 2430003011404 HP・PR動画制作、発信及び宣伝による新規ユーザーの獲得

42 北海道 松尾ジンギスカン釧路町支店 店舗改装とホームページ刷新による販路開拓

43 北海道 蕎麦　花はな ＩＴ化導入によるネット販売の構築、新規顧客開拓に向けた情報発

44 北海道 美容室　Rire おもてなしの心のこもった分かりやすい店舗づくり

45 北海道 フェィスエステサロンcocoha コロナに負けるな　誰もが安心して来店できるエステサロン

46 北海道 平和湯 高齢世代の既存顧客に対応した簡易商店設置による販路拡大

47 北海道 清寿し・ペンション鈴木屋 宿泊施設の共有部分等の環境改善によるビジネス利用客の早期回復

48 北海道 旅館たねだ 宿泊環境改善によるスポーツ合宿及び外国人観光客獲得事業

49 北海道 味の賀寿当 高まる衛生意識に対応した店内改修による再来店・新規来店の促進

50 北海道 じゃんけんぽん びらとり和牛ハンバーグの販路拡大とPR強化の為の設備導入

51 北海道 三浦自動車 株式会社 6460001005260 レンタカー需要の効果的取込みのための店舗看板リニューアル

52 北海道 有限会社　賀集農産 2433000205418 ホームページのリニューアルによる情報発信力の強化

53 北海道 石戸谷洋品店 ECモール出店による新規顧客獲得と売上向上計画



54 北海道 いくもと米穀店 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理による空調設備導入

55 北海道 百味庵 高齢者等のニーズに対応した環境整備で観光客依存型からの脱却

56 北海道
mamaconcierge24（ママコンシェル

ジュ24）
新規顧客開拓に繋げるマッチングフェア、職場見学バスツアー

57 北海道 カラオケランド　デュエット 新型コロナ禍のネガティブイメージ払拭を実現する店舗改装事業

58 北海道 株式会社ヴィレッジロード 8450001012462 ローコストで効率的な捕獲を実現！エゾシカ用「箱罠」の開発

59 北海道 有限会社赤塚商会 7440002008692 コールドラミネーター導入による業務効率化と新規顧客開拓

60 北海道 株式会社　カネト水産 1430001050974 小売部門強化に向けた特産品ＰＲ用販促物の作成

61 北海道 有限会社　港寿し 5430002056645 店内環境の整備による食事環境と顧客満足度の向上

62 北海道 合同会社　カネホ本間漁業 2430003005059 自社Webサイトを制作・運用しての販路拡大

63 北海道 パンと珈琲のこうば 感染防止と生産性向上の両者を実現するための設備投資

64 北海道 株式会社　ファン 3450001006584 看板設置とホームページリニューアルによる集客力向上事業

65 北海道 有限会社からまつ園 3430002052019 様々な広告媒体を活用した広告宣伝強化による販売促進事業

66 北海道 株式会社アイアンワークス 3462501000669 牛舎材料鉄骨の大型化に対応した設備投資と新規受注拡大

67 北海道 有限会社　部田興行社 3460102006219 若年・女性客獲得に向けたカラオケルーム改装と販促告知事業

68 北海道 ヘアルーム心 ヘッドスパメニュー展開による客単価と顧客満足度向上

69 北海道 有限会社　松月堂 4460102006192 新たな食品表示への対応と販路開拓に繋がる商品の魅力PR事業

70 北海道 株式会社　いけ乃 1460101006782 店舗看板設置による販促と真空調理機導入による生産性向上事業

71 北海道 篠原精肉店 商品動画による訴求効果と新商品販売による外販強化で売上向上

72 北海道 鏑木水産株式会社 9460101003426 自社商品のブランド力強化によるお客様認知度の向上

73 北海道 有限会社共栄モータース 3450002010081 新規高性能焼却炉（中和機工㈱CX-45）導入による販路開拓

74 北海道 西興部ゲストハウスＧＡ．ＫＯＰＰＥＲ 冬のアクティビティ開発による交流人口拡大と閑散期の顧客獲得

75 北海道 有限会社　押琴ファーム 4430002046977 ホームページリニューアルによる販路開拓拡大事業

76 北海道 有限会社ネイチャーライヴ 8450002012148 天売島冊子リーフ制作による知名度アップ＆観光客回復事業

77 北海道 (有)スプリング 9460102005636 民宿設備のバリアフリー化による新たな顧客獲得

78 北海道 有限会社宮田鉄工所 1460102003465 工場内の作業効率化により取扱商品の短納期化実現による販路拡大

79 北海道 東大雪ぬかびらユースホステル テレワーク対応設備導入による新たな客層の開拓

80 北海道 家具工房＆カフェ　ブーオ 商品訴求に効果的な陳列棚と間接照明、外看板制作事業



81 北海道 ちいさなログカフェふらわ 自家製素材を使ったメニュー開発

82 北海道 こそばテント 作業スペースの拡大で作業効率と売上増加を図る。

83 北海道 ㈱南運輸 7450001006556 自社にてダンプの修理を行い、売上増加に繋げる。

84 北海道 スナック　バレンタイン 清潔感溢れる店内への転換による販路拡大事業

85 北海道 昭和測量設計株式会社 9430001055272 衛星測位システムを活用した業務効率化による生産性向上事業

86 北海道 有限会社　まつや旅館 4460002002754 早期需要回復の見込める飲食部門ＰＲのためのＨＰリニューアル

87 北海道 食事処　冠月 店舗外装の修理による入店しやすい雰囲気づくり

88 北海道 明治信和産業　株式会社 8460001001828 オーブンの新規導入で弁当惣菜のテイクアウト及び宅配の強化

89 北海道 有限会社　松花 6460002003635 真空包装機導入による新商品開発と販路拡大

90 北海道 有限会社　ヘアーショップ　トミタ 6460002002546 店舗イメージと待合室環境の改善によるリピート率の向上

91 北海道 有限会社　鳥せい　白糠店 4460002001987 客単価の高い喫煙者を呼び戻すための環境整備と来店客数の回復

92 北海道 ネイルサロンＭボニール 新事業「訪問サロン」の周知・展開による新規顧客獲得

93 北海道 有限会社スチール巧産 3460102001673 ＨＰ開設で昔懐かし「パイプそり」を幅広い世代へ発信し販路開拓

94 北海道 スマイル補聴器 新事業「補聴器レンタルサービス」の周知徹底による新規顧客開拓

95 北海道 有限会社 道交通共栄社 4450002003737 店舗アプリ拡販の為の専門ＨＰ制作とリモート営業の構築

96 北海道 有限会社知内温泉旅館 8440002002199 安心してご利用いただける温泉宿へ向けた施設環境向上事業

97 北海道 米坂商店 コロナに打ち勝つ地元飲食店力作！冷凍食品で食の改革事業

98 北海道 Cafe mille feuille ふるさと納税返礼品制度による販路拡大のための設備投資

99 北海道 ㈲日沼測量事務所 4440002009776 生産性向上を図るための新たな設備の導入

100 北海道 鳴海整骨院 低周波治療器導入・コロナ禍における予防対策による集客

101 北海道 seazbran 誰でも安心、ホッと出来るパン屋の空間作り

102 北海道 バックカントリーガイドゆきのこ 自社ホームページの更新と英語版の新設事業による新規顧客獲得

103 北海道 有限会社丸ヨ横山商店 3450002009520 総菜部門の強化と店前バリアフリー化で活路を開く

104 北海道 ユニゾン株式会社 4430001017780 飲食部門強化による事業再建事業

105 北海道 らーめん喜一郎札内店 裏口ドア・換気扇の補修・エアコン移設での衛生的な空間づくり

106 北海道 株式会社イーストワン 6430001059838 新規事業である簡易車両整備サービス導入による収益性向上

107 北海道 有限会社　鶴田農園 4430002056431 シャインマスカット海外輸出体制構築ブランディング強化事業



108 北海道 ｐａｎｎｏｍａ 宣伝活動の強化による販路拡大と生産力向上事業

109 北海道 自家焙煎珈琲　北工房 インターネット販売強化に伴うホームページのリニューアル事業

110 北海道 有限会社　麦菓堂 7450002009070 バリアフリー化による子育て世帯と高齢者に優しい店づくり事業

111 北海道 和raku-Tei 情報発信力の強化に伴うホームページリニューアル事業

112 北海道 WEML旭川Ｇｕｔｓ Ｗａｌｌ クライミングウォールの一新！ルートの一新！で顧客獲得

113 北海道 有限会社堀江設備工業 1430002063042 小規模掘削現場の自働化による工事受注数の拡大

114 北海道 ペンション菜摘実の里 充実の田舎暮らし体験による新規顧客獲得事業

115 北海道 有限会社足寄ひだまりファーム 5460102007636 カフェ事業・マイクロツーリズム獲得の広報で売上増

116 北海道 カフェ　クオーレ テイクアウト新メニューによる売上Ｖ字回復を図る

117 北海道 スプウン谷のザワザワ村 農産物直売所への改装事業

118 北海道 とかち元気村 新商品開発に向けた調理設備の導入

119 北海道 有限会社吉野鮨 2430002053315 快適な空間の提供による集客力向上事業

120 北海道 ＫＭＢ合同会社 6450003001390 エアコンと駐車場舗装による環境整備で顧客満足度・集客力向上

121 北海道 株式会社エヌ・エービジネス 6450001010749 HP、SNS開設、カタログ作成による営業の効率化と拡大

122 北海道 有限会社田渕自動車興業 3430002063544 オウンドメディアによる新規顧客獲得事業

123 北海道 有限会社北海スキャロップ 3430002066019 ギフト商戦参入による新たな販路開拓

124 北海道 司法書士・行政書士添谷事務所 業務用ソフト導入によるモバイル環境整備事業

125 北海道 株式会社北成 4450001011410 全国への販路拡大と新たな人材確保に向けたホームページ制作

126 北海道 ㈲きくち葬祭 9440002009607 花のサブスクリプション制度を導入し安定した経営基盤を作る

127 北海道 四季彩　岬 事業承継のためのランチ営業開始による売上増と経営の安定化

128 北海道 合同会社マルレイ 3462503000188 「地域と共に」に歩み、顧客のニーズに対応した販路開拓事業

129 北海道 株式会社　monogram． 4450001011889 monogram商品の販売拡大モノグラム徹底周知プロジェクト

130 北海道 有限会社アイス工房田村ファーム 2450002008713 カップアイス製造強化事業搾りたてミルクで作る本物のアイスを！

131 北海道 クローバーフード 小規模福祉施設に向けた食を通じた経営効率化の事業

132 北海道 with aizankei 遊休地を活用した駐車場整備による新たな顧客と収益獲得事業

133 北海道 リゾートペンション山の上 層雲峡の観光客回復に向けたホームページの新規開設

134 北海道 ダイニングBAR　ましゅうぶるー 高気圧酸素ボックス導入による健康促進分野への新規参入事業



135 北海道 有限会社　神山電気商会 3460102006664 新設備を活用した収益改善プロジェクト

136 北海道 バー　イコール バーと昭和の旅館の奇跡の合体プロジェクト

137 北海道 御料整骨院 新たなサービスの提供による新規顧客の獲得に向けた設備導入

138 北海道 Ｈａｉｒ ｓｈｏｐ Ｂａｒｏｎ 高品質な理容サービスの提供と顧客満足度の向上に向けた設備導入

139 北海道 有限会社　新光ビジネス 9450002012295 新しい生活様式の浸透へ～地域と歩む売り場づくり展開～

140 北海道 株式会社長崎商事 9460102006997 ＨＰ開設により企業の認知度アップと、優秀な人材の確保を目指す

141 北海道 株式会社ベジハート 7460101005424 事業拡大に向けてのイメージ伝達デザインの作成

142 北海道 能源有限会社 1430002060717 大型浄化槽等の販売促進プロモーションビデオ製作による販路拡大

143 北海道 株式会社　ヤマオ 7460101001860 オール十勝の原料で新商品「わさび納豆」の開発で市場開拓！

144 北海道 有限会社厚真燃料 9430002058968 高速給油計量器の導入による軽油配送客拡大に向けた営業強化

145 北海道 株式会社あつマッシュ 3430001080020 個人向け商品開発およびブランド強化による霊芝の販売拡大事業

146 北海道 寿し　大洋 快適な食事空間の提供による滞在時間・利用率の向上事業

147 北海道 合同会社あいすの杜 9430003004194 新コロナウイルスの影響により激減した売上を回復する為の事業

148 北海道 Azu Auto 広域的対応と技術力向上による安全・安心サービス提供事業

149 北海道 山口土建工業株式会社 2430001048778 施工管理システム導入による効率化と業務内容拡大事業

150 北海道 有限会社桧山ハイヤー 1440002009770 非対面型受注配車システム等導入による生産性向上と業務効率化

151 北海道 Ｎａｐ　Ｈａｉｒ(ﾅｯﾌﾟﾍｱｰ) 快適シャンプー・ユニバーサルスペースで売上増

152 北海道 Herb Restarant&Cafe ROSMARINO テイクアウトの強化による新規顧客及びリピーターの獲得

153 北海道 富士ハイヤー株式会社 4450001008695 納車時の車内クリーニングによる顧客満足度の向上

154 北海道 株式会社　創建 2430001079261 プレハブ事務所の設置による安心して出入りできる空間づくり

155 北海道 椎名はりきゅう整骨院 新たな治療器具での同業と差別化した多岐にわたる治療法の確立

156 北海道 スバルひだか株式会社 8430001055959 店舗看板新設による視認性向上店舗魅力と技術を伝えるチラシ作成

157 北海道 合同会社Hikobayu 9430003008971 粉砕処理による枝葉の収集効率化で精油の増産体制を構築

158 北海道 株式会社　矢野旅館 6440001002466 見やすい・使いやすい・発信力があるＨＰへ全面リニューアル

159 北海道 有限会社　三井水産 8440002005796 ＨＰの改修と自社商品の開発・販路拡大

160 北海道 モードショップ　カトレア 新サービス提供！！顧客満足度UPで新規顧客獲得

161 北海道 Calendula 新しい生活様式に対応したサービスの提供ドライブスルー形式導入



162 北海道 結 カフェ運営に必要なメニューの充実と新メニュー開発

163 北海道 株式会社　大西林業 8430001054894 視認性を高めた看板設置による新規顧客の獲得

164 北海道 おやきやTOTTE 「マスヤキ」開発による新規顧客の開拓

165 北海道 Casochi合同会社 1450003001585 地元素材を活用したクレープのブランディングと販売ツール制作

166 北海道 トンタンファーム 高効率な製品開発と加工を目指す計量器付プリンタの導入事業

167 北海道 食事処みどちゃん 食材保存から改めるアフターコロナの飲食業経営

168 北海道 まんぷく食堂 「新北海道スタイル」を見据えたテイクアウト事業の強化

169 北海道 ㈱ソウキセイ 9430001079024 クラウドを活用した「かかりつけ薬剤師・薬局」対し得構築事業

170 青森県 川村美容室 バリアフリー化とシニア向けサービスのPRによる販路拡大

171 青森県 喫茶　あさねぼう 若年層よ集え！開放感あふれるコーヒー・食事スペース設置事業

172 青森県 株式会社カクダイ 9420001008561 LED照明設備による店舗イメージの向上に伴う販売促進

173 青森県 田舎風和洋食堂　ぎょりん 自立看板設置等による新規顧客・リピーター顧客獲得事業

174 青森県 株式会社マルシン塗装看板店 3420001011694 ドローンを導入した『屋根に上がらず診断・点検・見積り』

175 青森県 今商店 塩辛の新たなバリエーションで競合との差別化による小売展開

176 青森県 ㈲ハルミ内装 5420002010116 目指せ地域№1誰からも愛されるたこ焼き屋の顧客獲得戦術

177 青森県 笹森ストアー ニーズの掘り起こしに挑む小規模食品店の隙間商売計画

178 青森県 本間りんご農園 ホームページによる蜜入り大玉りんごの販売促進と顧客満足度向上

179 青森県 館山自動車株式会社 5420001008607 車検整備技術の高度化とキャンペーン実施による販路開拓

180 青森県 有限会社いした 7420002014552 年末年始の通販カタログ作成による販売促進事業

181 青森県 柴田自動車工場 自動車の安全を確保するため、新技術に対応した診断機導入事業

182 青森県 株式会社石豊建設 4420001010299 ホームページのリニューアル及び販促物の活用による新規顧客獲得

183 青森県 有限会社 西幸呉服店 2420002009838 LED照明工事による誘客促進と新規販売事業による売上増進事業

184 青森県 サニー美容室 新たな顧客獲得に向けた、店舗環境の整備による販路開拓事業

185 青森県 麵屋てんやわんや 見える化店舗で、「食を堪能」顧客取戻し新規開拓事業

186 青森県 神武食堂 「神武食堂の味を食卓へ！」テイクアウト部門強化事業

187 青森県 有限会社　デザイン２１ 5420002010677 おしゃれで耐久性に優れたフィルム施工による販路拡大

188 青森県 有限会社　つがる農販 8420002012448 地域一番店をめざして！大型看板設置による新規顧客誘導事業



189 青森県 ㈱漁善 6420001013606 壁面看板設置による誘客促進事業

190 青森県 大野板金 板金屋のドローンによる見える化で地域のトップランナーを目指す

191 青森県 イイダ電業 新たなる販路への挑戦！事務効率化大作戦

192 青森県 日新モーター キッズルーム新設による新たな客層の獲得を図る販売促進事業

193 青森県 株式会社　魚忠 6420001012780 看板設置を行い、訴求性向上による新規顧客獲得・売上増進事業

194 青森県 AFRESH　株式会社 6420001016798 看板・宣伝チラシでPR効果向上による販路開拓・売上増進事業

195 青森県 コムラ醸造株式会社 5420001006949 生産性向上のための液体充填機の導入

196 青森県 まつみや呉服・酒・建材店 ホームページの活用で地域の生活を守り付加価値UPをはかる事業

197 青森県 有限会社山のホテル 9420002014633 新HPをはじめとする「山のホテル」ブランド化とPR事業

198 青森県 ㈱槻の森舎 3420001013303 子ども達が健康で快適に学習できる教室づくりによる顧客獲得事業

199 青森県 ㈱肉の博明 1420001016266 冷凍加工食品、見て手にして選べる冷凍ショーケース導入

200 青森県 有限会社　高村設計 6420002017779 構造プログラム追加導入による経営基盤強化と新規顧客獲得事業

201 青森県 幡龍 インスタ映え目玉メニュー開発で女性客アップ！

202 青森県 カッパドギア 厨房設備導入で新メニューと店舗改装で快適おいしいランチ

203 青森県 なりけん 栄養成分表示に対応したラベルプリンター購入事業

204 青森県 合同会社　ツリーワーク 9420003000673 害獣対策から生まれた自家生産食用ジョロキアパウダーの開発事業

205 青森県 新岡自動車整備工場 看板設置、外観改装で入りやすい自動車整備工場へ劇的変化！

206 青森県 根岸整骨院 超音波治療器導入による新サービスの提供で売上アップ

207 青森県 モンターニュ　お菓子のやまろく 生産設備導入による販売強化事業

208 青森県 彗星塾 速読解・思考力講座導入授業による成績向上と新規顧客獲得

209 青森県 株式会社アグリ―デザイン 1420001012959 ＨＡＣＣＰ対応の施設新設による業務用の販路拡大事業

210 青森県 Warung Sunny 地域農産物を活用したヘルシー商品の開発と販路開拓事業

211 青森県 有限会社モット 3420002002965 一般ユーザーを対象とした販売・整備増強計画

212 青森県 有限会社ノースロードジャパン 9420002017396 持続化するサービス提供改善・強化による定期的な売上維持の実現

213 青森県 澤橋和男土地家屋調査士事務所 ホームページを利用した技術及び業務内容の周知による集客事業

214 青森県 合同会社十文字商店 9420003001580 移動販売車での通年営業化による売上アップ事業

215 青森県 ㈲中坪百貨店 9420002010013 ご当地新惣菜、新弁当開発による客単価アップ



216 青森県 おそうじ工房 殺菌消毒及び消臭～遺品整理まで自社の魅力発信による販路開拓

217 青森県 もも美容室 子ども連れの女性がおしゃれを楽しめる美容室

218 青森県 有限会社　青森資材 5420002011460 ホームページ作成等による取引先探耕・新規獲得・収益性向上事業

219 青森県 有限会社　インテリア平内 4420002003327 新たなリフォームプレゼン手法によるシニア世代等への販路開拓

220 青森県 有限会社　ストウ酒商 2420002003361 葬儀用盛り籠PRによる販路開拓事業

221 青森県 山野下建築 「地域のお抱え大工」事業継続維持のための販路開拓計画

222 青森県 有限会社　タカハシデザイン 9420002007604 看板の劣化予防診断、メンテナンス事業強化

223 青森県 有限会社マリンハウス 4420002020017 工場改修による製品陳列ゾーンの確保と誘客促進による売上増進

224 青森県
鈑金ショップＣ．Ｃ．Ｃとりぷるく

らうん
車検・整備対応設備導入により、新たな事業を展開し売上アップ！

225 青森県 有限会社山本石油店 3420002016024 大型車両対応の作業場舗装による顧客増加・作業効率向上事業

226 青森県 有限会社　稲垣温泉ホテル 5420002011675 地元住民へ向けた日帰り入浴の販路開拓の為の館内設備改装事業

227 青森県 加福園 「ＨＰと行政広報誌掲載による認知度アップで売上アップ！」

228 青森県 家具のおだぎり有限会社 5420002012285 「チラシ折込エリアの拡大で販路拡大売上アップ！！」

229 青森県 三沢キッチン　ハピワン 来店動機を高めるクラフトビール事業拡大戦略

230 青森県 株式会社光明葬祭 8420001010709 立地を活かした住民サービスと商店街連携による新会員獲得事業

231 青森県 インテリアいちま 自社技術力向上を図り、新サービス導入による新規販路開拓事業

232 青森県 株式会社写真のオクヤマ 8420001011599 激変の時を超え創業100周年を目指す写真館の大作戦

233 青森県 まつはしクリーニング 店舗外観イメージチェンジで販路開拓事業

234 青森県 株式会社　エビサワ農園 5420001013482 商品パッケージ改訂・商談会による新型コロナ経営危機脱却

235 青森県 有限会社野原 7420002009486 「既存事業への遡及効果を狙い立ち上げた新規事業カフェのPR」

236 青森県 Kill’s Hair（キルズヘアー） 「貴方のなりたい」を叶える男性向けリニューアル広報事業

237 岩手県 中国料理龍潭酒家 ホームページ開設とネット予約からの顧客獲得・売上拡大事業

238 岩手県 有限会社紫波鶏業 5400002007089 簡単調理総菜の開発と販売による若・中年顧客の開拓

239 岩手県 京料理京亭 法要会場への御料理宅配業務の周知による販路拡大

240 岩手県 合同会社sasatta 1400003002489 空き家を利用した地域交流の場所の提供と新規事業の開拓

241 岩手県 大野自動車整備工場 外車に対応した次世代自動車診断機導入による新たな販路開拓

242 岩手県 株式会社堀間建装 6400001009993 住宅密集地での塗装工事の効率化による元請け住宅工事の受注増



243 岩手県 金幸板金 原価管理システム導入及び作業効率の改善による販路拡大

244 岩手県 株式会社カワイ 1400001004784 家庭用エアコンの設置・販売によるBtoC顧客の獲得

245 岩手県 株式会社マルシン 5400001004319 塗装リフォーム専門集団の認知度向上による地域顧客への販路拡大

246 岩手県
シャンソン化粧品特約店　ＣＥサロ

ン　リップス星山
キッズスペースの整備による子育て世代顧客の獲得

247 岩手県 わとな自然農園 パンの生産能力向上と直売所開設による販路開拓

248 岩手県 ㈱野田造林 1400001008174 ドローンを活用した作業の効率化による新たな販路拡大

249 岩手県 Lien遠野 プロキャンパーから身障者まで対応可能な全天候型キャンプ場整備

250 岩手県 ササキデンキ エアコンクリーニング事業から居住空間の守り人としての地位確立

251 岩手県 外村接骨院 TRXサスペンショントレーニング導入による顧客満足度向上事業

252 岩手県 株式会社　彩冬 5400002007683 当館の消費者認知度調査及び調査結果を基にした販売促進事業

253 岩手県 寿し政 顧客ニーズにマッチした店舗の構築による高齢者層の顧客獲得

254 岩手県 Farm Activity 新たなIT活用による、データ見える化での高品質リンゴ栽培

255 岩手県 藤屋食堂 バリアフリー化とＬＥＤ照明への改装による高齢者層顧客の獲得

256 岩手県 味の味橋屋 「映える」商品デザインの作成による女性客への販路拡大事業

257 岩手県 斉藤輪店 セニアカーの点検サービス開始に伴う売上向上

258 岩手県 もじゃピン 新たなメニューの周知による新規顧客開拓

259 岩手県 AVANTI 訪問・無料送迎理美容サービスによる顧客獲得事業

260 岩手県 Ｋａｔａｓｕｍｉ 生き残りをかけた新たな取組みベーグル販売に向けた環境整備事業

261 岩手県 やまに農産株式会社 0400001006606 利便性向上に向けた案内地図看板設置によるわらび農園の販路開拓

262 岩手県 工藤菓子店 快適で魅力的な高級感あふれる売り場づくりによる売上向上戦略

263 岩手県 ブリヤンドール 「若返りたい！その想いに応えます！」~魅力発信プロジェクト~

264 岩手県 有限会社　サカエ自動車整備工場 2400002009848 高性能タイヤチェンジャー設置による長期優良顧客獲得戦略

265 岩手県 華弥蓮 エステ脱毛メニューで女性をより美しく！！

266 岩手県 カフェ・コージィー 看板設置並びに卓上冷蔵ショーケース及び酒類用ショーケース設置

267 岩手県 Eighty-Eight 溶接加工部門強化による業務拡大事業

268 岩手県 パドック コロナに負けるな！お弁当販売本格始動！

269 岩手県 田中モータース 顧客ニーズに対応した設備導入による販路開拓事業



270 岩手県 さゝきクリーニング 受注ホーム付ホームページ作成による30・40代の新規顧客獲得

271 岩手県 有限会社一風亭 9400002004628 当社自慢の冷やし担々万能タレの販売強化による販路開拓事業

272 岩手県 有限会社天狗寿司 3400002007132 高齢者ニーズに応えた座敷活用と新メニューによる販路開拓

273 岩手県 ヘアーサロンブリアン 来店しやすい店づくりによる新規顧客への販路開拓事業

274 岩手県 Glass Farm MANZO ガラス用電気式徐冷炉の導入による作業効率向上で販路拡大

275 岩手県 株式会社富川屋 2400001014865 地域の中小企業を応援する広告代理店の販路開拓

276 岩手県 アートスタジオ 持ち運び可能な機械導入による販路拡大

277 岩手県 ＴＯＭ  ＣＲＥＰＥＲＩＥ＆ＤＥＬＩ 「来店してみたい！」お店を目指した魅力満載の情報発信事業

278 岩手県 株式会社川村創建 5400001008988 一般客への認知度向上による下請受注から元請受注への第一歩

279 岩手県 株式会社高田自工 3402701000301 高性能クリーナー導入による車両メンテナンス強化事業

280 岩手県 一恩 全国各地域の手作り豆腐及び加工品の訪問移動販売による顧客獲得

281 岩手県 ていちゃん農園 自社無農薬栽培ブルーベリーのBtoC販売でギフト市場へ参入

282 岩手県 株式会社Potora Garden 8400001009034 多目的電気乾燥庫購入による福祉商品のイメージアップと販路開拓

283 岩手県 カワグチ内装 当社独自の内装工事用具（新商品：特許取得）の販路開拓

284 岩手県 株式会社JFit 8400001008985 Android搭載のタブレットによる荷受システムの開発

285 岩手県 有限会社はんこの五六堂 7400002000273 オリジナル商品生産体制の構築による新たな分野への進出

286 岩手県 ごとう商店 湧水の町大槌をＰＲ！プレミアム玄米麹開発事業

287 岩手県 小川旅館　絆館 岩手県初！事業者連携による学習型ドローンツーリズムの実施

288 岩手県 株式会社鈴藤商店 2400001007464 アロマとはんこ屋の強みを活かした両部門同時売上アップ事業

289 岩手県 (有)湯田機械 7400002009876 設備強化による作業工数削減と新規工事受注数の増加

290 岩手県 有限会社佐藤ランドリー 2400002012307 新洗濯代行サービス提供及び業務プロセス強化による販路開拓

291 岩手県 ふ～ちゃん 新鮮な地元魚介類を用いた定食ランチ提供による新たな売上の創出

292 岩手県 関根製材所 インテリア向け商品開発及び生産プロセスの構築による販路開拓

293 岩手県 寿し将 入店ハードルを下げる！ランチ提供と環境改善による女性客獲得

294 岩手県 田頭金物店 店内滞在率向上による顧客安全確保と販路拡大

295 岩手県 関口商店 お客様の利便性・満足度向上による居酒屋部門売上アップ

296 岩手県 ごとう洋品店 淑女に優しい店づくりによる顧客満足度の向上



297 岩手県 味彩工房逢坂 新メニューの開発及び当店のイメージアップ作戦による認知度向上

298 岩手県 浄法寺漆器工芸企業組合 5400005004570 首都圏開催民藝展への出店による新規顧客の開拓と認知度の向上

299 岩手県 菅原商店 自社商品の魅力を伝えるＥＣサイトの作成によるリピート顧客獲得

300 岩手県 ダイアナモナミ 理想のボディ獲得に向けた設備の導入による女性の集客を実現！

301 岩手県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｃｈｅｍｉｎ 店舗入口を外看板で周知し来店しやすい仕組みで新規顧客を獲得

302 岩手県 なごみ商会株式会社 1400001009197 ファミリーで安心して食事のできるメニュー開発と店舗改装

303 岩手県 株式会社長根商店 6400001008095 農林水産業者のPB商品開発への対応力強化による販路開拓

304 岩手県 株式会社はまなす亭 7400001014778 地元食材調達率の向上及び調理作業の効率化による販路開拓

305 岩手県 前野モータース 門型リフト整備による独自防錆塗装サービスの強化

306 岩手県 なないろ保育園 「預けて安心」な保育園としての認知度向上に向けた情報発信事業

307 岩手県 有限会社　さんずろ家 2400002011969 新メニューの提案と安全・快適な渡り廊下整備による集客数の増加

308 岩手県 株式会社ライブショップメイト 3400001004205 高齢化社会に対応した店づくりによる顧客獲得と売上の向上

309 岩手県 旅館　笹相 新宿泊プランと快適な室内環境の提供による収益の向上

310 岩手県 レストラン　ルピナ トイレの洋式化と女性向けメニューの提供による新規顧客の開拓

311 岩手県 マリンデンタル株式会社 5400001007635 ホームページの開設による認知度の向上と販路の拡大

312 岩手県 カットサロンゆうみん 店舗内外設備の改善による安全・誘導対策とサービス向上

313 岩手県 有限会社　宮崎電機 7400002007830 一括発注に対応した環境整備による業務の効率化と収益率の向上

314 岩手県 篠澤管工業有限会社 6400002010991 最新ＣＡＤシステム導入による業務効率改善と営業活動の強化

315 岩手県 合同会社　いと・をかし 6400003002567 情報発信コンテンツの充実化並びに地域オリジナルグッズの開発

316 岩手県 大番食堂 テイクアウトメニューの本格販売による収益の向上

317 岩手県 いわき農園 ほうれん草乾麺の商品化と収穫体験の受入環境の整備

318 岩手県 笹村精肉店 快適空間提供による顧客満足度と観光客集客力の向上

319 岩手県 有限会社たきじゅう 5400002012626 症状改善の可視化による新規顧客の開拓とリピーターの獲得

320 岩手県 温泉ゲストハウスやすもり 遊休資産の活用によるペット連れ等貸切客獲得による販路開拓

321 岩手県 いわてミート工房 ふるさと納税返礼品用のギフト商品開発による販路開拓

322 岩手県 株式会社粉夢 2400001004255 ギフト商品の販売強化による新規顧客獲得

323 岩手県 永野智之土地家屋調査士事務所 新規営業強化と無料相談会開催による知名度向上計画！



324 宮城県 とんちゃん亭 店舗を周知するための看板修繕と快適空間の整備

325 宮城県 家庭料理の店　おらん家 新たなサービス提供と店舗アピールによる販売促進事業

326 宮城県 小河理美容所 新設備導入による新メニュー導入および宣伝効果の向上

327 宮城県 株式会社菅原装業 9370301003598 プラント用設備塗装への対応による塗装工事業務拡大事業

328 宮城県 有限会社　魚文 8370402001493 コンベクション導入と料理の品質向上による売上増強

329 宮城県 有限会社ドクター・エアコン 3370002017382 「フロン排出抑制法改定」に伴う、ガス回収・破壊処理業務の開始

330 宮城県 結城屋 直接受注数向上の為の販促チラシ作成による販路拡大事業

331 宮城県 hairsalon K-mix 美容室で出来る副作用のない育毛の新規顧客開拓事業

332 宮城県 村田や 店舗イメージアップとHP作成による集客力の向上

333 宮城県 民宿さかや アフターコロナを見据えて個室でのサービスの充実化と設備導入

334 宮城県 株式会社シーズ 6370001022645 美容室が行う心身のリラクゼーションメニュー開発

335 宮城県 ビューティーサロンメルヘン 美容室で行う足元からトータルサポート

336 宮城県 有限会社さとう写真 2370102001907 こだわり撮影希望者に向けた新ホームページ作成で新規顧客開拓

337 宮城県 そば処　船橋や 新規顧客獲得に向けた安心安全でゆったり寛げる店内環境づくり

338 宮城県 株式会社エアフォルク 4370001014842 ホームページの大幅刷新と動画による新規顧客及び市場の拡大

339 宮城県 わとな補聴器 訪問型専門店「わとな補聴器」認知度拡大事業

340 宮城県 しそまきやＹ.Ｙ 空きスペースを活用した店舗販売開始による販路開拓事業

341 宮城県 ビヨンド 石巻の魅力を楽しく発信！「石巻トランプぅ～」リニューアル

342 宮城県 HAIJI 「おうちごはん」にいろどりを。パン販売販路拡大事業

343 宮城県 株式会社ジューシーオレンジ 6370001020368 自社フォトスタジオの集客力を向上させる為の地域密着型販促事業

344 宮城県 株式会社坊源 5370101001707 ユニバーサルツーリズムに対応した宿泊環境の整備事業

345 宮城県 美容室SHOW 心身ともに満たされるトータル美容を行うための最新美顔器の導入

346 宮城県 日高見窯 移動陶芸教室・やどかり陶芸教室の新チャネルで販路開拓

347 宮城県 合資会社安住金物店 3370803000017 あずみ金物店　夏の網戸・アルミサッシ・エクステリアフェア

348 宮城県 健整骨院 トレーニングジム併設の整骨院のPRと新規顧客獲得

349 宮城県 有限会社粧苑オカベ 1370402001806 安心安全な店づくりと既存顧客再来店誘致と新規顧客獲得事業

350 宮城県 メガネトケイの千葉 新商品販売による販路拡大と当店の認知度向上による利益確保事業



351 宮城県 炭火焼鳥　翔家 テイクアウト需要を取り込むためのメニューの開発と設備投資

352 宮城県 株式会社 Life air works 5370001045366 新事業部門発足に伴うＨＰリニューアル等による新規顧客等開拓

353 宮城県 株式会社東北オーゼキ 1370001017583 オンライン機械修理対応サービスや自社事業発信ツール作成事業

354 宮城県 株式会社MOMMA 7370001044408 東洋医学の一種、よもぎ蒸しを取り入れた販路拡大事業

355 宮城県 有限会社　友栄会館 4370202001193 弁当販売の事業化と広告宣伝による新規顧客獲得

356 宮城県 清水整骨院 子育て世代の顧客獲得と高齢者の来院数向上による売上拡大事業

357 宮城県 Ｐｕｒｅｍａ 新メニューのＰＲで認知度向上・顧客獲得

358 宮城県 風まかせ 非日常の過ごしやすさを追求する古民家カフェの屋根遮熱塗装施工

359 宮城県 清野電気商会 近隣市町村への販路開拓とドローン機導入による生産性向上

360 宮城県 有限会社 福寿プランニング 8370002001010 若年層ご家族向けの新たな家庭菜園用地の販売促進

361 宮城県 Liebe美容室 すべてのお客様に優しく新たな癒しを与えるサービス提供

362 宮城県 手作り工房「パン日和」 オンラインレッスンの導入と業務効率の向上

363 宮城県 有限会社菅原オート商会 8370202004804 自動車特定整備認証工場「サポカー整備サービス」による販路拡大

364 宮城県 宮城ダイビングサービスハイブリッジ ダイビングと三陸海の魅力を伝える冊子の作成

365 宮城県 有限会社仙台予約センター 4370102002928 旅客バスの車内環境整備による乗客の満足度の向上と宣伝事業

366 宮城県 ガル屋 地ビール醸造による地域活性化

367 宮城県 装飾工房 慈望堂 大型対応装置の導入で大型トラック等の側面装飾塗装受注の加速

368 宮城県 （株）鶴和 1370001042152 レンタカー事業の強化に向けた看板の設置とチラシによる広報事業

369 宮城県 お食事処さくら家 高齢者対応強化と主力メニューの宣伝強化等で集客力の強化

370 宮城県 ホルモン炎 ホルモン店が本気で考えた、ラーメン市場への参入

371 宮城県
株式会社　エクセレントショップサ

イトー
9370101000032 リフォーム事業の受注拡大を狙って広報活動・接客活動の充実

372 宮城県 写真工房ムラカミ 保育園向け写真需要を掘り起こして個人向け写真需要を拡大

373 宮城県 有限会社カクタ硝子建材 1370202000231 ホームページで「快適リフォーム」PRを行い新規顧客獲得

374 宮城県 株式会社ホールハーテッド 6370001024336 販路開拓に併せた自家用車の来店客に対する店舗周辺環境の改修

375 宮城県 株式会社さかたや 3370001041004 キャンプ場の機能を拡充し、家族との思い出を創出する取り組み

376 宮城県 株式会社日本電創エンジニア 8370001038706 エネルギーのチカラで未来を灯す電気工事会社認知度向上販促活動

377 宮城県 自己組織化する株式会社 3020001125246 法人顧客向けウェブサイト構築による 売上拡大



378 宮城県 ししなご進学塾 オンライン授業・大人のカルチャースクール・コンサル業務の広告

379 宮城県 株式会社　Ｆｏｔｏ Ｒｅｉｓｅ 9370001040875 料理撮影とECサイト用商品撮影の新サービス展開事業

380 宮城県 株式会社ユーダイ 7370001017074 パンと野菜の販売新事業の立ち上げ

381 宮城県 有限会社松島公園タクシー 4370602001784 SNSを活用した広報活動及びフロアマット洗浄機の導入

382 宮城県 有限会社マルタ水産 5370802000098 閖上の水産加工品の販売促進及び食文化コミュニケーションの促進

383 宮城県 ローストステージ ハンドドリップ、サイフォン式の提供による販路開拓

384 宮城県 株式会社　ホラグチ 8370801000245 ガスで家事を“楽”にする。ガス衣類乾燥機モニター提案事業

385 宮城県 BELL　STABLE 東北唯一のウォーキングマシーン導入による営業力の強化

386 宮城県 PetiteJoie 生産効率向上を目的とした厨房、作業場の改装

387 宮城県 株式会社おひさま村 6370001044581 完熟ドライフルーツの商品化に向けた生産体制整備事業

388 宮城県 有限会社リビングショップスガヤ 4370602002023 ＨＰリニューアル・カラーチラシ新聞折り込みによる顧客獲得

389 宮城県 大誠塗装 樹脂製家具販売による収益確保と元請比率向上のためのＨＰ作成

390 秋田県 (株)鷹巣左官工業 0410001012457 自社PRのための看板設置及び商談スペース構築

391 秋田県 よしかタンポポプランニング よしかタンポポ関連商品のネット販売事業

392 秋田県 田原建築 建設機械導入で、工期短縮と施工工事幅を広げ請負工事増加へ。

393 秋田県 佐藤衛商店 看板設置で一目瞭然！差別化おしゃれ服が地元の酒店で手に入る！

394 秋田県 ちゃんす長野屋 ピンチをチャンスに！危機を好機に！～力強い企業活動の展開～

395 秋田県 有限会社　田清商店 6410002012293 創業７９年　持続的発展で未来（３代目）へ繋げる新たな取り組み

396 秋田県 有限会社ニュー畠兼 3410002006257 店舗入口海鮮メニューパネルによる「通りすがり」の顧客獲得事業

397 秋田県 田沢高原ホテル株式会社 7410001008531 コロナに負けない！新しいホテルステイの提供で販路拡大

398 秋田県 有限会社　ふく屋 6410002013523 黒豆納豆コロッケ販売売上拡大事業

399 秋田県 小玉社会保険労務士 行政書士事務所 クラウド型システム導入で紙対応から神対応へ

400 秋田県
キャッスルファイブレザーアート株

式会社
7410001010116 ECサイトの構築でコロナに負けない経営基盤づくり

401 秋田県 株式会社きがるや 3410001005425 地域の❝きがるな❞お店を目指します。

402 秋田県 湊精肉店 移動精肉店「新鮮・安心・美味しい」お肉の御用聞き事業

403 秋田県 Greens Fare 「知る」・「入る」・「ハマる」で新規顧客獲得！

404 秋田県 食菜館ひだまり テイクアウトで活路を見いだす！冷蔵設備の導入による顧客獲得



405 秋田県 オイル漬け専門店　Norte Carta 秋田が誇る「いぶりがっこ」を使ったオイル漬の販路開拓！！

406 秋田県 有限会社　鈴大工業 7410002006716 顧客要求に応えるソフト面強化で受注拡大！

407 秋田県 株式会社　大夢 1410001005352 高精度測定器導入による信用確保と受注拡大プロジェクト！

408 秋田県 ヘアスペースＶｉＶｉ 店舗リニューアル(バリアフリー化)による新たな顧客の獲得

409 秋田県 ㈲トミヤ眼鏡店 4410002006768 確かな検眼と技術でシニアに選ばれ満足のいく店づくり事業

410 秋田県 村上ケンネル ペットと飼い主をつなぐトータルサポート宣伝事業

411 秋田県 株式会社石苑 8410001004736 ホームページ作成で情報発信を強化し新規顧客の開拓

412 秋田県 THIRD 気圧リフターの購入で業務改善による販路拡大

413 秋田県 今園芸 お客様に「選ぶ楽しみ」を。屋外展示販売ブース構築事業

414 秋田県 農家民宿、産直やしお ウェルカム秋田！農宿部門強化で東由利の魅力発信事業

415 秋田県 パール美容室 新サービス提供に向けた店内環境整備と地元周知事業

416 秋田県 まなびや佑学舎 目指せ生徒の意欲＆能力アップ！新サービス展開で販路拡大事業

417 秋田県 かみきりや 新サービス開始準備！冠婚葬祭に対する潜在顧客掘り起こし事業

418 秋田県 珈琲豆専門　彩豆 高齢者向け店舗環境整備と顧客囲い込み取組で販売力強化事業

419 秋田県 太田商自 高精度スキャンツール導入で販路拡大＆経営基盤強化事業

420 秋田県 美容室J.O.Y ウィッグソムリエがいるサロンの新規顧客獲得・売上拡大計画

421 秋田県 渡部整骨院 高性能治療機器導入による顧客満足度の向上と新規顧客獲得事業

422 秋田県 田口菓子舗 包餡機の導入による新商品開発で販路拡大を図る

423 秋田県 あさまいＣＴＳ 店舗の認知度向上とＰＣメンテナンスを足掛かりとした販路拡大

424 秋田県 有限会社メロニーハウス 5410052005918 EC販売とテイクアウト強化によるウィズコロナ時代の販路開拓

425 秋田県 塚本法律事務所 より利用しやすい法律事務所へ。債務整理・遺言相続案件の拡充

426 秋田県 理容佐々木 無料ヘアケアサービス提供開始を売上に繋げるための販路拡大事業

427 秋田県 ガーデンカフェ＆デリカkimoto ブランドイメージ統一と立ち寄り増加のための取り組み

428 秋田県 広寿司 【収束後に向けた体制整備】来店の充実感を高めるための店舗改装

429 秋田県 味一番 電光掲示板活用した看板設置による認知度向上・顧客確保事業

430 秋田県 やしまグリーンファーム 地域№１の水耕栽培野菜へ【多品目展開と販路拡大の取組】

431 秋田県 atomoon サーフィン体験教室の開催による新規顧客開拓



432 秋田県 めん丸　本荘店 お客様を逃さない！集客アップの取組みとお客様に安心を提供

433 秋田県 八光アルミ工業　株式会社 9410001004792 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ！新規顧客開拓に向けたチラシ作成

434 秋田県 わんちゃんの床屋さん 大事な愛犬を守る！生産性及び安全性向上による新規顧客獲得！

435 秋田県 ウープスヘアカンパニー 新サービス「マイクロバブル」による新規顧客獲得への取り組み！

436 秋田県 有限会社サクセス 1410002007257 生徒の安全を守るための環境整備及び新規入塾生の獲得！

437 秋田県 株式会社かどや 2410001012050 水まわりサービスの領域拡大・品質向上による新たな販路獲得

438 秋田県 えびすやクリーニング 特殊ミシンでワンストップメンテナンスのさらなる高みをめざして

439 秋田県 有限会社佐々木商事 8410002005618 地域と共に歩む飲食創生事業

440 秋田県 和料理いときん 新しい生活様式のための新メニュー開発事業

441 秋田県 くら吉　有限会社 3410002012882 モダンかつ洋テイストな秋田県産米菓子の商品開発事業

442 秋田県 合資会社　百穂苑 6410003002351 女性用トイレのバリアフリー化による個人客の掘り起こし

443 秋田県 (有)雄物川印刷 9410002013413 新商品の販路開拓とＥＣサイトの構築

444 秋田県 いがわ整骨院 院内までフルフラットの駐車場で安全・利便性確保・顧客増大を

445 秋田県 なぎの木整骨院 施術所移転と運動器具増設で来院者の利便性向上と新規顧客獲得

446 秋田県 (株)秋田ヘルシー食産 8410005005202 新商品開発によるホップブランド展開

447 秋田県 サロン・ド ｍｏｒｅ 「高齢者・障害者にやさしい美容室」認知度向上による顧客獲得

448 秋田県 ふくふく接骨院・整骨院 新治療機導入で「根本治療・短時間施術」をPR、新規患者獲得

449 秋田県 株式会社　シーグ 8410001007978 「高技術×営業」新ビジネスモデル確立に向けたパンフレット制作

450 秋田県 KH Presents 販路拡大に対し広告運用・SEO対策で売上向上を目指す

451 秋田県 有限会社　鎌仁商店 9410002005492 ふるさと納税事業へ参入し「美味しいお米を県外へ」販路拡大

452 秋田県 有限会社三浦米太郎商店 7410002007490 秋田の魚介を使用した新商品のインパクトあるパッケージ作成

453 秋田県 株式会社　オクシュープラス 2410002013378 情報発信の強化による新規顧客獲得のためのＨＰリニューアル事業

454 秋田県 ウェーブ美容室 新型コロナウイルス感染症を契機にお店の雰囲気・衛生面を刷新！

455 秋田県 丸美屋 ＳＮＳ活用による販路開拓【第１弾：ＬＩＮＥ公式編】

456 秋田県 DOG.CRAFT ボックスドライヤー導入で大型犬スピードトリミング対応とPR

457 秋田県 株式会社旅館多郎兵衛 2410001005715 広告用特設ホームぺージを活用したＰＲ動画による販促事業

458 秋田県 有限会社　桃太郎 6410002013861 シャンプーマシン導入でトリミング数ＵＰとトイレ改修で環境整備



459 秋田県 司法書士渡辺嘉宏事務所 身近な「町の法律相談所」として気軽に相談できる事務所づくり

460 秋田県 ボディケアSalinCoCo 女性の笑顔を増やしたい！サロン宣伝大作戦

461 秋田県 外山旅館 おかげさまで１０６年。令和２年、外山旅館はランチはじめます。

462 秋田県 HOLTO 木とのふれ合いを通じての販路拡大事業

463 秋田県 有限会社清水佃煮店 3410002010671 伝統の味を食卓へホームページ作成による潜在顧客の掘り起こし

464 秋田県 湖北自動車株式会社 7410001007310 先進技術に対応した車検サービスの拡充による販路拡大事業

465 秋田県 こまち食品工業株式会社 6410001007369 新たな需要に対応するための商談会出展とBtoC専用ECサイト

466 秋田県 湯の台食堂 駐車スペース確保による市外客の取り込み事業

467 秋田県 BODY SHOP 新栄 車の一生に寄り添う管理システムによる販路拡大と生産性向上事業

468 秋田県 居酒屋　呑呑 マジックやお笑いのエンターテイメント事業で新たな集客を図れ！

469 秋田県 ㈱勝雲開発 2410001005772 販路拡大を目指したHPリニューアルによるリフォーム事業の推進

470 秋田県 株式会社　秋田食産 8410001010453 コロナ禍に負けるな！雪国ばななのネット販売でチャンスロス解消

471 秋田県 自家焙煎珈琲専門店 アメヤ珈琲 おウチで本格珈琲テイクアウト商品とネットストアの販路拡大事業

472 秋田県 有限会社　ホーム電器 1410002007414 販促用ＰＲチラシを活用しての新たな営業スタイルへの変革事業

473 秋田県 光栄堂 生産性向上設備導入による商品サービスの強化と売上拡大事業

474 秋田県 サン食品 受注増加に対応する真空包装機導入による生産性向上事業

475 秋田県 株式会社 佐藤商事 6410001009638 コロナを乗り越えよう！お重の新商品開発と新規顧客の取り組み

476 秋田県 錦寿司 テーブル席導入による快適空間の提供で売上拡大

477 秋田県 株式会社　紫鹿屋 1410001011375 コロナウイルス感染症リスク低減のための高機能換気設備導入事業

478 秋田県 居酒屋まちや 快適に食事ができる空間づくりでリピート客増加による売上拡大

479 秋田県 そらにほし 安心して飲食できる快適空間の創出事業

480 秋田県 ビューティショップみかだ LED照明を導入した明るい店舗づくりによる来客数向上事業

481 秋田県 有限会社加藤建工 4410002007304 帯鋸盤導入による木材加工効率の向上と売上拡大の実現

482 秋田県 大賢建築 自動かんな盤導入による木材加工効率の向上と売上拡大の実現

483 秋田県 合同会社藤原商店 6410003003283 米検査のデータ化～穀粒判別機導入による販路拡大～

484 秋田県 有限会社カントリーガーデン 6410002012046 ＷＥＢプロ―モーションによる集客アップで売上挽回

485 秋田県 セカンドデザイン 迅速設計及び試作サービスの時間短縮による売上拡大



486 秋田県 木村雄蔵商店 訴求力効果で集客を！事業承継２年目、農機具店女性経営者の取組

487 秋田県 合資会社　松乃木商店 2410003002165 VS新型コロナ燃料小売店の除菌・除臭事業の強化による販路拡大

488 秋田県 照井味噌醬油醸造元 販促活動による「キッコーフク」ブランド力アップで新規顧客獲得

489 秋田県 ＢＨＷ　株式会社 3410001008048 加工技術の強みをアピールするＨＰで営業強化による販路拡大

490 秋田県 株式会社　ＳＢプロジェクト 9410001009552 「ラーメン石乃黒」のブランド化と若年層の新規顧客獲得

491 山形県 カフェ＆レストランアリス 店舗設備の充実と子供向け新メニュー開発で新規顧客獲得

492 山形県 ダイチャンファームゲストハウス 体験広間とトイレの改修・駐車場拡充補修による新規顧客獲得事業

493 山形県 月山建設株式会社 2390001012094 防音性発電機導入による新興住宅地へのリフォーム受注拡大事業

494 山形県 有限会社渡邉モータース 2390002003373 スキャンツール導入による電子制御装置整備を中心とした販路開拓

495 山形県 有限会社幸成工業 6390002006851 生産環境を整備し新製品開発による販路開拓事業

496 山形県 株式会社だるまや 5390001012876 外装塗装しリニューアルオープンによる新規販路開拓事業

497 山形県 株式会社オオツ興業 6390001002604 ハイパワーハンドブレーカ導入による販路開拓事業

498 山形県 斉藤自動車 ホイールバランサー導入による安全走行提供及び新規顧客獲得事業

499 山形県 ヘアーサロンスガイ 駐車スペース拡大によりお客様の利便性とサービスの向上を図る

500 山形県 食堂an. 新しいカトラリーの購入と新商品開発、宣伝で売上増加事業

501 山形県 あびこ整骨院 コロナ太り解消に向けたトレーニング器具導入による販路拡大

502 山形県 有限会社きもの大長 3390002015582 店舗外装改修による店舗イメージアップ事業

503 山形県 一好食堂 衛生設備のリニューアルと効果的な広報による新規顧客獲得

504 山形県 スナックラブ ～店内改修によるイメージアップ～販路拡大事業

505 山形県 株式会社オートメイクK 3390001015732 店舗改装工事と看板設置による顧客満足度アップ事業

506 山形県 世界旅館 駐車スペース確保による団体客向け販路開拓事業

507 山形県 株式会社菓子工房COCOイズミヤ 3390001010849 ホームページリニューアルによる販路拡大

508 山形県 ハリス食堂 店舗設備改修と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

509 山形県 有限会社　湯舟沢温泉 1390002011757 当社ウェブサイト及びＥＣ販売体制の構築による販路拡大

510 山形県 ひょうたん 内装リニューアルによる感染対策徹底と新たな割引サービス開始

511 山形県 有限会社赤松自動車 3390002011128 特定整備認証制度取得に向けたエーミング作業の内製化

512 山形県 株式会社井上喜太郎商店 5390001009253 店舗入り口への風除室設置による顧客利便性向上で売上拡大



513 山形県 クラブ　エス タイヤ設置角チェックによる快適・安全満足度UPで売上拡大

514 山形県 滝商店 楽しいお店作りパート１新サービス提供で売上向上

515 山形県 株式会社トラベル東北 3390001008991 外国人観光客を民泊の長期滞在へ誘導、まだ知らない日本の紹介

516 山形県 株式会社後藤石材工業 9390001013160 商品展示用簡易ショールーム新設による新規顧客獲得事業

517 山形県 有限会社肉の小林 7390002015744 効率的な生産拡大のための冷凍冷蔵設備導入による販路拡大

518 山形県 株式会社成和重機 9390001014844 駐車場整備で来客者への印象の向上と道路への砂利の流出を防ぐ

519 山形県 まるひろ食堂 トイレ改装による高齢者向け販路開拓事業

520 山形県 麺厨房　煌麺 客席の増設及び麺専用冷蔵庫と冷水機の設置で満足度向上を図る

521 山形県 有限会社　金田屋魚店 「お魚セット」開発とHP・ショップカード宣伝による販路開拓

522 山形県 株式会社大滝電器 9390001006809 販促活動により地域密着型電器店の知名度向上と販路開拓を図る

523 山形県 株式会社みかわ屋 4390001006846 ハイセンスにリニューアル！売場拡張リフォーム事業

524 山形県 有限会社　十印 3390002014659 店舗イメージリニューアルによる新規顧客開拓事業

525 山形県 株式会社　ブレス 8390001014242 バイクブース新設とPRのためレッカー車に当社名入れで売上拡大

526 山形県 合同会社サイキ 4390003001044 オゾン脱臭機導入の安心した店づくりによる来店客数増加事業

527 山形県 有限会社 佐々木商店 5390002011332 無洗米仕上げ機導入に伴う新商品開発等による販売促進

528 山形県 有限会社 井上印刷 5390002011308 業務用LEDプリンター導入に伴う新商品導入等による販路開拓

529 山形県 有限会社伊澤商店 1390002013828 今から食べられますか？に対応するための顧客満足度アップ事業

530 山形県 有限会社　グッド 3390002011615 倉庫改修・看板設置による新規顧客獲得で売上拡大

531 山形県 東原堂 設備導入による複数現場への対応力強化でリフォーム受注獲得

532 山形県 遠藤鮮魚店 駐車場整備で顧客満足度UP！コロナ対策事業で売上増加

533 山形県 株式会社AndMERCI 1390001015602 ホームページとＳＮＳを整備して情報発信と無店舗販売で販路拡大

534 山形県 おさえ屋もくれん 宴会場へのエアコン設備と内装工事で売上拡大

535 山形県 有限会社菓匠かげつ 9390002015577 スフレロール、カステラ等の新商品開発と販路拡大事業

536 山形県 株式会社つかさ工務店 1390001014439 社用車ラッピングによるＰＲでの企業認知度向上と新規顧客獲得

537 山形県 味な店　成華 新商品開発及び販路開拓による売上増加計画

538 山形県 虹の香房 増産体制構築によるウエディングブーケの新規受注拡大

539 山形県 株式会社　知裕組 6390001016050 商談スペース設置による地元ハウスメーカーからの受注獲得



540 山形県 旅館朝日屋 設備導入によるイワナの塩焼きの生産性向上

541 山形県 佐藤鮮魚店 営業ツールの整備による新規顧客獲得事業

542 山形県 株式会社みやま湯殿の山塩 3390001015798 生産性向上による新規受注獲得及び工場スマート化

543 山形県 有限会社ヤマモト 5390002012396 店舗外壁、店頭什器、看板、トイレのリニューアルで売上拡大

544 山形県 阿部左官 最新機械工具、発電機導入で作業効率改善、売上向上事業

545 山形県 春夏秋冬真室川 山菜等鮮度確保・安定供給・催事活用のための発電機新規導入事業

546 山形県 前田電気 事務所移転・看板設置による新規顧客獲得及び事業承継準備事業

547 山形県 Car Relation IJ 最新スキャンツール導入による売上アップと顧客満足度アップ事業

548 山形県 有限会社　米作 6390002010102 豆莢剥き機導入とパッケージデザイン改良による新規顧客開拓

549 山形県 ＴＭＧスポーツ 地域初のトレーニング機器導入による新規顧客開拓

550 山形県 kappo　花咲季 テイクアウトメニューの充実と新たな厨房機器導入で売上拡大

551 山形県 株式会社feふぁーむ 8390001013062 「高圧洗浄機」導入による受託業務の拡大で売上向上

552 山形県 八森菓子店 冷蔵ショーケース導入による洋菓子ラインナップ充実と購買力強化

553 山形県 やきとり順 女性が楽しめる飲み物メニューの充実と新プランで新規顧客の獲得

554 山形県 菅野魚店 店舗外観リニューアルと新メニューPR効果で集客力アップ事業

555 山形県 株式会社　農園貞太郎 6390001014938 産直部門開設によるBtoC販売強化と認知度向上

556 山形県 つたや 安心安全に美味しい料理を。大広間リニューアルでコロナ対策！

557 山形県 クズリ合同会社 7390003001396 卸売から小売業へ進出するための店舗整備

558 山形県 菓子舗　櫻田 日常生活にKatzeの味を！技術を活かした商品開発で販路拡大

559 山形県 Be-style POSレジシステム導入による顧客管理で売上増加事業

560 山形県 さくら亭 店舗設備改修による安心な店作りと新商品開発による販路拡大事業

561 山形県 ovenKato ３密を防ぐ屋外イベント開催と機械設備導入による客単価向上事業

562 山形県 株式会社　小林内装 4390001007976 自社HP作成による営業力強化と新規顧客開拓事業

563 山形県 難波とうふ店 最新機械導入による業務効率改善と品質向上体制の確立

564 山形県 上原自動車 工場設備追加と新メンテナンスパック導入による新規顧客獲得事業

565 山形県 HAIR　MAKE　Dew 炭酸泉増設と給湯能力アップによる売上向上事業

566 山形県 有限会社　丸石産業 5390002009772 世界最高峰のデザイン見本市での新規海外取引販路開拓事業



567 山形県 渡部鯉店 目を惹く外観へリニューアル！新規顧客獲得で売上向上

568 山形県 有限会社　関川さら文 6390002010028 プロッター導入による生産性向上とパンフレット作成で販路拡大

569 山形県 羽前丸 甘エビ塩製造への原料供給のための設備機器導入で販路拡大事業

570 山形県 畳屋清兵衛 ペット対応畳を中心としたチラシによる新規顧客獲得事業

571 山形県 株式会社押切 7390001008716 ITツールを活用した業務の効率化と営業力の向上による売上拡大

572 山形県 株式会社青木商事 9390001011222 低騒音型バイブレーションローラー導入による販路開拓事業

573 山形県 いこいの宿「農」 シャワー室の新設と浴室のリニューアルによる販路開拓事業

574 山形県 marukiku 視覚にインパクト大！新たな広報戦略企画提案による売上拡大計画

575 山形県 株式会社もがみ木質エネルギー 7390001009037 木材生産機械修繕作業の内製化と新サービス提供による売上の拡大

576 山形県 魚や　えびす 巣ごもりニーズに応える多角的な販売のための店舗改修

577 山形県 コウ・アーユス株式会社 6390001014946 新たなサービスの提供と体制強化による売上拡大事業

578 山形県 株式会社サトー住販 4390001011796 スマートフォン対応の自社住宅PR用ホームページ構築

579 山形県 ちょっきん倶楽部サントス 新理容機器導入と新サービスの提供による新規顧客獲得事業

580 山形県 株式会社　結設計工房 4390001012349 土地探しから顧客の希望を叶えるためのWEBサイト再構築事業

581 山形県 有限会社　渡部鉄工 3390002010600 製品価値向上に関する見た目重視と加工時間短縮に向けた機械設置

582 山形県 建築鈴木 理想の家づくり応援と新規顧客スピード獲得事業

583 山形県 有限会社柿崎建具店 2390002008463 建屋外観整備で『お客様が来店したくなる店舗づくり』をめざす

584 山形県 有限会社名月荘エアポートキッチン欅 2390002006368 告知ポスター・チラシデザイン制作による新規顧客獲得事業

585 山形県 園部商店（味だより参田） 冷凍庫導入で食材の安定提供＆屋外飲食スペース設置で売上拡大

586 山形県 ガレージ・カナウチ スキャンツール導入による対応車種拡大と業務の効率化で販路拡大

587 山形県 兼古商店 安全を確保するためのファサード看板及びポーチ屋根外壁改修工事

588 山形県 有限会社出羽鮮魚 6390002010036 業務用エアコンのリニューアルによる生産能力向上と販路拡大

589 山形県 有限会社清野電器 3390002008504 集客力を高め、快適な空間を提供するための看板・トイレ設置工事

590 山形県 有限会社梅木製作所 3390002008454 「フラッシュプレス」と「フライス盤」導入による作業効率の向上

591 山形県 杉山木工 スポンジベルトサンダーによる空気清浄機の木製筐体生産体制確立

592 山形県 マルデン木村製材所 自動4面プレーナー導入による作業効率向上と販路拡大事業

593 山形県 日本料理わたなべ 庄内の食の魅力発信のための業務効率化と新メニュー開発体制強化



594 山形県 仙太郎下駄工房 展示場への改装により県内外客の訪問を高め売上の拡大を図る

595 山形県 寿シート 二本針ミシンの導入による短期納品事業

596 山形県 西松屋菓子店 餡練り機の導入により地場産品を使った新商品開発

597 山形県 有限会社安藤建設 8390002016147 住宅の断熱性の見える化、コードレス電動工具導入による販路開拓

598 山形県 須藤ぶどう酒 ワイン販売所の面積拡大とワインのグラス売りで売上増加事業

599 山形県 錺　工房 市内唯一！宝飾品の専門修理店としてリニューアルオープン

600 山形県 株式会社つたや 7390001012107 外観リノベーションと情報発信強化による国内旅行者の誘客促進

601 山形県 加藤組株式会社 7390001010589 機械設備を充実させ品質向上、作業効率化から工事受注増加を図る

602 山形県 シムトー 女性客をキーに家族みんなが快適な店舗環境を整え売上拡大

603 山形県 大沼タクシー株式会社 6390002016082 大自然への観光送迎はおまかせください！看板作成で売上増加

604 山形県 丸武鮮魚店 魚屋の家庭的民宿によるリピーター満足度強化、新規顧客獲得事業

605 山形県 菊地写真館 新しさを取り入れお客様の満足度を上げるスタジオ改装事業

606 山形県 有限会社杉沼モータース 3390002016110 高性能機器導入による安全・快適なカーライフの提供

607 山形県 有限会社　庄司林業 6390002016108 山形県産杉材を使った棺の生産販売デザイン事業

608 山形県 トータルヘア　カメトコ 快適・優美　”ひと”の未来を素敵にするサロンづくり事業

609 山形県 おそうじ本舗山形大野目店 新サービス導入と宣伝強化で安心な生活空間の提供による売上拡大

610 山形県 丸善トラスコン ホームページ開設とチラシ作成で、年間工事件数アップへ

611 山形県 株式会社MUGEN 3390001013356 在宅ネット環境の検査及び改善サービスPRによる売上UP事業

612 山形県 喰処・飲処　田舎屋 高機能換気設備導入による冬場の３密対策で売上ＵＰ事業

613 山形県 焼肉団欒さじろ 非接触型注文システム導入により来店客数増加事業

614 山形県 有限会社　住まいるーむ情報館 7390002016247 お客様と社員を新型コロナウイルスから守る、安心・安全の確保

615 山形県 Lounge華美 店内改修と独自オンライン飲み会開催による新規顧客獲得事業

616 山形県 肉そば十三 冷凍冷蔵庫導入による夜の飲食部門強化事業

617 山形県 佐藤鉄工所株式会社 2390001014347 最新機器の導入で大幅効率アップによる営業強化事業！

618 山形県 atelier bokka 『絵のある暮らし』を提案するECサイト構築による販路開拓事業

619 山形県 株式会社　若松屋 2390001010726 地域の一般ユーザー来店強化のための看板設置およびＨＰ作成事業

620 山形県 有限会社ソアリングシステム 2390002014362 パラグライダー生地でつくる小物等開発による販路開拓事業



621 山形県 最上塗装工 材料保管・作業場確保で作業効率アップによる販路拡大

622 山形県 株式会社萬平 6390001014343 地元食材のうまみをより引き出す製菓方法の確立による売上拡大

623 山形県 有限会社　紀の代寿司本店 4390002015912 店舗設備増設とＳＮＳを利用した企画による客層若返りと獲得事業

624 山形県 Pretty chest 乳がん術後専用下着のPR活動による販路開拓事業

625 山形県 有限会社菓子工房シェリー 8390002016196 新たな設備導入による作業効率及び生産性向上事業

626 山形県 和田建具家具製作所 工場の見学を可能にしてオーダーメイド家具受注の拡大

627 山形県 行政書士板坂芳秋事務所 「自動車の事務手続きは行政書士にお任せください」で顧客開拓

628 山形県 板垣養蜂園 山形県産はちみつのオリジナルブランド化による販路開拓事業

629 山形県 長岡千明陶芸工房 陶芸工房の新設と陶芸体験事業の実現化による売上拡大

630 山形県 阿部産業株式会社 7390001011975 ＰＲ商品販路拡大のための販促ツールの構築

631 山形県 DROP ワインセラー設置と新商品開発による新規顧客獲得事業

632 山形県 株式会社陣屋六兵衛 9390001012732 「料亭の中華そば」をメインに据えた新規事業展開に係る改装工事

633 山形県 福床 「ファミリーサロン」トイレ改修による顧客満足向上

634 山形県 安食商店 計量器導入による住民拠点SS認定で販路拡大事業

635 山形県 有限会社細谷自動車 6390002014490 タイヤ保管サービスによる販路開拓事業

636 山形県 有限会社　木嶋商店 5390002015911 幅広い層から支持される店舗づくりと情報発信で顧客確保

637 山形県 松田綿店 新型自動壁紙糊付機の導入による作業効率化と受注拡大

638 山形県 有限会社　河北自動車整備工場 3390002015888 新サービス提供（ＣＯＭＰ診断機導入）による新規顧客獲得事業

639 山形県 山形デザイン企画 『つぼ焼き芋用壺』導入による冬季商品開発と販路開拓事業

640 山形県 大竹精肉店 チラシで地域にPRして、移動販売で売上拡大！

641 山形県 オートワーク髙橋 新型溶接機の導入　現代の車両修理事情に対応した売上拡大

642 山形県 有限会社南陽ミート 5390002014442 宴会場をリノベーションし売上拡大

643 山形県 有限会社　ほんま 5390002008254 コインランドリーに空気清浄機を設置し、新規顧客開拓を図る

644 山形県 モリ住工株式会社 8390001013797 地域密着型買物弱者等向け共同連携事業～助かるちゃー～

645 山形県 A-frame Japan株式会社 5390001015771 A-frame工法のPV発信事業

646 福島県 美・リーブ プライベート空間の確保による「美と健康」の探求

647 福島県 株式会社西向建設工業 9380001008021 脱アナログ！



648 福島県 有限会社　福島空調システム 7380002032914 冷媒工事顧客ニーズへの対応力強化による販路拡大事業

649 福島県 ㈲西田製陶所 2380002032662 新たなオープンスペース兼駐車場整備による来店増加事業

650 福島県 ドッグサロンkun-kun ドッグランへの遊具・休憩設備の設置によるサービス向上計画

651 福島県
有限会社　安積ライスファーマーユ

ニオン
2380002007532 穀粒判別機導入による付加価値提供に伴う新規顧客獲得事業

652 福島県 松月堂菓子店 父の伝統技術と息子の新しい技術の融合でお客様を笑顔に

653 福島県 Hi-WORK(S) 断捨離応援で生活を豊かに！地元密着の「終活パートナー」事業

654 福島県 株式会社神尾印刷所 9380001002503 ニーズに対応した印刷受注サービスの構築と提供

655 福島県 小森ぶどう園 「卸し」から「個人消費者」直接販売へ方針転換・販売強化事業

656 福島県 秀和建設株式会社 4380001007985 原点に戻り、地域と共にある会社づくりのためのHP制作計画

657 福島県 阿部商店 電解水を使用した惣菜の開発による販路開拓

658 福島県 呑みめしやいっぷく 回転率を高めるためのテイクアウト拡大に対応する店づくり

659 福島県 旅館山口屋 高齢化した既存顧客のリピート率向上のための滞在環境の整備

660 福島県 合同会社たまや 4380003002456 新たな顧客獲得のための「加工サービス」の提供・ＰＲ事業

661 福島県 有限会社半沢塗装店 6380002020671 「地域NO.１塗装店」実現のための情報発信強化

662 福島県 有限会社関根農産 4380002019971 農業用ドローンによる農薬散布請負サービス開始

663 福島県 有限会社クリエイティブ・ロダン 1380002023349 新型コロナウイルス対策、髭脱毛サービス展開による需要開拓事業

664 福島県 会田タイヤ商会 出張サービスの認知度アップによる新規顧客獲得

665 福島県 大沼衣料店 品質の良いオリジナルマスク製造と洋服お直し受注の開拓事業

666 福島県 有限会社佐藤設備工業 4380002016291 Webの活用と展示スペース新設による販路拡大事業

667 福島県 白河鍼灸うららか ターゲットを絞ったＰＲによる狭域的・広域的な販促計画

668 福島県 整体院　菫 「未来の自分へ健康貯金しよう！」治療＆予防提案による販路開拓

669 福島県 バーバーキクチ 「新習慣！お顔そり美容法」宣伝強化による新規顧客獲得

670 福島県 ㈱渡部園芸 8380001020217 ６次化事業参入！自社栽培の菊芋を使った商品開発と販路拡大事業

671 福島県 えねいとうふ店 店舗改修による茅葺民家を最大限活用した新規顧客獲得事業

672 福島県 福島パルス株式会社 3380001006534 新サービス「令和シルキーエステ」販売強化による新規顧客獲得

673 福島県 ホット安心ストア 販路拡大によるお店構築および新規顧客獲得戦略

674 福島県 有限会社久の浜温泉たきた館 9380002025593 新型コロナウイルス対策、市内・地域密着新需要開拓事業



675 福島県 安藤理美容室 サインポール設置による新規顧客獲得と新サービスの情報発信

676 福島県 有限会社マルヨ建匠 7380002035652 自社オリジナル木工製品の一般向け販売力強化事業

677 福島県 有限会社　星乃井 9380002035626 自慢の「料理」と「温泉」を届ける新ビジネスの展開

678 福島県 あじ仙 店舗営業強化した新サービス提供による顧客獲得支援

679 福島県 角田車体整備工場 磨き技術を転用したカーコーティング設置と、それを使っての集客

680 福島県 ハピネス きめ細やかなハウスクリーニング事業の強化、販売促進事業

681 福島県 株式会社La・Florisuta 5380001028270 店舗側面壁リニューアルによるブランドイメージ向上と販売促進

682 福島県 しみず理容所 新規顧客獲得に向けた既存看板＆ホームページリニューアル事業

683 福島県 有限会社棚倉カークリニック 4380002019047 車の悩みに親身に応える「車の町医者」を目指した事業発展計画

684 福島県 Restaurant＆Café　KURA. 町中活性化の為のチャレンジショップ立上とテイクアウト事業強化

685 福島県 石安米肥店 金属検出機導入による品質向上米の販路拡大事業

686 福島県 工房KIZUKI 世界に一つのオーダーメイド家具販売の為の展示スペース事業

687 福島県 有限会社　マジマ 8380002012262 着物と茶道体験設備新設事業

688 福島県 旬彩酒家　和 店舗コンセプトの刷新と快適な食事環境の整備による顧客獲得

689 福島県 株式会社レーヴェ 4380001026944 オリジナル家具販売を中心としたホームページ等による販路開拓

690 福島県 株式会社トウエキ 6380001007785 ショールームの積極な活用による新規顧客獲得

691 福島県 KEEP　FIELDS 入店率を高めるための視認性の高い魅力的な看板設置と店づくり

692 福島県 有限会社ノエビアナカヤ 4380002015319 美容に相応しい衛生環境の提供で新規開拓を目指す

693 福島県 株式会社BUDDY 6380001030580 看板宣伝強化による地域での認知度アップ事業

694 福島県 株式会社まるよし建材センター 7380001017882 地域密着！町の工務店「何かあれば、まるよし！」戦略

695 福島県 株式会社ナナスワン 5380001029343 電解次亜水を活用した感染症対策清掃サービスの構築

696 福島県 市川経営コンサルティング HP作成と体験型オンラインセミナー活用によるweb集客力強化

697 福島県 株式会社会津野菜 4380001030533 ネット通販による会津野菜の販路拡大事業

698 福島県 あやこ野 新商品開発とインターネット販売・PRによる売上増加事業

699 福島県 有限会社　塚原製作所 1380002021245 製造環境を整備し、新素材での部品製造を実現し販路を開拓

700 福島県 円谷製麺　株式会社 9380001011644 新たな材料・形態での新商品を開発し、販路を開拓

701 福島県 Hair Lounge Cheeek 施術スペースの半個室化による、プレミアムな美容室



702 福島県 有限会社常豊工務店 4380002019179 地元工務店の強みを生かした不動産部PR強化による販路開拓事業

703 福島県 株式会社大栄木材 3380001010981 ＩＴ時代に対応した情報発信力強化の取り組みによる販路開拓事業

704 福島県 有限会社　石川エンジニアリング 5380002021753 『何でもできる』小さな企業が提案する衛生不安要因解消事業

705 福島県 花菜 設備導入による地産地消商品の販売ロス削減と販路拡大

706 福島県 有限会社　甘盛堂 4380002018981 和洋菓子魅力アップ及び販路拡大戦略

707 福島県 おそうじSTAR 新サービス「ZIA:STAR」による感染症予防対策！！

708 茨城県 KENZ BODY SHOP 車両整備・修理での昇降作業効率化による来店客数の増加

709 茨城県 由塗 防音性に配慮した塗装サービスの確立による直接受注の拡大

710 茨城県 アンリエット ヘルシーブレッド専門店に特化した事業変革で新たな販路開拓

711 茨城県 ブラッシュネイルズ 新事業LDハンドケアの提供による販路開拓と衛生管理の向上

712 茨城県 ODD ユーロビンテージ雑貨等を独自の世界観で提案するショップの開発

713 茨城県 ㈲近藤石材工業 8050002010134 石材製品の魅力発信力アップによる売上向上事業

714 茨城県 ハッピーわんず 愛犬家とのコミュニケーション強化による新規顧客獲得事業

715 茨城県 ㈱リーシェル 3030001025305 近隣地域の子供達や家族を集客、及び客単価向上の実現

716 茨城県 風月堂 卓上トップシール包装機導入によるロングライフ水ようかん等販売

717 茨城県 レストランモン・ラパン 笠間の栗を活用した独自のテイクアウト商品開発事業

718 茨城県 ㈲きらら館 4050002010105 パンのドライブスルー販売による売上向上事業

719 茨城県 シリウススクール バイリンガルそろばんソフトによる通学と自宅の融合授業の提供

720 茨城県 タキマテック㈱ 2050001022490 太陽光発電と蓄電池による移動型災害時電源供給システムの開発

721 茨城県 さか乃志多 本格的創作和食を気軽に楽しめるサービスによる新規顧客開拓

722 茨城県 213整骨院 介護ヘルパー腰痛対策プログラムの開発

723 茨城県 ボイジー オートバイ向けのラッピングサービスの提供による新規顧客の獲得

724 茨城県 ㈲ジャパントップス 8050002013194 事故物件等を対象とした特殊清掃サービスの確立

725 茨城県 ヘアモードリーベ鹿嶋店 足弱者及びその同伴者向けサービス拡充による売上拡大

726 茨城県 ㈲マテリアル茨城 4050002044193 オリジナル商品「さつまチップ」の商品化

727 茨城県 ㈱フードセンター 7050001008064 テイクアウトコーナー拡充強化事業

728 茨城県 ㈲神永製作所 6050002032353 自社製品の構造改良による市場における潜在的課題解決



729 茨城県 ㈱COUNTRY WORKS 3050001046357 大宝八幡宮参拝の名物「下妻肉まん」「下妻餡まん」の開発・販売

730 茨城県 ㈲藤枝基礎工業 2050002010387 鉄筋加工能力の向上による大規模現場への対応力強化事業

731 茨城県 ヘアーコレクションビッグ・ポール フェイシャルケア用「お顔そりるーむ」設置による女性客の開拓

732 茨城県 お食事処 いこい オリジナル健康弁当メニューの開発と販売による売上向上事業

733 茨城県 ときめきお片づけ 自社ウェブサイト構築による認知度向上及び新規顧客獲得事業

734 茨城県 神原輪業 安全・快適な足回りトータルメンテナンスで正規店のご利用促進

735 茨城県 ㈱プロジェクト茨城 3050001034411 ロケツーリズム拡大の為の魅力発信強化事業

736 茨城県
特定非営利活動法人　いばらきの魅

力を伝える会
6050005010777 歴史交流館「井筒屋」のハブ機能の拡大と販売機会の創出事業

737 茨城県 NABLA 臨場感のある映像アップによる釣りの面白さ紹介と新規顧客の開拓

738 茨城県 ㈲千代田緑地 3050002014271 樹木の特殊伐採サービス開始による顧客開拓事業

739 茨城県 かつら陶芸 価値製品を気軽に体感できる店舗への変革による売上向上事業

740 茨城県 小林自動車整備工場 タイヤチェンジャー導入による顧客ニーズ対応と新規受注獲得事業

741 茨城県 ㈱ホンダショップサイトウ 4050001045531 若者がバイクへの興味を膨らませるような店づくり

742 茨城県 Cherish nail 女性起業支援・高付加価値ネイリスト育成サービスの提供事業

743 茨城県 ヘアーメイクF 男性向け脱毛メニューの提供による新規顧客獲得

744 茨城県 大和田工務店 主婦目線の家事や子育てしやすい家づくりに必要な工事能力の獲得

745 茨城県 ㈲清田商店 2050002010098 オリジナル微粉砕製品のWEB取引構築による新規顧客の開拓事業

746 茨城県 そば処ふしみ ワンストップサービスの提供による集客強化

747 茨城県 (同)LIMONE 7050003004227 オンラインショップ機能拡充と商品カタログ制作で販路開拓

748 茨城県 手打ちそば梁 業界初の顧客ごとに選べるそばの認知と新商品定期投入で集客拡大

749 茨城県 ㈱PONTE 5040001101482 障がい児童の才能発掘のための新規施設の告知事業

750 茨城県 売上ライズ ラボラトリー コロナによる価値観の変化に合わせた新メニュー構築と販売

751 茨城県 ㈲村上 5050002018659 トータルビューティーサービス提供のワンストップ店舗化事業

752 茨城県 ペピート 本格イタリアンへの業態転換による若年層の集客

753 茨城県 ㈱やぎぬま農園 8050001038597 権威ある分析評価による健康機能に着目した食品製造業市場の深耕

754 茨城県 ㈱キャロッツ 7050001046262 茨城食材を総動員で、県外顧客の集客・拡販

755 茨城県 OPEN SESAME 造形Ma&Ma 絵付け骨壺で、ペットを思う家庭の「手元供養」需要を取り込む



756 茨城県 こうのす薬局 ハーブ園体験イベントで、自然志向の住民の開拓

757 茨城県 ㈱よしや 8050001027955 介護施設向けの訪問販売サービスの提供

758 茨城県 飯田クリーニング店 営業・配送車両のラッピングによる「情報発信力」の強化

759 茨城県 岡埜栄泉 小玉スイカ饅頭の改良と製造プロセスの革新による販路開拓

760 茨城県 桜ゼミナール 教室拡大工事による感染症対策で生徒数の確保

761 茨城県 ㈱瀧田興業 9050001010076 新規販売ルート開拓とブランディングによるリピート率UP！

762 茨城県 Step World 守谷スクール 英検に特化したオンラインレッスンと感染症対策で事業拡大

763 茨城県 浅野物産㈱ 3050001017176 「お庭がリビング」プロジェクトの動画活用による販路拡大

764 茨城県 ㈲環企工房 4010002043455 新たなユーザーに向けたダンボール製遊具販売事業

765 茨城県 アムハイン VIPスペース構築による新規顧客獲得と販路拡大計画

766 茨城県 うお松 出前食器回収後の洗浄自動化による機会損失改善と作業効率向上

767 茨城県 KiKi フェイシャルエステの施術実施による販路拡大

768 茨城県 ㈱きこり屋 2050001045979 独自の明瞭伐採プランの新聞折り込みチラシによる販売促進事業

769 茨城県 ㈲石塚木工所 3050002004099 機械化+職人技の両立によるフラッシュドアの生産性向上

770 茨城県 ビスミラ㈱ 1050001045716 テイクアウト専門店の創業による販路開拓

771 茨城県 酒寄塗装 「ハーフペインティング塗装サービス」による新規顧客開拓

772 茨城県 大野屋 鹿行地区特産の紅あずまを用いたスィーツおさつの開発販売

773 茨城県 和食ダイニングもののけ 個室とプロの料理の相乗効果による癒し空間での顧客満足度向上

774 茨城県 ㈱クラマ 6050001022702 テントサウナ設置で施設の付加価値向上を図り、新規顧客開拓

775 茨城県 バルーン＆ハンドメイドMGMB バルーンアート専門店インスタQRコード付き看板で新規顧客開拓

776 茨城県 Salon.do.A.bi 新サービスとしての「ＢＣＢ体操教室」の開始とＰＲ事業

777 茨城県 ㈱住建 7050001005254 家具事業部新設による新築、リフォームの顧客の流れを作る事業

778 茨城県 Belle peau 女性専用「顔そり専門サロン」の認知度アップ強化で販路開拓

779 茨城県 ひぐま鍼灸整骨院 EMS新メニュー導入による新規中高年層女性顧客獲得事業

780 茨城県 取手東整骨院 整骨院が行う「コウノトリ妊活整体プログラム」の開発と提供

781 茨城県 咲くカフェ(同) 2050003004529 屋外テラス屋根の設置と、座席・ベンチの新設

782 茨城県 ㈱鶴月・社中 6050001029086 グラウンドトリック専用サマーゲレンデ施設の開発



783 茨城県 i，D 自社WEBサイトのリニューアル・コンテンツ強化

784 茨城県 ㈱プロショップガーデン 4050001030871 移動整備設備による出張修理サービスの展開

785 茨城県 ㈱リーフ 8050001042351 競争馬糞堆肥「サラブレットみほ」の袋詰め機導入による販路拡大

786 茨城県 ㈲エクボ 9050002003665 コロナに負けない安心と信頼と技術の美容室だと周知する事業

787 茨城県 アンガス 働く女性に向けた中古ハイブランド品の新規事業による販路拡大

788 茨城県 高塚流通㈱ 2050001013498 危険物スペシャリストによる化学企業と物流事業者の囲い込み

789 茨城県 WATOWAコミュニケーションズ 広報強化による新規患者の早期獲得による売上増加事業

790 茨城県 草間オート 工場改装と整備・点検の可視化サービス始動に伴う入庫率増加事業

791 茨城県 ㈲真中重機土木 4050002020161 ITを活用した次世代施工管理技術導入による販路開拓事業

792 茨城県 ビューティーショップANJU エステ効果を高める「ANJU式よもぎ蒸しエステ」の開発提供

793 茨城県 澤田茶園 生産から商品化までを行う自社農園ブランドの安心安全をPR

794 茨城県 ㈱シオン 2050001034627 テイクアウト鶏の炭火焼き商品を開発しキッチンカーで販路開拓

795 茨城県 ㈲大和タクシー 8050002012386 タクシー会社の新しいカタチ「人もモノも」運ぶサービス

796 茨城県 東屋糀味噌店 地域産品を活かした発酵スイーツによる顧客獲得

797 茨城県 ㈱ECO REVO 8050001046880 全国の自動車整備業者に対する独自DPF洗浄保守システムの拡販

798 茨城県 310-AUTO SERVICE ワンストップ整備で事業継続の危機を脱却する工夫

799 茨城県 ミートデリカなかじま 店舗の雰囲気と魅力度を向上させるライティング改装

800 茨城県 ビューティーショップヨーコ 顧客満足度アップのため、新サービス提供事業

801 茨城県 CLOSET テレホンカード類買い取り事業の看板設置による販路開拓

802 茨城県 魚と酒菜 とき和 真空調理用加熱器導入による日本料理の真空パック商品の試作開発

803 茨城県 J&C Relations プレイバスの性能向上及びイメージキャラクター宣伝事業

804 茨城県 寺門建築 Uターン組家族向け洋室リノベーションの拡販

805 茨城県 NIS㈱ 7050001042410 新聞折込とLPによる電材＆工具買取強化キャンペーン

806 茨城県 平野工務店 農業用倉庫リフォーム提案による農家市場の開拓

807 茨城県 ㈲大森茶寮 9050002006684 子育て卒業組主婦がいる市民団体による利用促進

808 茨城県 那珂バッティングセンター 遮光ネットの設置による夕方の大人客の増大

809 茨城県 Beauty Space Large hair ケアドライによる髪質改善メニューで、客単価向上と新規顧客開拓



810 茨城県 千葉酒店 映画マニアの長い帰路のお伴に、自家焙煎コーヒーのテイクアウト

811 茨城県 ㈲町田葬祭 2050002042810 感染症と共存した葬儀のあり方提案とチラシによるPR強化事業

812 茨城県 ㈲横手造園 9050002010488 ローメンテナンスの庭造りによる若年層の需要開拓

813 茨城県 ㈱マルタニ商事 8050001031791 石材業によるアーティフィシャルフラワーのレンタル事業の開始

814 茨城県 ㈱れんこん三兄弟 8050001026395 蓮根成果と加工品の製造量増と品質安定に対応した販路開拓事業

815 茨城県 ㈲桂雛 9050002007385 ホームページを活用した非対面型営業方式の採用事業

816 茨城県 雪村庵 減圧調理を使用した地元食材フレンチ料理や加工食品への取り組み

817 茨城県 柏製作所 新分野への対応能力を強化するための加工精度向上事業

818 茨城県 ㈱愛宕不動産 7050001043136 田舎暮らしの提案とこれを体感できる貸家事業のＰＲ

819 茨城県 ビューティーショップ鈴屋 化粧品専門店独自の美容サービス提供による新規顧客獲得強化事業

820 茨城県 ㈲つくし 9050002010595 高齢者向けプライバシー確保空間の提案による売上向上事業

821 茨城県 ㈱四代目ねぎしや 3050001039212 新型コロナウィルス感染症に負けない店舗環境整備事業

822 茨城県 Relaxation-O 本気で痩せたい人のためのトータル痩身サービスの提供

823 茨城県 川上印刷 販促効果を高めるための「紙とデジタルの直結」提案事業の展開

824 茨城県 フォレストガーデン デザイン オリジナルデザインガーデン事業の情報発信による売上向上

825 茨城県 ㈱アートフィールド 2050001013127 大切な人に贈る『体験・共有型サンドブラストギフト』

826 茨城県 かみすでんき㈱ 8050001046311 電力小売における停電時非常電源提供サービスによる顧客開拓

827 茨城県 山鹿真吾公認会計士事務所 新規開業者・開業見込者向けにターゲットを絞った販路開拓

828 茨城県 ㈱トランク 7050001037699 自社オリジナルデザインコンサルサービス『ＢＡＮＳＯ』の商品化

829 茨城県 ㈱イシシゲ自動車 5050001045282 若者・シングルマザーのミカタ！カーリースプロジェクト！

830 茨城県 ㈲お花カンパニー 1050002043677 お客様の生活にプチ贅沢を提供する直売事業の展開

831 茨城県 Smart Solutions㈱ 4050001036885 小規模事業者のための自動勤怠管理システムの構築

832 茨城県 Viushair 新商品PRのためのHPの作成及びチラシ配布による新規顧客獲得

833 茨城県 ㈱麗garden 4050001046975 お客様のニーズに対応した物置・犬小屋のカスタマイズ提案事業

834 茨城県 ナレッジパレット 顧客満足度の更なる向上を図る商品開発力の強化による販路拡大

835 茨城県 ㈱福富建設 1050001016106 本格ナポリ「冷凍ピッツァ」テイクアウト販路開拓プロジェクト

836 茨城県 ㈲サンコウ 3050002035334 30歳からのメンズパーマの開発・販路開拓



837 茨城県 (同)磯Premium 4050003004493 レンタカー事業取り扱い開始に備えた事務所兼商談スペースの整備

838 茨城県 朝田紙店 おりがみ教室リニューアルとウェブサイトによる集客力向上事業

839 茨城県 オクダクリーニング 遠方の顧客を対象とした販路開拓のためのホームページ作成

840 茨城県 ネクセルオートサービス 女性客ドライバー向けピットサービス開設による売上向上事業

841 茨城県 ㈱小田喜商店 1050001008128 顧客とのコミュニティ復活・強化による販売促進活動

842 茨城県 かとり台整骨院 高精度体成分分析装置の導入による整骨院のブランド確立

843 茨城県 ㈱開智学院 3050002039649 不登校生徒や通塾困難家庭向け学習支援強化による新規顧客層開拓

844 茨城県 Rio美容室 新サービスの提案と店舗内外環境整備による経営基盤強化事業

845 茨城県 キムチ工房かわさき 『本場の味を身近に』提供する本格韓国料理店事業

846 茨城県 ㈱小菅工業 2050001037976 遺品整理から不要物の収集運搬、解体工事までの地域需要の開拓

847 茨城県 Special Kitchen MOG2 笠間や岩間で採れた素材を活用したキッチンカー事業の展開

848 茨城県 panorama. 店舗を覆う屋根と待合室の整備による顧客満足度の向上と売上拡大

849 茨城県 サンネット㈱ 9050001042854 飲食業向けテイクアウト予約サービスサイトの開発とPR事業

850 茨城県 コスメ山本 リラクゼーションとエステを融合したサービス開発による顧客開拓

851 茨城県 ㈲田山工務店 9050002010587 趣味の需要に対応した住環境事業の展開による直接受注の獲得

852 茨城県 ㈲伊勢屋 3050002037545 インバウンドに備えたご当地新商品「次世代エース商品の開発」

853 茨城県 ㈲澤屋都市開発 3050002029468 当館名物料理の真空パック化による販路開拓

854 茨城県 ㈱筑波材木店 5050001030094 “木”の良さを伝え木材を通じての価値創造をPRするWEB戦略

855 茨城県 会沢建築板金 HPによる広告宣伝で販路開拓及び新規顧客獲得事業

856 茨城県 ㈲鈴木工務店 5050002037733 営業機会の創出！刃物研ぎでアイスブレイク

857 茨城県 ㈱渡辺塗装 2050001018811 当社初の試み！相談会イベントを実施し新規塗装工事件数増加計画

858 茨城県 井坂建設工業㈱ 9050001011371 学生服リユースショップの為の改装・販促用チラシによる販路開拓

859 茨城県 ㈲髙野興業 9050002043562 解体工事個別相談会の開催による新規顧客の開拓

860 茨城県 ㈱かめや海老原商店 9050001027418 当社独自のリラクゼーションサービスの提供による高齢者獲得事業

861 茨城県 みの和 若年女性客向け新メニュー開発と内装改装による付加価値向上企画

862 茨城県 九月屋 占い師育成講座オンライン化事業

863 茨城県 happy create 多目的イベントスペースの新設と衛生環境の強化



864 茨城県 銚子屋旅館 客室を茶室に改装し、茶道体験等による新規顧客を獲得する事業

865 茨城県 LiLI  hair  cafe 新型コロナウイルス感染症に負けないブランディング事業

866 茨城県 きまぐれ食堂 英佐 電光掲示板等の設置による集客力のアップと新たな顧客獲得事業

867 茨城県 ㈲四季彩館 7050002032113 洋式トイレ導入と女性、家族連れ向けメニュー開発事業

868 茨城県 ㈱naf． 1050001036814 新規顧客層の集客に向けて対面販売・相談窓口開設

869 茨城県 パクマ 新たなニーズに対応した機材導入とマッチングによる新規顧客開拓

870 茨城県 篠崎畳店 『見せる畳製造工場』への変革による直接受注の強化

871 茨城県 ㈲赤須建材店 4050002035390 個人のお客様が購入しやすい看板設置による新規来店促進事業

872 茨城県 舞姫 独身男性に向けた高付加価値中食デリバリーサービスの提供事業

873 茨城県 石挽手打めん処　竹庵 ウェブを活用したテイクアウト事業・新メニュー開発

874 茨城県 オートランドワイズ サブスクリプション方式導入による販路拡大戦略の展開

875 茨城県 ㈲珈琲亭よしだ 2050002038882 独自ドライフルーツ紅茶の販路開拓およびオープンテラス席の拡充

876 茨城県 ㈱ベストアローズ 2050001036838 返品衣服の独自販売サービスによる新品衣服再検査受注強化事業

877 茨城県 そば処 松の庵 テイクアウトメニューによる販路開拓

878 茨城県 岡井商店 地場の農産物を旬にその場で味わえるワンハンドスイーツの開発

879 茨城県 ㈲河島ギア製作所 1050002036895 新規制作ホームページを軸とした販路開拓

880 茨城県 アルベンス㈱ 6050001022363 野菜の販路及び仕入れ先開拓と登録支援機関の顧客開拓

881 茨城県 ㈲PSC 1380002027548 消毒事業新規参入でコロナ不安払拭サポート

882 茨城県 りょうたの手羽先 大分からあげ専門店の宣伝・販路開拓

883 茨城県 ㈲保険ソリューション 1050002028868 ワンストップサービスによる自動車保険代車即応サービスの開始

884 茨城県 YZB　MOTOR 新たなサービスの提供と認知度向上による新規顧客の獲得

885 茨城県 ㈲湯泉荘 8050002004078 生産性と機能性を高める小宴会場の整備計画

886 茨城県 ㈱クラウン 6050001017727 教室の感染予防対策とオンライン指導による顧客獲得拡大

887 茨城県 Voice of Meshia クリエイターと消費者を繋ぐプラットフォーム構築による販路開拓

888 茨城県 ㈲さんてす 2050002010511 テイクアウト推進事業

889 茨城県 カイロプラクティックオフィス 美美 お店居心地アップによる高齢者層の顧客開拓

890 茨城県 ㈲中沢鉄工所 7050002043787 顧客ニーズに応えるために機械を導入し地道な販路開拓を図る



891 茨城県 プレミアムヘアークラウディット エステと高気圧Ｏ2カプセルを組み合わせた抗老化医学の提供

892 茨城県 みらいドリーム 移動収穫体験及び販売・ネットを利用した販路拡大事業

893 茨城県 ㈲高橋工務店 8050002012725 年齢に合わせた家作り『介護リフォーム』をWEB・チラシでPR

894 茨城県 ㈱トワ美装工業 4050001039888 新サービス「抗菌・抗ウイルス塗装」をPRするWEBサイト構築

895 茨城県 ㈱山口設備工業 2050001039287 設備工事業者のノウハウを活用した衛生保守サービスの提供

896 栃木県 株式会社澳原いちご農園 1060001031062 ブランド向上を目的とした販売促進ツール作成事業

897 栃木県 藤電工業株式会社 6060001013428 新しい空間で最高の技術とおもてなしをWebでPR

898 栃木県 株式会社井上住建 3060001026333 幸せの土台・帰る家があるをPRするサイトリニューアル事業

899 栃木県 らーめん平成 お客様に優しい店舗環境への改修で顧客不満足を解消

900 栃木県 有限会社　匠栄技研 2060002031102 本来の墓石の形へ～新商品導入による販路拡大事業～

901 栃木県 新リンパ療法サロンしもつけ 肩こり頭痛に悩む人への販路拡大

902 栃木県 Scrapfun パーソナルカラー診断のメニュー充実による新規顧客拡大計画

903 栃木県 花らんど　うえき トイレ新設及びフリーＷｉｆｉによる快適店舗づくり

904 栃木県 ときわ美容院 遠赤外線促進器導入によるサービスの更なる向上事業

905 栃木県 佐藤商事　有限会社 9060002033422 感染予防を重視したトイレ改修での販促強化及び認知度アップ事業

906 栃木県 株式会社黒子松屋 2060001010701 来店機会増大を目指す新商品開発とウェブサイトリニューアル

907 栃木県 市井商店 適正な温度管理可能なショーケース導入による新たな販路開拓

908 栃木県 株式会社　宮田精機 7060001030496 ホームページ・ＥＣサイトの構築による販路開拓

909 栃木県 陶房日向 新顧客層開拓、新商品販促の為、来店客のアメニティー向上事業

910 栃木県 有限会社高島油店 3060002018148 レンタカー事業を軸にゆったりとした快適空間で店づくり

911 栃木県 郷山カフェひだまり シニア顧客増を図るためのバリアフリー化と店舗周知事業

912 栃木県 株式会社環境地盤センター 6060001032072 ホームページ・パンフレットにより認知度向上・受注増加を図る

913 栃木県 株式会社野州たかむら 3060001009676 ギフト市場開拓に向けた「宝石キャンディ」の商品化と販路開拓

914 栃木県 美容室飛鳥 常連客の世代交代を図る看板リニューアルと店舗サービスの拡充

915 栃木県 株式会社ＲＥＡＬ 4060001025615 「ダイエット・瞑想プログラム」の提供とホームページ作成

916 栃木県 株式会社高生ベネフィットホーム 7060001002660 完成物件の施主取材・動画撮影による販促ツール及び広告幕の作成

917 栃木県 有限会社福寿し 6060002029225 メニュー選びが楽しくなる新メニュー表の導入で売上げ向上



918 栃木県 蕎麦切りわたなべ コンベクションオーブンの導入による新たな価値の提供

919 栃木県 あやめ鮨 アフターコロナの生き残りをかけた「鮨屋の弁当」事業

920 栃木県 株式会社エース 5060001022933 お客様を笑顔にするスピード施工で売上向上事業

921 栃木県 みやび接骨院 当院の強みを活かし健康増進を推奨　機器の導入で売上増を図る

922 栃木県 MWheels 小型トラック用タイヤホイール販売に参入し新規顧客の開拓を図る

923 栃木県 FIVE STAR リゾート感ある外観作りとヘッドスパ提供に係る環境改善

924 栃木県 美癒院 腰痛患者にターゲットを絞った宣伝による新たな販路開拓

925 栃木県 須藤理容所 親子で通える清潔感ある店づくりによる新規顧客獲得事業

926 栃木県 KLIS 相続問題なら私にお任せ！店舗改装による売上向上事業

927 栃木県 株式会社　緑新産業 9060001024117 １年中快適に楽しめる！室内馬場建設工事で売上向上事業

928 栃木県 有限会社　落合自動車整備工場 8060002033753 新規リフト導入による受注力向上事業

929 栃木県 有限会社　小澤製作所 8060002013788 独自の高い技術をアピールするためのホームページ作成

930 栃木県 ヘアーサロンOoshima 高齢者・障害者に配慮したバリアフリー化と店内のイメージアップ

931 栃木県 ＨＱＯＬ合同会社 6060003002404 広告宣伝を中心としたホームページ作成事業

932 栃木県 わみや 観光客向け地域の特産品を意識した新商品の開発

933 栃木県 ともちゃん農園 子供にもっときくらげを知ってもらおう

934 栃木県 アライズ “省エネ塗料”のチラシを作成し、認知度向上による販路拡大

935 栃木県 遊クラフト 全年齢が不自由なく入店できる店舗入口のバリアフリー整備工事

936 栃木県 Licca 当店の魅力を存分に発信し新規顧客を獲得するホームページの新設

937 栃木県 那須のお米のパン屋さん オープンカフェで集客と購買点数が増加となる屋外デッキの新設

938 栃木県 TINTS株式会社 5060001030903 田んぼ発！！お米の無添加おせんべいで、新市場開拓と販路拡大

939 栃木県 じざい 新規顧客の獲得と非対面販売を実現するＥＣサイト設置と販促戦略

940 栃木県 結 パンフレットと看板作成による地元の新規顧客開拓事業

941 栃木県 森林ノ牧場株式会社 9060001022509 森林ノ牧場を家庭で楽しむための動画配信サービス

942 栃木県 有限会社　益栄 3060002023296 那須湯本地区へのスイーツ店の出店による売上増加事業

943 栃木県 株式会社木原鉄工 7060001018046 ホームページによる販路開拓に向けての発信力・信用力強化事業

944 栃木県 株式会社ネクストイノベーション 6060001030456 販売促進用ネット販売予約システムの構築



945 栃木県 ＲＡＫＵＤＡ ミキサー導入により出荷数を安定させ、販売チャンスを生かす

946 栃木県 HAIR　DESIGN　粋 バリアフリー化によるイメージ刷新で高齢者の顧客獲得を目指す

947 栃木県 ポッピーコック トイレ洋式化によるリニューアルで新規顧客獲得を目指す

948 栃木県 有限会社きくや一望館 4060002022090 ウェブサイトリニューアルによるスマホ対応で認知拡大

949 栃木県 こはる インターネットと対面の広報強化による新規・継続顧客開拓

950 栃木県 株式会社　有賀 5060001023510 看板の設置と店舗設備の充実で来店型の店舗に。

951 栃木県 ポポラス植物店 ロスの軽減と快適な店づくりで集客力アップ！

952 栃木県 整体院　山本 慢性腰痛改善に特化した整体を幅広い年代層に届けよう！

953 栃木県 五番街 もっとキレイに、ネイルコーナー開設【ネイルケア＆ハンドケア】

954 栃木県 旬鮮彩肴　天通 国道沿いの好立地を生かしたロードサイン設置による訴求力向上策

955 栃木県 株式会社カワデン 7060001031230 街の電気屋さん新規Ｗｅｂ作成による顧客販路拡大

956 栃木県 株式会社メディカルケアーズ 2060001018018 ウェブサイトリニューアルによる新規顧客獲得

957 栃木県 株式会社プレジール 3060001012291 店内改装により、安心して楽しめる環境を作り、集客力を高める

958 栃木県 株式会社おかしげ 3060001012614 コロナの影響から回復するためのトイレ改装と厨房機器の導入

959 栃木県 株式会社ムロイハウジング 7060001012379 動画投稿・パンフレット配布による「わのいえ」の認知度向上事業

960 栃木県 SUZUKI SHOTEN 商店回帰！古民家とアンティーク什器による相乗効果で集客ＵＰ

961 栃木県 株式会社　相互企画 5060001012018 インターネット（ホームページ・ＳＮＳ）活用による受注強化事業

962 栃木県 有限会社ふとんの大森 1060002039939 強みの“商品力”と“提案力”をアピールする、店舗内外装変更！

963 栃木県 有限会社酒井石材 2060002039822 ＳＤＧｓとシナジー効果を考慮した、ダンボール緩衝材の新事業化

964 栃木県 西那須野バレエスクール バレエ教室の看板の作成・設置で知名度向上と顧客の創造

965 栃木県 株式会社ミワコネクト 3060001030293 車の良さを乗る楽しみを全国に届けるために看板設置で認知度向上

966 栃木県 株式会社テラサキ 7060001012032 自然と調和した造園工事の認知拡大による売上アップ

967 栃木県 株式会社こめや 1060001012491 ホームページの刷新による「こめや旅館」の魅力発信事業

968 群馬県 ケントウサービス有限会社 2070002021556 大型コンテナ導入による受注拡大と販路開拓事業

969 群馬県 想いあ笑ーる合同会社 2070003002779 新設備導入でお客様が快適に過ごせる時間と客単価アップ事業！！

970 群馬県 有限会社中磯商店 1070002016879 店頭ガラスサッシ導入することによる商品品質向上と販売促進強化

971 群馬県 株式会社フォレスト 6070001034555 個人、個人事業者集客の為、事業所リフォーム及び宣伝事業



972 群馬県 株式会社清水製作所 3070001034401 新規溶接関連業務の受注獲得と受注販路拡大ための溶接機導入

973 群馬県 たのらく整体院 新規客獲得の為の「美容整体」「メンタルケア」の強化・ＰＲ事業

974 群馬県 株式会社ジェイエーシー 4030001072379 ホームページ作成による新規顧客開拓事業

975 群馬県 ビューティーサロン純 和風美容室への改修と出張エステによる販売強化

976 群馬県 大川食堂 女性や子ども、高齢者の集客アップを図る禁煙ルームの設置事業

977 群馬県 有限会社アダムとイブ 5070002000318 店舗看板設置及び折込チラシ実施による新規顧客獲得

978 群馬県 有限会社森川酒店 3070002016919 店内ベース照明のLED化とスポット照明の活用による売上拡大

979 群馬県 島田設備工業有限会社 7070002033506 設備導入による新規顧客開拓事業

980 群馬県 スローダイニング竹卓 店舗リニューアルによるコロナに負けない新規顧客開拓事業

981 群馬県 クロスブリードオートカスタム 新たな販路開拓のための設備導入事業

982 群馬県 作庭志稲田株式会社 1070001035707 接客用スペースの整備による新規顧客の獲得

983 群馬県 折原園芸 花卉の品質向上のための設備導入に伴う販路拡大

984 群馬県 いわさき酒店 店舗改装による既存顧客への再ＰＲと新規顧客の獲得

985 群馬県 有限会社明和工芸 7070002033992 製品の高品質化による販路拡大

986 群馬県 モギ・コーヒー 作業場を来店型の店舗に改装しイメージアップと新規客の獲得事業

987 群馬県 有限会社小林水道工事店 6070002027302 リフォーム事業進出のための商談スペースと洋式トイレ改装事業

988 群馬県 石工園 くぬぎ石を生かした外構リフォーム需要の販路拡大

989 群馬県 石井林業 災害インフラに備えた石油器機の販売促進と石油販売の拡大

990 群馬県 Pizzeria deco ダブルアームミキサー導入による商品及び生産力の強化事業

991 群馬県 横山学習塾 「新たな生活様式」に対応した学習サービスの提供による販路拡大

992 群馬県 茂呂建設有限会社 4070002034003 新規顧客獲得に向けた「地域密着・住宅施工提案型プロジェクト」

993 群馬県 株式会社常盤館 8070001012286 厨房整備によりテイクアウト及び今後の宴会需要等に対応

994 群馬県 有限会社宇治川石材 7070002033092 地域密着石材店、お墓のアフターサービスＰＲで収益拡大！

995 群馬県 ヘアーサロン高橋 感染症の影響による顧客離れ取り戻しのための看板設置事業

996 群馬県 株式会社アカネ技研 6070001012222 デザイン性のある商品開発による新規案件受注にむけて

997 群馬県 有限会社しもにた聖苑 6070002017022 ニーズに対応した高性能タイヤチェンジャー導入による販路開拓

998 群馬県 木田製作所 顧客の体験型施設を目指した自社工場の整備



999 群馬県 株式会社テクニカ 3070001019732 技術力・製品力の見える化ホームページで、新たなる提案型顧客開

1000 群馬県 有限会社スミヤ測量 4070002017008 測量機器の新機導入による、新規業務受注獲得

1001 群馬県 柳澤電機商会 新規リフォーム関連事業を行うための倉庫改修工事

1002 群馬県 株式会社ワールドエージェンシー 3070001025747 販路拡大・新規顧客獲得のための看板設置事業

1003 群馬県 はしば 新プラン農業体験による新規顧客獲得事業

1004 群馬県 有限会社M Base 1070002035739 エネルギーの地産地消を行うペレット燃料製造とストーブ拡販事業

1005 群馬県 有限会社ヤスダ 2070002035507 新規お客様を必ず獲得できる業務用刺繍ミシンの導入

1006 群馬県 有限会社三河屋 9070002035748 客室内リノベーションで新規顧客獲得事業

1007 群馬県 杉田商店 コロナ後の小売の販売強化と卸のストックの充実による売上拡大

1008 群馬県 有限会社北栄自動車整備工場 3070002026819 新たな顧客ターゲットに対して顧客満足度を向上させる取組み

1009 群馬県 お食事処　暖 来店客の居心地、回転率ＵＰを狙うため座敷席をテーブル席へ。

1010 群馬県 カトレア美容室 差別化強化のための「カラー」「カット」「シャンプー」強化事業

1011 群馬県 小島屋旅館 新規顧客獲得のための快適な食事スペースの提供

1012 群馬県 居酒屋まつば 新メニュー開発による客単価向上、販路開拓の為の設備導入。

1013 群馬県 株式会社森の香 4070001034391 新たな販路開拓のための、自社直売所の設置

1014 群馬県 安兵衛 新テイクアウト商品及びふるさと納税返礼品の提案と開発

1015 群馬県 新栄建築 事業承継者が中心に行う雇用増に伴う売上向上・営業力強化事業

1016 群馬県 清水石油 隣接駐車空間を舗装整備し作業効率向上や寄り易い環境で顧客獲得

1017 群馬県 桑野屋 新たな顧客獲得のための座敷スポーツバーの事業拡大計画

1018 群馬県 有限会社怒木製作所 7070002028084 高品質・短納期を強みとして行う新分野進出による新規顧客開拓

1019 群馬県 株式会社田口農園 7070001029001 有機ＪＡＳ認証こんにゃくの商品化による販路開拓事業

1020 群馬県 有限会社片桐工務店 2070002035754 ＡＩ分析機能付ホームページでアクセス数アップと新規顧客獲得

1021 群馬県 有限会社橘石材店 9070002027588 ペット墓石需要開拓に向けた新規来店及び問合せ数拡大事業

1022 群馬県 堀口精肉店 新規看板設置による認知度向上と新規顧客獲得する事業

1023 群馬県 胡桃家 ローフード提供店の強みを生かした新たな顧客獲得事業

1024 群馬県 有限会社　神谷造園 5070002032848 新規顧客獲得のための空き家等解体事業の開始

1025 群馬県 株式会社スイシン 1070001010305 全国展示会出展における販促ツールの強化



1026 群馬県 ハナビシ株式会社 6070001034381 これまで廃棄していた廃材を売上向上に繋げる課題解決戦略

1027 群馬県 株式会社LAXMI 6070001030686 トリートメント・育毛促進サービス強化での差別化で新規顧客獲得

1028 群馬県 あおやま 認知度向上を目指した看板設置！新規顧客獲得で売上増加を図る。

1029 群馬県 まつや食堂 宴会場外観整備による集客力アップ事業

1030 群馬県 居酒屋　三四郎 お客様の注文頻度を上げて、お客様単価向上のための設備購入！

1031 群馬県 有限会社牧野鉃工 1070002021243 新たな溶接設備導入による新規顧客開拓事業

1032 群馬県 ケーキ叶屋 高性能オーブンの導入で商品の幅を広げ、新規顧客獲得

1033 群馬県 有限会社ほだか製作所 2070002030912 ホームページや看板設置による新規顧客開拓

1034 群馬県 リボンクリエイト株式会社 2070001024345 看板設置やチラシパンフレット制作による新規顧客開拓事業

1035 群馬県 ふぅ美。 看板設置と屋内環境改善による新規顧客開拓

1036 群馬県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｌａｇｏｏｎ 作業台の増設と店舗改修で回転率・顧客満足度向上で売上増加！！

1037 群馬県 ファッションハウス　すずまん 顧客管理ソフト導入による効果的な販売促進事業

1038 群馬県 コロムビア 店舗環境の改善と情報発信による販路開拓事業

1039 群馬県 株式会社中島塗装 7070001010472 伐採した樹木を利用したウッドチップ製造事業

1040 群馬県 有限会社黒澤工務店 6070002016172 ＤＩＹ向けレンタルスペース事業による販路拡大と新規顧客獲得

1041 群馬県 GGファーム株式会社 8070001032549 販売車改装による魅せる売場創りと有益情報提供での新規顧客開拓

1042 群馬県 株式会社ＩＮＵＩ企画 5070001030745 新型コロナウイルス対策とインバウンド客獲得で売上アップ

1043 群馬県 赤坂医療技工所 義歯の審美性向上による患者満足度向上と新規取引先獲得事業

1044 群馬県 上州下仁田屋 Webサイト制作とパンフレットリニューアルによる販路開拓事業

1045 群馬県 株式会社白石建設 8070001019488 新規顧客の獲得の為のHP作成事業

1046 群馬県 らぁめんすぎした 高齢者や家族連れ等を呼び込むおもてなしの環境整備事業

1047 群馬県 斉藤製麺 新規顧客獲得を実現するための販売強化及び設備導入事業

1048 群馬県 株式会社STEP-UP 7070001028647 レンタル部門及び作業車販売のＰＲ強化による新規顧客獲得事業

1049 群馬県 HAIR H2O＋ 顧客満足度向上と新規顧客獲得のための店舗改装事業

1050 群馬県 有限会社一桝屋商店 1070002035656 「日本酒販売店」と一目でわかる看板設置で新規顧客獲得事業

1051 群馬県 民宿みちのく 快適空間の提供と新プランの構築による新規顧客獲得事業

1052 群馬県 小麦工房なっちゃん 食物アレルギーでも食べられるパンの試作開発と販売促進事業



1053 群馬県 堤孟男商店 新たな販路開拓による売上高向上に向けた新商品開発事業

1054 群馬県 株式会社サンエス渋川 9070001018118 コロナ禍による受注減少状況を乗り越えるための新規客獲得計画

1055 群馬県 故郷キムチ 商品陳列リニューアルによる売上拡大・新規顧客獲得事業

1056 群馬県 有限会社小林自動車 6070002026238 安らぎの空間演出とショールームによる顧客獲得事業

1057 群馬県 とり料理たなか 店舗販売リニューアルスタートによる顧客獲得のための改築とＰＲ

1058 群馬県 株式会社サントファミリア 3011001092700 デッキ改修工事で民泊新規顧客獲得事業

1059 群馬県 鈴木モータース ＭＡＧ溶接機導入による作業効率向上、健康、環境リスク軽減事業

1060 群馬県 有限会社八幸石材 3070002014518 一般客からの新規受注獲得のためのＨＰ制作、看板設置事業

1061 群馬県 FROG PHOTO WORKS 差別化強化のための「動画撮影」「ドローン撮影」の新規事業展開

1062 群馬県 加川　有梨亜 新サービス導入のための設備投資

1063 群馬県 石毛　尚子 新規顧客獲得のための移動出張撮影サービスの開始

1064 群馬県 有限会社ウェルサポート・オギ 3070002022066 紙おむつの訪問販売による販路拡大事業

1065 群馬県 Chuckles 新たな動画広告制作に特化したサービスのWEBサイト開設

1066 群馬県 有限会社永徳屋製茶 2070002027256 葬儀の引き出物を店舗販売に活用し新たな顧客獲得で売上拡大

1067 群馬県 イワイオートサービス 新しい車検整備制度に対応する設備導入による顧客囲い込み

1068 群馬県 星野農園 商品開発力の向上による新たな顧客層獲得事業

1069 群馬県 よろづや旅館 安らぎ空間の強化とペット同伴客の受入による新規顧客層獲得事業

1070 群馬県 ｹﾞｽﾄﾊｳｽ　ストーン・アイランド 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

1071 群馬県 高橋建築 新規顧客獲得及びリピーター定着のためのモデルルーム改修

1072 群馬県 オウレット 自家栽培の果物や野菜を使ったアイスクリームの製造・提供・販売

1073 群馬県 山田屋商店　花水木 くつろげる空間提供による新規顧客獲得と顧客満足度向上事業

1074 群馬県 株式会社横山建設 8070001010133 新築住宅施工事例集配布による個人の新規顧客の獲得

1075 群馬県 ビジネスホテルＫＡＷＡ 新規顧客獲得のためのＬＥＤ看板の設置

1076 群馬県 お菓子の家 あん 新規顧客獲得のための看板改装と季節商品の品質向上

1077 群馬県 シャレー ラ・ウルス 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

1078 群馬県 はやぶさ食堂 調理場を拡張しテイクアウト商品の供給を効率化し販売促進を図る

1079 群馬県 下田自動車 期待以上のサービス提供による顧客満足度の向上と他社との差別化



1080 群馬県 茂木製作所 顧客の開発部門との業務連携のためのハイエンドＣＡＤの導入

1081 群馬県 有限会社ウチダ樹脂 2070002022769 段取り時の作業短縮による作業効率整備事業

1082 群馬県 塚本建設株式会社 6070001016280 中広域的周知による新規顧客獲得と企業イメージの確立

1083 群馬県 ARDEN&Co. 仕上がりへのこだわりを最大限発揮するための整備体制確立事業

1084 群馬県 株式会社イーアス 6070001034803 ホームページ開設による施設の情報発信と新規顧客獲得事業

1085 群馬県 石仁 新規顧客獲得のための看板設置、HP開設事業

1086 群馬県 クレスト 什器リニューアル、商品レイアウト刷新による新規顧客獲得事業

1087 群馬県 梅家 製氷機及びテーブル型冷蔵庫導入による新規顧客の獲得

1088 群馬県 栄株式会社 4070001024442 店舗リニューアルによる新規顧客獲得と顧客の固定客化事業

1089 群馬県 株式会社徳江工務店 6070001014631 効果的な情報発信と工法改善による顧客満足度向上と新規顧客獲得

1090 群馬県 青山塗装株式会社 1070001014157 視認性を高める看板設置及びホームページ改修による新規顧客開拓

1091 群馬県 青野土建株式会社 8070001014159 看板リニューアルによる企業イメージの刷新と新規顧客獲得事業

1092 群馬県 ほしの糀 空き家の有効活用と体験型サービスの提供による新規顧客の獲得

1093 群馬県 有限会社茂木製作所 6070002031254 真空チャックの導入で短納期化を図り、新規顧客を開拓する事業

1094 群馬県 株式会社SHARI 5070001036362 暖簾で視認性・雰囲気アップ！　新規顧客開拓事業

1095 群馬県 有限会社　井出生花店 2070002036190 店舗改装で新地元客と観光客の来店を増加し店売りの拡大を図る

1096 群馬県 遊月 新規顧客獲得と客単価向上を狙う店舗リニューアル事業

1097 群馬県 株式会社エイゼンコーポレーション 2070001000387 新規一般顧客増加のためのＨＰリニューアル事業

1098 群馬県 ライフ建物管理株式会社 7070002006536 個人の新規顧客獲得のための駐車場の改修

1099 群馬県 木粋堂 新規顧客開拓に向けた広報活動の強化

1100 群馬県 トライズポイント・オートワークス 車両診断機導入による短納期化と新規顧客の獲得

1101 群馬県 有限会社エヌエスアール 2070002002688 自社の認知向上を目的とした販路の拡大施策

1102 群馬県 有限会社羽鳥製材所 1070002027372 群馬県産木材を活用した無垢の家具の製造販売事業による新規顧客

1103 群馬県 株式会社有田屋 2070001009783 新規顧客獲得目的の店舗・展示場改装工事及び看板のリニューアル

1104 群馬県 有限会社大沼山荘 9070002001097 テイクアウトで盛り上げる！

1105 群馬県 有限会社吉創庵 8070002002030 新規顧客獲得の為の展示会出展

1106 群馬県 株式会社小泉自動車 6070001036642 事故・故障対応のワンストップサービス提供による新規顧客獲得



1107 群馬県 株式会社高崎工業 1070001009594 清潔感向上による女性商談者来所数増加に伴う売上高増加事業

1108 群馬県 株式会社　長岡組 8070001023903 新たな機器の導入による事業領域の拡大で売上・利益の拡大を図る

1109 群馬県 きょうや 新規顧客獲得のための看板設置事業

1110 群馬県 有限会社岩田養鶏場 6070002027087 コロナに打ち勝つ卸・通信・新商品の営業戦略による顧客開拓

1111 群馬県 有限会社すかや松井田店 2070002014865 視認性の強化及びコロナ対策のPRによる新規顧客獲得事業

1112 群馬県 湧然 ＳＮＳへの情報発信とｅコマース戦略への誘導事業

1113 群馬県 子持食品株式会社 5070001017635 「生芋こんにゃく」の看板広告による新規顧客獲得と販路開拓事業

1114 群馬県 株式会社クラウト 7070001018417 商品開発とオープンスペースを活用した新規顧客獲得事業

1115 群馬県 株式会社あぶらや 1070001022275 客は内、コロナ外！、換気で吹き飛ばそう、新規顧客獲得計画

1116 群馬県 三友精機株式会社 2070001007069 ホームページのリニューアルによる新規顧客の開拓

1117 群馬県 株式会社やどや 8070001012922 「合宿」と「体験」パンフレットの制作と配布で新たな顧客の獲得

1118 群馬県 有限会社八塩館 1070002017984 個人客や少人数客をターゲットにした新規顧客獲得事業

1119 群馬県 一作農園 りんご園でおいしい食事提供サービスによる新規顧客獲得事業

1120 群馬県 有限会社小保形時計店 6070002020661 外部看板工事による新規顧客の獲得

1121 群馬県 有限会社おかめや 6070002036261 玄関、店舗内装リニューアルによる新規顧客獲得事業

1122 群馬県 株式会社POTOS DESIGN OFFICE 9070001036524 ショールームの改装とプレゼン力アップによる販路開拓

1123 群馬県 株式会社三山テクノス 2070001029096 革新的新商品の看板広告実施と商談会の開催による新規顧客獲得

1124 群馬県 木村工業所 工場見学会開催と快適な商談スペース開設による新規顧客獲得事業

1125 群馬県 古民家藍 古民家改築により心地よい民泊空間の提供による売上向上事業

1126 埼玉県 リエ美容室 高齢者に優しい店舗改善と、美と幸福感の提供による新規顧客獲得

1127 群馬県 武尊高原しらかば 新プランの開発・販売及び分煙室の設置による新規顧客獲得事業

1128 群馬県 有限会社三国家 6070002036864 新店舗周知強化・ブランディングの見える化に基づくメニュー作成

1129 群馬県 株式会社やすらぎの郷 2070001032125 看板による散骨場周知の向上とHP・チラシによる新規顧客の開拓

1130 群馬県 有限会社宮前商会 9070002018018 リーズナブルな板金塗装修理サービスの提供による販路開拓

1131 群馬県 尾瀬紀行株式会社 1070001025336 安心安全を訴求する為の設備投資と新商品開発による新規顧客獲得

1132 群馬県 株式会社木万里 3070001017595 古民家再生事業及びリフォーム事業の広報による新規顧客獲得事業

1133 群馬県 やとう食品店 店内環境改善により買上げ点数、リピート回数アップで売上拡大



1134 群馬県 木村ボデー 後継者が取り組む建設機械塗装の生産性向上及び新規取引先開拓

1135 群馬県 和風ペンションほしかわ ネットによる新規顧客獲得のための客室と廊下の内装工事事業

1136 群馬県 株式会社めでたや 5070001033954 新たな客層を取込むための『めでたや祭』飲食部門の強化事業。

1137 群馬県 浅間高原らいふ株式会社 2070001024279 高原野菜直売所サービス等による認知度向上と新規顧客獲得事業

1138 群馬県 株式会社田村建設 8070001014456 当社の魅力を伝え、非対面で打合せと見学会ができる事をPR

1139 群馬県 株式会社阿久澤建設 3070001000106 新規顧客獲得のためのシンボル看板設置及びＷｅｂサイト構築事業

1140 群馬県 有限会社　前橋館 1070002036811 女性やファミリー客の集客向上を図る３密対策の風呂の改装工事

1141 群馬県 有限会社桐パック 8070002034528 オーダーメイド段ボールを訴求したネット販売による新規顧客開拓

1142 群馬県 須川茶屋 新規顧客獲得のためWeb・路面の両方で行う商品PR強化事業

1143 群馬県 GARTEN 後方超小旋回ミニショベル導入による外構工事の新規顧客獲得事業

1144 群馬県 まるはちカフェ 窓際カウンター席設置で賑やかさ演出による販路開拓

1145 群馬県 大平司法書士事務所 相続・後見事業の新規顧客獲得のためのホームページの新設

1146 群馬県 HAIR DRESSER SHIMIZU 新規顧客獲得のための「看板設置」「外装リニューアル」事業

1147 群馬県 金沢屋　前橋・高崎店 新規ターゲットに的を絞った宣伝広告並びにノベルティの活用

1148 群馬県 Luana Life 痩身施術を求める新規顧客獲得に向け、キャビゼロ導入

1149 群馬県 有限会社こやま 1070002029229 製造・販売力強化による新規顧客獲得事業

1150 群馬県 蓮見建築設計室 ホームページやパンフレット制作による新規顧客獲得事業

1151 群馬県 介護タクシースマイル 自社ＨＰ制作・ストレッチャー導入による効率的な受注開拓事業

1152 群馬県 橋場造園 新規設備導入による除草作業強化、新規顧客獲得事業

1153 群馬県 かしわ屋 新規顧客獲得、顧客満足度向上のための入店しやすい店舗づくり

1154 群馬県 バーバーペニーレーン 予約薄の時間へ新規顧客誘導と単価向上の看板リニューアル事業

1155 群馬県 有限会社綿貫工務店 8070002025163 自社ブランドの構築！新規顧客獲得に向けた自社ＨＰ制作事業

1156 群馬県 有限会社デマンドクリエート 4070002021892 ホームページを活用しイベントに出店する店舗をサポートする事業

1157 群馬県 株式会社Ｅｎｊｉｎ 2070001035516 ＨＰの開設により新規顧客のＳＮＳからの誘導と相談窓口

1158 群馬県 株式会社伏島館 3070001020070 個人客・ビジネス客のニーズに対応したネット環境整備事業

1159 群馬県 ペンションブロードウェイ 広告宣伝強化及び施設環境改善による顧客獲得事業

1160 群馬県 ひなの森 「リゾート型施術院」開業による新規顧客獲得及び売上増加事業



1161 群馬県 有限会社丸久商店 2070002035408 利益率向上を目指し総菜部門の充実を図るための設備導入

1162 群馬県 炭火焼肉ともじ 顧客満足度向上によるグループ客獲得のための店舗改修事業

1163 群馬県 長島塗装工業 塗装相談専用コンテナ式ブース設置を行い来訪頻度向上で販路開拓

1164 群馬県 長沼商店 待合室のトイレ改修による新規顧客獲得事業

1165 群馬県 山上屋旅館 トイレ設備アップデートによる顧客満足度向上事業

1166 群馬県 しげる農園 新規顧客獲得のための店舗イメージアップ・看板設置

1167 群馬県 味処いろは 顧客の多様化に対応した、店舗改装とサービス向上の取り組み

1168 群馬県 株式会社プログレイス 5012401018409 メンズスパイクレスシューズ開発による新規顧客獲得事業

1169 群馬県 MFプラン 新規顧客獲得と近隣における周知のためのHP作成事業

1170 群馬県 レストランポマト 新商品開発とテイクアウトメニューの充実により売上拡大を目指す

1171 群馬県 新井商事有限会社 1070002022571 自家製ベリージャムの販促強化によるコロナ収束後の観光客獲得

1172 群馬県 レストラン諏訪峡 当店の認知度向上と新サービス周知を目的とした広告宣伝事業

1173 群馬県 有限会社トミヤ化工 3070002024252 自社技術の情報発信強化による他分野の新規取引先獲得

1174 群馬県 無有設備工事 当店HPリニューアル化・SNSとの連携による新規顧客獲得事業

1175 群馬県 有限会社丸満商店 3070002035407 高齢者も安心して買い物できる店内環境整備と利益率向上を目指す

1176 群馬県 石の和光 薪ニーズに対応するための販売所設置による新規顧客獲得

1177 群馬県 有限会社　文化舎東毛 4070002024549 高糖度トマトの糖度・酸度データの明確表示による販路開拓

1178 群馬県 有限会社　斉藤鈑金 2070002023503 顕在ニーズを持つ方の確実な来店誘導による機会損失の排除

1179 群馬県 有限会社ガルニコーポレイション 7070002035667 新たなインターネットショップ立ち上げによる需要獲得事業

1180 群馬県 ＮＯＣＥ 店舗の誘客機能強化のための看板制作による新規顧客の獲得

1181 群馬県 さいとう整骨院 出産後の体型崩れを補正するヨガ施術と新規顧客開拓

1182 群馬県 吉野屋 顧客の利便性向上と新規取引に備えた店舗入口の整備

1183 群馬県 有限会社ナルミ自販 6070002035478 新たな設備機器導入に伴う新サービス提供にて新規販路拡大

1184 群馬県 坂本プラスチック 新規取引獲得のためのＨＰ作成による自社技術ＰＲ

1185 群馬県 齊藤学税理士事務所 ＨＰ作成による自社の魅力ＰＲ及びお客様との信頼性の向上

1186 群馬県 有限会社フォレスト＆ウォーター 1070002035615 生産量増加に伴う新商品の開発とサービスの拡大・拡充事業

1187 群馬県 ＬＩＱＵＡ 新規顧客獲得のための他社に勝る迅速対応を可能とする仕組み構築



1188 群馬県 ペンションブルーベル ホームページリニューアルによる新情報発信で集客倍増事業

1189 群馬県 株式会社　柳井 3070001016688 事務所のファーストインプレッション向上による新規取引先獲得

1190 群馬県 ペンション朝ねぼう 当旅館のニーズに応えた、ブランド力の向上と顧客獲得事業

1191 群馬県 ヒューマンネットワーク株式会社 2070001014759 快適商談環境実現によるWebシステム受注の獲得率向上

1192 群馬県 ポミエ 快適なバーベキュー空間の創造・お土産品開発による販路開拓事業

1193 群馬県 津久井フライス シミュレーターの導入による切削加工の生産性向上

1194 群馬県 有限会社山楽荘 4070002035562 こだわりの日帰り料理会開催と旅館イメージ向上事業

1195 群馬県 近藤酒造株式会社 7070001015975 世界基準の商品安全性の実現による新たな販路開拓事業

1196 群馬県 有限会社天武 9070002020279 販路開拓のための商品開発と認知度向上のための広報実施事業

1197 群馬県 たんぽぽ トイレのバリアフリー化及び店内改装による新規顧客獲得事業

1198 群馬県 天丸 店舗内改装事業実施に伴う受け入れ顧客増加・新規顧客獲得事業

1199 群馬県 有限会社魚三商店 5070002022758 カフェスペース整備による客単価増加及び新規顧客獲得事業

1200 群馬県 ハンカチ家Ｕ 新規顧客・取扱店増加のためのＨＰ・リーフレット作成事業

1201 群馬県 有限会社小川土松商店 4070002014698 ミニローリー車導入による合理化と売上向上事業

1202 群馬県 ＩＮＤＩＥ　ＷＯＲＫ株式会社 7070001035131 新規会員獲得を目的とした広告宣伝事業

1203 群馬県 有限会社俵屋 2070002014907 看板設置による誘客力強化事業

1204 群馬県 青柳塗装 安全基準を満たした備品の導入と営業活動による売上拡大を図る

1205 群馬県 味処　たび路 新規顧客獲得・集客力向上のためのパンフレット・看板作成事業

1206 群馬県 カラオケラウンジ白鳥 新たな客層を取込み、顧客満足度向上のための店舗改装工事

1207 群馬県 Can Do Japan 新規顧客獲得のための自動車整備リフト設置工事

1208 群馬県 美容室オレンジ 奇麗をいつまでも！シルバー世代の新規顧客獲得事業

1209 群馬県 有限会社三友電設 6070002036063 地域の治安を維持する新サービスの実施

1210 群馬県 有限会社月夜野焼祐太郎窯 2070002035473 顧客を引き付ける、ホームページの刷新事業

1211 群馬県 有限会社大峰館 8070002035435 長期宿泊を獲得する新プラン！プチ湯治プランの販売

1212 群馬県 株式会社SeeeDエンジニア 9070001035971 送電線技術測量の最新技術測量を広範囲に周知させるため販路開拓

1213 群馬県 フォトコレクティブオオマチ お客様の身支度確認とお手洗いスペースのリニューアル

1214 群馬県 有限会社岡崎製作所 2070002022942 看板設置によるPRで販路開拓



1215 群馬県 竹澤製作所 品質向上及び新規製品加工に伴う検査設備投資事業

1216 群馬県 フォトスタジオ佐川 革新的新事業！撮影のプロが想いを込める終活ムービー作成事業

1217 群馬県 美角屋商店 顧客満足度の向上による新規顧客獲得事業

1218 群馬県 株式会社WEDGE 3070001025607 リフォーム事業への本格的参入による自社ブランディング事業

1219 群馬県 塚田左官 震災対策新規事業による顧客獲得及び販路開拓

1220 群馬県 株式会社石商中里 1070001009462 HPリニューアルによる新規顧客の獲得事業

1221 群馬県 株式会社　金大 9070001024198 貸切風呂の改装工事と料理の魅力を高め新規客の獲得を目指す

1222 群馬県 ヘブンリー 美容系ポータルサイトの活用による新規顧客の獲得

1223 群馬県
ナチュラルソフトクリーム café

MiRUKA
店舗の安全性改善による顧客満足度の向上

1224 群馬県 株式会社国建工業 3070001005897 ホームページ作成効果による新規顧客の開拓・人材確保

1225 群馬県 有限会社牧水 2070002036785 「芸術や趣味が楽しめる宿」をHPとSNSで即シェアし誘致する

1226 群馬県 花 みつばち増群によるはちみつ生産体制の強化および販売増強事業

1227 群馬県 有限会社桐島屋旅館 9070002036341 マンガ図書館のある休憩室を設置し新たな若い観光客を集客する

1228 群馬県 斉藤建設 新規顧客獲得のためのサロン型店舗改装事業

1229 群馬県 株式会社片伯部建装 7070001036732 新機械と1人工制導入による受注増加事業

1230 群馬県 アルトメット テイクアウトサービス開始による売上増加事業

1231 群馬県 有限会社プロジェクト 8070002008127 民間工事受注のための自社ブランディングと広報活動

1232 群馬県 株式会社ケイズクリエイト 2070001031498 熱融着による施工機械の購入により作業効率の向上、取引先の拡大

1233 群馬県 株式会社WISH 1070001010412 ＨＰ刷新・焼き菓子店コラボイベントによる女性客取り込み事業

1234 群馬県 髙野設備株式会社 5070001030217 トイレ専門店立ち上げによる新規顧客開拓

1235 群馬県 イタリア食堂　ガンベロッソ テイクアウト新商品と居心地よい空間の提供による新規顧客獲得

1236 群馬県 有限会社アカギ典礼 5070002022477 葬祭事業でのチラシ配布、ポスティング事業による新規顧客開拓

1237 群馬県 焼とん家 炭香 タイムロスの無い安定したメニューの提供による顧客満足度の向上

1238 群馬県 なかや 顧客満足度向上のための店内設備改修等による新規顧客獲得事業

1239 群馬県 浅間高原ホテル コロナ対策としての廊下強制換気設備と非常時避難経路整備事業

1240 群馬県 山荘ラリー コロナ対策用客室換気設備整備と車椅子対応バリアフリー整備事業

1241 群馬県 株式会社ルキア 1070001027274 店舗外部照明の交換によるイメージアップ、顧客の利便性向上



1242 群馬県 有限会社やまと屋本店 7070002037119 若年層取り込みに向けた電飾看板設置・新メニュー表作成

1243 群馬県 株式会社なごみフードシステム 2070001031267 新規顧客獲得のために有効的に当店のＰＲを行う

1244 群馬県 緑志 新設備導入による作業効率アップと新規受注件数増加計画

1245 群馬県 貴娘酒造株式会社 5070001023724 炭酸ガスをより多く残した高品質な純米吟醸酒開発の為の設備導入

1246 群馬県 オーツファーム 園内設備改修及び新サービスの開始によるファン顧客の獲得計画

1247 群馬県 タカシマスポーツ オリジナルスポーツ用品受注販売のための設備導入

1248 群馬県 冨沢尚史税理士事務所 経営者に対するプレゼンテーション力向上を目的とした機器の導入

1249 群馬県 らーめんダイニング庵 宴会客獲得のためのエアコン設置事業

1250 群馬県 ｈａｃｈｉｄｏｒｉ 事業宣伝パンフレット制作と効果的な配布で新規顧客の獲得

1251 群馬県 味生庵 女性OL向け新商品開発に伴う生産販売拡大と販路開拓

1252 群馬県 中国料理 揚子江 新メニュー開発・改修工事で家族3世代やママ友が集まる店づくり

1253 群馬県 理容あんざい ウォシュレットへの環境改善による新規客及びリピーター獲得事業

1254 群馬県 大美印刷有限会社 1070002022927 新規顧客獲得のための駐車場整備事業

1255 群馬県 hair lounge LAULEA サロンワークショップ・イベント開催による新規顧客獲得事業

1256 群馬県 株式会社SS清水モータース 8070002027317 特定整備の許可を取得し「エーミング作業」受注による売上拡大

1257 群馬県 斉藤自動車 お客様への「安全」と「お洒落は足元（タイヤ）から」

1258 群馬県 有限会社SHOBI 1070002032356 和室用ダイニングテーブル・イスの導入による新規顧客獲得事業

1259 群馬県 ６９Ｔｒｅｅ 顧客のソーシャルディスタンスを保守し集客増加を図る

1260 群馬県 茂木鉄工所 新規需要開拓のための設備投資・金属職人PR事業

1261 群馬県 カラオケ　ジュピター 新型コロナに負けない店内改装と看板改装による来客増加事業

1262 群馬県 株式会社HAMA R＆D 4070001011184 設備導入・専用HP開設・チラシ配布による新規販路拡大事業

1263 群馬県 茶屋たまき 三密対策と観光地域飲食店の新たな販路開拓のココロミ

1264 群馬県 落合簗 川のせせらぎと鮎の塩焼きかほる、新たな顧客層開拓事業

1265 群馬県 コヤマ一級建築設計事務所 顧客獲得のための商談環境快適化と提案力向上のためのソフト導入

1266 群馬県 村上家 寒風をシャットアウト！風除室設置による顧客満足度向上事業

1267 群馬県 有限会社田熊造園土木 2070002032652 新規設備導入による新規顧客獲得

1268 埼玉県 たべものや　月のうさぎ 敷地内の小屋を改装、ワークショップ実施による販路開拓事業



1269 埼玉県 理容アキモト 店舗改装と施術サービス強化による付加価値向上と新規顧客獲得

1270 埼玉県 有限会社大沢ロープ産業 4030002098720 特殊な太さのロープ製造による新たな販路の開拓

1271 埼玉県 株式会社ドリーム・ハート 6030001072930 店舗・住宅リフォーム受注拡大による販路開拓事業

1272 埼玉県 マイスター合同会社 4010003023943 真空パック機とフードプロセッサー導入による高齢者食の販売

1273 埼玉県 ヴィオロン　和・欧創作工房 店内改装とコンサートセットの開発による中高年集いの場の創出

1274 埼玉県 増田巧芸 クレーン設置による大型看板の受注製作体制の確立

1275 埼玉県 たすけあい合同会社 9030003014085 訪問マッサージ事業における介護施設中心営業からの脱皮

1276 埼玉県 株式会社ダイワ工業 2030001065624 「防音ボックス」販促強化を狙った当社ホームページの抜本的改編

1277 埼玉県 あかつき合同会社 1030003006453 超音波での「皮下脂肪」「筋厚」計測システムを軸にした販路開拓

1278 埼玉県 株式会社ベルズワン 5030001067898 ホームページリニューアルによる広報・新規販路開拓

1279 埼玉県 有限会社ファーストガレージ 8030002052302 地域密着へ事業所入口＆展示スペースの拡張で来店頻度アップ！

1280 埼玉県 手打そば悠 「そばと小天丼セット」「天丼弁当」による顧客拡大計画

1281 埼玉県 株式会社デジタルアート 4010001100950 WEBをリニューアルし電子化事業で販路拡大を図る。

1282 埼玉県 Sprout ミシンが使えるコワーキングスペース事業による集客戦略

1283 埼玉県 オバタシャッター商会株式会社 5030001056513 シートシャッター拡販に向けた体制・プロモーションの革新

1284 埼玉県 (株)Bamboo-Next 9030001104020 積極的な販売促進活動による既存顧客回帰事業

1285 埼玉県 株式会社桑名工業 9030001048671 可変情報対応印刷機の導入による医療系計測機器分野の売上拡大

1286 埼玉県 株式会社工房しま田 1030001132152 米粉スイーツの売上に向けた設備導入と販売促進活動への取り組み

1287 埼玉県 旬彩ひだまり 座敷の掘りごたつ化による、ゆっくり・ゆったり寛げる空間の提供

1288 埼玉県 有限会社恩田工務店 7030002048466 IT活用による提案力強化と販売促進強化による売上拡大

1289 埼玉県 合同会社　MURAMASA 9030003012080 看板設置による女性柔整士のWEB予約導入の認知度向上事業

1290 埼玉県 株式会社くさかべ 3030001102814 新型コロナのピンチを新規サービスで挽回、そして夢の実現！

1291 埼玉県 まつば治療院 スマホ対応ＨＰとツーチューブ動画活用ダイエット・美容メニュー

1292 埼玉県 山岸畳店 畳の端材を活用した小物の製作と販路開拓

1293 埼玉県 めん処　彩め庵 冷水器、冷蔵庫導入による新型コロナ対策弁当新事業の確立

1294 埼玉県 ライフビルダー株式会社 5030001128411 愛犬家に特化したリフォームプラン提案・発信

1295 埼玉県 茂木自動車整備工場 車販売事業強化による女性客・ファミリー客獲得のための改装事業



1296 埼玉県 有限会社サンユー塗装店 3030002097698 サイディングの模様を活かす二色塗り塗装による新規顧客獲得

1297 埼玉県 株式会社　武蔵産業 4030001071678 昇華プリンタの導入によるプリント事業拡充

1298 埼玉県 かなえハウス株式会社 2030001047267 地域の安心な暮らしをサポートする『ママのほっとステーション』

1299 埼玉県 福寿司支店 テイクアウト・出前販売の強化による新規顧客開拓

1300 埼玉県 株式会社フジハウジング 8030001031876 不動産相続人を対象とした営業強化及びクラウドシステム等の導入

1301 埼玉県 有限会社太田造園 5030002065975 アーボリカルチャー技術の導入

1302 埼玉県 株式会社秀優 8030001050249 当社の魅力を伝えるオープンスクールデーの開催

1303 埼玉県 ＳＢＬ株式会社 7030001048764 犬用シャンプーの販売用ウェブデサイト製作

1304 埼玉県 有限会社古都 8030002035182 高齢者、障がい者に優しい店作りをし来店頻度向上の売上UP

1305 埼玉県 株式会社アイティオー 9030001113772 認知度アップと技術力をアピールできるホームページの開設

1306 埼玉県 有限会社　タムセイ 6030002095179 空き部屋情報が無料登録できるＨＰ作成による受注拡大事業

1307 埼玉県 合同会社Vets Consulting 6030003014674 犬の交配適期＆出産適期を見極めるためのホルモン値測定サービス

1308 埼玉県 ダブルアールホーム １時間8，000円の気軽な大工さん事業

1309 埼玉県 株式会社かこい 5030001047735 外構工事その場で見積もりサービスによる新規顧客獲得事業

1310 埼玉県 シツラエ ブランディングするための新ホームページの開設事業

1311 埼玉県 有限会社 いわい医療器 7030002094948 社屋を有効活用し販路拡大するためのヨガ教室事業の実施

1312 埼玉県 株式会社まるえん 4030001114230 木造住宅構造計算で安全の見える化！アフターコロナに一抜ける

1313 埼玉県 株式会社吉田電工 8030001022537 女性電気工事士による安心安全な電気工事による新規顧客開拓

1314 埼玉県 有限会社 ウエック 5030002120796 新ピザ窯製品の販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

1315 埼玉県 有限会社メガネのオガワ 6030002036661 地元の大人世代の手元視力を改善し、QOLを向上させる活動

1316 埼玉県 株式会社石川製作所 5030001056273 新市場・新製品の販路開拓に向けたホームページのリニューアル

1317 埼玉県 (有)ファニーテール 5030002023207 トリマーの魅力が詰まったＷＥＢ広告の製作

1318 埼玉県 有限会社ロコ 5030002090750 コアケアシステムのサービス促進に向けたHP制作を実施

1319 埼玉県 有限会社いりプロパン 8030002081045 ガソリン給油機連動型のレジの導入とＨＰ作成でガソリン顧客増大

1320 埼玉県 ITサビー株式会社 8030001097265 英語とビジネス感覚養成を備えたプログラミングスクールの開講

1321 埼玉県 有限会社飯塚工務店 7030002095541 「住みやすい第二の家づくり」のためのショールーム設置とPR

1322 埼玉県 有限会社エコ・アース 7030002112206 販売網拡大のための販売店契約の推進及び商品情報英訳化事業



1323 埼玉県 Art Farm Cieloni 新富裕層向けアート＆インテリアの開発とプロモーションの実施

1324 埼玉県 有限会社山岸屋商店 6030002120498 店舗看板を一新させ来店数を増やしより地域に貢献する事業

1325 埼玉県 有限会社國翔 9030002036592 BtoB及びBtoCの受注強化に向けた、社内環境の整備

1326 埼玉県 しのうち テラス席設置によるコロナに負けない店舗整備事業

1327 埼玉県 株式会社アップローズ 3180001129173 IT技術を駆使したアイビーECビジネス計画

1328 埼玉県 Kan-on　カノン 会場集客イベントモデルから非対面配信イベントモデルへの転換

1329 埼玉県 株式会社オフィス・テイク・ワン 7030001101218 デジタル資産に関する個人特定情報の保管・管理サービス事業

1330 埼玉県 株式会社すいそうやさん 1030002098483 製品刻印とインターネット活用による既存顧客活性・固定化事業

1331 埼玉県 都幾川珈琲 瓶入りリキッドコーヒーの製造販売による販路開拓

1332 埼玉県 Ｓｍｉｌｅ 駅看板を使った認知度及び集客力向上事業の実施

1333 埼玉県 武州祐忠 看板とのぼり製作により工房の認知度向上を図り新規顧客開拓

1334 埼玉県 Ｆｉｔ　ｈａｉｒ ふっかちゃんを使ったチラシでＰＲ、車でも来店しやすい店づくり

1335 埼玉県 株式会社ナチュラルポークリンク 7030001050010 新業態による出店とＷＥＢ広告宣伝戦略による新規顧客開拓事業

1336 埼玉県 三峰やまなか テイクアウトと参加型メニューによる新規顧客定着事業の展開

1337 埼玉県 有限会社たかしな 5030002121043 ３密回避を入り口としたランチ経由居酒屋への誘導事業

1338 埼玉県 自家焙煎珈琲ジュリアン 新しい生活様式での需要を見込んだ外席修繕

1339 埼玉県 両神林産加工株式会社 3030001091297 自社公式ホームページ開設による営業力強化・新規販路開拓

1340 埼玉県 ピコ―システム株式会社 2030001115354 現役システムエンジニアによるシフォンケーキの製造販売事業

1341 埼玉県 あゆ次郎 顧客満足度の向上によるリピート客の増大および客単価向上の実現

1342 埼玉県 有限会社福友理髪店 7030002082886 高齢者・車椅子利用者対策および新メニューによる販路開拓

1343 埼玉県 Salon du ひゃーく マシン導入による顧客満足の追求ンライン展開による売上拡大

1344 埼玉県 理容　カワバタ 既存顧客高齢化に伴う新規顧客獲得計画

1345 埼玉県 ヘアークリニックサロンエナジー エステ及びネイル施術導入による新規顧客の獲得

1346 埼玉県 株式会社　ふじさん 7012401033959 民泊施設の改装で、３世代を取り込む民泊事業の開始

1347 東京都 吉田京商事株式会社 6011801005148 ホームページ新規開設によるネット販売と提案力の強化

1348 埼玉県 リユース学生服リボン 子育て共感！持続可能を目指し中学高校学生服はリボンでリユース

1349 埼玉県 株式会社HATAホーム 2030001127779 自社営業の開始による元請けリフォーム工事の販路開拓



1350 埼玉県 有限会社　キングショップ誠屋 2030002093269 安心して来店できる為の改装と、PRチラシ作成配布

1351 埼玉県 工房一粒株式会社 6030001109889 コロナ便利グッズの非接触型販売の開始とBtoC市場の開拓

1352 埼玉県 ちはるふぁーむ 新品種栽培と自社通販サイト構築による、直販営業力の強化

1353 埼玉県 鳥政 新規計量ラベルプリンター導入による顧客満足度の向上

1354 埼玉県 染め工房　花ごろも 店舗改装とワークショッフ゜のメニュー化による集客力の強化

1355 埼玉県 パティスリー　リュ　プランシパル あったら嬉しい！冷凍製品の開発と店頭販売による新規需要開拓

1356 埼玉県 株式会社コヤナギスポーツ 8030001033872 受注会・販促イベントの実施と動画コンテンツを活用した告知

1357 埼玉県 合同会社MATRIX 9030003014176 超平面精度を有する低接触固定ジグのデザイン化の確立

1358 埼玉県 puntalto（プンタルト） 焙煎豆の売上向上のため、新事務所の直販環境の整備及び宣伝。

1359 埼玉県 チョッキン･カット･池澤 壮年男性向けの頭皮ケアメニューの開発と新規顧客獲得の取り組み

1360 埼玉県 らーめんの小池さん 店舗内動線の効率化と席数アップ・禁煙化による新規顧客開拓

1361 埼玉県 株式会社ピーカブー 5030001048072 クロミックパーツ付製品でＵＶを可視化し購買意欲向上を図る

1362 埼玉県 マイスター行政書士事務所 「ポストコロナに向けた地域密着、相続特化型集客事業」

1363 埼玉県 魚よし 鮮度品質の向上と納期短縮による保育園給食需要の取り込み

1364 埼玉県 GRACEFUL　FOOD グルテンフリーコンサルティングとしてのブランディング再構築

1365 埼玉県 SmileCLEAN 医療機関等向け除菌清掃業への本格参入のための販売促進事業

1366 埼玉県 武風庵キックボクシング 多機能ホームページで新時代オンラインキックボクシング

1367 埼玉県 身マモル地震防災 HPの新規作成とチラシ作成配布等による営業方法の改革

1368 埼玉県 有限会社おぎの蘭園 5030002118551 胡蝶蘭の卸売用ホームページリニューアルによる情報発信強化

1369 埼玉県 株式会社　オウコーポレーション 1030001083874 働き方改革を目指す企業と地域創生の県を繋ぐホームページの開設

1370 埼玉県 有限会社　エンゼル製菓 9030002055502 ペット用ケーキの開発および販売

1371 埼玉県 FUKUFUKU ネット通販を中心としたペット用お散歩ライトの販売

1372 埼玉県 株式会社埼玉商工サービス 7030001091681 芝生の庭を活用し「高級BBQ料理の提供」で満足度と集客アップ

1373 埼玉県 ねこのて 運動・リハビリに特化した店舗コンセプトの明確化と新規顧客獲得

1374 埼玉県 有限会社秩父館 6030002122081 衛生面をより強化し利用客が安心・安全に利用できる施設への転換

1375 埼玉県 有限会社見晴 9030002122129 トイレ改修でコロナ禍後の団体観光客集客増及び顧客満足度向上

1376 埼玉県 田島屋酒店 生ビールの飲める角打ちによる憩いの場の提供と家飲み生活の提案



1377 埼玉県 ㈲加藤バルサム 1030002040073 AＩ関連機器搭載用光学レンズ研磨機設置による新規開拓事業

1378 埼玉県 株式会社 Awake Soul 9030001107139 BBQ施設の拡充で新規顧客獲得

1379 埼玉県 福屋 トイレ改装に伴うバリアフリー化

1380 埼玉県 有限会社　山口石油 4030002039237 灯油の配達事業拡大による売上の向上

1381 埼玉県 株式会社未来農林水産公社 3030001130484 農林水産業の再生継承と未来農業導入事業

1382 埼玉県 株式会社ドコデモライフ 9030001106735 新しい時代の働き方と、安心安全な暮らしを楽しむツールの提案

1383 埼玉県 柳寿司 受動喫煙防止、屋内禁煙による分煙対策

1384 埼玉県 ＨＡ-ＫＵ ＨＰ開設による情報発信力強化と新サービス提案で新規客拡大！

1385 埼玉県 有限会社エー・エス・ジー 3030002094332 大規模セールの実施とデータ管理システム連動による新規顧客開拓

1386 埼玉県 はあとの森 オリジナルプリントウェアの製作請け負い事業の展開

1387 埼玉県 オフィスアライ HP開設による新規販路開拓と情報発信の強化

1388 埼玉県 株式会社五廣 1011801020845 自社リノベーション物件のWeb公開による販路拡大

1389 埼玉県 洋服の美容室SHU 集客向上アップ・独自縫製技術の冷感手作りマスクの製造販売

1390 埼玉県 HOP-1 CAFE&BAR Takasaka 時流に沿って『どこでも楽しめる』を提供！新規事業リニューアル

1391 埼玉県 ニューサポート 簡単に模様替えが出来る『壁内装材』の開発及び販路開拓

1392 埼玉県 パティスリーリュフレ 冷凍ケーキ、冷凍商品の販売促進

1393 埼玉県 （株）青葉園 6030001055844 川越市高階店を紅茶、烏龍茶、日本茶への販売店へと移行する

1394 埼玉県 （有）不二リフォーム 4030002092863 高性能三次元ＣＡＤ導入で完成シミュレーションを素早顧客へ提供

1395 埼玉県 有限会社アール・ケイ 7030002082201 看板設置で「最先端治療」を多くの人に見えるかするＰＲ事業

1396 埼玉県 Ｉｆ  Ｌｅｖａｎｔｅ㈱ 5030001089125 ホームページと情報誌を通じてスポーツの楽しさを伝える

1397 埼玉県 株式会社エルテクノ 4030001060474 ＨＡＣＣＰ対応食品用金属異物検査機アルミる・ライトの販路開拓

1398 埼玉県 （有）菊池商店 1030002118737 野菜の塩漬け専門店によるこだわりの塩漬け業務受託

1399 埼玉県 ピッコロ 衣装や髪飾りを事前に選べるHPの開設

1400 埼玉県 株式会社イーステップ 3030001098937 新設備導入による生産性向上、安全性向上がもたらす販路拡大

1401 埼玉県 （株）トレパル 7011601022012 「クロスメディアマーケティングを活用した新たな広告宣伝」

1402 埼玉県 株式会社増田造園 2030002097567 植物質堆肥提供サービス開始による販路開拓事業

1403 埼玉県 Salon de LEBLANC まつ毛エクステメニュー導入による集客および客単価向上の実現



1404 埼玉県 八幡家 従業員の健康と生産効率向上及び食品の品質管理のための温度管理

1405 埼玉県 株式会社　ライフデザイン 2030001097774 不動産の「特殊案件」への対応強化専用ツールの作成

1406 埼玉県 株式会社コラム 7030002122064 「オークション販売代行　便利屋サポート」の展開

1407 埼玉県 株式会社　秀実 8030001046825 環境と健康に優しいサインディスプレイ業界向け特殊紙の開発

1408 埼玉県 株式会社リードガード 6030001118527 プロフェッショナル音響機材導入による小規模イベントの販路開拓

1409 埼玉県 株式会社久霧 7030001036942 新規顧客獲得へのサンプルケース導入と新メニュー開発

1410 埼玉県 有限会社中山工務店 7030002064389 コロナ禍に打ち克つ二本柱（木工家具・什器の製作）の増強事業

1411 埼玉県 有限会社関口ファームテック 8030002113582 油圧ホーストラブルの出張修理サービスの開発

1412 埼玉県 有限会社　菅原熱処理工業所 4030002099058 0.5ｍｍの砂が作る大きな価値！サンドブラストでニーズの実現

1413 埼玉県 武蔵逍遥乗馬会 エンデュランス体験会の開催と来場環境の整備による新規顧客開拓

1414 埼玉県 仁平行政書士事務所 飲食店向けの創業および運営サポートパックの開発・ＰＲ事業

1415 埼玉県 有限会社花実木工所 3030002076958 オリジナル商品の開発と直販体制の確立による直接受注の拡大

1416 埼玉県 株式会社組楽工房 3030001058701 個人向けオーダーメイド家具のショールーム開設による顧客開拓

1417 埼玉県 窓辺の絵本屋ＣａＣａ（佳伽） 絵本効用の市場発信とカウンセリングスペース設置による販路拡大

1418 埼玉県 ほがらか テイクアウト・ケータリングの開始により売上増を図る

1419 埼玉県 株式会社　青木 7030001042032 時代の変化に対応したフルサービス型ＳＳの新たな展開

1420 埼玉県 コマツアートデザイン株式会社 5030001041993 音のトラブルを軽減！ＤＩＹに対応した消音タイルの開発

1421 埼玉県 有限会社鈴木園芸生花店 3030002064260 ネットからの引き合い増加促進のためのネット誘導整備事業

1422 埼玉県 居酒屋　さぶちゃん ウーバーイーツを活用した宅配事業の開始と新規客の獲得

1423 埼玉県 弁当ちゃちゃまる 「お持ち帰りレストラン」認知度向上による地域顧客開拓

1424 埼玉県 弥栄健康堂（抗酸化陶板浴こころ） お客様の健康回復をサポート～ホームページのリニューアル～

1425 埼玉県 an Dental Laboratory 機械を導入し、効率化を図り生産性を高め金属床（自費）を増やす

1426 埼玉県 野原庭園 新型コロナウイルス感染防止のためのオープンテラス積極活用

1427 埼玉県 （株）ベストインテリア 9030001055528 ウィリアムモリスの世界観を表現したショールーム展開

1428 埼玉県 KAZU　AUTO 当店が「地域で一番信頼できる店」である事をPRする看板の導入

1429 埼玉県 株式会社白石工務店 1030001032071 「やっぱりウチが一番いい」が見える化できたパンフレットの作成

1430 埼玉県 有限会社山崎産業 2030002039940 「畳といったら山崎」とお客様に即答させる攻めの広告宣伝事業



1431 埼玉県 和処すずや ３密回避！！屋外販売スペース設置による弁当販売ＰＲ事業

1432 埼玉県 株式会社　オンデザイン 3030001101766 ＷＥＢサイト作成による飲食業/高齢者施設向け販路開拓

1433 埼玉県 有限会社升屋栄貫堂 6030002115993 妊婦向け新療法サービスの開発とＷＥＢ活用による販路開拓事業

1434 埼玉県 ほそいマンゴーファーム 観る！育てる！おいしい！マンゴーの苗木販路開拓事業

1435 埼玉県 Little ones 写真をそのまま刺繍で再現する「フォト刺繍」

1436 埼玉県 株式会社　稲葉電機 1030001031362 鏡照明輝の認知度向上と販路拡大、新規顧客獲得の広告掲載

1437 埼玉県 Desing.875 飲食店開業者向けのデザインおよび販促パッケージサービスの展開

1438 埼玉県 ヘアーサロン　ピアーナ ヒト幹細胞培養液を取り入れた新メニューの導入事業

1439 埼玉県 株式会社　Ｇｏｏｄ　Ｗｏｒｋｓ 2030001112715 ～世界に一つだけの個性～　ワンポイント個性サービスの開始！

1440 埼玉県 レシピレシピ 新規顧客開拓のための「多様な形態での情報発信」

1441 埼玉県 株式会社　平屋 6030001043931 メニュー看板の設置とホームページ開設による新規顧客獲得

1442 埼玉県 加藤　明子 婚礼受注と前撮りプラン等の展開に向けた販売促進事業

1443 埼玉県 手打うどんつきじ 冷凍手打うどんセットの新商品開発と販売による売上向上事業

1444 埼玉県 POLA　angelle 美と健康のイベント開催とチラシ作成配布による新規顧客獲得

1445 埼玉県 有限会社　松楽 7030002041735 高齢者・女性にも安心してご利用頂ける店舗づくり

1446 埼玉県 武井板金株式会社 9030001131403 ホームページ等で、新規に「雨漏り調査」の依頼を獲得する。

1447 埼玉県 chillout cafe switch ワークショップ及び新事業による地域コミュニティへの貢献

1448 埼玉県 株式会社ルチェリス 9030001134100 滞在時間を縮小可能に！最高水準のデジタルパーマ機械の導入

1449 埼玉県 岡田理容所（ヘアーサロンオカダ） 新規顧客獲得・集客力強化に向けたＰＲ看板と案内看板設置事業！

1450 埼玉県 こうのす司法書士事務所 販促ツール・ITツールを活用した販路拡大と業務効率化

1451 埼玉県 株式会社リバースト 6030001120920 『アメリカンヴィンテージ家具』販売強化の為の売り場改善事業！

1452 埼玉県 Total Body Care 朝志～ASASHI～ 何をしても良くならない腰痛の方を1人でも多く助ける

1453 埼玉県 元氣ハウス 【高齢者トレーニングとミドル層のWEB活用健康塾】

1454 埼玉県 幸乃や 『断らず』『待たさず』サービス業の原点に戻る。ウイズコロナ

1455 埼玉県 有限会社獅子倉工務店 3030002058709 HPリニューアルによる発信力倍増と認知度向上とスマホ対応

1456 埼玉県 ＳＯＬＡＳＩＡサッカースクール ＜時代のニーズに対応したオンラインスクールの新規開校＞

1457 埼玉県 株式会社ハッピーワンダフル 6030001125705 老人ホーム紹介サービスの実施とPR用HPの開設



1458 埼玉県 らーめん川嶋 “製麺機導入で業務の効率化も図る”らーめん川嶋の売上回復事業

1459 埼玉県 fuZ ストレスを解消！「fuZ流 ハイブリットヘッドスパ」の開発

1460 埼玉県 AKSY株式会社 6030001107447 新ブランド立ち上げのためのＨＰ、ＳＮＳによる民泊の新販路開拓

1461 埼玉県 株式会社たつむら 3030001094201 “上質な料理を気軽に家族へ”ファミリー層獲得事業

1462 埼玉県 株式会社オガワ 8030001048747 IT・クラウドを用いた現代の工務店業の新たな販路拡大事業

1463 埼玉県 有限会社スーパーなかや 6030002077581 地域高齢者の買物サポート事業

1464 埼玉県 株式会社山水花園 5030001070299 花の販路を活用した農産物販売事業の実施

1465 埼玉県 有限会社　マスヤ酒店 2030002099373 埼玉県一番の地酒専門店を目指した提案力と満足度向上への取組み

1466 埼玉県 城北冶金工業株式会社 9030001044828 専門情報誌広告掲載及び展示会出展によるブランディング

1467 埼玉県 大道芸人ディンゴ 日本一「敷居が低く、楽しく学べる」日本舞踊教室の開設

1468 埼玉県 いさみ屋酒店 こだわりのお酒セットの開発による家飲み時間の応援事業の展開

1469 埼玉県 共栄土地建設株式会社 5030001061686 24時間対応による新規顧客獲得戦略

1470 埼玉県 鉄板ダイニング火楽 新たな業態「鉄板料理レストラン」として新サービス提供事業

1471 埼玉県 有限会社いろは 0030002082397 自動車免許センター利用客に特化した新サービス・情報発信

1472 埼玉県 SWEETFISH SWEETFISH通販事業として、顧客への直接販売を行う。

1473 埼玉県 CYCLE SHOP CIELO ＨＰで試乗車を宣伝、外看板設置および店内の改装

1474 埼玉県 サロン・ド・モネ 新規客層開拓のための新規サービスの宣伝と拡散、衛生管理の強化

1475 埼玉県 RYUGU DINER 効果的な販売促進による新規顧客獲得とフード提供機会の創出

1476 埼玉県 環境ハピネス 展示場開業に伴うお客様満足度向上の為の接客スペースの環境整備

1477 埼玉県 株式会社ケイアシスト 4030001131333 新メニューの開発と提案力の強化による顧客からの直接受注の拡大

1478 埼玉県 上尾工業株式会社 1030001042285 自転車安全教室の開催に伴う参加者用温水シャワートイレの設置

1479 埼玉県 有限会社　日進社 5030002081386 オリジナル活版印刷サービスの展開と販売促進の為の看板設置

1480 埼玉県 有限会社　竹江 1030002099168 老舗鰻店で若い世代が気軽に飲食を愉しめる新サービスの導入

1481 埼玉県 株式会社　サクライ電器 4030001073212 Ｗｅｂ上仮想店舗（ＥＣ店）の設立による増客・増販

1482 埼玉県 ダーツスペースRay トッププロが取組む！障害者も高齢者もダーツを楽しめる空間作り

1483 埼玉県 菊鮨 店舗内リフォームによる顧客満足度向上と新規顧客の開拓！

1484 埼玉県 埼玉小川産業　有限会社 2030002096569 「安心・快適・美しい畳の間」創り提案による販路開拓



1485 埼玉県 小川自動車 溶接整備事業の開始によるお客様の取り込み

1486 埼玉県 有限会社　マックス 7030002096952 修理待ちドライバー向け簡易待合・休憩室の設置

1487 埼玉県 栄和林業　株式会社 8030001133359 草刈事業強化による売上の安定化及び拡大

1488 埼玉県 Happy Time ウッドデッキ新設によるペット同伴顧客の取り込みと新コロナ対策

1489 東京都 株式会社 藪崎時計店 9011801001152 地元の大人世代の手元視力とまぶしさ愁訴を改善する事業

1490 埼玉県 有限会社笠原工務店 8030002097355 県産材の温もりあるモデルルームで新しい生活様式の提案・体感

1491 埼玉県 理容室ぷろぺら 脱３密で顧客安心＋「収納効率化・作業導線確保」の店舗改装

1492 埼玉県 ALL　MY　TEA 世界初！ハーブティープレッソを使った35ｋｍ先の商圏を作る！

1493 埼玉県 ForLight 企業周知を図り最新測定器によるサービスの提案向上と販路拡大

1494 千葉県 翠佑庵 食品衛生(HACCP･ISO22000構築)コンサル

1495 千葉県 木村建装 ドローンによる宣伝強化、不足人員分の対応強化

1496 千葉県 浩塗装 部分塗装・小物塗装の販路拡大事業

1497 千葉県 小久保畳店 畳の抗菌作用で販路拡大、新規顧客獲得事業

1498 千葉県 合同会社ＣＲＴ 8040003010935 ビタボンセンス販売のための、独自サイト構築と販売促進の取組み

1499 千葉県 株式会社川村ビル 4040002092508 新規顧客獲得と自社の知名度向上、テレワーク導入計画

1500 千葉県 Ｋポイント 収益分散化を目的とした物品販売業務拡大に於けるストリンギング

1501 千葉県 ＣＪメンテナンス 認知度向上による集客に向けた看板設置

1502 千葉県 合同会社ナチュラルホット 3040003006450 肩こり＆鎌ケ谷に限定したHPと紙媒体で新規集客とリピートUP

1503 千葉県 フジオート販売 タイヤチェンジャー導入による納期短縮と新規顧客の開拓事業

1504 千葉県 株式会社　神原 8040001047475 エアーフィルター販路開拓

1505 千葉県 ビレッジガーデン 「庭の展示場新設」による相談窓口開設とガーデン資材の新規販売

1506 千葉県 イタリアンバールＧＯＣＨＩ 非日常空間の演出と唯一無二の料理を用いたブランドの確立

1507 千葉県 友野　龍太 オンラインセミナー開講による新たな機会及び利益の創出

1508 千葉県 かねと水産 加工室の衛生面強化、新商品開発事業

1509 千葉県 株式会社マルコン 3040001110592 動画を使った安心・高品質・高耐久・高技術の建築塗装サービス

1510 千葉県 有限会社渡邊モータース 8040002078643 トルコンチェンジャー導入によるＡＴＦ・ＣＶＴＦ交換サービス

1511 千葉県 岩瀬塗装店 多機能高圧洗浄機・高所用足場セットの導入による販路開拓事業



1512 千葉県 Ｅｙｅ　ｍｉｍ　ｎａｉｌ 地域密着マツエク・ネイルサロン×大人女性の美容サポート

1513 千葉県 自宅エステサロン　ハピネス エステ難民を救済！新店舗オープン認知度アップ大作戦

1514 千葉県 岩瀬酒造株式会社 6040001075107 高付加価値日本酒のインターネット直販・小売販売強化

1515 千葉県 小泉酒造合資会社 2040003002806 分析装置導入による新規フルーツリキュール開発と品質安定化

1516 千葉県 hair cottage CoCo... YouTubeでの美容室専売品周知拡大と店販売上増加事業

1517 千葉県 株式会社　翔和緑花建設 4040001057552 街中、エクステリア・外構工事見学会事業

1518 千葉県 株式会社ステラテック 4040001110261 介護の負担を軽減！ベッドの横に水洗トイレ普及で販路開拓

1519 千葉県 あーちゃんのえくぼ 看板設置による認知度の向上と集客力アップによる売上増加

1520 千葉県 ヘアーステーションモリタ 高齢者向け安心安全サービスに向けた最新シャンプー設備導入

1521 千葉県 古民家食堂もちづき 観光客だけにとらわれない、昼食需要獲得のためのPR事業

1522 千葉県 日本料理　網代 季節の魚や地元野菜を使った「おばんざい」で新規顧客の獲得

1523 千葉県 大網中央整骨院 カッピングパルサー導入で慢性的な肩こり・腰痛を解決

1524 千葉県 有限会社みねおかいきいき館 3040002101335 ﾈｯﾄ活用による情報発信力向上とﾊｲｽﾍﾟｯｸ冷凍庫による生

1525 千葉県 office TRY 新しい忌避剤を商品化し、新規顧客と海外展開を目指す

1526 千葉県 S・ファーム 菊芋・ウコンの粉末製品の開発及び販売

1527 千葉県 有限会社　三幸社 7040002100614 事業者向けに特化した粉骨・散骨・納骨サービスの販路開拓

1528 千葉県 ハクダイ食品　有限会社 8040002100480 社内外を整備しコロナに負けない経営体制を整える

1529 千葉県 海老原ガラス BtoC取引拡大のための事業体制の構築

1530 千葉県 株式会社江東堂高橋製作所 5011801014273 高気密缶による異業種分野への海外販路開拓

1531 千葉県 手打ち蕎麦　和くら オンライン予約スタート！こだわりの手打ち蕎麦HP新設事業

1532 千葉県 株式会社　そとぼう 8040001074742 「天然水活用の客室露天風呂」による新たな集客事業

1533 千葉県 パナクレールさくらい シャッター、HP活用でPR、顧客に個別アプローチで売上アップ

1534 千葉県 NOLAND 梱包機の導入による作業効率の向上と配送商品への販路拡大事業

1535 千葉県 ＳＩＮＡ株式会社 4040001075868 低扁平率タイヤの販路拡大事業

1536 千葉県 KLC ジムニーパーツのHP直販による収益力強化&顧客満足度向上

1537 千葉県 She 低温デジタルパーマ機の導入・新たなヘアーデザインの提案

1538 千葉県 もとすか接骨院 新規OPENにともなう知名度向上ならびに安全な店づくり事業



1539 千葉県 有限会社　エージェントオダカ 7040002079386 天候にとらわれずお客様の購買意欲を高める為の店舗設備事業

1540 千葉県 BAR JOJO 棚増設による業務効率化と多彩なグランドメニューの安定提供

1541 千葉県 いしげ製菓 付加価値の高い手作り・オリジナルブランドジャムの販売強化

1542 千葉県 AMBESSA＆CO 新商品開発による利益率改善事業

1543 千葉県 有限会社　磯山観光いちご園 3040002087896 自社栽培のいちごを使った新商品で新規・リピート顧客倍増計画

1544 千葉県 有限会社侑愛 6040002064661 訴求力の高いＰＵＳＨ型広告宣伝実施による新規顧客獲得事業

1545 千葉県 株式会社ケイプランニング 9040001091357 機材のデジタル化による受注増と音響業務の安定・安心化

1546 千葉県 Good　Day　Ramen　千夏8 テイクアウト需要への取り組みによる売上増と新規顧客獲得

1547 千葉県 有限会社　四葉工房 4040002101128 HPリニューアルと宣伝広告によるガラス工事部門強化事業

1548 千葉県 合同会社SOZO 4040003004395 「地域の食を活用した健康・美容商品の開発プロジェクト」

1549 千葉県 有限会社とん亭九十九 7040002086432 「千葉県名物なめろうの土産商品開発と業務用卸売事業」

1550 千葉県 CREIGHT 新規顧客へのアピールと集客から客単価向上の実現

1551 千葉県 株式会社　岩瀬建築工務 7040001105333 野点NODATEの家・メンテナンスメニュー拡充による販路拡大

1552 千葉県 Ｕ－ＬＩＫＥ ホームページの開設による新規顧客の取り込み事業

1553 千葉県 Briller HIFUリフトケア導入による顧客満足度向上及び客単価の向上

1554 千葉県 まるみや コロナで学んだ経営の根本！温故知新で未来型店舗を築く

1555 千葉県 株式会社　エイトエンジニアリング 6040001082557 ＨＰ刷新による認知度ＵＰで新規顧客獲得事業

1556 千葉県 ボルダリングジム　マシラ 非経験者のイメージあった店内にするための新規店内改装事業

1557 千葉県 ミカドデンキ 折込チラシでキャンペーン！市内全域への販促活動で新規顧客開拓

1558 千葉県 有限会社キミヅカ 1040002102021 新サービスの開始に向けた専用システムの導入と販促ＰＲ

1559 千葉県 ラスティックリゾートいすみ 癒し・運動　健康的をテーマとしたコンテンツの充実と販路開拓

1560 千葉県 武平館 閑散期に店内設備・来客体制を整備し、「コロナ明け」に備える

1561 千葉県 美容室 ハンナ 感染防止対策と脱毛サービスによる新規顧客の獲得事業

1562 千葉県 有限会社　福水 6040002102693 渓谷庭園ビューのライトアップ化による新規顧客獲得事業

1563 千葉県 有限会社　嵯峨和 2040002102623 館内禁煙化による新規顧客獲得事業

1564 千葉県 有限会社　原田 2040002102689 ゆったり食事を楽しむ家族連れ・女性グループ客の新規取り込み

1565 千葉県 高橋輪業　株式会社 9040001075161 メーカー専用診断機導入による、無償リコール修理作業の内製化



1566 千葉県 有限会社　山木建拓 1040002102715 IT等を活用し、広範囲からの新規顧客の獲得

1567 千葉県 株式会社　ＥＮ 2040001102319 WAIIWAIラーメン8の知名度向上ならびに販路拡大事業

1568 千葉県 WORKS　ZERO 増加する自然災害に、安心のガラスフィルム施工を拡販する事業

1569 千葉県 株式会社SK 8040001078165 シニアカーの取り扱い専門店による介護レンタルサービスの拡充

1570 千葉県 株式会社飯田本家 4040001063897 当社の様々な種類をPRする為の、プロモーション戦略の展開

1571 千葉県 勝喰 勝喰の快適さ向上事業

1572 東京都 株式会社YOSHITAKA 6012801010435 エーミング作業による顧客開拓

1573 東京都 おやつのう～お 老若男女が気楽に買い物できる洋菓子店へのリニューアル

1574 東京都 あおさや　Aosaya 古民家をテレワークに利用していただくための販路開拓強化事業

1575 東京都 トピー商事 横浜 IT活用と人事労務相談による高付加価値商品の販売戦略

1576 東京都 株式会社ナカムラ・アート・オフィス 2012401031356 インターネットでの情報発信強化と販売システムの構築

1577 東京都 Ocean Magic 大型日除けを新設し居住性・満足度・集客力の向上を図る

1578 東京都 株式会社ソーシン 1012701005102 自社ウェブサイトとＳＮＳの充実を通じた販路開拓の取り組み

1579 東京都 クリーニングハウスせき 高齢者や若年世帯向けの保管サービスの販路拡大による設備投資

1580 東京都 ココットオフィス ホームページ・チラシによる新規顧客獲得と、顧客満足度向上

1581 東京都 株式会社ＰＲＯＯＦ 6012401022046 外壁塗り替えシミュレーションのランディングページ作成

1582 東京都 恩多接骨院 新規集客を目的としたインターネット広告とチラシ配布

1583 東京都 株式会社　荒野工務店 3012701001140 オンライン受注、情報発信、求人への対応

1584 東京都 美容室　あぷりこっと HPリニューアルによるエステサロン化した美容室のアピール

1585 東京都 TIDAFIKA woodstudio Tokyo インターネット販売を含むホームページ制作による販路開拓

1586 東京都 株式会社テクノエイト 8012801001077 製品動画とＱＲコード付き大判ＤＭの連携による販売促進

1587 東京都 有限会社マイスター 8012802011208 ホームページを活用した現代情報化の対応と顧客への周知

1588 東京都 株式会社リアルライフマネジメント 5011701017533 高齢者向け不用品処分・家具家財整理サービス

1589 東京都 ＹＡＲＤ ビジネスホテル構築と保管するWebサイト他メディアの構築

1590 東京都 てのひらストア ◆《村カフェ》で食べよう！徳島の幸（さち）事業

1591 東京都 株式会社　Re-Vive 3012801019628 バーベルセットの新規設置による施設利用顧客の新規獲得事業

1592 東京都 合同会社けやきコーポレーション 6012803001705 小学校４年生～６年生対象の放課後自習室の販路拡大事業



1593 東京都 株式会社joining 8012801020093 紹介先顧客開拓と求職者獲得をwebから行える仕組みを作る

1594 東京都 藍整骨院 マタニティ関連事業を広告宣伝による新規顧客獲得事業

1595 東京都 あゆみ鍼灸整骨院 視認性向上と院内環境改善に向けたプロジェクト

1596 東京都 バーバーイシイ 「訪問理容」PRによる高齢者・来店困難者の新規顧客開拓

1597 東京都 有限会社嘉山金型製作所 7013402003389 高品質なアクリル製品の製造を通しての販路開拓

1598 東京都 伴走型経営支援研究所 伊豆高原ゆうゆうヴィラの機能強化による同業施設との競争力向上

1599 東京都 多摩川クラフト有限会社 3012402022460 「自治体・企業のための防災蓄品・ガイドブック」の広告掲載

1600 東京都 知智プラン株式会社 9011301004358 日本最大級展示会出展による自社オリジナルブランドの販路開拓

1601 東京都 合同会社　悠心塾 4012703001468 駐輪場の設置工事とチラシ配布による新規開拓

1602 東京都 株式会社亀製麺 5012401005084 ホームページリニューアル及びECサイト構築による販路拡大事業

1603 東京都 有限会社クオレ 6012402019768 新たな客層、在宅テレワーカー獲得事業

1604 東京都 株式会社新整体館 2012401022108 外反母趾ケアー測定器の導入による新規顧客開拓事業

1605 東京都 有限会社赤阪商事 8012702007561 戦略的な店舗改装における新規顧客開拓事業

1606 東京都 株式会社DelQui 9012801019374 シェアキッチン併設スペースの創業サポート付シェアオフィス整備

1607 東京都 百草園駅前鍼灸院 鍼灸院の内外装の改装及び灸マッサージ院のHP作成

1608 東京都 バー　ニット アナログとデジタルのフュージョンバー

1609 東京都 ビオフォルム環境デザイン室 環境に配慮した循環型六次産業施設の設計を訴求する広報媒体拡充

1610 東京都 お料理結い 新型コロナウイルス対策と幅広い顧客を得るための店舗改装

1611 東京都 高本道場 アフターコロナの格闘技スタジオ再開に向けた環境整備事業

1612 東京都 有限会社　鈴木園 8012702000995 ＷＥＢ講座「お茶の淹れ方教室」による販売戦略

1613 東京都 寿司長 子供と女性に優しい店舗改装とメニュー開発による家族客の獲得

1614 東京都 合同会社irutoco. 5012403003359 ＷＥＢマーケティングと地域密着型営業による認知度向上と集客

1615 東京都 TRi-S Chiropractic Bodycare Studio 新規専門メニューの開発とその販路開拓

1616 東京都 ㈱平成イン 2070001013711 純和事業部再生！飲食事業の集客強化対策のホームページ制作

1617 東京都 株式会社ドリームヴォイスクリエイト 6012401018119 オンラインレッスンの導入と専門レッスン開始で販路開拓

1618 東京都 MaestroJapan 未来の財産をつくる専門書籍出版プロジェクト

1619 東京都 株式会社海野技研 3013101000501 キズ検査用ゲージの開発と製造



1620 東京都 三起工業株式会社 4012401007734 屋根用機械ＨＰ掲載及び中国語パンフレット作成による販路開拓

1621 東京都 有限会社 正進オート商事 4012702006765 自動車板金塗装から広げるトータルサービス提供事業

1622 東京都 株式会社ブルックスワークス 8013401006012 新たなブランデｲングによるＨＰの完全リニューアル

1623 東京都 コスモパルス株式会社 8013401001847 ポスティング・ホームページ・ダイレクトメールによる販路開拓

1624 東京都 Ｍｅｇｕｍｉ　Ｎａｉｌ 子育てママにやさしいネイルサロン＆出張ネイル

1625 東京都 株式会社高慎不動産管理 3012401003131 空き家を活用した奨学ハウス制度の普及による顧客獲得と売上増加

1626 東京都 株式会社USA 7012701014246 コロナ終息に合わせ和洋の健康増進プログラムで鍛える方の集客

1627 東京都 株式会社むさしの 6012401002106 葬儀への不安解消と顧客満足度向上を図り顧客獲得するＨＰの作成

1628 東京都 PLATANUS 男性用カット・学生用トリートメントのクーポン作成・販路開拓

1629 東京都 しまとあお 波浮港地区に１件しかない商店の復活と、飲食スペースの提供

1630 東京都 株式会社和光 6010001131176 名称変更による業態の区別・ＷＥＢによる客数増加を図る。

1631 東京都 ヘアサロンＧＯＬＤ 感染症対策型美容室のモデル事業

1632 東京都 このは整体院 コロナでも生き生き！女性の働き世代、応援プロジェクト！

1633 東京都 シカモア 子供服販売用ネットショップ開設など販路拡大及びサンプル製作

1634 東京都 株式会社三栄ライフサービス 5012401032129 食事提供サービスの向上

1635 東京都 株式会社芯光庭苑 9012701014287 ホームページ、チラシの整備による新規顧客開拓

1636 東京都 株式会社エヌケイグローバル 4012401024721 医療専門の人材紹介事業（サービス名称「医療ぱれっと」）

1637 東京都 ビストロねぐろ 店頭の視認性向上と店内高級感演出による新規顧客への印象向上

1638 東京都 株式会社プライムネット 3012701008111 ホームページのリニューアル

1639 東京都 だるチャンプロデュース ファサード（オーニング）の改修による店舗への集客強化

1640 東京都 株式會社おぼうさんどっとこむ 4013401005034 私たちの新天地「昭島」新規販路開拓営業

1641 東京都 株式会社アンコールMS 3012401035926 弊社取扱ブランド商品のメディア広告を活用した販路開拓

1642 東京都 株式会社ポントバレッタ 5010001188647 甘くて美味しい憩いの場を昭島に作ろうプロジェクト

1643 東京都 ジェコル株式会社 8012801017362 レスポンシブ対応ワンストップＥＣショップサイトへの再構築事業

1644 東京都 株式会社多摩自輌 4012801002260 車内消臭サービスPRに向けた自社HP制作を実施

1645 東京都 FP STYLE 新規顧客獲得とスムーズな申し込みにつなげるためのＨＰ作成

1646 東京都 真子事務所 オーダーメイド企業恵本提案事業をプラスするＨＰリニューアル



1647 東京都 Riml Outdoor Japan合同会社 2011103008704 国産ブランドへの第一歩！薪ストーブ用窓ガラス開発・販路拡大

1648 東京都 アミナcompany株式会社 8012701013981 ホームページ・チラシ・ショップカードによる集客・販路開拓

1649 東京都 ニッポー設備株式会社 7012401003937 「住サポ」ブランドの展開でＢtoＣ取引を拡充させる事業

1650 東京都 有限会社スプラウト 9030002037467 新規客を獲得のための看板の新設、ホームページ作成

1651 東京都 有限会社ハローデンタル 4013102000672 義歯床ＣＡＤソフトを導入し、売上向上や販路開拓につなげていく

1652 東京都 my  Presidence合同会社 8012703001175 家でも外でも運動不足を楽しく解消しよう

1653 東京都 グランフィール 高付加価値を追求したメタルカードで、お客様の個性を反映します

1654 東京都 有限会社アルカディア 9012802006347 自社製品のバイクパーツ開発による加工機の稼働率と利益率向上

1655 東京都 (株)江原製作所 6013101001273 ウェブサイト開設による新規顧客獲得事業

1656 東京都 (株)ブレイブ 9013102007770 ホームページ改修による施工監理アプリ【施工監理+α】の販売強

1657 東京都
はりきゅう治療院　HARI CURE

TOKYO
女性や高齢者にも来院していただくための環境整備と広告活動

1658 東京都 ミヤザワグラフィクス プロ撮影によるマスクの魅力アップと広告による商品認知度の向上

1659 東京都 オモトド 企業START!まるっとPRセット

1660 東京都 あいはし施術院 ホームページの作成、案内書のポスティング及び周知活動

1661 東京都 SALUMERIA69 店舗および商品の価値向上に向けたプロモーション

1662 東京都 セントルージュ 新規顧客獲得のためのホームページの作成とWebプロモーション

1663 東京都 株式会社　森田自動車工業 6012801002630 マック立ち合い一日車検＆創業55周年記念キャンペーン告知事業

1664 東京都 株式会社TESHIMA 7012401034387 店舗レイアウト見直しによる「おむすび・お弁当販売大作戦」

1665 東京都 Rapotta（ラポッタ） 昭島市の４０代５０代女性をサポートする生活応援プロジェクト

1666 東京都 まりーごーるど 「エンジョイ！！コミュニティスペース」の認知度・視認性の向上

1667 東京都 株式会社Minori 9012801020027 「ふだんきもの」を提唱！！和装スタイルの普及と体験事業の確立

1668 東京都 ＨＡＤＵＫＩＳＭＩＬＥ ブランド品販売のためのＥＣサイト構築

1669 東京都 ㈱ミューテック35 6013401000743 自社の強みを活かした非接触グッズの開発及びECサイトでの販売

1670 東京都 シカマキ写真館 「犬の記念日」に撮影する家族写真の周知と新規顧客獲得

1671 東京都 グルーミングハウス　キッズ ペットサロン、炭酸泉マイクロバブル機導入で新規顧客獲得事業

1672 東京都 Big Island Base 宿泊施設の開設における設備工事

1673 東京都 BONITO コアファンの創出と新たなターゲット顧客層の取り込み



1674 東京都 株式会社　STATICBLOOM 3013101007216 環境配慮型「STATIC」のサンプル制作

1675 東京都 油屋旅館 テイクアウト事業を開始することで当旅館の新たな活路を！

1676 東京都 桜月夜 家庭用卓上LED照明商品の試作開発と海外販売システムの開設

1677 東京都 安藤畳店 新商品「畳タペストリー」の宣伝と既存事業の販路拡大

1678 東京都 有限会社ルミエールシバタ 4013102000904 空き家相談及び既存WEBサイト、実店舗の改変による新規顧客獲

1679 東京都 有限会社まるぶん 4012702012417 地域事業所の需要に応える各種印刷物の提案型営業による販路開拓

1680 東京都 中華料理　松華 高齢者と子育て主婦層にやさしい店舗への全面改装と事業承継

1681 神奈川県 美里　恵山亭 顧客要望地元産茶葉使用ソフトクリーム開発と新規客獲得事業

1682 神奈川県 愛川きのこ園 井戸の冷水活用でシイタケ安定生産と売上高向上を獲得する事業

1683 神奈川県 フォーマインド 滑らか整体院Ｗｅｂ広告（腰痛の患者さん新規開拓）

1684 神奈川県 エレキテル ロボットに命を吹き込むロボットティーチング事業への挑戦

1685 神奈川県 ＣＯＬＯＲ　ＳＴＲＥＥＴ 「印刷機一式導入」取扱メニューを増やしユーザー層拡大事業

1686 神奈川県 古宮旅館 女性宿泊客をターゲットにしたＨＰリニューアルによる販路開拓

1687 神奈川県 株式会社石田牧場 9021002034604 ホームページ制作による自社ブランドの確立と発信

1688 神奈川県 喰い処飲み処 てっぺん 店内イメージリフレッシュとテイクアウト強化による新規顧客開拓

1689 神奈川県 酒処　光 店頭看板設置と店内リニューアルによる新規顧客開拓計画

1690 神奈川県 株式会社　宮崎塗装 1021001069682 チラシでの高品質×低価格×誠実サービスを訴求して新規客開拓

1691 神奈川県 株式会社アマヤ 9021001036114 ”子育てママ”にうれしいホームページ作成で販路開拓

1692 神奈川県 ボーイズキッチン　株式会社 6010401067648 エスプレッソガーデンカフェによる販路拡大事業

1693 神奈川県 ヘアメイクシャイン 大人女性のための本格的リラクゼーションメニューによる販路開拓

1694 神奈川県 KUBO中小企業診断士事務所 集客導線確立の為のwebサイト構築による新規顧客獲得事業

1695 神奈川県 株式会社StylesAgent 7021001062252 多様化する様々なニーズに対応する月額制の定期訪問サービス

1696 神奈川県 有限会社カロカロハウス 3021002013266 イタリア製洗剤導入事業

1697 神奈川県 空創工房リ・メイクハウス㈱ 6021001054333 ホームページのリニューアル

1698 神奈川県 ラシーヌ 品質維持環境構築で差別化、データ管理で販売戦略緻密化事業

1699 神奈川県 野生農園ザ・ばん 量産野菜チップスの開発とweb通販での販路開拓事業

1700 神奈川県 サイクルショップエンドウ開成店 お客様一人ひとりの満足度を上げるデータ管理と顧客管理戦略



1701 神奈川県 ビーシー工房株式会社 9021001017196 被災時在庫一掃セールによる顧客への感謝コミュニケーション事業

1702 神奈川県 株式会社輪 4012801016153 Ｗｅｂを活用した一般ユーザー向け販売促進による利益率向上事業

1703 神奈川県 石井醸造株式会社 9021001034010 既存ノウハウを活用した新事業・梅シロップの製造販売

1704 神奈川県 有限会社　魚伝 1021002049758 干物のリブランド化のためのホームページリニューアル

1705 神奈川県 重森畳店 ＨＰ充実化とエリア拡大で、新規顧客獲得事業

1706 神奈川県 有限会社ゲンベイ商店 4021002068796 世界に１つオリジナルプリント商品販売と業務効率による収益向上

1707 神奈川県 麺屋三男坊 女性が来店しやすい店舗づくりとテイクアウト強化により売上増加

1708 東京都 M.R.J.株式会社 9010001199871 空調設備導入により世代間問わず交流出来る快適な施設環境の提供

1709 神奈川県 ハヤマストーリー株式会社 5021001052718 増加するSUPフィッシング層開拓の為の専用SUPボードの増設

1710 神奈川県 株式会社ケイニィ 6010001015734 エンリッチドエアータンクの使用促進によるダイビングの販路開拓

1711 神奈川県 株式会社エステリア 3021001057512 多様なリフォーム関連のニーズに応える自社PRのためのHP制作

1712 神奈川県
あしたばカイロプラクティック開成

みなみ整体院
新規顧客獲得のためのアプローチ方法の最適化

1713 神奈川県 株式会社シボネ 2021001059781 低スパッタ＆高品質溶接機導入で、大躯体看板受注獲得事業

1714 神奈川県 有限会社榎本電気商会 2021002056134 高所の電気工事なら榎本へ！環境を整え営業強化事業

1715 神奈川県 湘南幸福村 キッチンカーで生産物の美味しさＰＲ・顧客と直接繋がる事業

1716 神奈川県 秋月堂 ラベラー導入で生産性向上、新たな販路開拓として卸販売に取組む

1717 神奈川県 亀亀堂 天然酵母無添加パンの生産量向上・ブランド力向上事業

1718 神奈川県 Lamer fleur 海と花を感じるライフスタイルの提供を 展示会を通じて販路開拓

1719 神奈川県 Image Design 地域限定商品の開発及び海外向けHP構築による売上向上計画

1720 神奈川県 栞草 販路拡大し地域の生産者を支えるための魅力的な店舗づくり

1721 神奈川県 株式会社トゥルーハウス 3021001031491 店舗改装に伴い顧客満足度向上事業による新規顧客獲得

1722 神奈川県 STF株式会社 5021001063509 走行会イベント開催で集客力向上

1723 神奈川県 MAI BODY LAB マシン導入によるサービス提供とWEB・広告作成による顧客獲得

1724 神奈川県 スマイリーズ 小屋・テントサウナの製作・販売事業広報の為のホームページ開設

1725 神奈川県 エントリーダイビングスクール 新島におけるドルフィンスイムツアーのマーケティング拡大

1726 神奈川県 株式会社新栄 1021001062902 看板設置の訴求効果による新規販路開拓事業計画

1727 新潟県 つり具のトミー 「釣りエサ」をより充実！！海に面した釣具店の新たな業態開発



1728 新潟県 株式会社佐藤菓子舗 3110001032136 餅つき機導入による作業の効率化及び生産性向上事業

1729 新潟県 たいがあ 女性にも配慮した店内の環境づくり「男女別トイレの設置」事業

1730 新潟県 龍寿し 次亜塩素酸水消毒による安心外食事業

1731 新潟県 割烹　笹孫 更なる顧客満足度向上と新メニュー開発・販売等強化の実施

1732 新潟県 高千物産有限会社 2110002034644 業務効率化と営業環境改善でサービス向上による新規販路開拓事業

1733 新潟県 ファイヤーワールド新潟 ＨＰのリニューアルと地域情報誌への広告掲載による販路開拓事業

1734 新潟県 株式会社　大和環境 9110002033400 一般顧客の認知度拡大を図るための宣伝広告

1735 新潟県 ＲＩＲＩ餃子専門店 照明看板・チラシ・のぼりで当店の知名度向上

1736 新潟県 有限会社アイテックモータースポーツ 4110002026441 多様化する顧客ニーズに対応するため作業の効率化事業

1737 新潟県 ソルティバレーサービス 塗装ブース新設による持ち込み塗装で顧客獲得事業

1738 新潟県 滝見屋 多くのお客様に対応するために食材ストック用冷蔵・冷凍庫を導入

1739 新潟県 ＣＨＵＺＡＮ 外壁塗装外観美化による集客効果促進事業

1740 新潟県 手打ちそば　菊右ヱ門 顧客満足度向上に向けた、新メニュー開発・提供事業

1741 新潟県 コーヒーハウスてくたく 内外装のクリーンアップとテイクアウト開始でコロナ対策強化！

1742 新潟県 有限会社長亀住設 7110002033798 お客様のニーズマッチを狙う、自社のショールーム化事業

1743 新潟県 有限会社　森忠石材店 7110002010434 お客様に寄り添った更なるサービスの提供と石の魅力発信強化

1744 新潟県 桃川農園 ホームページのリニューアルによる販路拡大

1745 新潟県 居酒屋　味道楽 バリアフリー化による中高年客の再来店と新規開拓

1746 新潟県 Firmament 新潟県内全域対象の出張車買取のホームページ作成・集客

1747 新潟県 割烹　大覚 割烹「大覚」店舗リニューアル

1748 新潟県 中沢車体 機械導入による、新整備サービス事業

1749 新潟県 Tazawa株式会社 2110001034653 建築板金職人の顔が見えるホームページとパンフレット＋機械導入

1750 新潟県 いち廣 コロナに負けず、新しい看板で売上拡大

1751 新潟県 ミートショップさとう 厨房の清潔感強化と見える化で町の代表店へと確立

1752 新潟県 ことしろや 老舗菓子店の店舗内装をイメージチェンジし新たな顧客を獲得する

1753 新潟県 らーめん真 地域内住民を集客するためのPR事業と生産体制の強化

1754 新潟県 創栄自動車　株式会社 9110001033194 新たな整備修理需要の取込みと新しいカーライフの提案事業



1755 新潟県 釣船　宝昌丸 最新設備導入とSNS等の活用で若者層をがっちりキャッチ

1756 新潟県 アイケーテック株式会社 4110001030551 ＨＰ作成による知名度アップ戦略と売上確保並びに利益率の向上

1757 新潟県 光兎の宿　あらかわ荘 高品質寝具導入による快眠環境の整備

1758 新潟県 女川ハム工房 高性能ラベルプリンターでしっかり表示して安心と安全を提供

1759 新潟県 有限会社湯沢塗装 3110002021996 自社HP作成による個人住宅リフォーム案件の新規獲得

1760 新潟県 有限会社　山良工務店 1110002034083 情報発信力強化による販路開拓

1761 新潟県 松村自動車工業 特定整備制度対応に係る高性能スキャンツール導入による販売促進

1762 新潟県 金子輪業 整備工場改修によるボディコーティング等の本格参入と販路拡大

1763 新潟県 株式会社　小林製作所 3110001030338 得意のピンセットで燕三条の町工場から世界を目指す販路開拓事業

1764 新潟県 株式会社アスカ創建 9110001020820 新規問い合わせ総数向上のための自社サイトのトップページ改修

1765 新潟県 第一食品販売株式会社 9110001016389 植物性アイスの発売に伴うウェブサイトの改修と広報活動

1766 新潟県 有限会社割烹ふじ田 4110002008290 トイレ改装で快適度向上、事業再建・持続に挑む！

1767 新潟県 Myoko House ファミリーや訪日外国人が自宅のように過ごせる空間の創造

1768 新潟県 有限会社隆成工業 5110002029674 検索連動型広告の活用による商圏の拡大

1769 新潟県 吉井　裕美子 バリアフリー化とパーテーション増設で地域の福祉美容室

1770 新潟県 有限会社百笑会 6110002031381 直接販売比率向上に向けた地元客獲得強化への取組み

1771 新潟県 居酒屋　どんぞこ ホームページによる新規顧客獲得

1772 新潟県 KWOOD beauty international合同会社 2110003003920 温泉SPAでの脱毛機器導入とＥＣ予約サイトによる顧客開拓

1773 新潟県 株式会社内昭製作所 3110001014902 サーボプレスを活用し複雑な加工方法をPRしたウェブ販路開拓

1774 新潟県 大滝看板店 雪国の季節変動を無くす事業スタイルへの挑戦

1775 新潟県 山海里 コロナに負けない、お客様の利便・安全性向上事業

1776 新潟県 ママの店・かっちゃん 健康増進法改正を背景に顧客要望に応じた喫煙専用室の設置

1777 新潟県 川上ダイス工業所 安心できる製品の安定供給と短期納品の実現による取引の拡大

1778 新潟県 藤口工業 販売促進ツールとしてのホームページ作成と新規顧客の開拓

1779 新潟県 藤和建工 ホームページ開設、看板設置による対内外への周知、信用の確立

1780 新潟県 HMプラス合同会社 8110003003527 社会人も対象とした医療・看護系学校入試対策に向けた集客告知

1781 新潟県 そば処　山河 地域資源（渓流魚）で新メニュー。新規顧客・客層の獲得！



1782 新潟県 有限会社えびすや 4110002011609 命あるものに感謝し食材を余すことなく利用することと再資源化

1783 新潟県 有限会社　戸枝自動車工業 5110002011252 スキャンツールとパワーツール導入による販路開拓への挑戦

1784 新潟県 トラインスミス株式会社 9110001033293 地域とつながり、利用者を増やすためのウェブ媒体構築事業

1785 新潟県 中益商店 空いた時間と空いているスペースを活用した新たな売上向上策

1786 新潟県 酒井鉄工所 ボーリングバーホルダーを導入して新たな受注確保で売上向上

1787 新潟県 有限会社　栗原緑樹園 8110002015003 緑地の維持管理業務拡大の為の草刈り機導入

1788 新潟県 諸橋建築 新機械導入で効率化し、リフォーム工事受注額UP

1789 新潟県 有限会社 大石鉄工所 2110002034347 環境適応に合致した設備導入による安全で快適なカーライフの提案

1790 新潟県 小見自動車整備工場 大型車両対応の車両リフトの導入

1791 新潟県 有限会社　マルセスポーツ 5110002033833 みんなでスキー・スノボを楽しもう！お店で気軽にリサイクル♪

1792 新潟県 はなびや コロナに負けず新メニュー。新潟産の焼肉で元気を出そう!

1793 新潟県 株式会社サマンサハート 2110001028630 認知拡大と新規獲得の販売促進計画

1794 新潟県 株式会社　KSカンパニー 9110001034176 ウイルス感染リスク軽減の為「バス車両向け除菌システム」の導入

1795 新潟県 旭屋食堂 テイクアウトメニュー開始に伴う店舗外壁工事

1796 新潟県 聴風庵 店頭以外での販売増加のための、ブランド化と品質向上

1797 新潟県 ジョイントファーム株式会社 7110001016639 壁看板リニューアルで認知度向上！源泉米で地域の方々を健康に

1798 新潟県 青海建設株式会社 8110001019525 看板設置による認知度向上とイメージアップ計画

1799 新潟県 有限会社　フードショップわすけ 4110002023959 「館内玄関の自動扉化で、衛生面と熱効率の向上を目指す」

1800 新潟県 清水自動車 展示場の舗装と夜間照明の設置による集客力・成約率の強化

1801 新潟県 南魚沼鈴木農場 鈴木農場マスタード新商品開発

1802 新潟県 リブウェル株式会社 1110001032749 顧客獲得の為の、展示会への出展

1803 新潟県 越銘醸株式会社 6110001024394 次世代への事業継承と新世代へ向けた販路拡大のための販促計画

1804 新潟県 株式会社レイクウッド 6110001008091 バイクの大型化に伴う修理需要に対応する設備導入による販路拡大

1805 新潟県 有限会社　雪国家総本店 6110002008479 春蘭の国内および中国への販売拡大と低コストハウスの生産研究

1806 新潟県 株式会社新生バイオ 3110001002477 消費者向け商品開発のための燻製機導入事業

1807 新潟県 ROOTs 看板の設置による工場直売機能の強化並びに販路開拓事業

1808 新潟県 有限会社　スガイフーズ 5110002016185 コロナ感染予防の為の電解水生成装置の導入で安心安全な店づくり



1809 新潟県 補聴器相談室　大谷 訪問サービス強化等周知による販路拡大と利用率向上を図る事業

1810 新潟県 船越瓦工業 ドローンを活用した住宅外装の総合診断

1811 新潟県 フューテックニイガタ合同会社 8110003003106 ナノバブルを活用したオゾンナノバブル水生成装置の開発

1812 新潟県 株式会社　聖籠第一設備 9110001012702 自社看板作成による認知度向上事業

1813 新潟県 有限会社　はじめ 4110002000181 ＨＰを通じての動画でのネタ情報発信と店内飛沫防止の徹底とＰＲ

1814 新潟県 有限会社　竹屋商店 1110002033952 洗車サービスの品質向上および立地と組織力を活かした販路の開拓

1815 新潟県 クリニカルカイロプラクティック佐和田 美容カイロのPRによる新規顧客の獲得で売上確保

1816 新潟県 ペンション夢民 インバウンド対応に伴うゲストキッチンの設置

1817 新潟県 有限会社 水原車輌販売 3110002013168 面の広告活動としてホームページと連動したチラシの配布

1818 新潟県 有限会社岡田電装工業 7110002024599 GHP施工ツール設備導入による新技術導入と新規顧客開拓

1819 新潟県 株式会社ワイ企画 6110001020344 来客者のニーズに応えるための〔作品展示室〕の拡充事業

1820 新潟県 レストラン　イ’ヒロッシェ 自家製パスタ（カラーパスタ、南魚沼産米粉パスタ）の生産販売

1821 新潟県 ㈱庄治郎商会 7110001029665 ネット販売の強化、ＰＲ動画の作成

1822 新潟県 合同会社ヨクスル 3110003004100 健康体操教室の開設および顧客獲得

1823 新潟県 株式会社　上村建設 7110001026233 Ｗｅｂマーケティングからデジタルマーケティングへ！

1824 新潟県 スタジオバレリータ 外観の新装！美しく、人の目に留まる外観へ

1825 新潟県 吉井木材工業株式会社 4110001027705 佐渡すぎブランド材認証工場に伴う知名度アップ社名看板設置事業

1826 新潟県 株式会社渡翔塗装 3110001032400 自社看板の設置と認知度拡大取組みで売上増加に繋げる

1827 新潟県 株式会社　青木商事 3110001028621 ダンプ着脱式のごみ箱導入による作業効率向上で新規顧客獲得事業

1828 新潟県 髙橋屋観山荘 テイクアウトを中心とした地域密着型による販路開拓と業務効率化

1829 新潟県 ムルメルン お客様の多様化に合わせた客室リニューアルによる顧客開拓事業

1830 新潟県 山平産業有限会社 8110002010409 除菌関連商品と自動水栓切り替え工事の提案営業の強化

1831 新潟県 株式会社Serve 7110001030375 介護タクシーによる買い物弱者・交通弱者の支援を通じた販路開拓

1832 新潟県 有限会社いたがきアグリ・サービス 7110002032016 野菜の成分表示、栽培方法の見える化による顧客満足度向上

1833 新潟県 Sansan Yuzawa Concon Yuzawaの魅力を伝えるHPと看板作り

1834 新潟県 公文式白根南教室 明るくおしゃれな雰囲気の教室で英語を学ぼう！（販路開拓術）

1835 新潟県 84BASE MOTOR WORKS ホームページリニューアルによる販路拡大



1836 新潟県 コンドウカーサービス 高性能スキャンツールによる故障診断・施工対応サービスの強化

1837 新潟県 有限会社もちづきスタジオ 8110002031867 美容・着付け・撮影、ワンストップショッピング型写真スタジオ

1838 新潟県 ㈱SPOOKYスポーツ 2110001029257 森のカフェ オープンテラススペース整備による新規顧客開拓事業

1839 新潟県 有限会社上村ラジオ 9110002032781 シャッターパネル設置でなんでも揃っている電気屋さん事業

1840 新潟県 有限会社アイヒコ 1110002011578 新化粧水の開発＆販売事業

1841 新潟県 ボルダリング　sommet 課題コースの新設と変更のためにホールド購入と設置の依頼

1842 新潟県 カフェバー　風待 商品の生産性向上によるお客様の満足度アップと販路開拓

1843 新潟県 ホワイトハウスマスエン 貸切風呂設置事業

1844 新潟県 有限会社　まつ屋 1110002011660 店舗レイアウト見直し事業

1845 新潟県 ピッコロ・カーサ・ラ・ノーチェ お客様ファーストの宿泊施設づくり

1846 新潟県 シャルム 利用者の顧客満足度を高める取り組み

1847 新潟県 上村屋 お店の利便性向上によりキラリと光るお店作り

1848 新潟県 有限会社　友造板金 7110002033955 顧客満足度を上げ、新規顧客開拓・売上向上を目指す

1849 新潟県 桜井建築株式会社 4110001026847 輸入住宅の認知度をアップし、受注数・売上向上を目指す

1850 新潟県 外山康雄　野の花館 当館の四季折々の様子がわかる動画を活用した集客ＰＲ

1851 新潟県 ウエムラ自動車 設備導入により新たなサービスの展開「車載用アルミ棚」

1852 新潟県 サンダーバード キャタピラーキッチンカーの導入による顧客創出事業

1853 新潟県 阿部農園 真空米のセット商品の開発・販路開拓

1854 新潟県 (有)スピンアウトコ－ポレ－ション 2110002033563 女性のお客様に対応した浴室の利便性向上への取り組み

1855 新潟県 五十嵐食堂 店舗環境の整備、メニューの充実を発信し売上の維持拡大

1856 新潟県 青山スポーツ 赤倉観光リゾートスキー場前への新規出店による「新規顧客」獲得

1857 新潟県 第一ヒュッテ 玄関リニューアルによるお客様の利便性を増加させる取り組み

1858 新潟県 カナディアンハウス インバウンド客対応と高齢化経営のための客室への改装

1859 新潟県 宮川糀や 認知度アップと安定生産のための設備投資を通じた販路拡大事業

1860 新潟県 株式会社　松橋屋 7110001016102 冷凍弁当・会席料理のセット売り販売事業

1861 新潟県 菓子工房RIM フードプリンターを導入し、様々な事業者への販路拡大

1862 新潟県 徳橋板金株式会社 8110001034730 新規顧客獲得に向けたホームページと看板設置を組み合わせた販促



1863 新潟県 ＯＫＥＳＡ　ＢＡＲ　ＢＵＮＺＯ ホームページ作成運営と高齢者・子供連れお客様へのサービス提供

1864 新潟県 炙り屋　ちゃらくらげぇ 炙り屋ちゃらくらげぇ旬な佐渡、ホームページ・チラシ等作成

1865 福島県 株式会社夢工房 6380001018865 オリジナル木製座位保持装置の開発、販路開拓

1866 富山県 リラクゼーションサロンAmolir 屋外マッサージメニューの新規提供による「コロナ疲れ」解消事業

1867 富山県 造園植芳 生産性向上に資する新商品の販路開拓による企業間取引の受注拡大

1868 富山県 viviendo-rico エステ体験強化による新規顧客の開拓

1869 富山県 江尻工業株式会社 7230001004920 新聞をもっと身近に感じて貰うための多目的スペースづくり

1870 富山県 株式会社小椋建築 9230001013820 快適な家づくりを提案するＷＥＢサイト構築による販路拡大

1871 富山県 工房紫穂 半自動溶接機の導入による大型青銅作品の受注体制構築

1872 富山県 四方蒲鉾株式会社 7230001003484 県外客へ向けたオーダーメイド細工蒲鉾の販売促進と食べ方提案

1873 富山県 ワイズイノベーション株式会社 2230000101515 継続抗菌・消臭製品「ワイズフィルター」のプロモーション

1874 富山県 白井事務所 企業ニーズに対応したプランニングをＨＰで発信

1875 富山県 株式会社　ホクデン 7230001006529 信頼度向上による購入度アップを目的としたWebサイトの再構築

1876 富山県 釜下建築 ＩＴとアナログで当社建築施工の発信！

1877 富山県 エステスタジオHARU 既存顧客の顧客生涯価値を高める店舗オリジナル販促アプリの導入

1878 富山県 株式会社糧の郷 4230001017347 IoT導入による米の収量アップと販路開拓による売上増の実現

1879 富山県 有限会社 八尾興業 3230002006820 廃棄物再利用化インターネット販売事業

1880 富山県 辻四郎ギター工房 既存ＨＰを外国語版対応に刷新し、海外市場販路拡大を目指す

1881 富山県 家印(株) 2230001015906 ホームページを刷新してプロモーション活動を強化する

1882 富山県 (株)iidea建築設計室 9230001016410 安全性とデザイン性を兼ね備えた建築設計を訴求するパンフの制作

1883 富山県 トークウィズ合同会社 7230003001453 新事業展開における販路開拓促進の為のオープニングイベント

1884 富山県 菓子工房　クローバー 看板設置による認知度向上で新規顧客獲得

1885 富山県 ヘアーメイク　アバーヴァ 当店オリジナルトリートメント施術と髪質改善の提案で来店客増加

1886 富山県 カプリス 多様化する顧客ニーズに応えるため美容促進器の導入

1887 富山県 Bonne nouvelle パッケージデザインの一新によるイメージアップと新商品開発

1888 富山県 株式会社Dotok 1230001017812 予約システム付き自社ＨＰの制作による集客力向上と業務効率化

1889 富山県 シー・ティ・エス株式会社 4230001005302 新しい質感と幅広いラインナップで木製ドアの可能性を広げる



1890 富山県 有限会社タカラダ精工 9230002008324 入善町の町工場が取組む逆境に打ち勝つための新規顧客開拓事業

1891 富山県 みたに美容室 高度な技術と新サービス提案をウェブサイトで発信、新規顧客獲得

1892 富山県 株式会社 米澤製材所 8230001007690 自社ブランド商品と外部発信力の強化に向けた営業ツール作成事業

1893 富山県 Art Studio YUI 設計システムを導入し大型彫刻と高級志向アクセサリーを新規開発

1894 富山県 有限会社　西野石油 8230002010108 車内クリーニングの技術向上と販路開拓

1895 富山県 寺勇商事株式会社 4230001012769 修理・リメイク需要における自社サイトの強化及び誘客拡大

1896 富山県 特定非営利活動法人　工房あおの丘 7230005004438 障がい児福祉サービス利用者拡大のための施設改修事業

1897 富山県 有限会社　マイ企画 3230002006804 新しいマーケティングスタイルを確立するWEBサイト構築

1898 富山県 すし福ちゃん 当たり前の日常をご自宅に！デリバリーサービスの開始とPR事業

1899 富山県 株式会社アート工房 7230001007469 粉骨・海洋散骨の設備を整え、新規事業への参入

1900 富山県 コスモス 立地を活かした民泊事業の周知による売上拡充計画

1901 富山県 イイタ建築ポコ・ハウス有限会社 5230002006959 夢のマイホームをカタチにするためのカタログ制作

1902 富山県 すみたに 顧客直接受入れ体制の強化

1903 富山県 株式会社平原堂 9230001015239 インターネットを活用した木彫刻技法習得ＤＶＤ教材の販売

1904 富山県 くりこども 高台のカフェで本格的なアジア料理を多くの人に味わって頂く事業

1905 富山県 ㈱コーティングワークス柳平 9230001016170 新ガラスコーティングサービス販売促進に向けたHP制作

1906 富山県 越中瀬戸焼庄楽窯 粘土精製能力を高め、海外向け大型作品製作の容易化と増加を図る

1907 富山県 有限会社テイスト 0230002008491 恒常的なお弁当等のデリバリーサービスを実現する設備導入等

1908 富山県 １／ｆ　ゆらぎcafe 調理室の改装整備とリ・スタートプロモーション

1909 富山県 株式会社はとや 1230001009108 ホームページ制作による新規顧客獲得事業

1910 富山県 ナカダ経営相談事務所 「中小企業経営者のお悩み相談室」WEBサイトの制作

1911 富山県 株式会社藤井建設工業 4230001015714 フリースペースの新設による新規顧客の開拓

1912 富山県 マエダ工務店 富山ブランド素材を使っ女性を元気にする気持ち良い下着の開発

1913 富山県 株式会社こころ 9230001016633 継続抗菌・消臭するセラミダ製品の製造直売所の新設

1914 富山県 小泉商店 配達先拡充に伴う作業効率アップためのマッスルスーツ導入!

1915 富山県 カイロひまわり 健康のためのヘッドスパとアロマタッチ導入による新規顧客獲得

1916 富山県 花井瓦工務店 HP・SNSの連携で一貫したプランニング・施工を発信



1917 富山県 コーヒー＆スナックもぐら 新型コロナウィルスに負けない！高齢者が楽しめる店づくり！

1918 富山県 あいあんほーす 食材の安全性を向上し、安心して来店してもらえる環境づくり

1919 富山県 有限会社久乃家 3230002002852 食の安全・安心、施設全体での高安全性確保による受入体制整備

1920 富山県 塩原瓦工事店 瓦の魅力を発信する新たなツール展開！

1921 富山県 イトウ室内株式会社 7230001012618 SNS連携型HPによるイトウ室内株式会社の事業展開総合告知事

1922 富山県 株式会社　柴田瓦工事 8230001015842 ＨＰ開設によるＳＮＳとの連動を使った見せる化による販路開拓

1923 富山県 松原一 賃貸のドッグラン併設事業

1924 富山県 押し花あとりえViola パンフレット・DVD・HP制作による顧客獲得事業

1925 富山県 株式会社メアリスト 増毛エクステの需要獲得とスクールメニュー開発の取組

1926 富山県 リフルール プロポーズのお花を押花で残そう

1927 富山県 やきとり大吉 ホームページとポスティングを活用した商圏の拡大

1928 富山県 小橋正俊 インターネットを駆使したエンドユーザーとの直接取引を開拓

1929 富山県 有限会社なかや 基幹業務システム導入による提案営業力の強化

1930 富山県 美術木箱うらた 木製ハンドメイドクラフトのオーダー商品開発による販路開拓

1931 石川県 中島石材店 工場全体のショールーム化とプロモーションによる販路開拓

1932 石川県 株式会社押水グリーンセンター 3220001015947 来店をスムーズに！看板設置による個人部門強化に向けた取組み

1933 石川県 姫丸の一夜干し 新型コロナ対抗ネット販売強化事業（ホームページ刷新）

1934 石川県 有限会社石岡石油店 8220002015792 タイヤチェンジャーの導入によるSUV車へのタイヤ増販

1935 石川県 角尾自動車 鈑金塗装の品質向上と短納期化による販路拡大事業

1936 石川県 株式会社　中村固腸堂 2220001018273 動画メディアを活用した広告とオンライン相談対応による販路開拓

1937 石川県 くるま屋鉄修彩 鈑金塗装の品質向上・短納期化と独自サービス展開による販路開拓

1938 石川県 有限会社　岡本アルミガラス 3220002016523 好立地を生かした「窓リフォーム専門店」PRによる新規顧客獲得

1939 石川県 株式会社　手取スポーツ 8220002011932 ゆったりとしたフィッティングルーム設置による学生服の販売強化

1940 石川県 出張トリミング　わんかーご ドッグランの設置による販路拡大事業

1941 石川県 エレファント テイクアウト、常連客増加、名物メニューによる新規顧客獲得事業

1942 石川県 有限会社山ちゃん 8220002015314 事業の継続と持続可能な新しい取り組みによる販路拡大事業

1943 石川県 N．Paint 塗装用の吹き付け装置導入による販路拡大事業



1944 石川県 羽咋設備株式会社 8220001016098 地域の個人顧客層の受注拡大を図るためのＰＲと環境整備事業

1945 石川県 株式会社ウェーブネット 2220001017960 安価なホームページ作成サービスの提供による販路開拓事業

1946 石川県 田尻荘 「合宿の宿」として、設備充実による販路拡大事業

1947 石川県 はとや電器株式会社 7220001018434 商談力を強化するための店外イベント強化事業

1948 石川県 有限会社キタダ 8220002008714 看板等による認知度・誘導強化と顧客満足向上による販路開拓事業

1949 石川県 有限会社いけむら 6220002016504 新たなカウンセリングサービスの提供およびPRによる販路開拓

1950 石川県 九谷百万石 九谷焼酒瓶の形状並びにデザイン開発による販路拡大

1951 石川県 粟津商店 新商品「ブルーベリーコーヒー」のネット販売による売上増大

1952 石川県 いただき繕金沢新竪町 量り売り販売や飲食メニュー導入によるオーガニック店の販路開拓

1953 石川県 柴田　有希佳 創作への思いと制作行程を発信するＨＰ開設による新たな販路開拓

1954 石川県 リノベット 施工後イメージの可視化による提案力および広報活動の強化

1955 石川県 汝惚里ダイニング 日持ちのするテイクアウト商品の開発による新たな売上の柱づくり

1956 石川県 株式会社オーバーカムラス 9230001015767 自社ブランド商品の販路開拓事業

1957 石川県 有限会社すみよし 7220002015439 ウイズコロナ時代の商談スタイルを確立して成約率の向上を目指す

1958 石川県 松波酒造株式会社 8220001016676 百万石乃白の新酒を核にコロナ後の酒蔵と店舗の整備事業

1959 石川県 有限会社山口水産 9220002014265 個人客向けPRによる小売りの販売促進事業

1960 石川県 株式会社　レイシア 6220001021389 シニア女性向け美容健康プログラムの開発と販路開拓

1961 石川県 わかば接骨院 販路開拓のための心地よい眠りを生み出す仙骨後頭骨テクニック

1962 石川県 有限会社　川義 6220002016867 店舗の認知度向上に伴う新規顧客獲得事業

1963 石川県 株式会社　今一電気商会 4220001017364 地域密着電気店による受注拡大のためのホームページ改修事業

1964 石川県 芝田水産 一般顧客への販売を増やすための販路開拓事業

1965 石川県 有限会社　松風産業 9220002000050 ドローンによる空撮データ活用による業務の効率化と提案力の向上

1966 石川県 ガレリア画廊 国内初　絵本の図柄を取り入れたオリジナルカーペットの販売促進

1967 石川県 株式会社まつお 2220001016285 真空パック機導入により高級料亭の味を広める周知事業

1968 石川県 Garege　IROHA 顧客との距離を縮めるウェブサイトの構築と販路開拓事業

1969 石川県
カーコーティングショップ　スリー

スター
高い技術を必要とする新コーティング剤導入による販路開拓事業

1970 石川県 湯谷の焼万頭 ３代目による販路開拓ＰＲ強化事業



1971 石川県 まいもん処　旨味 魚料理店からちりとり鍋店へ業態の転換による販路開拓事業

1972 石川県 ショップつるぎぢ 地域の高齢者の安心のくらしを強化する事業

1973 石川県 リックスやま岸 家飲み対応、お客様のニーズに合わせたワイン提供による販路開拓

1974 石川県 kitto hair 新たな頭髪診断メニューの開発による売上アップ

1975 石川県 株式会社山田組 5220001017710 ソフトウェア導入によるIT化とマッチングサイト活用によるPR

1976 石川県 民宿たば屋 長期滞在宿泊客満足度向上によるリピーター客増大の実現

1977 石川県 てて整骨院門前店 往診・訪問サービス実施による健康支援事業

1978 石川県 吉川農園 メロンスイーツと野菜セット等冬ギフト商品の開発と販売促進

1979 石川県 日穏 自店のおもてなしが伝わるテイクアウト提供と販売促進

1980 石川県 株式会社Design Store 2220001013927 飲食店向け非対面型受注システムによる販路開拓

1981 福井県 なごみファーム ハウスinハウス設置での接客環境改善と看板設置による販路拡大

1982 福井県 江州屋 夕食の一品をお手伝いするお肉屋さんのＰＲによる新規顧客獲得

1983 福井県 ガラス工房スタジオ嘉硝 高精細彫刻機の導入によるステーショナリーの開発

1984 福井県 寺尾建築板金 ホームページ（スマートフォン対応）PRによる販路開拓

1985 福井県 朝倉鉄工 大型設備の短納期を可能とし顧客満足向上を図るための設備導入

1986 福井県 小松屋 調理設備導入により団体受入れや料理の充実で販路拡大を目指す

1987 福井県 心HAIR ＬＥＤ導入によるリフレッシュ空間の提供

1988 福井県 有限会社おおとく 9210002009101 レストラン夜の営業成功に向けたチラシ・SNSによる宣伝広告

1989 福井県 マサキ建設株式会社 6210001017149 お客様のこだわりや生活スタイルに合わせた住まいづくりの提案

1990 福井県 鹿島ビルクリーンサービス 木登り高木特殊伐採と特殊施設向け感染予防清掃の新規顧客獲得

1991 福井県 有限会社さんさん池見 6210002008881 害虫駆除機導入による検品工程改善と新ブランド米販売サイト制作

1992 福井県 saji space ネット上での物販、フードメニュー事前告知のためのHP作成

1993 福井県 濵野建築 清潔な滅菌水で徹底した衛生管理を行う新しい顧客サービス事業

1994 福井県 橋本旅館 北陸新幹線敦賀開業に向けてお客様の受け入れ体制を整備する

1995 福井県 若狭の宿きよや 北陸新幹線開業を見据えたサービス品質向上と販路開拓事業

1996 福井県 はまべや 漁師民宿として生き残りをかけたサービス品質向上の取り組み

1997 福井県 鳥浜酒造株式会社 4210001010948 １００年企業・有形文化財登録を強みとした工場見学客誘客事業



1998 福井県 はまと旅館 脱民宿・全館快適空間にする為の設備投資と販路開拓

1999 福井県 ハピネスライフ 美容最前線を捉えた、まつげエクステ・エステティック事業

2000 福井県 福々 店舗の移転拡張リニューアルに伴うリブランディング事業

2001 福井県 コメコロ 生産ラインの効率化を図り年間売上１割アップ

2002 福井県 結舎 除湿乾燥機器導入で生産性向上。年間売上５倍アップ

2003 福井県 久保田酒造合資会社 2210003000321 輸出・インバウンド等海外客向けのパンフレット作成事業

2004 福井県 はるせん株式会社 6210005000712 ポイントカードシステム導入による顧客管理を通した売上向上事業

2005 福井県 有限会社ひまわり美容室 2210002007912 店舗外観デザインの刷新による新たな顧客の獲得事業

2006 福井県 奥村瓦工業 子育て世代（３０～４０代）に向けてＨＰを使った販路開拓事業

2007 福井県 アールラボソリューションズ 新商品(ハーブティー)の開発および販売

2008 福井県 幸楽 女性やご年配のお客様を増加する為の和室用テーブルの導入事業

2009 福井県 民宿やそべ 顧客ニーズに合った設備改善・サービス開発による需要開発事業

2010 福井県 餅の田中屋 店頭アイキャッチの魅力向上等による、冷菓商品の販売促進

2011 福井県 株式会社　山岸和紙店 1210001012229 見本帳の活用により和紙壁紙の知名度を高め需要を喚起する

2012 福井県 青柳清治郎商店 福井県ブランド「ふくいサーモン」の味噌漬けの生産環境整備

2013 福井県 華・魅せ・ギャラリィ　あいりぃ 店舗改装による販売場所の拡充と営業PRおもてなしの場所づくり

2014 福井県 グッド・リフォーム ホームページの開設による新築とリフォーム工事の新規獲得

2015 福井県 上中石油株式会社 1210001011123 洗車会員の導入による新規顧客とリピーター増加を図る

2016 福井県 久坂モータース 多様な車種の整備に対応するための設備導入と潜在顧客への宣伝

2017 福井県 有限会社秋吉三国店 7210002007008 衛生面に配慮した食文化の提供

2018 福井県 株式会社Ｄeep 3210001010313 美の極み！総合美容施設としての認知度向上事業。

2019 福井県 株式会社 サンコンテンツ 8210001017444 キャラグッズ製造販売強化でコロナに負けない経営安定化事業

2020 福井県 鮮魚　藤井 食材の真空化で新たな販促提案と新型コロナウイルス対策事業

2021 福井県 有限会社　秀徳 4210002010690 高機能なエアコンを導入し子育てや団塊世代に向けた販路開拓事業

2022 福井県 GALLERY トータルビューティーサロン化のための投資による客単価向上事業

2023 福井県 ManoMano美容室 新メニューの導入と作業の効率化で生産性をアップ

2024 福井県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ・ＣＡＳＡ 7210001014665 攻めのウェブ集客への転換！ＢtoＣ獲得のための提案型機能追加



2025 福井県 旬菜料理いし田 顧客ニーズを踏まえた環境整備による販路拡大

2026 福井県 有限会社 壽屋 5210002012100 『対碧亭』改修により新たな観光プランの開発

2027 福井県 株式会社ＮＳＰ． 9210001015736 床上式ゲートリフトの導入による自動車整備事業の強化

2028 福井県 かえもん旅館 空調設備導入により客室稼働率と顧客サービス向上事業

2029 福井県 株式会社TAYASU 6210001015326 多種多様な試作品製作ニーズに対応できる生産体制づくり事業

2030 福井県 有限会社カワバタ建設 3210002000866 当社商品の認知度を上げる、WEBを活用した販路開拓事業

2031 福井県 めん房新月亭 「古臭さ」を「古めかしさ」に変身させて固定客拡大事業

2032 福井県 株式会社レゾンデートゥル 3210001009677 海外展示会への積極的な参加による新規販路開拓

2033 福井県 ハシモトモータース株式会社 3210001014966 新型車両診断機導入による顧客サービスの強化と新規顧客獲得

2034 福井県 越前厨温泉　あらき 新規客獲得のための動画を交えたホームページ制作事業

2035 福井県 ブルーライトヨコヤマ 看板設置による認知度アップと新規顧客の開拓

2036 福井県 焼肉 青龍 客席ロールスクリーン設置と店舗サイン改修による集客力向上

2037 福井県 有限会社カトーフード 9210002009043 高齢顧客の固定客化及び若年客の再取り込みによる来店客増強事業

2038 福井県 公園前 店舗改装による明るい雰囲気のお店作り

2039 福井県 新吾寿し 看板を設置し、お客様に来ていただきやすい店にする

2040 福井県 有限会社松村土木 4210002003538 更なる民間需要の獲得と利益確保のための体制構築及び販路開拓

2041 福井県 小林自販 タイヤ回りのサービス・中古車販売の強化による新規顧客獲得事業

2042 福井県 株式会社エスティケー 2210001000455 販路拡大のための自社アピールできるパンフレット作成

2043 福井県 Ｍｒ．レオ 店舗改修によるお客様満足度の向上

2044 福井県 ライフガ－ド越前朝日 クラスタ－対策装備で医療現場を守り受注増を図る

2045 福井県 釣船　海生丸 スマホ用ホームページ公開、釣船トイレ増設による集客アップ事業

2046 山梨県 招き猫 わかりやすいお店の広報戦略とすきま時間の活用で売り上げ向上

2047 山梨県 忍野ジーシーサプライ有限会社 2090002011745 茅葺の古民家、清潔で安らげる「癒しの宿」の追求

2048 山梨県 株式会社フジヒロ 4090001005523 高齢のご両親の住空間を見守る”住宅ＩoT化”の空間提案

2049 山梨県 鉄板焼き＆ワインの旬宿　夢野樹 ランチメニューの販売で新規客の獲得　ガーデンスペース席数確保

2050 山梨県 シルキーハウス ＳＮＳ等の活用やフラワー教室の運営による新たな顧客の獲得

2051 山梨県 有限会社　弘正堂 5090002014869 印章ケースの販路拡大を狙ったホームページ新設事業



2052 山梨県 有限会社　安心サービス 9090002011615 介護保険新サービスの魅力を動画とＨＰのフル活用で周知する事業

2053 山梨県 ノーティカオン スマートフォン対応HPの作成及びニーズ対応施設改修工事

2054 山梨県 民宿　観湖荘 新規個人客を獲得するための錠前付き扉取付け事業

2055 山梨県 古久七農園 高級品種ぶどうの販路開拓に向けたＨＰリニューアル事業

2056 山梨県 ＆　éclat 新規オープンに伴う顧客獲得のためのプロモーション戦略事業

2057 山梨県 クボタ薬局 人生100年時代に向けて健康寿命を延ばすための販路拡大

2058 山梨県 villa Locagarden 地域観光の案内と情報提供ができる二カ国語ホームページの作成

2059 山梨県 笑月 料理教室、オンラインサロン、ネットショップの各事業

2060 山梨県 ㈲森の家久野屋 8090002012754 ホームページリニューアルによる認知度向上と個人客への販売強化

2061 山梨県 REREX株式会社 9090001015336 リユース・リサイクル羽毛プロモーションによる新規顧客開拓

2062 山梨県 ユウスケデザイン．ネット 小規模事業者をターゲットに販促用デザインパッケージの提供事業

2063 山梨県 株式会社　フィール 6090001015751 バイオセルロースマスク販売用システムサイトの構築

2064 山梨県 株式会社ドミニックエンタープライズ 4090001010548 「ふじやま織」ネクタイ販売促進による知名度と利益率の向上

2065 山梨県 グリセード・デザイン ３DCADと３Dプリントを活用した製品開発支援による販路拡大

2066 山梨県 グランディール パワーリフティング競技大会の主催、及び普及活動を通じた販促

2067 山梨県 桂ボディー 個人オーナーに安心をアピールする新サービスの提供

2068 山梨県 ハルキヤ写真店 写真から派生する新しい価値観を生み出す

2069 山梨県 魯.ＣＯ 海外販路へ特化した媒体制作の実施とインバウンド向け販売戦略

2070 山梨県 ペンションまんてん星 草原の中の「自然と対話できる宿」のテント泊プランの提供

2071 山梨県 かねっこ 新規サービス事業の立ち上げによる自社基盤強化と新規顧客開拓

2072 山梨県 ゲストハウスリーフ 若者グループをターゲットにＢＢＱエリア付き宿泊施設で販路開拓

2073 山梨県 Study Garden合同会社 8090003001582 英会話オンライン講座とホームページ作成による新規顧客開拓

2074 山梨県 株式会社雨宮 1090001003307 宝飾見本市へ出展による新規取引先の獲得と販売チャネルの拡大

2075 山梨県 SEASONAL GARDEN お手頃お手軽に庭を楽しめる「リプラント」サービスのWEB販促

2076 山梨県 MOCHIDA FOR HAIR ありたい自分の顔写真を撮れる理容写真サービス提供事業

2077 山梨県 有限会社　敷島緑化土木 6090002004084 粉砕機の導入と剪定枝等の堆肥づくりによる販路開拓

2078 山梨県 株式会社Ｍ’ｓエステート 3090001014558 快適な住まいを提案するためのＨＰリニューアルと看板の設置



2079 山梨県 株式会社 通 1090001014270 キャンプ・ファンづくりに向けた山梨の魅力再発見と体験型の戦略

2080 山梨県 有限会社　萩原フルーツ農園 3090002011075 桃の食べごろ予測機の導入による顧客満足度向上のための取り組み

2081 山梨県 有限会社三郷商事 6090002013291 富士の水、山梨フルーツ盛りだくさん「ふぁふぁ」かき氷の開発

2082 山梨県 有限会社印伝の山本 9090002000312 甲州印伝用の伊勢型紙のアーカイブ化による新商品開発と販路拡大

2083 山梨県 La Bonne Table A・La・Carte. 「アラカルト・デリ」という事業名での出前、テイクアウト事業

2084 山梨県 ノースランド　キャンパーズビレッジ 需要の高いティピーとオートキャンプサイト増設による売上増加

2085 山梨県 株式会社TreeLumber 5090001016305 オリジナル木製品販売のための製品開発および販売体制の確立

2086 山梨県 株式会社　赤坂農場 8090001012490 ネット販売による販路開拓と案内看板の設置による直売の売上増加

2087 山梨県 戸塚醸造店 『贈り物に使いたい』お客様の声を形にして、販路開拓・売上増加

2088 山梨県 アジア屋台ごはん五五吉食堂 戸外テラス席整備による新たな顧客獲得

2089 山梨県 岩田屋 見えて安心、出来立てが美味しい“小麦マンヂウ”専門の工場直売

2090 山梨県 吉田のうどん　蔵ノ介 テイクアウトするメニューに付加価値を付ける商品開発事業

2091 山梨県 atelier idm オリジナル商品開発による販路拡大と安全性向上のための機器導入

2092 山梨県 菓子処　松の屋 フルーツ等多種多様などら焼きのネット販売の売上倍増計画

2093 山梨県 有限会社カーセンター小宮山 1090002007216 作業効率の改善による生産性の向上と顧客満足度の向上

2094 山梨県 ファミリー食堂　宝来 ファミリー層客のリピート促進策で客単価ＵＰと新規開拓

2095 山梨県 勝沼醸造株式会社 3090001009211 新型コロナ感染症防止とワインを愉しむ環境作りによる顧客開拓

2096 山梨県 メイフラワーズ 古民家リノベーションで生まれ変わるメイフラワーズの新集客戦略

2097 山梨県 G-style．株式会社 7090001015949 発熱・抗菌・抗ウィルス・消臭機能付天然素材ストール開発と販促

2098 山梨県 深澤畳店 畳素材を使った新商品の開発と折込チラシによる販路開拓

2099 山梨県 ファームインハンズ 「スチームコンベクションオーブン」新設によるピクルスの量産化

2100 山梨県 株式会社伸和鉄工 4090001014235 ISO認証取得の自社PRによる新たな販路開拓事業

2101 山梨県 リボンコーポレーション 明瞭サイズ情報、快適フィッティングサービスの提供事業

2102 山梨県 山梨Made株式会社 2090001014955 ぶどうジュースで日本初の機能性表示食品（消費者庁届出）事案

2103 山梨県 株式会社ワタナベコンクリートサービス 2090001014567 自社の顔・営業マンとなるWEBサイト構築による販路拡大

2104 山梨県 有限会社オフィス花妃 6090002006460 惣菜・ギフト商品の販路拡大に伴う看板・チラシ等の作成配布

2105 山梨県 株式会社RICETTA 3090001014723 ウッドデッキを設置しテラス席をつくり集客力・宣伝効果を向上



2106 山梨県 ゲストハウス然 国内のお客さまを受け入れるための広告宣伝事業の実施

2107 山梨県 有限会社ホワイトオール 6090002005529 動画による製造工程マニュアル製作と作業改善業務の事業化

2108 山梨県 BIVOT アメニティの向上による宿泊者の増加並びに客室単価の向上

2109 山梨県 コンビニエンス永谷 身延山久遠寺を訪れる観光客への看板設置によるＰＲ強化事業

2110 山梨県 cake@koo 店頭看板のリニューアル及びサービス箱の刷新による店舗訴求効果

2111 山梨県 有限会社富士健康院 9090002003876 情報誌を活用した整体教室事業の周知

2112 山梨県 株式会社中通 5090001002668 家庭用発電所の個人客への販売強化事業

2113 山梨県 食卓Labo88 「ビーツコールドプレスジュース」加工品の本格的な開発及び販売

2114 山梨県 おけたく指圧院 古民家での施術展開へ業容拡大、その為の広報活動

2115 山梨県 農業生産法人 まるしょう農園 株式会社 7090001007426 新商品を主力とした新規顧客の獲得と販路拡大の取り組み

2116 山梨県 株式会社おおぞら 7090001010355 展示車のライトアップによる夜間の広告宣伝及び接客営業の促進

2117 山梨県 Glück und Gute HPのスマホ・WP化と顧客在庫管理・定期販売ソフトの導入

2118 山梨県 株式会社boonboon 9090001015055 鹿革の利活用による増産体制構築と獣害対策への認知度アップ

2119 山梨県 株式会社望月工務店 2090001009410 新規販路開拓！職人のこだわりを伝えるための広報活動

2120 山梨県 株式会社　ReactOn 6090001015883 提案型オリジナルキャンピングカー製造販売等のＰＲ強化事業

2121 山梨県 ＡＫＭ　ＫＥＮＮＥＬ ペットサロン・ホテル部門創設による販路開拓

2122 山梨県 株式会社　ステータスプラン 3090001015713 「山梨県屋外広告物条例」に基づく敷地内ポール看板の設置事業

2123 山梨県 河口湖コテージminami バーベキューハウスの設置で顧客満足度の向上と集客力アップ

2124 山梨県 メインスプリング　ゼンマイ屋 オルゴール・時計の動画配信による販促強化と生産性向上

2125 山梨県 堀田畳製作所 新商品「抗ウイルス処理畳」のチラシと看板広告による販路拡大

2126 山梨県 有限会社　スダマ 5090002004382 ホームぺージよるBtoB及び、BtoCによる販路開拓

2127 山梨県 貸別荘ルピナス河口湖 バーベキューガーデンに新しい設備を導入し、魅力をアピールする

2128 山梨県 秋山ころ柿店 インターネット市場への販路開拓

2129 山梨県 株式会社 アチーヴ 3090001006613 BtoCアプローチとブランディグ向上によるサービス促進

2130 山梨県 身延タイヤセンター 当社独自のタイヤサービスを掲載したパンフレットによる販路開拓

2131 山梨県 身延竹炭企業組合 3090005005900 身延山ＩＣを利用する観光客を呼び込む看板設置事業

2132 山梨県 TRANSFER 販促力を高める「紙媒体＋動画制作サービス」新設による新規開拓



2133 山梨県 有限会社　ホテル桃の木 3090002007858 スマホ対応ＨＰ導入！愛犬同伴宿オリジナル企画ＰＲで売上ＵＰ

2134 山梨県 宏雅堂 印章手彫り彫刻の漢字デザインをアートに応用した新規顧客の開拓

2135 山梨県 ShozenDesign株式会社 8090002013991 LINEとYoutubeによる無添加住宅を食べに行こう見学会

2136 山梨県 memes outdoor design 宿泊客からご指摘の多い施設課題改善による集客・販売力の強化

2137 山梨県 有限会社　武州屋 6090002015404 アニメ「ゆるキャン△」ファンの来店増を狙った販促強化事業

2138 山梨県 クリーニングショップもちづき コインランドリーにおける抗菌洗濯コース導入による顧客開拓

2139 山梨県 Car assist from-T 業務効率化・生産性向上のため設備導入と居心地のよい空間づくり

2140 山梨県 Robroy WEBサイト構築による個人向けカヌー体験ツアーの認知度向上

2141 山梨県 アロンジェ株式会社 9090001006475 新規リニューアルエステと感染症対策PRの為の販促DM作成

2142 山梨県 株式会社きむら不動産 1090001012877 不動産売却相談の安定的確保に向けたチラシ作成と継続配布

2143 山梨県 有限会社ヒナタロー 9090002006573 SNSを最大限に活用したホームページへのリニューアル

2144 山梨県 有限会社平成 7090002002772 Webサイト制作部門の武器となるドローン空撮事業の販売促進

2145 山梨県 株式会社富士消毒化学研究所 4090001003163 看板設置によるPR強化と駐車場整備によるイメージアップ

2146 山梨県 ヘアーリアライズサクマ 店内でウイルス感染させない！安心の見える化で信頼と売上獲得

2147 山梨県 青沼彫刻 仏像彫刻師のスキルを活用した事業の多角展開による販路拡大

2148 山梨県 株式会社　丸富 5090001012105 打上げ花火事業の営業体制の構築および販路拡大

2149 山梨県 ニッチ創造株式会社 7090001006700 新たな広告媒体・販促ツールを活用した販売促進

2150 山梨県 ペンションホワイト林林 体験プラン充実と施設修繕（魅力向上）で新規及びリピート客獲得

2151 山梨県 株式会社　丹澤紙業 3090001013535 御札と破魔矢の一体セット化による販路拡大及び新規顧客開拓

2152 山梨県 白州・山の水合同会社 2090003001324 農場視察の受け入れ整備と直営きのこ専門店の玄関・看板環境整備

2153 山梨県 志村工務所 ホームページを活用した自社のプロモーション強化

2154 山梨県 ヘアーサロンかさい 設備導入による販路開拓および顧客サービスの向上

2155 長野県 Mt.sky furniture 家具製造における効率化設備の導入による受注増と販路拡大

2156 長野県 株式会社　日本光器製作所 9100002015192 営業ツールの強化と積極的な営業活動による顕微鏡事業の拡大

2157 長野県 居酒屋ちいちゃん 最新調理器具とダクト整備しヘルシー串揚げで新規顧客開拓を図る

2158 長野県 エブリコ 自社ホームページの多言語化による新規顧客獲得事業

2159 長野県 あかりや テントサウナと五右衛門風呂で新規顧客＆リピーター獲得！！



2160 長野県 株式会社アクト 7100001020559 道路沿いの看板刷新によるバイク点検の拡販

2161 長野県 姫野農園 ヤマト運輸（株）のシステム導入と販売促進ツールの改善事業

2162 長野県 TAIL　GATE　合同会社 2100003004300 ユーチューブとグーグルを使った自社のブランド力・認知度の向上

2163 長野県 ロッヂ・グランシャルモ 当施設しかできないこと経営改革！音楽家支援で宿泊売上アップ！

2164 長野県 ㈲山木綿 9100002011506 夏でも涼しい高原でペットと快適に食事を楽しむためのテラス新設

2165 長野県 ピザカヤ　カントリーロード トイレの新設による陶芸部門の販路開拓

2166 長野県 白馬のお宿　一の倉荘 夏合宿の誘客による販路開拓

2167 長野県 ペンション・セレナーデ 空調設備改修による長期滞在客の販路開拓

2168 長野県 かね久 客室の居住性向上事業と既存客の掘起し事業

2169 長野県 Ｔａｇａｙａｓｕｍａｒｉｅｓ 店舗改装による販路拡大～お客様がゆったり寛げる空間づくり

2170 長野県 手打蕎麦　和味亭 店舗内の環境改善・設備導入による集客力と利益率の向上

2171 長野県 沚園 シロキナーセリーの認知度＆集客力アップを目指すＰＲ看板の設置

2172 長野県 有限会社美ヶ原高原ホテル 4100002016138 施設情報の発信・予約獲得の為の新規ホームページの作成

2173 長野県 いろはな 新規顧客獲得を目的とした弁当デリバリー事業

2174 長野県 ペンション　風小僧 ホームページでフレッシュな情報提供～スマホでOK、英語もOK

2175 長野県 株式会社大糸運輸 1100001017503 ホームページの作成による新規顧客獲得

2176 長野県 花と木の実cocochiya パンフレットやオリジナルシールなどのペーパー類で販路開拓

2177 長野県 株式会社おたり振興公社 2100001017659 新サービスのPRに向けた自社WEBサイトの新規制作

2178 長野県 シオン 館内のトイレ改装による販路開拓

2179 長野県 ピュアモールミモザ 廊下に間仕切りドアの設置によるテレワーク環境整備事業

2180 長野県 白馬ホテル花乃郷 個人客向け販路開拓のためのHPリニューアル事業

2181 長野県 有限会社　戸堀鉄工所 4100002016311 ホームページ製作による営業力強化・販路開拓事業

2182 長野県 Mauka outdoor 当ガイドサービスの営業強化及びHP刷新による顧客増加事業

2183 長野県 有限会社丸中産業 8100002033303 新サービス「暮らしのうれしいお手伝い」導入で新規顧客獲得

2184 長野県 かめとうさぎ 無農薬農産物を使用したパン屋「かめとうさぎ」の販路開拓事業

2185 長野県 ARTICLE 乾燥機導入で生産性向上させ新規顧客開拓、受注増、売上増を図る

2186 東京都 八ヶ岳創響 専門誌、WEB等メディアを活用した広告宣伝及び販路開拓



2187 長野県 株式会社VINVIE 6100001031144 新開発商品やオープンイベントを活用した醸造所への誘客強化

2188 長野県 牛乳専科もうもう 事業承継で冬季営業開始　コロナ売上損挽回+地域活性化大作戦

2189 長野県 木曽ツリーワークス 未利用材を活用した製品の製造販売と映像を用いた販路開拓の取組

2190 長野県 株式会社丸北 1100001027353 露店風呂の改修工事による販路開拓

2191 長野県 有限会社呑者屋 1100002026684 ドックラン設備改良による夏季集客事業

2192 長野県 covs 店舗型の簡易印刷所への印刷加工設備の導入

2193 長野県 有限会社ミーティア 4100002026913 外国語対応HPの更新と作成・英文雑誌広告等による販路拡大事業

2194 長野県 有限会社有明 4100002023241 Webを活用した販路拡大と「信州イワナ」ブランドの浸透事業

2195 長野県 かどやクリーニング店 水洗機導入で宅配サービス拡充、コロナ対策で新規顧客獲得を図る

2196 長野県 有限会社イサワ薬局 5100002038049 感染症対策を徹底し安心して来店頂ける地域密着型の店舗づくり

2197 長野県 フォトブリエ 映像制作事業の内製化と販路開拓

2198 長野県 平山鍼灸マッサージ療院 当院の空きスペースを改装してピラティス教室を行う事業

2199 長野県 株式会社中沢塗装 2100002008995 建設会社向けに特化したホームページ改修で新規顧客層拡大事業

2200 長野県 有限会社白木屋商店 5100002034122 白米・玄米の色彩選別機導入による食味・生産性の向上事業

2201 長野県 株式会社ケーツー 1100001020093 販路開拓の為のホームページ作成・自社技術PRのための看板制作

2202 長野県 美容室ヤマキ 「カウンセリング」による顧客満足度向上と新規顧客獲得

2203 長野県 カイロプロクティックわん チラシ・媒体によるＰＲと矯正台、骨格模型導入で販路開拓

2204 長野県 広栄ペイント株式会社 9100001011481 ペンキの始めから終わりまでの責任者となる販売促進事業

2205 長野県 焼肉Kim 顧客ニーズと意識変化に対応した店舗改修及び新規顧客獲得事業

2206 長野県 ハナアカリ エアコン導入による快適な空間の提供

2207 長野県 株式会社大三ロジ 3100001028507 ホームステージング事業への新規参入による販路開拓

2208 長野県 有限会社K&Kフジタ 7100002038492 土木工事費用積算ソフト購入で強み等強化し販路開拓売上増を図る

2209 長野県 有限会社葵 7100002038006 温かい状態の鯉料理を真空包装し郷土料理を普及し販路開拓を図る

2210 長野県 南信冷熱工業有限会社 1100002038300 漏水探知機購入で業務効率化・経費削減し販路開拓と売上増を図る

2211 長野県 有限会社イチジュウ 9100002029440 個人・企業向印鑑の自主製造化と販路開拓

2212 長野県 南信自動車 新規顧客獲得に向けた、自動車の板金塗装修理等掲載HPの開設

2213 長野県 山あそびBONBORY 信州でスノーシュー・山スキーを体験してみよう。



2214 長野県 Equinox 着付教室紹介のためのホームページ改善とオンラインショップ制作

2215 長野県 小林製畳 日本人の畳の生活・和の文化・和の心を未来へ紡いでゆくために

2216 長野県 羽田時計眼鏡店 専門性の高さをPRした広告宣伝による新規顧客の獲得

2217 埼玉県 有限会社橋本技研 8030002074866 独自アプリ作成で新規顧客獲得・既存顧客サービスを向上する

2218 長野県 丸正木工所 次の世代に引継ぐために！目にとまる看板で認知度&売上アップ！

2219 長野県 TIAM 日常にアートを！新規顧客獲得へ向けてのホームページ制作

2220 長野県 株式会社ティーズデザイン企画室 1100001025555 新規開拓を意図し、受注窓口を強化したWEBサイト制作

2221 長野県 合同会社たてしなップルワイナリー 8100003004674 シードル、ワイン等販路開拓のため展示会出展事業

2222 長野県 有限会社たてしなップル 2100002011842 旗艦店の看板リニューアルによるブランドイメージ及び販売力向上

2223 長野県 両国屋豆腐店 脱卸業態。少量・小ロット・多品種生産に対応した設備の導入

2224 長野県 株式会社オリエント機材 1100001007925 ヘッドバー販路拡大のためのホームページ作成

2225 長野県 和和ぱん 和和食パンブランドとお客様にやさしい店づくりによる販売促進

2226 長野県 有限会社高津金物店 5100002008968 町の景観に合った7外観リノベ＆看板設置により若い世代の集客U

2227 長野県 有限会社　北蓼科観光 5100002010560 キャンプ場増設！ゆるキャン層を取り込み売上減を取り戻す！

2228 長野県 メゾン・デュ・ジャンボン・ド・ヒメキ 製品ブランドイメージ向上と新たな販売チャンネルでの売上増加

2229 長野県 Yamanoha Design 薪ストーブ設置で田舎暮らし体験を充実化

2230 長野県 有限会社　信英精密 5100002034130 有害鳥獣駆除によるジビエ肉活用の為の真空パックによる販路開拓

2231 長野県 ＳＨＩＯＮＯＩＲＩ ヨガとハーブによる健康促進の為のウェルネスサイトの構築

2232 長野県 坂城葡萄酒醸造株式会社 4100001030032 初収穫自社畑の赤ワイン販路開拓事業

2233 長野県 ALPENBLICK  IRIYAMATO 利用客向けのトイレのバリアフリー化事業

2234 長野県 有限会社丸ト魚店 6100002009032 フランスを思わせる新しい看板と外観による新規顧客獲得事業

2235 長野県 有限会社ウインドープランＮＥＸ 3100002008086 新事業・1部屋内装リフォームを活用した潜在顧客の獲得

2236 長野県 有限会社横山アーク 3100002016907 情報発信強化のためのHPリニューアルによる新規取引先獲得事業

2237 長野県 橋場農園 四季おりおりの南信州と焚き火の配信

2238 長野県 大石　将平 企業PR動画を請け負える制作体制を地域内に構築し対外的に発信

2239 長野県 アリーナ接骨院 看板設置における新規集客向上

2240 長野県 ヒュッテかもしか 客室の洋室へのリフォーム、各客室のドア防音性向上事業



2241 長野県 仲平工業 新規顧客獲得＋雇用強化のためのＨＰ制作と従業員技術力強化

2242 長野県 有限会社　pairohair 3100002025734 新規顧客獲得に向けたHPリニューアルと集客キャンペーンの実施

2243 長野県 株式会社　スポカラ 8100001028279 長野県のスポーツ専門フリーマガジン【スポカラ】WEB化

2244 長野県 さざなみ寿し デリバリー強化と店舗のコロナ対策による新規顧客の獲得

2245 長野県 エステティックサロンクラティス 新メニュー（アンチエイジング）開発と広告宣伝による販路開拓

2246 長野県 古市シート工業 一般個人客向けのＰＲ強化と看板設置による認知度の向上

2247 長野県 Mulberry Delicatessen＆Café 量産品と一線を画した多彩な手作り惣菜デリバリーによる販路開拓

2248 長野県 合同会社Rext滝越 6100003004890 田舎の底力～知られざる場所、魅力溢れる未知の体験を伝えたい～

2249 長野県 麺屋Ossan 小上がりで家族連れや団体客向けの販路開拓

2250 長野県 Dog Cafe WITH ドッグカフェにおけるジビエ（鹿肉）を活用した売上アップ大作戦

2251 長野県 有限会社エンドレス・オート長野 7100002000766 大型看板改修でブランディングの強化と新規顧客への認知拡大

2252 長野県 ガーデンヘアー 新技術ヘアーカットと快適設備で顧客満足度向上事業

2253 長野県 株式会社　丸建 5100001020478 強みを生かした新たな住宅事業への進出による販路拡大と売上確保

2254 長野県 株式会社長野セラミックス 4100001006338 令和暮らしに役立つ新製品による販路拡大、開拓のための広告事業

2255 長野県 佐藤建築 継続的な安定供給のための作業場リニューアル

2256 長野県 有限会社田立電機 1100002027435 専用機械増強による電気自動車部品の生産性強化と売上向上計画

2257 長野県 あづみ野バザール若松屋 観光客を誘致するためのSNS強化とCIの整備、店舗ファサード

2258 長野県 有限会社KI 2100002011347 安全・安心な宴会スタイルの提供（スタッフも含む）

2259 長野県 おどもカフェ ＪＲ飯田線温田駅前に地域の情報発信の拠点をつくる

2260 長野県 有限会社丸見屋商店 6100002017522 ウィンドウに透明ＵＶカットフィルムを貼り店内も業績も明るく！

2261 長野県 パナメイトコニシ 新商品取り扱い開始をアピールする看板設置とＤＭによる広告宣伝

2262 長野県 南信州クリエイション株式会社 6100001033132 食品ロス対策冷凍カットフルーツのオリジナル商品開発と販路開拓

2263 長野県 TAIKOA合同会社 4100003005115 グリーンシーズンと国内旅行の活性化計画

2264 長野県 山村テラス 長期滞在顧客獲得に向けた快適性向上のための宿泊施設へ設備導入

2265 長野県 STWorks 靴木型切削機稼働の為の設備工事

2266 長野県 株式会社筑北クリーニング 4100001016287 自社の強みを活用した事業展開とコラボ出店による販路開拓事業

2267 長野県 カレー屋ヒゲめがね HP刷新、ショップカード作成、駐輪器具設置による集客強化



2268 長野県 カフェ野のかおり 「信州吟醸豚」を使用した新商品開発と看板による顧客獲得

2269 長野県 高山村農業醸造技研株式会社 8100001031778 ワインのように食べ比べ・唎アイスクリーム開発で新たな販路開拓

2270 長野県 ペンション　ジャックと豆の木 集客収益増加・認知度向上を目的としたホームページリニューアル

2271 長野県 おみやど 体験型イベントによる新規顧客獲得

2272 長野県 有限会社福田屋商店 8100002017512 新商品開発・パッケージデザイン・専用PRウェブページ製作

2273 長野県 株式会社 ＯＴＥＸ ＪＡＰＡＮ 7100001026564 来場者への事務所誘導と商談環境の改善による受注増加

2274 長野県 株式会社東御クリーンサービス 6100001011443 高圧洗浄業務による快適な水回りの提供と新規顧客開拓

2275 長野県 嘉登屋 サウナ部屋、共同スペースの拡大を図り顧客満足度向上事業

2276 長野県 株式会社まるなお 8100001017430 年金受給者に向けたチラシ折り込みと店舗改装による新規顧客獲得

2277 長野県 株式会社ドリームシップ 2100001018079 レンタル予約システム構築による販路拡大、接客対応の効率化事業

2278 長野県 ミスティマウンテンホップ合同会社 7100003004485 3世代対応型ファミリースイートルーム設置による新規顧客取込み

2279 長野県 有限会社エンブレム美匠 3100002033869 アパレル産業の変革に合わせた刺繍加工技術のPRによる販路拡大

2280 長野県 有限会社サクラ建設設備 1100002029514 スマイル・プラス　中高年女性をターゲットとした販路開拓事業

2281 長野県 株式会社信州富士見高原ファーム 5100001031772 安心・安全を守るための微酸性電解水導入事業

2282 長野県 ココットビレッジ B&B設備充実による「新規顧客アップ」

2283 長野県 有限会社　初の湯旅館 4100002018654 日帰り入浴開始のためのシャワー完備による集客力の増加対策

2284 長野県 徳竹林業株式会社 7100001032273 伐採・森林管理業務を直接受注・報告できるウェブシステムの導入

2285 大阪府 オーベルジュグルービー 自然な温もりによる囲炉裏を囲みながら話がはずむ空間づくり事業

2286 長野県 株式会社アグレス 夏秋ホウレンソウ生産増大及び作業効率化に伴う販路開拓事業

2287 東京都 株式会社マイカシミヤ 5010401124400 ワンちゃんとママのお揃いカシミヤウェアとライフスタイルの提案

2288 岐阜県 Ｓ－Ｓｅｎｓｅ１２８５株式会社 2200001033407 一般消費者への販路拡大に向けた自社ホームページの更新

2289 岐阜県 建もの工房　東雲 元請受注増加に向けたターゲット地域への販売促進事業

2290 岐阜県 オートガレージ　タケナカ 当社の認知度向上とイメージ一新に向けた外装リニューアル事業

2291 岐阜県 株式会社アクアテック 1200001017047 水中モニタリングカメラシステムの製作・購入

2292 岐阜県 喫茶かざぐるま 畳席を椅子席に改装することによる集客力向上事業

2293 岐阜県 有限会社　共立 1200002014191 測定機器導入による健康相談サービス充実と周知のための看板作成

2294 岐阜県 海老塗装店 『新聞折込広告』による新規事業及新規商圏地区向け販路拡大事業



2295 岐阜県 サンマルティン 高齢者や障害のあるお客様を分け隔てなく対応できるお店づくり

2296 岐阜県 伊吹堂 新商品販売に伴う機械導入とパッケージ一新による販売促進事業

2297 岐阜県 廣和　KOWA 看板とWEBの活用による新規顧客の獲得

2298 岐阜県 まぜ川上健康農園 販促ツールの強化と新商品開発による新規顧客の獲得事業

2299 岐阜県 atataka 新規顧客獲得に向けたPRと受注増に備えた商品製造の効率化

2300 岐阜県 株式会社ところ 4200001016038 コロナ後を見据え、全てのお客様の情報を一元化（見える化）。

2301 岐阜県 北原こうじ店 店舗看板の設置と駐車場整備による新規顧客獲得・売上増加事業

2302 岐阜県 株式会社大和 2200001010026 有名ブランドに採用される高品質をPRすることで新規顧客の開拓

2303 岐阜県 囲炉裏のあじわい　ごとく 看板リニューアルで認知度UPと新規顧客獲得

2304 岐阜県 健康風呂ゆかり 当店PRチラシの新聞折り込みによる新規顧客獲得事業

2305 岐阜県 一太郎 生産性向上による経営力強化と新規顧客獲得事業

2306 岐阜県 ＧＲＡＣＥ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ 看板の設置でお店へ誘導とチラシで美髪メニューの周知

2307 岐阜県 株式会社大光テクニカル 3200001016732 銀イオン除菌・抗菌剤「ＡＧクリーン」の販路開拓事業

2308 岐阜県 竹中自動車 店舗ショールームトイレスペース改装による居心地の良さを提供

2309 岐阜県 櫻井建設株式会社 2200001022013 新築住宅工事の受注件数の増加に向けた営業・販売力の強化事業

2310 岐阜県 ＨＡＶＡＮＡ 自店の認知度アップと顧客のリピーター化事業の展開

2311 岐阜県 てあて屋よし 店舗内改装による顧客満足度向上と広告掲載による集客力強化事業

2312 岐阜県 有限会社美山土地 1200002006602 競合との差別化を図るためのトイレバリアフリー化事業

2313 岐阜県 あけぼの理容　栄町店 店のシンボルと看板設置による新規顧客獲得とサービス事業の展開

2314 岐阜県 有限会社内藤工業 8200002025620 技術力を見える化し新規取引先獲得を目指すホームページ作成事業

2315 岐阜県 Cafe　KaRA　KaRA 高齢者の新規来店客増加に向けたトイレの新設

2316 岐阜県 株式会社　愛らぶ畳 5200001036811 畳雑貨の商品力向上と専用ＷＥＢサイトによる新店舗のＰＲ事業

2317 岐阜県 伊藤建具 自社商品のギャラリー＆ショップ開設による販路開拓事業

2318 岐阜県 つながるサロンSymCreel 看板設置・ホームページ作成による認知度向上計画

2319 岐阜県 株式会社ナイス 6200001037239 完全オリジナルブレンド七味唐辛子販売に向けたECサイト制作

2320 岐阜県 そら接骨院 『女性特化型ジム』としての認知度アップと新規会員獲得

2321 岐阜県 合同会社　マウントブルー 3200003003159 閑散期における顧客獲得に向けた取組で売上の向上を目指す事業



2322 岐阜県 喫茶飛騨 看板リニューアルによる近隣スポーツ公園利用者の来店促進事業

2323 岐阜県 なかがき農園 なかがき農園恵那№１農業ブランドへ～トマトの独自販路開拓へ～

2324 岐阜県 有限会社安江瓦店 5200002024121 瓦屋根の魅力発信を通じた全国を商圏とした新規ビルダー獲得事業

2325 岐阜県 けいあい整骨院 新たな事業展開を目指すための営業力強化事業

2326 岐阜県 株式会社　ひめしゃがの湯 6200001035696 新規顧客の獲得に向けた誘導看板による知名度向上と売上確保事業

2327 岐阜県 株式会社ハローライフ 8200001031181 施設看板の設置と移動看板による認知度向上と新規利用者の獲得

2328 岐阜県 餃子工房いろどり パリッと食感の新・稲荷餃子開発とＰＲ動画による常連客獲得事業

2329 岐阜県 株式会社リミック 1200001026221 スキャンツール導入による作業効率化及び愛車診断PR事業

2330 岐阜県 いとう美容院 美容室の集客力向上と認知度UPによる新規顧客開拓事業

2331 岐阜県 久保田家具工房 養老山の木を使った地産地消の取組みの発信

2332 岐阜県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｆｏｕｒｓｅａｓｏｎｓ ヨガスタジオオープンに合わせた認知度向上プロモーション戦略

2333 岐阜県 美菜ガルテンふるかわ 客数減少対策、客単価アップとお土産商品の開発事業

2334 岐阜県 和良自動車 ブランド鮎「和良鮎」の新冷凍技術導入による販路拡大

2335 岐阜県 株式会社ダイコウ 7200001016984 新たな作業環境と弊社の強みの技術力をアピールし新規顧客の確保

2336 岐阜県 サンディオン YouTubeの拡散で、ファンを獲得し売上拡大

2337 岐阜県 フルーツカクテル専門店Ciel 地域飲食店としてのインターネット・SNSによる新規顧客獲得

2338 岐阜県 B　connect　heart 新規顧客獲得の為のネット予約、単価アップの為の機器導入事業

2339 岐阜県 有限会社　美松 1200002027400 幅広い層のお客様の満足度アップに向けての店内環境整備事業

2340 岐阜県 株式会社加藤繊維 3200001035724 強みを全面的にPRしたHPリニューアルによる新規販路開拓事業

2341 岐阜県 and Lab. 家でお店のパスタを！テイクアウト事業開始による販路開拓計画

2342 岐阜県 株式会社農先新 7200001031430 生産体制の整備による新事業展開へのチャレンジ事業

2343 岐阜県 奥美濃荘（松森木工所） 食堂のバリアフリー化及びテーブル・椅子の導入による利用客増加

2344 岐阜県 八屋 地元客の要望に応えるための客席リニューアル事業

2345 岐阜県 株式会社 中村自動車 8200001032915 HPとチラシ効果による新規顧客獲得へ繋がるプロセスを確立

2346 岐阜県 浅野建設 名古屋市緑区商圏での新聞折込広告とHPでの販路拡大事業

2347 岐阜県 （株）紀州建設 7200001016902 新規ホームページ立上げによる新規取引先獲得事業

2348 岐阜県 合同会社たいよう 4180003016294 チラシ配布・体験イベント・ＨＰの更新による新規利用者開拓事業



2349 岐阜県 HAIRMAKE notice お店の強みを多くお客様に知ってもらうためのホームページ作り

2350 岐阜県 バイオゲート株式会社 8200001006646 抗体事業の認知度向上のためのホームページ開設事業

2351 岐阜県 パンダ設計楽団 在来種「石徹白びえ」を使った加工品開発と販売に係る取組

2352 岐阜県 Private　Salon  TAO 高付加価値メニューの販売と新規顧客獲得のための広報事業

2353 岐阜県 ぐる撮る ３Ｄスキャンシステム専用ＨＰ開発とＤＭによる新規顧客獲得

2354 岐阜県 Pâtisserie  LAND 夏の売り上げ減をカバー！新商品の販売促進と新規顧客の獲得作戦

2355 岐阜県
エステティックサロンMYCELLY（ミ

セリー）
脱毛・毛穴洗浄機器の導入で新規顧客獲得

2356 岐阜県 有限会社マルオリ 3200002026425 丹生川トマトジュースの魅力PRによる販路開拓事業

2357 岐阜県 木下製材 リフォームニーズの高い地元シルバー世代への新たな販売促進戦略

2358 岐阜県 有限会社　マルシゲ 5200002011978 ファミリー層を取り込め！洋式トイレ改修による新規顧客拡大計画

2359 岐阜県 株式会社　春昇建築 7200002027320 移動式モデルハウスのＰＲによる販路開拓事業

2360 岐阜県 有限会社　中澤クリーン社 3200002027571 再生資源の圧縮機導入による販路開拓事業

2361 岐阜県 株式会社竹腰モータース 4200001017366 看板設置による認知度向上と新規顧客開拓

2362 岐阜県 五段農園 商品ラインナップ拡充による販路拡大事業

2363 岐阜県 株式会社エイトリハウス 5200001034352 YouTube動画広告配信による新規顧客開拓事業

2364 岐阜県 株式会社ワタナベ石油 3200001015560 当社の魅力をPR！従業員一帯で取り組む灯油拡販事業

2365 岐阜県 アグリ・オノ 販促ツールによる魅力情報発信計画

2366 岐阜県 株式会社ウメショウ 創業70周年を迎えての感謝の大展示会事業の実施

2367 岐阜県 アジャーラー岐南店 大人カフェのご褒美スイーツをテイクアウトで提供する

2368 岐阜県 トモ ドリンクメニューの充実による新規顧客獲得

2369 岐阜県 中華料理　喜泉 できたて真空パック中華料理のお持ち帰り販路拡大事業

2370 岐阜県 つたぶ商店 『明治7年創業の麺の老舗つたぶ』のブランド戦略による販売促進

2371 岐阜県 安田建設株式会社 7200001017396 ドローン事業の周知による新規顧客の開拓

2372 岐阜県 株式会社POUSSE 7200001035646 顧客が安心して相談できる空間整備及びPRによる売上増加事業

2373 岐阜県 糸国商店 案内看板設置・新サービス案内チラシの作成による広告宣伝事業

2374 岐阜県 有限会社藤乃屋 9200002016544 冷凍設備導入による空間有効活用・生産効率化による利益率向上

2375 岐阜県 中島薬局株式会社 5200001018891 自社シャッターを活用した町外来訪者に向けた効果的な広告宣伝事



2376 岐阜県 桜合同会社 8200003004508 お客様の満足度を高めるホテル内設備の整備事業

2377 岐阜県 有限会社田口商店 5200002027545 顧客満足度向上のための衛生環境及び店内環境整備事業

2378 岐阜県 仲佐 高齢者や外国人に向けたテーブル席の導入による顧客獲得事業

2379 岐阜県 杉山タイヤ商工 アメリカン雑貨部門の事業拡大に向けた販売促進事業

2380 岐阜県 南飛騨観光バス株式会社 8200001025794 当社のバスの機能と旅行商品を知ってもらうためのＰＲ事業

2381 岐阜県 椿井学園 ＨＰによる情報発信と在宅授業環境整備事業

2382 岐阜県 有限会社　田中漬物食品 3200002014818 取扱商品の認知度アップと売上向上を目指した新たな販売促進活動

2383 岐阜県 水野設計室 現場用ＰＲ看板・垂れ幕、パンフレット刷新による受注・売上増加

2384 静岡県 九－いちじく－ HP改良による芸者のプロモーションとオンライン予約体制整備

2385 静岡県 ＷＥＬ・ＣＯＭ 『うちの子オリジナルお散歩グッズ』制作体制整備事業

2386 静岡県 ホルモンさくら 自粛及び伊豆の国市周辺の方への店頭、インターネット販売事業

2387 静岡県 株式会社あさしお 1080401006109 中高年層の個人客の取り込みのためのバリアフリー化

2388 静岡県 有限会社さざなみ写真館 1080402009952 フィルム撮影によるモノクロ記念写真撮影サービスの開発

2389 静岡県 コテージ伊豆．ｃｏｍ 南伊豆Ｎｏ１“徹底除菌対応”を目指す安心安全な宿泊施設の展開

2390 静岡県 あんてなシナジー南伊豆店 ネット予約システム整備と冷凍食品開発による非接触型販路開拓

2391 静岡県 ケー・ティー株式会社 5080001019184 古布製品・太陽光パネル洗浄事業の積極的ＰＲによる販路拡大

2392 静岡県 中部日本トラベル株式会社 5080001013674 地域資源を活かした体験型旅行商品開発による販路開拓

2393 静岡県 株式会社いとう時計店 6080001013599 ギフトショップと融合した新業態店舗開発による販路拡大

2394 静岡県 i curry ホームページの作成及びSNSの活用による新規顧客開拓

2395 静岡県 ベーカリー＆カフェ　アッフェル 食物アレルギーに対応した安心安全なパンの開発及び販路開拓

2396 静岡県 桜田より道売店 新規設備導入で新鮮さをアピールし新規顧客獲得事業

2397 静岡県 ナマスカーラ 要介護者や男性の脱毛をターゲットにした新規顧客による販路開拓

2398 静岡県 ラグゼカーワークス 最新型故障箇所診断機導入による新規顧客獲得事業

2399 静岡県 株式会社Ocean Star 3080101019409 「ラム肉に合うオリジナル調味料」商品化＆ネット通販開始

2400 静岡県 Ｐｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ 高品質低価格な高級輸入車鈑金サービスの提供と販路拡大

2401 静岡県 株式会社bluebird 5080101021263 請負作業から自社製品へシフトした販路拡大による利用者工賃向上

2402 静岡県 モトガレージベッカク 整備士技術を活かした外装塗装の内製化による販路開拓！！



2403 静岡県 翠山荘 椅子席導入による既存の固定客の定着及び新規顧客獲得

2404 静岡県 森木農園 イートインスペースの確保による集客力と客単価の向上

2405 静岡県 株式会社風間建築工房 9080101017646 「小さな高性能の家」商品模型とコンセプトブックの企画及び製作

2406 静岡県 宮川春香 リコーダーを通じ子どもから大人まで音楽を楽しむための販路開拓

2407 静岡県 有限会社小田鈑金塗装 1080402021164 自動車用リフトの新設による新たな取り組みと販路開拓

2408 静岡県 有限会社野口オート 6080402020244 最新式リフトの導入による生産性向上

2409 静岡県 おむすびすなぴー 沖縄おむすびの認知度向上とお客様の満足度ＵＰ事業！

2410 静岡県 有限会社米食角十 5080402007176 買い物にお困りの方の笑顔と安心を創出するお米宅配事業の展開

2411 静岡県 データマイン株式会社 6080401022919 「一目で価値と安心が届く」サービス別チラシ作成による販路開拓

2412 静岡県 ジプシークラブ 長野市公共プールでダイビングの無料体験会の導入及び販路開拓

2413 静岡県 鴻野写真館 製品の専門性向上、プリントサービスの向上による新規顧客開拓

2414 静岡県 株式会社トップ・ワークス 3080101001317 ５Ｇ時代を見据えた動画での情報発信による工務店の新規顧客開拓

2415 静岡県 MODEFABRIKEN株式会社 6080401024295 スウェーデンから豊かな暮らしを　オリジナル新ブランドＫｕｌ

2416 静岡県 第一酵母株式会社 6080101005059 20～30代女性向けにザクロを使った酵母飲料のネット販路開拓

2417 静岡県 マリンステーション堂ヶ島 動画主体のホームページで当店と地域の魅力を伝え集客力アップ

2418 静岡県 Ｆｉｋａ 看板設置による宣伝強化と商品陳列棚の増設による販売力強化

2419 静岡県 浜寿し 店外看板をより魅力のある看板に変更し、店内に導ける内容に変更

2420 静岡県 WITH J PROJECT株式会社 8080101021500 中学生向け個人レッスン用の設備導入事業

2421 静岡県 やさい食堂楽風 地産地消で薬膳料理を提供

2422 静岡県 ㈱スルガフードサービス 2080001021779 脱気パックしてミールキット用野菜の新商品を開発して販路を開拓

2423 静岡県 住まいる工房株式会社 4080401023349 抗ウイルス建材を使用した店舗改装の提案PR

2424 静岡県 HATT プレミアムBBQ＆こだわりキャンプ飯サプライ事業への取組み

2425 静岡県 中華若林 厨房ダクト工事による快適な店舗空間づくり

2426 静岡県 riche ホームページの改修による販路開拓事業

2427 静岡県 和食処なかや トイレ改装による顧客満足度向上と新規顧客開拓

2428 静岡県 株式会社下村石材店 2080401018912 お墓を継承する若い世代に向けた「お墓専門店」ＰＲ事業

2429 静岡県 有限会社　福延 7080402018741 家紋や特殊文字・屋号の表記による葬儀看板の充実



2430 静岡県 オフィス　エーアンドオー しまだ湯日庵の滞在型施設化と機能性向上

2431 静岡県 KOU 新メニュー追加と満足度向上で離れた顧客の回帰と新規顧客の拡大

2432 静岡県 イイダシステム HPでオーダーキッチンをPRしショールームへの集客体制の確立

2433 静岡県 有限会社天平寿司 4080402009371 バリアフリー化による顧客満足度の向上と新規サービスのPR

2434 静岡県 らんの郷やまだ 魅力の詰まったパンフレット作りとオリジナル柿商品等の宣伝

2435 静岡県 純喫茶キネマ座 店舗の雰囲気を活かしたテイクアウトと寛ぎ空間の拡張で販路開拓

2436 静岡県 DSKdesign 自社サイトの構築と運営

2437 静岡県 マルワ農園株式会社 6080401023685 オリジナルのWebサイト制作による通信販売部門の強化

2438 静岡県 株式会社北田木材 6080101018317 未利用木材を利用した地産地消エコ薪販売による販路開拓

2439 静岡県 コルギサロン　Re’dur 古民家を活かしたカフェ事業

2440 静岡県 食彩工房 移動販売車事業ＰＲと会員とクライアントのマッチングサイト構築

2441 静岡県 株式会社sotoe 2080401022914 新規開拓直接受注を増やしてお客様がソトエ出て豊かな生活を営む

2442 静岡県 株式会社デントリペア・オゴマ 6080401020237 凹み修理スペシャリストによる上質ボディコーティングで売上増加

2443 静岡県 ヘアーサロンヤマモト 高齢者の顧客向け、椅子の導入

2444 静岡県 ヘアーサロンカワイ スロープ設置による高齢者に優しい店舗づくり

2445 静岡県 株式会社発芽玄米 7080401011136 ホームぺージ刷新と小売店向けPOP作成でBtoCの販路開拓

2446 静岡県 合同会社カルペ・ディエム 2080403004019 設備増強によるお弁当・お惣菜の生産体制強化と販路開拓

2447 静岡県 佐々木塗装 外壁塗装工事の販路開拓にむけた取り組み

2448 静岡県 K&D株式会社 6080401023859 高級ミートフォークの販売と専用カッティングボードの開発事業

2449 静岡県 株式会社PrincessCo. 1080401017023 セルフケアプランの開設とホームケア商品販売による新規顧客開拓

2450 静岡県 ミライトジム ジムＰＲのための看板を設置し、市民マッチョ化計画！

2451 静岡県 古橋織布有限会社 6080402009865 ＢｔｏＣ強化のためのＨＰリニューアルとブランドブック作成

2452 静岡県 ｍａｒｉａｎｇｅ 脚デトックスセラピーの導入による新規顧客獲得と顧客満足度ＵＰ

2453 静岡県 アイキッチン 漁師飯のテイクアウトと飲食スペースの提供による販路拡大

2454 静岡県 まじっくらんど 新規顧客にアピールするためのWEBマーケティング、SNS戦略

2455 静岡県 有限会社はな工房きたの 5080402009858 フラワービュッフェイベント開催による新規女性顧客獲得

2456 静岡県 株式会社流通サービス 2080401014969 「香り」をテーマにしたプロモーションによる緑茶の新規販路開拓



2457 静岡県 明工建設株式会社 1080401014788 知ってもらう広告から弊社を選んでもらう為のウェブ戦略広告

2458 静岡県 畑barうちっち 感染症から安全を確保して、お客様を取り戻せ！！

2459 静岡県 有限会社アライカンパニー 5080402017002 テイクアウト用新商品の開発とHPを活用した販売促進

2460 静岡県 ヤマゴ農園 「静岡方式」で栽培した静岡県牧之原高原の自然薯販売拡大計画

2461 静岡県 菊川建設株式会社 9080401014896 施工計画書作成支援システムの導入による販路開拓

2462 静岡県 株式会社月と蛍 2080401021610 6次化を持続させる「BtoC」向けECサイトによる新たな展開

2463 静岡県 和菓子処　ひので軒 ネット販売での新たな売上増加とPR用の手提げ袋・包装紙の制作

2464 静岡県 株式会社奥浜名湖レジャーランド 2080401010126 奥山高原内の流水庭園を通年営業可能な施設として整備する

2465 静岡県 株式会社鳶勝又 2080101018659 家まわり整備工事の直接受注開拓に向けたサイト構築

2466 静岡県 宇奈貴 うなぎ白焼き店からうなぎ弁当・うなぎ食事処サービスの提供

2467 静岡県 豊田里佳 快適な店舗づくりと癒しの場の提供による新規ターゲットの確保

2468 静岡県 旬香亭 うなぎそぼろ弁当等テイクアウト品開発のＰＲによる新顧客の獲得

2469 静岡県 ファミリー合同会社 9080103001672 完全非対面式業務を可能とするための店舗改装と広報活動

2470 静岡県 有限会社ヤマモトフードセンター 4080102008731 女性用トイレ設置による顧客滞在時間の延長から売上増加を図る

2471 静岡県 有限会社アイディール 2080402016790 ワニ肉を活用した高機能ドッグフードのパッケージデザイン作成

2472 静岡県 まぐろの花道 キッチンカーとネットショップによる販路拡大

2473 静岡県 株式会社一燈庵 5080101016073 コロナ収束後の新料理プランによるリピート客優待DMの発送

2474 静岡県 マルヨシ自動車 高機能塗料へ対応するための塗装ブース設置による販路開拓

2475 静岡県 八木石油 安全性に配慮した人工芝導入によるフットサル事業の拡大

2476 静岡県 ㈱マルイチ 1080001014346 中小製造業の自動化ニーズを解決するための情報発信強化

2477 静岡県 おけ屋食堂 地域初！和食処でバリスタ品質のコーヒーを提供し販路拡大

2478 静岡県 セリザワマルシェ 店頭ポップ等の製作・有人直売所開設による販路開拓

2479 静岡県 Hair Salon On Eight 美容師による『訪問遺影撮影サービス』PRによる新規顧客開拓

2480 静岡県 理容室ここち堂 おしゃれ意識の高い高齢者顧客獲得のための店舗リニューアル

2481 静岡県 有限会社良知園芸 7080002014785 目的買い来店客のついで買いを誘う自宅用切り花の販路開拓の取組

2482 静岡県 株式会社魚秀 4080401006262 「スプーンで食べられる！」新食感な練り製品の販路開拓

2483 静岡県 株式会社WAMM 1080401024143 フオト事業者向けオンライン貸衣装システムによる販路拡大



2484 静岡県 Hygge_femina 親子でできるヨガの新たな提供方法の確立と効果的な広告宣伝

2485 静岡県 株式会社　Hug Hug 5080401009512 オンラインエステスクールの新設とホームページリニューアル

2486 静岡県 アナログシステム有限会社 6080402009122 耐久性に優れた「水冷式焼却炉」の製品開発

2487 静岡県 有限会社隆光ワタナベ 9080402009012 カラーリングに特化した店舗照明工事による販路拡大

2488 静岡県 株式会社成美塗装 8080101018967 「技術の高さと安心感」を伝えるツール作成による販路開拓

2489 静岡県 AQUA　CAR　DETAILING HPで快適なカーライフの提案による、新規顧客数の増加計画

2490 静岡県 鳥栄 お持ち帰り唐揚げパックで地元のお客様へおうちでお店ご飯を提案

2491 静岡県 ars matsuge ヘアカットやスパ等の新サービス提供による顧客満足度向上事業

2492 静岡県 株式会社ISLE 5080101017105 新サービス『気軽にパシャっとフォトドレス』PRによる新規開拓

2493 静岡県 岡部茶有限会社 2080002018163 オーガニック茶に特化したブランディングページの立ち上げ

2494 静岡県 有限会社サンアイ 8080102004256 コロナ時代の「おそとメガネ」「おうちメガネ」

2495 静岡県 株式会社さくら不動産 4080101016215 自社販売物件の再生住宅、狭小土地の販路開拓及び商圏拡大

2496 静岡県 株式会社wish 8080401013932 コロナに立ち向かえ！３密回避リフォーム事業！！

2497 静岡県 吉田テニスカレッジ 認定指導員の資格を活かした中高生部活応援クラスの拡充

2498 静岡県 株式会社サンウール 2080101005590 新規寝具の体験販売ブースの設置と宣伝広告の強化で新規顧客獲得

2499 静岡県 nostalgia ボードゲーム用のオリジナル駒の開発生産による売上拡大

2500 静岡県 花樹園 華やかな在宅生活を過ごせる提案型HPの構築で新規顧客の開拓

2501 静岡県 あら磯 宴会場スペースを活用した販路開拓事業

2502 静岡県 富士すそのファミリーキャンプ場 広い顧客層への快適空間創出事業

2503 静岡県 Ａｇｇ 新たなブランドイメージの確立と新サービスによる販路開拓

2504 静岡県 きときと 「深海魚と金華豚が食べられる居酒屋」をアピールするＨＰ作成

2505 静岡県 有限会社みよし 9080102004536 グランドメニュー全面リニューアルによる店内飲食への誘客

2506 静岡県 静岡オーガニック抹茶株式会社 7080001022161 川根茶の有機抹茶グローバル産地形成を目的とした広報事業

2507 静岡県 有限会社やまあき 9080402008419 全国への最新情報の発信で、来店者の促進を計る。

2508 静岡県 Ｒｅｒｉｓｅ オンラインカウンセリング指導による店販の売上アップ事業

2509 静岡県 ルーファスデンタル ノンメタルクラスプデンチャーの製作による新規顧客開拓

2510 静岡県 トライベスト合同会社 2080403003870 インターネットを通しての新規顧客の開拓



2511 静岡県 有限会社燦有機研究所 7080002016542 炭化工程で発生するコーヒー炭化搾液の商品化と販路開拓

2512 静岡県 ECO METAL ENG株式会社 5080401018554 新工法の技術力を証明する高品質ダイカストピースによる販路開拓

2513 静岡県 花舞竹の庄 コロナからの復活と更なる集客のためのＨＰによる当館の魅力発信

2514 静岡県 GAEA　SURF 動画配信の「イメージ戦略」による新規顧客獲得とネット販売

2515 静岡県 心一 ローサイド店の弁当テイクアウト開始に伴う集客力ＵＰ

2516 静岡県 まつい鍼灸治療院 ネット施術予約と動画配信が同時に出来るホームページの作成

2517 静岡県 みなり整骨院 スポーツ医療連携の強みを活かすカードゲームによる新規顧客獲得

2518 静岡県 ランドマークカレラ 最新型大型リフトを使った安心整備・販路拡大

2519 静岡県 株式会社プライベートラボ 3080401015306 Jamlabeleｼｬﾝﾌﾟｰのﾈｯﾄ販売のためのHP制作

2520 静岡県 あおい鍼灸接骨院 脱毛施術導入による販路拡大・顧客満足度・単価アップ・への取組

2521 静岡県 有限会社迫田工業 3080102022064 特殊重機を活用した効果的な広告宣伝による商圏内新規受注の増加

2522 静岡県 美肌脱毛サロンCalmbeauty プライベートサロンのリラックスできる空間の提供と情報発信

2523 静岡県 株式会社ゆう 5080101007171 青果物の梱包作業の体制構築と販売促進

2524 静岡県 砂丘魚政なごみ バーベキュースペースに女性専用トイレを設置し女性客へＰＲ

2525 静岡県 蒼蒼舎 「食べられる庭 / forest garden」で販路拡大

2526 静岡県 株式会社髙野商会 1080401024218 プロのトラックドライバーが満足する技術力PRと新規顧客獲得

2527 静岡県 みやもと 顧客層に合わせた施設整備により、顧客満足度向上、売上回復

2528 静岡県 株式会社SHOUJI 9080101017992 新商品「菊芋葉キャンディ」の試作品開発と販路開拓

2529 静岡県 株式会社サクラ・イズホーム 1080101020640 ドローン等の設備導入で顧客ニーズに沿った施工を行い売上増加

2530 静岡県 黒田家具工房 ショールーム兼撮影スペースへの改装及び撮影機器の購入

2531 静岡県 有限会社　井上金型 5080402013810 付加価値の高い小ロットの部品の新規受注生産

2532 静岡県 sayuricanvas 卸業・ネット販売で販路を拡大し、全国へマイブランドを展開する

2533 静岡県 庭師伊右衛門 アウトドア志向をターゲットとしたワークショップ開催と環境整備

2534 静岡県 (有)河西新聞店 7080002013275 誘客のため道路沿いへ店舗看板設置と、待合席への屋根の設置事業

2535 静岡県 実季楽農園 当園限定の逸品！サツマイモ加工品の開発・販売で新規顧客開拓

2536 静岡県 株式会社ＤＡＩＫＯＫＵ ペルー式ローストチキンの飲食店向け惣菜販売による販路開拓

2537 静岡県 ツカサクラフト スキャンツール診断サービスで安心安全を提供できる町修理工場へ



2538 静岡県 角屋 貸切”季節風呂”の整備を中心とした非接触型営業スタイルの展開

2539 静岡県 ㈱YSK Watch Instruments 3010901036254 補修用天真・巻真の開発と加工時間短縮及び販路開拓

2540 静岡県 株式会社MIGAKU 3080101015977 看板と新聞広告を活用した自社の強みのＰＲによる新規顧客獲得

2541 静岡県 スルガ観光株式会社 3080001013981 外国人の個人旅行者に向けた地域密着体験型企画旅行の情報発信

2542 静岡県 めし屋　みづ 座敷席をイス席へ改装し新規顧客開拓・顧客損失防止で売上増加

2543 静岡県 Ｙ．Ｍサービス 業務効率化によるリフォーム業者への転身と不動産屋への販路開拓

2544 静岡県 カデット 自衛隊駐屯地内店舗の商品・サービスの拡充による販売促進

2545 静岡県 ベルフレーシュ 最新オートヘッドスパ・サービスの導入による新規顧客開拓

2546 静岡県 サイノウ塗装 雨漏り診断技術を活かした新規顧客の開拓

2547 静岡県 嶽下産業株式会社 3080101004170 産廃業者から土地活用業者へのイメージチェンジ戦略と新規開拓

2548 静岡県 一楽 立地を生かした看板設置・ＨＰリニューアルによる新規顧客の獲得

2549 静岡県 株式会社ステップ教育社 1080001017596 プログラミング教育への対応による対話型個別指導の見直しとＰＲ

2550 静岡県 塗替工房　いずき 新規ｉＰｈｏｎｅ修理専門店事業の顧客獲得のための宣伝広告

2551 静岡県 kiacake and dessert 国内初の海藻押し葉作成キットの開発による販路開拓

2552 静岡県 株式会社渡辺商店 1080101004354 ハムオードブルの賞味期限を食感を考えたガス充填装置導入

2553 静岡県 坂井設計製図事務所 高度な３次元設計を希望する顧客に応える為の設計ソフト更新

2554 静岡県 Spiral 浜松産資材を活用したオリジナルアイテムの開発と動画制作

2555 静岡県 株式会社ＧＯＴＯ 2080101018394 祝事をヘアメイクから衣装レンタル撮影まで美容室で完結事業

2556 静岡県 片桐商店 「地域のよろず屋」ここにあり！！気づいてもらうための広報戦略

2557 静岡県 魚屋とし 地元に唯一の鮮魚専門店をオープン、総菜部門と移動販売も強化

2558 静岡県 株式会社平井鉄工所 2080401010786 パーツフィーダ改良による生産性向上と不良品発生を減少

2559 静岡県 株式会社Friends 9080101018875 新しい生活様式に対応したアウトドアツアーの提案と広報事業

2560 静岡県 In The Gate 最高品質の自家焙煎珈琲づくりによる珈琲の訴求と地域貢献

2561 静岡県 有限会社　一産山本園 4080402016335 簡易急須開発のためのリサーチ及びアピール、ネット販売の最適化

2562 静岡県 Project F イートインスペースの設置による新たな顧客層の獲得

2563 静岡県 株式会社魚磯 8080401010120 持ち帰り需要の増加に適する「保冷箱入り仕出し」の販路開拓

2564 静岡県 アサヒメンテナンス 除菌・抗菌サービスの展開とＰＲによる下請け体質からの脱却



2565 静岡県 ハマニグリーンパーク有限会社 3080402015354 袋井市にアンテナショップを開き、袋井市及び磐田市の販路開拓

2566 静岡県 有限会社メインワシントン 9080402016669 高齢者向け「靴の出張販売サービス」の展開と販路開拓

2567 静岡県 平野建築 自動車愛好家に提案するガレージハウスとガレージ施工の販路開拓

2568 静岡県 株式会社　大岡成光建築事務所 2080401020686 BIM及びVRにより設計精度の向上とデザインの提案力を高める

2569 静岡県 三松花 「想いを伝え感動を届けるアレンジメント」の提案による販路開拓

2570 静岡県 株式会社　東名工機 4080401010438 自社ホームページ作成による販路開拓

2571 静岡県 Restyle 集客型店舗+オンライン環境整備等の業務効率改善・利益UP計画

2572 静岡県 有限会社田舎割烹ひろ田 3080102006637 高齢者向け着座から椅子席にリニューアルし居心地ＵＰで販路拡大

2573 静岡県 西原写真映像事務所 ３Ｄカメラシステム導入による建設・不動産業向け撮影需要の開拓

2574 静岡県 Community salon cafe lirio 安心・安全な持ち帰り弁当販売サービスの展開

2575 静岡県 ㈲望仙 9080002013356 新製品もぐもぐとっとのパッケージ刷新とSNSを活用したPR

2576 静岡県 藤原図案 ＳＮＳ＋ＷＥＢ活用した新規のカスタムウエア受注と顧客拡大

2577 静岡県 手打そば 由のや コース料理の拡充と認知度向上による集客数、収益の向上事業

2578 静岡県 大川屋 安心・安全で美味しい食の提供を行う為の店内コロナ感染徹底対策

2579 静岡県 有限会社太田燃料 7080402014815 顧客管理の電算化によりサービス向上と効率のよい営業活動を行う

2580 静岡県 かいづか仲町店 真空パックによる地産地消の商品の開発と販売

2581 静岡県 株式会社en company 6080001017740 店舗飲食を楽しんでもらうための庭を活用したテラス席の整備

2582 静岡県 PUKUPUKU工房 当店の独自ノウハウを駆使したマスクの製造・販売体制構築

2583 静岡県 株式会社　挽物所６３９ 7080001022822 情報発信を通じた静岡挽物の販売強化

2584 静岡県 望月竹次郎商店 当店オリジナルキャラクターとホームページを活用した情報発信

2585 静岡県 有限会社　ぐりむ 3080002009780 農業情報コンテンツのサービス開発とテスト販売への取組み

2586 静岡県 株式会社　ビオワークス 8080001018002 新テイクアウト料理の周知サイト構築及び情報コンテンツ作成事業

2587 静岡県 鰻丸 関西風炭焼鰻の真空パック商品の全国販売展開事業

2588 静岡県 株式会社ＰＥＥＲ 7080401013446 紙製ウィッグ・ケース試作とパンフレット作成による販路拡大

2589 静岡県 株式会社ＷＡＫＡ 5080401021987 雨漏り工事を解決するため、看板・パンフレット作成で販路開拓

2590 静岡県 久松 一般ユーザー向けテイクアウト弁当の販売と通販の事業化

2591 静岡県 株式会社　植田園 4080001013469 広報用素材作成によるSNS露出度向上と魅力的な商品の情報発信



2592 神奈川県 有限会社ラブリス 7020002050118 事前決済機能を持たせたHP導入によるパン事業の販路開拓

2593 静岡県 合同会社 月歩 9080403003880 販路拡大のためのホームページ制作及びSNS広告・チラシ出稿

2594 静岡県 有限会社石田茶店 7080402022058 急須を持たない家庭からの注文増につなげる通販サイトの強化

2595 静岡県 株式会社　お茶の佐寿㐂園 6080001012964 最新情報の発信に特化したＨＰリニューアルによる集客力アップ

2596 静岡県 (有)鈴精機 8080402022115 ゴム試作品最短3日間納品をＰＲする展示会出展と新規顧客開拓

2597 静岡県 株式会社山口屋 2080101015350 屋外テラス席新設で販促売上ＵＰ

2598 静岡県 アグリッチジャパン株式会社 4080401021773 トイレ改修による外国人やお年寄りに優しい農園づくり

2599 静岡県 地盤計測株式会社 7080401020343 電源システム導入による観測業務プロセスの向上と新規受注先開拓

2600 静岡県 木ごころ工房 ❝伝統構法石場建ての家❞販売展開

2601 静岡県 安間製箸株式会社 2080401017427 木製ブラインド用パンフレットのリニューアルと成約率向上

2602 静岡県 ＭｉｎａＭａｈａｌｏ． 新店舗開店に伴う様々なニーズに応える為の販促事業

2603 静岡県 ヒーリングエステsunny 看板設置とチラシ折込による新規開店ＰＲ事業

2604 静岡県 F-birdボクシングジム 女性向け情報発信の強化と施設の清潔感向上による女性会員の獲得

2605 静岡県 村澤建築株式会社 9080401023336 新エリアへの看板新設により当社の認知を高め新規顧客開拓を図る

2606 静岡県 エステサロンururu メンズエステへの事業展開と高性能脱毛器導入による売上拡大

2607 静岡県 ＨＯＵＳＥリペア 高機能塗料のＰＲ強化と商圏拡大により会社名の認知度向上を図る

2608 静岡県 アクアウイング株式会社 2080401023409 作業用リフト導入で作業効率アップと売上拡大を図る

2609 静岡県 陽だまりの里　足立柿園 生柿を鮮度保持袋へ袋詰する作業の効率化による販路の拡大

2610 静岡県 株式会社ブンテン 7080001013879 思いが伝わる贈答用文具の販売力強化による新規顧客獲得

2611 静岡県 マルカはた茶園 自社HPの作成

2612 静岡県 伊豆あまからや スパイス調合に拘った新商品等をＷＥＢ販売強化により収益増加

2613 静岡県 和伊亭 ガンダムルームの活用と新メニュー開発による販路開拓！

2614 静岡県 GiL 実感できるフェイシャルエステの販売促進による新規顧客開拓

2615 静岡県 有限会社カネ吉 7080402020375 シラス加工直売所における店外訴求の見直しによる新規顧客獲得

2616 静岡県 有限会社ダイナオ 3080402021022 コロナ後を見据えたキッチンカーでの新商品スイーツ販売促進事業

2617 静岡県 株式会社ゼロワン 5080401023777 ホームページを軸としたVR・3DVR技術のPRによる販路開拓

2618 静岡県 株式会社ジーエスアール 9080401019763 不動産困難事例における弊社認知の向上による販路開拓



2619 静岡県 三京 工務店や設計士、美容院等店舗向けの営業活動による新規販路開拓

2620 愛知県 Pono Luana 地域初の施術療法！看板設置による認知度向上で新規顧客獲得！

2621 愛知県 建匠 IoT+アナログ+ショールームで高耐久塗装をブランド化

2622 愛知県 有限会社　吉田製作所 4180002092205 長年培ってきた金属加工技術で作る商品陳列棚の製造小売強化事業

2623 愛知県 たかのや 甦れ、たかのや！お客様も従業員も楽がい～っす（椅子）

2624 愛知県 バーバーフジイ 頭皮ケアと癒しメニューの開発と効果的な周知宣伝

2625 愛知県 とんかつ懐石こざくら 高齢者にやさしいこれからの店舗をめざして

2626 愛知県 有限会社　三河高原キャンプ村 1180302025610 森林と牧場を利用した新しい生活様式にあった癒しスポットの提供

2627 愛知県 株式会社　花ひろば 1180001093363 観光客（若年層）用「幸せの鐘」と知多半島集客（紙媒体）づくり

2628 愛知県 有限会社　池戸工房 7180002040846 看板・のぼり・のれんによる店舗訴求力の向上で新規客獲得事業

2629 愛知県 プレゼンス　合同会社 7180003019641 信頼感を獲得する動画を活用したホームページによる販路開拓策

2630 愛知県 株式会社　名古屋外溝 5180001113407 新生活様式に合わせた住空間デザインの提案による新規顧客開拓

2631 愛知県 株式会社　羽田野接骨院 6180301027297 駐車場看板設置による新規来院患者の利便性向上計画

2632 愛知県 合同会社　えびす 2180003018730 PPC広告とMEO対策の活用による新患者獲得プロジェクト！

2633 愛知県 Animal Affection　株式会社 7180001130020 自社ブランドのキャットホイール開発とブランディング構築

2634 愛知県 feel flavor 無添加石釜アロマ石けんの試作と販路開拓

2635 愛知県 株式会社　大洋クリーナー工業 9180002091656 ホームページ及びパンフレットを活用し、元請業務の受注拡大

2636 愛知県 岩村染色　有限会社 3180002078114 ホームページ作成で「かすり染め」の認知度向上と新規取引先獲得

2637 愛知県 株式会社　未来ネット 1180001114986 賃貸住宅オーナーの負担を減らす無料インターネットの普及事業

2638 愛知県 株式会社　ハロー 3180302010916 リフォーム新規客獲得のためのトイレ商品体感ショールームをＰＲ

2639 愛知県 たてものかんぱにぃ WEB活用による集客UPと高精度CGによるプレゼン成功率UP

2640 愛知県 レンタルキャンピングカーopen field 自社サイトおよびランディングページの英訳サイト構築

2641 愛知県 Chocola 花とキッチンスタジオ併設の店舗開店による新規顧客開拓

2642 愛知県 吞海 伊良湖復活！「吞海」復活！駐車場も復活！

2643 愛知県 大坂屋 日本の伝統技術を外国人へ発信～ミテワカル型店舗への改装計画～

2644 愛知県 LOUNGE BAR ZERO 女性客獲得のための店舗改装及び広告宣伝

2645 愛知県 PLAZAイノウエ 配達・工事・修理～街の電気店が挑戦するオールインワンサービス



2646 愛知県 株式会社　SIプラス 6180001108546 入浴リフト導入による入浴時の利用者、介助者への負担軽減

2647 愛知県 近藤毛織工場 世界へ発信～天然繊維を使用した新しい複合織物の開発～

2648 愛知県 品野屋 老舗旅館が食事処で新たなスタート！ランチでにぎわう和食店へ

2649 愛知県 えりママの手作りパン屋さん ご当地限定パンの開発で販路開拓・店舗拡張

2650 愛知県 心の音kokonon 生前整理業務、アルバム作成業務認知度向上のためのＰＲ事業

2651 愛知県 むらた住宅 ネットとチラシで認知度ＵＰ！固定客には認識ＵＰ！

2652 愛知県 株式会社　ポルト 7180001138550 感染対応の空気清浄機でお客様、社員に安心・安全を提供

2653 愛知県 株式会社　禅 2180301026492 水中ドローン事業及び地域情報発信事業

2654 愛知県 株式会社　Ａ・Ｉ・Ｓ 8180301016406 運動効果の見える化による売上拡大

2655 愛知県 有限会社　クルークテクノ 4180002054444 新設エステサロンの利用促進に向けた自社H P 制作

2656 愛知県 ボディケアサロン　もみここち 街頭看板の設置による、ご新規さまへの誘致とご案内

2657 愛知県 株式会社　章心 4180001126938 看板・ＨＰで集客率ＵＰから新規顧客開拓に結びつけ売上を上げる

2658 愛知県 株式会社　CareRhythm 3180001104093 需要が拡大する・・・事業への新規参入による売上と利益増加

2659 愛知県 住マイルワン　株式会社 7180001060473 「アーキテクチャキャンプ」による販路拡大及び売上増加

2660 愛知県 株式会社　左官巧汢 2180001140602 ホームページ新規開設により、エンドユーザー割合２０％に！

2661 愛知県 味鶏屋 営業時間の変更に伴う新たな顧客獲得のための設備投資

2662 愛知県 そば一笑 他店では食味することが出来ない拘りのそば粉でお客様を笑顔に！

2663 愛知県 愛知フエルト　株式会社 4180301009693 ホームページの新規開設による知名度向上と新規顧客への展開

2664 愛知県 両口屋 老舗和菓子店の新商品開発及び新たな取り組みによる販路開拓

2665 愛知県 オフィスBATON 着物で作る日傘のネットショップ開設、非対面での新規販路開拓

2666 愛知県 株式会社　尾割組 1180301019919 「地域発展に貢献！」非対面営業による新規工事の受注獲得

2667 愛知県 株式会社　龍騎工業 6180001133932 ３ＤＣＡＤによる外構工事提案で下請け脱却を図る！顧客開拓事業

2668 愛知県 株式会社　3G 5180001139848 新規顧客獲得・売上拡大のための「新車・中古車展示場」設置事業

2669 愛知県 Tiara 地域初の脱毛サービス提供によるターゲットの拡充と販路拡大

2670 愛知県 アクセル・テクノリサーチ 機械の高速・高精度・高推力化を実現するボールピニオンの市販化

2671 愛知県 松本刃物　株式会社 8180001137048 新設備導入及び展示会出展による生産能力拡大・販路開拓事業

2672 愛知県 パティスリーエス 「ひとくちカヌレ」をお店の看板商品にすることでの新規顧客獲得



2673 愛知県 有限会社　ＨＭＣ 6180002090561 トリートメント効果を高める頭皮洗浄メニュー導入による販路開拓

2674 愛知県 有限会社　スズマン本舗 8180302024515 「足助塩せんべい」魅力ある商品パッケージデザインによる差別化

2675 愛知県 株式会社　小川石油 1180301007849 石油事業の縮小を「油外収入+観光客のＳＳ需要」でカバーする

2676 愛知県 林司法書士事務所 相続問題を解決する司法書士の認知度アップによる新規顧客獲得

2677 愛知県 株式会社　ワイズオートモービル 3180001108854 ＨＰ開設での認知度拡大、ニーズの収集、反映による顧客確保

2678 愛知県 イトウ技建　株式会社 9180001067789 展示場の多目的活用による転入者顧客開拓とリフォーム事業の周知

2679 愛知県 亀ゴージュ ドウコンの導入及び看板設置による販路拡大

2680 愛知県 八幡建装　株式会社 2180001129497 ＢｔｏＣ強化に向けた販路拡大事業

2681 愛知県 有限会社　知立一心堂 5180302019518 「WEB名刺受発注システム」の導入

2682 愛知県 株式会社　佐屋川 8180001096772 家族で気軽にヘラブナ釣り体験！「ファミリー桟橋」設置計画

2683 愛知県 稲武生コンクリート　株式会社 1180301019984 コンクリートブロックによる産業廃棄物削減事業

2684 愛知県 あい愛ファーム ＳＮＳプロモーション強化と販売促進ツールによるブランド力向上

2685 愛知県 株式会社　うなぎ蓬春 8180001135984 食文化を通じて、地元のお客様が一人でも多くの方が笑顔に！

2686 愛知県 ミナワ愛知 マイクロバブル導入によりカーペット洗浄の除菌、洗浄力の向上

2687 愛知県 伊奈農園 中高糖度トマトのブランディングのためのホームページ作成

2688 愛知県 だいきち接骨院 看板リニューアルによる当院の存在の再認識への取組み

2689 愛知県 三州しし森社中 斬新なジビエグッズをビジュアル・メッセージ・リアルでアピール

2690 愛知県
特定非営利活動法人　木曽川文化・

スポーツクラブ
4180005010948 一宮市唯一の総合型地域スポーツクラブの周知による会員獲得事業

2691 愛知県 有限会社　北川電気商会 1180302027623 軒天の修繕及び駐車場看板設置による来店回数及び売上の増大

2692 愛知県 有限会社　マスヤ 3180302027794 看板設置で新しいお客様との出会いを！！

2693 愛知県 民宿旅館川合 あずま屋を活用した安心食事空間の提供及び新規顧客の獲得

2694 愛知県 株式会社　Ｅ－ＰＬＵＳ．Ｈ 4180301024874 当社ウェブサイト開設による新商品のグローバル化戦略

2695 愛知県 有限会社　アライアンスジャパン 6180002091915 インターネットを活用したオンライン講習ノウハウの構築

2696 愛知県 比嘉農園 30代子育て中農家が挑む　「体験」を提供する農家へ！！

2697 愛知県 みっちゃん 「安心」して来店できるコロナウイルスに対応した店舗改装

2698 愛知県 Tea Bar 碧落 熟成フルーツケーキの販売拡大

2699 愛知県 有限会社　三嶋商事 3180002062423 展示会出展により自社の取り組みを広く宣伝し新規顧客獲得を図る



2700 愛知県 はるか個別指導塾 Webサイトリニューアルとチラシの効果で認知度向上、生徒獲得

2701 愛知県 佐藤配管　株式会社 7180001097152 水まわりのメンテナンス強化で地域の皆様に安心で快適な生活を！

2702 愛知県 嶋田英享建築設計事務所 20代～50代のごだわりを持つ新規顧客開拓の仕組みづくり

2703 愛知県 青木サービス 個人宅ハウスクリーニングを広告するポスティングとネット広告

2704 愛知県 ユーアイ・エンジニアリング　株式会社 4180001089409 中型・５軸のオンリーワン量産型パイプベンダーによる販路開拓

2705 愛知県 浅井ランドリー 「看板のリニューアル及びチラシによる顧客獲得事業」

2706 愛知県 アートグラスマーケット 楽しく学ぼう！「おうちでガラスモザイク体験キット」開発と販売

2707 愛知県 株式会社　セントプロミス 8180301030357 「ウェブサイトの作成⇒開設」で顧客を増やすぞ！

2708 愛知県 株式会社　マザーズリヴ 2180001101810 バリアフリー旅館をもっと身近に感じてもらうためのＨＰ改修

2709 愛知県 office amann ディスカバリー広告を利用した自社チャンネルへのユーザー誘導

2710 愛知県 ネオブレイン　株式会社 1180001103881 女性の歯科衛生士の集客に特化したリアルとネットの新規顧客開拓

2711 愛知県 株式会社　Ａｓｋａｌカバン工房 4180001114331 百貨店の商品品質およびサービス品質対応による販路開拓事業

2712 愛知県 株式会社　竹内家具店 2180301009984 ECと新製品PRを実現する工場直営店舗のホームページの作成

2713 愛知県 かとう工房 要介護者から幼児まで使える介護食器の認知度向上とＥＣ販売

2714 愛知県 株式会社　安形 6180301027974 当社建築サービスの情報発信による新規顧客獲得計画

2715 愛知県 大照　株式会社 8180001123196 カーテン生地製造技術を活用した介護施設向け撥水加工生地の開発

2716 愛知県 ヒューマンコンサル　株式会社 9180001138683 充実した保険外治療による、リピート率増大から将来の安定実現。

2717 愛知県 株式会社　ハウインターナショナル 9180001808255 「あっ！」と思わせる、ついつい見入る　旅の情報ホームページ

2718 愛知県 村定酒店 店舗周知の強化による新規顧客の集客事業

2719 愛知県 株式会社　蘭華 6180302010500 じっくり、もっと前向きに。～お客様と作り手の健康のために～

2720 愛知県 学童あそび 店舗基本設備を整え販路開拓、取引先拡大を実現する

2721 愛知県 洋菓子エクレール イメージアップの看板でPR！認知度向上と集客増加を目指す事業

2722 愛知県 リカーショップいとり 「遊」「楽」をテーマに、食のマッチングができる店舗づくり

2723 愛知県 シチリ酒店 サーバー導入で顧客満足度UP！次世代まで続く魅力ある店づくり

2724 愛知県 はぴねすラボ DM営業＆WEB販促ツール代行サービスＭＩＫＯＭＩの販促

2725 愛知県 中新本舗 こだわりの『抹茶えびせん』新たなる販路開拓

2726 愛知県 ヘアークラブ　プロローグ 安心ヘアカラーのメニュー提案とウイルス対策サロンのＰＲ事業



2727 愛知県 ききょう 地元食材を活かした新メニューと料理提供速度向上による客数増加

2728 愛知県 ARBRE　hair&make PR強化を通じた、周辺市町に在住、在勤する新規顧客の獲得事業

2729 愛知県 有限会社　篠島観光ホテル 7180002085627 多目的スペース活用が生み出す地域のブランド力と客単価向上事業

2730 愛知県 株式会社　インテリア・アートメルセ 5180301009759 ホームページ更新による販路開拓事業

2731 愛知県 株式会社　ＧＭ 3180301023687 タピオカの次のブームを作る世にも奇妙な「溶けないかき氷」

2732 愛知県 Litree コロナウィルス感染防止の為の店舗環境改善による販売促進事業

2733 愛知県 太陽食品工業　株式会社 9180001045480 インターネット広告の実施により、関東圏の消費者開拓を目指す

2734 愛知県 ニワホーム　株式会社 9180001087928 来店しやすい店づくりのための「おさんぽマルシェ」改良事業

2735 愛知県 ＧＲＯＷＩＳＨ チラシ配布による新規顧客の獲得と提携ジムの拡大

2736 愛知県 有限会社　とろろ庵 7180002072030 今後の飲食店に求められる安心して食事のできる環境の提供

2737 愛知県 羽田野雲母工業　株式会社 5180301027686 ニッチ産業で奮闘する小規模事業者の新しい挑戦！

2738 愛知県 株式会社　ドリーム 8180301019961 新ホームページを活用した新たな販路開拓

2739 愛知県 株式会社　アイラス 1180302026749 セカンドライフにおける水回り専門リフォームの販路開拓事業

2740 愛知県 ｉｓ－ｉｔ お客様の希望を叶える外構工事プランニングのホームページの作成

2741 愛知県 はる鍼灸整骨院 誰が見てもわかる！店舗ＰＲの新たな取り組み

2742 愛知県 Club Atletico GIRASOL ワンランク上のスポーツライフの場へ顧客を導く！

2743 愛知県 株式会社　HURS 2180301024769 幅広い治療効果のある機械を導入し予約制を取り入れ新規顧客開拓

2744 愛知県 株式会社MIG 8180301029655 相続手続き支援サービス促進～顧客の意向に寄り添う提案のために

2745 愛知県 株式会社　伊藤商店 6180001088094 テラススペース改修による集客・ブランド力向上

2746 愛知県 株式会社　山恵 7180301026208 山里のバランスを保つためのジビエ素材の新商品開発＆顧客開拓

2747 愛知県 しんしろカートコース 安全対策とＰＲアップで新規顧客獲得を！

2748 愛知県 有限会社　井筒亀 7180302024482 新メニュー開発とパンフレット作成等による新たな販路開拓

2749 愛知県 居酒屋てげてげ 地域コミュニティのたまり場として地域の心をつかみ売上アップ！

2750 愛知県 有限会社　杉原組 8180302010762 ドローン導入による販路開拓および業務効率化

2751 愛知県 株式会社　新城商会 4180301024008 サイン看板リニューアルによる新規顧客の獲得及び売上の増大

2752 愛知県 峰 『吉良の玄関で、日本中世界中からのお客様を”おもてなし”』

2753 愛知県 有限会社　公益社 8180302026701 ＩＴ活用による弊社強みと新たな取組みのＰＲで新規顧客獲得！



2754 愛知県 株式会社　クリーオ 5180001132299 キッズスクールの動画によるダンスの指導と英会話部門強化

2755 愛知県 ヘルシースリムともと 「魅せるチラシ」を作成し50代以上の女性を新規に獲得する。

2756 愛知県 株式会社　80’ｓ 8180001111309 住宅設備用エアコン工事サービスのＨＰ制作による販路拡大事業

2757 愛知県 有限会社　カリナン 7180002040631 ＨＰ等開設とジュエリーカフェスペースの設置による販路拡大事業

2758 愛知県 ビサイド 『ＧＡＲＡ　ＭＡＳＫ』の販路開拓と新規顧客獲得事業

2759 愛知県 伊坪庭園 花フェスタガーデーンショーによる周知活動と新規顧客開拓

2760 三重県 有限会社水谷鉄筋 8190002017462 ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得

2761 三重県 須藤電機 明るい店内への誘導で新規顧客の獲得を目指す

2762 三重県 明栄丸 高性能魚群探知機導入による釣果アップと安全性確保で新規顧客増

2763 三重県 いしくら 真空包装による東紀州名物さんま寿司・くき漬けの販売促進計画

2764 三重県 佐太屋株式会社 3190001004508 甘草根エキスを使用したカプセル状健康食品の開発及び販路開拓

2765 三重県 株式会社山光堂薬品 2190001004509 DMによる自社HPの販売促進と管理業務効率化システムの構築

2766 三重県 巽 ホームページ作成およびチラシによる訴求により販路拡大

2767 三重県 Marchais ホームページを作成による販路開拓

2768 三重県 丸安呉服店 呉服屋が始める茶道教室で売上アップ！

2769 三重県 森工芸 ホームページ作成によるサービスのアピールで元請受注獲得

2770 三重県 有限会社久保井自動車 6190002002499 タイヤ交換の自社施工による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

2771 三重県 有限会社白山自動車工業 4190002003061 ＨＰの新設による新規顧客獲得とタブレットを用いた商談手段導入

2772 三重県 株式会社カワバタ保険企画 8190001026919 インターネットを活用した保険提案による新規顧客の開拓

2773 三重県 田中屋 脱下請け！！革新的新規事業の販路拡大

2774 三重県 岡﨑自転車店 提供サービスの充実で新規顧客獲得、顧客満足度の向上を図る

2775 三重県 株式会社アクア 9190001019731 販売促進手法の転換で『低カリウム野菜』の販路開拓

2776 三重県 KIZNA 看板の設置、リニューアルで認知度向上、イメージUPで販路開拓

2777 三重県 Pizzeria　KEN ミキサー導入による作業効率と発信力UPで売上増加を図る！

2778 三重県 Ｓｈｉｋｉ チラシ・ＨＰ・ＳＮＳを連動したコロナに強い整体サロン作り

2779 三重県 株式会社甚昇 6190002005659 冷凍庫導入による廃棄ロス軽減と通年での販売体制構築

2780 三重県 楠川モータース 機械設備導入による業務の効率化と販路開拓で新規顧客獲得へ



2781 三重県 株式会社西村石油店 6190001024420 カーエアコンメンテナンスの内製化による収益増並びに顧客維持

2782 三重県 ジュイールハウジング株式会社 9190001010855 『ＬＩＸＩＬリフォームショップ』を活かしたリフォーム市場開拓

2783 三重県 有限会社正繁 1190002005696 オンラインショップ作成による取引先拡大並びに個人客獲得増

2784 三重県 有限会社アイ・ジェイ・エフ 4190002011865 自社ホームぺージのリニューアル・販路開拓

2785 三重県 株式会社HIRO建築 7190001021045 大自然の中でテントサウナ！新サービス開始で新規顧客獲得

2786 三重県 明和冷機設備 情報発信による新規顧客開拓と設備投資による工事の効率化

2787 三重県 有限会社丸大鉄工 1190002015019 設備投資による工事の生産性向上と情報発信で新規取引先の開拓

2788 三重県 ASUKA アピール強化で顧客拡大！愛の溢れるサロンを周知する！作戦

2789 三重県 後藤自動車 設備投資による整備の質と生産性の向上と情報発信で顧客の獲得

2790 三重県 美容室パサージュ 看板設置で集客効果の向上と設備投資によるサービスの高品質化

2791 三重県 ビーワン空～そら～ ＨＰによる情報発信力強化とネット販売で商圏拡大と売上高確保

2792 三重県 ヤマニカートン株式会社 1190001010870 ＥＣサイト開設による新規プロジェクト商品の販売開始

2793 三重県 豆一珈琲 ＨＰ作成とオリジナル商品の新サービスで集客力アップ！！

2794 三重県 有限会社　みらい農業 5190002015659 看板のリニューアル・のぼり旗の設置による新規顧客の開拓

2795 三重県 伊藤庄鋳造 ＩＨ対応型鉄釜・鉄瓶の開発に合わせて、自社ホームページを開設

2796 三重県 舘産業有限会社 9190002020936 感染症対策を徹底！事業再開に向けた新サービスの提供と販路開拓

2797 三重県 南豊サービス 先端技術で経験を補う測色システム導入で未経験者の技能サポート

2798 三重県 クロクマ舎 高付加価値を求める客層の開拓で収益力強化を図る事業

2799 三重県 株式会社野呂石油 5190001014067 店舗リニューアルに伴う、車両メンテナンス・ガス器具売上向上

2800 三重県 うなぎ与八 お客様目線のメニューの導入で顧客満足度向上による新規顧客開拓

2801 三重県 青空整体療術院 生体電流整流器cs60の認知度アップで売上向上を目指す！

2802 三重県 メガネのヤマモト 店舗認知度アップと補聴器の訪問・販売で新規事業拡大

2803 三重県 有限会社　中商 1190002021322 乳製品飲料の事業拡大と地域貢献を生かした販路拡大

2804 三重県 焼肉・韓料理　チング 新型コロナ対策のための個室改装とテイクアウトの強化

2805 三重県 国府製缶株式会社 1190001023732 新型コロナの影響を受けない大型製品の受注拡大

2806 三重県 Rays　Farm たで藍栽培農家で体験する天然インディゴの染色体験及び商品販売

2807 三重県 ひかりモータース 作業リフト導入により整備サービスと能力を向上させ売上増進実現



2808 三重県 cafe ＆ crepe PECOCO 夏の新メニューの開発販売と出店先の拡大による売上拡大

2809 三重県 うおまさ商店車両部 高性能オイルチェンジャー導入による新体制構築で売上向上事業

2810 三重県 とばや商会 事業継承に向けた事務所強化！商談ルームへ改装事業

2811 三重県 タカセモトヒデ建築設計 情報発信による知名度UP　選択肢に入り、選ばれる設計事務所へ

2812 三重県 精肉ひき田 新たな贈答品事業への展開と新規顧客開拓事業

2813 三重県 有限会社みよしや 2190002009845 酒米弓形穂の地酒開発と地酒取り揃え強化で個人向け販売を向上

2814 三重県 丸中製茶有限会社 6190002010254 中古引き出し式乾燥機導入で新市場開拓と売上拡大

2815 三重県 有限会社メイガーデンズ 7190002023965 オンラインで人を集め、個人需要見込み客増加の実現

2816 三重県 井上真珠 6次化認定の新商品を武器に、酒屋＆EC通販で販路開拓

2817 三重県 株式会社レイワレンタカー 2190001026668 地元レンタカー会社としての認知度アップで顧客拡大と業績改善

2818 三重県 有限会社ナカジマ設備 4190002006840 簡易リフォ－ム工事の需要の掘り起しと受注化による売上確保

2819 三重県 株式会社アポロン 1190001007792 目に留まる看板、センスアップした外装と情報発信で新規顧客獲得

2820 三重県 ＰＳＹＣＨＯ　BODYWORKS 設備導入による塗装イノベーション、作業効率アップで売上増加

2821 三重県 石九石材店 現場作業機械導入による鳥羽市離島への販路開拓

2822 三重県 有限会社浜佐建設 3190002011841 ブランド力向上と人口増加地域への営業拠点構築戦略

2823 三重県 アクレインシステム株式会社 1190001026512 オンライン診療システム・クラウド型電子カルテの拡販と販路開拓

2824 三重県 株式会社Canaan 6190001023364 高速脱毛機導入と各種キャンペーンの情報発信強化で新規顧客開拓

2825 三重県 株式会社HOME 8190002011977 SANGO WALLを活用したモデルルームでのイベント開催

2826 三重県 有限会社尾上自動車 5190002014735 安全運転サポート車に対応した設備導入で売上拡大

2827 三重県 ＣＰサロン　ＬＵＡＮＡ 最新型肌診断システムでサービスとお客様の幅をアップする

2828 三重県 有限会社すかや呉服店 1190002015051 実店舗の環境整備を通じた新規顧客層の開拓に向けた取り組み

2829 三重県 稲穂株式会社 2190001007610 ドローン機体検知システムエアロスコープを導入した新事業の開始

2830 三重県 魚文 イベント出店での店舗認知度向上と来店客数増加に向けた取り組み

2831 三重県 整体院かおり 新規顧客への集客のためのポスティング広告事業

2832 三重県 株式会社魚佐太 7190001013843 ネットショップ強化および実店舗でのおせち料理など販路開拓

2833 三重県 株式会社　ゆみや石材店 1190001024846 新型コロナに影響を受けにくい地元墓石需要の獲得と生産性向上

2834 三重県 WOOD HEART 広告宣伝強化、会社認知度の向上で新規取引先獲得！！



2835 三重県 フラワーショップ風 ゴム紐結束機等の導入による生産性向上と取引先拡大の実現！

2836 三重県 かい鮮や 地域と歩む、安心安全な「かい鮮や弁当」のデリバリーサービス

2837 三重県 特定非営利活動法人伊賀FCくノ一 9190005010018 「伊賀ＦＣくノ一三重」専有ラッピングバス広告による販路開拓

2838 三重県 有限会社　水谷食品 2190002018045 豆腐屋が作る健康的な弁当・惣菜の販売促進による顧客獲得

2839 三重県 魚保 団体会食から少人数向けランチへの転換による販売拡大

2840 三重県 株式会社夢畑家 5190001013960 豚熱・新型コロナ三密なし安心安全で旨い餃子ネット販路拡大事業

2841 三重県 株式会社アニー 5190001023002 日経新聞の広告面を活用した伊勢榊の首都圏経営者層へ販売促進

2842 三重県 杉野司法事務所 コミュニティスペースを有効活用し司法書士業との相乗効果を図る

2843 三重県 nijiiro 銅ホーロープロダクト開発とプロモーション強化で販路開拓

2844 三重県 マルあ脇水産加工 洗浄機導入による衛生管理レベル向上でさらなる販路開拓を目指す

2845 三重県 下出木材 要望に応えたオリジナル加工形状と製品精度の向上で販路開拓事業

2846 三重県 株式会社　一冨士 5190001011675 ＨＰリニューアルによる通販機能・ツール強化による新規顧客獲得

2847 三重県 株式会社下村屋 9190001011176 お客様用トイレ改装・通路のバリアフリー化による高齢者層の獲得

2848 三重県 有限会社山路工務店 6190002015757 加工機械等導入でリードタイム短縮と品質向上による新規顧客獲得

2849 三重県 有限会社西村石油店 6190002015724 高サイズ・低扁平率タイヤチェンジャー導入による新規顧客の獲得

2850 三重県 金川珈琲 非対面販売サイト構築とこだわりのプロモーションで売上向上事業

2851 三重県 やきとり司 お客様に安心できる食材と空間を提供し、売上の拡大を目指す。

2852 三重県 居酒屋森三 店内改装による客数の増加と滞在時間の延長で売上拡大

2853 三重県 中山酒造株式会社 7190001010403 自社製品を国内外へ販路拡大するための越境ＥＣサイトの構築

2854 三重県 コメダ珈琲店伊勢中川店 店内リフレッシュによるイメージ戦略で販路の拡大を図る

2855 三重県 トラットリア　ルンガルノ 店内飲食とテイクアウトと大量高品質化で事業復興計画

2856 三重県 キラナ 情報発信ツール活用による事業所ＰＲ等の取組で顧客獲得を図る

2857 三重県 ツアーデザイナー　小林ひろみ ターゲットは、南太平洋！地域の魅力で顧客を獲得する事業

2858 三重県 すこやか接骨院 ＨＰによる自費診療に関する情報発信力の強化と来院患者数の増加

2859 三重県 ソフトママ有限会社 4190002015560 新パッケージ作成と産婦人科へのサンプル提供で販路開拓を目指す

2860 三重県 中村繊維 刺しゅうミシン導入による短納期化で新規販路開拓

2861 三重県 中野自動車鈑金塗装 AIカラーシステム導入による作業効率化と生産性及び売上向上



2862 三重県 LSSトラベルメイク 付加価値の高い健康旅行による団塊世代市場の開拓事業

2863 三重県 株式会社Verde大台ツーリズム 1190001024045 ウィズコロナ時代の新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

2864 三重県 ｉＢｒｏｏｍ もったいない！Ｂ級品野菜を使った新商品開発による販路開拓

2865 三重県 有限会社杉坂商店 9190002015878 のぼり等のツールでPR!休憩スペースの改修でリピート率もUP

2866 三重県 有限会社上野屋 3190002015909 新規顧客の獲得と会えないお客様との接点作りの為の看板作成事業

2867 三重県 岡田自動車 エーミング・自動ブレーキ整備の内製化と看板PRで新規顧客獲得

2868 三重県 特定非営利活動法人あわてんぼう 4190005010336 地域のお弁当屋さん給食と配食事業で販路拡大（Ａ・Ｎ・Ｙ）事業

2869 三重県 快生院 ホームページ活用により「女性のお悩み解決」治療院としてＰＲ

2870 三重県 株式会社うおすけ 9190001010888 新スタイル看板設置による日本料理店の集客力とお土産ＰＲ

2871 三重県 有限会社みなとや 9190002015069 集客アップの為の看板改装とコロナ終息後の出展時のアイテム作り

2872 滋賀県 カットスタジオロデオ どなたにも安心して来店して頂ける空間づくりを

2873 滋賀県 パラディゾ ペットと里山を満喫できるテラス席の改装による集客拡大

2874 滋賀県 フォレストヴィラ夢寿々 景観に寄り添った外観による顧客年齢層の拡大

2875 滋賀県 春光堂　内田表具店 低価格路線の競合他社との差別化戦略

2876 滋賀県 楽振 駐車場のアスファルト舗装と情報発信強化による来店客獲得

2877 滋賀県 ケア・ライフ玲 『50代からの快適な暮らしを提案する商談ルーム』開設

2878 滋賀県 ＨＡＩＲ　ＧＡＲＤＥＮ　ａｕｂｅ 癒され、美しくなれるシャンプー台導入で新規顧客開拓

2879 滋賀県 桂田板金店 事務所改装に伴う新規顧客の獲得と利益率ＵＰ計画

2880 滋賀県 株式会社 滋賀精衡 6160001019118 品質向上による取引先拡大戦略でコロナウイルス禍を克服

2881 滋賀県 さくら整体院 健康・キレイでいたい女性に寄り添うための新サービスの販路拡大

2882 滋賀県 Ａｚｕ ＩＴ導入による新規顧客の獲得・業務効率化による販路開拓

2883 滋賀県 BASIS 美容と健康を叶える為のファステング施設のオープニング事業

2884 滋賀県 シフォンケーキyon ホームページの新設による新規女性客獲得

2885 滋賀県 大こく工務店 新サービス「住まいのこと何でも相談所＆体験見学会」開始！！

2886 滋賀県 森田農場 看板商品「ｍｉｎｉ甘ｔｏｍａｔｏ」の生産力＆販売力強化！！

2887 滋賀県 Giver Land 広告宣伝による新規顧客拡大事業

2888 滋賀県 株式会社よこいファーム 3160001021571 特産品の販売所　新店オープンに関わる事業



2889 滋賀県 有限会社 魚治 4160002011208 滋賀県の食文化発信と独創的な食体験の提供事業

2890 滋賀県 業平そば マキノ駅前店 店舗整備と広報活動による販路開拓事業

2891 滋賀県 マキノのええお店さいがわ リニューアルオープンの全面打ち出しによる販路開拓事業

2892 滋賀県 ひだまり整骨院 施術メニューの強化と情報発信による販路開拓事業

2893 滋賀県 株式会社 福井弥平商店 7160001012039 消費者とのタッチポイント強化によるファンづくりと販路拡大

2894 滋賀県 Chez M フィギュアスケート及びアイドル衣装への需要に対応する設備計画

2895 滋賀県 Car－Wash　カーランド 愛車を大切にするあなたへ最新型電気温水式高圧洗車機で販路拡大

2896 滋賀県 ゴッドはんだ株式会社 7160001010463 はんだ付け教育用の実技教材（電子工作キット）の開発

2897 滋賀県 有限会社　夢京都 5130002021984 既取引企業だけに頼らないホームページ活用で新規ユーザーの開拓

2898 滋賀県 頓宮建具店 ショールーム・商談スペースを設けて個人顧客の獲得を狙う

2899 滋賀県 Moe 魅力を引き出すオリジナルブラウスで活躍する女性の応援事業

2900 滋賀県 株式会社リバー 9160001003523 ＨＰやチラシ・ＤＭによるゲストハウスへの集客アップ

2901 滋賀県 西澤板金工作所 住宅外壁の独自加工による新商品開発、提案事業の開始

2902 滋賀県 合同会社ＭｅｄｉＡｒｔ 1160003001755 滋賀県特化型「クラウドファンディングポータルサイト」製作事業

2903 滋賀県 手作り惣菜の店　えん ＨＡＣＣＰ認証惣菜の製造販売に向けたインフラ整備事業

2904 滋賀県 カットショップケイズ 新サービスと設備導入による客単価と顧客満足度向上の取り組み

2905 滋賀県 有限会社　福島屋 7160002009835 旅館の客室改装・トイレ改装で快適性向上

2906 滋賀県 有限会社光葉園 5160002014250 看板設置で有店舗サービスＰＲによる販路開拓事業

2907 滋賀県 株式会社順建 3160001006993 防災・減災に繋がる「アタック工法」のPR

2908 滋賀県 株式会社Ｒ－ＰＲＯ 4160001018930 メニューブックの刷新と広告掲載で客単価アップとリピーター獲得

2909 滋賀県 Roots オンラインストア開設と低収益スペース改装による売上向上計画

2910 滋賀県 紫香楽ラボ株式会社 4160001005739 新しいスタイルの発酵食品生産用壺と保存用壺の開発販売事業

2911 滋賀県 Ｌｏｒｅａ アンチエイジングサービスの提案宣伝による差別化と集客

2912 滋賀県 株式会社バイテン 3160001018898 より広い層から支持を得るための新ラーメン・チャーシュー開発

2913 滋賀県 株式会社長谷川 8160001015767 瓦原寸図をデータ化！効率的な打合せによる販路開拓事業

2914 滋賀県 味彩　進 テーブル席での快適でくつろげる飲食空間の提供による顧客獲得

2915 滋賀県 West  Coast オンラインパーソナルトレーニングの認知度、新規顧客数アップ



2916 滋賀県 株式会社ケイファーマ 2160001011664 滋賀県特化の薬剤師転職支援業をチラシ・WEB広告等で顧客獲得

2917 滋賀県 からだきれいMISAKI ブランディング、情報発信、ショップサイト構築による販路拡大

2918 滋賀県 野田製綿 自社ホームページ開設で新規個人客からの注文増

2919 滋賀県 山根建具店 液晶モニター基盤変更による生産性と顧客満足度向上事業

2920 滋賀県 丸山巧夢店 お客様のニーズに合ったリフォーム事業による販路拡大

2921 滋賀県 株式会社プログレス 8160001018852 オンラインサービスによる新チャネル開拓事業

2922 滋賀県 鍼灸院Ｓｏｒａ・整体Ｓｏｒａ 美容と身体の悩みを1つの場所で解決できる鍼灸院の販路開拓事業

2923 滋賀県 バーバーヒライ コロナウイルスに負けない明るく清潔な安心サロン化計画

2924 滋賀県 合同会社　まさ 8160003000692 和モダンへのリニューアルによる女性顧客の獲得

2925 滋賀県 Izu’s Decoration 高島発のオリジナル衣料ブランドの立ち上げによる販路開拓

2926 京都府 安田不動産事務所 別荘地「マロンガーデン」およびリフォーム事業の認知度アップ！

2927 滋賀県 有限会社 浜亭 7160002001453 メニューブックの刷新と広告掲載で客単価アップとリピーター獲得

2928 滋賀県 株式会社マルイチ 4160001007561 新事業「手づくりマスク・付け爪ジュネル販売」に係る販促物製作

2929 滋賀県 滋賀米原センター 訪問理美容での新サービスの提供開始とオンライン講座開設

2930 滋賀県 合同会社グルービーデザイン 自社コーポレートサイト制作により一社依存を脱却

2931 滋賀県 リラクゼーションサロン　ラファエル 新メニュー導入とエステルームの増設による新規顧客獲得

2932 滋賀県 パティスリー　ボヌール ソフトクリーム機導入による新規顧客の取り込み計画！

2933 滋賀県 岡田設備 個人向け住宅の困ったを解決する漏水探査事業の新規開始

2934 滋賀県 高齢者支援サポート 看板とチラシで知ってもらい、お客様を囲い込む販路開拓事業

2935 滋賀県 外川善種苗園 自社ハウスで育てる野菜苗の販売の収益率アップを目指す販路開拓

2936 滋賀県 サインリンク株式会社 2160001019402 農業用ドローン農薬散布事業による新規販路開拓

2937 滋賀県 ８７ｆａｒｍ 乾燥食用花を全国へ届けたい！非対面営業で、販路開拓

2938 滋賀県 蛯谷工芸 全国唯一の『近江一閑張』のブランド力を高め販路拡大

2939 滋賀県 有限会社平井百貨店 4160002009796 １００年の技術と実績！水まわりリフォームの新規顧客獲得事業

2940 滋賀県 株式会社大橙社 9160001010032 最新機械ルーターマン購入による販路開拓事業

2941 滋賀県 Del-sigN ホームページ改修による効率的で分かりやすい広告宣伝体制の確立

2942 滋賀県 有限会社　スポットクリミ 4160002009631 地域密着型展示会の開催による販路開拓事業



2943 滋賀県 山中硝子店 ショールームの新設によるお客様満足度ＵＰと新規顧客獲得事業

2944 滋賀県 山岡精機株式会社 8160001007764 「オリジナルゴルフパター専用ショールーム」リノベーション事業

2945 滋賀県 安井酒造場 SFフィルター導入による商品の品質向上、家飲み需要への対応

2946 滋賀県 髪処玉垣 田舎の特性を生かした癒しのプライベート空間の提供

2947 滋賀県 ドラッグタツオカ土山店 相談販売に適した落ち着いた古民家風店舗への変革

2948 滋賀県 みなみ紙工 下請けからの脱却！WEBを通じて新規顧客にオリジナル製品販売

2949 滋賀県 株式会社　高山商会 4160001007264 『看板に偽り無し』でコロナ不況に耐え抜く経営基盤の強化

2950 滋賀県 ハンバーグ亭 飲食店らしい見た目と実用性を兼ね備えた店舗作りで販路開拓へ

2951 滋賀県 園丁にわ介 ３０～４０代に向けて、外構工事をＰＲし新規顧客獲得を目指す

2952 滋賀県 有限会社シオン製作所 3160002006563 医療現場に貢献する取り組みから新販路開拓へつなげる

2953 滋賀県 株式会社　清水 8160001011923 『補聴器　対　集音器』　聞き比べ体験会

2954 滋賀県 株式会社ZERO 4160001021876 自社ホームページの活動で新規事業の顧客獲得

2955 滋賀県 有限会社　奥村自動車工業所 4160002014227 工場空スペース有効活用による新分野のトラック整備市場へ参入

2956 滋賀県 和食キッチンしみず 女性に優しい店舗環境の整備とサービスの提供

2957 滋賀県 ほけんの今井 ドローン導入により顧客利便性をアップさせ新規顧客獲得を目指す

2958 滋賀県 株式会社　スリーエー 6160001016478 IT導入によるオンライン型新サービス開始に伴う広報戦略

2959 滋賀県 有限会社　アサオ修整 1160002014196 不安定な受注体質解消の為の情報発信及び販路開拓事業

2960 滋賀県 株式会社坂田工務店 9160001000850 ママが理想の住まいづくりにつなげる、子育て支援イベントの開催

2961 滋賀県 株式会社ヴァリエスラインズ 3160001017090 新規事業をPR で新規顧客獲得、自動車関連事業の販路拡大

2962 滋賀県 株式会社SmileMaker 7160001019216 障害のある方達が自宅でも活躍できる環境の提供

2963 滋賀県 株式会社　楠亀工務店 6160001010489 ＳＮＳ広告の活用、ＨＰの充実を図り集客増を図る

2964 滋賀県 生活雑貨とコーヒー　六珈 屋根付きテラス席設置による3密対策及び中山道からの集客力向上

2965 滋賀県 鍼処　和み月 鍼灸院での機材導入による顧客の増加・看板による新規顧客獲得

2966 滋賀県 小杉豊農園 ピザ作り体験の新規開始によるオンリーワンの店づくり

2967 滋賀県 minamo no hatake レトルトによる農産物の有効活用とＷＥＢによる新規消費者の開拓

2968 滋賀県 Office COMA 滋賀県産天然素材と伝統技術を用いたオリジナル商品の開発販売

2969 滋賀県 ふらんす料理 La Libellule 収益改善の道はWEBによる集客にあり



2970 滋賀県 スキップフローラー お店に入りやすい店舗づくりで販路拡大

2971 滋賀県 有限会社　壷新 3160002005680 異業種コラボのセレクトショップ運営による販路開拓

2972 滋賀県 有限会社クリーニングショップ丸善 1160002011301 洗濯代行サービスの営業強化による新規顧客の獲得

2973 滋賀県 カーショップオフショア 自社サービスによるタイヤ交換事業で新規顧客獲得！

2974 滋賀県 株式会社　西川工芸建設 9160001017044 住まい・工場お任せください！知名度向上プロジェクト

2975 滋賀県 ときめき処 和奏 折込チラシによる新規顧客の獲得とホームページ開設による販路開

2976 滋賀県 株式会社林田鉄工 3160001005582 窯業用機械の修理・修繕を切り口とした販路開拓

2977 滋賀県 島後ガイドサービス ハイテク魚群探知機を使った釣果アップと新規顧客獲得

2978 滋賀県 株式会社Ｐｕｒｉｓｍ 2160001014931 工務店によるデザイン住宅直販売の販路開拓事業

2979 滋賀県 株式会社インサイドクロニクル 6160001022468 看板資材のウェブサイト構築によるワンストップサービス販売事業

2980 滋賀県 小さな美容室uka 認知度アップのため工事と広報活動で新たなターゲット層獲得へ

2981 滋賀県 Switch DJ事業による新規顧客の獲得

2982 滋賀県 中村農園 減農薬栽培もち麦を多様な販路で販売し健康志向の新顧客獲得事業

2983 滋賀県 株式会社　東洋商会 4160001011159 「地酒道具屋市場」を使った得意先維持と新規開拓で売上増加

2984 滋賀県 栗田行政書士事務所 ホームページ公開によるHACCPサービス等売上アップ事業

2985 滋賀県 納屋孫 非日常空間への入り口。門構えの一新による販路開拓の取組み

2986 滋賀県 有限会社ヨシックス 9160002005964 新たな日常に「農作物づくり」の提案！チラシを作成しＰＲ。

2987 滋賀県 谷口興業株式会社 7160001005455 BtoBからBtoBCへ転換　業界のイメージ強化が未来の鍵

2988 滋賀県 あい整体院 ホームページ刷新による耳ツボダイエットの新規顧客獲得事業

2989 滋賀県 Ｏｒｐｏ 真空パックで新商品の開発と販売チャネルの拡大へチャレンジ

2990 滋賀県 株式会社 健恵 3160001021002 女性スタッフであることを活かした、女性顧客獲得事業

2991 滋賀県 株式会社　江州アグリ 8160001020098 販売所の設置で新規顧客を獲得！

2992 滋賀県 有限会社案浦製作所 1160002000106 今まで培った検査技術を応用した検査代行業での新たな販路開拓

2993 滋賀県 株式会社フライズ 8160001004480 観光用雑貨の付加価値を高める「魅せるディスプレイ」の提案事業

2994 滋賀県 つみき舎 取扱い商品の拡大および感染症対策のための環境整備

2995 滋賀県 有限会社ハヤシ 2160002011465 ちょっと寄れる・ちょっと相談　になれる企業をめざして

2996 滋賀県 FEEL’s（フィールズ） 時短作業で高効率と高収益、サスティナブルにも貢献する取り組み



2997 滋賀県 居楽屋　新鮮め組 イメージ一新！！アフターコロナ対応型飲食店へ

2998 滋賀県 日本料理嘉祥 和のおもてなし店舗改装による認知度向上と新規顧客獲得

2999 滋賀県 有限会社杉江自動車 8160002006625 エアコンガス交換機の導入で環境に優しいサービスの提供

3000 滋賀県 MYA-K Art Studio モルタル造形を取得し、平面から立体表現を確立する事業

3001 滋賀県 樹月窯 機械導入による食器生産効率と品質向上で販路拡大を図る事業

3002 滋賀県 HIJ.株式会社 4160001022429 タイニーハウスWOWの販路開拓とブランディング事業

3003 滋賀県 髪結～楓雅～ シャンプー台を可動式にすることでお客様の移動の負担軽減

3004 滋賀県 有限会社大継呉服店 5160002004994 ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ作家のための雑貨店OPENによる新規顧客獲得

3005 滋賀県 Hair&Spa アタンドリール 流行のヘアスタイルを近くの理容室で！若い男性客の新規獲得事業

3006 滋賀県 株式会社ひらつか建築． 4160001008667 地域に必要とされる商いをトータルサポート

3007 滋賀県 あゆは整骨院 フリーペーパーとポスティングで当店を周知し売上UP！

3008 滋賀県 Violet 生菓子の配送販売対応による販路開拓事業

3009 滋賀県 有限会社　森新聞舗 3160002009905 ホームページでワンストップ事業をお知らせする販路開拓事業

3010 滋賀県 有限会社あびこ家 1160002009221 日本料理 阿琵湖家 売上挽回のための情報発信

3011 滋賀県 SPOON sweets market スープカレーメニューの導入により客単価アップで売上向上

3012 滋賀県 有限会社　近藤工業 4160002006496 看板作成による会社の認知度向上事業

3013 滋賀県 庭重 自然素材と新建材のハイブリッド日本庭園周知事業

3014 滋賀県 ヘアーサロンタナカ 「あなたの心を癒す店」知名度アップ作戦！

3015 滋賀県 花ぜん 顧客誘引と事業承継のための看板一新及び既存・新店舗のＰＲ

3016 滋賀県 新米クラブ 安全安心な白米をお客様のニーズにあわせて販売お届け

3017 滋賀県 株式会社アンシェルブ 2160001021614 次世代アロマ製品の商品化実現に向けた新製品開発事業

3018 滋賀県 究極の施術 心と体が自然体に還れる究極の施術のＰＲ

3019 滋賀県 株式会社　シガコアレス 6160002008235 フロンガス回収機と大規模工事対応による顧客、販路の拡大

3020 滋賀県 ルシェ　ハッタ 時間外予約受取サービスの普及推進とブランド力向上計画

3021 滋賀県 大忠 店舗改修でのイメージアップと新規顧客層獲得による収益の向上

3022 滋賀県 うるう 西浅井町産の黒米を活用したピンクビール製造プロジェクト事業

3023 京都府 有限会社　三光園 2130002032332 生産者との連携強化及び取引数増加に向けた穀粒判別機導入事業



3024 京都府 株式会社カモノセログ 9130001031551 「請負」から「商品提供サービス」へ　地元産天然木の家PR事業

3025 京都府 石崎織物登大路工場 芯地用織物の生産性向上と新商品開発による販路拡大

3026 京都府 長岡京中央整体院 設備増設による再来院の回数の増加と新規客の獲得および感染予防

3027 京都府 Hokuzan 動画共有サイトを活用したECサイト販売強化事業

3028 京都府 株式会社ＢＵＣ 5130001049572 倒れて欲しくない！杭・柵を支える「たおさん輪シリーズ」の販売

3029 京都府 京北測量 ＩＣＴを活用した技術強化による新規顧客開拓と生産性向上を図る

3030 京都府 株式会社　二コラ 「動画で分かりやすく！」矯正機能訓練商品のネット販売強化事業

3031 京都府 株式会社 浜舟 5130001056957 公式サイトの更新とＳＮＳや映像の活用で認知度向上と顧客獲得

3032 京都府 山崎電機株式会社 資材置き場整備と看板設置による認知度アップ事業

3033 京都府 DIVA アンチエイジング世代向けの新しいエステメニューの提供

3034 京都府 株式会社Foodでplus 7130001065155 炭火香る和牛ハンバーガーによるランチタイム営業戦略事業

3035 京都府 京料理 魚又 田舎の隠れ家的な雰囲気で気軽に楽しめる魚料理の開発と販路開拓

3036 京都府 めし屋市ごろう 常連顧客の声に応えた店づくりによる売上利益の向上

3037 京都府 ヘアープロデュースR/T コロナウイルス感染症対策によるサービスの品質向上となる事業

3038 京都府 株式会社　ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ 5130001057261 SNS・動画活用した販売力強化事業

3039 京都府 有限会社ベルウッドクリエイツ 1130002031608 墨城印・墨将印・キャラクターグッズの販促及び販路開拓

3040 京都府
エープラスインターナショナル株式

会社
3130001037331 売上増・事業継承のための家具卸.com　サイトリニューアル

3041 京都府 有限会社まるやま食品 4130002030185 自宅で作る中華料理のトッピングに最適な筍煮の開発と販路開拓

3042 京都府 ｐａｎｄｏｚｏ　ｃａｆｅ 映えるホームページで集客力アップとリピーター獲得計画

3043 京都府 合同会社　Ｃ-ＭＯＲＩＳＨＩＮ‘Ｓ 7130003003369 新規事業ドローン航空撮影の広報活動

3044 京都府 株式会社京スパ 5130001035309 超長尺バネコンベアの生産性向上

3045 京都府 グリーンハ～モニー 京都初・熟成酢を用いた苺酢の開発事業

3046 京都府 舟屋の宿あうら 宿1階を飲食可能な店舗改装しB&Bの宿泊施設化プラス店舗営業

3047 京都府 趣味のお部屋 「シミュレーションゴルフ練習場・ジュニアクラス」新規開設

3048 京都府 御生菓子司　ふたば ネットでの知名度拡大、和菓子の楽しさを知るネット販売

3049 京都府 Hair Resort Lipe 移動美容車内のバリアフリー化とサービスの充実及び広報

3050 京都府 株式会社マルゼン 9130001035024 高機能ホイールバランサー導入によるサービス品質向上とＰＲ強



3051 京都府 大脇でざいん研究所 映像を用いたブランディング構築サービス認知度拡大のための事業

3052 京都府 スナップオン奥田 移動販売車の充電設備搭載による電動工具のデモ販売強化事業

3053 京都府 玄米屋ウエトミ 卓上真空機で長期保存できる新鮮でおいしい米をお届けいたします

3054 京都府 （株）恵葉＆菜 健康野菜 1130001056168 抗酸化値の高い・高品質野菜の植物工場の広報

3055 京都府 セブンイレブン宇治田原郷之口店 移動販売による店舗に来店出来ない過疎地域のお客様への販路開拓

3056 京都府
PIZZA & GRILL ITALIAN BAR  IL

PAZZINI
顧客ニーズに合わせた客席整備とテイクアウト事業の拡大と周知

3057 京都府 リサイクルステージ 買取ページの制作とネット広告による新規買取顧客の増強事業

3058 京都府 アライデンキ おうちのなんでも屋さんで、お困りごとを解決します！

3059 京都府 Shippo-family コロナに負けるな！With コロナで乗り切ろう！ペットも共に

3060 京都府 高田茶園　茶濃香 海外展示会出展を行い新たな顧客層の開拓

3061 京都府 宮ノ後鍼灸整骨院 自費施術売上向上のホームページ作成とチラシによる新規集患

3062 京都府 スーパーカネタ 高齢者を対象とした交流サロン・見守りサポートでの販路開拓

3063 京都府 ｴｽﾃﾃｨｯｸ ジュビランまき エステサロン営業再開時の販売促進とコロナ感染防止対策強化事業

3064 京都府 明田農産 新たな野菜の販売と野菜乾燥機導入による顧客単価アップ事業

3065 京都府 Ｂａｎｊａ 密をさける古民家宿泊と陶芸体験強化による新規顧客開拓事業

3066 京都府 BATO Form arts works コロナ対応サロンのキャッチコピーの周知による集客アップ

3067 京都府 PIZZA&CAFEカジカ―ノ 美山町初！スパイシーカリー専門店オープン計画

3068 京都府 まるよし建築 「京都でリノベーションといったらまるよし建築」確立事業

3069 京都府 カイシュウ株式会社 9130001042862 「新しい生活様式」に沿った旅館営業の周知による販路開拓事業

3070 京都府 株式会社　喜創 4130001064812 Co-fitの強みを発信するホームページを新設し販路拡大

3071 京都府 まつした鍼灸整体院 ＨＰと販売広告を通じた新規集客と当院の認知。

3072 京都府 株式会社ＡＲＫ 9130001057927 コロナウイルス対策、抗菌施工ＨＰリニューアル、チラシの作成

3073 京都府 名称ゴルフスタジオＫＩＺＵ 屋内バンカー設置・ゴルフクラブ等販売用什器設置

3074 京都府 京都花糀 他にない麹を使った新たなお料理教室で利益を上げる事業

3075 京都府 有限会社コーユー企画 3130002025517 電気機械ケーブルの独自検査体制で効率的な経営戦略プロジェクト

3076 京都府 株式会社上尾製菓 3130001037884 スーパーマーケット市場を対象とした販路開拓と季節菓子の強化

3077 京都府 株式会社DAYTORA 4130001034798 住宅総合保険を有効活用した住宅改修事業



3078 京都府 株式会社Beans 7130001052384 自費負担のフットケアサービスの導入による新規利用者の開拓

3079 京都府 三野商会 プライバシーを確保した商談スペース改装と新サービスの提供

3080 京都府 未知フォトグラフィ スタジオ内の「ささやかな結婚式」でウェディングフォト事業

3081 京都府 洋食屋　ＡＫＩＲＡ 感染防止対策とファミリー客の拡大のための店内改装

3082 京都府 旬菜魚くらしま 「顔バレ」しない安心・ゆったりの和食処ブランド確立事業

3083 京都府 ナガセ 個室でのエステ施術と開放感ある店舗空間でのイベント等実現事業

3084 京都府 居酒屋右京 屋外飲食スペース設置（ゲル型テント）による個室需要の取り込み

3085 京都府 三山木鍼灸整骨院 きれいになりたい男性に向けた美容部門への新たな販路開拓事業

3086 京都府 eyelash salon m&m 子育てママへ更なる魅力を届ける目元専門サロン認知向上事業

3087 京都府 株式会社　梅鉢園 1130001060590 コロナ不況対策庭園文化躍進事業

3088 京都府 西田製凾株式会社 2130001033562 折りたたみ機能付き商品の販路開拓事業

3089 京都府 株式会社　リアライズ 7130001030811 コロナウィルスによる業績低迷からの脱却のための広告

3090 京都府 iroHouse ガーデンルーフ設置による視界確保とグループ客の取り込み拡大

3091 京都府 焼肉青山 多世代家族の集まりに安心して利用できる焼肉店への転換

3092 京都府 砂後後建設株式会社 1130001040683 地域の農業を未来へ繋ぐ建設業者！耕作放棄地再生事業

3093 京都府 有限会社やくの農業振興団 7130002033004 家庭向け新商品開発と展示会出展による販路開拓

3094 京都府 気分はればれ 顧客ニーズに応えた客室へと改善することで販路開拓を実現する。

3095 京都府 舟屋の宿ながはま 高齢者やインバウンド対応向けた設備整備

3096 京都府 天龍 コロナに負けない「テイクアウト販売」による販路開拓事業

3097 京都府 株式会社三上不動産 3130001066842 ホームページ作成による新規顧客獲得と採用強化

3098 京都府
オオクマ・ソリューション関西株式

会社
4130001056108 服薬介助支援システムの試作品開発と販路開拓

3099 京都府 東洋鍼灸とぉとぅみ 訪問鍼灸キャンペーン「おうし鍼灸」

3100 大阪府 谷野政毛織株式会社 4120101042966 スマートフォン対応ホームページの作成事業

3101 大阪府 松井建設株式会社 7120101042823 コロナに負けない！風通しのよい空間提供事業

3102 大阪府 株式会社平田新聞舗 7122001032078 地域を見守る「暮らしの情報拠点」となって顧客獲得を目指す

3103 大阪府 合同会社 金田社寺建築 3122003000986 神社仏閣建築の受注拡大に向けたブランディングと価値の向上

3104 大阪府 NEXT株式会社 6120101058143 クイックパーソナル



3105 大阪府 やきとり大吉　南花台店 テイクアウトの増収を図る為、機器の増設・増強を行う

3106 大阪府 有限会社河南食糧 1120102019751 雇用の維持と在宅高齢者を主な対象としたお弁当の宅配

3107 大阪府 株式会社A’zGR.and.GROW 2120101052926 クリスタルカラー認知度アップによる生涯顧客獲得計画

3108 大阪府 有限会社リビング河内長野 7120102020357 地元企業の強みを活かすブランドイメージ向上による販路開拓事業

3109 大阪府 ホクセツペイント 北摂エリアNo.1を目指し、地域に貢献する塗装サービス

3110 大阪府 ＮＥＩＴ 小規模事業者に伴走する！ＩＴコンサルタントのこれから…

3111 大阪府 クローバービルド株式会社 8120001163116 第1種電気工事士がいる建築業としてのユニークな企業HPの製作

3112 大阪府 林田建築設計事務所 体験型コミュニティスペース＆宿泊ルーム整備による顧客開拓

3113 大阪府 オレンジカウンティカフェ テイクアウト集客の動画導入とフェイスブック強化による収益維持

3114 大阪府 リストランテ　コンテ 島本ジビエの販路拡大（ジビエ料理と食肉販売）

3115 大阪府 雅工房 折り込みチラシ配布での認知度アップとリフォームの受注増加計画

3116 大阪府 いろりの郷　息 英訳チラシとウェブサイトによる訪日外国人向け販路拡大

3117 大阪府 ブレスアンドグリーン 台風被害木を利用したおうち時間を楽しむ木工キットの開発

3118 大阪府 株式会社ｃｌｅａｒ 3120101055886 特殊鋏MASHURによる販売拡大事業

3119 大阪府 ケーテック 男性特化の脱毛サービスの販路開拓

3120 大阪府 日熱工業株式会社 7122001021130 ターゲティングDMとWebによる関東圏・中部圏への販路開拓

3121 大阪府 株式会社Greemer 2120001193531 美味しい野菜と農業体験で楽しむ、ポン太のバーベキュー園

3122 大阪府 アップフィールド合同会社 1120103002269 工作機械スピンドルの高性能極少潤滑システムの開発・販路開拓

3123 大阪府 Hair Salon K-3 他店とより一層差別化を図るための特注軟水装置導入計画

3124 大阪府 立ち呑み処ひろ コロナに負けないテイクアウトメニュー

3125 大阪府 Canaan　～カナン～ 根拠ある肌診断でカウンセリング力向上と販売力向上の実現

3126 大阪府 吉田珈琲本舗 リアル店舗実現化で顧客ニーズ収集と売上拡大への取組み

3127 大阪府 株式会社　輝光 1120101045402 地元野菜や果物を使用したフレッシュジュースで販路開拓

3128 大阪府 関西リペイント株式会社 8120103002452 「抗ウイルス対応内壁塗装」のPRで、販路を拡大！

3129 大阪府 あずさ国際年金・労務事務所 泉南唯一の障害年金の代理請求に特化した事業の展開

3130 大阪府 細井デンキ砂川 家電小売店が提供する地域密着型サービスによる新規顧客獲得

3131 大阪府 美容室 Shampoo 地域高齢化に伴う包括的サポートによる新規顧客開拓の展開



3132 大阪府 合同会社エンカレッジライフ 4120003014386 地方で働きながら暮らす、コリビング拠点の整備事業

3133 大阪府 清原デザインオフィス ドローン空撮により、高品質な情報を提供し、事業所得増を見込む

3134 大阪府 のんき屋 トレーニングにも使える改造一本歯下駄販売開始のＰＲ事業

3135 大阪府 株式会社ハウス・ビリーブ 7120901041850 地域の方に優良住宅情報をお届けする、不動産広告の実施企画

3136 大阪府 パライバハートインターナショナル 新サービスの認知拡大にむけたホームページの新規開設

3137 奈良県 株式会社アネックス 3150001015013 羽毛ふとんの工場直売実施事業

3138 大阪府 ソワン・ド・優 設備の充実と広告強化による新規顧客獲得

3139 大阪府 株式会社ジェニーズ・カンパニー 8120101061228 町のおいしいクレープ屋さんとしての増客計画

3140 大阪府 ラ・ジュール 新規顧客開拓に向けたＨＰ制作と新たな美容サービスの提供

3141 兵庫県 和ごころ福久 テイクアウト専用ＨＰ構築と感染予防対策をＰＲする販路開拓事業

3142 兵庫県 なか苑、 営業再開の広報活動に伴う新規顧客開拓

3143 兵庫県 岩本土木重機株式会社 8140001038869 新規顧客獲得に対するPRと認知度向上計画

3144 兵庫県 有限会社メガネショップササダ 3140002054853 チラシによる既存顧客集客とGoogle活用による新規顧客強化

3145 兵庫県 鳥処　福笑 新営業形態周知による販路開拓事業

3146 兵庫県 割鮮　Nampu　もとき 個室改築による潜在的顧客の販路開拓事業

3147 兵庫県 有限会社かどや 8140002046581 ヴィーガン料理導入による健康食及びインバウンドニーズへの対応

3148 兵庫県 尾崎屋 閑散期売上増加とバリアフリー化による全員に優しい宿の実現事業

3149 兵庫県 有限会社宝魚園 5140002035001 高齢者や障害者のためのイス式階段昇降機設置事業

3150 兵庫県 エイジングケアサロン　ホワイス 髪の補修を行いながら施術して髪をきれいにする広告事業

3151 兵庫県 和楽路 コロナに負けない　テイクアウト・宅配の拡大による販売拡大事業

3152 兵庫県 えいと美容室 新事業「出張訪問美容サービス事業」で売上拡大と地域課題の解決

3153 兵庫県 株式会社Ｔ＆Ｔ 6140001088908 高性能産業用ドローン導入による新規事業展開

3154 兵庫県 光海株式会社 7140001039298 女性向け新パッケージ製品による直接販売の増加計画

3155 兵庫県 有限会社七釜荘 6140002046864 料亭の味、自宅で味わえます！～美味しい・行ってみたいの共感～

3156 兵庫県 ビューティーショップとくやま フェイシャルエステＰＲによる増客作戦

3157 兵庫県 加藤登記測量事務所 ＧＮＳＳ測量機の導入により世界基準のサービス提供を行う

3158 兵庫県 千代市陶房 ポップ作品展示ギャラリー改装計画　新たな年代の顧客獲得へ



3159 兵庫県 スイーツファクトリープレミアム. 店舗外観再設計による顧客獲得事業！

3160 兵庫県 株式会社リバーサイドまるやま 4140001114789 旅行者が安心安全に楽しめるコンテンツと情報発信事業

3161 兵庫県 有限会社山本屋 2140002046240 魅力と安心安全をお客様に伝え、新型コロナ市場を突破する事業

3162 兵庫県 岩原とうふ店 手づくり豆腐の実績を活かし、新商品「油揚げ」の開発と販路開拓

3163 兵庫県 たたみや正垣 新たな生活スタイルにマッチする「縁なし畳」の販路拡大事業

3164 兵庫県 株式会社友縁 8140001092115 コロナ共存社会に対応する為の新たな需要開拓事業

3165 兵庫県 雅峰窯 雅峰窯ブランド力強化！HP・リーフレット・ロゴの製作

3166 兵庫県 BEAT　ON　MUSIC　SCHOOL 外看板設置による新規生徒数の増加計画

3167 兵庫県 イガキフォトスタジオ 顧客管理システムによる最適なサービスの提供

3168 兵庫県 有限会社芹 1140002046621 魅力が確かに伝わるHPリニューアルでコロナをやっつける事業

3169 兵庫県 金原社会保険労務士事務所 中小企業に対する採用支援～欲しい人材を獲得しよう～

3170 兵庫県 つめきりん 小さなサインを見逃すな！スポーツ障害予防もつめきりんにお任せ

3171 兵庫県 ユメファーム パンフレット機能付試供品配布によるコウノトリ米販路拡大事業

3172 兵庫県 有限会社ハル 2140002046686 デザインマネージメント力PRによる販路開拓実現の為のHP作成

3173 兵庫県 合同会社PECHE 8140003014760 DANISH BLUEキャンプ用寝袋　強烈PR事業

3174 兵庫県 セレクトサロンガーデン シミゼロ！美肌フェイシャルメニュー充実とPRによる販路開拓

3175 兵庫県 有限会社サンデー 2140002034930 写真映えするオリジナル広告入りテイクアウト用ビザ箱作成事業

3176 兵庫県 Pizzeria da FIORE 焼菓子のラインナップ充実による客単価向上

3177 兵庫県 丹波篠山　伝田農産 農園の来訪者の確保と農作物の定期購買による個人顧客の囲い込み

3178 兵庫県 古民家　ゲストハウス　やまぼうし ペットが楽しく走り回れる多目的広場を整備して平日稼働率アップ

3179 兵庫県 フルマインド株式会社 3140001041836 黒豆だけじゃない！新たな魅力『丹波落花生』で顧客拡大を狙え！

3180 兵庫県 めがね工房＋ラクーラ 高度な検眼を実現し、めがねの使い分け提案による販売促進

3181 兵庫県 有限会社樹の里ホーム 9140002034791 住宅の価値観を共有する見学会・セミナー開催による販路開拓事業

3182 兵庫県 BRUG 女性を若々しく輝かせるマツエクサービスによる新規顧客の獲得

3183 兵庫県 合同会社A.Pプランニング 1140003008348 認知度向上を目指した広報活動による新規顧客獲得事業

3184 兵庫県 丹波篠山まつかぜ屋 独自ドメインのホームページと照明看板作成で販路拡大

3185 兵庫県 しみず社労士事務所 広報活動推進による集客計画並びにIT活用による業務効率化計画



3186 兵庫県 ilou 店舗以外での売上の見込める通信販売システムの構築と商品開発。

3187 兵庫県 合同会社T&Lコミュニケーションズ 4140003008650 日本製ファッション商品の中国販路開拓

3188 兵庫県 有限会社森本直道石材店 6140002062952 CADシステムによるお客様イメージの見える化

3189 兵庫県 Hair tech Jan 「他人との接触が極めて少ない理容店」を周知し新規客を獲得する

3190 兵庫県 株式会社おおた 5140001086169 ホームページによる商圏拡大と若者層の来店増加計画

3191 兵庫県 株式会社港project 8140001111015 土日のファミリー層の獲得による新規販路開拓

3192 兵庫県 株式会社39サンキュー 4140001116777 情報発信の強化による認知度・信頼性の向上、個人顧客の獲得

3193 兵庫県 有限会社三宝 1140002046398 スマホ対応型ホームページ制作による宿泊予約獲得事業

3194 兵庫県 有限会社ミヨシインテリアアート 9140002046341 新規顧客獲得に向けた看板設置による来店動線の形成

3195 兵庫県 Low　Carb　House 健康意識の高い顧客向け事業の営業ツールの整備と販路開拓

3196 兵庫県 株式会社ウッドプラン 7140001089500 新規受注獲得に向けた商品・サービスの訴求力向上計画

3197 兵庫県 こにし家 真空包装機を使用したお土産の販売による販路開拓と食品ロス削減

3198 兵庫県 株式会社片山建設 8140001117598 ホームページ作成やチラシポスティングによる新規顧客獲得計画

3199 兵庫県 彩雲みそ加工グループ ホームページ開設と初心者向け味噌づくりキットの販売

3200 兵庫県 株式会社たつのアグリ 9140001092279 新商品開発による販路拡大計画の実施

3201 兵庫県 株式会社関西旅行社 7140001041015 魅力あるオリジナルツアー計画による個人旅行の喚起と販路拡大

3202 兵庫県 株式会社スマートイコカ 9140001112284 大型看板設置による新規顧客開拓事業

3203 兵庫県 有限会社ワールドストーン 6140002069592 粉骨設備の導入、PV掲載による新サービスの受注増加事業

3204 兵庫県 アクセス滝野観光株式会社 8140001074872 「安心除菌バス」を導入したパッケッジツアーで新規顧客獲得

3205 兵庫県 きくもとグラフィックス株式会社 3140001041596 印刷の原点『活版印刷（凸版印刷）』普及拡大への挑戦！

3206 兵庫県 Iru’s　hair 「完全予約制プライベートサロン」の周知による新規客を獲得

3207 兵庫県 宍粟まちづくり株式会社 6140001105737 ホームページとパンフレットを作成するＰＲ事業

3208 兵庫県 ＳＫＣ Ｗｅｂの活用による物流コンサルティングの販路開拓事業

3209 兵庫県 ツネヨシ電器 店舗認知度向上のための、オープンイベントの取り組み。

3210 兵庫県 稲右衛門窯 稲右衛門窯の魅力発信～非対面販売でコロナに打ち勝つ！～

3211 兵庫県 富田設備 たつの市善定産栗の販売

3212 兵庫県 ブルーベル株式会社 9140001040568 劣化PCの再塗装による販売力向上及び塗装作業スペースの確保



3213 兵庫県 有限会社ニシムラパワーズ 9140002046977 店舗併設型トレーニングジム開設によりシナジー効果で売上増加

3214 兵庫県 けんたろう農園 通信販売でのリモート販路拡大による売上増進事業

3215 兵庫県 株式会社松元商店 4140001056858 看板設置とホームページ開設による小売販売の販路拡大

3216 兵庫県 Hair’s beauty L2 顧客管理システム及び新規機械導入に伴う客数及び客単価の増加

3217 兵庫県 合同会社とあっせ 9140003009685 新商品開発と通販サイト強化とささらいセルフカフェのオープン

3218 兵庫県 株式会社西村工務店 9140001056663 みんなが集う「憩いの場」整備による顧客満足度向上事業

3219 兵庫県 株式会社ナカムラ 5120901020781 商圏地域拡大のためのDM戦略

3220 兵庫県 株式会社ママントレ 9140001102822 企業に一人、ウェブ担当者～Web担当者マッチングサービス

3221 兵庫県 黒田産業株式会社 1140001056654 新しい顧客を生み出すためのメディア掲載・ＳＮＳ配信事業

3222 兵庫県 スタブロブックス株式会社 8140001117292 販路開拓のための「スタブロブックス」公式サイト及びロゴの制作

3223 兵庫県 クラシード・芦屋株式会社 4140001000469 川上から川下までのトータルサポートを周知し、空き家問題を解決

3224 兵庫県 有限会社ベルウェイ 4140002032404 広報の充実化による新サービスの販路開拓

3225 兵庫県 株式会社河本商店 8140001056185 計画的な事業承継のための販路拡大事業

3226 兵庫県 永田清織物 シルク織物を「着るシルク」から「食べるシルク」へ事業転換

3227 兵庫県 PET GRAND ASHIYA ペットもウイルスと共存する為のペット用除菌消毒スプレーの開発

3228 兵庫県 うどん工房　淡家 淡路牛の肉吸いとあわじ鶏の唐揚げ専門店への挑戦

3229 兵庫県 小さな森の倉庫 ネット販売に実店舗を合わせた顧客数増加による売上拡大

3230 兵庫県 有限会社東雲化工 9140002034940 短納期カラーバリエーション対応の提案で新たな販路開拓

3231 兵庫県 四季之宿　鶴（KAKU） 顧客の高齢化・多様化に伴う『バリアフリー化』推進事業

3232 兵庫県 浅田書店 立ち寄りやすいお店となるためのリニューアル50周年記念事業

3233 兵庫県 株式会社家もり 9140001090464 貸別荘（民泊施設・簡易宿泊所）の管理業務PR事業

3234 兵庫県 大月 冠婚葬祭に便利な和食店として販路開拓を行う

3235 兵庫県 有限会社みゆき観光 8120002064387 野外活動推進向上事業

3236 兵庫県 株式会社ニコマート 6140001086218 配達サービスへの取り組み拡大による販路開拓事業

3237 兵庫県 Couleur 共に育ち進化するシェアサロン、地域にキレイを届ける販路開拓

3238 兵庫県 有限会社道遊電気 4140002054745 お客様も大満足の電気屋さんの水回りリフォームで販路開拓事業

3239 兵庫県 Alter Ego 「歩く広告」集客キャンペーンで新規受注獲得計画



3240 兵庫県 ドッグサロンPlusワン オーニングテントと看板で知名度＆売上UP大作戦！

3241 兵庫県 株式会社コタニ住研 5140001066344 機能性と豊かさを両立する小規模工務店の協働販促事業

3242 兵庫県 有限会社増田商店 6140002046732 来店者増大、カニの宅配の増加で売上増を実現

3243 兵庫県 ル・シャトン ITを活用した集客と焼きたて洋菓子を看板商品とする地元密着店

3244 兵庫県 もりおか施術院 広告宣伝による認知度向上と施術器具導入で新規顧客獲得計画

3245 兵庫県 株式会社ツルカメ舎 4140001110276 「動く広告」オンライン用コンテンツ動画制作事業

3246 兵庫県 三田ライトニングテニスクラブ ガット張りに特化したテニスショップの新規顧客開拓と広報事業

3247 兵庫県 株式会社シリコロイラボ 5140002065188 自社特許素材の超ステンレス「シリコロイ」の販路開拓事業

3248 兵庫県 ツブクフォレストサービス 測量・特殊伐採業務請負開始による売上向上計画

3249 兵庫県 Linda Linda 祝10周年!!過去一番輝くLindaLindaに全員集合!!

3250 兵庫県 株式会社まちの駅・たか 6140001088866 「chattanaの森」魅力満載のHPで情報発信！

3251 兵庫県 古民家カフェ宮雅～みやび～ 新事業を展開することによる収益確保事業（敷地の有効利用）

3252 兵庫県 福井農園 ブランディング化を進め、地域内外の販路開拓する事業

3253 兵庫県 三和カードック タイヤ預かります！もうタイヤ積み下ろししなくていいんです！

3254 兵庫県 あすか観光バス合同会社 1140003012507 地域に根差す観光エキスパートを目指して地元住民全員顧客化計画

3255 兵庫県 かに磯料理　旭屋 新たな客層獲得に向けた『旭屋特別室』リニューアル計画

3256 兵庫県
株式会社オートメインテナンス・ハ

シモト
4140001094783 設備導入による作業効率アップ、売上の増加と顧客満足度の向上

3257 兵庫県 株式会社Mother　Earth 1140001098151 国内観光需要獲得を目指す「サマーハウス」整備事業

3258 兵庫県 線香製造本舗 自社初！生産ラインの効率化による自社ブランドの商圏拡大

3259 兵庫県 La chou-chou 新規顧客獲得するため潜在顧客に対する訴求事業

3260 兵庫県 カフェレストラン　ガロ 女性客や高齢者のニーズに応え、仕出し部門を復活させる事業

3261 兵庫県 畑やんラーメン 老舗播州ラーメン店が創る中高齢者の社交場による客単価向上計画

3262 兵庫県 きはら呉服店 店頭依存からwebへ！！気軽に選べるレンタル着物事業のPR

3263 兵庫県 有限会社松本電気商会 8140002047002 HP作成による新事業提案・販路拡大・新規顧客獲得事業

3264 兵庫県 繁乃家 店舗座敷のリニューアルによる高齢者ファン獲得事業

3265 兵庫県 株式会社佑宜 2140001086031 香港Food Expo 2020出展による海外販路開拓

3266 兵庫県 有限会社ナナソックス 8140002069806 オリジナルソックスの販売拠点の整備による小売事業の拡大



3267 兵庫県 武田整骨院 固定費削減と業務効率化及び衛生満足度向上、看板の視認性向上

3268 兵庫県 訪問理美容サービス　ディライト 座ったままでもシャンプーが出来る訪問理美容の強い味方。

3269 兵庫県 神鍋石材株式会社 2140001056240 ホームページ刷新による墓石工事受注拡大事業

3270 兵庫県 アトリエクロエ マイクロバブルによる顧客固定化とECサイトによる販路拡大

3271 兵庫県 整体院ハルクラ 新規集客のための広告活動、事業所周囲の整備、顧客管理の効率化

3272 兵庫県 きのいえ 城崎での新たな過ごし方の発信と受入体制の整備

3273 兵庫県 有限会社デザインステーションキキ 9120002031650 グラフィックデザイナーによる ものづくり革命

3274 兵庫県
有限会社エム・アンド・ワイオート

ジャパン
4140002061337 「ウェルカムキッズの車屋さん」子供が来たくなる体験店舗の実現

3275 兵庫県 プリンセスキッチン 感染症対策による換気対策に向けた屋外の利用

3276 兵庫県 こがね味噌株式会社 1140001046515 カスタムメイド「Ｏｎｌｙ　椀」通販システムの導入

3277 兵庫県 株式会社DISC 2140001089736 家族が安心・安全・楽しく買物できる空間「ファミリー・ストア」

3278 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050 メイン事業PR及びセキュリティ強化のためのWEBサイト刷新

3279 兵庫県 美容カイロ　ゆいまぁる 太子町初の美容カイロプラティック院の新規顧客獲得計画

3280 兵庫県 株式会社サンエム 6140001039027 自社の環境活動のシンボル化による顧客獲得と売上の上昇

3281 兵庫県 魔女の仕立て屋 無農薬栽培コットンを使用した新商品布ナプキンの製造、販売

3282 兵庫県 有限会社石井精肉店 6140002051674 ディスプレイ広告とSNS広告への新たな取り組みで新規顧客獲得

3283 兵庫県 有限会社味さい 2140002046348 新設ホームページとチラシのダブル宣伝で新たな顧客客層を獲得！

3284 兵庫県 株式会社あわびウェア 3140001100880 トイレ改修による顧客満足度とリピート率の向上

3285 兵庫県 八幡ヒーリング整体 身体の不調を癒す先進的な施術器具導入で新規の来院客獲得事業

3286 兵庫県 矢代建設株式会社 5140001106463 ３Ｄキャドソフトよるリフォームイメージの見える化推進事業

3287 兵庫県 株式会社フィールウッド 2140001063609 ホームページの強化及びチラシによる新規顧客の獲得

3288 兵庫県 インテリアみなみ 顧客ニーズに合わせた縫製による販路拡大事業

3289 兵庫県 ライツフォト 自社サイトリニューアルによる商品撮影の販促強化計画

3290 兵庫県 株式会社ライフメンテナンス 2140001064466 除菌・アレルギー対策用PV、及び専用ホームページの制作

3291 兵庫県 レストラン　ワイルドダック 子ども向け体験スペースを整備し、新たな顧客層の獲得を目指す

3292 兵庫県 有限会社相沢食産 9140002054435 自社ブランド（丹波黒納豆）の販路拡大による収益力の強化

3293 兵庫県 岸川産業株式会社 2140001075447 当社の強みの情報発信による商圏深堀りと一般消費者開拓



3294 兵庫県 有限会社長尾商店 4140002053160 HPでの「素材へのこだわり」と「出張回転寿司サービス」のPR

3295 兵庫県 すこやかカイロプラクティック院 同業他社との差別化を図るためのホームページリニューアル

3296 兵庫県 武道・格闘技・フィットネス ZERO４ ＨＰ開設等広報強化によるパーソナルトレーニング販路開拓事業

3297 兵庫県
さんだバーベキューガーデンズ 　花

山観光園
地域活性化に繋がる地場野菜や食材を使った料理の開発と提供

3298 兵庫県 株式会社コンフレックス 2140001056793 ドローンを活用した魅力あふれる建築撮影の販路開拓事業

3299 兵庫県 Loｗ Impact Company ピザの移動販売に関西初のピンサ販売を加え集客力を強化する

3300 兵庫県 ふくとみ 高齢者および外国人旅行客に優しい店舗改装事業計画

3301 兵庫県 niccot コロナに負けるな！スピード広報宣伝をお手伝い事業！

3302 兵庫県 平川瓦工業 瓦屋に対する信頼を取り戻す！ブランディング作戦

3303 兵庫県 プティ　ポワ 看板設置により国道28号線を通行する観光客へ周知と集客を図る

3304 兵庫県 Ｃｒｕｉｓｅ タイヤチェンジャー導入により新規顧客獲得計画

3305 兵庫県 株式会社鈴木商店 6140001085095 ホームページとＳＮＳでの新規顧客獲得と既存顧客のリピート促進

3306 兵庫県 あまの花店 アレンジメント商品を中心とした販路開拓事業

3307 兵庫県 コーヒーショップマキ 居心地の良い空間を求めた新規顧客獲得事業

3308 兵庫県 八鹿鉱泉株式会社 6140001046634 腸活　もち麦みそ汁の商品開発と販路開拓

3309 兵庫県 ハラペコキッチン 自社製造販売(淡路島産えびすもち豚100%ハンバーグ)

3310 兵庫県 kikikiSHOP 「居心地のいい場所とお客様の満足を全国の作家と一緒に目指す」

3311 兵庫県 パン工房　幸福堂 看板による来店意欲と快適空間が生み出す購買意欲の増進

3312 兵庫県 ＮＳフィットネス福崎 コロナ影響による運動不足の女性へ向けたジム造りで地域活性化

3313 奈良県 まめのんき 新店舗オープン！私にしかできない都祁の自然食品屋をつくる！！

3314 奈良県 ㈱ING 3150001020764 海の無い奈良で頑張る！河豚料理専門店の新規顧客開拓への挑戦

3315 奈良県 株式会社木村組 6150001005688 ホームページ開設により企業認知度を向上させ新規顧客を獲得

3316 奈良県 NARAスパイナルオフィス 高齢者を対象とした「痛めない身体」を提供する健康寿命延伸事業

3317 奈良県 有限会社ブリーズ 6150002003690 感染症対策完備の店舗、集客事業

3318 奈良県 トキツ・コンサルティング 外国人「特定技能１号」人材の受入れ支援、及び中国語教室の拡大

3319 奈良県 Total板金worksBコイル 一般住民向けのチラシ配布による新規顧客獲得事業

3320 奈良県 高田重機建設株式会社 4150001005789 HP・チラシ作成による民間からの新規顧客獲得事業



3321 奈良県 株式会社OSK 1150001018257 顧客満足度向上を重視した設備取り扱い説明動画作成とPR事業

3322 奈良県 角栄家 お客様の満足度を高めるために配慮した店舗内改修事業

3323 奈良県 Glass Studio Hand ガラス研磨機の新規導入による体験メニュー拡大と顧客獲得事業

3324 奈良県 津乃国屋 ディスプレイ及び看板設置による和紙・和文具ＰＲ事業

3325 奈良県 株式会社ぱん楽 1150001023579 ホームページ・看板・チラシ作成等による新規顧客獲得事業

3326 奈良県 株式会社縁満 6150001020745 サービスの見える化・販路拡大し、お客様に質の高いサービスを！

3327 奈良県 杉田葬祭 コロナ禍による小規模葬儀に対応していくためのホール改装事業

3328 奈良県 文具・事務機ミヤザワ 金魚の町の商店街で、昭和レトロな文具店への改装とＰＲ事業

3329 奈良県 株式会社亀岡土木 8150001005661 新たなニーズの開拓！直視調査を可能とする水中ドローン導入事業

3330 奈良県 かなめ薬局 顧客満足度アップのための販売環境強化事業

3331 奈良県 御菓子司　新泉堂 長くて暑い夏を乗り切る冷夏開発・販売事業

3332 奈良県 TORIオ～ル ＰＲのための看板テント作成及び近隣配慮の改装工事

3333 奈良県 AUTOWORKS北也 商談ルームの改装による一般カーユーザーからの直接受注獲得

3334 奈良県 オフィス上田 最新型窒素ガス充填ワインサーバー導入で顧客満足度向上を図る

3335 奈良県 ボディショップ山口 車の健康診断と骨盤矯正サービスによる自動車板金修理業の展開

3336 奈良県 米田塗装 当社自慢の技術とサービス地元へ届けるための広告事業

3337 奈良県 いしかわ治療室鍼灸マッサージ 電話相談開設で非対面サービスを提供～感染予防と治療の両立～

3338 奈良県 株式会社大和軒 9150001006824 生餃子など中食需要商品を中心としたネット配信の強化

3339 奈良県 らぁめん　ぐうたら ガッツリＩＴ活用！『鶏豚骨ラーメン』販路開拓事業

3340 奈良県 株式会社すづや 6150001009367 ステイホーム!ステイハングリー！『うまいごはん』販路開拓事業

3341 奈良県 HAIRCLUB　Araddin コロナでカットを止めるな！『中高年向けサロン』販路開拓事業

3342 奈良県 鳥敏 買ローカルで倍モーカル！持ち帰る『おふくろの味』販路開拓事業

3343 奈良県 合同会社アセコン 1150003001748 デジタルとアナログをMIXした広告戦略による売上アップ作戦

3344 奈良県 リネンハウス株式会社 2150001010097 ラグジュアリーにIT活用！『リネン製品』販路開拓事業

3345 奈良県 株式会社 泉 9150001021699 多種多様な商品提供で中小企業の財務状況改善サポート事業

3346 奈良県 Ｙ/Ｓ ホームページとチラシで新規オープンの店舗の宣伝事業

3347 奈良県 ホウショク チルド食品拡充！事業承継・新経営者による利益率・販路拡大事業



3348 奈良県 タマプリント 離れたお客様とも一緒にTシャツ作りができるホームページ事業

3349 奈良県 株式会社grow 3150001022711 周辺地域への認知度向上に向けてのECサイト構築広告配布事業

3350 奈良県 株式会社飛鳥 8120001009670 スマートフォン対応のホームページで、新規顧客獲得を目指す事業

3351 奈良県 ビューティーパレット 二つの「美」による相乗効果で新規顧客獲得しての販路開拓事業

3352 奈良県 五條　華のん ミレニアル世代に送る古式ゆかしい結婚式　～新町通り花嫁行列～

3353 奈良県 昭和食堂 日本人の家族向け畑仕事体験とキャンプ体験で新規顧客開拓事業

3354 奈良県 五條タイヤ販売　株式会社 9150001015478 大口径タイヤも対応できる技術と迅速なタイヤ交換で新規顧客獲得

3355 奈良県 有限会社　貴田製畳 5150002010944 JIS認定商品のブランド化準備及び販路拡大事業

3356 奈良県 株式会社　山口商会 3150001022372 ショールームを起点とした若者向け新サービス開発で新規顧客開拓

3357 奈良県 株式会社カメヤ時計店 1150001013836 メガネ店の両眼測定技術導入による新規顧客開拓

3358 奈良県 株式会社井上自動車 1550001018455 最新型ヘッドライト点検装置で名実共に地域一番自動車整備

3359 奈良県 株式会社　サンキュー観光 4150001013882 ご当地を応援！老舗旅行会社の新生活様式での旅行スタイルの提案

3360 奈良県 葛城山麓農園株式会社 6150001019829 コロナに負けないテイクアウト商品強化とレストラン開業ＰＲ事業

3361 奈良県 アドレ 高品質と顧客カスタマイズサービスのＰＲで新規顧客獲得

3362 奈良県 株式会社一歩 2150001014197 見て触って確かめて！なら下駄屋ブームに火を付けろ！

3363 奈良県 株式会社　一眞エコシステム 4150001022891 蓄電池と太陽光発電によるゼロエネルギーシステムの広告

3364 奈良県 柄本塗装 塗装職人の巡回サービス～熟練技で快適住環境をお届け～

3365 奈良県 西本毛皮商店 ＨＰを活用した認知度の向上と販路拡大事業

3366 奈良県 有限会社アグリ 1150002007119 ブルーベリーの長期保存可能化と、取引拡大への対応

3367 奈良県 花香房　花直売所 ポイント会員の導入による顧客管理とリピーター客増員事業

3368 奈良県 中垣製麺所 ホームページの改良による顧客獲得事業

3369 奈良県 GRIND PENCIL ハンドル手動操作の刺繍ミシンで描く新たな価値観。オンリーワン

3370 奈良県 浅川商店 新たなカフェスタイル！理想空間の改装でファン拡大事業

3371 奈良県 チャイニーズレストラン　ケイズ 入りにくい店脱却！分かりやすい中華屋さんの認知度アップ事業

3372 奈良県 有限会社ＨＭＭ－ＪＡＰＡＮ 6150002006173 ホームページリニューアルで「自分ブランディング」

3373 奈良県 very good chocolate 毎日の食卓が「very good」に！とある日が特別に！

3374 奈良県 株式会社　ティアラ 7150001023350 複合サービス提供に伴うＷＥＢシステムの構築と販促



3375 奈良県 株式会社social free 3150001023486 福祉向け美容の新サービスによる販路拡大事業

3376 奈良県 オレンジの庭 新商品開発とパッケージのブラッシュアップ及び無人販売所の整備

3377 奈良県 U-style 仕入れ先の強靭化を図るためのシステム開発による販路拡大事業

3378 奈良県 株式会社　壱 2150001021409 事務所移転に伴い、HPとチラシの作成での新規顧客開拓

3379 奈良県 大元農園 オリジナルパッケージ作成等によるブランド力向上計画

3380 奈良県 ヘアーサロンビエンナ 新時代突入！”男も脱毛”そんなニーズに応えるプロジェクト

3381 奈良県 ラフライフ 韓国風ルームウエア販売による経営の安定化

3382 奈良県 はなみずき 新看板で新事業占い喫茶・居酒屋プランPR！新規顧客獲得へ挑戦

3383 奈良県 HAIR DO LADY BUG ミセス向け看板へ変更！トータルビューティーPRで新規顧客獲得

3384 奈良県 (株)安田工務店 4150001019509 事業承継後の若手後継者の新たな目線から作成するＨＰ・看板導入

3385 奈良県 うどん一品料理　浩ちゃん NO，1メニュー茶そばPR看板を設置し、若年層新規顧客獲得

3386 奈良県 山下製畳 ＨＰと当社ロゴ入りタグの新導入でお部屋のトータルサポートPR

3387 奈良県 植村工務店 ホームインスペクション・当社コンセプトPR看板設置で顧客獲得

3388 奈良県 ジーピーエム合同会社 3150003001837 除毛クリームと抑毛ローションの融合！新セット販売での販路開拓

3389 奈良県 株式会社　大和 8150001018829 ＥＭＳ導入で新サービス構築！新規顧客獲得！

3390 奈良県 藪内住設 ﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽを活用した来訪者用トイレ設置による顧客対

3391 奈良県 民宿キトラ ｱﾌﾀｰｺﾛﾅを見据えた飛鳥動画＆ｺﾛﾅ対策による需要復活事

3392 奈良県 テニスショップリブ 会員制テニスクラブにおける「衛生環境向上＆快適空間創造」事業

3393 奈良県 農家民宿　ゆるりや 国内需要の開拓による「飛鳥民泊」の販路多様化推進事業

3394 奈良県 焼肉はなぶさ 老舗焼き肉店の味をご自宅で～お持ち帰りメニュー販路拡大事業～

3395 奈良県 やきにく・や　鎌田店 お家で焼肉を！焼肉専門店からのお持ち帰り提案事業

3396 奈良県 コリアンキッチンあんじゅ 当店一番看板メニュー「鉄板焼き」テイクアウト販路拡大事業

3397 奈良県 エフジェイエス株式会社 2150001021755 蒸着メーカーによる衛生家電製品「リキッドジェット」販売事業

3398 奈良県 いけだ整骨院 手技治療による往診・訪問施術サービス販路拡大事業

3399 奈良県 もんじゃ焼山吉　香芝店 当店自慢の味をご自宅で「テイクアウト始めました」販売事業

3400 奈良県 HOKU 一人ひとりの想いを叶えます　プライベートサロンによる販路開拓

3401 奈良県 時の神様の贈りもの 「オーダーメイド婚活」と「親の婚活セミナー」による販路開拓



3402 奈良県 株式会社　森建設 5150001021414 香芝のかかりつけ工務店・マイホームカルテの製作で販路開拓事業

3403 奈良県 株式会社アハル・テケ 5150001023625 育児雑誌を用いた自社ブランド商品の認知度向上と新規顧客の獲得

3404 奈良県 無痛整体【啓】 女性と児童へ向けた、自律神経不調を改善する「無痛整体」の訴求

3405 奈良県 株式会社関西建築測量 8150001021601 若手人材成熟！業務キャパ準備OK！得意先ネットワーク大幅拡大

3406 奈良県 ヨシカワ株式会社 6150001022493 出張整備・見積もり「あおぞら整備士pro」による販路開拓事業

3407 奈良県 株式会社　ヨネヤ 2150001015138 大画面でカラーシミュレーション！　ショールーム販路開拓事業

3408 奈良県 株式会社アイカワ 7150001021239 ワンウェイ容器により遠方でも「あい川」を味わえる販路開拓事業

3409 奈良県 いちしん整骨院 手技診療による女性の身体の悩み解決法提案事業

3410 奈良県 株式会社　山本工務店 7150001013590 ホームページによる年配層向けリフォーム事業の販路開拓事業

3411 奈良県 ViVi 非接触施術も可能、最新美容機器を用いた新フェイシャルメニュー

3412 奈良県 焼菓子　糸 オリジナルロゴと販促ツールの作成によるブランドイメージの確立

3413 奈良県 株式会社藤田企画 9150001013358 海洋に優しいポリエステル織物使用のエコBAG販売事業

3414 奈良県 惣菜 松本 「料亭の味」を気軽にご自宅で！中食販路拡大事業

3415 奈良県 共育塾 在宅型対面オンライン授業　周知・販促事業

3416 奈良県 谷実紀税理士事務所 低単価で高い価値のある教育系オンライン講座の提供

3417 奈良県 中川土地家屋調査士事務所 一般個人客層獲得のためのホームページの構築

3418 奈良県 株式会社原設備 3150001023643 分煙施設の「三密」を回避するための空調設備設置工事の稼働開始

3419 奈良県 VICALVA nail maison 「指先」も「心」もキレイにします！ネイルサロン販路拡大事業

3420 奈良県 株式会社　ウエダ 7150001020224 自社オリジナル商品開発及び受注生産出荷管理システムの構築

3421 奈良県
ジャパン・ライフ・パートナーズ

株式会社
1120001171901 除菌事業スタート、販促エリア拡大

3422 奈良県 株式会社　新綺サービス 5150001016752 排水管洗浄作業について広告による集客を図り販売促進を促す。

3423 奈良県 株式会社　塚本 2150001014115 アパレルをメインターゲットとしたＷＥＢ広告配信による販路開拓

3424 奈良県 株式会社　リーグ 1150001014116 ホームページを作って販路の拡大

3425 奈良県 丸強農園 ぶどうの楽しさをお客様のその先まで伝えるためのサービス強化

3426 奈良県 有限会社　グッドフェザー 5150002010606 ＥＣ販売寝具寝装店の商品の良さをお客様に直に伝える店舗改装

3427 奈良県 喜多製材所 ブランド化「吉野木材総合ビジネス」を目指し新規顧客獲得事業へ

3428 奈良県 福西和紙本舗 紙漉き体験を安全に！新時代も伝統文化を継承するための事業



3429 奈良県 葛舗でんでん 草木染商品の魅力を知って頂くための販路開拓事業

3430 奈良県 静亭 葛プリンの販売から始める販路開拓事業への挑戦

3431 奈良県 新鮮しいたけ　おかもと 生産効率向上を行う為の可動式栽培棚の導入

3432 奈良県 ふくだ整骨院 携帯用電気治療器導入による往診満足度強化事業

3433 奈良県 ボディケアやすらぎ 自宅サロン開店と出張施術サービス開始で身体を癒す販路開拓事業

3434 奈良県 crosspot 地元の「日本酒」を販売！地域の魅力を発信する新規顧客獲得事業

3435 奈良県 キャドッグ ペットも大切な家族、HPを使い、心を込めたお葬式のPR活動

3436 奈良県 めぐパン教室 「めぐパンデリバリー」美味しい食パンをお届けする販路開拓事業

3437 奈良県 株式会社ラ・ペッシュ 1150001022878 新店舗移転オープンによる販路拡大及び新規顧客獲得事業！

3438 奈良県 タルイ塗装鈑金 スピーディーな対応と新アイテムで信頼度・効率アップ事業

3439 奈良県 南たたみ店 未曾有の不景気を乗り越えようとする小さな畳屋の挑戦

3440 奈良県 豊永林業株式会社 3150001016060 吉野産認証材を使用したオリジナル木製品の海外販売プロジェクト

3441 奈良県 平田自動車整備工場 吉野の自然満喫！手ぶらで本格ダートライド　グランクロス体験！

3442 奈良県 有限会社　近藤銘木 3150002011432 「巣ごもり消費」対応の大人も楽しめる吉野桧の世界

3443 奈良県 あまのかわキャンプ場 外部環境に左右されない経営を目指して。全天候型BBQ場へ改修

3444 奈良県 株式会社　花屋徳兵衛 3150001022884 コロナからの復活！個人観光客集客に向けた設備導入と情報発信

3445 奈良県 吉野勝造商店 事業承継にむけた基盤固め　老舗店の販売強化・新規顧客獲得事業

3446 奈良県 西本建設・BBQ-JIN- 大人も子供も癒される空間提供目指すBBQ施設新規顧客獲得事業

3447 奈良県 喫茶秀 冬場の開店休業の克服と営業・ＳＮＳの活用・デリバリーへの挑戦

3448 奈良県 徳岡 柿の葉すし「徳岡」の店頭販売・デリバリー・通信販売への挑戦

3449 奈良県 杉ケ瀬 バーベキューコーナー改修による観光事業者の新たな取組み

3450 奈良県 合同会社ゆう 4150003001332 介護・医療・社会保障に頼らない実費収入の開拓

3451 奈良県 エーシー設計企画株式会社 4150001012439 開発申請書類の作成請負による販路開拓事業

3452 大阪府 株式会社GOAT 1120001215906 ジムの未来進行形！ジム＋aで差別化戦略

3453 奈良県 株式会社ジャパンワールドインタラクト 7150001022939 「知ってもらう」から始める！知名度アップに繋がるチラシ配布

3454 奈良県 株式会社　箸源 7150001016049 「割箸の製作技術」を活かしオーダーメイドによる新販路開拓事業

3455 奈良県 ゆり庵 ホームページ活用非対面型営業に向けたビジネスモデルへの転換



3456 和歌山県 新長 恒温高湿庫導入で、介護施設への卸売り先開拓事業

3457 和歌山県 中芳電器工房　株式会社 2170001007141 当店の洗面・トイレを改修してリフォームのＰＲ事業

3458 和歌山県 中川亭 客室リノベーションによる新たな集客と事業リストラクチャリング

3459 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839 灯油巡回販売の販売エリアの大幅な拡大で新規顧客を獲得する

3460 和歌山県 松本鍼灸整骨院 トレーニングジム増設による顧客の囲い込み事業

3461 和歌山県 有限会社タケダ 7170002011014 集客のプロの手による、生徒募集のためのホームページ作成

3462 和歌山県 印南原モータース 自動車故障診断機の導入で生産性向上と新たな顧客確保

3463 和歌山県 山本創建 金属製コンクリート型枠導入による売上増加計画

3464 和歌山県 佐々木自動車 サイドスリップテスター導入による売上増加計画

3465 和歌山県 月光 釜及び棚導入による売上増加計画

3466 和歌山県 果樹園紀の国株式会社 3170001007594 HPリニューアル、DM作成による広報活動における販路開拓

3467 和歌山県 株式会社 アイジュエリーイワモト 3170001007181 地域の方々に広報活動を実施し集客・売上UPを目指す！

3468 和歌山県 特定非営利活動法人ヒカリヲ 5170005006649 現行ＥＣサイト内にブログを導入しインターネット販売の強化事業

3469 和歌山県 マルユー園 ３㎏、1.5㎏の当社専用ケース作成し、ネット販売開始事業

3470 和歌山県 道草屋 自然豊かな田舎に誕生　オーガニックカルチャーセンター＆カフェ

3471 和歌山県 旅人の宿　蒼空げすとはうす 蒼空げすとはうす中国語（簡体字・繁体字）ホームページ開設事業

3472 和歌山県 癒心庵 整体を軸に新たなトレーニングブース・飲食ブース設置による集客

3473 和歌山県 ぺったんこ 老若男女、全てのお客様が楽しく集える店舗リニューアル事業

3474 和歌山県 歩里人珈琲 コーヒー関連商品の拡充による販売チャネルの多様化事業

3475 和歌山県 あるるワダ 安心な売り場で昔から愛されている「こしあんフライ」をお届け

3476 和歌山県 おき 集客数アップに繋がる明るい店内作りの実現へ

3477 和歌山県 STAR FOREST 店内改装による飲食店営業許可の取得（星空カフェ事業）

3478 和歌山県 有限会社たつのや 9170002009205 手軽で安全なレジャー需要の掘り起こしによる販路開拓

3479 和歌山県 株式会社大希 8170001015964 新規顧客獲得「企業ブランディング」プロジェクト

3480 和歌山県 株式会社酒直舗 6170001005926 「新しい生活様式」になじもうね！キャンペーン

3481 和歌山県 クリーニングショップ　アレンジ 高付加価値サービス・新サービスの周知による販路開拓

3482 和歌山県 Kiranah ＨＰ・ロゴマーク開発による売上増加計画



3483 和歌山県 エムズ有田店 「清潔なくらしのお手伝い」ＰＲ事業

3484 和歌山県 ビジネスホテルとっぷイン神楽野 ホテルのサービスレベル向上事業

3485 和歌山県 株式会社フォーラル 9170001007226 ＷＥＢサイトの立ち上げによる顧客の新規開拓

3486 和歌山県 Restaurant　Caravansarai コロナ禍に臨機応変に対応するサービスをホームページで発信。

3487 和歌山県 ライフサポーターオカモト 事業内容を理解してくれるように外部へ発信する事業

3488 和歌山県 al stay in kumano 長期滞在希望者のニーズに応えるリフォーム事業

3489 和歌山県 ＯＧリフォーム 住まいのことなら何でも　新たなリフォーム事業のスタートアップ

3490 和歌山県 PrenDre合同会社 1170003000731 麹のパワーで、コロナ不況をチャンスにしよう大作戦

3491 和歌山県 村上養蜂 新たな巣箱の導入による新規客獲得・販路開拓と売上拡大計画事業

3492 和歌山県 雄弘丸 自分の釣果をその場で美味しく、そして手軽に持ち帰り！

3493 和歌山県 大岩建築板金 事務所スペースの設置による顧客満足度向上と作業効率の向上

3494 和歌山県 第三雄弘丸 初心者でも安心・安全、気軽に釣りを楽しめる釣り具導入事業

3495 和歌山県 中村塗装 機械購入で作業効率と売上アップ事業

3496 和歌山県 株式会社　みずも 9170001015575 広報による認知度向上及び販路開拓事業

3497 和歌山県 株式会社八旗農園 7170001013259 0.125ミリの極細粒の高品質ピューレ製造による販路開拓事業

3498 和歌山県 有限会社岩谷水産 2170002011654 新規顧客獲得におけるホームページのリニューアル

3499 和歌山県 焼き肉　あじめ 新しい世代の顧客層を誘客するための外観改造計画

3500 和歌山県 フリージア株式会社 7170001014538 インターネット広告の刷新で売上アップ事業

3501 和歌山県 株式会社Global.I 7170001013366 駐車場整地による顧客満足度アップと新規顧客開拓事業

3502 和歌山県 まるた酒店 次世代感覚で町とゆかりある酒の更なる販路開拓事業

3503 和歌山県 中園塗装 屋外看板設置による地域に密着した塗装店知名度ＵＰ戦略

3504 和歌山県 配食のふれ愛　南紀店 小売事業開始による新規顧客獲得事業

3505 和歌山県 株式会社あん心保険 7170001009562 事業承継後の地域密着型広報で新規販路開拓

3506 和歌山県 株式会社のりまき 7170001013060 新需要の掘り起こしと需要拡大の対応戦略で売上アップ！

3507 和歌山県 しっぽ 新型コロナウイルスからの事業再建に向けたcafe部門強化

3508 和歌山県 悠真丸 安全な航行で夜釣り範囲を広げ、新規顧客を増やします。

3509 和歌山県 河田フィッシング 「新メニューを増強して看板メニューに」新規顧客獲得作戦



3510 和歌山県 SEAHORSE-YASUMARU HPによる顧客ニーズの対応と和歌山への誘客事業

3511 和歌山県
合同会社赤山事務所・ＦＰ・相続・

不動産
3170003001430 地域のお困りごと相談所のＰＲによる普及拡大

3512 和歌山県 みな月 HAVEN’S KITCHEN BAR 新型コロナ影響打破とお客様満足度を高めるリフレッシュ事業

3513 和歌山県
株式会社たかがきサービスステー

ション
8170001007623 新規商品の販路開拓で、柑乃屋再生をはかる！

3514 和歌山県 株式会社カスタムハウジング 1170001007480 コロナ禍だからこと行う新規客開拓と更なる認知度アップ

3515 和歌山県 DIVE KOOZA 水中写真家撮影写真・動画による販路開拓・コロナ対策船舶改造

3516 和歌山県 ゲストハウス富貴宿 オープンテラスの設置と集落を楽しめる環境とロードマップの制作

3517 和歌山県 茶房みやざき　宮崎呉服店 老舗呉服店の娘が行う着物レンタル事業

3518 和歌山県 心星 強みを伸ばす「アクセサリー制作販売強化事業」

3519 和歌山県 大西農園種苗場 緑の魅力発信強化事業

3520 和歌山県 株式会社不動農園 6170001009844 梅の魅力発信！経営回復と体質強化に向けた新商品事業

3521 和歌山県 根来商店 地域で唯一「テーブル席の宴会場」で高齢者の満足度向上事業

3522 和歌山県
ＥＡＳＴ　ＧＡＲＡＧＥ，Ｊａｐａｎ株

式会社
9170001014742 コロナに負けるな！中古車買取強化による経営立て直し事業

3523 和歌山県 ヘアスタジオらむ 大切なお客様へトータルビューティーのお手伝い

3524 和歌山県 株式会社TVT 9170001013819 白浜民宿の魅力を発信！アフターコロナの宿泊業活性化事業

3525 和歌山県
LeatherDesign&Crafts CHOUETTE

D’OR
新規顧客獲得の為の自社ECサイト構築事業

3526 和歌山県 宝月自動車有限会社 2170002009987 スキャンツールの新規導入による強み強化と売上向上

3527 和歌山県 株式会社アクアテクノロジープラス 5170001013293 自主防災意識の高揚で「助水システム」をニュースタンダードに

3528 和歌山県 MAD SPEED 新規顧客の拡大と取扱商品の充実による事業持続化計画

3529 和歌山県 ごえんやグループ 「すさみのケンケン鰹と旬の海の幸を味わう宿泊事業」

3530 和歌山県 有限会社すさみガス芝商店 1170002009179 すさみ満喫ベースキャンプ事業

3531 和歌山県 アトム不動産 ＬＯＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴ　オンライン内覧による顧客拡大事業

3532 鳥取県 西本工芸 刺しゅうサービスと観光客向け商品の開発による販路拡大計画

3533 鳥取県 合同会社MODEONE 2270003000729 鹿革の魅力発信・情報ツール整備による販路拡大・売上増加計画

3534 鳥取県 有限会社若桜農林振興 9270002004484 若桜の特産品エゴマの認知度向上による地域活性化と販路開拓

3535 鳥取県 合同会社ねこひげ 4270003001205 地域密着型通所介護事業の情報発信による販路開拓

3536 鳥取県 有限会社源内鉄工所 3270002009464 機動力を強みとした溶接作業による地域貢献と完成工事高向上事業



3537 鳥取県 いち源 地域資源を活用した健康志向ラーメンの開発による顧客開拓事業

3538 鳥取県 梶谷ファーム 新商品「イチジク葉茶」開発と販路拡大に伴う加工能力の強化

3539 鳥取県 有限会社おき 2270002009713 コロナウイルスに打ち勝つための“米蔵テイクアウト”事業の拡大

3540 鳥取県 あいな農園 ペット用プレミアムフードの商品化と販路開拓

3541 鳥取県 有限会社ササキ 6270002004108 買い物弱者に対する配達サービスの提供による新たな需要の開拓

3542 鳥取県 森工作所 加工設備の導入よる個人市場の販路開拓計画

3543 鳥取県 株式会社宮本リサイクル 5270001005834 強みを訴求した広告宣伝強化による新規顧客の獲得

3544 鳥取県 﨏田製材所 木を知り尽くした専門家が作る薪で販路拡大と収益力向上

3545 鳥取県 株式会社一向平キャンプ場 3270001007964 キャンプ場利用者の増加のための販売促進事業

3546 鳥取県 永禮自動車販売有限会社 7270002009527 地域情報誌の活用・ポスレジ導入による売上増と顧客満足度の向上

3547 鳥取県 株式会社東浜 9270001007141 新サービス提供及び情報発信力強化による新規顧客獲得

3548 鳥取県 有限会社システムライフにしお 8270002002456 新規顧客獲得を目指した提案型店舗への改装及び情報発信力強化

3549 鳥取県 株式会社NE製作所 5270001007822 認知度向上を目指した情報発信力強化による新規取引先獲得

3550 鳥取県 岡本庭園 新規事業展開及び情報発信力強化による収益力アップ

3551 鳥取県 長谷川憲人製紙 見本帳の製作による取引先の新規獲得および受注量の拡大

3552 鳥取県 谷川住建株式会社 9270001002225 快適な住宅提案による新規顧客獲得と経営基盤強化

3553 鳥取県 ことぶき 店内環境整備による来店客増加と仕出し強化による新規顧客の獲得

3554 鳥取県 ラフィータ FIAT・ABARTHに特化したパーツを日本から世界へ

3555 鳥取県 株式会社クベル 9270001007950 「豆乳ソフトクリーム」販売による若年層獲得と客単価アップ

3556 鳥取県 株式会社あかまる牛肉店 1270001006927 鳥取和牛ブランド「伯州屋」販売促進に向けた HP制作を実施

3557 鳥取県 株式会社兎ッ兎 8270001006879 ワイン通が好む甘口ワインの新商品開発による新規顧客獲得

3558 鳥取県 株式会社エコファイン鳥取 6270001002161 新メニューの開発・提供による新規顧客獲得とリピーター率の向上

3559 鳥取県 株式会社大成自動車 2270001006018 自動車整備技術の高度化対応による新規整備入庫台数の獲得

3560 鳥取県 パン工房アイ 地元食材や景観を活かした新規顧客獲得と既存顧客満足度向上計画

3561 鳥取県 Try’s 特殊伐採技術を活かした生産性の向上と販路開拓

3562 鳥取県 有限会社スーパーみささ 3270002010736 パッケージデザイン一新による商品の訴求力強化と販路拡大

3563 鳥取県 有限会社山内 8270002010789 自社PRツールの作成による高品質商品の拡充と新規取引先の開拓



3564 鳥取県 株式会社さじ弐拾壱 8270001002333 製造場移転による生産性の向上と若年層への客層拡大計画

3565 鳥取県 株式会社WhiskeyJack 8270001006508 愛犬家をターゲットとした体制整備による客数・単価増加計画

3566 鳥取県 有限会社井手口造園 1270002004624 日本庭園×規模縮小リフォームによる商圏拡大と新規顧客の開拓

3567 鳥取県 カフェうさぎや 自社の周知と来店客増加のための新商品開発

3568 鳥取県 手造り料理乃むら スマートフォン注文サイト構築による既存顧客対応と新規顧客獲得

3569 鳥取県 Feluce ヘアカラー・マツエクの施術の「見える化」による販売促進

3570 鳥取県 足芝建築 地域一般消費者への木工製品販売拡大による新規顧客獲得計画

3571 鳥取県 白谷工房 寄木細工商品のPR動画による販売促進強化・新規顧客獲得計画

3572 鳥取県 有限会社長谷川商店 9270002008626 「もち」と「生花」のギフト商品化による販路開拓事業

3573 鳥取県 入澤石材店 変化するお墓のニーズに対応した情報発信の強化による販路拡大

3574 鳥取県 有限会社カナリヤ総合システム 4270002008300 自社の強み周知により経営基盤安定化～受注件数増加計画

3575 鳥取県 上田工業株式会社 6270001007796 設備導入による解体工事受注拡大

3576 鳥取県 株式会社skyer 9270001007042 農業用ドローンスクール開設・PR強化による新規顧客の開拓

3577 鳥取県 有限会社木屋旅館 9270002010730 ブランディングデザインによる視認性を高めた販売促進の強化

3578 島根県 後藤屋呉服店 店舗改装に伴う顧客満足向上による販路開拓事業

3579 島根県 有限会社ミウラ住宅設備 1280002009647 民間需要の契約率アップによる売上高の増加を図る

3580 島根県 あやとり 広報活動の充実による新規顧客開拓事業

3581 島根県 ダーツバーSide show BBQスペース設置による新規顧客獲得事業

3582 島根県 相撲食堂ちゃんこちゃん テイクアウト向け厨房設備増強による販路開拓事業

3583 島根県 アトラクティブ お客様にとってアトラクティブな店へ！店舗改修による販路開拓

3584 島根県 有限会社白川建設 7280002009567 小型重機導入で民間工事受注を目指す事業

3585 島根県 Ｅｃｌａｔ 新店舗開設で新需要開拓事業

3586 島根県 Ｖｉｌｌａ季節風 スキー以外の観光客と地元住民をターゲットとした需要開拓事業

3587 島根県 株式会社安部建設 3280001005637 住宅構造設計・省エネ設計ソフト導入による住宅工事の販路拡大

3588 島根県 ㈲井山屋製菓 5280002006698 受注拡大に伴う対応強化と新商品開発による販路拡大事業

3589 島根県 佐々木美容室 「癒し」と「寛ぎ」で安心して来店できる快適な環境の創出

3590 島根県 清風荘 玉造の魅力を詰め込んだオリジナルキャンドルによる販路拡大事業



3591 島根県 エスペランサ 駐車場整備による省力化・店舗イメージ向上・集客アップ事業

3592 島根県 株式会社ナレッジリンクス 1280001003031 食べながら備える『ローリングストック商品』の開発

3593 島根県 forest Cafe 安心・安全商品の開発と商品の短時間提供による販路開拓事業

3594 島根県 有限会社大信漢方薬品 2280002005604 弊社の存在や取扱商品の利便性訴求によるプロモーション強化

3595 島根県 中村組 新たに快適な空間を造るために空き倉庫を応接スペースに改修する

3596 島根県 柿谷商店 干物の継続販売（通年販売）の仕組構築による販路開拓

3597 島根県 大同書籍合資会社 9280003000556 売場改装による新規事業「カルチャー教室」への取組み

3598 島根県 革工房シエロ・スカーラ株式会社 6280001006946 ＨＰリニューアル、製品パンフを活用したプロモーション事業。

3599 島根県 ｄａｉｏｏ 360度撮影による新規サービス開発と販路開拓事業

3600 島根県 リラクゼーションサロンり楽 待合室整備で新規顧客獲得

3601 島根県 かたくりの里　民宿たなべ 「美肌の湯」リニューアル特別プランによる販路開拓への取組み

3602 島根県 燈 効果的な情報発信と店舗の環境整備による需要喚起と顧客開拓

3603 島根県 有限会社みつや美容室 9280002011554 先端設備導入による新規顧客拡大事業

3604 島根県 有限会社森廣テック 6280002009667 多種多様な受注にお応えする機械導入により販路拡大を図る。

3605 島根県 右田住建 幅広いニーズに応えるための設備導入による受注拡大事業

3606 島根県 日本料理空海 「邑南そば」の新メニュー提供による新規顧客の獲得

3607 島根県 一久庵 本格的な手作りピザの提供により新規顧客の獲得を目指す

3608 島根県 有限会社けんちゃん漬 2280002005447 出雲の漬物フレークのコンセプト変更による販売力強化と販路開拓

3609 島根県 ＩＺＵＭＯ Ｌａｂ 高付加価値シジミのプロモーション及び生産体制強化事業

3610 島根県 株式会社香具礼 6280001007770 看板設置による事業内容のＰＲと集客の取組

3611 島根県 山本写真スタジオ 町の写真屋さんが作ったオリジナルシールで新規販路拡大

3612 島根県 高田木工所 オーダーメイドリフォームを中心とした建具の製造による販路開拓

3613 島根県 川西屋 弁当製造に係る生産性拡大および配達強化に伴う販路開拓事業

3614 島根県 誉丸 運航の安全性及び釣果の向上による新たな顧客獲得事業

3615 島根県 新漁丸 ブランドイメージ向上による新規顧客獲得事業

3616 島根県 デントリペアうえのや プロモーション強化から新規顧客獲得と信頼性向上事業

3617 島根県 株式会社丸隆 3280001005711 雲南から元気を込めて！テレビＣＭによる陽だまりの丘ＰＲ事業



3618 島根県 戸田樹苗園 新事業スズメバチ駆除参入による売上増加

3619 島根県 吉時鍼灸整骨院 「よしときストレッチ」の開発、PRによる販路開拓事業

3620 島根県 造園FARM SENOO 特殊伐採専用装置導入により販路拡大を図る事業

3621 島根県 火の川焼　松江陶苑 大型ガス窯の導入による生産能力の向上及び販路拡大事業

3622 島根県 旅館みかみ 食器洗浄機の導入の効率化でテイクアウト売上増加

3623 島根県 駕籠石庵 当店の強みをより活かすハード面強化と特徴訴求による販路開拓

3624 島根県 あろえん 規格外アロエベラを利用した新商品開発による販路開拓事業

3625 島根県 堤タイヤ有限会社 6280002009592 駐車場整備による顧客ドロップ防止、新規顧客獲得

3626 島根県 松田十郎商店 新商品及び家呑み用商品等開発と販促強化による販路開拓事業

3627 島根県 健修館　和 気軽に入店が出来る店舗づくりで売上回復

3628 島根県 有限会社吾郷建築 6280002011185 弊社の魅力を発信する動画入りホームページの構築、販路拡大事業

3629 島根県 姿勢とお肌の専門店　Ciel カイロプラクティックと美容カイロエステで美と健康を！

3630 島根県 田中モータース商会 車とバイク好きの集まる店！お客様との対話を大切に！

3631 島根県 有限会社三上建設 8280002009649 設備導入による作業スキームの改善と測量サービスの販路拡大

3632 島根県 原田建設 新たな外壁コーティングサービス実施による売上増加

3633 島根県 サロン花水木 インターネットを活用した健康サービス提供による販路拡大事業

3634 島根県 株式会社四季荘 5280001007417 レクリエーションスペース設置によるリピータ獲得と顧客獲得事業

3635 島根県 有限会社　ジーンズマツダ 1280002011842 販路拡大に資する生産能力増強、自社アピール

3636 島根県 佐藤酒店 テイクアウトに合せた「家のみセット」による新規顧客獲得事業

3637 島根県 株式会社clover 8280001007117 スキャンツール導入によるサービス強化から販路拡充事業

3638 島根県 有限会社松原電工 1280002006776 法人客の事業エリア拡大による新たな販路開拓事業

3639 島根県 かいろ日和 オンラインに対応したホームケアサービス強化による販路開拓

3640 島根県 ベーカリー卯月 ”ちょっと”いい食パンを多くの方に届ける製造工程の改善

3641 島根県 ｂｏｃｃｏ 温かなハード充実と新サービス提供による市場深耕と市場開拓

3642 島根県 Dogspace Cloud 店舗移転と合わせたパンフレット配布による顧客開拓

3643 島根県 マキノ水産 長期鮮度保持冷凍庫導入による製品の付加価値向上・販路拡大事業

3644 島根県 株式会社味彩海道 9280001005458 コロナウイルスの影響を受けないネット通販による販売拡大事業



3645 島根県
有限会社マツエウォーターシステム

サービス
8280002004352 提供サービスを紹介する広告宣伝活動の展開による販路開拓事業

3646 島根県 株式会社松崎建築 6280001006756 ドローンを活用した屋根の点検および見積りによる売上獲得

3647 島根県 田村豆腐店 乾燥野菜事業の展開による新規顧客獲得プロジェクト

3648 島根県 鐵屋野鍛冶鍛錬工房 野鍛冶職人復活による鉄製品製造及び鍛冶体験

3649 島根県 河上木造建築 高所作業を可能にして売上増加

3650 島根県 株式会社ますや 2280001007089 WEBサイトを改良し魅力ある旅館につなげ集客アップ事業

3651 島根県 のがわや旅館 宿泊客に館内の安心を売りにした集客事業

3652 島根県 株式会社げんごろう 2280001007808 鮮度が命、天然いのししそのまま販路開拓事業

3653 島根県 合同会社bluebearの薪ストーブ屋さん 1280003001223 いつでも、どこでも、焔の魅力で売上拡大事業

3654 島根県 合同会社高津川デザイン工房 7280003001309 リノベーションによる移住促進・販路開拓事業

3655 岡山県 有限会社マルソーオートプラザ 5260002009496 岡山初「テレワーク車検」による販路拡大

3656 岡山県 株式会社藤本鉄工所 5260001010307 自社加工技術・生産能力ＰＲによる販売促進取組み

3657 岡山県 TOP MOST Biker’s　Cafe 飲食スペースの確保と新メニューの開発による新規顧客獲得事業

3658 岡山県 株式会社サードウェイジャパン 1260001031793 日本語添削事業の販路開拓のための外国語サイト作成及び広告

3659 岡山県 有限会社西村機械 8260002031456 出張による油圧ホース製作・取り替え一貫サービス

3660 岡山県 介護タクシーまど 「民間患者等搬送サービス」による販路開拓

3661 岡山県 The English Club HP作成で情報発信を通じた新規顧客獲得と売上高向上への取組み

3662 岡山県 studio Tink ハード面の充実で新規顧客獲得と売上高向上への挑戦

3663 岡山県 株式会社　山倉 6260001022012 営業ツールの整備で「墓地・霊園」の販売力強化への取組み

3664 岡山県 ＴＨＥＣＯＶＥＣＡＦＥ テラス席の充実と新メニューの開発で新たなる顧客獲得への挑戦

3665 岡山県 relaxation　salon　Rebon 忙しいママに短い時間でリーズナブルに通える全身脱毛

3666 岡山県 ヘアーズーム 優しい雰囲気を打ち出した店舗作りで販路開拓強化事業

3667 岡山県 Ａｍｏｕｒ 新メニュー「脱毛サービス」による売上アップ

3668 岡山県 有限会社津村工業所 3260002031849 現場でのワンストップ修理サービス実現による顧客満足度向上

3669 岡山県 有限会社和洋レストラン中元 8260002033931 宴会場のテーブル席導入による高齢者向け対応とチラシによる周知

3670 岡山県 La verite beauty salon 初回限定エステサービス開発と広告掲載による当店認知度向上作戦

3671 岡山県 有限会社髙木石油店 8260002006020 ＬＰガス及びバーベキューグリルレンタル事業



3672 岡山県 株式会社押田建設 4260001020744 新規顧客獲得のためのパンフレット作成及び周知事業

3673 岡山県 株式会社上栄瓦産業 3260001007239 ドローン活用PRの主体的営業活動による販路開拓

3674 岡山県 有限会社　太平製材所 4260002028687 Ｗｅｂサイト作成による新規顧客獲得の取り組み

3675 岡山県 株式会社旭石油店 8260001020360 貯めて特典・利用で特典！顧客固定化を促進するカード事業の展開

3676 岡山県 株式会社　谷口通信工業 5260001027904 「ドローンを使った基地局点検業務の強化」

3677 岡山県 株式会社全観国際ツーリスト 1260001003669 「ＧｏＴｏキャンペーン」を活用した旅行提案による売上回復

3678 岡山県 ＦＲＥＥ　ＲＩＤＥ 車両への自社広告を掲示し、レースファンに自社をＰＲする

3679 岡山県 有限会社五大 2260002028318 ファミリー層への認知度アップと利便性向上による食肉需要の獲得

3680 岡山県 たけだ整体院 チラシ・看板による『痛みバイバイコース』のPRで集客UP！！

3681 岡山県 ホシメグリ 店舗改装による利用しやすい環境づくりによる集客増加作戦

3682 岡山県 メガネの池田屋 店舗環境改善、補聴器で高齢難聴者のＱＯＬ向上を目指す取組み

3683 岡山県 ヘアースペース大西 エステ機導入で女性客開拓事業（新市場開拓戦略）

3684 岡山県 おかやま中谷株式会社 7260001021228 家事代行サービス事業の積極的ＰＲ・販売促進事業

3685 岡山県 髙橋産業株式会社 9260001025276 交流式TIG溶接機の導入による新サービス開始および生産性向上

3686 岡山県 きょうらく鍼灸整骨院 ＨＰ作成による知名度の向上と新規顧客の獲得

3687 岡山県 グリーンストーン株式会社 7260001023505 栄養分析に基づいた子供向けブレンド野草茶の開発事業

3688 岡山県 ももたろう総合事務所 家系図と新たな遺言新サービスによる新規顧客獲得事業

3689 岡山県 井上造園 蜂の巣駆除サービスの展開による新規顧客獲得

3690 岡山県 田村モーターサービス 販路開拓につなげるエアコンガス・リフレッシュサービスの提供

3691 岡山県 あすまる本舗株式会社 1260001032197 自社オリジナル新商品「すべるんペーパー」の販路開拓

3692 岡山県 古林建設株式会社 4260001022848 ドローンによる航空撮影事業の本格展開で新規売上創出・販路拡大

3693 岡山県 ハナノ 店舗を明るくし、女性のきれいトータルサポート事業

3694 岡山県 ステーキハウス大和 視認性向上による取りこぼし防止事業

3695 岡山県 日韓食堂　菜S 店舗改装による付加価値アップ及びHP開設による販路開拓事業

3696 岡山県 グロウス 加工技術ＰＲによる新規取引先の獲得及び既存取引先の受注拡大

3697 岡山県 有限会社松尾水道 6260002033594 岡山県北地域の遠方の工事受注体制の構築

3698 岡山県 有限会社勝山ホンダ販売 4260002033539 設備導入で勝山地域住民の車検対応体制の整備



3699 岡山県 スタンダード チラシ、看板、HP作成、入り口改装による販路開拓

3700 岡山県 ミルク．アオ 牛乳屋というツールの再発見！新たな顧客層開拓事業

3701 岡山県 有限会社赤木自動車鑑定事務所 4260002027607 新規顧客獲得に向けた「安全・安心」周知活動

3702 岡山県 Alpini 店の『中』から『外』へ、テイクアウトとデリバリーで販路拡大

3703 岡山県 有限会社大誠工務店 2260002014854 安心と住み良い庭づくりを伝えるＨＰの改修による販路開拓

3704 岡山県 株式会社永年らく屋 4260001033110 スノーマシン販売・レンタルのPR事業

3705 岡山県 株式会社シオン 9260001011136 和室控室のバリアフリー化による施設の利便性向上と業務効率化

3706 岡山県 株式会社吉田手延製麺 9260001025210 新商品開発と自社PRで脱・BtoB　新たな販路開拓事業

3707 岡山県 株式会社　日本看取り士会 3260001034175 おひとり様でも安心して暮らし、望ましい死を実現する事業

3708 岡山県 アクセスラインウエスト株式会社 7240001048314 安全安心の「データ消去サービス」周知による販路開拓事業

3709 岡山県 株式会社三喜 2130001063312 県北の和装文化を守れ！販促強化による新規顧客獲得事業！

3710 岡山県 オブリガード有限会社 1260002000426 ホームページ作成による加工商品の販売促進及び販売効率の向上

3711 岡山県 林ぶどう研究所 林レーズンのパッケージ作成と販路開拓

3712 岡山県 米屋治郎兵衛 パンフレットとホームページ作成による新商品ＰＲで販路を開拓

3713 岡山県 株式会社銀精肉店 9260001028519 国産食肉にこだわったプレミアム総菜の販売

3714 岡山県 広野鈑金塗装 塗装の美しさに拘った「外装レストア」の高精度化事業

3715 岡山県 株式会社グロウ 2260001023039 Webサイト活用による外構工事受注促進でBtoC事業強化

3716 岡山県 有限会社Palma 1260002015333 機械加工部品内製化による利益率改善と生産性向上事業

3717 岡山県 株式会社荒井工務店 8260001000362 商談スペースの設置および北欧空間の提案による販路開拓事業

3718 岡山県 株式会社Mieux 8260001033569 直接受注を推進させるBtoC向け情報発信による販売促進

3719 岡山県 フランス料理グリーンゲイブルス 蒜山唯一のフランス料理店が初めて行うホームページでの販路開拓

3720 岡山県 株式会社まちづくり新庄村 2260001029060 新庄宿　須貝邸Webデザイン改修による購買転化率向上事業

3721 岡山県 お茶のおおがわら 新しい生活様式に沿った「煎茶教室」による新規顧客の獲得

3722 岡山県 株式会社岡山建装 4260001030353 地域密着、知名度アップ、あなたの街の塗装屋さん看板設置事業

3723 岡山県 TDUBPHOTO ホームページのリニューアルによる新規顧客開拓への取り組み

3724 岡山県 笹埜造酢有限会社 2260002011281 岡山県産高級果実を使った高付加価値ギフト用商品開発で収益向上

3725 岡山県 タカヤマクラシックス 「見て触れる」展示場兼接客スペース新設による新規顧客開拓計画



3726 岡山県 株式会社ザ・オークレットゴルフクラブ 4260001020422 フリースタイルゴルフPRによる新規顧客獲得活動

3727 岡山県 有限会社　トミヤ眼鏡店 8260002014923 高齢者に優しい送迎・出張可能な「アイケア相談」のＰＲ

3728 岡山県 ミニ居酒屋　菜 ターゲット別広告宣伝による新規顧客集客事業

3729 岡山県 プラネタリー 「玩具＆遊宴酒場」周知による新規顧客獲得

3730 岡山県 Waymarkers 「キャリアコンサルティング」事業普及による販路拡大事業

3731 岡山県 有限会社光タクシー 9260002027445 お客様満足度を高めるインストアプロモーションの強化

3732 岡山県 河内林業 「樹への想い」を提供する高付加価値の伐採と薪の販売サービス

3733 岡山県 有限会社サンフーズ 6260002025988 店舗誘客用看板・店頭幕の新設

3734 岡山県 有限会社河本自動車 3260002030438 軽バンをキャンピングカーにキット商品による売上増加計画

3735 岡山県 ほぐし屋カモミール 看板設置とチラシの折り込みによる隣接地域の新規顧客開拓

3736 岡山県 株式会社瀬戸内クラフト 3260001021982 超精密溶接業界内の技術力№1、オンリーワンを目指す。

3737 岡山県 牛窓ジェラート工房コピオ 「新セットメニュー」の開発、販売で売上増加事業

3738 岡山県 大縁株式会社 5260001024348 他社には無い基礎工事業を打ち出したホームページ作成での集客

3739 岡山県 テスラム株式会社 6260001021294 展示物の刷新による展示会での新規顧客の獲得

3740 岡山県 有限会社　スワ水道サービス 1260002019020 看板設置による幅広いリフォーム等建築工事の受注拡大

3741 岡山県 mori no oto 大型楽器遊具の販路開拓と楽器製作ワークショップ開催機会創出

3742 岡山県 有限会社石のこばやし 9260002013453 「生前整理」から「墓じまい」まで人生の旅立ちをフルサポート

3743 岡山県 合同会社ＭＡＭＯ 3260003002980 セミオーダーチームジャージの開発と販路開拓事業

3744 岡山県 株式会社ビリーブ 8260001016722 家族が健やかに長く暮らせる無垢の家の販売拡大

3745 岡山県 ｎｏｔｔｕｏ株式会社 6260001029032 ｄｒｉｌｌブランドの新商品開発・展示会事業

3746 岡山県 株式会社みつの里 2260001025803 自社ブランド確立のための市場向けパッケージ製作事業

3747 岡山県 農地所有適格法人結ファーム株式会社 1260001032156 新たな販路開拓に向けた消費者ニーズ対応のための環境整備事業

3748 岡山県 ツボテック工業株式会社 9260002030201 セラ水の店頭販売PR事業

3749 岡山県
株式会社小野コーポレーション・小

野瓦工業所
5260001016857 脳裏に焼きつくテレビCM

3750 岡山県 讃岐亭 ラーメンが一番人気のうどん屋による新客獲得大作戦！

3751 岡山県 有限会社田中内装 7260002023231 地域の工務店との関係構築・周知による事業安定化

3752 岡山県 幸徳堂 冷凍カキオコの商品開発、HP更新による広報と新規顧客の獲得



3753 岡山県 株式会社清友 5260001030998 ホームページの制作による集客数・宣伝力・お問い合わせの向上

3754 岡山県 有限会社小椋建設 4260002027953 地域内の豪雨災害並びに高齢化に伴い顕在化してきた需要に対応

3755 岡山県 株式会社石部商店 5260001015801 若年層向けの看板及びHPの改良による統一的な販路開拓事業

3756 岡山県 せのお工務店 販路開拓の為のホームページ、看板等の作成による広報活動

3757 岡山県 rocks CLIMBING GYM 非対面部門のインターネットによる販路開拓

3758 岡山県 有限会社清嘉園 2260002011307 ギフトを中心に地元地域への認知度向上を図る販路開拓事業

3759 岡山県 ソウルブロス HPとチラシを活用して一般住宅の受注を強化して販路拡大

3760 岡山県 株式会社アクセス 2260001011943 セキュリティカメラの用途拡大提案・営業強化による新規顧客獲得

3761 岡山県 松丸船舶有限会社 6260002032043 農家民泊「島の家海松緑（みるみどり）」による交流人口増加作戦

3762 岡山県 株式会社アクティブ哲西 1260001019302 まちを元気に！道の駅でしか買えないオンリーワン商品の開発

3763 岡山県 オフィス・ゴマ 新サービス「動画制作企画提案」実施による売上・収益向上事業

3764 岡山県 カヨー中央観光有限会社 4260002014530 gotoキャンペーンの活用とウイルス対策による販路開拓

3765 岡山県 株式会社木の里工房木薫 9260001020954 展示スペース設置及び展示会出展による認知度向上受注拡大計画

3766 岡山県 ルーフミヤケ工業 永年の知識と技術力で住宅外部メンテナンスによる新規顧客の獲得

3767 岡山県 こめじるし 地産地消に取り組む古民家カフェ&ランチ店の販路拡大事業

3768 岡山県 有限会社アスカエクスプレス 6260002000322 付加価値を高め、運送業者としての競争力を高める販路開拓事業

3769 岡山県 移動スーパーよしひこや 品揃えを増やすことで商品を選ぶ楽しさを提供

3770 岡山県 中島車輌 診断機を用いた車検整備とエーミング作業請負による販路開拓

3771 岡山県 ケーキ工房ポム 顧客ニーズに応えるカスタマイズケーキ販促強化で売上・収益向上

3772 岡山県 Office Reborn 参加型音楽演奏テレワーク動画配信サービスプロと一緒に楽しもう

3773 岡山県 バイクショップYTB 店舗に接客スペースをつくり、バイクの総合相談窓口を作る

3774 兵庫県 マリンサービス中村 HPを通じて自慢のカキオコの情報発信で新たな販路開拓への挑戦

3775 広島県 Ｓａｌｏｎ　Ｄｅ　ｍｏｍｏ 筋膜リリースによる「50代からのカラダメンテナンス」普及活動

3776 広島県 竹林自動車販売株式会社 6240001026139 車検・修理を行う店舗正面入口部分のイメージアップ

3777 広島県 松井工作所株式会社 5240001035099 ドリル研磨事業の体制構築により地域の需要に応え売上増を目指す

3778 広島県 Yuki　Willems Photography 教育機関やサービス業を中心とするHP・SNS制作事業

3779 広島県 白竜湖リゾートセンター株式会社 2240001040110 自宅にホテルをっ！！仕出しやケータリング、出張料理のPR事業



3780 広島県 有限会社　やくぜん 4240002029415 植物原料のみで製造した「やくぜんだしの素」の販売促進事業

3781 広島県 エス・イーエンジニアリング株式会社 4240001044010 高機能ベアリングヒーター導入による新規受注の拡大

3782 広島県 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＫｉｃｋｏｆｆ トイレ改修による顧客の利便性の向上と新規顧客獲得

3783 広島県 株式会社ナビコーポレーション 3240001029326 ＨＰを開設して幅広い業者やエンドユーザーの顧客獲得

3784 広島県 株式会社　世羅の大地 8240001041292 冷凍技術の高度化・高付加価値化による新しい販路の開拓

3785 広島県 HOG チラシ、紹介チケットの作成・配布と雑誌掲載による認知度向上

3786 広島県 有限会社ホームサービス植木 8240002015106 地域密着のリフォーム店をPRするためのチラシ作成

3787 広島県 池岡商店 店舗の改装と商品知識の習得で快適な買い物環境を提供する

3788 広島県 美容室マサジ 店舗外観リニューアルによる事業承継の促進

3789 広島県 flow di:ve 高齢の新規顧客を獲得するための取り組み

3790 広島県 ＣoＣoＫaＲa 新メニュープログラム実施とＨＰ等作成による新規顧客の獲得

3791 広島県 ぎおん浄廟有信株式会社 7240001020801 ワンストップ葬儀社の新サービス「お骨葬」の広報活動の取組

3792 広島県 株式会社みことり 3240001054464 活動空間拡大とリハビリの充実による新規利用者獲得及びＰＲ

3793 広島県 藤本合同事務所 地域内潜在顧客の獲得を目指す「生前からの相続相談」ＰＲ活動

3794 広島県 心工業株式会社 3240001055074 ＴＩＧ溶接機の導入による社内一貫製造体制実現と販路拡大事業

3795 広島県 ＳＴＡＲ　ＦＩＥＬＤ 洋菓子製造用ミキサーの新規導入によるチャンスロス解消事業

3796 広島県 室内装飾・畳工事　ヤスダ 一日完結！あたなのお部屋の壁紙を一日で貼り替え大作戦！

3797 広島県 パーソナルトレーニングジム LiFT 測定器具導入によるトレーニング効果向上による集客強化

3798 広島県 有限会社　佐藤商工 3240002006984 融着機導入による生産性向上及び、工事施工精度の向上

3799 広島県 ＤＥ ＬＡ ＭＥＲ　焼き菓子店 焼き菓子専門店における夏季商品の開発と販売促進

3800 広島県 ナッツ工房メープル 専用ロースターの導入による生産力向上計画

3801 広島県 ohisama わんこ セラピーとコミュニティの場を提供するドックランと新規顧客獲得

3802 広島県 スマイル・小富士堂センター 居心地の良い店舗づくりによる来店頻度向上並びに滞在時間の延伸

3803 広島県 瀬野川木型製作所 新たな異分野の受注先獲得のための３DCADのバージョンアップ

3804 広島県 久和田農園 農園産品の販路拡大、売上拡大を実現するショッピングサイト構築

3805 広島県 株式会社インナー・ファクト 5240001052747 ソフトフラスコとマイカップ拡販の為の販促物及びＨＰ作成

3806 広島県 スマイルタクシーハース 見える化を実現。ＨＰ作成によるＰＲ事業。



3807 広島県 株式会社アドクリエイト 4240001043103 デジタル集客・採用・レンタルサービスの販路拡大

3808 広島県 空手道真義館広島支部 webを活用した「空手オンラインサロン」と広報宣伝・販路拡大

3809 広島県 ゲストハウスNEST シェアルームのコワーキング化、ウッドデッキの制作事業

3810 広島県 ウチノカタチ 「ホームページの導入」「新規サービス」による販路開拓事業

3811 広島県 株式会社髙下電機 6240001040131 高齢者に易しい店舗に改装し、来店客数の増加を目指す

3812 広島県 ＡＲＴＩＧＩＡＮＯ 人材教育と設備投資を強化し需要が大きい土木工事への本格参入

3813 広島県 株式会社ホームプロテクト 2240001045092 新サービス導入で下請け業者から元請け業者への転換戦略事業

3814 広島県 有限会社　甲山みずしま自動車 1240002052634 最新タイヤチェンジャー導入による作業効率化と売上拡大

3815 広島県 世羅つづみ鶏 設備導入による業務効率化と新メニュー開発による売上拡大

3816 広島県 HAIR SALON　ｍｅｒｃｉ 新規顧客獲得に繋がる地域高齢者にやさしい環境整備

3817 広島県 中原観光農園 健康志向の高い方に当店の商品をより知って頂く事業

3818 広島県 竹田モータース 当店のサービス「車のトータルサポート」を広く知ってもらう事業

3819 広島県 ニューカープ より多くの方に当店の味で焼肉を楽しんで頂く事業

3820 広島県 まいにちノッティング インターネットを活用した宣伝と販路拡大

3821 広島県 オートサービスシグナル 一貫した車両整備体制の構築、新規顧客の獲得

3822 広島県 有限会社猫島自動車 7240002012500 車両除菌脱臭機導入による出張サービス及び客単価向上事業

3823 広島県 美容室minnk バックシャンプー台設置による高齢顧客の囲い込みと新規客獲得

3824 広島県 株式会社　fUjitaya 4240001025365 小型洗浄機導入による効率化・感染予防及び広告宣伝強化

3825 広島県 有限会社リーヴ・プロダクト 8240002020584 競合との差別化を図った広報支援強化事業

3826 広島県 内　健司 顧客ニーズに沿った殻付きカキの生産・販売を行うための設備投資

3827 広島県 株式会社ヒーロー 1240001045176 お客様の夢を実現するギフトリムジンサｰビスの展開

3828 広島県 有限会社モトランド広島 7240002012475 「バイク何でもセミナー」の開催等、気軽に来店できる店舗づくり

3829 広島県 ㈱グランドデザインオフィス 4240001051205 最新技術による土地家屋調査　ホームページを活用した情報発信

3830 広島県 ドライブイン東城 顧客満足度向上のための店舗入り口及びトイレの改修工事の実施

3831 広島県 Grazie-Na お店のブランド化と進物商品の強化で売上ＵＰ大作戦！！

3832 広島県 株式会社フォスターホープ 6240001054197 深部振動療法の設備導入と広報事業の実施による新規顧客獲得計画

3833 広島県 折出海産 「わしの牡蠣を食うてみろ」ブランド立ち上げと自社商品販路開拓



3834 広島県 Cutting美-STAGE 髪艶・ハリ・コシが蘇るヘアカラー＆パーマによる新規獲得

3835 広島県 有限会社　キッド 6240002018341 高齢者・女性や子どもに配慮した店舗改修と布看板設置によるＰＲ

3836 広島県 株式会社ノーサイド 6240001055484 自社ホームページ新設による、食用米、作業受託の販路拡大

3837 広島県 有限会社づいちゃんの店 1240002010534 営業ツール作成による新たな販売先の開拓事業

3838 広島県 西日本自動車株式会社 8240001036532 送迎用バスへのリフォーム及び新型コロナ対策による新規売上獲得

3839 広島県 とびしま農園 新規ホームページ開設による『広島県産レモン』の販売力強化

3840 広島県 たまがわ 新規スポーツイベント計測業務参入

3841 広島県 アオイ工業 建築用鉄筋・鉄骨施工工事内製化のための専用工具の購入事業

3842 広島県 株式会社サンボレ 7240002026509 「三密を避ける」中古車を利用したレンタカーサービス事業

3843 広島県 有限会社弓戸人形 4240002046261 「節句の文化　弓戸人形の強み」を紹介するＣＭによる販路拡大

3844 広島県 liten kul 完全予約制による商品販売事業の確立

3845 広島県 五日市整骨院 ＨＰ開設、チラシ・ＤＭ配布による販路拡大

3846 広島県 有限会社　花ごよみ 7240002023209 機材の刷新とデータベース化で作業効率ＵＰしネット販売強化！

3847 広島県 Private trimming salon GIFT 大型犬のトリミング需要増加への対応による客数アップ

3848 広島県 株式会社木楽 6240001041575 「安心・安全な暮らし」の実現：制震システムと抗菌内装材の提案

3849 広島県 有限会社　井口建材 1240002052568 インターネットを介した広報強化・非対面型サービス提供事業

3850 広島県 株式会社TOS 8240001056035 WEBとチラシを活用した情報発信力強化による販路拡大事業

3851 広島県 大森配送センター 販路開拓の為の仕入先・商品選定の効率化を図るツール開発事業

3852 広島県 GraceLife コロナを見据えたオンライン強化で魅力あるメイク講座の発信

3853 広島県 有限会社小川 9240002046075 林地残材の搬出能力の増強によるバイオマス事業への参入事業

3854 広島県 備北自動車株式会社 7240001033992 カスタムカーに対応した車検整備体制の構築による顧客開拓事業

3855 広島県 有限会社三門林産 5240002046186 支障木伐採サービス提供のための林業機械の導入事業

3856 広島県 山本自動車工業株式会社 3240001033955 車検サービスのための本店看板設置による新規顧客の開拓事業

3857 広島県 岡田自動車株式会社 4240001029242 ネット広告と業務効率化で車両販売台数を増やす

3858 広島県 dog　care　salon　メリオン 愛犬のストレス軽減に資するシャンプー設備とトリミング鋏導入

3859 広島県 ほっかほっか亭府中浜田店 ホットショーケース導入による提供時間短縮と宅配ルート拡大

3860 広島県 フラワーショップ　八花 店舗改装による商品保管スペース確保によるチャンスロス解消事業



3861 広島県 名越製麺有限会社 8240002031730 新商品『激辛乾麺』開発による地域ブランドの構築

3862 広島県 アクトワークス株式会社 8240001045797 HP制作により、下請けから脱却し元請けへ。

3863 広島県 畠山清子司法書士事務所 女性向け生活情報紙への法律コラム掲載による売上増大計画

3864 広島県 45ｋｍ 団体客への対応や体験型修学旅行の取入れによるSUP事業の強化

3865 広島県 音戸渡船組合 音戸渡船から呉のアトラクションにするための情報発信

3866 広島県 渓流茶園 ホームページの新規構築による営業基盤強化事業

3867 広島県 カットサロンフレンド 女性目線の店舗づくりやメニュー周知による売上向上計画

3868 広島県 森田設備有限会社 7240002052265 水まわりリフォーム工事強化による売上向上計画

3869 広島県 有限会社　小野工務店 9240002039896 外構工事の内製化により、既存顧客の掘り起こしを強化する事業

3870 広島県 ゴルフ工房FUJI プロのニーズにも応える細かい「微」調整サービスで売上増加

3871 広島県 ふるたに鍼灸院 新規の誘客を狙った鍼灸院の待合スペースと商品販売コーナー拡充

3872 広島県 土屋商店 高齢者と隣接するホテル利用者の集客向上のための店舗改装

3873 広島県 ファースト薬局宮島口店 気軽に相談できるかかりつけ薬局訴求と認知度向上の為の看板設置

3874 広島県 永安造園 バッテリー式の機材導入とチラシPRによる販路開拓

3875 広島県 真ごごろ食材　和 広島産レモンの保存方法改良による鮮度維持に向けた冷蔵庫の購入

3876 広島県 株式会社　ちどり 4240001039274 真空包装機導入によるお取り寄せ商品提供事業

3877 広島県 簸川建設株式会社 6240001024803 知名度向上のための看板設置とパンフレット作製

3878 広島県 株式会社森末製畳所 8240001024834 HPリニューアルと看板設置で知名度向上と販路拡大

3879 広島県 株式会社洸月 2240001052948 お客様の健康管理と体質改善を提案し「かかりつけ薬局」を目指す

3880 広島県 株式会社 With rUn 3240001042188 プロのパルクール選手指導のもと、体幹専門スクールの設立

3881 広島県 合同会社　まめの木 7240003002847 パンフレット・ポスター作成で有機野菜の販路開拓に取り組む

3882 広島県 ステーションルナ 加齢による髪の悩みに特化したサービスで、販路開拓と単価アップ

3883 広島県 Shot Production 問合せ件数の増加を目的としたホームページの全面リニューアル

3884 広島県 レストラン花美月 屋外テラス席設置とドッグランの設置で顧客サービスの強化

3885 広島県 そらのき 家族連れの集客による販路開拓事業

3886 広島県 plus c 店舗内喫茶スペースの構築による新たな来店動機の創出

3887 広島県 有限会社さんさん市 4240002029828 自社ＨＰとＥＣサイトで地域農家とお客様を結ぶ懸け橋となる



3888 広島県 株式会社タカコーポレーション 1240001002334 高機能発泡炭入りマスクの信頼性向上と増産体制の構築

3889 広島県 アイカナコーポレーション株式会社 3240001024715 ホームページの新設による国内新規宿泊客の誘致

3890 広島県 町かど 地域の高齢者が安心して利用できるコミュニティースペース事業

3891 広島県 株式会社宮島ビール 7240001029058 自家醸造ビールの瓶販売および樽販売の販路開拓

3892 広島県 黒川自動車 ～業界初～板金塗装の効率化商品開発及び告知事業

3893 広島県 珈琲豆ましろ 新規顧客獲得のための地域的及び全国的な広告宣伝活動

3894 広島県 久米肥料株式会社 7240001022500 海外のニーズに合わせた新製品開発に伴う機材導入

3895 広島県 有限会社　サンキ 9240002028841 光触媒機導入で完全な除菌・脱臭・消臭・消毒提供による販路拡大

3896 広島県 ＫｉｃＨｉ チラシからホームページに誘導する新規顧客開拓、固定客増加事業

3897 広島県 行政書士平田つねひさ事務所 建設キャリアアップシステム業務をメインとした事務所ＨＰの作成

3898 広島県 向島自動車鈑金塗装有限会社 2240002051610 システム導入による作業効率向上事業

3899 広島県 有限会社野村自動車 7240002012582 新たな自動車整備スペースの構築による「見える」安心整備事業

3900 広島県 株式会社高山 9240001024651 大型振動コンパクタの導入で能率向上と売上拡大を目指す

3901 広島県 合同会社Outdoor Fun 2240003004583 パンフレット作成とトイレ改修で集客力を高める事業

3902 広島県 酵素風呂森蔵 ターゲット顧客に伝わるホームページに刷新し新規顧客を獲得する

3903 広島県 茶房いなだ 看板設置と屋外テラス席の設置で新規顧客の獲得を目指す

3904 広島県 大上産業株式会社 8240001024735 機械導入で水道トラブル対応力の強化・顧客満足度向上

3905 山口県 有限会社　寿司満 4250002020133 コロナウイルス終息後に向けた店内リニューアル

3906 山口県 ユープラン 衛生面を気にされるお客様に向けた店内改装

3907 山口県 株式会社川口自動車 1250001001764 更なるお客様の信頼獲得目指す自動車整備用スキャンツールを導入

3908 山口県 建築塗装イノウエ 光触媒を活用した機能性塗装で事業継続を力強く推進

3909 山口県 有限会社　楠本鉄工所 6250002012260 新型コロナに負けない物流用のプラスチックパレット洗浄の事業化

3910 山口県 Hilo Bakery 地域交流と青少年の就労スキル向上を目指したパン屋の開店

3911 山口県 有限会社田辺設備テクノ 6250002006551 機械式フォークの導入による解体工事への本格参入

3912 山口県 ドッグハウス 優 ドッグラン改善によるペットへの害防止と飼い主への安心感付与

3913 山口県 MAHALO　PROJECT オンラインショップによる新型コロナに負けない新たな事業展開

3914 山口県 松鶴園 店内バリアフリー化による消費者（高齢者）の顧客満足度向上計画



3915 山口県 株式会社kinoca 7250001017755 住宅性能をわかりやすく提示する対策と広報活動

3916 山口県 有限会社モデラ 3250002007230 最新カッティング･プロッタで顧客の精度ニーズに応え事業拡大

3917 山口県 興和産業株式会社 2250001008107 総合業務管理システム構築によるコロナ終息後の受注販売V字回復

3918 山口県 netto 新規介護タクシー事業の宣伝広告

3919 山口県 パン工房ワンハート 米粉パン「こめころ」を収益の3本目の柱に！

3920 山口県 株式会社がんね栗の里 8250005007371 SHOPがんね栗の里のリニューアルにより再開

3921 山口県 有限会社ほうえい堂 3250002015927 弥栄湖の景観を活かした屋外カフェ併設による新事業展開

3922 山口県 有限会社進藤水産 7250002014165 作業効率の見直しによる利益の確保と販路開拓・拡大

3923 山口県 cafe花音 店舗空間拡大のためのトイレ改修とSNS発信による販売促進事業

3924 山口県 コナ 自社製品の製造小売と新型コロナへの対応を可能にする店舗改修

3925 山口県 WAGYU　JAPAN（株） 2250001017727 高森和牛を使った、画期的なテイクアウトメニューの開発と販売

3926 山口県 耀癒 新規開業婦人服店の集客イベント実施による販路開拓事業

3927 山口県 村上農園 村上農園のホームページ開設し、農業を盛り上げる

3928 山口県 Maison de L’embellir 広告掲載及び看板設置による新規顧客開拓事業

3929 山口県 原田理容院 ホームページ開設による新規顧客獲得事業

3930 山口県 ニシジマ建設 販路開拓、業務効率化のための３D設計積算ソフトの導入

3931 山口県 有限会社　潮風 7250002019494 地元企業と連携した店舗づくりによるコロナ対策事業

3932 山口県 株式会社キシダSS 9250001012135 売上拡大に向けた新規サービス等の導入

3933 山口県 株式会社　浜誉 3250001012314 HPの作成及びＳＮＳの導入によるテイクアウト事業の本格化

3934 山口県 廣久商事　有限会社 3250002019201 食用油ろ過機導入による提供料理の質の向上と販路拡大

3935 山口県 Kazuファッションリフォーム 設備導入による業務効率化と顧客満足度の向上

3936 山口県 井原モータース 店舗改装に伴う自社イメージの向上による新規顧客の獲得

3937 山口県 米粉と発酵のお料理教室たむらみゆき 『人との繋がり』を大切にする、ECサイト構築事業

3938 徳島県 有限会社宗自動車 5480002007206 ロードサービス拡大のための新規機械導入及びホームページ開設

3939 徳島県 源喜亭 新たなテイクアウトメニュー提供のための新規設備導入及びＰＲ

3940 徳島県 株式会社　敬工務店 5480001004641 事業領域拡充とホームページ再構築事業

3941 徳島県 カントリーロード 新たな販路確立へ向けた店舗改革事業



3942 徳島県 御料理　石川 店舗レイアウトの変更による新規顧客獲得事業

3943 徳島県 岡一商店 豆菓子を看板商品にした店舗一新による新規顧客獲得事業

3944 徳島県 本格手打ちうどん専門店　やすらぎ 店舗改修による動線確保で高齢者．障害者への気配り満点事業

3945 徳島県 賀永農機商会 兼業農家の業務効率化支援に向けた設備導入と広報体制強化

3946 徳島県 原田肥料店 切干大根の製造工程自動化と販促ツール制作による販路拡大事業

3947 徳島県 カメラの柳本 “プロが教える無料写真教室”開催によるプリント需要喚起事業

3948 徳島県 株式会社 ブライトエフ 1480001010437 通販参入のための新商品（一昇阿波餃子）開発とHP改良事業

3949 徳島県 有限会社　阿波食品 8480002010149 一般消費者向け販路強化策、新商品開発と増産体制の構築事業

3950 徳島県 島津工業 解体事業への新たな参入に向けた設備投資

3951 徳島県 株式会社那賀ベジタブル 9480001007203 現存の顧客からの受注増と新規開拓のための新製品の開発

3952 徳島県 ラトリエあべ ゴエミヨ3トック取得による店舗改装等ブランド力向上作戦

3953 徳島県 犬伏理容所 出張散髪サービスの開始による新たな販路開拓事業

3954 徳島県 有限会社　トップワン 2480002012365 車いすでも利用できるバリアフリー・トイレの新設

3955 徳島県 株式会社　Ｅ－ＧＡＲＤＥＮ 8480001010876 ホームページで弊社の外構哲学と建築哲学及び実績をPRする

3956 徳島県 ボール接骨院 サポートメニューの追加によるリピート率向上と新規顧客獲得事業

3957 徳島県 前松堂 夏場の売上増加に向けた取り組み

3958 徳島県 BARBER　SHOP　HIRAI 顧客の求める空間をつくる事業

3959 徳島県 めぐみ整骨院 新規メニュー導入に伴う情報発信による顧客獲得事業

3960 徳島県 株式会社吉田青果 5480001005375 安心・安全な食材を届けるための冷蔵庫設置

3961 徳島県 吉紀コーポレーション株式会社 9480001009471 受注拡大　ドローン測量・3Ｄデータ作成・ＩＣＴ施工まで

3962 徳島県 有限会社武田石油 9480002011583 新設備の導入によるフルサービスのグレードアップで顧客＆売上増

3963 徳島県 美容室STYLISH 店内空間改装による顧客満足度向上事業

3964 徳島県 株式会社マルシンオート 5480001007784 自動車整備サービスのための設備導入と広報による受注増加計画

3965 徳島県 有限会社　ふじよし 8480002014983 顧客に対する安心・安全・快適を与える環境整備事業

3966 徳島県 有限会社　ダートウェイ 3480002011291 オーロラビジョン広告活用による新規顧客取り込み事業

3967 徳島県 家賀再生プロジェクト 自然農法無農薬で栽培された藍の粉を活用した新規顧客獲得計画

3968 徳島県 中華そばさかい 顧客満足度向上のための新メニュー開発及び店舗改装



3969 徳島県 イプシロン イプシロンの高齢者・障害者向け店舗改装事業

3970 徳島県 あき接骨院 接骨院が行うKOBA式体幹トレーニング事業への新たな取り組み

3971 徳島県 神木美容室 ～ブルーベリー観光農園アピール事業～

3972 徳島県 有限会社アモウ 2480002012167 新たな機器の導入による業務内容とエリアの拡大を目指す

3973 徳島県 石川オート商会 車両整備ピットの新設による作業負担軽減と顧客の待ち時間短縮

3974 徳島県 四国メンテナンス株式会社 7480001004490 建築・土木機械油圧ホースの出張修理事業への参入

3975 徳島県 阿部鮮魚店 和食店が開発したオリジナルスイーツの販売と販促

3976 徳島県 株式会社山文 8480001004564 商品単価の高い弱電機器・医薬品・化粧品BOX新規獲得

3977 徳島県 フクシマKaiyo ドライバー・利用者マッチングの田舎暮らし、観光助っ人事業

3978 徳島県 有限会社　内藤商店 4480002011258 地域のお店“なとう”の「お得情報発信」による新規顧客獲得事業

3979 徳島県 (株)元木工業 3480001010476 作業負荷を抑え、作業の効率化を図る機械導入事業

3980 徳島県 ウエンズ 実用新案を取った商品で新たな事業展開を図る。

3981 徳島県 合同会社　eichi 5480003000878 コンパネ洗浄機器導入による洗浄サービス提供での売上向上事業

3982 徳島県 Ｐａｎ　ｄｅ　ｐａｐａ ブランド力を高めて、コロナ感染症で減った顧客を取り返す

3983 徳島県 ぬしま鮮魚店 うつぼの新商品でコロナ感染症で減少した売上を取り返す

3984 徳島県 (有)太瀬畳工業 6480002013211 ウェブページとチラシ配布による新たな販路開拓事業

3985 徳島県 株式会社アズマ四国 9480001006592 接触型集客方式から非対面方式への販促活動の転換事業

3986 徳島県 有限会社 カイデヤ 7480002012831 創業１００周年を目指し、魅力あふれる店舗のＰＲ

3987 徳島県 Hair　Room　Bull 新サービスと安心安全を確保した店舗の周知による顧客獲得事業

3988 徳島県 有限会社　丸忠建設 9480002011336 ㈲丸忠建設の解体工事力向上事業

3989 徳島県 株式会社　樹 9480001008003 新カタログと自社ホームページでの特設ページ作成による販路開拓

3990 徳島県 公文式徳島あなぶき教室 高齢者層獲得による収益の安定化事業

3991 徳島県 株式会社サントレイト 1480001009215 導線にこだわったホームページ作成で販路開拓

3992 徳島県 くし家 『安心して来店して頂ける健康的な居心地の良い空間の提案』

3993 香川県 ヤマトイチ醤油 新商品を軸とした、新規個人顧客獲得および顧客利便化向上

3994 香川県 株式会社　カワイ時計店 9470001011263 ニュースレター型チラシの作成・配布による販路開拓

3995 香川県 あべひろし眼鏡店 新検査機導入による高品質眼鏡の売上増加計画



3996 香川県 有限会社河井葬祭社 7470002018342 小規模な葬儀の需要に応える新ホール出店による売上増加事業

3997 香川県 タナカ印刷株式会社 2470001011402 少人数無料セミナーによるデジタル事業の販路開拓

3998 香川県 株式会社　藤原塾 8470001017443 学習塾におけるZOOM型授業の広告宣伝による生徒数の拡大

3999 香川県 森本理容室 駐車場整備とバリアフリー実現化による、来店者数増加事業

4000 香川県 株式会社アップルペイント 6470001016397 ターボリン幕を製作と看板設置による新規顧客獲得事業

4001 香川県 グルマンディーズ 専用HP作成、EC販売サイト改修・改善でネット上の販売力強化

4002 香川県 有限会社　藤原車輌 5470002016810 電装品整備の集客力強化と認知度向上

4003 香川県 月のしずく 当店独自の体質改善サービスの宣伝活動による新規顧客獲得事業

4004 香川県 カイロプラクティックRiso 潜在顧客に届け！Ｒｉｓｏだからこそできる魅力発信事業

4005 香川県 株式会社弾 8470001007064 若い世代の顧客獲得に向けたホームページのリニューアル

4006 香川県 有限会社フレアデザイン 8470002010380 ネット集客から商談・売上につなげる導線最適化

4007 香川県 いその眼鏡店 広告宣伝強化と新機器による補聴器新規顧客獲得

4008 香川県 あべ理容 脱毛除毛サービスの展開による新規顧客層の獲得

4009 香川県 Baitball 釣果動画作成・提供による顧客満足度向上と認知度向上

4010 香川県 有限会社植松商店 9470002009892 顧客満足度向上を図るための駐車場誘導看板の設置と駐車場の整備

4011 香川県 平成塗装 防音型高圧洗浄機の導入により住宅密集地・集合住宅への新規開拓

4012 香川県 ＶＯＩＣＥ株式会社 3470001015757 お店に入りたいと思う、品質の高い空間環境の創造で売上増加を目

4013 香川県 はやし家株式会社 2470001017960 一目で美味しさが伝わり、品質が保てるパッケージの開発

4014 香川県 ナルセオートサービス お客様相談コーナーへの改修工事と完成時にＤＭ作成配布

4015 香川県 ネクストベーシック株式会社 4470001013520 新カリキュラム「子ども起業体験教室」プロモーション事業

4016 香川県 白井・村川法務事務所 看板設置とチラシ配布等による認知度向上での販路開拓事業

4017 香川県 ウエタ写真館 最新ドローン導入とホームページリニューアルで新規顧客の獲得

4018 香川県 オルト　イメージ 空撮用ドローン導入で利便性向上と販路開拓・新規事業への参入

4019 香川県 大庄屋株式会社 5470001009617 全国のうどん店をお土産うどんで応援するホームページ作成

4020 香川県 株式会社琴平国際ホテル八千代 7470001008154 接客品質を更に向上する事でコロナウイルス禍後の売上増を目指す

4021 香川県 合資会社アスカパソコンサービス 1470003000321 パソコン教室新コース開講に伴う環境改善・構築及び広告宣伝一式

4022 香川県 宗家　金比羅饂飩　狸屋 座敷宴会場のイス、テーブル導入による利便性と顧客満足度の向上



4023 香川県 絆 感染症対策による集客アップを狙うトイレ・手洗いの改修工事

4024 香川県 株式会社TOSHI電設工房 6470001006101 ホームページ作成による新ビジネスモデルの構築

4025 香川県 株式会社トヨシマハウジング 7470002014234 地元密着型インターネットメディアへの当社物件情報記事広告掲載

4026 香川県 Patisserie 3621 焼菓子ラインナップ増加のための店舗改装と売上拡大のためのPR

4027 香川県 有限会社川北縫製 4470002017768 自社ブランドのLOOKBOOK作成による販路開拓

4028 香川県 樹里美容室 高齢者に優しい店づくりとサービスの提供

4029 香川県 P-chai 女性顧客層の新規獲得を目論んだ売上向上施策

4030 香川県 ばばフードセンター 店舗外観リニューアルによる集客力・認知度アップ事業

4031 香川県 Cafe はるくも Sun. 新たな販路開拓に伴う大型業務用ミキサー導入による生産体制構築

4032 香川県 株式会社Japan Seafood Table 3470001016895 斬新な高栄養価魚介のネット販売型ホームページ活用販売促進事業

4033 香川県 西部製綿株式会社 7470001010390 寝具に関心の高い｢新規顧客｣を獲得するメディアミックス戦略

4034 香川県 大西柄物製作所 「うどん打ち体験プログラム」強化による物販の売上向上

4035 香川県 田尾文具店 文房具店集客UPのための認知度と顧客満足度の向上事業

4036 香川県 株式会社　香川商事 2470001016756 ドローン事業の営業強化による新たな販路と顧客の拡大事業

4037 香川県 コインランドリー　ホワイトピア豊中 創業１周年「女性向けコインランドリー」の新規顧客獲得事業

4038 香川県 島じまん株式会社 6470001012297 新規顧客獲得や顧客満足度向上のためのHPリニューアル事業

4039 香川県 山岡正士行政書士事務所 相談事業に特化した事業ＰＲ

4040 香川県 ３７ｍｉ－ｎａ ヘッドスパ施術サービスの本格的な導入による売上向上施策

4041 香川県 IZAKAYAダイニング　厨 ご近所のたまり場的居酒屋のネット販売強化による販路拡大

4042 香川県 合同会社 豊勝建業 8470003001511 コロナに有効な光触媒コーティングの営業力強化事業

4043 愛媛県 クレアテゴ 繋がりを綺麗に残す「子供・家族・カップル写真」需要開拓と販売

4044 愛媛県 若宮電工株式会社 4500001015884 一般家庭向け新規サービス導入と店舗環境整備強化で新規顧客獲得

4045 愛媛県 櫻花 中華料理のドライブスルーとテイクアウト事業

4046 愛媛県 谷口食料品店 店内を明るくして買い易い環境をつくり売上増加を図る

4047 愛媛県 村上工業 最新設備を導入し、建築事業強化を図り売上向上＆経費削減

4048 愛媛県 有限会社まんじゅう屋久保 1500002008304 自動洗米機導入による生産性向上を目指す。

4049 愛媛県 光乃画商会 最新プリンターを導入し顧客満足度向上を図ることで売上アップ



4050 愛媛県 果樹園Cunabula Kudako ウェブサイト開設による販路開拓と統一されたブランド構築

4051 愛媛県
Avocado Lounge Arita(アボカド ラウ

ンジ 有田)
自社ホームページ開設による販路拡大

4052 愛媛県 有限会社平磯自動車 3500002008797 誰でも気軽に入れる商談スペース改装による売上アップ事業

4053 愛媛県 金本商店 マドレーヌ製造販売拡大事業

4054 愛媛県 石丸工芸 ピンチをチャンスに！！コロナ対策の商品を製作し売上アップ

4055 愛媛県 洋燈屋ICHI 店舗コンセプトに合った改修とトイレ洋式化事業

4056 愛媛県 ハイサブ 食品ロス削減システムの販促用カタログの作成と顧客への送付

4057 愛媛県 毛利ミシン電気商会 店舗外観刷新によるイメージ向上と情報発信が繋ぐ販路拡大

4058 愛媛県 有限会社加地工務店 2500002022031 動画を活用した若者向け「KAJI工法」のブランド化事業

4059 愛媛県 ひまわり美容室 移動式シャンプー台導入による顧客満足向上と新規顧客開拓

4060 愛媛県 有限会社オカシマ 7500002020550 自動PH計の導入による、生産ロスの削減及び生産量の増加

4061 愛媛県 グッドリバー株式会社 5500001019018 新規事業展開で閑散期の売上向上及び新規顧客獲得

4062 愛媛県 有限会社髙田組 8500002023602 新規個人客開拓のための提案スペース整備事業

4063 愛媛県 陶彩窯 粉砕機導入による新商品の開発&効率化　売上アップを目指す

4064 愛媛県 有限会社吉田自動車 3500002023755 個人向けカーリースへの取組みと看板改修

4065 愛媛県 株式会社玉津柑橘倶楽部 2500001021760 顧客管理ソフトを活用した、流通システムの構築と販路拡大事業

4066 愛媛県 有限会社コウジ屋 2500002023418 地元の特産品（お米）を使ったオリジナルカレーの制作と販路拡大

4067 愛媛県 立木工務店株式会社 5500001018589 ＨＰ作成による若手世代・県全体からの新規顧客獲得

4068 愛媛県 古谷佑一税理士事務所 パンフレットを活用した相続業務、生前贈与対策の周知徹底

4069 愛媛県 久万タイヤセンター 新たな業務展開につなげる大型車用タイヤチェンジャーの導入

4070 愛媛県 お好み焼きもんた 和式トイレの洋式化と自動手洗い場への改修事業

4071 愛媛県 株式会社今井工務店 6500001009224 ネット広告で「強み」を伝え差別化して集客する事業

4072 愛媛県 浅野自動車 高機能スキャンツール導入による自動車の異常箇所即時診断事業

4073 愛媛県 Angel　cat オリジナル手作り雑貨の販売強化による売上アップ

4074 愛媛県 行政書士酒井茂樹事務所 ホームページ開設による知名度アップ・販路開拓集客事業

4075 愛媛県 山本丸水産 栄養満点安心安全なヒジキの商品開発及びホームページによるＰＲ

4076 愛媛県 ケーオー醗酵株式会社 7500001014867 新商材の生産体制整備と取引先拡大



4077 愛媛県 コンビニエンスストアやまうち 店舗内の刷新と商品拡充による販路開拓

4078 愛媛県 NUTS CUSTOM CYCLES ホームページのリニューアルによる商圏拡大

4079 愛媛県 GLASSY 調色機導入によるレザー・ファブリックの「リペア」事業開始

4080 愛媛県 木村自動車 次世代自動車対応のエアコンフレッシャー導入による新事業の開始

4081 愛媛県 有限会社フローラルクマガイ 9500002012703 カフェ開設による新規顧客の獲得

4082 愛媛県 株式会社善家自動車 9500001020590 フロンガス回収再生機能搭載全自動エアコンガスクリーナーの導入

4083 愛媛県 shot bar Rain 外観・水回り壁面の抗菌塗装および換気扇新設工事事業

4084 愛媛県 理容なかた 高性能空調機器導入による安全安心の理容空間の提供

4085 愛媛県 ㈲丹下陽子美容室ふあっと 7500002004264 看板設置で新規顧客の獲得&常連客への新メニュー提案

4086 愛媛県 株式会社CHEZ TACHIBANA 8500001022258 テイクアウトの充実とアイドルタイムの有効活用による販路開拓

4087 愛媛県 珈琲館京和 和式トイレの洋式化による来客数・店内滞在時間拡大事業

4088 愛媛県 Piano Art Lesson 防音室設置による音楽教室環境の改善と新規生徒獲得

4089 愛媛県 鈑金・塗装ピーカブー 大型塗装ブース設置による車両対応力強化と計画的販路開拓

4090 愛媛県 愛媛新聞エリアサービス長浜 新規設備導入による顧客満足度向上と新規顧客開拓

4091 愛媛県 合同会社岸本石油 5500003001080 来店者の駐車スペースやカーケアのための環境整備事業

4092 愛媛県 清月窯 ホームページ＆リーフレット作成で売上アップ

4093 愛媛県 株式会社うずくぼ工房 7500001007235 保証とメンテナンス体制の強化で受注率アップ、業務の効率化

4094 愛媛県 hair design Toiro 認知度向上・新規顧客獲得のための看板設置事業

4095 愛媛県 きっずゼミ ワンコイン(500円)で新生活様式に対応した教育で販路拡大

4096 愛媛県 お遍路ハウス・民宿やまもも 民宿改修に伴う顧客回転率向上による売上拡大

4097 愛媛県 山口ストア 店舗内装改修、配送サービス強化による顧客満足度向上

4098 愛媛県 ｕｔａ デジタルパーマ・美髪トリートメントの提供で売上げ拡大

4099 愛媛県 森岡造園 掘削機械導入による自然木の需要販売促進事業

4100 愛媛県 株式会社梅乃瀬窯 8500001021318 新販売拠点によるギャラリー・カフェ・ワークショップの複合事業

4101 愛媛県 おばんざい居酒屋いごごち トイレリフォームによる店舗イメージアップによる顧客獲得事業

4102 愛媛県 松前餃子 松前餃子ＰＲ計画及び焼き餃子機械の導入

4103 愛媛県 GLUTTON 店舗前面改装による店舗イメージ向上とテイクアウト注文獲得事業



4104 愛媛県 二村建臣税理士事務所 コロナ対策助成制度活用支援サポート告知事業

4105 愛媛県 居酒屋さくら 和式トイレから洋式トイレへの改修による顧客満足度の向上

4106 愛媛県 魚成タクシー有限会社 2500002012569 特注カーポートの設置による顧客満足度・利用頻度の向上

4107 愛媛県 合同会社YOURS 4500003002071 テラス席、及び石釜・BBQ台の整備

4108 愛媛県 グランドライン ITを駆使した提案スキルの向上と機会損失の低減により顧客獲得

4109 愛媛県 有限会社本田自動車 8500002012035 大径対応タイヤチェンジャー導入による利益率向上事業

4110 愛媛県 渡辺自動車販売 新たな特定自動車整備認証に対応したサービスで顧客獲得

4111 愛媛県 松下産業株式会社 2500001007165 ホームページ充実化による販路開拓

4112 愛媛県 株式会社東温モータース 7500001007433 最新車両に対応したヘッドライトテスター導入による受注拡大

4113 愛媛県 株式会社ウエダオート 4500001007790 先進安全自動車整備対応診断機導入による売上維持拡大事業

4114 愛媛県 有限会社宮内サービスセンター 2500002013617 新たな特定自動車認証対応した新サービス展開事業

4115 愛媛県 OrangeStoreニノミヤ ホームページ制作及び、チラシ等デザイン制作事業

4116 愛媛県 株式会社ＮＡＤＡ 6500001008580 地域まるごと売込み作戦と新たな“ＭＩＳＡＫＩ”の魅力度アップ

4117 愛媛県 かねしん建築工房 建築機械購入による生産性向上と伝統技術も兼ね備えた住宅の提供

4118 愛媛県 アド・マツウラ 医療施設向けパンフレット、チラシ作成による新規顧客獲得事業

4119 愛媛県 tessen 工場労務改善および生産性向上事業

4120 愛媛県 株式会社石畳つなぐプロジェクト 7500001022531 石畳の宿の魅力向上と石畳栗の販路開拓事業

4121 愛媛県 Lily beaute シングルマザー2度目の開業 新規顧客獲得と既存顧客満足度向上

4122 愛媛県 株式会社エスピーイノベーション 3500001016974 室内型トランクルーム事業開始に伴う新規顧客獲得事業

4123 高知県 有限会社 中西商店 4490002013278 自社オリジナル商品販路開拓による売上回復・持続的な事業発展

4124 高知県 森脇自動車 日立ダイアグノチックツール導入による販路開拓事業

4125 高知県 ビビットハウジング ホームページスマートフォン対応による販路開拓事業

4126 高知県 株式会社　三浦屋海産 8490001006709 出荷作業の効率化を目的とした自動梱包機の導入計画

4127 高知県 有限会社　まる原贈答 7490002012343 自社ホームページの充実化と店内設備の改装による販売促進計画

4128 高知県 Petit Fleur 高機能美容機器によるお肌３大トラブル解決で客単価向上

4129 高知県 四万十生産有限会社 5490002010984 食品表示法改正対応ラベル印刷機導入で生産性向上計画

4130 高知県 有限会社　十和建設 8490002010998 スキャンツール＆センターサポートナビ導入で顧客満足度アップ



4131 高知県 明孔塾 プライベート空間区別とウイルス感染予防対策の為のトイレ改修

4132 高知県 株式会社　四万十とおわ 4490001008741 ジップライン導入による販売促進

4133 高知県 有限会社香北自動車工業 9490002011244 自社ホームページを開設し、情報発信による新規顧客獲得事業

4134 高知県 西本自動車整備工場 スキャンツールを導入し新サービスの提供による新規顧客獲得

4135 高知県 株式会社川崎電気 9490001008852 土木工事積算システム導入による土木系電気工事の受注拡大

4136 高知県 有限会社　フォトスタジオたけひら 1490002012621 ガーデンスタジオの整備及び地元情報誌掲載による新規顧客開拓

4137 高知県 有限会社有光電設 8490002012730 機会喪失に対応し新規顧客獲得の為の機材導入

4138 高知県 ポレポレダイブ 本格的な水中撮影体験用カメラハウジング及び周辺機器の購入

4139 高知県 平串製作所 新規金型導入による小売店への販路開拓

4140 高知県 Lea Lea 空気清浄機能付空調設備導入で安心空間の提供による販路開拓

4141 高知県 エフコン 株式会社 2490001007415 展示会出展・製品パンフレット作成による販路拡大

4142 高知県 有限会社エウチ 6490002012105 来店率向上を目的とした環境整備実施計画

4143 高知県 酒処　さかえ 顧客満足度向上を図り事業再建を目指す為の洋式トイレへの改修

4144 高知県 有限会社 カーハウス久家 1490002011581 照明のLED化によるサービス強化、販売拡大

4145 高知県 岩原のお豆腐 県外発送に対応する設備の導入と品質向上

4146 高知県 有限会社　三代目竹内石材 8490002012409 ホームページリニューアルによる顧客獲得、販路拡大

4147 高知県 有限会社　カメイクラブ 3490002013122 テニス・バドミントンガット張り機からの販路開拓

4148 高知県 株式会社ヒューネラル愛 4490001006571 小型葬儀を主力とした地域密着型葬儀の提案と広告営業の強化

4149 高知県 有限会社　土佐通信 4490002010275 アフターコロナの商談時における成約率アップのパンフレット作成

4150 高知県 お山の宿　みちつじ くくり罠ハンティングツアーによる魅力度向上

4151 高知県 有限会社　浜吉ヤ 3490002009830 高知の鰹を日々の食卓に！県外市場への新たな挑戦

4152 高知県 香南サイクル 脱小型二輪車から自転車販売広告強化とサービスメニューの確立

4153 高知県 有限会社　竹内商店 6490002009778 金属探知機導入による安心安全な高知県産本枯節を県外へ

4154 高知県 イタリアンレストランピノッキオ ショウガ加工品製造、販路拡大事業

4155 高知県 有限会社　英 3490002010367 体組成計によるボディチェックで会員数拡大

4156 高知県 The Blue Earth 快適空間の演出と顧客満足度の向上

4157 高知県 岬観光ホテル株式会社 8490001008358 ガス給湯器の設置による団体客への販路開拓



4158 高知県 有限会社 アールビジネスホテル 5490002001967 ポイントカードシステム導入による販路拡大

4159 高知県 にくや牛正 精肉裁断機の導入で食中毒対策徹底による販路開拓

4160 高知県 Cil Bonheur 新規顧客獲得のための広報活動の実施

4161 高知県 錦園業 需要が高まる草刈の受注のための設備投資

4162 高知県 エムテック 専用工具の導入による顧客満足度と売上の向上事業

4163 高知県 大西設備 専用工具の導入による機会損失の解消と売上の向上事業

4164 高知県 美容室nico 店内インテリアの導入による新規顧客獲得と売上向上事業

4165 高知県 株式会社　土佐西南企画 2490001005039 コース内茶店トイレの洋式化による顧客満足度の向上事業

4166 高知県 株式会社　いろり食品 1490001005031 新商品パッケージデザイン及び一人掛けテーブル席の増設事業

4167 高知県 竹葉自動車 新たな車検基準に対応した測定機器導入による販路開拓

4168 高知県 DADA NUTS BUTTER 新商品パッケージの作成および展示会出展による販売促進事業

4169 高知県 ヌックスキッチン 新規顧客開拓の為の田園アウトドアダイニングの新設

4170 高知県 有限会社　黒岩観光 6490002009943 運転手の健康管理による「高知県一の安心・安全・快適」の実現

4171 高知県 住まいる高知株式会社 5490001007981 セカンド受注の見込みを拡大させるための不動産事業PR

4172 高知県 フローリストマリー 出張販売所における商品の視認性向上のための商品ラックの設置

4173 高知県 タル店 受注増に向けた増産体制構築による販路開拓事業

4174 高知県 片岡銘木店 土佐ジロー卵の選別包装施設改修事業による販路拡大

4175 高知県 浅野林業 山林の管理請負サービスに取り組むための重機導入事業

4176 高知県 season 葬儀スタンド一式及びテラスの導入による顧客満足度の向上事業

4177 高知県 有限会社　ビオス 6490002008862 製氷機及び冷凍庫導入によるテイクアウトの強化と売上向上事業

4178 高知県 イノタネアグリ 商品の生産量向上とラベルデザインの開発による売上の向上事業

4179 高知県 パンとおやつ ぶどうのたね 山の宝満載のパンと菓子のメニューを増やして販路拡大する事業

4180 福岡県 La Casa むなかた牛使ったビーフシチュー（冷凍商品）の開発及び販路開拓

4181 福岡県 株式会社うるう農園 6290001088587 看板制作と駐車場増設、チラシ配布による新規顧客の販路開拓

4182 福岡県 ヘアーリラックス・ハレノヒ 地域密着型の集客体制を整え近隣の年配者を獲得できる体制の構築

4183 福岡県 永井サッシ 看板設置による当社の周知と一般個人向けサッシの販売体制の構築

4184 福岡県 ららら・ランドリー 家計・環境に優しいマグネシウムを使ったＥＣＯ洗濯術の販路拡大



4185 福岡県 株式会社　ノジケン 9290001069064 新規顧客開拓による売上向上と直接受注による利益率向上

4186 福岡県 三光住建 お客様が注文しやすい外壁塗装工事の販路拡大

4187 福岡県 地島宝船あかもくの会 商品パッケージデザインリニューアルにおける新たな販路開拓

4188 福岡県 ボディショップ和晃 新たな設備がもたらす技術と作業効率の改善に伴う販路拡大事業

4189 福岡県 有限会社福創工業 4290002042834 匠の技オーダーメイト金物のホームページ開設による販路開拓

4190 福岡県 株式会社タイエイ電設 4290001085702  街の安全・快適性を保守する地域電気工事のウェブ販路開拓

4191 福岡県 創作居酒屋　一心 地域の皆様の『うまい・安心・安全』を一心に考えた店舗整備事業

4192 福岡県 PETIT　MARCHE 看板の設置とホームページの改修で、認知度向上と売上増加を図る

4193 福岡県 すし廣 カタログ作成による販路開拓

4194 福岡県 ミユキ整骨院 同業他社には無い特殊な施術サービスの広報強化で新規顧客獲得

4195 福岡県 株式会社　Ｈｅａｔ　Ｗａｖｅ 8290801020177 弊社オリジナルキッチンカー「クッカー」に関する販路開拓

4196 福岡県 スパイスカレー　シャンバラ 認知度向上と業務効率化による販路開拓

4197 福岡県 勝太 新商品「昆布巻き　真空パック（仮称）」による顧客獲得・販路拡

4198 福岡県 dining Bar Ash 新規顧客開拓とコロナ不安払拭のためのオープンテラス設置と広報

4199 福岡県 入部薬局株式会社 3290001033777 店主の魅力を知らせるユニークなチラシで新規顧客の開拓

4200 福岡県 來葉な 何度でも来店したくなる注目される店作りで売上20％アップ

4201 福岡県 すざく鍼灸整骨院 新たな電気治療器の導入による作業効率の向上と新規顧客の獲得

4202 福岡県 タイヨウホーム株式会社 6290001084553 夫婦二人の住宅会社が30代をターゲットに販路開拓に取り組む！

4203 福岡県 足もみ健康サロンとび梅 足つぼ整体を地域で認知度アップ事業

4204 福岡県 かじ整骨院 ココロとカラダのバランスを整える治療による販路開拓

4205 福岡県 KAIKYU スムーズな来店誘導する看板設置と大島7スイーツの商品開発

4206 福岡県 パンデピス お客様ニーズに対応した生産体制の確立による販路拡大

4207 福岡県 ファミリーホーム優 アウトリーチ事業

4208 福岡県 ママドック 域外観光客依存からの脱却と域内女性客開拓による利益の確保

4209 福岡県 株式会社ゼロプラス 4290801018885 安定的な売上確保のための定期購入システムの導入

4210 福岡県 株式会社ノリハウス 5290001044533 今までの営業方法を一新するサービスのウェブ販路開拓事業

4211 福岡県 黄河 密閉を避ける衛生対策の強化による安心・安全な店舗づくり



4212 福岡県 中川印刷 カッティングプロッタ導入による新規顧客開拓事業

4213 福岡県 深町左建 左官が始める飲食店！職人技術に肌で触れ、一般個人の受注ＵＰ！

4214 福岡県 terracotta 生産能力向上による販売機会損失の回避と遠方発送需要への対応

4215 福岡県 株式会社サニースポット 6290001080742 個性派アメリカンスタイル住宅販売促進に向けた広報事業

4216 福岡県 フコイダンジャパン 販売力を強化するための無添加・農薬不使用の新商品開発

4217 福岡県 有限会社賀川熱処理 3290002033702 小ロット生産受け入れ体制強化後の販路開拓事業

4218 福岡県 CHAMP　CAFE　糸島 自家製ソース類、自家製ベーコンの開発・販路開拓

4219 福岡県 welina HPリニューアルとSNSで若年世代の顧客開拓

4220 福岡県 椎木茶屋 当店のブランド化による競合との差別化で売上10％増加を図る！

4221 福岡県 パティスリーアンサンブル ペットも一緒にくつろげるサロンカフェの開設による販路開拓

4222 福岡県 安丸建材店 インターネット広告を活用した商品の販売実績構築

4223 福岡県 （株）アドレンタルサービス 5290001068227 通販サイト新設による新規顧客の開拓と新たな需要創出

4224 福岡県 株式会社プロナビ 5290001074555 感染症に強く安心して通える塾の教室環境づくり

4225 福岡県 ALL  About  proworks 輸入車全車種取扱いによる販路開拓、顧客サービスの充実

4226 福岡県 株式会社　トキオグループ 1290001034926 新施術導入による新規顧客増大、および客単価向上の実現

4227 福岡県 三粒の種 三密を避け、畑まで来ていただく販売方法の確立

4228 福岡県 HARE MAKE vollzie ホットペッパーネット広告２４時間予約システムで、客数増加

4229 福岡県 英樹園 個々に合ったお庭の提案、リガーデン顧客の発掘事業

4230 福岡県 株式会社　かわなみ 6290001083885 新商品販売に伴う自社サイトの構築

4231 福岡県 和ごころ 安全性向上とプライベート空間を楽しむことのできる店つくり

4232 福岡県 ジェムクラブタイランド スマホ対応ECサイト一式（操作管理システムのカスタマイズ含）

4233 福岡県 メディカルハピネス 癒しと治療を両立する高性能設備と新メニューの導入で集客力ＵＰ

4234 福岡県 鍼灸たなか治療院 顧客の悩みを解決する鍼灸治療の広報力強化事業

4235 福岡県 株式会社　大塚自動車 5290001063632 冷媒回収洗浄充填装置（エアコンガス）導入による新規顧客獲得

4236 福岡県 バンブーさわらの郷合同会社 7290003008724 水煮たけのこ専用サイト作成によるBtoCの販路開拓と生産拡大

4237 福岡県 グリーン曽田 作庭のストーリーブック作成による高所得層の販路開拓

4238 福岡県 飯塚竜王武道具 武道具のオリジナル商品の開発とインターネット販売



4239 福岡県 うらら整骨院 整骨院で行う発毛施術事業

4240 福岡県 魁華 コインランドリー店舗周知に伴うPR強化事業

4241 福岡県 KITANO キッチンカー製作事業拡大周知事業

4242 福岡県 麺屋　華一 認知度と清潔感をアップさせ地元に愛されるラーメン店へ

4243 福岡県 馬場ファーム パッケージのクオリティーアップによる百貨店への販路開拓

4244 福岡県 喫茶シンクロ 喫茶シンクロ認知度向上と常連顧客確保作戦

4245 福岡県 たなまち農園 西新商店街出店の拡充に伴う、野菜セットの販売促進事業

4246 福岡県 R‘ｓカフェ レンタルスペースの利用促進とセットプランの提供開始

4247 福岡県 株式会社ピュア 2290801007428 販促ツールの拡充による新規顧客開拓と新商圏の開拓

4248 福岡県 株式会社山川食糧 1290001050733 ネット販売を活用した新規顧客の獲得及び生産性向上の取り組み

4249 福岡県 はなまる整骨院 ＨＰ制作による広報活動及びプッシュ配信等新しい広告媒体活用

4250 福岡県 装い館豊崎 チラシによる着物リメイクと健康関連商品の新規販路開拓

4251 福岡県 朝倉物産株式会社 6290001043930 清潔で整然とした加工場に整備し、更なる売上高の増加に対応する

4252 福岡県 THALIA COFFEE スペシャルティコーヒーをどこでも楽しめる移動型コーヒー店

4253 福岡県 からだ回復整体まえばる 自分の症状で悩んでいる人のために、新たな集客媒体の確立

4254 福岡県 糸島食品 糸島カキプレス焼き（海の恵みカキパリパリ）の開発・販路開拓

4255 福岡県 株式会社ＯＫＫＦＯＯＤＳ 6290001059852 糸島野菜×キムチを全国に広めたい

4256 福岡県 モリソウ化成株式会社 8290001060494 看板設置と製品実例の見える化による販路開拓事業

4257 福岡県 (株)Yokoken 8290001088957 看板設置とチラシ配布による事業内容周知への取り組み

4258 福岡県 くらて天徳整骨院 新型コロナウイルス感染症終息を見据えたサービスの提供

4259 福岡県 丸筑農園 顧客ニーズに合わせた苗木の販売による新規顧客獲得事業

4260 福岡県 有限会社　林設備工業 3290002032869 新サービス排水管洗浄の広告宣伝費による販路拡大・売上UP

4261 福岡県 カギのたていし 特殊な鍵も徹底対応！「カギの専門店」周知による新規顧客の獲得

4262 福岡県 OES 海外メーカー中古車の修理サービスの提供による新規顧客の獲得

4263 福岡県 440ガレージ 新たな輸入車点検整備に取組むことで新規顧客獲得と売上アップ！

4264 福岡県 TM　MOTORZ 紹介・口コミ営業だけからの脱却と売れる商品構成で売上アップ

4265 福岡県 森松農園 オウンドメディアを活用したホームページの制作で販路開拓の促進



4266 福岡県 森とコーヒー。 インターネットを活用した販売戦略と手すき和紙による新商品開発

4267 福岡県 フラワー住宅株式会社 1290001083964 移住希望者にも対応！充実した物件情報掲載による成約率アップ

4268 福岡県 株式会社リビングデザイン 7290001080717 リノベーション物件のモデルハウスをサロンとして活用し認知向上

4269 福岡県 ヘアーハウス・サイキ 地域の高齢化に伴う施術安全性向上の為の理容椅子導入

4270 福岡県 ALOHA DAY 初めてのキャンプ（ガイド付き）

4271 福岡県 有限会社HumanHeartBridge 4290002047965 アフターコロナでも地元密着型店舗確立のため看板設置事業

4272 福岡県 はやき司法書士・行政書士事務所 業務効率化で気軽なリーガルサービス提供と販路開拓事業

4273 福岡県 鍼灸&リラクゼーション　Be Natural 女性向けエステティックサービス展開による販路拡大

4274 福岡県 株式会社　明灯 5290001042974 「販促うちわ」による新規顧客の獲得並びに売上向上の取り組み

4275 福岡県 酒家てんやわんや 換気を徹底した店舗改装による販路開拓

4276 福岡県 株式会社シンクロライフ 6290001078183 新たな顧客獲得、販路開拓のための看板設置

4277 福岡県 合同会社　寿老人 9290003001470 市販ロボットキットを活用した遠隔操作介護用ロボットアーム開発

4278 福岡県 ＮＰＯ法人高齢者シェアホーム協会 9290005015304 宅配弁当販売促進ポータルサイトの導入

4279 福岡県 美腸サロンReforne 美腸サロン腸が変われば人生変わる！いつまでも色あせない輝きを

4280 福岡県 Coffee　and　Cigarettes コーヒーとカルチャーを楽しんでいただける地元文化の遊び場計画

4281 福岡県 有限会社　古賀製作所 1290002039107 i-constructionに対応した機器導入による販路開拓

4282 佐賀県 みやざき不動産 白石発！簡易宿泊サービスでインバウンド需要獲得と商店街活性化

4283 佐賀県 秀島酒店 飲んで美味しい・楽しい「生ビールサーバー無料貸し出し」

4284 佐賀県 お食事処　伊六 食事処に安心を、お年寄りに優しいトイレの空間づくり

4285 佐賀県 はらまき養蜂場 蜂蜜の価値を最大限に表現したパッケージデザインの考案

4286 佐賀県 果樹園みかんの木 親子３世代で育てた特濃みかん！最大限の魅力発信

4287 佐賀県 花器の花泉窯 新たな設備導入による新商品開発と販路開拓

4288 佐賀県 HANAデザイン事務所 地元企業の販路応援！集えるECサイト制作による販路拡大事業

4289 佐賀県 株式会社　城島・カンパニー 6300001010895 中小企業テクノフェアin九州2020を足掛かりにした販路開拓

4290 佐賀県 カフェ・ロータス 「新しい生活様式」対応と、食と癒しの時間を提供する新店舗PR

4291 佐賀県 有限会社写真堂 4300002007182 在りし日の姿を映し出すメモリアルスライドによる新サービス提供

4292 佐賀県 鶴　建設 機器導入による安心安全な土木施工一貫管理体制の強化



4293 佐賀県 白玉饅頭　元祖吉野家 新たな看板商品としての新商品開発及び販路獲得事業

4294 佐賀県 有限会社白石開発 2300002007548 HP制作と電話帳広告によるブランディング強化と新規顧客開拓

4295 佐賀県 株式会社　松田建設 1300001011956 地域密着型！川上から川下まで！遊休資産活用推進と土木施工事業

4296 佐賀県 城野仏壇店 “職人の技”を全面に表現した店舗改装事業と情報発信事業

4297 佐賀県 BASE　HAIR ワーキングママを応援！理美容室で過ごすリラックス空間創出事業

4298 佐賀県 光洋自動車 衝突防止安全ブレーキ装置診断機械の導入と安心車検の実現

4299 佐賀県 鐘ヶ江はり灸リフレッシュセンター 「リフレッシュセンター」はコチラです！看板設置アピール事業

4300 佐賀県 ピュアライフ 愛犬とともに過ごす充実した余暇を提供する環境整備・PR事業

4301 佐賀県 香月塗装店 当社認知度と商談成約率の向上に資するホームページとチラシ制作

4302 佐賀県 株式会社　土井組 6300001007603 創業200年を目指す除草や橋梁補修等の土木工事関連事業の強化

4303 佐賀県 大福丸 脱・閉鎖的入口　コンセプトにあった明るく入りたくなるカキ小屋

4304 佐賀県 株式会社美国 5300001006580 “緑”のある暮らしの支援！観葉植物育成販売と情報発信事業

4305 佐賀県 パンと器のコネル 店舗兼ギャラリー整備による唯一無二のパンと陶器の直販体制構築

4306 佐賀県 B．S工芸 高効率設備の導入による受注体制強化で高質なインテリアをご提案

4307 佐賀県 大串自動車鈑金塗装工場 難解ボディカラーも瞬時に調色！短納期、高品質で顧客満足度UP

4308 佐賀県 Flower Works Coco＋ “高齢になっても仲良し夫婦”フラワーアレンジメント教室の開催

4309 佐賀県 有限会社旅館くじゃく 8300002006321 HPリニューアル&スマホページ作成によるWEB戦略事業

4310 佐賀県 中山販売店 牛乳宅配店が取り組むパン・菓子宅配事業による販路開拓！

4311 佐賀県 マリンペガサス 船釣りの充実感でお客様の満足度UPと地域一番の遊漁船の確立！

4312 佐賀県 株式会社佐賀牛宮崎牧場 7300001011793 佐賀牛の生産者と消費者をつなぐコミュニケーションツールの構築

4313 佐賀県 L’arancia 本場イタリアンジェラートでイタリアの夏を感じてください

4314 佐賀県 Muku　Muku 新事業PRによる販路拡大・感染防止対策による受入態勢整備事業

4315 佐賀県 株式会社COREST―LABO 4300001009774 ギフトニーズにも対応！新パッケージ開発によるEC販売強化事業

4316 佐賀県 ケイズファクトリー 明るい照明で展示車両をPR！国道を通る運転者への販路開拓

4317 佐賀県 合資会社基山商店 1300003000503 商品表示ラベルを活用とステッカー配布によるブランド認知度向上

4318 佐賀県 スーパーハネ 通いたくなる店へ!店舗改装によるイメージアップで集客アップ！

4319 佐賀県 学習塾　志栄館 オンライン英語レッスン「NEO」のPRによる新規生徒獲得



4320 佐賀県 まほうの手 除菌対策による安心安全なリラクゼーションの場の提供

4321 佐賀県 有限会社　お茶の嬉野園 5300002006183 看板とネット販売体制の構築によるお茶の魅力再発進（発信）事業

4322 佐賀県 株式会社　森うなぎ屋 9300001010505 トータルブランディングデザインによる差別化

4323 佐賀県 居心家　もと茶庵 店内を個室化し、ママ層・グループが安心して食事が楽しめる事業

4324 佐賀県 有限会社　割烹ひさご 7300002007056 店の顔を一新！安全性の向上と、お客様が入りたくなる割烹店へ

4325 佐賀県 小料理　島の内 昼と夜！２店舗で行うテイクアウト事業の推進

4326 長崎県 髙橋謙作製麺 在宅消費向けに訴求効果の高い素麺新パッケージで販路開拓

4327 長崎県 食膳わらび 周囲5km圏の「夜の部」飲食需要の取り込み事業

4328 長崎県 有限会社　海産物のわたなべ 2310002019641 多様な「だし」を全国の家庭に届ける事業

4329 長崎県 ヘアーサロン愛髪 サロン型福祉美容サービス提供者への変革

4330 長崎県 八番・エトワール いろんな人の出会いを結び、情報を繋ぐカフェづくり事業

4331 長崎県 瀬川畳店 「瀬川畳店101周年記念看板」設置による販売促進事業

4332 長崎県 まんま亭 弁当販売店の「おもてなし機能」と「安全衛生管理」向上事業

4333 長崎県 株式会社　嵜本工務店 7310001014663 事業承継による組織のリフォームと女性目線の住宅リフォーム提案

4334 長崎県 有限会社　山下陶苑 4310002012314 自社ブランドnuccaの商品展開とPRを軸とした販路開拓事業

4335 長崎県 小田製麺所 「塩水用冷水機」「加湿機」導入による手延素麺生産性向上

4336 長崎県 有限会社小関 2310002018379 建築業界基準クリア型高圧洗浄機導入による生産性向上事業

4337 長崎県 横山鮮魚店 価値の乏しい鮮魚を活用した消費者利便性の高い加工品の販路開拓

4338 長崎県 岡本機械 島内唯一の船舶解体事業で潜在顧客の獲得。

4339 長崎県 有限会社　保栄水産 1310002019931 ”安心・新鮮！保栄水産ブランド”構築と販路開拓事業

4340 長崎県 3rd BASE cafe 元テレビディレクターによる映像制作の事業化

4341 長崎県 ヘアーサロンさとう 島原半島初の「ウィッグ」専門知識・技術活用型取扱店展開事業

4342 長崎県 薄田畳製作所 畳材料で作ったスマホケースの新製品で販路開拓

4343 長崎県 えびす丸 瀬渡業から生まれた多様なニーズを叶える宿泊おもてなし事業

4344 長崎県
株式会社JAPANトラストエンジニア

リング
2310001014809 BtoCによる販路拡大とブランド戦略ためのビジネスモデル構築

4345 長崎県 お菓子のいわした 顧客増のために３種類の人気商品を表示した看板を設置する取組み

4346 長崎県 レストラン喫茶ぶらぶら ドライブイン飲食店としてのお店づくり



4347 長崎県 ビューティーサロンきく 個室でエステ！店舗リニューアルと新メニューのPRで販路拡大！

4348 長崎県 有限会社田中ファミリー 9310002016566 ビジネスホテル部門の強化による顧客獲得事業

4349 長崎県 大﨑たたみ店 電動台車を使って配達・作業の効率化

4350 長崎県 からあげジャック アンビション　新境地を求めて　からあげジャックの挑戦

4351 長崎県 株式会社　小宮自動車 4310001013924 新規機械導入による整備品質向上と新サービス展開による顧客獲得

4352 長崎県 ＡＢＣスポーツ ３密を回避するための商談スペースの設置による顧客満足度の向上

4353 長崎県 株式会社FORTHEES 9310001015370 そのぎ抹茶のブランディングによる販路開拓と茶葉消費量拡大事業

4354 長崎県 ホンダオートワークス リフト導入による作業効率化とお客様に最適なカーライフの実現

4355 長崎県 吾妻の里 島原半島産の「天然インシュリン菊芋」で地域おこし事業

4356 長崎県 マヒナ ＳＮＳより自宅でも出来る心のケアの為の商品開発と新規顧客獲得

4357 長崎県 民宿　宝来荘 高齢者向け設備の導入と新メニュー開発で、リピーター客の確保。

4358 長崎県 株式会社時愉亭 7310001015012 提携飲食店のケータリング機能を活用した朝食サービスの提供

4359 長崎県 ｎｕ 量産体制を整備するための木加工機器の導入と広報事業

4360 長崎県 La　Vierie 新常識！マイクロバブルで、頭皮や髪質を改善し美髪化へ

4361 長崎県 小川船舶電機　株式会社 3310001004775 オーダーメイド製品品質向上とオリジナル製品による販路開拓事業

4362 長崎県 有限会社　ディーアールケイ 7310002003343 顧客スペースの拡大と商品保管スペースの拡大事業

4363 長崎県 株式会社若宮水産 3310001010204 長崎県産食材使用レトルトスープ開発に伴うギフト需要獲得事業

4364 長崎県 澁江商店 店舗ディスプレイ刷新による新規顧客獲得と客単価向上

4365 長崎県 株式会社フジシタ 2310001011608 自走式じゃがいも「種芋植え機」と「収穫機」の販路開拓事業

4366 長崎県 合同会社ＨＲＴ 7310003002492 ミシン導入によるオリジナル商品の開発でお客様満足度アップ

4367 長崎県 hairmake くるくる 髪質・頭皮改善の新メニュー開発と時短による生産性向上

4368 長崎県 グルペットデザインワークス 商品写真撮影・お客様の声をお届けする動画配信サポートサービス

4369 長崎県 株式会社SUIKO 5310001016521 事務所のショールーム化による強みの見える化と新たな顧客開拓

4370 長崎県 時宝堂 ファサード等の改善と店内改装による誘引性向上で新規顧客獲得

4371 長崎県 篠塚住建 親子の大工による最新式工具の導入による作業効率化事業

4372 長崎県 Ｂｌｉｓｓ 女性目線のおもてなし向上、売上向上大作戦

4373 長崎県 合同会社ふらっと 4310003003171 マイクロツーリズムに対応するための日帰りキャンプ場への変革



4374 長崎県 大平製麺 新型コロナの影響による乾麺の需要拡大に対応した設備購入事業

4375 長崎県 優聖水産 食品表示シール貼付の内製化による付加価値向上

4376 長崎県 パンの店パック 観光地のパン屋さんによる看板商品の増産事業

4377 長崎県 （資）雲仙設備工業 2310003000168 温泉源泉の修理を得意とする設備業による業務効率化事業

4378 長崎県 有限会社シロタニ木工 9310002016558 一人用「小型冷房機」導入による熱中症対策と生産性向上を図る

4379 長崎県 光大茶屋 三密を防ぐ空間づくりで最良のおもてなしを～トイレ環境整備事業

4380 長崎県 合同会社メイリ・カンパニー 9310003003308 認知度向上による売上向上と商談力の強化。

4381 長崎県 御湯神指しベストパワーランド ホームページ作成で若年層集客アップ事業！

4382 長崎県 有限会社　手のべ陣川 4310002018575 ホームページを活用した固定客（ファン）獲得事業

4383 長崎県 株式会社ワトココロ 3310001009221 持ち帰り可能な映えるスウィーツの製造開始による新規顧客開拓

4384 長崎県 いけす料理　持木荘 後継者が取り組む新店舗の宣伝事業

4385 長崎県 レスタート オゾンを使った空間除菌消臭サービスの展開と新規顧客獲得事業

4386 長崎県 Leniency 新事業展開によるアップサイクル認知度向上と新規顧客獲得

4387 長崎県 寿司割烹天領 視覚で伝えるメニューや広告、お持ち帰りによる新規顧客の獲得

4388 長崎県 民宿　明るい農村 顧客ニーズに合わせた宿泊部屋整備による顧客満足度向上事業

4389 長崎県 ブティックひぐち 店舗認知度及び顧客満足度向上による売上拡大事業

4390 長崎県 株式会社猿川伊豆酒造 6310001010250 長崎県産品・長崎ブランドとしての商品力確立事業

4391 長崎県 有限会社　コーヨウ 3310002019558 バリアフリー化で安心安全！みんなが居心地の良い店づくり

4392 長崎県 トータルギフトきらり トータルサポートで地域密着！新規顧客獲得事業

4393 長崎県 おつくり家　旨勘 旨勘ランチはじめました事業

4394 長崎県 しゃぶしゃぶだいにんぐ舞豚 ピンチをチャンスに！中食事業の強化で売上回復を！

4395 長崎県 株式会社beer 2290001079846 郡内初！！海上SUPヨガ教室による集客効果で新規顧客を開拓！

4396 長崎県 お食事処　みうらや 新型コロナウイルスのエアロゾル感染予防対策

4397 長崎県 株式会社ナガオカ 9310001014570 壱岐の特産物と壱岐焼酎・日本酒を全国にネット販売して販路拡大

4398 長崎県 有限会社　立川事務機商会 4310002019103 店舗イメージの刷新と新規顧客の定着に向けた効果的な広報宣伝活

4399 長崎県 大塚製菓堂 人面石くんクッキーの開発・販路開拓

4400 長崎県 みなとやゲストハウス 魅力あるテイクアウトメニューの開発と看板商品通販事業



4401 長崎県 株式会社いわい 2310001006450 自慢の手作り惣菜をＰＲする事業

4402 長崎県 有限会社台湾亭 9310002008118 顧客の呼び戻しと新規獲得及びムラのないサービス提供で収益増加

4403 長崎県 スタジオシロタニ ランチ営業の展開及びＰＯＳレジ導入で来客数拡大を目指す

4404 熊本県 リードファイブ 店舗内デザイン性改装による女性客及び若年層新規顧客獲得事業

4405 熊本県 有限会社ビーエス広告社 3330002014961 HP改装・ポスティング比率上昇による認知度向上・販路拡大事業

4406 熊本県 株式会社　やすだホーム 1330001016622 VR技術による立体映像を取込んだHP再制作による新規顧客増大

4407 熊本県 紅合同会社 9330003007661 ネットでレンタルのシステムを導入し新たな未来へ繋げる事業

4408 熊本県 ラッシーサービス 新規看板設置とホームページ構築による新ニーズ宿泊客開拓事業

4409 熊本県 株式会社 凛’ｓ Food service 6330001020586 真空包装機による合理化と新メニューの提供による販路拡大

4410 熊本県 合資会社矢部自動車練習所 4330003002345 高齢者の負担軽減と実技講習の効率アップを目的とした改修工事

4411 熊本県 WakuWaku OFFICE あそBe隊 阿蘇の自然を体感！予約サイトで新規顧客獲得

4412 熊本県 株式会社エヌテック 1330001021969 フリーペーパー等による新サービスの認知度向上及び販路開拓事業

4413 熊本県 株式会社中道 8330001023190 ホームページ開設並びに誘導看板作成による、脱隠れ居酒屋事業

4414 熊本県 合資会社　ほこすぎ荘 1330003002587 気配り、心配りで「おもてなし」、スポーツ合宿の満足プラン

4415 熊本県 有限会社エコ・ミネルバ 6330002016872 新工場新設で新商品製造開始による販路拡大

4416 熊本県 有限会社　田中製材所 9330002022868 阿蘇の食材を使った手料理で販路拡大と収益アップ事業

4417 熊本県 姿美容室 先端設備に変更し、既存サービスの魅力アップによる売上増加事業

4418 熊本県 有限会社やえ 5330002010760 新たな時代の美容院のシステムで安心して来店してもらう事業

4419 熊本県 有限会社華正 7330002021327 店舗改装による集客力向上と新商品開発による需要喚起計画

4420 熊本県 有限会社　アートマップ 7330002018083 GPS測量技術を活用した個人向け土地相続ガイド作成事業

4421 熊本県 株式会社日本内外旅行 5330001003583 新規事業たび活で顧客離れを防ぎコロナ後の旅行需要を確保

4422 熊本県 有限会社第一技販サービス 5330002006098 初・新メーカー品の市場へ投入による持続的な安定した売上の構築

4423 熊本県 株式会社　火の国ゴルフスクール 5330001010035 専門サイトへ掲載し認知度向上及び弾道計測器導入し販路拡大事業

4424 熊本県 株式会社共栄企業 2330001005657 WEB広告及び看板広告と斎場リニューアルによる新規顧客獲得

4425 熊本県 US-ｈｍ 持ち運び可能な電子カルテ情報の活用による販路拡大事業

4426 熊本県 株式会社出田建築工房 9330001025517 住宅見学会開催・専門誌掲載・フリーペーパー掲載による販路拡大

4427 熊本県 寿月屋 板金材料加工場兼お客様見学スペース設置による新規顧客獲得



4428 熊本県 眞命堂 美と健康を求めるネット世代の方へ眞命堂の全てをお伝えする事業

4429 熊本県 サイディングの山下 コーキングレス技術導入による個人向けを中心とした新販路開拓

4430 熊本県 バー・パセリ ニーズに合わせたＷＥＢでの告知活動やリピーターの強化

4431 熊本県 株式会社ホームシックファニチャー 8330001007763 夢を魅せるオープンハウスづくり支援事業

4432 熊本県 陸コンサルタント株式会社 4330001004913 Webサイト制作と空撮技術による民間工事の受注増と利益率改善

4433 熊本県 株式会社幸栄ホーム 2330001025309 地域密着型サービスのアピールによる認知度向上及び販路開拓

4434 熊本県 株式会社石井フルーツ 5330001027013 急速冷凍機導入によるフルーツパフェ等の周年提供体制構築

4435 熊本県 有限会社　エルアンドエスミカツ 1330002020251 特定整備制度に対応するスキャンツール導入

4436 熊本県 有限会社　野口家具本店 1330002023907 ＥＣサイトのスマートフォン対応と、家具のリペア事業内製

4437 熊本県 有限会社　ハラタケ企画 2330002012990 地元山都町と世界を繋ぐ、オンゴス流の国際化

4438 熊本県 特産品専門店ひごや 新商品開発と簡単に注文できるＥＣサイト構築によるＰＲ事業

4439 熊本県 合同会社ogunist 2330003008006 地域資源を活用したジュエリーブランドのブランディング事業

4440 熊本県 有限会社旅館美里 8330002023413 シニア層向けの環境整備と新規プランの提案による販路開拓事業

4441 熊本県 （有）正文堂 9330002005798 オフラインからオンライン誘導を促すアイキャッチツールの作成

4442 熊本県 株式会社　エー、エス・ホーム 8330001010610 コロナ渦での対面営業の困難さを補完するための新たな広告展開

4443 熊本県 辻商店 敷地内ユニバーサルデザイン化及び駐車スペース確保顧客獲得事業

4444 熊本県 BONDS 簡易宿泊所新設により新たな販路開拓

4445 熊本県 遊具セーフティーサービス株式会社 7330001014769 公園整備事業へ新規参入と保育園等の施設安全提案による販路開拓

4446 熊本県 有限会社エリア 8330002015179 電動工具で業務効率化、取りこぼしていた受注を一網打尽に！

4447 熊本県 伊万里ちゃんぽん ホームページと看板、チラシ等による知名度向上、新規顧客獲得

4448 熊本県 有限会社ドリームオートガレージ 6330002013969 板金塗装強化で他店との差別化を図り新規顧客の集客を目指す

4449 熊本県 隈部刃物製作所 ブランド力の向上及び事業承継を見据えての新たな販路開拓事業

4450 熊本県 ＬＯＣＯＳ 鈑金塗装作業に新規参入し、新規顧客確保・売上増加計画

4451 熊本県 阿蘇丸漬本舗　徳丸漬物 ３０代・４０代女性をターゲットとした高付加価値の商品展開事業

4452 熊本県 株式会社和草堂 5330001009515 健康相談所サロンを軸とした新規事業展開による販路拡大事業

4453 熊本県 株式会社緒方エッグファーム 8330001014735 夏場の飼育環境の整備による卵の品質向上とブランド力の強化

4454 熊本県 LOCAL cycles 広報の強化とWEBサイトによる既存顧客の深堀と新規顧客の獲得



4455 熊本県 杉本精肉店　三軒家 熊本県特産品を使った各種定食の大型看板による周知で販路拡大

4456 熊本県 合同会社　涼結丸 3330003007535 テラス席設置による新規顧客獲得とフィジカルディスタンス確保。

4457 熊本県 木村クリーニング 新型レジ導入による顧客情報管理と、販促キャンペーン実施。

4458 熊本県 おふくろ弁当 作業導線改善及びフライヤー導入による新規顧客獲得事業

4459 熊本県 有限会社　森工業 3330002019317 住宅基礎工事の新工法用型枠導入による受注増加と作業の効率化

4460 熊本県 (有)阿蘇観光タクシー 7330002023232 日本人観光客をターゲットとしたプライベート体験型観光事業

4461 熊本県 焼肉ホルモン口福 掘り炬燵の設置でよりくつろげる空間に

4462 熊本県 ｍｕｒａ髪 創業５６年地元に愛される理容店の外観改装で新規顧客獲得大作戦

4463 熊本県 有限会社友添葬祭 5330002019208 準ベル会員獲得による見込み顧客増加の為のマーケティング事業

4464 熊本県 公文式田原坂ニュータウン教室 公文式田原坂ニュータウン教室の新規生徒獲得大作戦

4465 熊本県 合同会社ウィズット 3330003008327 商工会歴代青年部長の強みを生かした地域課題解決型弁当販売事業

4466 熊本県 みかど 新規開店による広告事業

4467 熊本県 株式会社　四季 3330001020952 ハラール認証ドライトマト制作によるフードロス対策のSDGｓ

4468 熊本県 株式会社　季節の家工房 9330001019238 会社概要パンフレット及び販促品による販路拡大事業

4469 熊本県 Ａｍｉｔｉｅ ＩＴを活用した顧客導線設計及び誘導、ＰＲによる販路開拓事業

4470 熊本県 株式会社住環境くまもと 4330001018533 太陽光販売から蓄電池販売への事業転換についての顧客向け周知

4471 熊本県 熊管工株式会社 8330001008010 新規顧客獲得に向け、社名と特許商品の入った誘導看板設置事業

4472 熊本県 中村薬局 充実した相談環境及び医療機器の整備による親しみある薬局づくり

4473 熊本県 リラッ熊整体院 HP・SNS発信による新規顧客の獲得事業

4474 熊本県 有限会社ナカヤマ自動車販売 6330002017219 洗車スペース改装、手洗い洗車サービスで集客アップと販路拡大

4475 熊本県 岩本自動車 地域需要を捉えたドライブスルー洗車事業の展開

4476 熊本県 泉田グリーン企画 遊休農地を活用した貸農園及び園芸教育、造園教育による販路拡大

4477 熊本県 株式会社 東栄建設 7330001009477 極狭現場特化型ニッチ外構工事

4478 熊本県 合同会社フロンティア 8330003002119 大型施設清掃の受注開始による業績向上

4479 熊本県 KumamotoJointProject 環境整備と経営改善による顧客満足度向上と販路開拓事業

4480 熊本県 CreativeCommunicationCompany 映像クリエイター向けプラットフォーム構築事業

4481 熊本県 兼田製菓舗 高齢者に優しい店舗入り口の改装事業とコミュニティーの創出事業



4482 熊本県 ヴェゼル株式会社 5330001027483 キャリア中断中のママの復帰を支援するママ特化型派遣

4483 熊本県 株式会社ＣＯＭＳＰＡＣＥ 3330001023609 アフターコロナに備えた、人材の育成と消防設備工事の販路開拓

4484 熊本県 有限会社梅田工務店 6330002030865 新規顧客獲得を狙ったWEBサイト開設及びチラシ配布事業

4485 熊本県 priere 新事業をPRするwebページ制作と案内チラシ制作

4486 熊本県 総合仕出しセンターすざき 顧客ニーズに応じた商品開発と食材管理による経営力強化

4487 熊本県 有限会社　長田屋 4330002031031 オリジナル商品開発とオーダー商品受注による販路開拓事業

4488 熊本県 Ｌｉｌｙｍｅｌｉ 新データ記録様式の導入、新規空撮事業による販路開拓

4489 熊本県 株式会社ＭＨ企画 3330001026173 看板、事務所設置による新規顧客開拓と販路開拓事業

4490 熊本県 Ｂａｒノクチューン お客様満足度向上、新サービス開催のための店内トイレ改修事業

4491 熊本県 上米良鍛冶工場 研磨機の導入による商品の付加価値アップと差別化事業

4492 熊本県 株式会社パストラル 9330001010312 魅力的な屋外空間創りによるブランド強化と販路開拓

4493 熊本県 合同会社HELP MY MOM 5330003008110 「サポうさ」ターゲット変更に伴う周知活動強化事業

4494 熊本県 コネクト 地域問題と高齢化社会に寄り添う店づくり

4495 熊本県 手羽先　大笑 認知度アップの広告とテイクアウト強化による販路拡大作戦

4496 熊本県 株式会社　肥後美装 2330001024789 HP開設チラシ配布による、企業認知度向上・販路開拓事業

4497 熊本県 美容室mahalo 訪問美容サービスの提供及びその広報事業

4498 熊本県 ガネ～シャ ホームページで情報発信！店舗周知化と新規顧客開拓！

4499 熊本県 有限会社のだ・香季園 7330002016731 新サービス提供によりブランド力を向上させ、事業再建！

4500 熊本県 有限会社梅ずし 9330002017587 女性や高齢者などにやさしい設備導入による新規顧客拡大事業

4501 熊本県 橋本興業 桧枕の生産体制強化による販路開拓事業

4502 熊本県 栗原写真場 ドローンによる新サービスの提供とスタジオ機材充実で販路拡大

4503 熊本県 （株）大昇 3330001014715 町中華とテイクアウトによる販路拡大事業

4504 熊本県 有限会社　佐藤商店 1330002030944 体感型コミュニティースペースの開設

4505 熊本県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　iine 広告サイトによるお店のアピール強化・新規顧客獲得事業

4506 熊本県 株式会社　イースト 8330001026680 ママさんお助けドットコムのＥＣサイト開設

4507 熊本県 株式会社マルダイ 2330001025754 ホームページの開設による販路拡大とＵＲＬを付した梱包箱の製作

4508 熊本県 (有)川部養魚場 8330002023207 老舗山女魚養魚場が作る本魚皮ルアー



4509 熊本県 ＢＬＳ ｃｏｆｆｅｅ ａｔｅｌｉｅｒ 商品保存性の向上及び店舗改装による売上拡大と新規顧客獲得事業

4510 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841 食後の無臭化おろしにんにくの開発による潜在的需要掘り起こし事

4511 熊本県 株式会社レッツページ 4330001014854 次世代通信５Ｇと光インターネットで快適なテレワークシステム

4512 熊本県 株式会社シュウテック 6330001026022 家電小売販売による販路拡大事業

4513 熊本県 株式会社グローバルテック 2330003002132 テレワークに適したリフォームとクロス再生事業の拡大

4514 熊本県 久吾寿司 看板とチラシでの商品告知による認知度向上とファミリー層の獲得

4515 熊本県 株式会社　イノＰ 3300303007792 クラウドファンディング支援者へ試供品提供による販促・販路拡大

4516 熊本県 アロハライフ株式会社 8330001026136 アロハライフ株式会社及び同社が運営するＥＣサイト等の情報発信

4517 熊本県 株式会社シュウホーム 5330001021833 パンフレット作成、機械導入、信頼と安心を提供する販路開拓

4518 熊本県 有限会社ヨミヤクリーニング 6330002029858 LINEツール・特設LP作成による新規顧客獲得システムの構築

4519 熊本県 梶原耕藝 ダイレクト・マーケティングを活用した直接販売・加工品開発

4520 熊本県 株式会社田村左官 主にBtoC販路開拓の為のホームページおよびSNS開設・運用

4521 熊本県 株式会社五瀬建築工房 7330001019330 長期内覧会開催による広告宣伝で受注拡大・販路開拓事業

4522 熊本県 COBALT UAVおよびUGVによる高所・狭隘部の点検サービスの開発事業

4523 熊本県 株式会社しずく屋 3330001024598 南関栗団子の開発とパッケージ制作、大型看板設置での販路開拓

4524 熊本県 産前産後ケア整体mild ミルト 事業拡大に向けた新サービスPR事業

4525 熊本県 池田活版印刷所 活版印刷の魅力配信とネット販売による新たな顧客獲得作戦

4526 熊本県 株式会社本田屋 4330001026354 徹底した品質管理と安定した鮮魚供給による売上増加計画

4527 熊本県 民宿・農家レストラン山の里 肉の直売強化による販路拡大事業

4528 熊本県 水産加工平家の里かしのうら お惣菜開発に伴うフライヤー導入と自社商品認知度向上事業

4529 熊本県 美容室結 設備導入を通してシニア世代へ美容の付加価値メニューの提供

4530 熊本県 有限会社　恒松時計店 6330002031013 地元高齢者の大人世代の手元視力を改善しQOL向上させる事業

4531 熊本県 レストランピザピノ コロナに負けるな、高齢者にやさしい店づくり事業

4532 熊本県 株式会社　恵実ファーム 2330001012422 製パン工房からテイクアウトやデリバリーに対応した店づくり

4533 大分県 ヘアースペース大島 自動洗髪機の導入による業務効率化と新規顧客の獲得

4534 大分県 キッチンウスダ 商品拡充と商談会出展による新たな取引機会の獲得と商圏拡大

4535 大分県
有限会社ホクエレーシングファクト

リー
6320002018473 コンピュータ診断機導入によるサービス向上及び販路開拓事業



4536 大分県 合名会社　きもの田坂 7320003001337 お客様の居心地ＵＰで売上もＵＰを図るためのトイレ改修工事

4537 大分県 スノーポット オープンテラス設置で販路拡大

4538 大分県 プリントハウス 新規顧客獲得！ホームページとチラシで当店サービスを徹底周知！

4539 大分県 ほっとコミュニケーション株式会社 4320001010359 ＧＡＢＡの機能性食品表示を有する新商品の新たな販売戦略事業

4540 大分県 洗タッキーカワハラ ニーズに合わせた店つくりと認知度向上のよる販路拡大

4541 大分県 窪田酒店 地元食材を私用した時短「みそしるの素」のパッケージ開発事業

4542 大分県 レストラン　サルディナス 耶馬渓地域のハブセンターとなる民泊営業の実施

4543 大分県 SOBA　CAFE　ゆうひ 除菌空調設備設置による集客回復と販路開拓

4544 大分県 津江タクシー有限会社 5320002019613 観光情報が盛りだくさんのＨＰ制作で送迎サービスの利用促進

4545 大分県 小関工業 ホームページと新パッケージ作成による販路拡大

4546 大分県 有限会社　ティ・アンド・エス総合企画 8320002007912 自社商品の開発と販路開拓によるブランド力の強化

4547 大分県 渡部産業 スポーツ合宿に特化した飲食・宿泊事業への転換

4548 大分県 合同会社Gream 8320003002565 介護講習への特化による販路開拓

4549 大分県 からあげ花ちゃん 商品販促と顧客誘致を目的とした看板設置による売上拡大

4550 大分県 遊漁船　栄光丸 地域ブランド魚を目的とした新規顧客の獲得による売上拡大

4551 大分県 料亭　助六 トイレ全面改修による顧客満足度向上事業

4552 大分県 割烹　太喜 弁当事業及び地域一次産品を使った新商品開発事業

4553 大分県 有限会社　幸華すし 5320002020083 スラック部屋の活用による個別客集客事業

4554 大分県 ドライブインはねやま 「大衆食堂」存在PR看板設置及びＳＮＳ活用による新規顧客開拓

4555 大分県 美国 高齢化に対応した座敷席改装と個室化による集客力アップ

4556 大分県 ㈱新栄クリーンサービス 1320001010485 ユニットスペースの導入で目指せ！リサイクル率100％

4557 大分県 有限会社　大徳 7320002019561 製造量の増加でポストコロナ時代を見据えた非対面式販売の強化

4558 大分県 ＦＵＣＨＩ 「川のせせらぎ聞こえる、湯上りのくつろぎ空間づくり」

4559 大分県 株式会社　成天閣 7320001015917 セントラルオペレーション導入による、業務効率化と販路開拓

4560 大分県 フルタ酒店（ラナチュール） 晩酌セットをご自宅で！テイクアウトサービスによる売上改善事業

4561 大分県 池岡電機 顧客の利便性改善を追求したワンストップサービス事業

4562 大分県 津江クリーニング クロスメディアの展開による集客力と認知度の向上



4563 大分県 カキたろう 圧倒的大分県産牡蠣と大分県産調味料によるセット販売

4564 大分県 国見水産有限会社 4320002016215 地場の魚介類の新たな提供方法と設備導入により作業業務の効率化

4565 大分県 梅井工務店 昔ながらの工法と現代の技術を合わせた営業ＰＲ事業

4566 大分県 ㈱かまえ直送活き粋船団 4320001009236 個食ニーズに応える商品の開発および販売チャネル拡大事業

4567 大分県 株式会社Precious Rmk 8320001015610 「カウンセリングマイクロスコープ」導入による顧客に合わせた商

4568 大分県 日隈精米所 もったいない（ムダ）を無くす。

4569 大分県 円座屋 真空包装機の導入により、真空パック製品の開発・製造による販路

4570 大分県 有限会社 新開 9320002014263 自社ホームページ改修とネット広告によるウェブ部門強化事業

4571 大分県 カーペンターONO 災害に強いログハウス直販売を通じて実現！下請け体質からの脱却

4572 大分県 有限会社 ヘルスランド小向 5320002015884 健康相談での医薬品販売による利益率改善事業

4573 大分県 有限会社ケイユープラン 2320002015664 新規分譲地販売における顧客開拓と、販路拡大のための事業

4574 大分県 亀屋style コロナウイルス禍後のお持ち帰り商品の充実及びブランド推進事業

4575 大分県 有限会社オニオントリミング 6320002016246 極早生品種のブランド化と誘導看板による販路開拓事業

4576 大分県 住本商店 「惣菜は住本」のイメージ定着。新展開による新規顧客開拓事業

4577 大分県 有限会社STOKED 1320002020005 ＳＮＳやアイコンから繋ぐECサイトのトータル統一事業

4578 大分県 陽だまり青果 誘導看板及び保管用冷蔵庫導入と陳列棚の設置による新規顧客開拓

4579 大分県 ONO Trade カフェ型店舗運営・設備改善による顧客満足度向上事業

4580 大分県 久住農産 乳酸菌配合の新商品開発とモニター試験による販路開拓

4581 大分県 株式会社みらい蔵 8320001009629 穀粒判定機導入による農産物検査の生産性及び収益性の向上事業

4582 大分県 JOY VILLAGE株式会社 8320001017276 ロッジきよかわ - How to“JOY”- 情報発信事業

4583 大分県 株式会社azuInc. 1320001015526 ＷＩＴＨコロナ時代のカフェスタイルによる新規顧客獲得事業

4584 大分県 株式会社　生島煙火 4320001009566 煙火生産システムの開発による経営の“見える化”と生産性向上

4585 大分県 大野町ごとう整骨院 最新超音波治療機の導入による新サービス（施術）の展開

4586 大分県 ここのね自由な学校 県南エリアへの販路開拓と学習環境のさらなる充実

4587 大分県 有限会社　大塚組 9320002015617 HPやチラシを活用した新規顧客獲得事業

4588 大分県 有限会社山香水道 4320002015919 「看板設置等」による電気・解体工事部門の販路拡大

4589 大分県 ｓｃｅｎｅ 陶磁器等の伝統修理法“金継ぎ”を大分県内に広める！



4590 大分県 柳家 薬膳を使用した新商品販路開拓事業～事業承継に向けて～

4591 大分県 宮部自動車 提案力強化で顧客満足度の向上と愛車無料点検による新規顧客獲得

4592 大分県 有限会社ヒロ建設 1320002015401 狭小でも解体できます！　新サービスを披露目て地域の課題を解決

4593 大分県 諸冨モータース コロナに負けない！除菌サービス導入で、お客様満足度を向上へ

4594 大分県 有限会社藤原建築 7320002015420 ＨＰとアプリ連携で安心を。ネット世代へ建築業からのご提案

4595 大分県 センス　オブ　ワンダー 「安全で安心な宿」と広く認知してもらうための情報発信事業

4596 大分県 株式会社和作 6320001007477 『温泉』×『焼肉』を満喫できる新たなスタイルの民泊へ

4597 大分県 CARANDONEL 『取り寄せ』『お土産』のニーズに対応した販路開拓事業

4598 大分県 有限会社旅館冨季の舎 3320002010251 高齢者のニーズに対応した環境整備による販路開拓事業

4599 大分県 イミオラハウス 木々に囲まれた空間を生かした、テラスで行う『ヨガリトリート』

4600 大分県 十五万石 庄内店 女性客をターゲットに「家族層」の獲得！店舗魅力アップ事業

4601 大分県 有限会社 備前屋 1320002015847 ＨＰやパンフレットを活用した新規顧客層の開拓事業

4602 大分県 旅館黒嶽荘 「柚子ごしょう」首都圏への販路開拓を行うための商品改良事業

4603 大分県 湯布院カントリーロードユースホステル PR動画の作成による新規顧客の開拓

4604 大分県 Ｓｔａｎｄ－７（木付や） アフターコロナを見据えた店舗販売の強化による回復需要の取込み

4605 大分県 千鳥工房（ｐｌｏｖｅｒ） シニア層の取り込みによる昼間の営業強化及びリピート率の向上

4606 大分県 かいがけ温泉きのこの里 オートキャンプ場の電源設備を増設することで売上増加させる

4607 大分県 写真のヒラオカ 暮らしのお手伝い！クラシオの情報発信！

4608 大分県 有限会社中央食品 2320002004502 新たな市販品（から揚げ）のパッケージ変更による販売促進事業

4609 大分県 合同会社明日葉 2320003002959 ＨＰやチラシ等を活用した新規利用者獲得事業

4610 大分県 安東瓦 作業内容の見える化による新規顧客の確保

4611 大分県 有限会社　小野信自動車 7320000200708 ＷＥＢで繋がるお客様サポートで満足度の向上

4612 大分県 株式会社坂本砿業所 1320003000311 「油圧ショベル用草刈機」導入による事業（受注）領域の拡大

4613 大分県 挾間青果 路面への訴求力アップでアイキャッチを掴む！新規顧客開拓事業

4614 宮崎県 株式会社ジョイランド高城 3350001008715 計量機の追加導入による機会損失の解消・売上の拡大事業

4615 宮崎県 小長商店 商圏拡大を狙っての増産体制の確立

4616 宮崎県 黒原自動車整備工場 電子制御自動車に対応した整備技術力の向上による売上拡大



4617 宮崎県 中園本店 焼きたてパン移動販売開始事業

4618 宮崎県 有限会社椎葉モータース 8350002011382 安心安全なタイヤ交換作業で顧客満足度向上及び新規顧客獲得

4619 宮崎県 餃子専門店　口福 新設備導入による生産性向上と新メニュー提供による売上増加計画

4620 宮崎県 ガレージオートマック 高性能リフト及び洗車設備導入による顧客満足度アップと売上向上

4621 宮崎県 ショッピング富士 小売減少を補う卸売開始のための設備導入計画

4622 宮崎県 富永サッシ・ガラス店 看板設置とチラシ配布による新規顧客獲得事業

4623 宮崎県 パーチ弁当 保冷装置導入及びチラシ配布による、宅配事業の強化

4624 宮崎県 アトリエにこ イートインスペース整備及び新商品開発による生菓子部門強化事業

4625 宮崎県 令福庵 対面式キッチンへのリフォームによるお客様との交流方法の改善

4626 宮崎県 有限会社雀おどり 8350002010129 冷凍オープンショーケースの導入による冷凍商品の販路開拓

4627 宮崎県 宮崎県門川町　熊野農園 新規設備導入による新商品開発と新規顧客層の獲得

4628 宮崎県 旬・Dish　圓 野菜ソムリエの作るオリジナルドレッシングの製造・販売

4629 宮崎県 サロンドフルベール宮崎門川店 新しい生活様式に対応した新エステサービスの開始と周知事業

4630 宮崎県 焼肉　味正 顧客満足向上のための改装工事

4631 宮崎県 アワノ電器 電気設備ＣＡＤシステムの導入による電気工事事業の販路開拓

4632 宮崎県 有限会社漆島商店 5350002007029 オリジナル肥料の開発と販路開拓

4633 宮崎県 株式会社ハマテック 2350001007791 駐輪場及び遊歩道の整備によるバイクツーリング客の獲得

4634 宮崎県 Studio ZERO 快適なコスプレ空間の整備及びIT等を活用した販路拡大事業

4635 宮崎県 ふれあいの店なぁま 看板リニューアルによる訴求力強化でのブランド力強化

4636 宮崎県 松のパン 大型冷蔵冷凍庫導入による惣菜パンの増産化及び売上拡大

4637 宮崎県 株式会社SHUN 8350001016044 乾燥野菜等の加工食品の販路開拓用ホームページ制作

4638 宮崎県 fairY tail セットスペース増設と撮影ブース新設による新サービスの提供

4639 宮崎県 株式会社アルファ住設 6350001015873 遊休スペースを活用した、ショールーム立ち上げによる顧客獲得

4640 宮崎県 イチマル食品加工有限会社 6350002011095 消費者向け商品のパッケージデザイン一新による売上向上計画

4641 宮崎県 有限会社宮崎上水園 9350002015416 アカデミー賞公式パーティへ採用されたバイオ茶の英語版HP制作

4642 宮崎県 おおい農研 オウンドメディアを活用したホームページの製作で販路開拓の促進

4643 宮崎県 風味堂菓子舗 店舗改装及び休憩所・看板設置による店頭販売の売上増加



4644 宮崎県 tee bank ホームページ及びＥＣサイト開設による新たな販路開拓

4645 宮崎県 ボデーショップタニグチ 乾燥能力の高い新型塗装ブースの導入

4646 宮崎県 森木畜産 新商品開発に伴うパッケージデザインの制作と成分分析の実施

4647 宮崎県 都農ペレット工業株式会社 5350001012491 檜を利用したアロマ事業部門の立ち上げとピローミストの商品化

4648 宮崎県 工藤写真館 ショップカード・パンフレットの作成及び配布による顧客獲得

4649 宮崎県 民宿天和 長期滞在者およびワークステイ受け入れに向けた施設改修事業

4650 宮崎県 佐光農園 オウンドメディアを活用したホームページの製作による販路開拓

4651 宮崎県 山工房 バックオーダーの解消と品質向上を目的とした工房改修事業

4652 宮崎県 安藤農園 オウンドメディアを活用したホームページの製作で販路を開拓する

4653 宮崎県 ダブルハウス株式会社 1350001013469 高性能「窓」を直売する新店舗「ＭＡＤＯショップ」ＰＲ事業

4654 宮崎県 宮崎キャビア株式会社 2350001009391 企業ブランド確立によるキャビア販売の強化と商品開発の推進

4655 宮崎県 農家民宿蔵森 宿泊部屋拡充による客数及び売上増加事業

4656 宮崎県 テイクアウト喫茶この花 地元の女性客をターゲットとした夜カフェ開始事業

4657 宮崎県 みやざき足育センター 歩く楽しさを知り、もっと元気な足を育てたくなる散歩イベント

4658 宮崎県 クッチーナ・リナルド 顧客満足度を高めるための天然酵母ピザ製造用オーフ゛ンの購入

4659 宮崎県 ヘアーサロンみどりのゆび 認知度のアップによる売上増加計画

4660 宮崎県 有限会社ホテル丸万 2350002017146 顧客ニーズに対応するための喫煙所設置事業

4661 宮崎県 霜田乳販 ＩＴ活用による経営効率ＵＰと販路拡大

4662 宮崎県 西村商店 店舗テントリニューアル及び陳列棚の整備等による販売促進事業

4663 宮崎県 株式会社智恵丸 9350001015482 高千穂牛コロッケのネット販売開始及び感染予防体制の整備

4664 宮崎県 ＮＰＯ法人福祉作業所ひなたぼっこ 6350005004410 店舗外装と看板新設における視認性向上による新規顧客獲得事業

4665 宮崎県 株式会社城戸機械サービス 5350001014249 ホームページを活用した商品販売による販路拡大・顧客獲得事業

4666 宮崎県 有限会社ゴールデンテール 1350002018483 高級革靴を生産する新型ミシン導入と売上規模拡大の実現

4667 宮崎県 株式会社新生工業 8350001005897 新事業ＰＲのためのＨＰリニューアル及び会社パンフレットの作成

4668 宮崎県 づのファーム 地元産ドライフルーツ加工品のネット販売構築とブランディング

4669 宮崎県 ヒロ・ヘアースタイリング 女性理容師による女性顧客向けサービスに係る販売促進活動

4670 宮崎県 有限会社甲斐ブルドーザー 2350002011875 改修工事による三密を避けた葬儀場づくり



4671 宮崎県 日髙慶子 プロの演奏家として活動する姉妹Duoによる音楽教室

4672 宮崎県 株式会社ARCUS 4350001016428 移転オープンと事業拡大に伴う広告宣伝と販売促進事業

4673 宮崎県
カフェ＆ギャラリーMAISON

FENNINGER(メゾンフェナジェ）
飲み物のテイクアウト強化とフランス語オンライン講座の開始

4674 宮崎県 真聖食品（株）且乃 8350001008900 厨房機器の導入による販路開拓

4675 宮崎県 T-HOP STUDIO レンタルスタジオの吸音化！楽器演奏対応で売上ＵＰ！

4676 宮崎県 株式会社ココロと 3350001012915 アフターコロナ等によるヘルスケア・メンタルケア事業・販路開拓

4677 宮崎県 株式会社髙舘 4350001011032 オリジナルロゴを作成し商品と地域の両方発信

4678 宮崎県 有限会社向洋電工 3350002007443 HP開設とパンフレット作製による認知度上昇と販路開拓。

4679 宮崎県 ホリグチ事務機有限会社 5350002007615 大判フルカラー印刷による販路拡大

4680 宮崎県 株式会社藤木石油店 6350001007301 新たなライフスタイルに対応した商品開発及び販路展開

4681 宮崎県 やきとりまさちゃん 新しい生活様式に対応する店づくりによる女性客の販路拡大

4682 宮崎県 合同会社three arrow 4350003002657 真空急速冷凍機導入し商品地方発送による店舗外での売上向上計画

4683 宮崎県 ととせ 宮崎県産蕎麦粉使用『ととせのチーズ蕎麦まんじゅう』の商品展開

4684 宮崎県 インド料理専門ムーナ 業務用・専用クッカー導入で新メニューをアピールし売上アップ

4685 宮崎県 ファミリ―ショップたじり 真空包装機を導入して新規販路の開拓と売上高・客単価UP！

4686 宮崎県 有限会社日向キャスティング 4350002011287 ブロンズ製鋳物鍋に関するパッケージの開発

4687 宮崎県 福田製材有限会社 3350002011288 自社の認知度向上及び新たな販路獲得のための自社ＨＰの作成

4688 宮崎県 RIKI DELI 広告活用とデリバリー開始による手作り弁当の顧客開拓事業

4689 鹿児島県 隼人工業 自社加工製品の検査に必要な超音波探傷器の導入による販路開拓

4690 鹿児島県 株式会社KINENBI 7340001016756 事業別ブランドの確立によるお客様認知度アップ

4691 鹿児島県 まこと屋 新商品を人気商品へ！ふるさと納税返礼品を活用した売上拡大事業

4692 鹿児島県 Hair Station And お客様目線の認知性向上による近隣の潜在顧客への販路開拓

4693 鹿児島県 株式会社　打越モータース 6340001020775 電光掲示板設置による地域での中古車販売市場の獲得

4694 鹿児島県 合資会社　上田屋商店 2340003000738 美のトータルコーディネートと新規顧客創出を目指したPR強化

4695 鹿児島県 胸元裕二ボーリング 侵入困難な現場にも対応できる体制を整え迅速な施工を目指す

4696 鹿児島県 ＳＯＬＭＵ Webサイトの販路開拓と新たな屋久島資源のブランド化

4697 鹿児島県 七然窯 お客様をお待たせしないための工程時間の短縮を図る



4698 鹿児島県 髪技 他店との差別化を図り特化した技術を提供する

4699 鹿児島県 特定非営利活動法人桜島ミュージアム 8340005001976 「桜島つばき」ブランドのWEB再構築による販路拡大

4700 鹿児島県 株式会社　薩摩ファームブロスト 9340001006945 商品アイテム数を増やし顧客に応じて対応できる商品提案

4701 鹿児島県 有限会社正留産業 2340002000219 宅米はじめます！ブレンド米と籾殻燻炭、看板設置による顧客開拓

4702 鹿児島県 アットホームデザイン 海外販売事業拡大のための倉庫改装

4703 鹿児島県 屋久島ふれあい食品株式会社 4340001013491 ネットショップページの改善の通販部門の売上拡大

4704 鹿児島県 有限会社　肉のこせど 7340002027926 顧客目線での店舗環境改善による売上増加事業

4705 鹿児島県 水町とおる自動車 車検時の作業効率化を図るための診断機等の導入による販売促進

4706 鹿児島県 永山石油店 トイレの改装による顧客満足度向上と油外等の販売促進事業

4707 鹿児島県 （株）リーフエッヂ 7340001019305 自慢の国産ハーブティー量産による新たな販路開拓事業

4708 鹿児島県 有限会社川野工務店 1340002026842 住宅営業ソフトによる視覚提案の迅速化及び顧客満足度向上事業

4709 鹿児島県 南成工業株式会社 7340001018728 解体工事業のサービス拡充による、売上アップの実現

4710 鹿児島県 川森鉄工所 フォークリフト導入による大型農機修繕事業

4711 鹿児島県 (有)大迫スポーツ 5340002015610 サービスの向上を図り、当店の認知度を上げて売上アップ

4712 鹿児島県 天達司法書士行政書士事務所 終活サポート事業で高齢者の利便性向上と新たな顧客増加計画

4713 鹿児島県 シンフォニー 販売機会拡充に係る新たな機械設備の導入による売上・利益率向上

4714 鹿児島県 休坂商店 ラベルプリンター導入で徹底した食品表示と生産販売管理体制強化

4715 鹿児島県 内別府土地家屋調査士事務所 お客様の財産を「正確且つ迅速」に計測・登録を行う販路開拓事業

4716 鹿児島県 有限会社　松相鉄工所 1340002026479 視認力アップ看板設置とプラズマ切断機の導入による販路促進事業

4717 鹿児島県 株式会社サブライム 8340001018875 中古車の販路拡大に伴う看板照明の設置・商談スペースの改装

4718 鹿児島県 マリンサービス海夢居 新店舗看板設置と既存サイトでのウェブ販売・決済システムの構築

4719 鹿児島県 株式会社加藤組 6340001000059 スマート施工管理導入による販路拡大事業

4720 鹿児島県 キクナガ薬局 より気軽に来店、相談しやすい薬局へ

4721 鹿児島県 （有）新生堂 2340002027047 南大隅町の観光スポット化に伴う自社製品のＰＲ強化と新商品開発

4722 鹿児島県 Hair salon yotsumoto 顧客満足度を図り、当店の認知度を上げて売上アップ

4723 鹿児島県 osteria fiole 自社米の生産・販売強化での収益力強化事業

4724 鹿児島県 ヒラキヒミ。 合同展示会等への積極的出展による新規取引先の販路開拓事業



4725 鹿児島県 株式会社シュウケン 5340001018812 ドローンによる高所建造物の現況調査等による販路拡大

4726 鹿児島県 伊かお 販促活動の強化により新規集客と顧客満足向上で売上・利益率UP

4727 鹿児島県 （株）愛翔技建 2340001021653 土木工事積算システム導入による迅速で的確な積算力向上

4728 鹿児島県 有限会社　江口測量設計 3340002024976 ドローン測量の導入による機会損失防止事業

4729 鹿児島県 有限会社　ダック 8340002025879 車検、オイル交換等のサービス部門の強化事業

4730 鹿児島県 駿河木材　有限会社 9340002025713 採穂・穂木作りの為の作業場、培土の溜場の改修事業

4731 鹿児島県 有限会社　河口ガス 4340002019364 管理ソフト導入による顧客への高いサービス提案と新規顧客創出

4732 鹿児島県 欧風菓子　コロンブス 「あか巻」・和菓子をイメージした店舗外装工事による顧客の集客

4733 鹿児島県 (有)エスピーコーポレーション 2340002013294 広告宣伝を強化し販路、売上拡大事業

4734 鹿児島県 わっかkajiki 感染対策用カウンター及び厨房改装工事による売上確保事業

4735 鹿児島県 屋久島コテージ　森のフェアリー 新型コロナウィルス対応の宿への改築で売上確保を目指す事業

4736 鹿児島県 株式会社野鶴亭 1340001009534 野鶴亭の“和”の魅力を高める内壁・窓枠改修工事

4737 鹿児島県 有限会社　川上青果 8340002015351 営業ツール（ホームページ＆企業パンフレット）獲得で販路開拓

4738 鹿児島県 有限会社林オートサービス 9340002020441 ホームページによる情報発信とレンタカー予約での新規顧客の獲得

4739 鹿児島県 内野建設有限会社 3340002023400 地域ニーズが高まる解体工事受注強化による販路拡大

4740 鹿児島県 有限会社奥建具製作所 3340002002230 オリジナルデザインの障子紙による新スタイルの障子製品の開発

4741 鹿児島県 株式会社　樹楽 2340001007140 店頭販売（テイクアウト）に係る空調設備導入による売上拡大

4742 鹿児島県 岸良リトリート ででこしょう・ででスコを安定供給する為の設備導入と販路拡大

4743 鹿児島県 株式会社わくわく園 7340001013679 HACCP制度化に伴う食品安全管理規格の確立と販路拡大

4744 鹿児島県 有限会社サンエー 9340002025572 感染症拡大防止策を施したエステサービスのＰＲ戦略

4745 鹿児島県 株式会社迫田興産 4340001008228 新商品のパッケージデザインの開発によるブランド構築と売上拡大

4746 鹿児島県 高松椎茸園 品質管理及び生産性向上のための設備導入による売上拡大

4747 鹿児島県 株式会社P’5 7340001022622 Unimo不動産の愛称で全国的にも珍しい事故物件専門店

4748 鹿児島県 有限会社とも 2340002018938 男子トイレ改修事業でお客様の利便向上と清掃の軽減を図る

4749 鹿児島県 ＣＯＲｔｅ． 今顧客が求めている新たなサービスと技術提供による顧客獲得

4750 鹿児島県 ヘアーサロンいしざわ お身体の不自由な方の来店しやすい環境づくり

4751 鹿児島県 SLOW HAIR 個人美容室が提供する毛髪ケアと着物レンタルサービス



4752 鹿児島県 株式会社クリア設計 4340001016478 「イナヅマライトさわやか」のホームページ作成、チラシ制作

4753 鹿児島県 植山水産 高齢者、体の不自由なお客様の利便性を高める店舗・駐車場の改修

4754 鹿児島県 Pizzeria KENCHI テイクアウトと店内飲食入店における屋外待合所の設置と整備

4755 鹿児島県 有限会社宝楽水道設備 3340002023656 オシャレな水回りを日置市の人たちに提案するチラシ作成

4756 鹿児島県 有限会社前田肥料店 2340002026511 地元産の高級魚介類を赴きのある空間で技術を尽くしたものを提供

4757 鹿児島県 有限会社坂口虎竹園 9340002023989 ロボット芝刈り機導入による販路拡大

4758 鹿児島県
有限会社オートショップ・ドルフィ

ン
2340002013055 60秒天気フィラー『ドルフィンにおいでよ』編の制作・放送

4759 鹿児島県 有限会社　谷村自動車 3340002019134 トイレ改修で高齢者にやさしく居心地の良いショールーム作り

4760 鹿児島県 有限会社　東水道工務店 4340002018960 上下水道工事特化建機導入事業

4761 鹿児島県 中礼印房・印刷 大判プリンターの導入により顧客ニーズに応えた販路開拓

4762 鹿児島県 株式会社プロエイト 5340001021551 新型コロナウイルスに負けない電器店をつくる新規顧客獲得事業

4763 鹿児島県 合同会社やくしま果鈴 6340003002482 新型コロナ感染防止対策による安心感と売上の向上計画

4764 鹿児島県 株式会社　武田産業 1340001009872 新型コロナ収束に向けて体験工房スペース拡大とネット改修事業

4765 鹿児島県 有限会社　三茸堂 2340002019804 自社ホームページのリニューアルによるお客様獲得倍増計画

4766 鹿児島県 レストランびいはいぶ お持ち帰りメニュー充実によるテイクアウト販売の拡大

4767 鹿児島県 株式会社T-プランニング 4340001020711 待ちの営業スタイルから脱却するためのポータルサイトの活用

4768 鹿児島県 吉松Zin・Zin パッケージとラベルデザインの開発による訴求力の向上と売上拡大

4769 鹿児島県 有限会社かめざわ 2340002014631 「見え」「聞こえ」の専門店として新規顧客獲得の広報事業

4770 鹿児島県 有限会社ＣＡＭｅＬＢＯＲＮ 9340002016010 エンジェリックケア技術の普及促進で認知度及び売上アップを図る

4771 鹿児島県 有限会社鶴丸 6340002014974 設備導入による新製品の開発・生産性向上と販路開拓事業

4772 鹿児島県 株式会社　渡鈑金塗装工業 1340001009856 攻めの経営を目指した、ホームページの新規開設事業

4773 鹿児島県 カフェド・グリル　サザンクロス ＳＮＳ拡散を意識した「ばえる」照明への変更による販促事業

4774 鹿児島県 特定非営利活動法人霧島食育研修会 3340005002896 ウイズコロナに適応した食育・食文化継承事業の新規顧客獲得事業

4775 鹿児島県 株式会社薩州工業 8340001021912 ティグ溶接機導入によるアイアン家具の品質アップ・生産製向上

4776 鹿児島県 登山口温泉・ファストカスタムズ 売上顧客管理システムの導入による販路開拓・業務効率化

4777 鹿児島県 有限会社伊集院物産 2340002000458 煉瓦窯食用油と国産蜂蜜のギフト商品化で都市圏販路を開拓！

4778 鹿児島県 株式会社松浦 9340001009733 店舗の入りやすさ改善及び連発可能花火筒導入による演出強化事業



4779 鹿児島県 熊林 炭窯製造で硬度や燃焼効率にこだわった種子島木炭の製造・販売

4780 鹿児島県 はえの民宿 浴室と屋上スペースの改修によるリゾート感の演出向上事業

4781 鹿児島県 夢一水産 ネット通販による新たな顧客を獲得し、経営を安定化させる。

4782 鹿児島県 有限会社　一福 1340002018187 横断幕・看板制作による新規顧客の開拓及び店の認知度向上

4783 鹿児島県 株式会社　紫恩 4340001020810 家族葬による高齢者及び障がい者用の移動しやすい駐車場舗装事業

4784 鹿児島県 自然放牧場お多福たまご お多福たまごパン販売に伴うパッケージ製造計画事業

4785 鹿児島県 合資会社伊達醸造 9340003000500 スマホユーザーの利便性向上のためのホームページリニューアル

4786 鹿児島県 有限会社　ニースカンパニー 3011202004553 店舗内装のリフォームとピザ窯の設置による新たな販売促進事業

4787 鹿児島県 有限会社　上野工務店 1340002014888 視認力を高めるための看板設置による広報活動及び販売促進

4788 鹿児島県 株式会社　シークラフト 4340001019951 作業効率アップを図り工期短縮に繋げるための生産性向上の取組み

4789 鹿児島県 株式会社セブンスヘブン 4340001017311 新商品のサンプル無料送付による購入促進事業

4790 鹿児島県 宏和産業有限会社 7340002027728 新サービスの開始及び地道な営業活動で販路開拓

4791 鹿児島県 かたぎりさん ツアー団体受け入れ拡大計画

4792 鹿児島県 hair＆make exclusive green 地域には無い新サービスを開始。お客様の満足感で販路拡大

4793 鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 3340001006216 生餃子に特化した独自顧客創造による地域オンリーワン確立事業

4794 鹿児島県 村留塗装 自らの施工体制の強化による販路開拓事業

4795 鹿児島県 大楠鰻株式会社 8340001022621 訴求力アップを睨んだ商品パッケージの開発による販促事業

4796 鹿児島県 サーフヴィラ　narai プライベート空間の創出と人材資源を有効活用した稼働率の向上

4797 鹿児島県 有限会社はしぐち 3340002026221 「貸ふとん事業」のＰＲ看板設置による認知度向上

4798 鹿児島県 福田鮮魚店 衛生対策と店舗照明改装で一般消費者への小売部門の売上増加

4799 鹿児島県 株式会社まえぞの 3340001014714 看板設置等による自社および事業の認知度向上事業

4800 鹿児島県 すえ吉 ゆっくりと安心して江戸前蕎麦を地元食材でご堪能あれ！

4801 鹿児島県 株式会社　須川木工 4340001010118 感染症対策に商機！新たな工法販促で創出する新規顧客サイクル

4802 鹿児島県 合同会社　レッドイン 7340003001979 戻り需要を狙う！サイン看板と宿泊環境改善で獲得する新規顧客

4803 鹿児島県 竹添デザイン室 出版・広告向けのイラストレーションの新規顧客開拓

4804 鹿児島県 株式会社スタイル・オン 1340001018863 安心安全な食と場の提供で顧客満足度を向上し販路拡大を図る事業

4805 鹿児島県 おがた呉服店 飲食スペースの座席数増加と地元産使用メニュー新規顧客獲得事業



4806 鹿児島県 有限会社　高倉産業 9340002021019 高圧洗浄機導入による作業効率の向上と販路の拡大

4807 鹿児島県 株式会社　サン商事 6340002019981 顧客満足度向上で実現！潜在顧客から新規顧客獲得へのサイクル

4808 鹿児島県 トラ丸企画株式会社 1340001011630 経営の第二の柱「便利サービス事業」立上げプロジェクト

4809 鹿児島県 緋色窯 「ここで只今イベント開催中！」目に止めてもらう広告宣伝事業

4810 鹿児島県
Pasticceria　dellisola Shizuka

OKINOERABU
認知度向上による新規顧客獲得と取引先の増加による売上増加

4811 鹿児島県 かねだい食品株式会社 1340001012793 こだわりの佃煮・総菜の販路拡大、そのための情報発信強化

4812 鹿児島県 田上建設株式会社 6340001007574 AI搭載の土木工事用測量機器の導入で生産性と受注力のアップ

4813 鹿児島県 有限会社日峰起業 2340002019696 ホームページでの宿とウェディングの魅力ＰＲによる新規顧客獲得

4814 鹿児島県 まつもと石谷整骨院 コンプレックス解消を叶えるトータルケアを目的とした機器導入

4815 鹿児島県 株式会社エスパー電機 3340002019191 パワーリフター等の補助機械導入による大型エアコンの設置対応

4816 鹿児島県 岩田タタミ店 畳の品質向上による顧客満足度アップ事業

4817 鹿児島県 三浦建築 事務所改装とトイレ改装によるＣＳ向上で受注売上・件数の増加

4818 鹿児島県 有限会社小牧緑峰園 9340002023997 緑茶専用冷蔵庫導入による品質管理を通じた販路拡大

4819 鹿児島県 有限会社　屋久島物産開発 2340002019770 販売ターゲットを変えるための既存商品リモデル事業

4820 鹿児島県 快　笑 生中華麺、生パスタでの新たな市場獲得

4821 鹿児島県 有限会社　中原薬品 8340002016003 漢方薬インターネット販売拡大の為のシステム構築

4822 鹿児島県 お食事処ひょうたん テイクアウト・宅配体制強化による新たな売り上げの獲得

4823 鹿児島県 すし割烹　いわた 寿司と笑顔を今夜も握る！回らない駅前寿司店も立ち上がるぞ！

4824 鹿児島県 酒のあさくら 新型コロナウイルス終息に向けた販売促進開拓事業の展開

4825 鹿児島県 有限会社　浜建空調設備 7340002027001 機械設備導入による稼働率アップとお客様満足度向上計画

4826 鹿児島県 アワルリラクゼーション 与論島産ハーブを使用するハーブスチームベッドの導入

4827 鹿児島県 株式会社ライフコンシェルジュ 8340001016202 広報宣伝と、顧客満足度向上で、「行ってみたい店」になる！

4828 鹿児島県 酒場HIBIKI 換気、扉など店内環境を整備することによる新たな顧客の獲得

4829 鹿児島県 Can.nen Surf 観光客・地域住民触れ合いによる販路開拓!!地域活性化事業

4830 鹿児島県 ショッピングプラザコスモ永田店 屋久島産の原材料を使用した自然健康食品開発

4831 鹿児島県 和風レストラン丸屋 伝統のステーキソースの市販化による売上高底上げ

4832 鹿児島県 Cafe Sea＆Sun お客様席の改善による満足度向上とメニュー改定による販売拡大



4833 鹿児島県 スサキ塗装　株式会社 1340001022743 高機能エアレスの導入による業務効率の改善

4834 鹿児島県 理容いしどう 高齢者や障害者が気軽に快適に利用できる設備導入による顧客創出

4835 鹿児島県 有限会社お茶の山口園 7340002028148 自社ブランド確立のためのブランディングと新商品開発

4836 鹿児島県 民宿まんてん 民宿の外食部門導入による販路拡大

4837 鹿児島県 大德治療院 待合室改装し更衣室設置する事による新患獲得及びリピート率向上

4838 鹿児島県 島ｓきっちん　和盆 当店で人気が高いデザート商品の販売強化による新たな顧客の創出

4839 鹿児島県 有限会社　村田造園建設 7340002016227 農業事業部門の販売拡充策による売上増加の実現

4840 鹿児島県 有限会社アクティブスポーツ・ガンコ 6340002012549 天候に左右されないスタジオでの教室開講で売上アップ！

4841 鹿児島県 中王子鈑金塗装工場 新技術「デントリペアツール」導入により新規顧客を獲得し売上増

4842 鹿児島県 ISHIKAWA AUTO マルチリフト機導入で回転率をアップさせ受注増を目指す

4843 鹿児島県 グラッツェ 来店しやすい環境整備並びに感染予防に努めたお店空間の提供

4844 鹿児島県 ひなの屋 お客の消費意欲と食材品質向上を目指した設備導入による顧客創出

4845 鹿児島県 グラッツェタンテ 時間を有効に活用しテイクアウトの拡充とネット販売部門進出事業

4846 鹿児島県 ワールドガイド屋久島 訪日外国人を対象とした屋久島の外国語登山ガイド事業の販売促進

4847 鹿児島県 大空 商談の場を提供する事務所改装と広告掲載による新事業拡大

4848 鹿児島県 としの家 ホームページ開設と新ロゴ活用アイテム作成による認知度向上事業

4849 鹿児島県 小迫商店 来店客の利便性及び顧客満足度向上による販売促進事業

4850 鹿児島県
有限会社ドーテックサービスカンパ

ニー
9340002011317 TIG溶接機導入による販路開拓とコストダウンの取組み

4851 鹿児島県 hair&make kacco サービスの質的向上で実現！新規顧客の獲得と着実なリピート化

4852 鹿児島県 翠波塾 静かで快適な空間の創出及び生徒の学習能力向上による顧客の獲得

4853 鹿児島県 有限会社海野鉄工 5340002027283 作業効率向上によるリードタイム短縮で販路開拓

4854 鹿児島県 swagfitness ニューノーマルへの対応とセミパーソナルトレーニングの確立

4855 鹿児島県 シュピーリン・ラボ キッチンカー認知度向上計画及びドリンク用機械装置等導入事業

4856 鹿児島県 竹之内鉄工 鉄から非鉄まで、金属何でも加工ファクトリー化事業

4857 鹿児島県 有限会社　中村商会 1340002000599 漏水探知機導入による、快適な水道利用の提案

4858 鹿児島県
よもぎ蒸し＆タイ古式ボディケアサ

ロン　癒える（ユエル）
ラストーンセラピーを取り入れたブライダルエステへの進出

4859 鹿児島県 株式会社年中夢牛 7340001017647 生肉販売事業の展開による売上拡大の実現



4860 鹿児島県 株式会社　ナガミネ 7340001007607 自社ブランド「薬膳小町」の認知度向上のためのパッケージ作成

4861 鹿児島県 有限会社　花水木 9340002015103 当館自慢のおしゃれ浴衣無料貸出のリニューアル強化事業

4862 鹿児島県 合同会社言の葉 4120003007712 新規開店する霧島茶サロンの空間演出の為の調度品等設置事業

4863 鹿児島県 株式会社優技建 6340001019470 受注可能件数の増大に向けた塗装機械導入

4864 鹿児島県 株式会社タカザキ 9340001008082 高級感のある離れ宿演出強化の為の入口エントランスの改装事業

4865 鹿児島県 株式会社瑞ひかり 9340001022604 「より美味しい白米を」精米事業の品質向上と生産量増大

4866 鹿児島県 弁当のいのうえ 看板告知から始める、新商品販売と遠隔地販路拡大

4867 鹿児島県 やまと整骨院 ホームページの活用により、痛みに悩んでいる方へ当院を周知する

4868 鹿児島県 ペットホテル里親 新たなサービス！「ペットのサポート会員」による販路拡大

4869 鹿児島県 菓心　まとはら パッケージ改良による販路拡大

4870 鹿児島県 株式会社　窪 8340003000567 集客力の向上と設備導入による収益力向上で創業200年企業実現

4871 鹿児島県 スナフキンズ ガーデンカフェとビアガーデン事業による新規顧客の開拓

4872 鹿児島県 有限会社　前迫建設 6340002028009 展示場設置PRによる販路開拓事業

4873 鹿児島県 岩戸鉱泉 浴場改修による顧客満足度向上とSNSを活用した集客戦略の展開

4874 鹿児島県 桑山商事合同会社 1340003002487 新商品開発と新顧客層へのアプローチによる売上高増加

4875 鹿児島県 株式会社Teamしぶし 5340001015371 スポーツ発想の新たなサービスケア導入によるＣＳ向上と販促事業

4876 鹿児島県 楠田淡水有限会社 1340002027709 加工品の衛生及び品質管理の強化による通販分野の販売促進事業

4877 鹿児島県 有限会社　南荘 7340002019510 宴会場の地元利用促進に向けた内装工事

4878 鹿児島県 おもと茶屋 看板設置による認知度向上と新規顧客獲得事業

4879 鹿児島県 がじまる茶屋 村内、奄美大島内のお客様のリピート率上昇の為のトイレ設置事業

4880 鹿児島県 株式会社　サンティ 3340001015332 「トータルスキンケア」の生活提案による販路開拓事業

4881 鹿児島県 株式会社　St.Pote 3340001009937 新型コロナ対策でお客様に安心快適感を与え集客アップ事業

4882 鹿児島県 焼肉もんぜ 店舗設備改修に伴う「新しい生活様式」に対応した販路開拓事業

4883 鹿児島県 合同会社　まるごと種子島 2340003001521 テイクアウト用スイーツの商品開発・広報強化による新規販路開拓

4884 鹿児島県 有限会社　十八番館 7340002000544 老舗飲食店の少人数対応に向けたトイレの洋式・バリアフリー化

4885 鹿児島県 株式会社東八重製茶 9340001020194 「ストーリーで魅せる」自社製茶葉の販促映像制作事業

4886 鹿児島県 田中建築 建具の多様化と制作の迅速化を目指す



4887 鹿児島県 有限会社　孝信 8340002019526 トイレ改修による高齢者・若年層の顧客満足度向上

4888 鹿児島県 和塗工房 防音性の高い高圧洗浄機の導入で顧客満足度向上と新規客獲得

4889 鹿児島県 和風レストラン　田園 本格コーヒーメーカー導入によりレンタルスペース顧客満足度向上

4890 鹿児島県 南風消毒 清潔感をアピールし害虫駆除のイメージを一新し販路開拓に着手

4891 鹿児島県 酒楽 店舗改装とテイクアウトへの注力による顧客獲得

4892 鹿児島県 株式会社　オオカワフーズ 2340001022296 お店の味をご自宅でも！安心・安全・美味しいＰＢ商品の開発

4893 鹿児島県 民宿しまさき 個人客集客強化を見据えたホームページのリニューアル事業

4894 鹿児島県 簡易宿泊TOMMALOW 風呂付客室を完備することによるファミリー層の集客強化

4895 鹿児島県 旬彩　味新 顧客ニーズに対応するための店内個室増築による顧客獲得事業

4896 鹿児島県 焼肉ソウルキッチン 種子島の食材を全国へ！食品加工所の増設と直売スペースの設置

4897 鹿児島県 アクアダイブコホロ 新たなお客様を受け入れるための外国人向けＨＰの作成

4898 鹿児島県 アイショップ定岡商店 陳列量を増やすための設備投資により地元特産品をＰＲし売上増加

4899 鹿児島県 本村交通株式会社 5340001015286 プラズマクラスターで実現！安心・安全快適な旅

4900 鹿児島県 株式会社マリンステイション奄美 1340001019021 ＨＰリニューアルとネット広告実施による新たな販路開拓の実施

4901 鹿児島県 イケシタ電工株式会社 5340001018705 HP作成による新事業の周知宣伝での販路開拓

4902 鹿児島県 Rizoto cafe 設備購入によるお客様の要望に応えた新規事業の開始

4903 鹿児島県 酒処ひまわり 光触媒環境浄化装置で作るクリーン環境！目指せ町の憩いの場

4904 鹿児島県 ダイビング＆ペンション　ＲＩＫＩ 閑散期にお客様を呼び込み、売上を増加させるための機械導入

4905 鹿児島県 (有)今西創建 6350002010659 ベトナム進出で目指す新たな販路開拓

4906 鹿児島県 有限会社いらか 3340002024893 HP作成による屋根改修工事の新規顧客開拓事業

4907 鹿児島県 よしみ弁当 新たな販路先を開拓し売上を増加させるための製造量増加への取組

4908 鹿児島県 小川工房 3Dプリンターを活用した歯科技工の生産性向上と売上拡大計画

4909 鹿児島県 有限会社南日本新聞垂水販売所 3340002026527 たるみずまなびチャンネルを活かした教育現場との連携と販路拡大

4910 鹿児島県 有限会社瀬戸口絹織物 6340002025732 着物通販キットの開発とそれに伴う販路拡大事業

4911 鹿児島県 （株）ボタニカルファクトリー 1340001019129 新たな「ボタニカノン新スキンケアシリーズ」販売促進

4912 沖縄県 ネイチャーランド　カヤックス 宿泊業への経営多角化による販路拡大と客単価向上計画

4913 沖縄県 民宿　川道 一般観光客及びファミリー層への販路拡大を目的とした店舗改修



4914 沖縄県 CHICKEN&PAPA テイクアウト強化及びデリバリー導入による販路拡大事業

4915 沖縄県 ウィズミーダイブ 講習専用サイトとネット広告による新規ダイビング講習の獲得事業

4916 沖縄県 パドック Googleリスティング広告による販路拡大

4917 沖縄県 Life is a Journey BLUE POINT OKINAWAのHPとフライヤー制作

4918 沖縄県 玉城木工商店 商品カタログ作成及び機械導入に伴う生産性向上による販路開拓

4919 沖縄県 株式会社センチュリオン 9360001018798 沖縄に訪れる外国人観光客向け琉球ガラス体験広告宣伝強化事業

4920 沖縄県 石垣成吉思汗 地元30～50代働き盛り女性客に対する誘客プロモーション事業

4921 沖縄県 株式会社バックフィールド 9120101059790 タマヌオイルを使用したスキンケア商品の原料製造、商品販売事業

4922 沖縄県 ざまみ宅配便 発電機を導入し、クール便の受入れ態勢を構築する

4923 沖縄県 みろく整骨院 健康創造をめざすパーソナルトレーニング推進事業

4924 沖縄県 Ｈ・Ｙマリン グラスボートによる新規メニュー実現のための機械の購入

4925 沖縄県 株式会社エシカルフォレスト 6360001025839 気密測定で省エネ住宅の数値化サポートと省エネ建材の販路拡大

4926 沖縄県 株式会社　ハッピーフィールド 8360001017495 のぼり、横断幕設置、映像発信による新規顧客の獲得

4927 沖縄県 株式会社　ビジコン 2360001021197 クラウドシステム導入による業務効率化のサービス提供

4928 沖縄県 パスタ家ミーレ 予約制手作りパンのお持ち帰りシステムによる収益改善事業

4929 沖縄県 民宿ふがらっさ 宿泊施設の改修工事に係る衛生面の強化による顧客満足度向上計画

4930 沖縄県 ｃｈｕｒａｒａ 世界最速脱毛器導入によるサービス拡充で新規顧客の獲得

4931 沖縄県 株式会社GO2K 0140001080688 テラス席サンシェード取付工事による客席増加で売上UP

4932 沖縄県 アロハレンタ企画 Stay in ALOHA プロモーション事業

4933 沖縄県 有限会社シーフレンド 1360002001983 公式サイトリニューアルで集客倍増プロジェクト

4934 沖縄県 ダイビングサービス月の翼 ロミロミ集客アップ事業

4935 沖縄県 島あしび HPリニューアル新規客獲得事業

4936 沖縄県 カフェシーフレンドジュニア コロナに負けないテイクアウトサービスの開始

4937 沖縄県 I.M.S アイランドマリンサービス HP看板設置で集客事業

4938 沖縄県 フィードバックドリブン合同会社 4360003006343 新規入会・顧客継続を目的としたスマホ対応型HPリニューアル

4939 沖縄県 株式会社池原酒造 3360001021519 設備を増強し、大口注文や新規顧客の受注に対応する

4940 沖縄県 韓国鉄板料理久ー韓 島野菜を活用したお土産品の開発及び販路開拓



4941 沖縄県 びんくらふとギャラリー Webを活用した認知度向上と販路開拓

4942 沖縄県 マリンパレス HP＆看板&モニュメント設置による新規顧客開拓！

4943 沖縄県 我喜屋商店 我喜屋商店PRプロジェクト

4944 沖縄県 株式会社かなろあ 1360001025075 新規遊漁船事業プロモーション

4945 沖縄県 菓子の島かみやま パイローラー導入による新商品開発。

4946 沖縄県 Artigiano合同会社 7360003009112 県内観光客の体験メニューの集客と、客単価アップ

4947 沖縄県 なり壱 コロナ禍後の売上回復を目指す集客策・分煙化対策

4948 沖縄県 U＆I 新コンセプト！「U＆I Private」の新規オープン

4949 沖縄県 株式会社ブルーフィールド 1360001021792 安心・安全を創る抗菌施工の普及・オリジナル抗菌商品の販路拡大

4950 沖縄県 (株)オキナワブレッシング 8360001008148 ＥＣサイト導入による一般ユーザーへの拡販

4951 沖縄県 (株)FMうるま 2360001011314 新視聴者層と新規スポンサー獲得のための動画配信

4952 沖縄県 西表島ジャングルブック ホームページの多言語化、ホームページの整備

4953 沖縄県 旭潜研株式会社 5360001021847 ３Dプリンタ導入による小数ロット・ワンオフ製作事業の開始

4954 沖縄県 ODAGAWAFITNESSPRO 密を避けるため中断している人を取込む屋外トレーニング導入事業

4955 沖縄県 ヘントナサバニ 帆かけサバニ帆漕クルーズ&スノーケルツアー

4956 沖縄県 Honey　Bee　蜂優 新商品開発・ネット販売で販路開拓、施設充実で顧客に優しく

4957 沖縄県 株式会社ヤブサチ 2360001006586 IT＆ECサイトを活用し売上UPとコスト削減でV字回復

4958 沖縄県 すや売店 人間の心理や行動に沿った店舗レイアウトの開発

4959 沖縄県 T‐JAPAN 「T」周知プロジェクト～Tシャツ販売とトライアスロンスクール

4960 沖縄県 株式会社アタッチ・メント 4360001023299 ホームページ作成と放課後デイサービスの紹介パンフレット作成

4961 沖縄県 にく家　牛円 看板リニューアル（ローマ字表記）により集客増加

4962 沖縄県 Hanalee Villa Kouri 屋根設置による多目的スペースでのおもてなし強化戦略の展開

4963 沖縄県 株式会社Love Academia 7360001023908 婚活勉強会の開催による若年顧客層への販路拡大事業

4964 沖縄県 浜カフェリアルエステート株式会社 1360001018145 不動産売買取引の新規顧客獲得

4965 沖縄県 紅型ナワチョウ 作業場兼工房の設置による生産性の向上並びに新規顧客の獲得

4966 沖縄県 姉と弟の家 露天風呂設置による販路拡大、満足度と客単価の向上計画

4967 沖縄県 がじゅまる観光株式会社 6360001013983 看板・パンフレットを使ったPR作戦による販路開拓事業



4968 沖縄県 有限会社　大宮産業 6360002013215 「貸し駐車場地提案事業」

4969 沖縄県 Nail&Beauty PinkRose 頭から指先までのトータルビューティー

4970 沖縄県 Wincule合同会社 1360003009951 脱毛サービスの開始

4971 沖縄県 山城亭 HP開設、SNS及び販促物等連携による沖縄県内客の販路開拓

4972 沖縄県 花藍舎 経巻機導入による生産性・商品開発力向上と、展示販売設備整備

4973 沖縄県 藤﨑紅型工房 手染め琉球紅型の価値を伝える！多言語ツール制作事業

4974 沖縄県 ホルモン番長 3密回避とテイクアウト新サービスに特化したテラス席の設置・販

4975 沖縄県 la joie 島の脱毛サロンが提案する沖縄の植物を使った化粧品開発事業

4976 沖縄県 GAJARUM 本格沖縄クラフトビールの販路開拓

4977 沖縄県 株式会社カーボディタカセ 3360001020677 修理、車検整備開始による車両のトータルサービスの展開

4978 沖縄県 イーゴス株式会社 5360001014660 スマートソーラー蓄電池システムの販売・施工

4979 沖縄県 barberBAL ホームページ開発による新規顧客獲得

4980 沖縄県 まかない家　宜野湾本店 フロア、トイレ改装及び新規顧客獲得の為の新メニューチラシ作成

4981 沖縄県 パティスリーアッシュユウジ 設備投資による生産性向上及び販路拡大・販売チャネル開拓事業

4982 沖縄県 オーシャンビーチちゃたん 県内のアクティブな独身女性層をターゲットとした事業の周知強化

4983 沖縄県 Relaxation Salon KUA 産後ママをターゲットにしたリラクゼーションサロンの周知

4984 沖縄県 ウォーターアルファー 次亜塩素酸水の無料提供サービスによる新規月額会員の獲得

4985 沖縄県 農業生産法人株式会社マルシェ沖縄 9360001006076 新商品紅福もち（仮称）の商品化と販路拡大

4986 沖縄県 Cut space WITCH 予約システムの導入による新規常連客増加事業

4987 沖縄県 株式会社SNOW BALL 4360001024371 新規Webサイト作成による新規顧客の獲得

4988 沖縄県 合同会社　沖縄ネイチャーオフィス 7360003009772 田イモ畑のあるカフェを開店、外国人観光客の広報宣伝活動

4989 沖縄県 くるま村 デザイン性の高いキッチンカーシェル開発による販路拡大

4990 沖縄県 株式会社沖縄電子 2360001008616 情報セキュリティー対策を施しパソコンの販売開拓を図る事業

4991 沖縄県 有限会社いろはのい 8012702009756 次世代通販コンサルティングサービス

4992 沖縄県 合同会社かりゆしフォトサービス 4360003008249 ウェブ広告等を活用した集客拡大と認知度向上

4993 沖縄県 株式会社Ryukyurian 4360001016204 沖縄リゾートウェディング向けカタログギフトH P販売事業

4994 沖縄県 ＢＲＡＮＣＨＥＳ株式会社 6360001025178 オウンドメディア等を活用した宿泊事業の販路拡大



4995 沖縄県 有限会社ネイチャートレール 7360002019129 感染・クラスター発生防止型エコツアーの確立による顧客獲得事業

4996 沖縄県 帆風－ＨＯＫＡＺＥ－ 「真空包装機」を使ってふるさと納税新商品開発事業の強化

4997 沖縄県 株式会社Caloria 5360001010321 結果の出る減量サポートのオンライン化・その仕組み構築

4998 沖縄県 カーメイクライズ 女性客目線にたった車お悩み相談事業について

4999 沖縄県 宮ファーマーズカンパニー こだわり野菜の宅配サービスで売上ＵＰ

5000 沖縄県 エステティックルームリベルラ サロンの今後の在り方と接遇の取り組み～心は密のままに

5001 沖縄県 宜野湾そば 飛び込み客獲得に向けた看板設置と新商品の開発

5002 沖縄県 大城野菜生産農園加工所 「顧客ニーズに合わせた2次加工品の新商品開発」

5003 沖縄県 有限会社 OKI 8360002010508 IT広告展開とヴィラの稼働率に向けた販促活動

5004 沖縄県 パン・ドゥ・コッキ合同会社 9360003009556 石垣島農産物を使った機内で食べれる新商品開発と新規顧客の獲得

5005 沖縄県 Kasaneiro 高まるギフト需要に伴う、新たな商品デザイン及び販路開拓

5006 沖縄県 有限会社レキオツーリスト 8360002013691 ホームページ作成による個人客向けの新たな販路の開拓と情報発信

5007 沖縄県 深井弘之 新規イベント事業のインターネットとDMによる販路開拓


