
No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 たいやきの店　いっぷく堂 仮設店舗撤退から新たな店舗で再開するためのPR作戦

2 北海道 合同会社　M　Dino 7430003011465 むかわの美味しさと北海道恐竜の力強さを新商品に込め売上向上

3 北海道 ＨａMａLｉｆｅ　高梨子あやの ファイナンシャルナース養成プラットフォームのシステム構築事業

4 北海道 株式会社堀江電気 4430001055731 新規顧客開拓が見込める市場をターゲットとする広告宣伝の強化

5 北海道 株式会社伊藤土建 2430001067200 民間工事向けの広告宣伝活動の強化による公共事業からの脱却

6 北海道 山口　芳広 花とお米におけるインターネット販路開拓事業

7 北海道 有限会社小谷商店 3430002062728 法人顧客がセルフで完結できる非対面型自動給油機の導入

8 北海道 レストランHiro 旬の地元野菜を楽しめる高度な接客力の構築による新たな販路開拓

9 北海道 シオヤスタジオ 大判へのニーズが高まっている遺影写真等の印刷内製化

10 北海道 山田農産 乾燥機及び製粉機の導入で「知床もち麦」の生産力向上と販路拡大

11 北海道 株式会社　S&Hファーマー 6460301003757 美味しく魅せる常呂の幸を食卓へ！自社ブランドで新規販路開拓！

12 北海道 お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ 快適性と衛生管理の向上及びＨＰでの魅力ＰＲによる認知度向上

13 北海道 ㈲シナジーこしみず 7460302005009 団体客減少に伴う売上減少を補完する近隣市町村へのPR事業

14 北海道 あずま商店 個人客をターゲットとした広告宣伝および店舗環境改善

15 北海道 パティスリーイグレック ショックフリーザー導入による生産性向上と新商品開発の加速

16 北海道 ナオミフーズ 過疎地域における販路拡大のための商品梱包作業の効率化

17 北海道 餅菓子と喫茶　日日 秩父別町のうるち米を使った串団子の量産化と販路拡大

18 北海道 有限会社村瀬工業 9460102004282 木材から鉄骨へシフトする建材需要を効果的に取り込む広告宣伝

19 北海道 有限会社　戸舘観光写真 5450002003843 観光記念写真の非対面型での提供および決済サービスの導入

20 北海道 大井電装機 農機具の油圧ホース加工というニッチ分野への本格進出

21 北海道 ㈱マルトク建板 3460101005519 新たな加工技術機械の導入による新規顧客及び販路の開拓

22 北海道 笹川組工業株式会社 1460101003086 最新測量機器の導入活用した新サービスの提供による販路拡大事業

23 北海道 喫茶グレイス コロナ禍におけるテイクアウト事業強化による販路の拡大

24 北海道 みやま家具店 内装工事（壁紙張り替え）の効率化による受注数拡大

25 北海道 山賊焼 新規来店対策の実行によるコロナ以前の売上水準までの回復

26 北海道 有限会社　興部家畜クリニック 2450001012617 乳牛等の産業動物診療からペット等の小動物診療への新分野展開

27 北海道 杉山家の台所byせたカフェキッチンぷらす 店頭受渡し販売の業務効率化と視認性の強化による集客と販路拡大

28 北海道 美容室RINNE 店舗改修による生産性向上及び新規顧客の獲得による売上アップ

29 北海道 山本印刷所 価格低減・納期短縮を実現するカラープリンター購入事業

30 北海道 二幸永山 食材の品質と顧客満足度の向上に向けた冷蔵設備の導入

31 北海道 らーめん韋駄天 テイクアウトメニュー強化による新需要対策事業

32 北海道 ヘアメイクスタジオリオ 炭酸泉導入による新メニューで新規顧客の獲得と満足度ＵＰ

33 北海道 山﨑水産　仁一郎商店 鮮魚店のイメージを強調した店舗装飾による知名度向上

34 北海道 三瓶呉服店 ホームページ作成による集客の安定と情報発信力の強化

35 北海道 株式会社旭無線 9450001000193 無線通信機器のレンタルで新規販路開拓！潜在客の掘り起こし事業

36 北海道 株式会社　北栄工業 1460101001536 循環型システムの構築による持続可能な社会（SDGｓ）への取組

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 第５回締切分採択者一覧

※重要

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

　追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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37 北海道 佐藤鉄工場 特殊技術（加締め機の導入）で迅速修理によるＣＳ向上と販路開拓

38 北海道 種を育てる研究所 「薬用植物サブスクリプション」を志向した商品拡充化事業

39 北海道 緑川木材　株式会社 9450001003196 北海道産材の普及による自社ブランド力の強化

40 北海道 萩原農園 ホウレンソウや小松菜等の原料出荷から店頭販売品を製造する事業

41 北海道 きのした菓子鋪・七福堂 品質維持管理向上による売上拡大のための冷凍冷蔵庫の導入

42 北海道 有限会社　吉田農園 4450002009593 作業屋根を設置し、作業場を拡大し店舗内の販売スペースを確保

43 北海道 NORTH FUN コロナ禍に負けない！新設備導入による新規顧客獲得と商圏拡大

44 北海道 株式会社 Ｂｅクリーン 2450001005637 地域特化型洗剤製造販売に伴う販売促進事業

45 北海道 星央自興　株式会社 5450001006426 整備車種多様化に対応するための、作業機器の導入

46 北海道 杉村農園 作業場を広げ効率を上げ、新規顧客を獲得し売上拡大を目指す。

47 北海道 里農園 需要が落ち込んだ米を個人販売へと転換させるべく販売強化する。

48 北海道 南陽の丘　しら樺 真空包装で販路拡大・新商品開発・食材の長期保存・衛生面強化

49 北海道 カットハウスミヤタ 安心安全な快適空間作りとバリアフリー化で顧客満足度・集客UP

50 北海道 江戸金 バリアフリー化による高齢者・ファミリー層の新規顧客獲得事業

51 北海道 軽食・喫茶　パニエ コロナ禍の事業継続のための設備購入及び宣伝広告事業

52 北海道 株式会社新良 8430001067830 スーパーフルーツなどを活用したチョコレートを開発して販路拡大

53 北海道 合資会社　吉野 3460303000326 水産加工商品の料理レシピ動画制作による販売促進と販路拡大

54 北海道 株式会社　阿部造園 6460101000062 ホームページ刷新による個人向けサービス強化での販路拡大

55 北海道 ハーティベビーケアサロン　Ｃｏｃｏａ 乳幼児の排泄とオムツ外しのオンライン講座作成と販路開拓

56 北海道 NPO法人　山部まちおこしネットワーク 9450005003795 農業体験のパンフレット・地酒の箱を作成し売上増加に繋げる事業

57 北海道 ふるふるトマト オープンテラス改善と新商品開発・販売の設備導入による売上向上

58 北海道 富田生花店 高齢化のまちならではの、お客さんに優しいお花屋さんづくり

59 北海道 エイトプラス 自動車整備業務拡充による新たな売上発生とリピーター増大の実現

60 北海道 有限会社M&Tアグリシステム 7430002057336 ブロッコリーの安定出荷にむけた出荷体制の改善

61 北海道 有限会社春香ホースランチ 5430002055011 乗馬部門ツアー催行率上昇+コロナウイルス感染対策事業

62 北海道 UBCOFFEE 高品質機器の導入によるテイクアウト需要への対応

63 北海道 菊地ファーム 新規顧客獲得とリピーター増加のための事業

64 北海道 ローゼン合同会社 7450003001951 町民のニーズに応える直葬・遺品整理・福祉整理の提供とそのPR

65 北海道 Ｒｅ：Ｓｐｅｃ 新メニュー導入のための店舗改装および広告宣伝

66 北海道 有限会社清里ハイヤー 5460302005076 安心・安全な運送事業のための専用機械の導入事業

67 北海道 二杉板金工業所 事業承継を見据えた生産性向上のための専用機械の導入事業

68 北海道 株式会社KOYA．lab 1460101006072 冬の絶景プライベート空間で露天五右衛門風呂体験の提供

69 北海道 ボレアルフォレスト オリジナルグッズの企画・製作による新たな販売機会の創出

70 北海道 花jin 色の効果で花が映える！原価も削減！売上向上事業

71 北海道 龍巳 居心地の良い空間づくりによる顧客満足度向上事業

72 北海道 株式会社　スターファーム 8460001003064 水耕ハウス栽培の高利益率商品シフトのための地元メディア戦略
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73 北海道 株式会社　雪あかり 3460101004347 自然放牧で育てた黒豚を使用した加工品の商品開発と販路開拓事業

74 北海道 拓北工業 斫り設備導入による狭小現場への生産性の向上と新規顧客獲得

75 北海道 (株)菅野養蜂場 7460301004309 業務用取引アプリ導入に伴う、業務効率化の向上と新規顧客獲得

76 北海道 らーめんランド標津店 道東「おもてなし」の実践～らーめん店の戦略的環境整備事業

77 北海道 高橋漁業 釣り船操業における集客力ＵＰのためのサービス向上施策

78 北海道 齋藤ガイド事務所 アドベンチャートラベル体験プログラム造成と販路拡大

79 北海道 有限会社　佐藤自動車整備工場 6450002010525 溶接機を導入したカスタム整備事業の拡大

80 北海道 小山内建設株式会社 4450001008423 ホームページとパンフレットによる移住・定住者の受注拡大

81 北海道 GuestHouseぎまんち HACCP第三者認証取得施設完備によるエゾシカ加工品販売促進

82 北海道 株式会社Nordbahn 1430001040439 作業効率アップによる受注増の取り組み

83 北海道 東家 増加する「そば」のテイクアウト需要に対応するための設備導入

84 青森県 ボディ－・ジャック 新規顧客獲得機会を逃さない機械の導入で持続的経営を図る

85 青森県 有限会社大間観光土産センター 4420002019273 本州最北端から全国へ新鮮「大間まぐろ」のオンライン販売事業

86 青森県 田中自動車整備工場 タイヤチェンジャー導入による販路開拓事業

87 青森県 有限会社　安忠商事 5420002009967 「働く人がかっこいい」作業服専門店へ顧客創出営業展開強化

88 青森県 空飛ぶごぼうPROJECT 新たなスイーツ部門の製造・販売強化への取り組み

89 青森県 サンス理容室 女性も男性も気軽に立ち寄れる「地域の床屋さん」顧客開拓事業

90 青森県 東北グレインネットサービス有限会社 5420002018282 一升米用リュックの開発による販路拡大

91 青森県 株式会社東北すっぽんファーム 1420001015061 地域プロサッカーチームとのコラボ商品開発と販路開拓事業

92 青森県 有限会社アトリエゆう 5420002018010 ５０年前の失われたフィルム映像を復元するための設備投資

93 青森県 オレンジハート平内中野店 新規厨房設備の導入による惣菜の品質向上で売上アップ

94 青森県 株式会社　五光 2420001002298 HPリニューアルによる新商品の販路拡大事業

95 青森県 メタルファクトリー ショースペース・商談スペース設置による新規顧客獲得事業

96 青森県 ぱんや いちこ 冷蔵発酵製法によるパンの製造拡大事業

97 青森県 カメケンアーキテクト　一級建築士事務所 自社設計住宅等のＰＲ動画作成とＨＰリニューアルによる販路拡大

98 青森県 木津谷自動車整備工場 最新車両もお任せ‼～車検新規契約獲得に向けて～

99 青森県 新坂製函 新商品に対するウエブサイト広告を使った販路拡大事業

100 青森県 津軽味噌醬油株式会社 7420001014743 温泉熱を利用した十割糀津軽味噌のリニューアルによる販路開拓

101 青森県 the Bagel cafe テイクアウトカウンター新設で売上拡大を図ります

102 青森県 雪雄子 舞踏家・雪雄子のパンフレットDVDの制作と販促及び販路開拓

103 青森県 有限会社豊川酒店 4420002009836 休憩所新設と食品の少量販売で高齢者に優しいお店へ進化

104 青森県 有限会社前田ふとん店 1420002012363 「キャラクタータオル品揃え地域ナンバー１の店」ＰＲで売上増大

105 青森県 株式会社　ハラコ企画 1420001010129 自社ホームページ開設による認知度向上と既存イメージからの脱却

106 青森県 雅菜工房 厨房内環境構築・ホームページ改修等による顧客増加事業

107 青森県 株式会社　笑桜会 5420001010308 『広告宣伝を通して知名度を上げ、新規利用者と新規販路を開拓』

108 青森県 Atelier Chou Chou 高齢者対応型店舗構築による新規顧客獲得事業
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109 青森県 株式会社０１７２ 3420001015828 空撮サービスの強化

110 青森県 towards 会社の経費を削減する「カラープリントはサブスクリプション」

111 青森県 インテリアいちま 自社技術力向上及び新サービス導入による新規販路開拓事業

112 青森県 たべ処　風来坊 店舗看板の設置イメージチェンジによる販路開拓事業

113 岩手県 有限会社河合商店 1400002011945 いかの塩辛の加工体制の強化による生産性向上及び売上増加

114 岩手県 美容室スマイル 快適な美容施術環境整備による新規顧客獲得事業

115 岩手県 合資会社　大崎工業 1400003000880 高圧洗浄機導入による作業能力の向上と30代40代への販路開拓

116 岩手県 有限会社　紫波印刷 8400002007086 記念品等のグッズ生産能力の向上による販路開拓と売上向上

117 岩手県 株式会社　平船商店 4400001008064 小売店が実践する地域課題の解決を図る新サービスの確立

118 岩手県 アトリエ遊 サロン環境の快適性の向上による顧客受入れ体制の強化

119 岩手県 クラフティ 飲むチョコレート！？来店機会創出による若年層への販路開拓事業

120 岩手県 上野商店 アーボリストとしての特殊伐採事業進出に伴う販路開拓事業

121 岩手県 もみ処とんとん 自宅サロンの認知度UPによる新規顧客獲得及び顧客満足度向上

122 岩手県 シナプス 新商品「マスクバインダー」の開発制作による新分野進出

123 岩手県 株式会社　不動食品加工 9400002006954 委託加工部門強化に伴う受注先獲得事業

124 岩手県 メンテナンスサロンあるま 新たな痩身マッサージサービス提供による新規顧客獲得事業

125 岩手県 株式会社　甚乃米 9400001009470 ネットショップの開設とパッケージの改良によるBtoC販路開拓

126 岩手県 たかた鍼灸整骨院 スポーツ競技者を助けるアスレチックトレーニングの提供

127 岩手県 鯛寿司 「若者層とファミリー層の獲得のためのPRの強化」

128 岩手県 ヘアーサロンわか 女性の顔そり需要に対応した誘導目印の導入による新規顧客の獲得

129 岩手県 矢幅パソコン教室 ネット活用販売促進サポート事業の展開による顧客獲得

130 岩手県 藤原建築 体験型コーヒーマシンの導入による新規顧客層の開拓と売上の拡大

131 岩手県 上山本店 店頭販促の促進及び顧客の買い物利便性向上

132 岩手県 株式会社　Oプロモーション 5400001015002 当社の魅力を伝える認知度向上事業による販路開拓

133 岩手県 有限会社田村フローリスト 1400002002052 ギフト商品の充実と来店意欲を高める店づくりで新規顧客獲得

134 岩手県 ペンションアルペンローゼ 喫茶部と物販部の共存を考えた店舗イメージ統一化による販売強化

135 岩手県 川袋畳店 BtoCの強化及び作業効率の向上による売上拡大

136 岩手県 ㈱カービューティーサービス 7400001014621 自動車整備事業参入による客単価向上及び新規顧客獲得事業

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

138 岩手県 有限会社　粒来板金工業 6400002013251 ホームページ開設による広域的な販売促進及び販路開拓

139 岩手県 株式会社　舘豆富店 8400001014901 新たな生産体制の整備による新商品の価値向上及び販路開拓

140 岩手県 福中商店 高齢者の顧客満足度アップを狙ったすり身販売事業

141 岩手県 美容室Feel 高度なカラーリングサービス提供のための施術環境の向上

142 岩手県 よよぎ電気 家庭用エアコン販売と情報発信によるＢtoＣ販路開拓

143 岩手県 ホテル三陽 冬季旅行のイメージアップ暖房器具・防寒具購入と満足度の向上

144 岩手県 有限会社小林電設 2402702000672 オンラインで繋がるあなたに寄り添う電気のプロ
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145 岩手県 有限会社岩泉味噌醸造 1400002011094 天然味噌醸造の少量化包装と麹の姉妹商品開発による販売事業

146 岩手県 ヤマニ醤油高田営業所 返礼用商品の開発による販路開拓

147 岩手県 有限会社木村商店 8400002010965 山田のかあちゃんの味を全国へ　お魚惣菜専門通信販売事業の展開

148 岩手県 七時雨山荘 顧客ニーズを捉えた宿泊者限定サービスの提供による販路開拓

149 岩手県 有限会社鍋金商店 4400002007800 くずまきワインを全国へ！贈答品のPR強化による販路開拓事業

150 岩手県 株式会社フードアトリエ 8400001014307 拘りデリカテッセンでお家ごはんを応援するBtoC販路拡大事業

151 岩手県 小林生花店 ＳＮＳの活用と新ソフト導入による業務の効率化及び顧客獲得強化

152 岩手県 スティ自動車整備センター 新サービス看板による自社ブランド強化における販路開拓計画

153 宮城県 阿部製材所 木材乾燥ハウス導入による商品付加価値及び生産性向上事業

154 宮城県 16 犬ヨガの新サービス提供による販路開拓事業

155 宮城県 株式会社アオバクラフト 8370001043292 自社ホームページの全面改修

156 宮城県 Tear Drive by Salt 新サービス導入と効果的宣伝による販路開拓

157 宮城県 Ｔｗｉｎｋｌｅ 顧客の要望に応える施術と癒しによる客単価向上と新規顧客獲得

158 宮城県 会席料理　丸勝 地産地消「予約御膳弁当」のプロモーション強化による販路開拓

159 宮城県 加藤義和土地家屋調査士事務所・仙南不動産鑑定 測量機器のＩＴ複合化を活用した販路開拓事業

160 宮城県 有限会社アグリテック宮城 3370202004775 ホームページ開設による事業認知度向上と販路開拓事業

161 宮城県 有限会社フォレックス仙台 9370202005066 ホームページ開設による自社製品・サービスの認知度向上事業

162 宮城県 株式会社GANGYUN 1370301002888 コロナ禍での顧客のニーズに応えた一人カラオケによる売上回復

163 宮城県 有限会社今野醸造 8370202003707 味噌醸造元Webの魅力発信強化とEC若年世代顧客獲得計画

164 宮城県 食飲笑　うたつがね おふくろの味「郷土菓子」の生産性向上と販路開拓事業

165 宮城県 博多もつ鍋たじまや ブランド構築によるカジュアルギフト・お取り寄せ市場の開拓

166 宮城県 株式会社大沼旅館 9370201002007 人間の心身の健康をサポートする「現代湯治」の発信を強化する。

167 宮城県 介護福祉タクシーもも太郎 リクライニング車いすで送迎困難な顧客へのサービス事業

168 宮城県 ホワイトローズ 動画で発信！人の手の心地よさで大人女性の活躍を支える事業

169 宮城県 佐野　美里 外国語対応の情報発信とＷＥＢ販売体制構築による販路拡大事業

170 宮城県 ブエナビスタ バーベキュースタイルのテラス席とテイクアウトカウンターの新設

171 宮城県 DEAR　DOGS 炭酸泉シャンプーメニューの導入による新規顧客の獲得

172 宮城県 有限会社ニンナ・ナンナ 8370002017675 移動販売車改造整備による販路拡大と買物弱者へのアプローチ

173 宮城県 有限会社大代いとう 5370602000174 バイカー自慢の愛車「安心安全」プランによる売上拡大事業

174 宮城県 特定非営利活動法人ウィメンズアイ 9370405000624 生産性向上とブランディングによる新規顧客開拓

175 宮城県 株式会社たかぎ呉服店 8370801000559 身体測定器を活用した寝具の提供及び睡眠に関する情報の提供

176 宮城県 合名会社　川敬商店 5370203000219 創業120周年に女性蔵元杜氏が挑む、ブランドイメージ改革

177 宮城県 Film Arrange Egg フォトスタジオPR強化及びカフェ機能強化による収益力向上事業

178 宮城県 Harry’s Junction 看板設置による視認性向上で来店客数を増加させる事業

179 宮城県 株式会社ＴＡＣＯＵ 9370001043597 自社ECサイト制作とモール型通販の併用による販売計画

180 宮城県 有限会社　庭正庭芸研究所 3370002020262 新事業立上げによる顧客満足度の向上及び新規顧客の開拓を図る
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181 宮城県 TEAVER TEAFACTORY ホームページ作成によるウィズコロナ対応のための販路開拓

182 宮城県 株式会社トーヤマ工芸 1370001039272 アルミ溶接機導入による新たな商品の提供と定型商品の開発・販売

183 宮城県 和歌珈琲 強みを活かした新商品を開発し情報発信力強化による新規顧客獲得

184 秋田県 株式会社　インテリア村上 1410001011400 顧客ニーズに応えた壁紙製作体制の確立

185 秋田県 美ゆき食堂 個室改修とトイレ改修による販路拡大及び顧客満足度向上への取組

186 秋田県 有限会社三幸商店 1410002005616 「給油計量機の導入による宅配灯油増販事業」

187 秋田県 株式会社鈴木水産 1410001007349 コロナに強い自社販売体制の強化とＥＣサイト活用・連携事業

188 秋田県 株式会社　食房ささ木 8410001005370 安心安全に食事が楽しめる店づくりで新規顧客獲得

189 秋田県 有限会社　安藤電機 7410002009256 溶接機械部門を当社の主力に！初のホームページ制作で販路を開拓

190 秋田県 有限会社あい自動車整備工場 4410002009259 スキャンツール導入と新サービスで売上増加と顧客獲得を実現する

191 秋田県 美容室　フルーヴ 新施術機器導入で顧客ニーズに応え、業務効率化と売上増加を実現

192 秋田県 ゆりはか シニアに向けたタッチポイント構築によるクロスメディア事業

193 秋田県 株式会社　秋田建物検査 7410001012830 ホームページ開設及び、広告チラシでターゲット層を拡大

194 秋田県 カイロプラクティック・コシカワ整体院 院内環境整備と新サービス提供開始による来院回数増加作戦

195 秋田県 Hair Banb 「超微細気泡シャワー」導入による顧客満足度向上で客単価UP！

196 秋田県 風月堂 『本荘くずアイス』の販路開拓に向けた設備導入と情報発信

197 秋田県 かなこ 「withコロナ」に対応した店舗設計と広報展開による顧客開拓

198 秋田県 株式会社OMS 8410001011567 看板と照明設置による車のトータルサービス店の周知で売上アップ

199 秋田県 ボナンザクリエイト合同会社 2410003003238 動画サービスと既存事業とのシナジーによる販路・収益の拡大

200 秋田県 佐々木建築 一般世帯・企業向け除排雪サービスの実施による新たな販路開拓

201 秋田県 有限会社マルマサ工業 3410002006918 ＨＰを軸にした情報発信力強化による一般世帯からの受注拡大

202 秋田県 眞坂電気工事 ホームページと看板設置で販路拡大事業

203 秋田県 株式会社マサカ 1410001004932 太陽光発電システムのメンテナンスサービス実施による販路拡大

204 秋田県 加藤建具製作所 製造能力強化と作業時間短縮による建具生産量の増加

205 秋田県 株式会社　藤興業 8410001005379 周知活動からの脱却！購買心理のステップアップで販路拡大計画

206 秋田県 珈琲焙煎工房　結 鮮度と習慣化を最重視！定額宅配サービス開始で顧客接点倍増計画

207 秋田県 With Works アフターケアで差別化！塗装＆建物を長寿命化サービス開始事業

208 秋田県 やましち商店、ブツ 女性層へ活路を見出せ！新メニュー展開及び衛生面強化事業

209 秋田県 有限会社沼沢水道施設工業 8410002007911 ホームページ作成、DM発送による顧客獲得、掘り起こし

210 秋田県 有限会社ファクトリーオオツカ 4410002005852 顧客ニーズの充足と競合との差別化を図る外車専用診断ツール導入

211 秋田県 ヤクワ自動車 後継者が目指す受注機会の増大に向けたスキャンツール等の導入

212 秋田県 サンワメタルス株式会社 8410001005081 最高精度の高さ測定機を導入し高品質の金属材料を製造

213 秋田県 ちゃんぷ インターネット通信販売とリアル店舗の融合で売上拡大、販路開拓

214 秋田県 株式会社浅間製作所 3410001007363 セミオーダーに対応したカタログ刷新及びDMを活用した販路開拓

215 秋田県 株式会社グレボ 4410001008690 お客様にも商品（生花）にも快適な店舗づくり

216 秋田県 パンドコロＴＯＳＳＩ 販路拡大に向けた包装室完備による安心安全な店舗づくり
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217 秋田県 焼き鳥　酉の市 コロナ禍でピンチをチャンスに転換し、テイクアウトで売上増加！

218 秋田県 ヘアーサロン理容コンダ コロナストレスによる脱毛とメンタルを救う新技術ヘッドスパ導入

219 秋田県 ビューティーサロン　アーベル 女性のお悩み改善フェイススパで気持ちもお顔もリフトアップ

220 秋田県 株式会社千秋軒カメラ 5410001006438 スマホユーザー向け新サービスの提供による新規顧客獲得と売上向

221 秋田県 株式会社Ｄｅｌｅｃｔａｂｌｅ 2410001012430 お客様が安心して美味しいフレンチを堪能できる空間づくり

222 秋田県 富士看板 高性能機械導入によるサービス、提案力向上で顧客獲得

223 秋田県 有限会社 秋田魁河辺販売所 1410002006052 広告折込作業効率化で営業活動に注力！新聞店の新規顧客獲得計画

224 秋田県 株式会社　高田組 9410001008604 建設業のイメージアップを図り人材確保のためのホームページ作成

225 秋田県 株式会社　スライヴ 4410001012016 立体加工品の内製化を図り、受注拡大・生産性向上を実現！

226 秋田県 囲蕗李 テイクアウト事業と宿泊施設PRによる販路開拓

227 秋田県 株式会社シーケーファーム 4410001012453 HP開設によるオリジナルブランド「生いぶりがっこ」の販路開拓

228 秋田県 サロン ド マイラ 行きつけサロン化計画による販路拡大とリピーターの獲得事業

229 秋田県 株式会社さわき写真館 9410001004066 ホームページリニューアルで写真の新受注体制構築への取り組み

230 秋田県 コミュニティ 彩り弁当の製造販売と新商品提供による顧客満足度の向上

231 秋田県 伊藤オート 整備時間短縮による顧客囲い込み事業

232 秋田県 株式会社仲澤建材 7410001010900 重労働軽減で女性も活躍！設備導入による生産性向上で売上増

233 秋田県 株式会社　ＳＨ．Ｋ．ＰＲＯＤＵＣＴ 2410001011291 業態転換の要、スマート工房化を加速させる自動ミシン導入事業

234 秋田県 （株）中西鉄工 5410001007444 ドローンを活用した施工検査の効率化と取引先への提案型営業

235 秋田県 株式会社　長田鉄工所 3410001011506 「町の鉄工所」が提案型企業に進化するためのアルミ加工進出事業

236 秋田県 阿部建具店 作業プロセスの改善による作業時間短縮と安全性の確保

237 秋田県 川原田館 感染症対策万全で「個室飲食」ができる割烹旅館ＰＲで売上ＵＰ！

238 秋田県 株式会社　鳥海フォス 1410001005419 巣ごもり需要を捉え『イチジクジャム』を自家用・業務用に転換

239 秋田県 利山 ホームページ刷新及び新分野によるブランディング活動の展開

240 秋田県 AZOOL ENGLISH 「動物園のような英会話教室」周知による新規生徒獲得

241 秋田県 有限会社クイック 9410002009725 新規需要を取り込むための供給力改革と製品品質向上事業

242 秋田県 じゃんだらりん 本場名古屋の味を秋田で！コロナ対策による販路開拓事業

243 秋田県 有限会社　相馬自動車整備工場 9410002009799 ASV（先進安全自動車）整備力向上による販路開拓事業

244 秋田県 株式会社かくぜん齋藤善之助商店 3410001005094 弁当・総菜等の広報強化による販路開拓と高齢者対応の店舗づくり

245 秋田県 有限会社モリモト 2410002011885 一般顧客向けウェブサイトの立上げによる販路拡大

246 秋田県 大久保自動車 新たな溶接機の導入で売上機会を増やす！自動車修理工場の挑戦

247 秋田県 シバタ食品加工 アレルギー食品が一目でわかるパンフレットの作成

248 秋田県 れもん 見えないウイルスに見える対策！感染症対策万全で販路拡大

249 秋田県 修衛設備 新技術導入によるガス設備工事への挑戦

250 秋田県 株式会社　葵 3410001011555 個室対応への店舗改修による売上拡大事業

251 秋田県 ハンサム侍 ネット通販に対応したホームページ作成による集客事業

252 秋田県 美容室Ｆｒａｎｋ デジタルプロセッサー導入による新スタイルの提案
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253 秋田県 アキ建築工房 ドローンを活用した故郷の空き家の保守点検・監理拡大事業

254 秋田県 有限会社ステップミル 5410002007261 ムダのない高品質加工の実現による生産性向上と販路拡大

255 秋田県 ＵＧＯＨＵＢ 安心して出入り・滞在できる空間づくりで販路拡大！

256 秋田県 自家製甘酒工房　あまざけらぼ より美しく健康に…　働く女性に甘酒パワーをすぐに届けます！

257 秋田県 有限会社エフツーゾーン 7410002007375 空気循環能力の向上で安心・安全なスポーツジムを提供

258 秋田県 株式会社まるいち 1410001005195 購買行動の変化に対応した高齢者が買物しやすい売場づくり

259 秋田県 外山旅館 “後継者へ繋げ！”宿泊環境整備による経営基盤強化事業

260 秋田県 有限会社佐々木商店 1410002001730 駐車場整備でチャンスを確実につかむ！ＬＰガス店の販路拡大計画

261 秋田県 松橋石油店 観光客向け集客力向上を図るための照明付き看板設置事業

262 秋田県 有限会社佐藤自動車商会 8410002007390 地域に先駆けた社内除菌サービスの情報発信強化（HP構築）

263 秋田県 有限会社サイシン機工 3410002007263 工程及び原価の一元管理（ＩoＴ化）を行うソフト導入事業

264 山形県 城戸メノウ乳鉢製作所 研磨設備導入による新製品開発と新規販路開拓

265 山形県 バーバーショップスガイ トイレの洋式化による利便性で売上拡大

266 山形県 森の湯旅館有限会社 3390002014527 トランシーバーの導入によるチーム連携・効率化と販路開拓事業

267 山形県 川村食堂 駐車場改修と新商品開発によるファミリー層の新規顧客獲得事業

268 山形県 有限会社太陽工機 1390002003267 フォークリフトを導入し多品種対応を可能とした受注拡大事業

269 山形県 安野農園 自社農園ECサイト「産地直送お届け便」で新規顧客開拓

270 山形県 有限会社　田代総業 5390002010086 新たな厨房機器の導入と店内環境整備で開店10周年売上UP事業

271 山形県 有限会社栄寿司 9390002015635 テーブル・椅子導入による三密回避と高齢者に優しい店づくり

272 山形県 佐藤バラ園 ブランドロゴの整備とインターネット販売で新規顧客の獲得

273 山形県 有限会社　山六製材 4390002016134 新設備導入による作業効率化と新商品開発による新規顧客獲得

274 山形県 鴨田木工所 店舗設備改修と新商品開発による新規顧客獲得事業

275 山形県 有限会社　春日商事 4390002016092 スチコン導入による生産性向上と販路拡大

276 山形県 株式会社押切鐵工所 5390001008817 小型溶接機導入による小規模でニッチなニーズへの対応と売上拡大

277 山形県 味処　松乃屋 「蕎麦屋」スペース併設による新メニューの提供

278 山形県 有限会社最上衛生 3390002003348 ライフライン維持の為の高圧洗浄機を導入し新たな販路開拓

279 山形県 株式会社ウッド・マイスター 3390001016219 社屋遮熱・断熱による寸法安定性の確保

280 山形県 株式会社中華maru武 7390001014326 ホームページ及び外装垂れ幕等作成による顧客獲得事業

281 山形県 松山観光タクシー 有限会社 2390002008422 ＩＰ無線導入によるデジタル戦略の推進を通じた受注強化

282 山形県 株式会社　遠藤技建 1390001014298 ホームページの作成で新規顧客層を開拓し売上を拡大

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

284 山形県 合同会社G-Ash-Tom 8390003001040 高齢者に優しい店舗作りと新サービスの提供による販路開拓事業

285 山形県 月山酒造株式会社 2390001011740 展示会・催事出展とインターネット活用による販路開拓事業

286 山形県 株式会社SAGAE.AutoService 4390001014659 タイヤチェンジャー新規導入による整備サービス業務の拡充

287 山形県 株式会社サクセス・トレード 7390001009210 金属検出機導入による生産効率化と安心安全な商品で販路拡大

288 山形県 伊豆の華 店内環境整備とテイクアウトメニュー開発による売上拡大事業
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289 山形県 西谷食品 地元食材を使用した弁当の直売開始による観光客向け販路開拓事業

290 山形県 翡翠開発 個人顧客来店敷地内整備と情報発信強化による新規顧客獲得事業

291 山形県 大竹鉄工 加工機械導入による販路拡大とコストカット計画

292 山形県 株式会社　東北テレネット 5390001009567 展示場開設で知名度ＵＰによる販路、売上拡大

293 山形県 株式会社うばふところ 5390001015623 うねたてマルチ機導入とネットショップ開設による売上拡大事業

294 山形県 Hair make TRUNK シャンプー台購入による回転率アップ！売上増加事業

295 山形県 有限会社みちのく特産 6390002011513 山形の味を全国に届ける新商品展開事業

296 山形県 そば処田舎屋 新事業の店舗設備を整え、顧客満足度UP！で利益向上！

297 山形県 タイヤセンター287 除雪用ショベル導入による新規事業の立ち上げで販路拡大事業

298 山形県 癒し処　ダーチャ 店舗チラシの作成と雑誌掲載による新規顧客獲得事業

299 山形県 株式会社　マルマン佐藤 7390001009136 インターネット販売を強化し販路拡大と業務効率化を図る

300 山形県 麻屋魚店 大正元年創業「町のさかなやさん」店舗機能強化で売上増加大作戦

301 山形県 お食事の店　満月 新テイクアウトメニューと冷蔵庫導入で新たな販路開拓と商品管理

302 山形県 東屋旅館 テーブル席の導入で食事環境改善による感染防止と売上増加事業

303 山形県 株式会社　雅建築 5390001015375 こだわり木材の展示コーナー設置による新規顧客開拓事業

304 山形県 株式会社樫の木学園 3390001015666 ホームページを用いた提供サービスの情報発信で利用者増加を図る

305 山形県 有限会社コクブン 2390002011839 クラウド販売管理システムで顧客対応サービスの向上事業

306 山形県 有限会社菅板金店 7390002011520 自社開発ALC外壁等の改修工法の認知度向上と売上拡大

307 山形県 いとう美容室 新メニュー展開による顧客の来店数アップによる売上拡大事業

308 山形県 武田美容院 事業承継に伴う築４０年の美容室の店舗リニューアル計画

309 山形県 ヘアーサロンさとう 店舗バリアフリー化と情報発信による高齢客販路開拓事業

310 山形県 そば処かつら 通信販売部門立上げに伴う製麺所の改築と流通チャネルの独自開発

311 山形県 齋藤工業所株式会社 4390001016382 個人客集客のため商談スペースを整備し見て触れる展示場を設ける

312 山形県 おかげさま文房具店 店舗設備改修及び新商品開発による新規顧客獲得と顧客満足度向上

313 山形県 ケンちゃんラーメン　鶴岡店 非対面精算で安心・安全な券売機設置による販売強化事業

314 山形県 お食事処いしい １４００年の歴史ある精進の里より本物の精進だし醤油開発事業

315 山形県 有限会社渡辺工建建設 6390002012437 新HPと新パンフレット制作による新規顧客獲得事業

316 山形県 和牛料理はんだ 外壁塗装のリフォームと新商品開発による家族客販路拡大事業

317 山形県 株式会社　仕出し料理あらかわ 3390001013182 ＨＰの刷新による新メニュー展開と販路拡大強化事業

318 山形県 有限会社　丸石産業 5390002009772 しな織デザインインテリアの開発による新規販路開拓

319 山形県 割烹十文字 感染リスク低減と快適性向上による売上増加の取り組み

320 山形県 横山育子美容室 炭酸泉発生機を導入し、「お客様が綺麗になりたい」をサポート

321 山形県 西嶋洋行政書士事務所 開業時スタートダッシュを成功させるための認知事業

322 山形県 株式会社オートガレージ菅原 8390001008426 新技術に対応する新規BtoB取引獲得

323 山形県 株式会社大沼工務店 6390001008007 粉砕機導入によるエコ活動と販路拡大事業

324 山形県 ユニティライン 新商品開発に伴うバッテリー安全試験の実施とWEBページの再編
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325 山形県 有限会社廣工務店 3390002010204 樹木粉砕機の導入で業務効率化を図ることによる新たな販路開拓

326 山形県 Deft. 植物レンタルサービス開始に伴う温室建屋への改装と広告宣伝

327 山形県 株式会社ＨＡＰＰＹＧＡＴＥ 6390001008386 自社商品「さつまぶし」の増産体制整備で販路・売上拡大を狙う

328 山形県 株式会社シマサポート 4390001013925 気軽に相談できるスペースの確保とＨＰ作成による新規顧客の獲得

329 山形県 骨盤コア鍼灸整骨院・整体院 「巻き爪矯正」の施術開始に伴う広告制作とWeb発信

330 山形県 紙屋作左ヱ門 新規小型漉き舟と簀桁導入による業務効率改善と販路開拓の確立

331 山形県 最上園　百姓ワタナベ 商品価値と購買意欲を高めるHPへリニューアルして売上UP！

332 山形県 欧風レストラン西洋葡萄 ターゲットを絞り、集中特化することによる収益力向上計画

333 山形県 多田輪店 CVT・ATミッションオイルを交換して愛車を大事に

334 山形県 家具のおだ　織田建具店 おしゃれなハンドメイドキット商品開発と集客力向上事業

335 山形県 エスティーオート山形 アンダーコーティング機械の導入による販路拡大事業

336 山形県 佐久間利兵衛観光農園 トイレと手洗い場改修で新たな当園集客プラン発動！売上もUP!

337 山形県 ＯＮＥ　Ｂｉ ホームページ新設と看板設置で隠れ家サロンの認知度・売上アップ

338 山形県 株式会社テクノ庄内 4390001008446 新たな平面研磨装置導入で研磨技術向上と受注売上、利益確保！

339 福島県 おしゃれはうす　きらり 安心安全なサロン環境の整備によるリピート率向上

340 福島県 本杉自動車整備工場 診断業務の充実強化と新サービス提供による新規需要の開拓

341 福島県 民宿赤ひげ 中国文化体験プラン作成による新規ターゲットへの販路開拓

342 福島県 湯季の郷　紫泉 ニューノーマルなライフスタイルに対応する宿づくり事業

343 福島県 萬屋 HPとECサイト作成による広報力強化とオムニチャネルの実施

344 福島県 合同会社　ブルーコーンズ 1380003003325 地域資源を活用したテイクアウト商品開発による販路拡大事業

345 福島県 株式会社マルサン鈑金塗装 3380001030690 他社の先を行くＥＶ車、新型車の受入れ体制の確立

346 福島県 祭や 安心！安全！おいしい！家族で楽しむ農村地域の食堂

347 福島県 あおばピアノ＆ヴォーカル教室 シニア向けコースの新設と教室のＰＲ活動で新規生徒獲得事業

348 福島県 株式会社三春集報社 5380001008066 シニア向け「まごころサポート」事業の新規顧客獲得事業

349 福島県 株式会社　新田商店 5380001029277 納豆のOEMサービス構築とアーティストによるSNS発信

350 福島県 リペアガレージ 診断機導入による輸入車の車検・修理の販路開拓事業

351 福島県 みどりや商店 ＳＮＳとWｅｂサイトを連携した新規顧客開拓

352 福島県 はなのころ 「障がい者を社会とつなげる」コーポレートサイトの開設・運営

353 福島県 株式会社　伊東商事 9380001004565 新たな観光客の誘客と収益強化のための紅葉ライトアップ事業

354 福島県 有限会社斎藤建設 3380002005361 「継ぐべき家」を「継ぎたい家」へ！リノベーション提案強化PR

355 福島県 ヘアスタジオ・ファイン ダメージケアで「美しい髪」を応援！年間パスポート来店促進PR

356 福島県 Goldgarden クラウドファンディングで自社ブランド力向上と販路拡大を目指す

357 福島県 株式会社オートボディ熱海 9380001023061 顧客満足度向上メニュー提供による販路開拓

358 福島県 おおせのとおり 「新しい生活様式」に沿った新商品の開発及び情報発信力強化

359 福島県 ゆの宿松屋 談話室兼物販コーナー設置による顧客満足度向上事業

360 福島県 有限会社丸井 4380002034343 さらに攻めの経営を！新サービス開始による売上増加事業
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361 福島県 楪園芸株式会社 7380001027790 干しいも生産プロセスの効率化及び納品量増加による規模拡大事業

362 福島県 有限会社渡辺工務店 3380002019114 建てる前も後も「きくばり」サービス実施による販路開拓事業

363 福島県 光明蕎麦耕房 強みを活かした100％国産そば焼酎の開発による事業の再構築戦

364 福島県 株式会社柳沼板金店 1380001008078 BtoC向けの+１ハイブリッドハウス周知の為の販路拡大事業

365 福島県 有限会社遠藤 6380002018963 ガット張りサービス強化のための設備導入とPRによる販路開拓

366 福島県 渡邉理容室 女性をターゲットにした理容室のサービス拡充と店舗環境改善事業

367 福島県 有限会社なかや文具店 1380002019066 名入れ機の導入による新たなギフトサービス事業の展開

368 福島県 有限会社　高橋電機制御 1380002010487 スパイシーチーズテリーヌで東北の食材の魅力を発信する事業

369 福島県 PIZZA BEAT オリジナル商品開発と販売

370 福島県 有限会社　千本蕎麦 7380002032253 新商品「会津のそば屋さんの冷凍茹でそば」商品開発事業

371 福島県 ベリーズパーク郡山 屋外カフェ事業・ブルーベリー食べ比べ体験の本格展開

372 福島県 丸市食堂 コロナに負けない！地域グルメの缶詰商品を全国のお客様のもとへ

373 福島県 有限会社　ドライブイン三城 6380002032576 アフターコロナの新たな固定客獲得

374 福島県 有限会社カムズ．ジャパン 1380002014447 ホームページのリニューアルでの飲食店開業支援サービスの新展開

375 福島県 国井自動車 ＡＩカラーシステムで作業工程の標準化を実現計画

376 福島県 吉田製作所 新事業“バリ取り”を開始することで、販路開拓と売上増加

377 福島県 株式会社　ベスコ 3380001020238 360度パノラマコンテンツのPRによる販路拡大計画

378 福島県 木工房ＭＥＧＵＲＯ 焼印からレーザー彫刻へ会津桐製品ブラッシュアップ事業

379 茨城県 洋食ニューマインド 全自動コーヒーマシン導入による生産性の向上と販促拡大で顧客増

380 茨城県 菊池肥料店 美容やダイエットに適した当店オリジナルライ麦パンの開発

381 茨城県 有限会社 和 7050002014581 即日納車！特急修理サービス開始による売上・収益性・生産性向上

382 茨城県 ボディーショップパドック 地域に密着した溶接修理と新型車の故障自動診断による顧客開拓

383 茨城県 株式会社大成彩工 5050001045274 自社ショールームとネットを活用したハイブリット営業活動

384 茨城県 有限会社 ブン企画 4050002043022 出張診断サービスの提供による新規顧客の獲得

385 茨城県 ㈲つくば学園通りお煎餅いおり庵 8050002039842 環境に優しいSDGsを踏まえた販促グッズによる新規顧客の獲得

386 茨城県 ワインショップすずき オンリーワンの品揃えを提供する専門店への変革

387 茨城県 株式会社F-FIT 3050001047990 筋膜リリース治療機を活用した整骨院向けのセミナー開発

388 茨城県 製陶ふくだ 個性豊かな日常陶器の開発と製造体制の整備、ネット販売への進出

389 茨城県 株式会社ArkLab 5050001048038 飲食店・サービス業向けテナントデザインのPR事業

390 茨城県 加藤興業 高付加価値デザイン墓石の提供による販路開拓

391 茨城県 GOLD EVOLUTION マッチング&ポスティングによる茨城県内への商圏拡大事業

392 茨城県 にゃーご お家で簡単プロの味　地元肉ハンバーグで新規顧客開拓

393 茨城県 有限会社ディスクロードコーポレーション 6050002010697 生活情報等を充実させたHPリニューアルによる顧客接点強化事業

394 茨城県 吉屋 『つくば道弁当』の開発・提供による地域の法事需要の開拓

395 茨城県 有限会社 新月堂 3050002018470 地域野菜を生かした新商品パン開発と新規販路の開拓事業

396 茨城県 有限会社吉田写真館 5050002037989 屋外庭園型スタジオ整備による自然光を活かした新スタイルの撮影
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397 茨城県 長谷川自動車整備工場 特定整備工場認証取得による新規顧客の獲得

398 茨城県 株式会社 KAZUSAK 5050001048970 空気質の見える化によるコロナ防止型リフォームサービス提供事業

399 茨城県 リアリティコンサルティングオフィス 広告代理／マッチングシステム構築によるコロナ対応型支援の実現

400 茨城県 株式会社イシカワ 5050001044301 子育て世代の需要に対応した新メニュー開発＆店舗環境整備事業

401 茨城県 株式会社小薗建設 2050001034825 ストレスフリーな住宅「VILLAX」で、若年層市場の開拓

402 茨城県 髪喜理 築90年の蔵の良さを残し、衛生環境と情報発信を両立

403 茨城県 A-rue WEBサイトリニューアルにより新規顧客獲得・事業効率化

404 茨城県 光武堂 剣道よろず相談コーナー設置と防具レンタル事業の開始

405 茨城県 Milk Crown 大人の女性を取り込む冷凍ガトーショコラケーキの開発と販売

406 茨城県 よこ多 地魚総菜強化による非対面型ディナーテイクアウトの開発

407 茨城県 常南サイクル 自転車専門店による高齢者対応快適サイクリングライフの提供事業

408 茨城県 株式会社青木測量設計 4050001013843 新規ソフトの導入による販路及び売上拡大事業

409 茨城県 有限会社 中嶋塗装工業 8050002015703 体感・イベント型ショールーム展開による事業拡大で販路拡大

410 茨城県 長谷川自動車整備工場 女性客をターゲットとした新規顧客獲得の為の看板設置・店舗改装

411 茨城県 合同会社KTプロ 6050003005060 ウイルスを撃退！抗菌抗ウイルス施工による営業促進及び販路開拓

412 茨城県 BoozyBaker デットスペースの有効活用で新規顧客開拓と売上アップ計画

413 茨城県 ピアッツァ・アルテ オンライン配信事業の取組みによる販路開拓のための広報事業

414 茨城県 テックオートサービス エアコンガスクリーニングサービスの提供による新規顧客開拓

415 茨城県 唐澤農園 小麦製粉の内製化とイベント・展示会出店による販路拡大

416 茨城県 アルティグラン 小中学生向け「オンライン家庭教師と子ども広場」開設で販路開拓

417 茨城県 UBUD 「心と体の健康館」開設！アロマ複合サービス提供による売上UP

418 茨城県 株式会社飯田製作所 5050001014691 品質・加工速度向上による既存取引先深耕及び新規取引先拡充事業

419 茨城県 松田精工 選別整列搬送装置の開発による国内メーカーの販路開拓事業

420 茨城県 このか設計株式会社 3050001027191 情報発信方法の改良によるリフォーム工事の受注増加プロジェクト

421 茨城県 株式会社ライフメディア 9050001048612 動画制作等のソフトウェアの導入による地域事業者等の掘り起こし

422 茨城県 酒楽 花いち 店前スペースに設置するウッドデッキを活用した新たな客層の獲得

423 茨城県 株式会社エクサライフ 6050001038244 新たなスタジオフィットネスプログラムの提供による新規顧客獲得

424 茨城県 ダズンローゼ アーティフィシャルフラワーショップの開設による売上向上事業

425 茨城県 自己酎 座席のバリアフリー化による新規顧客開拓事業

426 茨城県 富田石材工業株式会社 1050001031765 新規販路拡大とHP制作による知名度・認知度UP

427 茨城県 森はりきゅう院 治療ベッド増設と機械導入による予約数拡大・仕事効率アップ計画

428 茨城県 有限会社 平沢瓦店 9050002036624 最高品質の瓦を最新工法で。自然災害に強い屋根づくりのご提案

429 茨城県 井坂モータース 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

430 茨城県 ㈲フローリストマツザキ 3050002043618 遺体の長期保管技術の確立による高付加価値葬儀プランの提供

431 茨城県 KOSAKU HAIR DESIGN 超微細気泡マイクロバブルを用いたヘッドスパサービス

432 茨城県 ひだまり鍼灸接骨院 マスク疲れの顔回りを刺激するフェイシャル施術メニューの導入
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433 茨城県 総和造花有限会社 9050002024661 手描き技術を「見せる」「体験してもらう」ことで新規顧客開拓

434 茨城県 有限会社相場屋 7050002023574 地域の皆様の健康ステーション認知度UPのためのビジュアル作戦

435 茨城県 RORO 1点もの刺繍ソックスによる顧客満足度と付加価値の向上

436 茨城県 守谷やまゆり整骨院 ブライダルダイエットや外反母趾等のプロモーションの強化

437 茨城県 えびすや 入りやすい店内環境と屋外飲食スペースの整備による販路開拓

438 茨城県 有限会社信栄電気 4050002025680 「電気のトラブル110番」PRで新規顧客獲得及び経営基盤強化

439 茨城県 ベアアンドジェイ有限会社 8050002002882 広告宣伝による英国アンティークショップの周知・集客・販売促進

440 茨城県 なか鈑金 バンパー等の樹脂製品の修理を行う設備の導入による利益向上計画

441 茨城県 株式会社ボディショップ・ハート 4050001014998 自社の強みを生かした新規キャンピングカー事業の広報活動

442 茨城県 アサヒヤ 研究室型ハウスの整備による育苗代行サービスの開始

443 茨城県 司法書士法人 根本登記事務所 2050005012694 リアル＆オンライン、相続相談ワンストップサービス

444 茨城県 千歳屋旅館 和室用テーブル・椅子の導入で長時間飲食の楽しめる空間の提供

445 茨城県 有限会社宮永商事 8050002028564 「伝統のあるオリジナル餃子」のテイクアウト事業の本格展開

446 茨城県 株式会社 初見商事 6050001019368 「運送会社もPRの時代！」HP作成で新規顧客獲得及び販路開拓

447 茨城県 又兵衛 土合店 電子看板による新商品・新サービスのテイクアウト事業強化

448 茨城県 川上ふとん店 チャンスロスに対応した情報発信・新規顧客獲得事業

449 茨城県 ルイシュン 地球環境を考えた商品の新たな販路開拓

450 茨城県 エステサロンfreesia 新部門立上げに伴うPRで新たな顧客開拓事業

451 茨城県 羽田接骨院 ITを活用したオンライントレーニング指導サービスの開発と提供

452 茨城県 有限会社森自動車工業 8050002025958 新事業海外展開！まちの自動車屋さんから世界の自動車屋さんへ！

453 茨城県 株式会社CORRS 2050001019487 自社内撮影スタジオの新設による業務の内製化と効率化

454 茨城県 田中洋品店 自社ECサイトでの商品販売・新サービス宣伝強化による販路開拓

455 茨城県 塚原オートサービス 設備導入による整備期間の短縮、機会損失回避と新規顧客獲得

456 茨城県 株式会社SIJテクノロジ 3010001140270 スーパーインクジェットプリンタの販路開拓

457 茨城県 シェアリッチ株式会社 1050001041624 EC販売実績・技術を盛り込んだ、ホームページ制作事業

458 茨城県 便利屋 やくわ LINE相談機能付きの新たなホームページ制作

459 栃木県 有限会社兼崎家具店 3060002026919 プロモーションと新サービス展開による収益性向上事業

460 栃木県 株式会社三星商事 1060001013440 オンライン化で新しい情報発信と視覚効果の気付きで顧客獲得

461 栃木県 田村そろばん教室 生徒を増やす！幼児から大人へのアピール大作戦

462 栃木県 株式会社　多田電工 4060001015062 お客様の思い込みと当社の消極的姿勢を改善する民間受注向上事業

463 栃木県 有限会社スタッド相澤 3060002033428 全国から受注を獲得するための自社Webサイトの構築事業

464 栃木県 株式会社オオタヤ 8060001030470 食品用プリンター導入による「クッキー売上アップ」事業

465 栃木県 有限会社白石自動車整備工場 3060002018404 進む高度な整備技術に対応した店づくり事業

466 栃木県 株式会社ニューサトー 1060001009653 高齢者に優しい店づくりで、売上アップ! !

467 栃木県 有限会社髙田畳店 2060002018792 総合カタログ作成により新事業の認知度向上を図り売上拡大させる

468 栃木県 ミズヌマ設計 省エネルギーリフォームの提案力向上と認知度向上への取り組み
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469 栃木県 株式会社コバックス 4060001022488 睡眠日誌アプリの利活用を通じて、購買率・客単価のUPの実現

470 栃木県 たから園 美味しい特蒸煎茶が今すぐ買いたくなる！リーフレットで広報事業

471 栃木県 青木照男税理士事務所 【困った時に頼れる税理士】としてホームページによる販路拡大

472 栃木県 株式会社シンエイ 4060001029236 ターゲット別のホームページを作成し、新規顧客の獲得を図る

473 栃木県 食彩処さえぐさ 自動調理器具で負担を増やさず新メニューを提供し売上回復を図る

474 栃木県 藤岡商事株式会社 9060001016956 屋根・外壁工事の専門業者としてのBtoC受注チャネルの開拓

475 栃木県 有限会社　英和 9060002033513 一貫した整備体制の安心感をベースに、車販強化による売上拡大

476 栃木県 池田農園 有機JAS認証農家のブランド化のために行うWebサイトの整備

477 栃木県 合資会社小島酒造店 8060003000439 オシャレでかわいい小ビンの日本酒デザインボトルの新商品開発

478 栃木県 富士多 お客様が入りやすくするための店舗改装工事

479 栃木県 株式会社 栃木カートン 6060001005978 段ボール製スタックケースの開発と販路開拓事業

480 栃木県 山田建設株式会社 2060001008150 高クオリティの動画・HPにより空き家問題を解決する新たな試み

481 栃木県 株式会社シオン機械 7060001023500 新商品開発でこれまでにないBBQグッズマーケット開拓

482 栃木県 農園民泊「菜花の庄」 新規事業に伴う、自社HPの全面リニューアル

483 栃木県 株式会社　田島工業 6060001008089 新たな販路開拓に伴う営業ツール強化事業

484 栃木県 株式会社ミルキーベリーガーデン 7060001029191 ECを中心とした新商品の認知度向上による販路拡大事業

485 栃木県 那須アウトバックツアーズ 広報活動充実によるアウトドアライフを楽しむ新規顧客の獲得

486 栃木県 ペンション ペーパームーン 新規顧客の予約に繋げるホームページの新設とＥＣサイト設置事業

487 栃木県 那須高原ペンション 風の詩 時代に合ったホームページリニューアルで新規顧客を獲得する事業

488 栃木県 はちみつ専門店　Bee’sLabo ウッドデッキによる飲食スペース確保と３密防止と顧客獲得事業

489 群馬県 有限会社木村モータース 8070002033281 ＩＴを活用した整備事業の新規客獲得と利益率向上

490 群馬県 株式会社スクイーズ 2070001035870 新店舗における新規顧客獲得のための看板・街路灯設置事業

491 群馬県 有限会社安中フォトスタジオ 5070002014581 新規顧客獲得に向けた店舗看板の改修設置事業

492 群馬県 株式会社中里鉄工 6070002025677 新規販路開拓のためのエアラップ静電ハンドガン導入事業

493 群馬県 株式会社サマタ機工 4070001012042 自社蕎麦粉の品質向上および販売スペース確保による販路開拓

494 群馬県 小金澤下仁田蒟蒻株式会社 5070001012033 アンテナショップを拠点に一般消費者へ蒟蒻製品販売と文化発信

495 群馬県 株式会社覚泉荘 2070001036753 旅館入口、駐車場の改修整備とＨＰでのＰＲで観光宿泊客新規獲得

496 群馬県 Car Plus Fix シニア層向けメニューの提供に伴う新規顧客開拓

497 群馬県 有限会社松村工業 9070002005057 石綿対策専用機材を活用したシェアの拡大による新規顧客獲得事業

498 群馬県 有限会社尾瀬商会 6070002035271 外車の整備能力の強化による新たな顧客層の獲得事業

499 群馬県 くらし手しごと舎ton-cara 新規顧客獲得のための改装事業

500 群馬県 株式会社星野石油店 6070001033318 コロナ対策の換気改善による新規顧客獲得の為のエアコン設置事業

501 群馬県 ichimonzi 手ごろな価格のオリジナルギターを提供し、新たな顧客層を開拓

502 群馬県 理容高橋 光脱毛器の設備投資による新サービス開始

503 群馬県 有限会社万才モータース 4070002037063 排出ガス測定器(オパシメーター)導入による新規顧客獲得

504 群馬県 食事処十兵衛 店舗改装で実現！地域の新規顧客獲得と固定客化による売上増加
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505 群馬県 菜穀和食むくび コンベクションオーブン導入でテイクアウト事業を強化し売上拡大

506 群馬県 ヘアーステージリベラル ピンチをチャンスに！チラシと店舗改装による新規顧客獲得事業

507 群馬県 群馬葡萄酒株式会社 7070001018094 ネット通販構築と外部改装工事によるイメージアップで売上拡大

508 群馬県 有限会社　旅館萬年 2070002036983 オリジナル土産品の開発による売店とネット通販で新たな売上拡大

509 群馬県 満福楼 事業周知のための広告宣伝と機会損失解消のための設備導入事業

510 群馬県 エバーグリーンファーム株式会社 7070001028688 機器導入による「攻め」のBtoB強化

511 群馬県 奥澤モデル工房 ターゲットを絞った新商品の販路開拓事業

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

513 群馬県 合資会社玉屋商店 1070003001509 試飲と立ち飲みスタンドの設置とトイレの改装工事で新規客の獲得

514 群馬県 ビストロらかん亭 コロナに負けるな！３密回避！テラス席の設置による新規顧客獲得

515 群馬県 有限会社星野タイヤ 3070002026843 コンプレッサー導入による新規顧客開拓事業

516 群馬県 上州沼田シードル醸造株式会社 6070001036931 火入れ用ケルヒャーと手動式シャンパンコルカーの導入

517 群馬県 丸和工藤商店 現行設備の改善と輸入強化によりBtoB取引拡大

518 群馬県 星野紙工 自動紐かけ機の導入による売上向上事業

519 群馬県 フレディー 「ペット連れ歓迎のカフェ」を目指すためのテラス設置事業

520 群馬県 星野モータース 汎用車両診断機の導入による他店との差別化及び新規顧客獲得事業

521 群馬県 下山商店 地域コミュニティ形成のため商品説明会開催により新規顧客獲得

522 群馬県 株式会社オータニ 3070001018899 輪郭形状測定機導入による初物品生産短期化で新規取引先開拓事業

523 群馬県 カーショップブルーガレージ タイヤチェンジャー導入による客単価向上と新規顧客の獲得

524 群馬県 ブライトスターズイングリッシュ 新規顧客獲得のための看板設置事業

525 群馬県 有限会社峰岸燃料店 6070002024869 新たなターゲットに向けた事業周知看板による新規顧客獲得事業

526 群馬県 有限会社オートサービス・セヤ 9070002022911 新規顧客獲得のための「一日車検」推進と顧客満足度向上事業

527 群馬県 GREETEE GRAPHICS 看板設置及び商談ルーム開設による新規顧客獲得計画

528 群馬県 気楽や 店舗改装とランチ営業開始による新規長期滞在者獲得事業

529 群馬県 小野屋八景苑 新プラン農業体験メニュー開発と館内改修による新規顧客獲得事業

530 群馬県 マッチ絵の家 自家栽培小麦を使用した天然酵母パン製造で新規顧客獲得事業

531 群馬県 有限会社あすか 9070002035426 空間のリノベーションとテイクアウト新設による新規顧客獲得事業

532 群馬県 おめんの家 トイレの洋式化とファミリープランの導入で新規顧客獲得事業

533 群馬県 nahele 店舗環境改善とイメージアップによる新規顧客獲得事業

534 群馬県 ドラッグたむら 頑張る女性に新サービス導入で全力サポート事業

535 群馬県 旅館永楽荘 コロナ対策!食事処改善で谷川岳には当館から登山をどうぞ

536 群馬県 あつこ治療院 鍼灸サロンとして新規顧客獲得のための設備投資事業

537 群馬県 キッチンスタジオKANAFULL フードコーディネーター育成講座開設による販路開拓

538 群馬県 坂内建築設計室 事業所・事業内容の周知および新規顧客獲得のための看板設置事業

539 群馬県 片岡労務管理・相談事務所 新規顧問先獲得の為の看板設置事業

540 群馬県 合同会社A.makes 9070003003860 新規顧客獲得のためのHP・チラシ作成による販路開拓と売上向上
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541 群馬県 犬のとこやさんハッピー オゾンペットシャワー及びクワトロシステム導入で新規顧客獲得

542 群馬県 萩原造園土木株式会社 1070001014272 3DCAD導入によるエクステリア工事の拡充と新規顧客獲得事業

543 群馬県 Hair Make Feel ザ・テラスを利用したラグジュアリー空間の提供と新規顧客の獲得

544 群馬県 堀口ボディー 壁面看板設置によるサービスメニューの認知・PRで新規顧客獲得

545 群馬県 株式会社華福 4070001031389 HPリニューアルと専門家による新朝食メニュー開発で新規客獲得

546 群馬県 清月堂・喜楽庵 自宅でプロの味！菓子職人が教えるお菓子作り教室

547 群馬県 カイロプラクティック　和 潜在顧客開拓へのアプローチ、女性特有ニーズに合わせた店舗改装

548 群馬県 有限会社イヴコーポレーション 2070002020632 「癒し・リラックス」を求める顧客のための店舗改装事業

549 群馬県 田島左官工業 左官の技術を活かした外構工事精度向上による販路開拓事業

550 群馬県 隅谷智法律事務所 事務所のホームページの作成による販路開拓事業

551 群馬県 松風 看板・のぼり旗・ＨＰ作成による営業時間周知と新規顧客獲得

552 群馬県 Ｃｈｉａｋｉ Ｓａｌｏｎ 新サービス導入と宣伝広告による新規顧客獲得

553 群馬県 有限会社甲斐鈑金塗装 3070002020664 「カーライフトータルサポート」の周知強化事業

554 群馬県 有限会社花木屋 4070002004311 新生活様式のバイキング提供と店内空気環境の整備による販路開拓

555 群馬県 焼き肉いい友 店舗改装による新規顧客獲得事業

556 群馬県 司法書士・税理士植村事務所 日本に定住した日系人向けの相続手続きの必要性と相談窓口の周知

557 群馬県 大井工業株式会社 1070001008844 軟弱地盤の宅地開発の増加を睨んだ機材導入による売上増強事業

558 群馬県 株式会社チギラモータース 7070001033168 三方よしの自動車整備業になるための対応車種拡大事業

559 群馬県 ロッジ岩鞍やまと 新規顧客獲得のための集客とオリジナルグルメの開発

560 群馬県 土屋建築 移住者をターゲットとした充電式機材の導入による売上増加事業

561 群馬県 グレイテスト・アッシュヘアー・ハガル “ヘアセルケア”と“至福のひととき”を提供する極上ヘッドスパ

562 群馬県 ダックス 非対面業務拡大向け屋外看板作成とホームページ作成で新規客獲得

563 群馬県 ペンション　Be 新規顧客獲得の為の新プラン提供と館内環境整備事業

564 群馬県 株式会社K　LINE 9070001031260 新規顧客獲得に向けたBtoC強化事業

565 群馬県 有限会社高島建鉄 7070002016394 測量器導入で効率化を行いHP開設でPRし販路拡大を図る

566 群馬県 株式会社タクト 7070001032665 地域の企業知名度を拡大し、ドミナントによる近隣地域への進出

567 群馬県 モンナトリエ 新サービス「増毛エクステ」による新規顧客獲得事業

568 群馬県 株式会社ジュリン 3070001035440 プラモデルカフェ事業の視認性向上による顧客獲得事業

569 群馬県 有限会社柴本商店 9070002027316 肌着、靴下など実用品販売のための屋外テント売場及び看板設置

570 群馬県 諏訪エンジニアリング株式会社 9070001034024 チラシとHP使ったPR強化で新規事業(人工芝活用)の売上拡大

571 群馬県 DELI CAFE Fiore 駐車スペースとテラス席を最大限活用して店舗集客アップ

572 群馬県 株式会社金澤住興 1070001026350 看板設置による一般個人客獲得の実現

573 群馬県 株式会社千明建築工房 2070001025112 新規機械設備の導入で一貫したサービスの提供による顧客獲得事業

574 群馬県 株式会社町田組 9070001032077 地域に必要とされる企業へ、元請需要拡大に向けた販売促進事業

575 群馬県 Ｋシステム 溶接機導入による新たなサービスで販路拡大

576 群馬県 旭石材工業株式会社 1070001017440 新たな顧客創出、事業承継者が足で稼ぐ地道な販路・自社PR活動
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577 群馬県 有限会社泉水館 6070002036550 貸切り風呂の改装工事で日帰り入浴の新たな顧客の獲得で売上拡大

578 群馬県 奥原自動車整備工場 トラブルを未然に防ぐ！バッテリー点検強化事業

579 群馬県 水口屋 お弁当とお惣菜の新メニュー開発とPR用看板の設置で売上拡大

580 群馬県 合同会社ヘアケアサロンCogic 8070003002871 新たな設備導入による差別化強化・新規顧客獲得

581 群馬県 高橋モータークリニック 地域密着型カーサービス専門店を確立させる顧客満足度向上計画

582 群馬県 白蛇園 産業廃棄物資源化の新規事業による需要開拓と売上増加

583 群馬県 高野慎之輔 点検管理機器導入による新規顧客開拓事業

584 群馬県 光都産業株式会社 5070001025373 未来の我が家を体感！無料宿泊体験の本格展開

585 群馬県 有限会社穂高建設 2070002016589 ＨＰリニューアルによる情報発信力強化と新規顧客の獲得

586 群馬県 Pony Park CUDDLE 当社への誘引力強化とホームページの機能拡充による顧客獲得事業

587 群馬県 株式会社MSR 5070001037724 名古屋プラスチック工業展2021出展による新規顧客の獲得

588 群馬県 アリスミュージック 貸しホール及びミニサロンコンサートの実施による潜在顧客の獲得

589 群馬県 岩野カッティング 裁断加工素材の拡大による新規受注獲得事業

590 群馬県 スマートスタイル株式会社 9070001026186 アメリカ西海岸をイメージした庭造りを訴求し新規顧客獲得

591 群馬県 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｼﾞﾑ　ﾎﾜｲﾄﾛｯｸ 学童クラスのＰＲによる新規顧客の獲得

592 群馬県 株式会社たなか 8070001009480 家飲み需要に対応したこだわりのお酒を自宅に配達し顧客の開拓

593 群馬県 飲食きらく ランチ営業集客のための看板・のぼり設置・広告実施事業

594 群馬県 株式会社植杉幸建 4070001037873 個人客からの受注増による下請け依存からの脱却

595 群馬県 有限会社森戸製作所 2070002031290 最新の測定器導入による高精度・品質向上でEV新市場販路開拓

596 群馬県 プラモデルセンターフジ マニアが来店したがる店舗作りによる売り上げの拡大

597 群馬県 健爽美サロンふわり トータルビューティーによるお客様満足度向上と新規獲得

598 群馬県 ペンションセルバン アレルギーのお客様に的を絞った販路開拓

599 群馬県 ペンション山路 アメニティ拡充とサービスの見直しによる新規顧客獲得

600 群馬県 Ristorante Moderato 急速冷凍機を導入し、安全性と効率化で販路拡大する事業

601 群馬県 ロッヂとんち 店舗改装による子連れファミリー新規獲得事業

602 群馬県 株式会社ソーラーファクトリー 8070001028992 新規顧客獲得のためのスマホ対応型ホームページ作成事業

603 群馬県 磯部自動車 看板・シャッターでの宣伝広告による新規顧客開拓

604 群馬県 三浦観光 介護タクシー事業の実施による新規事業分野への本格展開

605 群馬県 宵待庵まつしまや ピザ窯導入による新たなサービスとメニュー提供による販路開拓

606 群馬県 合同会社オクトワン 1070003003018 樽ビールの販路拡大を目指したキャンペーンの実施

607 群馬県 しんみ接骨院 超音波画像診断装置導入による新規患者様獲得とリピーターの確保

608 群馬県 株式会社ＡＭＧ 6070001037351 店舗の認知度アップと売場環境の整備によるミニマート化の推進

609 群馬県 cafe unelma 体に嬉しいテイクアウト商品開発と予約システム構築で売上向上

610 群馬県 アカギガーデン 薪販売による利益向上と、造園業部門の新規顧客の開拓

611 群馬県 有限会社五十嵐商店 4070002035430 新たなお客を取り組む為の広報活動としての看板作成事業

612 群馬県 株式会社なかや旅館 7070001023482 「カフェ・リバーサイド」宿泊以外の売上確保新しい集客システム
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613 群馬県 ギーモカフェ 健康・高級志向の女性が気軽に入れる野菜ソムリエの釜めし店

614 群馬県 有限会社板倉屋 5070002022683 認知度向上による新規顧客の確実な来店誘導

615 群馬県 株式会社柿沼建設 6070001036849 自社ホームページとパンフ制作による情報発信と新規顧客獲得

616 群馬県 お山の食堂たんとくわっさい 惣菜販売の新規事業開始による地元客の販路開拓

617 群馬県 大甘堂菓子舗 新規ターゲット獲得のための新商品開発と誘客ツール制作事業

618 群馬県 Blic mt hair make 明るい気持ちにさせるネイルサービスによるCS・客単価向上

619 群馬県 株式会社スカバーレ 2070001035466 自然派由来の空間除菌剤で安心安全にコロナ対策

620 群馬県 鳥徳 ホームページ開設と機器導入による新規顧客獲得と小売売上向上

621 群馬県 hair works to-eRu 抱える髪の悩みを解消する新たなサービスで新規顧客を獲得

622 群馬県 セキグチ水産 高性能冷凍庫による、迅速・新鮮・小口を可能にする革新的卸売

623 群馬県 株式会社フジイ電機 8070001009530 自社ウェブサイト作成で個人顧客の獲得事業とリフォームへの展開

624 群馬県 株式会社F-connection 4070001036964 他社に勝る迅速対応を可能とする仕組み構築による直接受注獲得

625 群馬県 株式会社足利屋洋品店 3070001015533 再来店・来店頻度向上に向けた「わくわく」イベント開催

626 群馬県 有限会社ゆの宿上越館 9070002095649 新プランの創設と情報発信力強化による新規顧客獲得事業

627 群馬県 楽和 看板設置による新規顧客開拓と新サービス提供による売上向上事業

628 群馬県 株式会社ループ 7070001036641 日本初！自社開発オリジナル製品の売上拡大に向けたPR事業

629 群馬県 丸美屋商店 希少自販機コーナーの昭和レトロな魅力向上による新たな顧客獲得

630 群馬県 ジャグスポーツ 新たな顧客獲得の為の新プランの提供とサービス宣伝事業

631 群馬県 株式会社ツカダ住設 8070001026823 「はじめてのDIYリノベ教室」開始で商品・設備工事の売上増加

632 群馬県 ライブハウス　フィガロ 心を豊かにする安心ライブハウスでの音楽教室事業による集客

633 群馬県 榛名の森のハチミツ屋さん 「蜜を味わう、楽しむ」新商品ラインナップ展開で販路開拓事業

634 群馬県 ジャックザタルトファンタジー 自社ECサイトの構築による新規顧客獲得事業

635 群馬県 おぐら接骨院 新自由診療メニュー導入による新規来院者獲得事業

636 群馬県 株式会社深沢モータース 3070001009527 後継者中心で行う家族向け「愛車点検サービス」で新規顧客獲得

637 群馬県 株式会社make peace 2070001034402 出張施術サービスの充実化とオンライン展開による新たな顧客獲得

638 群馬県 有限会社ヤマト 2070002025053 当社施工技術の周知および設備導入による新規受注獲得事業

639 群馬県 ナチュラルハウスピュア２１ 顧客獲得の為の新プランの提供と館内環境整備事業

640 群馬県 Latte.hair&eyelash 看板設置による認知度向上・新規顧客獲得事業

641 群馬県 BLOOM 交通量の多い店舗前に大型看板を設置し地域外の新規顧客獲得

642 群馬県 ちべん 新テイクアウト商品の開発・販路拡大および入りやすい店舗づくり

643 群馬県 恵華 LED看板設置とテイクアウト開始により新規顧客獲得

644 群馬県 有限会社赤石建鉄 5070002022460 デジタル溶接機導入で一貫生産体制を強化し新規顧客獲得

645 群馬県 ヘアーサロンアカサカ サインポール設置による新規顧客獲得

646 群馬県 フランス食堂voila！ 待ち時間なしで提供するテイクアウトによる販路開拓

647 群馬県 柿沼珈琲 看板設置とホームページの開設で店舗をＰＲする

648 群馬県 株式会社waganet 6070001037491 ネット広告等による周知拡大による新規顧客獲得
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649 群馬県 株式会社AS．LEAP 2070001037347 業務用オーブンとミキサーによる新商品開発と新規販路開拓

650 群馬県 シーエスデザイン オープンタイプのCADスキャナーによるデジタルデータの連携

651 群馬県 粕谷自動車 新規設備導入による販路開拓事業

652 群馬県 WINDOM163 ティーカップ犬を豊富に揃えた、県内1位のトイプードル店

653 群馬県 有限会社タケヒロ 2070002035770 新設備導入による販路開拓計画

654 群馬県 カイドウ建設株式会社 1070001015741 信用を生む打ち合わせ環境の整備による取引成約率の向上

655 群馬県 民泊サライ日光屋 ふるさとの良さを体験できる民泊設備改修事業

656 群馬県 有限会社あづまや 9070002000322 いつでも「美味しい料理」「時間」「空間」の提供で非日常を演出

657 群馬県 アイファーム 新鮮朝採り八百屋の開業と漬物の製造販売

658 群馬県 株式会社木地屋 9070001000802 一般顧客獲得のためのショールーム構築事業

659 群馬県 株式会社天満屋農園 3070001036711 新たな誘客キャンペーンの実施による新規顧客獲得事業

660 群馬県 エステティックサロンユナミ HPの新規開設とブランディング強化

661 群馬県 有限会社村長 9070002029790 店舗のイメージアップと客席の刷新による集客増加と新規顧客獲得

662 群馬県 フィールドアース 事業拡大＆コロナウイルス感染防止の為のベース拡大事業

663 群馬県 有限会社せい 5070002016941 増産体制構築で海外展開を含むバイヤーへの商談実施より販路構築

664 群馬県 株式会社ウッドパーク 4070001027494 自社ホームページ構築による新規顧客獲得事業

665 群馬県 エルビス ひと目ですいこまれる店舗外観工事

666 群馬県 合同会社ハリル 4070003002207 新しい顧客獲得のためダンススタジオを改装しエステサロン開業

667 群馬県 中国料理　竜苑 コロナ禍・アフターコロナを見据えた新商品開発＆販路開拓

668 群馬県 ココカイロ 顧客満足度向上のための店舗移転工事

669 群馬県 関口石材店 サンドブラスト導入による顧客満足度向上で新規顧客獲得

670 群馬県 ラーメン専科さっぽろ テイクアウト・デリバリー展開による新規顧客の獲得

671 群馬県 オートモービル 新規設備導入による新規顧客獲得事業

672 群馬県 我ん家 障害者にも優しいバリアフリーの体験型農家レストランの実現

673 群馬県 藤沢彩建 新規顧客獲得のための設備及び広報強化など事業

674 群馬県 株式会社全導mu-maru 3070001037445 ホームページ及び看板設置による販路開拓

675 群馬県 株式会社竹渕 5070001023848 業務効率化と受注機会拡大を図るための光学測量機導入事業

676 群馬県 株式会社MIGHTYKONJAC 5070001036049 通信販売を強化するための再ブランディングとウェブサイト作成

677 群馬県 有限会社千代田プリント 3070002030069 半導体装置製造に対応すべくクリーンルーム設備設置及び販路開拓

678 群馬県 晃常こけし工房 製造工程見直しによるこけし需要の掘り起こし

679 群馬県 北軽井沢どんぐり山の一番星キャンプ場 案内看板設置とホームページ・パンフ制作による新規客獲得事業

680 群馬県 Cobaus hair 新規顧客獲得のための設備導入及び改修工事

681 埼玉県 睡眠具館くじらい 顧客管理システム及びＣＴＩの導入による顧客満足度向上

682 埼玉県 ファミリーオート ブレーキアシスト車に対応する特定認証整備工場となり販路開拓

683 埼玉県 hairroom Grace マスク社会に対応した目元華やか施術でニューノーマル需要取込み

684 埼玉県 株式会社BE START 3030001129543 マーケティングを導入したホームページの作成
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685 埼玉県 有限会社増田精米米穀販売 7030002039812 検査能力強化による品質向上で、ネット販売を拡大する

686 埼玉県 森の音珈琲 コロナ禍においても、安心して継続できるコーヒー専門店を目指す

687 埼玉県 株式会社　巽や 6030001070546 コロナに打ち勝つ！新メニューの充実とテイクアウトへの挑戦

688 埼玉県 おおぎやラーメン小鹿野店 焼きまんじゅうの提供開始による新規リピーター獲得事業

689 埼玉県 株式会社　後藤企画 4030001115591 キッチンカー導入による新規テイクアウトメニューの提供開始事業

690 埼玉県 ワムコレクションジャパン オーニングリサイクル素材での新商品開発とＨＰによる認知度向上

691 埼玉県 I.K.U.塗装 消費者に自社の塗装スキルを直接見せるためのＨＰリニューアル

692 埼玉県 グローアップ株式会社 9030001044398 高品質、短納期を実現する、新たな看板製作

693 埼玉県 グーチョキパン 大学生を取り込む新商品開発・ガーデン改修事業

694 埼玉県 カットサロン馬場 カウンセリングを軸とした理容室としてのカジュアルエステの提供

695 埼玉県 アルプス接骨院 外反母趾・巻き爪等距骨調整治療院としての知名度向上を図る事業

696 埼玉県 株式会社山中商店 6030001123782 遺品整理業への本格的な進出とリサイクル商品の販売

697 埼玉県 株式会社フジ企画 5030001123049 コロナ禍による売上低迷に打ち勝つ！遺品整理業の展開

698 埼玉県 株式会社エスグランド 6030001110104 事務所移転に伴う看板の設置及び、賃貸部門拡大で新規顧客開拓

699 埼玉県 株式会社ミヤタ 7030002060371 HPのリニューアルによるBtoC事業の確立と元請けの拡大

700 埼玉県 Zoo美容室 宮古店の改修およびサービス強化による集客力の向上

701 埼玉県 エステック・ラボラトリー 電動式水平射出装置のデモ機開発による販路開拓

702 埼玉県 BOW WOW 新メニュー開発と厨房改善、販促活動による愛犬家が集う店舗へ

703 埼玉県 有限会社ロングレンジ 7030002026505 店内改装による顧客満足度の向上

704 埼玉県 Excel英数学院 開かれた教育活動により、地域に応援される塾になる

705 埼玉県 woodworks 季の木 数多くの方に良質な家具を提供したい機械化による品質生産性向上

706 埼玉県 青木美装 防水工事受注増のための看板設置

707 埼玉県 株式会社黒沢自動車 5030001120211 車両整備・保険契約ワンストップサービスによる売上向上

708 埼玉県 多宝堂 「健康な高齢者」になるための運動支援拡充

709 埼玉県 株式会社Ｍarina Japan 6030001118477 在留外国人の方に日本の良さを伝えるツアーのスタートアップ

710 埼玉県 手打うどん　長木屋 ＨＰの改善と看板設置で販路拡大とテイクアウトの新規顧客獲得

711 埼玉県 有限会社エーデルワイス洋菓子店 9030002069642 ショーケース導入によるデコレーションケーキの販売

712 埼玉県 株式会社マリアシャリテ 4030001134146 少人数に特化したプライベートウェディング商品の開発

713 埼玉県 有限会社いがらし 5030002042066 Webサイトによる商品・サービスの宣伝とショールームの開設

714 埼玉県 やおとも 動画とホームページと看板を連動させた小型貸し倉庫のPR強化

715 埼玉県 有限会社サイタマ印刷 8030002115793 活版印刷導入によるブランド力強化サポート事業

716 埼玉県 Ark Jobs 安心を発信！ホームページ刷新による販路開拓と顧客満足度向上

717 埼玉県 株式会社レビューテ 4030001124642 広告によるネット販売の売上拡大

718 埼玉県 有限会社オートワークス雅 1030002092206 大型車対応のリフト設置による新規顧客開拓事業

719 埼玉県 ハウスパートナー株式会社 6030001101219 メディアサイトによる宣伝力強化で、住宅ローン破綻者を救う！

720 埼玉県 CRMEDIX株式会社 8030001132014 フットルック導入によるフットケア新サービス実現と効果の可視化
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721 埼玉県 株式会社ファースト 8030001095731 不用品回収事業、遺品整理業

722 埼玉県 株式会社マスユメ 1030001139866 実店舗開店に伴う、完成フライ魅力アップの為の商品陳列什器製作

723 埼玉県 有限会社木村屋 2030002082528 「おうちでお茶需要」を獲得する和洋折衷和菓子と入り易い店構え

724 埼玉県 有限会社煎屋 2030002117911 手焼き煎餅の伝統を守り、新しいニーズを獲得する。

725 埼玉県 Brisk 髪質改善ヘアエステをPR！ホームページリニューアルで集客UP

726 埼玉県 ｇｅｎｔｉｌｌｅ アフターコロナを見据えた新事業展開による売上拡大策

727 埼玉県 あき美容室 顧客満足度向上のための店舗改装工事・コロナ対応の取り組み

728 埼玉県 お米caféさかもと 地域特産品を使ったオリジナルアイスの開発と卸事業の確立

729 埼玉県 古澤自動車整備工場 オゾン除菌サービス導入と待合室入口のテラス・フェンス新設

730 埼玉県 合資会社 小池屋呉服店 4030003004586 着物リメイクのPR強化による新規顧客の獲得

731 埼玉県 欧風料理ビストロ　カタオカ 店舗2階スペースを有効活用するレンタルニーズ等の掘り起し事業

732 埼玉県 八福食堂 テラス席の設置とBBQサービスの開始による「特別な時間」の提

733 埼玉県 株式会社ビービーエス 4030001039898 展示会出店による自社ブランド「D_craft」の認知度の拡大

734 埼玉県 大西園製茶工場 当園自家製日本茶製品EC体制構築による低感染型販売モデルへ

735 埼玉県 坂本園 茶文化を維持し特産品としての販売増を図る情報発信強化事業

736 埼玉県 Hair-Base 既存HPのリニューアルによる潜在顧客の来店への誘導戦略

737 埼玉県 AjiCat工房 高機能刺繍ソフトウェア導入で愛猫の「うちの子オーダー」に対応

738 埼玉県 野間アスレチッククラブ株式会社 1030001031511 送迎完備で負担軽減、「命を守る水泳指導」の積極的なPR活動

739 埼玉県 株式会社建塗 3030001108588 赤外線サーモグラフィー診断による受注率アップからの売上増計画

740 埼玉県 株式会社じゃぱんはあと 4030001119361 ECサイトによる商品販売、オンライン相談開始による利益の創出

741 埼玉県 炭火焼鶏料理　鼓太郎 ｢おひとりさま顧客様満足度向上｣の為の店内改装事業

742 埼玉県 株式会社R-resort MAKANI 4030001115807 地元の皆さまの心と暗い道を照らすハッピー看板＆ライト計画！

743 埼玉県 有限会社キックス 3030002062999 ｢髪と肌そして心のエイジングケアサービス｣の展開

744 埼玉県 有限会社　ダイヤ工芸 3030002052843 新規ホームページ作成で、お客様に選んで貰える企業を目指す

745 埼玉県 有限会社　草苅工業 5030002046827 製造業と消費者をつなぐ為のホームページ新設とネット販売

746 埼玉県 田中玲子 出版事業の周知のためのインターネットを主に使った宣伝活動

747 埼玉県 戸澤住宅 モデルハウスを活かした、集客の仕組みづくり

748 埼玉県 株式会社塚田不動産事務所 4030001122134 不動産仕入れの仕組み化による自社物件の販売事業の拡大

749 埼玉県 有限会社寿司和 3030002063246 経営革新｢個人宅への握り寿司ケータリングサービス｣の販売チャ

750 埼玉県 ナミキ工務店　株式会社 8030001140891 自社ブランド「非日常を感じる家づくり」の発信ＰＲ

751 埼玉県 綿貫自動車整備工場 待合室の新規設置等による、あなたの“かかりつけ整備士”事業

752 埼玉県 gotica陶芸工房 見本市に出展し「売り手」となるバイヤーと関係を築き販路を拡大

753 埼玉県 古杉左官 新サービス開始による内外装塗り替え需要の掘り起こしと囲い込み

754 埼玉県 株式会社　イービーエム 5030001033149 女性の体の悩みに特化した鍼灸院の展開

755 埼玉県 カットハウス3A コロナ禍の悩み解決『頭も顔もスッキリ』サービスの展開

756 埼玉県 有限会社　バラエティストアーカマニ 2030002090472 高齢者をECサイト・実店舗へ集客するための販売促進事業
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757 埼玉県 green optical 40代の眼精疲労に特化した「室内・パソコン専用メガネ」の提案

758 埼玉県 CielBleu. 「軽バンのバンライフスタイル」のニーズを取り込み新市場開拓

759 埼玉県 株式会社BondCrew 5030001106268 スマホ対応ホームページと電子看板を活用した集客強化

760 埼玉県 L&Kメディカルアートクリエイターズ株式会社 4030001140169 知ってください！メディカルイラストレーション普及プロジェクト

761 埼玉県 Bonita 専用機器を活用した髪質改善による40代女性の新規開拓事業

762 埼玉県 ファインビークル 無人販売機とSNSを利用した提案型の部品販売

763 埼玉県 東秩父みすぎ整体院 webツールの有機的な連携による耳つぼダイエットの普及事業

764 埼玉県 有限会社相澤染工場 8030002046361 新しい染色技法の導入と新サービスの宣伝、オンライン化の取組

765 埼玉県 和み処　わらう門 地方出身者と高齢者へ癒しと安心感を提供する居酒屋の広報事業

766 埼玉県 株式会社バブルケア 2011101060525 ターゲット顧客への販売促進に関する取り組み

767 埼玉県 そば処和味 アフターコロナの観光でも、また来たくなるバリアフリーの店づく

768 埼玉県 そば処更科 白岡産と地場産食材を使用したブランド構築事業

769 埼玉県 株式会社グローリー 3030001096536 ホームページリニューアルによる新規受注獲得事業

770 千葉県 株式会社　マスヤ 2040001052019 出荷工程への空調設備導入による安心安全なパン作りの生産性向上

771 千葉県 AKAMAI合同会社 3040003016573 小学生向け、英語学童保育土曜日・長期休暇中一日コース新設事業

772 千葉県 株式会社　雲雀松 1040001116690 新しい生活様式のリフォーム工事相談の為の新規HP作成

773 千葉県 維栄電子日本　株式会社 4040001090322 新規客獲得のためのウェブサイトを使った効率的営業活動

774 千葉県 株式会社Reshe 5040001099800 クラウドファンディング製品の展示会出品による認知度向上

775 千葉県 榎本　友紀 音楽スタジオの構築による新たなビジネスと新規顧客増加

776 千葉県 乗馬クラブ白井ホースガーデン 地域における乗馬文化の普及に向け、安心・安全な施設の整備事業

777 千葉県 有限会社増田機商 7040002057887 販路開拓に向けて、BtoC一般顧客獲得の為の駐車場整備

778 千葉県 秋月 冷蔵ショーケース導入でより映える陳列と品質管理の効率化を図る

779 千葉県 株式会社住まいるホーム 4040001077749 知名度向上および不動産売買の直販ルート開拓事業

780 千葉県 ノザキ建商株式会社 6040010029863 ホームページ作成により、牛舎・鶏舎・豚舎の新規需要開拓事業

781 千葉県 スロフサーフデザイン 商品陳列棚設置、シャワー、更衣室の拡充による顧客満足度の向上

782 千葉県 一膳 テイクアウトスイーツ及び喫茶事業の開始

783 千葉県 横田薬局 認知度向上の為の看板とSNSによる新規顧客獲得と売上向上

784 千葉県 おそうじ本舗　あすみが丘店 光触媒抗菌コーティング導入による積極的な市場開拓と事業拡大

785 千葉県 リラクゼーション海里 新規客層拡大・客単価向上のための高速脱毛器の導入

786 千葉県 浜よし 繁忙期における集客体制構築と安定した経営基盤強化事業

787 千葉県 リベーラ 絵付け体験を窓口とした受注増とECサイト等による広告宣伝事業

788 千葉県 エチュード　エステティーク エステ店での化粧品自社開発による新規顧客開拓

789 千葉県 株式会社KRA 6040001070917 配信にチャレンジ！WEB・動画で新規開拓と効率化で雇用促進

790 千葉県 中島誠　経営コンサルティング事務所 コンサルティングメニュー構築と周知するためのホームページ作成

791 千葉県 鈴鹿モータース 地域コミュニケーションの場創出による新規顧客獲得事業

792 千葉県 NOLAND ギフト商品の開発と梱包作業の効率化等による新規顧客開拓
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793 千葉県 白石菓子舗 インスタ映えする新商品開発とPRによる売上及び来客増加大作戦

794 千葉県 石井商店 ふるさとの皆様の快適なカーライフをワンストップで支援します

795 千葉県 コヒーレント・コンサルティング Webマーケティング／Webコンサルティングの強化による新規

796 千葉県 拉麺食堂らいもん くつろぎ効果とコロナ対策の徹底による客数回復・客単価増

797 千葉県 有限会社つり船鈴栄丸 4040002101862 店舗誘客率を向上させるため店舗外装に巨大イセエビ等看板設置

798 千葉県 やまぼうし 親子三世代の1日１組限定ファミリーキャンプ場の認知を高める。

799 千葉県 有限会社ヤマダデンキ 1040002071621 電気のプチリフォームサービス戦略の強化による売上拡大

800 千葉県 合同会社清澄 9040003014398 空き家をレスキューして地域活性化を！

801 千葉県 くらの音楽教室 オンラインレッスン導入による在籍生確保と動画による魅力発信

802 千葉県 シーサイドイン　バードランド 大切な愛車守ります！ロードバイク愛好者の顧客満足度向上事業

803 千葉県 FLARE SURF FITNESS 看板設置による店舗認知度向上及びサービス案内事業

804 千葉県 株式会社　権次郎商店 6040001074018 小規模な飲食店・小売店等向け産地直送の鮮魚販路拡大事業

805 千葉県 弥生丸 初心者・女性を呼び込むための新釣りプラン開設事業

806 千葉県 昭和軒・提灯屋 高齢者・障害者に優しい、安心安全な店舗作りで新規顧客獲得事業

807 千葉県 有限会社千葉製作所 4040002087490 遠心分離機導入によるアクセサリ製造品質の向上事業

808 千葉県 割烹ぐんじ 「うな重」調理体制強化によるテイクアウト・デリバリー拡大事業

809 千葉県 亀家 発酵を取入れた新メニュー開発と店内改装による新規顧客獲得事業

810 千葉県 Nao宴 個室の整備による女性客、家族客　取り込み事業

811 千葉県 C-PASS 通販事業ネットを活用した通販及び通販情報誌の発行

812 千葉県 福豆珈琲株式会社 7012701015326 サブスクリプションサービスに必要なEC販売システム構築と運営

813 千葉県 株式会社浪花屋商店 8040001079634 プロテイン及び柔術衣をリニューアルHP上で販売し販路を拡大

814 千葉県 初清園 果物の味の強いフルーツ綿あめの製造・販売による新たな販路開拓

815 千葉県 海土里umidori 屋内テントサイト内へのシャワー、トイレ、キッチン設備等の導入

816 千葉県 あんばい農園 養蜂を用いた学習型体験の新設と新商品のパッケージデザイン事業

817 千葉県 かねの水産 重労働の軽減と収益増を目指す薬草の栽培・加工事業による新事業

818 千葉県 Kitchen　HALE Withコロナに負けないテイクアウト事業の強化で売上アップ

819 千葉県 菓子工房ももの丘 高価格帯生菓子のシリーズ展開と毎日食べたい焼菓子の強化

820 千葉県 ナリス化粧品串田販売所 「キッズからシルバーまで、出張対応可能な脱毛サービスの提供」

821 千葉県 市造 市造名物「天然ブリの煮物」等の拡販と小規模宴会の受注強化

822 千葉県 有限会社左工務店 2040002080555 新規顧客獲得のためのホームページ開設

823 千葉県 株式会社リング 2040001107937 自社EC事業におけるメーカー事業の新規開拓・オリジナル商品開

824 千葉県 株式会社沼南企画 2040001067165 仏壇の都内ショールームとリンクした Web カタログ

825 千葉県 ロミ商事 ＥＣでの多店舗展開と独自の商品の広告宣伝での売り上げ拡大計画

826 千葉県 有限会社しんあみ 8040005016321 親御さんを安心させる!!アパート生活「見える」化事業

827 千葉県 有限会社ワンダーハーツプラネット 8011102019382 親子で学べるYouTube動画事業拡大と視聴誘導サイトの開設

828 東京都 株式会社ゼネラルリンク 1011001127284 新規顧客増大のためのホームページ制作とチラシ販促事業
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829 東京都 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＫＡＹ 7012701013867 自社ＰＲ及び営業力アップの為のホームページ及び会社案内の作製

830 東京都 有限会社タケローズ 9012802004697 ホームページをリニューアルし自動車パーツの販売

831 東京都 ヘアーサロンまるやま 高齢者、障害者の方にも安心して来店いただける店舗づくり

832 東京都 はらっぱぱん 新店舗による生産性向上と新商品の主食パンによる新規顧客獲得

833 東京都 つぶらピアノ教室 新設するプレピアノコース・新しいレッスン形態による販路拡大

834 東京都 メンズヘアーサロン　シミズ エステ部門創設により、新たな顧客サービス

835 東京都 株式会社ナチュラル・スタンス 2011801036106 新たなアウトドア商品の非対面独自販売システム構築の取組

836 東京都 株式会社コトリ 4012401037277 ブランディングのための自社HP制作・及び新規受注増加事業

837 東京都 ねことお休みどころ　しらたま ECサイトの構築によるペット用品のリユース事業の展開

838 東京都 ジャリ―ヴ 作業効率化で生産量アップ・販路拡大を目的とした新規設備導入

839 東京都 株式会社森のエネルギー研究所 6013101001728 脱炭素社会構築支援に向けた効果的な広報施策の実施

840 東京都 FERANTRACING ミリタリー・ヴィンテージ商品に特化したEC販売

841 東京都 株式会社Emyu 6012801020756 ペットの為に予約するだけで、世界は笑顔になる

842 東京都 ドローンなんでも屋 コロナ禍での自社ドローン技術力をアピールするためのHP制作

843 東京都 株式会社リーフメディカル 8012701014617 小児マッサージ事業のホームページ及び販促物作成による販路開拓

844 東京都 久米川ひかり鍼灸院・整骨院 鍼灸・整骨院が提供する「インソール作成」事業の販路開拓強化

845 東京都 株式会社フライト 5012401036427 無人航空機（ドローン）を活用した新たな販路開拓向上事業

846 東京都 株式会社THE COTTAGE 5012401037846 ＨＰ作成による販路開拓・新規顧客獲得と情報発信力強化

847 東京都 徳寿 外国人顧客獲得のためのトイレ改修およびチラシ配布

848 東京都 seahorse HP作成で知名度UP　新規顧客と販路開拓プロジェクト

849 東京都 本町グリーン指圧接骨院 コロナ禍におけるHPリニューアルと新規顧客獲得事業

850 東京都 Heidi 北海道牧場ソフトクリームの発売による販路拡大と店の広報 

851 東京都 studioTAKA 中小企業、個人の動画プロモのはじめの一歩をお手伝い

852 東京都 有限会社VIVID productions 5012402014274 スマートフォン向けアプリの販促（インターネット広告）

853 東京都 合同会社OneSelF 8010103001374 医療・トレーニング資格の専門性を活かした高齢者顧客の獲得

854 東京都 小料理やなぎ 健康志向対策＆完全個室設置による集客事業

855 東京都 株式会社MycoLabo 3012401037864 検査受付システムの開発などによる生産性向上の取り組み

856 東京都 株式会社グルーヴィー 1012701015522 対応エリア内駅周辺ポスティングサービス販売サイト【駅ポス】

857 東京都 R Tokyo ＥＣサイトのコンテンツ強化と広告宣伝による販路拡大

858 東京都 オートガレージｍａｓｈａ 電動カート（セニアカー）の販売＆レンタル開始に伴う販路開拓

859 東京都 エキスパート60 終活コンサルタント新規顧客獲得事業

860 東京都 株式会社FUZAWA 1012701016173 染色教室のLP作成及び動画の作成と、広告による新規顧客の実現

861 東京都 バーディー 女性も来店しやすい店舗づくり及び看板等の設置

862 東京都 株式会社メセナ 6010701024778 ホームページリニューアルして、オンライン営業

863 東京都 合同会社安以音 9012703002230 高齢者に優しい清流を眺めるカフェの設備充実と周知活動

864 東京都 株式会社　マウントップ 8012701015433 ＨＰ作成による新規販路開拓および非接触申し込みシステムの確立
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865 東京都 弁天フィッシングセンター アフターコロナを見据えて新しい人流を新規の顧客に。

866 東京都 有限会社笠井製作所 3013402003368 「滴下装置の笠井」に当社は成る！

867 東京都 スカイリミット プロモーション強化と会員向けウェア開発事業

868 東京都 エルシエロ パステライザー（アイスクリームのミックス製造機械）の導入

869 東京都 株式会社ACOSTECH 3012401036817 インターネットサービスを活用したWeb集客支援事業

870 東京都 SO ARE WE ライフスタイルにこだわりのある高所得層向の商材開拓と販売促進

871 東京都 有限会社谷田部畳店 6012402013829 畳屋自身から情報発信、近隣消費者および宗教法人へ畳替え提案

872 東京都 行政書士岩田雅紀事務所 建設業許可申請、産業廃棄物許可申請に係る販路開拓

873 東京都 ICHIGO-ICHIE 青空キッチン生徒拡大のための広告宣伝事業

874 東京都 SITWELL 北欧家具・インテリア、雑貨のインターネット販売サイトの製作

875 東京都 マイハート株式会社 9012701009211 コロナ禍で手芸に目覚めた方をセミプロに育てる新カリキュラム

876 東京都 株式会社万成酵素 7012701008594 情報発信力の強化による健康に良い玄米酵素自然食品の販路拡大

877 東京都 株式会社グローバルＥサポート 2012401035852 ・自社輸入商品EC（イーコマース）サイト設置・販促チラシ作成

878 東京都 花海月 焼きたてパン工房の新設とデリバリーサービスの開始

879 東京都 オフィス酒井 65歳以上の老年層をターゲットにした新サービス個人宅配送

880 東京都 株式会社WILD　JOURNEY 3012701016431 新規顧客開拓とオンラインショップ構築のためのホームページ制作

881 東京都 ICC ギルトフリースイーツの開発と販路拡大

882 東京都 株式会社リブリッシュ 1012701014375 WEBサイトを活用した解体工事業への事業展開

883 東京都 株式会社ヨリマール 8012701016126 独自オンラインヨガレッスンの宣伝広告で新規顧客獲得拡大事業

884 東京都 AIR PLANNING 森の廃棄品に価値を見出しコロナ禍での癒しに繋がる芳香サービス

885 東京都 Pino　Risaia グラノーラを主原材料とする菓子等の開発及び販路開拓

886 東京都 有限会社エムアイティ 2013102005384 非対面での商談及び問い合わせページ導入に伴うHPリニューアル

887 東京都 陶芸教室ハナツユ 新窯導入による顧客の満足度向上と新規顧客獲得

888 東京都 個別指導　湧塾 「個別指導　湧塾」　新規生徒獲得のためのＨＰ立ち上げ

889 東京都 蕎麦・酒肴　志向庵 店舗の顔となる店舗外観をモダンにリフレッシュで集客力ＵＰ計画

890 東京都 Patisserie cafe VIVANT ＨＰ作成による広域広告宣伝とネットショッピングでの売上げ強化

891 東京都 株式会社一歩堂 2012401019954 オーダー婦人靴システムの構築による販売促進

892 東京都 株式会社コルラボ 5012401024076 健康ニーズにたいする新しいソルーションを協創する販路開拓HP

893 東京都 大村哲也 編集/動画配信スタジオ設置による新ワークフローと販路拡大

894 東京都 有限会社ワンプラスワン 8012402023099 バイクに似合う、ファッション性を重視した服飾雑貨品開発

895 東京都 Wish株式会社 5012401035924 表面ストレートパーマのＰＲ強化でクセ毛ゼロ＆売上アップ事業

896 東京都 庭なら　かど松 ビル・マンション管理会社をターゲットとした設備工事サービス

897 東京都 雑貨屋リボン 一歩足を踏み入れると現実世界から逃避できる店内外の改修事業

898 東京都 maururuピラティス＆コンディショニングスタジオ 女性のお困りの症状を施術とピラティスで改善する事業

899 東京都 sweet life 「看護師・介護福祉士による整理収納サービス」の認知度向上

900 東京都 佐藤椅子工房 創業事業の認知度改善によっての集客率アップ
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901 東京都 Brilliant コロナ禍での生活スタイルの変化による新規需要客獲得への取組み

902 東京都 有限会社オーゼットエンジニアリング 8013102003515 自動機のPR・営業強化による三品業界等の新たな顧客の獲得

903 東京都 Spiral communication 自律心を育てるオンライン教育事業のIT活用と販路開拓施策

904 東京都 STUDIO UTENA 女神の安産マタニティ事業

905 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130 大規模物件向け超低コスト格安温水床暖房等新商品のカタログ作成

906 東京都 Crystal Shoes in the Forest クレソンで作るサプリメントの開発と試作品づくりによる事業展開

907 東京都 大野恭子 素肌に優しいオーガニックコットンの肌着の開発販売事業

908 東京都 岩渕由香 個人アパレルブランドの商品開発と販路の開拓

909 東京都 Premium Service　CKYSTARS ホームページの制作・チラシ配布による販路開拓

910 東京都 杉本龍彦建築設計 美しい無垢の木の家を建てたい方へ向けた新ホームページ情報発信

911 東京都 MMD Carry On 新規顧客層にターゲットを絞ったWEB広告とチラシ配布

912 東京都 フェイシャルサロンセレスタイト 新たなスタッフとともに事業拡大を目指すための周知活動

913 東京都 Rainbowクルージング 動画活用した訴求力あるＨＰリニューアル＆決済のオンライン化

914 東京都 ハーブ化粧品株式会社 7013101001132 通販サイト運用による新規顧客層創出とオンライン活用の顧客対応

915 東京都 有限会社 い志井菓子店 9012702005201 蒸練機による作業の効率化と新商品開発による販路開拓

916 東京都 おけ接骨院はり灸院 ホームページリニューアルで販路開拓を行う

917 東京都 株式会社うちくら呉服店 3013101000039 ＨＰ改正とＳＮＳ活用による認知度ＵＰで新規振袖客獲得。

918 東京都 株式会社ウェルズクリエイト 4013101008378 ＳＮＳ情報拡散とリスティング広告を利用した新規顧客獲得戦略

919 東京都 株式会社アシアトクリエイション 4012401033391 自社サイトの一新による既存事業・新事業のネット競争力強化

920 東京都 ハンドレッドライトニング フードメニュー強化とテイクアウト活用に向けたキッチン改装

921 東京都 Relax’Creation project株式会社 4030001072833 児童福祉施設を対象としたスヌーズレンアドバイザー事業

922 東京都 株式会社土屋企画 3012401010565 IPS事業による新規販路開拓

923 東京都 株式会社アプコス 2012401035464 展示会出展とそれに伴う配布物の制作とホームページ修正

924 東京都 サンミュージックスタジオ 売上増収のためのホームページ大幅リニューアル

925 東京都 ＮＡＮＰＵ スペシャリティーコーヒーの焙煎、販売、提供、ウェブ製作事業

926 東京都 アージュヘアー 23区脱出ビジネスパーソンにも届くオープンな美容室を目指す！

927 東京都 正真建工 富裕層をターゲットとした新規顧客開拓及び販路開拓

928 神奈川県 株式会社Challenge Outdoor 2010001197741 地域課題解決および地域経済活性化のキャンプ場開設提案事業

929 神奈川県 有限会社フリーハンドイマイ 4021002009858 お客様の要望にとことん寄り添うオーダーキッチンの販路拡大

930 神奈川県 株式会社スペースクリエーター 7021001037642 新ブランドを立ち上げオンライン販売体制を構築

931 神奈川県 美容室femme 新たなサービス追加＆認知度向上で単価UP新規顧客開拓事業

932 神奈川県 Hair&Make Alice 顧客満足度向上UP！リラクゼーション・ヘッドスパ設備の導入

933 神奈川県 株式会社八鳥 1010001169626 新規顧客獲得に向けた英訳出版専門のウェブサイト作成

934 神奈川県 島村酒店 酒専門店の特色を出した看板とおつまみセット販売チラシで売上増

935 神奈川県 藤野良品店 カカオニブ製造ライン整備による生産性向上と販路拡大

936 神奈川県 マミヤ印房 名入れ刺繍サービスの開始による顧客満足度向上と新たな需要開拓
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937 神奈川県 御菜処　巧味屋 湘南ゴールド使用のオリジナル稲荷寿司の浸透による売上拡大事業

938 神奈川県 素陶美 日本の古布を用いた衣服のＷＥＢ販売による販路開拓プロジェクト

939 神奈川県 ａｍｂｉｋａ 小顔矯正メニューの訴求による新規顧客開拓と物販強化

940 神奈川県 鎌倉えびす亭（えびす企画） シニア快適化住宅改修のTAKUMI HOME

941 神奈川県 ドゥジェム コロナ禍及びポストコロナを見据えた集客・調理効率向上事業

942 神奈川県 割烹旅館　桂川亭 顧客要求施設充実並びにweb活用による日帰り観光客獲得事業

943 神奈川県 有限会社ミートショップ寿々木 3021002029733 機会ロス削減と販促イベントの円滑実施による販路開拓事業

944 神奈川県 Ｈｏｔ　Ｒｏｄｄｅｒ 倉庫・発送センターの構築による在庫管理とヤフオク販売強化計画

945 神奈川県 水源整体 ストレッチ教室の強化と訴求による売上改善計画

946 神奈川県 カルティム 看板による認知度向上計画

947 神奈川県 堀江精機有限会社 6021002029755 高精度乾燥器で超超真空状態リニアコイルを製造し販路開拓

948 神奈川県 有限会社　オートクリニック 4021002009370 提案型サービスの提供から顧客満足度向上事業による新規顧客獲得

949 神奈川県 株式会社はっぴーパンらいふ 1021001071746 地域密着！店舗看板で地元ユーザーを獲得！コロナに負けるな対策

950 神奈川県 巡寶堂イオン伊勢原店 伊勢原市の皆様へ、価値を見出し断捨離・生前整理で賢く現金化

951 神奈川県 ラグナ コロナ禍特有課題充足新サービス開発とWEB活用新規客獲得事業

952 神奈川県 ビーンズビレッジ 加工品の製造体制強化と販路拡大事業

953 神奈川県 MANUSELF 第二創業としてDIYサポート事業の本格化

954 神奈川県 株式会社　アサワペットサービス 6021001035085 動物病院へのDMで顧客開拓とペット用酸素ルームで見込客獲得

955 神奈川県 株式会社　公善社 1021001026824 少人数スタイル提案中型バスの近隣地域PRと外国人観光客の取込

956 神奈川県 西川豆腐店 ４代続く地域の豆腐直売工房としてのブランド化と売上向上計画

957 神奈川県 株式会社リ・バース 4021001018067 ライダー達への整備とレッカー訴求による新店舗立ち上げ計画

958 神奈川県 桃月堂製菓舗 観光客を取り込むための和菓子新商品開発と店外訴求の強化

959 神奈川県 有限会社　門倉製材所 2021002028827 ドローン導入による住宅現場作業の効率化と新規事業の推進

960 神奈川県 株式会社　佐藤建築 7021001016480 住まい造りのスキルを活かしたオーダーメードのペットケージ造り

961 神奈川県 株式会社さがみこファーム 7021001067334 インターネットを活用した首都圏ファミリー層への訴求力強化

962 神奈川県 株式会社ゼンニュートリション 9010001113659 イベント･講習会事業拡大による売上の向上と新規顧客獲得

963 神奈川県 とこはむ 竹林整備とタケノコの利活用による新たな販売方式の開発

964 神奈川県 neem 畑で育てた和綿を「葉山和綿」としてブランディング、商品化

965 新潟県 堤オートサービス 設備投資による鈑金塗装強化と新たな顧客獲得の為の情報発信

966 新潟県 高橋オート 故障診断機導入による新サービス提供と提案営業強化事業

967 新潟県 有限会社えのもとミート 1110002014861 店舗リフォームとＥＣサイト構築で一般のお客様の利用増を目指す

968 新潟県 SOW　STYLE 始めたばかりの当店が持つ建築製造技術を広く周知するＰＲ事業

969 新潟県 株式会社Universe 7110001034608 HP、チラシ、タウン誌、テレビなど様々な広告で知名度をアップ

970 新潟県 rosa azul 最新機器導入による顧客創造・生産性向上事業

971 新潟県 川北板金 看板・HPの作成により地元の新規個人のお客様ゲット！！

972 新潟県 須貝塗装 高圧洗浄機導入により作業効率の大幅アップを目指す
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973 新潟県 有限会社ＭＲオート 6110002018858 ホームページリニューアルによる魅力発信と認知度・集客増

974 新潟県 株式会社オシア 5110001027308 ホームページリニューアルおよびネット広告で新規顧客獲得

975 新潟県 DAISY.BEAUTY ART 新サービス導入に係る販促品の作成

976 新潟県 柿崎ブーシェリー 雪国ジビエオンラインショッピング型ホームページ作成

977 新潟県 株式会社オートリペアオオサキ 8110001025977 自動車整備の品質向上による入庫数増加に向けた環境整備事業

978 新潟県 バイバイ ワンストップサービスを周知することができるホームページの作成

979 新潟県 山内自動車 若者世帯をターゲットにしたタイヤ交換サービス強化事業

980 新潟県 合資会社松本製菓舗 3110003002260 ハイカカオチョコレート商品開発による販路拡大

981 新潟県 (有)常太豆腐店 3110002031244 HP作成＆オンラインショップ開設による広報活動・販路拡大事業

982 新潟県 岸本商店 店内飲食スペース設置による来店促進事業

983 新潟県 らーめん壱 特注おかもち導入と商品パネル等による販路開拓と顧客単価向上

984 新潟県 有限会社 ハマダヤ 3110002025782 「記念缶バッヂを通じて、お客様の時代を形にします。」

985 新潟県 fix ONOJIMA 顧客ニーズに順応した修繕サービスの提供

986 新潟県 有限会社　平野車体 6110002016267 洗浄力強化による仕上がり品質・顧客満足向上を実現した販路開拓

987 東京都 越後雪椿産業株式会社 4010501038617 オンラインによる新たな販路開拓・プロモーション事業

988 新潟県 麺や一晃亭 新型ウイルスに負けない！店の魅力度向上と情報発信プロジェクト

989 新潟県 三大商事株式会社 5110001024404 葬祭業持続のためのウェブサイト制作と祭壇の整備

990 新潟県 近塗装工業株式会社 1110001029902 大判インクジェットプリンタ導入による看板事業部門売上ＵＰ作戦

991 新潟県 新保屋菓子店 地元素材にこだわった特産品を「県内外」へ販路拡大

992 新潟県 有限会社樋口鉄工所 3110002033224 オリジナル商品の販売強化で技術・企画力の発信による売上アップ

993 新潟県 勝田紙工株式会社 8110001026249 段ボールケースの不満解消と新たなパッケージ戦略による顧客獲得

994 新潟県 丸由茶舗 スタイリッシュで機能性ある新商品カタログ製作

995 新潟県 ダイヤ機工 自社ホームページの作成で販路開拓

996 新潟県 株式会社八番商会 4110001033827 販路開拓ツールと認知度向上のためのホームページ開設

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

998 新潟県 Liarme 新メニューを加えて認知度アップと通いやすいお店づくり

999 新潟県 有限会社宮路クリーニング店 5110002019510 創業祭キャンペーンによる子育て世帯の新規顧客獲得

1000 新潟県 株式会社林組 2110001012857 新規顧客開拓のための事業PR

1001 新潟県 株式会社イートライフ 9110001032857 こだわり米の成分表示、ブランド化によるインストアでの販路開拓

1002 新潟県 有限会社いばら 6110002011045 自社WEBサイト開設とLINE活用による自動車販売強化事業

1003 新潟県 ㈱白根大郷梨中村観光果樹園 2110001010002 新品目越後姫の栽培、新デザートで魅力UP　通年観光の実現

1004 新潟県 有限会社丸栄機料店 6110002031324 販路開拓のため取扱商品をわかりやすく伝えるサイトの再構築

1005 新潟県 チヨザワセンショク 家業継続！意地でコロナを乗り切る　販促ツールで需要掘り起こし

1006 新潟県 大野モータース セットでご提供！綺麗と安心・安全～当店で愛車と長いお付き合い

1007 新潟県 ホテルプレステージ 快適な宿を目指して～キレイなトイレでおもてなし

1008 新潟県 お食事処 薬師 トイレの改装および衛生環境整備による顧客満足度UP事業
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1009 新潟県 合同会社どんぐり村 2110003004290 ＥＣサイト・スマートチェックインによる新宿泊サービスの構築

1010 新潟県 モトスポーツ金沢 新たなる情報発信で新規顧客獲得を！

1011 新潟県 八子自動車 特定整備認証スキャンツールを使った事業の拡大

1012 新潟県 アクシアークス行政書士事務所 開業直後からホームページを活用した積極的なアピールへの挑戦！

1013 新潟県 ロッヂ　アルプス 快適さと安全性を追求した客室ユニットバス工事

1014 新潟県 Lpuias hair&design 美と健康のコンセプトが伝わる外観リニューアル工事

1015 新潟県 双葉屋 エンジン薪割機導入による新サービスで販路開拓・相乗効果を狙う

1016 新潟県 ジェフゴルフサービス お客様に修理内容、価格などを知ってもらうための看板設置事業

1017 新潟県 南雲板金 自社看板及び施工現場における垂れ幕の設置のよる販促事業

1018 新潟県 ビューサンライズ レンタルスキー用品整備の作業効率化とお客様満足度向上事業

1019 富山県 株式会社ファ－ストオ－ト 3230001004825 新冷媒用回収充填装置導入で、新規顧客開拓と地球温暖化対策

1020 富山県 enrich 自社ECサイト構築による六角型組立式焚火台の販路開拓

1021 富山県 Car Craft UNO 新規のお客様にも安心して来店いただける店舗づくり

1022 富山県 餅の苗代屋 オリジナル商品の直販体制強化のための店舗改装

1023 富山県 COCOAN 髪もお肌もつやっつや！顧客ニーズに応える最新機器の導入

1024 富山県 天狗平山荘 アクティビティ提案、滞在型観光のPRとネットショップの開設

1025 富山県 Petit Fleur アイメニューを行う娘と取り組む認知度upと新規顧客獲得

1026 富山県 TIME 喫茶事業と貸スペース事業の認知度向上による新規顧客獲得

1027 富山県 ライブリード株式会社 9230001015718 UV印刷機を導入しオリジナルペット商品、ベビー商品開発に挑戦

1028 富山県 カットスタジオビダン 移動することなく、理容椅子に座ったままシャンプー施術を行う

1029 富山県 ル・リアン 快適な施術空間創出に向けた環境改善事業

1030 富山県 有限会社モリ・ホーム 8230002003656 当社のイメージを改善し安心感を提供して新規客獲得を図る

1031 富山県 米田鍼灸院 酸素カプセル導入で登山・スポーツ愛好家に人気の鍼灸院を目指す

1032 富山県 株式会社アトムスフイルター 6230001005746 工業用フィルターのネット販売体制構築による販路開拓活動

1033 富山県 北陸内観研修所 内省力・回復力を高める人材育成プログラムの開発と販売

1034 富山県 特定非営利活動法人あわすの 8230005002498 ＷＥＢサイト作成とアウトドア事業拡充による販路開拓

1035 富山県 中田酒店 来店いただける酒屋の改装と商品オリジナル化に向けたロゴマーク

1036 富山県 長澤鉄筋工業株式会社 3230001018370 工務店との連携強化による一般住宅向け新規受注の獲得

1037 富山県 高野屋商店 土産品販売数増加を目的とした瓶巻締キャッパーの導入計画

1038 富山県 men’s hair Re;Lot ヘッドスパサービスの提供で新規顧客の定着化を図る。

1039 石川県 出張トリミングぶるーまーる コロナ禍でペットに癒しを求めるニーズを捉えた新事業展開

1040 石川県 有限会社メイク・アップ 8220002016717 新サービス「ドローンを活用した外壁チェック」の実施

1041 石川県 株式会社山本塗装 4220002015318 気軽に来店できる店舗開設で知名度アップと新規顧客獲得

1042 石川県 宗屋 県外への販路拡大や店頭陳列を充実させる為の新たな取組み

1043 石川県 小森建築 リフォーム事業を強化するための商談ルームの整備

1044 石川県 株式会社　湯ネックス 8220001021866 買い物客をターゲットにした冷蔵ロッカー設置による売上向上
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1045 石川県 ミヤシタ看板 ドローンを使った動画制作で新たな企業広告の提案

1046 石川県 合同会社ワイエム動産 5220003002280 ゲストハウスの新たな利用形態の提案・認知度向上による販路拡大

1047 石川県 エヌヴィレッジ株式会社 5220003002776 パンフレットとIT活用による空き家整理事業の販路開拓

1048 石川県 株式会社トミヨの里 4220005005266 ブランド化をすることで「トミヨの里米」小売事業の強化を目指す

1049 石川県 Hair Plus COU COU 高齢者に優しく地域に愛される店舗づくり事業

1050 石川県 ハイネファーム 仕分け・梱包の作業効率UPと加工品製造販売で事業拡大

1051 石川県 ファミリーレストラン大家族 店舗のバリアフリー化で誰でも入りやすい店づくりで売上向上

1052 石川県 株式会社したひら 9220001019975 能登の旬魚をより多くのお客様にお届けするための発送拠点づくり

1053 石川県 Soin Esthetique P-1 紹介客やリピート客を増やすための各種販促事業の展開

1054 石川県 サロンドリブラ コロナ禍を乗り切るトレーニングサービスの導入と販路開拓

1055 石川県 MOCHA STAND／おまん茶屋 エスプレッソメニュー開始とSNSによるターゲット層の取り込み

1056 石川県 株式会社富来ストア 1220001015734 ECサイトを開設しウィズコロナ時代の通販需要を捉える

1057 石川県 知田工房 身に付ける厄除け！「獅子頭イヤリング」の開発と新規開拓の挑戦

1058 石川県 御菓子のこぼり 急速冷凍庫の導入とＳＮＳによる発信で自慢の和菓子を全国へ

1059 石川県 有限会社田原製材 7220002000060 お客様の安心の暮らしを実現する「お抱え大工」の地位再構築事業

1060 石川県 民宿はまなす ライダーの為の屋内駐輪場とキャンプ場併設した民宿にする

1061 石川県 to shine（トゥ　シャイン） オーダーメディカルハーブティー販売に向けたマーケティング実施

1062 石川県 La　Liberte 子育て世代の母親に寄り添えるサロンとしてのPRと顧客開拓

1063 石川県 カネマツ鮮魚店 新商品開発、および販促活動、設備増強による売上拡大

1064 石川県 おしゃれの風　かっとマン 個室化による店内空間の刷新と育毛ヘッドスパによる販路開拓

1065 石川県 株式会社　スガイ書店 1220001017540 子供向けイベント開催・空きスペース活用による来店促進への取組

1066 石川県 ｈａｓｕ　ＴＥＡ 紅茶専門カフェの認知度向上による新規顧客獲得事業

1067 石川県 炭火焼鳥竹蔵 Withコロナに向けたお客様満足向上と販促による売上向上策

1068 石川県 株式会社大善工業 6220002011752 顧客対応の完全オンライン化「大善モデル」構築による生産性向上

1069 石川県 有限会社かわらや 8220002014522 自家焙煎珈琲による新市場開拓と既存事業とのシナジー効果を図る

1070 石川県 有限会社　寺岡精肉 2220002014544 専用照明設置で商品の魅力アップと鮮度の保持を実現

1071 石川県 dog salon coconico 一時預かりサービスでコロナ禍の新規開拓に挑戦するトリミング店

1072 石川県 有限会社サン二コラ 3220002008479 オーガニックでノンアレルギーのチョコレートの開発と販路開拓

1073 石川県 株式会社みかわ薬局 7220001008897 外看板設置による地域住民をターゲットとした新規顧客の獲得

1074 石川県 イナムラオート ウィズコロナ時代の需要獲得を目指して車販拡大を図る

1075 石川県 浅倉カメラ 特殊鍵への対応を可能にするキーマシン導入による差別化戦略事業

1076 石川県 エステティック　ジュビランピュール 地域のアクティブシニア女性を綺麗に～新規顧客獲得事業

1077 石川県 渋谷製材所 住宅検索サイト連動型ホームページを活用した新規顧客開拓事業

1078 石川県 宮本豆腐店 「湧き水仕込み」の導入で本物・健康志向の需要獲得を目指す

1079 石川県 フレッシュパニエのと 能登かきを使った新商品の開発及び販路開拓事業

1080 石川県 有限会社ながたに 9220002014249 体験教室による販路開拓事業
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1081 石川県 サンドイッチハウスぱんの木 埋もれている商品の販路開拓事業

1082 石川県 中華料理　琥珀 昼の稼働率向上とテイクアウト利用増による夜のマイナス補填事業

1083 石川県 株式会社白鷺湯たわらや 9220001013573 地域ならではの体験ができる宿に転換するための新たなHP制作

1084 石川県 ペンション＆カフェクルーズ 屋外テラス改築による、結婚式需要の向上

1085 福井県 西撚 新たな販路開拓の為のHP製作と、社内環境設備の改善事業

1086 福井県 有限会社西川自動車工業 7210002002660 溶接機の導入による生産性の向上と受注の拡大

1087 福井県 中建 看板を設置して認知度と地域密着度を高めることで顧客を獲得する

1088 福井県 株式会社MK建設 4210001018223 最新土木積算システム導入による元請工事費率と生産性向上事業

1089 福井県 上中石油株式会社 1210001011123 大型タイヤチェンジャー導入による新規顧客の獲得を図る

1090 福井県 南越燃料 株式会社 6210001012579 ＳＳ業務用販売管理システム導入による業務効率化と営業力強化

1091 福井県 丹生寺坂農園 株式会社 7210001018179 自社製加工食品を素材に用いたオリジナルジェラート販売事業

1092 福井県 有限会社リトリート田倉 3210002012184  たくらのお米を全国へネットショップ型ホームページの開設

1093 福井県 みかた整骨院 新型電気治療機器を使用して新たな自費メニューの導入事業

1094 福井県 株式会社マリーベル 4210001003927 顧客名簿を活用した優良客の呼び戻しと疎遠客の再来店促進

1095 福井県 かどや 焼き物、揚げ物の調理キャパを拡充による仕出し、弁当利用の促進

1096 福井県 丹生酒造 株式会社 3210001012581 日本酒が高い評価を受ける海外へ向けた販路拡大事業

1097 福井県 株式会社Lee製作室 2210001009521 多言語に対応したホームページで、国内外の売上増加を目指す

1098 福井県 あたらしや旅館 新規顧客獲得に向けた新サービスとホームページ改修事業

1099 福井県 株式会社イマデ食品 6210001007208 スマホ利用による販売促進のための自社ホームページ開設

1100 福井県 旅籠　おけや 安らぎ提供向上に向けたカイロプラクティック施術サービス強化

1101 福井県 喜楽家 新規HP作成とSNSを活用し新規顧客獲得売上事業

1102 福井県 大牧縫製株式会社 9210001007510 『商品展開～「自分だけ」特別感を提供～＆納期短縮』

1103 福井県 海運丸 既存ＨＰをリニューアルし、ヒラマサのルアー釣りの情報発信事業

1104 福井県 お食事処　ごぜん家 コロナ禍での売上増加策としてのお惣菜テイクアウト事業

1105 福井県 株式会社廣部建築板金 9210001018334 動力折曲機の導入による生産性の向上と受注の拡大

1106 福井県 特定非営利活動法人　若狭物産協会 4210005008947 首都圏の大学との協働による飲む梅ゼリー開発および販路開拓等

1107 福井県 株式会社　ＦＵＫＵＩ 2210001017219 ホームページとインスタグラムの駆使による顧客拡大

1108 福井県 スギモトデザインスタジオ 顧客の見たい・ほしいを形にするエンターテイメントメーカー事業

1109 福井県 株式会社アートエンブ 6210001008420 新規設備の導入による新たな顧客ニーズの獲得及び販路開拓事業

1110 福井県 株式会社　かねとも 8210001012370 コロナ禍を踏まえた販売戦略による販路拡張と売上増加事業

1111 福井県 株式会社テック・ウエデン 8210001000251 採用・育成モデルの刷新による、組織活性化と売上規模拡大

1112 福井県 有限会社牛若丸産業 9210002009118 新商品開発と業務効率化を図る為の設備導入事業

1113 福井県 佐々木建築 コードレス化で現場作業の安全確保・作業効率改善・受注拡大事業

1114 福井県 有限会社鳥居印刷所 3210002011070 製造工程の効率化による生産性向上と民間業者への販路拡大

1115 福井県 あおきや クレームの解消と顧客満足度を高めるための備品設置と販路開拓

1116 福井県 ひこだい 素潜り漁師の強みを活かし、夏季民宿から年間民宿へ事業拡大する
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1117 福井県 大同建具店 高品質「大工作業サービス」の提供による売上利益向上事業

1118 福井県 株式会社未来創造研究所 8210001016966 「空き家」ワンストップサービス受注強化のためのＨＰ刷新

1119 福井県 Hair＆MakeASAMI フォトウェディングサービス積極展開による売上向上事業

1120 福井県 有限会社カーボディークリーン 4210002010914 時代に合ったサービス提供体制の構築と情報発信強化事業

1121 福井県 mogurimasu 捨てられる資源を利活用して田舎を楽しむ販路コンテンツづくり

1122 福井県 寺川商店 「おうち」で楽しむ「若狭のお魚」商品の開発と提供体制構築事業

1123 福井県 有限会社高栄工業 5210002011201 ＨＰ・パンフレットによる営業力強化と看板設置で事業領域の拡大

1124 福井県 奥本建築 設備導入による作業効率の向上と安定した受注の確保

1125 福井県 KAWAINOUEN　+　Cafe 旬の地場農産物を使ったご当地オリジナルソフトクリームの提供

1126 福井県 石勝食堂 地元民の変わらない味、さらには福井グルメを満喫できる空間提供

1127 福井県 リゾートスタイルシアン 近隣住民を中心とした新たな層を取り込むテイクアウト事業強化

1128 福井県 江守ストア 冷凍機器等の導入で宅配・店舗を強化し、新規客を獲得

1129 福井県 有限会社サンワ技研福井 1210002007310 ＨＰ開設での認知度向上によるプラスチック加工製品の販路開拓

1130 福井県 樽鮨 「一匹丸ごと使った濃縮スッポンエキス」の商品化、販売事業

1131 福井県 株式会社兼八 1210001000745 ホームページリニューアル及び看板の設置による顧客の獲得

1132 福井県 エス・ティ・プラスチック株式会社 7210001008626 ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得

1133 福井県 株式会社長田製紙所 9210001012147 紙の乾燥工程の効率化による高単価・大ロット商品の受注増

1134 福井県 竹扇 メニュ－多彩な”田舎のファミリ－レストラン”で売上増加

1135 福井県 裃工房紀平 広報力強化による誘客で顧客拡大

1136 福井県 有限会社丸木電工 5210002004238 設計システム導入による一貫受注体制の構築事業

1137 福井県 増村タイル 顧客ニーズに対応した施工処理のための機材の導入

1138 福井県 設計工房甚平ASA 効率性を高めた設計施工運営と顧客コミュニケーションの増大

1139 福井県 田中旅館 館内環境改善（照明入替え）による顧客満足度向上と新規顧客開拓

1140 福井県 ネイビーブルー コロナ禍を乗り切る為の少人数利用に特化した店内環境の改善

1141 山梨県 中込モータース 新ピットサービスエアコンリフレッシュによるトータルサービス

1142 山梨県 有限会社永井庭園 1090002015490 おうち時間を楽しめる自宅で本格ピザが焼けるピザ窯の新規販売

1143 山梨県 合同会社　リスポ 9090003000807 ＷＥＢサイト等情報戦略の見直しと強みを活かした新規顧客の獲得

1144 山梨県 ヨリのモモ ロス桃を使ったスムージーの移動販売車による若年層の開拓

1145 山梨県 株式会社雨宮 2090001000055 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

1146 山梨県 八ヶ岳ホースケア牧場 女性をターゲットにしたウェブサイトの構築による新規顧客獲得

1147 山梨県 武の井酒造株式会社 6090001011313 海外向け新商品開発に向けた設備導入と売上向上

1148 山梨県 木村工務店株式会社 5090001015637 新しいライフスタイルを総合的に提案する新拠点施設の情報発信

1149 山梨県 有限会社忍沢養殖場 2090002015003 大型淡水魚の一般消費者向け新商品開発とPR強化による販路開拓

1150 山梨県 株式会社アーステック 1090001011672 新規顧客を取り込むＨＰのリニューアルとＷＥＢ通販サイトの作成

1151 山梨県 いいくぼ 広域に類を見ない家族葬特化施設認知度向上の為の情報発信力強化

1152 山梨県 車買取市場 「レンタカー付きロードサービス」の提供とその販路開拓
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1153 山梨県 合同会社　美装 8090003001665 ホームページの開設及びパンフレットの配布による販路拡大

1154 山梨県 心と身体を整えるサロンMoefu スウェディッシュ（オイルボディーケア）周知ＰＲによる販路開拓

1155 山梨県 株式会社　装いの庭 6090001016964 オンライン事業立上げとそれに伴う倉庫・スタジオ環境整備

1156 山梨県 Superb 8 ブランドデザイン作成による販路開拓と果実加工品の効率的な生産

1157 山梨県 ７inch camp 株式会社 7090001016864 デザイン性に富んだキャンプ場の広報のためのホームページ制作

1158 山梨県 製パン麦玄 国産小麦粉・素材を活かすパン屋のホームページ等による販路開拓

1159 山梨県 津軽三味線　福嶋孝顕 愛好者拡大を目指した大学生向け津軽三味線ワークショップ

1160 山梨県 オートサイクルショップヤノ 「高年式電子制御モデル」への対応力強化による顧客の維持・拡大

1161 山梨県 カービューティーリファイン 看板設置及び屋外照明による販路拡大と安全確保

1162 山梨県 有限会社　㓛刀板金工業所 7090002007268 気軽に相談できる地域密着型営業と宣伝連携展開による販路拡大

1163 山梨県 上野原ゆうきの輪合同会社 9090003000542 グルテンフリーコンタミ対策の精麦加工事業

1164 山梨県 レンタルスペース＆農園　ゆめまる コロナ時代の新しい娯楽として食農体験を提案するための宣伝活動

1165 山梨県 有限会社みやがわ 4090002009770 医療従事者との信頼関係で新規顧客の販路拡大とSDGs活動

1166 山梨県 有限会社　深沢製印社 8090002015393 象牙印鑑の販売PR強化のためのホームページ制作

1167 山梨県 アニメ雑貨アン 自社商品のプロモーション構築を図るネットショップの販路拡大

1168 山梨県 アイラボ 県産米や野菜を用いた備蓄用非常食の商品化に向けての試作品開発

1169 山梨県 コテンパニー株式会社 6090001014217 手編み用ベビーアルパカ毛糸の販売促進に向けた新規顧客開拓

1170 山梨県 テットベリーコテージ 体験型の薪ストーブステイで楽しむ冬の清里

1171 山梨県 ホップ農家小林 自家栽培ホップによるオリジナルビールの拡販体制整備と販路開拓

1172 山梨県 望月林業有限会社 1090002015433 山林管理を任せて安心！私有林コンサルタント事業の販路開拓

1173 山梨県 GROW Music&Dream 体の構造と目的に合ったオンリーワントレーニングによる販路拡大

1174 山梨県 ひろ整骨院 新たな自由診療と設備導入で差別化！治癒力と売上のダブルＵＰ

1175 山梨県 DESIR合同会社 4090003001297 安心サロンの形成と新サービスによる客単価・顧客満足度向上

1176 山梨県 株式会社アミナチュール 4090001006439 女性に寄り添うフルーツハーブティーの開発および販売展開

1177 山梨県 有限会社ガレージマイスター 5090002008929 電気診断という得意分野の拡張による新規顧客の獲得

1178 山梨県 さのや旅館 当館ホームページ作成による情報発信力の強化で販路を開拓

1179 山梨県 Laughtto 新たな総合提案型サービスと即納体制構築による販路開拓事業

1180 山梨県 川口石材店 お客様目線の墓石建立をPRする展示場設置による販路拡大

1181 山梨県 川窪書店 書店実店舗への集客ＰＲとネット販売を組合せ全国にファンを作る

1182 山梨県 TRAIL　HIKES HPのリニューアルとSNS強化、広告出稿で集客につなげる事業

1183 山梨県 有限会社　三河屋平吉商店 3090002015415 ＨＰによる情報発信で、新規顧客を創出するＰＲ事業

1184 山梨県 志村建設株式会社 8090001011113 訴求力を高めたホームページへのリニューアルによる顧客確保

1185 山梨県 有限会社コスゲ自動車 6090002009315 特定整備のワンストップ化による田舎でも最先端の整備工場

1186 山梨県 玉川キャンプ村 源流ヤマメを食卓へ―養殖業者によるヤマメ加工品の販売活動

1187 山梨県 株式会社甲斐通商 5090001014184 青果ロジスティックの生産体制の強化及び売上増加の取り組み

1188 山梨県 ルスカデザイン株式会社 9090001016929 体験キャンペーンの展開と広告掲載による利用者拡大

33 / 74 ページ ※都道府県名は事業者の所在地



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 第５回締切分採択者一覧

※重要

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

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

1189 長野県 整体院ラクアス 腰や膝が痛いお客様でも安心・安全に来院できる駐車場整備

1190 長野県 蕎麦屋　やまさん 特産タチアカネそばを真空パック生そばにして青木村の人気商品に

1191 長野県 有限会社　カミリ 6100002032653 クラウドシステムを利用したPOS管理システムの導入

1192 長野県 かみいし商店 来客数と売上UPを図る為のチルド商品陳列用冷蔵庫の導入事業

1193 長野県 LOBBY HAIR DESIGN サブスクヘッドスパと商品ＥＣ販売をアプリで提供する専門店

1194 長野県 合同会社ロンカンフリエ 4100003005263 提携店のスタートを効果的にPRして売上の増加 

1195 長野県 やまなか農園 農園認知度向上のためのブランディング及び1本単価向上の実現

1196 長野県 有限会社オテル・ド・ミロワール 7100002010476 高原の風を全身で感じよう！コロナ対策万全の宿で究極の癒しを

1197 長野県 杣人 森林経営管理制度に基づく民有林整備増加に向けた業務体制構築

1198 長野県 有限会社畔田屋 7100002034772 トイレ改装による安全・安心・清潔感UPの販路開拓事業

1199 長野県 フューチャートレーディング ホームページ作成とイベント用テントによる宣伝広告・販売強化

1200 長野県 C.S.P 人材開発コンサルティングの販路開拓

1201 長野県 ミヤボトレーディング株式会社 8100001033378 自社商品のブランド力強化および業務効率化の取組

1202 長野県 有限会社安曇電化センター 8100002026059 会社案内及びホームページ作成による新規顧客獲得

1203 長野県 CANOA リラクゼーションメニューに対応したチェア導入による顧客獲得

1204 長野県 スノーモンキー株式会社 5021001067699 ITを活用したキャンプ事業の顧客開拓事業

1205 長野県 温石 ギャラリースペース新設改修工事と通販サイト開設

1206 長野県 はなももcaffe  Dogrun ペット専用メニュー開発と看板、日よけ設置で新規顧客獲得を図る

1207 長野県 有限会社根岸自動車整備工場 9100002009005 業界の流れを踏まえ地域ニーズに特化したサービス充実化事業

1208 長野県 株式会社T.F.C 3100001021899 ウィズコロナ向けフロッキーマイカップスリーブの開発と販路開拓

1209 長野県 かわせみ 真空包装機と冷蔵ショーケースの導入によるお土産そばの販売強化

1210 長野県 神林夢創苑 油圧ブレーカー導入による庭園リフォームニーズへの販路開拓

1211 長野県 おやき工房えんまん 自慢のおやきをお家で楽しめる新商品おやき用ミックスの開発販売

1212 長野県 familleふぁみぃゆ 中高齢者の来店意欲を高める店舗づくりによる販路拡大事業

1213 長野県 株式会社でんきランド・オカムラ 2100001008237 新コーナーにおける什器入替と自社宣伝の為のホームページ作成

1214 長野県 まるもと大場農園 全国の若者に美味しい果物を届ける情報発信と販路開拓事業

1215 長野県 白馬アルプスバックパッカーズ テラス席の建設による集客と販路開拓事業

1216 長野県 有限会社ハイメック 8100002026694 自社ブランド力向上による新規顧客獲得・販路拡大事業

1217 長野県 株式会社　佳誠 6100001031788 Ｗｅｂ販促チャンネルの構築事業

1218 長野県 株式会社エレツ 4100001032912 床暖房・アモマット、融雪ヒーター・アモリボンの広告宣伝強化

1219 長野県 ARISUE SPICE 加工所機能の充実による生産性向上と販路開拓事業

1220 長野県 かすみ亭 清潔感・安心感を高める店づくりのための店舗改修事業

1221 長野県 シュガーファーム 生産物の品質向上と収穫後の品質保持による販路拡大事業

1222 長野県 株式会社原生林 4100002001577 こだわりなめこの魅力発信と新たな営業体制での潜在顧客獲得

1223 長野県 林檎園うえはら りんご園で食とサウナを通して、五感を満たし、新規顧客獲得！

1224 長野県 有限会社ジョイ・アクトこんどう 6100002034146 地場産食材の新鮮な岩魚を活用した特産品開発と販売で売上アップ
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1225 長野県 有限会社木戸池温泉ホテル 1100002018475 誰でも手軽にキャンプ気分を楽しめる宿泊プランの内容拡充事業

1226 長野県 蛍雪書道会 蛍雪書道会１００周年へ発展的継続を担う新ホームページ制作事業

1227 長野県 村上直樹 シニア層獲得のためのプライベートクラス開講

1228 長野県 こころ バリアフリーのお店でこだわりのメニュー提供でサービス向上

1229 長野県 株式会社　美登利屋工務店 2100001003972 ホームページリニューアル等による新規顧客開拓事業

1230 長野県 株式会社未来いいじま 6100001032514 ホームページを活用した中小企業向け情報発信と顧客拡大の実現

1231 長野県 株式会社えんどれすどりーむ 6100001027084 日本一新鮮なお花を届ける生花店のブランド化

1232 長野県 おうるず　Ｋｉｔｃｈｅｎ 車通りの多い道路沿いに販売拠点を作り、新たな販路開拓を図る

1233 長野県 有限会社島屋旅館 2100002018549 浴衣で感染できるスポーツバー開設

1234 長野県 ふれあい家族 トイレ改修とテラス増築工事によりコロナ感染に負けない事業

1235 長野県 有限会社 アグリカルチャー 1100002016074 炭化装置による減農薬健康野菜の栽培と販路拡大、売上増加

1236 長野県 有限会社ミュージックアートカフェクイーン 9100002038805 ピクトグラム仕様の大型看板設置と新規メニューで新規顧客の開拓

1237 長野県 弓の又キャンプ場 ホームページとトイレ快適化によるソロキャンパーへの販路開拓

1238 長野県 布下温泉　きじま荘 宴会コースの設定と体に優しい施設の整備で集客力アップ

1239 長野県 SASAKI　FARM 羊肉販路拡大・付加価値増加のための広告事業

1240 長野県 株式会社東建工業 9100001010822 リフォーム工事の受注増

1241 長野県 フルールドゥペシェ モモカ ホームページ開設と看板設置による新規顧客の拡充とブランド化

1242 長野県 インフィニ 新品同様！ヘッドライトのリペア業務の拡大

1243 長野県 クプーソワ 新規開業！チラシ、リーフレットで認知度向上戦略事業

1244 長野県 浜新 PRによる集客力向上と冷凍庫を利用した夜の売上げUPの取組

1245 長野県 ｔｎｋ防災 消費者目線による動画等を用いた業務説明を組み入れたHP作成

1246 長野県 有限会社デラ工房 4100002027093 自社のノウハウをオンラインコースとして有料で販売する事業

1247 長野県 貸別荘しろかべ 古民家造り貸別荘における通年営業及び長期滞在のための設備導入

1248 長野県 岩渕整体研究所 ホームページの作成による集客・宣伝広報活動及び物販への注力

1249 長野県 文福 鶏肉の調理技術を活かしたテイクアウト商品の開発と販路開拓

1250 長野県 武井整骨院 個室設置による新サービス導入と売上増の達成

1251 岐阜県 株式会社恵那合板 4200001023901 弊社の自慢とする「化粧貼」の技術の情報発信による販路開拓事業

1252 岐阜県 飛水食品有限会社 1200002016766 揚げたての油揚げを味わって！ＰＲ看板とメニュー表の作成

1253 岐阜県 有限会社角禧大野分店 7200002015399 女性客獲得の為の、看板・駐車場の改装事業

1254 岐阜県 ラーメンけん 清潔感ある店内に改装と新しい女性向けサービスを提案する事業

1255 岐阜県 株式会社野首木工所 1200001026477 木製玩具の用途開発による、自社商品の売り上げ向上計画

1256 岐阜県 和彩たかやま コロナ感染症対策と外観イメージ向上のための玄関改装事

1257 岐阜県 カフェゆらら 料理、空間、おもてなしをPRするためのホームページ作成

1258 岐阜県 有限会社永瀬工業 3200002027902 鉄線加工製造会社として認知度アップと新規顧客獲得

1259 岐阜県 株式会社菊半旅館 6200001025763 集客力向上のためにコアコンピタンスを表現したＨＰ刷新事業

1260 岐阜県 株式会社縁和 8200001037162 下請受注の脱却に向けた元請の新規受注獲得のための販促強化事業
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1261 岐阜県 ノエビア化粧品岐阜第一販社 こんな時代だからこそ、素敵なサロン、素敵な個室で自分磨き！

1262 岐阜県 株式会社　力建装 8200001031099 看板設置による認知度向上と新たなサービスの提供による顧客拡大

1263 岐阜県 富成組 HPの活用によるブランディング確立・新規顧客獲得戦略

1264 岐阜県 株式会社関むぎパッションフルーツ組合 4200001020345 関むぎパッションフルーツ組合のスマートな情報発信改革事業

1265 岐阜県 ひさご 立地を活かしてターゲットに向けた認知向上と店舗改善事業

1266 岐阜県 寿し処あおきや 和式トイレ改修による顧客の離反防止と新規顧客獲得事業

1267 岐阜県 坂商店 既存看板のリニューアルによる販路開拓事業

1268 岐阜県 有限会社　総美クリエイト 3200002012004 訴求力のある自社ＨＰの制作で営業力の強化と新規顧客獲得

1269 岐阜県 grow 店舗コンセプトのPRによる新規顧客の獲得及び付加価値向上事業

1270 岐阜県 久々野観光株式会社 7200001026050 ウイズコロナ・アフターコロナに向けて新規企画で新規顧客獲得策

1271 岐阜県 (株)佐見とうふ豆の力 2200001018861 冷蔵ショーケースの導入による販路開拓事業

1272 岐阜県 株式会社リュウセイ 5200001032777 ホームページリニューアルによる近隣の新規顧客獲得事業

1273 岐阜県 リバティライフ株式会社 3200001035856 新商品の認知向上につながるハード面での広報活動

1274 岐阜県 有限会社恵南住宅設備 6200002024442 商圏エリアの拡大・販路開拓に向けた情報発信への取組

1275 岐阜県 茶夢 「ふわっふわかき氷」によるテイクアウト事業展開

1276 岐阜県 株式会社楓林庭 2200001030718 新サービス展開のためのホームページリニューアル

1277 岐阜県 ギャラリー森の芽ぐみ WEBコンテンツの充実による販路開拓事業

1278 岐阜県 長谷川農園 新商品「（仮称）飲むトマト」の販促ツール制作事業

1279 岐阜県 株式会社藤よし 9200001034679 御嵩町のソウルフード「元祖みたけとんちゃん」販促強化事業

1280 岐阜県 一億 ランチから夜の焼肉客を開拓していくスライド看板設置事業

1281 岐阜県 合同会社エルダール 7180003009626 HP作成及びSNSとのクロスメディア展開による情報発信事業

1282 岐阜県 株式会社non-fore 9200001037995 ECサイト構築でゴルフブランド「non-fore」の販路開拓

1283 岐阜県 From Teena エステ・脱毛事業の強化と地域エステサロンとしての認知度向上

1284 岐阜県 LEGAMICI ＨＰとＥＣサイト構築による新ブランドの販路開拓事業

1285 岐阜県 美濃白川麦飯石株式会社 4200001017390 農業分野の専門展示会出展による新規販路開拓事業

1286 岐阜県 ヒロセサービス ホームページのリニューアルと継続的改善による新規顧客の開拓

1287 岐阜県 オープンシティ４１８ 当店の認知向上のためのハードとソフト両面からの広報活動

1288 岐阜県 カットハウスヒラコ 町内・近隣市町からの新規顧客の獲得と多機能型椅子の新設

1289 岐阜県 株式会社　わたなべ建築 6200001028304 ホームページを導入し新規顧客獲得を目指す

1290 岐阜県 紺屋のナミホ 認知度アップによる新規顧客獲得とネットショップによる販路拡大

1291 岐阜県 美容室ブルーム お客様の安全と利便性を考えた店内トイレの洋式化と情報発信

1292 岐阜県 有限会社杉山産業 8200002006455 ホームページによる取引先拡大に向けた取り組み

1293 岐阜県 好味 お店全体の売上アップを目指すための氷菓商品の販売開始事業

1294 岐阜県 スギヤマ機工 中・大型の特殊車両・特殊機械の修理体制の整備による受注拡大

1295 岐阜県 堀建築 個人向けリフォーム工事部門の推進による元請依存からの脱却

1296 岐阜県 有限会社エム・エス・シー 4200002022258 HPリニューアルによる情報発信力及び販売力の強化事業
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1297 岐阜県 株式会社　足立商店 9200001010713 高品質カタログ製作による顧客獲得・リピート率向上売上UP！

1298 岐阜県 有限会社　テイクオフ 1200002010950 後継者が取り組む販路開拓事業で、スムーズな事業承継を目指す

1299 岐阜県 株式会社生産技術クリエイト 4200001027869 コロナ禍に対応したＷＥＢサイト構築による新規顧客獲得促進事業

1300 岐阜県 Ｋ・ＡＩ株式会社 3200001033439 『生花×エクステリア』の生活様式を提案するホームページ制作

1301 岐阜県 有限会社　城山 5200002025375 自社の取り組みと立地条件を最大限に活かした情報発信の強化

1302 岐阜県 All Clear 便利屋事業の認知度向上のための販路開拓事業

1303 岐阜県 爽樹園 造園業新規顧客獲得のための集客できるホームページ制作

1304 岐阜県 バサラ 髪の悩みに対応する新サービス等をPRして新規顧客獲得

1305 岐阜県 Ｍｅｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 心を養う英会話教室！看板設置による新規生徒獲得事業

1306 岐阜県 馬瀬さとやま株式会社 5200001032629 郷土料理に注力した観光客に依存しない販売戦略事業

1307 岐阜県 理容室マツバラ ホームページ改修と新サービスで売上・利益を向上させる

1308 岐阜県 TABIBITO 風情ある古民家でのバル営業開始による認知度＆集客力向上事業

1309 岐阜県 しゅえっと マイクロバブルの導入による顧客満足度向上＆新規顧客獲得事業

1310 岐阜県 A　due　passi ポストコロナを乗り越える、テイクアウト顧客満足度向上事業

1311 岐阜県 お松寿し お得な寿司ランチのＰＲによる地元客・観光客の新規顧客獲得事業

1312 岐阜県 株式会社澤頭建設 2200001014695 既存顧客へのダイレクトメールによる新築ＷＢ工法の新規受注獲得

1313 岐阜県 株式会社高橋工務店 6200001014717 新社屋完成を好機とする広報宣伝活動により民間受注獲得を目指す

1314 岐阜県 杤本農園 コロナを乗り切るためのギフト商品デザイン開発と販売促進事業

1315 岐阜県 平石商会 パソコン教室の看板設置による販路開拓

1316 岐阜県 リビングガーデン 優れた技術を公開し新たな顧客を獲得するためのホームページ開設

1317 岐阜県 株式会社アヤクモ 6200001038170 飲食店の看板設置による集客と費用対効果立証事業

1318 岐阜県 グッドカフェアンドファクトリー 電光看板設置に伴い、新規顧客、テイクアウト顧客獲得事業

1319 岐阜県 大蔵屋 ホームページ制作「大蔵屋・ひるがの」の春夏秋冬の魅力を発信！

1320 岐阜県 株式会社まるご 6200001030549 チラシによる地域への訴求力向上と情報提供の機会への導線の構築

1321 岐阜県 株式会社　ＯＲＩＢＥ 6200001018692 新築住宅及びリフォーム工事件数増加に向けた販売促進事業

1322 岐阜県 マルケイ工業株式会社 6200001025912 個人客獲得のための新商品開発事業

1323 岐阜県 株式会社ミズタニ 3200001015511 スマホ対応型ＨＰへのリニューアルにより若い年代の新規客を獲得

1324 岐阜県 有限会社　稲金海津店 5200002014584 店舗への来店客回復に向けた当店の強みＰＲへの取組

1325 岐阜県 合資会社細江電機 4200003002779 創業70周年お客様感謝祭と店舗リニューアル事業

1326 岐阜県 株式会社　アンフィル 6200001030219 縫製工場認知度向上のための販路開拓事業

1327 静岡県 有限会社いさごや 1080402009580 当地域の名物「もちガツオ」をモチーフにした新商品開発

1328 静岡県 オオギ美容室 マルチシャンプーチェアの導入による顧客に優しい店づくり

1329 静岡県 かじや整骨院合同会社 3080403003696 体を潤す音波刺激全身運動で来院患者の生活の質を向上させる

1330 静岡県 VANROSE 美容室VANROSEの障がい者や高齢者に優しい店づくり

1331 静岡県 ひめ 新メニュー開発・テイクアウト開始による新たな需要開拓事業

1332 静岡県 ステーキレストラン寓 新規顧客に「夢咲牛」と「テイクアウト」をＰＲするための看板
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1333 静岡県 株式会社新冷熱技研 6080401021219 ニューノーマルと脱炭素社会を見据えたホームページ改装

1334 静岡県 株式会社スフィロアクア 8080401022586 商品栄養成分分析による顧客満足度・安全性のＰＲと信頼性の向上

1335 静岡県 安間ばら園 産地直送の強みを生かしたＥＣサイト作成による販路開拓

1336 静岡県 株式会社マックモータース 4080101019176 スキャンツール導入による新しい車検の取組みや自社での故障対応

1337 静岡県 abeille 蜂蜜加工作業の生産工程における衛生管理の強化

1338 静岡県 株式会社COCOM 4080401023183 ＨＰを活用したオンライン受注による、非接触型弁当惣菜宅配事業

1339 静岡県 ぴんくのわたあめ 販売促進強化で顧客・売上増加事業

1340 静岡県 アチブエノ鍼灸院・整体院 新規および継続治療者の増加と感染症予防に配慮した空間づくり

1341 静岡県 ふみや 「うまからこうじ」単品販売による販路の拡大事業

1342 静岡県 株式会社清水塗装 9080401022890 チラシ配布による雨漏り工事と外構工事の周知及び顧客の販路拡大

1343 静岡県 Facial Salon.NANI 自社Webサイトの制作による広報活動の強化と新規顧客の獲得

1344 静岡県 株式会社吉田屋 6080401006252 環境に配慮した雑草対策工事ＰＲによる販路開拓

1345 静岡県 横田弓弦製作所 世界で5軒のみ製造できる伝統麻弦の国内外へ情報発信と文化継承

1346 静岡県 株式会社　小林鉄 1080001022571 デジタル溶接機の導入による新規顧客開拓と生産性の向上事業

1347 静岡県 山下建築 いろいろなリフォームに対応できる機械導入で新規顧客獲得

1348 静岡県 Ｐiste オリジナルシャンプーで新規顧客獲得

1349 静岡県 改新建設株式会社 4080401020569 犬と暮らし犬に優しい庭造り商品の開発で差別化を図り販路拡大

1350 静岡県 旅館ふじや 世代や国籍を超えた宿泊客に優しい水回りの工事

1351 静岡県 株式会社テクニカ 8080401020549 バイクアクセサリの需要増加に対応する設備投資

1352 静岡県 光たく 高齢のお客様をターゲットとした掘りごたつ席への改装

1353 静岡県 Ｄｅｚｉｒ 店舗看板新設でブランド力アップ

1354 静岡県 英君酒造(株) 3080001011861 ホームページのリニューアルによる販路拡大と経営基盤の強化

1355 静岡県 株式会社たつた 9080101007993 正しく旬な情報をお客様に。WEB上でも心のこもったおもてなし

1356 静岡県 bi*briller 中高年層特有の肌トラブル改善による健康と笑顔の創出

1357 静岡県 ＩＭＵＫ（イムック） 新規メニューをＨＰでＰＲ、お客様の満足度アップ！

1358 静岡県 花の風 “コロナ時代と向き合う”更なる高付加価値に向けた一室の改装

1359 静岡県 KanKans サツマイモスイーツの新商品開発とオリジナルリーフレットの作成

1360 静岡県 ファッションスタイルジューンベリー 学生服事業の認知と新規顧客の獲得

1361 静岡県 アグリモンスタースペシャル 自社ホームページの作成と、視認性向上のための看板設置。

1362 静岡県 永田農園 HP制作と販促強化、直売所の店内環境整備による直販の強化

1363 静岡県 有限会社レッカーランドフクカワ 1080402022195 精肉加工技術を生かした新商品開発と卸先の取引量アップ

1364 静岡県 株式会社イナバ 5080401016566 広域への情報発信による新分野への参入を狙ったホームページ作成

1365 静岡県 A-style株式会社 6080101019629 販売管理システム導入による生産性の飛躍的向上

1366 静岡県 にしおか自動車 持込交換サービスの事業化と新規顧客開拓

1367 静岡県 株式会社オクセム 3080101007859 電気・自動運転車のハーネス部品製造への本格化進出

1368 静岡県 玉穂木材工業株式会社 3080101004393 新事業である可変住宅ＳＥＴＴＥの導入による販路開拓
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1369 静岡県 有限会社　城東工業 3080402018183 ISO認証取得のための塩水噴霧試験機導入による販路開拓

1370 静岡県 有限会社　銘木堂 1080402020307 銘木専用カタログ・ＷＥＢページ制作によるＢｔｏＢ向け販路開拓

1371 静岡県 鳥じん トイレ改装による女性層外国人層獲得事業

1372 静岡県 ６０４ＭＵＳＩＣ 気軽に音楽を楽しめるサイト構築による顧客満足度と信頼性の向上

1373 静岡県 仙河屋中野建築二級建築士事務所 新規顧客開拓と新築住宅工事受注のためのホームページ作成事業

1374 静岡県 富士山高原株式会社 4080001012462 HP開設によるBtoCビジネス展開事業

1375 静岡県 有限会社竹榮亭 9080102002291 大型看板設置による店舗・提供商品のPRと販売促進

1376 静岡県 ディアンク美容室 美容室の強みを活かした襟足脱毛、ひげ脱毛、フェイシャルエステ

1377 静岡県 くぼでらボディメンテナンス株式会社 6080101022252 ホームページ改修によるネット予約相談システムの構築と広報

1378 静岡県 AKIKO 脱毛サービス導入を広くPRし、新規顧客開拓に繋げる事業

1379 静岡県 LOOP合同会社 3080403004224 ホームページ制作で美容脱毛をもっと身近に感じてもらおう！

1380 静岡県 増田設計 オンライン商談時に3次元ＣＡＤを用いた提案営業で販路開拓！

1381 静岡県 株式会社増田工業 5080001014383 ＳＮＳ広告・イメージシートでの非対面営業強化による販路開拓

1382 静岡県 いちごや テイクアウト事業の拡充を可能とする調理体制の構築事業

1383 静岡県 株式会社　アンノット 3080001024087 島田出張所の開設及び島田市周辺地域へのPR活動による販路開拓

1384 静岡県 岡本建工株式会社 3080401022343 住まいの快適化需要に向けたＰＲ強化による新規顧客開拓

1385 静岡県 有限会社山田土建 8080102011921 新設備導入に伴う特殊除草対応化による工事受注件数増加事業

1386 静岡県 Public Bar SMOKE 店舗入り口の導線を改修することにより新規顧客の獲得を目指す

1387 静岡県 有限会社宮島製作所 3080102011752 業務用OA機器用ゴムローラーの受注による新規顧客の開拓

1388 静岡県 しもとがり姿勢整体院 しもとがり姿勢整体院の販路開拓

1389 静岡県 ステップみらい チラシ・ホームページによる個人宅庭木剪定サービス等の販売促進

1390 静岡県 合同会社YOSHINAGA BASE 3080003002289 手作り木製ルアー愛好家向け機械化サービス事業

1391 静岡県 あいのて施術院 設備導入にて新メニュー開発かつ効果的施術にて販路開拓を目指す

1392 静岡県 カーネギー５５ キッチンカーの改造による新型コロナ感染対策と売上向上策

1393 静岡県 望月製缶 スパッタ発生を極少化させた溶接方法による顧客開拓

1394 静岡県 株式会社佐野組 7080101008614 「地元の頼れる建設会社」の小規模工事受注開拓に向けた広報取組

1395 静岡県 株式会社スズキ 6080001013979 家族が巣籠生活を安心快適に過ごすセットリフォームの提案

1396 静岡県 合同会社パラダイブ 6080103002293 看板設置と物置設置による安全な備品預かりによる利用客増加

1397 静岡県 有限会社宮津工務店 5080402021219 「エコ温住宅」開発ＰＲによる新規顧客開拓

1398 静岡県 有限会社山本製作所 1080402021222 ホームページ開設による認知度アップと販路開拓事業

1399 静岡県 スペイン炭火焼BARBARO 瞬間冷却装置を使ったテイクアウト向け商品の開発と販路開拓

1400 静岡県 髪家ひだまり 若中年層に向けたまつ毛育毛等フェイシャルエステサービスの提供

1401 静岡県 ひなた鍼灸・接骨院 体外衝撃波（拡散型）を取り入れた新たな治療サービスの実施

1402 静岡県 有限会社　伸明工業 9080402016396 プラスチック精密加工技術の情報発信による新たな顧客開拓

1403 静岡県 中安行政書士事務所 自動車関係特化型HPによる全国ネット展開にて販路の拡大

1404 静岡県 有限会社守屋水道配管設備 7080402016654 基幹管路耐震化及び長寿命化に対応した上水道管路整備事業参入
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1405 静岡県 いろはや テイクアウト窓口で販路拡大と展示ショーケースで憩いの場を提供

1406 静岡県 特定非営利法人　プロレスで浜松を元気にする会 7080405007361 安心したイベント運営・開催の実施と顧客獲得のための取組み

1407 静岡県 株式会社　納涼亭 5080401010783 テイクアウトサービスの認知拡大等によりコロナ禍でも営業を継続

1408 静岡県 マルセ株式会社 9080401020093 テレワークに対応したゆがみと姿勢の指導による新規顧客開拓

1409 静岡県 有限会社ワカスギ塗装 8080402018815 抗菌内装「消毒＆光触媒コーティング」のご提案

1410 静岡県 ヘアーサロンきんぱ 手書きで制作したチラシを撒き、魅力的なホームページで新規集客

1411 静岡県 飯田興業　有限会社 3080102021231 無人直売所を活用した国内産材木商品の販売による新規顧客の獲得

1412 静岡県 笑顔畑の山ちゃんファーム 自社サイトでのネット通販売上向上・新規卸売先獲得のための取組

1413 静岡県 Dog Salon Luna 自社HPとweb広告でのPRによるペット同伴観光客の取り込み

1414 静岡県 株式会社CTライズ 9080401019945 コロナ禍でのウィルス消毒除菌プラス長期コーティングで販路拡大

1415 静岡県 ゆるり 発酵食品の提供を主体とした新店舗の顧客開拓に向けた情報発信

1416 静岡県 シンエイシステムズ株式会社 3080401019661 サテライトコワーキングスペースの新規顧客獲得PR事業

1417 愛知県 株式会社Only One Earth 2180301027755 渥美半島に健康を届ける『出張型＆固定式の二刀流フィットネス』

1418 愛知県 妙手健体院 来院しやすい店舗環境を整備する整体院の販売促進事業

1419 愛知県 とよねランド トイレ改築による顧客の満足度向上・リピーター確保で売上アップ

1420 愛知県 青木　陽典 オンラインによる美容師育成講習及び美容院経営コンサルタント

1421 愛知県 中野畳店 カラー縁無畳で次世代へ販路開拓

1422 愛知県 喫茶おばら ”手作り弁当で高齢者とつながる”見守りデリバリーで売上拡大！

1423 愛知県 叶技研株式会社 5180001092188 新規導入したCAEの広告宣伝を行い新規顧客の獲得

1424 愛知県 ReAmo 新機器導入により施術数UP・売上UP・満足度UP

1425 愛知県 株式会社COBOO 6180001063634 世界初のトライク用カスタムパーツ販売に向けたWebサイト構築

1426 愛知県 ココロバレ ベビージュエリー販売における販路拡大と業務効率化

1427 愛知県 シオンイングリッシュ 世界に翔けるグローバル人材の育成を目指す地元に根付いた英語塾

1428 愛知県 有限会社サケハウス 1180002092315 家飲み推奨！美味しい銘酒を各家庭で！家飲みをECサイトで応援

1429 愛知県 日比肥料店 ホームページ開設による新規顧客獲得と既存顧客囲い込み事業

1430 愛知県 有限会社ヒッツ 2180002014598 技工技術で地域の歯科診療所がかかりつけ歯科医となる一助を担う

1431 愛知県 日乃屋カレー　一宮店 カウンター席の整備で客席稼働率改善と広告掲載で新規客獲得

1432 愛知県 徳仲株式会社 6180001067107 品質向上と短納期対応で売上アップへ販促(全速)前進！

1433 愛知県 美容室 FIXX HAIR 新メニュー「ヘッドスパ・まつ毛パーマ」でブランド構築

1434 愛知県 竹内陵馬 訪問美容サービスによる新規顧客の獲得・販路開拓

1435 愛知県 Playful mind Playful mindおよびコーチング事業の販路開拓事業

1436 愛知県 エステティックサロンLino ホームケアが１０～１５分で済むようなエステ施術サービスの提供

1437 愛知県 漆　武藤 オリジナル漆器をブランド化させ、販路拡大につなげる取り組み

1438 愛知県 ミカワムセン 後継者が動く！走る！攻める！街の便利な電気屋さんの事業再計画

1439 愛知県 日本トレーサビリティサービス株式会社 5180301020014 国内三次元測定機の利活用から導く、製造業における生産性の向上

1440 愛知県 株式会社オオイシ 9180001045588 【カプセルマシンのレンタルによる集客用玩具の販路開拓】
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1441 愛知県 お食事の店　おぐら アフターコロナに向けてお店発信のホームページの開設

1442 愛知県 有限会社森下建具店 1180302024595 お客様の理想を形に！８尺時代のオーダー収納製造でガッチリ！！

1443 愛知県 クライミングジムソレイユ ボルダリングジムにおけるAIを活用したクライミングムーブ解析

1444 愛知県 株式会社L＆Y 7180001090867 新規顧客獲得！売上UP！40代女性に向けた店舗認知度UP計画

1445 愛知県 株式会社ナデシコ 6180001139095 「女子のキャリア×留学」プログラムを周知するウェブサイト制作

1446 愛知県 株式会社Swell 7180001140688 贈答花をもらう側用　取りまとめシステム「花テック/モア」

1447 愛知県 株式会社　和み人 4180301027522 「眼は口ほどにものを言う」カウンセリング力向上による販路拡大

1448 愛知県 喫茶こくりこ メニュー、店舗内改装で新たな顧客層を集客する事業

1449 愛知県 つるや 学生衣料として地域一番店を目指すための店舗づくり

1450 愛知県 LINKTH 新店舗と新サービス導入をPRし顧客の心を掴め！美容室の挑戦！

1451 愛知県 株式会社ことぶき屋 6180001143840 「HP制作と事業ブランド化による新規顧客獲得への取り組み」

1452 愛知県 ウェルゴッド 親子の笑顔＆地域をつなぐ新メニュー・新サービスで集客力ＵＰ

1453 愛知県 調子自動車 スペースの有効利用による若年層への認知度向上と新車販売強化

1454 愛知県 加藤石材 ホームページを活用した知名度向上と新規顧客開拓に向けた取組

1455 愛知県 エレメントゴルフ 弾道測定器を用いたクラブフィッティングでの売上アップ

1456 愛知県 有限会社　アクニーズ 2180302004563 『キッズ脱毛』や『男性全身脱毛』を行う接骨院の新たな挑戦!!

1457 愛知県 美容室パナシェ 史上最強のヘアエステ導入による顧客満足度アップ大作戦

1458 愛知県 美容室 C’est La Vie 早いうちからエイジングケア！潤いフォトフェイシャルを宣伝！

1459 愛知県 株式会社未来工務店 5180301028791 若年層に住まいづくりのノウハウ動画を配信し需要取り込みを図る

1460 愛知県 株式会社カタオカ 9180001141817 【測定器の導入による品質保証の確立とアナログからの脱却】

1461 愛知県 千代田工業株式会社 6180001000810 ホームページ刷新による自社PRの強化と顧客管理による売上拡大

1462 愛知県 ふかふか屋 最新AI技術の全自動刺繍ミシン導入

1463 愛知県 有限会社　美工ライト工芸 4180002026377 ＨＰ作成による販路拡大と生産性向上

1464 愛知県 コーチング・マーム 自治体や企業、学校など、法人向け専用ホームページの制作

1465 愛知県 あつみカイロプラクティック院 安心感ある、思わず入りたくなるような治療院作りへの挑戦！

1466 愛知県 株式会社　麩屋銀 2180301015891 伝統食品「麩」の新商品「お麩パウダー」開発による販路拡大事業

1467 愛知県 株式会社寿々源 3180001111882 ホームページ刷新による事業周知強化と企業価値向上に向けた事業

1468 愛知県 祖父江製油株式会社 4180003012194 高サイズ・低扁平率タイヤ対応機器導入による新規顧客の獲得

1469 愛知県 大黒屋 ふとん職人が一枚一枚手作りする高反発綿敷布団のＰＲ大作戦

1470 愛知県 山根家 隠れ家キャンプ場の炊事場整備で利用者満足の向上事業

1471 愛知県 株式会社 ばんのベーシック 6180301023057 ミレニアル世代に！広報にしおを活用した当社外構工事のＰＲ事業

1472 愛知県 ラーメン亭　あおい コロナ禍でもコロナ後でも安心して来店できる店づくり

1473 愛知県 石臼挽き香りそば　みつまる インターネット利用による来店客、テイクアウトの売り上げ増大

1474 愛知県 海 スチームコンベクションで料理の幅を広げお客様にアピールする

1475 愛知県 フィールドエスコート 田舎の街道でアピールする喫茶店

1476 愛知県 アッサーナ農園 有機栽培野菜の良さを伝える新米農家の新たな挑戦
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1477 愛知県 株式会社悠建設 9180001121612 「会社の顔」と言われるHPの新規作成によるブランディング事業

1478 愛知県 マーブルキャンディー　コスモ新城 スニーカー洗濯乾燥機の導入で何でも洗えるコインランドリーへ！

1479 愛知県 畳の石橋屋 バリアフリー畳の製造（内製化）と販売の強化による新規顧客獲得

1480 愛知県 Ｔｉｄｙ　Ｈｏｕｓｅ 『ＤＩＹでプチリフォーム・空間づくりプラン』の販路開拓

1481 愛知県 有限会社亜豆馬 3180002040437 テイクアウト商品の開発・フリーペーパーによる販路拡大

1482 愛知県 有限会社リイ・ファーム 3180302027968 ウェブサイト作成でPR強化！直接販売比率を高め利益率UP！

1483 愛知県 Alex工業株式会社 6180001071463 光触媒活性付与アルマイト材料の実用化と販路開拓

1484 愛知県 株式会社TORI 5180001073262 ワーキングマザー向けウェブサイトにリニューアルし販路を拡大

1485 愛知県 株式会社浜幸 2180001093065 お客様がまた、来たくなるための洋式トイレに作り直してお出迎え

1486 愛知県 川村貴浩税理士事務所 オンライン活用による販路開拓

1487 愛知県 有限会社　旭建工 5180002040435 コロナ禍で対面営業に代わる販促チラシの作成で販路開拓を図る

1488 愛知県 さくら有限会社 9180002054919 安心・安全な食材を使った造形パンのテイクアウト販売事業

1489 愛知県 リラクゼーションスパ板敷川別邸 「癒し空間」作りの店舗改装と広報宣伝による販路開拓

1490 愛知県 鳥勝 「素通り」を防げ！往来者の目を引く自店舗の効果的な外壁PR

1491 愛知県 株式会社コーセー社 4180301031417 印刷するなら知識とノウハウのある印刷所で！をＰＲする事業

1492 愛知県 浅野製畳 潜在顧客に対する販路拡大とTATAMIイメージ向上活動

1493 三重県 うまし宿　漁亭　美乃島 アフターコロナに繋ぐ！ビジネス客獲得に向けた館内設備整備事業

1494 三重県 株式会社　GARDENART 8190001013413 ファミリー向けガーデンプラン相談会開催による新規顧客獲得

1495 三重県 pablo ガーデニングのサブスクサービス開始により販路開拓

1496 三重県 革屋マービー 飛躍的な業務効率化による受注量の拡大で、新規顧客獲得を狙え。

1497 三重県 マル信緑香園 製茶業者直営カフェの展開で緑茶の新たな魅力発信と新規顧客獲得

1498 三重県 有限会社西甚パール 5190002011591 地域産業を守れ！希少なマベ真珠の加工・販売を新たに開始！

1499 三重県 ＣＰサロンｃｈｕｒａ－ｋｕ ネット予約・決済システムの充実したHPで、新規顧客拡大

1500 三重県 大紀商店 幻の牡蠣『渡利牡蠣』の全国展開に向けたインターネット販売事業

1501 三重県 行政書士行岡慈展事務所 実地調査業務に用いる測量機材の購入事業。

1502 三重県 ふとんのはしもと 各種縫製技術を活かし販路拡大・売上UPの為の刺繍事業立ち上げ

1503 三重県 たこのすけ 屋外アクティビィティに対応した施設運営による販路開拓

1504 三重県 有限会社　前田農機 4190002015734 駐機場兼展示場整備による国道へ向けた建設機械レンタル事業PR

1505 三重県 佐助屋 釣り堀拡張により密状態を回避し安心・安全な釣りサービスの提供

1506 三重県 橋爪建材株式会社 1190001006927 ホームページリニューアルによる太陽光発電システム事業の拡大

1507 三重県 ヴェヌータベーネ大安店 忙しい女性を癒す美容とリラックスセットメニューの販売促進事業

1508 三重県 合資会社　積木商店 6190003001293 フレコン計量機導入と農産物検査設備導入による肥料等の販路開拓

1509 三重県 Retreat Ohana 屋内外の体験型時空間を拡充し、１日１組のお客様の満足度を向上

1510 三重県 有限会社増田サッシ 1190002024011 立地環境を利用した看板広告宣伝で商圏拡大！利益率向上を図る

1511 三重県 理容　樹 イオンミストを使った新サービス開始で女性の新規顧客獲得！

1512 三重県 mao confortavel プライベートサロンを活用したギャップシニア層へのサービス向上
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1513 三重県 アクロス サーフィン用具販売・修理の再開とサーフィンスクール開始

1514 三重県 丸政海産有限会社 5190002005701 出荷工程における衛生・品質管理の向上による新たな取引先の拡大

1515 三重県 はやぶさ商会 運転代行業のＰＲ強化と携帯アプリケーションを利用した顧客確保

1516 三重県 有限会社マルイチ水産 2190002022047 今注目！冷凍しじみで販路開拓

1517 三重県 オオグチ写真館 七五三のアンティーク衣装の導入による他店との差別化＆集客増

1518 三重県 ヘアドレッシングサロンカシア 目に留まるランディングページを制作し、売上向上を図る。

1519 三重県 マックスカンパニー モーターサイクルリフト導入による業務効率化と販路開拓

1520 三重県 市川商会 最新スキャンツール導入で、多様な車種を取り扱える店舗へ

1521 三重県 株式会社　孝照 1150001012219 強みを活かす！レジリエンス経営でNew海女小屋風カフェを開業

1522 三重県 うな春 こだわりの炭火焼で観光客Get！神宮のあるまち伊勢の鰻専門店

1523 三重県 田中外装 多角化戦略で収益確保・地域活性化を図る事業

1524 三重県 株式会社オーシャン・トラスト 4190001007765 アンティーク着物を気軽に楽しめるレンタルサービスの提供

1525 三重県 株式会社　出口化成 8190001022810 サンプル帳等販促ツールの製作による顧客への訴求力向上と売上増

1526 三重県 里の駅ないぜしぜん村 身体の不自由な方でも安心・安全に楽しめる観光果樹園の環境整備

1527 三重県 CAR REPAIR S.T.S 大型エアーコンプレッサー導入で塗装効率向上による販路拡大事業

1528 三重県 居酒屋　　瓢箪 メニュー開発と店舗改装で家族層の獲得！ファミリー居酒屋へ転換

1529 三重県 Studio RYOKO PHOTO スマホファースト予約機能ＨＰリニューアルでママさん需要の獲得

1530 三重県 株式会社はじめ自動車 7190001025715 大型カーテンで塗装ブース２分化による業務効率化と営業力強化

1531 三重県 ピタワークス 防水リフォーム工事のウェブサイトを駆使した集客事業

1532 三重県 ボディーショップヤマナカ 自動車関連業者の大破に対応！強みを活かした新設備で顧客の獲得

1533 三重県 AC　KUSTOM カーカスタムショップから総合電装修理事業への転換

1534 三重県 Piccolina 売上拡大のための看板リニューアルと駐車場整備事業

1535 三重県 田中精肉店 店舗環境の整備による顧客満足度UPと看板等改修による来店促進

1536 三重県 指勘建具工芸 コロナ禍の旅館を元気に！新サービス「組子のサブスク」

1537 三重県 MikkeProject 新規事業として古民家を活用したコワーキングスペースの開設

1538 三重県 旬菜鮮魚　はんべえ 地元を元気にする大衆居酒屋としてのPR事業

1539 三重県 daisy HP・看板等による情報発信強化で三重県南部から新規顧客獲得

1540 三重県 有限会社みよしや 2190002009845 新酒アケノサクモツの自社ブランド化による販売強化で売上向上

1541 三重県 ひふみ 飲食店が取組む業務効率化とトイレ改修による顧客満足度向上

1542 三重県 KOSHIKARI コロナ対応と将来を見据えたショールーム兼スタジオの整備

1543 三重県 化粧品のすみれ 店内エステサロンスペース改装と新エステメニューによる販路拡大

1544 三重県 羽木石材工業 墓石の彫刻現地彫り機械の導入によりメンテナンス工事の販路拡大

1545 三重県 Love Cues ビリヤード場の快適空間提供による顧客満足度向上計画

1546 三重県 浜江田航電株式会社 8190001010864 工場に静電対策を講じ、新製品・新分野の市場を開拓する事業

1547 三重県 フラウヘン オリジナルジャーキーのＥＣサイトとリーフレットによる販路拡大

1548 三重県 サカモトヤ 事業再編による、顧客サービス充実計画！
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1549 三重県 Beauty salon Coco a Doll インターネットを活用し、男性客獲得＆商品販売の拡大

1550 三重県 りぴぃーと 看板とタペストリーでPR強化、炊飯器導入により新メニュー開発

1551 三重県 T.S.A有限会社 3190002024240 社名が示す「T.S.A」の実現に向け電子制御設備診断機導入

1552 滋賀県 株式会社　地盤探査 5160001013641 表面波探査をＰＲしたホームページ刷新で新規顧客の獲得

1553 滋賀県 株式会社阪口 7160001000844 低感染と新規顧客獲得を目的とした、木製キャンプ道具DIY事業

1554 滋賀県 ペット愛葬　ひまわり 小型動物用火葬炉の導入で販路拡大

1555 滋賀県 福丸工房 新規HPで介護リフォームを中心とした「総合住宅サポート」PR

1556 滋賀県 エフアイエス 非対面に適したセキュリティの高いシステム構築

1557 滋賀県 株式会社サンユー 6160001022352 自社ホームページ新設及び空調設備工事強化による販路拡大

1558 滋賀県 持田瓦店 新規設備導入により下請けからの脱却を行い新規顧客獲得事業

1559 滋賀県 こじま化粧品店 施術サービスの本格的導入とトイレ改修による顧客満足度向上

1560 滋賀県 株式会社　ワタセ 9160001010602 コロナに負けない！99.9％殺菌と睡眠からの免疫力アップ事業

1561 滋賀県 ボデーハウスグリッタ 甲賀市初！！AIカラーシステム導入による軽補修事業の開始

1562 滋賀県 合同会社　滋賀の旅人 2160003001250 新たな広域「安近短な着地型旅行」で、新たな顧客獲得大作戦

1563 滋賀県 ＤｏＤｏ 衣服ブランド参入とオンラインによる販売強化及びブランド発信

1564 滋賀県 MOU CP ホームページ・広報紙の作成とネット予約による新規顧客の獲得

1565 滋賀県 株式会社山口総建 2160001021498 新たにパワーショベルを導入し、工事受注の機会損失を防ぐ

1566 滋賀県 株式会社黒田技研 9160001018851 住宅用蓄電池システム販売による販路開拓

1567 滋賀県 VELLNA 設備導入によるコロナ禍に即した新規サービスの提供

1568 滋賀県 KALPA LAKE SPORTS トイレや手洗いを整備し女性や子供客の獲得を図る

1569 滋賀県 小林工業 小型重機の導入による水回りリフォーム工事の獲得

1570 滋賀県 株式会社ハイフィールド 8160001021583 革新的商品の早期市場浸透と販路拡大に係るＤＭ等広報戦略の実施

1571 滋賀県 LA　BEAUTE マスク生活によるお顔のしわ・たるみを解決することで販路拡大

1572 滋賀県 サポートライフ合同会社 8160003001105 ホームページリニューアルによる集客力の強化事業

1573 滋賀県 養鶏かた岡 コロナ禍における販路開拓事業

1574 滋賀県 フォレストセイバー 木質廃棄物減量推進事業

1575 滋賀県 フィッシャーアーキテクト 未利用魚の販売強化により湖魚売上の増加を図る

1576 滋賀県 株式会社　鍵孝 6160001020835 自社ECサイトの構築とWebサイトリニューアルによる販路拡大

1577 滋賀県 有限会社大彦 7160002002658 新たな客層を掴む、天然無垢材を使用した住宅の宣伝

1578 滋賀県 株式会社セグメンエステート 4160001015036 事業用テナントの管理業務に特化した情報発信強化による収益計画

1579 滋賀県 岡本木材株式会社 5160001011835 市内産小径木間伐材の有効活用事業と販路拡大

1580 滋賀県 カフェ  ハル テラス席新設・オリジナル食パン販売による集客最大化と広告宣伝

1581 滋賀県 川崎株式会社 1160001021722 高品質・迅速対応可能な建設会社の直接受注拡大による売上向上

1582 滋賀県 株式会社 重信工務店 5160001016693 施工事例紹介冊子・規格商品案内リーフレットを活用した販路開拓

1583 滋賀県 旬味伝笑たけし お家で楽しむ仕出しの宣伝および快適なお店づくりで販路拡大

1584 滋賀県 株式会社大津屋 3160001005104 ファミリー皆が楽しめる店づくりで、客単価を向上させる。
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1585 滋賀県 株式会社　オフィス勇貴 8160002002194 抗ウイルス等のコーティング施行と、そのコンサルティング事業

1586 滋賀県 有限会社加藤商店 8160002008010 多種の品質保持剤対応による販路開拓

1587 滋賀県 ぶりすこっぺ 外交販売対応による販路開拓

1588 滋賀県 清水鉄工金物有限会社 2160002011333 水道設備工事の業務拡充と関連工事等の販路開拓

1589 滋賀県 十一屋工務店 公式サイトのバージョンアップによる新規客獲得並びに売上増加

1590 滋賀県 永咲堂 食パンの製造本数増加及び永咲堂ブランドの高級食パン開発

1591 滋賀県 カネショウボディ コンプレッサー導入！　作業回転率アップによる目指せ売上拡大

1592 滋賀県 ＲＥＶＥＲＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ お客様に満足いただける新サービス実施による新規顧客獲得事業

1593 滋賀県 ステータシー株式会社 5160001023277 自社製作による新商品の開発及びPR強化による販路開拓事業

1594 滋賀県 有限会社中村モータース 9160002008414 新規顧客開拓で湖東地域内女性支持率NO.1の車屋さんへ

1595 滋賀県 潤鍼灸院 HP・SNSで情報発信！院内外でも繋がるあなたの鍼灸院

1596 滋賀県 ペットピア真野 ペット納骨供養用“塔婆”の墨書き作業のプリント印刷化

1597 滋賀県 hohabba. 設備刷新で安心して来店いただける美容院を目指す

1598 滋賀県 玉垣芳文堂 本を読んで頭のリハビリ運動して体のリハビリそして元気で長生き

1599 滋賀県 Geo-Design一級建築士事務所株式会社 8160001003565 ホームページ及びネット広告、チラシ作成による販路開拓事業

1600 滋賀県 辻美容室 バリアフリー化による通いやすい店舗づくりと新規顧客の獲得

1601 滋賀県 西沢工務店 ホームページのリニューアルによる新規客獲得並びに売上増加

1602 滋賀県 有限会社フレンドオートサービス 5160002010200 高圧洗浄機の導入により新サービス提供で新規顧客の獲得

1603 滋賀県 土田建材株式会社 2160001010055 個人顧客のニーズにも対応！生産性向上による販路拡大事業

1604 滋賀県 ミモザキッチン合同会社 6160003002006 ミモザキッチンＴａｋｅａｗａｙオープンによる生産体制拡大事業

1605 滋賀県 株式会社杢兵衛造船所 4160001001960 異日常型観光企画開発によるマイクロツーリズム推進

1606 滋賀県 米田建設株式会社 1160001015716 ホームページ刷新による当社魅力の発信で、新規開拓・売上強化

1607 滋賀県 三口と一口半 マンガ好きの居酒屋店主による「マンガ酒場」事業

1608 滋賀県 Ｍ・Ｉ・Ｄ 業界最軽量自動壁紙糊付機の導入による業務効率化事業

1609 滋賀県 ハヤミ自動車鈑金 調色管理測色システム導入で業務効率化と売上拡大事業

1610 滋賀県 cafe fukubako これまで取り逃してきた若年顧客層獲得事業

1611 滋賀県 ふな幸 ホームページで来店客と配達注文を増やし、売上を回復する事業

1612 滋賀県 西村自動車 診断機による“見える化”を促進し、新規顧客と売上を増やす事業

1613 滋賀県 みのる窯 小型高性能焼成窯の導入による顧客ニーズ対応で販売機会創出

1614 滋賀県 鉄工ナカムラ フロンガス機器・小型ねじ切り機導入で受注量アップ

1615 滋賀県 Atelier花空間 ホームページ作成による作業効率UPと新規顧客獲得事業

1616 滋賀県 株式会社　朝比自動車工業所 7160001009720 需要が増えているセニアカーの販売とチラシ作成による販路開拓

1617 滋賀県 有限会社益栄商事 1160002012877 超高齢社会に対応した、家回り・空き地の草抜き、墓掃除の代行

1618 滋賀県 株式会社小山保険サービス 4160001017123 ハッピー小山の挑戦！看板設置による認知とオンライン窓口の導入

1619 滋賀県 株式会社　谷宗 3160001023147 コンバートEVの魅力をWEBとPVで発信し、EV市場を開拓！

1620 滋賀県 さつき整体院 整体・骨盤矯正・瘦身事業の販路開拓による新規顧客の獲得
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1621 滋賀県 丼丸浜風　栗東駅前店 新事業展開のための設備導入で売上UPを目指す

1622 京都府 株式会社　WAIRA TAMBA 3130001055052 地域特性を最大限活用する梅ピューレの口コミＥＣ通販事業の構築

1623 京都府 グリーンハ～モニー 「苺酢の横展開はパイン酢に挑戦」。ネットショップで販路開拓

1624 京都府 U.Bloom合同会社 3130003006755 アウトドアから始めるサウティナブルなマイカトラリー事業

1625 京都府 ほっこりんく 持続可能な仕事！暮らし！自分！推進事業

1626 京都府 アドコート株式会社 8122001000257 「錆でお困りではありませんか。」アドパック広告の実施

1627 京都府 腱引き療法　ひだねや 安心と癒しを感じて頂ける場を提供し、地域貢献できる事業

1628 京都府 ステーキハウスTAKAMI 新しくカレー、ハンバーグ等の冷凍食品の販売事業

1629 京都府 ひろせのさん髪や 女性向けメニューの更なる充実と、新しい技術の習得

1630 京都府 日本天鵞絨工業株式会社 3130001034931 「南丹市ふるさと納税返礼品用小売商品のサンプル開発」

1631 京都府 エステリラクゼーションサロンしずく 女性特有の悩み改善を起点としたお家エステの開業支援新サービス

1632 京都府 松栄屋 モバイルハウスを活用し実店舗から飛び出す新事業による販路拡大

1633 京都府 亀井商店 夫の遺したこだわりの技を活かした、観光客向けの干物食堂の開店

1634 京都府 ニュー丸田荘 コロナの時代をポジティブに生き抜く琴引浜発！絵画宿泊プラン

1635 京都府 せせらぎ農園 直売所の改装

1636 京都府 富士屋 京都和束に根ざした料理体験教室としての情報発信と販売促進

1637 京都府 浜乃屋 顧客ニーズに対応したホームページ更新による販路開拓事業

1638 京都府 こしむら整骨院 オンライン姿勢・関節矯正トレーニング＆チラシ宣伝による売上増

1639 京都府 八光 地域の高齢化へ向けた「中高年層に好まれるお店づくり」

1640 京都府 居酒屋てんてん 丹後の地魚と地酒（限定酒）を活かした客単価・利益率向上の取組

1641 京都府 京丹後BF株式会社 5130001051537 直売所常設・販売網見直しによる売上利益の拡大

1642 京都府 KLASSE 自社オリジナルパーツの製作・塗装の為の作業ブース設置

1643 京都府 株式会社Keigan 4130001058285 製品の「分かりにくさ」を解決するウェブサイトの構築と拡散

1644 京都府 閑清居 自家製石臼引きによる品質向上と販路開拓と原価率の減少

1645 京都府 小野甚味噌醤油醸造株式会社 2130001042654 体験型販売スペースの新設によるアフターコロナに備えた店舗改修

1646 京都府 有限会社畳工房ヨシオカ 6130002032329 《YouTube動画で畳の魅力発信！》情報発信力強化で販路拡

1647 京都府 ＧＬＯＷ 体系的な新規クラファン事業の構築！新商品・新販路で課題解決

1648 京都府 tocco ホームページ・予約システム開設と広告チラシ活用による販路拡大

1649 京都府 美山陽だまりアロマ亭野の花 オンラインアロマスクール開業と１日１組限定の施術で売上アップ

1650 京都府 CASA MIYAMA １日１組限定！日帰りバーベキュー開始による販路開拓

1651 京都府 古都久 SDGｓ：飲食店だからこそできる食品廃棄削減につながる佃煮販

1652 京都府 株式会社静家 3130001035186 自社製造豆乳を使った新ブランドの開発・販路開拓

1653 京都府 上田ニットサプライ 販路拡大のための最新ニットCAD導入・高品質多品種少量生産へ

1654 京都府 宮カフェ オープンテラス新設とテイクアウトメニュー開発による販路拡大！

1655 京都府 ブルーコスモス コロナ禍に対応した店舗改装で顧客満足度UP＆新規顧客獲得

1656 京都府 西川化工　株式会社 9130001030330 当社が持っている新技術のプラスチックフィルター新規開拓事業
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1657 京都府 ホルモン焼肉　円蔵 テイクアウト新サービス開始によるファミリー顧客の取り囲み事業

1658 京都府 みゆき電気 お客様の生活スタイルに寄り添ってケアします！提案型店舗の確立

1659 京都府 居酒屋どっく トイレを和から洋＋新メニューで幅広い年齢層が来店する店舗へ！

1660 京都府 喫茶すいーと カラオケからカフェへの業態変化に伴うテイクアウト事業の開始

1661 京都府 NaNo-s-spot 店舗改装による防音設備向上と対応レッスンなどの拡充、そのPR

1662 京都府 民宿しばた荘 「高齢者に優しい漁師の宿」としてのブランド確立事業

1663 京都府 ＴＡＲＯ ＦｏｕｒＲにセルフ脱毛器の導入による新規販路開拓

1664 京都府 木ノ下整骨院 店舗改装による自費施術顧客集客及び売上アップ

1665 京都府 有限会社竹茂 6130002024821 ファミリー層獲得に向けたメニュー開発とトイレのバリアフリー化

1666 京都府 Ｍａ　Ｌｉｅｕ ケーキ屋の新たなランチメニュー提供による新規顧客獲得事業

1667 大阪府 株式会社パパママカーズ 7120101056344 動画制作によるブランディング力の強化と集客力向上事業

1668 大阪府 株式会社京谷商会 7120101063506 温蔵庫の無償レンタルによる配達サービス提供事業

1669 大阪府 サニー農園株式会社 4120101062898 HP導入とSNS連携による有機野菜の新販路開拓計画

1670 大阪府 エースペイント 質の高い塗装サービスで他社と差別化！ＨＰ開設による販路開拓！

1671 大阪府 ゲキチラ 住宅チラシ×マンガ広告を、テンプレート方式で低価格で提案

1672 大阪府 Chercher WEB完結型のオンライン営業の活用による販路拡大事業

1673 大阪府 株式会社ネク・スタート 5120101053681 商業用ドローンの多方面への活用とメンテナンスサービスの展開

1674 大阪府 ひかり倉庫株式会社 4120101055381 新規顧客開拓！HP充実と物件チラシによる情報発信強化事業

1675 大阪府 株式会社　新 1120901019002 地域密着型不動産広告の用いた摂津市活性化事業

1676 大阪府 前村食品 SDGｓで食品ロスを防ぐ！鳥飼なす入「餃子」「おやき」の開発

1677 大阪府 有限会社ダイゼン産業 3120002081726 利益率の高い直接受注を可能にするHPリニューアル事業

1678 大阪府 magnetic 出張サービスによる対応エリア拡大と通販サイト運営

1679 大阪府 合同会社 びびもこ商店 3120103004123 古墳のまち藤井寺にペット共生型グループホームができるってよ！

1680 大阪府 BARBARA COFFEE オンラインショップ開設による新規顧客獲得、販路拡大

1681 大阪府 ハースデザインズ株式会社 5120101044400 自社サイトリニューアルによるプル型の営業推進施策の確立

1682 大阪府 助太刀屋十八番 英語対応も含めた自社サイトのフルリニューアル

1683 大阪府 カルテット 「温活」「呼吸」「排毒」「循環」健康増進、共感拡げる情報発信

1684 大阪府 Ｇｒａｃｉａｓ． 女性活躍支援のプラットフォームつくり及び新規顧客の開拓

1685 大阪府 株式会社chachaBlanc 7120101055619 「デザインカラーとヘアケア」の強みを活かした販路開拓事業

1686 大阪府 ＨＡＰＰＹ　ＣＡＫＥ　ＪＥＷＥＬＳ ビジュアル撮影とネット広告掲載による非対面ビジネス売上倍増

1687 大阪府 株式会社ＭＡＳＳＥ 4120101053518 スマートフォン用レスポンシブ対応ホームページの作成による集客

1688 大阪府 株式会社奥田源松商店 4120001037612 自社HP制作してアンティークレンガの販売強化に取り組む

1689 大阪府 CHIROPRACTIC GS 経験者だからこその施術！スポーツケアに特化したカイロ販促事業

1690 大阪府 山辺板金工作所 建築板金技術を活かした自社オリジナル商品の開発・販売

1691 大阪府 マサカズホリデザイン 本革へのパウダープリント技法の確立による新商品開発と宣伝強化

1692 大阪府 株式会社エース・クリーンハート 1120101057091 地域密着の強みを活かした新規顧客獲得

47 / 74 ページ ※都道府県名は事業者の所在地



No. 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 第５回締切分採択者一覧

※重要

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

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

1693 兵庫県 マツイ美容院 トータル美容の要望に応えるためのシャンプー台導入事業

1694 兵庫県 ひろせはりきゅう院 美容鍼灸による客単価向上（新規顧客獲得）計画

1695 兵庫県 サンタン Withコロナ時代に求められる抗菌施工サービスの展開

1696 兵庫県 WAVE hair design 強みを活かした車いす送迎カットサービス実施による新規顧客獲得

1697 兵庫県 株式会社ハセック 3140001091823 3次元モデルを活用した新しい建設管理体制の構築事業

1698 兵庫県 ilou 地域に自生するヨモギを原材料にした化粧品づくりと販路開拓。

1699 兵庫県 近畿自動車 飲食店向け「おしゃれなキッチンカー」開発による収益向上事業

1700 兵庫県 餃子屋　福籠 新規顧客獲得につなげる機械設備導入と横断幕によるＰＲ作戦！

1701 兵庫県 ダイシン工業株式会社 8140001046558 ものづくり技術の見える化と営業ツールを活用した販路開拓事業

1702 兵庫県 司法書士・土地家屋調査士あさだ事務所 コロナ禍でのオンライン面談（非対面・非接触相談）業務PR事業

1703 兵庫県 誠光産業 作業効率アップによる解体台数増加と新規顧客の獲得事業

1704 兵庫県 株式会社つたや 5140001056205 新規顧客獲得とウィズコロナ社会の旅行に向けた公式サイトの構築

1705 兵庫県 株式会社北村三界堂 7140001056574 『位牌彫刻機』導入で利益増加・既存商品提案強化・新規顧客獲得

1706 兵庫県 伊古香 新たな客層を取り入れるために設備の導入と販促活動

1707 兵庫県 ヘアースタジオ　クリーム 理美容界の簡易フェイスシールド『デコハリナ』販売促進計画

1708 兵庫県 +ROOMS’ +ROOMS’認知度向上および新規顧客獲得プロモーション

1709 兵庫県 久畑観光有限会社 4140002046164 設備投資（美観向上）による新規顧客の開拓事業

1710 兵庫県 亀正 新たなサービス提供方法の確立による販路開拓計画

1711 兵庫県 株式会社泉翠 9140002046250 地産地消に活かした新サービス開発事業と認知度向上事業

1712 兵庫県 料理民宿長尾屋 思いやり設備で顧客満足度向上による逃したお客カムバック作戦

1713 兵庫県 Nプラニング 除菌洗浄サービスを開始し収益の柱を増やし経営の安定化を図る

1714 兵庫県 Dive Resort T-style 地域初、ダイビングによる疲労軽減で顧客の余暇充実を目指す事業

1715 兵庫県 焼きたてパン　タムタム 非対面型販路拡大計画を実行するための機器導入およびチラシ作成

1716 兵庫県 牧山自動車 エコ車検及びクリーン車検等を訴求し、馴染みがない世代への販促

1717 兵庫県 株式会社善友 7140001086522 空き家所有者と物件後継者を繋ぐ「空き家縁結び」事業

1718 兵庫県 有限会社飛龍建設興業 5140002033021 少子高齢化で悩む地域住民のための草刈り代行サービス

1719 兵庫県 Dog Salon ORION 新店舗立ち上げ及び新たなサービスの拡充に伴う新販路の開拓

1720 兵庫県 Ulala 噛むおやつのブランディング及び広報活動による販路開拓

1721 兵庫県 株式会社藤澤石油店 8140001085333 新規公式ホームページ開設による店舗PR強化

1722 兵庫県 株式会社おゝみや 8140001041666 栄養満点！鹿肉ドッグフード売上拡大で新たな顧客層を開拓

1723 兵庫県 有限会社いわや 4140002046569 改修工事に伴うパンフレット製作と雑誌掲載による顧客獲得事業

1724 兵庫県 株式会社農業ライフ 5140001097141 旬の野菜収穫と素材を生かした調理体験ができる農家カフェの運営

1725 兵庫県 株式会社藤岡組 5140001085393 廃棄物として処理される伐木等を薪として有効活用

1726 兵庫県 めぐみ社会保険労務士事務所 身近で役立つ社労士事務所の認知度向上に向けたホームページ刷新

1727 兵庫県 旅館ふるばやし 当館の魅力発信・地域資源の活用による販路拡大事業

1728 兵庫県 千年一酒造株式会社 4140001085270 20～30代女性をターゲットとした日本酒販売促進事業
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1729 兵庫県 株式会社エジソン 7140001034596 地域密着型に特化したマーケティング

1730 兵庫県 美容室ｉｚｕＭｉ ＨＰと新サービス導入での美容トータルサービスによる顧客開拓

1731 兵庫県 Bistro＆Bar　AUBE テラス新設で3密回避の安心安全なコロナ対策による顧客獲得作戦

1732 兵庫県 ヒーリングアーツあまら スクール事業拡充とブランド力強化による販路開拓

1733 兵庫県 能見建設株式会社 6140001047054 空き家の利活用の啓蒙、開発による地域再開発計画

1734 兵庫県 有限会社吉川商店 4140002061411 一貫体制確立のための木材加工機導入による生産性向上と販路拡大

1735 兵庫県 ＭＩＹＡＺＡＫＩ 看板設置と相談スペースの充実による新たな販路拡大事業

1736 兵庫県 有限会社畑中義和商店 3140002062071 シニアにやさしい、シニアのためのホームページによる販路拡大

1737 兵庫県 株式会社御菓子司あらき 4140001038971 ＨＰ開設、ＥＣサイト構築による幅広い顧客を獲得する販促事業

1738 兵庫県 OKASHILABO KUKULU SNS情報発信！看板設置とHP構築でギルトフリーをあなたへ！

1739 兵庫県 RANA アフターコロナに向けたメニュー看板の設置による販路開拓事業

1740 兵庫県 株式会社テレマン楽器 7140001039083 動画コンテンツ作成で他店との差別化を図る販売促進

1741 兵庫県 Pain de A キャンパー・地域顧客に向けたこだわりパン開発による販路拡大

1742 兵庫県 へアースタジオサカグチ アロマオイルによる、極上の癒しとリラクゼーションの提供事業

1743 兵庫県 雷鳳 お客様のニーズに寄り添った商品開発による売上拡大事業

1744 兵庫県 木村写真館 「ハレの日」ニーズに対応した写真館への改装

1745 兵庫県 BOTTEGA BLUE グルテンフリー菓子拡販に伴う、労働生産性の向上への挑戦

1746 兵庫県 株式会社野元メンテナンスサービス 2140001032935 密を避けた回転数アップのための「稲空外カフェ計画」

1747 兵庫県 イクジウッド株式会社 5140001040927 製材メーカーによる広葉樹オリジナル製品のネット販路拡大

1748 兵庫県 Car Shop Seasons スキー・スノーボード板メンテナンスサービスによる認知度向上

1749 兵庫県 and hair 脱毛のできる美容室である事を訴求して新規顧客獲得を目指す

1750 兵庫県 株式会社おいでな青垣 5140005008029 切り花の鮮度向上による農産物の販売拡大と近隣農家への経済波及

1751 兵庫県 株式会社スカイトラスト 1140001118512 田舎暮らしを希望する顧客への当店の周知による新規顧客の獲得

1752 兵庫県 おへそアワー ペットホテルと犬の保育園で付加価値サービスの提供

1753 兵庫県 有限会社倉橋商店 1140002000322 ホームページを刷新しインスタグラム連動による新規顧客獲得計画

1754 兵庫県 そば処　大名草庵、 真空包装での自家製蕎麦テイクアウト・ネット販売による顧客獲得

1755 兵庫県 Ｃｌｅａｒ 美容サービスの提供及び認知度向上による新規顧客の獲得計画

1756 兵庫県 株式会社エトフ 1140001105353 展示会出展による新規顧客獲得、営業体制の強化事業

1757 兵庫県 有限会社三吉 2140002046397 新規インバウンド取り込みのための英語WEBサイトの作成

1758 兵庫県 有限会社AUTO BODY西詰 3140002052849 看板設置と営業活動による車検売上増加計画

1759 兵庫県 ｈａｉｒ　ｌｉｖｉｎｇ　ｓｕｎｎｙ 「完全予約制プライベートサロン」の周知による新規客獲得

1760 兵庫県 あいす工房らいらっく 自家飼育ジャージーミルクを原料とした食パン発売と販売促進

1761 兵庫県 CAR NORUEL INTERNATIONAL 大型看板設置とプロモーション動画作成による新規顧客獲得事業

1762 兵庫県 T-city crew 生まれ変わったT-city crewへようこそ

1763 兵庫県 かみや民芸店 “麦わら細工体験”による売上アップと販売力強化計画

1764 兵庫県 藤尾工務店 地域密着型、宣伝広告拡大事業
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1765 兵庫県 オフィス　ビー 安心を提供する空間づくりと看板設置による新規顧客獲得

1766 兵庫県 カフェ スリール ヴィ 新規顧客獲得と顧客満足度向上の為のテラス増設と停車場整備事業

1767 兵庫県 有限会社藤花電器 2140002053212 リフォーム・補聴器取り扱い大型看板を設置

1768 兵庫県 岡田トレーディング ホームページ開設による販路拡大事業

1769 兵庫県 株式会社高谷工務店 7140001115058 オンラインによる周知と顧客の囲い込みによる事業拡大

1770 兵庫県 こむらさき醸造有限会社 4140002039440 乾燥野菜ミックス開発によるお客様の健康への貢献と売上増加

1771 兵庫県 廣田自動車有限会社 2140002061990 看板のリニューアル効果による新規顧客獲得で売上向上を目指す

1772 兵庫県 株式会社こうせつ・たなか 9140001075192 食用米のパッケージデザイン一新による販路開拓

1773 兵庫県 鮨居酒屋ながお 地元客が落ち着ける空間作りと看板設置による新規来店客数増加

1774 兵庫県 古民家しろめて １泊１組限定の民宿のサイト制作による収益改善、宿泊客促進事業

1775 兵庫県 かわもと鮮魚店 来店客増加の為の店外と店内の設備リニューアル

1776 兵庫県 株式会社ヒュッテやまなみ 4140001046586 一般顧客受入れ強化事業

1777 兵庫県 株式会社荒木印刷 5140001063309 のぼり設置とショールーム改装による特殊印刷加工の受注増加計画

1778 奈良県 Organic cafe Grün bio 新しい生活様式及びペット連れ顧客への対応による販路開拓事業

1779 奈良県 共栄ネット株式会社　 3150001016829 HACCP導入を目指す中小事業者及び一般消費者への販路開拓

1780 奈良県 株式会社トローベルシューズ 6150001018070 レザーカジュアルブランドの企画・開発・生産と情報発信事業

1781 奈良県 IDONOカフェテラス＆nana ３密回避　全天候型テラス席の増設と改装

1782 奈良県 北嶋製靴工業所 高品質な靴作りを発信するためのオフィシャルHPのリニューアル

1783 奈良県 樋口商店 コロナ禍によって地域で消費する新たな顧客を獲得する広報事業

1784 奈良県 カラオケ喫茶サリー コロナ禍での顧客ニーズに対応するための設備導入事業

1785 奈良県 K　COFFEE コロナ禍での多店舗展開へのチャレンジと24時間販売設備の導入

1786 奈良県 株式会社食遊館 7150001006537 「目を引き・心を掴む」デパート催事販売促進事業

1787 奈良県 株式会社　伸和開発　 5150001017024 環境・防災で住宅業界をリードする先進的環境防災システム事業　

1788 奈良県 堀口縫製 工場作業スペースの拡充による業務用新商品の通信販売体制の構築

1789 奈良県 山本松産業株式会社 5150001006778 オリジナル機能商品の開発と通信販売のブランディング販路開拓

1790 奈良県 山の辺建設 アフターコロナを見据えた住宅等の清掃業務を新事業として展開

1791 奈良県 大和総合学園 「習い控え」を払拭してアフターコロナに躍進する積極的ＰＲ展開

1792 奈良県 岡﨑塗装店　 塗装で効率ＵＰした工作機械で中小製造業の生産サポート事業　

1793 奈良県 Carjapan　 総合的車両サポートを実現し、利益率向上へ向けた機材導入事業　

1794 奈良県 中島建材株式会社 2150001024618 自社ホームページと看板作成に伴う新規顧客獲得数向上事業

1795 奈良県 ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ R.recess　 気軽に入れてエステとコスメを試してお買い求め頂けるサロン　

1796 奈良県 家印　 撮影スタジオの新設に伴うホームページの開設と看板設置　

1797 奈良県 古味金物店 巣ごもり需要を狙え！店頭看板一新して一般顧客の認知度向上事業

1798 奈良県 藤本畳店 畳交換需要を創出！折り込みチラシをきっかけとした販路開拓事業

1799 奈良県 福田椅子店 自社で一貫したオーダーメイド能力更新！D2Cでの椅子製造事業

1800 奈良県 表具師　高梧堂 新しい顧客獲得を目指す創業100年の老舗表具師の挑戦！
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1801 奈良県 ミスズ美容室 HPによるお客様獲得と当店おすすめヘアケア商品のネット販売！

1802 奈良県 有限会社ビクトリー 9150002011096 自動車診断ツール導入によるサービス力向上計画事業

1803 奈良県 carrepairAvancer 溶接機の半自動化、電子制御化での整備工程内製化及び精度向上！

1804 奈良県 堀園芸株式会社 4150001016324 花木の輸出に向けた調整作業能力の拡大事業

1805 奈良県 オートサービストミモト 親しみやすい自動車整備工場に変身！地域のお客様獲得大作戦

1806 奈良県 井藤自動車工業所 地域のニーズである小型車を時短整備！顧客満足度向上事業！

1807 奈良県 大和本陣 本格かつおだしのうどんをご自宅にお届けする事業

1808 奈良県 カルマ　フォレスト　ケア 森と人との共生！企業・寺社仏閣向け特殊伐採による新規販路開　

1809 奈良県 杉浦農園 地域初！蕎麦産地形成による耕作放棄地解消と里山ビジネスの構築

1810 奈良県 内外製薬株式会社 5150001013931 コロナにより変化した消費者ニーズへの販売チャネルの多様化

1811 奈良県 恵古箱 ＨＰリニューアル、セミナー（アーカイブ）映像販売で売上回復

1812 奈良県 DOGSALON　Purishira 泡シャンプー炭酸水でより質の高いドッグサロン

1813 奈良県 食の歓び株式会社 1150001022606 自家焙煎コーヒー商品売上増大のための諸対策

1814 奈良県 有限会社吉住保険コンサルタント 6150002007270 顔を合わせた非対面型オンライン商談の実現による販路拡大事業

1815 奈良県 リラクゼーションサロンu.d.a 地域初上陸！リラクゼーションサロンが取り組む販売促進活動

1816 奈良県 井上衣裳店 井上衣裳店のネットでのマーケティングの開拓と拡大

1817 奈良県 株式会社ナガサワぷらす 2150001010205 「働きやすい環境づくりによる生産性向上で収益獲得！」事業

1818 奈良県 大和観光交通株式会社 9150001007211 景色が流れるワンルーム！バス仕様パンフレットで新規顧客獲得

1819 奈良県 CAF’E　Salt 彩り豊かなランチメニューを！外装と看板で新規顧客の開拓事業　

1820 奈良県 株式会社カキモト 8150001006957 　祝　日本遺産龍田古道　鉄と杉による神聖な空間でおもてなし

1821 奈良県 Kitchin萬治郎 安全安心な空間造り・客席個室化による集客・売上アップ！

1822 奈良県 TOTAL　CAR　SERVICE　N-TECH 福祉事業所への販路開拓！新たな魅力づくり計画

1823 奈良県 彩佳肴　ふくむら 新規顧客獲得とリピート率向上に伴う売上拡大

1824 奈良県 鈴木工業 下請けからの脱却！元請工事獲得による売上拡大プロジェクト

1825 奈良県 株式会社　N-WORLD 1150001023587 会員制サービスの開始！HP・チラシ作成による新規顧客獲得事業

1826 奈良県 和田（裕）左官 「住まいの顔」、外構工事開始による事業拡大プロジェクト

1827 奈良県 クリーンステップ 孤独死の社会問題化、特殊清掃開始による事業拡大プロジェクト

1828 奈良県 花水土香 糖度計導入とパッケージ変更で自家栽培イチゴのブランド力強化

1829 奈良県 株式会社　橋本建設 1150001020147 自社サイトのリニューアルとSNSの体制整備による新規顧客獲

1830 奈良県 株式会社吉村モータース 9150001011378 機会損失を無くすSMSを活用したデジタルDM提案

1831 奈良県 株式会社GOOD LUCK TOURIST 9150001020544 個人の旅をクリエイト！自社ホームページ製作による販路開拓事業

1832 奈良県 伸和建設株式会社 7150001010555 見て楽しい！閲覧時間を延ばすＨＰリニューアルで集客向上

1833 奈良県 田原本整骨院 オンライン姿勢・猫背矯正セルフトレーニングによる売上増

1834 奈良県 有限会社　冨澤自動車鈑金塗装 9150002007953 厳しい業界こそ、技術と経験をＰＲし、顧客獲得を目指す。

1835 奈良県 エクステリア杉浦 １０年続ける嫁のブログをＰＲし、新規顧客の獲得を目指す。

1836 奈良県 株式会社　平野木材 1150001011798 魅力！リノベーションした自宅を活かして顧客獲得を目指す。
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1837 奈良県 株式会社　山本寿司本舗 1150001013588 心と体を労る「おつかれさま弁当」のオンライン販売開始事業

1838 奈良県 良家株式会社 7150001013698 一般住宅販売促進による新規顧客集客、および売上額向上の実現

1839 奈良県 みやこ鍼灸整骨院 運動機能の向上と健康増進のための「体操・運動教室」

1840 奈良県 hair space Le Ciel 新サービス「ヘッドスパ」導入でリラクゼーションの提供

1841 奈良県 K-tec 最新機器搭載車の増加にあわせた新メンテナンス設備の導入

1842 奈良県 Y’noT Works 雨漏り修理の集客をインスタグラムからホームページへ

1843 奈良県 デザイン花心 ＳＰプランナーとしての発信強化とブランディング確立事業

1844 奈良県 ミミマ　ビー 世界で認められたビーズジュエリーの周知による販路開拓事業

1845 奈良県 REAL beautysalon アナタの自信に繋げます！バストアップエステ販路拡大事業

1846 奈良県 ぶらっさむ 安心安全かつノスタルジーな喫茶店で高齢者にくつろぎ空間を提供

1847 奈良県 ヒラタフォトスタジオ プロの撮影テクニック教えます！スタジオで「写真教室」開講！

1848 奈良県 奈良いちご園 　UV-B（紫外線B波）照射機器の導入による経営基盤の強化

1849 奈良県 くにす食堂 テイクアウト拡大と作業効率改善の為の専門のスペース確立事業

1850 奈良県 ナツマヤ デザインギャラリーをもっと身近に！喫茶併設による認知向上事業

1851 奈良県 さくら 新定番！！お好み焼き屋が新たに開発する吉野のお土産事業

1852 奈良県 有限会社　東木材 2150002011169 工場のショールームの設置による新たな個人向け販促の強化

1853 奈良県 南芳園 業界最高水準「緑茶」をそのまま届ける梱包技術の導入と販促事業

1854 奈良県 岡西タイヤ販売株式会社 5150001015820 タイヤ交換とオイル交換のスピードアップによる顧客サービス向上

1855 奈良県 有限会社根来工業 4150002007966 国内サプライチェーン回帰のための非対面ライン作業効率化事業

1856 奈良県 徳永瓦店 瓦職人として伝統瓦文化を守り新たな拠点からの新規顧客獲得事業

1857 奈良県 吉谷木工所 ＥＣサイト構築とブランド力強化による新たな販路拡大事業　

1858 奈良県 角甚 老舗旅館の新たな挑戦！業務多角化に向けた収益構造の確立

1859 奈良県 天川アロマ杣 自社抽出による高付加価値アロマ商品の開発と新サービスの提供

1860 奈良県 NICO Labo. 大和当帰などハーブで健康に！新商品提供に向けた体制構築

1861 奈良県 peaceful people　 動画を活用したオンライン戦略による認知拡大および販売促進事業

1862 奈良県 福井商店 「新規Webサイトの開設」と「販促ツールによる新規顧客獲得」

1863 和歌山県 立華ファクトリー 下請から脱却の為の新カタログによるダイレクトメール販売事業

1864 和歌山県 トーシサービス 電動油圧プレス機導入による売上増加計画

1865 和歌山県 ｆｉｃｏ 機械導入でサービス提供と売上を向上させる事業

1866 和歌山県 HYGGE イベント映像プランニング事業

1867 和歌山県 至誠塾 自社ホームページ作成とイベント実施による隣接都市へのPR事業

1868 和歌山県 テクノプロ 設備導入による工程見直しで低価格修理を実現します

1869 和歌山県 弁天丸 遊漁船業新規参入による販路開拓事業

1870 和歌山県 中山農園 ホームページリニューアルとEC化による利便性向上を図る

1871 和歌山県 アスカホールディングス株式会社 1170001014221 法面勾配指示器の更なる軽量化と販路開拓（BtoC）計画

1872 和歌山県 株式会社イクス産業 8170001014074 商品のニーズ拡大に対応する量産と利益確保の工場整備
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1873 和歌山県 株式会社蒲田辰商店 9170001015542 HP作成により新規顧客獲得とES(従業員満足度)向上を目指す

1874 和歌山県 龍神は～と 龍神ギフトセット開発事業

1875 和歌山県 有限会社　雲水 3170002010399 新メイン新商品アピールの為の特設陳列棚作りと販売強化

1876 和歌山県 Ｓｅａｂｅｌｌｅ 店舗型エステ開業による地元生活関連サービスの向上

1877 和歌山県 堀忠酒店 「阿波勝浦　すだち　うめ酒」の商品化及び新規顧客獲得事業

1878 和歌山県 有限会社　カネイワ醤油本店 5170002007468 ホームページのリニューアルによる伝統商品・技術ＰＲ作戦

1879 和歌山県 こばやし設備 商談スペース設置による顧客満足度向上及び新規顧客の獲得

1880 和歌山県 司郎店 紙媒体とITの相互活用による新規顧客獲得事業

1881 和歌山県 WAVE 予防美容サービスの認知度向上の為の販売促進

1882 和歌山県 白陽舎 空調設備を導入し布団等の大型物クリーニング預かりサービス開始

1883 和歌山県 有限会社梅田自動車 2170002009566 旧事務所をキッズルーム化！親子連れ客の誘導作戦！

1884 和歌山県 トータルリペアショップ　カーズ ＡＩカラーシステム導入による生産性向上で売上拡大！

1885 和歌山県 株式会社誠和 5120001218244 光触媒コーティング施工事業による販路開拓

1886 和歌山県 桃山オートセンター 「安心・安全・見える化」の自動車整備で販路開拓事業

1887 和歌山県 宝紀工房 即日完成出張ハサミ研ぎによる顧客満足度アップ事業

1888 和歌山県 SOOOP 情報発信企業「SOOOP」の事業周知と顧客拡大への取り組み

1889 和歌山県 Sampark 広報活動の強化による集客増加とゲストハウス用設備装置等の改善

1890 和歌山県 アトリエ秘境 キャンプスペースの新設と民泊の長期滞在客誘致

1891 和歌山県 居酒屋　卯八 若い世代と外国人の来店にむけたリニューアル計画

1892 和歌山県 タントクワント 新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

1893 和歌山県 洋食ひかり 新メニューの開発とテイクアウト販売強化による販路開拓事業

1894 和歌山県 有限会社紀南水産 6170002011452 工場の衛生管理体制の整備による新規販路開拓

1895 和歌山県 運通堂株式会社 1170001013693 屋外BBQ場の整備と夕食プラン提供開始による新規顧客の獲得

1896 和歌山県 株式会社岩谷 6170001012039 出産内祝い向け商品の開発

1897 和歌山県 弓場測量不動産登記調査事務所 ワンマントータルステーションを導入して測量スピードアップ事業

1898 和歌山県 インテリア装栄 デザイン性の高い高級輸入壁紙の施工販売

1899 和歌山県 株式会社東雲 3170001009764 リキッドフリーザー導入で安全・安心な美味しい取組み

1900 和歌山県 有限会社　下津建装 8170002006731 2本立て事業の力点強調パンフレット作成配布による新規顧客獲得

1901 鳥取県 有限会社谷口電機商会 6270002009494 新ガスに対応した出張修理サービスの強化による販路開拓事業

1902 鳥取県 有限会社倉光建材店 9270002009459 来店促進による建材販売を通したリフォーム工事の直受獲得事業

1903 鳥取県 株式会社フジックス 6270001005437 デザイナーズ注文住宅への参入による新規顧客獲得、売上高拡大

1904 鳥取県 佐伯建築 顧客との接点強化による新規顧客増加計画

1905 鳥取県 おしゃれハウスやよい 快適な施術時間の提供と店舗イメージ刷新による顧客開拓

1906 鳥取県 諏訪酒造株式会社 6270001007557 特産果実のセミドライフルーツ化と販路開拓　

1907 鳥取県 特定非営利活動法人岩美あくてぃぶカンパニー 6270005001003 教育旅行の新規顧客獲得・リピート率向上による安定した収益確

1908 鳥取県 大栄農産 既存の商流を活かしたエンドユーザー向けの認知度強化事業
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1909 鳥取県 株式会社田中設備建設 2270001007024 地域密着エリア拡大と生産性向上による新規顧客の獲得計画

1910 鳥取県 有限会社家電のきのした 8270002002539 提案営業及び自社サービス内容周知体制の構築による受注ロス解消

1911 鳥取県 MFS株式会社 8270001004841 近隣高齢者層の受入体制整備と当店サービス周知による顧客獲得

1912 鳥取県 有限会社　安井オートサービス 2270002004409 降雪地域向け新サービスのＰＲによる新規顧客獲得・売上拡大計画

1913 鳥取県 ヘアサロンタカミ “美・健康・癒し”サービスのPRによる商圏拡大事業

1914 鳥取県 村上建具店 強みの訴求による販促力・受注力の強化及び売上・利益の維持拡大

1915 鳥取県 ０１４いちご 生産工程の改善による取引・売上の拡大及び収益力の向上

1916 鳥取県 little hair salon Boks 頭皮・ヘアケアサービス充実による顧客満足度と客単価のアップ

1917 鳥取県 カーショップＴ－ＳＴＹＬＥ 自動車修理の強化に向けた設備導入による作業効率と利益アップ

1918 鳥取県 ＴＯＭＯＮＡＲＩ株式会社 9270001007356 新たな収益事業である貿易事業の販路開拓に向けた商談会への出展

1919 鳥取県 害虫駆除ふくだサービス コロナ禍需要に向けた抗菌事業新規参入による販路開拓

1920 鳥取県 鳥取因幡焼 企業ブランディングによるロゴ作成とオンラインショップの強化

1921 島根県 有限会社マルヤス 9280002006026 自社加工の酒粕の検査体制の強化を図り、県外販路の拡大を目指す

1922 島根県 株式会社　カネク島根工場 6280001005163 閑散期を活用した葉ワサビ新製品販路開拓事業

1923 島根県 山中工務店 コンテナ種苗生産体制整備による販売促進事業

1924 島根県 安食美容室 リニューアルを機に情報発信強化を図る新規顧客の獲得事業

1925 島根県 有限会社 中村自動車整備工場 7280002009682 「整備ラインのボトルネック解消による整備・修理台数の増加」

1926 島根県 株式会社 大和興産 3280002009579 杭打ち・位置出し機械の導入による生産性向上と民間工事受注増加

1927 島根県 株式会社OKU-Reno. 4280001007475 魅力的で有益な情報発信に伴う需要喚起による顧客開拓と販路拡大

1928 島根県 有限会社サトーガス圧接 8280002006299 溶接ニーズ獲得による受注拡大・新規取引先開拓事業

1929 島根県 有限会社川上建設 7280002002638 業務効率向上によるリフォーム受注拡大事業

1930 島根県 島屋クリーニング 店舗改修による大口受注の獲得事業

1931 島根県 田んぼで金魚 高付加価値金魚（国産系統・大型）の量的生産拡大による販路開拓

1932 島根県 舟木木工所 日本伝統工芸技術を活かしたギフト用新商品の全国・海外展開事業

1933 島根県 山陰中央新報久村販売所 集合写真の印刷内製化とセルフ印刷サービスによる販路開拓事業

1934 島根県 藤井醬油店 ポン酢をきっかけとした出雲の味の認知度向上による販路拡大事業

1935 島根県 株式会社アガート 2280001007816 地元産いちごを使ったアイスクリーム等の試作品開発事業

1936 島根県 合同会社T.S.P 3280003001171 ラッピングキッチンカーによる認知度向上と新規顧客開拓事業

1937 島根県 BPオートサービス トータルカーリペアショップ周知のための看板設置事業！

1938 島根県 株式会社なつかしの森 1280001007288 自家製アイスクリームの販路の開拓

1939 島根県 藤間農園 ECシステム導入による個人市場開拓及び販売地域拡大事業

1940 島根県 合同会社MAMMA MIA IZUMO 2280003001395 出雲の地での会社の存在や商品の認知度向上の訴求取組強化事業

1941 島根県 喫茶　K 高齢者が安心してくつろぐ事ができる店舗づくり

1942 島根県 株式会社　才木建設 6280002009551 当社の強みを生かした営業活動と商品で売上アップ

1943 島根県 CRYSTAL　Wax＆Nail 提供メニュー追加によるワンストップサービス強化とそのPR事業

1944 島根県 有限会社日高林産 5280002009619 端材や規格外製品をDIY材料に活用。材料販売等による販路開拓
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1945 島根県 ivi cafe 羊の毛と畑で採れた綿から糸を紡ぎ手織物へ、カフェの新たな挑戦

1946 島根県 hand AKO 40代以降の女性をターゲットとした販路拡大

1947 島根県 吉岡醤油有限会社 3280002009389 購入履歴を分析し、お客様のニーズあった商品を提供する事業

1948 島根県 訪問美容　風 寝たきりの方へのヘアカットを始めて、売上を拡大する事業

1949 島根県 鬼蕎麦 奥出雲産そば粉・二八蕎麦セットのネット販売による販路拡大事業

1950 島根県 有限会社田渕電器 1280002010638 水道修理部門展開による新規販路開拓事業

1951 島根県 簸上清酒合名会社 2280003000554 魅力的かつ効果的な情報発信による新規顧客開拓と販路拡大

1952 島根県 株式会社吉岡製菓 8280001006647 機能性表示食品である新商品開発と新ターゲットへの販路開拓事業

1953 島根県 有限会社　山本粉炭工業 4280002010734 粉炭を燃料とした農業ハウス用ボイラー開発による販路拡大事業

1954 島根県 有限会社アグリおき 9280002011042 自社サイト・オンラインショップの開設による販路開拓事業

1955 島根県 京見屋分店 人の流れと交流を生み出す店舗外イベントスペースの整備事業

1956 島根県 賀松園横田店 高齢者顧客に優しい会席環境の整備による販路拡大事業

1957 島根県 株式会社KENSO 8280002010524 会社一新。ＨＰ制作による販路開拓事業

1958 島根県 株式会社飯塚造園 7280001007720 特殊伐採受注拡大のための設備導入による販路開拓事業

1959 島根県 安原蒲鉾店 新商品開発による「道の駅ごいせ仁摩」の販路開拓事業

1960 岡山県 株式会社笏本縫製 8260001021202 PR動画作成によるECサイトでのオリジナル商品の販路開拓

1961 岡山県 さんようみねるば 赤磐産を浸透させる優しいイメージのパッケージデザインの開発

1962 岡山県 有限会社瀬戸の華 5260002031368 バーベキュー各種プランを新規ホームページで周知し売上拡大

1963 岡山県 株式会社富山組 3260001004789 新サービスの顧客獲得を目的とした提案型HP開設による販路開拓

1964 岡山県 有限会社中村水道 9260002007257 HPを作成し営業ツールとして活用し、民間の顧客の獲得を図る

1965 岡山県 株式会社ワークス備前 9260001028675 看板製作とチラシ作成による営業力強化で売上アップへの挑戦

1966 岡山県 iori products 「カタログ製作による広報販促活動」

1967 岡山県 大藤建設株式会社 1260001003974 民間元請契約の促進とウィズコロナ時代の対応による企業価値創造

1968 岡山県 小寺石油株式会社 9260001022785 営業課題解決と油外サービス拡充による収益力向上への取組み

1969 岡山県 有限会社毎日 6260002011352 乳製品売上アップ大作戦！個人宅配から企業の従業員向け配達へ！

1970 岡山県 株式会社落酒造場 3260001022931 若き杜氏の挑戦！江戸時代の酒造法による日本酒の新ブランド推進

1971 岡山県 参伍捌 都市型ハイブリッド林業の展開と単発業務からの脱却

1972 岡山県 川相商店 創業１００年八百屋の挑戦！クレープ店の新規オープンと顧客開拓

1973 岡山県 岸板金メカニック 低重心・低燃費モデルのセダン型車輛整備を「短納期」で実施

1974 岡山県 有限会社サンサンビ 3260002010877 コロナに勝つ！農業分野への参入と新規顧客獲得事業の実施

1975 岡山県 まるかつ うなぎ料理専門店ブランディングと利用機会提案による顧客獲得

1976 岡山県 ひじり庵 テラス席とホームページ開設で安心で美味しい和蕎麦店をアピール

1977 岡山県 マキノガラス 月田地域を中心に地元消費者からの直接受注獲得のための広告宣伝

1978 岡山県 株式会社ココピア 4260001028036 ブランド価値を高め販路開拓を行うための自社ホームページの作成

1979 岡山県 子育て応援はぐはぐ 食・音楽・体育カリキュラムを強みにした小規模保育園の展開

1980 岡山県 食工房ぶどうの木舎 フレンチシェフが手掛けるオリジナルトマトソースの販路開拓
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1981 岡山県 顔筋リフトアップサロンnumber4 顔筋リフトアップを全国誌等の広告により知名度アップで売上拡大

1982 岡山県 株式会社エス・ビー・エスコーポレーション 5260001008086 解体・足場・型枠業者向けの引合い獲得型サイトへのリニューアル

1983 岡山県 星尾豆富店 大豆自動浸水装置導入による業務効率化と移動販売の強化

1984 岡山県 Link Flower より多くの商品展開とSNSの活用、ショップサイトで販路拡大

1985 岡山県 株式会社　吉備の里 4260001015868 非破壊糖度計の導入による品質保証商品での売上拡大事業

1986 岡山県 有限会社小林石油店 7260002031738 石油類の事業所向配達販売によるビジネス拡大を狙った販促強化

1987 岡山県 カードクター・ダット エーミング作業の新基準に対応した新規顧客獲得事業

1988 岡山県 金剛塗装 塗装のオーダーメイド対応サービスの認知度向上で新規顧客開拓

1989 岡山県 Loccomica 焼菓子の生産強化でコロナ禍ニーズに対応した焼菓子の販売を促進

1990 岡山県 有限会社森岡林業 8260002027594 原木椎茸のブランディングと周知強化による販路開拓事業

1991 岡山県 有限会社イマダ 1260002030324 新規顧客満足度の向上のためのWEBサイト作成による販路開拓

1992 岡山県 有限会社小谷運送 6260002031326 ホームページ・パンフレットを活用した販路開拓

1993 岡山県 Glass　Studio　TooS コロナ禍において継続的な売上確保に向けた新たなチャレンジ

1994 岡山県 有限会社赤木薫畳工業所 3260002023425 現代住宅に適した和風空間を創造する極薄畳の販路開拓事業

1995 岡山県 三ノ上　浩史 ブランド戦略事業、オンライン販売事業

1996 岡山県 株式会社松本工務店 9260001021449 オンライン営業体制の構築による民間工事の受注拡大・売上向上

1997 岡山県 村上動物病院 畜産・酪農家を支える採卵業務の開始と周知事業

1998 岡山県 オぷスト 動画を活用したWEBサイトの構築による新規顧客獲得

1999 岡山県 grandir 高齢者の髪にストレスを与えない美容室をPRして売上アップ

2000 岡山県 株式会社峠農林 6260001033331 オーダーメイドの原色薪で顧客満足度・集客力向上

2001 岡山県 ペンション モッキングバード ペットマッサージの開始による新規顧客獲得

2002 岡山県 水椛 オードブル・弁当の宅配サービス開始と事業所周知による販路開拓

2003 岡山県 いしい理容院 送迎サービス開始で既存客の来店回復と高齢女性客獲得で売上ＵＰ

2004 岡山県 有限会社西山工務店 9260002030622 地域の一般顧客を獲得するための情報発信

2005 岡山県 TS創造 「利平栗」の販期拡大、販路開拓と生産強化、利益率向上計画

2006 岡山県 えびす屋 耕作放棄地、農地の草刈りサービス提案による新規受注獲得計画

2007 岡山県 木南土建株式会社 8260001020749 草刈業進出による民間部門受注拡大計画と地域課題解決事業

2008 岡山県 株式会社アイティエス 4260001032839 自社ホームページ、パンフレット作成による新規顧客開拓事業

2009 岡山県 株式会社メタルディー 3260001031585 ホームページを活用したオンライン営業体制の構築による売上向上

2010 岡山県 らくだや 着物着用促進のための着物コーディネート提案

2011 岡山県 あたらし屋 建築コンサル事業の情報発信による販路開拓事業

2012 岡山県 合同会社まやかみ農園 2260003001777 長寿祝い向けの「賀寿漬け」ギフトセットによる販路開拓事業

2013 岡山県 ライフモア株式会社 1260001026199 自社開発の新商品及び既存商品を全国的にPRし新規開拓を図る。

2014 岡山県 トータルカーショップエス 設備導入での専門性・サービス拡張による新規受注獲得への取組

2015 岡山県 有限会社一徳鋼業 3260002015736 小規模工場内の天井クレーン設置業務のニーズ対応

2016 岡山県 株式会社岡山チャイルド社 8260001001229 選ばれる園づくりへのお手伝い
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2017 岡山県 家元畳店 地元ケーブルテレビでのＣＭ放映による需要喚起事業

2018 岡山県 ココペリ 電気オーブン導入によるハード系パン生産体制強化及び集客力強化

2019 岡山県 古民家わんだブル 気軽に利用できるプライベートドッグラン併設飲食店舗のＰＲ事業

2020 岡山県 有限会社河野酢味噌製造工場 4260002033662 「赤酢」商品の海外展開に向けた販売促進および市場調査事業

2021 岡山県 有限会社エーペックフーズ日生 3260002031618 お客さまと従業員の安全を確保する新店舗兼工場の稼働

2022 岡山県 お山のおうちえん 新規開校した「小学部」の広報戦略強化による収益安定化事業

2023 岡山県 有限会社ボディーショップ森脇 2260002033722 お急ぎニーズに合わせた新サービスの開始と販促活動の展開

2024 岡山県 きもの屋　ＭＩＹＡＢＩ．ｎｅｔ WEB広告による認知度アップと顧客の創造

2025 岡山県 株式会社エイワ・ライジング 4010401004330 HPリニューアルにより稼ぐ力の強化と新たなる販路開拓への取組

2026 岡山県 クレバーテック 調色コンピューターを導入による生産効率の向上

2027 広島県 CORORO 地元の食材を生かした洋食店及び総菜のテイクアウト事業

2028 広島県 インスペクト(株) 8240001028835 「丁寧」「安心」「迅速」の車検をPRで、販路開拓

2029 広島県 (有)戸田歯研 7240002037992 当社の強みを訴求する歯科医院向けの販路開拓ホームページ開設

2030 広島県 合同技研株式会社 3240001028591 適切なホームページの改修、整備による商品力の遡及

2031 広島県 美肌工房ますたに 顧客増加のための看板リニューアルおよび折込チラシ配布

2032 広島県 美容室まじょ 「デジタルパーマ機」導入による“ときめく”新サービスの提供

2033 広島県 株式会社　安芸美容商事 7240001045393 ヘアケア商品デリバリー事業化と看板設置やチラシによる販路開拓

2034 広島県 コルビジェ 利益を確保し店を継続するための新店舗移転計画

2035 広島県 有限会社　TAIKA 8240002046506 建設、健康医療部門のホームページ作成

2036 広島県 センシン建設 新型測量機及び端末導入による１人で測量ができる体制の実現

2037 広島県 ハナフサ工業 鉄骨加工による作業幅拡大及び受注数の増加事業

2038 広島県 青木印刷株式会社 6240001027590 デジタル対応印刷の受注体制および設備導入による顧客満足度向上

2039 広島県 盛川酒造㈱ 2240001026943 顧客管理ソフト導入による効果的なアプローチによる直販体制強化

2040 広島県 有限会社木曽サイクル 3240002050446 子育て世代集客拡大兼応援事業

2041 広島県 マスコ美容室 セットチェア・デジタルパーマ・スチーマー導入による売上アップ

2042 広島県 道草食堂はらっぱ 厨房設備の充実・情宣の整備により、新規客の獲得と回転率アップ

2043 広島県 株式会社エース 1240001055621 地域で効果的に認知度を上げ、新規顧客獲得を図る大型看板の設置

2044 広島県 空口ママのみるく工房 湯来の緑と整った景観で美味しい寛ぎを提供し集客アップに繋げる

2045 広島県 田中そろばん教室 伝統的なそろばん塾と英語教室をミックスし、業態リニューアル

2046 広島県 有限会社中野水産 9240002034765 牡蠣むき身選別機の導入による大粒美浄生牡蠣のブランド化

2047 広島県 有限会社　宮田葬祭 8240002018579 ご遺族の想いを大切にする老舗葬祭店が提案する、小規模葬のＰＲ

2048 広島県 小出来鈩製作所 ユンボ導入による地域住民の生活環境整備事業

2049 広島県 こころ粋株式会社 1240001036118 卸売業の客単価向上およびECサイトとの連動による販売強化

2050 広島県 ユキノ 快適な施術環境の提供と営業ツール作成により売上高増加を図る

2051 広島県 河村センイ株式会社 3240001033600 薄物縫い専用ミシンの導入による売上拡大

2052 広島県 野々内あんざん・そろばんスクール 事務作業のDX化による講師の負荷軽減による生産性の向上
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2053 広島県 美谷ファーム 店頭陳列商品の多品種化と陳列数を増やし販売額の増加を図る

2054 広島県 マル秀水産 ヒオウギ貝の養殖による，新たな売上の確保と新規顧客の開拓

2055 広島県 有限会社ライフパートナーおおまわり 6240002049262 葬儀時即日返礼品の展開強化と生活～終活・遺品整理へのお手伝い

2056 広島県 株式会社水羽荘 6240001052762 ホームページ開設よる新たな客層の集客と販路拡大

2057 広島県 株式会社YMTM 8240001053379 広島発！理容院が行う髭脱毛サービス

2058 広島県 クラステック株式会社 4240001054645 「コンセプト賃貸」プロデュースでリノベーション事業の拡大

2059 広島県 株式会社　三和 9240002054391 当社の強みをホームページでＰＲ！商圏拡大と新規顧客獲得事業

2060 広島県 スナック喫茶シャロン トイレの洋式化とリーフレットの配布

2061 広島県 HSCI 地元企業にあやかる宣伝戦略～コミュニティ確立の足掛かり～

2062 広島県 有限会社小又工務店 7240002031013 新規顧客を獲得するためのチラシ配布と看板設置

2063 広島県 有限会社平本自動車工業 5240002031155 安定受注に向けた設備の充実化

2064 広島県 いぬ・ねこの暮らし方教室Sunny. プレイルーム増設とオンライン相談サービス導入による販路開拓

2065 広島県 株式会社高垣瓦工業所 6240001038844 ネット時代の購買行動に対応したリフォーム工事受注体制の構築

2066 広島県 司法書士　東田事務所 新規顧客開拓と生産性向上のためのホームページ活用事業

2067 広島県 有限会社宇丹工務所 3240002030919 民間工事の獲得強化のための情報発信の取組

2068 広島県 株式会社キャンピングカー広島 9240001024750 看板設置による自社キャンピングカーの販路拡大計画

2069 広島県 有限会社坂田自動車販売 6240002031022 「Carvalue」ホームページの強化で販路開拓

2070 広島県 竜栄組株式会社 8240001057207 新事業・エクステリアリフォーム工事業の情報発信による顧客獲得

2071 広島県 すみおファーム 真空脱気シーラーを導入し米の少量パック販売を強化

2072 広島県 アコルト 製造販売拡大の為のパイローラー機等の導入と積極的な広報活動

2073 広島県 株式会社　竹内建設 4240001039118 HPリニューアルによる時代に沿った情報発信力強化事業

2074 広島県 株式会社Ami 3240001057764 インターネットを活用したセルフプロデュースと情報発信の強化

2075 広島県 お好み焼・ん 営業集客力向上による経営力強化のための事業基盤整備事業

2076 広島県 有限会社　金子石材店 2240002047930 顧客ニーズに対応した当社の強みを見える化したホームページ構築

2077 広島県 マルコ水産有限会社 1240002038526 「生海苔」の商品化による販路開拓事業

2078 広島県 村上餌虫店 EC導入による牡蠣・鮮魚の販売チャネルおよび売上の維持拡大

2079 広島県 株式会社ｙａｍａｋｉｄｏ 7240001048917 ナンバーだけで査定できるクルマ屋さん

2080 広島県 ＰＲＯ－ＳＴＥＣ 理美容機器の修理・メンテナンスを開始し売上を拡大させる

2081 広島県 有限会社　シーピー・ペペ　 3240002033087 デトックスティー販売ウェブサイト作成による販路拡大

2082 広島県 株式会社ヴィレッジホーム光末 6240001035346 品質情報の見える化による自社生産米のブランド力向上

2083 広島県 株式会社ヤマテツRising 6240001054981 ホームページを有効利用した非接触型接客により受注アップ

2084 広島県 hair garden 髪のお悩み解決にコミットするエイジングケアサービスで差別化

2085 広島県 神辺不動産株式会社 2240001029467 お客様とオーナー様を獲得するためのホームページ制作

2086 広島県 株式会社一文字屋 2240001046900 厨房改装によるテイクアウト事業の体制確立と店舗知名度の向上

2087 広島県 株式会社グランダクト 7240001051929 インターネット広告を活用した非対面での集客モデル構築

2088 山口県 小川米穀店 精米機導入によるお米の品質向上を図り、巣ごもり需要を取り込む
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2089 山口県 有限会社山田仏壇店 5250002011750 地域になくてはならない会館づくりへ～バリアフリー化の推進～

2090 山口県 共和林業株式会社 9250001006616 新規顧客の獲得に向けたホームページ作成

2091 山口県 美祢整骨院 新たな治療機器の導入による満足度向上と新規患者開拓事業

2092 山口県 アトリエ・グランディール 誘客看板と地域情報誌広告で事業を周知して効果的な販売促進

2093 山口県 有限会社　川輝建設 7250002020460 工務店の、新規顧客獲得のための対外的与信・差別化事業

2094 山口県 ヘアステーション・ドイ ホームページ開設による新規顧客獲得事業

2095 山口県 有限会社田中海産 7250002020411 HPとショッピングシステムの刷新による顧客開拓と販売促進

2096 山口県 有限会社小室屋 3250002013666 飲食業売上減少を補完する加工品製造販売による売上拡大事業

2097 山口県 瀬戸内タカノスファーム はちみつ屋の業務効率化による生産性向上

2098 徳島県 小松設計 BIMソフト導入による能力向上計画

2099 徳島県 エスシーエフエフジャパン 女性ニーズの為の新ブランドサーフボードの立ち上げと全国展開

2100 徳島県 有限会社アクト 3480002009955 型枠施工・鉄筋加工一括請負参入によるコスト削減・収益向上事業

2101 徳島県 壱　THE  HOSTEL ホームページでの予約決済機能によるフロントレス化推進事業

2102 徳島県 meat工房　肉光 精肉店のギフト販売強化支援によるコロナ禍での売上向上作戦

2103 徳島県 株式会社　Octo 9480001009414 ベビー用品事業生産体制強化によるビジネスモデル変革への取組み

2104 徳島県 Naish Curry American テイクアウトメニューの多様化を図るための新規設備導入及びＰＲ

2105 徳島県 有限会社スペースオーシャン 2480002014015 顧客満足度向上による集客力強化、及び災害救助市場への販路開拓

2106 徳島県 株式会社鐵建組 6480001009466 超音波探傷器導入による新規開拓事業

2107 徳島県 マイウエイ　有限会社 2480002013644 フランス料理のオーナーシェフが作る自慢のドレッシング開発事業

2108 徳島県 株式会社黄金の村 7480001008574 新たな販促用チラシ・カタログを作成しイベント時配布で販路開拓

2109 徳島県 株式会社いろどり 2480001003357 森を守る「木の布」の新たな需要拡大と顧客の確保

2110 徳島県 百々ボディー 最新スキャンツール導入によるさらなる整備車両の拡充

2111 徳島県 やきにく勝利 焼肉専門店の長所を生かしたテイクアウト販売参画事業

2112 徳島県 有限会社西村自動車 5480002015737 ほめちぎる車屋のオンラインサロンと動画集客で固定客を拡大

2113 徳島県 株式会社　天翔 9480001003854 サービス拡充と新規事業の本格稼働による収益増加と社会貢献

2114 徳島県 エストレーラ 新サービス提供と新店舗オープン・旧店舗改装のＰＲ事業

2115 徳島県 有限会社　白滝製麺 2480002014782 半田そうめんを世界へ！海外向け商品開発による販路開拓事業

2116 徳島県 のなみお好み おこのみ焼き屋の外販強化による新たな販路開拓

2117 徳島県 株式会社ますや 1480001009330 小分けサイズのニーズに向けた設備投資と新規顧客開拓

2118 徳島県 食いもん屋　一家 ミドル層の女性客と観光客が集える地魚が美味しい店の展開

2119 徳島県 美月幸房 藍染小物の拡充と店舗における商品展示力と販路開拓活動の強化

2120 徳島県 葛籠興業有限会社 9480002014867 タイヤ整備を万全に！「剣山ルート最後の自動車相談所」化事業

2121 徳島県 小山オート商会 外注削減、新たな安全パック商品提供による収益向上

2122 香川県 株式会社  フォーチュン 2470001016046 新規ホームページの開設、空撮営業で売上アップ

2123 香川県 有限会社末沢久夫商店 1470002009990 コロナ禍における出張サービスによる販路拡大

2124 香川県 有限会社山下畳商店 1470002009867 ネット販売とネット広告における販路拡大事業
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2125 香川県 おさかな倉庫 看板の設置と駐車場の整備等による店舗販売の強化

2126 香川県 有限会社　中川産商 6470002019036 公共土木資材取り扱い拡充と販売所の設置による顧客利便性向上

2127 香川県 合資会社弥助 2470003000519 ＳＮＳの活用や看板設置によりテイクアウト事業の強化

2128 香川県 ハシモト写真館 最新デジタル機材導入による撮影様式とサービスの向上計画

2129 香川県 有限会社瀬戸内マリン 5470002016851 ゲストハウス「Bay Wind」の認知度向上と売上増加計画

2130 香川県 葛西一久製麺 ボトルネックの解消による生産性向上及び販路開拓

2131 香川県 株式会社珀栄 3470001013447 機械装置導入による新業務開始と雇用創出

2132 香川県 株式会社ハガタ屋 5470001011580 展示会出展においての販路開拓

2133 香川県 株式会社AINAL 5470003001670 HPリニューアル、ECサイト作成。新商品のチラシ等作成配布。

2134 香川県 株式会社グッドワーク 2470002010601 段ボール製ペットの棺の写真撮りと販売ページのリニューアル

2135 香川県 株式会社Bettim 9470001018523 羽ばたけ！「はざまいちじく」。ブランド強化に向けたWEB製作

2136 香川県 株式会社藤保 8470001008260 ドローンを活用した農薬散布委託サービスによる売上拡大

2137 香川県 有限会社金丸産業 9470002013408 薪の新サービス展開による売上拡大

2138 香川県 谷屋 設備導入による谷屋の岩豆腐の品質向上による安定化と生産量拡大

2139 香川県 有限会社四國新聞橋元販売店 4470002019475 こんなにも綺麗で簡単につくれるの？と思ってもらえるプリントT

2140 香川県 森永ミルクデリバリー香川町店 新興住宅街の子育てファミリーをターゲットとした商談体制の構築

2141 香川県 合同会社たんぽぽ寺岡 7470003001355 バリアフリー化により身障者も参加しやすい教室の実現

2142 香川県 株式会社東讃広告社 4470001011565 自社ホームページとSNS整備による広報・営業体制の強化

2143 香川県 小谷理容所 機会を生かし新たな50年へ！新サービス実施による新規顧客獲得

2144 香川県 染匠吉野屋 染工房天井部分の断熱材導入による染物体験の場としての環境整備

2145 香川県 中條石油有限会社 9470002009190 タイヤチェンジャーの導入による需要の取り込み及び収益基盤強化

2146 香川県 合田商事株式会社 3470001010378 ガソリン需要減少を最新の洗車機と地域密着型営業で売上カバー

2147 香川県 HAIR SALON fores 顧客データ活用とオリジナルシャンプー販売による販売強化事業

2148 香川県 pizza e Bar TEMPIO 「お寺の中のピッツェリア」創業１周年に向けた経営基盤強化事業

2149 香川県 hair cachette デジタルパーマ導入による若年顧客層の獲得と売上向上施策

2150 香川県 河野恭孝社会保険労務士事務所 独立開業に伴う認知度向上のためのＨＰ作成事業

2151 香川県 株式会社　香洋石油店 5470001010533 ガソリンスタンドとコインランドリーの所在と併設告知で販路拡大

2152 愛媛県 森文醸造株式会社 8500001007812 「ガラクトオリゴ糖」入り味噌商品等の紙とＴＶのＰＲ戦略事業

2153 愛媛県 なごみ アフターコロナを見据えた和式トイレの洋式化事業

2154 愛媛県 長寿し トイレの洋式化で老若男女・国内外の顧客が来やすい寿司店になる

2155 愛媛県 ヘアーアートヒートウェイブ 老若男女に喜ばれる店舗をHPで周知・新規顧客の獲得を目指す

2156 愛媛県 ペットサロン高橋わんわんBOX 看板設置及び高機能テーブル導入による認知度、業務効率向上

2157 愛媛県 幸田裕司 ホームページ作成による相談業務、カウンセリングの周知徹底

2158 愛媛県 有限会社岡本自動車商会 7500002012548 新型タイヤチェンジャー導入によるサービス向上と新規顧客獲得

2159 愛媛県 Higashigama　greeen テラス型商品陳列スペースの拡充と看板による販路開拓

2160 愛媛県 海弘丸 大自然の中で釣りを楽しみ、心も体も健康にする為のサービス向上
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2161 愛媛県 株式会社ＦＵＫＵＭＯＴＯ 7500001020320 大型天井クレーン導入による売上及び雇用の拡大

2162 愛媛県 株式会社田中葬儀社 7500001007037 ホームページのリニューアルで幅広い世代へ認知の拡大を狙う事業

2163 愛媛県 有限会社　桧垣建設 9500002020581 民間解体工事ニーズに対応するための新たな設備投資

2164 愛媛県 メンズヘアコウノ 感染予防＆高齢者対応バリアフリートイレの設置で来店向上計画

2165 愛媛県 株式会社サカイオート 4500001017344 特定自動車整備認証に対応した新事業サービス確立による販路開拓

2166 愛媛県 野間モータース 店舗内充実化による来店数増加計画

2167 愛媛県 田舎や 男女共用トイレから男女別トイレへの改修による顧客満足度向上

2168 愛媛県 有限会社尾藤工務店 8500002022109 オムニチャネル戦略を通じた自社ブランド強化と顧客獲得

2169 愛媛県 山本自動車修理工場 測定機器導入による顧客満足度向上を目指す

2170 愛媛県 ぱんや１０７ 県内産（小麦・米）原料を使用した安心・安全な製品を提供

2171 愛媛県 ＭＫＮエンジニアリング株式会社 7500001021533 ホームページを情報発信源とし新規顧客開拓や営業活動の効率化

2172 愛媛県 株式会社　スプラウト 8500001021152 商談スペースの新設による家電・リフォーム・補聴器相談の強化

2173 愛媛県 後藤建材 リフォーム・メンテナンス事業の強化により受注増加を図る

2174 愛媛県 あっぷる美容室 店内環境整備による顧客満足度の向上

2175 愛媛県 愛媛ハイランド開発　株式会社 1500001007182 来場時やプレー終了後の混雑緩和と安全対策によるサービス向上

2176 愛媛県 TOTAL-K 顧客が来店しやすい店舗にするための改装事業

2177 愛媛県 株式会社オートプロジェクト 1500001006812 最新型車両診断機による新サービスの提供と広報事業

2178 愛媛県 株式会社　S・GLASS 9500001019625 事業所移転に伴う看板新規設置による個人顧客宣伝事業

2179 愛媛県 株式会社まさきばたけ 4500001022352 車内で手軽に飲めるテイクアウトメニューの開発及び製造販売事業

2180 愛媛県 寅八産業株式会社 5500001008193 新業務開始に伴う自社WEBサイト開設・看板広告事業

2181 愛媛県 有限会社松本豆腐店 8500002012092 温度管理の可能なフライヤーの導入による揚げの生産拡大事業

2182 愛媛県 しろかわ農機株式会社 2500001008205 和式トイレから洋式トイレへの改修による顧客満足度向上

2183 愛媛県 有限会社シミズ電機 1500002000178 自社ホームページとロゴマーク制作によるブランディング強化事業

2184 愛媛県 太田屋旅館 抗ウイルス型エアコン導入による安心安全な宿泊部屋の提供

2185 愛媛県 愛媛ハーブ株式会社 5500001020280 愛媛県産柑橘や蜂蜜を活用したフルーツハーブティーの販路開拓

2186 愛媛県 渡辺旅館 新商品開発による非対面型ビジネスへのシフト

2187 愛媛県 今井花店 省エネ型フラワーショーケースの導入による販路開拓

2188 愛媛県 BAIKA アロマテラピーの精油（エッセンシャルオイル）セットの製造

2189 愛媛県 ゆいゆいハウス 地元の農産物（柑橘・野菜）を使った土産物になる加工品作り

2190 愛媛県 工房こりん キャンプ場施設新設に伴う管理棟への電気設備の敷設

2191 愛媛県 樋口米店 視認性を高めるニューデザイン看板設置による店頭顧客倍増計画

2192 愛媛県 宝泉坊リメディアル整骨院 ホームページからの直接予約システム導入による新規顧客獲得

2193 愛媛県 かまぼこの村上有限会社 7500002020336 事業承継に伴う店舗のイメージ向上事業

2194 愛媛県 げすとはうす　よしよし 屋外での調理設備を利用した食事提供による集客増

2195 愛媛県 有限会社　マツモト商事 4500002020561 家電製品・住宅設備展示会開催による新規顧客の獲得と売上の増加

2196 愛媛県 合同会社　Ｂｏｎｄｉｎｇ 9500003002389 二輪車専用エンジンオイル酸化還元剤の開発事業
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2197 高知県 京馬整備 大型ゲートリフト導入による生産性向上と売上拡大

2198 高知県 フードショップきよおか プレハブ冷蔵庫の導入による新サービス（宅配事業）の提供

2199 高知県 いなかじかん 厨房機器の充実で持続的な経営を目指す

2200 高知県 南国運送 有限会社 3490002011811 自社HP作成による新規取引先確保と効率化の設備導入

2201 高知県 早明浦ダム　レンタルボート 早明浦ダム　釣具店

2202 高知県 合同会社高知カンパーニュブルワリー 9490003001153 ECショップのCRM連携によるマーケティング自動化

2203 高知県 株式会社　イーシード 1490001008273 HP新設による企業の認知向上とコロナ対策機器の販路開拓

2204 高知県 glen 地元佐川町の素材を最大限に活用した洋菓子の販売促進

2205 高知県 甲浦磯釣センター ドローンを使った空撮リアルタイム画像の発信による新規顧客獲得

2206 高知県 株式会社　東洋リゾート 3490001006894 ワーケーション需要拡大とＤＭＶ観光客を取り込む新戦略

2207 高知県 学校に泊まろう！みどりの時計台 インバウンド受け入れのための整備事業

2208 高知県 原山オート 新型スキャンツールで高齢者へのオールサポート体制の確立。

2209 高知県 美馬旅館 ごふくホームページの刷新と自社製造調味料のパッケージデザイン

2210 高知県 ヤノファクトリー 特定整備認証取得による持続的経営及び販路拡大事業

2211 高知県 有光商店 外販強化による販路拡大事業

2212 高知県 有限会社ちかみ 1490002013165 大径対応タイヤチェンジャー導入で増加する大型車への販路開拓

2213 高知県 やなか屋 洗濯機・乾燥機の導入による宿泊客の利便性向上と業務の効率化

2214 高知県 hair produce grant 安心・安全・満足　美容福祉サロンに必要な設備導入

2215 高知県 株式会社 ハート 6490001001819 噴霧器とデジタル秤導入による生産能力の向上に伴う販路開拓事業

2216 高知県 株式会社ドルチェ 4490001006522 販売専用サイトへのＷEB再構築による販路拡大事業

2217 高知県 ＬＩＥＮ 新ミストスチーマー導入による施術作業効率化からの新規顧客獲得

2218 高知県 どんぐりはうす 品質均一化×生産性向上×移動販売による新たな販路開拓事業

2219 福岡県 植村商店 ミニ四駆の非対面でのレース開催とパーツのネット販売

2220 福岡県 合同会社ふうど 6290003010045 竹材の活用・循環を目的とした竹商品の開発

2221 福岡県 重冨自動車整備工場 電子装置整備を自前対応「自動車総合病院」として機能発揮！

2222 福岡県 TRADE　AGENT 地域の企業さま向けAmazon販売進出サポートの広報

2223 福岡県 ティー・ウィズ・ドレス ウェブマーケティングのスキルアップでECサイトの認知度を向上

2224 福岡県 株式会社庭園空間ラボ 5290001039392 庭園空間ラボWEBサイトのEC対応

2225 福岡県 安部味噌製造所 味噌造りの専門家による、【発酵体験】手作り味噌教室

2226 福岡県 有限会社徳重産業 8290002054405 WEBを活用した解体事業の新規受注の獲得

2227 福岡県 リラクゼーションサロンままの手 光脱毛器の導入によるメニューの多角化と広報について

2228 福岡県 Kotonoha　縁 対面からオンライン事業での伝わる話し方講座開設による販路開拓

2229 福岡県 ㈲エヌ・ティー・ケイ 7290002038697 新商品スパイスマヨネーズの販路開拓事業

2230 福岡県 文月 近隣住民を対象とした新メニュー「ジビエジンギスカン」の開発

2231 福岡県 株式会社ナオケンサービス 8290001092612 抗菌コーティング事業の展開による下請体質からの脱却

2232 福岡県 株式会社358 7290001083835 ホームページとチラシによる女性が行う遺品整理の認知度向上事業
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2233 福岡県 miwanote 自家製酵母パン製造販売及びインターネット通販での販路拡大

2234 福岡県 らんらんふぁーむ イチゴ農家のブランディングによる地域を絞った女性の販路開拓

2235 福岡県 Hanaガーデン 「お庭のお手入れスリム化リフォーム」によるBtoCへの開拓

2236 福岡県 Ｃａｐｅｌｌａ 赤ちゃんの足形オブジェ「歩夢～Ayume～」の販売力強化

2237 福岡県 冨士屋クリーニング 店舗改装と看板設置による新規顧客の獲得

2238 福岡県 Ｃｉｒｃｌｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ 新たなサービスで新規会員獲得及び認知度アップ

2239 福岡県 木下設備 各所看板設置による近隣商圏での認知度向上と新規顧客獲得

2240 福岡県 家伝料理はな 地域愛を形に！物品販売での販路を広げる事業

2241 福岡県 Enopresso 糸島に新名物！海色アイスクリームの開発と自社のHP作成。

2242 福岡県 mina-nail 忙しいお母さんもおしゃれは出来ます。時短出張ネイルで販路開拓

2243 福岡県 とふろうグリル 高齢者が食べやすいあっさり洋食と新ソースの開発及び販売促進

2244 福岡県 髙口鮮魚 コロナ禍を乗り越え地域の高齢者を救う老舗鮮魚店の取り組み

2245 福岡県 アクセルモーションズ株式会社 3290001086387 製造業のDX（デジタル変革）需要取り込みによる売上増加

2246 福岡県 STIMULANT　MOTORING 自動車診断機等を使った輸入車の整備内容拡大で販路開拓を行う

2247 福岡県 ペットサロンやました 愛犬の皮膚トラブルに悩む方をターゲットにした販促で売上倍増

2248 福岡県 有限会社美容室ザボ 1290002039949 美容のかかりつけサロン～毎日キレイが続くサロン宣言～

2249 福岡県 ㈱城戸石材加工所 8290801015499 多様化する納骨ニーズに応える粉骨サービスの販売力強化

2250 福岡県 みさこトータルビューティサロン エステスクールのPR動画でコロナに負けない女性活躍の場を作る

2251 福岡県 有限会社ベストプラン 5290002050695 ＬＩＮＥ公式アカウントを用いた販路拡大戦略のためのＨＰ改修

2252 福岡県 株式会社日食 7290001060289 看板制作による認知度向上とチラシ配布による更なる集客アップ

2253 福岡県 ＬＡＮＫＡ株式会社 9290001051204 グランピング事業とオーガニックカフェの展開による来店促進

2254 福岡県 長浜ラーメン　妃 お家で楽しむラーメン居酒屋メニューの開発・販売

2255 福岡県 ひろちゃんカキ 糸島カキ使用の新メニュー開発、店舗認知度向上・加工品販売促進

2256 福岡県 旅人カレー スパイス・チャイセットのネット販売および動画による販売促進

2257 福岡県 Modernist Cuisine Restaurant Hidaka 贈答品の販売を通した新規顧客の獲得と認知度及び集客の向上

2258 福岡県 坂田農場 通販向けのインパクトある塗り絵ミカン箱や漫画チラシで販路拡大

2259 福岡県 株式会社シーユーロジテック 8290001042591 印刷から発送代行までのワンストップサービス事業の販路拡大

2260 福岡県 J-mart 高付加価値車並びに各種パーツの取付販売による新規顧客の獲得

2261 福岡県 有限会社　緑 6290002041586 HPと広告による非接触型施術の周知による新規客の獲得

2262 福岡県 大木自動車 新サービスと業務効率を兼ねた設備導入と看板設置で販路拡大計画

2263 福岡県 つむぎ洋菓子店 新商品開発のため機械導入と看板設置による販路開拓

2264 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 ご家庭に眠る余剰煎茶をほうじ茶へREBORNサービス

2265 福岡県 hair life Ar 促進機を活用した施術時間短縮による主力サービスの継続

2266 福岡県 株式会社　椛島印刷 6290001068003 「あなたの作品を本にします」キャンペーン 

2267 福岡県 鍼灸サロンBASE ホームページ制作、チラシポスティングによる新規顧客獲得事業

2268 福岡県 Studio音花～Ohana～ 低年齢層向けレッスンの積極的な広告による経営力強化事業
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2269 福岡県 株式会社KKmart 5290001091666 20歳代女性向けアクセサリーとカフェをギャラリー化した販促

2270 福岡県 株式会社GLID 3290001087996 新規事業参入による新規顧客獲得事業

2271 福岡県 デザインファクトリーカメレオン ホームページの大幅な改修による個人消費者の新規顧客獲得

2272 福岡県 HairMakeHouseHARVEST 自社オリジナルシャンプーのネット販売強化のための広報戦略強化

2273 福岡県 ヘアーサロンリッチ 人生を豊かにする全身脱毛事業導入による若年層の新規顧客獲得

2274 福岡県 博多漢塾 「胃袋の隙間産業」キッチンカーによる移動販売事業の導入

2275 福岡県 株式会社ダイエーオート 4290001059524 自社Webサイト構築により商談時間短縮、成約率向上を目指す

2276 福岡県 CERAMIC　ART　STUDIO　MU 自店でのネット販売による利益確保と新規顧客開拓

2277 福岡県 アクセルオートガレージ ドライブスルー方式のタイヤに関するビジネスで新規顧客開拓

2278 福岡県 有限会社　杉岡製材所 6290002043624 板倉構法ブランド広報普及のためのHP刷新事業

2279 福岡県 有限会社林自動車工場 1290802021981 タイヤ保管サービスの拡充による新規取引事業者の獲得

2280 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247 消費者のフェアトレード・ニーズに対応するスパイス商品の販売

2281 福岡県 SHOP VERO 家具展示場拡充をレストランSNS獲得フォロワーを活用し広報

2282 福岡県 有限会社長瀬商事 3290002044930 地域に特化した個別対応型ゴルフスクールの販路開拓活動

2283 福岡県 GOOD LIFE CAFE ～当店のオリジナル商品のネット通販を活用した販売促進事業～

2284 福岡県 株式会社　鳥越ネットワーク 5290801023950 健康志向の有機加工品開発とECサイト開設による販路開拓事業

2285 福岡県 ますや 販売所の設置による3号線からの顧客誘導の取りくみ

2286 佐賀県 エムテック有限会社 2300002004058 自社生産のヘナの販路拡大に「ヘナ塾」DVD無償配布DMの郵送

2287 佐賀県 株式会社トーセン農場 1300001008028 オメガフィッシュのHP制作と商談会出展による販路開拓事業

2288 佐賀県 Haruyo　Ballet コロナ禍でも安心・安全・楽しく・健康に！バレエ指導環境の整備

2289 佐賀県 株式会社明日香園 4300001005229 特殊技術継承と花づくりマイスター®養成講座による販路開拓

2290 佐賀県 有限会社　たしろ美容室 3300002006466 短時間での美容・リフレッシュ効果があるオールハンドエステ周知

2291 佐賀県 房　空路 高齢者に優しい店舗づくりによる販路開拓事業

2292 佐賀県 レストガーデン・ミニ 夕食を彩る豪華なテイクアウトサービスの充実化

2293 佐賀県 手作りケーキ工房　リーフ オンラインショップでのケーキ販売による販路の拡大

2294 佐賀県 JUMP-UP留学センター株式会社 5300001009880 『海外渡航せずに実現できる海外留学・資格取得の提供』

2295 佐賀県 株式会社　エムズ 7300001008583 不動産業開始による土地探し～家づくりまで一貫したサービス提供

2296 佐賀県 坂本水産　味の鯵屋 呼子の誇る新鮮な魚をそのまま伊万里のご家庭にも配達します！

2297 佐賀県 L’arancia ジェラートとグラニータでイタリアの夏を感じてください

2298 佐賀県 株式会社ベーシックスメッセージ 4300001009262 【構造改革】自社ブランド・新商品・新販路でのD2C体制構築！

2299 佐賀県 有限会社　橋爪菓子舗 7300002006297 “橋爪菓子舗創業100年”を記念した新商品開発と販路開拓事業

2300 佐賀県 うどん酒房作道 地域資源を活用した高付加価値のメニュー提供による地域一番店へ

2301 佐賀県 永石農産 雑穀米の新ブランド開発とオンラインショップによる通販事業

2302 佐賀県 千曲荘 和モダンな客室でゆったり安心の部屋食・贅沢旅行提案事業

2303 長崎県 大杉車輌 故障診断サービスの提供による付加価値向上と中古車販売販路拡大

2304 長崎県 アート看板 施工事例をタイムリーに掲載したホームページ作成で販路拡大
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2305 長崎県 居心地ひでまる 予約制寿司パーティ開催による宴会場の稼働率向上と新規顧客開拓

2306 長崎県 株式会社狩野食品 9310001009810 巣籠需要適合型商品開発によるユーザー向け通販部門拡大事業

2307 長崎県 原田義行製麺 高度な製造方法の克服により、付加価値のある極細麺製造への進出

2308 長崎県 株式会社近藤組 7310001009969 「見積額提示システム」体制構築による解体業の受注簡便化戦略

2309 長崎県 マツダ旗染屋 旗染商品受注生産方式から既製品、品揃えによるHP通販へシフト

2310 長崎県 カツキ美容室 ネイルサロン新設によるトータルビューティの提案と提供

2311 長崎県 Big Monster 初心者も安心！身軽に楽々ファミリーフィッシング事業

2312 長崎県 有限会社観月 8310002008589 ゆうパック宅配ギフト参入と宅配ギフト用設備導入による販路開拓

2313 長崎県 有限会社まるせい酒井製茶 5310002012610 小売りスペース店舗改装によるコロナ感染防止対策強化と販路拡大

2314 長崎県 株式会社よかろ物産 5310001015829 微粉末加工技術を活かした健康食品市場への参入

2315 長崎県 大嶌染工場 デジタル化とＨＰ更新で既存商品及び世界遺産関連商品の販売強化

2316 長崎県 長崎屋 世界遺産・原城跡にちなんだパッケージと設備投資による販路開拓

2317 長崎県 苑田製麺 事業承継の好機を活かし自社ブランド「絹すだれ」販売拡大事業

2318 長崎県 東坂こくまる商店 小型焙煎機の導入と新パッケージ作成による販路開拓事業

2319 長崎県 エムシーフォー カーエアコンガスクリーニングサービスによる整備全般の顧客獲得

2320 長崎県 有限会社タテイシ 4310002020688 「ツバキ油」化粧品のラインナップ強化による販路拡大

2321 長崎県 福﨑商店 長崎県の離島小値賀町を安心に楽しめる観光による売上高拡大事業

2322 長崎県 有限会社　立石電業 1310002010733 長崎県の離島を災害から守る高所作業車を活用した売上拡大事業

2323 長崎県 バーバーショップグロウ ルームシャンプーと店販窓口開設でシャンプー売上アップ！

2324 長崎県 CAKE SHOP FAVORI パッケージ刷新による客単価アップと通販事業参入による販路開拓

2325 長崎県 有限会社　はたした 1310002014461 新商品の宣伝広報活動に力を入れ、売上を増加させる

2326 長崎県 本田屋かすてら本舗 新商品の増産体制の確立と通信販売事業展開による商圏拡大

2327 長崎県 サコナカ電機 ラベルパンフレットのリニューアルと隣島、福江島への営業戦略

2328 長崎県 古木自動車 タイヤチェンジャー導入による内製化計画による新規顧客獲得事業

2329 長崎県 高木屋 お客様の声に応える健康志向のパンづくりによる売上拡大

2330 長崎県 花のゴトウ BtoCからBtoB中心へ！時代に則した生花小売業への転換

2331 長崎県 株式会社田尻自動車 2310001015526 低コストでも便利な設備を導入し、作業複線化による売上増を実現

2332 長崎県 株式会社加津佐自動車 8310001009976 ASV車検体制整備による次世代自動車受入促進顧客満足度向上

2333 長崎県 美容室マヤ 快適な空間の提供と着付け室の新設による美容室の販路開拓

2334 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

2335 長崎県 エムズスタイル 「対馬ブランド」確立！！漁師直送を活かす為の設備導入事業

2336 長崎県 cafe＆kitchenふじや 新商品「対馬やまねこ焼き」開発及びオリジナルデザイン作成事業

2337 長崎県 無国籍料理ガラム ガラム自慢のピザを専用窯でファンに提供し売上確保を図る

2338 長崎県 有限会社鍵本鐵工 4310002020192 出張作業用設備導入で近年の釣りブームに対応事業

2339 長崎県 株式会社eco住まいる 4310001016092 専用ドローンによる点検作業の導入とホームページによる販路開拓

2340 長崎県 株式会社フレッシュ対馬 9310001012203 「対洲黄金あなご」がさらに輝くパッケージ作成事業
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2341 長崎県 てんとうむし企画 対馬銘菓「万松院」おみやげ開発プロジェクト

2342 長崎県 グリーンシャワー 真空包装機導入・商品開発により平戸産お菓子を全国へ！

2343 長崎県 個別指導Wam時津校 徒歩圏内に特化した授業の周知拡大による新規顧客獲得事業

2344 長崎県 （株）小浜温泉ワイナリー 5310001016950 長崎県産のぶどうやみかんなどの果物を使ったワイン造り事業

2345 熊本県 亜湖の木株式会社 8330001013365 店舗の認知度を広めブランド力を向上させるためのテント等の製作

2346 熊本県 カットスタジオジョー 理容店ヘッドスパ導入による売上と顧客満足度向上計画

2347 熊本県 有限会社　あまとや本店 3330002017543 熊本地震・阿蘇観光復興支援　松風「試し斬り」プレゼント事業

2348 熊本県 有限会社原田食品製造所 7330002018678 自社製あんこを利用した、「水ようかん」の開発及び販路開拓

2349 熊本県 ビューティその 新規顧客獲得と来店しやすい店舗づくりで販路開拓する事業

2350 熊本県 徳永自動車 電子制御装置診断導入事業による販路拡大

2351 熊本県 アイリス 新たなエステメニュー導入で顧客満足度向上に向けた店内改装事業

2352 熊本県 トータルビューティーサロン　ルノン ECサイト構築とチラシ配布で新規顧客獲得と売上増を目指す！

2353 熊本県 薬王寺地蔵会 新店舗開設に伴う新規顧客獲得推進事業

2354 熊本県 珈琲と紅茶　瑞季 商品・店舗施設充実で１日の入店組数増加→年間売上アップ

2355 熊本県 HAIR  BASE 新規顧客獲得＋通販売上作りのためのwebサイト構築事業

2356 熊本県 スポーツショップ前田 刺しゅうミシン導入でオリジナリティを求める顧客獲得

2357 熊本県 有限会社花房自動車 7330002018166 新設備導入による顧客への安全な運転空間提案事業

2358 熊本県 株式会社フーズファクトリー 8330001028322 オリジナル万能調味料の販路拡大に向けた設備拡充

2359 熊本県 井上自動車 新型スポット溶接機導入による超高張力鋼板への対応能力向上事業

2360 熊本県 宇城寿し 行事に個別対応した寿司デリバリーサービス事業への本格参入

2361 熊本県 コッコ亭 仔犬専用飼育管理室設置によるHPを通じた個人向け販売体制強化

2362 熊本県 ケイズオート 全天候型おもてなしスペース設置によるファミリー顧客の新規獲得

2363 熊本県 ルタスター コロナ禍で広告媒体をフル活用した販路開拓リスタート事業

2364 熊本県 合資会社七福醤油店 1330003002637 充填機導入による、新事業OEM受託事業開始と加工場内の密回避

2365 熊本県 株式会社MARGHU 1330001027090 サブスク型サービス「宅配ソムリエ」「絵画リース」の販売促進

2366 熊本県 つむぎ屋鍼灸整骨院 産後ママの体形改善が図れるEMSトレーニング機器の導入事業

2367 熊本県 株式会社フットレーシング 7330001025931 エアコンガス有料交換サービスの周知による売上拡大

2368 熊本県 鍼灸メディカルサロンhealty 新たなオンラインビジネスモデル構築で新規顧客を獲得する事業

2369 熊本県 寺本はりきゅう整骨院 ケガの早期回復と完通院率向上の為の酸素カプセル導入事業

2370 熊本県 合同会社カタラボ 2330003008294 ヒッティング分析サービス導入による販路拡大

2371 熊本県 有限会社フルシマ家具工芸 1330002026752 ショールームとHPリニューアルによる新規顧客獲得

2372 熊本県 Allier（アリエ） メンズトータルケアサロン運営に向けての第一弾、脱毛機の導入

2373 熊本県 きくちの元気農園 ネット販売による熊本県菊池産スーパーフード加工食品の販路開拓

2374 熊本県 SUMI 台湾おやつをオンライン販売で販路開拓

2375 熊本県 ホームコネクト ホームページ開設で幅広い年齢層取り込み＆販路開拓拡大事業

2376 熊本県 トータルリペアオダ フロントガラスリペア・最新カーポリッシャーの導入
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2377 熊本県 平井整骨院 神経耳介療法を活用した身体と心の相談事業による新たな顧客獲得

2378 熊本県 マローネ　ストラーダ 簡単加熱でおいしく食べられる冷凍ピザのネット販売

2379 熊本県 自家焙煎　珈琲市場 ネットとリアルを融合させた新規顧客獲得事業

2380 熊本県 GROVE株式会社 5330001025586 新築建売の魅力を発信するためのランディングページ制作事業

2381 熊本県 株式会社ギバル 3330001021769 販路拡大及び顧客ニーズ獲得に向けた自社内での部品製造事業

2382 熊本県 アルファ・コム有限会社 5330002016865 屋外全天候型スペース設置で、既存事業の向上と新規事業への取組

2383 熊本県 かわごえ司法書士事務所 WEBサイト構築による信頼性向上と集客＆売上増加事業

2384 熊本県 丸毛建装 ホームページ等を活用して個人の新規顧客を獲得！！

2385 熊本県 森のくまさん　Bon　Gateaux 焼き菓子販路拡大に伴う焼き菓子生産量アップ計画

2386 熊本県 木戸鮮魚店 顧客満足度の高い魚介類のネット販売事業

2387 熊本県 株式会社　大輝 5330001022757 スポーツジム環境整備で顧客満足度向上と新規会員獲得の事業

2388 熊本県 アート住設リフォーム　大木住工 ホームページ新規開設と広告掲載で販路開拓事業

2389 熊本県 MARUGO エスプレッソマシーン＆グラインダー導入による販路開拓

2390 熊本県 東方美人 体質改善に寄与する中国茶葉の提供での販路拡大事業

2391 熊本県 株式会社ちかけんプロダクツ 7330001018828 情報発信コミュニティ型ゲストハウス事業

2392 熊本県 パンダ運転代行 明確明瞭！料金メーターの導入で安心安全！販路拡大事業！

2393 熊本県 ブライトガレージ スピードアップ効率化による短納期要求に応じる販路拡大事業

2394 熊本県 株式会社オートメカニカル 3330001011142 レンタカー半額による販路開拓の広告・宣伝

2395 熊本県 総合インテリアの拓飾 新規開業！ＷＥＢサイト新設とチラシ配布で知名度アップ大作戦

2396 熊本県 株式会社ヤマチク 8330001011765 「プレミアム・インセンティブショー」への出展

2397 熊本県 豆醤蔵 お好み焼きのテイクアウトメニューによる販路拡大事業

2398 熊本県 合名会社あそ路 9330003002695 インバウンド獲得のための多言語対応型サインボードの設置事業

2399 熊本県 株式会社ハッピーブレイン 1330003008519 eスポーツ×福祉事業の非対面型ビジネス推進事業

2400 熊本県 Glamour 事務時短でサービス時間強化と、長期経営の来店者高齢化を若返り

2401 熊本県 有限会社 三共ネクスト 2330002025415 新規ホームページで、通信環境整備工事の新規顧客開拓

2402 熊本県 有限会社中尾商店 9330002021580 高品質農産物の海外への販路拡大による顧客価値最大化

2403 熊本県 サプライジングファーマーズ株式会社 9330001022316 海外の販路開拓によるホームページ制作

2404 熊本県 有限会社　栗山物産 6330002024413 「手切り馬刺し」のネット販売拡大事業

2405 熊本県 合資会社きぬや呉服店 4330003002907 新規顧客獲得に向けた認知度アップ事業

2406 熊本県 ベッカライ・ヘスティア 店舗移転にともなう新規顧客獲得のための新看板設置事業

2407 熊本県 仕出し民宿　泉 海鮮バーベキューの提供による売上アップ

2408 熊本県 工房樹機 天草陶磁器での上質な「おうち時間」の提供による新規顧客獲得

2409 熊本県 株式会社ファームネット 4330001009680 新型穀粒判別器導入による農産物検査技術向上及び売上拡大

2410 熊本県 株式会社　デイジー 8330001022036 新商品オリジナルハーブティー商品開発による販路拡大事業

2411 熊本県 茶房　凜 持ち帰り商品の充実とおやつ時間における喫茶メニューの強化

2412 熊本県 石原自動車工業 高性能タイヤチェンジャーの導入と持込積極受入れによる売上増加
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2413 熊本県 ヘアーサロン佐藤 脱毛器による若者の新規顧客開拓事業

2414 熊本県 有限会社マルコ観光下田ファミリーホテル 4330002029125 顧客ニーズに対応した環境整備

2415 熊本県 有限会社　ヤマダ写真館 9330002024773 卒業アルバム　内製分　人材確保と販路開拓事業

2416 熊本県 まごころオンラインショップたきび 新商品の開発及び新商品のプロモーション事業

2417 熊本県 kul 小国町の食材を活用したこだわりの商品を全国へ

2418 熊本県 Bie hair 「マスク美人を応援！オンライン美容カウンセリングで販路開拓」

2419 熊本県 食べる生活百貨店 ブランディング構築とHP、SNSを活用した自社商品の販路開拓

2420 熊本県 前田養蜂園 はちみつの生産向上と売上増強事業

2421 熊本県 そば処ほおずき 高齢者のための快適な利用環境改善と衛生環境向上

2422 熊本県 アフリカン熱帯魚有限会社 4330002023276 日本一安い水草の価格を武器にBtoCへ挑戦する事業

2423 熊本県 合同会社SKプラン 2330003004707 「人にやさしい、自然にやさしい」エコ商品のPR販路拡大事業

2424 熊本県 村いちばん 時代のニーズに対応・顧客の目的に応じた店舗改修事業

2425 熊本県 ヘアーサロンシラキ 客単価アップ・若年層獲得のためのトイレ改装とサービスPR事業

2426 熊本県 伊東左官 個人宅からの元請け工事受注拡大事業

2427 熊本県 古賀酒店 良い酒、厳選の品物に巡り合える、蔵元直送のネット販売展開

2428 大分県 フィッシング高嶋 看板のリニューアルによる事業PRと誘客効果の向上に資する事業

2429 大分県 安部農園 薪製造の生産性向上とDIY関連商品の開発による販路開拓事業

2430 大分県 藤本電気工事店 広告、看板設置による新規顧客の獲得、販路開拓事業

2431 大分県 はなまるおーと リフトによる生産性向上と特定整備対象車両の拡張による販路開拓

2432 大分県 矢羽田工務店 純国産を実現！急速冷結庫の導入で冷凍加工野菜の販売開始

2433 大分県 割烹大野川 ホームページ作成による販路開拓及びブランディング強化

2434 大分県 天空Café　寿ぐ 自然の恵みをお家で体験　～五感で味わいながら、知識も学ぶ～

2435 大分県 有限会社　S-M’C 3320002009525 燃料配達による販路開拓事業

2436 大分県 有限会社　国東スポーツ 8320002015270 看板・屋根改修によるイメージ一新と集客アップ事業

2437 大分県 Assi 愛犬愛猫と宿泊できる宿泊施設への展開と顧客拡大事業

2438 大分県 有限会社　シモノ写真スタジオ 2320002010112 ロケ撮影とスタジオ撮影の新セットサービス提供と販路開拓事業

2439 大分県 有限会社赤司菓子舗 3320002010029 高効率ボイラー導入で生産性アップに取り組み販路拡大を実現する

2440 大分県 ことしろ 「若船長による船釣り事業開始及びHP・SNSによる集客事業」

2441 大分県 合同会社ビジョナリープロジェクト 6320003002856 規格外野菜を使った大分ピクルスのブランド力向上と新商品開発

2442 大分県 玄花 時代の変化に対応！巡回型花屋による販路開拓事業！

2443 大分県 訪問美容室hidamari 一般的な訪問美容室との差別化を図る新サービスの展開

2444 大分県 株式会社多田農園 1320001016854 小売用新品種の導入と最新冷蔵庫の導入による品質向上と販路開拓

2445 大分県 一期一会.hair 店舗改装による集客増加と販路開拓

2446 大分県 志村整備 高圧温水洗浄機の導入で新サービス展開＆売上拡大！

2447 大分県 RenoBo スノボレンタルロードサイド店オープンに伴う広報活動強化事業

2448 大分県 有限会社南酒造 6320002015479 酒蔵見学プラン展開による販路開拓
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2449 大分県 神の田 店舗販売を開始！作り立ての肉まんを提供

2450 大分県 加藤整骨院 訪問往診「どこでも柔道整復師」事業

2451 大分県 スナックコア お店を整理して、若年層が来店しやすい環境作り

2452 大分県 縁カフェたまゆら 看板設置によるＰＲとテイクアウト事業の取組み・店内環境整備

2453 大分県 キツツキ舎 機材導入によるトコトコハウスの価格見直しと作業効率の向上

2454 大分県 耶馬渓すっぽん 個人需要に向けた単身女性向け新商品パッケージ開発

2455 大分県 桃屋商店 看板設置による当社及びサービス内容の周知と店売りによる売上増

2456 大分県 有限会社日の出園 9320002015848 施主外構造園工事（ＢtoＣ）に新たに取組む販路拡大事業

2457 大分県 マツカワ内装表具 チラシ作成及び新設備導入による生産性向上で売上増を図る

2458 大分県 有限会社小屋葬祭社 6320002016188 感染拡大防止ガイドラインに沿った「小さなお葬式」販路拡大事業

2459 大分県 ＧＡＲＡＧＥ　ＰＩＴ　ＩＮ 看板設置による新規顧客獲得及び仕入強化事業

2460 大分県 ＣＡＭＰ御戦 POPな看板設置によるサバイバルゲームの販路拡大事業

2461 大分県 キュウエイファーム株式会社 9320001010569 電気乾燥機導入による歩留まり率改善・販路開拓事業

2462 大分県 とり福 売上・集客アップに向けたメニューおよび店内販売の充実

2463 大分県 オリオン美容室ｂｙｓｏｃｏｔｔａ PB商品〝ｓｅａｗａｔｅｒ〟の商品化及び販路開拓事業

2464 大分県 川野商店 「買い物代行配達サービス」による高齢客の取り込み

2465 宮崎県 喫茶ハードトップ ウィズコロナに向けた認知度向上とテイクアウト拡大事業

2466 宮崎県 かい理容室 理容室で行う男性の為の全身脱毛サービス導入による売上増加事業

2467 宮崎県 有限会社コハタ商会 9350002015977 商品提案型営業及び住まいの御用聞き事業で新規顧客獲得

2468 宮崎県 有限会社海舟寿し 3350002007971 調理力強化による出前・持ち帰り強化事業

2469 宮崎県 中澤農園 最新冷蔵設備導入による、既存取引量拡大と新規取引先獲得

2470 宮崎県 井上農園 農園と消費者をつなぐＨＰとＥＣサイト作成による売上向上

2471 宮崎県 朝戎丸水産 良質な地下海水汲み上げ装置の導入による、鱧加工品販路拡大戦略

2472 宮崎県 有限会社パティスリーコマド 7350002009915 抗ｳｲﾙｽ内装材使用ﾘﾌｫｰﾑでｺﾛﾅに勝つ店舗づくり

2473 宮崎県 株式会社綾の手 9350001015929 展示場のリニューアルと新規オンラインショップを開設

2474 宮崎県 株式会社霧立山地・ごかせ農園 4350001007402 対消費者へSNSを活用したネット販売による売価安定と販路開拓

2475 宮崎県 炭火焼肉ジパング 魅力ある店舗づくりによる地元客及び観光客の集客回復事業

2476 宮崎県 菓子工房　クルール 新商品開発に伴う生地生成ミキサー導入と販路開拓

2477 宮崎県 合資会社まるせん 9350003001299 店内完全分煙化及び感染防止対策強化による集客力向上事業

2478 宮崎県 株式会社中西たたみ襖店 8350001015211 創業86年畳屋の挑戦！オンライン相談と動画で繋がる新規顧客

2479 宮崎県 合同会社freestyle 4350003003779 看板設置及びパンフレット作成による新規顧客獲得

2480 宮崎県 たからだフラワー 心ゆたかなフラワーライフ提案事業

2481 宮崎県 有限会社文明堂 6350002009800 自動キーマシン導入による鍵製作の生産性向上と新規顧客獲得計画

2482 宮崎県 有限会社吉乃家 6350002017167 冷凍設備導入によるかまぼこの安定供給体制構築及び販路拡大事業

2483 宮崎県 株式会社西部電通 6350001011113 ECサイトおよびWEB契約促進による売上拡大事業

2484 宮崎県 株式会社長田塗装 5350001012707 大型看板設置等による自社企業の認知度の向上による販路拡大事業
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2485 鹿児島県 有限会社宮之城観光会館 2340002018418 ホームページを開設しＳＮＳによる顧客獲得と、収益増加計画

2486 宮崎県 有限会社クリンシア 4350002018241 カフェ事業を行うことによりコロナ後の売上アップを図る

2487 宮崎県 Quality-M’ｓ株式会社 1350001010706 HP作成による地域名産品への成長、コロナ禍でも存続する会社へ

2488 宮崎県 瓦田瓦店 自然災害に備え未来へつなぐ瓦工事を周知する事業

2489 宮崎県 有限会社ヒラシマ 8350002005500 お客様の「知りたい」に応えるHPへとリニューアル

2490 鹿児島県 かりや果樹園 こだわりの自家果樹園産みかんの販売促進事業

2491 鹿児島県 シードリーム沖永良部 メンブレンシステム導入による、新規顧客獲得と顧客満足度向上

2492 鹿児島県 沖永良部きのこ株式会社 8340001010320 ネット販売の強化による新規顧客及び新規取引先増加の実現

2493 鹿児島県 上村建築 顧客の多様な要望に応える機材整備と新規顧客開拓

2494 鹿児島県 Buono’sぼうのつ 店の味を家庭でも味わえる自家製ソースの生産体制強化と販路拡大

2495 鹿児島県 アップルミント 楽しむ食事の提案「外食（そとしょく）のすすめ」

2496 鹿児島県 田之湯温泉 お客を呼び込め！駐車場増設によるチャンスロスからの脱却

2497 鹿児島県 吉村工業株式会社 1340001007406 AI搭載の土木工事用測量機械の導入で生産性と受注力のアップ

2498 鹿児島県 株式会社二宮鉄工 3340001014202 作業時間短縮を目指す「出張」鉄鋼製作物修理事業

2499 鹿児島県 株式会社優技建 6340001019470 橋梁仕上げ工事の受注増加に向けた機械導入

2500 鹿児島県 みーまん奄美 新たなホームページ作成によるワーケーションの獲得

2501 鹿児島県 WINDS 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

2502 鹿児島県 衣料百貨かわはら オリジナルマスク・エコバッグの製造販売で売上UP

2503 鹿児島県 南大隅町開発株式会社 7340001020337 本土最南端の映像、音声の24時間ライブ配信による集客力の向上

2504 鹿児島県 株式会社　横林自動車 6340001019958 大型リフト導入で商用車受入及び高価車両の車検整備受入強化事業

2505 鹿児島県 ヘアープロデュースアトリエ 顧客管理ソフト導入で各種サービス提供によるCS向上と販路開拓

2506 鹿児島県 ゲンカワ塗装 カラーシュミレーションによる住宅リフォーム提案型販路開拓事業

2507 鹿児島県 Alley Cats 認知力UPによるPR強化とお客様スタイルの顧客満足度向上計画

2508 鹿児島県 芝原鍼灸整骨院 看板・店舗改装による認知度向上と新サービス提供によるCS向上

2509 鹿児島県 森の蔵農園 自社ブランド確立に向けたロゴ、パッケージ等販促品開発事業

2510 鹿児島県 田崎酒造　株式会社 9340001008990 消費拡大に向けた「蔵元紹介」「商品案内」等の充実事業

2511 鹿児島県 マツモト工芸 ホームページリニューアルによる商圏拡大

2512 鹿児島県 竹下クレーン クレーン吊り専用ワイヤー導入で販路拡大・売上UP

2513 鹿児島県 Linohair コロナ禍でも安心の空間づくりとよもぎ蒸しサービスの提供

2514 鹿児島県 株式会社HoneyForestBrewing 4340001022591 クラフトビール製造用のビア樽増設による生産強化と販売拡大事業

2515 鹿児島県 有限会社しんせい商事 7340002015872 広告宣伝活動の強化による新規顧客の開拓で売上再構築を目指す

2516 鹿児島県 ほんごう商店 狙え巣ごもり需要！新テイクアウト商品で実現する新規顧客獲得

2517 鹿児島県 居酒屋　茶ぶけ 地元食材に拘ったメニューの拡充のための設備導入による販路拡大

2518 鹿児島県 カイミコーヒー 種子島でマウイコーヒーを用いた本格的ドラフトコーヒー提供事業

2519 鹿児島県 スナックポルト 女性客増のためのきっかけづくり、喫茶営業に伴う厨房改装

2520 鹿児島県 はちわれ農園 調理場改装によるカフェ感の創出とHP作成による新規顧客の開拓
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2521 鹿児島県 合同会社　３７design 7340003002985 トイレ・洗面室改修による客層の拡大とサービスの向上

2522 鹿児島県 すみ火焼肉サム 与論島の強みを生かした砂浜BBQ＆テントサウナレンタルの提案

2523 鹿児島県 丸信建機サービス 建設機械も血液サラサラに。作動オイル洗浄事業

2524 鹿児島県 有限会社　美輝 9340002009212 地元産食材の本格料理でテイクアウトを実践し客単価増と販路拡大

2525 鹿児島県 Hair Salon PERK 回転率を上げるためのシャンプー台増設

2526 鹿児島県 錦幸緑化建設株式会社 4340001007873 事務所空間の改善による、個人向け造園工事の新規顧客拡大の実現

2527 鹿児島県 TCAグループ株式会社 3340001010036 屋外インテリア広報物制作による集客増加と販路拡大

2528 鹿児島県 下村サン工業有限会社 1340002049243 防水コーティング技術を活かした新たな事業参入による販路拡大

2529 鹿児島県 SEA STAR 21 ピアノ教室としての信頼性及び生徒のモチベーションＵＰ

2530 鹿児島県 岡登記測量事務所 測量業務のICT導入による標準化および効率化事業

2531 鹿児島県 株式会社　草原商会 1340001016786 新しい生活様式に対応した出前メンテナンス事業による販路開拓

2532 鹿児島県 啓吾開発株式会社 2340001016926 水道工事事業の業務効率化と工事体制強化にて新規顧客拡大を行う

2533 鹿児島県 實川商店 商品の充実化と新たな顧客開拓に向けた冷蔵ショーケース導入事業

2534 鹿児島県 野下食品株式会社 6340001007913 HPの新規開設による顧客満足度の向上で売上回復の実現を目指す

2535 鹿児島県 山田珈琲 世界自然遺産関連企画を世界へ発信！新たな客層へアプローチ。

2536 鹿児島県 グルメハウス食彩館 高機能冷蔵庫導入によるテイクアウト部門強化事業

2537 鹿児島県 うなぎ四季彩　藤井 老舗の伝統と技の融合した高品質飲食空間の認知度向上事業

2538 鹿児島県 muku お客様が安心してご来店できる環境整備と店の認知度アップ事業

2539 鹿児島県 KaSuRi ネットスクール実現とHP制作及び周知広報力強化による売上拡大

2540 鹿児島県 Hair・Atelier・RuCy（ヘアー・アトリエ・ルーシー） 流行のおしゃれを発信！施術環境強化で顧客拡大事業

2541 鹿児島県 SPICEMAFIA カレーと本格珈琲の提供で新規客・顧客単価の増加計画

2542 鹿児島県 グリーン橋口 抗菌機能内蔵の自動洗浄機導入による生産性向上及び販路開拓事業

2543 鹿児島県 SmewFarm 宇検村産の果物を利用した加工品による販路拡大

2544 鹿児島県 Yadon Cafe1-1・Yadon Cottage やどんコテージでエステ・ヘッドスパ＆奄美の素材で石鹸作り事業

2545 鹿児島県 株式会社GRIP 1340001017685 スマートオフィスシステムを導入して業務効率化を実現させる

2546 鹿児島県 有限会社　共立アド・センター 1340002003271 自社認知度向上とグランピング事業本格稼働の為のPR活動

2547 鹿児島県 有限会社六葉煙火 9340002023956 日本を元気にする花火のチカラをＰＲ販促活動

2548 鹿児島県 スリ浜鍼灸院 健康志向のニーズに応えた地域交流拠点としてのカフェ開設

2549 鹿児島県 株式会社こころ機構 2340001016307 顧客ニーズに呼応したカウンセリングルームの集客増加大作戦

2550 鹿児島県 SKホールディングス株式会社 7340001021905 ホームページ作成及びECサイト構築による販売力向上事業

2551 鹿児島県 お食事処　多津満 誰もが利用しやすいトイレ環境を備えた、会食に適した個室づくり

2552 鹿児島県 Hair Place OveR 「コロナに負けんど！」女性の集客で売上増加のための設備導入

2553 鹿児島県 お食事処　潮騒 アフターコロナを見据えた換気システム併用空調機の導入

2554 鹿児島県 池山養魚場 店舗入口ドアを非接触型自動ドアに変更し感染防止による販路拡大

2555 鹿児島県 軽食屋　はなやなぎ 当店自慢の商品ＰＲによる知名度アップと誘客活動による販路拡大

2556 鹿児島県 有限会社　牛太郎 6340002011468 栗毛和牛100％高級ハンバーグで食の楽しさ再発見事業
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2557 鹿児島県 株式会社南九州技研 2340001009855 荷揚げウインチ導入による高所作業効率化と新たな事業への転換

2558 鹿児島県 株式会社マイライフオオニワ 3340001007619 地域資源を活かした高機能リノベーション中古住宅の買取再販事業

2559 鹿児島県 オリオ青果株式会社 9340001020946 農薬散布専用ドローンの新規導入による自社圃場の生産性向上事業

2560 鹿児島県 株式会社シャポーン鹿児島鶏龍治農場 1340001014641 積極的な視察受入体制及び商談をスムーズに進める為の環境づくり

2561 鹿児島県 有限会社アイディアルホーム 5340002024116 ＨPリニューアルによる顧客満足度向上と広報宣伝強化を図る事業

2562 鹿児島県 ハルFS 産業用ドローンの新規導入による農薬散布委託業の販売促進事業

2563 鹿児島県 Dive cico 顧客ニーズに応え、新サービスを開始するための改装工事

2564 鹿児島県 有限会社コーケンサービス 4340002027730 受注体制を整え新規受注を増やすためのホームページ整備事業

2565 鹿児島県 粋サロン 自信をもって自分らしく生きたい女性へ！脱毛でさらにきれいに！

2566 鹿児島県 ウィルガレージ 短時間の定期点検を実現する薄型リフトの導入

2567 鹿児島県 さくらファーム株式会社 7340001018257 オリジナル黒豚のブランド化とファンづくり

2568 鹿児島県 有限会社上浦工務店 5340002019454 ブランディングなど情報発信力強化による宿泊事業の黒字化

2569 鹿児島県 はぴねす整骨院 顧客ニーズに呼応した認知度向上とコロナ後を見据えた業務効率化

2570 鹿児島県 関塩屋 麹菌の生産体制確立のための「麹室」制作

2571 鹿児島県 南幸自動車 高度なサービス提供可能なヘッドライトテスタ導入による販路開拓

2572 鹿児島県 合同会社 有光山業 7340003003133 事務所設置による企業基盤の構築とお客様満足度の向上

2573 鹿児島県 カケロマアイランドリトリート・ハレハレ アーユルヴェーダと島の植物をコンセプトにした化粧品の開発

2574 鹿児島県 ひろ水産 もっと内之浦産「ぶえん」を飲食店へ！食卓へ！

2575 鹿児島県 株式会社　東旅館 2340001010268 島の自然と共生する木造ホテルの価値を創造する顧客満足の向上

2576 鹿児島県 Open Sesame株式会社 2340001020985 商品の魅力を知ってもらうためのチラシ配布による新規顧客獲得

2577 鹿児島県 シーホーク レーダーを導入し新たなサービスの提供による新規顧客の獲得

2578 鹿児島県 合資会社瀬戸内酒販 9340003000962 大型冷蔵ショーケースの導入による販売量増加計画

2579 鹿児島県 珈琲　BOSSA 水系アクティビティ利用者の飲食休憩施設整備による売上拡大事業

2580 鹿児島県 Hair　salon  KAMIYUI 設備導入による新規サービス提供で新たな顧客・売上高拡大事業

2581 鹿児島県 ウッドショップ木心里 豊かな暮らしの提案！きこりが作る、品質の優れた生活雑貨。

2582 鹿児島県 Food&Spice Soerw coco スパイス及び副食用機器導入とスマホ非対面型テイクアウト事業

2583 鹿児島県 有限会社クレインオートタビラ 9340002023080 商圏開拓するための継続的な紙媒体広告による新規顧客獲得

2584 鹿児島県 サロンドボーテＫ 身体と心の悩みに寄り添うサロンづくりとその知名度アップ事業

2585 沖縄県 株式会社CREA 8360001014699 新サービスフルフェイスマスクの導入と新規事業ヨガを開始

2586 沖縄県 リラクシング 新メニュー導入で新規顧客獲得・売上拡大

2587 沖縄県 有限会社 山川酒造 8360002020283 オンライン広告を活用した新規顧客獲得と販路開拓事業

2588 沖縄県 （株）FOOD　CREATIVE ECサイトによる販路開拓

2589 沖縄県 合同会社　T&S 4360003007110 [Cray Okinawa]ネットショップサイト製作と公開

2590 沖縄県 株式会社ブルーオーシャン 9360003006553 リスティング広告予算引き上げによる、当社サービスの宣伝強化

2591 沖縄県 フリークス web広告による顧客獲得

2592 沖縄県 OFFICE　FUKUMOTO 新規顧客開拓および環境改善に必要なトイレ・手洗い場の設置
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2593 沖縄県 石垣島ビール工房株式会社 3360001023390 オンラインショップ認知度と売上の向上

2594 沖縄県 ＣＡＮＡＡＮ 機械装置導入や新商品開発による卸売、オンラインなどの販路拡大

2595 沖縄県 おそうじ一番 空調取付サービスの開始とリーフレット作成による販路拡大事業

2596 沖縄県 Ｊｅｓｕｓ　ｆａｒｍ 大型冷凍庫を導入し、キャッサバの製造・販売拡大につなげる

2597 沖縄県 創和メガネ 店舗改装による検査と展示スペースの拡充、及びカフェ併設開業

2598 沖縄県 株式会社木村内装 1360001025926 宿泊業による新たな販路開拓の広告としてWEBを作成

2599 沖縄県 P2Oラボラトリー 革新的プラスチック燃料装置「再生エネルギー装置」の普及事業

2600 沖縄県 有限会社ガーデンパナ 2360002021733 ハーブガーデンとつながるテラススペースの活用

2601 沖縄県 秀南工業 建築設備専用CAD導入による図面作成業務の効率化とHP作成

2602 沖縄県 DOTE Solutions株式会社 2360001017518 インターネット広告による商圏拡大と新規顧客獲得事業

2603 沖縄県 リンパ療法／温熱療法スクールサロンFLOW 路面店展開でスクールとサロンの相乗的事業拡大と新規顧客を獲得

2604 沖縄県 しまぬ売店 伊是名島産の島米を活用！新たな特産品開発で島を活性化

2605 沖縄県 髙良屋 ポイントカード導入で地元客の囲い込みと新規顧客の獲得計画

2606 沖縄県 株式会社BONDS 1360001020778 ホームページ再構築・看板設置とパンフレットで新規顧客開拓事業

2607 沖縄県 託児ルーム“こどもべや” 託児ルーム未使用キッチンで行う惣菜のテイクアウト

2608 沖縄県 dechibica 沖縄県産無農薬小麦を配合したヴィーガン焼き菓子のネット通販

2609 沖縄県 いなかもん 弁当販売　揚げ物テイクアウト

2610 沖縄県 カナイ経営支援研究所株式会社 8360001023485 事業販促のデジタル化と顧客営業の自動化による生産性の向上

2611 沖縄県 志陶房 循環式土練機購入によるブレンド土による新作品で販路開拓

2612 沖縄県 Indigo 沖縄県産木材を使用した新商品で、新ターゲット層の獲得

2613 沖縄県 神谷茶舗 伝統行事に特化したプランで販路拡大と新規顧客の獲得計画

2614 沖縄県 合同会社HinaLeo 1360003010273 新鮮野菜の移動販売・無人販売事業

2615 沖縄県 黄土よもぎ蒸しサロンNATURALIA オンライン予約システムの導入とHPネットショップでの販路開拓

2616 沖縄県 忍者ナイン沖縄 フリーマガジンの導入と広告宣伝活動の強化による販路開拓事業

2617 沖縄県 ｆｕｎ 受注生産による部品販売でカスタムバイクの満足度を高める事業

2618 沖縄県 株式会社リゾートライフコンシェルジュ 3080101006695 不動産業界の変革に対応した。唯一無二の不動産事業者への進化

2619 沖縄県 ダイブエスティバン 遭遇率アップ！水中ホエールスイムツアーで集客力アップ！！

2620 沖縄県 マリンロッヂ　アトク 「西表島のくだもの四季の味」再構築

2621 沖縄県 島イタリアンen パンとスイーツ事業の拡大

2622 沖縄県 ヴィアマーレ 新規顧客増を図るデジタル・マーケティングシステムの構築

2623 沖縄県 スパイスカレーコフタ 店舗改修による新規顧客獲得と時代に合わせたお店づくり

2624 沖縄県 株式会社ＭＵＴＯＳＥＮＳＵＩ 6360001025129 SNSインスタグラム連動型ＨＰ新規客開拓事業

2625 沖縄県 ロムアズキッチン 新店舗設置に伴う商品拡充とリピーター獲得

2626 沖縄県 lomilomi&yoga Al’ohana サロン店舗の認知度及び売上向上のための宣伝広告活動

2627 沖縄県 パティスリーココロ 沖縄旅行ができない県外の方をターゲットにした商品の開発

2628 沖縄県 沖縄珈琲畑 沖縄コーヒー農家が作る安全・安心なコーヒーを全国に届ける。
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2629 沖縄県 プエブロ　ボニート 移動販売車での喫茶営業と野外自家焙煎ワークショップへ事業展開

2630 沖縄県 株式会社ナンクル 3360001008045 感染者対策における非対面型の楽曲制作の作業効率化

2631 沖縄県 Color Sand HONU Okinawa 店舗販売を補強するチラシ配布とネット販売による新たな顧客獲得

2632 沖縄県 合同会社アタビーズ 8360003009284 地元民に向けたテイクアウト商品を提供するための周知広報強化

2633 沖縄県 株式会社スピードライン 8360001011275 インターネット広告を活用したインバウンドの強化で販路拡大！
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