
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 有限会社　静月 7460102005828 新たなサービスの提供による新規顧客の開拓及び販路の開拓

2 北海道 カットサロンなかの 新サービスの提供とコロナ感染予防の徹底による顧客満足度の向上

3 北海道 なごみ家　はる テイクアウト・デリバリー開始による商品開発、販路開拓事業

4 北海道 有限会社きたはし工房 4430002058411 仮設店舗撤去に伴う新店舗での販促による売上拡大

5 北海道 有限会社　カネコウ吾妻水産 6460002000566 子育て世代の新規顧客獲得に向けてのＳＮＳの活用と環境整備事業

6 北海道 おしゃれ館けいこ ホームページ作成と予約システム、新設備導入による販路開拓

7 北海道 ニコリ スロープ設置によるお客様ニーズへの対応と広告掲載での売上拡大

8 北海道 株式会社富川自動車学校 6430001055705 主力事業を補完するドローン免許事業の広告宣伝強化

9 北海道 株式会社山大大西呉服店 9450001004822 折込チラシ印刷の内製化による機動的な広告宣伝と新規印刷事業

10 北海道 株式会社まんまじょ 4430001084813 産後ケアのサポート事業のPRおよび安全な利用環境の確保

11 北海道 知床オプショナルツアーズ コロナ禍を逆手にドライスーツとSNSで冬の若者旅行市場を開拓

12 北海道 有限会社　木村鉄工機械 6460302003228 機械の出張修理サービスの新たな取組みで経費節減と新規顧客開拓

13 北海道 おぐにビーフ株式会社 5440001005825 おぐに牧場惣菜部による冷凍調理済み商品の開発

14 北海道 株式会社いさい 7430001055670 繁忙期終盤の売上底上げを図るインターネット販売の強化

15 北海道 北谷内商店 少量化や洋菓子へのニーズに対応するための冷蔵環境の改善

16 北海道 株式会社　ワッズ 2440001004557 ホームページを活用した自社商品のPRによる販路拡大事業

17 北海道 ラーメン居酒屋カリンパニ HP作成と新店舗看板による認知度の向上と店舗のバリアフリー化

18 北海道 LANTOKO 外国人初の知床五湖認定ガイドを強みに台湾の方に素敵な旅を

19 北海道 日本橋 高齢者や観光・ビジネス客のリピート率を高める店舗改修

20 北海道 美容室ブラッシュアップ サービス向上により回転率アップと新規顧客獲得を実現させる取組

21 北海道 有限会社　マルカうめの 6430002056594 生鮮食品のラインナップ充実による売上拡大と顧客満足度向上

22 北海道 美容しらかわ 美容機器導入による満足度向上と新たな施術メニュー提供事業

23 北海道 古谷モーター ４ｔ対応門型リフト導入による生産性向上・販路促進事業

24 北海道 酒房　かりん ロスナイ導入等による安心・快適な店内環境を構築する事業

25 北海道 株式会社　山下商会 1460001004399 中古ブランド品買取事業知名度アップのための集中的メディア戦略

26 北海道 株式会社柴田兄弟自動車販売 1430001074008 お客様第一宣言！お客様ご来店時　安心・安全の為の舗装工事事業

27 北海道 江刺家花園 青果類の包装形態工夫で高齢者のニーズへの対応及び新規市場拡大

28 北海道 有限会社　渋田産業 7440002009658 移動販売車の新規導入による自社アピールと販路拡大

29 北海道 株式会社Ａｉｍｕ 8460001005564 品質管理機能の強化による、【行きたくなる花屋】の空間作り事業

30 北海道 株式会社　加藤 9460101006783 特殊な建築塗装剤の卸売りの為のＷＥＢサイト構築による販路開拓

31 北海道 株式会社あじさい 8430001055190 冬期間でもお客様が快適に食事するための店舗入口への風除室設置

32 北海道 株式会社 ボーヤ・ファーム 3460101004314 国内で唯一の羊内臓100％を使ったペットフード製造業への進出

33 北海道 鉄板焼輝 恐竜の型を使ったスイーツ開発による販売促進

34 北海道 有限会社　KERIT’S 9460102007681 倉庫天井クレーン導入による、タイヤ保管業務の展開

35 北海道 株式会社大望 4460101000873 状況に応じた非対面の販売スタイルへの転換並びに海外販路拡大

36 北海道 中村商店給油所 トータル･カー・サービスの実現による顧客満足度向上への取組

37 北海道 石井鮮魚専門店 さかな一筋60年。目利きの鮮魚を家庭に届けるプロジェクト

38 北海道 らーめん喜一郎札内店 カウンター改修による作業効率アップと客席増加による感染対策

39 北海道 Noir　consolateur 新規顧客獲得及び既存顧客の新しい販路開拓のための新機器の導入

40 北海道 さくらネットワークス合同会社 7460103001140 フリースクール事業に必要な書架等設置による受入態勢の整備事業

41 北海道 明治信和産業　株式会社 8460001001828 包装技術革新による新商品開発と販売チャネル強化事業

42 北海道 ３８番ラーメン 新機材導入による持ち帰り商品開発・販売＆顧客満足度UP計画

43 北海道 有限会社　浅倉圧送 5460102000104 ホームページの新設による企業アピールおよび従業員の確保

44 北海道 白糠金物センター　株式会社 7460001000806 コロナ需要特設コーナー＆動画マニュアルによる販売促進事業

45 北海道 リフレイス 理学療法×整体！旭川唯一のスクール開講！相乗効果で経営力強化

46 北海道 たま工芸 ログハウスでの展示販売による木工芸品のＰＲと新規顧客獲得

47 北海道 有限会社　鳥せい白糠店 4460002001987 店内環境改善と新メニュー開発による来店者数増強計画

48 北海道 ㊀工房わたなべ 新技術（タイヤ組換え）の実現で自動車タイヤ販売による販路開拓

49 北海道 株式会社　竹山建設 9460101006560 畜産王国十勝の生産者ニーズに対応した設備工事への新規参入

50 北海道 ガレージ・ストリート 新設備導入によるチャンスロス回収・防止と車両修理部門の強化

51 北海道 Charcuterie AKAISHI 熟成庫改良による増産体制の構築と低温熟成の新製品開発

52 北海道 Cherry-B 店内環境改善で安心感を与え売上増等を図る

53 北海道 株式会社　都屋 1440001002396 洋装クリーニングによる売上獲得事業

54 北海道 有限会社矢原電設 9460002004713 HPとパンフレットによる販路拡大及び人材雇用による地域貢献

55 北海道 有限会社宮崎新聞販売所 7440002004774 冷凍・冷蔵陳列棚導入による新たな店頭販売事業

56 北海道 田崎エンヂニアリング 時代に対応した整備工場の体制強化と外注の削減による満足度向上

57 北海道 十勝レガーロ合同会社 2460103001153 広告宣伝強化とＥＣサイト開設による販路拡大

58 北海道 有限会社　田村利光商店 5430002062032 「安心・安全」を強化した新規取引先獲得事業

59 北海道 有限会社デンキショップかんの 5460102005838 ハウスクリーニング事業への参入により顧客のお困りごと相談解決

60 北海道 篠原板金工業 頼られる板金業者を目指して～切断機導入による生産性向上～

61 北海道 有限会社　日本海 5460102002546 業務用機械の計画的な導入による飲食店の収益基盤の安定化事業

62 北海道 居酒屋スナックセリカ 食材の長期保存とランチ営業に向けた設備の導入

63 北海道 和洋菓子のモンブラン 事業承継を見据えた商品力向上のための新商品開発事業
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64 北海道 寿楽の息子の嫁 新店舗メニューのＰＲ強化による町外等の新規顧客への販路開拓

65 北海道 粗清草堂 VFWファッションショー参加による新たな販路獲得事業

66 北海道 合同会社　GoodLuck 4460103001259 コロナ禍での販路開拓に必要となる機材の導入

67 北海道 リカー&フードかわ井 店舗レイアウトの変更とSNS販売促進による売上・利益率増加

68 北海道 四季の味　たんぽぽ 店内環境の改善による換気を徹底した安心な店づくり

69 北海道 株式会社　北海道アルファ 2460101003903 災害対応力を持続的に発展させる、地域社会貢献への取り組み

70 北海道 有限会社　大樹清掃社 8460102006692 コスト最適化を図るための産業廃棄物集積用コンテナの導入

71 北海道 有限会社オクヤマ 2460102005782 抗菌コーティング専用機材導入による新規顧客の開拓

72 北海道 南砂利工業　株式会社 1450001006553 作業兼保管用プレハブを購入し、冬期間の事業拡大を図る

73 北海道 有限会社　せきのジャパン 1450002009357 新設備の導入で販促機会を拡大し売上向上を図る。

74 北海道 大石農園 お米の品質向上と長期保存化を強化し、個人販売の強化を図る

75 北海道 彩良農園 良質なメロンを提供するための計器・管理システムの導入事業

76 北海道 山崎農園 茹でトウモロコシによる誘客と売上の増加を図る事業

77 北海道 有限会社　谷内商店 4430002057594 「地域の車の何でも屋への転換に向けた自社周知PR等事業」

78 北海道 株式会社AOILO 1460101006873 ネット販売用商品開発と販路開拓及び新商品ブランディング

79 北海道 くつろぎの宿　結び家 くつろぎの宿結び家　駐車場看板設置に伴う集客力向上事業

80 北海道 スナック　Ｋ 若年層のリピートおよび新規来店につなげるための店舗環境改善

81 北海道 茶菓いっ風 庭とロケーションを活かしたテラス席の新設による寛ぎ空間作り

82 北海道 居酒屋　静 団体宴会客から高齢夫婦へのターゲットシフトに伴う店舗環境改善

83 北海道 亀田産業 高性能切断機導入で飛躍的な生産性向上を図り販路拡大を実現

84 北海道 波心会 冷凍でも美味しい！新たな価値創出で全国に販路拡大する

85 北海道 藤原ボデー工業 エアコンガスクリーニングでCOOLに燃費向上、売上UP事業

86 北海道 Happy Land 安達牧場 安全で、安心な、美味しい牛乳でみんなを笑顔にプロジェクト

87 北海道 ヘアールーム心 マイクロナノバブルを取り入れた、新たな料金メニューの構築

88 北海道 朝日石油㈱ 8450001009062 野立誘導看板の設置と新規顧客開拓のための販促チラシの作成

89 北海道 大協産業株式会社 7430001055290 新たに取得する宅建業としての強みを発揮する不動産事業の強化

90 北海道 ㈱いまだ 9450001007833 LED化で印象、客数、業務効率UP事業

91 北海道 有限会社　天沼電機工業所 4460102006779 ストリッピングマシンの導入による収益改善

92 北海道 株式会社ハクツ古川建設 3430001060443 地域の空き家の新規賃貸事業による有効活用を通じた地域活性化

93 北海道 安国やわらか堂 看板の設置による新規顧客の獲得と売上向上事業

94 北海道 たいやきちゃん 新規顧客を取り込み新規移転リニューアルによる店舗改装事業

95 北海道 つぼ八　当別店 新規事業展開！居酒屋昼営業！ソフトクリーム販売事業

96 北海道 株式会社トコト一級建築士事務所 4450001012788 宣伝媒体制作による集客力の強化で事務所の存在をＰＲ！

97 北海道 株式会社　光農産業 6460101004360 雪室増設に伴う端境期用のじゃがいも販売量増加および作業効率化

98 北海道 (有)丸福福井旅館 8460102003260 快適な空間提供による地域の持続的な関係人口創出事業

99 北海道 株式会社北のささ 7460101004467 ホンモノであるために！ブランドレジストリ効果による販路開拓

100 北海道 株式会社　月のチーズ 1450001009787 超効率化と新商品開発！アフターコロナのチーズ工場の挑戦

101 北海道 ㈱イチマル 5460301002347 商品陳列台導入による販売点数増加と売上向上事業

102 北海道 株式会社　森川商店 9462501000291 ファミリーショップMORIKAWA広告宣伝強化プロジェクト

103 北海道 レストランはまなす テイクアウトへチェンジ「地元に愛される喫茶店」新店舗開店

104 北海道 合同会社　KZM・セキュレント 6462503000193 新規事業「宿泊部門」と「既存事業」の広告宣伝強化

105 北海道 株式会社　彩日 9430001058119 シュークリームの新商品開発および店頭販売機能の強化

106 北海道 日の出めん 商品のブランディングとECサイトを活用した新たな販路拡大

107 北海道 株式会社オート南部 7460301004589 国産タイヤチェンジャー導入による対応サービスの拡大

108 北海道 十勝髙田牧場 十勝高田牧場産カフェ＆バーの開業

109 青森県 ㈲メガネフラワー 2420002014409 来店困難なメインターゲットへ向けた訪問サービスの本格事業化

110 青森県 株式会社　竹太商店 8420001008513 スーパーのバイヤー等とマーケットイン志向で開発する水産加工品

111 青森県 AMB株式会社 5420001013103 門型リフトにサイズアップで効率アップ！顧客満足度アップ！

112 青森県 アンクルインドレストラン 店舗外観刷新で売上拡大を図ります

113 青森県 合同会社　白神アロマ研究所 5420003001733 世界遺産「縄文遺跡群」の縄文アロマ製品開発による新規顧客開拓

114 青森県 四季彩菜　あじさいかん 農家のおいしい漬物製造に必要な加工場新設

115 青森県 木花 黒ニンニク製造効率向上と販路拡大の取組み

116 青森県 株式会社三沢綜合チャームスクール 4420001012080 エステルームを親子で通える託児付き多目的スタジオへリフォーム

117 青森県 Hair&HealingLaboREJOICE.39 あなたの笑顔がみたい！！

118 青森県 株式会社　トーオ開発 5420001008417 WEBサイトで新たな旅の楽しみ方を発信

119 青森県 有限会社向中野自転車商会 6420002018364 新商品・専用什器による、店の魅力向上とＰＲ強化で顧客拡大！

120 青森県 エフヘアー ヘッドスパ導入による売上ＵＰ

121 青森県 旅館福寿荘 施設の環境改善でおもてなしのレベルアップ！新規顧客を獲得！

122 青森県 齊敏機械 出張サービス事業へ進出、販路拡大で収益向上を図る事業

123 青森県 株式会社ひらの洋服店 6420001011485 カード決済対応ECサイト開設で売上アップ！

124 青森県 佐井村アピオス農園 新規機材導入による一次産品加工品の開発と販売拡大

125 青森県 エステROOM～Belle～ 「淑やかな貴女へ届いてほしい」当エステサロン知名度向上事業

126 青森県 居酒屋NUMANUMA 店舗外観イメージ刷新で新規顧客の獲得を図ります

127 青森県 有限会社　肉の相馬 5420002012467 食卓を豊かに！生鮮肉・ミート総菜ラインナップ拡大事業

128 青森県 有限会社　鷹場商店 3420002018623 新規機材導入による販路開拓
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129 青森県 根市酒店 地域に愛されるお客様のニーズに答える店づくり

130 青森県 麺家　辰 店舗外壁改修と広告利用による視認性を高め集客力アップ

131 青森県 株式会社寿サービス 9420001015475 倉庫拡張、ショールーム設置による売上アップ事業

132 青森県 寿司隆 厨房設備導入、換気設備改修による生産能力向上で売上アップ

133 青森県 株式会社御菓子司甘美堂 7420001016649 新オーブン機器導入による生産性向上及び販路開拓事業

134 青森県 株式会社　龍飛観光 9010801022134 テイクアウト施設の整備による新規事業への旅館の挑戦！

135 青森県 馬酔木 名物「しそ餃子」のテイクアウトと通信販売による販路拡大

136 青森県 メトキベース トイレ改装による女性客やファミリー層の来店客増加作戦

137 青森県 工藤自動車整備工場 整備工場改修及び設備導入による販路開拓事業

138 青森県 有限会社　真木工務店 7420002003431 仮住まい無料提供サービスによる販路開拓事業

139 青森県 みこしはり灸院整骨院 高齢者に優しい鍼灸院整骨院への改修による新規顧客開拓

140 青森県 ことの羽 国産材のライアー試作とHPリニューアル等による顧客増加事業

141 青森県 民宿　南部屋 「純和風」浴槽への改修による新規顧客層開拓事業

142 青森県 株式会社工藤 9420001006912 キャラクター動画発信でイメージアップによる販路開拓計画

143 青森県 南郷物産合同会社 3420003002122 「南郷そば」の知名度向上による販路拡大事業

144 青森県 有限会社南郷断熱 1420002009731 慣例を破る新しい施工方法による作業効率向上で次世代へつなぐ

145 青森県 森のお菓子屋さん 作業効率向上と顧客満足度アップで売上向上計画

146 青森県 櫻屋 ”エスプーマ”をトッピングした新食感ドリンクで売上アップ！

147 青森県 株式会社TASHINAMI 4420001017402 サービスPRブック配布による既存顧客売上向上と新規顧客獲得

148 青森県 グローバルキッチン 健康食メニューによるさらなる美の追求と新規顧客獲得に向けて

149 青森県 有限会社　割烹白山 8420002009774 葬儀社様用、持ち帰り法要料理パンフレット制作による販売促進

150 青森県 キャリアレインボー株式会社 2420001017486 「なりたい自分になって」結婚しませんか？社名認知度向上事業

151 青森県 西目屋薪エネルギー株式会社 6420001015726 テントサウナの体験イベントによるファンの獲得と薪の需要拡大

152 青森県 有限会社　もりた 2420002018847 移動販売業務効率化及びチラシ作成による販路開拓事業

153 青森県 ビジネスホテル　リッチ 安心安全な長期滞在宿泊施設シェアハウス型へ改装提供事業

154 岩手県 株式会社山谷産業 4400001008601 一般顧客獲得に向けたホームページ作成による認知度向上事業

155 岩手県 おきも呉服店 ライブ感覚の断捨離リメイク洋裁教室等の開催による販路開拓

156 岩手県 ブリヤンドール 若返りニーズへの対応～技術と機械の融合による新サービス構築～

157 岩手県 野原の床屋 「高齢者等に優しい床屋」実現のための多機能椅子の導入

158 岩手県 有限会社沼宮内タクシー 3400002007537 高齢者にやさしい直通電話導入と障がい者への情報発信の強化

159 岩手県 株式会社八幡平板金 4400001008840 ドローンを活用した新たな調査プロセスの構築及びサービスの提供

160 岩手県 ヘアーサロンINITY 美容室兼ハンドメイド雑貨店へ！SNSからの集客で売上UP！

161 岩手県 合同会社sasatta 1400003002489 カフェ事業の本格化による販路開拓と売上向上

162 岩手県 紫波サイダリー合同会社 4400003002461 商品種類判別の改善とパンフレット制作によるBtoB販路開拓

163 岩手県 上閉伊酒造株式会社 6400001006636 加熱殺菌装置導入による火入れビールの新規商品化

164 岩手県 中華食堂和田 若者から好まれる中華料理店へ!!新規顧客獲得事業

165 岩手県 株式会社K．S．P 7400001015355 メイドイン金ケ崎の桑ほうじ茶リキュール開発と販路開拓事業

166 岩手県 株式会社　JKM 1400003000427 新分野に進出・レジンアート雑貨の魅力発信による顧客獲得事業

167 岩手県 ひので庵弥栄 巣ごもり需要を取り込む、とろけるシフォンケーキシリーズの開発

168 岩手県 与重ぶどう園 ぶどうを使ったアイスクリームの開発による販路開拓と売上向上

169 岩手県 合同会社トータルファッションナイトウ 5400003002493 快適環境の提供「トイレリニューアル」による女性客の獲得

170 岩手県 大和水産株式会社 1400001007250 大和水産の本格煮干だしを家庭で味わうお手軽だしパックの開発

171 岩手県 有限会社はらぺこ 7400002007153 ECサイト構築による販路開拓及び売上向上

172 岩手県 田中モータース 新たな客層の確保に向けた取り組み～トイレリニューアル事業～

173 岩手県 有限会社なかむら 6400002007138 店舗内の環境整備による高齢顧客の販路開拓

174 岩手県 ヘアサロン　ＡＳIＮ 美の追求と疲労回復で地域に活力を！ヘッドスパサービスの展開！

175 岩手県 民宿サトウ 調理プロセスの強化と宿泊満足度向上のおもてなしの仕組み構築

176 岩手県 小豆嶋漁業株式会社 4400001007462 新特産品「大槌サーモン」を活用した新商品販売

177 岩手県 有限会社堀江輪店 5400002004152 中高年ライダー獲得へ「街の小さなバイク屋さん」の３つの挑戦

178 岩手県 有限会社ケイ・テイ 6400002001140 送迎ママが喜ぶ、ダイハツショップによる３つの事業戦略

179 岩手県 株式会社クロスリンクシステムズ 8400001003441 世界初「クラウド型害獣監視システム」の開発による販路開拓

180 岩手県 有限会社　小田島鉄工所 4400002007024 溶接機導入による作業効率化と受注増

181 岩手県 鈴敬電器商会 若年層顧客が入店しやすい店舗づくりと周知による販路開拓

182 岩手県 株式会社トータルサポート唯一 2400001015285 空き家のワンストップ家財整理の認知度向上と販路開拓事業

183 岩手県 MOMIJI株式会社 8400001014876 商品開発による大槌ジビエレザーの高付加価値化

184 岩手県 有限会社　高倉工芸 8400002012359 ECサイト活用による海外オーガニック市場とペット市場への進出

185 岩手県 ちぃずＰＩＺＺＡ 新器機導入による生産性向上からの顧客満足度の向上による売上増

186 岩手県 お食事処なかつる 仕出し部門の充実による一般来店新規顧客獲得

187 岩手県 勘六縁 IT活用による事務処理業務効率化と新規顧客固定客化への取組み

188 岩手県 前野モータース HPの簡単アイコン化による利便性向上と販路開拓

189 岩手県 ｔａｍａｒｉ窯 少量多品種生産体制の強化による県外顧客の獲得

190 岩手県 日影舘クリーニング SDGsを取り入れた事業展開による新規顧客の開拓

191 岩手県 坂七商店 地元産・端炭の総合提案型販売による売上向上

192 岩手県 もじゃピン 新プランの導入による新規顧客獲得

193 岩手県 オカダ造園 新規顧客獲得に向けたガーデニング初心者に易しい庭造り事業
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194 岩手県 有限会社山幸造園 6400002004201 庭木のプロによるシンプルな庭造りプラン導入による販路拡大

195 岩手県 有限会社クワン 6400002004432 新商品　防災拭い「ピカピカ一年生」による販路拡大

196 岩手県 サイクルカトー クロスバイク販売強化と販売環境整備による若年顧客層開拓事業

197 岩手県 BASE OF F 岩手の南部鉄で作る本格キャンプアイテム販売による販路開拓

198 岩手県 うめのや 地元食堂から郷土料理店への業態転換による新規需要開拓

199 岩手県 有限会社桜商事 9400002006632 ホームページ開設による企業認知度アップと販路拡大事業

200 岩手県 株式会社　YGくし八 4400001009954 高齢者を対象とした憩いスペース「待ちの駅」の整備

201 岩手県 farmacology 盛岡市内飲食店との共同メニュー開発による販売促進事業

202 岩手県 合同会社ディーエフジーピー 9400003002770 独自の造園植栽技術を活用した新たな設備導入及び新規顧客の開拓

203 岩手県 畠山工作所 オーダーメイドによるジムニーパーツの製作販売での販路開拓

204 岩手県 有限会社ソフトハウスタカハシ 7400002007517 防犯カメラ安心メンテナンスパックの導入による販路開拓

205 岩手県 三本木智子音楽事務所 非対面活動の構築と「歌のレッスン付き」ホームページの開設

206 岩手県 武田自動車 オリジナルカラ―塗装提案サービス強化による販路開拓計画

207 岩手県 合同会社I.T.O 1400003002737 「おうち時間満足塗装サービス」の情報発信強化による販路開拓

208 岩手県 サトコンホーム株式会社 8400001002113 岩手初！抗菌・抗ウイルス仕様のオリジナル平屋住宅ＰＲ計画

209 岩手県 たぬ吉 店内のバリアフリー化と新メニューの提供による高齢顧客の開拓

210 宮城県 わとな補聴器 巡回型「聴こえの相談会」開催による新規顧客獲得事業

211 宮城県 ツインタワーオート ホームページ新設による販路開拓事業

212 宮城県 アンダイ合同会社 1370003004596 木材を活用したテレワーク空間づくりとその徹底的な認知活動

213 宮城県 アールデザインラボ株式会社 5370001024361 事業領域拡大・販路開拓のための情報発信の拡充

214 宮城県 株式会社豊円 4370001043949 現場・ＣＡＤ・申請三工程融合の水道工事アウトソーシング事業

215 宮城県 武蔵 ヘッドスパメニュー導入による客単価アップ及び新規顧客獲得事業

216 宮城県 迎の家 配送事業による買い物弱者への新事業展開と新規顧客の開拓

217 宮城県 BarBerChic 大人のお洒落バーバー提供の「フェイシャルクレンジングエステ」

218 宮城県 DogSalon Coo&Kuro 大型犬の来店増加戦略と広告強化による新規顧客開拓

219 宮城県 NAIL SALON jogata サロンの回転率・視認性の向上および潜在顧客の開拓で販路拡大

220 宮城県 株式会社ログ・トラスト 8370001041949 新規宣伝媒体導入によるログハウスの認知度アップによる販路開拓

221 宮城県 株式会社コスモハウジング 1370202003358 近隣地域への宣伝広告強化による認知度向上で脱下請け企業へ

222 宮城県 株式会社　かさ松 7370201003460 固定顧客の利便性向上とIT活用による新規顧客獲得事業

223 宮城県 ダンススタジオリレイション 新店舗オープン・新事業開始に伴う世界挑戦へ向けた広報ＰＲ事業

224 宮城県 有限会社　田口酒店 1370402001905 わくわくするアミューズメント性のある店舗へ！

225 宮城県 味処　吉祥 ランチでの新メニュー提供による販路回復並びに安心安全な店作り

226 宮城県 株式会社てづくり介護 4370201003513 介護保険外ヘルプサービス「Skedy（助けでぃ）」新規展開

227 宮城県 有限会社氏家農場 9370202004258 HPリニューアルによる販路拡大と将来的な東北の小ねぎ市場拡大

228 宮城県 FILM STONE 指名される映像クリエイターへ！「キャラ立ち」ホームページ制作

229 宮城県 ＴＬＳ仙台株式会社 6370001042932 【うちで働いて欲しい】【ここで働きたい】を動画でマッチング

230 宮城県 株式会社セキュリティソリューション 6370801000230 新規事業のランディングページサイト開設等による販路開拓

231 宮城県 DPLUS 外面・内面からキレイになれる。スタッフも安心して働ける美容室

232 宮城県 髙勇商店 店舗外装改修による認知度向上及び畳・藁工品の情報発信強化

233 宮城県 刀剣研磨処三浦 工房見学による日本刀剣の魅力発信と新規顧客開拓事業

234 宮城県 牡蠣蔵・ＫＯＯ 新技術シングルシード方式による石巻産牡蠣を全国、そして世界へ

235 宮城県 杜のいちご株式会社 2370102002863 杜のいちごＷＥＢサイトリニューアル

236 宮城県 有限会社岩本建設 2370602002363 お客様満足度向上と独自のZEH住宅PRによる顧客獲得計画

237 宮城県 ふれあい広場ロードパル アフターコロナにおけるシニア世代の孤立解消に貢献する顧客開拓

238 宮城県 株式会社　おひさま村 6370001044581 「焼き芋を中心としたさつまいも販売戦略事業」

239 宮城県 株式会社　照疋屋 7370001046362 自社ブランドの訴求力向上を可能とするWEBサイト制作事業

240 宮城県 Kilatech.exe 株式会社 1370001046888 自社PR動線並びに施設管理体制の整備による経営力向上事業

241 宮城県 ヘアーサロンけい 店舗バリアフリー化による利用者増強と高齢者向けサービスのＰＲ

242 宮城県 ＩＺＵＭＩＹＡ ＷＥＢやデザイン力で商品ブランディングしＥＣサイトで販路開拓

243 宮城県 有限会社佐武商店 6370502000463 自社製品ブランディングに向けた菓子販売のための設備導入事業

244 宮城県 株式会社クロル 6370001042800 麻酔下リスク管理機器の導入で安全性確保と新規需要の掘り起こし

245 宮城県 Macana 新シャンプーベッド導入によるアイラッシュメニュー実施事業

246 宮城県 千葉春畳店 畳とインテリアのトータルコーディネート提案による広報強化事業

247 宮城県 Richesse 上質なＨＰ・広報物作成による新規お役立ち講座告知で新生徒獲得

248 宮城県 石彩館株式会社 8370001044563 ペット用お墓の事業化に伴う、電子看板導入等による周知事業

249 宮城県 GuuRe.8 本物の雑貨シリーズの生産性向上を図り売上UP

250 秋田県 有限会社　佐々木自動車 6410002007129 一目でわかるロゴマークでブランド化、地域一番店を確立！

251 秋田県 株式会社　和 9410001011236 HP開設！寺院と葬儀社連携の新たな葬祭プラン提供で販路開拓

252 秋田県 村上ケンネル 地元初！全天候型「室内ドッグラン」整備事業

253 秋田県 親がだのキムチ 来店・材料搬入環境の整備と設備導入等によるキムチ売増計画

254 秋田県 寿松木ストアー 新規商品の取り扱い開始に係る販促活動で売上高・利益率向上計画

255 秋田県 株式会社　伊藤自動車 1410001009304 ホームページ・集合チラシ・フリーペーパー広告で新規顧客獲得

256 秋田県 有限会社　佐藤金物店 1410002013783 ポストコロナを見据えた営業所改修による、来店者・売上増加事業

257 秋田県 有限会社　大晋建設 5410002009811 住宅施工例・物件情報周知のための自社ＷＥＢサイト構築

258 秋田県 株式会社TJ 5410001012865 新規顧客確保のための営業力パワーアップ事業
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259 秋田県 有限会社佐善建設 3410002001729 コロナ禍だからこそ！エクステリアで豊かなお家時間を提案します

260 秋田県 福岡ボデー スナップオン診断器導入によるサービス向上で、顧客獲得

261 秋田県 小浜商店 ＬＥＤ照明導入による環境整備とチラシ配布等による販路拡大

262 秋田県 ミライズハウス 地域ニーズに応え新規開拓を図る！ＨＰ制作＆店内環境整備事業

263 秋田県 有限会社スリーフォールド 4410002005217 新天地男鹿から愛をこめて～愛犬のためにお届けします～

264 秋田県 株式会社 ライブフィールド秋田 1410001012464 大型看板設置による施設認知度向上で、集客UP・売上UP！

265 秋田県 笑んむすび株式会社 8410001010552 グループホーム事業の開始に伴う利用者確保のための取り組み

266 秋田県 秋田協和食産株式会社 2410001012835 ブランディングされたギフト販売用ツールで粗利額アップ！！

267 秋田県 備前鉄工　株式会社 7410001004794 ホームページの刷新と新たな看板設置で事業ＰＲ

268 秋田県 株式会社男鹿不動産 8410001004348 ホームページによる男鹿市への移住促進・商圏拡大事業

269 秋田県 ＷＯＲＫＳ お客様の困りごとを解決します！広告宣伝活動による販路開拓

270 秋田県 カラオケスナックリリー 中高年に優しいトイレのリフォームで、心も体も楽しい空間の提供

271 秋田県 こうすけ整骨院 高齢患者に優しい駐車場整備で顧客獲得

272 秋田県 古泉洞 顧客満足度と購買意欲の向上による極上な食とおもてなしの提供

273 秋田県 有限会社芝野農興 7410002005239 コントラクトサービスのニーズに対応するための社屋動線整備事業

274 秋田県 スナック　ユイット 店舗改装でコロナ対策！「安心安全な店づくり」による顧客獲得

275 秋田県 Mission to hair 顧客に安心感を与える感染症対応の店づくりとＨＰ掲載によるＰＲ

276 秋田県 栗原仁兵衛商店 秋田・稲庭で「まき火で蒸して作る！」こだわりの逸品販路拡大

277 秋田県 株式会社　山田塗料店 4410001004938 HPによる情報発信力強化で、ターゲット層からの受注を獲得！

278 秋田県 有限会社　高橋土木 2410002008080 新分野進出、地域初のレンタルボックス事業で販路開拓

279 秋田県 オイル漬け専門店 Norte Carta カルチャールームを改修して新商品開発！更なる販路開拓を！

280 秋田県 株式会社　羽後麦酒 5410001011330 マイクロブルワリーの強み！小ロット生産強化による販路拡大事業

281 秋田県 シンセイ科学株式会社 9410001005171 「秋田どじょう」の魅力を詰め込んだ新商品を販促強化で販路拡大

282 秋田県 イシイクレーン 新事業PRで事業所認知と既存事業への波及効果で売上向上計画

283 秋田県 株式会社　栗山ケイセキ 4410001006496 WEB上での「十和田水砂」の安全性PRによる新規顧客獲得！

284 秋田県 喜久屋 「あの人にあげたいギフトなケーキ屋さん計画」による販路拡大

285 秋田県 Wonder You 店頭入口改装で安全性強化＆認知度UP！新たなファン獲得の取組

286 秋田県 株式会社 八柳 7410001008597 伝統工芸品『樺細工』を海外へ！海外向けHPを活用した販路開拓

287 秋田県 中央モータース 特定整備を実現する整備用スキャンツール導入と人材育成

288 秋田県 ドリフトウッド・ファクトリー　我流慕 ＢｔｏＢからの脱却！　ＨＰ刷新によるＥＣサイト売上向上計画

289 秋田県 株式会社　淡路製粉 4410001003361 オンライン決済型WEBサイト構築による集客力と利便性の向上

290 秋田県 自家焙煎珈琲専門店　アメヤ珈琲 新ブランド姉妹店カフェ“今、あえて”の出店事業

291 秋田県 地酒処　君ちゃん 子供たちをターゲットに。ホームページによるイメージ戦略

292 秋田県 石川菓子店 魅せる商品陳列による巣ごもり需要獲得に向けた販売力強化事業

293 秋田県 有限会社　安保食品 3410002009607 食欲をそそる商品写真を撮影・公開してネット通販の拡大事業

294 秋田県 株式会社　加藤プラスチック工業 8410001008365 ホームページ開設による新規顧客獲得機会の増大

295 秋田県 秋田部品　株式会社 6410001008961 新事業展開による収益向上を目指すための作業場改装

296 秋田県 斉藤木工所 オーダーメイド家具などの新たなニーズへの対応による販路拡大

297 秋田県 有限会社サイテック 8030002078314 主力商品PR動画の導入による営業活動強化で販路拡大

298 秋田県 松永菓子舗 製品陳列方法の検討で新規顧客へのPR強化

299 秋田県 有限会社カントリーガーデン 6410002012046 大型看板設置による確実な顧客誘導で更なる変化へ

300 秋田県 まごころ弁当美郷店 揚げ物をさらに美味しくヘルシーに提供し売上の向上を図ります！

301 秋田県 株式会社Ｃｃｏｌｏｒ 3410001012875 ホームページ開設で、自宅で最期を迎えたい想いを実現

302 秋田県 秋田マテリアル株式会社 3410001005334 新事業“ドローンスクール”を効果的に発信し経営基盤を強化

303 秋田県 カーニュ美容室 口コミに頼らず自ら発信！髪質改善ケアの強みPRで新規顧客獲得

304 秋田県 有限会社　山口自動車 8410002009255 板金塗装技術を活かした地域の自動車整備工場を目指して

305 秋田県 オートボディコダマ 機械導入による業務用車両整備の販路開拓と塗装部門の業務効率化

306 秋田県 株式会社今野工業所 8410001005164 ３Dプリンターを活用した試作品開発

307 秋田県 戸澤電気管理事務所 受注チャンスを逃すな！電気設備の更新業務受注のための体制強化

308 秋田県 有限会社共友建設 6410002005520 動画を活用したホームページ開設とオフライン広告による販路開拓

309 秋田県 千歳盛酒造株式会社 1410001006565 全商品デザインならびにパッケージ刷新による全国販路拡大

310 秋田県 OBJET　Hair＆Make　Salon 大人世代のお悩み改善新メニュー提案で顧客満足度と客単価の向上

311 秋田県 有限会社マルサン設備事業 2410002007487 安心してアクセスできるホームページの構築

312 秋田県 有限会社ミサワハウス 5410002009522 専用住宅を手掛けて35周年！HP改装による情報発信力強化

313 秋田県 有限会社藤原運送 7410002007986 スマホで簡単！見積システム導入による販路拡大事業

314 秋田県 ブティック紫陽花 店舗改装による顧客のリピート率向上と売上増加、新規顧客の獲得

315 秋田県 有限会社　秋田サキガケ花輪北販売所 9410002009543 新聞折込広告中入れ機の導入による作業効率化と新規顧客獲得

316 秋田県 創和電工 地域に愛され必要とされる電気工事業者へのステップアップ事業

317 秋田県 株式会社山本自動車整備工場 8410001002590 カーエアコンサービスステーション導入で販路開拓と作業の効率化

318 秋田県 有限会社　ひない葬儀舎 8410002009032 子世代囲い込みの要、選ばれる葬儀屋へのポータルサイト構築事業

319 秋田県 やましち果樹園 地域特産品「クロモジ茶」の事業承継と新たな販路開拓

320 山形県 有限会社タカナシスリッパ 5390002015952 パンフレット作成による春物商品ＰＲ強化による販路開拓事業

321 山形県 株式会社　佐藤燃料店 5390001011242 小型振動ローラー（転圧機）導入による生産性向上と売上拡大

322 山形県 cut room Lima 理美容の完全予約制と感染リスク軽減によるコロナ禍での売上確保

323 山形県 有限会社サークル 5390002015201 バイク専用リフトの導入による整備作業の効率化と売上拡大



※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。

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６回締切分採択者一覧

324 山形県 黒沼畜産株式会社 9390001002428 スチームコンベンションオーブン導入による新たな販路開拓事業

325 山形県 株式会社清野モータース 9390001016056 タイヤコンシェルジュ事業による売上の維持拡大

326 山形県 株式会社平野左官 8390001014028 加工スペースの新設によるスマート住宅への対応と漆喰調合高度化

327 山形県 デランチ エーミング技術の受注強化による新たなBtoC、BtoB展開

328 山形県 菅原精肉店 デジタルとアナログを活用した販売戦略

329 山形県 有限会社アール興業 6390002008451 商談スペース設置による地元ハウスメーカーからの受注獲得

330 山形県 株式会社　オートボディキムラ 2390001015551 スキャンツール導入で特定整備認証を取得し営業促進事業

331 山形県 Bigup Hair 美容室の玄関バリアフリー化とヘッドスパ施術で売上拡大

332 山形県 フォトスタジオ112 コロナ禍に対応したWEBサイトで認知度UP・集客増

333 山形県 株式会社たたみの小池 2390001008191 「国産イ草を１年熟成！」高品質国産畳で新規顧客開拓

334 山形県 有限会社ファッション四季 4390002010285 衣類刺繍とプリント業務の内製化による生産性向上と販路開拓

335 山形県 富樫餅店 全自動餅つき機導入と季節商品開発で受注増加と新たなファン獲得

336 山形県 村田糀店 糀手入機と業務用冷凍庫導入で供給安定と通年販売による売上向上

337 山形県 陶修窯　碁点焼 中型電気窯導入による生産体制の拡充と少人数陶芸教室の販路開拓

338 山形県 株式会社　青葉 7390001009623 花壇撤去とカーポート設置で安全施設PRによる利用回数増加事業

339 山形県 有限会社ほていや商店 8390002011148 ガーメントプリンター導入による新商品の開発と販売強化

340 山形県 髙橋油店 新型タイヤチェンジャー導入による新規顧客開拓と客単価の向上

341 山形県 かっとはうす　さあど 快適な理容椅子導入による女性、子供客の顧客満足向上と販路開拓

342 山形県 合同会社　ソーラーファーム・山形 5390003001761 太陽光発電設備メンテナンス事業の顧客開拓に向けた機器設備導入

343 山形県 有限会社　カネマンオート 1390002003192 個人客向けサービス強化のためのタイヤチェンジャー導入

344 山形県 ボデーオート井上 先進安全装置点検技術向上による売上の拡大

345 山形県 ハリス食堂 保有しているキッチンカーで外販開始するための厨房機器設置

346 山形県 有限会社東原オートセンター 6390002012296 顧客の利便性向上と新サービスの提供で新規顧客を獲得する

347 山形県 有限会社安達自動車 9390002012054 タイヤチェンジャー導入により、顧客満足度向上事業

348 山形県 共和自動車有限会社 6390002012239 店舗設備改修と営業戦略による新規客獲得と既存客の囲い込み事業

349 山形県 名和鮮魚店 美味しい魚を食べて心も体も豊かにする新規販路拡大事業

350 山形県 有限会社　グッド 3390002011615 ECサイト構築でインターネット販売による売上拡大事業

351 山形県 株式会社　Rose Cheek 9390001016196 ECサイトによる新規顧客獲得事業、看板設置で認知度向上事業

352 山形県 羽黒製畳 ＨＰ作成による新規顧客獲得、お得意様バックケアで売上倍増計画

353 山形県 株式会社オートメイクK 3390001015732 塗料撹拌機導入と新サービス導入による販路拡大事業

354 山形県 たく治療院鍼灸マッサージ 施術機器の導入と運動スペース整備による売上拡大事業

355 山形県 ヨシダ企画 ペットホテルの宿泊環境整備とサービス向上による売上拡大事業

356 山形県 有限会社壽屋 9390002012327 食品添加物を一切使用しない新商品菓子の店舗・通販販売の強化

357 山形県 とんかつ山道 店舗設備改修と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

358 山形県 有限会社　旅館永澤平八 8390002011916 新規パンフレットによるPRで顧客満足度向上を図り売上UP事業

359 山形県 御宿やなだ屋 宿泊環境の整備と日帰り客に向けた新サービス展開で売上拡大事業

360 山形県 株式会社土屋薬局 2040002084548 道路看板製作と新聞折込チラシ配布による新規顧客開拓事業

361 山形県 株式会社佐藤鉄筋 4390001011301 最新鉄筋自動曲げ機の導入による自社アピール拡大と雇用拡大

362 山形県 有限会社オレンジ 4390002015367 冷凍弁当の宅配事業に伴う冷凍庫導入で売上アップ

363 山形県 ニューリンダ・俵 ポストコロナに向けたランチ部門強化による新規顧客獲得事業

364 山形県 株式会社AndMERCI 1390001015602 大型オーブン導入で製造効率化を図り、計画製造を確立する

365 山形県 カットハウス髪ひこうき 椅子とヘッドスパによってサービス価値を高めてリピートを増やす

366 山形県 YASU建築 自動仕上げかんな盤導入による効率化と広告掲載で新規顧客開拓

367 山形県 羽前丸 新商品開発と大型冷凍庫導入で製品の安定供給と販路拡大事業

368 山形県 株式会社設楽酒造店 2390001012103 リキュール事業強化に向けた家飲み需要への販路開拓事業

369 山形県 クズリ合同会社 7390003001396 自社ブランド強化・浸透に向けた新商品開発とテイクアウト開始

370 山形県 鳥海ドックランド ペットも飼い主も快適に過ごす！新サービスによる新規顧客の獲得

371 山形県 有限会社モントレーふくや 4390002006374 自然発酵種発酵機導入による新商品開発と売上向上事業

372 山形県 English a Go Go 英語教室の看板設置と電子黒板導入によるレッスンの効率化

373 山形県 安部塗装所 Withコロナを意識した営業ツール導入で生産性向上と販路開拓

374 山形県 有限会社　福智電器 4390002014476 店舗内展示会・セミナー開催で販路拡大するための環境整備

375 山形県 有限会社テンプレス 8390002011874 おばネット産直出荷場の設置と通販事業の業務改善

376 山形県 株式会社むらおこし 1360001016559 地域密着型の便利屋・仲介業開設による新規顧客獲得事業

377 山形県 鈴清農園 広報活動強化によるECサイトを通した売上増加

378 山形県 有限会社カモダ 2390002015575 店内のLED化とチラシ折込を通した販促強化による売上増加事業

379 山形県 杉本建築 事務所へのトイレ設置による元受け受注強化による売上増加

380 山形県 スパイス屋tikka 顧客ニーズに合わせた設備整備と満足度向上を目指したトイレ増築

381 山形県 株式会社WATANABE 6390002015852 スキャンツール導入による車両整備の作業効率アップ

382 山形県 株式会社寒河江スクリーン 4390001014122 転写プリント機導入による個人消費者からの注文強化

383 山形県 健築工房hiro 健康素材住宅のパンフレット作成と内覧会による販路開拓

384 山形県 有限会社グリーン・プランテーション 4390002015598 ＨＰを通した自社魅力の発信による販路開拓・ブランディング事業

385 山形県 阿部産業株式会社 7390001011975 冬用新商品の㏚ツールを作成し売上拡大を目指す!

386 山形県 定助そばや 居心地の良い食事環境整備による集客アップ事業

387 山形県 鹿忠建 看板設置で見える化を行い、新規顧客を開拓して売上拡大を図る

388 山形県 企業組合かほく冷たい肉そば研究会 9390005008090 お取寄せグルメ人気№1　ＥＣサイト構築で販路拡大事業
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389 山形県 みんなの店 テイクアウト強化とホームページ開設による売上増加及び利益向上

390 山形県 みつば接骨院 駐車場整備による『安心・来院』販路開拓事業

391 山形県 大工手塚建築 建築実例カタログ作成による販路開拓

392 山形県 ユリ美容室 新技術導入でのサービス強化とHP刷新での広報強化で顧客拡大！

393 山形県 ヘアサロン　ＥＶＩＳ 子育て世代の女性をターゲットとした新規顧客開拓事業

394 山形県 肉の花屋 キッズから愛され地域の人が集まる飲食店になる為のトイレ洋式化

395 山形県 とみなが理容室 お客様の髪・頭皮のお悩み解決新メニューの開発

396 山形県 有限会社日下部商店 1390002015915 自社HPとECサイトの構築による新規顧客獲得事

397 山形県 佐藤食品 インターネットサイト構築による売上拡大と利益向上策

398 山形県 こしゃる合同会社 4390003001531 雪室熟成珈琲は、エコでエシカルな層にネット広告でアピール

399 山形県 みなみな シェアハウス整備によるワーケーション等顧客開拓事業

400 山形県 ミッドナイト 清潔・安心・安全な店づくりで、新規顧客を取り込む！

401 山形県 BELLE 商品販売部門の強化と在庫管理のＩＴ化による収益力の強化

402 山形県 米沢牛のとろけるカレー スパイス　キッチン成ス テイクアウト事業の本格参入により、コロナリスクを吹き飛ばす。

403 山形県 菅原畳店 新施工法導入で、品質・作業効率・売上のトリプルUPを目指す！

404 山形県 rire la vie ホームページ開設とチラシ連動によるペルソナ集客力の強化

405 山形県 リオンヒノデ美容室 高分子スチーム・ヘアエステチェアの導入で美容＋心の癒しを！

406 山形県 山形農薬株式会社 8390001010448 真空乾燥器を導入しダビング修復のプロフェッショナルショップへ

407 山形県 山形オートセンター株式会社 8390001004870 大型車専用の新たな整備メニュー開発による販路拡大事業

408 山形県 有限会社サガエ染縮工場 4390002015648 同一演色性を持った染色により、新規染色受託による販路開拓

409 山形県 川井工務店 新商品開発による販路拡大

410 福島県 Person right ホームページによる新たな情報発信と販路開拓

411 福島県 株式会社和輝興業 5380001031150 「解体の窓口」の設置による新たな個人顧客の獲得

412 福島県 福島パルス株式会社 3380001006534 髪修復ヘアカラーの販売強化による新規顧客獲得事業

413 福島県 茶房やまだ屋 伝統の新解釈創出による付加価値形成のためのプロモーション強化

414 福島県 小さな森の和美術館 コロナ禍でもコミュニケーションのとれる体感型の美術館づくり

415 福島県 丸越製菓 地元特産フルーツを使った菓子の新商品開発と新店舗での販路拡大

416 福島県 有限会社長谷川金物店 3380002018314 建築業依存を脱却。他店にない商品、サービスでの顧客獲得

417 福島県 小木商店 山の中のガソリンスタンドが挑む！認知度向上と新規客獲得戦略

418 福島県 有限会社　東南観光社 9380002002444 御一周印帳による、新たな旅の創造事業

419 福島県 有限会社　梁川丸公 3380002006665 宅配のエリア拡大と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

420 福島県 有限会社矢吹植物園 6380002018600 若年層が入店しやすい「明るい」店舗づくり

421 福島県 株式会社しもごう農園 4380001021012 健康意識の高まりに訴求するための自社製品PR事業

422 福島県 松井屋米店 高齢化地域に対応した売上原価削減・新サービスによる販路拡大

423 福島県 ゆきしろ屋 地域資源を活用した新事業展開による販路拡大及び地域貢献

424 福島県 さんくるげ 「かわらないために、かわりつづけるラーメン店」発信事業

425 福島県 光農園 セット商品及び新パッケージの開発による新規顧客獲得

426 福島県 (有)よしだや 1380002021088 視覚で買いたい気持ちにさせて新しい販路開拓

427 福島県 有限会社　角田自動車商会 7380002020877 車を大切にする方に応える本物の整備“KAKUTA”で顧客獲得

428 福島県 株式会社四倉屋 7380001029184 「おかずを選ぶ楽しみ」を提供するためのフライヤー導入計画

429 福島県 やまさ味噌こうじ店 顧客ニーズに即した冷凍食品の開発による新市場参入と販路拡大

430 福島県 有限会社海老の丸や 7380002008237 超低温冷凍庫の導入による新商品開発と営業活動の展開

431 福島県 秋山工務店 広告宣伝活動により段階的な信頼関係の構築と受注拡大事業

432 福島県 老舗　門屋 チラシによる商圏拡大及び地酒専門店としての認知度アップ事業

433 福島県 有限会社ヤパック 5380002017537 夜間営業から大胆なシフト変更によるテイクアウト・ランチの強化

434 福島県 有限会社　しんよし 9380002021295 デジタル営業マンによる情報の「見せる化」で集客力UP作戦！

435 福島県 株式会社川上種苗園 9380001030603 新商品「干しいも」開発、生産効率アップ及び規模拡大事業

436 福島県 幸助 居酒屋からまちなか食堂へ！夕食膳の提供による新規顧客の獲得

437 福島県 有限会社オオジオート 1380002021518 先進安全車の整備範囲拡大による生産性向上と販路開拓

438 福島県 横川鍼灸診療所 顧客ニーズに合わせた新商品と生産性向上から販売プロセスの確立

439 福島県 合同会社あすかエコテック 2380003000899 地場産山ぶどう製品のPRによる販路開拓及び新規顧客獲得

440 福島県 Conohana 思い出の着物を再生！着物リメイク事業による販路開拓

441 福島県 食処くさの根株式会社 4380001022464 既存ホームページリニューアルによる情報発信と販路開拓事業

442 福島県 小原精肉店 質にこだわる食肉専門店に相応しい店舗作りとラム肉による差別化

443 福島県 有限会社関根石材商店 5380002021142 戒名彫刻機導入による販路拡大事業

444 福島県 合資会社ナチュラル・ワークス 1380003000883 レディースオーダースーツ仕立てと販路開拓

445 福島県 株式会社内郷館 5380001012464 フランス、都内ホテル仕込みの料理でもてなすレストランの開店

446 福島県 エヌケー佐々木　株式会社 8380001009243 自社HPのリニューアルで、いひんせいりサービスの情報発信事業

447 福島県 有限会社　ワタナベ 5380002013148 「葬儀メモリアルフォトサービス」の新たな事業展開

448 福島県 ATRY　Café & Bar ポイントカード事業による新規顧客獲得とリピーター増で経営強化

449 福島県 有限会社ムカイ電設 9380002021262 個人向け省エネ設備提案と弊社認知度向上による新規工事獲得事業

450 福島県 渡辺理髪店 キレイを応援！女性向けシェービングサービスで新規顧客獲得

451 福島県 有限会社エステック 9380002008152 「24時間対応自社持込み修理サービス」にて販路開拓

452 福島県 株式会社チャイルド 4380001009189 ダイエットや健康を意識した商品開発と菓子事業の認知度アップ

453 福島県 株式会社　田付自動車工業 6380001018659 整備記録の電子化及び情報管理による業務効率化とサービス力向上
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454 福島県 ファームつばさ 身体にやさしいジャージーミルクソフトの営業強化による販路開拓

455 福島県 くまだ接骨院 若年層新規患者獲得のための新治療機器導入とHP開設事業

456 福島県 有限会社新星自動車工業 1380002009942 HP制作による運送会社への販路拡大

457 福島県 cafe comaya ヘルシーかつ選べる美味しさ！comayaテイクアウト倍増計画

458 茨城県 株式会社エム・ケイ・エフ 8050001008344 物販からものづくり（お地蔵様づくり）へとのビジネスモデル転換

459 茨城県 EN-YOGA ヨガのフリー講師から南国風ヨガサロンによる販路拡大

460 茨城県 サクライ商店 高齢者にやさしい会員制御用聞き宅配サービスによる売上拡大

461 茨城県 株式会社 茨城タイヤサービス 4050001026127 運送業者のニーズに対応した短時間タイヤ交換サービスの提供

462 茨城県 オダギリBody 塗装の高品質化及び高効率化によるニッチ戦略強化計画

463 茨城県 活学経営研究所 経営におけるヒューマンスキル向上の「活学」の拡販事業

464 茨城県 田中自動車商会 ハイブリッドカー向け特別整備プログラム開発による新規顧客開拓

465 茨城県 デイジーオブヘアー サービスハブ型ウェブサイト制作

466 茨城県 小竹輪業オートサービス デジタル対応点検ツールの導入による販路開拓と生産性向上

467 茨城県 株式会社リリー・パラメディカル 8050001045008 看板新設&骨盤矯正オンライントレーニングによる売上増加

468 茨城県 みかく ヒトに優しい店舗づくりで新規顧客獲得！トイレの洋式化事業

469 茨城県 有限会社船本建築設計事務所 7050002039934 コロナ禍の需要に対応したコンセプトハウスの提案

470 茨城県 有限会社カレスパ 5050002009419 「海風かおる」新商品開発とテイクアウト事業展開

471 茨城県 リサイクルショップはじめちゃん 思い出をかたちにするワンストップ型販路開拓事業の展開

472 茨城県 Jsインテリア 下請け気質からの脱却と自社ＨＰによるＤＩＹ講習ＰＲサイト構築

473 茨城県 株式会社丹種苗園 6050001024244 インターネットを用いた情報発信と農業関連商品の販路開拓事業

474 茨城県 ヘアーサロン カミング 10分700円のヘアケアサービスで、子育て中の女性客の開拓

475 茨城県 株式会社 やぎぬま農園 8050001038597 在日タイ人へのパパイヤ拡販のためのタイ語Webプロモーション

476 茨城県 合同会社 Maply 7050003005398 理学療法士による高付加価値な整体事業への進出

477 茨城県 Suda Desirable HAIR 理容店が行う「美容脱毛事業」への進出と顧客満足度向上計画

478 茨城県 有限会社大森茶寮 9050002006684 伝統と自分らしさを両立する乳児のお祝い事で、若年層の開拓

479 茨城県 千葉酒店 当店独自の惣菜や軽食、ドリンク類開発によるテイクアウト拡充

480 茨城県 高須自動車工業 「ご存知ですか？高須自動車工業のサービス！」の展開

481 茨城県 中山製菓支店 新商品開発で新規顧客獲得と店内改装で店舗魅力度向上計画

482 茨城県 Larks合同会社 4050003005938 新規バスケットボールスクール拠点開設による販路開拓事業

483 茨城県 有限会社 モンブラン 3050002026746 「お家で楽しむ簡単手作りスイーツセット」の販売で新規顧客開拓

484 茨城県 滝本屋支店 移動式屋台によるワン・ハンド・フード販売と集客力強化計画

485 茨城県 アトリエブルーミング 新たにポーセラーツ（磁器クラフト）の制作とレッスンをスタート

486 茨城県 バーバーショップゲイン 男性専用エステの導入とスマホアプリの活用によるサービス向上

487 茨城県 きおらCafé ECサイト構築・路面看板設置によるブランディングと販路開拓

488 茨城県 関製作所 樹脂製品加工の専用ライン構築による販路拡大・新規顧客獲得事業

489 茨城県 Riyohこまつ 快適床屋でリフレッシュ！！新メニューヘッドスパで新規顧客獲得

490 茨城県 リトルピアニスト株式会社 9050001043670 巣ごもり需要を狙った新商品「ピアノスリッパ」開発と販路拡大

491 茨城県 株式会社アンサンブルオーブ 7050001048011 ピアノの先生向けの経営講座による販路開拓

492 茨城県 Bardon 株式会社 4050001041357 食べて美しくなるアイスクリーム！

493 茨城県 Studio AT アンティークなどの趣味性の高い需要に訴求する新ブランドの構築

494 茨城県 有限会社 斉藤商店 8050002032418 平潟初の水産加工業者による直売所で、釣り人の土産需要の取組み

495 茨城県 有限会社戸祭貞次郎商店 9050002036509 美容と健康に訴求した漬物店としてのＷＥＢ活用新規顧客獲得事業

496 茨城県 おそうじ本舗つくばみらい店 コロナ禍のニーズに対応した除菌清掃クリーニングの提供

497 茨城県 アスカ物流株式会社 2050001034759 海上コンテナ輸送のオンライン商談と宣伝力強化で新規顧客開拓

498 茨城県 株式会社つくばドリームコム 8050001044892 個別相談会による難聴者むけ会話用骨伝導イヤホンの販路拡大

499 茨城県 行政書士 稲葉法務事務所 市街化調整区域における建築物のワンストップサービスの提供

500 茨城県 トレーニングジム牛久 非接触オンラインパーソナルトレーニングで潜在的ユーザーの発掘

501 茨城県 ネクセルオートサービス 女性向けの工場内見える化サービスの提供による売上向上事業

502 茨城県 Desiko 高付加価値オーダーメイド小物の制作による販路開拓事業

503 茨城県 長谷川畳店 わら床製造技術を活かした独自の和紙畳の開発による売上向上事業

504 茨城県 クサカ美容室 訪問美容の拡充と若年層への訴求による顧客数増加計画

505 茨城県 ベルモー アンチエイジング世代向けサービスの提供による新規顧客獲得事業

506 茨城県 トレーナーステーション 予防的な施術の周知、オンライン予約システムの導入で売上UP

507 茨城県 有限会社赤井工務店 3050002034724 感染リスク低減と販路開拓を両立する新たな仕組みの提供

508 茨城県 有限会社 東和加工 3050002034212 大型ポリエチレン袋の製袋加工技術の確立による新市場開拓

509 茨城県 比羅里 お店の味をご自宅で！テイクアウトサービス拡充による販路拡大

510 茨城県 合同会社大賀肉 2050003005543 無添加にこだわった安心安全なペットフード製造小売りへの取組

511 茨城県 大賀屋鮮魚店 オーダーメイド焼き魚サービス実施と積極的なPRによる売上拡大

512 茨城県 あけぼの洋装店 洋裁教室・自主製品企画製造支援による新設備導入事業

513 茨城県 ㈲ナガツカ・オートサービス 5050002024731 自社の強みを活かしたマニア層向けサービスの強化で新規顧客開拓

514 茨城県 hair salon Regia 脱・昔ながらの理髪店【新リラクゼーション総合調髪】へ顧客拡大

515 茨城県 ラーメン池田 設備を導入してテイクアウト事業へ本格参入、新たな販路開拓

516 茨城県 友和施設株式会社 8050001034332 新サービス展開で地域住民へ貢献！看板設置で新規顧客獲得事業

517 茨城県 ボディーワークスタキモト 「新規カスタム事業」の開始による新規顧客獲得及び顧客満足向上

518 茨城県 有限会社 北山商店 9050002025536 店舗、看板、ホームページ活用による新規客獲得の仕組みづくり
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519 茨城県 でぇ～もんBG テイクアウト可能！地産地消食事メニュー開発と看板設置事業

520 茨城県 有限会社 ルネサンス 5050002025993 消費者ニーズに対応、アフターコロナを見据えた販売戦略

521 茨城県 salon de yuu 出張ヘアカットにおける美容メニュー新設事業

522 茨城県 きむら美容室 新たな施術メニューの提供・情報発信による顧客満足度の向上

523 茨城県 ㈲フューチャーライティング 5050002024905 自社ブランドの新商品開発販売で新規顧客開拓と売上アップ計画

524 茨城県 有限会社 希望園 3050002034088 コロナ禍で増加するキャンプ需要に対応するウッドアイテムの開発

525 茨城県 サヌカコウスケ コミュニティスペースの設備強化による売上倍増計画

526 茨城県 玉喜屋本店 のし餅形成機導入による作業効率化を図り新規受注拡大計画

527 茨城県 株式会社取手福祉サービス 7050001031215 下請け脱却！地域密着設備リフォーム工事業への転換事業

528 茨城県 株式会社 イバラキ産經広告 1050001004498 小規模事業者向け、オーダー型新聞広告サービスの実施

529 茨城県 金砂そば 生そばの製造販売開始に伴う店舗改装・販路拡大事業

530 茨城県 株式会社ワイエスティ 9030001120331 当社独自のカレーメニューの提供による新規顧客開拓事業

531 茨城県 株式会社 W&B 1050001049808 唯一無二の販路開拓事業「カラーブランディング戦略」

532 茨城県 大竹商事㈱ 7050001020481 品揃えとセール情報をタイムリーに伝達するWebサイトの構築

533 茨城県 キッチンMOCO 菓子屋が行うドライフルーツ・干し野菜を活用した新商品の展開

534 茨城県 有限会社 宮内石油 8050002027871 自動車整備サービス拡充のための設備投資事業

535 茨城県 room’z tea 本格茶葉で挑戦！新たな施策を用いた認知度の向上と新規顧客獲得

536 茨城県 有限会社山口水工 8050002016263 防災に向けた新サービスの提案とITによる広報力強化事業

537 茨城県 ルンカ 安全とおしゃれを両立する、犬用の迷子札光るお名前リボンの開発

538 茨城県 焼きとり いっかく 焼鳥屋さんが作る九州の野菜巻きの開発販売

539 茨城県 株式会社つくばFC 8050001016909 茨城応援マスコットキャラクターによる、企業・地域の魅力発信

540 茨城県 トーノファインプレーティング株式会社 1050001018011 当社独自の超微細化技術のサンプル品作成による販路開拓

541 茨城県 Hodge podge the hair 新メニュー開発及びPR強化による販路開拓事業

542 茨城県 昭栄工業 株式会社 3050001044146 最高品質スクラップとプラスチックリサイクル開始による販路開拓

543 茨城県 有限会社オートサービス倉持 8050002020570 設備導入による新たな高品質塗装工程構築事業

544 茨城県 茨城木工株式会社 7050001020886 新事業専用のHP・パンフレット作成による事業力拡大計画

545 茨城県 株式会社 東京立山製作所 3010801007850 アナログとデジタル両面からの広告宣伝による新規顧客獲得事業

546 茨城県 黒川畳店・インテリアハーツ 法人向けトータルサポート事業の強化に向けた取り組み

547 茨城県 鯉淵商事株式会社 2050001047595 専門店独自の断熱リフォームサービス提供による新規顧客獲得事業

548 茨城県 Shine 女性企業家用高付加価値撮影サービス提供による新規顧客獲得事業

549 茨城県 ヘアービューティーライツ 店舗内着付け室改装により着付けサービスの向上をはかり売上拡大

550 茨城県 有限会社サイトウストア 5050002024558 生産体制の整備等による新たな販路開拓に向けた取り組み

551 茨城県 株式会社SRフードサービス 9050001045816 デリバリー多ブランド化とEC化で販路拡大

552 茨城県 Laessess 「当店の魅力発信！」広告宣伝強化による新規顧客獲得事業

553 茨城県 伏木建材 一般消費者向けエクステリア事業の取り組み強化

554 茨城県 有限会社 タカハシ化成 9050002028068 HP構築とSNS発信による販路拡大とネット販売への参入

555 茨城県 久保台整骨院鍼灸院漢方薬店 特徴的でわかりやすいホームページリニューアルで集客をアップ

556 茨城県 美容室アトリエポパイ ソフト面とハード面の改善による販路開拓事業の展開

557 茨城県 Sayapan 新商品販売のための冷蔵ショーケースの導入による売上向上事業

558 栃木県 室井総合事務所 ワンストップ士業事務所開業に伴うマーケティングの展開

559 栃木県 株式会社ふるさとプラス 3060001033726 コロナ禍でも家族で満喫できる弊社リンゴの宣伝事業

560 栃木県 Eyelash Salon THREE 専門店からトータルビューティーへ

561 栃木県 酒井工業 新部門「県北便利屋サービス」のＰＲで新規顧客獲得事業

562 栃木県 有限会社 角谷自動車 8060002011065 ホームページを作って幅広い世代に知ってもらい、集客・売上ＵＰ

563 栃木県 Ritsu 総合美容サロン、新店舗開店における販路開拓および新規顧客獲得

564 栃木県 国産はちみつ専門店ピュア 皆がいきいきと生活できる健康を提供する店づくり事業

565 栃木県 有限会社　大嶋栄一商店 5060002030398 燃料満タン！一緒に地場青果を販売で地産地消推進

566 栃木県 A table 工房を改装、新たに店舗をつくり直接販売をスタートさせる

567 栃木県 溶岩焼肉居酒屋白うさぎ 看板設置で第２号店オープンの為の集客UP

568 栃木県 Both　Healthy 機能的なホームページ開設と活用による信頼度アップと販売促進

569 栃木県 たちばなや時計店 チラシ折込と地元紙新聞広告による販路開拓

570 栃木県 有限会社　日本料理　篠 4060002034937 新規顧客の拡充と座敷イス席化によるサービス向上事業

571 栃木県 海老寿司 地域ＮＯ．１への挑戦！バリアフリー店舗の実現

572 栃木県 マジックミシン小山店 第２店舗開店と新サービスで地域とお客様に笑顔を灯す事業

573 栃木県 株式会社シンアイ 4060001030532 幹線道路沿いの好立地に看板を設置　商圏を広げ受注拡大を図る

574 栃木県 株式会社ＭＳＳ 3060001032174 自社ＨＰを公開し事業内容を広く周知することで収益向上を図る

575 栃木県 大松自動車鈑金 最新設備の導入による調色力向上により新サービスを展開する

576 栃木県 有限会社岡モータース 5060002033517 新しい開拓客層である女性や若者の気軽な来店を促す看板設置

577 栃木県 株式会社シンエイ 3060001016929 新事業「活性光触媒LIVE」の認知度向上とＥＣサイト構築

578 栃木県 有限会社川魚瀬下 1060002033545 客単価の高い鰻コース料理予約獲得のための駐車スペース拡大事業

579 栃木県 有限会社大前設備 1060002033520 提案型水まわりリフォームの認知度向上による売上増加を目指す

580 栃木県 株式会社田中工業 1060001016939 薄板切断加工サービスとリフォーム告知看板設置による売上向上策

581 栃木県 居酒屋あづま 一般客の座席増加と高齢者の満足度向上による宴会増加事業

582 栃木県 有限会社サガラ陶管 7060002033242 遺品整理・ゴミ回収事業の宣伝強化による販路開拓

583 栃木県 さかの宇治園 低温保管庫による温度管理の徹底で美味しい緑茶の販路拡大
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584 栃木県 渡辺自動車整備工場 スポット溶接機導入でエコカーの鈑金修理受注増による売上拡大

585 栃木県 株式会社角慶建創 4060001025243 看板設置による新規受注工事増加事業

586 栃木県 株式会社　トレンド 1060001027300 新聞折込みチラシ配布とケアマネ向け試食会開催でシェア拡大事業

587 栃木県 Anello 新規顧客の拡充およびコースメニュー・テイクアウトの販売強化

588 栃木県 Café ローズ 認知度向上のための新聞折込チラシ及びパンフレット作成事業

589 栃木県 建築slouu ニューノーマルに向けたHP作成による認知度向上と販路開拓

590 栃木県 那須野が原テラス合同会社 2060003003389 五番街ブランディング計画《ハイトーンカラー》

591 栃木県 センバ自動車株式会社 6060001012017 最新の調色カメラの導入で高品質化・短納期化し利益拡大

592 栃木県 特定非営利活動法人アーシャイコールアジアの農民と歩む会 3060005004780 健康的な体づくりに注目する人に向けた情報発信と販路開拓

593 栃木県 合同会社アリティ 4060003003478 Ｗｅｂ広告で新規顧客の開拓

594 群馬県 浦野電業社 工場等電気保守業務促進のため配線加工設備導入を周知し販路開拓

595 群馬県 温泉農家民宿はしば 新規サポート付き農業体験農園事業

596 群馬県 住谷建築 下請け体質からの脱却に向けた機材導入による売上増加事業

597 群馬県 有限会社島田自動車整備工場 6070002016296 サーキット走行特化の車両対策事業を展開しブログ周知で販路開拓

598 群馬県 マナゴ食品 アウトレット品事業展開のため自社看板設置と集客整備で顧客獲得

599 群馬県 やとう食品店 時代のニーズに則した商品構成の確立による販路開拓と需要拡大

600 群馬県 株式会社葵 1070001027902 テイクアウト促進に向けた販路開拓事業

601 群馬県 たかざわ清掃 ホームページによる認知度向上と業務効率化による事業拡大

602 群馬県 有限会社花のたかはし 4070002016892 葬祭部門の内製化を図る事業再構築事業

603 群馬県 髪工房MIKI 床屋の目印「サインポール」改修とサービス向上による新規客獲得

604 群馬県 群馬レジン ホームページリニューアルとプレスリリースによる売上増加事業

605 群馬県 シャンプー&リンス美容室 新規顧客獲得・差別化強化のための「ヘッドスパ」の強化事業

606 群馬県 有限会社兵藤自動車工業 3070002026752 高齢化・電動化社会に向けた店づくりによる新たな需要の開拓

607 群馬県 よしざわ テーブルと椅子設置による売上向上事業

608 群馬県 櫻井英語教室下仁田校 勉強には快適な空間を！広告宣伝による新規生徒獲得

609 群馬県 高橋建築 急増するリフォーム需要に対応するためのモデルハウス外壁修繕

610 群馬県 しのはら整骨院 差別化強化のための新自由診療メニュー導入で新規顧客獲得

611 群馬県 株式会社TRフードサービス 5070001036494 コロナ対策の店舗改装によりお客様への安心・安全の提供

612 群馬県 RAD KUSTOMS 認知度向上、顧客サービスの強化、業務の効率化による販路拡大

613 群馬県 有限会社根本製作所 2070002014196 新規顧客開拓のためのホームページ開設事業

614 群馬県 株式会社白石興業 7070001027921 新規受注販路拡大のための高速パイプ切断機導入

615 群馬県 渡辺住設 新規事業開始に向けた機材導入による売上増加事業

616 群馬県 キッチン餉 コーヒー焙煎工程の自前化による新商品の開発及び付加価値の向上

617 群馬県 有限会社堀内自動車ボデー 7070002014217 BtoB受注強化を目的とした全自動回収装置導入事業

618 群馬県 有限会社渡部水道設備 8070002035749 新規個人客獲得のためのシステムソフト購入事業

619 群馬県 有限会社三河屋 9070002035748 くつろぎのお茶の間スペース新設による新規顧客獲得事業

620 群馬県 たくみの里梅沢りんご園　 こだわりの看板設置と安全・安心の農産物による新規顧客獲得事業

621 群馬県 株式会社ビックスマイルみなかみ 1070001035120 シニア層も気軽にアウトドア体験が出来ることをアピール事業

622 群馬県 一作農園 分かりやすい看板設置による新規顧客獲得事業

623 群馬県 須川茶屋 家族同然のペット同伴OKへの店舗改装による新規顧客獲得事業

624 群馬県 むかいだ鍼灸マッサージ WEB広報対策とチラシ配布による新規患者獲得事業

625 群馬県 関根建設株式会社 8070001010307 広告宣伝による販路開拓と安心安全の取り組みによる来客数の獲得

626 群馬県 寿司処　浜昭 SNSフォロワー向けに新規アフタヌーンティー事業で売上向上

627 群馬県 竹澤製作所 高精度検査PRで新規顧客獲得とフォークリフト導入で業務効率化

628 群馬県 himari 来店客増加のための店舗改装・チラシ作成事業

629 群馬県 芳味亭 メニューと化粧室のユニバーサルデザイン化による新たな顧客獲得

630 群馬県 千歳屋飲食店 テイクアウトの充実とコロナ後を見据えた高齢者に優しい店づくり

631 群馬県 有我商会 特定整備対応スキャンツールの導入による新規顧客獲得と販路拡大

632 群馬県 有限会社トシマ電子工業 9070002026598 アフターコロナを見据えたウィズコロナでの当社技術アピール

633 群馬県 タイネツ機材株式会社 8070001017789 ＨＰリニューアルによる認知度向上と新規取引先獲得事業

634 群馬県 Trattoria e pizzeria LUPINO 店内改装によるアフターコロナを見据えた販路開拓事業

635 群馬県 向井商店 製造能力増強を図る新設備導入による売上向上と販路拡大事業

636 群馬県 ラーメン桐生 ㏚強化とトイレ改装によるファミリー層、高齢者層の新規顧客獲得

637 群馬県 櫻造園株式会社 6070001009912 新規顧客獲得のための誘導案内看板設置事業

638 群馬県 株式会社シマダ製作所 2070010111764 失語症患者会話支援製品WEBページ改変で全国的な販路開拓実現

639 群馬県 株式会社サンエス渋川 9070001018118 コロナ禍による受注拡大の機械を活かすための取組み

640 群馬県 株式会社ミーツ 4070001034994 オンデマンド印刷物小ロットカッティング事業による新規顧客獲得

641 群馬県 有限会社若葉運輸 2070002020987 個人顧客からの受注増加のための印象アップ事業

642 群馬県 豊年満作 つぼ焼きいもカフェテリアによる販売強化事業

643 群馬県 有限会社海老屋商店 6070002013707 老舗店が行う新商品開発と店構えによる若年層の地元新規客獲得

644 群馬県 有限会社金子電機 5070002028689 新規顧客獲得のため当社の強みをアピールできるＨＰリニューアル

645 群馬県 ケントウサービス有限会社 2070002021556 コンテナ数増大によるサービス向上を目指した販路開拓事業

646 群馬県 有限会社後藤建設 2070002022257 業務パンフレット作成と水道工事設備導入による新規顧客開拓事業

647 群馬県 小平精肉店 新商品開発による新規顧客獲得・環境整備事業

648 群馬県 曾根商店　白井宿カフェ 新規顧客獲得のための焙煎機導入と自家焙煎豆の商品化
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649 群馬県 有限会社ダイワアシスト 2070002037172 新規顧客獲得のための新事業展開・看板設置事業

650 群馬県 勝美内臓調整療法院 健康と暮らしをサポートする有料Webメディアの構築

651 群馬県 株式会社荻原商店 4070001023808 観光客の来店を増やすための店頭看板の設置による新たな市場開拓

652 群馬県 株式会社吾妻屋肉店 5070001024160 安心・安全な店内と高質ワインの提供でリピート頻度と単価アップ

653 群馬県 プラスワン 法人客・個人宅へのPR活動による認知度向上及び新規顧客開拓

654 群馬県 株式会社ヤリ田工務店 7070001022039 工事・売地現場から当社魅力を発信する新規顧客増進プロジェクト

655 群馬県 合同会社グリーンフィールド 4070003003790 看板製作及び施設環境改善による収益向上事業

656 群馬県 鎌原つりぼり 店舗衛生環境改善による顧客獲得及び売上拡大事業

657 群馬県 魚幹商店 コロナ禍の新たな生活スタイルの支援による顧客と需要の拡大

658 群馬県 中居屋 店内衛生環境改善による売上拡大事業

659 群馬県 浦沢屋 新規メニューの開発販売と店舗改善による女性客獲得と売上増加

660 群馬県 中澤建築 リフォーム工事受注強化に向けた機械導入による売上増加事業

661 群馬県 高橋綿店 イメージ一新！店舗高齢者対応とコロナ対策商品制作で販路開拓

662 群馬県 花栞 店内の拡張工事による席数の増設で売上拡大を図る事業

663 群馬県 レストランるるど 冷凍粉砕調理器の導入による新たな一手で勝負！事業継続事業

664 群馬県 有限会社トゥーイン・ワン 7070002011123 新規看板設置による認知度向上と来客増加事業

665 群馬県 大膳 新規顧客獲得のための店舗改装

666 群馬県 ハナビシ株式会社 6070001034381 松くい虫事業に取り組むため、設備導入による元請需要を獲得

667 群馬県 ユーアンドケイ ネイルとマツエクのお店でキャンペーン！未来のお客様獲得事業

668 群馬県 DrawLine 夏季クライアント獲得のためのエアコン設置事業

669 群馬県 株式会社北日本フーズ 2070001018231 新規取引先獲得の為、ＨＡＣＣＰ対応の魅せる工場確立事業

670 群馬県 Shine Bright HPリニューアルによるブランディングの強化

671 群馬県 陶工房美土里の洞 陶芸体験教室とギャラリーの新設による観光客の集客アップ

672 群馬県 はやぶさ食堂 ニューノーマルに向けた店舗改装とデカ盛りで新規顧客の獲得

673 群馬県 石の和光 捕獲罠設置サービスの開始で新規顧客獲得と売上拡大

674 群馬県 茂木食品工業株式会社 1070001012078 需要増加が見込める代替肉のハンバーグ・ウィンナーの販路開拓

675 群馬県 株式会社義板金工業 1070001036523 競合他社との差別化を図るための広報活動

676 群馬県 蔵のビストロ樹（アルブル） 新規顧客獲得のための「CO2センサー付き換気扇」の導入事業

677 群馬県 かたぎり新里整骨院 他社と一線を画した高度サービスによる自費診療部門拡大事業

678 群馬県 poopua woota テイクアウトの開始とアフターコロナを見据えた新規顧客獲得事業

679 群馬県 有限会社魚徳 9070002028173 自家製スイーツの充実による新規顧客獲得及び販売力強化事業

680 群馬県 株式会社ドリーム 6070001025777 小袋肥料の生産効率アップによる新規顧客の開拓

681 群馬県 株式会社おにし堂どっと混む 5070001031231 広告宣伝・ネット販売強化と快適な店舗環境整備で販路拡大事業

682 群馬県 PLUM セルフ脱毛器導入による新規顧客獲得事業

683 群馬県 ヘアはうすパレット 新規顧客獲得のための高齢者・若者に対応した店内環境の整備事業

684 群馬県 株式会社信晴 2070001037017 受注対応力強化による顧客満足度の向上ならびに新規顧客の獲得

685 群馬県 欧風食堂ハイファイブ 屋外テラスを活用した新サービス提供による売上向上事業

686 群馬県 有限会社萩原樹工 6070002024415 画像検査機の新規導入で生産性向上および新規受注獲得体制の構築

687 群馬県 桜野 働き盛り世代需要に応えた新メニュー開発とコロナ対策で売上向上

688 群馬県 株式会社REITOHOUSE 7070001037697 塗装工事からリフォーム工事へ仕事の幅を広げ個人客を獲得

689 群馬県 株式会社カトレア 7070001036534 人材育成教育の必要性と良さを宣伝・広告でアピールしたい

690 群馬県 お食事処　魚彩 新サービス「定食サブスク」開始と店内衛生管理強化で売上回復

691 群馬県 中国料理　揚子江 テイクアウト事業拡大と店内抗菌施工で愛され続ける中華料理店へ

692 群馬県 hair salon SAKAINO 新規顧客獲得及び来店客の固定化事業

693 群馬県 有限会社コーヨークラフト 6070002034793 若年層の新規顧客を獲得するための設備導入と情報発信

694 群馬県 宮二郎 自家製麺機導入による付加価値向上と販路開拓

695 群馬県 ペンションパル 町内初の事業「スノーバギー」による新規顧客獲得

696 群馬県 有限会社アイビー化粧品群馬第一販社 8070002015511 美と健康を手に入れるための新規顧客獲得事業

697 群馬県 やまとしりんご園 県内顧客を獲得するための新事業！やまとしワークショップ開催

698 群馬県 有限会社木村ホンダ 1070002035441 ホンダ車以外を獲得する愛車無料点検キャンペーン

699 群馬県 Yujuカンパニー 地元のお母さんを獲得するための新規惣菜販売

700 群馬県 みなかみエネルギーサービス株式会社 7070001032310 安定供給を目指したスッポン商品の開発及び販売所の設置

701 群馬県 トコヤホンダ 小さな田舎のヘアサロンでできる顧客獲得のための新事業

702 群馬県 株式会社草津マイウェイ 9070001024173 ホームページリニューアルで直接予約と新情報発信で集客倍増事業

703 群馬県 エコパートナースズキ 浄化槽保守点検の看板設置とチラシPRにより新規顧客獲得事業

704 群馬県 有限会社シュンコウ堂 6070002010415 高品質なレッスン環境整備による新規生徒獲得事業

705 群馬県 榛名木材工業株式会社 6070001008055 ショールーム兼事務所の設置による販路開拓、強化

706 群馬県 株式会社エーアンドブイ企画 2070001000379 名物料理赤城山ラクレット開発による観光客誘致と新規顧客獲得

707 群馬県 木田製作所 オーダー製品の充実による、個人向け商品の強化

708 群馬県 有限会社筆屋 1070002033874 新規顧客獲得のための新たな販売戦略

709 群馬県 有限会社青山合成工業所 8070002027804 需要が拡大する再生ポリエチレン原料品質向上の為の測定器導入

710 群馬県 有限会社新栄自動車 6070002029447 ワンストップ体制の確立による顧客満足度の向上、新規顧客獲得

711 群馬県 ミリーズガレージ 高精度塗装とレーザー加工による顧客満足度の向上

712 群馬県 大沢商事株式会社 4070001015697 大型車対応のリフト導入により新規顧客獲得事業

713 群馬県 有限会社橋本商事 2070002030532 半導体分野進出・新規顧客獲得のための溶接工程の内製化事業



※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。

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６回締切分採択者一覧

714 群馬県 株式会社奏音 1070001029213 音楽事業を全国展開するためのホームページの新規開設

715 群馬県 株式会社中島塗装 7070001010472 薪割り機導入による薪の製造販売事業

716 群馬県 コスメ企画株式会社 8010001215761 新商品開発のための製造環境改善事業

717 群馬県 株式会社アイビーGOOD 2070001038353 「本格バウムクーヘン」のブランド力向上事業

718 群馬県 有限会社ムラオカ 3070002031199 巣ごもり需要に対応するための店舗改修工事

719 群馬県 プレシア 店舗改装による事業拡大、新規顧客の獲得

720 群馬県 有限会社天武 9070002020279 テイクアウト・デリバリー事業周知のための看板設置事業

721 群馬県 株式会社サトウスチール 5070001011753 感染症国内生産転換機会に建機・伸銅製造強化で商談会PRし躍進

722 群馬県 株式会社小泉自動車 6070001036642 緊急車両指定の取得による新規顧客獲得事業

723 群馬県 有限会社やまと屋本店 7070002037119 感染防止に向けた食洗器導入とテイクアウトパンフレット作成事業

724 群馬県 ね工房 ニューノーマル社会に貢献し事業継続を目指す

725 群馬県 株式会社ツクイ・ジェービー 4070001028179 自動車分解整備工場の認証取得による販路拡大、新規顧客獲得

726 群馬県 オヘロパパ 「車いす」でもいちご狩りを！地域にはないいちご園整備事業

727 群馬県 橋場造園 ホームページ制作による当社認知度向上、新規顧客獲得事業

728 群馬県 新政 新たな設備導入による鮮魚販売の拡充・新規顧客獲得事業

729 群馬県 合同会社ＭＹＭ企画 1070003004040 差別化強化による新規顧客獲得のための最新コラーゲンマシン導入

730 群馬県 株式会社オカダ楽器 5070001009384 ドラム教室の訴求による新規顧客の獲得

731 群馬県 EliteStore 新規【Tokyo Snack Trendy】事業の立ち上げ

732 群馬県 ティオ 南米料理のテイクアウト周知および店舗イメージアップ事業

733 群馬県 居酒家梵 日本酒に特化した女性向け新事業展開による新規顧客獲得事業

734 群馬県 HORi会計 よろず相談所開設とSNS連携型ＨＰでのＰＲで顧客獲得

735 群馬県 株式会社KSK 5070001024532 3DCADを活用した新商品の開発による新市場開拓の実施

736 群馬県 シーナプランニング インターネット販売を主力とした新製品のプロモーション事業

737 群馬県 柴山流通管理株式会社 2070001009445 商品管理業務への進出による物流業への成長

738 群馬県 鈴木地所 HPの開設及び建築設計用ソフトウェア導入による新規顧客獲得

739 群馬県 ドグタウンフライボールクラブ フライボール機材導入による新規＆顕在顧客へのアプローチ事業

740 群馬県 民宿吉野屋 館内設備のコロナ対応する事による新規顧客獲得事業

741 群馬県 美容室　草 顧客満足度の向上と認知度向上による新規顧客増加事業

742 群馬県 ルツカケーナインフリースタイルクラブ 移動可能な音響機器の導入による満足度向上と新規顧客獲得事業

743 群馬県 株式会社イイヅカフラワープランツ 9070001030964 初めてでも安心！フラワーラベルで新規顧客獲得事業

744 群馬県 MTB　JAPAN 新事業e-Bikeツアー開始に伴う新規顧客獲得事業

745 群馬県 増田鉄工所 新規顧客獲得の為の設備導入とオリジナル商品展開事業

746 群馬県 株式会社いないと 8070001034603 新たな販路拡大のための自社ECサイトの作成事業

747 群馬県 特定非営利活動法人ユニバーサルスポーツ協会 5011705000650 草木湖SUPツアー新規立ち上げによる新規顧客獲得事業

748 群馬県 H2Oガイドサービス ツアーの充実化とITを活用した周知による新規顧客獲得事業

749 群馬県 株式会社ワールドアクシス 8070001024496 看板設置・インスタグラムの投稿による新規顧客の獲得

750 群馬県 ポミエ 当館の知名度向上とサービスの周知による新規顧客獲得事業

751 群馬県 中華たむら 新たな顧客獲得の為の女性向け新メニュー開発と館内環境整備事業

752 群馬県 ラメール ダイエットニーズ向け低糖質の冷凍弁当の開発とECでの販路構築

753 群馬県 味処　香味屋 待ち時間ゼロで提供する「沖縄弁当」による販路開拓

754 群馬県 ウィズハウス 柔軟・迅速な対応を可能とする仕組み構築による直接受注獲得

755 群馬県 株式会社大間々写真 4070001015706 「心が震えてくる写真・映像」の魅力訴求による新規顧客獲得

756 群馬県 HAIR　TRICK　床竹 理美容複合店ならではのレディースシェイビングでの新規顧客獲得

757 群馬県 おかべや 換気窓・入口網戸設置による高齢者も安心して来店できるお店作り

758 群馬県 Ristrante　cosi　cosi イタリアンカフェ事業の展開による販路開拓

759 群馬県 焼きがし果々菓 安心店舗化および元気を与える商品開発による新規顧客獲得

760 群馬県 Ak　nail 顧客満足度を高めるプライベートサロン化による顧客獲得事業

761 群馬県 そば処ふくおか 『ウェブを利用した広報と飲食店の新しいカタチプロジェクト』

762 群馬県 玉木屋 タイムスリップしたような食事空間の魅力向上による観光客獲得

763 群馬県 ティーパーソンメッシュ企画 看板設置・駐車場整備による地域の一般顧客の新規開拓

764 群馬県 関口労務管理事務所 事務所外装刷新とサービス内容明示による新規顧客開拓

765 群馬県 新井商事有限会社 1070002022571 観光客が不安なく入店できる環境整備による新規来店促進事業

766 群馬県 有限会社大沢縫製 6070002022897 おうち時間を快適・おしゃれにする作務衣による販路開拓

767 群馬県 レストハウス大使館 アイドルタイムを活用した教室事業の開始による新規顧客獲得

768 群馬県 桂株式会社 5070001037286 ご自宅で美味しいラーメンを！広告宣伝で新規顧客獲得

769 群馬県 木村木材株式会社 7070001015868 D2Cでの新規顧客獲得に向けた安心・快適な商談スペースの実現

770 群馬県 東毛通商株式会社 9070001016328 預り洗車サービスの開始による新規顧客獲得および来店頻度向上

771 群馬県 株式会社新宇商店 9070001015569 配送サービスの提供を可能とする体制整備による新規顧客獲得

772 群馬県 株式会社蔵人新宇 7070001036897 お客様の不満点解消のための店舗改修によるCS向上及び来店促進

773 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064 ニーズ対応による取引先獲得に向けた工場温度厳密管理体制の確立

774 群馬県 康鮨 新規顧客獲得のための分かりやすい看板作成・設置事業

775 群馬県 nail saon LUANA 他店差別化の為の巻き爪矯正の強化

776 群馬県 株式会社新野電気 3070001033741 地域の方と新たな繋がりを形成する空間認知向上の為のPR強化

777 群馬県 マスヤ文具店 スマート文具とテレワーク機器が体験できる店舗改修

778 群馬県 リユースショップMOU ネット広告の活用による自店サイトのアクセス数向上と売上増加
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779 群馬県 橋本輪業 新規顧客の来店アピールのための看板改装

780 群馬県 株式会社大間々ゴルフ練習場 5070001015705 新規顧客獲得のための看板作成と店舗改装

781 群馬県 新栄モータース 特定整備用診断機器の導入による新規顧客の獲得

782 群馬県 株式会社山屋商店 5070001024004 新規顧客獲得のためのエチケット環境改善事業

783 群馬県 有限会社磯田アルミ建材 3070002000518 リフォーム業者が行う新サービス提供事業

784 群馬県 カーファクトリーイイジマ 設備導入、看板設置等による新規顧客開拓事業

785 群馬県 もり亭 顧客満足度向上のための店内空調設備改善事業

786 群馬県 マムズキッチンハッピー ポストコロナで生き残るためのフードデリバリーサービス展開事業

787 群馬県 有限会社今泉自動車整備工場 4070002028137 自動車特定整備制度認証取得による顧客満足度向上と新規顧客開拓

788 群馬県 株式会社オールウィン 6070001031065 新規顧客開拓のためのホームページ作成

789 群馬県 銀座まるかんわくわく大間々店 リラクゼーションルーム開設のための店舗改修事業

790 群馬県 株式会社SPEED CROWN 5070001032989 新規顧客獲得のための新たな広報活動強化とイベント型販売の強化

791 群馬県 有限会社武藤建材工業 5070002031189 新規顧客獲得のための企業PR活動

792 群馬県 おたふく食堂 新商品提供のための真空包装機の導入

793 群馬県 ナムロウエルディングス工業 認知度高めるための看板設置による顧客増進計画

794 群馬県 有限会社ナル・コーポレーション 5070002006100 新たな健康用品の開発によるＢｔｏＣ強化事業

795 群馬県 いっぷく亭 新規設備導入による新規顧客獲得事業

796 群馬県 公文式ライラック教室 英語教育サービスの強化の新規顧客獲得事業

797 群馬県 Bar　Liberty 広報力強化により新規顧客獲得事業

798 群馬県 有限会社秀水園 9070002026342 「自社ブランド」の具現化による新規個人客の開拓と囲い込み

799 群馬県 株式会社伊香保フィッシュファーム 7070001035750 新規顧客獲得のための自社オリジナル電子教科書の作成

800 埼玉県 Ｉｆ Ｌｅｖａｎｔｅ㈱ 5030001089125 プロサッカー選手養成特化講座の開発による生産性向上

801 埼玉県 青木自動車商事株式会社 1030001031346 ファミリー層に来店していただくための明るいお店づくり計画

802 埼玉県 有限会社神川交通 5030002081485 子育て応援タクシー事業による新規顧客獲得と機会損失の解消

803 埼玉県 (有)アサカ製作所 1030002059502 ＣＮＣルーター導入による半導体製造装置向け新製品の開発

804 埼玉県 花鈴なごみセレモニー 店舗を見つけてもらい女性らしいデザイン看板から魅力を伝える

805 埼玉県 山際建設有限会社 5030002099544 セレクト型セミオーダー住宅（TooWooD）の販売促進

806 埼玉県 株式会社アルファライフ 8030001023460 宅配クリーニング「個人顧客＋法人顧客」Ｗ新規顧客獲得大作戦！

807 埼玉県 シェル工業株式会社 2030001042367 ニッケル電鋳製品の販路開拓、ホームページ刷新、新カタログ作成

808 埼玉県 アメージング　カリヨン 結婚のための「気づき」プログラムの設定と専用スペースの開設

809 埼玉県 Kikoro 理美容セットプランと髪質改善メニューの開発による新規顧客開拓

810 埼玉県 有限会社松山研修学院 3030002096320 ホームページリニューアルによる生徒数増加・集客力強化

811 埼玉県 松喜鮨 「鮨屋の日常料理から鮨屋の特別料理への顧客関係性の深耕」

812 埼玉県 トリミングスタジオ MOMO 「魅せるペットの写真撮影」で新規顧客開拓

813 埼玉県 株式会社鈴木自動車 2030001072232 環境負荷の低いエアコンガスへの対応でSDGsを実現する差別化

814 埼玉県 オリハラフォト 写真パネル・額装内製化の為の試作及び商品開発

815 埼玉県 ヨガサロン れもんの木 体の内と外からの「美」をテーマにしたオリジナルコース設定

816 埼玉県 クリーニングハウスＰＯＰＯ ダークアップ加工推進ＳＤＧsサポートプロジェクト

817 埼玉県 丸茂実紗 動画編集のオンラインレッスンおよびワーケーション動画合宿事業

818 埼玉県 株式会社モトクワドリ 6030001129714 オンラインでの買取査定サービスとライブ動画を使った販売強化

819 埼玉県 株式会社ＴＲＵＳＴ 7030001094255 企業パンフレットの作成と配布をし、元請け受注獲得と売上高増加

820 埼玉県 ヨシダオートセンター株式会社 7030001046891 タイヤ・ホイール取付サービス創設のための取付機器購入事業

821 埼玉県 有限会社山口工事 7030002094460 ウッドチッパー導入による草刈り事業の生産性向上・販路開拓

822 埼玉県 ８われdrops ポータルサイトを活用したネットでの集客及びチラシの作成と配布

823 埼玉県 Good Mark 品揃え強化システムの導入と広告での集客増による販路拡大

824 埼玉県 合同会社　ＪＦＯ 2030003010636 日本の商品ＰＲにおける外国人顧客の取り込みと寄り添い型支援

825 埼玉県 八幡家 屋外テラス席導入によるコロナ対策強化と売上拡大策

826 埼玉県 スポディック 新規事業開始及び既存販路強化による新規顧客開拓戦略

827 埼玉県 株式会社アイテン 7030001137170 HPを活用した創業半世紀のテント屋二代目の新しい攻めの営業

828 埼玉県 WillowKitchen 販路拡大と増設備による更なる効率化と衛生向上

829 埼玉県 みやじ行政書士事務所 WEBとアナログ営業による業務内容の認知度向上アプローチ

830 埼玉県 株式会社もつ煮のまつい 7030001125191 自動販売機導入による夕食難民向け「まついの夕食提案」

831 埼玉県 有限会社グリーンペペ 2030002078765 創業２５年の美容室がすすめる美容関連ECモール物販事業

832 埼玉県 森田コンサルタント 自社版「猫と顧客のマッチングサイト」構築による販路開拓強化

833 埼玉県 株式会社青木商事 7030001045200 ライブ配信・イベント貸切客獲得に向けた情報発信

834 埼玉県 有限会社エー・エス・ジー 3030002094332 ＳＤＧｓに貢献する洋服お直し相談会の開催による新規顧客の獲得

835 埼玉県 小澤製作所 パレット製造専用作業台開発による生産性向上及び新規開拓事業

836 埼玉県 有限会社三洋社 1030002064163 封筒印刷の内製化により、新規の地域顧客獲得

837 埼玉県 有限会社鈴木屋米穀店 7030002093388 色彩選別機導入で安全できれいなお米の提供と業務効率アップ

838 埼玉県 有限会社齊藤工務店 7030002097711 「大工のオーダー・リフォーム」のPRによる直接受注の拡大

839 埼玉県 特定非営利活動法人YTK　Sports 2030005020419 予約システム開発　かんたん操作！無接触でキャッシュレス！

840 埼玉県 戸澤工業株式会社 3030001137744 建築ＣＡＤを活用した提案営業による直請け新規顧客開拓

841 埼玉県 株式会社グロウバレー 1030002084104 小学生向けプログラミング教室の開始と広告宣伝の強化

842 埼玉県 合同会社Vets Consulting 6030003014674 ホームページと通販サイト開設による犬舎のブランディング推進

843 埼玉県 株式会社千野電気 9030001087653 設備導入によるワンストップ体制の構築と営業の強化
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844 埼玉県 fagra 海外オークションサイトで仕入れたアンティーク食器をＳＮＳで宣

845 埼玉県 ㈱富士見養蜂園 7030001045464 自社新商品PRのための自社直営ショップの開店

846 埼玉県 美容室ブルーベリー 着物レンタルと出張着付けサービスの提供事業

847 埼玉県 有限会社永豊貿易 4030002067337 感染症対策で抗菌クロス張替えを行いチラシ集客で新規顧客獲得

848 埼玉県 有限会社遠藤製作所 8030002089963 ホームページリニューアルと広告による販路拡大

849 埼玉県 ふくや鳩山店 アフターコロナに向けたワンコインランチと手作り餃子によるＰＲ

850 埼玉県 an Dental Laboratory 新たな技工物の増産のため機械を導入し売り上げを増やす

851 埼玉県 （株）一期一縁 3030001142868 「予祝セット」など自社商品のインターネット通販事業の展開

852 埼玉県 株式会社ケイ・プロダクション 1030001050718 菓子・パン屋さん向け販売用備品「すのこ」のＤＭによる販路拡大

853 埼玉県 有限会社寝具山崎屋 8030002095895 「顧客関係性を深めるためのクイックリフォームとHP改善」

854 埼玉県 フタバ美容室 顧客ニーズに対応した新サービス提供による売上増加

855 埼玉県 株式会社ありむ 9030001130867 テイクアウトメニューの充実および販路開拓

856 埼玉県 旬肴あいおい 主に年配の顧客層に向けた滞在時の快適性の強化

857 埼玉県 エステサロンCheri 脱毛エステと光フェイシャル導入で新規顧客獲得・生産性向上

858 埼玉県 株式会社たかくら動物病院 1030001141673 ペットにも『早期発見・早期治療』が大切！超音波検査機器の導入

859 埼玉県 株式会社石塚繊維 6030001032455 新規顧客層を確保する専用WEBサイト構築とWEB広告の実施

860 埼玉県 つきのわ接骨院 酸素カプセル導入による地域学生のためのスポーツ応援事業

861 埼玉県 中勢工業 下請けから元請け工事へシフト！ＷＥＢを活用した販促活動の強化

862 埼玉県 MUKASA（有） 8030002037063 ブランディング化に伴う店舗イメージ戦略による集客効果向上

863 埼玉県 株式会社花むら 1030002041930 加須店「からん」の戦略強化事業

864 埼玉県 SDプレカット建装株式会社 5010001140079 新規HPの作成し、事業の周知と安心感の醸成による売上向上

865 埼玉県 カフェ ドゥ ソレイユ 自社珈琲の商品化並びにITを活用した新規販売ルートの開拓

866 埼玉県 はる工房 レトルト品の製造・販売体制の確立

867 埼玉県 株式会社エスコートランナー 1030001109456 士業との提携による差別化戦略

868 埼玉県 Dog Care Salon  うらら 高級化路線で収益向上、そのための店舗改装を実施

869 埼玉県 マルマンキッチン 30代の女性客を取り込むフルーツティー導入戦略

870 埼玉県 コーヒーエイト・ウェロニカ テイクアウトOK「パンケーキサンド」の商品開発と販路開拓

871 埼玉県 一丁目治療院 鍼灸とエステティックを融合した「ワンストップ治療院」の展開

872 埼玉県 鍼灸整骨院あおてあ 子供のスポーツ障害を運動指導・トレーニングで改善

873 埼玉県 株式会社UNITY 5030001088597 寄居駅南口にレンタカーを！地域初のレンタカー事業

874 埼玉県 株式会社光坂 9030001105662 海洋散骨サービス開始とWeb販促強化で高齢者向け事業の確立

875 埼玉県 有限会社　カヌーテ 4030002122819 子育て層・ペット連れ層・車いす客を取り込む差別化戦略

876 埼玉県 有限会社発登 3030002039766 新メニュー「ヘッドスパ」導入による癒し空間の提供と来客数回復

877 埼玉県 柿木石材 得意技術を活かしたオリジナル墓じまいプランの開発・提供

878 埼玉県 株式会社オズワン 5030001085512 ホームページとチラシを活用した販路開拓事業で新規顧客獲得

879 埼玉県 黒山石産株式会社 4013101003577 非対面提案による価値訴求の強化及び新規取引先獲得事業

880 埼玉県 有限会社ムラカミ 5030002116002 用途に併せた気配り弁当の積極提案による販路開拓事業

881 埼玉県 とき 手打ちを魅せる店舗改修による新規顧客開拓

882 埼玉県 有限会社アールケイエスインターナショナル 4030002098266 「金属資源買取サービス」の認知度向上による地域顧客開拓

883 埼玉県 Milleve（ミレーヴ） ネット予約サイトの構築とチラシ・看板等で顧客獲得を図る

884 埼玉県 あゆみホーム株式会社 1030001089095 地域の魅力を訴求するコンテンツ開発と情報発信の革新

885 埼玉県 O’FIELDS ワンランク上の生活を提供する天然由来の香りと効果のPR展開

886 埼玉県 合同会社HEY WORKS 8030003016223 テイクアウトの商品数と製造量の増加

887 埼玉県 たびと 衛生面強化による新規顧客開拓とウィズ／アフターコロナへの適応

888 埼玉県 特殊彫刻センターブラッコム デザイングッズ製造販売力強化により製造業への業態転換をはかる

889 埼玉県 Blue Rose 園芸業界最先端技術ＰＲのための展示会出展による新規顧客獲得

890 埼玉県 PIZZA　Yuji テイクアウトメニューの開発と広告宣伝強化による新規顧客獲得

891 埼玉県 有限会社柳沼建材 1030002039941 消費者向けDIY用砂・土の小売販売による3方よしモデルの構築

892 埼玉県 smile maman 地域の働くママを片付けから解放する整理収納術PR活動

893 埼玉県 上杉板金 打ち合わせ活動活性化を目的とした遊休スペース有効活用事業

894 埼玉県 ㈱アラン 9030001101100 性格統計学を基にした「伝え方コンサルタント」の本格展開

895 埼玉県 アルビレオ ヒト向け「サプリメント」としてのリブランディングプロジェクト

896 埼玉県 株式会社クボタホームクリニック 9030001061699 「水回りの悩みを相談するならクボタ」を体現する取り組み

897 埼玉県 そば処　おおつか 女性、学生に来店して頂ける空間づくり・メニュー開発と情報発信

898 埼玉県 びゅ～てぃふるらいふ 高齢者や身体障害を持つ方等への安心、安全の環境づくり

899 埼玉県 有限会社友秀 2030002082800 高級すし店の店構えで客単価を上げ新規顧客獲得を図る

900 埼玉県 RyoriLabo　とかとか 来店客数増強の外観及びテイクアウトに特化した窓の設置工事

901 埼玉県 株式会社ソウケン 7030001139266 ハウスクリーニング業者がプロデュース！富士見市の空き家活用

902 埼玉県 武州美里カラテスクール コアコンディショニング事業の展開による女性顧客開拓

903 埼玉県 三陸の台所　越喜来や 「盛るだけお造り」凍結刺身パックの宅配・業務向け新事業の開始

904 埼玉県 株式会社和ナチュラルテイスト 6030001115326 ギフト商品の充実に伴うECサイト強化による新規顧客獲得事業

905 埼玉県 合同会社オリーブ 4030003011319 安全強化と満足度向上で障害者グループホームの販路拡大

906 埼玉県 カットサロンサクット 地域のお客様に末永くご利用いただけるお店づくりを目指す

907 埼玉県 ヘアーサロンミッキー スチーム・エアオゾン発生機の導入と周知力強化による売上拡大

908 埼玉県 有限会社ホソネプラス 1030002111584 強みを活かした非対面型営業で地元の工業団地にアタック！
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909 埼玉県 （株）ヘアケアサロンＪ 7030001120201 トリートメントの強化による顧客サービスと客単価の向上

910 埼玉県 株式会社融興商事 8030001113237 「新しい日常」へ対応したサービスの提供による販路開拓

911 埼玉県 有限会社ＤＯＧＮＥＷＳ 9030002084484 物販フロアーリニューアル工事及びホームページリニューアル

912 埼玉県 株式会社　独楽蔵 4030001026905 より魅力的なアトリエで、新しい暮らしを想像するための改修

913 埼玉県 株式会社フクシマ工務店 1030001108796 スマホ対応ホームページ・案内看板による営業力強化、販路開拓

914 埼玉県 ShastaLink 「五感で愉しむ体験型カフェラウンジ」の構築

915 埼玉県 永楽 ヘアーサロン店等での誘客と女性でも入りやすいタンメン店づくり

916 埼玉県 有限会社ボディショップカミムラ 4030002097350 全国３万台のビートファンのドライブシーンに寄与する設備導入

917 埼玉県 理容室ぷろぺら コロナ禍でも美肌・アンチエイジングを高めたい顧客の夢を実現

918 千葉県 有限会社魚眠庵マルキ本館 5040002100731 新しい生活様式への対応をPRした自社サイトによる誘客促進

919 千葉県 アーケスターインターナショナル株式会社 5040001048600 インターネット活用による非対面ビジネスモデルへの転換

920 千葉県 たんぽぽ 24時間365日非対面非接触販売で中食ビジネスへの販路開拓

921 千葉県 炭火焼鳥　御嘉家゛ 顧客の要望に合わせたダイニングテーブル設置の店舗作り

922 千葉県 みらいえ行政書士事務所 地域高齢者のための遺言書作成・相続手続きの支援業務

923 千葉県 個別学習塾Wiz 小・中学生の個別学習塾と５歳から１００歳対象のそろばん塾

924 千葉県 ワイテックコーポレーション 展示会出展による「高機能ワイパーブレード」の取引先拡大事業

925 千葉県 有限会社　海上造花店 4040002084736 WEBプロモーションを活用した販路開拓事業

926 千葉県 有限会社ティーアールケイ長生 9040002082768 WEBの情報発信を活用した既存顧客への営業力強化と売上アップ

927 千葉県 株式会社　小山ファーム 7040001101464 廃棄イチゴの高付加価値化および商品販売力の強化事業

928 千葉県 cafe 8 enough 『テイクアウトによる売り場改善のための事業計画』

929 千葉県 さいとう生花店 立地を活かした知名度向上施策による販路開拓事業

930 千葉県 株式会社　栄久庵 1040001046211 コロナ禍に勝つ、和食料理を楽しめる店舗空間の創出事業

931 千葉県 有限会社　鮒真 3040002079828 宴会依存からの脱却、ランチ・ディナーのお食事客獲得強化事業

932 千葉県 フリープランニング株式会社 6040001046099 デザイン性の高い看板事業に進出し、新たな顧客・販路開拓事業

933 千葉県 合資会社小坂石材 6040003002406 持ち込み受注も可能な花立の修理（リメイク）

934 千葉県 株式会社コースタルアニマルクリニック 5040001096525 エントランス部のバリアフリー化による高齢者の安全性向上対策

935 千葉県 Hilo整体 岩盤浴設備導入による自然治癒力アップと癒しの空間造り

936 千葉県 株式会社HRM`s 3040001114429 ステッカー作成、看板設置によるサービスの明文化と新規顧客獲得

937 千葉県 有限会社麻兆 7040002086655 パッケージ変更で老舗の味を若者に！若年層の顧客開拓

938 千葉県 秀丸 釣りインストラクターによる体験型釣り教室で新規顧客獲得事業

939 千葉県 ハートフルさとう 「買い物弱者のおうち時間を充実させるパートナー」への転身事業

940 千葉県 ボディケアサロン丸夢 HP、チラシ作成で宿泊客以外の利用率アップ

941 千葉県 株式会社Toybox 5040001101334 より安全！より発電する！太陽光発電所の積極的メンテナンス事業

942 千葉県 有限会社恵比寿屋 3040002100700 ホームページ・販促物刷新による「個人顧客」直接誘致強化事業

943 千葉県 寿し美浜 お客様サービス向上のための駐輪場整備とランチメニューの開発

944 千葉県 一(はじめ)塾 看板による自社の特色の周知と新規顧客の獲得事業

945 千葉県 鮨　四季波 高齢者でも利用しやすい客席へ改修し顧客獲得につなげる

946 千葉県 ネイルサロンtoco toco 地域に根差すネイルサロンワークスクールの運営

947 千葉県 喫茶ナカヨシ コロナ時代に打ち勝つ新規顧客獲得事業

948 千葉県 孝栄丸 船の安全性と顧客満足度向上による新規顧客とリピーター客の獲得

949 千葉県 ヒラノ物流サービス株式会社 2040001061903 自動ふるい機導入による高品質米ぬか保管サービス事業の開始

950 千葉県 トレンタクワットロ 安心安全な店舗管理と視覚に訴える販売促進で新規顧客獲得事業

951 千葉県 とも栄鮨 トイレのバリアフリー化と新メニュー開発でファミリー層開拓事業

952 千葉県 ラッキー理美容室 車椅子利用者の為のバリアフリー化と新役務告知の為の看板設置

953 千葉県 有限会社金森帯鋸目立工場 7040002102610 自社ホームページの作製によるＩＴを活用した受注体制の整備

954 千葉県 瀬がわ 先代譲りの自慢の味投入でテイクアウトとランチメニュー強化事業

955 千葉県 有限会社　福水 6040002102693 「仕出し弁当サービス」開始による地元顧客への新たな価値の提供

956 千葉県 中山　茂大 水道設備、電気設備等の拡充によるキャンプ場の高規格化

957 千葉県 八八 千葉県産蜂蜜を使用した蜂蜜酒の開発・ＰＲと蜂蜜の増産事業

958 千葉県 有限会社杉森興業 7040002086408 インターネットプロモーション強化による販路開拓事業

959 千葉県 キッチンPaPan 真空包装による質の高い商品開発と販路拡大による売上向上

960 千葉県 民芸茶屋　松本庵 看板設置による新規顧客開拓事業

961 千葉県 スクール＆サポートＳＨＡＩＮ Youtube広告を使ったプロモーション事業

962 千葉県 ANGIE 認知度向上による新規顧客の開拓とブランド力強化

963 千葉県 Ｂｌｕｅ　Ｖｅｌｖｅｔ　Ｌｏｕｎｇｅ ネットを通じたオーガニック製品の販路開拓ならびに店舗内改装

964 千葉県 株式会社TMAP 7040001116289 ホームページを軸とする新規顧客開拓

965 千葉県 民宿旅館　藤井荘 荒天時でも楽しめるバーベキュー事業の開始

966 千葉県 リリモナハウス株式会社 2040001098425 コロナ禍における新規顧客開拓のための緊急時駆けつけサービス立

967 千葉県 株式会社ホイホイ・キッチン 5012701011286 コロナ禍長期化に伴う「非三密テラス席」設置による集客戦略

968 千葉県 株式会社CANI 2040001115304 夕方夜の潜在顧客掘り起こしによる売上アップ

969 千葉県 フェイシャルサロン　ソリジェ お肌診断機と美顔器の導入によるエイジングケアサービスの提供

970 千葉県 Lani 男性及び中高生の脱毛客獲得事業

971 千葉県 新日本料理　豊山 ウェブサイトによる予約・顧客管理と新規客の獲得施策

972 千葉県 青木物産コンサル＆投資株式会社 9040001118309 HP開設とSFA導入による集客力強化により新規顧客を獲得

973 千葉県 GO4SURF マリンアクティビティ動画作成による販路開拓
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974 千葉県 有限会社　三上政工務店 8040002102413 空き店舗を活用したリフォーム相談所兼チャレンジショップの開設

975 東京都 小判焼　さん 小判の輝きを太陽に見立て、特注の小判焼をキッチンカーにて提供

976 東京都 加圧スタジオ美筋 ZOOMによるオンラインレッスンに向けたHP構築

977 東京都 三橋　亜希子 HPとパンフ制作による販路開拓と信頼度向上から進める社会貢献

978 東京都 Panie′ rustique お花を通し、世の中の生活をより豊かにする社会作りに貢献します

979 東京都 リユースマイル マグネット・チラシ広告・機器導入によるシニア層の新規顧客確保

980 東京都 ココ・マカナ ホームページやチラシ・看板制作で新規顧客の獲得

981 東京都 株式会社ＫＯＲＵ 1012701016652 当社公式ホームページ及びQRコード入りショップカードの制作

982 東京都 株式会社スプリング・クリーク 6012401019091 ニーズに応えたドローン導入による新しいスタイルの写真提供

983 東京都 株式会社Lazo 1012401030433 一般消費者向け再エネ事業および不動産事業のPR

984 東京都 ハナリマポノ 講習・ツアーでの新規顧客獲得に向けたWEB制作及びPR

985 東京都 有限会社タイヤ館国立 3012402007164 最新設備導入キャンペーンによる新規客獲得と休眠顧客掘り起こし

986 東京都 やすらぎカイロプラクティック エステと複合した新たな施術メニュー提供で販路を拡大する事業

987 東京都 株式会社青木自動車 6012701003968 自社のウェブサイト作成とSNSの活用で一般顧客の販路を開拓

988 東京都 株式会社Gypsophila 7012401037729 SNS・紙媒体による新感覚フィットネスの認知拡大と顧客の獲得

989 東京都 株式会社DANRO 9012701015770 ITツールやPR、ビジネスの相談ができるコワーキングスペース

990 東京都 久米川さくら通り接骨院 予約効率化・回転率アップによる新規患者数増加と生産性の向上

991 東京都 プライムスペース合同会社 3012703001832 自社予約サイトのリニューアルと広告宣伝による利益率向上

992 東京都 株式会社テクノ 1012701014227 webの有効活用によるリフォーム事業の新たな販路拡大

993 東京都 step 店舗改装と新たな集客による、新規顧客獲得事業

994 東京都 有限会社ネットリビング 3012702013812 SNS広告を活用してコアなファンを増やす販路開拓事業

995 東京都 HANA行政書士事務所 なりたい自分になる！飲食業を主軸とした女性の起業支援事業

996 東京都 株式会社雅創業 5012701009099 『左官会社によるWEB集客を利用したB to C拡大事業』

997 東京都 株式会社　ベストコンディショニングス 8012701010921 外部販促強化・新商品導入などによる来院数増加・継続利用促進

998 東京都 有限会社　フォーテック 8012702003404 アクリル板商品試作品製作および広告・宣伝

999 東京都 コンパクトツリー 経営者・個人事業主向けのコンテンツ販売とコンサルティング

1000 東京都 合同会社素粒社 8012403004461 ホームページのリニューアルによる商品PR及びブランド力強化

1001 東京都 有限会社サンサンサン 9012402023305 TikTokを活用して新分野、投稿用MVによる若年層の開拓

1002 東京都 Amour  Eyelash  salon 西東京市に住む働くママ達の目元を美しくするプロジェクト

1003 東京都 株式会社フォースシー 6012401034396 強化する防犯カメラ工事業での新規顧客獲得に向けたPR広報事業

1004 東京都 有限会社兵頭工芸 4013102000680 籐製品の魅力をアピールするためのWebサイトリニューアル

1005 東京都 合同会社ケーアイエム 2012703002212 当社サービスの知名度向上と登録者の取組支援

1006 東京都 YMcare合同会社 2012803002211 新規開業に伴う集客・認知度向上と業務効率化・拡大の取組み

1007 東京都 いけだ整骨院 腸活・最新治療器をアピールして若い世代を取り込むHP作成

1008 東京都 スタジオ・アイ ネット販売可能な「仔ネコのキーホルダー」の商品化

1009 東京都 SmileTech 調布市内の小中学生のITリテラシー向上に向けた取り組み

1010 東京都 siphony coffee 夏場の目玉商品の安定化及び攻めの広告宣伝による市場浸透戦略

1011 東京都 株式会社Pleasant.japan 5012401032186 商圏を海外へ！海外クラウドファンディングで新規顧客獲得！

1012 東京都 ほうねん ホームページ作成によって、オリジナル曲の作曲・販売を促進する

1013 東京都 株式会社 smilers 3010901037401 光触媒コーティング抗菌加工を施した畳・襖・障子等の普及事業

1014 東京都 株式会社エスパシオ 4010001127390 「理念の事業承継」サービス拡大安定化及び新規顧問客獲得事業

1015 東京都 たしろ鍼灸院 当院の特徴・強みを訴求したHPの新規制作による新規顧客開拓

1016 東京都 ハングアウト 0歳からのボルダリング事業

1017 東京都 合同会社さわはた畳屋 7012703002216 ショールームを使っての、集客と工事単価の引上げ

1018 東京都 ＮＰＯ法人GreenApple 6012405004404 本格的ホームページ開設による新規顧客獲得

1019 東京都 株式会社MegumiNail 1012801020686 コロナ禍で学べる就職保証付きオンラインネイルレッスン

1020 東京都 株式会社アイムフォー 4012701000562 「新たな販路拡大につなげる、広報リニューアル事業」

1021 東京都 合同会社　ジービーエスジャパン 4012403002865 LINEアプリを活用した携帯型wifiルーターのレンタル事業

1022 東京都 玄米書房館 「スキマ時間を応援！」電子書籍のDIY出版事業に参入

1023 東京都 合同会社K-WORK 3012803002210 新規販路拡大のため新規自社HP制作および機械装置購入

1024 東京都 合資会社河原商店 8012803000036 HPサイト作成によるBtoC顧客への販路開拓事業

1025 東京都 吉春吉 刺繍ミシン導入による売上拡大と小ロットOEM受注の対応強化

1026 東京都 株式会社リライフイノベーション 5012401032772 慢性的な痛みを取り除くオンラインエクササイズ教室

1027 東京都 ほんのりナチュラル舎 集客・認知度向上のための取組

1028 東京都 株式会社みんなの農業 3012401023757 健康商品孟宗竹エキスのECサイト制作とリスティング広告

1029 東京都 森　光誠 痩せたい、常に健康でいるパーソナルトレーニング

1030 東京都 株式会社特殊鍍金化工所 6012401012823 特殊機能性めっきと環境貢献を訴求するHP及びweb環境の構築

1031 東京都 フィットネスジム・サクセス 高齢者の健康づくりに適したマシーンの導入による新規顧客開拓

1032 東京都 ア・ス・ク株式会社 7012801020854 濡れた傘でも迷惑をかけない「ヌレシラーズ」の開発と販売

1033 東京都 広島お好み焼たっちゃん 新規事業（フォトスタジオ）の開始に伴う新規顧客の開拓

1034 東京都 TRANSCENDENCE サウナ女子向けのサウナグッズの開発・販路拡大

1035 東京都 有限会社サウンドオフィス・コア 8012702004237 「かたらい葬」の販売強化およびフランチャイズ事業の展開

1036 東京都 キュアヘアー 外出困難者の御家族向け訪問理美容サービス事業

1037 東京都 有限会社 富士電子 1012802003673 コロナ対策グッズで売上増加

1038 東京都 合同会社WHH 9012403004659 リンパ浮腫専門ケアクリニックの新規顧客獲得＆認知度アップ事業
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1039 東京都 エンジェルロード スマートフォン対応のホームページ作成

1040 東京都 ＴＯＷＩＬＬ 各種ニーズ対応の独自プログラムによる英語スクールの販路開拓

1041 東京都 ユーネス株式会社 1011101078972 ダブルヘッジサーバーとIT業務支援サービスによる顧客開拓

1042 東京都 小田島　敏春 出張プラネタリウムマジックショーの開発

1043 東京都 世瞬舎 開業直後の認知度向上・新規顧客獲得

1044 東京都 有限会社エム・シー企画 9010502001791 2店の立地と人的資源を活用した「他店」にないサービスの創出

1045 東京都 有限会社ア・ラ・モード 6013102003343 「最高金賞秋川牛カレーパン」の販路拡充とファン作り

1046 東京都 中村工芸 木材加工内製化事業

1047 東京都 株式会社零 3013101001219 一般顧客向けオーダーメイド商品の製造・販売による販路開拓

1048 東京都 なるしま屋 ＨＰ導入による『なるしま屋』の認知度向上と販路開拓

1049 東京都 株式会社Dot-GARAGE 8012401036580 新規サービス開始に伴うチラシ配布、WEB広告、イベントの実施

1050 東京都 Plume 店舗ホームページの「高級感」あるリニューアル作業

1051 東京都 リレーショナルリーブス合同会社 4012403004779 webアプリ「サポレコ」のＤＭによるプロモーション活動

1052 東京都 阿久津　春菜 オンライン研修のキャンペーンで販路開拓

1053 東京都 Glory-Field シンセサイザー使用者、譜面、タブレット、知性向上計画

1054 東京都 Studio Crusoe オンラインミックスダウン導入によるコロナ禍で生まれた需要獲得

1055 東京都 株式会社スパンキー 9180001102711 多角的なP R戦略として電柱広告を活用した集客力強化計画

1056 東京都 合同会社yst 2020003011890 「楽天市場」への新規出店と管理システム導入による販路開拓

1057 神奈川県 有限会社山荘なぎさ 9021002034959 リピーター客獲得に向けたお食事処の環境整備事業

1058 神奈川県 株式会社ユーカリ 6021001062831 新商品発売に伴う広告物開発とサイトリニューアルによる販路開拓

1059 神奈川県 鈴木工務店 看板設置とチラシポスティングによる商圏内の認知度向上

1060 神奈川県 モストベルデ・トーキョー スペイン産ジン輸入による販路開拓と既存商品のクロスセル

1061 神奈川県 株式会社Y style Labo 9021001068594 新規顧客獲得のためオンラインレッスンを強みとするHP作成

1062 神奈川県 GOOD＆SHARE 日本初「自己肯定感を高めるノート」のネット広告による販路開拓

1063 神奈川県 CafeSampo ギャラリーとカフェスペース拡張による新規客と客単価向上事業

1064 神奈川県 Art Salon Welina チョークアート動画講座と教室看板設置による売上改善計画

1065 神奈川県 有限会社　渡辺配管所 6021002050356 取引先と売り上げを拡大するために新たにホームページを開設

1066 神奈川県 ローズベリーファーム ECサイトの新規制作で30～40代女性のネット需要を新規開拓

1067 神奈川県 布う 既存・新規顧客獲得のための販促ツール制作

1068 神奈川県 fun-c-yoga パーソナルレッスンとオンラインレッスンで女性を元気に！

1069 神奈川県 プレシャス・マミー Facebook広告利用と月額サービスの提供による売上増計画

1070 神奈川県 株式会社Ｓａｋｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 1021001069492 日本産酒類・関連商品のニッチ向けグローバルECサイトの制作

1071 神奈川県 前田知洋 ID付きホログラムステッカー活用によるトランプの一般向け販売

1072 神奈川県 有限会社原精工 7021002032832 中古工作機械の利用者間直接取引アプリの販促用Webページ制作

1073 神奈川県 SUNRISE ウェブサイト・チラシ作成による販路拡大と新規事業展開計画

1074 神奈川県 Ｓａｒａ 地元農家の果実と間伐木材の利用による新商品開発事業

1075 神奈川県 食事処　五稜郭 「店舗バリアフリー化による新規顧客獲得事業」

1076 神奈川県 TERRA FOODS 株式会社 1180003015150 販路拡大に繋がるFOODイベント出店事業

1077 神奈川県 キャンプ＆クラフト アウトドア木工品に関する店舗の周知、拡販のためのステップ事業

1078 神奈川県 合同会社ＮＥＮ 9021003007377 寺院における葬儀サービスの広告による販路開拓

1079 神奈川県 自然薯家 商品開発及びフードロス軽減によるサービス提供プロセスの改善

1080 神奈川県 珍満 感染対策・衛生面強化と若者世代への情報発信による売上拡大事業

1081 神奈川県 小印鮮魚店 タイムリーな情報発信と店頭品揃え強化による売上・利益拡大事業

1082 神奈川県 MIZOAK SPORTS キッズアスリートのためのスポーツレンタル事業新規顧客開拓

1083 神奈川県 Calmarina 店舗内環境向上とホームページ改修による新規顧客獲得で売上回復

1084 神奈川県 株式会社東測 3021001041581 スリップリングおよび新製品の情報発信強化による販売拡大

1085 神奈川県 Happier 逗子の美拡大のためプラズマシャワー機器導入による新規顧客獲得

1086 神奈川県 野口鍼灸 新規フットケア事業参入のためインソール器具導入による販路開拓

1087 新潟県 高橋畳店 「縁無畳表折曲機」導入と情報発信強化による新市場開拓

1088 新潟県 中沢車体 機械導入で作業時間の短縮を図り生産性と顧客満足度を向上させる

1089 新潟県 有限会社新潟板金塗装興業 7110002008338 一般顧客をターゲットとしたホームページを開設し新規顧客獲得

1090 新潟県 合同会社　ミシンの友愛 4110003003010 中・上級者向けミシンテクニック向上のための教室リニューアル

1091 新潟県 柏木屋鮮魚 国道から一目で飲食店と分かる店舗の外観整備による新規顧客開拓

1092 新潟県 美容室みすみ 頭皮・毛髪ケアと美顔　新メニューで集客アップ

1093 新潟県 和の月 カーポートを活用した販路開拓と顧客満足度向上事業

1094 新潟県 峰乃白梅酒造株式会社 9110001030241 ECサイトを備えたホームページによるブランド力・販売力の強化

1095 新潟県 石塚酒造株式会社 7110001017133 酒や酒造りに関する情報を発信し、若年層新規顧客を獲得する事業

1096 新潟県 有限会社　中川清八商店 9110002034712 一目で新聞店とわかる看板に変更します。

1097 新潟県 有限会社カーメイク巻 2110002011635 業務用オゾン消臭除菌機導入による新ビジネスと事業承継

1098 新潟県 hair salon HaRuh 本格的なヘッドスパサービスの導入で、新規顧客増加。

1099 新潟県 美容室プラム 機器の入れ替え、空間、メニュー改善による生涯顧客価値の向上

1100 新潟県 山口屋商店 穀粒判定機の導入による当店自慢の米の良さPR事業

1101 新潟県 ログらぁめんＫｅｎＫｅｎ餃子 リベンジコロナ！こだわりのkenken餃子プロモーション事業

1102 新潟県 あなざわ整骨院 リフォーマーを使ったマシンピラティスで心と体を整える

1103 新潟県 有限会社　森忠石材店 7110002010434 新たな顧客獲得を目指した石材店の取組み
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1104 新潟県 株式会社さとう建匠 4110001030493 ホームページの改修による広報強化と若年層の顧客獲得

1105 新潟県 Ambition 里山資源を使った美と健康と安全を考えた商品開発と販路開拓事業

1106 新潟県 Hirano 新サービス展開およびPRをきっかけとした販路拡大事業

1107 新潟県 株式会社ワイ企画 6110001020344 来客者のニーズに応えるための[作品展示室]の拡充事業

1108 新潟県 玉川酒造株式会社 9110001026875 外国人向けラベル・パッケージによる販路拡大

1109 新潟県 renew株式会社 9110001035769 魚沼野菜の惣菜とお漬物を商品化！全国へ販売計画！

1110 新潟県 吉田建装 一般客からの直接受注で売上アップ！塗装技術でリメイク事業

1111 新潟県 有限会社こめや 2110002010109 冠婚葬祭相談実績ＰＲと駐車場活用で顧客増！経営資源の有効活用

1112 新潟県 割烹　大覚 唯一無二の折詰料理。冠婚葬祭、特別な日にご利用ください。

1113 新潟県 うまか亭白根店 子供もお母さんも笑顔！たっぷりおいしい唐揚げ総菜販促強化事業

1114 新潟県 hair create Nalu 高齢化が進む地元に密着した美容福祉事業での販路開拓

1115 新潟県 株式会社　小泉ブロック 5110001034543 安全・安心を生み出す高い技術力を周知するＨＰの作成で販路開拓

1116 新潟県 有限会社　栄八 5110002108504 新鮮地物野菜を使った安全・安心な漬物の製造販売

1117 新潟県 秀石菴 店舗外観整備による集客力アップで新規顧客獲得

1118 新潟県 有限会社　菅原電気工事 9110002016181 ＳＮＳでの拡散を狙った「バズサインボード」制作による販路拡大

1119 新潟県 池浦プレス 従来型経営からの進化を目指す！生産性向上と受注量拡大の取組み

1120 新潟県 訪問美容　totte 若年層の新規顧客獲得の為の動画・チラシ制作

1121 新潟県 有限会社 サトウスポーツ 9110002032906 経営環境の変化に対応した設備導入で新規顧客及び地域シェア獲得

1122 新潟県 有限会社 高野製作所 5110002033073 店舗リニューアルキャンペーンで認知度UP＆新規リピーター獲得

1123 新潟県 ＷＡＹＳ アフターコロナに向けたキッチンカーの販促ツールによる顧客獲得

1124 新潟県 天領盃酒造株式会社 9110001027808 Withコロナ時代の酒造り衛生環境強化及び品質、生産性向上

1125 新潟県 アプライズ法務総合事務所 高齢者向け相談事業強化のための店舗改善事業

1126 新潟県 石打自動車鈑金 国道沿いの看板と商談スペースの新設による新商品の販路開拓事業

1127 新潟県 La chic Hair マーブ導入による新たなヘアケアエステサービス導入事業

1128 新潟県 大桃工機株式会社 2110001023846 当社の修理部門を対外的に広くPRする為に看板を設置・販路開拓

1129 新潟県 ワクイ食品研究所 天然の納豆菌を用いて自然発酵させた納豆の製造販売

1130 新潟県 小峯自動車工業 自動車整備工場のメンテナンス体制強化事業

1131 新潟県 しなのや 店舗改装の実施・新規顧客の獲得

1132 新潟県 オリエンタルレスト寿寿 「ごちそう弁当」の販売とホームページ等を活用した顧客獲得

1133 新潟県 有限会社　三笠屋 6110002011846 新たに個人に向けたホームページ等を活用した広報強化事業

1134 新潟県 新潟ボイセンベリー生産組合 ボイセンベリーの知名度向上、新属性の商品開発による需要拡大

1135 新潟県 ビーフラワー 新たなフラワーアレンジメント提供のための店舗リニューアル

1136 新潟県 髙村建具店 環境に配慮したサスティナブルな木工製品の開発

1137 新潟県 フラワーオートガレージ タイヤ保管による新規販路開拓と既存ユーザーの囲い込み

1138 新潟県 hair art fata マイクロバブルで頭皮スッキリ＆髪サラサラ艶々健康改善計画！

1139 新潟県 須佐自動車鈑金 最新技術『ペイントレスデントリペア』を使った新サービスを提供

1140 新潟県 ユウキカイロプラクティック 新規ホームページの作成と大きな姿見の導入

1141 富山県 ひまわり写真館 ドローンを導入して空撮業界に新たに参入する

1142 富山県 萬盛庵 女性客層拡大に向けた新メニュー開発と顧客満足度向上

1143 富山県 ケアサポート　おおいし 通院・転院など移動の不便を解決するモビリティ確保事業

1144 富山県 株式会社ナカスミ 6230001018467 当社塗装技術のPR推進により、お客様のこだわりに色をつける

1145 富山県 株式会社ジョワイユ 5230001017164 受付をITで自動化集客、安心安全の商談スペースで事業基盤強化

1146 富山県 Private Salon K コロナをチャンスに！業務用エステマシンの導入による売上拡大

1147 富山県 手作り工房Breezy Heart スイーツ自動販売機導入でお家時間の充実を呼掛け新規顧客開拓

1148 富山県 キリイ電器 リフォーム事業の周知による販路開拓事業

1149 富山県 水口酒店 定期的に試飲会を開催し新たな酒小売店としての認知度向上を図る

1150 富山県 有限会社 河合デンキ 2230002000865 手厚い高齢者支援により“まちのでんきやさん”の存在価値を向上

1151 富山県 株式会社木香美・服部 7230001009432 ＥＣサイトリニューアルによるオーダーメイド家具の販路拡大

1152 富山県 寺田美容室 看板設置による店舗PRと新施術・サービス強化による顧客創出

1153 富山県 ジャカルタ ジャカルタのカレーテイクアウトによる販路開拓事業

1154 富山県 AUKZEAL 新商品開発/ブランド力向上/一部パーツの内製化

1155 石川県 雅人窯 九谷焼作家の工房で行う本格的な九谷焼の体験事業

1156 石川県 株式会社　石川金物 4220001018271 創業１００周年に向けた店内改装とリフォーム事業の強化

1157 石川県 白山モータース 新型車の対応により新たな顧客層の長期的な信頼関係の構築

1158 石川県 株式会社メデタヤ・ネットワーク 6220001013725 感染防止用の非接触型呼び出しボタンの介護系業界への販路開拓

1159 石川県 有限会社ヤマダフォト 6220002011686 お客様の満足度を上げる為の撮影スタジオのリニューアル

1160 石川県 山忠設備 HP作成、アピール強化による水回りリフォーム工事の受注拡大

1161 石川県 江川クリーニング かほく市初のサブスク型クリーニング（洗濯代行）の販路開拓事業

1162 石川県 株式会社上田鉄工所 9220001018894 自社の技術をPRし新規顧客を獲得するためのホームページ製作

1163 石川県 革仕事のお店　tasola オンライン強化＆移動展示販売による販路開拓事業

1164 石川県 はせがわ林業 除雪機とホームページ導入による作業効率向上と新規顧客の開拓

1165 石川県 株式会社Ｌｏｏ樹 1220001024124 地域資源を活かした、ポストコロナの新事業展開で売上拡大

1166 石川県 セリオールレイワ ホームページ制作と予約システム連携による集客増

1167 石川県 Studio Lepont 能登で一番選ばれるフォトスタジオになるための新提案と看板設置

1168 石川県 サンライズ。ドーナツ 新商品導入とイートインの導入によって新規客獲得を目指す
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1169 石川県 大森接骨院 リンパマッサージの本格導入で新規顧客の獲得を目指す

1170 石川県 有限会社 ワイ・アール・ティ 7220002017179 自社開発製品「ShuCODE」の販路開拓ならびに商品差別化

1171 石川県 有限会社エイトホンダ 7220002013491 車両除菌・脱臭サービス販売と女性、高齢者層の新規顧客開拓

1172 石川県 宮﨑電気管理事務所 電気保安管理の高度化によるサービス向上事業

1173 石川県 農家民宿かや・虹波 コロナ禍で楽しむ奥能登里山里海満喫プランの提案

1174 石川県 能登金剛遊覧船　有限会社 5220002014558 地元特産品「ころ柿」ペーストを使用したテイクアウト商品開発

1175 石川県 大漁屋 アフターコロナに向けて、インバウンド需要の獲得事業

1176 石川県 荒木水産 特色を記載した看板の設置による新規顧客の獲得事業

1177 石川県 ふくべ鍛冶 ECサイトフルリニューアルによる客単価向上事業

1178 石川県 おうた民宿 海と陸の両方に対応した看板を設置した新規顧客の獲得事業

1179 石川県 合同会社Astalight 3220003002547 個別指導塾「しめす塾」の周知及び集客の為の補助事業

1180 石川県 地蔵前民宿 絶景の海を満喫する「能登の海ＳＵＰで海上散歩ツアー」の開始

1181 石川県 なっちゃんのきいろいかさ合同会社 3220003002984 HPやパンフレットなどを活用したお母さん支援講座の集客力強化

1182 石川県 株式会社下村水産 1220001024173 店舗外壁のラッピングによる来店促進事業

1183 石川県 西峰工作 地域のニーズに応えるアルミ溶接及び出張サービスによる販路開拓

1184 石川県 わたなべ接骨院 高齢者が低リスクで筋力強化できる新たなサービス

1185 石川県 愛美はくさん 地域初となる中堅高校受験専門の個別指導「U塾」の販路開拓事業

1186 石川県 株式会社Beauty　Ark 9220001024166 髪質改善で問題解決！チラシで顧客の潜在意識を引き出す集客戦略

1187 福井県 ヤマテック 絶縁監視装置導入による生産性向上及び新規顧客獲得活動推進

1188 福井県 至誠整骨院 パーソナルトレーニングによる新規顧客獲得と顧客受入体制効率化

1189 福井県 株式会社川端モータース 3210001014859 故障診断機（スキャンツール）の導入による車輌整備の売上拡大

1190 福井県 ごはんや蓮 新設公園側からの来店誘導を図るための看板設置

1191 福井県 緑風庭 ニーズに沿った特殊伐採業務に取り組むための体制整備と販路開拓

1192 福井県 株式会社ニッショオート 2210001002690 顧客紹介キャンペーンと店舗新装による再来店の促進

1193 福井県 株式会社岡本工業 3210001000685 鋼管溶接幅の拡張による建設部品受注獲得

1194 福井県 佐藤ふとん店 店舗視認性の向上による布団打ち直しの商圏拡大

1195 福井県 企業組合　うめっぽ 7210005009174 最新機械の導入により商圏を拡大し顧客獲得を図る

1196 福井県 株式会社吉田重量 1210001014530 高所作業車の導入による新規事業への進出

1197 福井県 山崎鮮魚店 新規設備導入による商品開発および商品安定供給

1198 福井県 有限会社酒野家具店 9210002007583 ＩＴ時代の顧客ニーズに対応した販路拡大事業と広報活動

1199 福井県 株式会社ごーる堂 7210001008163 団体宿泊客向け体験プログラムの構築

1200 福井県 ス－パ－カットNY 高齢化の進む町で外壁の送迎PR看板を使い高齢客を獲得

1201 福井県 合同会社　河原産業 9210003001081 廃業が進む整経下請業界。糸わずか12本の差で生き残りをかける

1202 福井県 阿んま屋 HPをリニュ－アルして若い世代に”ビジュアル系和菓子”を発信

1203 福井県 株式会社　長田工業所 5210001008586 溶接現場での火災リスク軽減による施工現場のバリエーション拡大

1204 福井県 てんつる 福井の代表グルメ「地魚」や「蕎麦」をくつろぎ空間でおもてなし

1205 福井県 ことこと　koto.koto. 地元米農家が提供するおしゃれで安心・安全な贈り物

1206 福井県 平田燃料店 サービスの組み合わせによる新規顧客への訴求力向上

1207 福井県 海鮮屋ＢｅｅｒＣａｆｅ　麒麟 店舗改装と広報力強化による誘客で顧客拡大

1208 福井県 ＲＥＡＬ　ＳＴＥＥＬ 整備もできる鈑金塗装工場としての環境整備の実施

1209 福井県 ＣＡＭＥＬＬＩＡ アフターコロナを見据えた、顧客開拓・来店促進事業

1210 福井県 有限会社　溝口精肉店 5210002014212 広報力強化による誘客で顧客拡大

1211 福井県 株式会社ＮＳＰ． 9210001015736 ＷＥＢ買取強化と効率的な商品管理体制づくりで売上利益率アップ

1212 福井県 株式会社北京荘 8210001003576 少人数観光客に対応した食事メニュー提供および広報事業

1213 福井県 越前御宿　小鉄 冷蔵ショーケースとフリーザー設置による売上とリピーターの増加

1214 福井県 有限会社北陸製本センター 7210002003915 ＵＶプリント事業の販路開拓のためのホームページリニューアル

1215 福井県 株式会社レインボーフーズ 5210001009659 ホームページ開設とウェブ広告による個人への販路開拓事業

1216 福井県 イソミ理容所 高齢者が気軽に来店できるよう利便性と安全確保に向け駐車場整備

1217 福井県 とまと旅行株式会社 5210001017901 インターネットを活用したオリジナル日帰り旅行プランの発信

1218 福井県 ドッグサロンここほれわんわん 福井初！猫専用個室グルーミングサロンで新規顧客の獲得

1219 福井県 株式会社オフィス・ワン 6210001008214 ショッピングサイト上での販売サイトリニューアル

1220 福井県 料亭ほんだ 夜の営業開始～お客様が自身で焼く七輪焼き魚とお酒のお店～

1221 福井県 株式会社 タイヤショップ水野 7210001007586 新型リフト導入による新たなサービスの提供と売上拡大

1222 福井県 シナノスタジオ スタジオの広さを活かした人工樹木の立体空間で感動の瞬間を残す

1223 福井県 有限会社ウォーテム上野山 2210002010908 ホームページの刷新による訴求力強化、新規顧客開拓事業

1224 福井県 有限会社 美浜食堂 8210002011000 設備改善による受入体制強化と新メニュー開発による新規顧客開拓

1225 福井県 ヒサイケ看板 高度なインクジェットを導入して新たな民間企業への販路開拓事業

1226 福井県 嶋田指物店 作業場を活用したショールーム設置による新規サービス展開事業

1227 福井県 株式会社マシンリンク 2210001008291 ホームページ、パンフレットの充実による自社製品の販路拡大

1228 福井県 有限会社ワカサマテリオ 9210002011395 ホームページの充実とパンフレット作成による認知度アップ

1229 福井県 株式会社上中クリーニング 7210001011241 設備導入による生産性・品質向上と販路開拓事業

1230 福井県 おおい旅館料飲　合同会社 8210003001297 トレーラーハウスでの営業強化で顧客拡大

1231 福井県 有限会社鳥居建築 5210002011077 ウェブサイトを全面改修し販路拡大と顧客満足度向上を図る

1232 福井県 株式会社ＦＫＳ 5210001018602 太陽光発電設備及びその関連工事受注に向けたＨＰ構築と販路開拓

1233 福井県 有限会社創栄産業 8210002011066 外壁リフォームに特化した体制構築とＨＰ改修による販路開拓



※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。

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６回締切分採択者一覧

1234 福井県 株式会社エイト 3210001016112 世界唯一のチロルリボン量産工場見学、専用ＷＥＢサイト制作事業

1235 福井県 ドライブインよしだ 特産品製造販売を第二の収益の柱にするための設備導入と販路開拓

1236 福井県 株式会社タツイ 7210001018229 越前ズワイガニＥＣサイト専門店の再構築及び販路開拓事業

1237 山梨県 Rerise 非対面イベントを推進する音響・映像のデータ製作と配信サービス

1238 山梨県 番匠家　ねぎし 顧客ニーズに応じた工事サービスPRのためのHP改修事業

1239 山梨県 株式会社松月堂 9090001012003 Instagramを活用したインフルエンサーマーケティング

1240 山梨県 E&F合同会社 7090003001534 レーザー加工機活用による新商品開発

1241 山梨県 有限会社　和田電気 4090002015166 水廻り工事に注力し相乗効果を狙った販促活動による売上拡大

1242 山梨県 スタヂオぴーの 音楽スタジオの更なる魅力アップと情報発信による販路開拓事業

1243 山梨県 村松畳店 顧客ニーズの掘り起こしと看板とチラシでＰＲ強化による業績拡大

1244 山梨県 有限会社アマノオートサービス 1090002009906 近接国道災害による影響を回復するための販路拡大事業

1245 山梨県 Pizza Bistro Peu a Peu 住宅街からPR!　テイクアウト認知度向上のための看板設置事業

1246 山梨県 AMETSUCHI 業務用ドローン導入による高品質な空撮映像の展開

1247 山梨県 百番珈琲 「里山の地域密着型カフェオープンに向けた店舗の改修」

1248 山梨県 有限会社　山梨フィード 9090002014824 HP新設活用による林業部門・青果部門・肥料部門の販路拡大

1249 山梨県 甲斐こまベリーファーム 快適な休憩施設、産地直売コーナー設置等による集客拡大

1250 山梨県 ゲストハウスリーフ 県内PR及びインターネットを使った予約（ホームページを想定）

1251 山梨県 アルタス国際特許事務所山梨オフィス Ｗebサイト構築を契機とした顧客獲得および顧客満足度の向上

1252 山梨県 株式会社イロハシステム 3090001016439 ＰＯＳシステム等のカスタマイズシステムの販路拡大

1253 山梨県 Office Moon Plus 商業映像用フォトスタジオ整備による販路開拓・売上拡大

1254 山梨県 菓子処 松の屋 フルーツ等多種多様などら焼きと和菓子の自動販売機事業

1255 山梨県 有限会社ケンオフィス 3020002094275 ホームページリニューアルと公式ECサイト立上げによる販路開拓

1256 山梨県 ラーメン銀次 テイクアウト、デリバリー事業開始とＨＰ・チラシ作成による訴求

1257 山梨県 株式会社ボディーショップ望月 5090001012353 中古車リアルタイム在庫情報発信による新規顧客獲得

1258 山梨県 ILA白州ゲストハウス  高所看板を利用したＰＲで集客力ＵＰを図る新規顧客獲得事業

1259 山梨県 有限会社カーセンター小宮山 1090002007216 新たなサービス提供による販路開拓と新規顧客の満足度の向上

1260 山梨県 田草川農園 新規顧客獲得・取込み強化のためのホームページの導入

1261 山梨県 SHIMIZU工業株式会社 7090001013713 県外業者の取り込みにより業容拡大を図るためのホームページ導入

1262 山梨県 株式会社原田組 6090001008474 閑散期対策として民間工事の売上拡大を図るネット見積もりの展開

1263 山梨県 グルメショップすみよし 急速冷結庫の導入によるＢtoC向け商品力の強化

1264 山梨県 株式会社ラギム 5090001016651 再生材料を使用した新商品でサスティナブル企業としての認知向上

1265 山梨県 Ｍ・Ｓｔａｒ ヘアケア美容とエステティックの融合サロンへの転身と販路拡大

1266 山梨県 小林板金工業KBリフォーム 建主と協力業者に価値を提供する「分離発注方式」による販路開拓

1267 山梨県 ｍ’ｓＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 5090001015348 新サービス開発による作業効率の向上と新規顧客獲得

1268 山梨県 ケンプロアカデミー 効果的な英語教育のための独自カリキュラムの開発と販路開拓

1269 山梨県 EM.Direction株式会社 2090001015730 ウェブ運用代行業務における進捗管理システムの開発と販路開拓

1270 山梨県 NAKAJIMA 需要が高いメンズジュエリーの３D光造型機導入による販路拡大

1271 山梨県 株式会社常葉サービス・クリアアウト峡東 2090001016745 一般顧客獲得のための新サービス事業体制づくりと広報活動

1272 山梨県 足裏みらくる ウォーキング層の需要獲得のための広報による販路拡大

1273 山梨県 クボタ薬局 女性の悩みの相談会と症状の見える化接客による販路開拓

1274 山梨県 天野商店 伝統工芸品のほぐし織生地であなただけの傘を提供

1275 山梨県 チャックル・ギグル お客様と共有できるヘアスタイルブックの作成

1276 山梨県 ㈲クラタ 3090002004582 ニューノーマルな焼肉店形成と営業時間の拡充による販路開拓

1277 山梨県 ㈱エービーエス 2090001003058 自動釣銭機と連動した非接触・非対面型システムの試作品開発

1278 山梨県 ㈲タカノコーポレーション 8090002004669 組立型ユニットハウス販売事業のプロモーション

1279 山梨県 たむら農園 大粒ぶどうのレーズンを使ったレーズンドラジェの開発

1280 山梨県 石原園芸 生産農家による完全自社生産のドライフラワー販路開拓事業

1281 山梨県 b style 顧客の高齢化に対応した多機能理容椅子の導入による販路開拓

1282 山梨県 しゃんてぃこっこ フェアトレードショップの広報活動強化による販路拡大

1283 山梨県 常盤産業株式会社 8090001004967 美容室設置によるワンストップサービスの提供で新規顧客獲得

1284 山梨県 博栄園 南アルプス市産の旬なフルーツを使った完熟冷凍フルーツ販売事業

1285 山梨県 有限会社　深澤石材店 3090002008575 明治20年創業の石材店5代目の新規顧客開拓の取り組み

1286 山梨県 株式会社TreeLumber 5090001016305 木製品の自社生産体制の確立と販売商品の拡充

1287 山梨県 こんびにえんす永谷 商品ラベルで安心・安全な商品をアピールし新規顧客を開拓する

1288 山梨県 美容室　アンジー 外出不安を抱える地域の高齢者向け訪問美容サービスの販路開拓

1289 山梨県 Atelier　Bond 山好きの集う体験工房の自然をモチーフにした木工品の販路開拓

1290 山梨県 花ゆう ＨＰ、チラシによる店舗PR活動による新規顧客の創出事業

1291 山梨県 サンハウス守屋 繁忙閑散期業務平準化のための中古品再生販売事業への新規取組み

1292 山梨県 ANCAR　MOTORS 運転初心者でも安心してスタートできるカーライフのサポート

1293 山梨県 有限会社シマダ 9090002009865 検査プロセスの革新による、遺漏分野の注文獲得と新規注文の増加

1294 山梨県 甲斐御正93カンパニー 新商品(イワナ・ヤマメの加工食品)の開発とその販売促進

1295 長野県 Shin学び塾 学習習慣の定着と学力向上に対する当塾の強みのアピール

1296 長野県 有限会社中島屋 6100002017497 真空包装機導入で売り上げアップ

1297 長野県 トーワ商事株式会社 6100001011518 浄化槽設置作業の動画や情報発信の強化による新規顧客獲得事業

1298 長野県 株式会社　川端 7100001033057 溶接部の探傷検査を新サービスとして同業他社へ新たに販路を開拓
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1299 長野県 ペンション　シルバーファーン ペットと安心安全に宿泊できる宿づくり、それに伴うHPの見直し

1300 長野県 風雲Coffeeroastery＆Books 新規顧客開拓のためのワークショップ開催拡大事業

1301 長野県 有限会社　風屋 4100002015585 豆腐自動包装機導入による生産性向上と販売機会創出

1302 長野県 有限会社えぞ彫工芸社 3100002023390 超滑り止め加工の箸増産と新しいレーザー体験の集客で販路拡大

1303 長野県 けーきやペパン 感染症対策を徹底し安心して来店頂ける店舗づくり

1304 長野県 有限会社フルーツガーデン北沢 9100002038359 増産体制の確立と受託醸造による販路拡大事業

1305 長野県 ムーミン 店舗移転に伴う新サービス提供事業

1306 長野県 マロンジーヌ小布施 新商品開発および販売体制の充実と商品の質向上のための設備投資

1307 長野県 株式会社Su-eat 7100001029484 販路拡大と新規事業のためのオフィス開設

1308 長野県 里守師 廃材や剪定した枝などを利活用した資源循環による販路拡大事業

1309 長野県 Oval Mountain Lodge 東屋新設による販路開拓事業

1310 長野県 有限会社　カネシゲ農園 1100002037987 信州黄金シャモ飼育・加工販売に向けた急速凍結庫の導入

1311 長野県 義仲梅の里 エアコン導入と作業スペース確保で生産量大幅アップ事業

1312 長野県 株式会社ヤナギダ 3100001011116 ホームページ・ECサイト構築による販路開拓・拡大

1313 長野県 UNE PETITE MAIZON 冬季期間における付加価値向上のための薪ストーブ導入

1314 長野県 株式会社ペイントコート美匠館 9100001016290 地域密着事業の集客強化を目指した看板設置

1315 長野県 接骨院廣徳堂 当院の技術・安心をPRする搭載機能充実HP制作による販路開拓

1316 長野県 みのわモビリティ株式会社 6100001031953 自社サイトとＱＲコードの組み合わせによる新規顧客の開拓

1317 長野県 はるき屋 真空調理機導入による「おうちラーメン」商品化事業

1318 長野県 自然食品の店halo 飲食事業強化による販路開拓事業

1319 長野県 有限会社丸石 7100002026852 小規模旅館のリブランデイングによる集客力向上事業

1320 長野県 株式会社口福商店 2100001022130 和食処として客への印象付来店動機に繋がる店舗外観及び店内整備

1321 長野県 サトーステンレス サトー式薪ストーブ拡販プロジェクト

1322 長野県 株式会社 J’Pumpkin 7100001031127 農業用ドローンの導入による販路開拓と規模拡大

1323 長野県 手打ちそば一八 ニューノーマル時代に対応した店づくりを目指し売上増加を図る

1324 長野県 料亭緒環株式会社 3100001011792 グリラー導入及びホームページリニューアルによる顧客満足度UP

1325 長野県 新設工業株式会社 8100001001392 知名度アップで　建設業者難民をなくし　業績アップ

1326 長野県 宮川時計店 ズク出して生き残る。地域密着の唯一無二の専門店

1327 長野県 ロイヤルゴルフセンター株式会社 7100001003811 女性・若年層をターゲットに見据えたホームページリニューアル

1328 長野県 マルトミ不動産 店内改装による若年層への訴求強化および成約率向上

1329 長野県 司法書士富田事務所 事務所玄関アプローチのバリアフリー化による新規顧客獲得

1330 長野県 ゲストハウス シャンティクティ プライベート空間を重視した浴室改修による新規顧客獲得

1331 長野県 有限会社宮下自動車工業 4100002005132 地球環境を守る最新整備機器導入による販路開拓・生産性向上

1332 長野県 Poggio Verde ワインラインアップ強化によるラベル刷新とパンフによる販路開拓

1333 長野県 清水理美容院 高齢者に優しい店作りとシェービングの強化、ＤＭによる顧客獲得

1334 長野県 小平建設 自社ホームページ開設　および　パンフレット制作

1335 長野県 グルリト合同会社 7100003006143 予約機能付ホームページとパンフレットの製作による集客強化

1336 長野県 有限会社　高見沢塗装 3100002010991 ドローン活用による安全安心見積で販路開拓

1337 長野県 内田孔建設株式会社 3100001008145 北欧型ログハウス拡販用コンテンツ作成と地域の魅力発信事業

1338 長野県 株式会社　河一屋 3100002017509 モバイル型オゾン発生器で温泉街を安心して楽しむ安全宿泊の提案

1339 長野県 瑞穂木材株式会社 1100001011935 「長野の山を綺麗に！」ホームページ作成による県産材の周知事業

1340 長野県 小林　義広 「カブトムシ」「クワガタ」「飼育マット」「餌」の販売事業

1341 長野県 ヒットコンポジット株式会社 3100001021577 オリジナル木製櫛等の開発、および自社ブランドの海外販路拡大

1342 長野県 有限会社みねむら 8100002006060 マイナス６度のリーチイン冷凍庫購入で超高級酒の販路拡大

1343 長野県 BOTANICAL CONTAINER SALON 　KULAM “美しさ＝健康であること”へ導く美容サロンの広告宣伝事業

1344 長野県 木曽ツリーワークス 「kiso tree space」における木工品の販路開拓

1345 長野県 エムグルーブ 当社サービスを多くの方々に周知する広報計画と作業効率化

1346 長野県 有限会社　小林機械 6100002029501 看板による店舗認知度向上とチラシ・ＨＰによる新規顧客獲得

1347 長野県 Nosotto ホームページを活用した販路拡大と業務効率化の取り組み

1348 長野県 aromasalon　さくらさくら 地域密着サロンのアロマ「手当ての力」で認知度・収益アップ事業

1349 長野県 馨工房 地域ＥＣサイト新規活用で自社商品の販路拡大

1350 長野県 合同会社Ｒｅｘｔ滝越 6100003004890 会社の顔となるホームページを開設し事業の可視化と集客販路開拓

1351 長野県 的場果樹園 ホームページリニューアルとSNSの活用による集客増

1352 長野県 株式会社ホテル東館 4100001012261 高輝度電子式掲示板とYoutube利用で新規顧客獲得

1353 長野県 アイリス薬局 地域に密着した心のかよう相談調剤薬局を目指して

1354 長野県 パラグライダーパーク青木 アフターコロナを見据えての草刈り作業の事業化

1355 長野県 株式会社ファム 5100001031896 遠方からの相続人に対応できる非対面型業務体制への転換

1356 長野県 Beth合同会社 2100003005950 アウトドアサウナEC事業

1357 長野県 ハルタコーポレーション株式会社 4100001012526 土壌診断装置導入による生産性向上事業～持続可能な農業の為に～

1358 長野県 魚魚屋まさ 大粒焼き鳥の復活とテイクアウトメニューで売上アップ

1359 長野県 ダック株式会社 6100001032084 店舗改装による作業場確保で販路拡大及び感染症対策の両立

1360 長野県 家具工房okamoku 工房併設ギャラリー設置による販路開拓

1361 長野県 安曇野ベジタブル株式会社 5100001017053 新サービス冬季営業導入のための受け入れ態勢構築と新規客の獲得

1362 長野県 ワンウェイ株式会社 4100001033869 薪ストーブを通じた豊かな生活を実現するための販路拡大と集客

1363 長野県 こりとり コロナ疲れを解消してもらうための新サービス導入による販路開拓
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1364 長野県 H・C・A企画事務室 陶器から半磁器への製造転換

1365 長野県 アヅミノーブル合同会社 9100003005928 庭園を活用した屋外型託児スペースの設置

1366 長野県 株式会社　宮本鉄筋 3100001029315 ホームページ作成と新規事業の取り組みによる企業の発展

1367 岐阜県 株式会社ミツ工機 5200001034864 技術力を活かした複雑なカイゼン品の提案で新規取引先を獲得

1368 岐阜県 美酒人路まるゆう 食べ歩き用テイクアウトメニューの新開発と顧客満足度UP事業

1369 岐阜県 りゅうじん 顧客満足度を向上のための快適なトイレ改修とコロナ対策強化事業

1370 岐阜県 オートガレージ　タケナカ 機械設備の導入による新サービス事業で新規顧客層の獲得促進事業

1371 岐阜県 飯田建装 外壁塗装で地域に貢献、ＨＰ・チラシでＰＲ！

1372 岐阜県 家工房　山県高富店 開業間もない当店の認知向上に繋がる広報事業

1373 岐阜県 有限会社時計・宝石・メガネの青木 3200002027563 他社が真似できない訪問検査サービスによる差別化事業

1374 岐阜県 リラクゼーションスマイル 店舗の存在認知度向上による新規顧客の獲得及び集客アップ事業

1375 岐阜県 植村熔接工業所 溶接業の魅力と楽しさを若い世代に伝えるホームページの作成

1376 岐阜県 あべ整体院 動画を使い、新規顧客を獲得する

1377 岐阜県 株式会社藤岡木工所 7200002006563 これまで市場になかった新商品の開発に伴うＨＰによる認知向上

1378 岐阜県 株式会社丸藤 5200001016202 じっくり滞在できる店舗づくりのための、店舗改装工事

1379 岐阜県 有限会社　サトウ塗装 7200002028194 WEBサイトでドローンをPRし自社の商圏拡大

1380 岐阜県 株式会社　小見山家具製作所 1200001011025 高付加価値製品の販路開拓のためのスタジオ兼ショールーム開設

1381 岐阜県 Fit∞（フィットエイト） 本格的なピラティスマシン導入で意識の高い顧客の確保

1382 岐阜県 有限会社島本屋 7200002015507 自社ＨＰに蔵元・料飲店応援企画の立ち上げと自社サイト連携強化

1383 岐阜県 有限会社羽賀總業 4200002015658 ジビエブランドをイメージしたリーフレット・はがきの制作

1384 岐阜県 有限会社マルイ石油店 8200002016545 ガス事業強化による新規顧客獲得のための広告宣伝事業

1385 岐阜県 株式会社クリオ 2200001032061 ゴルフウエア専門のリサイクルショップへのリニューアル

1386 岐阜県 エルレ お客様に安心で快適な空間を提供するためのテラス席整備事業

1387 岐阜県 岐阜農機販売株式会社 9200001016058 地域の顧客に根ざした優しい店舗づくり改装事業

1388 岐阜県 八重垣Ｄｒｅａｍ 郡上市初！バイクレンタルサービスの販路開拓事業

1389 岐阜県 株式会社井上写真館 4200001006518 ドローンを活用した新サービスにより増収増益を目指す

1390 岐阜県 民宿髙橋 外装リニューアル及び、バイクツーリング客獲得看板設置工事

1391 岐阜県 蔵サロン－kû－ 自宅前の蔵改装による新たなビジネスモデルの構築とPR強化事業

1392 岐阜県 有限会社マゼック 9200002027269 「SS過疎地」における持続的な経営のための客数アップ事業

1393 岐阜県 Frank美容室 地域の美容室難民のお客様に喜んで頂けるバリアフリー設置事業

1394 岐阜県 DAiseN TouRs レンタル業の規模拡大に伴う店舗改装及び看板の製作・設置

1395 岐阜県 海老塗装店 『新聞折込広告』による既存事業及新規商圏地区向け販路拡大事業

1396 岐阜県 有限会社タカギ工務店 4200002016391 ウェブサイト等を活用した「地域密着工務店」のブランド構築事業

1397 岐阜県 有限会社中部保険サービス 3200002010073 事業承継に合わせた営業方針転換による新規顧客獲得

1398 岐阜県 タニグチメタルワークス カーマニアが集う修理・カスタム店に向けた設備導入と紹介の促進

1399 岐阜県 有限会社山口板金 3200002016450 自社オリジナル役物の販路拡大事業

1400 岐阜県 喫茶　プラム 町内唯一の喫茶店を店内環境整備でお客様の「行きつけ店」に

1401 岐阜県 和菓子処　尾張屋本店 既存看板のリニューアルによる新規顧客獲得事業

1402 岐阜県 山助商店 １００年企業を目指して！新規顧客獲得のための積極的ＰＲ事業

1403 岐阜県 パブレストハーフダラー 事業再生計画第１弾！お客様のための作業効率化とバリアフリー化

1404 岐阜県 カットサロン イコマ 高齢者（障がい者）に優しい店づくりで新規顧客獲得

1405 岐阜県 glass studio 三日月 「ガラス雛」の新作開発とPRリーフレットで新規顧客を獲得

1406 岐阜県 大塚林業合資会社 1200003002807 林業・製材業の地域外顧客獲得のためのホームぺージリニューアル

1407 岐阜県 河廣錦仙堂 市外への広告展開と新商品の製造販売で安定経営を目指す

1408 岐阜県 鉄板ステーキ郡上饗さみ 地元食材加工品のECサイトによるテイクアウト事業の強化

1409 岐阜県 郡上八幡工房まめパン 安心安全なパンで郡上ＮＯ.１のパン屋を目指したＰＲで顧客獲得

1410 岐阜県 Hair＆Spa　i  mua 住宅街の中に佇む小さなサロンの新規顧客獲得の為の看板設置事業

1411 岐阜県 株式会社ART REPAIR 4200001031391 車のＩＴ化に対応するためのスキャンツール導入及び販路開拓事業

1412 岐阜県 有限会社　田宮製畳 6200002013536 移動式茶室「Ｌｉｋｙｕ」のＰＲと非対面型ビジネスの構築事業

1413 岐阜県 株式会社エイシンワーク工業 6200001015979 ホームページのリニューアル～若い世代へ発信できるＷＥＢへ～

1414 岐阜県 マッハスポーツ サービスの付加価値と新たなターゲットへの販売促進事業

1415 岐阜県 株式会社ＹＡＳＵＢＥ 5200001033767 ホームページは会社の玄関、看板、営業マン

1416 岐阜県 トラスト電工株式会社 8200001018716 空調設備に特化したホームページによる競合優位性明示と顧客獲得

1417 岐阜県 山田住建 地域の健康づくりに貢献するヒーリングサロンの開設

1418 岐阜県 サロン・ド・ＳＯＲＡ 40～60代の女性が利用しやすいサロンづくりのための玄関改修

1419 岐阜県 特定非営利活動法人メタセコイアの森の仲間たち 3200005011176 コロナ禍でも安全な教育旅行団体の新規顧客獲得

1420 岐阜県 喫茶　鶯 お客様にくつろぎの場・だんらんの場・居場所を提供する事業

1421 岐阜県 アイサイン株式会社 1200001035016 ホームページ等の広報強化による看板制作事業の新規顧客開拓

1422 岐阜県 有限会社藤井仏壇店 1200002009745 昼夜切り替え店看板新設、日本の伝統工芸「仏壇・仏具」をＰＲ！

1423 岐阜県 株式会社Hikarie 7200001037964 オリジナルアプリ開発と社名看板新設でパーフェクト障害者支援！

1424 岐阜県 アトリエプラス 顧客の拡充により多くの人が幸せに暮らすためのホームページ作成

1425 岐阜県 松井木材 薪販売事業の新規立ち上げとホームページ作成による販路開拓

1426 岐阜県 株式会社みつばちの郷 9200001015076 企業向けホームページの開設によるBtoB事業の販売拡大

1427 岐阜県 大田ファーム 自社で生産したお米の価値を高める新商品開発事業

1428 岐阜県 やな川 「快適な飲食空間」と「インターネット広告」で販路開拓！
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1429 岐阜県 K-Craft 地域密着型ハウスクリーニング屋としての認知度アップ事業

1430 岐阜県 三田村税理士事務所 ホームページ開設とパンフレット作成で税理士事務所の広報改革！

1431 岐阜県 パティスリー暦 看板設置で認知度向上による新規顧客獲得

1432 岐阜県 キミドリ建築 自社の強みをＰＲし新規顧客獲得へつなげる事業

1433 岐阜県 株式会社一貫亭 4200001030609 新商品をキッチンカーで地元客に販売。山勇牛を知るきっかけ作り

1434 岐阜県 郷塗装 騒音防止機能付き高圧洗浄機による事業拡大の第一歩

1435 岐阜県 有限会社　安房館 3200002026466 国立公園内温泉旅館の対ワーケーション・インバウンド動画制作

1436 岐阜県 株式会社あんでるあん 5200001015914 DM発送による販路開拓とホームページリニューアル

1437 岐阜県 かさまつ総合保険 ホームページを使った自社の認知度向上と新規顧客獲得

1438 岐阜県 天池製畳 地域中核都市へ通勤する現役世代をターゲットとした看板広告戦略

1439 岐阜県 長尾建設株式会社 6200001017604 リフォーム事業促進と商圏拡大による新規顧客開拓

1440 岐阜県 杉山プリント カスタムファッションの情報発信交流・受注拠点の開設と集客促進

1441 岐阜県 リバーアドベンチャーツアーズ デイキャンプとドローン撮影及びコロナ対策のＰＲによる販路開拓

1442 岐阜県 株式会社ウイニングホーム 3200001013028 雑誌・Ｗｅｂ販促力強化に伴うクロスメディアによる集客力の向上

1443 岐阜県 株式会社西美濃はなのき 9200001016875 廃棄ロス軽減とテイクアウト商品強化のための販路拡大計画

1444 岐阜県 ACTIVE Blossom’s オンライン受講等拡充に関わる新規塾生獲得に向けた販路開拓事業

1445 岐阜県 おそうじ本舗岐阜長良店 家庭向け広告強化と店舗メニュー拡充による売上増と利益改善

1446 岐阜県 南常株式会社 7180001103298 Webマーケティングの活用で地元ジビエをウェルネス市場へ。

1447 岐阜県 有限会社つちや 4200002009619 宅配事業強化に伴う弊社の認知度アップと拡売活動の実施

1448 岐阜県 ブライダルサロンZERO 岐阜店独自のＨＰによる岐阜地区顧客獲得と相乗的な売上拡大事業

1449 岐阜県 ウィングス パソコンサポートの新規顧客の獲得と修理・指導のスキルアップ

1450 岐阜県 飛騨にっちもす 飛騨の家具の導入による顧客満足度の上昇と販路拡大の取組み

1451 岐阜県 丸共建設株式会社 7200001025911 こだわりの詰まったホームページへの誘客による新規顧客開拓

1452 岐阜県 今井建設株式会社 3200001025729 新規顧客獲得のためのホームページによる情報発信事業

1453 岐阜県 株式会社白井製茶 9200001014796 新ブランド「日本茶フレーバーティ」のパッケージリニューアル

1454 岐阜県 Breakthrough 速読PRのための看板設置と新規生徒利用環境向上事業

1455 岐阜県 株式会社吉田工務店 4200001014438 アフターコロナを乗り越える認知度向上による販路開拓事業

1456 岐阜県 清水産業有限会社 8200002012692 アフターコロナに立ち向かうトイレ改修と商談機会増加計画

1457 岐阜県 トータルセラピー美ＪＯＵ 対面サービスからオンラインサービスへ　環境構築で新規顧客獲得

1458 岐阜県 株式会社ヤマジョウ建設 2200001019934 森林再生・地場産材の有効活用と新たな顧客の創出ＰＲ看板の設置

1459 静岡県 株式会社ダブリュウピィアイ 4080001015531 ホームページ制作による販路開拓促進、技術力の発信

1460 静岡県 株式会社アスカム 9080001013910 プリント業務内製化で新商品の多品種開発に取組み新規顧客開拓

1461 静岡県 株式会社コクショウ 5080401014727 フローリング調畳を使用した新しいリフォーム提案のＰＲ事業

1462 静岡県 株式会社ダイシン 7080001013838 バイオマスプラスチックを活用した商品開発及び販路開拓

1463 静岡県 有限会社ショップフジタ 3080402009959 自社Webサイトのリニューアル等、情報ツールによる顧客開拓

1464 静岡県 有限会社ホテル河内屋 3080102021520 ホームページ改修とテレワークプラン拡充による新規顧客獲得

1465 静岡県 株式会社アポロ 9080401006274 動画とホームページを活用した「バズる」ＰＲ手法開発

1466 静岡県 有限会社大場建設 6080402009931 自社ホームページのリニューアルと情報媒体を介した顧客開拓

1467 静岡県 大石時計店 攻めの営業による移動視力検査の車両ラッピングによる販売促進！

1468 静岡県 株式会社FARMENT 6080101019918 地ビールの醸造体験及び原料の収穫体験サービスの提供事業

1469 静岡県 くりみ苺園 パッケージの一新とＩＴを活用した広域へのＰＲによる販路開拓策

1470 静岡県 株式会社花ごよみ 3080101015275 店舗入口ＰＲ表示とホームページの刷新による販路開拓

1471 静岡県 株式会社新菜園 1080401021891 高精度播種機を活用したＬサイズ白ネギ生産安定化による販路拡大

1472 静岡県 株式会社　可美モータース 7080401001302 新フロンガスに対応した設備導入による販路開拓

1473 静岡県 一本堂静岡磐田店 看板設置と折込チラシの配布による新規顧客開拓

1474 静岡県 株式会社発芽玄米 7080401011136 SNSの活用とパッケージ刷新による新規顧客の開拓

1475 静岡県 髙橋接骨院 腱鞘炎特化型自由診療メニュー開発による生涯現役花農家応援

1476 静岡県 有限会社シキシマコーポレーション　 9080402003576 地場産品である駿河湾海洋深層水の塩を使用した静岡土産の開発

1477 静岡県 杉本一詩 レンゲ農法を利用したお米の品質とブランド力の強化

1478 静岡県 株式会社舘山寺園 6080401001187 非対面販売による浜名湖うなぎの全国への発送事業の開始

1479 静岡県 株式会社ヨシゾエレジンクリエイション 9080001019395 塗装用マスク　メンテナンス部門の販路拡大計画

1480 静岡県 リフレプラス 当店の知名度とサービスをアピールする為の広告宣伝の展開

1481 静岡県 小島ふとん店 ノウハウを生かした地域事業者商品ＥＣ販売による売上増加策

1482 静岡県 麺屋　井むら 視覚効果の高い看板と観賞用スッポン水槽の設置による販路開拓

1483 静岡県 大東造園 造園作業効率化をアニメキャラクターにより安全安心PR！

1484 静岡県 株式会社ブライトネス 8080401015499 シルクのベビー用品の販路開拓

1485 静岡県 イトウシャディ株式会社 2080001013603 オリジナル商品開発と自社ECショップで売上利益アップ！

1486 静岡県 有限会社小野田時計店　 1080402009192 店舗入口の段差解消と洋式トイレへの改修による新規顧客の確保

1487 静岡県 近江屋製菓有限会社 8080402009780 オリジナルの和と洋を融合したテイクアウトドリンク事業の構築

1488 静岡県 de-light corporation株式会社 4080101015910 トイレリニューアルによる衛生面強化と新規顧客層開拓

1489 静岡県 かねた北店 女性向けプランの開発と団体席の半個室化による新規顧客獲得

1490 静岡県 ABOVE 新たに男性客を取り込むための脱毛サービス開始と脱毛器の導入

1491 静岡県 有限会社緑香園 1080002014246 農家向けティーパック委託加工開始のための粉砕工程内製化

1492 静岡県 有限会社富士勇和産業 3080102007791 富士山麓に広がる自然から生まれる「茅の燻製キット」のＰＲ

1493 静岡県 ロアジ ナラ枯れ被害原木等を使った薪燃料の製造販売による新事業展開
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1494 静岡県 有限会社イワモト塗装工業 2080002014518 感染予防対策のための室内抗菌塗装サービスの提供による販路開拓

1495 静岡県 スタジオ・アール 出張本格アメリカンバーベキューサービスの提供・販路開拓

1496 静岡県 有限会社ぴーす 3080402018737 ホームページ・SNSの環境整備

1497 静岡県 有限会社長田モータース 7080102006757 域内外問わず専門性をアピールするための表示看板設置

1498 静岡県 天心 LED表示看板による情報発信力の向上

1499 静岡県 きらりマリッジ 当店顧客サポートサービスをHP改修にてPRし販路開拓を目指す

1500 静岡県 ケイ美容室 シミケア用美容機器の導入による客単価アップと新規顧客獲得

1501 静岡県 かつまたファーム株式会社 4080101019795 農家が通年収入を目指すための、新商品開発とブランディング化。

1502 静岡県 株式会社ハカマタ産業 2080401021222 非対面・非接触・遠隔を実現する新規顧客獲得のためのWEB化

1503 静岡県 株式会社竹内建築 7080401024468 ミッドセンチュリーデザインアメリカンハウスのPRで販路開拓

1504 静岡県 有限会社三ノ和鉃工所 1080402009267 角度研削加工の高精度化と短納期対応の実現

1505 静岡県 苔ｇ（こけじぃ） ウェブサイトの構築と店舗設置による苔商品の販路拡大事業

1506 静岡県 grege 「SDGs」を意識したミミズコンポストのＰＲによる販路開拓

1507 静岡県 河村養蜂場 蜂蜜自動充填機の導入による生産性向上

1508 静岡県 株式会社植田園 4080001013469 アラサー世代を標的としたギフト商品の企画・デザイン・販促取組

1509 静岡県 限界集落　天空の館 ファミリー層に「お手軽グランピング」の魅力を伝える事業

1510 静岡県 森木農園 ECサイトの新設と冷蔵庫導入による直売所商品の充実

1511 静岡県 高惣株式会社 1080001013991 家族に愛され家庭円満をもたらす中型サボテンの栽培と販路開拓

1512 静岡県 有限会社河西新聞店 7080002013275 キッチンカー導入に伴う車内厨房設備の設置事業

1513 静岡県 有限会社澤田電気 9080402003436 電気屋の高所作業車で樹木伐採のサービスを提供

1514 静岡県 健康美エステ　サン・フラワー 「薬膳」を取り入れた体質改善プログラムの新規事業展開

1515 静岡県 有限会社平松木工 4080402018100 オーダー家具等のための複雑形状加工技術の導入による受注数増加

1516 静岡県 有限会社エムディー 3080402022202 シックハウス専門ドクターを広めるブログ広報強化と新規顧客開拓

1517 静岡県 有限会社マルマ中塩商店 1080402009993 牡蠣小屋を存続させるため、新たに「惣菜の製造小売」を行う

1518 静岡県 雅美工芸有限会社 2080402022161 受注量を高めるための設備導入と新生産工程の導入

1519 静岡県 Natural SNS広告活用等でセラピスト養成講座の新設と販路拡大事業

1520 静岡県 なないも 24時間いつでも欲しい時に買える「焼きいも」販売事業

1521 静岡県 新井屋根工事 ホームページ製作で販路開拓と新設備導入で生産性向上

1522 静岡県 有限会社愛電社 4080402020790 ホームページ製作による製造業向けの電気工事業務獲得

1523 静岡県 松下工業 HPで足場と塗装工事をワンストップオーダーPR

1524 静岡県 アイキ工業株式会社 9080401021612 ホームページ製作等による“薄物”金属加工事業のPR

1525 静岡県 車堂 カスタムミラジーノの展示スペース設置による地元顧客の販路開拓

1526 静岡県 石川製餡所 生産体制を構築し新たに海外販売による販路開拓

1527 静岡県 有限会社大建装 4080402021252 事務所２階スペースを利用した衛生用品のショールーム新設

1528 静岡県 株式会社エコハウス 1080001013579 当社建屋、道沿いにポルトガル語の看板を設置し当社の強みをＰＲ

1529 静岡県 餃子工房ひまわり 製造数の増加で、持ち帰り需要の拡大対応と地方発送の販路拡大

1530 静岡県 日歩未 コロナに負けないぞ！テイクアウトによる販路開拓に取り組む

1531 静岡県 ストレングス・フィット合同会社 3080103002065 40代女性の肩こり・体形改善に応える為のマシン導入

1532 静岡県 有限会社カメラショップコミヤマ 7080102006823 看板一新による店舗・サービスＰＲで新規顧客層開拓

1533 静岡県 なごみ整骨院 新規トレーニング事業における販路開拓のための看板設置

1534 静岡県 有限会社フクゴー 6020002022282 ガーデンＢＢＱ＆プライベート露天風呂事業の為の屋外家具整備

1535 静岡県 麺屋しずく 伊豆箱根鉄道への中吊り広報等による新規顧客獲得事業

1536 静岡県 サロンみちこ 施設改装等による高齢者に対応した店舗づくり事業

1537 静岡県 和食かなざわ 釜めしメインの和食店であることを多くの人に知ってもらうPR

1538 静岡県 株式会社BANDEL 3080001016200 新商品（家庭用管理医療機器）による中高年層に向けた販路開拓

1539 静岡県 株式会社YUZUKA 5080101007436 新規看板商品ラスクの開発による新規顧客の開拓

1540 静岡県 株式会社カトウニーズ 4080101000409 エコ素材商品販売増加に繋がるホームページの開設

1541 静岡県 有限会社　吉川石材 6080102011997 お墓の相談店としての認知度向上による新規顧客数の増加計画

1542 静岡県 Lien 体験型フレグランス調香サービスの展開と新規顧客の獲得

1543 静岡県 豊田開発株式会社 9080401016166 リフォーム事業のPRチラシ配布による新規顧客開拓

1544 静岡県 ムラマツ薬局 心と体の相談薬局として安心してもらえる環境づくり

1545 静岡県 ZEROconnects合同会社 9080403004284 足形診断からのフルオーダーメイドインソール販売による販路拡大

1546 静岡県 有限会社きくや 7080402009947 浜松発！新食感で懐かしい「レモンケーキ」の製造販売

1547 静岡県 HKT MACHINERY WEBサイト制作による技術等のPR活動で新たな販路開拓

1548 静岡県 株式会社ZenVentures 9080101014965 伊豆の食材にこだわる宿の【美味しい伊豆ネット通販事業】

1549 静岡県 菓匠　大しろ 和菓子と洋菓子の二刀流で販路の拡大

1550 静岡県 有限会社ラブリーホースガーデン 8080002014479 乗馬シミュレーターでの差別化による新規顧客開拓

1551 静岡県 岡本産業株式会社 9080401010144 ホームページと連動した営業システム構築による業務の効率化

1552 静岡県 GiL 脱毛サービスの顧客増加のためのパンフレットによる情報発信

1553 静岡県 株式会社　novels 1080401020720 店舗建築・リフォーム工事に特化した営業戦略による販売促進

1554 静岡県 有限会社 オフィス・アジャスト 4080402010049 訪問ペット火葬サービスへの新規参入に伴う情報発信

1555 静岡県 平豊織物 ホームページ開設および新商品の開発による販路開拓

1556 静岡県 マルM大石織物織布工場 再生糸の織布によるSDGｓに対応した生地開発による販路開拓

1557 静岡県 株式会社うおなみ 6080401012077 「魚波」から「うおなみ」へ魚文化継承による販売促進

1558 静岡県 カネジュウ農園株式会社 5080001014573 ECサイトの改修と、ネット広告を活用した販売促進
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1559 静岡県 株式会社フードランド 2080401010712 業務用卸から一般消費者への販売転換事業

1560 静岡県 丸十製茶有限会社 3080402016096 ミネラル豊かな自然水を活用した製茶新商品（焙煎麦緑茶）の開発

1561 静岡県 sweet mam hair 人に優しい美容室・高齢者が来店しやすい思いやりのある店作り

1562 静岡県 黒栁建築 「まちの便利な大工さん」を積極的ＰＲで困っている新規顧客獲得

1563 静岡県 YOLOLODGE ECサイト機能充実による顧客満足度の向上、新規顧客の獲得

1564 静岡県 理容　新出 女性客を開拓するため、新たな理容室として生まれ変わる取組み

1565 静岡県 有限会社　船明石油 2080402016485 地域を支える灯油・軽油の配達による新規顧客開拓

1566 静岡県 Ke’AlaOnaonanaOKaAwapuhi 看板設置及びチラシ作成による新規顧客獲得PR事業

1567 静岡県 株式会社　三好 8080101017721 顧客の食欲を刺激する視覚的効果の高いＨＰの作成・販路開拓

1568 静岡県 稲取ホンダモータース 作業効率の向上と新たなサービスの提供による新規顧客獲得

1569 静岡県 株式会社ミヤコダ・スタンダード 3080401024678 「ウェディング×BBQ」を訴求し、新規顧客獲得への取組み

1570 静岡県 株式会社ぽけっと 5080401025022 地域を元気にする「わくわくヘルシー弁当等」PRの為の広報事業

1571 愛知県 マミコム　株式会社 7180001071009 事務オフィスへの周回彫刻機導入による生産力強化・売上向上

1572 愛知県 株式会社森下自動車 9180301029398 設備導入で作業の効率化と同業者からの外注囲い込みの強化を図る

1573 愛知県 呑海 店内のバリアフリー化で既存客の満足度向上と新規集客を目指す！

1574 愛知県 レストランいらごすなば 高齢者、家族連れの集客拡大を図るためのトイレ改修工事

1575 愛知県 有限会社　うおかつ 8180302026783 雑な仕事を許さない社長のおまかせセットの事業の拡大

1576 愛知県 ヘアーワークスエンジェル 「低価格サロン＝薄利多売」の概念を覆す新たなサロンづくり

1577 愛知県 亜家住ラボ　株式会社 8180001135968 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓への挑戦 

1578 愛知県 ハタノ　株式会社 1180301010448 在庫スペースを拡大してタイムリーなイグサ提供体制の構築

1579 愛知県 株式会社　愛洋住建 4180001127267 地域に根差す会社を目指し新規顧客を獲得する為の認知度向上事業

1580 愛知県 藤大建築 時代に合った集客こそ生き残る道！今こそ住宅先進国をＰＲしろ！

1581 愛知県 Megu’s English ユニークな教育内容で「英語に虜になる子」を増やしていく事業

1582 愛知県 松本車体整備　株式会社 5180001052373 一般ユーザーへの周知とＳＮＳへの導線効果を目的とした看板設置

1583 愛知県 HattsuChalk チョークアートで福祉事業に販路拡大＆女性活躍支援

1584 愛知県 株式会社　ミヤケ建設 7180001073260 雨水侵入個所の見える化による外壁屋根リフォーム販売促進事業

1585 愛知県 株式会社スギヤマ 1180001085807 人生の大切な節目に、心を重ね、“想いをつなぐ”お手伝いを

1586 愛知県 豊川中央フリースクール 個別家庭学習指導の販促強化向け自社HPの制作事業

1587 愛知県 山本塗装 時代に即したツール活用と営業活動で新規顧客獲得と売上アップ

1588 愛知県 有限会社　山下ゴム工業 4180002085919 新たに住宅・家具市場に認知してもらう為のHP開設事業。

1589 愛知県 フクラン　株式会社 3180001132268 ECサイト更新による販売力強化と真空包装機による作業の効率化

1590 愛知県 株式会社　ニイロクマル 7180301029895 新サービス導入の周知と新規顧客の獲得

1591 愛知県 合同会社クリーン＆パートナーズ 4180303004858 ハウスクリーニング、ハウスコーティングの販促用チラシ作成配布

1592 愛知県 合資会社　一二三堂 5180303001375 当社のことを知ってください。掛軸・表具の修理はお任せ下さい。

1593 愛知県 有限会社　ホンダ産業 8180302024424 新規部門「肥料」への挑戦！

1594 愛知県 近藤建築 地域に根差したリフォーム業者になるための販路開拓への取り組み

1595 愛知県 旬菜の味わい　がら里 女性の集客強化とテイクアウトPRを目的とした販路開拓

1596 愛知県 ｆｌｏｗ バリヤフリー化を図るための手すりの設置をはじめとした外構工事

1597 愛知県 株式会社　ハドソン 7180001064268 生き残りを賭けたホームページの制作で、新規取引先を獲得する

1598 愛知県 株式会社　オームラ設計 3180001059767 「癖のある土地ならオームラ設計に任せて！」専用ホームページ

1599 愛知県 ビューティサロンミキ 新メニューに関する情報発信を行い若年層の取込みと販路を開拓

1600 愛知県 株式会社　ポルト 7180001138550 一瞬で生まれる、魔法のような髪の輝きmarbb（マーブ）導入

1601 愛知県 Total beauty salon BE YOU 地域初！美容の総合百貨店　トータル美容提供への挑戦を発信！

1602 愛知県 レストラン紅葉　有限会社 5180302024567 地産地消「ジビエ肉」の新メニュー＆ミニ道の駅で集客力UP

1603 愛知県 Kosaka-housing-support 建築・庭の剪定・片付けまで、暮らしの全てをサポートする事業

1604 愛知県 長江装蹄所 安心安全に馬とふれあえる牧場の移転再構築による利用客の拡充

1605 愛知県 株式会社　ジェイトップス 5180001088137 ホームページとフリーペーパーを活用した情報提供と販路拡大

1606 愛知県 三河路 名古屋市から１時間・自然満喫アウトドアレジャーの提供

1607 愛知県 olchette(オルシェット) リニューアルオープンに伴うホームページの制作

1608 愛知県 株式会社　クオレイタリア 4180301014702 Webのリニューアルと直販サイトの開設による販路拡大

1609 愛知県 株式会社　サドヤジャパン 9180001122453 新たな主力商品販売による月次売上高の安定化

1610 愛知県 株式会社　施工屋 3180001145022 DIY需要を狙った新事業立ち上げとホームページによる販路拡大

1611 愛知県 view　株式会社 2180003018144 新型UV照射器導入による、業務効率化・販路拡大事業

1612 愛知県 有限会社　キラ尾創 9180302027500 オリジナル誌「おひさまレシピ」によるＯＢ顧客掘り起こし事業

1613 愛知県 アシマ設備　株式会社 4180001113556 豊富なスタッフと施工実績をホームページで発信して新規顧客開拓

1614 愛知県 鈴木製茶 新商品のブランディングで新規顧客獲得と売上アップ

1615 愛知県 usami music school 第二レッスン室の設置による、新規顧客の獲得

1616 愛知県 株式会社　安形 6180301027974 法人顧客からの需要獲得に向けた宣伝活動の実施

1617 愛知県 大米屋 4代目が挑む！古臭いからモダンを生み出す新組子のか・た・ち

1618 愛知県 三河商芸 ＨＰ刷新による認知度向上と新商品販売による売上ＵＰ！！

1619 愛知県 幸田紡績　株式会社 8180301002315 ２４時間販売を実現するラーメン店の新たな提供方法開発

1620 愛知県 ECCベストワン 地域の皆様へECCベストワンブランドを周知する

1621 愛知県 有限会社　マスヤ 3180302027794 外観をキレイに！階段をスロープに！行きたくなる店作りを！！

1622 愛知県 株式会社　セーラル 4180301024271 作業スペース拡張による生産性向上計画

1623 愛知県 株式会社　RAY JAPAN 1180001127831 独自ブランド商品、OEM商品の開発及びインターネット広告活用
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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６回締切分採択者一覧

1624 愛知県 Ｙ’ｓＴＥＸ 新規事業による売上増加と地域課題の解決

1625 愛知県 土井工業所 トイレを改装し当店の技術を業者に見てもらうことによる販路開拓

1626 愛知県 ヘアーサロンｎｏｈｅａ 情報発信することで開放型店舗を目指し新規顧客での販路拡大

1627 愛知県 有限会社　ぼくんちオジカオート 6180002024577 会社ホームページと次世代カーリース事業案内の制作・展開

1628 愛知県 合資会社　名上鈑金工業所 7180003004528 ホームページのリニューアルによる新規顧客への情報発信

1629 三重県 ふくだ農園 全国に笑顔と元気をお届け「福ふくオンラインショップ」新規開設

1630 三重県 Laule’a lima シロダーラを活用した差別化サービスで地域顧客を開拓する事業

1631 三重県 MONDO PIECE 真珠発祥地から発信！多様なシーンで使用できる真珠の非対面販売

1632 三重県 ゆったりのCAFÉひだまり オープンテラス利用促進と情報発信で新規顧客獲得を目指す

1633 三重県 株式会社大西電気 6190001024701 新市場進出に伴う空調工事設備導入による生産性及び売上向上対策

1634 三重県 貝田左官 左官業が取組む設備導入による販路開拓に向けた生産性向上策

1635 三重県 昭栄館 いなべの味を全国へ！ネットショップで日本料理店をアピール

1636 三重県 魚文 イートインスペース設置でお客様に作りたてを味わっていただく

1637 三重県 山西商会 次世代車両に強い店舗へ　整備力と販促力の強化で新規顧客獲得

1638 三重県 有限会社ヒューマンテクノロジー 1190002011942 地元食材を日本全国へ発信するネットショッピングサイト新規出店

1639 三重県 MIRI’s Nail ホームページ新設で、デザイン書道の魅力を世界に発信！

1640 三重県 焼肉あらき 安心・安全で居心地の良いお店作りと情報発信で新規顧客獲得へ！

1641 三重県 ウラタ木材株式会社 7190001011145 ホームページとＳＮＳ活用でスマート木質化商品等の新規顧客獲得

1642 三重県 株式会社魚匠海人 5190001025832 一般消費者並びに地域業者に向けた直売店による新規顧客の獲得

1643 三重県 株式会社いつもの 7190001027579 全長６メートルの家具で見せる魅力的な焼菓子の販売促進

1644 三重県 光和自動車 新機器導入でマルチ対応可能にし、売上アップ！効率化アップ！！

1645 三重県 LA PIZZICA 認知度向上の為にホームページや看板を作製し販路拡大

1646 三重県 堀井モータース 大型タイヤ交換実施による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

1647 三重県 株式会社ＳＡＫＵＲＡコーポレーション 4190001024942 松パンのコロナ禍およびアフターコロナに向けた非接触販売の追加

1648 三重県 Kitchen Plumeria 菓子製造許可取得のための改装でインスタ映えスイーツの売上拡大

1649 三重県 明和電化サービス 地域の高齢者に特化したサービスで競合店との差別化と売上高確保

1650 三重県 エヌテック 設備投資による業務効率化でワンオフパーツ製造の新規市場開拓

1651 三重県 みらいず 新規メニュー開発による販路拡大

1652 三重県 マルヨ製茶 良質リーフ茶を販路拡大！乗用茶刈機による生産性向上と製品拡販

1653 三重県 アダム企画 HP作成等情報発信力強化と設備導入による競争力強化で売上増強

1654 三重県 有限会社山路工務店 6190002015757 泊まって納得！ペットと泊まれる簡易宿所の設置による販路拡大

1655 三重県 ミヤジ 工作機器を購入して難しい映像機材設置案件を受注可能にする

1656 三重県 AUTO GARAGE PIT HOUSE 展示場を活用した独自サービスの周知で新たな販路を開拓する事業

1657 三重県 ヘアーサロンUN 綺麗と癒しを提供し新規顧客獲得と認知度アップのためのHP作成

1658 三重県 河合農園 光合成促進機導入　～チャンスロス回避から新たなる顧客獲得へ～

1659 三重県 おやまの雑貨店 事業継続のための実店舗開店と新事業サービスの実行

1660 三重県 SportsCafe  HALFTIME コロナ禍に対応した健康でおいしいランチメニューへの拡充

1661 三重県 川上商店 ユニバーサルデザインの衛生環境と看板で、安心安全な店舗へ

1662 三重県 ヘアーサロンイトウ 顧客ニーズの変化に対応した新サービスの開始と客単価UP計画

1663 三重県 有限会社泰成窯 2190002023788 企業向けWEBサイト作成でOEM生産増加へ！

1664 三重県 菓子工房Voyage ストーリー性のつまった箱菓子ギフトの新商品開発で売上UP

1665 三重県 二之湯酒店 新商品開発と看板設置による認知度ＵＰ・販売強化計画

1666 三重県 ニコニコファーム ホームページリニューアルによるECサイト開設で新規顧客獲得

1667 三重県 右田鉄工所 部品洗浄の時間短縮とアルミ溶接サービス開始による受注増加

1668 三重県 訪問美容髪んぐ 最新情報をお届けするためのホームページの完全リニューアル

1669 三重県 オートベース 設備投資による付加価値の高い中古自動車販売で売上高の確保

1670 三重県 近藤商会 地域密着型サービス実施のためのタイヤ保管棚設置による販路開拓

1671 三重県 久保石油店 タイヤ溝チェッカーを導入し、プッシュ型営業戦略による顧客獲得

1672 三重県 一楽 食材ロス削減による収益力の向上と宣伝力強化による集客力UP

1673 三重県 株式会社下村屋 9190001011176 民間工事受注のための自社ホームページの作成

1674 三重県 あおぞら薬局 健康サポート事業の強化・看板設置・チラシの配布で地元顧客獲得

1675 三重県 亀山整骨院 地域の健康づくりに貢献するための新たな設備導入とサービス向上

1676 三重県 いけやま林業 木工ろくろ導入による新商品の開発と販路拡大

1677 三重県 三重白山物流　有限会社 5190002003077 効果的なECサイト作成によるイメージ戦略で新規顧客獲得

1678 三重県 株式会社多気園芸 6190001010890 屋外屋根の設置で品質の向上と専用コーナー新設で新規顧客の獲得

1679 三重県 とばや商会 中古車販売場と駐車場整備と情報発信強化による新規顧客の獲得

1680 三重県 青山電気保安管理事務所 非接触で行うドローンとオンラインを活用した太陽光発電検査業務

1681 三重県 フラワーセンター花久 お花の定期便による既存顧客の客単価向上と新規顧客獲得

1682 三重県 ボディーショップスギタ 新規サービス（タイヤ預）と農機具修理の周知による顧客拡大計画

1683 三重県 里の坐　いちえみ コアなファンを中心に新規顧客獲得に向けた販路開拓

1684 三重県 麺屋はな華 テイクアウトをきっかけに来店頻度UPのストーリー作り！

1685 滋賀県 有限会社エイム 5160002011660 民間工事の受注アップのための宣伝ツールの新規作成

1686 滋賀県 Riang エステサロンの高級化を図る店舗改装事業

1687 滋賀県 近江麦酒株式会社 4160001020457 手づくり体験コースを新設し、新規顧客獲得と利益率向上を目指す

1688 滋賀県 エムエーピー 縫製工程を強化し一貫生産体制で新規の受注獲得を図る
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1689 滋賀県 CUARA オンリーワンのエステサロンとしてPR・販路開拓事業

1690 滋賀県 北大津きぼう法律事務所 ホームページのスマートフォン対応及び企業向けページの追加

1691 滋賀県 Ｂｏｄｙ　ｗｏｒｋ　Ｋ 電装修理の内製化によりＢtoＣ売上と利益率の向上を図る

1692 滋賀県 株式会社フェリシタシオン 9160001021616 電動高所用作業車導入によるスーパー向け販路開拓事業

1693 滋賀県 株式会社　ヌーベルムラチ 9160001011105 コンピューター制御による『足太あわび茸』生産体制の構築。

1694 滋賀県 株式会社マツコウ 160001023576 ＨＰ作成と看板作成による自社の強みＰＲからの販路開拓

1695 滋賀県 荒川建設株式会社 7160001016188 万全なコロナ対策を行い、安心して来られる木の家博覧会を開催

1696 滋賀県 内藤工務店 既存顧客との永続的コミュニケーションによる販売強化

1697 滋賀県 ボディショップマルハシ 最高峰スキャンツールによる絶対安全車検サービスの開始

1698 滋賀県 炭火やきとりとりちゃん野洲本店 焼き鳥店のテイクアウトメニュー開発と広告宣伝事業

1699 滋賀県 伴スポーツ用品店 刺繍加工で付加価値増加！自分だけの商品展開から新規販路拡大！

1700 滋賀県 有限会社東電子 9160002007837 ＨＰ作成による自社製品・サービスの訴求力向上と新規顧客の獲得

1701 滋賀県 株式会社グッドサン 1160001009461 ネット顧客向けの誘導看板設置による販路開拓

1702 滋賀県 株式会社デンキヤドットコム 8140001101222 繁閑差解消と職工教育の仕組み化に向けHP開設で信用力アップ

1703 滋賀県 生部食料品店 新規顧客獲得のためのHP開設と宅配メニューチラシ作成

1704 滋賀県 NANAIRO Therapy 生理学・科学的知識に基づく本格的アロマ講座をお手頃価格で提供

1705 滋賀県 有限会社エム・ディ・エフ 2160002000311 SNSを活用した新規顧客獲得のための事業

1706 滋賀県 株式会社　友信 6160001012403 無人航空機の更なる活用と、精度の向上

1707 滋賀県 好作豊吉 からだに優しい野菜を全国に！設備導入で販路拡大

1708 滋賀県 MSプラニングオフィス これからの時代のシガラキ焼新製品開発プロジェクト2021

1709 滋賀県 ＫＡＮＥＳＨＯ 事務所を整備して高齢者世帯のリフォーム需要を取り込む

1710 滋賀県 リレーションM’s 食・予防介護・健康維持をテーマとした多角的事業の展開

1711 滋賀県 合同会社近江アグリファクトリー 1160003001805 農地の太陽光パネル洗浄事業～新分野進出と再エネメンテにも貢献

1712 滋賀県 フリップデザイン ポストコロナを見据えたホームページでの取引完結型事業

1713 滋賀県 medicalbeautysalon fleur HP開設で肌質改善特化エステサービスの周知による常連客獲得

1714 滋賀県 株式会社中田園芸 7160001023003 自社生産のネギ苗、葉ボタン生産による売上の拡大

1715 滋賀県 personal detox salon N 店舗を移転し、男性顧客にもPRすることで新規顧客獲得を図る。

1716 滋賀県 ハマゼン和装 動画広告作成による小売と製造卸新事業の収益拡大

1717 滋賀県 ホルモン酒場百福 テイクアウト開始による新規顧客獲得事業

1718 滋賀県 株式会社　ゆうきプラニング 9160001019759 ホームページの立ち上げによる新事業展開の加速

1719 滋賀県 マンマル商店 素材に拘る居酒屋店のワンランク上のランチ営業による販路開拓

1720 滋賀県 株式会社　波 7160001018250 水中ドローンを活用した点検業務による販路拡大

1721 滋賀県 SUGAR＋cafe 店舗の外壁をリニューアルしてイメージアップ！

1722 滋賀県 お爪屋さん 美容をトータルで提案できる美容複合サロンで新規顧客開拓事業

1723 滋賀県 ヘアーファッションナカジマ 店舗改装と待合スペース変更によるコロナ対策と顧客満足度向上

1724 滋賀県 村田庭苑 剪定ごみを緑のリサイクルにより循環させる仕組み作りと販路開拓

1725 滋賀県 sùay 若年層へのPRのためのホームページ・看板作成、SNS強化事業

1726 滋賀県 株式会社かわきた 8160001004844 店舗改装で繋げる、男性や高齢者の新規顧客創り

1727 滋賀県 企業組合ビュースパイア 2160005010670 パッケージ・パンフレット・販促ツール作成による販売促進事業

1728 滋賀県 うさファーム 一般家庭への減農薬米直販

1729 滋賀県 竹井商会 農業従事者のお困り事を解決するための販路開拓事業

1730 滋賀県 株式会社シナプス 6160001022848 ホームページ・リニューアルとチラシによる新規顧客獲得

1731 滋賀県 〇文堂 ３次元CADソフト導入による新規顧客獲得と業務効率化を図る

1732 滋賀県 光和商事 高温除菌処理能力向上による新サービスの提供

1733 滋賀県 もみほぐしのチカラ Web広告と地域情報誌活用によるプロモーション強化

1734 京都府 瀧口石油・M5 薪の24時間自動販売化と焚き火セットの新サービス開発事業

1735 京都府 Sheek Plus合同会社 6130003007404 光美容器導入による新サービス提供で販路拡大事業

1736 京都府 有限会社みずほファーム 1130002028505 たまごやの美味しいタルタルソースによる売上アップ計画

1737 京都府 花笑み結ヨガ 新規顧客開拓のための付加価値の高いスタジオヨガ教室への取組み

1738 京都府 焔 農作物の有効活用による廃棄ゼロに向けた乾燥野菜製造販売事業

1739 京都府 Baked Sweets -pua- 地元食材を使ったノンアレルゲン商品開発による販路開拓

1740 京都府 ｋａｌｍｉａ　ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ フォトスタジオを併設し記念日撮影ニーズに応え顧客獲得を目指す

1741 京都府 うてな茶屋 暮らしのお茶と器のギャラリー兼お茶づくり体験施設のオープン

1742 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 9130001037202 除菌・脱臭に効果的なニュー光触媒／活性炭ハニカムの開発・販促

1743 京都府 株式会社　中道自動車 8130001065146 夏の困り事解決！「エアコンガスクリーニング」開始計画

1744 京都府 山口社会保険労務士法人 6130005015306 顧客及び社員兼用の外階段設置および事務所の導線見直し

1745 京都府 塩治軒 百年和菓子と洋菓子のコラボ！生クリームＣｏｆｆｅｅ大福販売

1746 京都府 ㈱デザインスープ 8130001048225 立体的で圧倒的な陳列レイアウトによる新たな販路開拓

1747 京都府 有限会社コテラ企画 2130002028652 工程自動化による生産性向上と新たなサービスによる販路開拓

1748 京都府 整体院あいたい夢 子宝整体で女性層への認知度向上

1749 京都府 未知フォトグラフィ 自社スタジオとオンラインでの業界初の＜ハイブリッド写真講座＞

1750 京都府 株式会社中定樹脂 1130001038158 メルトマスフローレイト（MFR）測定機導入による品質保証化

1751 京都府 株式会社ｆａｔマネジメント 6130001054076 本館客室別BBQスペース新設事業

1752 京都府 SUNNY接骨院 「もう痛みとはおさらば」

1753 京都府 有限会社　誠武農園 3130002032315 乾燥野菜製造の生産性向上及び販路拡大事業
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1754 京都府 永島製作所 従業員一人一人の稼ぐ力の向上を図り販路開拓！シェア拡大を狙う

1755 京都府 配食のふれ愛　島本・大山崎店 家族から配食サービスのプレゼント！高齢化社会を支える販促事業

1756 京都府 燈織屋 ガラス製のオリジナル商品の開発・検品効率化による新規顧客獲得

1757 京都府 Sorawa shop 1ランク上の商品着用写真でブライダル分野へ参入

1758 京都府 西村六兵衛株式会社 9130001056251 非刺激性次亜塩素酸ナトリウムで安全にウイルス除菌プロジェクト

1759 京都府 ウィーラーズデン 体験型宿泊施設の実現

1760 京都府 有限会社流芳園 5130002031298 通販業から地元産宇治茶を地元の方へ提供する新たな販路開拓事業

1761 京都府 小山園製茶場 茶園さんぽ（観光農園）での休憩スポット及びランドマーク設置

1762 京都府 特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 5130005011413 オンデマンド化等を見据えたＷＥＢスマートフォン対応と会員増強

1763 京都府 株式会社ファイブリンクス 9130001067868 農産物の魅力を伝える情報PRサイトと農産物販売サイトの制作

1764 京都府 salon ViViE 新規機械導入により事業多角化の布石と障害者雇用の拡大を図る

1765 京都府 株式会社　福井 6130001049992 昭和精工製ﾎﾟﾝチングマシーンの購入によるコストダウンの実現

1766 京都府 エクリュ バリアフリー化含めた店前の整備で高齢者やベビーカーに優しく。

1767 京都府 カネゲン 「精華町で植木屋といったらカネゲン」達成のための販路開拓事業

1768 京都府 クリエイティブスタジオ CeiRyu 「WEBサイト開発による新規顧客獲得」事業

1769 大阪府 美容室　Ｓｅｅｄｓ 温活サロンによりストレス軽減社会の構築

1770 大阪府 新屋台大我 潜在顧客の開拓のための看板、HP、ポスティングによる販路開拓

1771 大阪府 有限会社河南食糧 1120102019751 産地直接仕入れの厳選銘柄米を少量から宅配いたします

1772 大阪府 有限会社LIVINGかわちながの 7120102020357 ～モノではなく、情報や繋がりを提供するショウルーム展開事業～

1773 大阪府 玄米屋の玄さん 2号店のPRによる販路拡大とオリジナル商品のブランド化計画

1774 大阪府 有限会社アイビーホーム 4122002013006 ノーマライゼーション住宅のサービス提供と情報発信

1775 大阪府 河田ビニール産業株式会社 8122001020841 カタログ・HPの作成で、全国へ顧客を広める事業

1776 大阪府 ほっとまるちゃん 「自然野菜×お米」で作るやさしいパンで朝ごはん革命！

1777 大阪府 クラリ株式会社 8120101063141 SNS・Web広告に投資、知名度とブランドを高め集客力を向上

1778 大阪府 trust パーソナルトレーニングと腸活で女性の健康づくりのお手伝い

1779 大阪府 とんき カリっとジューシーを長時間維持！テイクアウト強化で売上拡大

1780 大阪府 相互電設工業株式会社 4120901009603 電気工事業の新たなネット社会

1781 大阪府 モナ　ダンサーズ　ドットコム 小規模ダンススタジオの設立及びオンラインレッスン事業の拡大

1782 大阪府 株式会社 Ｄｄｅｓｉｇｎ 1120101060608 顧客の高齢化を見据えたやさしい店づくり（ヘッドスパの拡充）

1783 大阪府 株式会社ライフデザイン 6120101035051 現在の補助的な自費サービスを、逆に利用しやすいものにする。

1784 大阪府 荒戸接骨院 自費診療専門院のホームページによる集患

1785 大阪府 まるも 水なす漬けの新バリエーション開発による新規顧客獲得

1786 大阪府 関西リペイント株式会社 8120103002452 ドローン見積もり対応可能なHPの改修、運用で生産性向上

1787 大阪府 DOLPHIN・LAND 顧客満足度アップのための外構改装事業

1788 大阪府 雅工房 若い世代を含む全世帯の認知度アップとリフォーム受注増加計画

1789 大阪府 だるころ治療院 コロナ禍対策・移動困難な方への訪問施術サービスで売上拡大

1790 大阪府 株式会社rural 6120901044838 使う責任。想いを伝えるランドセルリメイク需要の掘り起こし。

1791 大阪府 クウネル 予約混雑密解消！顧客関係性強化を実現するオーラルケアの導入。

1792 大阪府 KYスローライフ合同会社 3120103003380 地域の健康増進と人々をつなぐ輪になる焙煎体験カフェ

1793 大阪府 有限会社　里中美容室 1120102028182 HPのリニューアルとインスタグラムによる広告

1794 大阪府 株式会社ＭＫアドバンス 4120101049524 腰痛で悩む新規顧客の獲得及び完全自費施術への移行

1795 大阪府 株式会社　中野製作所 1120901040817 柔軟なオーダー品を受注できるウェブサイト開設で新規顧客獲得

1796 兵庫県 有限会社まんか 4140002065032 町特産品を扱う明治創業老舗飲食店であることをＰＲする誘客事業

1797 兵庫県 SEVEN STARS ショートスタイルの注力による客数増加計画

1798 兵庫県 介護タクシー香樹屋 観光介護タクシー事業の開始よる閑散日の稼働率向上

1799 兵庫県 有限会社リボン 9140002068559 動画での集客販売を強化するオンラインによるビジネス講座の開設

1800 兵庫県 K’s GARDEN～handmade studio Momo～ ハイレベルのオーダーハンドメイド製作取組事業

1801 兵庫県 ヘアーポケットナギ まつ毛エステに特化した事業立ち上げによる新規顧客獲得事業

1802 兵庫県 Boulder plus 新アクティビティによる潜在的ニーズの発掘と顧客確保の安定化

1803 兵庫県 山忠商事株式会社 4140001041364 エシカル＆デリシャスな商品開発で環境配慮型の販促事業の実施

1804 兵庫県 株式会社村上建設 4140001056313 提案力強化による新築工事受注の向上事業

1805 兵庫県 株式会社G-DENKO 1140001114800 新電力買取サービス周知による太陽光設置工事受注増加計画

1806 兵庫県 有限会社ブーケ 1140002039170 ニューノーマル社会に対応した店づくりの周知事業

1807 兵庫県 どろんこやさい 顧客拡大のための新商品開発とブランディング事業

1808 兵庫県 Lil green 炭酸泉を使った新メニュー提供による顧客獲得・客単価アップ

1809 兵庫県 株式会社一 8140001116096 サブスクリプション方式による安定した収益基盤の再構築

1810 兵庫県 ロックリンク合同会社 1140003015781 洋酒専門雑誌に自社葉巻を掲載、ブランド力を高め新規顧客を増大

1811 兵庫県 ヘアーサロンひらかわ 創業84年の老舗理容店が行う気軽に通える脱毛サロン事業

1812 兵庫県 株式会社来田材木店 6140001085260 地域と移住者をつなげるネットワーク強化事業

1813 兵庫県 引野工務店 地域住民をターゲットとしたPR看板・広告シートの製作

1814 兵庫県 Veggie de + 白ネギ新商品「とろり葱」のブランドの確立と販売促進事業

1815 兵庫県 株式会社カーサービスオオツキ 1140001056778 SNSを利用した簡単見積もりと看板によるアナログ宣伝の融合

1816 兵庫県 りんどう 新商品「いずし大手門豚角まん」の開発、販売促進事業

1817 兵庫県 ハピネスラボトリミングサロン トリミングサロンでの高齢犬サポート事業の展開

1818 兵庫県 株式会社オフィスK’s 7140001066994 Web求人情報サイト「Winds Work」の広告宣伝事業
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1819 兵庫県 有限会社北近畿スカイサービス 8140002046276 スマート農業応援企業！ＰＲツール作成による販路開拓計画

1820 兵庫県 キャムサービスステーション 認知度向上による一般顧客の新規開拓事業

1821 兵庫県 Pino Pino 古材を使用した家具を販売するECサイトの構築

1822 兵庫県 民宿　瀬登 「地元で旅情気分」に認識を書き替える看板設置で売上向上計画

1823 兵庫県 YGN商事株式会社 2140001086122 親しみやすいロゴと奇抜なイメージ戦略で知名度アップを図る

1824 兵庫県 アイ美容室 「髪の悩み全て解決します！」で、新規客獲得＆売上向上計画

1825 兵庫県 株式会社今石産業 8140001046756 地域初の大手デザイナーズブランド家具 展示場整備事業

1826 兵庫県 株式会社イトー屋 4140001000163 動画を活用したSNS広告で一般消費者向け通販の販路を大幅拡大

1827 兵庫県 河西青果株式会社 4140001088190 河西青果のブランディング向上による売り上げ増加計画

1828 兵庫県 合同会社ORIGAMI 9120003016426 地域初！新商品コンビニ用エコバッグORIBAの販路開拓事業

1829 兵庫県 三坂精肉店 ニーズにあった惣菜の充実と看板による認知度アップで販路拡大

1830 兵庫県 有限会社にしたにや 8140002046433 特徴を活かしたHPリニューアルで「新規顧客」の発掘拡大に挑戦

1831 兵庫県 yoga studio LEMON エアリアルヨガ導入に伴う設備投資と集客数・収益の向上事業

1832 兵庫県 薬局大磯ファーマシー 小さな血管から育む大きな健康の輪

1833 兵庫県 Golf　Studio　 SHEベア ゴルフレッスン付加価値向上と新規顧客拡大

1834 兵庫県 株式会社Soyファーム 7140001096736 優れた農産物の個人消費者への提供で大口顧客依存からの脱却

1835 兵庫県 株式会社城崎珈琲焙煎所 2140001106466 希少豆の店内焙煎による焙煎挽きたて珈琲と豆販売による販路開拓

1836 兵庫県 有限会社大崎木工所 6140002033953 一般顧客の集客及び受注の増加を図るためのショールーム改装事業

1837 兵庫県 株式会社栄自動車 5140001122147 外注作業の自社内製化によるワンストップサービスの強化事業

1838 兵庫県 株式会社原田呉服店 1140001040237 成人式を迎えるお客様へ最適な提案を行うためのPR事業

1839 兵庫県 株式会社藤原住設 8140001075086 ホームページ作成や新聞折り込みによる地域外の新規顧客獲得計画

1840 兵庫県 株式会社hana company 1140001121755 郊外型空き家の魅力創出　自然と共生ＳＤＧｓ住宅の広報事業

1841 兵庫県 桔梗家 ウィズコロナに対応したイートイン・予約注文事業の開始

1842 兵庫県 株式会社あわびウェア 3140001100880 陶器工房内カフェオープンによる顧客満足度の向上と新規顧客獲得

1843 兵庫県 株式会社３９サンキュー 4140001116777 エアコン清掃サービスPRによる30～40代世帯の個人顧客獲得

1844 兵庫県 夕香楼しょう和株式会社 8140001104200 地域初、ケーキ宅配プラス感動の「スイーツ♡出前便」PR事業

1845 兵庫県 まるよ促成 「ペリーラ」の認知度向上のための、動画及び小冊子の作成

1846 兵庫県 株式会社ミハラオートサービス 4140001085808 新サービス認知拡大のためのＨＰ制作で新規顧客獲得！

1847 兵庫県 河端写真室 ドローン空撮によるこれまでになかった撮影サービスの提供

1848 兵庫県 株式会社生穂建設 1140001085042 高性能住宅のPRに特化したホームページによる商圏拡大事業

1849 兵庫県 Terra ホームページとチラシを利用して家族客獲得計画！

1850 兵庫県 Anything　adou　towa オリジナル商品である「一生モノの裁縫セット」の広告・販路拡大

1851 兵庫県 スペースデザインK ショールームでの和室洋室クロスイメージの演出による販路拡大

1852 兵庫県 あけずみ 地元川西市でスムーズな空き家問題解決を行うための新規顧客獲得

1853 兵庫県 アクアリウムセラピー研究所 予約サイトを利用した医療現場向けアクアリウムの面談機会の創出

1854 兵庫県 株式会社ブレイブ 3140001040838 新サービスの周知とホームページによる生産性向上と販売強化

1855 兵庫県 株式会社多田呉服店 5140001063498 「絞り込み戦略」ITの連動で販路拡大

1856 兵庫県 株式会社中尾建設工業 4140001105747 安心安全に新型コロナウイルスに負けない非対面型営業の改革事業

1857 奈良県 おかし工房しろとみどり 都祁地区初！おかし工房が挑戦する米粉ケーキ販路開拓の取り組み

1858 奈良県 シキシマキカイ 農作業者を危険から守る！安全性を伝え自社の作業効率化と販促

1859 奈良県 株式会社 ティーファーム井ノ倉 4150001017537 碾茶工場で外部からの接触防止と炉の保温維持設備販売促進事業

1860 奈良県 吉川建築鈑金工業 設備導入による鈑金加工の内製化と新たな販路拡大事業

1861 奈良県 ならしか コロナ禍での新たな販売方法として自動販売機の導入事業

1862 奈良県 中谷酒造株式会社 3150001006004 ホームページの刷新による新醸造所への集客強化

1863 奈良県 パソコン教室ウォンツ キッズプログラミング市場への販路開拓！新たな講座の始動

1864 奈良県 株式会社トキワスタジオ 7150001022947 コロナでも対応できる遠隔操作機能カメラ機材による新規販路開拓

1865 奈良県 中川塗装 看板・ラベルの作成で新規顧客と売上増強事業

1866 奈良県 有限会社澤井紙器製作所 2150002005708 環境にやさしいオリジナル貼り箱で、お取引様の商売繫盛を支援

1867 奈良県 ヒカリオート 「長寿安全車両」で高齢になっても健康な車両で安全をサポート

1868 奈良県 Zero　Base ホームページ開設による認知の拡大とサービス力の強化

1869 奈良県 株式会社佐倉 7150001024646 地元天理市をDIYで元気に！DIY推進で利益向上計画

1870 奈良県 ベーカリーメイ 当店自慢の手作りパンをおうちで　インターネット通販事業

1871 奈良県 株式会社あおぞらホーム 4150001020078 ユーチューブを利用した物件の内覧紹介と非対面事業

1872 奈良県 株式会社ROSSY JAPAN西日本 3120001184604 卸売から小売へ、ネットショップで販路拡大

1873 奈良県 陽ざし テイクアウト、デリバリーの告知強化による売上向上事業

1874 奈良県 LAUGH WEBネットワーク整備による認知度アップと新規顧客獲得事業

1875 奈良県 林塗装工業株式会社 3150001021267 ホームページ開設とリーフレット作成でプロの塗装価値を宣伝

1876 奈良県 有限会社　長栄自動車 8150002005792 自動運転技術を見据えた車環境変化に対応できる整備工場へ転換

1877 奈良県 ちゃんこ　飛鳥山 急速冷凍と真空パックで商品化　おうちでお店の本格ちゃんこ鍋を

1878 奈良県 奥村硝子店 創業58年老舗ガラス店の確かな技術と信頼で個人顧客を獲得事業

1879 奈良県 わかこヨガ 生徒数拡大に向けた自前のヨガスタジオの改装と広報活動の展開

1880 奈良県 ヘアーデザインジーズ 男性用バーバーのバリアフリー化による近隣高齢客層獲得事業

1881 奈良県 株式会社　葉岩建設 1150001020907 ホームページ作成による非対面型ビジネスモデルへの転換

1882 奈良県 Odamaki農園 規格外の特別栽培イチゴを原料とした農家スイーツの商品開発

1883 奈良県 堀川司法書士事務所 高齢化ニーズにコミット！「相続」案件を通した事業所PR事業
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1884 奈良県 ＦＩＥＬＤ．ＳＴＹＬＥ株式会社 8150001009349 【こんな事できませんか？】から【こんな事できます！】への変革

1885 奈良県 やまぐち精肉店 地域ブランド大和牛・ポークの商品開発による総菜メニュー充実

1886 奈良県 ホウショク 通販用パッケージを開発！コロナ需要下での利益率・販路拡大事業

1887 奈良県 三輪 朱羽 お刺身水準の新鮮お魚を西京焼きで！真空包装でテイクアウト事業

1888 奈良県 吉辰堂 竹ストロー！新ブランドによるwebサイトを構築し高利益化事業

1889 奈良県 株式会社マネジメント・リソース 6150001010093 テレワークでも社内コニュニケーションが充実できるシステム販売

1890 奈良県 有限会社　奈良デンタルタイコニウム 5150002006884 IT活用でボーダレスなデジタル歯科技工による販路拡大

1891 奈良県 山富大福店 和牛かっぱ肉使用！『極薄ローストビーフ』販路開拓事業

1892 奈良県 益田農園 システム導入による効率化と新しい地域の新規顧客開拓事業

1893 奈良県 多田石材店 新サービス広報と商談のオンライン化の為の自社HP作成！

1894 奈良県 株式会社あすも 4150001016349 奈良五條の新たなる特産品「旅するピクルス」ロゴマーク作成事業

1895 奈良県 バリマジック　リラクゼーションスクール 自社栽培アロマを使った新サービス開発および販路開拓

1896 奈良県 訪問マッサージ奈良 訪問マッサージ無料体験をきっかけとした新規顧客開拓大作戦

1897 奈良県 株式会社カメヤ時計店 1150001013836 より強い発信力とさらなる新規顧客獲得を求めて自力を強化する

1898 奈良県 patisserie petit ami 『本場の洋菓子を日常のおやつに』マカロンの生産販売の拡充事業

1899 奈良県 株式会社阪本プラスチック 8150001012798 オンライン営業による新規顧客獲得のための効率的な生産環境整備

1900 奈良県 株式会社　サンエーテクノ 6150001012800 HP製作による全国の新規顧客への販路開拓事業

1901 奈良県 株式会社ボデーショップ辻内 9150001022672 情報発信強化と販路開拓（若年層新規顧客獲得）の為のHP作成

1902 奈良県 花香房 商品等のライブ配信による顧客への情報提供及び新たな販路の開拓

1903 奈良県 GRIND PENCIL 心に届け！文字に特化したパンフレットで顧客イメージアップ作戦

1904 奈良県 有限会社OKD 7150002004754 フットサルチームの知名度アップとファン獲得に伴う収益性の拡大

1905 奈良県 スパイスとお菓子　すきずき 認知度向上とイベント設営効率化をもたらす機材等導入事業

1906 奈良県 ファルミクス コロナ禍において薬局が始める飲食のテイクアウト事業

1907 奈良県 office　mu 前向きな終活写真～今年も一年長生きできました～

1908 奈良県 餃子の侘助 無人販売所の開設による売上向上とPR事業計画

1909 奈良県 株式会社　家族の森 3150001008669 販路拡大！奈良県北部エリアに対する広報計画

1910 奈良県 鳥PACINO 看板の視認性向上による新規顧客獲得とテイクアウト利用者の開拓

1911 奈良県 いかるが車輌 ホイール交換で車輌のグレードアップ！カーライフの楽しみ方提案

1912 奈良県 ＢＡＲ　ＭＩＲＥＹ ターゲットは女性！客層拡大による売上増加事業 

1913 奈良県 アスク 牛（ギュッ）っと納得！国産革製品、コロナ禍での販路開拓事業

1914 奈良県 ガレージyasu 看板設置とHP作成で当社と新サービスをPR！新規顧客の獲得！

1915 奈良県 学研田原本スマイル教室 スマイル教室の理念・指導方法をＰＲし、新規生徒の確保を目指す

1916 奈良県 サイクルファクトリー　ロイヤル 経験から自転車の購入サイクルを見極め、新規顧客獲得を目指す

1917 奈良県 共和輪業社 他店購入車のメンテナンスを行い新規顧客獲得を目指す

1918 奈良県 創作ふれんち榛 飛鳥の恵みで彩る”洗練創作ふれんち“をHPで若い世代にPR

1919 奈良県 本多トレーディング株式会社 9150001015180 顧客満足度（安心・安全・高品質）の向上及び社会貢献の実現

1920 奈良県 株式会社ヨネヤ 2150001015138 ドローンを使用したお客様満足度向上と業務効率化事業

1921 奈良県 社会保険労務士法人アウルス 1150005008535 M＆Aにおける人事・労務デューデリジェンス　販売促進事業

1922 奈良県 お菓子工房かわい 香芝の菓子場（かしば）を充実させて、明るい笑顔につながる未来

1923 奈良県 ぐっち’ｓキッチン 食卓に届け！テイクアウト・中食需要に特化した新販路開拓事業

1924 奈良県 合同会社ライフライフ 5150003002362 非接触型不動産賃貸仲介ならライフライフへ　戦略

1925 奈良県 Shin・LearningStation 進路指導の強みを加速させる！「総合選抜型大学受験」対応化計画

1926 奈良県 岡本建材店 店舗一新！！　ＤＩＹの商品イメージが膨らむ空間を創り顧客獲得

1927 奈良県 有限会社萬宗 8120102020232 韓国フライドチキン「TAKU TAKU」の認知度アップ事業

1928 奈良県 中森自動車 自動車サービスの取り込み強化キャンペーン

1929 奈良県 福本商店 原風景に想いを馳せる「ALL奈良・吉野産」新商品開発事業

1930 奈良県 ながさわ整体院 コロナで減少した顧客を取り戻す！顧客獲得に向けた看板設置事業

1931 奈良県 ゲストハウスKuraKura 1日1組限定の「キャンプサイトKuraKura」設備拡充事業

1932 奈良県 みのり屋 新たな名物「桜カステラ」で吉野地域に人を呼び込む販路開拓事業

1933 奈良県 リアン コロナ禍のストレスを癒す新サービス開始による新規顧客獲得事業

1934 奈良県 株式会社北鉄工建設 4150001016935 ニッチな「特注スチール家具」で新たな販路開拓する鉄工所の挑戦

1935 奈良県 土佐治本店 醤油を気軽にテイスティングできるお店でイメージアップ事業

1936 奈良県 柳谷板金・柿の葉寿し 柳豊 コロナ禍に対応するため新たな販路開拓にむけた体制整備

1937 奈良県 増小（ましこ） 経営安定化に向けコロナ禍に対応した新商品開発と販売体制の構築

1938 奈良県 Y企画 アウトドアブームに乗ってより安心・安全・快適空間づくりを！

1939 奈良県 studio Jig 作家3名でのユニット設立及び、WEB展示会による販路開拓事業

1940 奈良県 燻香房 経営環境変化対応！拠点増設による新商品開発並びに事業拡大

1941 奈良県 東吉野自然食品研究所 菌床生産基盤整備による菌床しいたけ生産拡大と新規取引先開拓

1942 奈良県 株式会社高見山荘 8150001009761 コロナ禍における新規顧客獲得のための取り組み

1943 奈良県 觀和工芸 オーダーメイド技術の強みを活かした新たな業者取引開拓新規事業

1944 奈良県 極味屋 和牛焼肉弁当でプチ贅沢満喫！お店でも食べたくなる販路開拓事業

1945 奈良県 株式会社しろくま堂 8150001017392 装束地の試作開発および商品画像の品質向上と使用方法動画制作

1946 奈良県 山﨑商店 最新の直火式手揚げ鍋導入による新商品開発と生産性向上

1947 和歌山県 辻　接骨院 肩こりで悩む女性をターゲットとし、HPで販路開拓を行う事業

1948 和歌山県 もんぺとくわ コロナに負けない新メニュー開発！ＨＰ再編成
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1949 和歌山県 有限会社　海鮮房　井乃芳 2170002009442 新規顧客の獲得およびテイクアウトメニューの販売強化

1950 和歌山県 黍原モータース ホイルバランサーの導入で、流出顧客を取り戻せ！

1951 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839 高解像度の大型ＬＥＤビジョンを導入、動画発信による広告事業

1952 和歌山県 有限会社　高雄運輸 5170002008887 女性に見てもらうＨＰ！リユース事業の成長で黒字化達成！

1953 和歌山県 株式会社吉村秀雄商店 9170001007944 梅酒のブランド構築と、新梅酒ブランドの販売促進

1954 和歌山県 株式会社　日向屋 8170001015089 一部内製化を導入し、より美味しい商品作りと利益拡大を目指す。

1955 和歌山県 Hair Salon Sunrise 新規顧客獲得に向けた看板の改善、女性を配慮した空間づくり事業

1956 和歌山県 月光Pizza&coffee コロナ禍を意識した店外席増設による売上増加計画

1957 和歌山県 ホンシュー包装株式会社 8170001005908 既存の倉庫の活用による新たなサービスの展開

1958 和歌山県 山﨑鉄工建設 小型溶接機導入による現地溶接作業受注計画

1959 和歌山県 食事処かなせ 和室のバリアフリー化による顧客の確保強化

1960 和歌山県 寝具の店　チエ コロナ禍におけるチラシPRで売上増加を目指す

1961 和歌山県 いろは－iroha－ 強みを活かした既存事業の拡大と新事業開始による販路開拓作戦

1962 和歌山県 高垣酒造　株式会社 7170001007500 看板設置によるマイクロツーリズム顧客の獲得作戦

1963 和歌山県 有限会社中川工作所 4170002007857 建物診断ソフトの導入で対応範囲の拡大と省力化・効率化の実現

1964 和歌山県 紀州備長炭窯元　カミサダモクタン 紀州備長炭の体験スポットとショップの設営

1965 和歌山県 井上電気工事 工具を購入し限られた従業員数で売上アップ事業

1966 和歌山県 studio nanon  受注増加に対応する為の撮影機材の導入

1967 和歌山県 金澤寿翁軒 人気商品の受注対応のための冷蔵庫・冷凍庫の導入

1968 和歌山県 ねむの木食堂 テイクアウト商品を充実させて新規顧客の獲得を図る

1969 和歌山県 三六屋 新規顧客開拓のための外観変更

1970 和歌山県 市場ごはん　しげ 地元農・蓄・水産物の加工品でお土産開発

1971 和歌山県 安全自動車 プレハブ小屋設置による地元商圏の若年層顧客獲得作戦

1972 和歌山県 有限会社なかや 4170002007155 小売店舗の魅力度アップによる販路開拓事業

1973 和歌山県 株式会社くすもと寿司 6170001014910 伝統食文化の継承による価値創造で販路拡大。

1974 和歌山県 西林養蜂園 顧客ニーズに対応した新商品の開発による小売強化と販路開拓

1975 和歌山県 河田フィッシング 「安心・安全」と釣りの「見える化」で新規顧客を獲得。

1976 和歌山県 株式会社かんじゃ山椒園 2170001016415 新製品「和のブレンドティー」の開発による販路開拓

1977 和歌山県 Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ　＆　ｄｉｎｉｇ 新規顧客層の獲得と、コロナ禍での収益アップの為の業務効率化

1978 和歌山県 久保印刷 アートディレクションを活かして、シズル感感じる広告作成。

1979 和歌山県 有限会社コットンクラブ 3170002011158 伝統的紀州備長炭の魅力発進による新たなる需要の開拓

1980 和歌山県 美滝山荘 新規市場開拓の為のデジタルコンテンツ制作・チラシ制作

1981 和歌山県 一栄商事 養鰻場が「うなぎ屋」になるための第一歩目の取り組み

1982 和歌山県 白浜の宿　蘭 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

1983 和歌山県 有限会社ホテルしらさぎ 6170002009422 EC機能の追加とデザインを変更したホームページのリニューアル

1984 和歌山県 合同会社かつらぎ町あんぽ柿加工組合 6170003000537 既存受注システムのバージョンアップによる作業効率の向上と新規

1985 和歌山県 生花の店　ひまわり 店舗を改装し、シャボンフラワーの販売で新規顧客開拓事業

1986 鳥取県 有限会社姫田石材店 1270002009755 大判セラミックタイル加工への新規参入による販路開拓

1987 鳥取県 恵比寿丸 ホームページによる情報発信で遊漁船利用客の増加と収益拡大

1988 鳥取県 Album合同会社 8270003001317 お客様の生活を幸せにする髪の悩み解決スペシャリストへの挑戦

1989 鳥取県 森本モータース 広告宣伝の抜本的強化と大型車対応設備の導入による新規顧客獲得

1990 鳥取県 Ｏ－ちゃん 店舗イメージと認知度の向上による若年層への販路拡大事業

1991 鳥取県 有限会社　フタバ防水工業 8270002011192 かぶせ工法シート防水の開始による販路開拓と生産性向上

1992 鳥取県 da Taka il pizzanauta リアル店舗の新設・販促ツールによる認知度の向上及び販路の開拓

1993 鳥取県 大谷養蜂場 品質の正しい認知による販路拡大と売上増加

1994 鳥取県 ジャンプドッグスクール 既存設備を活用した機会損失解消と販売促進による新顧客獲得計画

1995 鳥取県 山内釣具店 顧客ニーズ・市場動向に対応した顧客開拓及び売上確保

1996 鳥取県 つばさ 訴求力・販売力の向上による顧客及び売上・収益の拡大

1997 鳥取県 三原屋写真館 子供向け撮影プランのメニュー化と販売促進

1998 鳥取県 株式会社パセオ 1270001004567 米卸売店の地域ブランド米のPR強化による販路拡大事業

1999 鳥取県 モンテ　ベルデ 自然災害から生活を守る提案による新規顧客獲得及び売上増加計画

2000 鳥取県 アイザワフォトスタジオ 子育て世代をターゲットにした商品メニュー刷新と情報発信強化

2001 鳥取県 Le vent vert 新商品開発及び店舗認知度向上による顧客・売上の拡大

2002 島根県 ゴウド設計 最新３DCAD導入による県外販路開拓事業

2003 島根県 柊歯科技工所 ジルコニア補綴物・入れ歯の新規製作による販路開拓事業

2004 島根県 越野薬品有限会社 4280002002830 顧客別血流測定データの履歴管理による継続来店促進事業

2005 島根県 BODY WORKS REAL 作業効率改善と受注メニュー拡大のための設備導入とＰＲ強化事業

2006 島根県 三次屋商店 産直品の販売による来店頻度向上と新規客の開拓

2007 島根県 原田理容所 女性向けメニューを追加する事で新規顧客獲得

2008 島根県 ぬりたや仏具店 店舗縮小・オンライン販売転換による在庫削減と新規顧客の獲得

2009 島根県 株式会社しじみbacca 2280001008351 プロモーション活動の強化によるしじみ購入世代の拡大事業

2010 島根県 Ｌｕｃｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 高齢者をターゲットにしたバリアフリー特化による販路開拓事業

2011 島根県 駕籠石庵 出雲大社神門通りの古民家カフェの強みを活かすバリアフリー投資

2012 島根県 らーめん工房海 新業態・おひとり様向け鉄板＆イタリアン店による新商圏進出事業

2013 島根県 飯田食堂 テイクアウトと宅配を開始。個室の設置で売上アップ。
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2014 島根県 加藤寿老味噌醸造本舗 仕込み作業の機械化による味噌の製造量の増加と販路開拓

2015 島根県 株式会社ゆず 3280001007220 新メニューによる新規顧客獲得と各種機器の小売販売拡大事業

2016 島根県 株式会社六日市ボデー 4280001007079 クラシックカー板金塗装に特化した販路開拓事業

2017 島根県 ネイル　トトメス ネイルが映える脱毛サービス導入による新規顧客開拓事業

2018 島根県 合同会社ｍｉｅｌ 4280003001146 デニッシュ生地を使った新商品の投入による売上増加

2019 島根県 株式会社出雲生姜屋 1280001006769 直売所の集客と地元産唐辛子を使った新商品開発による路開拓事業

2020 島根県 株式会社出西窯 4280005002852 ものづくりの魅力を伝えるプロモーション動画による顧客獲得事業

2021 島根県 宇山勘市商店　ウェルネスクラブ 安全で楽しい店舗づくりで顧客の増加

2022 島根県 hair room huit 新規サービス「デジタルパーマ」の提供による販路開拓事業

2023 島根県 大国建築有限会社 5280002006665 エリア拡大による新築受注増加とIT導入による収益性向上事業

2024 島根県 合同会社しーぐりーんファーム 6280003001292 アカモクの新商品開発から機器導入の量産化による販路開拓事業

2025 島根県 有限会社大福商店 8280002002868 揚げたててんぷらの店頭販売開始・販促媒体強化事業

2026 島根県 株式会社　梶野工務店 5280001006674 他社と連携した終活に向けたリフォーム提案「かじやん快適工房」

2027 島根県 有限会社第一ホーム三隅 9280002008971 社名変更と新たな企業イメージの発信による空家関連売上の拡大

2028 島根県 辰田産業有限会社 4280002009586 洗車部門を強化することで、新たな顧客層の獲得に繋げる。

2029 島根県 訪問美容　彩り 「完全個室で安らぎを提供する」美容サロン開店事業

2030 島根県 スミレ写真館 遺影撮影サービス開始と店舗改装による販路開拓事業

2031 島根県 有限会社吉賀自動車 5280002010667 先進安全車両に対応した取り組みによる新規販路開拓事業

2032 島根県 合同会社Be 1280003001495 クラフトビールで販路拡大事業

2033 島根県 カフェレストラン ロワール 座敷席レイアウト変更によるコロナ禍での少人数顧客獲得事業

2034 島根県 株式会社テクニカルプラン　クロサキ 4280001005917 新事業のペットフードの量産体制確立と売上拡大に取り組む事業

2035 島根県 造園FARM  SENOO 伐採木を薪に加工して商品化、売上の拡大を図る事業

2036 島根県 田儀屋蒲鉾店 店舗刷新を通じたお店の認知性向上と直販強化による販路開拓事業

2037 島根県 株式会社尊Mikoto 7280001008355 新商品開発から生産体制構築と衛生・品質強化による販路拡大事業

2038 岡山県 サカケンプラス株式会社 1260001032222 オリジナル壁紙用プリンターと当社デザインによる看板製作開始

2039 岡山県 TAROPDESIGN Ｗebサイト制作事業及び検証事業の周知・認知度向上の実現

2040 岡山県 ジー・ペイント株式会社 1260001025218 自社ホームページリニューアルによるアパートメンテナンスPR

2041 岡山県 アート工房 風 季節展と合わせたクラフト＆ハーブ体験の開講による収益の安定化

2042 岡山県 吉備木工株式会社 1260001002010 キャンピングカー需要に対応する生産体制の確立＆周知宣伝事業

2043 岡山県 有限会社藤田商会 1260002032007 レンガのプロが届ける世界にひとつだけのおしゃれレンガ事業

2044 岡山県 ル・ポール 「ル・ポールの切らずの吉永田舎巻き」開発事業

2045 岡山県 ハルミファインクラフト オーダーキッチン提案スペースの改装

2046 岡山県 ヘアサロン　ハイビスカス オーガニックコスメ市場に向けた自社商品のプロモーション戦略

2047 岡山県 髙橋産業株式会社 9260001025276 地域に寄り添う鉄骨ユニットハウスの周知強化による販路開拓

2048 岡山県 株式会社トーエイ商会 4260001034744 新たな飲食店向け清掃サービスの提供による元請業務の拡大

2049 岡山県 安信工業株式会社 1260001007471 鳥獣捕獲を見える化し、スマホへの通知装置を運用して販路拡大

2050 岡山県 初岡住建 チラシとインターネットを活用した広報展開による受注促進策

2051 岡山県 オネスタ税務会計事務所 WEB広告を活用した相続関連業務拡大への挑戦

2052 岡山県 SMILE　INNOVATION WEB広告を活用した集客＆成約率の最大化を図る販路開拓事業

2053 岡山県 合同会社MIWAKA 9260003003189 テレワーク用長期滞在型ハウス「小さい家」の開発・販促事業

2054 岡山県 OTK クラシックカーの整備事業強化とSNS活用による情報発信・拡散

2055 岡山県 Detente ダイエットインストラクターがつくる美容スパイスカレー

2056 岡山県 株式会社ココロ音 9260001035432 事業を広報し園の利用者数を増やす為のホームページ制作

2057 岡山県 ファーム彩雲 パッションフルーツの販促強化による販路の拡大

2058 岡山県 正金農園 オリジナルパッケージの導入と生産品質向上による売上増加計画

2059 岡山県 有限会社景山精密 6260002014974 ポストコロナに打ち勝つためのホームページ制作

2060 岡山県 土井農園 生産性向上し、ネット販売本格参入。新規顧客開拓事業

2061 岡山県 楽　花音 ＨＰ作成による潜在顧客（若年層）の販路開拓　※新市場開拓戦略

2062 岡山県 Ａｔｅｌｉｅｒ ＫＩＭ アートの企業等コラボで付加価値を情報発する販路開拓事業

2063 岡山県 森の中の喫茶とお宿　もりくらす 更なる躍進を図るための「森の中の喫茶とお宿」の販促計画

2064 岡山県 サロントマリ セルフ脱毛の新サービス展開による顧客満足度の向上

2065 岡山県 有限会社ミツワ 5260002024256 自走式草刈り機導入で除草作業の効率化と受注拡大

2066 岡山県 株式会社クラシキクレーン 4260001031080 ホームページを活用した法人向けレンタカー事業の販路開拓

2067 岡山県 薩摩きりさめ屋 古民家店舗の縁側個室席への改装と安心安全に配慮した店づくり

2068 岡山県 野口農機商会 お客様の要望に合わせた農業耕作代行サービスによる継続的発展

2069 岡山県 フィットホーム リフォームマネージャーによる女性目線のリフォーム施工を周知

2070 岡山県 有限会社上畑モータース 4260002030172 タイヤに関するサービス強化の体制構築と周知により新規顧客獲得

2071 岡山県 株式会社リンクス 1260001008791 HPのリニューアルによる運送業・倉庫業の販路開拓事業

2072 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184 ２枚の巨大外看板の設置

2073 岡山県 サクランボ。 古物査定能力を活かした新サービスによる売上拡大事業

2074 岡山県 株式会社　小谷 3260001027682 不安定な既存事業を補うためのマツエク、ネイルサロンの開業

2075 岡山県 有限会社中山産業 1260002020143 地域に根差した、のぼり旗の提案営業力強化とその発信

2076 岡山県 株式会社野内研磨工業 6260001030295 切断機導入による事業領域の拡大と販路開拓

2077 岡山県 ゆきじ堂 大型看板設置での認知度向上による女性客の獲得

2078 岡山県 株式会社motoyu 2260001034861 レスリング合宿の誘致による宿泊事業の新規顧客獲得 
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2079 岡山県 小谷工業 スキマ時間を民間元請工事で埋め尽くす！小規模B2Cの開始

2080 岡山県 Ponte 新サービス「ランドセルリメイク」事業の販路開拓事業

2081 岡山県 レストラン　ペイネ 新たにフランス料理をメニューに加え新規顧客層の開拓を図る

2082 岡山県 株式会社美袋交通 8260001016838 下請脱却に向けたパンフレット作成・配布に伴う新規顧客獲得事業

2083 岡山県 池田農園 「真庭産ネギ」の大量出荷体制構築による販路開拓事業

2084 岡山県 関西創美社 口コミに依存しないWebを活用した販路拡大事業

2085 岡山県 株式会社酒井工務店 3260001022790 ＳＮＳ広告を活用したＨＰ・ＬＰ閲覧数向上による受注促進事業

2086 岡山県 はーと整骨院 新たな施術サービスで、顧客満足度アップ

2087 岡山県 株式会社　FIRST-DESIGN 6260001023539 VRプレゼンテーションによる販路開拓

2088 岡山県 中嶋　浩貴 ホームページによるネット販売強化で日生牡蠣の販売拡大

2089 岡山県 かかし 飲食店の個室化による対人接触機会の減少と販路開拓の取組

2090 岡山県 有限会社山下板金 2260002021834 ROOGA工法による屋根リフォーム提供で売上増加・利益率向上

2091 岡山県 株式会社the continue. 5260001035130 循環型ものづくりノウハウを生かした教育事業への参入

2092 岡山県 若石足もみリライフ 施術機器導入による施術効果ＵＰと広報活動で固定客化＆売上拡大

2093 岡山県 洋菓子工房ベルジェ 桃ジュレのギフト化による高級進物需要へ向けた新たな販路開拓

2094 岡山県 Malu’n 子供、高齢者、男性まで！老若男女の美容に貢献するエステの展開

2095 岡山県 高橋自動車鈑金塗装 鈑金塗装作業のIT化による生産性の向上で高収益事業を強化する

2096 岡山県 カフェリコ 季節で変わるオリジナルブレンドコーヒーの商品化による販路開拓

2097 岡山県 有限会社植木材木店 2260002034002 ＤＩＹ講習会を通じたリフォーム需要の掘り起こしと販路開拓

2098 岡山県 せのお動物病院 コロナ後を見据えた最先端治療器の導入と院内環境改善事業の実施

2099 岡山県 有限会社フジモト工業 5260002029305 看板設置により、革新的な左官サービスを地域の潜在顧客へPR

2100 岡山県 ヨイキゲン株式会社 4260001015109 集客率アップ！展示会を成功へ導く展示会ブースレイアウトキット

2101 岡山県 うじひら木材産業株式会社 7260001027852 設備導入と看板設置による、廃材を活用した新規事業の販路開拓

2102 岡山県 有限会社ファミリーストアーいけだ 8260002034062 地域高齢者を呼び込むためのバリアフリー等入口改装の取組

2103 広島県 株式会社三段峡の宿 9240001043338 アナログコンテンツとデジタルコンテンツとの融合による売上拡大

2104 広島県 新古美術　さくや 遺品整理専用ホームページ作成による商品仕入及び売上増加事業

2105 広島県 久留島パッケージ株式会社 8240001019628 パッケージ提案の強みを発信するホームページの製作

2106 広島県 クボタフード 「熟成味わい米麹味噌」を本格事業化するための設備導入

2107 広島県 山根水産 かき新商品を販路拡大させるためのECサイト構築

2108 広島県 株式会社　ブリッジ 1240001052908 弊社に合った受発注システム構築による営業活動時間の確保

2109 広島県 大門鉄工　株式会社 4240001026891 TIG溶接機導入による新分野参入と販路及び受注拡大事業

2110 広島県 Lovetree ホームページ制作及び宣伝による販路拡大事業

2111 広島県 有限会社きど石油店 8240002034849 ホームページ開設と情報力発信強化による船舶給油の新規顧客開拓

2112 広島県 noi botanique 新規顧客獲得に向けた自宅ｱﾄﾘｴ整備及び作業効率化事業

2113 広島県 (有)竹本住宅設備 1240002035143 自社サイトリニューアルによる安浦町外への商圏拡大

2114 広島県 工匠　西畑 ペットにも安心、暮らしに安全を提供する万生のネット拡販事業

2115 広島県 髪や 理容院の顧客サービス向上等による販路拡大の取り組み

2116 広島県 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＬＥＡＦ 自社HPで出張施術・指導などの広報を活性化、多角的展開を図る

2117 広島県 パブラウンジ銀河 トイレ洋式化・利便性向上により顧客・売上増加を図る

2118 広島県 株式会社一膳 7240001020693 仕出し事業強化HP制作、VR・GoogleMap導入

2119 広島県 bagus　 ファサード改善によりお店前の通過客を取り込む！

2120 広島県 ｌｉｃｈｅｔｔｅ 焼きたてパンが味わえるカフェをPRする看板設置とチラシ配布

2121 広島県 てっぱん居酒屋　龍馬 地域で一番お客様が気楽に利用していただくための店舗改装

2122 広島県 松林勉土地家屋調査士事務所 ワンマン測量による納期短縮と受注数増加事業

2123 広島県 有限会社　伸光工業 8240002027794 先端技術の取得と能率向上を目指した基盤設備の導入

2124 広島県 株式会社DoDo 3240001054084 自社の強みとサイディング工事をPR！～下請け稼業からの脱却～

2125 広島県 風待ちの編集室 認知度アップに向けた、事務所へのコミュニティスペースの併設

2126 広島県 有限会社 木場石材店 7240002032606 新サービスによる売上高の増加及び経営安定化を図る

2127 広島県 K-Design 営業ツールとしてのHP開設による販路開拓及び売上高増加事業

2128 広島県 株式会社サンテプラス 8240001047612 自社看板刷新による既存サービス&新規サービスＰＲ

2129 広島県 羽熊　蘭 １対１サロンへの移転～認知度向上と客単価アップ戦略～

2130 広島県 美容室　令 店内移動を伴わない美容技術の提供及びＳＮＳ予約の導入

2131 広島県 有限会社田中鉄工 8240002027935 新規設備導入による生産性の効率化と新たな販路開拓事業

2132 広島県 yourself WEB決済システムの導入と予約システムによる業務効率化

2133 広島県 アイメージブルワリー 温泉街の温泉水ビールの開発とネット販売

2134 広島県 アオキ塗装 ドローンを活用した塗装診断宣伝による売上増大計画

2135 広島県 株式会社WINK’S 6240001047382 認知度向上と顧客満足度向上　フェイシャルヨガ教室の事業化

2136 広島県 株式会社エイトプランニング 7240001058627 エンドユーザーに向けた住宅商品PRと販路拡大

2137 広島県 株式会社　なちゅｂｉｏ 7240001053017 製造場の改修による密を避けた農業・製造体験会の実施再開

2138 広島県 古民家カフェ陽逢桜 地域で唯一となるドッグラン併設型の古民家カフェの展開

2139 広島県 la mano コロナ禍に苦しむ飲食店とお客様の「橋渡し」をする食品販売事業

2140 広島県 BODY CARE　蓮－はちす－ 30代の働く若い女性を集客　インターネットを活用した情報発信

2141 広島県 ＦＣデザイン株式会社 3240001036842 ＨＰリニューアルによる廃てんぷら油エンジン発電装置のＰＲ

2142 広島県 株式会社アルファ 5240001055114 HP開設やトリミング予約フォームとの連携によるIT広告の開始

2143 広島県 有限会社 岡原緑化産業 1240002003265 自社ホームページ作成による個人邸の庭整備の積極的な営業展開
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2144 広島県 池田鉄工有限会社 4240002038358 下請け企業からアウトドアブランドへ。広告による認知拡大計画。

2145 広島県 沖原工業 機械導入で組子細工を活用した建具・リフォーム工事強化

2146 広島県 有限会社　丸一産業 6240002034594 専用建設機械導入により草刈工事の官民受注拡大・収益増を図る

2147 広島県 株式会社横島ファーム 2240001056057 小売事業強化による養豚ファームの売上拡大

2148 広島県 絵画工房ＫＯＧＩ インターネットを活用した絵画販売及び絵画教室開室の宣伝活動

2149 広島県 株式会社 そらもと 2240002034697 解体やリフォーム工事の紹介に特化した自社HPの作成

2150 広島県 株式会社洸月 2240001052948 看板設置とパンフレット作成で認知度向上と新規客の獲得を目指す

2151 広島県 株式会社大前醤油本店 7240001024736 新商圏（首都圏）でヘビーユーザーを獲得する事業

2152 広島県 株式会社小玉自動車商会 2240001048021 新規設備（タイヤチェンジャー）を導入した販路拡大事業

2153 広島県 らーめん・ぎょうざ喜味喜 風光明媚な映える景色を活かした店内窓の一新による若年層の獲得

2154 広島県 株式会社Ｓｗｅｅｔ Ｄ 9240001019180 販路開拓用に業者によるパッケージと配布用チラシデザインの外注

2155 広島県 唐辛子本舗 食卓をあざやかに彩る「花七味」の開発で毎日の食事を楽しく！

2156 広島県 有限会社 岡田製作所 6240002034982 溶接における対応可能素材及び材料増加に伴う売上高増加事業

2157 広島県 株式会社　みずかぜ 8240001058114 ECサイト構築による販路開拓と情報発信促進事業

2158 広島県 灯 創作居酒屋の女性客をターゲットとした顧客満足度向上計画

2159 広島県 有限会社迫農機商会 7240002027663 ＨＰ開設で農業に関する情報発信・動画配信による販路開拓

2160 広島県 アンティークギャラリー　たもん 新事業開始に伴う店舗改装・ＨP立上げによる販売強化

2161 広島県 シャシャガーデン 近隣（東広島市住民）への認知度を高め、来客数アップを図る

2162 広島県 株式会社広栄建設産業 1240001024007 元請業者からの直接受注増加を目的とした営業力強化

2163 広島県 四ツ葉農場 観光資源の乏しい中山間地域の商店街における集客力の向上

2164 山口県 藤村建設株式会社 3250001003998 最適な設備導入による受注工事額と原価率の向上のための取り組み

2165 山口県 河﨑林園 木材高騰の今、新たな機械の導入で新たな商品創出へ

2166 山口県 きもの伸裳 「町の呉服屋さん」イメージ復活へ～新商品開発＆店舗改装～

2167 山口県 シキサイ 看板設置に伴う認知度向上による地元顧客獲得事業

2168 山口県 株式会社登美 5250001011834 店舗改装による新規顧客の獲得及び業務効率化

2169 山口県 中谷工務店 公共工事から介護施工へ、ロゴとウェブサイト活用でのブランド化

2170 山口県 西村自動車有限会社 4250002013995 整備用スキャンツール導入による特定整備への対応

2171 山口県 株式会社　弘中経営 9250001017051 ホームページ作成による認知度向上と経営コンサルタント業務拡大

2172 山口県 株式会社　がんね栗の里 8250005007371 「ぐりがれった」内製化と「地元産品せんべい」開発・販売促進

2173 山口県 あんの園芸 ガーデニング需要に対応した一般消費者への直接販売促進事業

2174 山口県 広瀬自工 自動車整備外の受注増による収益拡大

2175 山口県 有限会社かみなか 7250002011641 新たな販促ツールとしてホームページ開設し新規顧客獲得

2176 徳島県 ア－キコング一級建築士事務所 「沢パン」生産能力倍増による販路開拓

2177 徳島県 城山会館 おおしろ生花店 ホームページ開設で終活相談！潜在顧客囲い込み作戦

2178 徳島県 B＆Bm4 顧客間の接触ゼロ作戦！風呂・トイレも個室化へ

2179 徳島県 民宿 明山荘 アフターコロナを見据えて、歩き遍路に優しい店舗改修事業

2180 徳島県 有限会社　三浦組 1480002009973 伐木業務に伴う廃棄する原木を薪ストーブ用燃料に加工事業

2181 徳島県 四季彩プロジェクト合同会社 1480003001483 冷凍冷蔵設備の導入で、ネット通販事業および販路開拓に取り組む

2182 徳島県 グッドロード1号店 クラッシックカー・バイク市場参入のための販路拡大事業

2183 徳島県 折坂ショッピングセンター 干し魚・惣菜等の長期真空冷凍保存による販路拡大

2184 徳島県 泉林産 高性能レーザー加工機導入による生産効率アップと販路拡大

2185 徳島県 阿北キャンバス 大型ミシンと前引きプーラー導入による大規模テント製作の内製化

2186 徳島県 大塚モータース 排ガステスターのデジタル化と独自法定点検メニュー導入・販売

2187 徳島県 有限会社原コーポレーション 7480002009662 高性能測量機による作業負担、費用削減と宅地造成施工の精度向上

2188 徳島県 KAMIYAMA BEER PROJECT 合同会社 3480003001143 ベンチテ－ブル設置による受入体制拡充・顧客満足度向上

2189 徳島県 ボデーショップオオイワ 大型車の軽作業（タイヤ交換・オイル交換）に対応し地域貢献

2190 徳島県 英和合同会社 2480003001615 介護タクシー事業の新分野展開と顧客開拓PR事業

2191 徳島県 有限会社 梶乃 7480002015470 情報発信による新規顧客の拡充および販売販路の拡大

2192 徳島県 株式会社 新居屋 5480001010301 専用ホームページの開設と宅配サービス展開による新規顧客の開拓

2193 徳島県 坂東農史Agri-Forestry 原木シイタケ栽培キットや薪の加工販売のための重機導入

2194 徳島県 株式会社MIZUYA 8480001009225 新ケータリングサービスを軸とした囲い込み戦略による販路開拓

2195 徳島県 三橋自動車 埋没タイプの自動車リフトの導入による売上向上を目指して！！

2196 徳島県 ドッグサロンドール 設備導入による愛犬家顧客満足度向上と売上増加

2197 徳島県 クラフトワークス・ゼン 潜在ニーズ喚起によるプロテクションフィルムの新規顧客獲得事業

2198 徳島県 株式会社高畑畳店 4480001009880 オーダーメイド置き畳を自社ショールームで販売する事業

2199 徳島県 株式会社大万不動産 5480001006043 ＩＴが苦手な方へ、感染症対策万全の当社でＶＲ体験事業

2200 徳島県 やまに コロナ禍でビジネス客離れを防止する客室の快適環境づくり事業

2201 徳島県 木頭運送　有限会社 3480002014344 高圧洗浄機導入による環境に配慮した事業活動の構築

2202 徳島県 べっぴんはうす　アンコール 会員限定のサンプル品プレゼントで新規開拓を行う

2203 徳島県 コレットハウジング 空き家のリノベーションによる社会問題解決事業

2204 徳島県 有限会社　山田水道 3480002011374 町の水道屋さんの「お家回りのクリーニングサービス」提供事業

2205 徳島県 hair room LIFE 白髪染め専門店としての知名度向上による新規顧客獲得事業

2206 徳島県 mima+ mima+の送迎理容サービス開始による新規顧客獲得事業

2207 徳島県 ジェエリー工房Athens コロナに負けない！徳島藍（愛）を全国に！展示会出展事業

2208 徳島県 ゆみぱん パン教室を生かした簡易宿泊所開業のための建物改装事業
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2209 香川県 有限会社井戸組 7470002011339 トロウェル導入による顧客取引の強化と働き方改革への対応

2210 香川県 株式会社　アプトワーク 3470002011004 ホームページ制作とリーフレット作成配布

2211 香川県 炭火串焼　次男坊宇多津店 時短要請でも売上確保が可能な「朝ラーメン」への新規参入事業

2212 香川県 前田工業 未来の環境を守る、フロンガス回収事業への取組

2213 香川県 積算+α 新CADソフト導入により業務効率化、設計業務の質の向上事業

2214 香川県 株式会社インターブレイン 6470001012603 植木屋さんのインターネットを活用した情報発信

2215 香川県 有限会社明治牛乳福家販売所 4470002010153 毎日の健康を届ける地元に密着した牛乳屋さんの販売促進事業

2216 香川県 インテリアヤマシタ 下請体質からの脱却に向けた新規顧客の獲得にかかる取り組み

2217 香川県 有限会社久保食品　 1001380008131 大型食品センターの流通網を開拓する為のインナーシール導入事業

2218 香川県 Setouchi Nature 地域資源を活かした食器で、地域に根差した観光振興を目指す

2219 香川県 株式会社轟建設 3480001007423 ターゲットを絞り、建設業界の枠を超えた販路開拓による売上向上

2220 香川県 株式会社たべもの 4470001018313 農業を気軽に体感できる入り口としての店舗開業計画

2221 香川県 Patisserie 3621 業務用フードプリンター導入によるオリジナルケーキ販売強化事業

2222 香川県 山地建設工業有限会社 6470002014292 自社取扱物件の広告展開による認知度向上・販売拡充施策

2223 香川県 株式会社　オリーブ環境開発 1470001012459 高齢化・人口減の進む豊島地区でのお困り事解消、相談窓口の設置

2224 香川県 大野美容室 脱毛サービスの展開による若年者層の顧客開拓事業

2225 香川県 有限会社　岡坂商店 4470002013395 乾麵製造ラインの新設による販路開拓施策

2226 香川県 三枝酒店 地場産品を活用した、一般個人への新規販路開拓

2227 香川県 有限会社川辺自動車 3470002002168 事務所二階を改装することによる顧客満足度の向上と売上の増加

2228 香川県 Liange 顧客満足度UPの為の改装工事と機材導入で売上拡大

2229 香川県 soleil ホームページ・WEB広告・看板設置等によるスタートアップ計画

2230 香川県 ばばフードセンター テイクアウト商品及び総菜の強化による売上向上施策

2231 香川県 尾﨑建築 大工が創るオーダーメイド住宅の認知度向上

2232 香川県 有限会社田尾カイロ接骨院 7470002017063 シャワールーム新設＆地元誌掲載による新規需要発掘

2233 香川県 hairmakeエフロード 簡易シャンプー設備の導入による訪問サービスの拡大と客単価向上

2234 香川県 山一商会 屋内外両用ドローンの導入～屋根を傷つけない安全点検～

2235 香川県 有限会社白楽 2470002013307 HPの改修とパンフレット作成によるＢｔｏＣ販路の確立

2236 香川県 いわのやうどん 駐車場案内看板設置とコロナ対策による集客力の向上

2237 香川県 金比羅醤油株式会社 5470001008156 真空包装機導入による商品力強化に伴う販路拡大事業

2238 香川県 西日本環境保全センター 新規顧客獲得の為のホームページ作成等による自社PR事業

2239 香川県 佐倉自動車 展示場改修による商談力強化と車検整備の生産性向上事業

2240 香川県 Luca　Hair リラクゼーションサービス強化によるコロナからの脱却計画

2241 香川県 施設工房 自走式草刈機による作業効率向上と新たな経営・財政基盤の確立

2242 香川県 有限会社さぬき鳥本舗 8470002016452 特産品（讃岐うどんと骨付鶏）セットの開発とＰＲ施策

2243 香川県 トートコーヒー株式会社 9470001016072 品評会入賞コーヒーのドリップバッグ、コーヒーギフトの開発

2244 香川県 （有）前川材木店 3470002017199 リノベーション用の展示場開設で家づくりの課題解決と新規客獲得

2245 香川県 株式会社ゲンナイ 4470001018107 ワーケーション推進に伴う広報環境の整備

2246 香川県 有限会社オフィスアドハウス 4470002017842 オフィシャルスポーツウエア販売から始める商品訴求力の向上

2247 香川県 株式会社志々島ダイナミックス 2470003000948 志々島の魅力発信強化とランチクルージングによる販路開拓事業

2248 香川県 株式会社川口屋漆器店 7470001010977 若年世代にむけた新志向漆製品の開発

2249 香川県 株式会社　エスティ興業 6470001014269 カーエアコンサービスステーションの導入と広告宣伝

2250 香川県 株式会社　泉シャッターサービス 9470001018127 会社ホームページとPRツールの作成による販路開拓

2251 香川県 写真の大山 店舗ホームページ作成とweb広告の配信による販路開拓

2252 香川県 パティスリー　シェ・モーリー 安価で美味しく、健康的な商品開発の為の食品乾燥機等導入事業

2253 香川県 株式会社　斉藤工業 9470001005835 コンプレッサー導入による、業務効率化と新規顧客の獲得

2254 香川県 平成塗装 ドローン導入による競争力強化事業

2255 愛媛県 お好み焼き　風 店舗改装による来店数増加計画

2256 愛媛県 あけまや 店内改装によるイメージＵＰと若い方々へのアピールで販路開拓

2257 愛媛県 瀬戸 地域に愛されるお店づくり～安心安全で再出発

2258 愛媛県 愛媛新聞エリアサービス弓削 新規事業開始による売上増加と経営基盤の強化

2259 愛媛県 焼肉　水本 タクシー広告で新規顧客獲得！多くの方に当店を知って頂く事業

2260 愛媛県 株式会社晃建 3500001016941 ホームページ作成による情報発信での販路開拓と人材不足の解消

2261 愛媛県 株式会社オリネット 8500001007250 「輻射冷暖房システム」のパンフレット作成による販路拡大事業

2262 愛媛県 合同会社ラティーノ 2500003000481 新たなコンテンツとSNS等を活用した満足度向上と新規会員の獲

2263 愛媛県 有限会社大西呉服店 7500002011970 ウィズコロナでの営業拡大と設備整備事業

2264 愛媛県 スマイルハート 既存事業を活かした新事業展開による顧客獲得・売上拡大事業

2265 愛媛県 (有)PROSHOPONEPIECE 1500002017767 ホームページ及びECサイトの作成による売上アップ

2266 愛媛県 有限会社　三島石油店 5500002023638 休憩場所としてのガソリンスタンド整備事業

2267 愛媛県 ON＆OFF 案内看板整備による飲食店から“観光拠点”への変革事業

2268 愛媛県 酒井塗装 下請け体質からの脱却を図るための営業力強化事業

2269 愛媛県 有限会社安藤青果 2500002021990 洗い里芋販売拡大のためのパッケージリニューアルとレシピ掲載

2270 愛媛県 上田　沙耶 双海町の魅力を伝える商品開発と情報発信

2271 愛媛県 みかん屋　太陽と海 商品力を高める機械導入とSNSを活用した集客事業

2272 愛媛県 かっとハウスホワイト アフターコロナを見据えた効率的消毒可能な洋式トイレ設置事業

2273 愛媛県 有限会社内藤鋼業 7500002012110 木質バイオマスＰＲ事業
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2274 愛媛県 （株）G・Uコーポレーション 9500001023544 新事業セレクトショップオープンのためのリフォーム

2275 愛媛県 core（コア） 生産能力向上と広告宣伝の強化による新規顧客の獲得で売上の拡大

2276 愛媛県 有限会社　井上徳太郎商店 4500002008367 自社ブランド商品販売のための店舗外観改善事業

2277 愛媛県 株式会社　いぶき建築 6500001022722 ホームページを通しての認知拡大から集客への事業

2278 愛媛県 株式会社　三洋建設 8500001004652 事業所移転に伴う看板の刷新とショーケースの導入事業

2279 愛媛県 エコ寅 中古バイクの販売促進事業

2280 愛媛県 むつみやＢＭ 来客者用トイレ改修及び、配達発注業のための店舗HPの充実

2281 愛媛県 酒匠米匠　森の駅 新店舗移転の周知と品揃えの強化による経営改善事業

2282 愛媛県 株式会社Thomas 5500001023713 店舗改修＆エスプレッソマシンで販路拡大と売上アップを目指す

2283 愛媛県 鎌田　建一郎 デジタル魚探導入による漁獲高向上とフリーマーケットでの販促

2284 愛媛県 太田屋 空気清浄機能付きエアコンの導入による安全安心な飲食環境を実現

2285 愛媛県 株式会社日進鋳造 7500001010404 HP制作による新規販路拡大と知名度・認知度の向上

2286 愛媛県 Handmate　Mommy 店舗改装と高機能ミシン導入による魅力ある手芸教室づくり

2287 愛媛県 ブーランジェリー・ラポール 分割機・丸め機導入による生産性の向上及び新商品の開発

2288 愛媛県 宗方喫茶室 エスプレッソマシン導入によるエスプレッソを使ったメニュー開発

2289 愛媛県 鍼灸院　一鍼 患者リピート率９０％を目指す治療院作り

2290 愛媛県 GPS　CREW　合同会社 3500003002683 スタジオ構築・看板設置により認知度向上と販路開拓

2291 愛媛県 torque サイクリング事業における団体客受け入れ体制構築による顧客獲得

2292 愛媛県 重松幸弘土地家屋調査士事務所 新型測量ソフトの導入と作業の効率化事業

2293 愛媛県 花道 買い物弱者向けの弁当配達事業への参入

2294 愛媛県 森海産物有限会社 5260002032523 漁師町の乾燥エビ開発・販売事業

2295 愛媛県 有限会社マルヨシ水産 7500002012457 「食育」に着目したミールキットの開発による新規顧客の獲得

2296 愛媛県 有限会社栄電機設備 8500002008784 営業所の新設と最新工具導入により新規工事の受注を目指す

2297 愛媛県 近藤建設工業有限会社 8500002022348 防音型高圧洗浄機による住宅密集地・市街地への販路開拓

2298 高知県 Smileｉcreation株式会社 1490001008042 住環境を豊かに。地域の特性を活かした賃貸物件の販路開拓事業

2299 高知県 ウシオ製作所 株式会社 5490001008906 車両部門強化の為のホームページ作成

2300 高知県 アンジェ 脱毛・エステ事業開始に伴う業務用脱毛器の導入

2301 高知県 レディース整体neena 女性の心と身体を癒すことで元気にする女性専用整体事業

2302 高知県 菓子’S　Foo to Mee 冷蔵冷凍庫及び冷凍庫の導入で冷凍エクレアによる販路拡大

2303 高知県 株式会社　山田屋 8490001006493 整備工場改修によるスペース確保と作業効率化による受注拡大

2304 高知県 株式会社シンコウクリーン 6490001006660 清掃用コードレス機材導入による業務効率化と新規顧客獲得事業

2305 高知県 株式会社香北ファーム 3490005004580 廃棄ロスを改善する為の洗浄装置を導入した椎茸の増産計画

2306 高知県 有限会社香北自動車工業 9490002011244 ＣＶＴフルード交換機導入によるサービスメニュー強化と販路拡大

2307 高知県 株式会社湖畔遊 3490001006589 プロモーションムービーの制作と飲食スペースの拡張事業

2308 高知県 ばんきん屋ＹＡＭＡＮＡＫＡ ADAS搭載車両向け新サービスの提供による新規顧客獲得事業

2309 高知県 株式会社　下元建築板金 2490001009584 動力折曲機導入による生産性の向上、販路拡大

2310 高知県 カフェ・デュ・グラス 大学と共同研究開発事業「新技術での果汁改良」・新商品開発

2311 高知県 cafemomoca 新型飼育ゲージを導入し、“健康豆柴”誕生計画

2312 高知県 テクノクライム 顧客ニーズに対応し、修理売上を上げる為の設備導入

2313 高知県 中田自動車整備工場 スキャンツール導入でフルサポート体制の確立と販路開拓

2314 高知県 有限会社　戸田商行 8490002009792 新分野展開のエッセンシャルオイルで顧客の心を掴む販路開拓事業

2315 高知県 株式会社田村モータース 3490001007331 カーエアコンサービスステーション導入による最新技術の提供

2316 高知県 株式会社　浅川自然食品工業 3490001006812 設備導入で調味料商品の生産体制確立による新市場への販路開拓

2317 高知県 椎名産業 伐採業務効率化・良質な原木調達によるブランディング化

2318 高知県 株式会社三彩 6490001005381 ショッピングモール出店による新規顧客獲得の販路開拓・販売強化

2319 高知県 さくらベーカリー 店舗内外の統一したブランディング効果で企業価値向上戦略

2320 高知県 大西設備 ミニバックホーの導入による機会損失の解消と売上の向上事業

2321 高知県 株式会社　松尾 8490001007525 割烹が手掛けるパスタソースで新市場への参入

2322 高知県 食事と図書 雨風食堂 アフターコロナの販路に拡張性をもたらすテラス工事

2323 福岡県 CARPORT141 法人の顧客割合を増やすことによる対人接触機会の減少対策

2324 福岡県 スプリント デザイン力と企画力を活かした衣類の特殊印刷事業の販路拡大

2325 福岡県 株式会社ヤスタケ福岡 9290001088279 手ぶら楽々「保育園向けお昼寝布団レンタル」で販路開拓

2326 福岡県 RELAXY 多面的・集中的な広報により認知度を高め集客につなげる取組

2327 福岡県 ピザカフェげんき畑 新鮮なオリジナル冷凍ピザの製造販売事業開始と販売促進

2328 福岡県 santai（サンタイ） 脱毛メニューの導入

2329 福岡県 silver-lug プロモーションと顧客フォローの強化による売上拡大

2330 福岡県 ビカンテック飯塚市綱分店 広告宣伝活動の強化による特殊洗浄業の認知度向上と新規顧客獲得

2331 福岡県 株式会社filo 3290001077741 地域を絞った広告による地元客獲得と新メニューによる客単価向上

2332 福岡県 SHIZUKU 災害時等に迷子にならない為の犬猫用迷子札の開発及び販路開拓

2333 福岡県 脇田時計店 認定補聴器技能者が行う新たな補聴器サービス提供による販路拡大

2334 福岡県 株式会社　日新建設 8290001037047 建築資材、足場材料のレンタルのシステムを取り入れたHPの開設

2335 福岡県 陶工房浩 器から食の提案、ポストコロナの家食を器で応援！

2336 福岡県 株式会社タケシタ 5290001253006 廃棄用牡蠣殻を再利用した国産ミネラル牡蠣殻チップの販路開拓

2337 福岡県 合同会社　十八 2290003004364 新サービスによる販路拡大のためのチラシ配布と看板設置

2338 福岡県 Cattery夢猫庵 ラパーマの認知度向上による販売拡大のためのwebサイト作成
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2339 福岡県 Little super star ＬＩＶＥ配信の為のリアル店舗改装事業

2340 福岡県 （株）Ｊａｐａｎ　Ｎａｖｉ 9290003007492 全国に！当社実績を周知するHP刷新による営業強化で売上向上

2341 福岡県 カネヤス左官 チラシおよびホームページによる現代しっくいを用いた販路開拓

2342 福岡県 楠田ヨシエ 落花生農家の新たなターゲット創出事業

2343 福岡県 株式会社レゾナンス 5290001088885 コロナ禍に負けないキレイを！新美容サロンの新規顧客獲得

2344 福岡県 ダブルフェイス 業態転換によるテイクアウト参入と事業継続の取組

2345 福岡県 有限会社刀根化粧品店 1290802016684 フェイシャル（美顔）エステサービス開始による新規顧客獲得

2346 福岡県 開成館アカデミー プログラミング教室の認知およびデジタルイラスト教室の開設

2347 福岡県 株式会社三和不動産 4290001090834 知名度をアップし買取と賃貸管理強化による地域一番店を目指す！

2348 福岡県 アテネ塾 HP改良とチラシによる認知度向上と新規入塾者獲得

2349 福岡県 KAFE　MJUK 販促物による販路開拓と機材導入による新商品開発と生産性向上

2350 福岡県 野田建設 ”あなたの街の大工さん”の新サービスPRによる新規顧客獲得

2351 福岡県 須恵ミュージックサロン 未就学児のためのピアノ絵本教材制作による新規生徒の募集

2352 福岡県 絵届け問屋「kousuke」 ヨーロッパ絵画展。全国郵送、絵画のサブスクリプション。

2353 福岡県 UN コロナに負けない身体づくり！総合機械の導入により人類を救う

2354 福岡県 イトシマン 飲食店のブランディングと加工食品販売の開始で販路拡大

2355 福岡県 明空工房 移動販売車へと改装して新商品販売と自店ＰＲを行う販路開拓事業

2356 福岡県 後藤商店 こだわり店主による「お酒と食を提案」で、新規顧客の開拓

2357 福岡県 日匠 事業承継を見越しブルーオーシャンを開拓！看板外構相談窓口開設

2358 福岡県 有限会社川崎屋 6290002043459 ガスの安全な使い方と料理教室！加えてガス衣料乾燥機の実演

2359 福岡県 大谷ファーム イチゴ加工品生産の取組みによる販路開拓、顧客サービスの充実

2360 福岡県 阿部饅頭店 老舗和菓子店がつくるこだわりのソフトクリームによる販路開拓

2361 福岡県 桜丘総合事務所 不動産の相続業務に特化したＨＰ作成・配布資料の印刷

2362 福岡県 株式会社クリーンネットワークカンパニー 7310001007122 新たなホームページで明確に！新事業「アンテルス」の販路拡大

2363 福岡県 永順産業株式会社 9290801018369 砕石の小売販売事業の開始と大型看板設置による広報力強化

2364 福岡県 株式会社アクア・プロ 8290801022264 ホームページやSNSを活用した広報力強化とBtoCへの開拓

2365 福岡県 株式会社縁 4290001087079 冠婚葬祭への参加サービスとホームページによる販促強化

2366 福岡県 吉武ドッグトレーニングスクール リハビリステーション機能を付加し老犬の介護ケアを確立

2367 福岡県 有限会社モリナガ 2290002056729 新規獲得のためのホームページリニューアル

2368 福岡県 有限会社　有岡食料品店 2290002038545 新鮮な果物を使ったフルーツサンドの販売による新規顧客の獲得

2369 福岡県 瓦のカコオ 一般住宅メンテナンス・改修工事の直接受注に向けた販促策の実施

2370 福岡県 Chef　Daichi ジビエ専門イタリア料理のケータリング事業による販路開拓

2371 福岡県 株式会社　藤田組 8290002036651 ホームページ、チラシを用いた不動産業者に向けた販路開拓

2372 福岡県 皇法健康所　宗像支所 絵本専門誌への広告掲載による食育絵本の売り上げ拡大

2373 福岡県 合同会社SIS JAPAN 7290003003799 HP作成による認知度向上とチラシによる顧客掘り起し

2374 福岡県 髪と頭皮にやさしい美容室　be one AQUA web広告による集客と新メニューエステの提案及び商品販路拡大

2375 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069 地元食材にこだわった本格イタリアンレストランへのリニューアル

2376 福岡県 イエス 対人接触機会減少と新規顧客獲得のためのテイクアウト事業の開始

2377 福岡県 STONE MOVIES ホームページと郵送DMによる新規客獲得

2378 福岡県 株式会社マルサン醤油醸造元 5290001018082 新商品「朝採れ野菜の食べるドレッシング」による販路開拓事業

2379 福岡県 オフィスグリーンライフ２４ VYVO ウォッチモニター愛用者募集による販路拡大事業

2380 福岡県 株式会社APE　Japan 1290001085151 動画が「思い出をかたち」にする新たなPR事業

2381 福岡県 Reine 新規出店を周知するための広報力強化による新規顧客獲得

2382 福岡県 塩月慶多行政書士事務所 建設業に向けた電子化対応サービスの広報強化による新規顧客獲得

2383 福岡県 合同会社オートフィールドレンタカー 8290803002280 カフェスペースの造作と広報力強化による新規顧客獲得

2384 福岡県 株式会社エムワイ技建工業 6290801023280 大型のクーラント洗浄設備開発による新規顧客開拓

2385 福岡県 中華バル武遊 産学連携による冷凍肉まん、苺まんのパッケージ制作と販売拡大

2386 佐賀県 古賀ボデー 社員の作業負荷を軽減し、新たな売上確保の為の仕組みを作る

2387 佐賀県 長井自動車整備工場 UV照射機で作業時間62%削減！！新たな顧客層を開拓する

2388 佐賀県 DOG　SALON　DAYS 最新シャンプー機導入による顧客ニーズへの対応と、事業効率化

2389 佐賀県 福田とうふ店 新たな店頭看板を設置し、集客と売上のダブルアップ事業

2390 佐賀県 リンパサロンHONOKA 不妊で悩む方・妊婦のための設備導入及び周知のための看板等設置

2391 佐賀県 有限会社基山建設 8300002009299 動画マーケティングによるホームページにアクセス増加策

2392 佐賀県 有限会社電化センターキハラ 6300002004475 ホームページの作成による「家電と安心お届けサービス」の提供

2393 佐賀県 合同会社Starting　Over 2300003001657 PPC広告・筋力アップ特化型サービスによる顧客満足度向上

2394 佐賀県 坂井ガレージ 調色カメラで生産性向上、処理台数増加にて売上ＵＰ

2395 佐賀県 特定非営利活動法人COOL　BEAT　DANCE　SCHOOL 1300005006358 ポスティングとSNS広告によるオンラインレッスンの販路拡大

2396 佐賀県 菖蒲商店 新たに水産加工業と取引することにより事業拡大を目指す！

2397 佐賀県 Hacchi（ハッチ） スマート農業化に貢献！国産ドローン導入による販路開拓

2398 佐賀県 山北建設 地元密着型工務店がホームページ活用による新規顧客開拓事業

2399 佐賀県 宝屋時計店 新しい聴力測定器・専用洗浄機等の導入による補聴器販売の向上

2400 佐賀県 トートト工房 コロナに負けない新しい販売方法の実施と新商品販売事業

2401 佐賀県 仕出割烹　枡屋 昔懐かしい名物駅弁「むつごろうちらし寿司」復活事業

2402 佐賀県 有限会社芙蓉 1300002007359 実際に見て、触れて、話してみて！　リアル展示販売会開催事業

2403 佐賀県 坂口電機 個人顧客向けの電気・空調設備メンテナンスサービスＰＲ事業
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2404 佐賀県 株式会社ひぜん前京すしさば工房 5300001009344 九州の高級寿司を届ける！新市場開拓による新規客・売上拡大事業

2405 佐賀県 溝上火薬店 火薬の欠点を補う新商品取扱で明治１５年創業の家業継続強化！

2406 佐賀県 西沢金物 スマホでも見やすいネットショップ改修による非対面販売強化

2407 佐賀県 株式会社宮崎運輸 1300001005058 求荷・空車ホームページ開設で帰路の荷物受注システム構築

2408 佐賀県 有限会社白石自動車整備工場 8300002007187 ディーゼル車のエーミングも対応するスキャンツールの導入計画

2409 長崎県 株式会社FORTHEES 9310001015370 真空包装機の導入による生産性向上とインターネット販売強化

2410 長崎県 合同会社　山口建築 9310003004058 CNCルーター導入による内製化と新商品開発での販路開拓事業

2411 長崎県 泉森山自動車 消耗品交換促進による高齢者と若者のカーライフ支援

2412 長崎県 あけぼのモータース ニーズに応え、タイヤチェンジャー導入による新サービス展開事業

2413 長崎県 せの自動車 次世代適合型整備工場に向けたASV車検体制構築

2414 長崎県 河内酒造合名会社 4310003002264 ヤマネコ米を使った本格焼酎の新商品開発による新規顧客獲得事業

2415 長崎県 うえはら株式会社 9310002020089 新商品『しま御膳』のシリーズ開発と販路開拓事業

2416 長崎県 赤坂倶楽部 事業所の持続的発展のための委託販売部門強化事業

2417 長崎県 ＦＵＫＵＲＯＵ　ＣＬＵＢ　ＣＡＦＥ ポータブル電源、コーヒーメーカー、冷風機（暖房兼用）の導入

2418 長崎県 平石軽運送・魚一番 地産地消メニュー提供と当店の積極ＰＲによる販路拡大

2419 長崎県 森製麺所 節麺外し機導入による生産性向上と「節麺」の新たな市場への展開

2420 長崎県 ろばた大漁 現経営者の調理技術と後継者のIT情報発信による売上拡大事業

2421 長崎県 伊﨑建設 ブランドイメージバージョンアップで販路開拓

2422 長崎県 池田勝久製麺 『極み麺ブランド』ＥＣサイト開設による通販拡大、収益改善事業

2423 長崎県 林田米穀店 米粉製造新事業展開とLPガス市場浸透戦略展開による経営革新

2424 長崎県 ベーカリーショップhuit 好立地からの情報発信による集客と発酵工程改善による生産性向上

2425 長崎県 合同会社ｏｆ ＴＳＵＳＨＩＭＡ 6310003004036 対馬　元寇の地ガイドツアー事業および対馬の歴史的魅力の発信

2426 長崎県 中山製茶園 生産体制見直しによる外注の内製化とＥＣサイトでの販売強化

2427 長崎県 ももた接骨院 非接触型の手技不要設備導入による自由診療サービスの充実

2428 長崎県 丸仁水産 希少な鰹生節の小口化による新たな顧客層への販路拡大

2429 長崎県 赤木自動車 整備部門強化による売上・サービス拡大事業

2430 長崎県 酒井建築 最新式工具導入における販路拡大および作業効率化事業

2431 長崎県 3rd BASE cafe オリジナル焙煎コーヒー豆の小売展開による販路開拓事業

2432 長崎県 帯屋進学塾 小学低学年向け新サービスによるLTV最大化・販路開拓事業

2433 長崎県 長崎いけどき 海外卸サイト構築とインバウンド再開に向けたSNS販促&広報

2434 長崎県 民宿えび屋 売上回復に向けた新商品開発に伴う非接触型サービス事業の強化

2435 長崎県 野母商船（株）奈留島代理店 手ぶらで奈留島へ　レンタカーdeキャンプ事業

2436 長崎県 写真のフルス 店頭受付ソフト導入とスクールフォトサービスによる新規顧客獲得

2437 長崎県 有限会社　あかせ商事 3310002018659 女性経営陣による「高齢者と女性に優しい」カー用品売り場づくり

2438 長崎県 清光株式会社 7310001017253 坂の町長崎の空家・ゴミ処理問題を解決するワンストップ事業

2439 長崎県 伊藤工作所 自社WEBサイトのリニューアルで新たな販路開拓事業

2440 長崎県 村里自動車整備工場 最新診断ツールの導入で、取扱車種の大幅な拡大を実現する事業

2441 長崎県 合同会社銀之霊泉 5310003003311 新しい素麺の形を目指し、ネットショップで販売する！

2442 長崎県 美容室プライム 「トルケアシェア」導入による新メニューの提供

2443 長崎県 南島原イルカウォッチング 口之津港TBへの移転を好機と捉え情報発信機能強化で売上回復

2444 長崎県 松尾観光梨園 オンラインショップ開設でストレスフリーな買い物を

2445 長崎県 株式会社ＴＵ－ＶＡ 9310001012970 対馬商材の販売力強化のための新規顧客及び販路の開拓

2446 長崎県 合同会社百乃屋 2310003003909 対馬銘菓「かすまき」ホームページ作成事業

2447 長崎県 有限会社中村写真館 8310002014455 和装撮影のさらなる売上拡大の為の室内ロケーションセットの新設

2448 長崎県 ながさきミュージアム ウィズコロナ対応型『長与町産レモネードベース』市場展開事業

2449 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344 シリーズ化商品の新商品開発とリニューアル商品の告知・販路拡大

2450 長崎県 株式会社ミクリヤ畜産 6310001017007 和牛凍結精液販売にかかる認知度・信頼度向上による販路拡大事業

2451 長崎県 株式会社all your ability 7310001015918 ウィズ・ポストコロナを見据えたテラス改修と通販サイト強化事業

2452 長崎県 ASSIST 配管工事業によるコロナ需要に対応した新たな取引先開拓事業

2453 長崎県 森﨑豆腐店 観光地の豆腐店による製造工程見直しによる新たな取引先拡大事業

2454 長崎県 SaLa’s Market 九州で作られた発酵食品を全国へ~発酵食品セレクトショップ～

2455 長崎県 有限会社ドリーム企画 8310002003598 葬儀場のトイレのバリアフリー化による売上拡大及び販路開拓事業

2456 長崎県 latte エスプレッソマシン購入による新メニュー導入と販路開拓

2457 長崎県 竹原清備株式会社 7310001010274 自走式草刈り機の導入による業務効率化

2458 長崎県 健康整体ハナミズキ 新サービスPR、新規顧客獲得のための広報戦略事業

2459 長崎県 有限会社　吉田商店 7310002019166 雰囲気を一新。お客様、当店は老舗みやげもの屋さんです！

2460 長崎県 有限会社　石橋商店 7310002018903 ホームページの改修と設備工事の生産性向上で売上＆収益の拡大

2461 長崎県 洋食と珈琲の店トロル 妻女と一緒に考えた壱岐の珈琲屋さんのコロナ後に向けた新規事業

2462 長崎県 株式会社　川上組 8310001010125 土木工事業もICT化の時代！弊社も他社に先がけて導入します。

2463 熊本県 株式会社義肢装具工房かわさき 4330001026676 公式ホームページ開設によるオリジナル製品紹介と相談窓口設置

2464 熊本県 横綱ラーメン 時代に合った店内空間とキャッシュレス対応でリピート率ＵＰ

2465 熊本県 ＦＩＮＥ 世界に一台のこだわりを制作および取引事業拡大

2466 熊本県 トリプルエックス ＨＰ・ＬＰを用いた集客・ブランディング

2467 熊本県 福連喜 設備投資によるテイクアウトメニューの強化で新規顧客層を拡大

2468 熊本県 有限会社城南金属工業 9330002024848 自社ホームページとパンフレットでの認知度向上による売上増加
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2469 熊本県 居酒屋ひさご 地域1番店へ向けた安心・安全の「見える化」事業

2470 熊本県 とよ桝 新メニュー開発と店舗機能向上による少人数シニア女子会顧客獲得

2471 熊本県 ツリー合同会社 3330003006776 非対面型販売に対応した小物木製品の開発と自社ECサイト構築

2472 熊本県 ＮＡＧＯＭＩ株式会社 7330001024231 飼育水槽導入によるクルマエビ陸上養殖用プレミックス飼料の開発

2473 熊本県 割烹ふじ有限会社 7330002030658 小部屋改装による多目的トイレの新設

2474 熊本県 株式会社アイエヌ 3330001009582 昇華プリントシステムを使ったＯＧＢ（オーダーグッズビジネス）

2475 熊本県 馬本　文 法人向けプランの開発と女性トレーナーのニーズ調査

2476 熊本県 パソコン教室ポケット ドローンを使用した新規事業展開

2477 熊本県 フクシマ建材株式会社 7330001013457 「玄関リフォーム」「台風対策シャッター」の販促による売上拡大

2478 熊本県 合資会社中村製粉 1330003001944 「新生活様式へのチャレンジ」BtoBからBtoCへ転換

2479 熊本県 まゆみ窯 『ヘルシースイーツ』の開発と看板設置による新規顧客の開拓

2480 熊本県 カットサロンふみ 地域コミュニティの場を提供するカットサロンの経営

2481 熊本県 嶋田ぶどう園 認知度向上による顧客獲得と規格外ぶどうを活用したＳＤＧｓ事業

2482 熊本県 手づくりおにぎり屋　わがや 新商品の開発と生産力アップで目指す販路・売上拡大事業

2483 熊本県 お墓のクリーニングやすらぎ コロナ禍でも安心！お墓掃除やお墓参りを代行する販路開拓事業

2484 熊本県 Hair Salon Hachi 店舗リニューアルと新メニューの提供で新規顧客獲得事業

2485 熊本県 有限会社託麻葬祭センター 7330002006492 広告看板設置及び、広告チラシによる知名度回復事業

2486 熊本県 美膳 コロナに負けない再挑戦！立ち飲み店による新たな販路開拓

2487 熊本県 ルミナス 新メニュー「肌美ジョン」コースのランディングページ作成事業

2488 熊本県 ヨガ＆フィットネススタジオＮＡＯＲＡＩ ＨＰリニューアルとＳＮＳによる新規顧客獲得とリピーター率向上

2489 熊本県 株式会社TAKARAプロダクション 5330001028498 メリーホッパーズの認知度UPに向けたHP・ロゴマーク制作事業

2490 熊本県 下松仏壇店 ネット及び広告を利用し、幅広い世代ニーズに合った販路への転換

2491 熊本県 オオツカスポーツ 枠張機導入でデザイン幅の強化及び高品質提供！新規顧客獲得事業

2492 熊本県 ＢＹＭホーム株式会社 2330001026793 動画配信、ＷＥＢ広告による新規顧客獲得事業

2493 熊本県 坂本文化瓦有限会社 5330002004449 「お客様の喜ぶトータルメンテナンス」瓦塗装分野開拓と売上拡大

2494 熊本県 有限会社エヌ・ティー・シィー 5330002002452 地域の高齢者・家庭に、安心・安全なおいしいお弁当をお届けする

2495 熊本県 有限会社ネットステーション 7330002028058 SNSで天草特産品の魅力を伝え全国に普及、販売する販路開拓

2496 熊本県 株式会社SOUCA 8330001027860 時代に左右されない住価値の提供と コロナ禍を生き抜く企業戦略

2497 熊本県 広瀬商店 排水設備工事の地域需要拡大に伴う新規参入

2498 熊本県 菓子工房にじいろ コロナ禍における「脱店舗型」のための販路拡大事業

2499 熊本県 石川 事業をアピールするホームページ開設とパンフレット制作

2500 熊本県 Blue sea & Spring Flower 女性の為のオンラインセラピー・コーチや講座のサイト構築事業

2501 熊本県 有限会社太陽工務店 1330002017173 広告媒体活用で認知力UP！集客力UP！新規市場開拓事業

2502 熊本県 株式会社エヌプラス 1330001027264 新ヘッドスパメニュー導入によるスタッフの付加価値の向上

2503 熊本県 DAGOE 開封率の高い広告を活用した新商品の販路開拓

2504 熊本県 合同会社Nplus 9330003006738 SNS広告を活用した集客と新規事業のブランディング

2505 熊本県 合資会社タカキ 2330003001984 商談スペースの充実による安心安全快適大作戦！

2506 熊本県 ヤマモト緑化庭園 伐採木の処分費用の削減及び薪の加工販売による有効活用

2507 熊本県 小佐井写真場 地域密着で身近に利用してもらえる街の写真場による新規顧客獲得

2508 熊本県 洋風居酒家きりん 安心して満足のいく「食」と「場所」を提供する新規顧客の獲得事

2509 熊本県 株式会社村山塗装 6330001023556 夏の暑さに負けない遮熱塗装イベントをショールームで開催

2510 熊本県 株式会社　日本エンジニアリングマネジメント 9330001019295 HPを活用した企業アピール事業

2511 熊本県 株式会社そうごう保険SHOP 8330001019858 生命保険商品の契約数増加を狙う為のパンフレット制作

2512 熊本県 INDIBA　ROOM　オトナキラリ 飲食業から業種転換。新事業で、スタッフの雇用を守ります。

2513 熊本県 有限会社よしおか 6330002019388 『奇跡の器(仮)』の商品開発と販促による物販部門の売上拡大

2514 熊本県 おそうじ本舗久留米荒木店 「定期清掃お手伝いパック」の実施に伴う、広報・販路開拓事業

2515 熊本県 合同会社Ｈ．Ｎカンパニー 7330003006533 販促ツールを活用した「まちの鍵屋さん」の販路拡大事業

2516 熊本県 合同会社ライフクリエイト 8330003004809 オンラインによる商品PR・新商品・月間スケジュール告知

2517 熊本県 株式会社志亜 1330001019798 販路拡大の為のお土産新商品の開発

2518 熊本県 有限会社オオサキ 8330002022043 葬祭場の清潔空間を構築し、消費者ニーズに応え新規顧客を獲得

2519 熊本県 合同会社空和 4330003008557 テイクアウト販売、フードデリバリーサービスによる認知度アップ

2520 熊本県 株式会社CKT企画 6330001006684 非対面型での営業力UP！幅広いプランの提示による顧客獲得事業

2521 熊本県 株式会社Estate.51 2330001018865 自社の施工を広く紹介！若中年層獲得に向けた顧客獲得事業

2522 熊本県 株式会社ワルツ 8330001025591 広告相談会開催による顧客接点創出のための認知拡大と売上増加

2523 熊本県 medical body make K 接触機会を減らしたパーソナルジムの実現と顧客回転数のアップ

2524 熊本県 河野住設 自社受注比率を向上させるためのホームページ製作事業

2525 熊本県 株式会社WOODSTYLE 2330001025069 ホームページの新規開設によるBtoC業務の受注及び営業力強化

2526 熊本県 Glitter nail フットネイル未経験者対策による販路開拓とリピーター獲得計画

2527 熊本県 ヘアーサロントップヘアー21 高齢・障がい等のある方のための来店時利便性向上事業

2528 熊本県 有限会社　古賀商店 2330002022206 生産者に寄添うドローン導入による農薬散布で売上拡大

2529 熊本県 株式会社APiCA 5010901036649 ゲストハウス改装でキッチン付きポップアップ店舗事業

2530 熊本県 Bar　overture Ｗithコロナと向き合う質の高いメニュー開発

2531 熊本県 穀物屋総本店シリアルヤ 今カフェ！スローフードをテイクアウトで提供！！

2532 熊本県 Atelierkobito ホームページ兼オンラインショップの開設と新規製造用機材の導入

2533 熊本県 おとだま 安心安全・出来立ての「甲佐ニラちゃん焼きそば」販売拡大計画
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2534 熊本県 香山飯店 新規テイクアウトメニューと広告PRによる新規顧客獲得事業

2535 熊本県 天草ちゃんぽん　千蘭 新天地における顧客獲得のための宣伝事業

2536 熊本県 車工房土肥 一般顧客向け店舗改装と看板作成で、新規顧客獲得を狙う！

2537 熊本県 Ｆａｖｏｒｉ 店舗開業によるブランド力の向上と販路開拓

2538 熊本県 ヨシナガ化粧品店 シニア層が喜ぶエステメニュー開発による来店増で売上拡大

2539 熊本県 アロマケアサロン＆スクールすずらん イベント周知力アップとスペースの活用とエステメニューの強化

2540 熊本県 合同会社ヘイスト 8330003006821 スキャンツール導入による生産性と粗利率の向上

2541 熊本県 ヘアーサロン西田 新メニュー導入と店舗イメージの一新による販路開拓

2542 熊本県 有限会社新辰巳 7330002030963 テイクアウト事業、外販事業の販売強化による新たな顧客層の獲得

2543 熊本県 ハットリ建装 オンライン見積システム導入！新規顧客獲得の為の販路拡大事業

2544 熊本県 ニューノガミ産業有限会社 8330002013315 本格和食の定番・１人おせち・ふせち料理と新熊本ランチ販売促進

2545 熊本県 橋本醬油株式会社 2330003000680 DM通販用の商品改良とその同梱物の製作、及び販路開拓事業

2546 熊本県 寛丸合同会社 8330003008909 ブルーベリー販路開拓計画

2547 熊本県 熊本阿蘇タクシートラベル株式会社 8330001028578 タクシーによる着地型旅行セレクトプランによる販路開拓

2548 熊本県 有限会社川部養魚場 8330002023207 かわべの湧水やまめ・カルデラ鱒のブランディング

2549 熊本県 杉野淡水 キッチンカーでの鮎の唐揚げの移動販売

2550 熊本県 かぎのロッキー。 ピクトグラム、新聞折込、QRコードを活用した認知度向上事業

2551 熊本県 いちのみや整骨院 新規治療器導入によるデリバリー施術と保険外施術の実施

2552 熊本県 五橋苑 テーブル・椅子に座っての食事を可能にして高齢層の集客増

2553 大分県 有限会社佐藤工芸 3320002019887 大分県産の竹串等を卸問屋から一般消費者へ広めるための販路開拓

2554 大分県 有限会社　ウメキ 5320002019828 女性客を意識し照明機材をLED化し明るく清潔感あふれる空間へ

2555 大分県 森農機商会 顧客誘致を目的とした看板設置とＨＰ開設による販路開拓

2556 大分県 森自動車鈑金塗装 管理システムソフト導入で顧客とデジタルに繋がる新規顧客の開拓

2557 大分県 和田　鈴香 販売チャネルの拡大のための販促用各種ツールの整備事業

2558 大分県 株式会社　生島煙火 4320001009566 小規模花火の打ち揚げによる新規販路開拓事業

2559 大分県 河野法一商店 自社ホームページ制作により、商圏の拡大と新規顧客を取り込む

2560 大分県 カンパーニャ 田舎の人気パン屋のこだわり冷凍パンの開発による新規顧客獲得

2561 大分県 企業組合すずかけ 5320005009405 新商品「いちご焼き菓子」開発による土産需要拡大及び客単価向上

2562 大分県 BaseCamp キャンプセミナー及び出張ＢＢＱサービスでコロナ禍でも売上増

2563 大分県 ととき牛乳販売店 「宅配専用紙パック牛乳のPR及びフードロス対策レシピの開発」

2564 大分県 株式会社　宇野モータース 7320001016543 看板設置によるエステ、レンタカー利用促進による販路拡大事業

2565 大分県 NECO　COMPANY 時代に合った販売チャネル（オンライン）増加による販路開拓計画

2566 大分県 みんなのライフパートナーぶるーむ お惣菜キッチン・ぶるーむ『お届けサービス』による販路開拓事業

2567 大分県 有限会社　福田林業 3320002016257 完全国内生産の木材チップ製造販売のための販路開拓

2568 大分県 アトリエ杵築 「触れる」幸せをあなたへ。動画展開と展示会出展で販路拡大を！

2569 大分県 亀福 想い出はここに。記憶を解く仕出料理の提供と設備改修で売上ＵＰ

2570 大分県 合谷自動車 早朝・夜間タイヤ交換サービスによる売上拡大と新規顧客開拓

2571 大分県 宮部自動車 大型乗用車の車両整備対応による売上の拡大と新規顧客開拓

2572 大分県 橋本産業株式会社 4320001008397 デジタル媒体の活用による住宅リフォーム等の販売強化

2573 大分県 アトリエsAiMz CNCルーター導入による顧客への提案力の向上及び販路開拓事業

2574 大分県 理容ハイライト 新規設備導入から高齢化する既存客の確保・女性客の新規確保

2575 大分県 由布介護タクシー　一休 新規設備導入による、快適な移送サービスの提供

2576 大分県 そば処　よしぶ 新規女性客獲得に向けた店舗空間の再整備事業

2577 大分県 株式会社ショッピングセンターはなだ 4320001015300 域外需要の喚起に向けた情報発信体制構築事業

2578 大分県 美ノ草 味噌壺で味噌づくりを楽しめる「クロダマル味噌づくりプラン」

2579 大分県 有限会社　ふもと屋 8320002019552 イートインスペースの導入で特産品の茹でもちの販売強化事業

2580 大分県 有限会社　武内建築 2320002019590 単なる大工さんからの脱却！新規事業の宣伝広告事業

2581 大分県 からあげ　げんきや 広報強化による新規顧客獲得と機械導入による販売機会損失の軽減

2582 大分県 カーファクトリーT’s カーフィルムを転用した出張施工サービスの展開

2583 大分県 レストラン　サルディナス こだわりのギャラリー・物販スペースの提供事業

2584 大分県 工房ＨＵＴＡＮ 工房HUTAN workshop academy

2585 大分県 ＆Blue ケーキの生産性改善及びカフェマキアート開発による販路開拓

2586 大分県 合同会社漁村女性グループ めばる 6320003001544 商品PR動画の提案による通販市場の販路開拓

2587 大分県 フルタ酒店（ラナチュール） 大分県初！海底熟成ワインの開発と販路開拓事業

2588 大分県 えみちゃんキッチン えみちゃんキッチンの隠し玉「幻のあじの南蛮漬け」の開発・販促

2589 大分県 ねはんや 店舗外壁改装による「見える化」で新規顧客の獲得

2590 大分県 ガレージリバース カーエアコンクリーナー機材導入による業務効率化と新規顧客開拓

2591 大分県 ポールリカール 新たな販路開拓に繋がる通販売上の強化事業

2592 大分県 相良ぶどう園 ＰＲツールと化粧箱で相良ぶどう園のブランド化と単価アップ！

2593 大分県 是松米穀生花店 本格的なインターネット販売参入等による販路開拓

2594 大分県 カットハウストバ ウイルス・加湿対策とオゾンを取り入れた新メニューの提供

2595 大分県 ななせの小っちゃなパン屋さん hiroちゃんHouse 壁面広告による認知度向上と設備強化による商品・サービスの拡充

2596 大分県 株式会社蓮 5320001018244 事業拡大に伴う、機械導入による作業効率アップ

2597 大分県 アトリエそら 「やりたいことを形に！」店舗改装による教室運営強化の取組

2598 大分県 庄内藤原梨園 自社ＨＰの開設および販路開拓による直販強化事業
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2599 大分県 有限会社すぐやる荷 9320002009239 幅広い需要に対応する自社での受注向上事業

2600 大分県 かわのよしきの体力学校 クライミングを用いた事業充実化およびブランディング

2601 大分県 五月一日デザイン事務所 自社ブランド構築と新規販路開拓への取組

2602 宮崎県 Ｋ　Ｌｉｎｅ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ リフトを導入し作業納期の大幅短縮を達成する事業

2603 宮崎県 株式会社えびす島鉄工 1350001014789 漁船軽量化による燃油費抑制で、安定した漁業経営の確立支援

2604 宮崎県 笑顔ほっこり 『カウンターで炉端焼き』コロナ禍におけるニーズ対応の新事業！

2605 宮崎県 ラクシュミー 「美容室で行う全身脱毛」新規参入による売上増、販路開拓

2606 宮崎県 株式会社オートマック 2350001016826 鈑金塗装部門の内製化による収益確保と中古車の販売強化

2607 宮崎県 有限会社柳田住宅 4350002012921 ソフトウェア改修による新たな販路開拓事業

2608 宮崎県 イチマル食品加工有限会社 6350002011095 最新超音波シール機導入による衛生的品質向上と顧客満足度向上

2609 宮崎県 丸正水産株式会社 9350001006192 顧客のニーズにあった新商品の販路開拓による売上増加計画

2610 宮崎県 合同会社鼎 8350003002579 販促物の作成と製造工程の機械化を通じた販路開拓

2611 宮崎県 ゲストハウスひろせや 販促リーフレット及びITを活用した来店者アップ計画

2612 宮崎県 のんちゃん市場 自社オリジナル商品の販路開拓に不可欠な業務用大型冷蔵庫の導入

2613 宮崎県 有限会社宮丸工業 4350002016039 リフォーム需要取り込みに必要なスタンプの導入及び販売促進

2614 宮崎県 大山食品株式会社 2350001004129 世界共通のブランディングを通じた販路開拓

2615 宮崎県 パチャママラブラップワークス 作業場整備による生産量拡大、新商品開発。パッケージの改良事業

2616 宮崎県 農楽園晴ればれ 新事業オーガニックファームステイ事業の広報・魅力アップ

2617 宮崎県 平和石油株式会社 2350001014268 燃料タンク導入による産業用燃料受注拡大事業

2618 宮崎県 工藤写真館 「思い出を鮮明に」スタジオ撮影の高付加価値化及び現像事業開始

2619 宮崎県 手島理容 コロナ感染症対策の店舗改装を行い、安心安全な店づくりを図る

2620 宮崎県 有限会社瀬戸山ブロック工業所 9350002014343 高耐久性コンクリート製品の開発

2621 宮崎県 吉田総合メンテナンス 「脱下請け化」を図るための環境整備と販路開拓事業

2622 宮崎県 CORIS 看板設置による新規顧客の獲得

2623 宮崎県 理容やまうち 事業承継に向けた店舗改装と新メニュー展開による新規顧客獲得

2624 宮崎県 桜ざか 創作料理の販路拡大に伴う機械導入及び販売促進

2625 宮崎県 甲斐邦男商店 設備導入による顧客満足度向上による販路開拓事業

2626 宮崎県 有限会社イワクラ 1350002000466 店舗増床に伴うコミュニティ形成ならびに認知度向上計画

2627 宮崎県 インテリア伊藤 コンテナ設置事業～瀬戸漆喰で全ての人々に健康な空間を～

2628 鹿児島県 STORY フォトウエディング事業強化による新規顧客獲得と売上増加の実現

2629 鹿児島県 七然窯 コロナ禍でも商品を通じてミニュニケーションを図れる環境づくり

2630 鹿児島県 有限会社髙橋 8340002021011 超高圧洗浄機導入で地域のインフラと自然環境を守る

2631 鹿児島県 有限会社　南国商事 4340002020438 洗車機の導入により新規顧客獲得と持続的経営の実現を図る

2632 鹿児島県 海ガメの見えるペンション ＨＰ整備及び看板設置による認知度・顧客満足度の向上

2633 鹿児島県 坪山水産 フードフォーマー成形機導入で売上機会を逃さない販売量産化事業

2634 鹿児島県 株式会社もみの木ハウスかごしま 8340001013711 広報力・自社ＨＰ強化による販路先の維持拡大の実現化

2635 鹿児島県 あかひげ こだわりの味をご家庭へ！コロナ禍を生き抜く新しい取り組み

2636 鹿児島県 高橋農園 土に埋もれていた小さなジャガイモを商品化して　ガッチリ

2637 鹿児島県 有限会社 宮原園 1340002024400 店舗の認知力向上のための看板・案内誘導板設置による販売促進

2638 鹿児島県 株式会社　白川田工務店 9340001009122 70年間の経営資源を活用した情報発信力強化による新規市場開拓

2639 鹿児島県 坪山鮮魚店 食品表示法に対応したラベルと脱気シーラーによる販路拡大事業

2640 鹿児島県 弁天堂 創業105年!!自社の歴史を物語るレトロ調煎餅ギフト箱の開発

2641 鹿児島県 ピットインあまみ 全国の個人旅行者に向けた観光ツアーの情報発信事業

2642 鹿児島県 tetococo 職業用ミシンの購入及びお子様が描く似顔絵の刺繍アイテムの拡充

2643 鹿児島県 新鹿児島観光バス株式会社 5340001008433 当社の強みを生かした介護タクシー事業への新規参入

2644 鹿児島県 オートボディミノモ 看板設置による商圏拡大及び認知度向上

2645 鹿児島県 パン・ド・シュクル 調理室整備による新メニュー提供・情報発信による売上拡大事業

2646 鹿児島県 金峰精機 多様なサイズの金属加工ができる体制構築による販路開拓事業

2647 鹿児島県 有限会社久米村自動車 4340002013607 最新の設備導入でお客様の満足度アップと売上充実を図る！

2648 鹿児島県 川添自動車整備工場 故障診断機導入による電子制御装置整備精度向上及び特定整備認証

2649 鹿児島県 SOLMU 「販売店舗のベース強化と生産能力・生産性の向上」

2650 鹿児島県 Ｏｒｂｉｔ 地産地消の素材を活かした冷凍カレーの商品開発

2651 鹿児島県 株式会社みぞべ新聞販売所 1340001022272 ドッグラン施設の整備による販路開拓

2652 鹿児島県 有限会社末重製茶 3340002015380 飲んでみたい！贈ってみたい！ワクワク感満載のティーバッグ！

2653 鹿児島県 (株) K’s　Ｖillage 4340001023549 お客様に優しいお店づくりとＨＰリニューアルで新規顧客獲得増！

2654 鹿児島県 サロンドトーク コロナ禍での安心個室の脱毛施術展開

2655 鹿児島県 ICTCacao コロナ禍に対応した地方からのライブ配信事業

2656 鹿児島県 有限会社　ふるさとプラザ知覧 2340002024366 コロナ禍に対応したネット販売の強化事業

2657 鹿児島県 愛情マネジメント株式会社 5140001073877 Web上での乳製品定期宅配の契約獲得を目的としたLP制作事業

2658 鹿児島県 菓秀亭　おばせ 市場環境に合わせた店舗改装とSNSを活用した販路開拓事業

2659 鹿児島県 有限会社大輝電設 9340002005632 電気工事のプロがメンテする太陽光発電リフレッシュ事業

2660 鹿児島県 株式会社ワイ・エム・シーカンパニー 2340002010754 体の中から美しく食とファッションが融合するブティック開発事業

2661 鹿児島県 uranchi 訪問美容事業の認知度とサービス向上による新規顧客の獲得

2662 鹿児島県 県酪伊集院販売所 牛乳の配送エリア拡大のための冷蔵庫の増設

2663 鹿児島県 有限会社ドーテックサービスカンパニー 9340002011317 販路拡大により新規受注を増やすためのホームページ整備事業
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2664 鹿児島県 ラーメン　なご味。 サービス内容の再周知による新たな市場での販路拡大

2665 鹿児島県 ナカゾノ商店 チラシや自社HPを作成・活用したぞのソースの販路開拓

2666 鹿児島県 nail♡21 顧客ニーズに呼応した感染対策によるコロナ後も見据えた販路開拓

2667 鹿児島県 株式会社ヤマウチ 3340001020522 打ち合わせ室完備によるリフォーム工事の受注強化

2668 鹿児島県 岡田商店 最新機械導入による生産性拡大、安定化、販路拡大

2669 鹿児島県 美容室ブレス 強力ボイラー設置及びメニュー強化による売上拡大と業務効率化

2670 鹿児島県 平江畳店 顧客ニーズに応える「新しい畳」の製造販売による販路拡大事業

2671 鹿児島県 有限会社霧島製萌 6340002014900 新商品開発と収益性向上ツール及びＷＥＢ受注システムの導入

2672 鹿児島県 TRIP　CURRY キッチンカーでの販路拡大

2673 鹿児島県 ARATONO SOUL 株式会社 9340001021738 飲食業から食品製造業へ挑戦！ウィズコロナで新規顧客獲得事業

2674 鹿児島県 合同会社レッドイン 7340003001979 サービスの質的向上で実現！顧客リピート化と新規客誘引サイクル

2675 鹿児島県 株式会社キロク 6340001017243 付加価値アップのためのバブル洗浄機導入による販路開拓

2676 鹿児島県 有限会社 ヒル・フィールドカンパニー 8340002024451 和洋居酒屋が提案する特産品で地元も活性化させる販路開拓事業

2677 鹿児島県 株式会社　新月堂 7340001018109 屋久島産の食材を活用した地域オンリーワン商品の開発

2678 鹿児島県 有限会社 児玉ストアー 2340002024234 オリジナルデザインによるワンランクアップの商品展開で販路開拓

2679 鹿児島県 有限会社 川原自動車 7340002024196 ゲートリフト導入による車輌点検整備ライン改善でＣＳ向上事業

2680 鹿児島県 轟木泰彦税理士事務所 「相談しやすいＷＥＢサイト運用」によるＣＳ向上と販路開拓事業

2681 鹿児島県 ゲストハウス宝龍 新しい旅のスタイル導入とレンタルルーム事業開始による販路拡大

2682 鹿児島県 有限会社　浜建空調設備 7340002027001 安心の工事でお客様サービス向上と企業取引の増加対策事業

2683 鹿児島県 成川モータース 看板設置とツールの導入による新規客獲得と顧客満足度アップ事業

2684 鹿児島県 有限会社　サンプランニング 3340002020471 遊漁船業の事業機会創出を図るWEBサイト制作と魚探装置の導入

2685 鹿児島県 ET不動産 知名度アップに向けた看板設置とチラシ配布

2686 鹿児島県 Amami Graph Labo(ｱﾏﾐｸﾞﾗﾌﾗﾎﾞ) 安心した顧客満足度につなげる機材管理及び衛生面の強化

2687 鹿児島県 株式会社　清和技建 9340001019393 自社ホームページ開設による認知度向上と取引先拡充事業

2688 鹿児島県 Sustainable Air HPで当社のドローン事業を紹介し地域の農業と産業を発展させる

2689 鹿児島県 有限会社海潟ドライ 8340002025193 抗ウイルス＆抗菌加工で消費需要を喚起し売上と利益の増加を図る

2690 鹿児島県 株式会社メイホウ産業 1340002023699 ニーズの高い大型商品製作を可能とする溶接機の導入

2691 鹿児島県 吉永酒造株式会社 7340001009058 焼酎粕を自社生産肉用子牛の飼料原料に利用した販路開拓への取組

2692 鹿児島県 有限会社フレッシュ吹上 3340002012782 既存人気商品のブランディングの確立による販路開拓

2693 鹿児島県 アリマ洋服店 販路開拓及び新規顧客創出を目指した新たな市場開拓

2694 鹿児島県 通販はくつる 既存商品のリブランディングと新商品の販路開拓による売上高確保

2695 鹿児島県 そば処 大福 完全自家製手打ち十割そばとそばの実商品販売による販路開拓事業

2696 鹿児島県 いぶき整骨院 アスリートの悩みをワンストップで解決！脱毛で更なる高みへ！

2697 鹿児島県 LAGOM　design ブランディング強化から認知度アップによる販路開拓

2698 鹿児島県 かおりファーム 無農薬農産物に特化した加工品拡販のための商品保管環境整備事業

2699 鹿児島県 株式会社ケーキハウスカネヤマ 4340001018763 焼菓子に特化した店舗に移行することで収益改善を図る事業

2700 鹿児島県 有限会社花熊 4340002027945 商品の保存体制を見直して販路を拡大する事業

2701 鹿児島県 株式会社吉野製茶 1340001020648 雑草処理をスムーズに行うことで茶葉の成長を促進させる事業

2702 鹿児島県 西田製糖工場 金属検出機を導入し安心安全な商品作りによる新しいファンの獲得

2703 鹿児島県 asivigocoro ウィズコロナ・アフターコロナに対応したショップの開設

2704 鹿児島県 森のパン屋さん パン移動販売強化の為の入れ替え車両に対する設備導入

2705 鹿児島県 栄田商店 新たな冷凍ショーケースによるアイス販売強化

2706 鹿児島県 島リノベ合同会社 9340003002835 空家活用住宅と求人情報を移住希望者に繋ぐポータルサイト制作

2707 鹿児島県 Le.plan.de.AK 製造拠点整備で焼き菓子・グラノーラ卸・イベント事業の強化

2708 鹿児島県 溝上マッサージ鍼灸院 車両内加工による往診サービス需要拡大

2709 鹿児島県 夢竺山株式会社 2340001016843 ふるさと納税返礼品サイト登録に向けたHPリニューアル

2710 鹿児島県 有限会社宮下商事 8340002000667 食料品店のLED電光掲示板設置による新規顧客の獲得

2711 鹿児島県 Auto　Garage　TOMO 売上・利益率向上と熟練工からの技術承継

2712 鹿児島県 ミチ農園 コロナ禍に対応した農産物の乾燥加工品の販売促進！

2713 鹿児島県 Auto Garage KURAOKA 新整備工場の建設による新規顧客の獲得及び整備・車検台数の増加

2714 鹿児島県 合同会社　南星特産品工房 1340003002545 カップシーラーの導入と販路拡大策で小売主体への転換

2715 鹿児島県 ジホウドー オールインワン装置導入による「早い・キレイ・自由」な眼鏡作成

2716 鹿児島県 福留自動車 高性能リフト導入で実現する簡易整備と定期点検による集客

2717 鹿児島県 ユニークPC 相談窓口設置と店舗内設備強化で行う商圏拡大と地域貢献

2718 鹿児島県 西田鍼灸整体院 複数患者受け入れのためのサービス提供と感染防止対策

2719 鹿児島県 おおの商店 お客様の利便性とCS向上・リピート率アップを図るための販促

2720 鹿児島県 コナミ鮮魚店 様々な世代のお客様ニーズを満たす品揃えのための大型冷蔵庫導入

2721 鹿児島県 伊地知企画 HP刷新と高窓設置による若年層の顧客取込

2722 鹿児島県 のむら 商品増産のための機械購入によって利益率改善及び販路開拓を実施

2723 鹿児島県 未来オートサービス 域外顧客獲得を目的とした広報と高齢者に優しいバリアフリー化

2724 鹿児島県 スサキ塗装株式会社 1340001022743 小型・最軽量の高圧洗浄機の導入による業務効率アップと受注拡大

2725 鹿児島県 かけろまの森 自社直売の売上増加を図るための販促ツールの作成

2726 鹿児島県 Naa Muu Baan 本格的サービス提供を目指しサロン開設と新サービスの開発

2727 鹿児島県 民宿友悠 多角化戦略による経営安定化を図る為の弁当製造販売に着手

2728 鹿児島県 株式会社　シマヤ商事 5340001009844 技術力を生かし、新サービスでBtoB拡大・収益力強化
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2729 鹿児島県 冷水商店 拡大するＢＢＱ需要の提案力強化により、顧客満足度の向上を図る

2730 鹿児島県 31℃Line花子 地元食材使用の新特産品を雄川の滝から全国へＰＲするＨＰ製作

2731 沖縄県 コウ自動車 エアーコンプレッサーの導入による生産効率の向上と新規顧客獲得

2732 沖縄県 monobox 株式会社 9360001014797 オリジナル商品課発により利益率UP!

2733 沖縄県 ヤポネシア 外装リニューアルによる新規客の集客と顧客満足度向上

2734 沖縄県 いとうざいく 贈答品需要獲得のための新規事業

2735 沖縄県 アイランズトリップ アフターコロナに向けてサイクリストを呼び込むための事業

2736 沖縄県 クッチーナ　マンテカーレ 最新液体冷凍技術の導入により他店との差別化、通販での販路開拓

2737 沖縄県 合名会社　トカシキゲストハウス 2360003002385 直販客の獲得と経営基盤強化事業（利益アップを図る！）

2738 沖縄県 ホテルサンフラワー ホテルバリアフリー化事業

2739 沖縄県 沖縄パワーストーン　龍鳳城 沖縄産の薬草を使った事業の告知と新商品を使った販路拡大

2740 沖縄県 紅型雑貨　虹亀商店 店舗の視認性向上の取り組みと店舗イメージ向上アップ

2741 沖縄県 KENKO LEAF合同会社 7360003008774 沖縄県内在住のアメリカ人向け　ミールキット製造×宅配事業

2742 沖縄県 琉企画 HPとカラーシュミレーションの導入で、直接受注の拡大

2743 沖縄県 犬の美容室Windy 酸素カプセル機器導入による新サービスの提供と販路の開拓事業

2744 沖縄県 TAMAYA 屋外のカフェスペース確保のためのデッキの製作

2745 沖縄県 工房谷池 電動タタラ機の導入による生産性向上及び販路開拓

2746 沖縄県 元気製作所　てぃんがーら 一目で見てわかりやすい看板設置による新たな販路拡大事業

2747 沖縄県 合同会社Muguet 6360003010120 新規顧客の拡充及び、ギフト商品の販売強化

2748 沖縄県 デイゴ＆ハナミズキ 40代･50代夫婦向けトロピカルたい焼きECサイト構築事業

2749 沖縄県 パーラーみんぴか 安定したサービスの提供の為の設備の拡充、整備事業

2750 沖縄県 Queen Scorpion 顧客満足度アップの為のカフェ併設プロジェクト

2751 沖縄県 あけぼの鮮魚店 新鮮なお魚を提供するため冷凍庫の導入による販路開拓事業

2752 沖縄県 手づくり加工所あやかりん 新規顧客開拓のためのパッケージ開発と広報

2753 沖縄県 三線　うるま屋 広告によるオリジナル三線の販路開拓

2754 沖縄県 赤松商店 新たな機械導入による新商品等の販売力強化

2755 沖縄県 株式会社　佐久田設計 4360001016113 ３次元ウォークインプラス2020スタンダード導入

2756 沖縄県 CHAMPURI　STORIES 沖縄県産土産とギフト市場への参入

2757 沖縄県 ユーピー北谷合同会社 5360003005534 アロマ事業自社ホームページの制作による集客と情報発信力の強化

2758 沖縄県 株式会社BOOTHSwin 9360001013361 インターネット集客によるＭ＆Ａ支援への進出

2759 沖縄県 ヨガシャクティ ヨガインストラクター養成講座開発と受講生獲得のSNS広告

2760 沖縄県 株式会社felizplus 7360001024113 BtoC向け新サービス開発及びブランド力強化による販路開拓

2761 沖縄県 株式会社海燕社 7360001014279 会社の事業所入口を利用した小さな古書店開業計画

2762 沖縄県 合同会社　不動産崎原 8360003005861 新規相続相談窓口の認知度向上と販路開拓による新規顧客開拓事業

2763 沖縄県 旅空間こらぼ 団体ルーム及び個室のリフォーム

2764 沖縄県 新里板金 「大型車両・農業用特殊車両」向け板金塗装サービスの開始

2765 沖縄県 山香 ウニソースの開発による販路開拓

2766 沖縄県 株式会社寛 9360001028145 ケアマネージャー集客以外の新規顧客の拡大

2767 沖縄県 アシスティングリサーチ テイクアウトメニューの販売と空き地を活用したコミュニティ形成

2768 沖縄県 松風苑 HP構築を通してサービスを周知し販路拡大を目指します

2769 沖縄県 株式会社アクアサイエンス研究所 8360001012430 ラベルレス化によりプラスチック削減と新規顧客を取り込む事業

2770 沖縄県 仲本鮮魚精肉店 さしみ配送サービス強化のためのストック用冷凍冷蔵庫の設置

2771 沖縄県 Transit Cafe 人気商品3種メニューのレトルト商品開発と販路開拓

2772 沖縄県 Café　がらまんじゃく カフェ営業以外のレンタルスペース利用促進のための広報事業

2773 沖縄県 株式会社SellingLocation 8360001028534 県外顧客獲得のための非対面営業の確立

2774 沖縄県 Hair room La’chou-chou セルフ脱毛開始に伴うホームページリニューアルによる営業強化

2775 沖縄県 黄金茶屋 「いもぽき」商品の生産数量増加および販路拡大事業

2776 沖縄県 久野島海業合同会社 2360003011477 オリジナル水中動画撮影コースの実現とHP開設による販路開拓

2777 沖縄県 ゼロパワー研究所株式会社 1360001025760 体験を伴う自社製品アピールによる販路拡大と新規顧客獲得

2778 沖縄県 靴工房カステッリｰノ 靴工房カステッリーノサイトリニューアル対策

2779 沖縄県 株式会社フナテック 2360001011553 ホームページ改良による新規顧客獲得


