平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
県名

申請者名（屋号）

法人番号

補助事業名

1 北海道

増毛果実 株式会社

4450001011468

小売向け高品質果樹アイスクリーム開発・販路開拓

2 北海道

㈲白楊舎

7460302003193

新商品取扱いによる来店頻度の向上と販売点数向上事業

3 北海道

野付車輛整備工場

野付車輛整備工場の作業効率向上計画‼

4 北海道

カーサービスのイシダ

従業員の仕事の幅を広げた取り組みによる来店機会の創出

5 北海道

丹羽ふとん店

付加価値をつけた既存商品の販売提供

6 北海道

利尻ぐりーんひるinn

宿泊施設の暖房設備設置によるスキー客の新規獲得及び販路開拓

7 北海道

有限会社 高橋ピートモス工業

8 北海道

藤江金物店

9 北海道

株式会社 ＧＫＫ

4430001063635

当別産ジビエ肉を使ったカレー・ソーセージの商品開発、販路開拓

10 北海道

申請合計

2430001066821

ホームページ・チラシで地域密着工務店として認知度向上を目指す

11 北海道

株式会社ヴルストよしだ

7430001068391

液晶掲示板設置で自社製品と営業案内で来店者数の増加を目指す

12 北海道

ポプラ理容院

13 北海道

有限会社大畠精肉店

14 北海道

やきとり鳥吉

外国人観光客を主ターゲットとした寿司メニューの新規導入

15 北海道

村尾商事

業務効率化による法要事業の販路開拓と地域での安定的な事業継続

16 北海道

有限会社むらた食品

4450002012993

山菜水煮製品の販売拡大のための品質向上及び生産能力増強事業

17 北海道

㈲丸瀬布印刷

5460302003170

内製化による短納期と多様なニーズへの対応による新規顧客の開拓

18 北海道

有限会社 スマイルショップ福山

6430002062774

売上アップ店内リニューアル

19 北海道

株式会社北洋食産

9450001008757

手動式「イカのし機」導入で実演販売による販路開拓

20 北海道

管原燃料店

21 北海道

yuffe株式会社

22 北海道

宮崎商店

23 北海道

カーショップタナカ㈱

24 北海道

お梅茶屋

25 北海道

株式会社知床らうすリンクル

26 北海道

dip artisan（ディップ アルチザン）

総合美容サロンとしての価値を高めるための新規エステ導入事業

27 北海道

椎名はりきゅう整骨院

診療スペースを改修したフィットネス事業の展開

28 北海道

寿都カメラ

歴史的建造物や景勝地を活用した七五三等の記念写真事業の開始

29 北海道

有限会社 大塚農場

9430002046361

まぼろしの納豆販売で原料「ホンマ１号」の生産安定に向けた事業

30 北海道

有限会社 シンプル小野

4430002046416

ホームページ・パンフレットによる新型融雪ブロックの販売促進

31 北海道

マルカツ

32 北海道

有限会社 十勝リサイクル

5460102006984

新工場建設に係る付属機械の導入による売上向上

33 北海道

合同会社 十勝野スイーツ

8460103000926

特産品である卵を活用した「たまごプリン」の開発

2430002046434

高齢化社会に向け省力化を推進した販路拡大
陳列方法の改善によるスペースの確保と販売促進事業

店舗正面入口リニューアルでお店のイメージアップ！売上アップ！
7430002051875

楽天市場でのweb広告掲載による販路開拓で売上増を目指す

整備サービス部門の強化による新規顧客の囲い込み
6450001011441

ｗｅｂサイトの再構成・オンライン決済導入
冬期間に向けた新商品の開発及び情報発信による新たな顧客の開拓

9460001004243

洗車サービスを取り入れたお客様満足向上事業
飲食店の設備導入で食品ロス削減と新鮮食材提供で顧客増を目指す

2462501000620

クルーズ船出港地への待合室新設による乗船客の満足度向上

新商品「海鮮おにぎり」の開発による売上高拡大

1/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
34 北海道

株式会社 シン

1430001074643

グランピング環境の改善要望への対応による利用客満足度の向上

35 北海道

カフェ＆ギャラリーKARIP

36 北海道

有限会社 マルトシ吉野商店

7440002010054

海の見える店で海鮮刺身・貝のビュッフェ食べ放題を始める

37 北海道

有限会社 米坂印刷商事

8440002010061

小単位から作るタグ等で船上活締め鮮魚のブランド化支援事業

38 北海道

株式会社 ダイマル大谷会館

5440001006666

「小型寿司しゃり玉ロボット」の導入による新たな販路拡大

39 北海道

有限会社 山文粟田水産

2440002010059

看板とパンフレットで観光客への直販を強化

40 北海道

大村菓子舗

写真映えする商品づくりと冷凍販売の強化による売上高拡大

41 北海道

名和サービス

地域のお困り！なんでもおまかせ名和サービス販路拡大計画

42 北海道

藤澤製菓 株式会社

43 北海道

旅の宿くんねっぷ

旅の宿くんねっぷ！店舗イメージアップ計画・新規顧客拡大

44 北海道

喫茶 麦

事業承継による店舗リニューアルイベント等の実施

45 北海道

コイズミ印刷社

紙折り機の導入で新規顧客獲得と商圏の拡大

46 北海道

西興部ゲストハウスGA.KOPPER

木造校舎を活用した飲食事業等の展開による閑散期集客力向上

47 北海道

苅谷産業合資会社

48 北海道

居酒屋いこい

49 北海道

合同会社ボディリヴァイヴＫ

50 北海道

シャルレクイント

51 北海道

有限会社 深田製作所

7430002052923

利便性向上とリフォーム実績の紹介による受注拡大事業

52 北海道

株式会社 ワタナベ

2430001056509

新規顧客獲得を目指したホームページリニューアル

53 北海道

有限会社 知床ネイチャークルーズ

2462502001295

最新型航行機器を導入した出航回数増便による新規乗船客の獲得

54 北海道

㈱エッチ・エス・ジェー

3460301002349

テイクアウト商品の新規取扱いによる新たな顧客の獲得事業

55 北海道

三上建設

56 北海道

有限会社宮井レンタカー

7430002053161

設備導入による作業の効率化で新規顧客開拓を図り売上増を目指す

57 北海道

有限会社 本間製菓

5430002057668

ＳＮＳを活用した商圏拡大による新規顧客獲得戦略

58 北海道

Rõõm Bakery

わかりやすい看板設置による新規顧客獲得

59 北海道

霧立亭

ランドマーク及び看板設置による新規顧客獲得事業

60 北海道

アケボノ・トータル・プランニング株式会社

1460001004515

塗装ブース導入による業務効率化＆売上ＵＰ計画

61 北海道

株式会社ノースクリエイト

4450001011914

ブランディングブックの制作による営業ツール活用、販促強化。

62 北海道

美容室ブルームーン

63 北海道

有限会社新得はなや

2460102005931

企業看板設置によるブランド力の向上と新規葬儀施工顧客獲得

64 北海道

有限会社 戸舘観光写真

5450002003843

観光スポットでの現像・販売を可能とするための印刷設備新規導入

65 北海道

有限会社デリシャスフーズ

5460102002174

生産性向上・新メニュー開発・働き方の三位一体改革で販路開拓！

66 北海道

ゲストハウス二風谷

67 北海道

有限会社 福澤設備工業

ホームページ作成による新規顧客の獲得とネット販売での販路開拓

3430001042771

3450003000602

当別町産・北海道産資源を活用した新商品開発事業

紙折込機機械導入による受注機会向上事業
新規顧客獲得のための厨房設備導入による集客力向上対策

5430003009742

施工能力と効率向上による新規顧客開拓と経営基盤確立
商品魅力を引き出す事務所改修で売上増加と生涯現役を目指す事業

建築プレゼンソフト導入による販路拡大

自動洗髪機の導入によるお客様サービス向上での顧客拡大事業

フライヤーの製作及びオフィシャルサイトリニューアル
5430002063039

家屋解体工事の需要に対応するための専用アタッチメントの導入
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68 北海道

細川商店

お年寄りに優しい対面計量器導入による販売力強化

69 北海道

びらとり図書館前はり灸院

LED照明設置による訴求力のアップ

70 北海道

中華料理 大龍

オリジナルパッケージ製作よる売上増加事業

71 北海道

ＤＩＯＮＥ

視認性向上のための屋外看板設置による利用客の拡大

72 北海道

牛蔵 ふぁ～むながの

地域に根付いた店舗づくりによる取り組み強化

73 北海道

株式会社 北海道アルファ

74 北海道

旭川公園

75 北海道

株式会社西山工業

9460101005769

新規参入のビニールハウス建設事業の宣伝で顧客獲得と売上拡大

76 北海道

有限会社 別海印刷

3462502000651

Tシャツプリント販売の作業効率アップを行い売上アップ！！

77 北海道

吉村燻製工房

吉村さんちのおつまみカレイの試作品開発と販路開拓

78 北海道

松島屋旅館

新たな客層の獲得に向けた和室改良事業

79 北海道

toi

当店こだわりの「自家培養醗酵小麦パン」のイートイン環境の整備

80 北海道

カーショップ アルア

収益率の高い板金塗装部門を伸ばすための地域で先発的な設備投資

81 北海道

BluePine

動画で視覚と聴覚に訴える提案型WEBと閲覧履歴分析で販路開拓

82 北海道

山田車輌

ロードサービス部門強化のための装備充実事業

83 北海道

株式会社 Ｆ・ＷＩＮＤ

84 北海道

居酒屋 ちく紫

今後有望市場のファミリー層に向けた店舗環境改善と視認性向上

85 北海道

寿司処 家紋

ファミリー層向けの店舗改修によるランチタイム強化の取組

86 北海道

魚介豚骨ラーメン古川

外部環境の変化を契機とした新規顧客獲得事業

87 北海道

株式会社 食創・シマチク

88 北海道

風祭金物店

ネットショップページ製作での販路拡大事業

89 北海道

食事の店 どん

トイレの改修による顧客満足度向上事業

90 北海道

㈱神門

91 北海道

Laulea（ラウレア）

92 北海道

有限会社 日本海

93 北海道

昭文堂 はらお書店

94 北海道

有限会社 一印高田水産

95 北海道

美容室 美潤工房

新店舗移転に併せ新サービスの提供を行い新規顧客の開拓！

96 北海道

ヘアーサロンラウレア

美容専用機器導入による顧客単価の向上事業

97 北海道

有限会社 中村商店

1460102006864

SNSの活用、「安心、安全」の信頼度構築による全国販路開拓

98 北海道

有限会社 宿院水産

5460102007611

ギフト用「加工品旬セット」の開発による販路の拡充

99 北海道

株式会社 北星

5460101006184

商談ルームの新設による受注機会の獲得

100 北海道

ピノチオ

101 北海道

野村漁業株式会社

2460101003903

人手不足の解決策としてのＩＴ活用による業務範囲の拡大と効率化
認知度向上に向けたネット発信の強化と地元向けイベントの実施

7460101005630

6450001012464

3450001010405

風速３ｍの微風から発電する小型風力発電システムの販路開拓事業

食肉加工場のＬＥＤ化によるエコで明るい照明環境整備事業

だったんそばのＰＲ活動と展示会出展にかかる販路開拓事業
ホームページを活用したネイル販売で全国への販路開拓

5460102002546

消費者ニーズに対応した新メニューの提供による経営基盤の強化
店舗一元化による収益性の向上と販促事業の強化事業

2440002000340

包装工程の改良による品質向上と新規顧客獲得で売上増加の実現

美容施術サービスの導入による化粧品の販売促進
9460101003450

広尾町の良質な水産資源を活かした6次産業化の確立
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102 北海道

株式会社クレド

9430001077416

新たな事業展開に向けた店舗改修事業

103 北海道

瓢六

インバウンド・富裕層対策のための多言語デジタルサイネージ事業

104 北海道

リーズン

乾燥海産物の新商品とイメージキャラクター商品による誘客

105 北海道

Ｃａｆé木蓮

食器洗浄機の導入による事業効率化と情報化による宣伝強化

106 北海道

士幌旅館

安心感、信頼感、期待感が向上する看板設置事業

107 北海道

植木商店

製パン機導入による商品開発・販路開拓

108 北海道

生そば藤

業務用食器洗浄機の導入による業務効率化とサービス力の強化

109 北海道

ヤジロベー合同会社

2430003003649

競走馬牧場従業員の能力（脳機能）開発＆組織力の最大化

110 北海道

有限会社くしやフーズ

6430002061842

ロゴ製作及びロードサイド看板による購買意欲向上・来店誘導事業

111 北海道

有限会社 丸み宮本洋物店

4460102003272

新たな試みの広告宣伝と店舗内環境整備による販路拡大事業

112 北海道

焼肉亭おおむら

113 北海道

株式会社ぽっぽ亭

7460001004641

届け！弟子屈の美味しいソフトクリーム＆ストロベリー！

114 北海道

有限会社 ツルノ商事

3430002046441

店舗入口改装による顧客満足度拡大事業

115 北海道

有限会社よしだ

2440002008680

注文住宅事業の立上げ！それを軸にした自社発展と地元経済の貢献

116 北海道

株式会社ビバカンパニー

3450001007962

体験メニュー看板・アルパカ紹介パネルと誘導フラッグ作成事業

117 北海道

デザイン工房ねむの木

118 北海道

株式会社セレア

4450001010065

ドローン散布による液体肥料の拡販とホームページ制作

119 北海道

有限会社寺田建設

7440002008809

HP開設による即時性と認知度・顧客拡大事業

120 北海道

アトリエ トントゥ

販路拡大と新商品製造に向けたプロジェクト

121 北海道

アロマエステサロン Daisy rose

一生健康で動けるカラダ作りの為の痩身プログラムメニューの導入

122 北海道

株式会社 更別企業

123 北海道

木工 内田悠

木工作品を通したライフスタイル提案事業拡大の取組み

124 北海道

夢創窯

窯焼き作業の効率化に伴う製造数の増量と品質向上に関する事業

125 北海道

有限会社ほっとえあ

2460102006046

インバウンド対策とBtoB需要に向けた気球フライトHPの作成

126 北海道

有限会社 長栄堂稲葉

1430002050379

健康志向や安全・安心をコンセプトとした訴求力構築事業

127 北海道

株式会社風景

6460101006332

新たな柱となる商品の需要拡大に伴う製造量確保に向けた機器導入

128 北海道

有限会社 常盤製本

5450002003835

作業工程における業務効率化と競争力強化に向けた折加工機の導入

129 北海道

有限会社 写真工房こんだ

9450002002841

店舗及び看板リニューアルによるイメージアップと集客力の向上

130 北海道

遠軽情報技術

131 北海道

有限会社 クリーニングドレッセ

3450002001865

顧客ニーズに対応するワンランク上のサービスに向けた設備導入

132 北海道

北日本カレンダー贈答品 株式会社

1450001000911

最新製版出力システムとプリンター導入による顧客満足度の向上

133 北海道

食事処 北の家

海鮮・焼肉等の炭焼きができる施設を整備し観光需要を強化

134 北海道

ぷらっとカフェ駅茶屋

時代に応じた！個食事業による販路拡大計画

135 北海道

カフェピッツェリア デルソーレ

増産体制を整えテイクアウトとデリバリーで販路開拓

ＷＥＢ活用による集客、売上ＵＰ事業

活動状況のリアルタイム発信と、動画編集スキルで新規顧客獲得

2060101004242

リバーウォークアクティビティ事業

立地を活かした広告による販路開拓と顧客管理による売上向上計画
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136 北海道

株式会社やん衆天

5430001067313

外国人観光客を満足させる新メニューの開発

137 北海道

焼肉 春香園

138 北海道

株式会社ヤマト

139 北海道

事務ねこ舎

「ニセコ湯めぐり名人」サテライトエリアの開拓

140 北海道

片岡農園

滝上町の地場産品を活用した薄荷枝豆の商品化事業

141 北海道

hairsalon Connection

リラックス空間の提供とリラックスメニューによる販路開拓

142 北海道

有限会社 せきのジャパン

1450002009357

地域賑わいイベントへの出店事業・冷凍食品販売促進対策事業

143 北海道

有限会社 柴田家具店

6460302003236

店舗外壁へ広告の設置及び店内ＬＥＤ化による新規顧客獲得

144 北海道

有限会社 南農産

9450002009671

機械を導入し新規事業を立ち上げ通年雇用化と売上拡大を目指す。

145 北海道

薫風庵

IH卓上フライヤー導入で天麩羅メニューの充実と看板設置

146 北海道

BAKERY ル・レーブ

新商品による販路拡大及び店内導線＆環境改善による集客力アップ

147 北海道

株式会社 マルトク

148 北海道

清水印刷

オンデマンド印刷機導入による業務効率化及び販路の開拓

149 北海道

Café Clover（カフェクローバー）

広告宣伝及び看板設置による新規顧客・販路の開拓

150 北海道

どきみん

菊芋をより知り、より多くの方々にお届けするための「ドキーミ」

151 北海道

車装竹山

エアジャッキ等最新機器導入による作業効率アップによる販路拡大

152 北海道

合同会社ぷろぐれす

153 北海道

食堂大和

154 北海道

葬儀社こころ 株式会社

7460001004609

海洋散骨による顧客獲得と新聞広告・ＨＰによる会社のＰＲ

155 北海道

株式会社 丘の上のわくわくカンパニー

1460001004820

台湾からの新規顧客の獲得・宿泊コテージ周辺の環境整備

156 北海道

ウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンド

157 北海道

有限会社 長谷川菓子舗

3462502000585

急速凍結庫の増設により製造能力の向上させることよる販売促進

158 北海道

FMなかしべつ放送株式会社

5462501000485

コミュニティFMの重要性及び防災対策のPRによる販路開拓

159 北海道

EZO LEATHR WORKS（エゾ レザー ワー
クス）

160 北海道

有限会社味楽屋

3450002005619

当社の強み、少量からでもＰＢ製造！情報発信力強化で売上向上

161 北海道

株式会社タカテック

5430001068105

屋外看板設置による新規顧客獲得事業

162 北海道

永山自動車ボデー工業

作業効率アップ！顧客満足度と受注機会増加による売上向上

163 北海道

ノースギヤ

ワカサギ釣り事業改善かなやま湖手ぶらでワカサギＦＩＳＨＩＮＧ

164 北海道

株式会社ゆたか

1460101003359

高齢者、障害者に配慮したテーブルと椅子の導入による販路開拓

165 北海道

有限会社 今木トラクターサービス

3460102005682

特定金属溶接修理工程の内製化による販路開拓事業

166 北海道

有限会社 おしゃれハウス山吉

9460002000415

髪質の視覚的診断が可能となる新規設備導入と他店との差別化

167 北海道

知床フラワーさかい

店舗改装でイメージＵＰと単価ＵＰで継続的経営に

168 北海道

さぬきうどん工房 麦笑

生麺の外部販売による既存店舗のＰＲ及び商圏拡大に伴う販路開拓

169 北海道

有限会社 浜田旅館

２大ターゲットに対応したメニューと設備の改善で売上UP
7430001051926

5460001003083

2430003002527

北海道初！新たな体験型観光プログラムの開発による販路開拓

かずのこを日常の食卓に添える為のパッケージ刷新・販路拡大事業

北海盆おどりをテーマとした新商品訴求力構築事業
高齢者のリピート化及びSNSでの拡散による三恵豚ブランド育成

ホームページや配布物のリニューアルによる販路拡大及び通信販売

ホームページ制作による「タイニーハウス」の新規受注獲得

1460102006393

陸別町の新たな特産品「秘境めし」の販路拡大のための販促物制作
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170 北海道

株式会社HOPE・創Ｌｉｆｅ

6430001047958

地域Ｎｏ１を目指すための新規顧客ＰＲ事業

171 北海道

森田屋

172 北海道

有限会社 日新商会

7440002003272

商品プロモーション強化による新規顧客の獲得

173 北海道

(株)山田産業

5460301001118

設備導入に伴う、安全運行の向上と販路拡大計画

174 北海道

株式会社ヨシダホーム

6460101002026

ＨＰリニューアルによる若年層へのアプローチ強化で受注拡大

175 北海道

ワインの国

176 北海道

北海道ベース株式会社

8460101001637

油圧ホース修理業務を新規導入した新たな顧客開拓と売上確保対策

177 北海道

㈱やまだ葬儀社

8460301003978

多角経営！地域に根付いた葬儀事業における販路拡大

178 北海道

高嶋コンクリート工業株式会社

3460101000932

過剰在庫となる砕石砂利を再利用法確立による新商品化と販路開拓

179 北海道

株式会社メディエイト

5140001096903

ITを利用したFaceLink開発による新たな顧客と販路拡大

180 北海道

食事処 親爺

外壁リニューアルと広告看板設置による道の駅観光客集客事業

181 北海道

パラライフ北海道

利用客の安全確保と快適な環境を整備するための資材倉庫の設置

182 北海道

株式会社 知床ごんた村

183 北海道

食事処てんてんてまり

訪日外国人と高齢者を集客するストレスフリーな食事環境の整備

184 北海道

カフェボタン

新規顧客開拓と顧客満足度向上に繋がるメニュー・管理ソフト開発

185 北海道

川喜田自動車整備工場

大型車両に対応するための設備導入による顧客獲得事業

186 北海道

有限会社 丸水北見商会

5460302004920

大幅な収益増加を狙う洋室改装一大事業の加速化

187 北海道

はちみつ西垂水養蜂園株式会社

4340001016404

北海道産蜂蜜のリモデル化及び販売促進強化事業

188 北海道

キッチンカーグッドラック

キッチンカーデザインのリメイクプロジェクト

189 北海道

杉下塗装工業

作業効率化と新たな提供サービスを行うための機材導入

190 北海道

ままべん

大通り沿い店先看板設置及び広告宣伝による集客向上事業

191 北海道

くどう水産

取引先新規開拓のセールスポイントのＨＡＣＣＰの導入

192 北海道

e-Ｌｉｆｅ サービス

展示商談会開催告知による新規顧客の開拓

193 北海道

加藤建設株式会社

6430001056422

常設モデルハウスの宣伝強化による新築工事受注増加

194 北海道

合同会社千葉

3430003003747

ギフトショップの店の表示看板へのリニューアル

195 北海道

株式会社洞爺給油センター

5430001056448

サービスの充実強化を図るための関連機器導入

196 北海道

十二支焼・どうぶつ焼きまんじゅう福六庵

197 北海道

企業組合あぷた

7430005010226

食堂テラス席の改良による座席数の確保

198 北海道

有限会社 一心堂

6430002063590

新サービスのソフトクリーム販売による店内入店客の増加

199 北海道

株式会社 ボーヤ・ファーム

3460101004314

大勢の観光客が来場するシープドッグショーでの物販事業の開始

200 北海道

有限会社 豐來軒

7430002063755

外国人客に向けた宣伝サービス内容の充実

201 北海道

レストラン望羊蹄

不憫さを解消するためのサービス内容の充実

202 北海道

Vanilla

予約システム機能を備えたＷｅｂサイトの構築による新規顧客獲得

203 北海道

ニセコフードコミッション企業組合

高齢者や身体の不自由な方が安心して食事できる店舗環境の整備

宿泊施設の環境改善等によるリピーターおよび新規顧客獲得

5460301003774

宿泊コテージ集客のための「星空が見える五右衛門風呂」の整備

焼きまんじゅうの新型導入による客単価改善事業

5430005011151

CSA会員制度を導入して、データを活用した販路開拓
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204 北海道

有限会社カネサ斉藤水産

3430002058333

205 北海道

潮騒

店内環境の改善によるリピーターの拡大

206 北海道

へいさくファーム

苺の保管用冷蔵庫の導入による販路開拓

207 北海道

清水商店

燻製器導入による新商品開発、新規顧客獲得の取組み

208 北海道

らーめん喜一郎

冷凍加工品開発に向けた設備と衛生的な安全設備による誘客

209 北海道

株式会社 リバティーはしもと

4430001055401

新規オーダーメイドスーツ展示会事業による販路開拓事業

210 北海道

有限会社 港寿し

5430002056645

多種多様な顧客を意識した経営と販路開拓の取組み

211 北海道

BLUE SALMON

体験プログラム造成並びにホームページ開設・販売システムの構築

212 北海道

磯乃屋

高齢者向け設備導入による利用満足度の向上と販路開拓

213 北海道

有限会社 羽幌マリーンオート販売

5450002012167

安定した経営と新規顧客の獲得に向けた機械設備の導入

214 北海道

株式会社 冨士屋旅館

1450001009102

利用満足度の強化と利用頻度及びリピート向上による売上増加

215 北海道

nailsalon lechat

「地域唯一のネイルサロン」の知名度向上、集客力アップ事業

216 北海道

カットハウスｎｏｎ

主要顧客である高齢者の利用満足度を高めるためのチェアの改善

217 北海道

有限会社八木菓子舗

3430002061936

製造情報表示充実化によるトレーサビリティ確立と顧客信頼度向上

218 北海道

株式会社 カデル

5430001033439

イベント出店強化による販路拡大

219 北海道

(有)クライスデール

9430002056963

入浴環境の改善による顧客満足度向上作戦

220 北海道

蘭越いとう農園

ワインのブランディングのための広報戦略

221 北海道

カフェ＠宇夢

暖炉設置による癒し空間の創出及び顧客満足度向上事業

222 北海道

ピザハウス ココペリ

第２駐車場整備で集客力も満足度もアップ

223 北海道

中浦教室

生徒が勉強しやすい環境作りと広告宣伝による販路開拓

224 北海道

合同会社ほっかいどう新エネルギー事業組
合

8462503000142

搾乳設備の省エネ・低コスト化システムの普及による販路開拓

225 北海道

㈲細谷設備

3462502000684

車両広告による業務内容の周知PRによる新規顧客の獲得

226 北海道

株式会社 冬音

6450001007910

インバウンド向け英語表記で新規顧客開拓・利益向上事業

227 北海道

有限会社 清里自動車工業

6460302005075

作業効率向上を目指した機械の導入事業

228 北海道

太田技研

出張修理サービスのための専用機械の導入事業

229 北海道

ロッジ風景画

団体向け体験型アクティビティによる利益率向上事業

230 北海道

オホーツクハウス

宿泊事業オホーツクハウスのブランディング・発信・効率化事業

231 北海道

株式会社 山岸牧場

232 青森県

宮越商店

233 青森県

企業組合 中里はとむぎ工房

234 青森県

グリル谷

人気メニューがいっそう映える店内づくりによる売上向上事業

235 青森県

モトヤマスタジオ

真空マーケットを埋めろ！この地域の成人を救え！

236 青森県

山田青果

令和時代に生きる、小規模小売青果店が取り組む経営持続化事業

237 青森県

坂田旅館仕出し店

幅広いジャンルのメニューをリーズナブルに提供

1460101005446

電動フォークリフト導入による加工場内での作業効率化

カフェ店舗を中核とする販売チャネルの再構築による販売販促事業
ドローン航空散布サービスの開始による新規顧客の獲得

5420005004247

ヘルシーはとむぎスイーツでお客様に健康とやすらぎを
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238 青森県

マエダ防災

消防設備等の点検基準改正に対応する点検機器の整備事業

239 青森県

ピュアレストラン

中泊名物「メバル膳」！を利用した新たな惣菜提供による顧客開拓

240 青森県

ももやの観光桃園

顧客満足度の向上・リピーター客増大を目指す整備事業

241 青森県

川守田自動車販売

半自動溶接機導入による一貫修理作業の構築

242 青森県

ヴィンテージオート

ＩＨ誘導加熱技術を活用した「えくぼ（凹み）」修理の高度化

243 青森県

有限会社野辺地博善社

8420002018651

看板設置・パンフレット作製・ホームページ更新事業

244 青森県

㈲猿倉温泉

6420002017291

顧客満足度向上のための、高齢者・外国人観光客に優しい施設設備

245 青森県

有限会社 たかせ

1420002017296

店内の空きスペースを活かした飲食スペース整備事業

246 青森県

焼山給油所

247 青森県

株式会社 和の郷

248 青森県

酔いどころ わいわい

若いお客様が楽しめる場を提供する居酒屋

249 青森県

ハタヤマ理容院

事業承継を見据えた店舗のイメージUP事業

250 青森県

晴海自動車整備工場

2柱リフト導入による売上アップ事業

251 青森県

泉山会館

小さな子供にも安心安全なトイレ改装事業

252 青森県

ビア・キッチンさとよし

ビールと生ハムが美味しい隠れ家飲食店のコンセプト確立事業

253 青森県

丸美農園

企業に大切なのは販路開拓の実践、売り込め「田子産にんにく」

254 青森県

津軽味噌醬油株式会社

7420001014743

青森県こだわりの味噌醤油を活用した発酵調味料の開発と販路開拓

255 青森県

有限会社 大湊屋製菓

6420002018570

地域に根差した店舗づくりで老若男女のハートをＧＥＴ

256 青森県

有限会社丸賀りんご袋店

1420002011555

りんご販売の為ＨＰチラシ作成、国内商社へ配布により販路の拡大

257 青森県

誠和ボーリング

258 青森県

有限会社 又一荒関商店

4420002011924

大口径型タイヤチェンジャー導入による新規顧客・販路開拓

259 青森県

有限会社 山田洋品店

1420002010094

若き経営者が考える婦人服売り場の新たな業態への挑戦

260 青森県

サロンドマックス

キッズルーム新設に伴う店舗改修

261 青森県

アクロス

ＶＲ技術の導入で業界の先駆者を目指す

262 青森県

原田自動車整備工場

高性能スキャンツール設備で販路拡大

263 青森県

YOSHIDAYA FACTORY 合同会社

264 青森県

大和温泉

265 青森県

三化成株式会社

266 青森県

中島製材所

267 青森県

株式会社 ケーキハウス白い森

268 青森県

高橋写真館

269 青森県

有限会社スーパーヤマヤ

5420002012434

鮮度・美味しさ長持ち！当店自慢お惣菜等の販路開拓事業

270 青森県

十武建設株式会社

5420001011288

『SUGI ROAD』販路拡大事業

271 青森県

有限会社 岩木建設

2420002016413

「もっと知ってもらいたい！いわ木の家について」事業

観光客のニーズにこたえる洗車等サービス事業
7420001007714

顧客データベース管理の充実で、リピート率向上と経営基盤の安定

低酸素型地下水熱交換無散水融雪システム開発事業

1420003001662

夜間の集客と顧客満足度向上のための改装
懐かしの風情を守り抜き大型店に負けない新たな挑戦への第一歩

5420001016213

非食用米（古米、砕米、米粉等）を使用したごみ袋・レジ袋の開発
新たな国産材製品のPRチラシ作成・活用で販路開拓

5420001015363

グローバルなコミュニケーションの取れる明るい店舗づくり
新ロケーションで気持ち良く撮影、１ポーズ分客単価増大事業
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272 青森県

株式会社ためのぶストア

4420001010737

ＥＣサイト出店による直販の新規顧客の拡大と売上増加

273 青森県

食事処 水無月

274 青森県

有限会社タカハシデザイン

9420002007604

スマホ対応ホームページの最適化による取引機会の拡大

275 青森県

有限会社協栄運輸

3420002009985

事業拡大計画 働き方改革の実践で人材確保

276 青森県

アルソア アン

血流測定診断による食生活改善への販売促進事業

277 青森県

トリミングハウスドギー‘ｓWindow

犬と人のくらしに新提案 新規リピーター顧客開拓地域定着事業

278 青森県

リラクゼーションルームふらっと

ポイントカード作成による来店回数増加で売上アップ

279 青森県

有限会社 戸沼商店

3420002012452

「世界に一つ 「自分だけの○○」 を提供！」

280 青森県

株式会社つがる女性加工

9420001014262

エアコン設置で業務効率化と新商品開発で売上アップ

281 青森県

中島自動車整備工場

新サービスの導入と作業効率の改善による売上増進

282 青森県

イイダ電業

自社ＰＲ看板の設置による顧客開拓事業

283 青森県

㈱石乃店むろせ石材

284 青森県

Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳｏＬ

285 青森県

㈲くらしの衣料たけお

2420002019416

店舗外装工事による誘客促進と新規事業による売上増進

286 青森県

㈲東建築設計

6420002019404

看板設置による自社ＰＲ効果向上による販路開拓・売上増進事業

287 青森県

Green-Apple

多店舗展開による販路開拓、発送代行業務

288 青森県

活ホタテ販売 喜代福丸

「ホタテ販売所はここです！」看板設置事業

289 青森県

有限会社 野辺地ガラス

7420002018660

ガラス＋飛散防止フィルム施工事業

290 青森県

株式会社 うさぎや

4420001013954

看板設置と壁面告知による事務用品の売上UP事業

291 青森県

オレンジハート金木店

ご当地コンビニ！通称”オレハ”のリピーター確保事業

292 青森県

山田ラボ

焙煎機導入による販路拡大・新規顧客獲得による売上増進事業

293 青森県

山﨑農園

米食文化の復活 ～本州最北の田んぼよりお届けします～

294 青森県

㈱漁善

295 青森県

小野住建

「住宅環境の見える化」による新規顧客獲得事業

296 青森県

八木田呉服店

バリアフリーで店舗一新 老舗のリレーションシップ事業

297 青森県

有限会社 みちしり

8420002009857

認知症カフェブース設置とバリアフリー化整備事業

298 青森県

有限会社ふたば

9420002016984

観て来て知って！小さな町の写真館認知活動大作戦！

299 青森県

平賀オートｻｰﾋﾞｽ

300 青森県

有限会社 下井田造園

301 青森県

佐々木ファーム企画

「与助の牛」のブランディングと販路開拓プロモーション事業

302 青森県

ジョアン

新規事業、飲食店営業許可取得のためのシンク改修工事

303 青森県

五戸乗用車センター

整備工場電動シャッター設置による作業効率アップ事業。

304 青森県

いろり亭

「いろり」炭火焼きで肉食シニア取り込みによる売上げアップ作戦

305 青森県

そうま屋米酒店

第二創業（事業承継）に向けての店舗改装と販路開拓

シニアも楽々、家族揃って安心・快適にお食事できる店づくり

4420001015703

展示場の改装による販売促進事業
リラクゼーションメニューの充実と施術技術のアップで売上向上

6420001013606

【利便性向上】セルフオーダーシステムの導入による売上増進

カーリース周知宣伝による新たな販路開拓
6420002009388

心のオアシス町の造園屋さんシニア世代販路開拓事業
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306 青森県

銘菓の店山ざき

夏季の主力商品、冷凍お菓子「くずバー」で販路開拓

307 青森県

みかみ食堂

新規顧客獲得のための内装リフォームで快適空間づくり！

308 青森県

境商店

真空パックで気軽に買い物。レシピで魚を簡単おいしく！

309 青森県

ＣＯＦＦＥＥ穂高

手作りケーキ販促事業、開業2周年記念広告による販路拡大事業

310 青森県

割烹 水天閣

中高年、インバウンド受入環境向上でお客様満足度アップ

311 青森県

有限会社ウエダ調剤薬局

312 青森県

一楽寿司

313 青森県

有限会社もりた

314 青森県

居酒屋れすとらん えび蔵

315 青森県

有限会社だるまや

1420002017412

料理メニューの刷新！他店との差別化で集客アップ事業

316 青森県

株式会社ｓｙｓ－ｃｏｂｏ

1020001108962

ウェブサイト制作と設立以降の更新・保守作業

317 青森県

ビジネスホテル リッチ

318 青森県

田村モータース株式会社

8420001011780

最新ヘッドライトテスタ導入で新規顧客獲得と作業効率ＵＰ事業

319 青森県

株式会社 鷹架工務店

9420001012282

住宅見学会用の野立て看板設置及び商談スペース設置販路拡大事業

320 青森県

有限会社 ストウ酒商

2420002003361

地域初の「角打ち」！お客様同士の新しい出会いの場を提供

321 青森県

カットサロンニガワラ

店舗バリアフリー化による高年齢層へ寄り添った店舗づくり事業

322 青森県

越後谷商店

業務用高圧洗浄機の無償提供サービスによる販路拡大及び開拓事業

323 青森県

千代谷自動車整備工場

リフト導入による車検修理と塩害防錆対策販路開拓事業

324 青森県

株式会社御菓子司甘美堂

325 青森県

plastic hair

頭皮診断機能向上と着付け専用部屋新設による来店客アップ

326 青森県

街道の茶屋きんぱ

ユニバーサルデザインを取り入れた店舗改装で誘客促進

327 青森県

有限会社 船場生花店

5420002000876

広告塔の店舗外装工事と広告宣伝による顧客開拓

328 青森県

有限会社豊川酒店

4420002009836

高齢化するまちのお客様利便性向上に向けた改修工事

329 青森県

株式会社 柳沢ファニチャー

5420001006924

建具屋が提供する安心安全な親子向けDIYスツールキットの開発

330 青森県

中村精米所

計量器等導入による取引信頼度及び利便性の向上による販路開拓

331 青森県

スーパーエチゴヤ

折詰弁当用パンフレット・チラシによるプロモーション強化

332 青森県

佐藤

充填機導入による商品製造の効率化と販路開拓

333 青森県

なかぐき農研

「七戸あぴおすボーノぼーろ」販促物作成による販売促進

334 青森県

天間屋

移動販売車のラッピング看板制作による販売促進

335 青森県

滝忠 黒滝書店

未使用空間の有効活用「フリースペース」設置による販路開拓事業

336 青森県

Optima

商品限定と継続販促で20㎞圏内の地域№１！！

337 青森県

犾守農園

自家栽培果実ジュース製造設備導入で商品開発による販路開拓

338 青森県

有限会社 森工務店

8420002009510

ホームページリニューアルとネットショッピングシステム構築事業

339 青森県

有限会社 野原

7420002009486

震災復興「みちのくトレイル」階上ルート内唯一のカフェオープン

5420002015313

ウンチどっさり！腸内浄化セットで新規顧客開拓
お客様のニーズに対応した利便性の向上と空間の提供

2420002018847

新食品表示法に伴うラベルプリンター導入によるブランド向上事業
コンパクト収納と長期保存化によるお土産品販路開拓事業

お客様に安心安全な宿泊施設～防災対策強化による顧客獲得事業～

7420001016649

急速冷凍設備の導入による商品力並びに売上向上計画
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340 青森県

有限会社鮨道楽一八

3420002019225

設備導入による生産性向上と煮魚メニュー追加で売上拡大

341 青森県

株式会社 ひらの洋服店

6420001011485

全国１５万人陸上自衛官のネームプレート受注獲得

342 青森県

Obara bar 【オバラバー】

外国人顧客へ伝えたい…『貴方だけのカクテルを創ります』

343 青森県

さがり花

グローバル化した国際食と和食の融合による国際交流事業

344 青森県

ラーメン金太郎

地域型フードデリバリー・グローバルなＪＡＰＡＮＦＯＯＤの発信

345 青森県

有限会社 ノースロードジャパン

346 青森県

はんこ村

347 青森県

株式会社ホテルニュー下風呂

5420001012600

ホームページのリニューアルによる集客促進事業

348 青森県

株式会社 駒嶺商店

8420001012597

廃船を活用したインスタ映えによる販売促進事業

349 青森県

佐々木旅館

お客様に優しい宿泊施設を目指して！

350 青森県

民宿 菅原

古民家造りによる集客・売上向上・感動提供事業

351 岩手県

三陸家ネットウチヤマ

三陸の幸をつかった独自の酒粕商品の開発及び首都圏での販売促進

352 岩手県

公友館俺っ家

新鮮な魚貝類の地方発送による販路拡大

353 岩手県

フォトスタジオ光影社

「一瞬の美しさを一生の思い出に」高画質アルバムサービスの提供

354 岩手県

メルシー田中屋

心と体の健康相談個室エステで癒しとストレス解消

355 岩手県

チーズとジェラートの店 カウベル

看板設置で事業表現認知度高め販売促進

356 岩手県

大川屋旅館

新規顧客層獲得に向けた旅館再生事業

357 岩手県

ＲＥさいくる

競技用オリジナルペダルストラップの国体ＰＲによる販路拡大

358 岩手県

りようムラマツ

いやしメニュー強化のための専用機械導入による女性客確保事業

359 岩手県

ヤマニ醤油高田営業所

店舗建設による小売部門の販路拡大

360 岩手県

ブリヤンドール

効果的な施術メニューの提供による新たな客層への販路開拓事業

361 岩手県

廣田酒造店

上槽工程の強化による日本酒の作業効率の改善と積極的な販売促進

362 岩手県

株式会社 Ｐａｌａｚｚｏｎｅ

6400001008269

温熱療法と免疫力改善効果による販路開拓と利益率の向上

363 岩手県

株式会社紫波フルーツパーク

9400001003952

ワイン通が好む辛口赤ワインの新商品開発による売上の増大

364 岩手県

お食事処十府ケ浦

365 岩手県

有限会社 大沢菓子店

366 岩手県

不来方メディカル

ネット販売事業におけるECwebサイト作成と管理システム構築

367 岩手県

呑み喰い処 龍花

新メニューと設備導入による家族連れの新規顧客獲得事業

368 岩手県

串物・海鮮焼 居酒屋 結

シニア世代獲得のための快適な環境づくり

369 岩手県

有限会社中村屋

370 岩手県

ヘアーズヤナギ

女性専用エリア設置による女性客獲得事業

371 岩手県

佐勇商店

店舗内外ディスプレイ性の向上及び手芸教室開催による販路開拓

372 岩手県

上閉伊酒造株式会社

373 岩手県

有限会社玉辨

9420002017396

新設備・新サービスプランの情報発信による顧客維持・拡大事業
内装の刷新による集客アップ事業

カツメニュー強化・店舗訴求力アップによる売り上げの向上
8400002013092

7400002006700

6400001006636

ＬＥＤ照明の活用による夜間時間帯顧客の開拓

「糖質制限ダイエットケーキ」開発による販路開拓

仕込水の高品質化で清酒・地ビールの品質向上による販路拡大
高齢者等生活弱者向け移動販売の強化による売上拡大事業
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374 岩手県

武田モーター

スキャンツール（外部故障診断装置）の導入等による販売促進事業

375 岩手県

河内整骨院

「見える治療」化による治療技術向上とそれに伴う顧客層拡大

376 岩手県

株式会社ササキプラスチック

377 岩手県

KING8

378 岩手県

レスポンスアビリティー合同会社

3400003001423

送迎者を活用した買い物支援体制の構築による新サービスの提供

379 岩手県

有限会社吉野屋

9400502000812

製造法変更による手作り水菓子の販路拡大と夏場の売上向上

380 岩手県

有限会社大文字りんご

2400502000760

設備導入による発送日短縮実現と高品質りんご販売による売上拡大

381 岩手県

有限会社チバインテリア

7400502000764

カーテン保守点検サービスを主軸とした個人客獲得システムの構築

382 岩手県

有限会社 高倉工芸

8400002012359

新商品開発と独自のタペストリー開発による新顧客獲得と販路拡大

383 岩手県

有限会社 畠山建築

3400002007710

新規顧客の獲得と既存顧客への情報開示のためのホームページ作成

384 岩手県

ぱぱなっしゅ

385 岩手県

岩泉純木家具有限会社

386 岩手県

ダイニングバルumehana

アルコールメニューの多彩化による当店の魅力向上及び販路開拓

387 岩手県

柏木自動車工業

新型シャッターの導入による作業効率の改善と新規顧客の開拓

388 岩手県

有限会社 安比まいたけ

8400002007706

新規来店者の誘導における直接販売の強化に向けた看板等の設置

389 岩手県

合同会社 塩倉家畜診療所

8400003001988

ペット需要に対応した地域密着型動物病院の実現

390 岩手県

有限会社ナンデモヤ商会

4400502000775

土場専用重機導入による土砂砕石の個人客への販売事業

391 岩手県

土地家屋調査士丸山芳広事務所

ＩＣＴ技術を活用した新たな測量技術による受注増への取組み

392 岩手県

ＡＳＫソーイング

新繊維素材に対応した業務用ミシンの導入で新たな受注拡大

393 岩手県

(有)つばき

394 岩手県

松嶋家

住田町伝統おもてなしメニューの付加価値及び生産性向上事業

395 岩手県

おいもの日／おさけの日

つぼ焼きいもの情報発信による販路拡大

396 岩手県

ｇｒｏｗｓ

ケアサービスの強化と新たな集客方法による女性顧客獲得事業

397 岩手県

有限会社 マミーストアー

398 岩手県

民宿沼田屋

あなたの命、守ります！～沼田屋は想定外なんて言いません～

399 岩手県

ぱあまやさん かくれ家

かくれ家なのに凄い技術！新しいお店のＰＲ活動による販路開拓

400 岩手県

有限会社神原自工

401 岩手県

十五番

新メニュー開発による販路開拓で居酒屋改革！

402 岩手県

創作和食あかり

弁当受注増加に伴う調理時間短縮による販路開拓事業

403 岩手県

キッチン響

若年層・女性客を獲得するための店内改装で新たな売上の獲得

404 岩手県

バイオリン

新たな顧客ターゲット層を開拓するためのランチ営業の実施

405 岩手県

巣鴨養蜂園

当社オリジナルの「養蜂体験」の実施による新規顧客獲得事業

406 岩手県

株式会社 山人

407 岩手県

ＣｕｔＳｔｕｄｉｏさかい

9400001007549

オリジナル造形物製作・受注・販売のための販路開拓事業
オリジナルプロテインドリンク販売による客単価向上計画

メニューの提供方法の改変による廃棄ロスの減少と新規客の獲得
9400002011087

8402702000634

9400002013117

2402702000490

3400001006564

販促イベント開催による認知度及びブランドイメージ向上の取組

本格的な料理と宿泊のセット販売による販路拡大

地域食卓の新たなシーンを作る焼き芋の提供による売上増加

ＤＭと新聞広告の活用による新規顧客の掘り起こしと販路開拓

ターゲット顧客獲得に向けたホームページリニューアル事業
着付け業務により売上拡大
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
408 岩手県

大徳屋

麹専門店の手作り『生こうじ』少量パッケージの販売

409 岩手県

有限会社大沢温泉旅館

1400502000729

快適環境整備による滞在時間延長とくつろぎ宴会スタイルの提供

410 岩手県

有限会社アサクラ酒店

3400002010177

日本酒女子獲得に向けたおしゃれディスプレイの強化

411 岩手県

中華食堂 和田

412 岩手県

岩手オートサービス株式会社

8400001005173

高齢者・身障者向けのカーライフプラン提案による販路開拓

413 岩手県

(有)かねおと布団店

1402702000483

婦人服・雑貨類の専門コーナー設置による新規顧客の開拓

414 岩手県

井筒屋

女性向けメニューの開発による新規顧客開拓

415 岩手県

Bello spazio クオーレ

設備改善による安全対策とサービスの向上事業による販路拡大

416 岩手県

寺田デンタルラボラトリー

義歯製作システムの導入による作業の効率化と自由診療顧客の開拓

417 岩手県

理容 好

「お客様№１」思いやりサロンサービスの拡充による顧客獲得事業

418 岩手県

有限会社 藤岡建設

419 岩手県

ひころいちファーム

420 岩手県

(有)関添食品工業

421 岩手県

菅久菓子店

422 岩手県

株式会社ノースプロダクション

9011001072630

低価格宿泊施設完備の交流型飲食店の新たなビジネスモデルの確立

423 岩手県

株式会社Ｌｏｃａｌ Ｉｎｎｏｖａｔｏｒ

5400001014631

自社製品の販路拡大を図るための自社ホームページの作成

424 岩手県

株式会社 甘輝舎

1400002012101

賃貸外収益構造確立のための屋台村運営事業

425 岩手県

きりん堂整骨院

超音波治療器導入で急性外傷の対応と往療施術の拡大

426 岩手県

すずらん理容所

女性客、若年層が気軽に入店しやすい店舗改装で販路拡大

427 岩手県

企業組合八幡平地熱活用プロジェクト

428 岩手県

於本薪炭

ジャストインタイム化を目指す新製炭プロセス構築による販路拡大

429 岩手県

シャルマン美容室

ゆったりとした空間で 優雅でスッキリ さっぱりする時間の創造

430 岩手県

みんなのいわま

ファミリー客獲得のための販売促進プラン

431 岩手県

君成田洋品店

「手作り小物とバッグ」の製作販売による新たな売上開拓

432 岩手県

カフェフードバーわいわい

店舗及びメニューの情報発信強化による市外顧客の獲得

433 岩手県

有限会社 瀧村屋

434 岩手県

アトリエ 遊

美容室を活かした民泊事業で、遠野市街生き生きわくわく町づくり

435 岩手県

斉藤左官

重機購入で元請け事業の販路開拓

436 岩手県

水道屋株式会社

437 岩手県

A.Kガレージ

最新故障診断機導入による整備の迅速化と新規顧客の開拓

438 岩手県

サラダ館フジタテ

ＰＲ機器導入と店内レイアウト変更による販促強化と新規顧客獲得

439 岩手県

福助寿司

売上ロス時間帯を有効活用したランチ営業による新規顧客獲得

440 岩手県

三陸モータース

個人顧客に向けた生産性向上で売上・利益確保

441 岩手県

有限会社 盛絽屋

無化調中華料理PRによるファミリー顧客獲得事業

8400002010412

黒にんにくの健康効果を伝えるための直売所の開設（BtoC）
レンジで簡単調理の米粉パスタセットの開発を通じた販路開拓

9400002003984

バイキングメニュー提供による、若年層顧客開拓事業
パンフレットとショップカードによる販売促進力強化

4400005005818

3400002012561

7400001008730

9400602001157

ダイレクトマーケティングによる販路開拓のためのＥＣサイト構築

駅ビル販売施設へのお土産品進出による販路拡大事業

ホームページ更新による販路開拓とキャシュレス化の推進

一年間を通した「四季折々の旬を感じられるそば」の提供
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
442 岩手県

有限会社 アンドー

4400002010184

気軽に集える快適空間の提供による店内展示会開催と新規顧客獲得

443 岩手県

遠野美装

ドローンを活用した見える化と提案型営業でＢｔｏＣへ販路拡大

444 岩手県

青木長生治療院

知名度向上のための効果的宣伝活動による新規顧客獲得

445 岩手県

カフェレストランサバービア

店舗改装によるお客様の回転率の上昇及び一人客の獲得

446 岩手県

大谷温泉

快適な飲食スペースの整備による新たな法事・宴会スタイルの提案

447 岩手県

有限会社河判

7400002010223

小規模米穀小売専門店の強みを活かした業務用市場の開拓

448 岩手県

株式会社ひろの屋

3400001008263

北三陸ブランドの欧州市場進出を目指した販路開拓

449 岩手県

北沢美容室

450 岩手県

(株)高田シャープ電化センター

451 岩手県

クローズ

新メニュー提供及び販売対応力の強化による販路開拓

452 岩手県

はまなす亭

朝めしサービス事業の展開に伴う業務の効率化及び販路開拓

453 岩手県

株式会社三陸海鮮良味

454 岩手県

吉川鉄工所

455 岩手県

大渡建設有限会社

5400002013145

ハンドガイドローラ導入による新たな分野（ＢtoC）への進出

456 岩手県

有限会社 諏訪商店

7400002006659

「作り手」「売り手」「買い手」三方よしの仕組みで販路拡大

457 岩手県

ウレイラオーブン

外販部門進出による販路拡大と需要開拓事業

458 岩手県

ＧＣ－８

ケータリング事業の本格展開による新規顧客の獲得と売上向上

459 岩手県

株式会社小村建築工房

460 岩手県

ｆｕｋｕｒａ

町内外の顧客獲得を見据えた地域貢献型アパレルショップの開設

461 岩手県

夢乃風

メニューバリエーション充実化に向けた設備導入による販路拡大

462 岩手県

原工務店

機械装置導入による作業効率の向上及び若手従業員のＯＪＴ育成

463 岩手県

ファミリー食堂 プリンス

健康のための新サービス提供による魅力向上と新規顧客獲得

464 岩手県

小倉酒店

古民家の魅力を活かした工芸品ギャラリー整備のための基盤づくり

465 岩手県

有限会社奈良屋

466 岩手県

府金商店

467 岩手県

有限会社 一戸写真

468 岩手県

利寿司

シニア・女性顧客対象の店内環境快適性向上とＰＲによる販路拡大

469 岩手県

中国料理龍潭酒家

接待利用・女性向けメニュー開発及び環境整備による新規顧客獲得

470 岩手県

相馬屋

商品ラインのブランド化による売り上げ拡大事業

471 岩手県

ヘアーショップツキダテ

個室お顔そり美容法ルームの設置による癒し環境サービスの提供

472 岩手県

株式会社座敷わらし

473 岩手県

釜揚げ屋

474 岩手県

有限会社佐藤ランドリー

2400002012307

シミ抜き・色修正と無料付加価値サービスによる売上の向上

475 岩手県

有限会社粒来板金工業

6400002013251

ドローンを活用した屋根・外壁調査サービス提供による販路開拓

美容と理容のハイブリットサービス提供による販路開拓
2402701000302

3400001014245

太陽光発電２０１９年問題のフォローアップによる販路拡大

海水冷却機の導入による貝類の鮮度管理の強化及び販路開拓
５Ｓ推進に向けた営業環境整備による売上拡大

4400001014401

2400002007463

薪割り作業の生産性向上による迅速な提供及び販路開拓

テイクアウト用惣菜販売による新規顧客獲得
過疎地での買い物不便解消のための取り組みによる収益の向上

1400002012167

7400001007699

写真作成の内製化体制の構築による顧客満足度向上と売上拡大

民話コンテンツの拡充による魅力発信と新サービスによる売上増加
新食感和風スイーツの開発と販売のための設備導入
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476 岩手県

しだれ食品

製造工場床面改修による安全ニーズへの対応及び販路開拓事業

477 岩手県

大西ファーム株式会社

478 岩手県

三上屋

インターネット販売を根拠にした直販売強化及び販路開拓事業

479 岩手県

竹花眼鏡店

通年安定した訪問販売、訪問アフターサービス体制の構築

480 岩手県

小田嶋青果

生産者の顔の見えるホームページによる商品の訴求力アップ事業

481 岩手県

ふぉとすぺーす角田写真

入口上部看板・壁面看板設置による店舗外装訴求機能の向上

482 岩手県

Ｗ＠ｃｏｏ ｈａｉｒ

デジタルとアナログツールの融合による認知度向上の取り組み

483 岩手県

有限会社マグネット・プランニング

484 岩手県

Bistro Availla

地産地消による安心・安全にこだわった女性層への販路開拓

485 岩手県

写真や

あらゆる写真ニーズに対応できるマルチフォトスタジオの構築

486 岩手県

株式会社マツザキ

487 岩手県

天一坊

当店の強みを活かした持ち帰りメニューの周知による顧客の確保

488 岩手県

宝箱

くつろぎ空間の提供による新規顧客の獲得事業

489 岩手県

田野畑自動車工業 株式会社

490 岩手県

髙砂食堂

地域のグループ・団体客をターゲットとした販路開拓

491 岩手県

くりっこ屋菓子店

高性能焼き台の導入による増産体制の確立および販路開拓

492 岩手県

みらい整骨院

「運動は万能薬」いつまでも衰えない！心と身体活き活き計画

493 岩手県

有限会社 清水川養鱒場

494 岩手県

木戸場呉服店

495 岩手県

有限会社上遠野工務店

496 岩手県

花むら

店舗改装と生花用冷蔵庫の購入による店頭販売の強化

497 岩手県

吉澤菓子店

カステラの小口サイズ商品開発とパンフレット作成による販路開拓

498 岩手県

有限会社博寿司

1400002007844

コンベクションオーブンの購入による省力化と売上げの増大

499 岩手県

企業組合オアシス

7400005002762

お持ち帰りメニューの強化による新規客の獲得

500 岩手県

ほっかほっか亭葛巻店

駐車場看板の整備による集客力の向上

501 岩手県

上神田精肉店

特許技術の導入による美味しさの差別化とコスト削減の推進

502 岩手県

こんの屋

ホームページ構築による情報発信強化事業

503 岩手県

真柴商会株式会社

504 岩手県

芳樹園

ドローン空撮による樹木診断・メンテナンス事業

505 岩手県

なつき屋

管理栄養士の青果市場コーディネーター販路開拓事業

506 岩手県

株式会社青の国ふだい

507 岩手県

侍屋敷大松沢家

508 岩手県

有限会社グリーンサポート

509 岩手県

お食事処 いち龍

8400001009240

9400602001198

2400001014444

0400001007209

4400002007627

農産物用冷蔵庫と裏ラベルプリンターの導入したネット販売の拡充

ヘアケアにこだわる層に対する直販による販路開拓

１社取引からの脱却のための営業力強化事業

整備の効率化による生産性アップで売上・利益確保

副産物の活用による、自社ブランドの強化と売上向上
快適な睡眠に役立つ寝具類の提案による売上増加

4400002007775

4400001013196

5400001013625

WB工法を応用した独自技術によるリフォーム事業の拡大

農薬散布市場開拓を目的とした最新型ドローンの導入

ふだい三大麺を軸とした新たなファストフードを活かした販路拡大
スイーツ展開強化による地元女性客を中心とした市場開拓

5400602001796

最新型蒸気ボイラーの導入による生産性向上と新規受注増加
店内リフォームによる女性グループ客の開拓
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510 岩手県

ヤマニ醤油株式会社

6402701000331

小型商品開発によるギフト商品市場への本格参入事業

511 岩手県

有限会社キリ美装

9400602001140

黒色トラスのイベント看板提案製作による販路開拓

512 岩手県

株式会社カービューティーサービス

7400001014621

新店舗の移転に伴う床改修に伴う新たな販路開拓の戦略

513 岩手県

岸屋商店

真空パック機による熟成・レトルト製品販売事業

514 岩手県

Nollegretto

視認性向上の取組とインバウンド対応強化に伴う売上拡大

515 岩手県

民宿むさし

「なんにも無い」から心地良し。田舎の民宿さ来てけらっせ

516 岩手県

有限会社城山観光

2400002011977

新たな送迎サービスの開発とフラッグシップバスの創出

517 岩手県

有限会社 ささら自動車工業

9400002003943

新サービスと新設備導入による若い世代を狙った販路開拓

518 岩手県

株式会社 フレッシュ

4400001001861

新商品の開発と受注体制強化による認知度向上計画

519 岩手県

盛岡刺繍屋 牡瓶

オリジナル刺繍サービスの認知度向上による販路開拓

520 岩手県

寿し将

お客様快適計画！家族向けメニュー開発による販路開拓

521 岩手県

株式会社 利宏商事

4400001010053

若者層獲得のための新市場進出と特殊タイヤチェンジャー導入事業

522 岩手県

株式会社 フードアトリエ

8400001014307

新たなケータリング部門立ち上げのための設備導入による売上拡大

523 岩手県

いわて赤牛

岩手山ろく漢方牛大和煮缶詰による販路拡大

524 岩手県

珠や

手づくりの温かい惣菜の常時提供による販路開拓

525 岩手県

有限会社 千田設計

526 宮城県

写真工房あがつま

527 宮城県

㈱佐藤電機

3370201003729

保守点検等サポートサービスの充実に伴う潜在客の掘り起こし事業

528 宮城県

有限会社いさみや

9370502000056

商品の魅力発信の為の商品ディスプレー充実による顧客拡大

529 宮城県

有限会社菅野

2370602003246

新メニュー(低温デジタルパーマ)の拡充による新規開拓

530 宮城県

新井食品

531 宮城県

有限会社ファソン・ドゥ・ドイ

5370602001552

新商品の開発と店舗の認知度アップ事業

532 宮城県

有限会社 スガノ建設

8370302001362

ＨＰとＳＮＳ、チラシを活用した受注機会の創出と知名度向上

533 宮城県

くしや

焼き鳥専門店化による販路拡大

534 宮城県

若草寿司

看板設置等やパンフレットによる幅広い層の顧客開拓

535 宮城県

わたしの雑貨＆セラピー らべんだぁ

カントリー雑貨・木工品に特化した戦略による売上拡大

536 宮城県

手作りごはんアネッチャ・焼きたてクレープチ
ルボン

キッチンカーでの移動販売及びに広告宣伝の実施

537 宮城県

阿部輪業商会

仕事の分業化でレストア受注拡大による売上向上・事業承継推進

538 宮城県

ザミラ株式会社

7370001043087

インターネットでの記事掲載で首都圏での知名度向上と販路拡大

539 宮城県

株式会社一苺一笑

4370801001585

通年販売を可能とする新商品の開発による販路開拓事業

540 宮城県

末永九兵衛商店株式会社

4370301003215

ニーズに合わせた新商品の投入とホームページの作成

541 宮城県

みんなのカフェtetote

542 宮城県

株式会社fujimura

543 宮城県

高東旅館

7400602001423

商業・福祉・生産施設への販路開拓のための営業ツールの作成
ビジネスマッチングサイトを活用した販路開拓事業

手づくり油揚げをホームページで発信し食を通じ顧客の健康に貢献

“お子さま連れで利用できるカフェ”をＰＲした販路拡大事業
1370001042020

ご遺族の気持ちに寄り添った搬送サービス事業展開による販路開拓
温泉と景観と空間の融合、魅力発信による新規顧客開拓
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
544 宮城県

株式会社 泊環境

4370301002984

高齢者が働きやすい職場環境を整備し新たな収益事業を確保する

545 宮城県

有限会社ヤマウチ

9270502001041

提案型洋服リメイク事業導入による販路拡大

546 宮城県

高長醸造

高付加価値商品製造販売による販路開拓事業

547 宮城県

ONE PIECE

ストレス解消 至福の時間をプレゼントし、客単価増加計画

548 宮城県

松島 松吟庵

女性シニア層対象口コミ向上販路拡大プロジェクト

549 宮城県

有限会社丸七佐藤水産

550 宮城県

落合カイロプラクティック

551 宮城県

株式会社バンデ

552 宮城県

文字屋

後継者へのバトンタッチ！地酒と店舗改修による新規顧客獲得事業

553 宮城県

サクラガレージ

サービス向上で固定客の深堀を！

554 宮城県

サン工業株式会社

555 宮城県

ピザカフェおひさまや

556 宮城県

株式会社農直ＨＯＮＯＫＡ

7370001039936

惣菜・漬物の新規宅配事業の販売促進

557 宮城県

ノヴァテックエヌイー株式会社

2370001042705

ネット販売システム開設による販路開拓事業

558 宮城県

四方山

新規顧客開拓と休眠顧客の掘り起し事業。

559 宮城県

Ritz hair design

平均客単価アップのための付加価値の向上による新規顧客獲得事業

560 宮城県

株式会社H&Kうまづらカンパニー

2370001040717

お客様への感謝の思い、風雨対策による利便性向上への取組

561 宮城県

株式会社ツーエーテック

1370001040858

来客増加に伴う社屋改修工事事業

562 宮城県

ダンススタジオリレイション

日本一かっこよく、日本一安全なダンススタジオとなるための取組

563 宮城県

衣料のたかたま

店舗改装とイベント出店、SNSを併用した新規顧客獲得事業

564 宮城県

有限会社 イノマタ精機

565 宮城県

旨い食処 あごら

566 宮城県

リヒテンドゥーシェ株式会社

567 宮城県

木津建築設計

設計スキルを活かした営業力強化による中小規模案件の販路開拓

568 宮城県

ＤａＤａ Ｈａｉｒ

クイックヘッドスパサービス本格導入による販路拡大

569 宮城県

阿部水産

漁師が作る国産キクラゲによる経営基盤を強化する事業

570 宮城県

理容おくだ

理容業における女性向けサービスの拡充による販路開拓

571 宮城県

有限会社 渡建

572 宮城県

和歌珈琲

573 宮城県

株式会社 久我

574 宮城県

内川の畔りカフェ

エスプレッソマシン導入と周知チラシによる新規顧客獲得事業

575 宮城県

農家のお店 大丁内

新商品開発での売上強化・業務効率化を図る生産設備導入事業

576 宮城県

株式会社 山神や

7370001043780

WEB広告を使った「だて正夢のスナックでござる」販路開拓

577 宮城県

有限会社 山証

8090002003290

展示即売会等での販売スタイル見直しによる顧客拡大

5370802000619

パッケージを一新し高級感を求める顧客の新規獲得事業
ＨＰ作成によるＢｔｏＢ向け講師事業の販路開拓

6370001043815

6370001000700

一般家庭向けの新サービス（おたすけレディ）の実施

工事業から住生活総合サービス業へ転換に向けたPRツールの構築
「酵素玄米」を活用した新商品についての販路開拓事業

3370202003637

専門ソフトウェアの導入とホームページによる発信力強化
弁当・オードブル事業の強化による新たな販路開拓事業

5370001024097

5370102000682

慈愛食（デリシャス セイフティ フード）の販路開拓

戸建保有世帯に対し建替・リフォーム・世代独立の新築需要を開拓
ホームページ・チラシ等作成による売上拡大・新規顧客等開拓

5370201003132

レンタル事業拡充の為の新たな広報戦略と店内環境整備
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
578 宮城県

株式会社トラストパートナー

3370001031632

中小企業等向けセミナーの開催／ウェブアーカイブ化による増客策

579 宮城県

株式会社丸高

3370001025519

展示スペースの活用によるペット用仏具の販売強化

580 宮城県

株式会社森谷組

1370501000502

高齢者在宅世帯のバリアフリーリフォーム需要への販路開拓事業

581 宮城県

ＢＡＲＢＥＲミヤカワ

新たな客層取り込みに向けた新事業展開で販路開拓

582 宮城県

仁貴

人気商品の専門店化で販路拡大

583 宮城県

有限会社 ホテル浦嶋荘

584 宮城県

石神彫刻工房

585 宮城県

ＶｉｖａＷａｖｅ株式会社

586 宮城県

ＳＴＡＲ ＣＬＥＡＮ ＬＩＦＥ

587 宮城県

株式会社こしき

7370001041990

新規顧客開拓とする地場産品を活用した飲食の提供とカフェ事業

588 宮城県

有限会社テイスティ伊藤

5370302001654

地域特産野菜を使った乾燥野菜のブランディングによる販路拡大

589 宮城県

明神崎荘

牡蠣小屋設備を活用した日帰り観光客取込みによる販路開拓事業

590 宮城県

オーイング菓子工房Ryo

情報発信力強化とブランディング等による広域販路開拓事業

591 宮城県

株式会社宗

2370801001579

新規出店に伴うチラシ配布による誘客作戦

592 宮城県

株式会社ユジクラフト

8370001019417

ホームページリニューアルによる新規顧客の開拓と利益率改善事業

593 宮城県

横山興業株式会社

2370001017954

少額工事ニーズの掘り起こしによる新規顧客開拓

594 宮城県

宮三石材店

595 宮城県

株式会社ゴリラファーム

1370001040701

新商品・贈答品用パック開発及び弁当事業ＰＲによる販路拡大事業

596 宮城県

株式会社 日進堂中部

5180001120114

ずんだ餅専門店の新メニュー「ずんだシェイク」の設備導入

597 宮城県

遠藤水産

デザイン統一化による企業認知度向上及び販路拡大事業

598 宮城県

大森式流通

【最上の旨味に至るまで】動画及びWebサイト制作で販路拡大

599 宮城県

美容室 癒心

ヘッドスパ等のPRで認知度向上・顧客獲得

600 宮城県

株式会社NARIDAヘルスサポート

601 宮城県

石堂ファーム

602 宮城県

株式会社 金華山観光

603 宮城県

潮風商店

スマホ版受注システム導入による新規顧客を獲得する事業

604 宮城県

千葉義肉店

広告宣伝による顧客数回復と新規獲得事業

605 宮城県

合同会社サクセス

1370003004514

広告看板導入とラジオＣＭによる新規顧客の獲得事業

606 宮城県

株式会社イグナルファーム

7370301002972

ＨＰリニューアルによる、６次化加工商品、いちご観光農園のＰＲ

607 宮城県

有限会社コンテナおおあみ

9370402002029

子どもたちの夢と可能性を広げるためのプログラミング教育事業

608 宮城県

カワムラ釣具店

609 宮城県

有限会社イーストファームみやぎ

3370202003554

成分分析計導入による自社ブランド米の品質向上と販路開拓

610 宮城県

ジェミニオート常磐山元株式会社

3370801000638

高齢者の事故防止「STOPペダル」による販路開拓事業

611 宮城県

和sian-cafe aimaki

1370602001655

自社㏋のリニューアルと営業活動強化による長期団体客の新規獲得
効用を見据えたチャネル開拓で新たな市場、顧客獲得を目指す事業

9370001043952

企業からの業務受託を通して障害者の職人を育成する事業
買ってきます、届けます。御用聞きサービスで顧客拡大事業

自社ＨＰ作成で20～40代への販路開拓・市外の顧客の囲い込み

6370401000985

「赤しそ」を使った無添加新商品の開発とネット販売対策事業
飲食店の仕込みの手間を省くパック商品の開発

3370301001491

最新型サテライトコンパス導入による安定運行と新サービスの提供

ウェブサイト作成によるウェットスーツ等販売販路拡大とPR

「南三陸旬の食材×ワイン×タイ料理」
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
612 宮城県

株式会社 蔵王わくわくファーム

1370001017014

こだわりのある乾燥野菜を地域外への販路開拓事業

613 宮城県

中華タナカ

614 宮城県

エントワデザイン株式会社

615 宮城県

星のこ工房

インバウンド需要に対応した販売促進による新たな販路開拓

616 宮城県

亀山祐司土地家屋調査士事務所

最新ＣＡＤソフトウェア導入による業務効率化と受注顧客先の拡充

617 宮城県

株式会社ＳＷＩＴＣＨ

618 宮城県

ファインデイサービス

619 宮城県

株式会社ゼルコバドリーム

8370101002149

高品質生乳を活用した乳製品の販路拡大

620 宮城県

Monday Morning合同会社

2370003004026

ボタニーペインティング及び自社サービスの広告・宣伝

621 宮城県

㈱2nd place

7370001042584

ストレス社会における脱毛・養毛改善メニューの新たな提案

622 宮城県

渥美木工

オーダーメイドの押入れ・クローゼット収納PRによる販路開拓

623 宮城県

料理菅原

高齢者にやさしい座敷テーブル型宴会の提案による顧客獲得

624 宮城県

ＧＬＡＲＥ

「青い車屋さん」のＰＲによる認知度向上・顧客獲得事業

625 宮城県

HAIJI

登米市産米粉の石窯ピザ。総合演出で特別なひとときを事業

626 宮城県

有限会社 只見工業所

5370202004617

宮城から世界へ！日本固有の文化ジャパニーズ畳を発信

627 宮城県

有限会社 千田クリーニング

1370202004620

低コスト・カラープリントシステム導入で新規顧客獲得と販路拡大

628 宮城県

笠原餅店

629 宮城県

有限会社機械工房

630 宮城県

割烹みうら

631 宮城県

株式会社つつみ庵

632 宮城県

はつ花

633 宮城県

田所食品株式会社

634 宮城県

朝日自動車工業

635 宮城県

有限会社 タダノ自動車

8370802001523

新規顧客獲得へ向けた情報発信力強化事業の実施

636 宮城県

みやぎのあられ株式会社

7370801000601

HACCPに準じた衛生管理整備及び店舗改装による販売力強化

637 宮城県

株式会社 たかはし

7370801001442

郷土料理と惣菜に特化した地元型販売力強化事業

638 宮城県

キラリ行政書士事務所

建設業許可の申請・取得代行

639 宮城県

DOLLARS

来店客増加に向けた店舗・商品視認性アップとキャンペーンの実施

640 宮城県

株式会社イマジン・ジャパン

641 宮城県

サロン・ド・テ・クリハラ

642 宮城県

株式会社ジャック

643 宮城県

ファミリーサロンニッタ

高齢者・障害者対応設備導入による新規需要の開拓

644 宮城県

中華ハウスオオた

強みに特化した販売体制整備による経営力強化事業

645 宮城県

中華料理 彩苑

テイクアウト部門の強化による販売促進

晴れの日の「中華オードブル」の提供で販路開拓
7370001041966

1370001042078

地域ブランド「仙台弁こけし」の４コマ漫画制作による地域活性化

農薬散布ドローン販売事業およびレンタル事業の確立
道路部給排水管取出し工事で使用する機械購入による販路開拓事業

「THE OMOCHI」のレシピ開発およびチラシ制作
1370002020000

ホームページ改良と自社パンフレット作製による新規顧客獲得事業
店舗改装及びお洒落な新メニュー開発による涌谷本館リニューアル

8370001043953

先代から継いだ「そば屋」に会津山都の風を吹き込む顧客開拓
店舗改修と食事コースメニュー導入による夜営業の売上増加

3370801001553

自社園果実を用いた新商品開発設備導入及びＰＲ映像開発事業
診断機能付機器の導入による新サービスの開始および販路拡大

5370001041407

きくらげの販路拡大に伴う食品成分分析と白きくらげ販売開始
お客様の視覚に訴えた商品アピールによる新たな需要の開拓

6370001000790

防犯カメラ設置工事による販路開拓
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
646 宮城県

アラプラージュ

新規顧客を獲得し、経営基盤を確立するための情報発信力強化事業

647 宮城県

有限会社アネックスホテルアベ

648 宮城県

ＨＥＲＯＥＳ’Ｌａｂｏ・シン

649 宮城県

有限会社和食味処宮寿司

9370102002221

新アラカルトメニューの会食プランを広域的販路開拓

650 宮城県

ルヴォワール株式会社

6370101002209

新商品開発によるチャネル開拓と新規顧客獲得事業

651 秋田県

髙橋わたや

652 秋田県

長澤工務店 株式会社

2410001008032

ここから発信！賑わい創出で「稼ぐ力」を高める事業

653 秋田県

有限会社トミーズ

5410002011718

設備の導入による受注数の拡大と収益力強化を図る計画

654 秋田県

竜美

新戦略（チラシで新規顧客、ＤＭでリピーター獲得）で販路拡大

655 秋田県

小野理容館

地域キャラを活用した看板とポイントカードで集客・顧客化を！

656 秋田県

有限会社 髙橋工務店

657 秋田県

めん丸 本荘店

658 秋田県

株式会社 西目機工

659 秋田県

福岡ボデー

強みである鈑金・塗装技術をさらに高めて販路拡大！

660 秋田県

マートベリー・タグチ

移動販売車により高齢者への安全・安心な商品及びサービスの提供

661 秋田県

栄星型枠

新規顧客獲得のための認知度アップ作戦

662 秋田県

合資会社 山嘉呉服店

9410003002241

高齢女性をターゲットとした広告宣伝と付加価値提供

663 秋田県

有限会社 クーマ

7410002012276

新たなリラクゼーションメニューを導入し美と健康を提供

664 秋田県

キッチンみどり

来店客に満腹感、満足感、爽快感を与え売上アップ

665 秋田県

ヒモロタタミ

新たな畳の運搬方法による畳張替工事のスピード化

666 秋田県

有限会社中福商店

667 秋田県

興真ボデー

668 秋田県

有限会社 丸一食品

2410002012322

企業再建を目指した新商品開発～ブランディング戦略事業～

669 秋田県

有限会社 北日本自動車販売

4410002007312

ニーズに対応したリフトで効率的な作業を展開します。

670 秋田県

いがわ整骨院

院内までフルフラットの駐車場で安全・利便性確保・顧客増大を！

671 秋田県

今園芸

新規顧客を捉える「看板の設置と改善」

672 秋田県

株式会社マサカ

673 秋田県

ファミリーレストラン１２３

体の不自由な方、高齢者に優しい店づくり

674 秋田県

手作り工房 心紬

新規事業立上げに伴うホームページとパンフレット制作

675 秋田県

境オート

新型スキャンツールを活用した提案型サービスによる顧客獲得事業

676 秋田県

たく工芸

家具職人の技術が伝わる木工製品販路拡大事業

677 秋田県

株式会社 ホクシュウ

678 秋田県

PAstoral H&R

679 秋田県

株式会社中嶋建築板金

2370202005163

スポーツ団体向け合宿プランの展開で販路拡大！
図書館に本のヒーロー登場！絵本ヒーローショーによる販路拡大

提案します。「お疲れ布団のリフォームで快適睡眠を」

1410002011663

住宅リフォーム支援事業を活用した売上向上計画
新分野に進出！ラーメン街道の人気店を継承！

4410001005358

1410002006812

泡で世界を変える「人工炭酸泉発生装置」、関西エリアへ商圏拡大

オリジナル日本酒「福美倉」のファン作りによる販路拡大事業！
安心安全！顧客満足度の高い新サービスで販路拡大！

1410001004932

4410001010382

産学共同開発「地場産材使用雪国対応木製カーポート」の販路拡大

顧客ニーズに応える「家電ワンストップサービス」の提供
妊活～子育てのお悩み解決 身体と心に優しい各種サービスの提供

7410001011147

防水事業を新展開！ニーズに応える新たな提案で新規顧客を獲得
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
680 秋田県

洋風居酒屋シャポー

地域性に特化しＮｏ,１店へ！皆で楽しめるスポーツバー機能導入

681 秋田県

相良ポンプ店

お客様の安全と快適を求めた店づくりで新規顧客獲得

682 秋田県

川越水道設備工業

ホームページによる商圏外へのＰＲと受注システムの構築

683 秋田県

有限会社ＡＣＣＥＳＳ

4410002012361

事業の知名度を高め、幅広い顧客ニーズに対応する為の拡販事業

684 秋田県

株式会社I＆I

1410001012051

ボタンフィーダー付きミシン導入による販路拡大事業

685 秋田県

居酒屋勘乃

「親どり煮」のレトルト化による新たな販路開拓

686 秋田県

石川菓子店

食品表示法適応ラベル変更による商品信用度獲得と県外販路拡大

687 秋田県

かまた菓子舗

地元酒蔵の酒粕を使用した商品開発で販路拡大

688 秋田県

夏井工請所

多業種明記の看板設置と情報発信による販路開拓

689 秋田県

ざっかや にこり

量産と新規顧客獲得のための環境づくり

690 秋田県

三浦ガレージ

ホームページ開設による新規顧客獲得事業

691 秋田県

株式会社アームズ

2410001004725

直焙煎コーヒー・軽食テイクアウト店の新設と看板設置で売上拡大

692 秋田県

有限会社秋田観光

8410002006095

全国に“どぶろく”で男鹿を売り込み販路拡大

693 秋田県

有限会社進藤商店

6410002012178

地域に１店舗の鮮魚店 冷蔵ケース導入で鮮魚商品のさらなる充実

694 秋田県

南外フーズ

695 秋田県

株式会社 秋田農販

5410001010068

ＬＥＤ導入で栽培促進 トマト狩り顧客を逃がさない！

696 秋田県

男鹿シス株式会社

2410001011721

小さな町から認知度向上へ販路拡大事業

697 秋田県

有限会社 竹馬

3410002011629

軽減税率制度を契機としたホームページ作成による販路開拓

698 秋田県

工藤塗装店

699 秋田県

有限会社ステップミル

700 秋田県

富久屋

701 秋田県

株式会社 秋田カーサポート

702 秋田県

民芸 美穗

703 秋田県

株式会社メディカルファーム仙北

704 秋田県

リトルワン

看板設置でカフェコーナー利益獲得プロジェクト！

705 秋田県

割烹桃屋

10年後を見据えた宣伝看板の設置

706 秋田県

有限会社 アキモト酒店

9410002011177

環境に優しく！保冷用買い物袋の推奨で売上アップ

707 秋田県

有限会社藤むら呉服店

5410002012732

インバウンドも含めた着物の着付けによる日本文化の魅力体験

708 秋田県

有限会社 ほりえ

2410002008122

特産品いぶりがっこパッケージ改良による販路拡大

709 秋田県

㈱秋田阿部商店

3410001011126

特殊工具の導入により機能性寺院用仏具の提案作成で販路拡大

710 秋田県

俵谷左官店

新規顧客・複数現場獲得のための作業機器導入

711 秋田県

土川ゴルフ練習場

常連客から派生！レディス・ジュニア層獲得に向けた環境整備

712 秋田県

小野喜酒店

新パッケージ作成とＰＲ用フライヤーによる新規顧客獲得

713 秋田県

小料理 新席

シニア層取り込みとインバウンドツーリズム獲得を目指し！！

ドローンで運ぶ「空飛ぶタケノコ」で顧客の注目度アップ

町の頼りになる塗装屋さんを目指して～足場組立から塗装まで
5410002007261

生産環境の整備による第二工場の稼働開始
トイレの洋式化で、日本人も外国人も快適な食事を

2410001008759

事務所増築による作業効率向上と快適なお客様スペースの設置
当店初のクリック＆モルタルｗｅｂ戦略に基づくＥＣサイト開設

7410001010958

地方創生特区で生まれた健康野菜食品の増産・新商品開発計画
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
714 秋田県

㈲高山製麺

5410002007113

配送車両（ラッピング車）で自社商品をＰＲ

715 秋田県

明野削蹄所

716 秋田県

株式会社 藤興業

717 秋田県

Happy dog style tiara tiara

ペットと飼い主が快適に過ごす空間作り＆新規客開拓事業

718 秋田県

Ｔｒａｔｔｏｒｉａ ＳＩＶＡ

潜在ニーズを掘り起こせ！本格窯焼きピザで新規客獲得事業

719 秋田県

佐藤食品

「ゆみこ弁当」認知度向上のための宣伝強化策

720 秋田県

株式会社ＯＭＳ

721 秋田県

BARBER SHOP ING

722 秋田県

有限会社 ヘルシーライフ

2410002013345

折込広告・サンプリング・ホームページによる販路開拓・拡大

723 秋田県

有限会社 鮎乃家

2410002008015

美味しそうが聞こえる！メニューブック刷新で売上拡大

724 秋田県

カットハウスポップコーン

高齢者にやさしい店先づくりで集客力アップ

725 秋田県

藤原商店・ラーメン藤

新規顧客獲得に向けた店舗用看板テントによる認知拡大事業

726 秋田県

丸喜精肉店

製造部門強化の第一歩 店舗厨房の改装による業務効率化

727 秋田県

民宿惣之助

新しい農家民宿での過ごし方の提案と情報発信で販路拡大

728 秋田県

株式会社 あおい装飾

729 秋田県

田沢湖グリーンガーデン

外国語メニュー表作成と多言語看板設置で集客力を向上！！

730 秋田県

松月旅館

外国人・高齢利用者対策の充実による販路の拡大

731 秋田県

カービング秋田DozenRose

タイカービングの技術を生かした地場産品の消費促進で収益拡大

732 秋田県

株式会社あらかわ

733 秋田県

佐々木商店

734 秋田県

キャッスルファイブレザーアート株式会社

735 秋田県

小羽広館

736 秋田県

有限会社タカハシ印店

7410002006773

レーザー彫刻機導入による新サービスのPRパンフレット作成

737 秋田県

株式会社スライヴ

4410001012016

オイルミスト除去による生産性向上と営業力強化事業

738 秋田県

有限会社羽後モータース

4410002008161

中古車展示場の新設に伴う中古車販売の強化

739 秋田県

司法書士三浦達也事務所

事業所名の周知による販路拡大に向けて

740 秋田県

たじゅうろう農園

直売所の新設による食用ほおずき関連商品等の販路拡大事業

741 秋田県

わにさん農園

野菜、果物、加工品、手芸工芸品の販売店舗オープン・販路拡大

742 秋田県

弘八技工有限会社

5410002010686

機械設備の追加導入による業務効率化と販路拡大

743 秋田県

有限会社 松田水道

8410002013851

ホームページ開設による認知度向上と消雪シートＰＲで販路開拓

744 秋田県

有限会社松岡養鶏

8410002009296

魅力満載！養鶏場直営「卵専門店」の徹底的プロモーション大作戦

745 秋田県

志伯クリーニング店

機動力とサービス力で勝負！集配型クリーニング店の新エリア進出

746 秋田県

カフェ＆雑貨 メゾンドット

愛犬とどこへでも一緒に…たまにはオシャレ空間でランチをどうぞ

747 秋田県

有限会社 荒井鉄筋工業

削蹄と除角による牛農家へのトータルサービスによる販路拡大
8410001005379

8410001011567

森の価値と人の命を守る「ガイドレーザー」認知度アップ事業

新サービス導入による塗装品質と顧客満足度の向上事業
視認性を上げる店舗入口改装と光で魅せる空間プロデュース事業

9410001004719

9410001003357

ドローン事業の広報強化による知名度向上と新規顧客獲得

シニア女性の美をトータルコーデ！婦人服部門強化による収益向上
国産大豆100%のこだわり「三角油揚げ」の販路拡大

7410001010116

個人客への販売強化に向けた情報発信力向上計画
地元食材による総菜と湯治でお客様に愛されるおもてなし宿づくり

9410002013719

作業効率化で労務改善！自動鉄筋結束機導入で売上アップ
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
748 秋田県

菓子工房 marble

発酵食品を使用した焼菓子をＰＲし販路拡大

749 秋田県

まるおかクリーニング

バイクウェアクリーニングに特化した自社ＰＲによる販路拡大

750 秋田県

ＰＲＩＮＴＳＨＯＰ ＲＯＮ

熱転写プレス機導入による販路拡大

751 秋田県

有限会社 高健工務店

752 秋田県

八峰洋食 月見草

新メニュー実施による新規顧客獲得

753 秋田県

ＴＯＭテイクオフモデル

自社の強みを最大限に活かしたＰＲによる販路拡大

754 秋田県

かやぶき山荘 格山

多言語対応による海外旅行者誘客アップ

755 秋田県

白旗板金

雪国特有の地域課題解決による新規顧客獲得

756 秋田県

イトーアルミ

元請依存からの変革～事務所環境整備で狙う新規顧客獲得～

757 秋田県

西仙北塗装

お客様へ室内外のトータルメンテナンスを提案

758 秋田県

有限会社 大綱食品

6410002012194

呼び込め！ブランド周知による新規顧客獲得

759 秋田県

佐々木建業株式会社

9410001010997

認知度アップで狙う商圏拡大

760 秋田県

刈和野ガラス

761 秋田県

有限会社ニュー畠兼

3410002006257

ホームページリニューアルによる売上増加への取り組み

762 秋田県

株式会社 橋本薬局

6410001009332

お客様が入店しやすい薬局づくりへの店舗改装

763 秋田県

早口木材株式会社

5410001004103

「秋田スギ」ALL資源活用で異業種との企業間連携を図ります

764 秋田県

株式会社 ロードステーションジャパン

8410001009322

「中古車フェアー」実施で認知度向上と新規顧客開拓

765 秋田県

株式会社 タイガーシューズ

8410001009000

小売部門の立上げで当社のアピールと販路開拓

766 秋田県

有限会社 栄物産

3410002009986

赤キクイモで新たな顧客層開拓を!!

767 秋田県

有限会社 Ｉステーション

9410002013652

ホームページ作成による新規顧客開拓と利便性向上

768 秋田県

ふじもと美容室

【ヘナ】を知ってもらい、ヘナで髪も身体もキレイに

769 秋田県

かまくらほし餅本舗

金属検出器導入によるＨＡＣＣＰ事業者のＰＲで販路開拓

770 秋田県

かしの木

ホームページ作成による認知度向上と販路開拓で必要な菓子店へ！

771 秋田県

有限会社稲庭手業うどん秀吉

772 秋田県

すし屋の中川

店舗座席改装で多様化する利用機会への対応と利便性向上事業

773 秋田県

加藤木工所

高品質ブランド化贈答用商品製造のための真空パック機械装置購入

774 秋田県

吉運商店

新たな販路拡大に伴う機械設備の増設

775 秋田県

ボダイザワ素材 株式会社

776 秋田県

くどう整骨院

777 秋田県

(有)時報堂

1410002010888

聴力測定器で聴こえ方の認知を深め最適補聴器提案による販路開拓

778 秋田県

有限会社カントリーガーデン

6410002012046

商談室・契約室完備。情報漏洩防止で来店者数と売上アップ。

779 秋田県

ヘアモードＭＡＩ

780 秋田県

株式会社北仙オート秋田

781 秋田県

GOU

3410002013807

CAD対応大判プリンター導入による販路拡大事業

冬期間の売上増による新規顧客獲得

2410002008064

1410001008413

パッケージデザイン改良と産直施設改修による販路拡大

「樹木伐採の悩み事解決」PRで潜在需要の掘り起こしを図る。
高齢運転者でも安心安全な駐車場づくりによる業務効率化

最新の施術環境整備による最高品質の美容サービス機能の提供
6410001008581

顧客ニーズを満たす整備作業迅速化のための取り組み
居酒屋で「テイクアウト＆ランチ」導入で販路拡大！
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
782 秋田県

犬猫雑貨チャッピー

周知活動で認知度アップ！新規顧客の獲得を目指します

783 秋田県

aru

マシン導入による施術時間短縮で回転率アップ

784 秋田県

近藤家具店

チラシ・ホームページ・看板で地道な顧客獲得及び売上増加対策

785 秋田県

株式会社 秋田食産

8410001010453

ＧＩ認証「いぶりがっこ」需要増加に向けた生産数量大幅拡大事業

786 秋田県

株式会社Ｇ.Ｔ.ＬＡＢＯ.

5410001012147

生産物を加工して、冬もホットに販路拡大

787 秋田県

和賀豪事務所

788 秋田県

株式会社ファミリーストア佐々木

789 秋田県

ツチヤデンキ

店内リニューアルで商談スペースの確保及び居心地の良い空間演出

790 秋田県

山内建設

工具の追加導入による工期短縮並びに掛け持ち受注による受注拡大

791 秋田県

ラーメンショップＡji-Q鷹巣店

ファミリー客来店増加のためのラーメン店リニューアル

792 秋田県

隠れダイニングぽけっと

店舗内トイレ改修による来店客の利便性向上及び顧客獲得事業

793 秋田県

フジクロス

最新溶接機導入で、内装床仕上げの需要、売上アップ！

794 秋田県

みや蔵

『”ヒト”に優しい情報発信型ラーメン店』を目指して誘客大作戦

795 秋田県

佐伊商店・バナフィショップ

「ＢＢＱ肉あります」コンビニ店の新たなサービスで販路拡大計画

796 秋田県

丸竹食堂

厨房改装による作業導線確保で提供時間短縮と回転率アップ

797 秋田県

有限会社 プリントハウス

798 秋田県

ドリフトウッド・ファクトリー我流慕

799 秋田県

有限会社松橋商事 伊勢堂岱温泉縄文の
湯

8410002009511

全世代に愛され、安心して宿泊できる温泉施設を目指して

800 秋田県

有限会社 石一商店

9410002010724

全天候型待合スペースの確保とポイントカードによる顧客の拡大

801 秋田県

モード・Coco

802 秋田県

株式会社 稲庭古城堂

803 秋田県

理容室 彩華

804 秋田県

東海林物産 株式会社

4410001011397

廃菌床のリサイクルで新たなビジネスモデルを構築！

805 秋田県

株式会社佐々木工務店

9410001001220

職人自らが提案し、施工する。思い通りに建てるならぜひ弊社へ。

806 秋田県

十月

空間整備とネット販売システム構築による当店ファンの獲得

807 秋田県

お菓子のアトリエ ア・ドゥマン

「ボンボンショコラ」を看板商品に！設備導入で製造量倍増計画

808 秋田県

(有)ワールボンボン

4410002009548

低カロリー商品ＰＲと親子参加型職業体験を通した食育の実践

809 秋田県

有限会社エスケイホーム

3410002005234

新拠点の効果を最大限にするためＰＲする事業

810 秋田県

もみ処 凜

811 秋田県

有限会社 美杉

812 秋田県

齊藤畳店

813 秋田県

株式会社 秋田北報社

8410001006872

地域唯一の印刷屋が挑戦する町の小さなニーズの受注拡大事業

814 秋田県

有限会社ハセベホーム

9410002009023

地元大館の暮らしを知り尽くした家づくりプロ集団の広告強化事業

815 秋田県

Dog Salon CRESCENT

ホームページ新規開設を足掛かりとした販路開拓事業
2410001002209

7410002009504

シャキシャキつるるん「ミズ」商品化とＰＲで販路拡大めざします

チームＴシャツによる新たな販路拡大と将来を見据えた事業展開
「オーダーメイド記念品」の販売拡大の為のリーフレット制作

お客様に安心と満足を感じていただけるお店を目指して！
3410001005838

「稲庭古城堂」のファンをつくるHPへリニューアル販路拡大事業
店舗移転に伴う周知と販売促進事業

看護師資格を生かした健康相談の付加価値による売上拡大計画
2410002012776

人手不足対策の解消のため機器導入とＰＲ強化による飲食部門改善
後継者が取組む畳屋の新たな挑戦！「縁小物」開発で市場開拓

店舗の認知度を高めるための看板設置で新規顧客獲得
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
816 秋田県

菅原水道 株式会社

1410001012217

水道トラブルがあっても安心、集落で唯一の水道屋の広告宣伝事業

817 秋田県

有限会社 沢野自動車

4410002011470

タイヤの健康診断付き！タイヤ保管庫設置で売上アップ！

818 山形県

有限会社 柴崎建設

1390002011922

駐車場整備で商談効率化と満足度向上による新規顧客獲得事業

819 山形県

有限会社コマツ塗装

7390002003220

設備導入し一連の作業工程確立による販路開拓事業

820 山形県

有限会社スズキ印刷

1390002003250

提案型商談スペース活用による販路開拓事業

821 山形県

穂積繊維工業株式会社

2390001002483

自社ウェブサイトを整備し販売体制構築による新規顧客獲得事業

822 山形県

株式会社山美ファーム

5390001014914

自動梱包機を導入し出荷量拡大による新規販路開拓事業

823 山形県

YUKIHIRA COFFEE

店舗レイアウト変更及びギフト商品開発による新規顧客開拓事業

824 山形県

横山労務管理事務所

営業方法の転換による販路開拓事業

825 山形県

SUNNY Hair Design

頭皮も心も気分爽快！ヘッドスパ提供と看板設置による集客力強化

826 山形県

株式会社 農園貞太郎

827 山形県

もちや

ホームページの一新とチラシ配布による認知度向上で新規顧客獲得

828 山形県

らあめん小松店

デリバリー事業の充実と子供向け新メニューで新規顧客獲得

829 山形県

多田輪店

高機能スキャンツール導入による信頼度アップと売上拡大

830 山形県

振る舞い処 〆家

地場産ふぐとブルーベリーを活用した新商品開発による販路開拓

831 山形県

合同会社おぐに地鶏フーズ

5390003001522

真空包装機導入による商品の付加価値向上で販路拡大と売上増加

832 山形県

株式会社白い森林の精

8390001015612

小国産クロモジ精油を全国展開するためにＨＰ開設等で販路開拓

833 山形県

株式会社すまいるステーション

2390001013489

プレハブ冷凍庫の導入による顧客満足度向上事業

834 山形県

ヤマサ鮮魚有限会社

1390002008274

屋外休憩スペースの整備による販路開拓事業

835 山形県

みしまフォトスタジオ

ドローン撮影及び動画編集を自店で行い付加価値強化に取り組む

836 山形県

おそうじ本舗山形大野目店

チラシの新聞折込とIT活用強化による新規顧客獲得事業

837 山形県

HAIR SALON STOVE

最新式のデジタルプロセッサー導入で顧客満足度向上を図る

838 山形県

有限会社笹原印刷

9390002014653

新商談・校正作業ルーム改装による顧客満足度アップで販路拡大

839 山形県

マルシチ米穀株式会社

6390001011316

分づき米専用精米機の導入による販路開拓事業

840 山形県

Kitchen & Bar カリスマ

大口客の受入体制整備と店内改装による顧客満足度の向上

841 山形県

来々軒

新商品・漬物加工食品の多様な販売チャネルを活用した販路開拓

842 山形県

城戸口畳店

店舗看板整備によるイメージアップと宣伝強化で販路拡大事業

843 山形県

自家焙煎珈琲店 草木舎

新規客獲得に向けた集客事業の展開と看板設置による店舗誘客強化

844 山形県

株式会社 アグレスト

845 山形県

土田技建

雪国でも安心定住できる家づくり提案のためのショールーム整備

846 山形県

とみ将

誰もが笑顔になれるラーメン店に！環境整備による販路拡大事業

847 山形県

有限会社 なかせ

7390002008376

催事用パッケージ商品を新展開！販促チラシを用いた受注拡大事業

848 山形県

有限会社 本間商事

4390002008420

「保管・メンテナンスサービス」の受注獲得に向けた広告宣伝

849 山形県

Hair Design ChouChou

6390001014938

7390001013930

産直部門開設によるBtoC販売強化と認知度向上

オリジナル米のブランド力と認知度向上による販路拡大事業

設備導入による“キレイ”と“癒し”をかなえ、新規顧客獲得
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
850 山形県

丸山製作所

生産設備の拡充による生産性向上で販路拡大

851 山形県

カンバヤシ左官株式会社

852 山形県

カスミヤ葬儀部

853 山形県

有限会社 印刷文化堂

7390002011792

新規印刷機械導入による内製化で新規顧客・受注獲得を図る

854 山形県

有限会社奥山製麩所

3390002012142

ホームページの改修とキャッシュレス対応強化による顧客拡大事業

855 山形県

有限会社 石沢布団店

2390002003167

テレビCMによる新規顧客獲得及び受注拡大による売上拡大

856 山形県

株式会社 やまき

4390001005410

果物・野菜本来の味を提供する本物志向の青果店の飲食店事業

857 山形県

株式会社 佐藤自動車

6390001014046

顧客ニーズに対応する大型ワゴン車対応設備の充実による販路拡大

858 山形県

株式会社 鈴木工務店

1390001002443

最新工具使用によるサービス向上での新規顧客の獲得事業

859 山形県

合同会社東根フルーツワイン

1390003001369

商品の成分分析で他社との差別化と首都圏や海外への販路拡大

860 山形県

旬彩うを徳

全席テーブル椅子の店舗による新規顧客獲得事業

861 山形県

雪城

高齢者の体に配慮した環境づくりによる顧客数増加

862 山形県

山八金助

フリーペーパーに広告掲載と会社関係へメニュー表配付で販路開拓

863 山形県

小座間みき社会保険労務士事務所

事務所リフォームによる相談業務及び人事コンサルティングの強化

864 山形県

米沢屋旅館

長期滞在者向けサービスの充実による売上増加事業

865 山形県

株式会社ヤマト美装

3790001014524

外壁リニューアル＆展示・商談スペースのＬＥＤ照明設置事業

866 山形県

株式会社梅川

6390001014855

品質を保持し旨い酒類を提供するための冷蔵庫の導入

867 山形県

CLEVER

キッズルームの充実でファミリー層の集客力向上事業

868 山形県

佐藤コヨシ商店

配達サービスによる新規顧客獲得の為の冷蔵設備増強事業

869 山形県

株式会社勝月

6390001012578

山形県産素材を使用した冷凍プリンのパッケージデザイン制作

870 山形県

有限会社カーサービストザワ

3390002011334

新たな整備機器の導入による、売上機会の確保と新サービスの開発

871 山形県

アグリパートナー株式会社

9390001014002

精米機導入による新規顧客獲得事業

872 山形県

TMGスポーツ

873 山形県

有限会社新興電気設備

1390002009446

お客様駐車場整備と電化リフォーム工事提案による新規顧客開拓

874 山形県

有限会社蔵王ウッディファーム

5390002006175

ワイナリー見学コースの整備による顧客満足度アップ事業

875 山形県

株式会社五十嵐工務店

6390000100799

新規テナント工事受注強化に向けた設計CADソフトの導入

876 山形県

美容室ビート

877 山形県

黒川まるいし農場株式会社

8390001014060

戦略的WEBサイト改良による新規顧客開拓

878 山形県

有限会社トータルハウジング夢空間

4390002010459

懐かしさと新しさのオール国産檜づくしの展示場で新規顧客開拓

879 山形県

佐藤建築

「伝統の技巧で無垢の家」発信！HP改良による新規顧客開拓

880 山形県

くろ兵衛

店内環境改善設備の導入による長期滞在顧客獲得事業

881 山形県

株式会社泉屋商店

882 山形県

真嶋鮮魚店

大型冷蔵庫の導入と広告宣伝による新規顧客開拓事業

883 山形県

ハーモニー農園

青果物の糖度を見える化して差別化を図る販路開拓事業

7390001015729

能率的かつ工期短縮を図るためのタッピングタンパー導入事業
顧客管理レジシステムの導入による新規法要受注獲得事業

地域初「パーソナルトレーニングジム」開業による新規顧客

POSシステム導入による顧客サービス向上で売上拡大事業

3390001007011

給油メーターの復旧と販促活動強化で販路開拓を図る
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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884 山形県

有限会社 レコモード

2390002014718

衛生設備の改善による顧客満足度アップで販路拡大

885 山形県

菓子処松月

観光客をターゲットにした店舗リニューアルで売上拡大

886 山形県

原田商店

高齢者向け商品の提供で新規販路開拓事業

887 山形県

最上川交通株式会社

3390001008744

着着地型旅行商品開発と社員旅行招致による大型バス稼働率向上

888 山形県

株式会社旅館三恵

3390001004883

英語版パンフレット・館内サインによる新規外国人顧客開拓事業

889 山形県

ベーカリーゆあん

890 山形県

有限会社 東根東北電化

2390002012291

電気工事会社のイメージアップのためのホームページ作成

891 山形県

株式会社ひかり

5390001008866

空き店舗を活用した産直ブース設置による顧客獲得事業

892 山形県

片見塗装店

寒ドジョウ養殖体制の構築による新たな雪国産業の創生

893 山形県

阿部塗装店

除雪と塗装チェックのセットプラン開始による売上拡大事業

894 山形県

株式会社てるぜん

5390001013610

子供連れや高齢者が安心して来店できる店舗環境の整備で販路開拓

895 山形県

株式会社ｆeふぁーむ

8390001013062

受託業務拡大による収益力アップと障害者雇用の推進

896 山形県

有限会社山口鉄工所

7390002014548

超旋回バックホー導入にて、狭所作業効率化し生産性アップ！

897 山形県

株式会社ジェイファーム

6390001008320

ショックフリーザー導入による新店舗の省力運営で売上拡大

898 山形県

Red Saloon

899 山形県

株式会社ヒビキ

900 山形県

丸三

901 山形県

株式会社佐藤造園

8390001008013

造園のエキスパートとして新サービスを提供し新規顧客の開拓

902 山形県

合同会社Blue

2390003001640

快適な商談スペースでの新規顧客開拓事業

903 山形県

吉田でんき

ドローンを使った新規事業立ち上げによる業務拡張で販路拡大

904 山形県

SHOKO&SHOKO Hair dressing

断熱性の高いフロアで快適空間提供とキャンペーン実施で顧客獲得

905 山形県

まるひろ食堂

ファミリー層向け椅子テーブル導入による販路開拓事業

906 山形県

有限会社フジ建機運輸

907 山形県

阿部工務店

908 山形県

有限会社南陽グリーンヒル

909 山形県

中村自動車整備工場

910 山形県

有限会社肉のキクチ

3390002016275

店内及び陳列ケースＬＥＤ化による集客力強化で売上拡大

911 山形県

有限会社 瀬野製作所

9390002011675

在庫管理システム導入による在庫管理体制の確立と受注機会拡大

912 山形県

あしたば食堂

顧客満足度向上のための店舗改装（玄関風除室設置）で売上ＵＰ

913 山形県

ケイクスデザインオフィス

オフィス環境整備（トイレ設置）による顧客満足と売上アップ事業

914 山形県

最上鯉屋

一年鯉用の米ペレット餌粉砕機導入による売上拡大事業

915 山形県

ストロボライト

高性能カメラ導入と編集作業の効率化による売上アップ事業

916 山形県

有限会社庄司林業

6390002016108

当事業所の認知度向上、顧客開拓のためのホームページ制作事業

917 山形県

有限会社赤松自動車

3390002011128

LED照明による夜間の集客事業と安全防犯対策

店舗看板、休憩所の設置と新商品開発による新規顧客獲得事業

お客様の要望に対応した店内設備リニューアル
9390001015256

パイプハウスを活用し経営課題の解決による販路拡大計画
和式トイレを洋式トイレにしニーズに合わせた顧客獲得と売上拡大

1390002010206

ホームページによるブランドイメージ確立で販路開拓・人材確保
駐車場のアスファルト舗装整備による販路開拓事業

9390002014479

空調設備導入による高齢者をターゲットにした販路開拓事業
リフト導入による大型自動車の整備体制の構築による売上拡大事業

27/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
918 山形県

いおり

健康志向を考えた惣菜部門強化による機械装置導入の取組

919 山形県

木村屋旅館

グループ客増加を目指した滞在に快適な設備づくり

920 山形県

ヘアーショップh.A.N.a

お客様紹介キャンペーンと店舗改修による新規顧客獲得

921 山形県

中島林業有限会社

9390002011139

荒廃が進み放置されたままの木材の有効活用

922 山形県

加藤自動車 株式会社

2390001009198

LED照明導入による国内トップシェア企業への販路開拓事業

923 山形県

大蔵山蕎麦ねぎぼうず

「大蔵トマト」と「そば」のネットショップ事業への展開

924 山形県

大山精機

高精密加工部品の精度安定維持化のための空調設備導入事業

925 山形県

有路精機

既存設備の排熱利用による融雪設備の事業化のための試作事業

926 山形県

大石田そば きよ

「むきそば」を活用した新メニュー開発と販売ＰＲによる売上増加

927 山形県

株式会社松田興業

8390001015760

オンリーワンを目指して。地域密着型足場屋の販路開拓

928 山形県

有限会社ひふみ

2390002015757

液体充填機導入により作業効率を図り通販セット増産で販路拡大

929 山形県

イル・レガーレ

930 山形県

有限会社滝の屋

931 山形県

冨樫酒店

932 山形県

有限会社 あづまプリント

933 山形県

すし海道 南陽店

当店のオリジナル商品である「まぐろ南陽しぐれ煮」の販路開拓

934 山形県

三浦雅浩デザイン室

事業所移転に伴う看板の設置と作業用備品の整備による販路開拓

935 山形県

草刈商店

散水型除雪装置の設置・キャッシュレス決済導入による販路開拓

936 山形県

ごへい茶屋

店内改装による立ち寄りたくなる空間づくり事業

937 山形県

有限会社 松下商店

7390002015208

洗車サービス開始による顧客の取込みと売上増加

938 山形県

株式会社三宅工務店

9390001008961

機械設備導入による蜂蜜部門強化で生産性・売上向上事業

939 山形県

丸羽建設株式会社

8390001011280

山菜加工所の設置と販売による売上拡大

940 山形県

齋藤 隆幸

ドローンを活用した業務効率化と事業拡大による売上拡大

941 山形県

大丸屋旅館

施設環境整備で高齢顧客に対応し法事客等の取込みによる売上拡大

942 山形県

株式会社 サイトウビバレッジ

943 山形県

Osteria EST!

944 山形県

有限会社 みづほ産業

3390002009808

宣伝広告による高性能住宅へのリノベーション販売促進事業

945 山形県

有限会社モントレーふくや

4390002006374

お土産・ギフト向け新商品開発、販路開拓による新規顧客獲得

946 山形県

株式会社結城酒店

2390001010718

店頭の改修による、県外新規客数増加と客単価アップで売上拡大

947 山形県

山口デンキ

948 山形県

株式会社KHN

7390001015621

クレーン導入による生産性向上と作業効率アップで、販路拡大事業

949 山形県

有限会社名月荘エアポートキッチン欅

2390002006368

HP作成と新メニュー開発による新規顧客獲得事業

950 山形県

有限会社エレワック

4390002014204

認知度アップの看板設置と内外展示品設置により売上増加を図る

951 山形県

株式会社柏倉材木店

2390001004752

木のぬくもりを感じていただくイベント開催による新規顧客獲得

駐車場整備・空調設備・洗濯機導入による集客・作業効率向上事業
1390002010032

歴史ある宿の安心・安全回復によるお客様誘客強化と販路開拓
「観光客」と「地元住民」への集客力強化を図り、売上増加を図る

6390002014160

1390001008440

営業スペースの設置とコンサル営業の強化による販路開拓

ホームページの作成による優良ロケーションへの自販機設置事業
客室の壁を開閉式にすることによる新規顧客獲得事業

店舗前アプローチ・駐車場舗装による来店しやすい店舗づくり事業

28/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
952 山形県

あべ農場株式会社

9390001009068

自社高品質農産物を利用した「野菜料理レシピ集」による販促事業

953 山形県

中華食道 心風亭

座敷のイステーブル化による高齢顧客やファミリー顧客の取込事業

954 山形県

からあげバルあや鳥

「からあげバルあや鳥」の広報活動による新規顧客獲得事業

955 山形県

有限会社四釜商店

3390002014320

新たな灯油計量機の導入による配達業務の稼働率アップで販路拡大

956 山形県

株式会社くるみ

1390001005958

ファサード整備と新サービスによるＰＲ効果で客数・売上アップ

957 山形県

萬来屋酒店

商品陳列棚と店舗内装のリニューアルで新規顧客獲得

958 山形県

遠藤鮮魚店

高齢者にやさしい売場環境の提供による集客力アップで売上拡大

959 山形県

有限会社 かしわや

8390002010001

当社外観を活用したカフェスペースの新設で新規顧客獲得

960 山形県

株式会社山谷洋装

4030001077650

ホームページ制作によるPR強化で、販路開拓事業

961 山形県

㋑旅館

962 山形県

株式会社 本間商店

963 山形県

不動産共同センター

不動産売却専門ホームページの開設による個人客の新規開拓事業

964 山形県

ovenKato

看板設置による新規客のスムーズな店舗誘導と顧客獲得作戦

965 山形県

ケーズライフコンサルタント株式会社

6390001015639

ホームページによる保険プラザ周知・セミナー開催で新規顧客獲得

966 山形県

有限会社割烹日の出

2390002014222

ご年配者に優しい緩やかな階段への改修工事にて販路拡大

967 山形県

有限会社小野鈑金工業所

9390002014240

スタット溶接機・文字彫刻型導入による販路開拓事業

968 山形県

大工手塚建築

新たな営業ツールの導入による安定した受注体制の構築

969 山形県

お食事処 じんや

業務用冷凍冷蔵庫の導入と新商品開発による新規女性顧客獲得事業

970 山形県

ペンションブラウン

露天風呂の新設に伴うインバウンド向け新規顧客獲得事業

971 山形県

株式会社カミケン

972 山形県

ばそき屋

小上がりテーブル増席で個人、少人数客の獲得で売上拡大

973 山形県

小さな車やべんりや松浦

明朗会計カスタマイズプラン導入による新規顧客獲得事業

974 山形県

今野工務店

細かいリフォーム工事の積極受注による販路開拓

975 山形県

有限会社シブヤ自動車外装

2390002015666

全自動フロンガス回収再生装置の導入による新規顧客獲得事業

976 山形県

有限会社 小口自動車整備工場

1390002015130

グルーミングの導入による顧客満足度向上と新規顧客の獲得

977 山形県

株式会社 伊藤商会

9390001009654

車両展示場整備のための視認性を高めた看板設置事業

978 山形県

サガエ納豆

新商品開発と商品安定供給のための冷凍庫導入による販路開拓

979 山形県

和風創作食堂Ｂウェーブ

仕出し部門の完全内製化による店舗への誘客促進事業

980 山形県

ベネフィット株式会社

981 山形県

吉田木工

レーザー彫刻による新サービスと積極営業（看板設置）で販路開拓

982 山形県

ダイニングきしゅう

～ロールカーテン設置による個室空間作り～新規顧客獲得事業

983 山形県

株式会社 南陽総建

6390001010664

トイレ・事務所改修による女性中心の働き方改革・契約率アップ

984 山形県

株式会社フードサプライズ

8390001012287

アナログとデジタルを駆使した首都圏への販路開拓事業

985 山形県

Lounge華美

施設リニューアルとビジネス利用の誘客強化による新規顧客獲得
5390001007942

5390001005310

5390002014574

ガソリンスタンド壁修復によるサービスの充実化と販路開拓

Haos店舗のリフォーム工事提案による新規顧客開拓事業

インターネット販売を強化し新商品等販売の売上増加を図る

女性に優しい店ー癒し空間創出と看板設置による新規顧客獲得事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
986 山形県

株式会社山のむこう

8390001013847

987 山形県

そば処 七色

演出型ケータリングカーを通した販売展開システムの構築

988 山形県

MK倉庫管理

業務効率化(生産性向上)と新商品提供による売上ＵＰ事業

989 山形県

源流ネット

オーディオアンプリファイヤーの販売による販路開拓

990 山形県

株式会社オクヤマ電気工事

991 山形県

斎藤左官

992 山形県

有限会社小野燃料店

993 山形県

理・美容アートウェル

994 山形県

有限会社おそうじ舘梅津

995 山形県

炭焼庵 心

和モダン風の間仕切り工事にて女性客の取り込みを図る

996 山形県

近野表具店

作業場の改修を行い、打ち合わせスペースの整備にてBtoC強化

997 山形県

Bar JINO

氷削機導入によるドリンク提供とお見合いイベントで販路開拓事業

998 山形県

株式会社尚古堂

1390002015147

店舗外観リニューアルとPR活動による新規顧客獲得と売上増加

999 山形県

株式会社片倉製作所

7390001012651

新型コンプレッサー導入による作業効率改善と新規受注の獲得

7390002016040

知名度向上と口コミ増進施策に基づく通塾生増加による売上拡大

インターネット事業強化による若年層への販路開拓
地元工務店への「低コスト基礎コンクリート工事の提案」事業

2390002014255

飲食テナントにおける洋式トイレの改修とバリアフリー化事業
新サービスの開発と快適な店舗環境の整備による売上拡大事業

6390002015241

新型床洗浄機器の導入による販路開拓

1000 山形県

オートリペアプラス

洗浄機・修正機購入により工賃収入増にて売上拡大事業

1001 山形県

有限会社玉貴

8390002016056

町外からのご法要を増やすためのサービス強化事業

1002 山形県

株式会社出羽屋

6390001012108

若年層をターゲットに新規顧客開拓を図るためのHPリニューアル

1003 山形県

株式会社プラネット

9390001010678

看板工事・待合ソファ入替にて来店客増と成約率増を目指す！

1004 山形県

株式会社ＨＧ

2390001015270

業務用エアコンを増設し、お客様の快適な空間づくりを行う

1005 山形県

株式会社慶愛不動産

8390001015471

当社ウェブサイトのレスポンシブデザイン化による顧客認知度向上

1006 山形県

和洋菓子アミ・アラニシ

1007 山形県

有限会社高島屋本店

1008 山形県

ワールドワイドクマー

1009 山形県

株式会社女性代行社

8390001015471

新型高性能無線機の導入による配車効率とプライバシー確保の向上

1010 山形県

有限会社ワンナップコーポレーション

2390002015848

顧客満足度向上を目指すための女性専用トイレ増設工事

1011 山形県

株式会社ヤサワの綿屋

5390001011960

製造直販寝具専門店であることをＰＲするためのホームページ開設

1012 山形県

大竹精肉店

宴会場ＰＲのためのチラシ作成による認知度アップ

1013 山形県

川井工務店

機械導入による作業の効率化と新築・改築の獲得による売上増加

1014 山形県

古澤酒造株式会社

8390001011900

オンラインショップ等ウェブサイトリニューアルによる売上増加

1015 山形県

有限会社遠藤製函

8390002014200

木製建築部材の商品開発による新規顧客獲得事業

1016 山形県

福床

多機能シャンプーユニット導入による新規顧客開拓と顧客満足向上

1017 山形県

あべ工房

大型急速冷凍庫導入による新商品販売と季節商品の通年販売

1018 山形県

株式会社寝具のさとう

3390001011830

店内照明ＬＥＤ化による商品訴求力向上と客単価向上

1019 山形県

有限会社 たくみまさの

8390002011288

金山杉製健康機器の機能性視覚化とWEBショップ開設で販路拡大

店舗照度改善と駐車場バリアフリーによるリピート率と客単価向上
2390002015699

自社拘りをPRする看板設置による来店客アップと認知度向上
リフト（検車台）導入による作業効率アップと売上拡大事業

30/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1020 山形県

旬菓処 福田屋

自動化導入で顧客も従業員も店もみんなWIN・WIN・WIN

1021 山形県

hair space Barney

ホームページリニューアルによる情報発信と顧客認知度の向上

1022 山形県

栗田米穀店

ＨＡＣＣＰ義務化に対応した加工所増設による売上拡大

1023 山形県

ティーエス仮設工業有限会社

6390002009581

資材のＩＴ管理で事務軽減！販促強化で販路拡大！！

1024 山形県

株式会社丸石産業

7390001004855

新カタログ作成と展示会出展による販路開拓事業

1025 山形県

株式会社シバタ精密

3390002006193

HPの改修及び新たな製造受託体制構築による新規顧客獲得事業

1026 福島県

なかむらや旅館

装飾品を創業当時に復原！ なかむらや旅館ブランド化事業

1027 福島県

ほりえや旅館

飯坂真尋（温泉むすめ）に特化した新規事業の推進

1028 福島県

有限会社建安

1029 福島県

梅よし

宴会プラン確立による団体客獲得事業

1030 福島県

衣料の大黒屋

大型店には負けない！老舗衣料品店の生き残り戦略

1031 福島県

ペンション絵夢

村特産品の復活、当店自慢のじゅんさいを皆様に

1032 福島県

やきとりかず

看板移設と思いやり駐車場整備による集客強化事業

1033 福島県

くるま食堂

幼児・高齢者に対するやさしい店舗づくり事業

1034 福島県

株式会社 矢吹木工建設

1380001022822

新規事業プチリフォームの情報発信による新たな販路開拓

1035 福島県

有限会社上田屋

1380002014736

新鮮野菜・くだもの販売促進のための温度管理徹底事業

1036 福島県

やべ学習塾 サンアカデミー

自立型個別学習塾の認知度向上による新規塾生の獲得

1037 福島県

ロッジ 翌檜

「人にやさしい宿」環境整備によるリピート率・連泊利用率の向上

1038 福島県

ペンション エンドレス

お客様の高齢化に対応した安心安全なおもてなし事業

1039 福島県

星畳店・たすけあい総合サポート望

顧客満足度ＵＰを図る自社商品ＰＲ事業

1040 福島県

ペンションフレージェ

ヨーロッパ直送の少量生産品のネット販売戦略

1041 福島県

株式会社ＳＫブラスト

1042 福島県

湯季の郷 紫泉

1043 福島県

有限会社 まつやま

1044 福島県

逢う日会うでい

1045 福島県

有限会社佐藤自動車電機

8380002005051

ディーラーとのパートナーシップ強化でブランド信用度アップ

1046 福島県

株式会社プリント電子研究所

9020001070065

展示会出展による販路拡大

1047 福島県

有限会社 熊田工務店

9380002008961

若い家族向け家づくりの情報発信による若年層販路開拓事業

1048 福島県

有限会社松葉屋

8380002020579

顧客満足度向上によるリピート利用の向上と新規顧客獲得の取組

1049 福島県

Hair salon Cuore

1050 福島県

(有)扇屋

6380002020440

ホームページ開設とＩＴを活用した宣伝広告で販路開拓

1051 福島県

有限会社川東寿司幸

3380002019725

「寿司屋の本格弁当」「お食い初め膳」売り出しチラシ作成

1052 福島県

ピコブルーベリー農園

カフェ、べーべキュー事業の展開による家族・団体客の集客

1053 福島県

パーマはうすスイート

女性の髪を美しく！ダメージケア技術で“なりたい髪型実現”事業

5380002029202

2380001030147

中国料理店の顧客利便性向上による売上・利益増加計画

飯舘村から日本の復興を支えるためＨＰによる販路拡大
＜眠る＞ことで体感できる、＜スパツーリズム＞商品の開発

8380002021049

ターゲットを絞った美肌効果のお手伝い
舘岩の大自然を味わえる客室への改善によるリピーター獲得事業

地域を愛し愛され続けたい！新スペースを活用した集客力アップ策
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1054 福島県

奥川こらんしょ村

大自然が育む安全安心な加工食品提供によるPR売上アップ事業

1055 福島県

レストラン白鳥

高齢者等を含む肉好きのグループ客が入りやすい店づくり事業

1056 福島県

梁取塾

未来で活躍する子供を育成するロボットプログラミグ授業計画

1057 福島県

有限会社富士加工

6380002006729

お気軽お風呂リフォーム提案により高齢者の入浴環境改善

1058 福島県

有限会社 中村屋

6380002034176

寿司は銀しゃり！宅配サービスの開始による販路開拓事業

1059 福島県

フラワーアカイ

花屋の生産性向上と安価な洋花を身近に飾る習慣の提案

1060 福島県

やますけ農園

ギフト商品の開発と自社ECサイトでの直販による事業収益改善

1061 福島県

有限会社鎌田自動車整備工場

1062 福島県

矢部理美容室

1063 福島県

株式会社 叶屋

6380001010145

IT活用で視覚に訴える外構リフォームの提案による販路拡大事業

1064 福島県

有限会社 滝口商店

6380002006290

目利き鮮魚店のランチ提供と素材重視惣菜の真空包装商品の販売

1065 福島県

株式会社 フルーツのいとう園

6380001023221

泊まって・体験して・学ぶ 実践６次化民泊事業

1066 福島県

株式会社 咲田建装

6380002009582

「ダブルサービス得々キャンペーン」での販路開拓・顧客獲得事業

1067 福島県

株式会社 菊地住建

1380001022244

一般顧客と弊社従業員の負担を減らす営業活動

1068 福島県

有限会社すずき・ミート

6380002029498

復興需要を取り込んだ集客力向上計画

1069 福島県

酒と味処 かねと

1070 福島県

有限会社 コスモ通信

3380002006789

静電施工でしっかり地固め、営業開拓プラン実行で業績ＵＰ!

1071 福島県

有限会社 斎藤酒店

6380002020911

同業他社より魅力的な日本酒のＰＲでお客様の獲得

1072 福島県

ｍｏｏｉ

1073 福島県

有限会社 よしだや

1074 福島県

あい美容室

1075 福島県

有限会社 大戸工務店

1076 福島県

宍戸善四郎商店

1077 福島県

株式会社ホテルニュー日活

1078 福島県

田中建築

1079 福島県

有限会社大石ガラス店

6380002006159

展示スペースでのリアル体験と共にガラス屋からの脱却と販路拡大

1080 福島県

有限会社 常北機工サービス

4380002027743

電飾立看板新設に伴う目立ち度向上による誘客・新規客獲得事業

1081 福島県

太田歯科技工所

高齢化社会における審美的な要求に対する入れ歯への対応

1082 福島県

NEW HERO’S

地域一番店の癒し美容による販路拡大事業

1083 福島県

有限会社 サンユー二

1380002017862

消費者との交流による「Motone」ファン倍増計画

1084 福島県

きのこ総合センター株式会社

4380001004917

“もったいない”をカタチにする新商品開発事業

1085 福島県

株式会社アイエスシー

1380001007889

運送体制の強みを活かした製品の直接取引増加のためのＰＲ活動

1086 福島県

食堂よしかわ

女性も入りやすく！イメージ刷新でくつろぎのランチ空間をご提供

1087 福島県

大須賀工務店

「地域№１工務店」実現のための情報発信強化

5380002017669

お客様への“見える化”を徹底したサービス向上による販路開拓
高齢者向けの店舗改修による家族ぐるみの来店ＵＰ事業

あなたへのご褒美“わがままプラン”の展開事業

～充実したネット販売システムの構築で地域の逸品を全国へ～
1380002021088

オリジナル冷凍生菓子のＰＲでお客様獲得事業
高齢者に優しく、ストレスフリーな癒しの時間の提供

9380002017624

コンパクトな平屋で高収納力の機能性住宅開発による売上向上事業
日本酒とかりんとうを活用した県外顧客の誘客事業

5380001010427

和室用椅子・テーブルによる新たな空間づくりで多様化ニーズ対応
大手にはできない心遣いを！三代目大工の新規開拓への挑戦

32/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1088 福島県

須田写真館

自社スタジオ改修によるスタジオ撮影強化に向けた販路開拓事業

1089 福島県

金中林産 合資会社

5380003001993

自社ブランド確立による販路開拓事業

1090 福島県

ダイキチ株式会社

3380001022234

辛い冷凍生餃子のテイクアウトサービスの開始

1091 福島県

有限会社カネサン書店

1380002014843

坪効率を見直し地元書店の強みを活かしたスペース設置による集客

1092 福島県

マルコーラーメン

1093 福島県

有限会社 サカイ

4380002020921

街の時計店が提供する人生100年時代のライフサポート向上計画

1094 福島県

株式会社 山のごちそう本舗

6380001024054

地域特産品としての地位確立と新たな需要獲得の為の販売促進事業

1095 福島県

有限会社 おおもり

9380002020867

アクティブシニアの『コト消費』を喚起する販路開拓事業

1096 福島県

有限会社 星呉服店

6380002021034

『オンリーワン』と高付加価値を提供する新サービス導入計画

1097 福島県

農園やい子ばあちゃん

新たな顧客獲得のための販路開拓と店舗機能向上計画

1098 福島県

農家レストラン とろろ屋半兵衛

「とろろ屋半兵衛」リニューアルによる3つの販路拡大作戦

1099 福島県

有限会社 糸井火工

1100 福島県

割烹仙台屋

オリジナル「女子会プラン」提供による顧客開拓と収益性の改善

1101 福島県

大谷屋商店

情報発信力と配達サービス強化による販路の拡大

1102 福島県

遠藤商店

広報活動のＩＴ化による販路拡大事業

1103 福島県

みうらコレクション

営業ツールとしての企画展示会のプロモーションビデオ制作

1104 福島県

丸良石材店

「終活相談会」運営と情報発信力強化による販路開拓

1105 福島県

丸和自動車整備工場

新型車・次世代自動車に対応する技術力強化による販路拡大

1106 福島県

有限会社大越教材社

3380002022704

ハッピードルフィンズの知名度向上、新規生徒募集事業

1107 福島県

有限会社 ワタトミ製作所

9380002020743

ホームページ導入による新たな営業プロセス展開と販路開拓

1108 福島県

吉田屋

大口顧客獲得のための量産体制の整備とPR

1109 福島県

福美精肉店

”大切な人への贈り物”としての「豚のみそ漬」販路開拓事業

1110 福島県

旭屋

中高年女性に喜ばれるランチメニューの開発による販路開拓事業

1111 福島県

坂本屋

町の観光トレンドを落とし込んだ商品開発による販路開拓事業

1112 福島県

イシイ大工

建築設備導入によるサービス向上とＰＲ強化による販路開拓事業

1113 福島県

㈱ライフサポートげんじろう

1114 福島県

万福

1115 福島県

合資会社 ナチュラルワークス

1116 福島県

富士美容室

高齢化を支え、福祉と美をリードする新サービスによる販路開拓

1117 福島県

Ｌｕｎｃｈ六角

顧客の声に対応することで集客力を高める店舗什器整備事業

1118 福島県

水野林業

特殊伐採の販路拡大のためのホームページ開設

1119 福島県

Racs

スマホ新時代における個人へのスマホ活用アドバイス事業

1120 福島県

古殿自動車整備工場

車両大型化及び工事用車両に対応する整備用リフトの荷重能力向上

1121 福島県

株式会社ヴィルタス

販路開拓と店舗認知度向上による新規顧客獲得計画

1380002020692

5380001025598

自社製造花火の生産量増加と同業者への卸販売による販路拡大

満足度向上から始まる、新規患者の獲得の為の天井改修工事事業
改革の年、チラシ作成から始まるお客様獲得事業

1380003000883

6380001027494

ニット製ビジネスシャツの製造と販路開拓

歯ごたえ最高 安全安心な新商品「和風パリパリザーサイ」の開発
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1122 福島県

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Café ＫＵＲＡ．

観光客や地域外の集客に向けたポスター看板等による売上向上事業

1123 福島県

有限会社小町の湯

1124 福島県

だむや

地元料理を求める観光客をターゲットとした環境整備と販促事業

1125 福島県

常鮨

地元企業の「社内宴会」「会食・接待」予約を獲得する取り組み

1126 福島県

有限会社 箱根ランドスケープ

1127 福島県

ふかや精肉店

1128 福島県

有限会社 大木緑花園

9380002017616

ソーシャルギフト市場参入に向けたＨＰ開設・ＳＮＳ連携事業

1129 福島県

有限会社 村上工務店

3380002018545

ＨＰ開設による信頼度向上＆看板設置による認知度向上事業

1130 福島県

BeBe hairsalon

パーマネントを強みにした口コミ・SNSでの新規顧客の獲得事業

1131 福島県

白河 鍼灸うららか

強みをＰＲするパンフレットの制作による販路の拡大計画

1132 福島県

和来亭

強みと外部環境を最大限生かした販路拡大計画

1133 福島県

情報整備局

消防団お助けアプリの改良による販路拡大事業

1134 福島県

株式会社yoie

7380001029754

潜在顧客に「yoieの家づくり」を宣伝する事業

1135 福島県

有限会社 藤田建築設計事務所

4380002018379

防犯システム開発における受注先の多面展開事業

1136 福島県

仲家

家族みんなでも行きたくなる美味しいお店

1137 福島県

Atelier_T

Ｔを探せ！Atelier_Tを知ってもらおうプロジェクト

1138 福島県

モエ美容室

高齢者に優しい店舗づくりによる新規顧客獲得

1139 福島県

有限会社 星乃井

9380002035626

「酒・音・食」ＰＶを活用した動画発信事業で顧客獲得

1140 福島県

株式会社さくらやフーズ

8380001012115

強み、セグメントを意識したＨＰ開設及び小売業への販路拡大事業

1141 福島県

株式会社 新田商店

5380001029277

高付加価値納豆の製造に伴う新商品開発事業

1142 福島県

西郷ゆば工房

「西郷在来大豆」を原材料にした商品価値の見える化事業

1143 福島県

渡邉工務所

木の看板の設置とSNS連動HPへ改良で新規顧客の獲得

1144 福島県

目黒麹店

生米麹の品質・生産性向上と顧客ニーズに合わせたサービスの提供

1145 福島県

有限会社 宗像窯

2380002033297

九代目初の大阪での個展開催による関西圏のお客様新規獲得事業

1146 福島県

有限会社 ボディショップ早川

2380002012177

自動車整備業専用ソフトの導入による新規顧客の獲得

1147 福島県

有限会社 松本屋商店

1380002035105

設備導入による観光客・少人数世帯をターゲットとした新商品開発

1148 福島県

やきとり勝

テイクアウト商品のパッケージ化と調理工程改良に伴う回転率向上

1149 福島県

空－Ｈａｉｒ－

ヘッドスパ施術の充実と知名度アップの看板設置による販路開拓

1150 福島県

花季

日常に花を！ 町の花屋がご提案「花のある生活」事業計画

1151 福島県

松月堂菓子店

１００年続く和菓子屋の４代目が考えるこれからの１００年

1152 福島県

全日食チェーンやすだや

鮮魚店の強みを活かし“内食・中食・外食”を総合的に提案！

1153 福島県

有限会社八島食品

1154 福島県

クリスカ

他店にはないミニデコケーキの提供で「わざわざ来店」促進計画

1155 福島県

ふるさと鳥久

地元食材のコラボによる新商品の開発

9380002014976

4380002025433

飲食店時代の看板メニューの提供で客数・客単価を上げる取組み

プレミアム庭園、ブランドデザイン一新による新規顧客の開拓
電解次亜水生成装置導入による新たな惣菜の開発・販路開拓

4380002006763

若者の野菜不足解消のために！楽しくオシャレなトマトジュレ拡販

34/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1156 福島県

かどしょう

女性客のニーズに対応した「ほったらかしプラン」で来店促進

1157 福島県

有限会社 みよし堂

3380002021061

他では作れない合鍵の困ったを解決して売上アップ

1158 福島県

株式会社 一十八日

9011101069460

インバウンド・海外の潜在顧客に対する販路開拓事業

1159 福島県

株式会社 松竹工芸社

4380001010246

国内市場のシェア獲得に向けた積極的なマーケティング戦略

1160 福島県

株式会社レーヴェ

4380001026944

ホームページを用いたIT化による販路拡大。

1161 福島県

宮古そば 権三郎

1162 福島県

有限会社ケンシン

1163 福島県

ヘアーサロン レディーレディ

強みと外部的環境を活かした販路開拓計画

1164 福島県

若松屋旅館

ホームページ製作およびチラシ作成による新規顧客拡大

1165 福島県

大山ドライブイン

屋外待合室、キッズスペース設置による販路開拓事業

1166 福島県

ガレージM･M

ITを活用した個人バイク買取サービス立上げによる販路開拓事業

1167 福島県

洋食堂Ｋ（ふるさと自慢館）

洋食堂Ｋファン増加による販路開拓事業

1168 福島県

やまさ味噌こうじ店

ギフト市場参入をキッカケとしたリブランディングによる販路開拓

1169 福島県

ファミリータウンきたむら

什器備品の新設・増設による「良質なサービス」の提供を目指して

1170 福島県

セイコークリーニング

地域密着運営を目指したサービス訴求による新たな顧客獲得

1171 福島県

有限会社 ケーフーズ生田目

3380002019493

こんにゃく製造体験プログラム作成による新規客開拓事業

1172 福島県

株式会社サンライズ

5380001008454

地元密着のライフアドバイザー化で売上拡大

1173 福島県

合資会社旭屋

2380003001658

ブランド力向上と情報発信力強化による販路開拓

1174 福島県

手打ち中華 餐

1175 福島県

有限会社 クマイ

1380002020890

光触媒コーティング技術を活かした新規販路拡大事業

1176 福島県

株式会社中央特殊印刷

2380001009182

品質の高さと技術力の「見える化」による新規顧客獲得

1177 福島県

有限会社 モード藤

1380002021063

技術導入に伴うオリジナルブランドの確立による販路拡大事業

1178 福島県

有限会社浜尾自動車

8380002011603

輸入車整備強化による販路開拓

1179 福島県

ヨシダ美容室

1180 福島県

有限会社山富

3380002012861

看板商品のＰＲ強化による販路開拓

1181 福島県

大野農園 株式会社

4380001021490

販売拡大のためのキッチンカーリニューアル

1182 福島県

有限会社オートクラフト草野

5380002019491

ＨＰを活かした販路拡大と生産性の向上による売上ＵＰ計画

1183 福島県

有限会社ファーストポイント

4380002018404

高齢者に優しい店造りで、安心・安全な惣菜提供による販路拡大

1184 福島県

ヤマフ自動車

1185 福島県

有限会社スエヒロ広告

1186 福島県

ドッグサロンkun-kun

ペットトリミング店看板・テントサインによる客数・売上増加計画

1187 福島県

FP マネー・プランニング

ゼロから分かる確定拠出年金活用ガイドで中若年層の販路拡大

1188 福島県

有限会社いちい住宅

3380002007886

顧客満足度向上！住まいのリフォーム定額プラン導入で販路開拓

1189 福島県

円谷製麺 株式会社

9380001011644

ロゴを作成しブランディングを行い、ＷＥＢを利用した販路開拓

お土産向け商品【鰊の山椒漬け】の開発、販売
3380002017737

健康志向食品ユーザーをターゲットとした販路の拡大計画

顧客満足度向上のための店舗環境整備事業

“終活”×“美容”＝満点「遺影」サービス

軽バンカスタマイズ事業とSNSの活用による新規顧客の獲得
4380002024229

自社オリジナルパネルを使った結婚式廉価サービスによる販路拡大
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1190 福島県

にじいろお菓子店

完全予約販売から脱却し、店頭販売を始めることによる販路開拓

1191 福島県

多満留食堂

お客様のニーズに応え、新メニューを開発する事での販路開拓

1192 福島県

ユニオンテック株式会社

1193 福島県

緑製作所

「後継者育成」と「事業の安定」を両立させた、販路拡大計画

1194 茨城県

山本石油サービス

「コインランドリー」待ち時間活用に伴う売上増

1195 茨城県

らーめん青龍

スポーツ女子プロジェクト接客対応整備による売上増

1196 茨城県

中華食堂えん

ラーメンマニアも集うニ毛作型店舗化とＰＲによる新規顧客の獲得

1197 茨城県

長谷川畳店

和紙の畳表を用いた琉球畳によるデザイン性豊かな和室空間づくり

1198 茨城県

ヘアー＆フェイス アニー

ヘッドスパ施術で新規顧客獲得・売上アップ

1199 茨城県

㈱大橋

1200 茨城県

オートサイクル円城寺

1201 茨城県

メイクファン㈱

1202 茨城県

アサヒ理容所

1203 茨城県

㈱霞美装

1204 茨城県

大平漬物食品

乳酸菌を使った新製法による漬物開発及び販売

1205 茨城県

島並自動車整備工場

車引取りサービスと無料簡易点検・洗車サービスで顧客数をＵＰ

1206 茨城県

㈱サンケー電機工業

1207 茨城県

ボデーショップ会田

「早い！安い！キレイ！」ニーズ対応と情報拡散による売上拡大

1208 茨城県

森川石油店

「街のクルマの診療所」自動車の健康診断サービスで顧客開拓

1209 茨城県

㈱根本総業

7050001040447

「みて、ふれて、安心リフォーム」施工モデル展示による顧客開拓

1210 茨城県

㈲カガヤ

4050002029062

店舗の環境整備による快適な空間の提供とサービスの充実

1211 茨城県

北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔荘

スマホHP作成で集客数向上とインバウンド向け情報提供の確立

1212 茨城県

エステティックサロンLa Biyu

マルシェ開催によるエステのPRと集客による新規顧客の開拓

1213 茨城県

㈱ロハスホーム

1214 茨城県

膳所

高齢者・家族連れのリピート率対策による顧客満足度向上で売上増

1215 茨城県

大川農園

鹿島アントラーズカラー真っ赤なおかきの新商品開発で売上ＵＰ！

1216 茨城県

三光建設㈱

1050001020207

インターネット簡易見積を導入し民間土木工事拡大で売上アップ

1217 茨城県

㈱キートス

2050001033546

個人客との継続的な取引を実現させるための取り組みの強化

1218 茨城県

介美容室・Drip2nd

1219 茨城県

㈱ワタナベ

1220 茨城県

岡井商店

1221 茨城県

㈲橋本地所

9050002027409

ピタットハウス２号店（鹿嶋市）出店による販路開拓

1222 茨城県

㈱中村商店

5050001037214

新風味・パッケージ開発による霞ヶ浦産しらうおスープの販路拡大

1223 茨城県

かみすでんき㈱

8050001046311

ホームページ作成、看板設置し、認知度向上による新規販路開拓

6380001027908

5050001012480

金属製品製造業の一般消費者を対象としたBtoCによる販路開拓

水道管工事での給水作業効率化・工期短縮で受注増と下請け脱却
店舗改装により、既存顧客の満足度アップと新規顧客開拓事業

9140001101246

紙製ポイの開発製造と日本商品の北米輸出販売
リラクゼーションスペースと高齢無料送迎サービスで売上増加

3050001039914

9050001022179

4050001008694

来て！見て！触って！仕上がりの分かる街の外壁塗装やさん。

手作業ハンダ付け技術の継承と情報発信力強化による新規顧客開拓

営業ツールとしてのパンフレット作成による販売店支援事業

リヤカー式屋台による当店の訴求機能向上と新規顧客獲得事業
8050001014524

自社オリジナル詰め合わせセットの販路拡大事業
八百屋カフェＯkaiの開発による新規顧客の開拓

36/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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1224 茨城県

㈲ホリー

3050002039401

こだわりの空間づくりにマッチしたカーテン提供による販路開拓

1225 茨城県

㈱サンロール

6050001028501

中規模高齢者施設向けの新配食メニュー開発による販路開拓事業

1226 茨城県

㈱ニッケン

4050001028940

プリザーブドフラワーの新商品開発による新規顧客獲得

1227 茨城県

Laverdad

美容整骨による全身矯正サービスの認知度アップ大作戦

1228 茨城県

OASIS

ゴマ農家を笑顔に！中古バインダー利用の格安ゴマ収穫機の開発

1229 茨城県

プロダクション34

牛久大仏の集客力を生かした「食べ歩き型観光商品」の開発

1230 茨城県

ハンドメイド雑貨のお店 キャトル

名店食事会付きハンドメイドワークショップによる新規顧客の開拓

1231 茨城県

㈲淀名和

4050002040036

中型トラックの整備・修理のワンストップサービスの提供

1232 茨城県

㈱NTH商事

6050001022116

蕎麦居酒屋認知度向上と院内食堂のコーヒーマシン設置で収益向上

1233 茨城県

笹元

1234 茨城県

㈲橘家

2050002018538

高機能設備導入による新メニュー開発・顧客満足度向上事業

1235 茨城県

㈱マルショウ横瀬

6050001041347

紫峰牛のブランド価値向上と販路拡大事業

1236 茨城県

㈲鮒彦総本舗

1040002087114

佃煮の新たな使用方法の提案による若年世代の需要開拓

1237 茨城県

㈲やまと水産

6050002012396

新聞配達網を活用した地域商圏顧客・買物難民への販路開拓

1238 茨城県

絆造園

1239 茨城県

福智建設工業㈱

1240 茨城県

PRIME CREW

1241 茨城県

㈱電器と設備のシラカワ

1242 茨城県

プラチナム

ヘアメイクを軸にした記念日のトータルサービス事業

1243 茨城県

野口製菓

多言語説明プラカード付き新土産商品開発で売上拡大

1244 茨城県

㈲生物環境研究所

1245 茨城県

旬彩料理 日本橋

1246 茨城県

㈲サトウ

1050002012954

駅ビル出店による駅前集中型「茨城の地酒」マーケティング事業

1247 茨城県

㈲丸池食品

6050002026685

食材鮮度保持能力の向上による郷土漬物の販路拡大！

1248 茨城県

ポーラザビューティーひたち野うしく店

1249 茨城県

㈱ソフナーズ

8050001004698

業務システム構築を核とする中小企業向け事業承継支援

1250 茨城県

㈲清水屋

8050002039751

魚屋の強みを活かしたフレンチ風バル開店による新販路開拓

1251 茨城県

鳥銀

新サービス訴求及び案内看板設置による新規顧客獲得事業の展開

1252 茨城県

鮨と旬の味 弥七

外国人の誘客対応マニュアル化と店内改修による売上増加

1253 茨城県

㈲フルサワ社寺建築石材

6050002010821

特殊アンカーボルトの製品開発及び耐震型墓所の開発事業

1254 茨城県

㈱アーバナイズ

8050001006521

外車ユーザーを中心とした整備・修理売上の増大

1255 茨城県

野村醸造㈱

8050001030109

独自開発したジャムや米麹を使用したスィーツの販路開拓事業

1256 茨城県

にこにこハンバーグひまわり

1257 茨城県

㈲三和喜

鹿嶋土産として土産用和風メニューの開発による新規顧客開拓

地域特有資産の苔を使用した新規事業参入による販路開拓
1050001025511

電光掲示板の設置活用による民間工事獲得事業
自社ＥＣサイトの導入によるマニア層顧客に向けた販路開拓事業

9050001021098

5080102015850

提案型水回りリフォームサービスによる新規顧客開拓

スマートフォン向けＢtoＣへの販路拡大
店舗改装による顧客の利便性の向上による収益の増加を狙う

新サービスによる顧客満足度の向上と新規顧客の獲得

ハンバーグ専門店として挽肉で勝負する店作り
6050002024838

ホームページ作成によりＰＲ強化と新規顧客の獲得・売上アップ
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2次締切分 採択者一覧
1258 茨城県

㈱コーアンドビー

6050001037849

監視カメラトータルソリューション提案のためのHPリニューアル

1259 茨城県

㈲鹿島自動車ガラス

4050002027066

自動運転対応フロントガラスのスキャンツール導入による販路拡大

1260 茨城県

小口設備工業㈱

1050001013813

移動式給排水ユニットの開発と、営業展開、販売の開始

1261 茨城県

㈲マツオ・トータル・プランニング

2050002017184

「パネル型ホルミシスルーム」のパターン商品化と間接営業販売

1262 茨城県

㈱KOYANO

4050001039269

ＨＰによる管理釣り場の情報発信力強化と自社ブランドの販路開拓

1263 茨城県

㈲永福

4050002035886

テイクアウト用のしゃも肉を提供するための急速凍結庫導入事業

1264 茨城県

宇都木製作所

1265 茨城県

㈱リステップ

1266 茨城県

焼肉 くにきや

野性味を味わえ、かつジューシーなジビエ料理の提供事業

1267 茨城県

カットハウス オチアイ

新規サービス提供による顧客獲得事業

1268 茨城県

古谷醤油酒店

お酒のある暮らしの提案事業

1269 茨城県

とんやま商会

１人で楽しむ「ソロアドベンチャー」シリーズの商品化

1270 茨城県

谷亮介構造設計室

小規模建築を扱う顧客開拓のための構造設計プログラムの導入

1271 茨城県

(同)風の村

5050003004088

介護保険外生活支援代行サービスの拡充による新規顧客獲得

1272 茨城県

㈱easypeasy

5050001044747

「easy-sustainシリーズ」の開発とBtoB販路開拓

1273 茨城県

㈱オスク

8050001004632

部屋の模様替えリフォーム事業による個人客市場の開拓

1274 茨城県

つくばキーセンター

1275 茨城県

㈱SHIRASAKA

1276 茨城県

イルネッソピッツァナポレターナ

キッチンカーマーケティングと拡張ネット予約の導入

1277 茨城県

マイルストーン

新たな客層の取り込み強化と利便性向上のための取組

1278 茨城県

Calla

独自開発「減痛メンズ脱毛」技術による男性エステサービスの提供

1279 茨城県

インディバつくば整骨院

階段でしか通院できない整骨院のバリアフリー化による販路拡大

1280 茨城県

ふじのや菓子店

「和の伝統」を活かした洋風和菓子の開発による新規顧客開拓

1281 茨城県

FLOWERNOTE

プリザーブドフラワーの活用提案による法人需要開拓

1282 茨城県

阪田ストアー

地元ＦＭラジオパーソナリティーによる新サービスの展開

1283 茨城県

日誠工業㈱

1284 茨城県

アンジュウエディング

婚活の周知改革と親御様向けセミナーの開催で成婚率№1を目指す

1285 茨城県

クチュールクスコ

店舗改装による利用者の多様なニーズに合わせた新メニューの提供

1286 茨城県

㈱Bin Digital Community

3030001099316

稼働生徒数増加を目的とした新規講座開設及び販促活動

1287 茨城県

㈱茨城農栄

6050001014690

ドローン活用の新サービス「ドローンシャワー」の開発と販路開拓

1288 茨城県

㈱玉起屋

4050003000682

「神具と開運の店」への変革による目的来店の増加

1289 茨城県

そば家 麦藁

1290 茨城県

㈱ソフトソリューションズ

1291 茨城県

こうのす薬局

歯車専門の旋盤技術を活用した下請け脱却のための販路拡大事業
6050001036999

抗菌・消臭添加剤の製造プロセスの革新による受注拡大

個人客取り込みの為の認知度向上及び魅力的な店舗づくり
4050001041910

5050005007444

元請受注獲得に向けたＨＰ制作とパンフレット制作による販売促進

専門ライン新設による生産性向上

店舗設備改善と通し営業の開始による、新たな顧客開拓の実施
4050001038808

重機安全システムの開発と販路開拓
高級キッチンファーマシー講座で、健康増進需要の取り込み
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1292 茨城県

㈲楠見材木店

4050002007258

介護施設、飲食店エンドユーザー向け県産材を利用した除臭器開発

1293 茨城県

Videally

1294 茨城県

㈲石塚産業

1295 茨城県

串揚げ串焼き 田舎家

1296 茨城県

NAKトータルサポート㈲

1297 茨城県

飯島自動車工業

1298 茨城県

小圷工業㈱

2050001004662

歴史を懐かしむアプローチによる上得意先リバイバル事業

1299 茨城県

㈱小嶋木材店

2050001010792

大型チェーンソーの導入に伴う新規顧客獲得に向けた取り組み

1300 茨城県

鹿島製菓㈱

7050001020589

メロンパンの外販強化と案件管理体制整備による新規顧客開拓

1301 茨城県

丘の上のゲストハウス Daigo house

チェックイン自動化機能システム導入によるサービス向上事業

1302 茨城県

パティスリー301

ＥＣに適合した新商品用包装箱の開発

1303 茨城県

レイヘアービューティーサロン

訪問福祉美容サービスによる販路拡大

1304 茨城県

㈱出澤産業

1305 茨城県

仲田精肉店

1306 茨城県

㈲GREEN工房

1307 茨城県

炭火焼き鳥酒場 縁真

1308 茨城県

㈲加藤木モータース

5050002004122

「待っている時間に癒やされる」自動車整備会社としてのＰＲ事業

1309 茨城県

㈱阿波屋

4050001031696

開口部に特化したＥＣサイトの構築によるリフォーム分野の強化

1310 茨城県

花hana

1311 茨城県

増田石材工業㈱

1312 茨城県

ヨシザワ印刷社

1313 茨城県

㈲伊勢屋

3050002037545

彩り豊かな助六寿司の開発と生産性向上による設備導入

1314 茨城県

㈱Bonito

5050001039755

中食産業の事業拡大と新規物販事業への参入

1315 茨城県

ライフサービス

近年需要が高まっている飛翔昆虫・衛生動物捕獲事業の整備

1316 茨城県

Herb&healing HANA

ブランディングによる魅力度と知名度UP！新規顧客の開拓

1317 茨城県

パン工房 Peche

新設備導入による商品提供スピード向上と働き方改革の実施

1318 茨城県

大誠工業

機能性に優れた施工提案による元請受注の拡大

1319 茨城県

㈲ユーデーシー

1320 茨城県

Salone Mio

かかりつけサロン化の為の顧客との長期的関係性構築事業

1321 茨城県

カフェぼっくり

自家焙煎技術と中型焙煎機を組み合わせた珈琲豆の販売事業の展開

1322 茨城県

BM craft

自社ブランド「エアロパーツ」の開発ＰＲ事業

1323 茨城県

キッチンMOCO

独自性の高い洋菓子商品の開発による新たな販路の開拓

1324 茨城県

㈲根本解体

7050002026684

タイヤ交換の内製化による顧客ニーズに対応した販路拡大と売上増

1325 茨城県

文化シャッター日立販売㈱

6050001004964

製品が体感できるショールームによる販路拡大

イノシシ肉を使ったペット用ジャーキーの作成と販売
7050002014169

土壌分析にもとづくオーダーメイド肥料の販売促進
「テイクアウト」からの実店舗誘導に向けた新規顧客獲得事業

1050002014414

新店舗への看板等の設置、及び学習塾展開による若年層の取り込み
次世代自動車対応設備の導入による顧客信頼度の獲得と売上拡大

2050001005058

独自の寺院支援事業を通した「移動型自社商品販売体制」の構築
地産地消で安心安全！「ブッチャーズバーガー」による販路開拓

4050002007571

販路開拓のための新サービス展開及び直売所改装事業
新メニュー開発による集客と店舗改装による経営基盤強化事業

花束バリエーション供給体制による客先の売場提案サービス事業
1050001031889

石材再生事業の開始に伴う環境整備及びＰＲ事業
増加する個人客需要に応えるフレキシブルな名刺サービス

2050002037975

食堂を改修しアイドルタイムを有料会議室として有効活用する
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1326 茨城県

㈱TUMUGI

4050001046133

飼い主と愛犬がより身近に同じ時間を共有できる場の提供事業

1327 茨城県

ファースト・イニシアチブ

1328 茨城県

㈱wave

2050001041136

浴槽補修・浴槽塗装事業立上げによる販路拡大と新規顧客獲得事業

1329 茨城県

㈲大江塗装工業

6050002041098

リフォーム工事の「見える化＋瑕疵保険」でお客様安心計画

1330 茨城県

玉喜屋本店

包餡機の重合ノズルの最適化による品質向上と生産性向上

1331 茨城県

大槻ハウジング

トマトもつ煮の真空パック商品開発による販路開拓

1332 茨城県

割烹せきね

新メニュー開発と店舗改装による新顧客獲得事業

1333 茨城県

カットスペースプラス

リラクゼーションメニュー開発による高齢者・女性顧客獲得事業

1334 茨城県

㈲クリーンメイト

5050002027107

フローリングカバー工法事業の周知、展示室改装による販路拡大

1335 茨城県

㈲谷島自動車

8050002043043

LEDヘッドライトの提供による新規顧客の獲得

1336 茨城県

大英エクステリア

1337 茨城県

㈲塚田商店

1338 茨城県

野口蒟蒻

新たな顧客層発掘のための贈答品開発事業

1339 茨城県

本橋石材店

搬送、火葬、納骨の一貫提供による「ペットのお墓安心サービス」

1340 茨城県

食彩ダイニングシマムラ

外国人に寄り添ったサービス構築による需要獲得事業

1341 茨城県

パン工房 シャンテ

野菜を練り込んだ小型健康パンで、ホテル市場の開拓

1342 茨城県

酒寄塗装

顧客ニーズに応えたアートな空間づくりによる販路拡大事業

1343 茨城県

大和造園

山水盆景風小型箱庭「コケ山水」の販売

1344 茨城県

菓子邑シェ・カオル

幼児連れ顧客と高齢者・障害者に優しい店舗入口への改装

1345 茨城県

ログテラス鰐ヶ淵

手作りパイの開発と量産化による販路開拓と販売拡大

1346 茨城県

なかや工業㈱

1347 茨城県

食事処 鄙の庭 きん彩

創業2年の食事処における販路開拓と広告宣伝に関する事業展開

1348 茨城県

ゲストハウス ラーハ

空調設備導入と駐車場整備による集客力アップを目指す

1349 茨城県

寿々本

高齢化社会のニーズに対応した足腰らくらく店舗内環境整備

1350 茨城県

㈲糸澤モータース

5050002043640

高性能診断機の導入による『見える点検・整備サービス』の提供

1351 茨城県

㈱石引写真館

3050001028355

新販売促進・撮影品質のリアル訴求による個別撮影受注強化事業

1352 茨城県

㈲歌舞伎あられ池田屋

7050002039083

あられ専門店への小売業展開と伝統製法製造ラインの見える化事業

1353 茨城県

ヘアーサロンイソザキ

1354 茨城県

(同)フジタアップルオーチャード

9050003004563

新規顧客開拓とインバウンド対策及び若年層雇用PRツールの作成

1355 茨城県

㈲バッカスサイトウ

7050002042780

自社サイト開設によるブランディング向上戦略

1356 茨城県

㈱SI商事

1050001043166

ホームページ作成によりＰＲ強化と新規顧客獲得・売上アップ

1357 茨城県

マルエス

エステ事業参入による新規顧客開拓事業

1358 茨城県

エスタモーア

地域唯一のワインバーによる自然派ワイン提供による顧客獲得事業

1359 茨城県

佐川製作所

自社研磨で納期短縮と受注加工範囲の拡大による売上増加

消費税増税、キャッシュレス決済推進専門サイトによる支援事業

３DCAD導入による販路拡大と作業効率化の推進
2050002043767

8050001034844

地域の特産品を買いまわる小旅行に対応した店舗環境の整備

竹林整備進出による地域環境保全、閑散期の仕事確保事業

アイロンパーマ技術を駆使した新サービス提供による販路拡大
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1360 茨城県

(同)BNW

8050003004119

簡単お見積りシステム付きホームページによる新規顧客の獲得

1361 茨城県

主水cafe

茨城のブランド豚を活用した新商品開発戦略

1362 茨城県

佐伯建設

当社を理解し選んでいただくためのコンセプトブック作成

1363 茨城県

㈲新栄建設

6050002015382

住宅新築・リフォームへの独自の取り組みを地域へ情報発信

1364 茨城県

㈲栃木ドライ

8050002024712

看板設置により認知度向上及び当店サービスをPRし新規顧客獲得

1365 茨城県

大里自動車鈑金

最新型の溶接機の導入及び技術習得による新規顧客の開拓

1366 茨城県

門前酒場マルトミ

デッドスペースである中庭の利用促進による来店客数増加

1367 茨城県

武田塾ひたち野うしく校

「武田塾ひたち野うしく校」開校に伴う環境整備と宣伝強化事業

1368 茨城県

くるみや分店（旅館くるみ屋）

常連客になっていただくための特典を作成し売上げ拡大

1369 茨城県

kokoya

体にやさしいシフォンケーキの開発によるテイクアウト需要の開拓

1370 茨城県

㈱小太郎物産

0050001043497

当社特産「冷やし焼き芋」の外販に向けた販路開拓

1371 茨城県

㈱萬屋商店

6050001008833

水質浄化装置導入によるレトルトしじみの品質向上と販路拡大

1372 茨城県

㈲みなば商会

3050002020286

竹林の間伐サービス及び竹チップ・竹パウダーの認知度アップ事業

1373 茨城県

関自動車工業所

1374 茨城県

㈲さくら介護センター

1375 茨城県

あけぼの洋装店

1376 茨城県

㈲市川スタヂオ

6050002032015

絵と文章による物語調のPR媒体による七五三の新販路開拓事業

1377 茨城県

ベンツテスター㈱

6050001040613

新たな顧客層獲得のための情報発信と機械装置導入による販路開拓

1378 茨城県

笹本自工

タイヤチェンジャー導入による販路開拓事業

1379 茨城県

炭火焼ダイニング居酒屋 延火

新たなサービスの提供と情報発信強化による販路開拓

1380 茨城県

寿司・和食みよ瀬

新メニュー開発と心地よさを追求した新規顧客獲得と売上向上計画

1381 茨城県

ファミリーショップおおさと

飲食店・卸売りの事業展開による新規顧客の獲得と売上増加

1382 茨城県

Aroma Choeur

ＥＭＳサービスによる美のトータルコーディネート事業

1383 茨城県

㈱イイダ微研

6050001008115

廃棄物の一貫処理体制の強化のための廃棄物計量の内製化

1384 茨城県

㈱Four C TIMES

4050001042859

育毛メニュー導入による美容室が生き残る高単価メニューの開拓

1385 茨城県

㈱JAPAN

2050001037159

足場業の強みを活かしたリフォーム工事業の展開

1386 茨城県

塚原そろばん教室

珠算式暗算に特化した教室づくりによる販路開拓事業

1387 茨城県

酒のだいます

当店の強みである取扱商品・サービスの認知度向上による販路開拓

1388 茨城県

影山設備

CAD導入による業務効率化で新規事業への展開

1389 茨城県

古時計

隣接店舗の有効活用と快適性を追求した分煙化とトイレの水洗化

1390 茨城県

Flower produce 楓

看板設置により魅力ある店舗を創出し販路開拓

1391 茨城県

伊師工業㈲

1050002007582

ステンレス安全衛生小物置き台で、医療・介護分野の開拓

1392 茨城県

㈱TOGA

5050001044499

展示会出展を通した代理店の構築と販路開拓

1393 茨城県

㈱ゲブラナガトヨ

6050001026240

専門店の販売強化と業務効率化を支援する受注システムの開発

新たな設備導入による作業工程の改善と営業強化による販路開拓
5050002017958

介護タクシー事業の本格的展開のための管理システム導入
学生服のリユース化によるユーザー確保のための広告戦略
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1394 茨城県

永井音楽教室

築100年の古民家で暮らすように泊まる～農業と文化の体験

1395 茨城県

捷伸自動車

1396 茨城県

オリジナルズ オートリペア＆サービス

1397 茨城県

㈲オートサービス倉持

1398 茨城県

森のそば屋 清エ門

1399 茨城県

㈲秋山食品

1400 茨城県

そば処 松の庵

1401 茨城県

㈲鹿久保設備

1402 茨城県

渡辺畳店

施工情報の蓄積による受注から納品までのプロセスや期間の短縮

1403 茨城県

TRATTORIA Sereno

野立て看板の設置とチラシポスティングで認知度向上

1404 茨城県

サウザンドホーム㈱

1405 茨城県

稲葉酒造

ワイン文化の分析で開発した、高価格商品を超富裕層へ拡販する

1406 茨城県

税理士法人プライズ

ＨＰリニューアルによるＷｅｂマーケティングの強化

1407 茨城県

Coqu

高萩初！！魔法のバブル導入による満足度ＵＰと売上増加を目指す

1408 茨城県

GIVEFIRST

コンセプト発信ができるネットショップの構築による販路の拡大

1409 茨城県

ケーズファクトリー

「作業補助商品」の販路開拓！新たな収益事業の基盤確立

1410 茨城県

㈲西山スポーツ

1411 茨城県

ヘアーサロンレノン

1412 茨城県

たつご味噌醸造㈱

4050001024023

味噌蔵見せる化、直売所居心地アップ事業

1413 茨城県

㈲ファースト電化

3050002018909

リフォーム事業強化のための看板設置と広告宣伝による周知活動

1414 茨城県

リーブはり灸整骨院

女性専用施術スペース設置による満足度向上

1415 茨城県

坂東瓦工業

効率的な設備投資を行う事による生産性向上計画

1416 茨城県

時計職人 富多屋

HPリニューアル・ネットオークションによる販路拡大

1417 茨城県

ＡＳＴ(同)

1418 茨城県

ラーメン池田

1419 茨城県

㈱イサカホーム

1420 茨城県

関養鶏所

1421 茨城県

㈲リビング工房

1422 茨城県

小貫塗装

今後のリフォームニーズを先取りし個人顧客獲得

1423 茨城県

エステティックジュビランEcxia

お肌の活性化10歳若返り美容法で女性の心と体をリフレッシュ

1424 茨城県

三和自動車

設備導入により整備の納期短縮・低料金化で顧客に還元

1425 茨城県

㈲桂雛

9050002007385

新商品の開発と販路拡大のための試作品製造事業

1426 茨城県

㈱コタジマ総建

3050001044360

住まいの温度に着目した新サービス提供開始による新規顧客獲得

1427 茨城県

㈱おひさま

3050001040780

小売比率向上のためのオリジナルパッケージ作成と精米施設の充実

自動車部品の再生洗浄技術の確立による旧車整備需要の開拓
ネット時代に合わせたカスタムカー等の販路拡大と来店頻度の向上
8050002020570

高強度ボディの新型自動車を修理する多機能溶接機導入事業
食器洗浄機の導入による衛生管理と作業効率の向上を図る

1050002033744

高品質商品『生板納豆』の発酵工程の革新による販路拡大事業
街とともに育むための店舗バリアフリー化による新規集客

4050002018478

2050001045780

5050002018592

地下配管工事の自動化による生産性向上と広告宣伝による販路開拓

「耐震診断及び耐震補強工事普及事業」

グラウンドゴルフ専門店化による新規顧客獲得事業
新規顧客獲得による客数及び売上増加の為の事業

1050003004703

空き家活用事業を創業するための広告宣伝強化計画
客席拡張による来客促進と新規顧客獲得事業

9050001005654

コンパクトシティ化の需要に対応した土地仲介専門HP作成事業
高級志向、贈答用新ブランド卵開発で販路拡大

9050002038001

ウェブページ、カンバン、チラシ等を機能的に活用し集客力の向上
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1428 茨城県

㈲村上

5050002018659

個別指導プランで的確なエクササイズとチラシ等による販促強化

1429 茨城県

㈱レインボーライフ

5050001038955

つくばエクスプレス駅中ポスターによる新規客獲得計画

1430 茨城県

Cut Place AINOYA

出張理美容専用車とカーラッピングによる事業PRで新規顧客獲得

1431 茨城県

秋庭農園

ウェルネス市場をターゲットとした提案型商品で新規販路開拓

1432 茨城県

川上ふとん店

野立て看板を設置することで当店事業周知による潜在顧客獲得事業

1433 茨城県

㈲小林製作所

8050002025578

新たな作業場の確保・効率化により新規取引先獲得

1434 茨城県

㈱ORIGINESS

5050001046000

食と運動の総合施設【マンマビレッジスタジオ】部門設備補強事業

1435 茨城県

DiningBarおれん家

魅せるディスプレイと最新器具によるメニュー開発による売上拡大

1436 茨城県

弥生自動車

鈑金塗装の技術をホームページで情報発信・販路開拓

1437 茨城県

㈱くらもち

8050001015035

白菜王国メンチの本格提供を開始し共働き世帯の惣菜ニーズを捕捉

1438 茨城県

このか設計㈱

3050001027191

無料建物診断をきっかけとしたリフォーム需要の掘り起こし

1439 茨城県

ライフトラスト㈱

6050001044036

地域密着型のＭ＆Ａ及び事業承継コンサルティング営業強化

1440 茨城県

パンの店 ブラン

ショップカードと大型看板を使った新規顧客の獲得

1441 茨城県

タカス商会

『魅せる整備工場』への変革による趣味性の高いユーザーの開拓

1442 茨城県

中山製菓支店

オリジナルチラシの活用による商品ブランド力アップ

1443 茨城県

㈱Hearth

2050001030675

「自然食ゼミスクール」開講の為の店内整備で新規顧客の獲得

1444 茨城県

㈱伊藤鉄工所

2050001020882

当社の技術力をＰＲする為の、プロモーション戦略の展開

1445 茨城県

やすらぎ心花

進化型フェイシャルプラズマ「リブセラ」導入による販路拡大

1446 茨城県

池田珍味食品

貸物件の資産価値向上と既存事業との相乗効果による売上向上計画

1447 茨城県

㈱プライム

1448 茨城県

ジャルダンベール

1449 茨城県

茨城木工㈱

7050001020886

自社ＨＰの作成により独自サービスを提供し個人顧客の獲得を図る

1450 茨城県

㈲ユーハイム

7050002004079

『移住促進ワンストップサービス』をＨＰ増設でＰＲ

1451 茨城県

㈱ティー・ケー・エヌ

5050001022281

認知度アップのための広告宣伝により、会員数の増加を図る

1452 茨城県

新和工業㈲

2050002027729

ＬＥＤ導入で作業環境改善と環境問題への取組を両立し売上拡大

1453 茨城県

珠寿司

1454 茨城県

㈱サンワテクノサービス

1455 茨城県

東京食堂

人気のジャンボ餃子カラーバリエーション商品開発による売上拡大

1456 茨城県

鈴木自動車

安心安全につながる新サービス提供による顧客満足度向上事業

1457 茨城県

しゃぶしゃぶぴのきお

高齢者に優しい店舗作りと新メニュー開発による来店者数増加計画

1458 茨城県

㈲吉成工務店

9050002035295

バイブロコンパクター導入による新規工事受注事業

1459 茨城県

㈱NUV WORKS

2050001041334

テイクアウト専門ハンバーガーショップ開設による当店ファン獲得

1460 茨城県

カイロプラクティックフィオーレ

稲敷と潮来エリアで連携する、顧客開拓のしくみづくり

1461 茨城県

Restaurant&bar Pranzo

大切な人と大切な時間を過ごす空間を創出するための取組み

1050002027894

テラス席の充実と自家商品販売促進による客数と客単価拡大
食育を促進する「玄米ワンプレート料理」を開発し販路拡大を図る

トイレ改装と新メニュー開発による来店者数の増加計画
6050001013809

営業力の強化による経営基盤強化と下請けからの脱却
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1462 茨城県

㈲トーコーフーズ

2050002035260

帯掛け包装機の新規導入による包装個数の増加と売上高の増加

1463 茨城県

トータルインテリアいそやま

顧客ニーズ対応「ＤＩＹ体験教室」事業展開による新規顧客開拓

1464 茨城県

苅部農園

動画配信を活用した自社ブランド［夢ごこち］のプロモーション

1465 茨城県

遊結倶楽部

大規模広域展示会参加で認知度を向上させ、販路拡大による売上増

1466 茨城県

助川商店

2種類のバケット導入による作業効率アップと人件費削減

1467 茨城県

㈱HEART

5040001096079

医師・薬剤師の開業支援による地域医療の活性化プロジェクト

1468 茨城県

㈱ネロ・デザイン

8050001041964

地域の人が集う多世代交流複合施設の整備による新規顧客獲得事業

1469 茨城県

大谷畳店

1470 茨城県

㈱UK

9050001033969

バルーンギフトを身近に利用してもらう為の販促・来店客誘致

1471 茨城県

㈱SSK

2050001044361

訪問治療サービスの徹底したＰＲによる新規顧客開拓！！

1472 茨城県

㈲野村加工

3050002017431

ウレタン素材の擬人化によるネット販売の強化

1473 茨城県

㈱Eve・Seレct

4010401084827

ペット写真入りオリジナル商品の即納販売による顧客獲得事業

1474 茨城県

家事代行サービス要七

ひと味違う家事代行サービスのPR事業による新規顧客獲得事業

1475 茨城県

カスタムペイント マーズ

カスタムペイント事業の「なんでも化」でマリンスポーツ分野進出

1476 茨城県

アジアンデザイン アギン

宣伝広告強化による当社「オリジナル商品」の販売

1477 茨城県

㈱キューシーディー

1478 茨城県

partager

1479 茨城県

(同)KDSコンサルティング

1050003002731

営業ツールの整備による販路開拓及び労働生産性向上計画

1480 茨城県

㈱スポルティーバ

3050001012953

新旧イタリア車のボディコーティング＆希少車部品販売ウェブPR

1481 茨城県

㈲山下工務店

4050002025318

「茨城特産杉を使った美しい木組みの家」の開発とＰＲ事業

1482 茨城県

BLOSSON㈱

8012401025641

効率的・効果的にサッカー上達！「砂トレ」販路拡大事業

1483 茨城県

㈲鹿島オリヂナル

4050002026373

バイクユーザー向け特注部品で新市場開拓

1484 茨城県

カネヨシ商事㈱

9050001015505

ＨＰリニューアルによる介護施設向け衛生管理設備の販路拡大事業

1485 茨城県

Ayoga

新事業「青空ヨガ」で顧客満足度の向上と新規顧客の獲得

1486 茨城県

中国四川料理 台北大飯店

どこでも中華！自宅でもオフィスでも本格中華三昧

1487 茨城県

㈱西村製麺

1488 茨城県

ユアーズ

地域内初の納車式サービスと故障診断迅速対応による販路開拓事業

1489 茨城県

タマノ酒店

タマノワインセラーと称し個人向け保管業務と独自サービスの展開

1490 茨城県

(同)VSR68

9050003004225

オートマチックミッションの修理窓口

1491 茨城県

㈲桂農産

4050002004726

6次産業化を推進していくための地場産小麦製品の商品化とＰＲ

1492 茨城県

青春餃子

1493 茨城県

㈱アイオート

4050001022563

特殊タイヤ交換の内製化で生産性向上と新規顧客開拓

1494 茨城県

㈲城北工機

5050002004163

ヘビーユーザー向けアウトドア&建設関連ショップへの改装事業

1495 茨城県

ヤスオ工務店

ホームページリニューアルとチラシによる認知度向上と売上増加

4050001026085

自社サイトの利便性を向上し、生徒獲得のための商圏を拡大する。
痩身施術用高周波温熱機の導入によるサービス付加価値の向上

6050001032107

伝統ある看板商品のパッケージ改良による新たな販路の開拓

新商品販売を通じた「餃子専門店」の浸透による売上拡大

教育センター設立とセミナー開催による売上向上
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1496 茨城県

J3エンターテイメントオフィス

個人の小規模イベントの本格的プロデュースサービスの開発提供

1497 茨城県

㈱リモデル・プロ

1498 茨城県

リサイクルショップはじめちゃん

新しいゴミ屋敷お片付けサービスの看板によるＰＲ事業

1499 茨城県

櫻井シゲアキ行政書士・ＦＰ事務所

外国人労働者の快適な日常生活づくり支援事業の開始

1500 茨城県

(同)咲楽や

顧客の作品を展示する「ハーバリウム＆カルチャー館」の開設

1501 茨城県

㈲マカベクリーン

1502 茨城県

sinamonn

茨城県産の食材を活用した移動販売カフェの展開

1503 茨城県

割烹ちのね

老舗割烹店が提供する”こだわりランチ”で売上ＵＰ計画

1504 茨城県

秋谷果樹園

ホームページでの情報発信による販路開拓

1505 茨城県

鈴木材木店

チェーンソーを利用した木材加工・伐採による受注力向上販路拡大

1506 茨城県

パンの店ひつじ雲

新食感アイスパンの生産性を向上し、売上の夏バテを解消！

1507 茨城県

kohカイロプラクティック院

美容新メニュー広告による新規顧客獲得、顧客満足度向上

1508 茨城県

㈲ホワイトサービス

1509 茨城県

てくてく館

1510 茨城県

斉藤工事㈱

1511 茨城県

レストラン ミルフルール

1512 茨城県

㈲根本材木店

8050002037854

展示スペース＆工場の開放で木のぬくもりをあなたの手に

1513 茨城県

㈱八千代エンジニアリング

3050001018802

小型ドリル／タップマシンの開発・展示会出展による販路開拓

1514 茨城県

㈲吉右ェ門

1050002036920

新規の客層の取り込みと利便性・安全性向上への取組

1515 茨城県

アーキテックジョー㈱

9050001044982

ほっとする支柱リリーヴド・ピラー開発事業

1516 茨城県

八千代機械㈱

8010701009793

電気式無煙ノンダクトロースターの開発商品化

1517 茨城県

ラ・プラージュ

1518 茨城県

㈱モバイルアップ

1519 茨城県

矢口商店

1520 茨城県

UMIトレーディング㈱

1521 栃木県

フローレンス花美

トイレ設置による店舗整備事業

1522 栃木県

大畑屋旅館

観光目的の新規顧客を呼び込むお店づくり事業

1523 栃木県

栄鮨

ＩＴを活用したお店の新しいファンを作り繋げる広報事業

1524 栃木県

ワンワン美容室はぽ

店内の快適空間演出にてカウンセラー事業の本格展開

1525 栃木県

有限会社ジュエリきくち

9060002027036

特性試験装置の導入と他店補聴器購入者に対する新サービスの提供

1526 栃木県

株式会社 ブリジック

3060001026465

ウェブサイトのリニューアルによる受注システムの構築と販促強化

1527 栃木県

Omuche outdoor&sports club

家族層向け「カヤック体験ツアー」のための地域活性化事業

1528 栃木県

美容室アクール

新サービス体制の確立による“オンリーワンの美容室”の実現

1529 栃木県

高橋スポーツ店

視覚的アプローチによる来店意欲の喚起事業！

3050001046068

8050002042805

4050002038575

アスリートのキャリアサポートを活かしての販路開拓

ノウハウを活かした浄化槽修理・付属品販売による販路拡大事業

スモールリペアによる個人宅安心サポート訪問サービス
足底圧・姿勢計測機器の導入による新規顧客獲得と顧客満足の向上

2050001018679

広告宣伝活動の強化による新規顧客の獲得
レストランウエディングで最高の思い出作りのお手伝い

水郷の魅力をたっぷり詰め込んだキャンプ事業の展開
7050001030992

ｉＰｈｏｎｅのデータ移行に特化した販売店による販路開拓事業
店舗・事務所のリノベーションによる主婦層向け新規事業の実施

4050001045011

地域に根差した「ブランディング」施策
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1530 栃木県

中国料理華清

視覚的アプローチによるオンリーワンのお店確立事業

1531 栃木県

有限会社エフ･ネット

1060002026879

話せる場と聴くヒト(キャリアカウンセラー)の新事業ＰＲ

1532 栃木県

株式会社ヴェスタ

8060001030603

スクリーン印刷機導入による納期・価格課題解決で新規顧客獲得！

1533 栃木県

街のクルマ屋さん

1534 栃木県

有限会社 鶴見写真館

1535 栃木県

うっどくらふと工房 橙

高いレベルの技術が要求される受注で販路及び売上を向上する事業

1536 栃木県

はな＊いちご

ちょうどいい産前産後ケアで悩み多き女性を包括的に支援する事業

1537 栃木県

有限会社すずきや

5060002011142

看板等改装集客事業（潜在的見込客も得意様と同じ店舗前通行人）

1538 栃木県

株式会社 鈴木屋木材

6060001005433

エバーグリーンコンテンツを目指す長期集客ＨＰリニューアル事業

1539 栃木県

吉澤食肉

1540 栃木県

有限会社あずさ

1541 栃木県

コンディショニングKスタジオ

コンディショニングに特化したホームページと看板の作成

1542 栃木県

あらい整骨院

若年層・女性顧客の獲得へ向けたトイレのリニューアル

1543 栃木県

菓子工房 吉野

地域の高齢化に対応した商品開発と、認知度向上

1544 栃木県

ＳＫＹ

女性客の利用しやすい店舗づくり事業

1545 栃木県

Nello Chocolates合同会社

4060003001655

お客様をワクワクときめかせるチョコレート店へ

1546 栃木県

株式会社 ピヨ

3060001026580

イベントで美味しいピザを食べませんか？

1547 栃木県

美容室Ｎ

「気軽に、手軽に、毎月通える美容室」事業

1548 栃木県

からあげしん家

新メニューベトナムサンドイッチ「バインミー」を召し上がれ事業

1549 栃木県

小料理 きぬや

みんなにやさしい店作り事業

1550 栃木県

悠々歓々

輝く女性事業者のPRをお手伝い！あなたの個性を世界へ発信！

1551 栃木県

末広製菓

歳時商品等提案型攻めの営業看板導入による新規顧客獲得事業

1552 栃木県

有限会社花農場あわの

8060002021254

誰でも気軽に来店、コト消費も万全、笑顔の集う農村レストラン

1553 栃木県

有限会社 齊藤自動車整備工場

1060002017878

～弱みを強みに変える～塗装ブース導入で販路開拓

1554 栃木県

有限会社 ハヤセ

3060002017950

新事業アピールのための情報発信力強化による売上額増加の取組

1555 栃木県

三橋電設

ホームページの構築による｢家庭用蓄電システム｣の普及

1556 栃木県

島田陶芸苑

ホームページのリニューアルによる新規顧客開拓事業

1557 栃木県

マツザキシャシンカン

ホームページのリニューアルで販路拡大

1558 栃木県

有限会社岩崎観光社

1559 栃木県

hair design Lian

完全予約プライベートサロン・サービスの認知度向上策の実施

1560 栃木県

割烹山水亭

座敷イス席化によるサービスと業務効率の向上事業

1561 栃木県

株式会社 アズクラブ

1562 栃木県

西島塗装工業

インパクトのある広告宣伝で町内近隣のシェアアップと売上増加

1563 栃木県

たかはし肉店

冷凍ショーケースによる商品種類拡充と陳列スペースの確保

道路沿いLED看板とウィンドウフィルムで新規顧客獲得！
8060002011189

おらがまちの写真館を目指してホームページのリニューアル

外国人客との会話強化でニーズを掴み、商品ラインナップに反映
4060002030787

4060002018015

9060001017938

新メニューリーフレット制作及びＨＰ開設による販路拡大事業

店舗改装による若年層客の掘り起こしによる売上拡大

一目で食べたくなるメニューガイドとホームページ作成で売上増加
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1564 栃木県

秀寿司

末永くご愛顧頂くためのおもてなし力向上事業

1565 栃木県

有限会社国際企画

7060002029744

低コスト・短納期の実現による顧客満足度向上事業

1566 栃木県

ケーズ株式会社

6060001031660

看板設置のよる当社の存在アピールとサービス内容周知

1567 栃木県

井上商店

ホームページ開設による当店の宣伝媒体の拡大と新規顧客獲得

1568 栃木県

蕎麦処 浅野屋茂兵衛

半生うどんのシリーズ化とギフト展開事業

1569 栃木県

西堀酒造株式会社

1570 栃木県

居酒屋 皿多

1571 栃木県

株式会社タツテクノス

1572 栃木県

ヘアーサロン須藤

1573 栃木県

有限会社佐々木製作所

3060002032958

スポット・プロジェクション溶接機導入で高品質で生産性向上

1574 栃木県

株式会社ハイブリッド

5060001028534

自然の恵みがつまったパンを存分に味わえるオープンテラス設置

1575 栃木県

株式会社KEZUKA

2060001027101

自社ＨＰを作成し、認知度ＵＰ！新規顧客増を図る

1576 栃木県

有限会社マルトモ食品

1060002033090

栃木県産の鮎を使った新商品開発で増収増益、県産食品の消費拡大

1577 栃木県

株式会社サカエ化成

3060001016763

人にやさしい商品ブランド「FACE TO FACE」のＰＲ

1578 栃木県

有限会社 山一産業

5060002033707

新製品受注獲得を図る金型温調機導入

1579 栃木県

有限会社 安塚化工

9060002033703

新規設備導入で向上する生産力を活かした新規受注の開拓

1580 栃木県

いし川・魚一

1581 栃木県

有限会社 神崎電機商会

1582 栃木県

理容オグラ

SNSによる情報発信と、女性客拡大のための老朽化施設の改修

1583 栃木県

ケイスタジオ

ニューフォトサービス受注獲得のための特殊印刷プリンター導入

1584 栃木県

株式会社オオデ設備

1585 栃木県

パティスリーボヌール

フードプリンター導入で出来ないを出来るにし顧客満足度の向上

1586 栃木県

ファーマーズキッチン ゆう

委託販売・イベント参加による新市場の開拓で販路拡大を目指す

1587 栃木県

星のや商店

当店開発新特許商品の販路開拓で売上アップ！

1588 栃木県

山本庵

ハレの日需要を掘り起こす！記念日使いに特化した和食店展開

1589 栃木県

有限会社 青木石油

4060002033724

持ち込みOK！自動車パーツ取り付けサービス周知事業

1590 栃木県

株式会社 大澤土木工業

1060001017425

提案型営業を実現するホームページ作成

1591 栃木県

旬鮮めん処不二屋

1592 栃木県

株式会社 Salon de Riz

1593 栃木県

ツルミ食堂

『隠れ需要』を掘り起こせ！パッケージ改良及び販売会出店事業

1594 栃木県

思源

看板やパンフレットを活用するＰＲ活動による潜在顧客の取り込み

1595 栃木県

有限会社菊池油店

1596 栃木県

イタリア料理ジョヴァンニ

1597 栃木県

有限会社シービーエス

9060001014588

立地と国登録有形文化財の蔵を活用した、集客・販売開拓
顧客の利便性を考えバリアフリーを中心とした店舗改装

9060001017533

メーカーと顧客を繋ぐ役割を担う当社ならではのＨＰづくり
ＹＵＭＥのシャンプー機器で夢見心地の体験を

顧客満足度の高い「和室用テーブル・椅子」で販路開拓
7060002033531

6060001028236

家電ショールームで見て納得! 地元密着電機店復活!!

ホームページ作成と動く宣伝ステッカーで販路開拓・認知度向上

慶事需要を取り込むための店舗視認性改善・販売促進事業
8060001028795

6060002016545

ヘッドスパメニューの導入で客単価アップと販売促進事業

車両メンテナンスサービスの充実による顧客増大
本場イタリアンを求める女性客を取り込んでランチ売上向上事業

5060002012677

いつでも相談！ＡＩチャットと丁寧な対応。快適な環境で売上ＵＰ
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1598 栃木県

蔵風香

着物リメイク既製服の展示試着会を開催し潜在顧客層へ販路拡大

1599 栃木県

フレンチバルGOE

ジビエ料理新メニュー開発による新規顧客獲得事業

1600 栃木県

有限会社小林石油商会

8060002012617

メンテナンスサービスの充実による収益力向上事業

1601 栃木県

株式会社無限

9060001031303

新規顧客獲得のためのホームページ制作事業

1602 栃木県

株式会社FINE

4060001021795

ＨＰ開設と機器導入、店舗のリフォームによる女性患者獲得事業

1603 栃木県

栃木ラックス株式会社

6060001006175

パワーレス化で労力削減！洗濯配送サービス大改造！

1604 栃木県

あらい整骨院

整骨院がここにあるよ！認知度アップ大作戦

1605 栃木県

イタリア食堂ヴェッキオ・トラム

地域の魅力と店舗の情報をより多くの方達に伝える、HP作成事業

1606 栃木県

有限会社喜連川商会

3060002012588

新サービス提供に伴う販売促進及び設備導入事業

1607 栃木県

株式会社きつれがわファーム

5060001030969

知名度向上を目的とした看板設置及びホームページ制作事業

1608 栃木県

サトノシゴト

1609 栃木県

有限会社 ひらつね

5060002014178

加工設備の導入による買い入れ顧客数増加と客単価アップ事業

1610 栃木県

株式会社佐原自動車

2060001029031

お気軽に全天候型！家族で！仲間で！わくわく快適展示場整備事業

1611 栃木県

増子製麺

直売の売り上げ増加のための看板設置事業

1612 栃木県

プライベートエステサロンＦＬＥＵＲ

最新エステ機器導入による客単価向上・新規顧客獲得事業

1613 栃木県

川上印刷所

新規顧客獲得によるチラシ折り込み事業

1614 栃木県

有限会社 パデイントン

2060002023231

スマホ対応型への自社ＨＰ改善作成による販売促進事業

1615 栃木県

株式会社PROPRE

4060001012489

インバウンド・教育旅行客を獲得する日本伝統和ろうそく作り体験

1616 栃木県

Ｉｔ ｉｓ ｆｌｏｗｅｒｓ

1617 栃木県

合同会社 実悠マート

2060003002060

新サービス導入による新規顧客の獲得と売上向上計画

1618 栃木県

株式会社サカノ

8060001025875

「地域の健康づくりに貢献」ＨＰ・チラシ作成による集客強化策

1619 栃木県

有限会社 菊地市郎商店

5060002022073

ＳＮＳを用いた情報拡散による商品ＰＲ強化と販売経路の創出

1620 栃木県

HIKARI SHOKUDO

1621 栃木県

セルシオール株式会社

1622 栃木県

仁屋

1623 栃木県

三春那須有限会社

9060002024487

「溶接夢憧塾」周知看板で溶接ＤＩＹ人口増による売上アップ計画

1624 栃木県

有限会社 阿久津左官店

5060002023831

左官技術を活したリフォーム事業展開とネット販売システムの構築

1625 栃木県

株式会社 イフアンドリブ

7060001023748

地域に根差した来店型店舗を目指す事業

1626 栃木県

株式会社ガレージコンプリート

8060001021973

超ビッグ！若者の心に響く大形看板で分かりやすく認知度UP！

1627 栃木県

Fairy nails

新店舗・新しい店舗名で、新規含めて事業告知看板

1628 栃木県

オリジナルカジ

Web広報等による認知度とソフトウェア導入による作業性の向上

1629 栃木県

ごちそうや 江戸っ子

お客様にやさしく暖かい椅子・テーブルセット導入事業

1630 栃木県

飯塚工務店

場所を選ばない！発電機携行による新規販路開拓事業

1631 栃木県

カットハウス・セキグチ

女性・高齢者が利用しやすい店づくり事業

素朴で懐かしく温かみがあり素敵な時間が楽しめるお店作り事業

ＨＰ作成及び商品パッケージデザインによる新規顧客開拓事業

ドゥコンディショナーの導入による販路の拡大
2060001022630

踊る見込み客発掘大作戦！
親しみやすい店舗づくり！当店の独自キャラクターで集客力アップ
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1632 栃木県

デンタルクリエイト

金属バネを使用しない入れ歯制作の一貫体制の確立

1633 栃木県

有限会社 福田工務店

3060002039937

提案型ホームページを軸とした、新築事業のweb営業力強化事業

1634 栃木県

有限会社 シミズ成工

8060002039841

生産性向上による受注量増大と売上向上・顧客満足度ＵＰ計画

1635 栃木県

次世代型個別学習塾オンリーワン

地域の完全個別指導塾としての『差別化の明確化!』営業戦略。

1636 栃木県

そば処美々

「耳うどん」による郷土料理ＰＲ事業

1637 栃木県

澤田商会

製造業向け「エアーコンプレッサーと言えば澤田商会」の販路開拓

1638 栃木県

有限会社吉田製作所

1639 栃木県

金隆プラスチック加工

作業環境改善による販路拡大で事業承継後の経営基盤を作る

1640 群馬県

食亭エイト

観光、近隣住民、食べ歩きグルメ客等に対応した店舗リニューアル

1641 群馬県

有限会社エー・エル・アイ英会話研究所

3070002022784

学童保育の立ち上げに向けた学習環境整備

1642 群馬県

有限会社 花のたかはし

4070002016892

葬儀に使う花の多様化に対応することによる顧客満足度向上

1643 群馬県

小料理こばやし

1644 群馬県

有限会社 たかはし

1645 群馬県

大屋モータース

新サービスＰＲのためのチラシ新聞折り込み事業

1646 群馬県

ヘアーサロンサトウ

地域の高齢者に対応した店舗改修工事による顧客満足度向上事業

1647 群馬県

千野新建材

省エネ基準義務化に向けたお客様相談室整備事業

1648 群馬県

Cafe Bar R

新メニュー・HP開発＆改修工事でカフェ魅力向上・新顧客獲得！

1649 群馬県

眺庭庵 益成屋

様々な顧客ニーズに対応した販路開拓施策の充実で新規顧客獲得！

1650 群馬県

有限会社益成屋

1651 群馬県

松乃井旅館

1652 群馬県

株式会社花岡

1653 群馬県

有限会社日昇軒

1654 群馬県

株式会社ジャパン・ヘア・サイエンス・イノ
ベーション

7070001025990

ヒト幹細胞培養液育毛システム開発による新たなステージ進化

1655 群馬県

有限会社オキツ

6070002037177

お客様満足度向上で温泉まんじゅうPRと新規客の獲得・売上増加

1656 群馬県

黛のこんにゃく屋

世界遺産観光客等におもてなしするハード整備事業

1657 群馬県

高橋綿店

店頭ファサードで情報発信新たな販売促進事業

1658 群馬県

Nail Doctor

子供と一緒に来店できる新たなエステ事業発足

1659 群馬県

増田モーターサイクル

故障診断機を導入した安心安全な整備点検を提供する新規販路開拓

1660 群馬県

有限会社市沢縫製

1661 群馬県

Ｂ＆ＢヘアーサロンＴＡＫＡＳＥ

1662 群馬県

株式会社亀田建設

2070001013876

駐車場施工の受注拡大を目指したロードローラー導入事業

1663 群馬県

グリーン観光株式会社

2070001011723

ドラレコ等全車導入で安全・信頼強化で女性ツアー促進の販路開拓

1664 群馬県

有限会社鍵屋商店

1070002016103

CADデータNC用プログラムで試作と短納期を周知し販路開拓

1665 群馬県

有限会社古澤建築

6070002036773

施工エリア拡大による新規顧客獲得のための情報発信強化事業

1060002037711

エアーニッパー導入による作業効率化からの販路開拓

店内改装とランチ需要に対応した販路開拓事業
8070002016872

3070002036223

店舗内コミュニティースペース確保による販路開拓

館内喫煙ルームの設置による新たな顧客層の獲得で販路開拓！
「和」の統一感UPで旅館付加価値と魅力度向上・新規顧客獲得

8070001024158

「ドローン女子」のコンテンツマーケティング化で新たな販路開拓
当店メニューをレトルト化した新商品開発による販路開拓

8070002033042

商談持久戦！、安心、ゆっくり寛ぎ、新装トイレで夢心地！
高齢者が気軽に立ち寄り、オシャレになって帰れる店舗改装づくり
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1666 群馬県

株式会社プレスタイル

3070001026539

新規顧客獲得に向けたインターネット広報事業

1667 群馬県

株式会社エムアイフーズ

2070001015154

新設備導入による新商品開発により売上高向上・新規顧客獲得事業

1668 群馬県

有限会社髙間

9070002020824

新サービス提供開始でガスの総合的支援実現により持続的経営実現

1669 群馬県

清水プロゴルフスクール

フリーペーパー用チラシとHPで当ゴルフスクール普及し販路開拓

1670 群馬県

ライセンスプロ行政企画中島肇行政書士事
務所

看板の刷新による行政書士の新規顧客獲得事業

1671 群馬県

有限会社中井工房

1070002026655

新たなターゲット層に対するアプローチによる新規顧客の開拓

1672 群馬県

株式会社二葉

1070001030567

新たな外国人観光客の集客アップのための快適な睡眠環境の整備

1673 群馬県

スローダイニング竹卓

1674 群馬県

有限会社ホテル伍楼閣

2070002035399

優雅なひと時を過ごす女性の一人旅向けプランによる販路開拓事業

1675 群馬県

有限会社大矢工務店

3070002036256

伐木事業の受注機会拡大を目的とした車輛着脱特殊装備購入事業

1676 群馬県

株式会社佐藤産業

2070001010898

本社事務所に新規事業の看板設置及びホームページ作成

1677 群馬県

株式会社安斉商店

4070001023659

新たにバーカウンターを増設し新規顧客獲得を目指す事業

1678 群馬県

シマダスポーツ

1679 群馬県

有限会社嬬恋リゾート

7070002036640

ファミリー層の開拓のためのプラン新設に向けた客室寝具設置事業

1680 群馬県

株式会社WISH

1070001010412

「自転車安心パック」による新規顧客開拓と自転車事故削減事業

1681 群馬県

石澤会計事務所

ホームページとパンフレット作成による新規顧客獲得事業

1682 群馬県

ヘアーサロンmok

男性向け脱毛サービス開始による需要開拓とリピート客獲得

1683 群馬県

入沢電装サービス

踏み間違い安全装置の販売強化による販路開拓事業

1684 群馬県

有限会社樫山

1685 群馬県

ニューいずみ

新たな客層を取り込むためのお風呂改修工事。和の強化事業！！

1686 群馬県

三関屋旅館

檜風呂改修工事でお客様満足度の向上と新規顧客の獲得を狙う！！

1687 群馬県

しおじり有限会社

1688 群馬県

龍金花

誘引力のある店舗の雰囲気の強化による新たな顧客層の獲得事業

1689 群馬県

手打ちそば 大信

当店アピール強化のための看板改修と新規客獲得を目指す店舗改装

1690 群馬県

山びこ

やすらぎ空間の強化による新たな顧客層の獲得事業

1691 群馬県

有限会社草志舎

8070002014505

新たな販売先増加を目指す！機械導入事業

1692 群馬県

ミツマタ建設株式会社

4070001018171

後継者が取り組む車椅子のお客様が住みやすいリフォーム事業

1693 群馬県

Ｓｉｇｎ１０４

1694 群馬県

新井興業有限会社

1695 群馬県

キッチンエラ

当店のＰＲ強化を行い、新規顧客の獲得を行う。

1696 群馬県

湧然

オリーブと生姜を使った新商品の開発と新たな販路開拓

1697 群馬県

有限会社加豆フーズ

1698 群馬県

ビジネスホテルＫＡＷＡ

1699 群馬県

星尾プロダクツ合同会社

看板設置等による新規顧客開拓事業

子どもの安心・安全確保で親心をつかみ新規顧客獲得

7070002036277

2070002035291

新たな業種・新分野へ進出するための店舗改装で売上拡大

やすらぎ空間及びＩＴの有効活用の強化による新規顧客獲得事業

新たな顧客獲得のための、新システム導入事業
1070002027926

3070002025762

新規顧客獲得のための看板リニューアル

スティック納豆の新たな市場開拓と量産体制の確立
客室の消臭クロス張替えによる新規顧客獲得事業

3070003003420

新規顧客獲得とリピート率向上の為の露天風呂の設置
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1700 群馬県

永井酒造株式会社

3070001023321

季節限定商品と特別企画商品の商品化によるブランド力向上

1701 群馬県

ペンション 風集紀

1702 群馬県

有限会社シミズ建興

8070002016336

CAD導入で図面データ閲覧化を周知し相談件数増加より販路開拓

1703 群馬県

有限会社赤尾組

4070002015936

介護家庭のバリアフリー用工事専用型枠を導入し周知で販路開拓

1704 群馬県

有限会社四季亭

9070002035293

やすらぎ空間の強化による新たな顧客層の獲得事業

1705 群馬県

有限会社山崎化工

7070002031369

最新成型取り出し機導入による、新たな複雑金型対応で販路拡大

1706 群馬県

株式会社ディアグレイト

6070001034225

愛車の長寿命化体制の構築による新規顧客の獲得事業

1707 群馬県

株式会社桜井鉄工

4070001028583

販路拡大と雇用増加を狙うための最新溶接設備の導入

1708 群馬県

コーケン工業有限会社

4070002023377

工期を２日間短縮させるためのBPパネルの導入

1709 群馬県

金子建築

1710 群馬県

有限会社オートサービス・セヤ

9070002022911

顧客ニーズ対応と作業効率向上による新規顧客受入れ体制の確立

1711 群馬県

新里設備工業株式会社

7070001016387

BtoCホームぺージ構築とパンフレット配布による新規顧客獲得

1712 群馬県

株式会社古月堂

7070001026139

新規取引先増加に伴う生産量に対応する冷凍庫整備事業

1713 群馬県

有限会社新彦商店

6070002016759

多様な住宅サッシ需要に対応するための作業備品整備

1714 群馬県

くるま工房 ＯＧＵＲＡ

1715 群馬県

有限会社おかた茶屋

4070002016793

宴会ニーズに対応するための備品整備事業

1716 群馬県

有限会社アシマ

7070002036013

消費増税の逆風をチャンスと捉えテイクアウトで新規顧客獲得

1717 群馬県

ラポール

1718 群馬県

有限会社麺龍

1719 群馬県

イワイオートサービス

1720 群馬県

有限会社下仁田温泉清流荘

1721 群馬県

HIRO PAINTING LABO

1722 群馬県

三広商事株式会社

5070001023798

効率化・生産性向上のための設備整備による新規顧客獲得事業

1723 群馬県

ドグタウン工房株式会社

3070001033667

日本初！！「ドッグスポーツ用インドアフィールド」の環境整備

1724 群馬県

北軽井沢ホワイトバーチステーブル

1725 群馬県

株式会社ハチスコーポレーション

6070001014929

新たな取り組みに伴う新規顧客獲得のための看板設置

1726 群馬県

有限会社五月女鉄工

6070002029281

新規顧客による工場監査後の打合せ場所で、おもてなし販路開拓

1727 群馬県

合同会社エコスカイ

3070003003032

新サービス導入に伴う新規顧客開拓事業

1728 群馬県

有限会社星野建築

8070002026847

事業継続の為、兄弟3人が 中心となって進める新規顧客獲得事業

1729 群馬県

GARAGE1031

1730 群馬県

株式会社SS清水モータース

1731 群馬県

堀越技建

1732 群馬県

有限会社神道工業

1733 群馬県

神谷動物病院

やすらぎ空間提供の強化による新たな顧客層獲得事業

当店の周知を高め新規顧客を獲得するための販促ツールの制作

故障診断機導入による新たなサービスの提供で新規顧客獲得

新規顧客獲得のための店舗改装・看板設置事業
7070002032466

店舗内装工事による快適空間で新規顧客の獲得を行う
新オイル交換サービス導入と既存サービスとの相乗効果で販路拡大

9070002016839

ホームページに予約システムを導入して予約数アップ
新規一般顧客を獲得するための広告看板の設置

新規預託馬獲得のための施設拡大に必要な機械導入事業

次世代ゲーム機導入とLED看板設置にて新規顧客獲得
8070002027317

フロンガスクリーニングマシン導入による新規エアコン修理客獲得
新規顧客獲得のための元請工事の受注環境づくり

4070002027519

新サービス「あなたの街の解体屋さん」新規顧客獲得事業
高度化動物医療装置導入による新たな検査で新規客獲得
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1734 群馬県

はしば

温泉熱を利用した新たな取組による販路拡大事業

1735 群馬県

ロッヂ ノナカ

やすらぎ空間の強化による新規顧客の獲得事業

1736 群馬県

有限会社オートガレージ．カズ

8070002028562

購入客へのアフターフォロー事業の開始により新規顧客獲得を行う

1737 群馬県

有限会社ヨシノカーサービス

7070002020586

新規顧客獲得のための業務内容を掲載した看板リニューアル

1738 群馬県

株式会社ＨＢ

9070001015321

幅広い顧客の獲得を図るための「新メニュー提案」事業

1739 群馬県

山本鉄骨建設株式会社

2070001022043

当社の新しいイメージ・魅力度アップのための環境整備と営業戦略

1740 群馬県

国定窯

1741 群馬県

株式会社マスダツーリスト

4070001013742

スタジオ設備を充実し新規来店客数を増やす

1742 群馬県

株式会社田村建設

8070001014456

古民家の空き家対策と店舗の販促、快適リニューアル事業

1743 群馬県

株式会社今井造園

5070001033822

若い世代をターゲットにしたホームページ開設による新規販路開拓

1744 群馬県

株式会社中澤設備

8070001028084

新規顧客獲得のための看板設置と広報活動事業

1745 群馬県

合同会社ヘアケアサロンCogic

8070003002871

差別化強化のための「ヘッドスパ」の強化事業

1746 群馬県

ガレージスチールヘッド

1747 群馬県

有限会社金沢石油店

1748 群馬県

オートボデーＪＵＮ

1749 群馬県

有限会社利根ギフト葬祭センター

2070002035390

ニーズの多様化に対応するための小型葬儀場整備事業

1750 群馬県

株式会社観山荘

2070001023603

インバウンド受入れのための館内整備事業

1751 群馬県

株式会社ヤリ田工務店

7070001022039

当社ブランドの浸透、新規顧客獲得に向けた看板設置事業

1752 群馬県

有限会社ハチスデンキ

9070002020221

リフォームサービス事業の見える化推進による新規顧客の獲得

1753 群馬県

盛宏鋼業所

当社イメージ向上、新規顧客獲得に向けた店舗改装事業

1754 群馬県

欧州食堂ハイファイブ！

スピーディな料理提供と日本酒の魅力ＰＲによる販売力強化事業

1755 群馬県

亀屋食堂

テーブル・椅子導入による高齢者対応の快適食事環境整備事業

1756 群馬県

赤城屋

イートインスペース拡充による快適食事環境整備事業

1757 群馬県

有限会社光建装

2070002014436

施工技術パンフレットの作成及びＰＲによる新規顧客獲得事業

1758 群馬県

有限会社加藤工芸

1070002013736

高齢者健康増進の為の室内パットインゴルフの普及促進事業

1759 群馬県

焼肉レストラン明和苑

1760 群馬県

有限会社シノヅカ

5070002029506

新規顧客獲得のための、見積・CADソフト導入によるIT化事業

1761 群馬県

有限会社立川製作所

9070002029997

新規顧客獲得のための会社案内パンフレット作成及び配布事業

1762 群馬県

角田総業

1763 群馬県

株式会社妙義化成

1764 群馬県

お食事処 魚彩

テーブル・椅子・畳等、高齢者対応の食事環境整備事業

1765 群馬県

あすなろ工房

新たな取り扱い店舗(顧客)増加をはかる為の蒸気殺菌庫導入事業

1766 群馬県

株式会社高橋建設

1767 群馬県

Blic mt hair make

新たな作風を表現した多様な陶芸作品の制作による新規顧客の獲得

新規顧客獲得のための看板設置と事務所スペースの設置事業
4070002017932

地元だからこそできる山間部の手軽なロードサービスの提供
個人客の新規顧客獲得のための無料洗車場整備事業

来店客増加のための看板等の設置事業

従業員の増員と工具導入に伴う、営業強化による新規顧客獲得事業
1070001011947

6070001012239

耐電圧試験装置導入で耐電FRP製品の自社PRを行い販路開拓

大型転圧プレート機器導入により舗装工事推進を周知し販路開拓
新規顧客獲得に向けた設備導入・独自開発商品による美髪実現事業
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1768 群馬県

新井商事有限会社

1070002022571

他社との差別化による新たな顧客獲得のための特産加工品販売強化

1769 群馬県

有限会社タムラホーム

7070002003541

ライフスタイルを体現する住宅造りと新規開拓事業

1770 群馬県

株式会社柳井

3070001016688

要求される納期短縮・加工精度向上の実現による新規顧客獲得

1771 群馬県

アクツエンタープライズ株式会社

3070001035110

新たな顧客獲得を目指す！ホームページリニューアル等広報事業

1772 群馬県

キッチンスタジオKANAFULL

1773 群馬県

株式会社make peace

2070001034402

新規顧客獲得に向けたブランディング確立・情報発信力強化事業

1774 群馬県

城武自動車株式会社

1070001001683

顧客満足度の向上に向けた店舗改装による新規顧客獲得

1775 群馬県

新井サッシ工業

1776 群馬県

株式会社下田工業

3070001001640

看板設置・チラシ作成による新規顧客の獲得

1777 群馬県

有限会社バリールーツ

2070002015624

新規顧客獲得における効果的な案内及び看板設置

1778 群馬県

有限会社豊島屋

2070002036661

本格的な英訳が表記された英語版ＨＰ作成によるインバウンド対策

1779 群馬県

有限会社ゆうあい

4070002036957

とっても軽いフワフワ羽毛掛け布団購入によるリピーター獲得事業

1780 群馬県

有限会社柏屋

6070002036278

東アジア誘客のための台湾・香港向け宿泊と地域情報発信事業

1781 群馬県

まぁ家

顧客高齢化に対応した中高年向けテーブル席の導入による販路開拓

1782 群馬県

高田屋

新ご当地スイーツ提供のための設備導入

1783 群馬県

有限会社 新生食品

2070002015574

自販機飲料缶の購買データを遠隔取得してサービス向上を図る事業

1784 群馬県

田子林業株式会社

3070001017785

新サービス除雪工事の営業強化による新規顧客売上拡大事業

1785 群馬県

中澤建設 株式会社

1070001030823

新規顧客獲得のためのホームページリニューアル事業

1786 群馬県

本多登記測量事務所

最新鋭の測量機器導入による新たな顧客獲得事業

1787 群馬県

ラーメン滋悟郎

新たな顧客獲得のための商品開発と生産性向上のための設備導入

1788 群馬県

キックボクシングスクールＭＡＸ

リラックス・エリア設置による会員満足度向上作戦

1789 群馬県

うどん専科麦の香り

夏の日差しとゲリラ豪雨からお客様を守る大型テント設置事業

1790 群馬県

有限会社岩田養鶏場

6070002027087

直売所をPRするための看板設置による伊香保温泉等観光客開拓

1791 群馬県

有限会社ＯＨＫＩ

8070002036235

新たなビジネスモデルの確立による新規顧客獲得・売上増加事業

1792 群馬県

べじこ

1793 群馬県

斎藤自動車工業有限会社

1794 群馬県

横山学習塾

新規顧客獲得のためのフラワーアレンジメント商品販売力強化事業

1795 群馬県

魚信

新規事業！ワークショップ開催による新規顧客獲得

1796 群馬県

有限会社吹上商事

1797 群馬県

レンタルスキーたかはし

1798 群馬県

有限会社 カネミさいとう

1799 群馬県

フットハウスたかはし

1800 群馬県

有限会社岡野製材所

1801 群馬県

川手商店

提案力強化に向けたスタジオ改装による新規顧客獲得

新規顧客獲得のための看板設置と広報活動事業

お日様ピクルスの開発と新規顧客開拓事業
7070002020405

9070002020551

新事業コンセプトの見える化・体験化によるファミリー顧客の獲得

米販売強化のための新たな販路開拓事業
おもてなしサービスと販売ロス解消のための設備改修

4070002016802

新商品、店舗内コミュニティースペース設置による販路開拓
リラクゼーション効果を高める設備導入で新規客獲得と満足度向上

6070002016783

店舗看板リニューアルによる当社PR事業
訴求力の高い大看板設置による新規顧客獲得を目指す
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1802 群馬県

鍵屋

快適で居心地の良い店内をつくり、新規顧客獲得を目指す

1803 群馬県

有限会社ウッドテック

5070002036023

個人顧客の新規獲得へ向けた店舗改修と新サービスの開始

1804 群馬県

株式会社ル・バンブー

9070001026715

新たなカフェ利用者獲得のための駐車場整備

1805 群馬県

有限会社萩原紙器

3070002027379

安心安全で環境にやさしい新商品提案による新たな取引先開拓

1806 群馬県

フタバ美容室

1807 群馬県

株式会社中林工業

1808 群馬県

つのだ整体院

新規顧客獲得のための施術室・ストレッチ室・待合室の造作

1809 群馬県

今井屋旅館

強みを活かした新メニューの開発と店舗改装による新規顧客の獲得

1810 群馬県

ヘアーサロンやまぐち

新規顧客獲得のための外国人顧客を意識した看板設置

1811 群馬県

有限会社萩原工業

1812 群馬県

いび輪店

1813 群馬県

土田酒造株式会社

6070001023590

多言語対応のWEB作成による海外販路開拓とインバウンド対応

1814 群馬県

有限会社巴屋

6070002036658

目配り・気配り・心くばりの利いた店づくりで新規顧客獲得！

1815 群馬県

Auto Craft

1816 群馬県

株式会社高鐵工業

6070001026478

自社ブランドのリフォーム部門立ち上げとHPによる売上増加事業

1817 群馬県

有限会社丸満商店

3070002035407

お手入れ会の周知活動を行うことによる販路開拓事業

1818 群馬県

泉

人気珈琲店の豆を用いた新商品開発による売上増加事業

1819 群馬県

尾瀬万里姫どうふ

片品村の希少農産物『大白大豆』を用いた新規豆腐店の開業

1820 群馬県

有限会社 山屋蒼月

1821 群馬県

小島石材

内製化によるコスト削減とこだわり実現で新規顧客獲得事業

1822 群馬県

諏訪農園

新商品開発と販売促進活動による新規顧客獲得事業

1823 群馬県

ふじや旅館

熟練ガイドの新サービスと館内環境整備による新規顧客獲得事業

1824 群馬県

ジャザサイズ高崎前橋クラス

新スタジオへの移転による新規顧客の獲得

1825 群馬県

Salon de Tusais

ウェブ媒体及び紙媒体を併用した広告での新規顧客の開拓

1826 群馬県

ロッジ岩鞍やまと

売上増加（客数×客単価向上）の仕組み構築の為の券売機導入事業

1827 群馬県

有限会社木暮建設

8070002014785

自社ＨＰ作成・ＰＲ看板とチラシで幅広い顧客を新規獲得

1828 群馬県

有限会社 登喜多屋商店

8070002035303

客数と客単価の増加を目指すための店内レイアウトの見直し

1829 群馬県

向井商店

1830 群馬県

有限会社高橋製作所

2070002013867

効果が長期間持続する電気設備向け動物忌避用品の販路開拓

1831 群馬県

株式会社星野石油店

6070001033318

受動喫煙防止、完全分煙を望む新規顧客獲得の為の喫煙室設置事業

1832 群馬県

株式会社カレット

1070001033842

保険提案ツールの新規開発による販売促進

1833 群馬県

ラ・ポール税理士法人

3070005009507

自社ブランドの確立・プロモーションツールの作成

1834 群馬県

株式会社Cocolo

6070001031494

新商品提供と視認性の高い看板設置による新規顧客獲得事業

1835 群馬県

有限会社甲子亭

9070002009479

新たなニーズを掘り起こすそば打ちが見える空間づくり

最新設備導入による美しさと安らぎの提供からの新規顧客獲得
4070001023337

5070002027377

訴求力の高いカタログを製作し新規顧客の獲得を目指す

新規一般顧客を獲得するためのお客様スペース・トイレの設置
バイクリフト導入による来店顧客及び売上増加

バリアフリー化、中古車販売開始による新規顧客獲得事業

3070002000162

販路拡大による新規顧客獲得及び既存客満足度向上

製造能力増強を図る新設備導入により売上向上と新規顧客獲得事業
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1836 群馬県

有限会社細谷製作所

3070002016588

新規受注獲得及び新規顧客開拓のための設備投資事業

1837 群馬県

有限会社 磯田アルミ建材

3070002000518

新たな顧客獲得のための常設展示場兼イベント会場の新設

1838 群馬県

株式会社しんゆうフーズ

2070001014420

群馬県産材料に特化した自社商品のネット販売による販路開拓

1839 群馬県

尾瀬観光タクシー有限会社

9070002035269

ITを有効活用した情報発信による新たな顧客層獲得事業

1840 群馬県

株式会社 足利屋洋品店

3070001015533

ホームページ刷新等による新商品とサービスの魅力発信事業

1841 群馬県

モンテディオ総合企画株式会社

1070001017390

憩いの場としての施設機能を充実させ集客及び売上増加を図る

1842 群馬県

福寿司

宴会需要拡充のための店舗設備改修工事事業

1843 群馬県

MON CHERi

お客さまが安心して家族を預けられる空間造り

1844 群馬県

藤井組・藤井荘

「民宿×ネイルアート」新事業展開で客単価ＵＰと新規顧客の獲得

1845 群馬県

赤城閣

新メニュー開発と店舗環境整備により集客数及び売上増加を図る

1846 群馬県

ペッツ株式会社

1847 群馬県

石井建技

1848 群馬県

有限会社海老善

3070002020648

新商品販売による新規顧客獲得と顧客満足度向上事業

1849 群馬県

有限会社 石川石油

4070002014062

若年層を対象とした商談スペースの改装工事による販路開拓事業

1850 群馬県

有限会社粕川土建

9070002023034

商談環境の整備及び防疫対策強化への取り組みによる販路開拓

1851 群馬県

有限会社 三原建設

5070002014243

特許取得「宇宙服ハウス」の広報活動による受注拡大事業

1852 群馬県

有限会社エア

9070002036218

新規顧客増加のためのホームページ及び通算サイトの刷新

1853 群馬県

株式会社 やどや

8070001012922

レストラン暖炉亭と新事業展開のＰＲによる新規顧客獲得事業

1854 群馬県

食事処 廣

1855 群馬県

株式会社 神倉自動車

9070001035815

洗車場作製による顧客満足度向上事業

1856 群馬県

株式会社 心塗

5070001030308

『心温まる塗装』精度向上に伴う新規顧客獲得事業

1857 群馬県

広木屋商店

1858 群馬県

新井木材有限会社

1859 群馬県

かど半旅館

1860 群馬県

有限会社高野商店

1070002014916

競合他店との差別化を意識した酒販店のネットショップ開設事業

1861 群馬県

金子林産有限会社

1070002023090

新商品「きのこ栽培キット」販路開拓のための展示商談会出展事業

1862 群馬県

森下建設株式会社

3070001023362

新事業の展開と周知活動による新規顧客獲得事業

1863 群馬県

有限会社ミヤモク

4070002036890

オーダーメイド家具・特注家具ＰＲ強化による新規顧客開拓

1864 群馬県

塚田建設株式会社

2070001023875

IＣＴ活用対応による生産性向上と新規顧客開拓

1865 群馬県

６９Ｔｒｅｅ

人に優しい店舗環境を整備し新規顧客獲得とリピート率向上を図る

1866 群馬県

カレー風味すずき

真空パックカレーの販売強化の為の冷凍庫購入

1867 群馬県

株式会社キーポイント

4070001019054

新規顧客獲得のための看板改修事業

1868 群馬県

有限会社 八塩館

1070002017984

宴会場の椅子席導入による高齢者を中心とした新規顧客獲得事業

1869 群馬県

株式会社ARUSH INTERNATIONAL

3070001035168

ペット飼育・販売管理システム開発事業
若年層向け看板作成・機械設備による新規販路開拓事業

新メニューと当店の事業コンセプトの告知強化による新規顧客獲得

高齢客向け配送サービスの強化による新規顧客開拓
9070002022580

商品展示の演出効果を高めることにより銘木材の売上増加を図る
高齢客に対する来客増進に向けた安全性を向上させる事業

女性グループ客の獲得に向けた新たなコースメニューの開発

55/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1870 群馬県

hairsalon chamorro

来店客増加のためのＨＰ改修と既存客の固定化のための店舗改装

1871 群馬県

モロオカ建設株式会社

1872 群馬県

マスヤ文具店

1873 群馬県

有限会社今屋

6070002028143

新規顧客獲得とリピート率向上になる玄関周り利便性向上の改修

1874 群馬県

中央群馬工業株式会社

8070001009489

【家の周りの相談室】開設とそのＰＲによる受注拡大事業

1875 群馬県

有限会社 坂井レース

8070002029305

海外越境ＥＣサイトへの顧客誘導のためのフェイスブック広告事業

1876 群馬県

川野ライフマネジメント

商談スペースの設置に伴う改装と看板の設置で個人客獲得

1877 群馬県

介護タクシースマイル

ＰＲ強化と新サービス実施による新規顧客獲得・売上拡大事業

1878 群馬県

Hair Salon Yu-Ya

美容室部門強化のための個室設置工事による女性客獲得

1879 群馬県

SYSTEM KRAFT

新技術導入とパンフレット作成による新規顧客の開拓事業

1880 群馬県

ウメツ動物病院

視認性を高める誘導看板設置とホームページ刷新での新規顧客開拓

1881 群馬県

株式会社タニデンキ

7070001009481

自社ウェブサイトの作成で個人顧客の獲得事業

1882 群馬県

株式会社叶食品

6070001018995

ＢtoＣ販促のための新製品開発、改良と販売場所への看板設置

1883 群馬県

株式会社 北毛久呂保

4070001023361

ビーガン食開発と新規販路拡大に向けたホームページ改良事業

1884 群馬県

株式会社ミルクロード

6070001031478

新規顧客開拓に向けた新商品開発とラベルデザイン作成事業

1885 群馬県

有限会社光建設

7070002031939

新規顧客獲得のためのHP・カタログ・リーフレット作成事業

1886 群馬県

株式会社ダイキョー

9070001005314

ホームページ機能拡充による新規顧客獲得事業

1887 群馬県

株式会社トウエン

7070001035833

葬儀プラン・遺品整理・相続等サービス内容を伝えるHP作成事業

1888 群馬県

ダイニングバー神梛

ダイニングバー事業と自転車修理事業の相乗効果による販路開拓

1889 群馬県

シミズ自動車板金塗装

新サービス「タイヤ交換預かりサービス」による新規顧客開拓

1890 群馬県

子持食品株式会社

1891 群馬県

ツノダフォトサービス

1892 群馬県

株式会社ステアトラスト

1893 群馬県

みかぼ石油

1894 群馬県

日輸企画株式会社

1895 群馬県

若禄

1896 群馬県

株式会社クラウト

7070001018417

商品開発と話題性のあるお店づくりで新規顧客獲得事業

1897 群馬県

有限会社 東電器

8070002025824

ハーネス端末加工における先端技術導入による新規取引先開拓事業

1898 群馬県

有限会社人形の館石倉

1070002026671

県内での知名度アップと商圏拡大を図るプロモーション活動の強化

1899 群馬県

山楽荘

1900 群馬県

株式会社藤生造園土木

1901 群馬県

赤堀電器サービス

焼きまんじゅう屋のドライブスルー機能追加に伴う販路開拓

1902 群馬県

上村電器商会

事業承継後の新サービス展開と広告宣伝による顧客と売上の拡大

1903 群馬県

株式会社石崎電機製作所群馬工場

1070001016673

一般住宅事業確立による新規顧客獲得に向けた新事業ＰＲ
早く安く融通が利く発注・配達システム構築による新規顧客獲得

5070001017635

厳選こんにゃくギフトのネット販売による新たな販路開拓事業
新顧客獲得と提供サービス高度化のための高性能機材導入事業

6070001005911

社内ショールームと商談室の整備による新規取引先獲得事業
大型車輛をターゲットに修理業務の拡大による新規顧客開拓

3070001027990

中高年女性の意見を取入れた、わくわくドキドキ新ツアー開催事業
ファーストコンタクト企業になるためのホームページ新規作成事業

高齢者と女性のニーズに対応した椅子席の導入による新規顧客開拓
2070001032232

7070001023326

成約率向上のためのサロン型店舗改装事業

壁面看板のリニューアルによる新規顧客獲得を目指す
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1904 群馬県

中島自動車

展示車両スペースの拡張及びPRチラシの配布で新規顧客の獲得

1905 群馬県

美容室ERI

炭酸泉発生機導入による新たなサービスの提供で新規顧客獲得

1906 群馬県

有限会社 あづまや

1907 群馬県

MYUデザイン工房

新たな顧客層開拓を図るための新商品開発に係る機器導入

1908 群馬県

石川美容室

高齢者に特化したバリアフリー化の店舗改装事業

1909 群馬県

有限会社マキファインアーツ

2070002026869

後継者企画による美術品・着物等の展示による新規顧客の獲得

1910 群馬県

森精密 株式会社

7070002024975

営業、広報力の強化による取引先開拓への取組

1911 群馬県

株式会社ジュリン

3070001035440

ドローンによる新たなビジネスモデル構築による新規顧客獲得事業

1912 群馬県

株式会社 スイシン

1070001010305

新規顧客獲得及びブランド力向上のための会社案内のチラシの作成

1913 群馬県

有限会社落合石材工業

1070002028560

新規顧客獲得のための看板リニューアル事業

1914 群馬県

株式会社チギラモータース

7070001033168

ホームページ開設による新規顧客獲得事業

1915 群馬県

樂昌

1916 群馬県

株式会社萩原建設工業

1917 群馬県

小渕製作所

高品質・短納期・低価格の実現による新規顧客獲得事業

1918 群馬県

グレイテスト・アッシュヘアー・ハガル

店舗リニューアルによる顧客満足度向上と新規顧客獲得事

1919 群馬県

さかえ鮨

地元客獲得を目指したマグネット看板設置による販売促進強化

1920 群馬県

株式会社佐藤モータース

1070001023793

新サービス「ライトユーザー新車リースサービス」事業の展開

1921 群馬県

株式会社YMアシスト

5070001035901

一般の個人顧客を獲得強化するための新たな宣伝・広告

1922 群馬県

フジイパン

看板設置・焼き菓子販売による新たなお客様開拓事業

1923 群馬県

木まぐれ工房

特殊工具導入による受注機会の拡大と新たな顧客獲得事業

1924 群馬県

すみのえ

来店客数増加の為のHP作成及び看板設置事業

1925 群馬県

ソネオート

新たな顧客獲得及び満足度向上のための見える化設備の導入

1926 群馬県

株式会社ケイトゥーワンホーム

8070001026402

新たな顧客獲得及び脱下請けのためのモデルハウスＰＲ事業

1927 群馬県

株式会社LocaLized

3070001031506

新メニュー入り看板設置及びカウンターチェアの導入事業

1928 群馬県

赤城オート

新規顧客獲得のための診断機導入による整備時間縮小事業

1929 群馬県

おっきりこみのふる里

日本で唯一のおっきりこみ専門店の新メニュー開発と新規販路開拓

1930 群馬県

かのうや

新規顧客開拓のための看板設置事業、チラシ作成配布事業

1931 群馬県

株式会社ネイチャー・バンク

1932 群馬県

永楽農園

新規顧客獲得のための来店しやすい環境整備

1933 群馬県

メンズサロンOZ

新たな設備導入による差別化強化

1934 群馬県

有限会社松島農園

1935 群馬県

富澤建具店

1936 群馬県

有限会社アビコ

1937 群馬県

Ｌ’ｅｒａｂｌｅ

9070002000322

需要動向調査をもとにした新たな販路開拓と顧客満足度向上

販路開拓に向けた設備導入に伴う新サービスの展開
5070001032196

5070001030539

2070002005014

利益率アップへ！自社ブランド訴求の為の新たな広告宣伝

新サービス「団体向け出張ＢＢＱ」事業化による新規顧客開拓

「ブラウンスイス牛のミルクジェラート」開発による新規顧客開拓
新規顧客開拓に向けた看板設置による認知度向上

6070002022534

新規設備の稼働による生産能力の向上と多能工化
新規顧客獲得のための群馬県Ｎｏ.１雑誌ｒａｉｆｕへの広告掲載
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1938 群馬県

塚田左官

新規アタッチメント導入による新規顧客獲得事業

1939 群馬県

株式会社樺澤塗装

5070001033814

自社ホームページ開設による新規顧客獲得事業

1940 群馬県

住吉建物有限会社

0700020030005

ホームページ新機拡充による新規顧客獲得事業

1941 群馬県

今井挽物工芸社

「群馬県ふるさと伝統工芸士」のこだわりの作品による飲食店開拓

1942 群馬県

桂

店舗バリアフリー化による新規顧客獲得事業

1943 群馬県

茂木盆栽園

盆栽管理棟ビニールハウス整備・利益効率の向上計画

1944 群馬県

大野合同有限会社

1945 群馬県

カイロプラクティック 和

1946 群馬県

有限会社土屋モータース

1947 群馬県

あん

店舗改装による新事業の立ち上げ

1948 群馬県

手づくりつる工芸

作り手の心を感じるギャラリー設置による販路開拓事業

1949 群馬県

株式会社マザーゲイト

8070001017161

外国人観光客に向けた広告制作の新規受注獲得のためのＰＲ事業

1950 群馬県

轟木材株式会社

2070001024155

新規顧客開拓のための工場見える化改修とＨＰ情報発信強化

1951 群馬県

レンタルスペースTsudoian Takasaki

新規顧客獲得・リピート率向上のための自社サイト作成

1952 群馬県

奈良設備

地産地消を目指した新規事業による新規顧客獲得

1953 群馬県

有限会社パリジャン

1954 群馬県

茂木畳店

新規顧客開拓のための創業９３年親子２代の畳店ＰＲ事業

1955 群馬県

ART美容室

新規顧客開拓のための華やか「ＡＲＴ」美容室看板設置事業

1956 群馬県

NALU HAIR

オーニング設置による自然の風を取り入れた店舗演出強化事業

1957 群馬県

ボデーショップ高橋

新サービス「ラプターライナー塗装」による新規顧客開拓

1958 群馬県

株式会社石川エナジーリサーチ

9070001024891

販売促進用ホームページリニューアルとカタログパンフレット作成

1959 群馬県

竹澤株式会社

8070001016246

ＨＰ新規作成による新規受注獲得のための情報発信力向上事業

1960 群馬県

有限会社アカギ典礼

5070002022477

ホームページ新規作成による新顧客開拓の為の情報発信力強化事業

1961 群馬県

有限会社群馬包装トーフ

5070002022147

新商品提供とチラシ配布等による新規顧客獲得事業

1962 群馬県

有限会社あい保険事務所

5070002036097

新サービス「老後資産形成」提案による新規需要開拓事業

1963 群馬県

きずな接骨院

ポータブル治療器具導入とホームページ掲載による新規顧客の開拓

1964 群馬県

Rest & Bar GHOST

ダーツグッズ等の物販事業の展開による新規顧客獲得事業

1965 群馬県

富所哲平

緩めるリンパ整体とEMSによる出張産後ケアの販路拡大事業

1966 群馬県

いわびつファーム

県内都市部家族客開拓のための観光農園ＰＲと直販サイト構築

1967 群馬県

山水吾八

新たな顧客獲得のためのホームページ作成事業

1968 群馬県

サクラトータルデザイン

新サービスの提供による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

1969 群馬県

合同会社カラー・エデュケーション

1970 群馬県

便利屋タカハシ

高齢者に寄り添ったサービスの提供と地域の安心安全を守る事業

1971 群馬県

シード・大正浪漫黒船屋

空き店舗を利用した利益率の向上と観光客へのおもてなし事業

4070002017998

「高齢者・子育て支援」、買い物カート導入と地元産野菜販売新設
健康美意識の高い女性顧客獲得のためのチラシ作成・店舗改装事業

7070002018011

9070002011617

3070003003453

新分野営業看板のリニューアルによる新規顧客の開拓

体にやさしいパンの提供と店内バリアフリー事業

キャンペーンチラシ・DM作成、配布による入塾生獲得事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
1972 群馬県

有限会社伊草商店

2070002025895

後継者による新たな販路開拓と地産地消の良さの発信事業

1973 群馬県

有限会社ネイチャー・ナビゲーター

4070002035604

レイクカヌーツアー新規顧客受入数拡大事業

1974 埼玉県

マイスター合同会社

4010003023943

販路拡大に対応できる調理設備の導入。

1975 埼玉県

サザンケア株式会社

5030001120244

訪問介護希望者のニーズに合致した周知方法による顧客獲得事業

1976 埼玉県

ペンションウエンテラー

新パンフレットの作成とより寛ぎ易い宴会場設計による販路開拓

1977 埼玉県

APPLAUSE鉄馬

昇華転写システム導入によるオーダーメイド小物開発事業

1978 埼玉県

有限会社オートストーン

1979 埼玉県

伊勢屋

利用客向けトイレ改装による居心地の良い店づくり

1980 埼玉県

山崎水道設備

一般顧客向け水廻りパックセット販売における広報体制整備

1981 埼玉県

株式会社 飯塚製作所

1982 埼玉県

神井組建設

ついで需要に対応するステンレス・アルミ加工サービスの展開

1983 埼玉県

島﨑商会

避暑地としてのクールな事務所の改装による販路開拓

1984 埼玉県

株式会社ティー・アンド・ティー

3011401004247

ホームページ改修で当社カスタムの認知度向上による新規顧客開拓

1985 埼玉県

(株)児玉設備工業

5030001107712

高圧洗浄でコスト引き下げを行って地域住民・企業を応援する事業

1986 埼玉県

アンカルク株式会社

4030001063155

主婦目線・消費者目線で行う地域ブランド商品の企画販売事業

1987 埼玉県

有限会社福嶋屋穀店

1030002081547

園芸培養土生産を増産させる設備設置で販路拡大

1988 埼玉県

大沢自動車

事務所リフォームによる若年層・ファミリー層の新規顧客開拓事業

1989 埼玉県

ホルモン平田屋

田舎町のソウルフードで新規顧客開拓とネット通販に進出

1990 埼玉県

小川 直樹

トルコ産オリーブプロジェクトによる顧客開拓事業

1991 埼玉県

関根泉司法書士・行政書士事務所

業務支援ソフト導入による生産性向上とHPによる広報力強化

1992 埼玉県

ライク不動産販売株式会社

6030001122438

屋上庭園付新築住宅の取り扱い強化に伴う販売促進事業

1993 埼玉県

株式会社M・P・T

9030001038788

平日売上拡大と顧客満足度向上のための店舗改善事業

1994 埼玉県

有限会社埼玉屋南雲

2030002052167

駐車場バリアフリー化による新規顧客獲得と既存顧客満足度向上

1995 埼玉県

株式会社 吉福

4030001071190

雛人形のセミオーダー品の開発による付加価値向上事業

1996 埼玉県

中国料理桜華

1997 埼玉県

株式会社彩北自動車ボディ工業

1998 埼玉県

Bonita

1999 埼玉県

株式会社Ｏａｓｉｓ

2000 埼玉県

アビン美容室

オンリーワンの美容技術『髪型帽子』（特許）の展開！

2001 埼玉県

コスモスはりきゅう整骨院

身体能力向上メソッドの周知による患者満足度の向上

2002 埼玉県

酔串

高齢者に配慮したバリアフリー化と音楽演奏スペースの改装

2003 埼玉県

ドラゴンパイプ

ネットショップページ制作での販路拡大

2004 埼玉県

株式会社プラザ・スポーツ

2005 埼玉県

河内たこ焼 妻沼

2030002048553

7030002122774

車好きな個人客への魅力発信および認知拡大に向けた広告出稿事業

自社公式ホームページ開設による営業力強化・新規販路開拓

テイクアウトメニュー導入およびＰＲ展開による売上、利益アップ
4030001033612

塗装用コンプレッサー導入による生産性向上と働き方改革
子育て世代の女性を応援し癒しを提供する美容室

1030001129009

8030001055512

ビアバーとしての専門性の強化による新規顧客の開拓

手動リフト購入によるバスケットゴールのボード交換修理拡大事業
新メニュー開発と和の店舗への改装による新規顧客の獲得
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
2006 埼玉県

Ｃｏｏｋｉｎｇ山田

訪問型補聴器購入サービスによる販路開拓

2007 埼玉県

花屋 はなずかん

花とアロマとハーブによる「ライフスタイル提案型」の店舗づくり

2008 埼玉県

金桝屋

植物を取り入れたライフスタイル提案型自社サイトによる販路開拓

2009 埼玉県

のんき家

テイクアウトメニューの開発提供による売上拡大

2010 埼玉県

有限会社 成駒

9030002095226

多種少量メニュー開発とローテーブルによる高齢者宴会需要の開拓

2011 埼玉県

株式会社ユタカファーム

3030001045154

ホームページ作成による新規顧客獲得・販路拡大事業

2012 埼玉県

株式会社 PEC

7030001044152

地場の井戸業者として認知させる、ホームページリニューアル

2013 埼玉県

クリーニングハウスPOPO

リメイク・リユース・再生広報プロジェクト

2014 埼玉県

雄翔

躊躇せず利用できる個室と気兼ねなく来店できる店舗改善

2015 埼玉県

須賀商店

コンタミ防止・小袋新商品の開発とホームページによる新事業告知

2016 埼玉県

(株)ファミリーファッションいしづか

8030001068935

既存顧客と新たなコミュニティを形成し売上高を向上させる事業

2017 埼玉県

株式会社 木村電気

7030001108378

一般顧客向け工事による快適電気生活の提供

2018 埼玉県

リトルヒーターグラススタジオ

酒器に特化した新規カタログ製作でBtoBやギフト顧客の獲得

2019 埼玉県

学童保育ルームいろは

毎日英語に触れられる『次世代型学童』の新コンセプト設定とPR

2020 埼玉県

居酒屋ひょうたん

掘りごたつ席の設置などによる、高齢客層への対応

2021 埼玉県

Subtle Cafe Bar

わかり易く入り易い店構えの為の看板設置事業

2022 埼玉県

株式会社はたおと

2023 埼玉県

HAIR LOUNGE GI

課題を解決！販路拡大のためお客様目線にたった敷地設備事業

2024 埼玉県

髪創りなかやま

販路拡大のための立て看板の改修工事と店頭看板の照明の増設

2025 埼玉県

水輪フィッシングセンター

高齢者・車イスでも安心して釣りを楽しめるためのバリアフリー化

2026 埼玉県

オートガレージ山崎

福祉車両のレンタルと故障・車検時の代車サービスの提供

2027 埼玉県

Cefalu（チェファル）

キッズルームでママ友たちが、ひととき安らげる集いの場を提供

2028 埼玉県

株式会社 緑屋樹木医事務所

3030001124973

ツリークライミング技術を活かした樹冠の生態系調査事業への進出

2029 埼玉県

株式会社 融興商事

8030001113237

ホームページ作成・看板設置で幅広い顧客獲得を目指す

2030 埼玉県

ニューラーメンショップ

2031 埼玉県

有限会社イソ製作所

3030002040922

自社ECサイトの構築と集客広告による販路拡大

2032 埼玉県

有限会社ホームファッションしまばやし

1030002041427

顧客満足度向上のための什器購入による店舗レイアウト変更

2033 埼玉県

手作りパン工房 さんぽみち。

2034 埼玉県

有限会社秩父セレモニー

2035 埼玉県

ビクトリーカーサービス

2036 埼玉県

㈱セレモニー藤波

2037 埼玉県

フランス料理 オ・ラ・ラ

2038 埼玉県

有限会社 勉強屋

4030002122117

企業研修向けプランの作成とＰＲ強化によるオフシーズンの集客

2039 埼玉県

株式会社 吉田建設

5030001060696

新規格住宅「木のひらや」の顧客開拓に伴う野立て看板の設置

9030001102577

機械設備導入による作業効率の向上とチラシによる広告宣伝事業

安全面向上により、家族連れが来やすい入口付近の改装

宅配サービス開始による「さんぽみち。」ブランドの販路拡大
4030002121580

事前相談サービス強化と周辺地域への新聞折込広告による販売促進
『お客様をお待たせしない！』オイル交換サービスで新規顧客獲得

1030001038738

八潮駅線路内の看板設置による新たな層への販路拡大
高齢者と車いす利用者にやさしいトイレ改装と椅子のリニューアル
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2040 埼玉県

白岡ベーカリー

米粉パンの製造による小麦アレルギー対象者への販路拡大

2041 埼玉県

さいとう整骨院

痩身エステ事業

2042 埼玉県

いなか茶屋きんしょう

地場産果物のオリジナルソース開発とかき氷メニュー販売

2043 埼玉県

街のクレープ屋さんＭａｈａｌｏ

キッチンカー導入に伴うメニュー表刷新と新メニュー開発

2044 埼玉県

天空の楽校

ちまきのTV通販大作戦

2045 埼玉県

有限会社関野酒店

2046 埼玉県

お豆ふ処うめだ屋

顧客満足度向上と労働環境改善の為のエアコン設置

2047 埼玉県

辻本塾

ICT教育の実践の告知と入試情報提供による地域貢献の認知拡大

2048 埼玉県

オリハラフォト

ＤＰＥ業務向け専用プリンター導入で集合写真に即時対応

2049 埼玉県

小さなホテルセラヴィ

今だからこその集客の為のパンフレット作製

2050 埼玉県

リカーショップひふみ

顧客のテイクアウト需要にこたえる厨房設置と店舗改装

2051 埼玉県

有限会社 金田亭

2052 埼玉県

新井ビニール工場

工場用大型ビニール製品加工への対応とネット活用による売上拡大

2053 埼玉県

ヘアーサロン エム・ⅿ

「身体的弱者」の要望をバリアフリー化で実現する取組み

2054 埼玉県

有限会社セキグチ

2055 埼玉県

野原庭苑

2056 埼玉県

株式会社ラバファルト

6030001033107

西日本地域への新規展示会出展によるラバファルトの販路開拓！

2057 埼玉県

株式会社中村製畳

3030001033183

和のくつろぎを提供する｢老舗畳屋の作る畳スペース｣の販売促進

2058 埼玉県

ねこのて

2059 埼玉県

株式会社サンロイテック

1030001070063

工場移転と内製化による短納期対応と新規受注対応への強化

2060 埼玉県

株式会社スリーピースカンパニー

9030001123284

自社サイト構築による造園・外構・ウッドデッキの提案力強化

2061 埼玉県

北埼菌茸センター

2062 埼玉県

株式会社カーサン

6030001060877

車検業務及び認定工場に関する看板、チラシによる新規顧客開拓

2063 埼玉県

有限会社辻九

9030002081374

蕎麦屋が取り組むシニア層（夫婦・女性）の新規顧客開拓事業

2064 埼玉県

㈱Awake Soul

9030001107139

キッズスペース新設と看板の設置で新規顧客の獲得

2065 埼玉県

ぱれっと

多種類のより安全なシャンプー台の設置で新規顧客を獲得

2066 埼玉県

整体サロン ペインフリー

「自分でなおす」パーソナルトレーニングによるセルフケアの展開

2067 埼玉県

くいものや旬

家族、団体客向け宴会コース新設による新規顧客の獲得

2068 埼玉県

UMAMI食堂 捷の詩

予約システムと特典ちらし配布による新規顧客獲得事業

2069 埼玉県

SHUNABE

関西エリアにおける新規販路開拓のための業者向け試飲会の開催

2070 埼玉県

株式会社ランドワークス

2071 埼玉県

いのしか亭

団体ツアー需要取り込みのための客席への机・いす導入事業

2072 埼玉県

西原建築

工具新調・チラシ作成による、南河原での知名度向上・顧客獲得

2073 埼玉県

（有）長谷川タイヤサービス

3030002060045

2030002040378

8030002122071

はたざくら酒粕アイスでの志木名物日本酒はたざくらの認知活動

狭い店内を効率的に改善し、オススメメニューを提供する！

着付けを重視した新たな営業展開による売上拡大策
当店をより楽しんでもらうための新たな取組と顧客満足度向上

自費診療の本格展開に伴う販売促進事業

商談室・展示スペース新設による「西田さんのしいたけ」売上拡大

4030001100478

9030002118663

廃棄予定の野菜を活用したカット野菜への参入による売上拡大

取引先従業員向けタイヤ販売サービス開始による一般顧客の開拓
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2074 埼玉県

町田ローソク㈱

9030001042435

顧客に届くウェブサイトの構築およびマーケティング活動

2075 埼玉県

有限会社鈴木モータース

3030002047216

新たなHPの作成・店舗改装による営業体制構築

2076 埼玉県

たべま専科めんや

ボウリング場来場者を取り込む新規顧客開拓

2077 埼玉県

ブライダル サロン オージュ

国際結婚の結婚相談サービスの販路開拓

2078 埼玉県

㈱エーデルワイス

7030001045225

病院と介護施設へのパンの配達事業の展開

2079 埼玉県

晃栄電機株式会社

8030001056329

魅せる・見せられる工場づくり（１）快適職場づくりと静電気対策

2080 埼玉県

株式会社髙野オートサービス

5030001056389

新興住宅地に転入してきた子育てファミリー向けの車検商品開発

2081 埼玉県

株式会社Acacia

5030001128485

介護用品の新規販売及び自社ホームページ立ち上げによる販路拡大

2082 埼玉県

株式会社カルロッタ

6030001109823

長瀞産そばの実を使用した朝挽きそばのメニュー提供

2083 埼玉県

㈲エムケイサイン

5030002057972

新規顧客開拓のための体制整備事業

2084 埼玉県

本手打ちうどん庄司

多言語対応によるインバウンドの集客

2085 埼玉県

フレッシュやおいち

オリジナルブランド商品の開発による販路開拓と売上拡大

2086 埼玉県

Zeruch Japan株式会社

2087 埼玉県

はりきゅう ちはる治療室

2088 埼玉県

有限会社 エンゼル製菓

9030002055502

駅で販売するお土産菓子の新規開発および販売

2089 埼玉県

株式会社蛭間鋳造所

9030001032931

切削プリンターの活用による木型制作の内製化・デザイン提案

2090 埼玉県

株式会社 内山木材建設

5030001069952

こんなはずじゃなかった！を防ぐ住まい手に合った家づくり相談

2091 埼玉県

ビリヤード＆ダーツWIND

パーティープランの開発によるグループ客と法人客の取り込み

2092 埼玉県

塚田建築所

万能木工機械導入と自社ホームページ開設による新規顧客開拓

2093 埼玉県

パン工房シロクマ

ウッドデッキスペース改良による顧客満足度アップ事業

2094 埼玉県

株式会社ノーベル機械工業

2095 埼玉県

喫茶 BAR Franky

2096 埼玉県

比企光学株式会社

6030001071552

自社製IoTキットの販売と導入支援事業による新事業への進出

2097 埼玉県

有限会社カネミ

4030002097359

20代後半・30代前半の年齢層に向けたプロモーションの展開

2098 埼玉県

有限会社 廣澤畜産

5030002093893

看板リニューアルによる集客と加工作業効率UP事業

2099 埼玉県

有限会社 山富貴

9030002093930

高齢者向け少人数会席プランの開発

2100 埼玉県

みずほの里

2101 埼玉県

有限会社 山口写真

2102 埼玉県

横田内装

2103 埼玉県

株式会社 亀沢屋

4030001091156

食品表示法への対応による売上拡充と新商品開発

2104 埼玉県

株式会社 浅野商店

9030001069239

当社と地域をつなぐ「交流の場」の創設

2105 埼玉県

黒澤木工所

2106 埼玉県

有限会社共和材

7030002094361

見て触れて嗅いで五感で感じるモデルガーデンによる販路開拓事業

2107 埼玉県

株式会社 桜花産業

6030001092895

アームロール車を活用した付加価値向上及び業務効率化事業

9030001125636

足場工事業イメージ向上と販路拡大を狙ったホームページ製作事業
新メニュー開発による女性の「元氣」づくり事業の展開

1030001103038

新コントローラー開発に伴うカードラックシステムのＰＲ
女性をターゲットにしたドリンク開発・イベント開発

お客様駐車場を整備、ゆっくり飲食を楽しむための環境を整える。
4030002093928

ＨＰリニューアルと定常光撮影による新規顧客開拓と客単価の向上
インテリアデザイン提案ソフトの導入による直接受注の開拓

家具・建具製造におけるクッション材仕上げ販路拡大ＰＲ事業
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2108 埼玉県

株式会社 アイ･アール･エス

7030001088694

「訪問する営業」から「来てもらう営業」へ営業活動効率化

2109 埼玉県

有限会社 当麻水道工業所

2030002076091

新規事業、プロが行う排水管洗浄で水回りのトラブル解決

2110 埼玉県

有限会社松本建設

8030002098171

「森の中の別荘」という夢を叶えるコンセプトハウス提案戦略

2111 埼玉県

福島 和人

知識の増強による質の向上及び快適なマッサージ環境の提供

2112 埼玉県

創作中華ダイニングTerakoya～てらこや～

２階改装による団体客受け入れ体制強化の構築

2113 埼玉県

株式会社和光観光サービス

5030002064614

研修手配旅行に特化した旅行会社としての販促パンフレットの作成

2114 埼玉県

ＳＰワークス株式会社

1030001125255

諦めない、なければ作る！カスタム中古車の販路開拓

2115 埼玉県

株式会社ウレル

3010401137890

新規マーケット創出及び新規見込み客の獲得事業

2116 埼玉県

有限会社木下材木店

2030002092279

どの木を家族に迎えようか。リフォームで温もり・安らぎの住空間

2117 埼玉県

株式会社ジーマックス

8030001070206

刺繍サービスの提供、高級感・リーズナブルなオンリーワン衣装へ

2118 埼玉県

AlohaHealingLino

2119 埼玉県

THN 株式会社

2030001131731

ホームページによる少額葬受注増加計画！！

2120 埼玉県

株式会社チームしゃもん

9030001100705

スリットランプによる犬猫眼科診療の新規開始と飼い主への貢献

2121 埼玉県

株式会社平屋

6030001043931

看板制作とメニュー入りのチラシ配布による新規顧客開拓

2122 埼玉県

有限会社 イノウ印刷

3030002037852

オリジナルノベルティグッズの制作事業PRによる販路拡大

2123 埼玉県

株式会社イリスコ

3030001018853

痛みに特化した機器の集中した販売促進事業

2124 埼玉県

蘭月

2125 埼玉県

株式会社田畑園

5030001059730

通販向けセットの開発とECサイト開設による顧客生涯価値向上

2126 埼玉県

株式会社組楽工房

3030001058701

商圏内ターゲットの要求に対応した家具製造高速化による受注開拓

2127 埼玉県

ケーズ自動車

2128 埼玉県

株式会社ケイクラフト

5030001114774

小規模事業者ならではの多能工化と生産性向上による受注拡大

2129 埼玉県

株式会社ウィークス

1030001120272

貸し切り有料ドッグランによる愛犬喜ぶプランの提供

2130 埼玉県

魚進鮮魚店

2131 埼玉県

有限会社枡田自動車

2132 埼玉県

沖縄そば かふーがーでん

2133 埼玉県

エクテム有限会社

4030002039575

建物の外部空間、トータルコーディネートの周知ＰＲ！

2134 埼玉県

有限会社ムサシ

2030002065284

「新規開業、リニューアル支援による商圏拡大、新規客の獲得」

2135 埼玉県

ＬＵＣＥＬＩＳＳ（ルチェリス）

高いデザイン性と髪へのダメージが少ない最新パーマ機械等の導入

2136 埼玉県

ｉｌＣｅｐｐｏ（イルチェッポ）

ターボリン看板の設置と当店の特徴をまとめたメニュー冊子の作成

2137 埼玉県

三矢製菓株式会社

2138 埼玉県

観音茶屋

2139 埼玉県

株式会社スリーウィン

8030001058804

事業所のバリアフリー化、照明設備の増設、事務所採光硝子透明化

2140 埼玉県

㈱鹿光生物科学研究所

4030001036078

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に対応した食品微生物検査体制の強化

2141 埼玉県

有限会社トータル・ケア・サポート

4030002115649

身体の不調を改善しながら痩せられる美容プログラムの提供

新規個人顧客（女性）獲得と売り上げ向上計画

団体客獲得の為の店舗整備及び宴会PR事業

地域のママ向けの親身な提案販売サービスと安心セット商品の開発

若者が集う粋な魚屋バーを創設！小売と飲食の複合店で売上アップ
4030002040046

作業効率と顧客満足度の向上のための最新溶接機の導入
敷地整備と看板設置による自転車で来るお客様の囲い込み作戦

3011501008924

製品増加に伴う資材スペース確保からの新規顧客に繋がる販路開拓
座敷席リニューアルによる古民家の趣を活かした店舗づくりの推進
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2142 埼玉県

武州里神楽「石山社中」

ホームページリニューアル事業

2143 埼玉県

三宝軒

手作り餃子のテイクアウトに伴う新たな販路開拓と需要の拡大事業

2144 埼玉県

SCAE INTERNATIONAL

未就学児向けコースの開発と看板設置による新規顧客獲得

2145 埼玉県

栄寿司

寿司屋自慢の西京焼き販売に伴う売上増加計画！！

2146 埼玉県

2020HH

寄居町公認お土産袋の試作から学ぶ新規デザインの事業展開

2147 埼玉県

有限会社 新井鉄筋

8030002118689

地元の建設会社向け鉄筋工事の受注拡大計画

2148 埼玉県

有限会社中里商店

1030002117029

返礼品だけじゃない！気軽に善意で納税できる仕組みの構築

2149 埼玉県

神田モータース

2150 埼玉県

MediaLaboノダグラ合同会社

2151 埼玉県

いたづら工作室

2152 埼玉県

有限会社上福岡家具センター

2153 埼玉県

オリーブペットライフサポート

2154 埼玉県

有限会社インテリア・エグチ

8030002063984

内装一筋43年の熟練技術と設備導入により顧客ニーズに応える

2155 埼玉県

株式会社 大澤木材

4030001088045

ＨＰの制作による建設工事、設計業務、ネット通販の販路開拓

2156 埼玉県

新井塾

2157 埼玉県

有限会社恵和

2158 埼玉県

エーデルムジーク

2159 埼玉県

有限会社ニュータイムス社

2160 埼玉県

齋藤鍼灸治療院

加圧トレーニング導入の差別化による高齢者・女性客の顧客獲得

2161 埼玉県

金之介

絶品ホルモンサンドときめ細かいサービスで新規女性顧客開拓事業

2162 埼玉県

株式会社 備前屋

2163 埼玉県

和菓子司まるしん

新店舗へ顧客を誘引するための看板設置等販売促進事業

2164 埼玉県

ひまわり整骨院

施術メニュー増加による新規顧客層の開拓

2165 埼玉県

株式会社リバイブジャロピー

2166 埼玉県

WITH－HAIR

2167 埼玉県

株式会社 彩構

6030001102844

ＩＴを活用した無料相談会開催によるエンドユーザー獲得戦略

2168 埼玉県

有限会社ひばり

5030002119079

ネイティブスピーカーによるオンライン英会話授業のＰＲ事業

2169 埼玉県

伸栄武道具株式会社

2030001020323

音楽スタジオをダンス練習にも利用可能とする取り組み

2170 埼玉県

株式会社増田造園

2030002097567

薪ストーブ燃料材提供サービス開始による販路開拓事業

2171 埼玉県

株式会社 味好堂

7030001053673

フードプリンターによるオンリーワン商品の作成

2172 埼玉県

武州めし処あらし家

2173 埼玉県

有限会社金子園芸

6030002115861

小さな坪庭から始まる家族のコミュニケーションアップ事業

2174 埼玉県

株式会社 トータルサービス

9030001072317

「生業」からの脱却を目指し、業務用「高圧洗浄機」を購入する。

2175 埼玉県

株式会社 エムラ精工

8030001071988

熱風循環式乾燥装置の導入による医療分野受注の獲得

若い男性をターゲットとした車検増加計画！！
9030003011875

ドローン空撮点検サービス
店舗の視認性の向上、入店案内の明示、HPの更新による売上拡大

9030002076449

ホームページの刷新と店舗への誘致戦力の展開
ペットシッターサービス導入による新たな顧客層へのアプローチ

しつけ指導や右脳教育を打ち出した珠算教室の価値向上と情報発信
9030002091737

ネットショップページ制作での販路拡大
設備投資による顧客ニーズに対応した教室空間の創出

8030002066599

2030001089821

8030001110713

コンテンツづくり新サービス「つながるくん」広報事業

工場見学を取り入れた地元特産狭山茶売上拡大事業

ホームページ開設による新車種取り扱いと部品販売のＰＲ事業
３世代・４世代が来店しやすい店舗へ―ホスピタリティ強化事業

あらし家炭火豚丼の販売拡大計画
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2176 埼玉県

有限会社宮腰製作所

1030002064551

オーダーソファの請負サービスに特化した新サービスの構築

2177 埼玉県

有限会社豊田彫刻工房

6030002115911

海外販路の新規開拓に向けたニーズ調査ならびに構築事業

2178 埼玉県

鈴木製畳㈱

5030001027010

個人客への販路開拓・新素材での試供品提供向上事業

2179 埼玉県

有限会社安野自動車整備工場

7030002093017

見える整備、見える車検、最新機器の導入による「見える化計画」

2180 埼玉県

有限会社マルシンミート

3030002060334

品質保持力増加で「内臓・希少肉」陳列を行い、男性客開拓を図る

2181 埼玉県

株式会社長瀞レクリェーションホテル

6030001091105

シニア層が快適に過ごして頂くための環境を整理し積極的に集客

2182 埼玉県

一喜商事

2183 埼玉県

有限会社 タムセイ

2184 埼玉県

Hop-1

2185 埼玉県

株式会社 プラセル

5030001112753

HP・看板・ステッカー作成による自社事業PR事業

2186 埼玉県

株式会社とも

1030001108862

福祉用具事業の事業化とオリジナルカタログ作成による販路開拓

2187 埼玉県

ホルモン賢

店内外の見える化を図り認知度アップ

2188 埼玉県

五月女刺繍

販路拡大に向けた新たなサービスの提供とＨＰによる販促強化！

2189 埼玉県

ジュウテック株式会社

9030001125421

WEB等を活用した販促活動の強化と空き家活用事業の本格展開

2190 埼玉県

株式会社関根電気工事

1030001032583

任せて安心！あなたの身近な住まいの電気パートナーＰＲ事業！！

2191 埼玉県

合同会社松風

1030003012666

酒蔵レストラン集客増進のためのターゲット別ブランドの魅力発信

2192 埼玉県

有限会社 社寺建築戸部

4030002115822

宮大工の技術を活かした「寛ぎの時間」の提供事業

2193 埼玉県

みやび整体院

新コース設置を広告宣伝で強化した事業による販路開拓

2194 埼玉県

栗原木工所

新たな和スタイルの提案「組子グラス」の開発による販路開拓

2195 埼玉県

CPC

公的施設向けのイベントプランニング事業の展開

2196 埼玉県

株式会社モリテーラー

9030001042253

桶川のランドマーク作り～ＬＥＤ照明看板へのリニューアル～

2197 埼玉県

有限会社前澤屋

4030002097912

自然豊かな地域性を活かした贈答用ゼリーの開発・販売

2198 埼玉県

トータルヒートファーネス合同会社

4030003012309

サンプル機による受注upとHPリニューアルによる新規顧客開拓

2199 埼玉県

株式会社ワンズ・プラス

1030001044281

リフォーム＋介護（予防）で住環境の安心・安全を提供する

2200 埼玉県

成翔塗装

地元一番の技術・信頼のある塗装業へ成長し、元請受注倍増事業

2201 埼玉県

ブリスクルコーヒーロースターズ

新機能焙煎機と共に『町内唯一から地域唯一無二の焙煎所』へ発展

2202 埼玉県

かめや酒店

日本酒愛あふれる「かめや」ここにあり！酒小売店の売上復活事業

2203 埼玉県

正喜バル

旬な地元有機野菜を使った季節毎の新メニュー開発による販路開拓

2204 埼玉県

有限会社エスケイプランニング

8030002115711

ドローン活用による３Ｄ測量技術を活かした販路開拓事業

2205 埼玉県

有限会社 湊家

8030002099467

鰻の旨味を楽しめる新たな商品「湊焼き」の開発・販売

2206 埼玉県

有限会社喜楽

4030002115756

地域の魅力ある食材を活かした新メニュー開発による販路開拓事業

2207 埼玉県

ＳＰＳ川口

「志木市をカートの聖地に！」アジア向け短期カート留学事業

2208 埼玉県

居酒屋か～む

寄居新名物「やきとり（豚）弁当」の開発による販路開拓事業

2209 埼玉県

三ツ木園製茶㈱

ペット愛好家と寄居町の潜在顧客に天然水の良さを知ってもらおう
6030002095179

バリアフリーリノベーションモデルハウスによる販路開拓事業
会話とお酒を楽しむオトナ時間を提供！新商品と店舗リニューアル

6030001028619

海外に向けた情報発信と見学ツアーで狭山茶を国内外へ販路拡大
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2210 埼玉県

有限会社ヒロタ

6030002081187

2211 埼玉県

ヘアーサロンタキモト

働き方改革！お顔そりスクール開講と新規ＨＰで集客と収入ＵＰ！

2212 埼玉県

La・campagna

現在のキッズスペースを、高級感漂う個室への改装事業

2213 埼玉県

Grandir

店舗２階の完全個室化改装による団体客の集客力UP事業

2214 埼玉県

坂井トレーニングジム

自分に合ったペースで運動を指導する「ゆるトレ」サービスの実施

2215 埼玉県

株式会社アイ・スリー

2216 埼玉県

社会保険労務士飯田事務所

働き方改革サービスを仮想化体制により提供する事業

2217 埼玉県

パン工房 ハイジ

看板設置で分かりやすく入りやすい店舗誘導と地粉商品のＰＲ

2218 埼玉県

有限会社サクセスライフインスティチュート

7030002083793

国産「機能性大麦」の小規模穀物取扱店等への販路開拓

2219 埼玉県

株式会社たつみ工芸

7050001019391

業務拡大に向けた工業団地への進出

2220 埼玉県

のまっしょ元

2221 埼玉県

㈲アイ工房

2222 埼玉県

パティスリー ペルショワール

2223 埼玉県

小林建設株式会社

2224 埼玉県

一真製パン

高級デニッシュブレッドのギフト販売強化と店舗認知度の向上

2225 埼玉県

コクボスポーツ

ワンボックスカーで来店も安心・安全を目指した店作り

2226 埼玉県

有限会社 クネット

2227 埼玉県

キッズプログラミング教室 イルム

キッズプログラミング教室イルムの認知度向上による新規生徒獲得

2228 埼玉県

パティスリー オーチャード

ママたち必見！地元洋菓子店の強みを活かした手土産の企画開発

2229 埼玉県

有限会社 和風レストランとき

2230 埼玉県

りんでんマニピ指圧治療院

姿勢計測ソフト「ゆがみーる」を使用した新施術メニューの開発

2231 埼玉県

サロン アノンズ

美容室と理容室の融合。ファミリーで来られるサロンへ

2232 埼玉県

おおむらさきエステサロン

治療から整体ケア（シニア世代の元気な体つくり）

2233 埼玉県

アンジェロ

地域住民、イベント会場顧客を店舗誘導するためのホームページ

2234 埼玉県

㈱河野工務所

4030001106178

空き家、空地を新たに活用するリニューアルステージの創設等

2235 埼玉県

MYFOCUS株式会社

2030001097097

新規に開発した青銅合金給水装置輸出による中国内装工事業界参入

2236 埼玉県

大熊食堂

2237 埼玉県

メロー株式会社

2238 埼玉県

田沼自動車

ガレージリフト設置による顧客の満足度＆作業効率Ｗアップ事業

2239 埼玉県

蕎麦処権兵衛

攻めのアプローチ、名前で送り出すおもてなし強化事業

2240 埼玉県

梛の樹

最適な陳列棚の導入による売上、生産性の向上と販路拡大

2241 埼玉県

有限会社 センタープロジェクト

2242 埼玉県

むつみ行政書士事務所

一人世帯に定期訪問する「見守り契約」（みまもりサービス）事業

2243 埼玉県

インドレストラン ミルチ

インドレストランで実施するインド文化発信事業

6030001030351

インターネットと紙媒体を活用した販路開拓・人材強化事業

自立型新人研修プログラムの販売促進ツール開発と販路開拓

来店客の顧客満足度を高めるための店舗改革
4030002036721

簡易検索システムと媒体データベース開発による新規販路開拓
あなたの憩いの場【止まり木】であるための環境整備とPR活動

7030001031290

9030002082562

1030002083048

ホームページ開設よる人材確保＆工期遵守と民間工事受注増

電子装置のケース（ボックス）の加工技術および加工装置の取得

新メニュー作成による高齢世帯（2世帯・3世帯）の獲得

暑さ吹き飛ばす冷やしメニュー作成とPR。
3030001121005

9030002104226

広告による認知度アップとネットショップ開設による販路拡大事業

料理人の技術の結晶「奇跡のベビーカステラ」開発による販路開拓
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2244 埼玉県

有限会社 たつみ

9030002082769

2245 埼玉県

セレベルムトレーニングスクール

当スクールの幼稚園、認知度向上を目的とした販路拡大事業

2246 埼玉県

あさひ飯店

健康メニュー開発に伴うトイレの快適化整備事業

2247 埼玉県

かつ膳

アレルギー対応メニュー開発による販路開拓

2248 埼玉県

株式会社 長峰園

2249 埼玉県

久良一

新商品開発と待合いスペース設置による販売促進事業

2250 埼玉県

78coffee(ﾅﾅﾊﾁｺｰﾋｰ）

喫茶、テイクアウト対応へのリノベーションによる新規顧客獲得

2251 埼玉県

オートガレージ白金

タイヤチェンジャー、ホイールバランサー導入による販路開拓

2252 埼玉県

有限会社 大一米菓

8030002082737

認知度向上とジェラート事業の法人向け本格参入

2253 埼玉県

株式会社 田島紙工

1030001061797

ホームページの作成による個人を中心とした新顧客開拓

2254 埼玉県

音音かふぇ

新しい客層をつかむための看板の設置

2255 埼玉県

タクミテック

不動産取引での納品スピード向上により決済時期の不安解決事業

2256 埼玉県

いさみ屋酒店

ライフスタイル提案型の店舗へのリニューアルによる女性顧客開拓

2257 埼玉県

㈲魚七

2258 埼玉県

スズキキャビネット

2259 埼玉県

株式会社ほそや

1030001048332

ウェブサイトのリニューアルと営業ツール(パンフレット)の作成

2260 埼玉県

有限会社コーエイ工業

8030002058480

自社製品『七福鳴子』を活用した自社PRと社会貢献活動の着手

2261 埼玉県

株式会社ONTEKU

2030001123877

ITと音楽を融合させた新たな子ども向けパソコン教育の普及

2262 埼玉県

Tａｎｐｙ’ｓ

2263 埼玉県

株式会社 彩国観光バス

2264 埼玉県

ENDERMOLOGIE SALON COCOLOMI

2265 埼玉県

株式会社PRINCE GLOBAL

8030001072730

タイヤチェンジャー導入による顧客定着と売上増加

2266 千葉県

有限会社一真企画

4040002068937

ガスフライヤー設備・厨房排煙設備の新規導入で顧客満足度向上

2267 千葉県

理容モトヨシ

高齢女性客を新規ターゲットとした店内改装事業

2268 千葉県

中華料理 香林

プライベート空間整備によるくつろぎのお食事提供事業

2269 千葉県

有限会社桜井菅商店

4040002056735

田んぼシステムの推進による新分野開拓

2270 千葉県

株式会社さくらい

6040001086351

地域で唯一の新規サービス提供と広告宣伝による新規顧客獲得事業

2271 千葉県

関東電子株式会社

9040001058983

2019部品供給装置展への出展

2272 千葉県

高橋つり具

フリースペース設置による新規顧客開拓事業

2273 千葉県

ちの巧芸

顧客の多様なニーズに応えるべく、新しい屋外看板製作業への挑戦

2274 千葉県

合同会社 ＫＡＹＡＢＵＫＩ

9010803002877

体験型宿泊施設でインバウンド客の集客と情報発信の仕組みづくり

2275 千葉県

有限会社高橋石材店

5040002087746

ホームページのリニューアルによる顧客開拓事業

2276 千葉県

エアポートトラベル株式会社

8040001063786

着地型商品をＳＮＳで活性化するＨＰ刷新事業

2277 千葉県

一期一笑

6030001069563

5030002084158

新しい顧客獲得の為のイメージチェンジと宣伝強化

若年層にも訴求できる販促ツール（パンフレット及びHP）の拡充

「町の魚屋」だからできるおもてなし事業
オーダー家具の新たなジャンル『ハイブリッドオーダー』の展開

トリミングサービスの開始による新規顧客の獲得
1030001061161

生ビールサーバー付きバスを初体験！ネット宣伝で新規顧客獲得
エンダモロジー新メニュー導入と既存顧客の紹介による新規客獲得

店舗視認性向上等による新規顧客獲得事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
2278 千葉県

株式会社森音商店

4040001061199

消費者の世帯環境に対応し食生活を支える販売戦略事業

2279 千葉県

紅仙観光株式会社

5040001062849

看板広告を使った認知度向上による飛び込み営業成功率アップ

2280 千葉県

BARBERSHOP BASE

2281 千葉県

株式会社ミツボシ

2282 千葉県

Rest&Run-Bar KOYO

新規顧客獲得の為の広報販促（チラシ、Tシャツ作成）

2283 千葉県

合同会社L・I・C

地域に必要とされる障害福祉事業サービスの魅力向上

2284 千葉県

有限会社 奈良輪豊月堂

2285 千葉県

AMBESSA&CO

2286 千葉県

有限会社ストアー房店

2287 千葉県

わだぱん

2288 千葉県

株式会社 盛栄堂

2040001095224

南房総の新たな観光次元を創造し、観光客満足度の向上を図る。

2289 千葉県

株式会社のどか農園

5040001107769

調理場及びストックヤード拡大による収益の向上

2290 千葉県

Flower shop 花惣

2291 千葉県

有限会社増田機商

2292 千葉県

エスエーサポート

専門家が全面バックアップ！老人ホーム探し支援サービス

2293 千葉県

古民家食堂もちづき

観光客への郷土料理なめろうの販路拡大事業

2294 千葉県

大網中央整骨院

ほぐすから鍛えるへ、ＥＭＳ導入による筋肉トレーニング事業

2295 千葉県

ホテル海楽（株）

7040001075130

飲食営業の認知度向上とリピート獲得の仕組みづくり

2296 千葉県

株式会社 奈良工業所

6040001059373

ホームページの作成と改良を行い、販路開拓を行う。

2297 千葉県

ミツカフルーツ

2298 千葉県

株式会社 利根食品

2299 千葉県

トーソーリビング角田本店

ホームページを活用した発信・提案型の家具販売

2300 千葉県

海市

店舗視認性の改善と安全安心の提供

2301 千葉県

合同会社ＷＯＵＬＤ

2302 千葉県

整体サロンREFLA

2303 千葉県

有限会社岩井製作所

5040002037602

新インプラント製品製造に伴う量産体制の構築と納品工程の効率化

2304 千葉県

有限会社ヤタガイ

4040002098244

トータル終活コーディネートサービスの周知による顧客の獲得

2305 千葉県

株式会社てんとう虫プリントサービス

3040001105584

自動受注システムと営業ツールの作成と活用による販路開拓計画

2306 千葉県

株式会社 網代工務店

9040001074007

同居・二世帯住宅に強くなる！年配のお客様にも営業力UP事業

2307 千葉県

魚一食堂

女性目線による店舗改装で、ファミリー層の取り込み事業

2308 千葉県

味花

ブランド力向上の為のプロモーション戦略

2309 千葉県

有限会社笹曽根電気

2040002083079

一般顧客獲得を狙った視認性向上事業

2310 千葉県

有限会社野口自動車

6040002009088

自動車高度化による新サービス実施の為の外部診断装置導入事業

2311 千葉県

ユアシセイドウおおき

夜間視認性と作業効率向上による顧客獲得事業
2040001063131

3040002068649

お客様に「伝わる」パッケージで売上向上計画

３重包餡機導入による味の高度化と商品性の向上による売上増進
集客と売上の倍増を実現する飲食・イベントスペースの拡張事業

5040002100426

新商品の取扱いによる新規顧客の獲得強化。
ゆっくりとできる空間を実現し集客数増加を図る

テント看板設置による新規顧客獲得に向けた認知度向上事業
7040002057887

新規顧客獲得に向けたファサード変更と更衣室導入による販路拡大

顧客満足度上昇によるリピート率の増加および客単価のおける売上
2040001064526

9040003004531

商品パッケージ刷新による付加価値向上Web活用で新規開拓

廃校活用における、近未来型学校＆家庭の環境創り
産前産後ケアの重要性の周知のための広報

集客力を強化！お客様が満足できる店舗に改装
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
2312 千葉県

福島園

データ活用による海外販路拡大

2313 千葉県

株式会社トータルライフパートナーズ

2314 千葉県

松原荘

2315 千葉県

合同会社SOZO

2316 千葉県

おもしろ人間制作所

2317 千葉県

有限会社藤田鮮魚

1040002062538

可変式掘りごたつ席設置と店舗清潔感向上で来客数と売上をアップ

2318 千葉県

ひろ寿司有限会社

4040002070488

高齢顧客が「居心地良く」宴会・法事を行うための店舗改装事業

2319 千葉県

有限会社金谷モータース

5040002071089

中古車販売・レンタカー事業推進のための看板設置・店内改装

2320 千葉県

パティスリー青い鳥

2321 千葉県

ヨード建材株式会社

1040001053380

地域資源活用事業のヨードレジン新製品のPR戦略と販売促進

2322 千葉県

株式会社桶岩産業

7040001053086

事業をシフト！個人のお客様を獲得するためにの販促ツールの整備

2323 千葉県

T-factory株式会社

8040001053481

ブランディングによる商品価値向上で、リピートと新規受注の拡大

2324 千葉県

株式会社丘の鐘撞社

8040001097066

屋上エリア活用による顧客満足度及び集客力の向上

2325 千葉県

エムケー企画

新チラシの配布地域拡大と反響率アップで新規客を増やし売上増加

2326 千葉県

グラン・フォッセ

映像機器の活用で楽しく交流するコミュニティカフェ

2327 千葉県

川島食堂

多様性社会に根ざしたホームページ＆メニュー表で潜在需要を喚起

2328 千葉県

有限会社 なぎさ

2329 千葉県

小林菓子舗

2330 千葉県

有限会社 コモード

9040002087932

夢心地の剃り味を実現する顔剃り用カミソリのプロモーション展開

2331 千葉県

社会保険労務士法人本多社労士事務所

6040005020323

助成金を活用して職場環境の改善を提案・啓蒙するホームページ

2332 千葉県

株式会社 常世田工務店

8040001090533

徹底して顧客に向き合う当社の強みを訴求するための広告展開事業

2333 千葉県

Hand made coffee DEER

発酵の里、千葉県神崎町ならではのこうじコーヒー生産量倍増計画

2334 千葉県

ネキヤス プロダクト

当社の看板製作技術をアピールするためのプロモーション展開

2335 千葉県

杉田畳店

工夫を凝らした折込チラシによるＰＲで、新規顧客倍増事業

2336 千葉県

有限会社 つくもタクシー

6040002078430

タクシー無線のGPS化で配車効率アップによる顧客満足度向上

2337 千葉県

日々、勉強堂株式会社

4040001082765

催事・店頭でのアピールとパンフレット配布による新規利用者獲得

2338 千葉県

大網街道整骨院

2339 千葉県

株式会社レイテッド

8040001057631

エアコンサービスステーションの導入による地元新規顧客開拓事業

2340 千葉県

株式会社 ＳＵＮＮＹ

4040001108644

PR強化で運動人口増加を促す健康事業

2341 千葉県

ｕｍｕ

2342 千葉県

有限会社 東海タイヤ商会

2343 千葉県

大多喜ハーブガーデンいすみファクトリー
「ナチュレーゼ」

安心・健康志向の高い消費者も感動する食品の開発

2344 千葉県

ダイニングレストランチョイス

食事主体のレストランからお酒も楽しめるバルレストランへの転換

2345 千葉県

株式会社 共和工業

9011701019699

分譲マンション大規模修繕費用削減工法の販路拡大の為のHP制作
サッカーグラウンドを公式戦サイズへ拡張！新規顧客の取り込みへ

4040003004395

スマホ受発注システムを活用した新規取引先の開拓と業務効率化
“笑い＆メンタル”で士業のコミュニケーション力向上をサポート

バリアフリーによる高齢者に優しい店づくりで客単価＆客数アップ

6040002100210

超高齢化社会に対応した安心安全な店舗づくりで新規顧客獲得事業
手作りの「季節商品」の主力商品化による新規顧客開拓事業

施術単価アップを実現する施術内容改善事業

事業者向け出張ケアエステの事業化による販路拡大・売上アップ
2050002101872

9040001061665

タイヤ販売に付加価値サービスを提供で販路開拓事業

自社ホームページを充実させ、新規顧客開拓を図る
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2346 千葉県

有限会社 鮨笹元

8040002100877

ホンモノの鮨を気軽にご家庭で！笹元の出前鮨ＰＲ大作戦！

2347 千葉県

寿司 おしだり

2348 千葉県

有限会社 マルマン

2349 千葉県

民宿しおん

ホームページ、チラシ作成による新規客へのオープンアピール事業

2350 千葉県

merle

ワイン提供の強化、朝食提供、食材の長期保存による売上増加

2351 千葉県

有限会社 鈴木工務所

2352 千葉県

鈴鹿モータース

地域住民のコミュニケーションの場となる自動車整備「場」の構築

2353 千葉県

Banzai Cafe

勝浦の海を眺めながら食事・ヨガを行うお客様への快適な空間作り

2354 千葉県

株式会社 グラストワークス

2355 千葉県

下総ファーム

2356 千葉県

株式会社ティエムリユース

6040001075503

会社ホームページ作成による販路開拓と利益向上計画

2357 千葉県

有限会社由基屋商店

8040002102436

幟旗作成と包装紙刷新による認知度向上及びイメージアップ事業

2358 千葉県

SPAiCE COFFEE

2359 千葉県

有限会社キシモト薬局

2360 千葉県

カントリーイン・カクイ

2361 千葉県

株式会社 アンド

2362 千葉県

チキチキハウス

『人気商品「鳥重」「豚丼」のたれ』の商品化および販路開拓

2363 千葉県

有限会社ひまわり薬局

健康相談・漢方相談 倍増計画達成のためのＰＲ事業

2364 千葉県

合資会社アイキョウ

好立地を生かした広告塔へ刷新し地元新規顧客の獲得

2365 千葉県

有限会社 塩谷

5040002102281

高齢者に優しい店舗作り事業

2366 千葉県

セキハツオートワークス有限会社

7040002102916

先進運転支援システムのエーミングツール挿入による販路拡大事業

2367 千葉県

株式会社大多和組

1040001058925

公共工事への依存度を下げるためのプロモーション事業の展開

2368 千葉県

君塚工業株式会社

7040001096861

ステンレス加工技術のブランディング事業

2369 千葉県

有限会社 山口運送

3040002102432

自社保有車両（観光タイプのバス）を宣伝する広報事業

2370 千葉県

とみ丸

いつでもどこでも釣り船予約ができるHPへの改修事業

2371 千葉県

ビューティーマリン

高齢化する地域に対応するための美容サービスの強化事業の展開

2372 千葉県

株式会社ネクストレベル

2373 千葉県

ベル・スズキ

2374 千葉県

株式会社Olea

2375 千葉県

磯料理 朴亭

販促改善によるサービスイメージ転換事業

2376 千葉県

番所

店舗移転に今までと異なる観光客誘引方法の実施

2377 千葉県

有限会社 ハーヴェスト

8040002100869

ＢtoＣ強化のための店舗改装とＰＲ広告で新規顧客獲得

2378 千葉県

合同会社SOPHIA

2040003011294

地域の中の教育機関を目指す事業

2379 千葉県

カフェ・フレンズ

HP活用による認知度向上及び店舗等の位置を明確にする看板設置
6040002086490

9020002097578

2040001109363

手入れの行き届いた補聴器レンタルで潜在顧客獲得による売上拡大

ホームページ作成による、顧客の開拓

LED補光導入により取引先の需要に応え、売上増加を図る
改良メダカのネット販売から実店舗展開

インターネット通販を使用した、販路開拓と新機構客の獲得
4040002079463

エステ機増設によるお試し体験及び回転率向上による販路拡大事業
訪日外国人客獲得に向けた広告ツールの導入

9040001106478

4040001084571

お客さまとお子さまの衛生と安全を確保するための空間作り

東京五輪に向けたプレミアム・サーフィンスクールの新規顧客開拓
悪立地に新規顧客を誘引するためのHP解説と駐車場看板の整備

9040001107063

「オーガニックオリーブオイル」のブランドイメージ向上事業

期間限定！鴨川名物 脂トロトロ寒サバの自家製スモーク商品開発
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2380 千葉県

まるみや

田舎の強みで乗り切る過疎化！地域と共に事業承継

2381 千葉県

株式会社marichi

6040001092425

医療用ヘアウェア（ウィッグ）の販売・メンテナンス事業の推進

2382 千葉県

株式会社 新倉

7040001074280

地域素材を活用した米需要の拡大に伴う、米加工品販売拡大事業

2383 千葉県

アルソア ぼんど～る

バリアフリー化に対応した高齢者・障害者に優しいサロンづくり

2384 千葉県

オンリーワン企画

伝統工芸「萬祝染」Ｔシャツ製品開発のためのカラープリンタ導入

2385 千葉県

ＧＡＲＡＧＥ ＷＩＮ

千葉県内で福祉車両施工の新規顧客獲得のためのＰＲツール制作

2386 千葉県

エイト株式会社

8040001105480

地元の経営者を元気にするエステをＰＲする販売促進ツールの制作

2387 千葉県

有限会社 丸一水産

5040002078092

新包装機導入によるパッケージリニューアル及び販路開拓

2388 千葉県

株式会社 丸清

8040001057466

持ち帰り商品・サービスの強化と新商品開発

2389 千葉県

コスモ株式会社

7040001057418

焼き菓子ギフトのブランド力の向上と生産性向上

2390 千葉県

株式会社 エイチアンドテーブルカンパニー

6040001058532

真空包装機による鮮度高い土産品開発とＥＣ導入による新販路開拓

2391 千葉県

有限会社 丸屋

3040002078094

地元顧客へのオリジナルウェア・グッズ等の販売強化事業

2392 千葉県

料理 石川

2393 千葉県

有限会社 東武館 たばた荘

2394 千葉県

TOMOZO

シャッターアートによる外へのアピールとトイレ改装での顧客復活

2395 千葉県

Coki.miya

地域の植物を利活用したアロマ商品の試作品開発とPR事業

2396 東京都

株式会社ブレインストーム

2397 東京都

行政書士朝日法務事務所

2398 東京都

石黒建材株式会社

7012701013974

品質接客サービスをPRするホームページを使った新規顧客開拓

2399 東京都

トウショ酒販株式会社

1010001131395

島から脱出して神津島を知ってもらう

2400 東京都

ＣＹＣＬＥＨＯＵＳＥ ＧＯＯＤＳＵＮ

店頭展示の充実で、活気ある店づくりによる売上拡大策

2401 東京都

恩多町の整骨院

院内環境改善とサービス向上による口コミ集客

2402 東京都

株式会社のりの太丸

3012701001735

ふわふわ氷菓の開発やHPの充実、看板整備による販路開拓

2403 東京都

株式会社 菓子処あかぎ

2012801003293

おいしくて、カワイイ、新商品開発・投入によるファン層の拡大策

2404 東京都

カンワ建築

『 かかりつけ大工店』のWEB集客と業務効率化のシステム構築

2405 東京都

コツリバ

整体院コツリバ リニューアルオープンチラシ作成。リリース

2406 東京都

株式会社アトリエ響

7013101100117

看板変更およびウィンドサイン作成・設置による販路開拓

2407 東京都

こころワクワク株式会社

6013101006090

エステサロン・治療院等へのデトックスフットバス販路開拓事業

2408 東京都

Guest House MITOMI

明日葉や地魚を利用したレシピ開発と食事提供

2409 東京都

欧風菓子アンシャンテ

Ｇｉｆｔ商品の充実と視覚効果ＵＰによる売上拡大

2410 東京都

うどん亭なべきち

新規顧客獲得及び顧客満足度向上を図る玄関改修工事と後継者育成

2411 東京都

マルタ水産加工場

新製品開発・販売促進継続事業

2412 東京都

ヤマサ水産 長田商店

新商品販売促進事業

2413 東京都

久米川ひかり鍼灸院・整骨院

各ターゲットへの情報発信と集客

料理石川をより多くの方に知ってもらうための積極的ＰＲ事業
6040002078034

6012401004168

クロス張替によるくつろぎの空間創造で新規顧客を獲得

コンシューマーゲーム機向け「新商品」の制作事業
新規顧客獲得のためのWebサイト開設
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2414 東京都

アミナcompany株式会社

8012701013981

久米川地域に愛されるレストランへのリニューアル推進

2415 東京都

株式会社ロジファクト

2012401018345

個人、小規模事業者向け印刷テープ受注サイト構築

2416 東京都

有限会社ラビッツ・コーコ

2012702012971

ホームページリニューアルによる集客upを目指し見込み顧客開拓

2417 東京都

Sky Beauty salon

子育てママを取り組むホームページ・チラシ作成による販路開拓

2418 東京都

LITLE CROP

店舗の視認性アップと西エリアの顧客開拓及び外国人の集客

2419 東京都

Ｃafe Crispy

「お家でほっこりテイクアウト」の実践による販路開拓事業

2420 東京都

有限会社一ノ瀬表具店

2421 東京都

たとぱに

自然栽培綿カーテンの販路開拓＆気軽に入れるお店へリニューアル

2422 東京都

10minutes

地域密着求人サイト「国立人」を活用して、地元事業者

2423 東京都

モーターパーク エム・ツー

店舗の認知度を上げ新規顧客を獲得するための販路拡大事業

2424 東京都

あおさやAosaya

ＨＰ制作及びＭＥＯ対策・コスプレ撮影による認知度・集客力向上

2425 東京都

Procyon

新機材導入による、新規開拓と競合との明確な差別化戦略

2426 東京都

アカシアベーグル

ベーグルの増産体制整備によるイベント出店時の販売強化

2427 東京都

株式会社DFCパートナーズ

2428 東京都

天然酵母パン研究室びおりーの

2429 東京都

株式会社東光企画

4012801002987

スタジオ立体背景セット、LEDライト導入で売り上げ増強

2430 東京都

株式会社Ｓｏｕｖｅｎｉｒｓ

7012701013479

ネットショップページ制作と広告での販路拡大

2431 東京都

誠和貿易株式会社

4012801000776

ホームページを活用した感熱式タクシーロール紙の販路開拓

2432 東京都

株式会社ａｉｃｄ

5012280101928

展示会、ワークショップによる分析評価ソフトウェアの販売促進

2433 東京都

有限会社立川商事

6012702007984

既存顧客のニーズに応えるトイレ改修工事及び新メニューの開発

2434 東京都

株式会社米山製作所

2013101001590

海外マーケティングのための英語版Ｗｅｂサイト制作

2435 東京都

舟舟マッサージはりきゅう

和を基調とした鍼灸サロン「舟舟」のリニューアルとＰＲ

2436 東京都

ハンズプレイス・カフェ

店舗の利用度向上による売り上げ倍増計画

2437 東京都

ライク

SEV空間による整体技術を取り入れた新サービスによる販路開拓

2438 東京都

ロチャンティー・ジャパン株式会社

2439 東京都

キャビール

2440 東京都

フォーテック株式会社

2441 東京都

ヘアーサロンＳＡＳＳＹ

店舗入口のバリアフリー化による高齢者層等の新規顧客獲得事業

2442 東京都

ベネシュ国立

巻き爪対策専門ケアの広告宣伝による新規顧客獲得事業

2443 東京都

アトム広告企画有限会社

6012402005792

「看板制作」事業の広告宣伝による売上増加事業

2444 東京都

プライムスペース合同会社

3012703001832

スペース予約システムと決済自動化による新規ゲスト拡大施策

2445 東京都

おおなる鍼灸整骨院

視認性向上のための店舗看板リニューアル

2446 東京都

チバ美容室

レスま（簡易人工つけまつ毛）ヘッドスパ等新メニューの販路開拓

2447 東京都

株式会社プライムページ

2012802004126

6012401031328

顧客にとって分かりやすいチラシ配布による新規顧客の開拓

認知症の人が“自分で”使える財布を作りたい！事業
店舗２階を活用した子育てママに優しい貨しスペース事業の展開

7012801018353

プレミアム紅茶新商品の開発等による販路開拓事業
スマートフォン対応新ホームページによる新規顧客獲得事業

7012801009468

5012401034447

機構設計技術の見える化・機構設計を課題とする顧客の開拓

下請製造業の新規顧客・直接販売を推進するWebサイト制作事業
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2448 東京都

Earth Laboratory 株式会社

2012801019240

新商品のピュアオイル化粧品を美容室へ販路開拓するための取組み

2449 東京都

有限会社 斉木薬品

6012702000808

エステと水素風呂で「きれいに、元気に、生涯顧客に」

2450 東京都

㈱エム・エス・・ティー

6012401020339

「健康食品のプラセンタやグルタチオン商品等の販路拡大」

2451 東京都

株式会社SOMETHING NEW

5012401029835

健康志向の味方、新触感のチーズケーキで美味しく手軽に健康に！

2452 東京都

上原和建築研究所 一級建築士事務所

空き家や空き店舗の有効活用による地域活性化と新規創業者の支援

2453 東京都

燻薫～kunkun～

あげて楽しい、もらって嬉しい！ギフトセットによる燻製の贈り物

2454 東京都

アイランドキッチン

直接販売・移動販売による販路拡大と製造業務の効率化事業

2455 東京都

㈲くさやの小宮山

2456 東京都

サンシャイン(やぶれかぶれ)

キッチンカーを活用したジューススタンドによる外国人の集客事業

2457 東京都

もみかる福生店

新メニュー（痩身・フェイシャル）・鍼灸院増設

2458 東京都

有限会社 研数会教育研究所

4012402015554

IT駆使による公告手法の独自開発

2459 東京都

株式会社まろん

6013101007774

顧客及び従業員満足度から生まれた新規事業による市場開拓

2460 東京都

鮨和

和モダンの落ち着いた空間を提供する鮨屋

2461 東京都

葉月ちひろ身体メンテナンススタジオ

身体機能と睡眠改善のためのアドバイス業

2462 東京都

あき電器株式会社

6012401007204

オーダーメイド受注用のＨＰ制作による販路開拓

2463 東京都

株式会社LifeTechRobotics

5012801019353

高精度GPSキットの販路開拓

2464 東京都

アルプス管理合同会社

1010103000688

Web改修とネット活用による、顧客によりそう不動産業への進化

2465 東京都

株式会社大島物産

9010001131149

伊豆大島「明日葉」、「島とうがらし」オリジナル商品拡販事業

2466 東京都

株式会社五色五感

6013401006006

地元の新鮮野菜と商材を使ったランチ営業と野菜販売の信販路開拓

2467 東京都

くらや

調理提供によって視覚と嗅覚に訴求し購買意欲を刺激する事業

2468 東京都

ｈａｐｐｙｉｎｕｓｅｌｆ

ハイクオリティードッグゲージの世界的ブランディング構築事業

2469 東京都

㈱リライフ

2470 東京都

ｔｒｉｆｅ ｂｙ ｈａｒｅｋｅ

2471 東京都

株式会社平成イン

2070001013711

武蔵平成の間スライディングウォール設置による効率化事業

2472 東京都

合同会社イロドリフォト

1012403003841

人を美しく魅せるボタニカルな空間作りと新規顧客開拓

2473 東京都

府中・調布まちなかエナジー株式会社

8012401033487

低圧需要家を含む新たなターゲット先開拓の為のHPリニューアル

2474 東京都

株式会社深光園

7012401007822

ツリークライミング技術導入による剪定技術向上及び新規顧客開拓

2475 東京都

SALUMERIA69

2476 東京都

有限会社公会堂前増田屋

2477 東京都

ecoblue

新規顧客開拓に向けてのホームページリニューアルと売上拡大

2478 東京都

かえで動物病院

動物眼科診療における検査の拡充及び診療効率化による生産性改善

2479 東京都

Private salon 441

新規顧客獲得のための集客事業（HP及びチラシ作成）

2480 東京都

株式会社 帆翔

3012701011825

コーポレートサイト構築で菓子ネット販売力及び採用力の強化

2481 東京都

株式会社ハウジング・エス

2012401012901

ホームページを活用した優良顧客開拓

7010002052445

4012801101931

塩干物の製造販売に伴う店舗整備と販促活動

ＳＮＳ連動によるホームページ新設で相談客数を倍増する事業
＊＊＊＊＊＊＊

店舗および商品の価値向上に向けたプロモーション
9012402018726

手打式麺機導入による「味」の維持と「生産性」の向上計画
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2482 東京都

KATHALO株式会社

3012401030976

2483 東京都

はこギャラリ－

ハンドメイド商品で子育て主婦と作家を応援 地域貢献の店づくり

2484 東京都

澤畠畳店

広告による集客と請求書作成用アプリ導入による業務効率化

2485 東京都

学研ＣＡＩスクール調布染地校

２０２０年英語教育改革に向けたスクール事業の強化

2486 東京都

織田島酒店

店舗前面看板とシャッターの塗装及び突き出し看板の増設

2487 東京都

しらたま

国分寺駅唯一の猫カフェの認知度向上事業

2488 東京都

マルグリット

子育てファミリーもおばあちゃんも喜ぶケーキ屋さんの改装大作戦

2489 東京都

あいたい屋

高齢者と子育て世代への利便性を向上し来店を促進させる店舗改装

2490 東京都

株式会社 道和書院

2491 東京都

ベルヴュー・Jr

「シニア層向け体験型学習」導入による販路拡大

2492 東京都

松見咲子

「HERBALANCE」の商品同梱物およびウェブページの拡充

2493 東京都

玉川製菓株式会社

5012701004141

武蔵藤沢店トイレ増設・改修工事

2494 東京都

株式会社多摩自輛

4012801002260

コミュニティ形成から始めるアクティブシニアへの販路拡大

2495 東京都

株式会社 重本音楽事務所

7012401007830

新機材導入による小規模案件の受注増および社員の負担軽減

2496 東京都

株式会社リブリッシュ

1012701014375

高齢者に優しい自宅の福祉住環境整備事業

2497 東京都

合同会社KUNST

9012403003693

カルチャースタジオの装備補強と積極的PRによる集客増加

2498 東京都

建設資格研修センター

2499 東京都

ロイヤルインダストリーズ㈱

2500 東京都

もも亭

2501 東京都

株式会社友心

2502 東京都

洸石

2503 東京都

Web活用経営株式会社

3012702012905

ものづくり技術を取材し、英語で発信するWebメディアの構築

2504 東京都

永島塗料株式会社

1012401008339

アニメやＨＰの利用による塗装用品のイメージアップ、販路拡大

2505 東京都

SmartSwing.Pro

2506 東京都

サンプライズ株式会社

3012401013790

若年性脱毛症に悩む２０代～３０代の女性に対するＰＲ動画制作

2507 東京都

有限会社 ノクターナルマヌーバス

3012402020720

「食」の空白地帯に、高齢化に対応した地域密着の食べ物屋を

2508 東京都

株式会社 あかつき設備

7012401007203

広告看板設置とホームページリニューアルによる新規顧客開拓

2509 東京都

株式会社ファイブイヤーズ

7012401025205

「こんなこともできます！サービス」の導入による顧客の新規開拓

2510 東京都

株式会社 シックスメディカル

3012401021190

一般的な症状の改善を望む新規顧客の開拓

2511 東京都

信幸ロジスティック合同会社

3012403001298

ネット上での業務のシェアリングを通じた商社業務受託の拡大

2512 東京都

㈱ブランドコンセプト

3021001018299

中小企業向けＷＥＢ営業支援ツールのパッケージシステム販促活動

2513 東京都

武蔵野の森動物病院

2514 東京都

Flex Community合同会社

2515 東京都

Human-Dog

4012401034720

ターゲットに届くネットマーケティング集客の仕組みづくり

直販サイトの構築による、新規顧客獲得および売上増強事業計画

ウェブ集客の仕組み構築と多角化に向けた新規ウェブサイト構築
7012401009414

新規HP開設による国内海外へのBS等製品、使用事例の情報発信
自宅での慶事等でご利用した抱くケータリングサービス

7013102000562

障がい者のための、作業訓練促進拡大事業
ＷｅｂＰＲによる販路開拓

スイング練習器の国内の販売拡大及び、海外での販路開拓

動物の歯科手術の需要増加に伴う設備・技術の向上・患者開拓
8012403002878

卸売顧客への認知拡大、来店客拡大のためのHPリニューアル
新素材で高気密・高断熱を実現、ペット用防音室ジェントルWan
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2516 東京都

手打そば喜郷

新聞折り込みチラシと電柱看板による新規顧客の獲得

2517 東京都

フォトグラフィカ

ベネフィットが伝わる自分史サンプル品制作とウェブ集客力強化

2518 東京都

城南コベッツ 武蔵小金井教室

生徒様に価値ある指導の提供・指導内容の告知による販路拡大

2519 東京都

株式会社井上

2520 東京都

シカモア

2521 東京都

株式会社アルスオートボデー

2522 東京都

Quindici（クインディチ）

2523 東京都

ナカ電子株式会社

2524 東京都

Cafeどす

2525 東京都

株式会社トゥトゥブラン

2526 東京都

浦上社会保険労務士事務所

2527 東京都

有限会社カンノ・カンパニー

8012402018561

社内動画共有システム導入による技術研修動画の需要拡大

2528 東京都

株式会社古澤工務店

5012401017715

サウナ専門工事の新規元請受注に向けた営業活動の強化

2529 東京都

株式会社５４

8013101005900

新規スケートボード場の開設による潜在顧客へのアプローチ事業

2530 東京都

Mamact

乳児連れに特に配慮した親子イベント（ママクトフェス）の開催

2531 東京都

NINE LIVES

看板設置とHP作成等による認知度向上・集客増の実現

2532 東京都

味家 京

季節の食材を存分に楽しめるようなイベントの開催

2533 東京都

株式会社さんたま

6012701012977

高校生向けAI個別指導

2534 東京都

有限会社まるぶん

4012702012417

大型印刷機でのビジュアル重視の演出物提案型営業による販路開拓

2535 東京都

JOHフラワーグラス

ドライフラワー等の小分けパック専門店としてリニューアル

2536 東京都

ハイネット

新規顧客獲得の為にWEB入稿ができるホームページを構築する

2537 東京都

有限会社浅沼教材店

4010002047712

本と触れ合える島唯一の書籍店へリニューアル

2538 東京都

合同会社アンビシャス

7012403003621

名刺・カード類販売のためのWEBショップ開設

2539 東京都

Project Kamhibiki ～神響～

時空を超えた幻想的なファイヤーパフォーマンスショーのPR

2540 東京都

kemono

自社アパレルブランド拡販のための海外向けＥＣサイトの設立。

2541 東京都

Care＆Color Lounge Age

店舗設備のバリアフリー化による高齢者層・障害のある顧客の獲得

2542 東京都

株式会社クライムファクトリー

7011301020092

かんたんにつかえる顧客管理システムサービス拡販の為の広告

2543 東京都

株式会社ハピネスクリエイト

8012401020238

歯科医師・歯科医院に向けた販路開拓を目指した広報活動

2544 東京都

伸正工業株式会社

8012401012557

営業ツール（ＨＰ・動画内製化）充実による新規顧客の開拓

2545 東京都

四季彩春風

2546 東京都

株式会社プラティコ

2547 東京都

川田旅館

2548 東京都

株式会社まあか

5013101007701

美容室との提携で振袖・留袖・訪問着などの新規顧客開拓

2549 東京都

セブンライツ株式会社

6012401031377

当店名物のレモンケーキの卸売先への販路拡大のための増産

9013101000033

トイレ改修（和式から洋式）による顧客満足度向上と新規顧客開拓
新作子供服販売の為のネットショップ開設など販路拡大事業

4012701003301

お客様の多種多様なお車の要望に応えるための自動車整備強化事業
店舗の認知向上に向けたプロモーション

6012401012848

「Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ」を届けるＥＣサイト構築事業
外看板、テラス屋根及び店内ドッグラン設置の改装。チラシ作成。

6012401033563

世田谷北西地域における認知向上と新ファサードによる誘客力向上
中小企業向け「経理求人のポイント」セミナー開催とＨＰ増強計画

本格和食を身近で楽しむ「仕出し割烹」の始動と販路開拓
9012401021318

白金ナノコロイドプロジェクトで、全国の髪と肌をキレイに！
キャッシュレス対応で東アジアや北欧、米国からの観光客層を開拓

75/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
2550 東京都

新納ビジネスマスターズ有限会社

2551 神奈川県 有限会社スマイルオーストリッチ

5012402023580

先代プランディング戦略を軸にした新たな事業継承モデルの普及

5021002026753

ゲルを使った農場内商品販路開拓事業

2552 神奈川県 SALON AYA
2553 神奈川県 有限会社 魚辰

サロンアヤの施術を知ってもらうための販路開拓
7021002049926

地元住民の来店を促す看板設置とテーブル席導入による新規客開拓

2554 神奈川県 アルハンブラ

清潔感のある部屋に改修して宿泊者の満足度＆集客力の向上を図る

2555 神奈川県 珈琲宮上倶楽部

ロードサイン設置にて認知度アップ及びチラシ等による販路開拓

2556 神奈川県 御菓子司 やない

日本の伝統文化の和菓子の再認識による新たな需要開拓事業！

2557 神奈川県 株式会社 成信

9021001035826

2558 神奈川県 十二庵
2559 神奈川県 株式会社 K-GRACE

催事による販路開拓と惣菜製造効率化のための真空包装機導入
1021001067455

2560 神奈川県 ＫｏｐｉＬｕｗａｋ
2561 神奈川県 有限会社としかん

製造、作業スペース拡充による生産性向上、販売営業時間の拡大

ネットショップページ制作での販路拡大
ＳＮＳ映えする新メニュー開発による新規顧客開拓

8021002036700

ホームページによるプラスチックリサイクル利用の普及

2562 神奈川県 重田生花店

認知度向上の仕組みづくりと店舗レイアウトの強化

2563 神奈川県 俺の庵 燻製工房

チラシ配布と設備導入による販路開拓事業

2564 神奈川県 株式会社 アカツキ

2021001020693

大型看板の設置に伴う集客

2565 神奈川県 有限会社 高城電気製作所

9021002028985

顧客要望充足の改善工程導入による離反並びに新規案件獲得事業

2566 神奈川県 津久井観光株式会社

4021001016161

顧客満足度向上によるワカサギ釣りの新規顧客獲得

2567 神奈川県 シュエット

四季を感じる適合アクセサリー開発・ショップカード・看板設置

2568 神奈川県 理容サイダ

女性お顔そりメニューの新規顧客の獲得

2569 神奈川県 オフィス しょくの達人

おせっかい食堂KAINAの認知度向上による新規顧客開拓事業

2570 神奈川県 グローバル産業株式会社

9021001041898

2571 神奈川県 山本佳子環境住宅デザイン室
2572 神奈川県 スプーン有限会社

良質な睡眠を通じた製品のご紹介、広告、認知度アップ、販売促進
ホームページ開設および3D-CAD導入による新規顧客の獲得

9010402020041

ネットを利用した、湘南地区への仕出し弁当・ロケ弁の販売PR

2573 神奈川県 Studio Beat Link

生徒要求充足設備導入と販促への情報利用による新規生徒獲得事業

2574 神奈川県 おだいどこ さくら

顧客要望に真摯に応える離反客取返し策実施と登山客囲い込み事業

2575 神奈川県 藤工房

木工作品展示販売強化による平日来店者底上げ売上拡大事業

2576 神奈川県 DOG GROOMING Zetto

若い女性に選ばれるドッグサロンの広告宣伝と店舗イメージアップ

2577 神奈川県 アルフェリア

飾らない美容を紹介するwebサイト作成と来店アクセスの向上

2578 神奈川県 株式会社HOUSEラボ不動産

1021001033829

家全体最適住まいサービスの、親しみやすさが伝わるチラシ配布

2579 神奈川県 有限会社 花 盛

1021002054691

老朽化した看板交換によるイメージ向上事業

2580 神奈川県 株式会社小笠原左官塗装工業

8021001065072

温泉施設の補修・検査サービスの認知度向上のための販促活動

2581 神奈川県 有限会社熊沢米店

1021002034875

ガレージを活用した陳列棚の増設とⅮＭによる売上向上事業

2582 神奈川県 株式会社TripleWin

9021001039760

新規講座開講による客単価向上と新たな顧客の獲得

2583 神奈川県 株式会社 花升木工

2021001055112

新商品「インテリア茶室・和室」インバウンド顧客向け展示と宣伝
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2584 神奈川県 風にかえるアトリエ
2585 神奈川県 有限会社 石勝

ジュエリー教室と新規婚活事業、駐車場の整備による販路開拓
2021002049749

2586 神奈川県 マルイリ水産
2587 神奈川県 有限会社エックスフライ

本小松石のブランド価値の情報発信による新規顧客の獲得
情報発信力の強化による平日の来店客・売上げのアップ

3021002056059

2588 神奈川県 HAIR CLUB SPOKE

カイトスポーツ愛好家を増やすカタログ製作事業
「美容室＆フォトスタジオ」外壁塗装・電飾看板新設工事

2589 神奈川県 株式会社ＦＲＰカジ

7021001053383

技術相談用店舗「Ｒ＆Ｄセンター」の設置と広告用看板の設置

2590 神奈川県 株式会社リンゴワークス

1021001052746

要望が増えている小ロット受注を拡充 新規販路開拓で売上げ向上

2591 神奈川県 落合館
2592 神奈川県 株式会社武書店

宿泊女性客のための快適トイレ男女別改修計画
8021001034184

ＳＬオリジナル商品の作成で来町・来店いただき、販路拡大！

2593 神奈川県 箒沢荘

シニアやペットにやさしい自然に溶け込む喫茶室バリアフリー事業

2594 神奈川県 Seedling kitchen 逗子

スイーツ開発と試供品配布及び専用HP開設による新規顧客開拓

2595 神奈川県 株式会社第四十一作業所

3021001056027

2596 神奈川県 webmarks
2597 神奈川県 株式会社BEATICE

中国語圏への販路拡大のための中国語マニュアルの作成
販路拡大による新規顧客の増大および既存顧客の単価向上の実現

7020001092441

2598 神奈川県 Mer Nail

贈答用パッケージの開発及びギフト市場進出と、生産体制の強化
親子が通いやすいネイルサービス環境整備とwebによる顧客獲得

2599 神奈川県 有限会社樹脂リードモデル

9021002047226

個人の顧客を獲得し、下請け100%からの脱却のための販路開拓

2600 神奈川県 株式会社QGインターナショナル

5010901018309

『treeside』の集客のためのWEBサイト新規製作

2601 神奈川県 株式会社エム・シーエンタープライズ

3010401066842

小坪漁港臨場感向上設備導入と泳ぎアジの姿刺し盛り開発提供事業

2602 新潟県

ユニティ

素早い対応と納得いく車探しで販路開拓します

2603 新潟県

有限会社 斎藤建築

2604 新潟県

ホテルマダムミレー

自社のHP作成によりネット販売システムを構築し直販営業強化

2605 新潟県

ＭＫカンパニー

設備投資による作業効率化で新たな顧客獲得に繋げます。

2606 新潟県

合資会社長亀商店

1110003002304

資材情報発信による新たな受注ルート開拓事業

2607 新潟県

有限会社山喜屋

7110002033848

和菓子への入口をつくる新商品開発、及び既存客リピート対策事業

2608 新潟県

丸川屋

2609 新潟県

株式会社 山篠建設

4110001008069

土間コンクリート仕上げ機導入による生産性向上・販路開拓事業

2610 新潟県

有限会社 おおた

3110002023761

気軽に集まるイートインベーカリーを目指す組織づくりと広報術

2611 新潟県

HALE Hair desigh

島外に出なくても満足！髪へいたわり「軟水サラサラシャンプー」

2612 新潟県

池田菓子舗

洋生菓子部門PRによる若年層顧客獲得事業！

2613 新潟県

山崎時計店

店内改装による！リピーター、新規顧客開拓事業

2614 新潟県

創栄自動車株式会社

9110001033194

車に関するお悩みは当社が全てスピーディーに解決します！

2615 新潟県

有限会社マルダイ

8110002017981

文化経済戦略に貢献する「すのこタン」の新たなＰＶ戦略事業

2616 新潟県

とも子の神楽

「おふくろの味」強化で経営基盤の安定を図ろう！

2617 新潟県

陶芸の宿エペレ

インバウンドを中心とした誘客促進のための館内整備事業

3110002015049

お客様とイメージを共有し、満足度の高い居住空間作りを行う事業

お客様を受け入れる環境改善とリピーター増加事業
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2618 新潟県

割烹 藤屋

宴会・法要での顧客獲得の為の環境整備

2619 新潟県

板垣金属株式会社

5110001014900

新規取引候補企業の工場見学でのイメージアップによる受注率向上

2620 新潟県

有限会社三川電気

3110002013093

ホームページ・看板新規作成事業

2621 新潟県

株式会社三宅鈑金工業

4110001034057

自社ブランドの構築およびＰＲと人的ネットワークの強化事業

2622 新潟県

株式会社 仁多見建築

6110001033065

若年層世代の顧客確保とリフォーム受注拡大のためのPR事業

2623 新潟県

まこと整骨院

新潟県初の最新『育毛技術』≈IPS細胞の恵みをあなたに≈

2624 新潟県

プライベートサロンＬｕｘｌａ

フェイシャル機器等導入とオリジナル看板設置による販路開拓

2625 新潟県

株式会社丸新

6110001032546

強制ろ過装置の導入による生産量拡大及び労務コスト削減

2626 新潟県

村友産業有限会社

8110002025943

『自社製織生地の製品化による販路拡大事業』

2627 新潟県

丸天フーズ

丸天フーズ知名度向上事業

2628 新潟県

栁瀬溶接

3D定盤導入で高品質・短納期・作業の効率化で新規顧客開拓

2629 新潟県

有限会社 小林養鶏場

6110002010641

ずっといたい、選びやすい、買いたくなる店内環境づくり

2630 新潟県

合資会社 竹田酒造店

6110003001334

販路拡大を目指した、ラベル貼り機導入による増産体制の確立

2631 新潟県

民宿小西屋

食事処に椅子とテーブルを導入し高齢者にやさしい店づくり

2632 新潟県

ほしの時計眼鏡店

小型純音オージオメータ（聴力検査用器具）導入による販路開拓

2633 新潟県

株式会社樋浦商会

2634 新潟県

斉藤工務店

廃材・不要な家具等の廃棄処理の内製化による提案強化

2635 新潟県

てくてく

イベントに応じた快適な環境作り

2636 新潟県

合同会社ブルベア

7110003003338

なたまめ茶をロングセラー商品に育てＥＣ販売の安定化を図る

2637 新潟県

有限会社 ファームリンクル

8110002029795

課題解決と顧客ニーズを重視したアミューズメント型直売所経営

2638 新潟県

姫川薬石堂

2639 新潟県

有限会社高見石材

2640 新潟県

café Dal

2641 新潟県

株式会社 山下造園土木

2642 新潟県

Farmer おおば

2643 新潟県

有限会社 朝日池総合農場

2644 新潟県

八米

新たなパッケージデザインによるブランド拡大事業

2645 新潟県

カット＆リラックス ナイトウ

判りやすく安心！店舗看板設置とお客様駐車場の整備事業

2646 新潟県

御食事処 菜館

顧客の満足度・売上向上の為の店舗改装

2647 新潟県

有限会社 田口建築

7110002016729

「家造りのコンセプト」や「技術力」の認知による顧客開拓事業

2648 新潟県

株式会社 果香詩

2110001030933

「おいしい、楽しい、信頼」を勝ち取るミッション

2649 新潟県

企業組合 山のたより

5110005013881

秘境の研ぎ澄まされた異空間で味わう田舎蕎麦

2650 新潟県

株式会社 大屋造園

1110001008006

処分する木を活用してWin-Winに！

2651 新潟県

アークシェル

9110001007644

住宅用蓄電池・エコキュートの販路開拓

自店ホームページの改良と各種営業展開による販路開拓事業
7110002025655

ホームページ開設による情報発信及び顧客獲得
café Dal Labo（菓子製造許可取得）

6110001007878

機械化による雑草の除去事業の充実
柿チップの開発・販路開拓

5110002024023

国内外観光客誘致に係るホームページの作成

家族客・団体客、老若男女問わず寛げるレストランで集客アップ
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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2652 新潟県

株式会社わか竹

4110001015404

SNSを活用したホームページの充実で認知拡大、集客の強化

2653 新潟県

抜きや たむら

パッケージ改良による商品のブラッシュアップ

2654 新潟県

ペイントショップ ドナ

「既存顧客へのＤＭ」と「ＨＰ・看板」を活用した新規顧客開拓

2655 新潟県

株式会社桃崎設備

5110001031128

競合空白地域に新拠点開設で売上ＵＰ

2656 新潟県

株式会社カワトー

8110001011317

高齢者が来店しやすい店づくりによる新規顧客獲得事業

2657 新潟県

株式会社スタースーパーフーズ・インターナ
ショナルジャパン

6110001028511

キッズルーム設置による子育て世代集客事業

2658 新潟県

株式会社 Serve

7110001030375

介護タクシー事業による新たな顧客の獲得

2659 新潟県

しゃしんや

一眼レフカメラ動画及びドローン導入による販路拡大事業

2660 新潟県

冨士食堂

車いすも安心！スポーツ自転車OK。地域コミュニティー創造事業

2661 新潟県

有限会社 野崎家

1110002029983

店舗改装＆新メニュー開発！新たなHP で野崎家の良さをPR

2662 新潟県

マモル建築株式会社

6110001009536

WEBサイト改修とネット広告で、お問い合わせ数増加

2663 新潟県

谷信菓子店

見附名物に！へそアイスの提供

2664 新潟県

れすとらん翔

メニュー刷新によるリピーターの拡大と高齢者対応の空間づくり

2665 新潟県

合資会社 美松

7110003002265

“南魚沼産コシヒカリ”にこだわった美味しい和定食をお客様に

2666 新潟県

有限会社 ブルージュ

6110002033568

大型車対応の駐車サービスの向上による顧客拡大事業

2667 新潟県

株式会社 丸山工務店

8110001020334

スマートフォン対応の英語版ホームページ作成

2668 新潟県

まつだい印刷

2669 新潟県

株式会社ファーストイノベーション

4110001029585

新機材の導入⇒新規大規模事業への参入・販路開拓・雇用創出

2670 新潟県

株式会社ほりかわ

1110001020332

外国人観光客への着物着付けサービスと地元客への新サービス提案

2671 新潟県

株式会社 石崎商店

5110001024585

伝統製法で作る自家製大福もちの新規販路開拓事業

2672 新潟県

㈱かたぎり

7110001011318

将来の事業承継に向けた新たな販路開拓と新商品開発への挑戦

2673 新潟県

廣川研磨工業

2674 新潟県

有限会社 水原車輌販売

3110002013168

本社ショールーム看板刷新事業

2675 新潟県

株式会社アサト商店

7110001024864

中高齢者をメインターゲットとしたコンサルティング販売強化事業

2676 新潟県

有限会社かもめ荘

3110002034395

「折り畳み式ベッド」の導入による顧客満足度アップ事業

2677 新潟県

越後せきかわ地産研究会製造部

2678 新潟県

有限会社安沢自動車

2679 新潟県

美容室ナチュラル

デジタルパーマ機導入による短時間でのオシャレスタイルの提供

2680 新潟県

煮干らーめんの店 にぼにゃん

新看板の設置とエスプーマ導入による新感覚のかき氷の提供

2681 新潟県

光兎の宿あらかわ荘

中央館２階メイン客室「末広」のトイレ整備改修による支持率向上

2682 新潟県

えびすや旅館

客室稼働率アップ！和モダン風玄関改修工事で新規顧客開拓

2683 新潟県

高橋屋観山荘

【睡眠】の質の向上による顧客シェアの拡大と業務効率化

2684 新潟県

山口工務店

オンライン販売とＷＥＢ広告による情報発信と販路拡大

2685 新潟県

有限会社 中角

昔ながらのリラックス法による腕マクラの開発

ステンレス製加圧タンク受注＆コンプレッサ動力増強事業

弁当用おかず開発と作業時間短縮の為ウォーターフライヤーの導入
2110002000530

1110002033151

エアーツールの効率的使用による大型・特殊車両の迅速整備の提供

英語対応のHPと館内サインで訪日外国人観光客の滞在を快適に
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
2686 新潟県

中越コロナサービス株式会社

9110001016406

好立地を活かした営業看板とPR活動で、知名度向上と販路拡大

2687 新潟県

荻原精肉店

2688 新潟県

有限会社 鷹の巣館

2689 新潟県

BEACH SIDE HOUSE PARADISO

持続的な経営を目指したオフシーズンのないビーチハウスの展開

2690 新潟県

芯菜箸

看板作りとイベント周知チラシで店舗の魅力を発信し新規顧客獲得

2691 新潟県

和島吉野茶屋

種類豊富な料理を快適空間で堪能していただく店づくり

2692 新潟県

株式会社 中島利七

2693 新潟県

ウエムラ自動車

2694 新潟県

(株)Ｓｙｒｕｐ．

7011001100987

かわいいもの好きが、ママになっても着れるお洋服のＥＣサイト

2695 新潟県

(株)おらしょの野菜

6110001027174

当社の認知度アップと小売事業強化の為の看板設置

2696 新潟県

パティスリーカフェいけだや

2697 新潟県

株式会社 丸屋製菓

6110001028557

新規顧客獲得のための宣伝効果を狙った看板設置

2698 新潟県

株式会社ヤマザキ

1110001011513

リピーター増加、店舗入り口のバリアフリー改良

2699 新潟県

有限会社 大勝自動車鈑金塗装

2110002033068

自動車自動化に対応する新規設備導入

2700 新潟県

株式会社まちなか保険ねっと

2110002008276

地域一信頼される代理店に！ホームページ開設による新規顧客開拓

2701 新潟県

株式会社 辰義板金

6110001026060

ホームページ制作とＳＮＳの活用による情報発信と販路拡大

2702 新潟県

有限会社 横山

2110002030742

作業環境改善、業務効率化と品質向上による新たな顧客開拓事業

2703 新潟県

光和堂

2704 新潟県

有限会社ほんだい

2705 新潟県

アトリエ楽天地

インターネットを活用した個人顧客の獲得と販路拡大

2706 新潟県

天ぷら斉藤

リーフレット作成とイベント出店により販路拡大を図る取組み

2707 新潟県

ヘアーサロンすずしん

ナノバブル炭酸水製造機導入によるヘアケアサービスの提供

2708 新潟県

だしの風食堂

チラシやPOPなどを活用した新メニューPRによる販促

2709 新潟県

Taibow! coffee&gelato soft

調理器具導入とブラインド設置による顧客体験の向上

2710 新潟県

株式会社 浜屋

1110001007263

町屋を訪れる観光客を誘致するための酒屋格子の設置

2711 新潟県

株式会社Ｎネット

6110001024601

ＤＩＹ道場Ｎーｓｔｙｌｅ運営事業とそれに伴う看板設置事業

2712 新潟県

クラッチジャム

2713 新潟県

有限会社 とくぜん

2714 新潟県

旅館 樺太館

空き宴会場のイノベーションによる憩いと催しスペースの創出

2715 新潟県

エス・ヘアー

女性理容師が行うレディースエステシェービングによる販路拡大

2716 新潟県

有限会社 長谷川呉服店

2717 新潟県

芳秀園

2718 新潟県

株式会社 よしかわ杜氏の郷

2719 新潟県

G.N.Factory

冷蔵庫の有効活用による作業効率化と、新規顧客層の開拓
8110002021942

8110001030985

国道沿いに看板を設置する事業

店舗ホームページ作成とインターネット通信販売による販路拡大
新しい設備導入によるお客様満足度向上への取組み

設備導入によるカフェ部門強化・販路開拓

事業所改装による商談スペース設置及び業務改善事業
2110002011809

中高齢者向けの商品の販売強化による店内回遊性効率化事業

タウン情報誌による、魅力を伝える効果的な販売促進
9110002021264

5110002024007

店舗改装による交流スペースの提供

ＥＣサイト新規参入！日本初！反物切売りで着物の魅力再復活事業
自社ホームページとパンフレット制作事業

9110001019623

モバイル対応型ネットショッピングサイトの開設による販路開拓
調整精度と生産性向上のための設備導入による顧客満足度向上事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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2720 新潟県

HOSTEL perch

看板設置と積極的な広報活動への取組事業

2721 新潟県

木村建築設計事務所

ITソフトフェア導入（3次元パース作成提案）による売上拡大

2722 新潟県

やひこ接骨院

スキー場に接骨院を開業

2723 新潟県

株式会社笠原工務店

9110001021760

事務所・建築現場での宣伝効果による販路拡大事業

2724 新潟県

株式会社 ＯＣｇａｒｄｅｎ

8110001018683

単独洋らん展開催における新規顧客獲得に向けた駐車場整備事業

2725 新潟県

大川理容所

2726 新潟県

株式会社いろむすび

2727 新潟県

こだわり工房 えん

産直サイト「新潟直送計画」への出店及びリーフレットの制作

2728 新潟県

ヨーロッパ製パン所

看板設置による新規顧客の獲得事業

2729 新潟県

株式会社SAKAE COMPANY

4110001033521

来社しやすい環境づくりのための自社駐車場の整備

2730 新潟県

株式会社 丸久建築

6110001018537

若者に向けたホームページ作成で知名度・集客ＵＰ

2731 新潟県

㈲大滝輪店

1110002021437

コンプレッサー導入で塗装面の美観化・防錆作業効率化及び売上増

2732 新潟県

株式会社 細山建設

1110001032204

県道沿いへの自社看板の設置

2733 新潟県

よつばフード株式会社

5110001005767

直売所店舗入口を開放的に改善、新規顧客を獲得

2734 新潟県

凪のてらす仲

席数増加と調理場整備で体制を整え、販促イベントで売上アップ

2735 新潟県

皆木石油店

お客様が安心して入店でき、作業を安全に行えるスタンドづくり

2736 新潟県

有限会社 プリシード

3110002016534

HPのリニューアル

2737 新潟県

観光開発嵐渓株式会社

8110001014856

嵐渓荘グランピング

2738 新潟県

富樫精肉店

2739 新潟県

有限会社塩野町石油

2740 新潟県

ふかつ整体院

2741 新潟県

有限会社 住吉屋

3110002030964

寺泊史跡観光と宿泊一体型プランの新規顧客層への提案

2742 新潟県

株式会社 ホップステップJAPAN

3110001027219

中華圏スキー来訪客増加に向けた受け入れ環境整備事業

2743 新潟県

御菓子司 まさや

2744 新潟県

㈲いばら

2745 新潟県

東頸モータース

2746 新潟県

有限会社 横尾木工所

2747 新潟県

パーラーすずらん

2748 新潟県

有限会社 西山左官工業

2749 新潟県

ASTRAL

店舗の存在感、非日常の提案による集客増加。

2750 新潟県

藤口工業

販売促進ツールを使用したフェイストゥフェイスでの販路開拓事業

2751 新潟県

有限会社 報恩堂

6110002033907

魚沼での家族葬・小規模葬の浸透と当社の認知度向上事業

2752 新潟県

株式会社 ゆのたに荘

8110001026827

イス、テーブル形式の会場設置による顧客増加事業

2753 新潟県

有限会社 ホテルさかえや

1110002033903

「日本の田舎をくつろぐ旅」の推進による国内外誘客事業

トイレ改修で高齢者にやさしい店舗づくり事業
3110001033175

いろむすび山菜の商品開発と店販開始による地域賑わいづくり事業

自社商品を使用したレシピ掲載リーフレット発行による販売促進
5110002021565

店頭美化及び出張タイヤ交換サービスの実施による新規客獲得
遠赤外線温熱器の新メニュー追加

食品アレルギーに対応した菓子店作り
6110002011045

既存顧客及び潟東地域の住人とコミュニケーションを増やす事業
高齢者層にも若者にも満足のいく整備対応を

8110002023880

木材販売とレーザー彫刻の出来るお店づくりで受注拡大を図る
ターゲット層のリピート向上及び店舗整備による新規顧客層の取込

1110002024150

現場で完結して工期短縮
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2次締切分 採択者一覧
2754 新潟県

株式会社 友家ホテル

3110001027276

高精度宣伝取組事業「主要メディアを駆使したターゲットの再考」

2755 新潟県

株式会社リトモ

2110001029018

ジビエ食肉処理施設整備及び地域資源利活用事業

2756 新潟県

岩室スロウホステル

2757 新潟県

富士印刷株式会社

2758 新潟県

手打ちそばし奈乃わた膳

喫茶営業開始による売上の再構築事業

2759 新潟県

ロッジあめのうお

24時間あったかい、ほっとできる宿泊サービス事業

2760 新潟県

moumou house

トリミング時間の短縮と来店頻度の向上で売上増加を図る。

2761 新潟県

和彩家きょうらく

店内誘導ライト設置による視覚満足度及び入店機会の向上

2762 新潟県

みっちゃんち

防音対策と新規事業取組みで顧客開拓

2763 新潟県

大吾菓子舗

地場産の素材を使用した季節限定ソフトクリーム関連商品の開発

2764 新潟県

プレミアヘアディーバ

シャッターリニューアルと垂れ幕看板設置による新規女性客開拓

2765 新潟県

有限会社玉川電機

2766 新潟県

PERSONAL GYM RILUS

新たな機材の導入による既存顧客の確保と新規顧客の獲得

2767 新潟県

中村園

おもと育成指導会開催を目標としたハウスリニューアル事業

2768 新潟県

レディースファッション せきけん

落ち着いた雰囲気を演出する照明効果による集客

2769 新潟県

結びの宿 田端屋

インバウンド獲得のための自社ホームページ強化事業

2770 新潟県

高橋理容所

顧客のニーズに対応し、低料金店との差別化と売上増加を図る

2771 新潟県

㈱ラブレイブ

2772 新潟県

ボルタリング sommet

2773 新潟県

株式会社詠南

1110001008872

通信販売から店舗販売への移行事業

2774 新潟県

入澤製麺株式会社

6110001007630

POP・商品カタログ製作による乾麺の拡販

2775 新潟県

なかざわ接骨院

2776 新潟県

有限会社割烹柳屋

7110002031554

老舗料亭の呉豆腐中心の豆腐懐石料理メニュー開発

2777 新潟県

株式会社ふぁっぴー

2110001028795

広告用動画ウェブページ制作

2778 新潟県

創造広告藝術合同会社

2110003003846

お客様のSPツール製作をサポートして拡販を図る

2779 新潟県

豆耕房はんじろう

2780 新潟県

越後農産株式会社

6110001025616

ブランド力とＩＴを活用した地域農産品の販路拡大

2781 新潟県

有限会社 小島屋

3110002021922

特産の鮭の菓子をホームページ活用し販路開拓・売上増加を図る

2782 新潟県

てまり食品株式会社

3110001025230

チラシを作成し、市場深堀による販路開拓事業

2783 新潟県

かぐや姫

お客様が安心して利用できる快適な空間の提供

2784 新潟県

サンヴィレッジまちだ

パンフレット作成配布による新規顧客獲得・売上強化事業

2785 新潟県

オートサービス山口

ホームページ開設で認知度アップ！新規顧客の獲得！

2786 新潟県

株式会社 聖籠第一設備

2787 新潟県

斉藤装美

当宿を旅行者の交流の場に！外国人旅行者等のニーズ・利便性向上
3110001007575

5110002034047

3110001028258

自動紙揃え機導入による短納期の実現並びにＰＲ事業

見て触って相談できる！シャッターパネル設置による来店増加計画

インターネット広告による販路開拓事業
利用者ファーストのボルタリング施設充実への取組み

汎用超音波画像診断装置を使用した施術による来院患者増加

こだわりの豆腐の商品力を高め、宣伝力強化により販路拡大事業

9110001012702

会社ホームページ作成による認知度向上事業
糊付け機の導入による新規顧客獲得事業
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2788 新潟県

登美屋食料品店

名物開発による！販売促進事業

2789 新潟県

川口やな男山漁場

集客力向上・高齢化対策のためテーブル席導入による売上拡大事業

2790 新潟県

有限会社櫻家旅館

2791 新潟県

長峰建築

わかりやすい情報と新規ソフト導入による集客の強化

2792 新潟県

レストランびら館

お店の周知とお客様ファーストのお店づくり

2793 新潟県

株式会社 能水商店

2794 新潟県

ロッヂぷるーく

2795 新潟県

㈲真田鮮魚店

2796 新潟県

farmEASE

パッケージ改良・商品開発による果物加工品の摂取機会の創出事業

2797 新潟県

いろり茶屋火処

伝統調理法を用いた『鮎の塩焼き』の廃棄率の改善と販売力の強化

2798 新潟県

山田写真館

現像インターネット受注のためのホームページ開設

2799 新潟県

有限会社新保総業

2800 新潟県

エルトベーレ

2801 新潟県

有限会社 対岳荘

2802 新潟県

美容室クリップ

「眠れるプチ贅沢ヘッドスパ」提供による新規客獲得・客単価ＵＰ

2803 新潟県

鈴木材木店

和風建築・和室リフォームの専門店化及びブランド化の情報発信

2804 新潟県

塩川自転車店

家族もあんしん！シニアカ―店頭展示・試乗サービス

2805 新潟県

株式会社丸山ライスビジネス

7110001031646

未来の地域農業活性化に向けた安全性と生産効率の向上

2806 新潟県

有限会社梅田軒

8110002011142

一目でわかり、みんなが利用しやすくなる魅力ある店づくり

2807 新潟県

イタリア風料理サーレエペペ

内外装のイメージチェンジによる販路開拓

2808 新潟県

真島衣料品店

店舗のバリアフリー化でみんなが集い、楽しめる店づくり

2809 新潟県

食ingBarくう

体験プランと新メニューでインバウンド誘客

2810 新潟県

Cream

着付け室の設置および店舗販売品陳列棚の設置

2811 新潟県

伊之助金物店

効果的な提案チラシの配布による顧客回帰と新たな需要開拓事業

2812 新潟県

有限会社井上商店

2813 新潟県

フードダイニング トチオノバル

2814 新潟県

とちお農園株式会社

7110001025945

地域資産物の地域外への広報

2815 新潟県

有限会社トキのむらフード

9110002034695

一瞬で、此処で食べたいと興味をそそられる看板制作で売上増加

2816 富山県

プティダンス

2817 富山県

有限会社 へちま産業

2818 富山県

居酒屋 みち草

2819 富山県

立野原建設株式会社

6230001008740

新しい測定機導入による人件費の削減、限界利益率の向上

2820 富山県

株式会社 カワベ

3230001009213

大型金型製作の強みを訴求する営業の仕組み化事業

2821 富山県

庭心苑

2110002019067

8110001033138

赤ちゃん歓迎の宿へ ＨＰリニューアル

食品ラベルプリンタ導入による小ロット商品の充実と生産性向上
自社ホームページ作成による国内外からの誘客促進事業

1110002016164

5110002030483

お客様が新鮮な魚を見極められるための店内照明LED化

宅配業務の拡大に伴う、メニュー表等の変更による販売促進
自社の信頼感と商品の信頼性の強化による顧客獲得

4110002026458

9110002025380

バリアフリー化に伴う洗面台リニューアルによる顧客満足度向上

食品製造・販売事業部の販路拡大事業
営業、メニューの内部リニューアル

イベント出店体制の強化による顧客誘引力増強事業
3230002014154

外国語版ＨＰの新規作成による、海外への販路開拓事業！
個室改装による会食メニューの強化事業

庭木の管理における業務効率化と売上アップの取組み
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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2822 富山県

匠雲堂

HP上で店頭と同感覚に商品吟味ができる環境整備で新規顧客獲得

2823 富山県

有限会社 北陸スタッド工業

2824 富山県

焼肉レストランからしし

バリアフリー化で3世代・4世代が楽しめる店舗づくり

2825 富山県

玉生酒本店

くつろぎ空間での試飲会による産業観光事業の強化

2826 富山県

ライフ・コンシェル三粋

ワンストップリノベーション相談窓口の充実と告知

2827 富山県

ベルジュバンスサロン エルビエン

頭皮だけでなく、肌診断器を用いた肌ケア提案による新規顧客開拓

2828 富山県

大根の花

トイレ洋式化及びバリアフリー化で高齢者にも優しい店舗造り

2829 富山県

アレンジスタイル

明かり効果を活用した集客力強化事業

2830 富山県

有限会社田口自動車工業

9230002006732

水性塗料用塗装装置の導入とその認知向上による売上高拡大

2831 富山県

株式会社ヤマトコ

6230002006529

特殊塗装技術のPRと特殊塗料の販売開始による売上拡充計画

2832 富山県

ファインテック株式会社

3230001014114

航空産業進出に向けた高難度・難切削技術PRの為の展示会出展

2833 富山県

有限会社 吉江建築

7230002008747

建築3DCADの導入で立体的な完成イメージとスピード提案事業

2834 富山県

料亭 月見家

2835 富山県

株式会社クリエイト

2836 富山県

平野塗工

2837 富山県

有限会社川口商会

2838 富山県

居酒屋こきりこ

店内業務の効率化と客席を改装し顧客満足度を高める

2839 富山県

角本機工

ドローン活用により設備等の検査の精度を高める事業

2840 富山県

Aile-blancショップ

忙しい女性に！限られた時間で体感できる癒しとエステの効果

2841 富山県

いばやし建築

2842 富山県

ミヨシ塗装店

2843 富山県

（有）山田文華堂

2844 富山県

徠-rai-

自家製調味料と地産野菜を使った子供向けメニューの開発

2845 富山県

local・ground・store

インスタ映えする店舗でのファミリー層向けお誕生日会の提案

2846 富山県

炭火焼鳥ちゃーぶだい

新規駐車場への誘導看板設置による来店数の増加・売上拡大

2847 富山県

料理旅館 紋左

顧客満足度向上！コト消費の企画提案による宿泊客獲得事業

2848 富山県

ぎゃらりーまつだ

着物ドレスをコンセプトにした自社商品の開発と販路開拓

2849 富山県

ＭａｒｃｏＨａｉｒ

開業計画とのギャップを改善します。開業地における顧客獲得事業

2850 富山県

株式会社米道銃砲火薬店

8230001008672

女性をターゲットにした楽しい空間提供による販売事業の拡大

2851 富山県

有限会社高桑ハウス工業

3230002011449

家のあれこれが一度に見られ相談もできる空間「たかくわラボ」

2852 富山県

紺田糀味噌醸造所

2853 富山県

有限会社山谷建設

2854 富山県

もくもく

オリジナルの内装パネルの生産性及び品質の向上

2855 富山県

ＴＮＧ ＡＵＴＯ

廃版部品を自作するための工程の構築

7230002003269

営業範囲の拡充に伴う施工体制の増強

創業84年老舗料亭のおもてなし売上拡大事業
1230001017317

営業ツール制作による顧客に寄り添う住まいづくり事業
みんなに愛される塗装工。確かな塗装技術で販路開拓事業。

5230002008708

火災予防意識の向上を通して営業活動強化と販路開拓

ブログと連動したホームページ作成による情報提供機能の拡充
ヴェロメタル塗装手法の確立による品質向上
9230002009578

ファンシー文具拡販と自社オリジナルブランドWATO構築事業

商品改良と販路開拓により売上第２位の商品を主力商品に育てる。
7230002012609

ツリークライミング工法による樹木の伐採・剪定作業の設備投資
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2856 富山県

髙松製畳所

ニーズが高まる「薄畳」製造の機械化による当社看板商品確立事業

2857 富山県

ふかみ接骨院

健康寿命を上申させる新たなメニューの導入

2858 富山県

株式会社渡邊薬品

2859 富山県

ウェルドワークス

オリジナルオーダー製品を受注するための設備強化および販路開拓

2860 富山県

フレンドリーショップいかしま

お客様ニーズに合わせた販売方法で客単価と顧客満足度を向上

2861 富山県

有限会社 ニュー八尾モーター

2862 富山県

長原仏壇店

認知度向上と塗装作業の効率化で受注拡大を実現

2863 富山県

tariru

販促活動で新規客を獲得し新サービスで女性の綺麗と若さを保つ

2864 富山県

杉野味噌醤油株式会社

4230001009088

富山県大豆でつくる無添加醤油の開発で販路拡大

2865 富山県

有限会社駒津石油商会

9230002010016

高齢者や女性が気軽に立ち寄れる街の「車の相談所」GSへ

2866 富山県

カレーショップＪＩＮＪＩＮ

2867 富山県

神島印刷株式会社

2868 富山県

オートガレージランニング

2869 富山県

有限会社 大山技研

3230002006556

最新鋭設備による製品製造の企業価値・製品価値のPRと販路開拓

2870 富山県

クラデュース株式会社

9230001010630

モノの整理事業の新提案「新・ワンストップサービス」の販路開拓

2871 富山県

山崎写真店

高画質映像による商品開発と撮影受注の開拓

2872 富山県

KAZ GARAGE

７MAXとお得な保険提案で売上増加と自動車市場活性化事業

2873 富山県

大矢服装

ホームページ作成でコアな販売イベント情報発信で売上増加事業

2874 富山県

パティスリーブーケ

チョコレートに特化し地産地消のコラボ製品で地域貢献を目指す

2875 富山県

R.eiffel

案内表示及び看板設置による認知度向上と気軽に立ち寄れる花屋

2876 富山県

富南瓦工事有限会社

2877 富山県

森下友蜂堂

2878 富山県

株式会社河畠造園

2879 富山県

ファミリー食堂さかなやさん

2880 富山県

株式会社ティエルマーケット

2881 富山県

olabo

2882 富山県

株式会社倉嶋商店

2883 富山県

コメ書房

店外出店用の什器整備＆店舗の場所を示す店外照明設置で顧客獲得

2884 富山県

アルパカ舎

生産能力向上及び新商品開発による販売促進事業

2885 富山県

A.Y.C cafe

「自分だけのここにしかない コト・モノ・ヒト」による集客事業

2886 富山県

長田神具店

「親子で学ぶ神棚のある生活」の提案による新規顧客獲得事業

2887 富山県

佐原建築

リフォーム工事の施工体制を強化して販路開拓を展開する

2888 富山県

土地家屋調査士・行政書士 柳沢事務所

GPS機器を複数台使用したスタティック測量での販路開拓

2889 富山県

株式会社ゆかだん屋

7230001004615

1230002006764

ｗｅｂ楽天ＧＯＬＤ用ＨＰの改修と広告での発信

持ち込みタイヤ取付・交換によるネット利用者の新規顧客開拓事業

ＳＮＳのつながりを活用したサービスで新規顧客獲得！
3230001008958

プログラミング教室をターゲットにしたドローンレンタル事業
ホームページ作成による新規顧客開拓並びに情報発信

5230002006356

板金加工機、足場設置の内製化による機会ロスの解消と受注拡大
富山県産ブランド米・無添加ナッツと地元蜂蜜のコラボ土産の開発

3230001017471

気軽に楽しめるガーデニング専門のセレクトショップの新設
富山県寿司文化伝道のためのすし塾訴求力・対応力強化事業

4230001017396

自宅でも簡単に食べれる本格米粉ラーメンの開発・製造・販売事業
★チラシと★SNS+ホームページと★看板による令和版集約作戦

2230001012671

3230001012316

人手不足企業必見！日経外国人材派遣事業立上げとWEBPR事業

床暖房設備の通年活用が可能な施工法の開発・検証による販路開拓
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2890 富山県

株式会社 松井機業場

6230001008831

2891 富山県

Masa Grage

SNS連動自社サイト開設による輸入車実績とセットプランPR

2892 富山県

Power＋hair

高齢者層の顧客獲得で売上拡大

2893 富山県

新リンパサロン美珠

女性の体に手心を加える「新リンパ療法」販路開拓事業

2894 富山県

佳雲事務所

シニア層の集客強化のための改修工事

2895 富山県

株式会社 トラスト

2896 富山県

安達建築

プチ・リフォームの施工体制を強化し、短工期化を図る

2897 富山県

そば処 草の子

女性の発信力に着目した新商品開発と店舗環境整備による販路拡大

2898 富山県

畑畳店

県境国道沿いに大型看板を設置し自社製和・洋畳を訴求する事業

2899 富山県

料理旅館 有磯

トイレを洋式化し、サイト内の評価を改善して競争力を強化する

2900 富山県

ドンキー

シャッター更新で聖地のイメージを向上させファンを増やす事業

2901 富山県

有限会社 若林建工

2902 富山県

イスルギ漢方薬局

2903 富山県

有限会社 ベストホーム

4230002007289

売り込まない注文住宅スタイルでコト消費に対応

2904 富山県

株式会社 中嶋組

5230001015688

「オートＣＡＤ」導入に伴う顧客（元請事業所）ニーズへの対応

2905 富山県

有限会社石森石材

7230002009588

「となみ型エンディングサポート事業」のマーケッティング調査

2906 富山県

割烹 魚美

女性客・高齢者に対応した店舗トイレの改装に伴う顧客満足度向上

2907 富山県

ヨネオカデンキ

設計業務からお客様に提案するプラン図を作成するソフト導入

2908 富山県

水上芳一商店

糀の販路開拓を機に、高品質から健康へとイメージ転換する。

2909 富山県

合同会社オートフレンド小矢部

2910 富山県

ラーメン居酒屋 我が家

新聞折込チラシとＷＥＢ発信と店舗看板設置による販路開拓

2911 富山県

ホームベーカリールバン００１５

パンの「バリエーションの増加と品質向上」のための機械購入

2912 富山県

合同会社 やわらか

2913 富山県

Ｓ.Ｅテライ

リフォーム事業開拓のための営業拠点に商談スペースの設置

2914 富山県

Hair&Make Must Style

自立式ドライヤー購入と長年の経験と技術で家族連れ顧客獲得

2915 石川県

民宿きくのや

カラオケルームの新設と飲食新プランの提供による販売促進事業

2916 石川県

株式会社カーパートナーズ

7220001022213

お洒落なテラスへの改装し、女性が入りやすい車屋さんにする

2917 石川県

株式会社 スガイ書店

1220001017540

創業100年を迎える町の本屋さんが次の100年に向けた取組

2918 石川県

アトリエかえる

2919 石川県

株式会社 ヴェリテ

7220001019746

サロンの魅力が伝わるホームページ作成・広告による新規顧客獲得

2920 石川県

(株)内灘オートサービス

4220001021226

顧客の利便性と認知度アップを目的とした看板と駐車場新設事業

2921 石川県

株式会社 岡田工務店

2220001017449

住宅リノベーション事業強化と営業ツール構築による収益向上策

2922 石川県

開アルミ合金有限会社

6220002015010

利益率向上に向けた砂型鋳造業の知名度向上事業

2923 石川県

YELL CAFE

9230001017409

3230002008544

奇跡の織物「しけ絹」を活用した新商品開発並びに販路開拓

外壁等塗装工事を短工期化する新たな作業プロセスの確立

短工期化を図る現場機材を導入して競争力を向上する
「煎じ」の代行で、手軽で薬効の期待できる漢方をお客様に届ける

1230003001046

7230003000851

物販スペース・待合室の新設（店舗改装）によるリピーター獲得

整体ビジネスとコスメ商品の相乗効果による新規顧客獲得ＰＲ事業

幼児から受験生、シニアまで複数コース新設による受講生獲得事業

フレアパフォーマンスのための店内改築と宣伝
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2924 石川県

(有)サイガワ写真印刷

4220002000419

2925 石川県

ゆたかさ企画

農業から六次産業化事業へ（新商品開発による売上拡大事業）

2926 石川県

出張トリミング わんかーご

犬にやさしい新サービスの提供による売上拡大事業

2927 石川県

株式会社西川総合建築

2928 石川県

ひまわりポンポン

事業承継を視野にいれた主力商品開発と販路開拓事業

2929 石川県

フレッシュストア正谷

鮮度が向上した看板商品の提供による販売強化事業

2930 石川県

リーフ

販路開拓策による顧客拡大と循環型事業参入に向けての基盤整備

2931 石川県

多谷事務所

地域に根差した登記・測量事務所をPRするための看板設置事業

2932 石川県

㈱カーズねあがり

3220001014742

認知度を上げ、新規客を呼び込むための屋外看板の設置

2933 石川県

株式会社 五郎島農園

5220001014872

地域資源活用推進の拠点化を図る喫茶店部門の販売力向上事業

2934 石川県

Ｍ＆Ｍ 羽咋店

2935 石川県

株式会社白山堂

6220001022940

渓流魚加工食品の通信販売・ＰＲ事業

2936 石川県

合同会社やすまる

2220003002523

ホームページ作成及び広告による認知度の向上及び来客数向上

2937 石川県

kochi

目指せ！大人女性の駆け込み寺へ ～地方誌を活用したPR活動～

2938 石川県

川島写真館

インバウンド需要の掘り起こしによる販路開拓の取り組み

2939 石川県

株式会社ピースリー

6220001008353

「ペットは家族と社会で生きる（仮称）」マンガPRでの販路拡大

2940 石川県

㈱根上印刷所

2220001012805

極小ロッドの需要に対応する新しい名刺印刷事業

2941 石川県

手造りパン工房SUNAO

2942 石川県

㈲椿弥

1220002009677

諦めないでよかった、祖父母が送りたくなる学習机PR事業

2943 石川県

有限会社おがた

6220002007412

甘酒豆乳ドリンクの開発とティータイムの顧客開拓事業

2944 石川県

九谷吉臣窯

2945 石川県

㈱ＩＫＥＳＰＯ金沢

6220001021406

世界で1つだけのオリジナルユニフォーム等の販売促進事業

2946 石川県

有限会社 いけむら

6220002016504

看板設置による新規来店促進とパンフレットを用いたリピート獲得

2947 石川県

千寿荘

2948 石川県

株式会社Artrest

2949 石川県

あめたに建築

若年層の施主取り込みに向けた住宅の新コンセプト立ち上げ事業

2950 石川県

おそうじ本舗 金沢大場店

超小型高速振動ポリッシャーで床を隅々まで磨き上げる。

2951 石川県

有限会社岩間山荘

8222000200002

客室改装、食事形式の顧客ニーズへの対応による売上拡大事業

2952 石川県

有限会社よしむら

9220002016047

新規取扱商品「ミニ四駆」の特設販売コーナーの設置

2953 石川県

HAIRMAKE BIEN

2954 石川県

株式会社イマムラ

8220001008756

業界初！段ボール製筒容器の開発と販売戦略の強化

2955 石川県

㈱津幡工業

7220001017634

ウェブサイト刷新と店舗バリアフリー化によるリフォーム事業拡大

2956 石川県

ル・クレール

新商品を販売展開するための店内改装と看板のリニューアル

2957 石川県

ますほ茶屋

高齢者に優しい店づくりとリーズナブルな食事会プランの販促事業

7220001021438

ホームページを用いて厚紙印刷等の当社内容をＰＲし販路開拓

潜在需要者の効率的「見込み客化」によるエリア拡大事業

顧客データーのデジタル化及び活用による業務改善

新規来店を促し、店舗価値を高めるための店舗看板のリニューアル

新たなホームページ作成による九谷焼「吉臣ブランド」の販売強化

自由に楽しめる料理の提供から新規需要獲得事業
6220001022296

広告機能強化による地域住民からの依頼増加と訪問効率UP

オートシャンプー導入による付加価値および話題性の向上
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2958 石川県

有限会社 ミヤケ工業

4220002015292

IT化推進に伴うクラウド会計システム導入による業務効率化

2959 石川県

Barbershop Clippers

エステサービス拡充・提供による、お客様満足度向上の提案

2960 石川県

たまごのゆめ

夏のスイーツメニューの開発と効果的な情報発信による新規開拓

2961 石川県

タマルバー TG’s Home

グループ参加のイベント企画やチラシ配布等によるバーの新規開拓

2962 石川県

ガリバーカフェ

店舗内物置改装による集客スペース拡大による売上アップ

2963 石川県

有限会社釜井自動車商会

7220002014226

保険から自動車までトータルサポートによる新規需要獲得事業

2964 石川県

有限会社ユーセー

8220002007526

ホームページを新設し、新たな仕入先及び販路を開拓

2965 石川県

エムズガレージ

2966 石川県

坂井電機株式会社

7220001016025

ニューズレターの継続化に向けた販売促進事業

2967 石川県

株式会社いちの

7220001000078

衣から住へ。体験会や居心地改善の寝具販売強化で経営革新を実現

2968 石川県

株式会社石田システムズ

2220001001097

空き家対策ワンストップサービスの研究開発と販路開拓

2969 石川県

有限会社FTO太磨

7220002010027

建築の質に加え「暮らしの質」の向上で生涯顧客獲得を目指す販促

2970 石川県

株式会社レイシア

6220001021389

デイサービスが行う新マッサージサービスによる販路開拓事業

2971 石川県

有限会社 みつば

9220002015288

本格中華の啓蒙コンテンツと店内エアーフロー環境改善事業

2972 石川県

七味ラーメン

店舗の洋式トイレへの改修及びのぼり旗の設置による顧客獲得事業

2973 石川県

soi

設備追加と商品デザインリニューアルによる売上拡大

2974 石川県

株式会社 中農組

8220001017658

ホームページ活用をした他社との差別化戦略による新規取引先獲得

2975 石川県

㈲南川刺繍工芸

7220002013186

印刷台の導入による、オリジナルアイテムの製作体験・販路開拓

2976 石川県

舞楽夢

2977 石川県

株式会社白原組

2978 石川県

harutonari

2979 石川県

有限会社 カワシマ商事

2980 石川県

飛田水産

2981 石川県

井川造園株式会社

2982 石川県

ヘアサロンクズマキ

2983 石川県

株式会社カワテン

2220001016351

観光客向けの地元グルメ販売による販路開拓事業

2984 石川県

合同会社 中利

1220003001311

増税前の大感謝祭における新たな健康グッズ販売

2985 石川県

有限会社町駒商店

4220002014352

新サービス（商品配達）開始のＰＲによる販路開拓

2986 石川県

中村製畳 株式会社

2220001015114

新商品ウェブサイト開設による販路拡大事業

2987 石川県

うな舛

宴会場家具の導入による和室宴会の利便性向上

2988 石川県

ビジネスホテルはしみ荘

インバウンドにわかりやすい看板の設置による販路開拓

2989 石川県

Bond Plus

照明看板設置による既存顧客の囲い込みおよび新規顧客の取り込み

2990 石川県

有限会社 リバティ

6220002017238

新分野参入に伴う新顧客獲得のための店舗内外改修と看板設置事業

2991 石川県

有限会社プランドル飯田

5220002016686

新感覚マルチアイテム「リングハグ」の開発及び販路開拓事業

高齢ドライバー・移住者への販路開拓のための整備設備強化とPR

インバウンド・高齢者対応による販路開拓
3220001012085

i-Constructionへの対応による建設現場の販路開拓
九谷焼と金属素材を組み合わせたソムリエナイフの開発・販路拡大

2220002015088

ウエブサイト開設による販路拡大事業
ホームページの開設と看板の設置による小売の販売促進事業

3220001016788

webを活用した最新の人工芝の周知・普及・販売促進
顧客に満足頂けるサービスを提供し、地元に愛され続ける店に
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2992 石川県

木漆工をき

漆器を使った生活スタイルや自給自足の暮らしの提案

2993 石川県

宏文印刷株式会社

2220001011773

新規商材の取り扱いによる、新規顧客の獲得と既存顧客の売上増

2994 石川県

有限会社朝日屋

7220002000928

看板広告で当店の魅力を伝え、新規顧客獲得を目指す。

2995 石川県

株式会社アシステージ

9220001022260

ＥＣサイトでコーディネート済みインテリアセットを販売

2996 石川県

中川石材

2997 石川県

株式会社上坂

2998 石川県

LANDER WORKS

2999 石川県

有限会社ハーキュリープリント

3000 石川県

あんがとう農園

3001 石川県

株式会社瀬戸自動車

3002 石川県

志賀浦糀味噌醸造場

仕込み用混合機導入による生産性向上事業

3003 石川県

民宿ふらっと

防音対策によるお客様満足度向上事業

3004 石川県

のとカイロプラクティック院

県内初脳血管疾患対応リハブトレーニング・ステーション設立

3005 石川県

株式会社金田木型

3006 石川県

ＩＳＢＮ

3007 石川県

今村石油株式会社

3008 石川県

bencotta

3009 石川県

紺忠ニット株式会社

7220001017535

長繊維と短繊維の交編などによる新素材の開発

3010 石川県

株式会社能登風土

8220005007985

看板の設置による能登かきブランド力の向上及び来店促進事業

3011 石川県

そばきり仁

3012 石川県

株式会社 マルニ

6220001017908

女性向けVIP会員制度導入と明るく・清潔なお店作りで売上増加

3013 石川県

T.プロダクト株式会社

8220001017617

メカトロ事業部の営業ツール作成と商談ブース設置による売上向上

3014 石川県

和菜酒いちい

3015 石川県

株式会社 ニコニコ足場

3016 石川県

Café りあん

3017 石川県

株式会社ファーム白山

1220001021906

インターネット販売強化等による販路拡大事業

3018 石川県

有限会社 山崎又一商店

5220002013196

『卸売りから直販』へ販路開拓の取り組み方の転換

3019 石川県

桜井材木

3020 石川県

㈱エヌテック

3021 石川県

刺身と創作料理の店 わかな

3022 石川県

株式会社 ヨノミ

3023 石川県

Hana鍼灸接骨院

「美容鍼」を導入し、広めるための広告・宣伝

3024 石川県

ラーメン和

女性客来店を増やしたい！居心地の良い店舗へ改装

3025 石川県

割烹 いま本

団体客獲得に向けた居心地の良いお店作り

魅力を顧客に訴求するための商談スペースの新設による販路開拓
7220001020992

「うえさかの着物®」販促プロジェクト
提案力及び発信力の向上に拠るリノベーション工事の受注強化事業

2220002014560

製造工程を一本化することで効率化と省力化を図る
自社栽培品を原料とした新たな加工品開発による売上増強事業

3220001016342

4220001017389

高性能エンジン診断機の導入による修理能力の向上

2次元CAD導入による加工用治具設計部門強化及び受注増強事業
シャンプー台設置に伴う業務効率化及び販路拡大事業

2220001015584

夜間の新規ユーザーの来店促進事業
外国人FIT客向け奥能登観光事業

残った蕎麦で作る再生デザートと販促促進ツールの作成

女性のための安全・衛生的なお店づくりやメニューで売上拡大事業
2220001021194

熟練度に関係なく誰でも早く・簡単・安全に結束する専用部品開発
店内の快適な空間作りと看板設置による新規顧客の獲得

オムニチャネル戦略を活用した販促活動によるイメージアップ事業
1220001021864

アーム型タッピングマシン導入による生産性向上と受注拡大事業
個室感実現に伴う新たな顧客獲得事業

4220001020938

脱下請け「ＢtoＢからＢtoＣへ」
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3026 石川県

スチールサービスセンター中部

実店舗出店による新規顧客獲得及び事業拡大

3027 石川県

民宿おかざき荘

HP作成とスムーズな案内を可能にする看板設置による販路開拓

3028 石川県

有限会社 大石建材

3029 石川県

大和建築

3030 石川県

株式会社Medical-Art

3031 石川県

ラ・プルーズ

3032 福井県

合同会社 おおい夢工房

3033 福井県

吉田醤油店

商品と店舗のＰＲ、対話による店頭販売強化と販路開拓事業

3034 福井県

飛永電気設備管理事務所

新たな電圧試験機器導入による受注拡大と円滑な事業承継

3035 福井県

ｕｒｉ

木の香りに包まれたログハウスサロン「uri」認知促進事業

3036 福井県

吉田光洋堂

店舗外装の改修による集客力向上・小売部門売上拡大事業

3037 福井県

株式会社 広沢組

2210001003004

農業土木分野に事業展開することで新たな販路開拓に取組む

3038 福井県

メガネワールド株式会社

2210001017425

自社ホームページ開設による新規顧客の拡大と新販路の開拓

3039 福井県

有限会社湖上館

7210002011117

地域内他業者との連携による自然体験観光の振興

3040 福井県

ことぶき

グループ客開拓のため会席場への通路を令和新時代らしく改装

3041 福井県

ハマノ自動車工業所

当店の視認度を高めるＰＲの為の看板設置と作業場外装の改修

3042 福井県

有限会社 かとれや

3043 福井県

理容室 江口

顧客の高齢化に対応したバリアフリー化によるリピート率の向上

3044 福井県

山次製紙所

商品展示コーナー及び展示会への出展を活用した販路開拓

3045 福井県

石村建設株式会社

8210001000268

より入りやすい事務所外観整備等による、民間需要の開拓

3046 福井県

有限会社 ユーティー

1210002003763

試験ピースの充実による高度な超音波探傷試験サービスの提供

3047 福井県

宮本電機

3048 福井県

株式会社和田

5220001012851

厨房設備の導入による定食メニューの提供と夜の営業開始

3049 福井県

坪由織物 株式会社

8210001007593

新規取引先開拓及び業容拡大に向けた新素材による生地開発

3050 福井県

朝倉鉄工

全ての金属素材加工を可能とし顧客満足向上を図るための設備導入

3051 福井県

三四郎

顧客ニーズに合わせた設備投資・サービス提供による新規顧客開拓

3052 福井県

タムラ刺繍

分厚い生地への刺繍が可能となる設備の導入による販路開拓

3053 福井県

金森電気商会

店舗PR強化による集客力向上、新規顧客開拓事業

3054 福井県

小堀製菓舗

先進ラベルプリンタの導入による顧客満足度向上事業

3055 福井県

GROW VALUE

業界の慣習を打破するカーフィルム、看板シート材の切り売り通販

3056 福井県

味処けやき

地元食材を活用したオリジナルメニューの開発による新規顧客獲得

3057 福井県

有限会社 中本木工

4210002009163

中古機械を購入して受注を取りこぼさない販路拡大事業

3058 福井県

株式会社児玉看板店

9210001016115

商談会開催による新規顧客開拓と顧客満足度向上

3059 福井県

三本日和

3220002014824

新たなホームページ、紙媒体等販促ツール作成による広告展開
「住宅の相談窓口」としてのポジションを確立するためのＰＲ活動

9220001018721

ネンザサポート119夜間土日のネンザをしっかりサポート大作戦
年を重ねても楽しく食事が出来るお店を目指しリニューアル！

5210003000707

4210002007745

視認性向上のためパッケージとデザインの改良並びに新商品発売

高齢者や子育て世代のお客様が快適に過ごせるための設備改修

店舗シャッターへの広告掲出による集客力向上・売上拡大事業

三本日和インターネット通販事業および店舗拡大事業
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3060 福井県

くすりのﾀｶﾑﾗ

美顔器導入により顧客流出防止と新規顧客開拓事業

3061 福井県

株式会社三国湊舩木水産

3062 福井県

伏見梅園

広告宣伝強化による認知度向上及び新規顧客開拓事業

3063 福井県

幸丸

ＨＰの刷新により若年層の集客率向上及び県外観光客等へのＰＲ

3064 福井県

有限会社 やなせ和紙

4210002012150

主力商品を改良し、当社の商品及び技術を世界に発信する

3065 福井県

有限会社エヌアンドキッチン

8210002004920

ロールスクリーンを用いた宴会場の分割による小規模宴会誘致事業

3066 福井県

アトリエ ドゥ ショコラ

3067 福井県

山田兄弟製紙株式会社

4210001012234

設備の導入により以前から要望が多かった「紙」を世に出していく

3068 福井県

株式会社山岸和紙店

1210001012229

『越前和紙の里』に調和させた店舗づくりによる集客力の向上

3069 福井県

富士丸

地域外販路開拓に伴うパッケージデザインのブラッシュアップ事業

3070 福井県

かに久

客室の内装刷新による新規顧客獲得とリピート率向上での収益確保

3071 福井県

長谷

ＬＥＤの照明アップによる、新規顧客の獲得と経費削減事業

3072 福井県

アルデーヌ・カナモリ

オーニングシェード設置及び包装資材開発による経営力向上事業

3073 福井県

菓子処 江雲堂

ブランドイメージと通信販売の強化のホームページリニュ－アル

3074 福井県

ファミリーサロン橋元

「バリアフリーでウキウキ！」バリアフリー対応の理容イスの導入

3075 福井県

農商

ホームページによる周知徹底と販売ツールの開発による販売促進

3076 福井県

株式会社 藤井畳製作所

7210001017486

地域内での認知度向上を目的とした広告宣伝活動

3077 福井県

有限会社アドヴァンス近信

9210002000191

スタンプコンクリート施工設備の導入による新市場開拓事業

3078 福井県

奥村瓦工業

生産性向上の為の機械導入と一般客に向けた新規の販路開拓事業

3079 福井県

トーフ庵

設備導入による新商品開発と店舗アピールによる新規顧客獲得事業

3080 福井県

タナベカメラ

フォトレスキューのサービス開発・販路の拡大

3081 福井県

有限会社ナカノ

3082 福井県

イタリア料理 ボンジョルノ

ハイスペックラベルプリンタ導入による生産性向上と販路拡大事業

3083 福井県

ファッションクリーニング松浦

仕上げの高品質・短納期による新規顧客の獲得

3084 福井県

有限会社 木下オート

3085 福井県

いと家

冷蔵ショーケース導入による刺身の店頭販売拡大事業

3086 福井県

林石油店

ガス衣類乾燥機の普及によりプロパンガス事業を経営の柱の一つに

3087 福井県

株式会社日向釣船センター

3088 福井県

餃餃餃

3089 福井県

帝国重建 株式会社

3090 福井県

勇晴

スチコンオーブンを導入し、新メニュー開発による新規客獲得事業

3091 福井県

高田自動車整備

カ－エアコンの整備力アップによる販路拡大事業

3092 福井県

朝日楼

高齢者向けのトイレ改修による利便性向上で売り上げ増加

3093 福井県

株式会社 福井洋傘

9210001008995

「漁師が作った乾燥子持ち甘えび」のパッケージ化と販路開拓

ケーキを視覚的に訴える広告及びSNSを利用した販路拡大

6210002002587

9210002001116

3210001014850

ネットショッピングによるホーン（警笛）試聴バナー製作

軽トラ・軽バン買取販売サイトの構築による新規顧客の獲得

HPリニューアルによる若年層をメインとした新規顧客獲得事業
“シズル”を魅せるホームページの新設による新規顧客獲得事業

8210001017469

4210001003092

「廃棄物処分業への新規参入」明るくPRしてグレ－な印象を払拭

オーダーメイドにも対応した販売用ECサイト構築事業
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3094 福井県

有限会社清水印刷

6210002012090

『和紙で作る盆栽』の教室開催による越前和紙の普及促進

3095 福井県

ほぐし処こころ

スクール事業による女性施術家の育成で販路開拓

3096 福井県

やまだ呉服本店

令和新時代にふさわしい店舗改装により多くのお客様を迎える

3097 福井県

有限会社 粋

3210002008686

福井名産 焼きサバ冷凍寿司のグローカル販売事業

3098 福井県

株式会社谷口工務店

6210001010905

令和新時代への情報発信強化事業

3099 福井県

松代屋

3100 福井県

有限会社大安自動車

3101 福井県

癒しの隠れ家 TORIKO

妊娠ケアを専門に行う新店舗OPEN

3102 福井県

パティスリー ル・タニ

ターゲットエリア拡大に伴うSNSと看板による新規顧客獲得事業

3103 福井県

株式会社はな里

3104 福井県

地村電気設備管理事務所

電圧試験機器等の新規導入による受注拡大と利益率向上

3105 福井県

東洋クリーニング

寝具類クリーニングの強化による新規顧客の獲得事業

3106 福井県

トライアングル

ホイールバランサー導入によるサービスの向上

3107 福井県

旭木材工業株式会社

3108 福井県

塚本空調

特殊な機械・工具購入による新たな販路拡大

3109 福井県

池田建具店

個人客獲得に向けた店舗づくり及び認知度向上事業

3110 福井県

cafe はぁとの葉っぱ

テイクアウト商品開発とランチタイム強化による新規顧客層の開拓

3111 福井県

川﨑鉄工

CADソフト導入による作業効率向上

3112 福井県

メディカルカイロSEED

スマホにも対応したHPの開設による若年層顧客の開拓事業

3113 福井県

株式会社テトテヲ

8210001014920

ＨＰ改修・パンフ作成・チラシ配布によるＰＲ力強化、販路開拓

3114 福井県

株式会社エイム

4210001015369

利用客の利便性を向上させ、ゆとりを生み出す洗濯乾燥機の増設

3115 福井県

アスワオート株式会社

6210001004634

ＩＴ情報発信強化による、車検・整備部門のネット世代顧客の獲得

3116 福井県

RAZE

3117 福井県

合同会社すてっち

3118 福井県

しらほ食堂

ファミリー層、高齢者の快適化による新規顧客開拓

3119 福井県

Ｂｅａｔｏ

おしゃれな店から気さくな店へ。ターゲット顧客と店舗什器の転換

3120 福井県

Ｇ-ＤＥＳＩＧＮ

モーターショー出展による弊社の認知度向上及び新規販路開拓事業

3121 福井県

明伸光学株式会社

3122 福井県

Ｋ’ｓ Ｂｅａｕｔｙ

まつ毛エクステにおける新技術の提供による販路開拓事業

3123 福井県

ケンザワモータース

修理設備導入による顧客サービスの強化と新規顧客獲得事業

3124 福井県

ライフ企画設備有限会社

7210002011455

地域顧客(最終消費者)獲得の為、看板設置等による認知度向上

3125 福井県

福井住宅流通株式会社

8210001008484

「ＢＯＸフラワー普及の為のＨＰ新設」

3126 福井県

有限会社樽海

4210002002267

メニューの充実とお土産物販売の強化による売上増大事業

3127 福井県

カフェとランチ ありがたや

「高齢者等にやさしいお店づくり」による顧客獲得
5210002014055

2210001009158

7210001010937

施設環境の改善による大型車両の点検・整備事業の受注拡大

ホスピタリティを高める洋式トイレへの改修事業

打合せ専用スペース新規設置による顧客満足度向上事業

SNSを活用し潜在顧客へのアプロ－チによるネット販売拡大事業
1210003000958

9210001012320

地域唯一の高校生専用教室の開設による新規入塾者の獲得

強みのある商品をより強く、新商品は魅力的に

贈答用パッケージの作成とホームページ開設による販路開拓
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3128 福井県

有限会社メイトフード

9210002009043

高齢顧客の固定客化及び一見客の取込推進による来店客増強事業

3129 福井県

デリカわっか

3130 福井県

株式会社ヒップ

3131 福井県

居酒屋 月

3132 福井県

有限会社むらた工業

3210002004504

顧客動向を踏まえたＨＰ改修とドローン活用等による販路開拓

3133 福井県

有限会社 大塚自動車工業

6210002011035

整備機械を導入して収益及び生産性の向上と新規の販路開拓事業

3134 福井県

清水紙工株式会社

4210001012168

会社ロゴによるブランディングとパンフレットを活用したPR活動

3135 福井県

EｃKO

ホームページの開設による大企業からの講座依頼獲得事業

3136 福井県

武安漆器

新設備導入による環境整備と新規顧客獲得

3137 福井県

国久魚店

最新型の魚焼器の導入により販売量を増やし、売上の増大を図る

3138 福井県

スター装飾

「環境改善型」新商品の開発・情報発信による販路開拓

3139 福井県

アカデミアミュージックGym

ホームページリニューアルによる購買者と生徒獲得販路拡大事業

3140 福井県

北岡刃物製作所

共同工房のオープンファクトリー化による新規顧客集客

3141 福井県

竹澤茶屋

宅配業務の効率化による顧客満足度向上に向けた販路開拓事業

3142 福井県

今治亭

観光客をターゲットとした新規販売エリアでの特産品の商品化事業

3143 福井県

セレクション

ホーリーバジルティーの量産化に伴う生産体制の強化と販路開拓

3144 福井県

三国食品株式会社

3145 福井県

和楽荘

3146 福井県

株式会社北山建設

2210001010891

新事業（空き家ビジネス）の再構築と販売促進

3147 福井県

株式会社ミハマランド

1210001010926

不動産部門強化の発信のためのホームページ刷新事業

3148 福井県

株式会社ティケーエス

8210001011042

令和時代に即した独自サイトによる販路開拓事業

3149 福井県

焼肉 大金

3150 福井県

山嘉商店株式会社

2210001012228

小ロットに対応した商品開発システムの構築による販路開拓

3151 福井県

有限会社いまい

2210002014058

外国人客を中心とした多目的ゲストハウスの周知とPR

3152 福井県

料理旅館 由幸

テーブル席の導入による高齢者の利便性向上と集客力アップ

3153 福井県

古跡館 りうぜん

高齢者向けの店舗づくりによる売上増加事業

3154 福井県

有限会社 山八織物

7210002003725

自社ＨＰ開設によるＰＲ事業

3155 福井県

株式会社 永平寺胡麻豆腐の里

6210001015945

商品説明看板設置による売上増加事業

3156 福井県

株式会社ファイブスター

3210001014941

「戦略的にターゲットを設定したインターネット広告の充実」

3157 福井県

有限会社たけくらべ

4210002007860

地元高齢顧客向けテーブル式宴会増加及び新規顧客獲得事業

3158 福井県

美幸丸

3159 福井県

環水工房有限会社

9210002000646

倒立顕微鏡導入によるクリプトスポリジウム等検鏡業務の販路開拓

3160 福井県

有限会社北精工

3210002007762

ホームページ新設による認知度向上・販路開拓事業

3161 福井県

有限会社森木工務店

7210002003659

外装リフォーム受注増加のための設備の導入

ハム工房の生産施設拡充とホームページの充実
8210001004723

「美容室向けパーマ器具の直販強化による販路拡大」
顧客とのコミュニケーション向上のための調理器具の導入

8210001007437

地元産海藻「アカモク」を加工した商品開発と販路開拓事業
全館内LED化による安全性及び顧客サービスの向上

団体客と小グループ客がお互い快適に過ごせる店舗内環境整備

新たな釣り手法導入による釣りファン獲得と遊漁船リピート率向上
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2次締切分 採択者一覧
3162 福井県

増村タイル

重機導入による施工業務円滑化に伴う請負業務の増大化事業

3163 福井県

有限会社 勝武

7210002009004

顧客満足度充実に向けた店舗改装による販路開拓事業

3164 福井県

CAP．若狭株式会社

6210001016786

ＣＡＤの導入による提案型営業の強化

3165 福井県

HANG OUT HUNGRY`S

雑誌媒体及びSNS広告を組合せた認知度向上による集客率の改善

3166 福井県

和伊和伊亭

ファミリー利用者増を目指し、女性目線での利便性・サービス向上

3167 福井県

上村商店

過疎・高齢化が進む地域での移動お惣菜販売事業

3168 福井県

ＲＯＤＥＯ ＣＡＲＳ

店舗看板設置による集客拡大事業

3169 福井県

そ

整体施術に集中して顧客をつかみ、届けたい人に届ける集客

3170 福井県

いのうえ株式会社

3171 福井県

だいら

3172 福井県

株式会社CINQ

8210001016909

林地残材を活用した新たな薪スタンドの販売方式による顧客創出

3173 福井県

有限会社青山

6210002000104

ニーズを踏まえた広報活動と快適な店内環境整備による販路拡大

3174 福井県

株式会社中地冷設

1210001014704

新社屋への看板設置およびホームページ開設による自社PR

3175 福井県

立井商店

3176 福井県

有限会社 坂下商店

3177 山梨県

入月塗装

地域密着型塗装店の構築のための販路拡大事業

3178 山梨県

民宿 山下荘

食堂のリニューアルによる飲食部門の販路開拓

3179 山梨県

香菓堂

安心と笑顔を食卓に届ける「焼菓子」の販路開拓

3180 山梨県

ＲＢＢ株式会社

3181 山梨県

フォトスタジオ キャンパス

3182 山梨県

合同会社スピカファーマシー

3183 山梨県

青木建築・ケリー

新規顧客獲得と既存顧客の売上単価アップを目的とした厨房の拡張

3184 山梨県

丸山企画

スタイのカスタムオーダーできる仕組と提供による販路開拓事業

3185 山梨県

いっぴん工房

いっぴん工房のWEB及びパンフレットの刷新事業による販路開拓

3186 山梨県

株式会社 白鷹

3187 山梨県

ＡＬＰＥＮ ガストホフらんたん

露天風呂アクセス路整備と閑散期対策で客室稼働率と客単価ＵＰ

3188 山梨県

樋泉自動車

車両コンピュータ診断機導入による生産性向上と対応力強化

3189 山梨県

株式会社 飯丘観光

3190 山梨県

月夜見山荘

Ｗｅｂサイトの集客・ブランド力向上とターゲットへのアプローチ

3191 山梨県

La Verdura

自転車愛好家達に対する広告宣伝による新規販路開拓事業

3192 山梨県

株式会社晃秀の和

8090001013027

高齢者を転びにくく、ＶＲ機器を用いて楽しく有酸素トレーニング

3193 山梨県

株式会社MIGRIDS

6080101020347

地域交流拠点となる宿泊型コワーキングスペース・カフェの周知

3194 山梨県

株式会社 白州産業

3090001011167

当社製品の魅力を発信するためのＨＰリニューアル事業

3195 山梨県

甲斐駒開発 株式会社

7090001011056

白砂利の増量普及を図るための機械設備設置及び販路拡大

4210001014585

外国のお客様集客及びコミュニケーションアッププラン
アカモクを活用した新商品開発並びに販売事業

店舗改修及びカニ専用水槽を導入による実店舗売上増加事業
8210002012213

9090001014593

ホームページの開設による竹網針の販売強化

協働ロボット知能システムを積極的にＰＲし、販売強化を図る
ＨＰ開設を行い、七五三撮影を重点的にＰＲして販路拡大を図る

1090003001440

8090001010965

2090001004758

「健康相談所・薬局」としての刷新の取組による相談患者数獲得

ホームページの多言語対応＆スマートフォン対応で新規顧客獲得

HP作成による新規顧客層の販路開拓事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
3196 山梨県

coworker

ホームページ、パンフレット等による販路拡大

3197 山梨県

おもちゃ箱イカロス

自社オリジナルゲームの販路開拓と製造効率化による売上拡大

3198 山梨県

有限会社伊藤石材工業

3199 山梨県

そば処なかしま

快適に寛げるテーブル席設置と作業効率化による顧客満足向上事業

3200 山梨県

As design

HPを活用した「豊かな暮らし」づくり提案による新規顧客の獲得

3201 山梨県

ＭＹパール

南洋真珠の小売業への完全転身

3202 山梨県

ドゥ・ミール

店舗の客席強化とリーフレット作成による売上向上と新規顧客獲得

3203 山梨県

露月

インターネット通販事業立上げによる新たな販路開拓

3204 山梨県

金長特殊製紙株式会社

4090001011950

新ブランド「糸落水」へのさらなる付加価値の添加及び内製化

3205 山梨県

有限会社佐久間板金

7090002013654

会社ＰＲ看板と事務所への案内板を新規に設置し取引拡大を図る

3206 山梨県

株式会社ヴィンヤード・キクシマ

9090001015170

ワイナリーのコンセプトを伝える空間づくり

3207 山梨県

有限会社 廣瀬自動車興業

3090002011422

タイヤ販売促進の為のタイヤチェンジャー、バランサーの導入

3208 山梨県

株式会社小林工務店

2090001008354

イベント開催によりケイプロの家の技術を周知し販路開拓に繋げる

3209 山梨県

デリシャス通り

あけぼの大豆の豆餅の販売と定期宅配の広告宣伝で集客強化を図る

3210 山梨県

中島動物病院

動物用血液検査機の導入による検査メニューの充実と販路拡大

3211 山梨県

株式会社オクワキ精密

3212 山梨県

山梨蒼療整院

3213 山梨県

藤森エンタープライズ株式会社

9090001013232

基幹事業の転換とデザートフードビジネスによる収益力向上

3214 山梨県

株式会社 松田

8090001005040

新規顧客層の開拓を目的にホームページ開設による情報発信事業

3215 山梨県

メインスプリング ゼンマイ屋

「癒やし」のオルゴール・時計の生産性向上と販売促進強化

3216 山梨県

ペンションスターダスト

顧客の変化に対応する「くつろぎ」創出事業

3217 山梨県

清水正人建築設計事務所

新規客獲得のためのWEBサイトリニューアル

3218 山梨県

常葉サービス

山梨市内の一般廃棄物適正処理啓蒙活動による顧客の促進

3219 山梨県

有限会社 白根ゴルフスタジアム

3220 山梨県

たつみや商店

3221 山梨県

EM.Direction株式会社

3222 山梨県

光信

3223 山梨県

株式会社 共和

7090002011071

エクステリア事業と新規参入不動産事業のＰＲのための看板設置

3224 山梨県

有限会社 ホテル甲子園

1090002008627

新たな客層に自社の強みを発信する為のホームページリニューアル

3225 山梨県

然企画

人と自然にやさしい「柿酢・すゞちゃん（仮称）」の商品化

3226 山梨県

うつわの鈴木

ホームページと販促ツール制作による日本伝統の器の顧客開拓

3227 山梨県

北の勢堂

旧館トイレリフォームによる非日常空間における日常空間構築事業

3228 山梨県

株式会社LAMUTARA

3090001015143

リニューアルオープンした焼肉店の認知度アップと集客強化

3229 山梨県

株式会社リトル・トリー

8090001014644

MTBトレイル集客力増強事業

6090002014042

1090001008314

お墓参り文化を八ヶ岳で守る 期限付墓の新規開発販売促進

ホームページの改善と紙媒体によるブランディング
地域情報誌と広報広告掲載・ＷＥＢ制作による販路開拓

5090002007393

ポイントカード発券更新システム改修による販促強化と業務効率化
雑貨店から地域の米専門店へのコンセプト変更による売上増加

2090001015730

キャンプ・アウトドア関連用品のフリマサイト構築による販路開拓
ホームページ・地域情報紙・看板による顧客・販路拡大と販売促進
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
3230 山梨県

LUMBER ROOM COFFEE

季節商品の開発とテイクアウトによる店内誘導の販売促進

3231 山梨県

有限会社さい喜

3232 山梨県

割烹 い志ばし

3233 山梨県

株式会社 寿農産加工

7090001015197

美味しいと生産性の両立を提供するカット野菜事業者のＰＲ戦略

3234 山梨県

有限会社葡萄の里

3090002008583

洋菓子店のフォトジェニックな店内改装による販路拡大事業

3235 山梨県

ＫＵＲＵＭＩハーバルワークス

世界に1つだけの本の制作によるブランド力向上と新規顧客の開拓

3236 山梨県

チュイール

笑顔があふれる居心地のよい空間の提供による顧客開拓事業

3237 山梨県

由樹

高齢固定顧客の他店流出防止と新規顧客の獲得による経営基盤強化

3238 山梨県

有限会社HITEN

3239 山梨県

Kanaeフードビジネス研究所

自社商品開発によるフードコーディネーターからの業務拡大

3240 山梨県

井上染物店

160年の伝統文化及び技術のＰＲと商品情報発信による販路拡大

3241 山梨県

なとまる本舗

中古リユース商品販売ノウハウスクールプロモーション事業

3242 山梨県

大幡建設有限会社

6090002010132

空き家の悩みを安心解決する専門集団と新サービスづくり

3243 山梨県

株式会社きっかけデザイン研究所

3090001015903

事業内容、実績、コミュニケーションツールのＨＰによる販路開拓

3244 山梨県

株式会社 万成酵素

9090001008736

玄米酵素の効果を専門誌でPRしECサイトでの購入率UP

3245 山梨県

芙蓉ホテルサービス株式会社

9090001010551

広場・キャンプ場等を活用したファミリー層向けのサービスの展開

3246 山梨県

hair room Auteur

3247 山梨県

株式会社En manther

3248 山梨県

斉藤理容室

3249 山梨県

有限会社うかい商事

4090002008913

宴会場のイス・テーブル設置によるシニア層・外国人の集客強化

3250 山梨県

合同会社 塩澤分店

1090003000418

エステと呉服店とブティックの美の総合店をPRし売上UPを狙う

3251 山梨県

和処 天寿

シニア向け店内環境整備と店舗認知度アップによる集客強化

3252 山梨県

壽屋製麺所

食塩無添加、源泉１００％「温泉麺」の観光客へのPR強化

3253 山梨県

志村ワークス

出張補修事業の開始と従業員雇用による売上拡大

3254 山梨県

寿司割烹はせ川

居心地の良い店づくりによる売上確保と販路開拓

3255 山梨県

株式会社 吉村味噌糀店

3256 山梨県

黎明荘

3257 山梨県

株式会社カムリードスポーツ

9090001014321

ＨＰ・看板・チラシを活用したネット販売&リアル店舗の販売強化

3258 山梨県

身延竹炭企業組合

3090005005900

観光客等に対する竹炭販売強化のためのパンフレット作成

3259 山梨県

埜村電子製作所

高性能マシニング加工機による高品質加工サービス等のPR強化

3260 山梨県

JPN野生鳥獣研究所

冷凍設備導入による商品提供体制の整備と販路拡大

3261 山梨県

峠のレストラン Le Queon

地域住民への一押しメニューと特典サービス等のPR強化

3262 山梨県

株式会社 SNUG FACTORY

3263 山梨県

雨宮デザイン事務所

8090002009115

消臭ドレスルーム整備による顧客の利便性向上と新規顧客の開拓
女性向けメニューの開発提供と店内環境整備による女性の集客強化

6090002007731

店舗ショールーム化によるアジア家具事業の強化

パーマシステム導入、検索・予約Webサイト掲載による売上増加
7090001008639

ピザメニューの拡充とそれに伴うホームページ開設
快適な店舗で非日常感を演出し、新たな顧客を獲得する

5090001015257

「プロによるパッケージデザインで、競争力強化」
顧客ニーズに合わせた改装で古民家カフェの快適性向上と集客強化

7090001015874

下請体質から脱却する為の自社独自の機能性住宅の販路拡大
海外向け情報提供サイト運営と輸出代行事業による販路開拓
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3264 山梨県

堀田畳製作所

新商品「オリジナル撥水防汚畳」のチラシとWEBによる販路拡大

3265 山梨県

HOSTELみちくさや

宣伝媒体充実による閑散期のウォークイン客、直前予約客の取込み

3266 山梨県

喜多八

観光客の人気メニューの開発と情報発信による来店客の獲得

3267 山梨県

中西農園・ピーチカフェなかにし

自家桃を使ったスイーツ開発と販売促進で安定経営を目指す

3268 山梨県

豊自動車工業所

整備場シャッター創設でセキュリティー＆作業効率ＵＰと顧客獲得

3269 山梨県

株式会社 光匠庵

3270 山梨県

STUDIO SEVENⅡ

3271 山梨県

有限会社田島精工

6090002007459

全数検査を前面に打ち出した新たなサービス提供による受注拡大

3272 山梨県

有限会社 峡西豆腐工房横山食品

1090002007257

老舗豆腐店の新たな挑戦！直売コーナー創設による看板設置！

3273 山梨県

甲府電器部品株式会社

2090001009096

開発したＢｔｏＣ商品の高級デザインで富裕層への購入促進を図る

3274 山梨県

栄幸ファーム

自家製ピクルスの製造とメニュー開発による販路開拓の取り組み

3275 山梨県

Ｙショップ大月笹子白野店

移動販売への転換による買い物の場の維持と提供

3276 山梨県

株式会社Cantina Hiro

3277 山梨県

デイリーヤマザキ甲州勝沼店

3278 山梨県

株式会社ＴＲＩＢＥ

3279 山梨県

食卓Labo88

3280 山梨県

有限会社 スタジオアンビエンテ

3281 山梨県

ジャルダンアッシュ

カジュアルなフレンチレストランとしての認知度向上

3282 山梨県

とん平

ホームページ（自社サイト）作成による集客力のUP

3283 山梨県

和牛焼肉よりとも

周辺地域への折込チラシ広告で質にこだわる焼肉店の認知度向上

3284 山梨県

有限会社佐野教報社

1090002015326

地域の特性を活かした書店の専門化と看板設置による販路拡大

3285 山梨県

株式会社クリエイティス

9090001015996

「里山の朝ごはん」の商品開発とギフト市場への販路開拓事業

3286 山梨県

株式会社かさとも

6090001015974

違いの分かるオートバイユーザー向けのＨＰを活用した情報発信

3287 山梨県

株式会社ＡｎＡ

5090001014762

ワインの作り手と店主の思いを伝えるホームページ制作で販路拡大

3288 山梨県

有限会社ムラタアルミ

7090002009074

個人顧客からのリフォーム受注導線を意識した販路拡大事業

3289 山梨県

ENcafe

3290 山梨県

株式会社やおき

3291 山梨県

石和温泉ユースホステル

井戸端を復活させた新たなユースホステルの展開で新規顧客を開拓

3292 山梨県

RAKUSA・縁

新メニュー導入！チラシ配布により新規顧客を獲得し売上アップ！

3293 山梨県

有限会社西湖ドライブイン

3294 山梨県

河口湖チーズ工房

3295 山梨県

有限会社 寿司善

2090002012149

外国語版メニューブックと情報発信型ホームページ作成で売上増加

3296 山梨県

有限会社イーエムアイ

9090002014428

製造設備の改修工事とSNSキャンペーンを活用した販売促進事業

3297 山梨県

大石工務店

3090001010961

業界誌への記事広告掲載で山梨全域へ販路を拡大する事業
三次元CADを活用したプレゼン力強化による新規顧客の獲得

8090001014470

絶景テラスで異次元空間の創出による集客拡大と需要開拓
昔の美容院のイメージ払拭と新規メニューＰＲのための看板設置

7090001016063

新規ビジネスの取組みによる事業収益の拡大と誘致
テイクアウト商品の開発と情報発信の強化

7090002006798

自社サイト刷新と設計ソフト導入でリノベーション家屋販売強化

ビーガン、ベジタリアンの商品開発とカフェの認知度向上事業
2090001008734

1090002012075

働く車をもっとカッコよく便利に!カスタム軽トラックの販路構築

西湖の四季をアピールするホームページの作成で冬季集客強化
ファン獲得を意識したＳＮＳ連動機能付加ＨＰによる販路拡大事業

ホームページを活用した施工実績のアピールによる新たな販路開拓
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3298 山梨県

カフェバル バナノア

チラシ配布や新聞折込で店舗の認知度アップし売上増加！

3299 山梨県

山本食品工業株式会社

3090001010219

提案営業型ホームページの新規構築による県外販路の開拓

3300 山梨県

株式会社エムエル

1090001004775

キッズスペース設置による「大切な人へのギフト選び」の環境提供

3301 山梨県

長谷部酒店

ワインサーバーとバーカウンター設置による角打ちワイン販売

3302 山梨県

ROOSTER

農園イベントを通じたフリーレンジ鶏卵のブランド訴求と販路拡大

3303 山梨県

有限会社 さ野

2090002007512

ホームページを活用した新たな受注方法による販路開拓事業

3304 山梨県

株式会社Ｅ－ＫＡＴ

6090001016114

当社事業のホームページとリーフレット作成による販路開拓

3305 山梨県

株式会社 溝呂木構造設計室

3090001013816

得意業務の知名度拡大・受注拡大事業

3306 山梨県

ペンションHimawari

障害や年齢を問わず安心して滞在できるための施設整備・集客事業

3307 山梨県

west side cafe

森の小さなカフェの利便性と快適性を向上させる販路開拓事業

3308 山梨県

日章株式会社

7090001012070

「ふりがな付き浸透印鑑／Ｍｙルビー」の販売促進事業

3309 山梨県

株式会社 OEUF

7090001015115

ホームページを活用したイメージ戦略展開による販路開拓事業

3310 山梨県

株式会社マステック

6090001005050

美味しい・新しい・珍しいを創り続ける燻製屋響の新たなる挑戦！

3311 山梨県

カラオケ喫茶Ａｉ

3312 山梨県

有限会社滝口製作所

8090002013298

鉄道ファン向けお土産キーホルダー販売にむけた金型開発事業

3313 山梨県

有限会社ユーロ

1090002013313

高齢者ドライバーによる事故防止に向けた安全・安心パックの開発

3314 山梨県

丸玄

新開発「味噌の半製品出荷」による加工の効率化と販売強化

3315 山梨県

SPRING GALLERY

若手表現者が集うワークショップ&カフェギャラリーの運営

3316 山梨県

有限会社ミート・高橋

3317 山梨県

ベリーファーム・A

業務用商品の開発に伴う装置購入と販路開拓のための営業展開

3318 山梨県

山印社

印章メーカーのBｔｏＣサイト立ち上げによる販路開拓事業

3319 山梨県

新寿し

真空包装機による新メニュー開発と販路拡大

3320 山梨県

笠井ふとん店

「快眠」を提供する布団打ち直しの職人技を活かした販路開拓事業

3321 山梨県

株式会社 丸富

3322 山梨県

啐啄塾

ＨＰ作成・新規受講科目チラシ配布・看板設置による新規顧客獲得

3323 山梨県

清水屋旅館

屋上を活用した新規の顧客獲得大作戦

3324 山梨県

Conditioning lab 整体院 ロック

姿勢測定デモンストレーションによる知名度アップと販路開拓

3325 山梨県

ワタナベ自動車修理工場

エアコンメンテナンスサービスの開始による増収と新規客の獲得

3326 山梨県

アトリエサワ

創業時の思いを再び！高齢化した顧客に長時間施術サービスを提供

3327 山梨県

リビング工房イマイズミ

地域での存在感を高めることによる新たな販路開拓

3328 山梨県

有限会社甲斐食品

9090002014072

地場産農産物を有効利用した商品のHPを利用した販路開拓事業

3329 山梨県

有限会社 功刀商店

7090002004224

新サービス「鍵お困りサービス」の認知度向上による販路拡大

3330 山梨県

株式会社アイメックス

2090001011011

自社ホームページの刷新による新分野進出強化

3331 山梨県

学杜会

安心してご来店頂くための自社HPの作成、店内環境の整備

4090002015182

5090001012106

馬肉ギフト化ラベルデザイン・販促サンプル及びモニタリング

HPの改修・プロモーションビデオの作成（撮影・編集）

PRチラシ配布・HP・イベントを連動させた新規生徒の獲得
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
3332 山梨県

土屋畳店

畳ヘリを使ったバッグ・小物の開発と販売及び畳製作作業の能率化

3333 山梨県

クラフトバン

ラッピング用品とウェブサイトの刷新によるブランド価値向上事業

3334 山梨県

佐藤造林

ロープワーククライミングを使った高所特殊伐採による販路拡大

3335 山梨県

石川時計店

補聴器販売店の認定取得に向けた設備投資と顧客囲い込み事業

3336 山梨県

monte sapo yatsugatake

贈られた人も思わずおすすめしたくなるギフト商品開発と販路拡大

3337 山梨県

有限会社クラタ

3338 山梨県

プログレッシブフィールド

スクール内容を記載した看板設置による新規会員の獲得

3339 山梨県

megane

清里の朝を満喫できるカウンター席改修と宿向け朝食プランの提供

3340 山梨県

レストランモリエール

看板の設置並びに店舗用冷蔵庫の導入よる認知度向上と販路開拓

3341 山梨県

菓子処 松の屋

新規サービス等によるインターネット販売の強化と実店舗の改装

3342 山梨県

八ヶ岳セレクト せんのや

カジュアルギフト需要向けの商品開発と収益性向上の販路拡大事業

3343 山梨県

総合建設 ウエマツ

空き家再生・リフォームの総合相談窓口の設置による販路開拓

3344 山梨県

写真屋げんぞう君

写真の楽しみ方を伝える看板リニューアルと空間作り

3345 山梨県

深沢はりきゅう整骨院

”身も心もほっとする”新メニューの開発・ＰＲと新規顧客の開拓

3346 山梨県

FOOD AGRI NEXT LAB株式会社

3347 山梨県

居酒屋 都

3348 山梨県

株式会社 流行

3349 山梨県

Isamu de Farm

3350 山梨県

株式会社ASAHI

3351 山梨県

ウパニイの火

農泊における販売促進事業

3352 山梨県

プチプラム

設備導入とホームページ作成による生産から販売までの効率アップ

3353 山梨県

株式会社プレジャーコーポレーション

4010401114344

顧客満足度向上を目指した店舗環境改善による販路拡大

3354 山梨県

有限会社オンワード・レディー

3180002005860

体験型イベントとサポーターズ制度での顧客囲い込みと販売促進

3355 長野県

有限会社旅館若月

4100002006072

お客様のお出迎えに関わる玄関・ロビーおもてなし改革の実施

3356 長野県

喫茶 デコー

外国人観光客にアピールするための看板設置による集客対策事業

3357 長野県

ペンションくるみ

地下室のリビングルーム（談話室）への改修工事

3358 長野県

白馬のお宿 一の倉荘

２階窓枠サッシ全交換によるお客様満足度の向上

3359 長野県

みんなのいえ

店舗入口の快適性向上対策と外国人集客のためのホームページ製作

3360 長野県

合資会社岩井屋商店

3361 長野県

ビストロ モン．シュマン

冬の閑散期の売上と客数を平準化に近づけるための来店を促す施策

3362 長野県

白ほたる豆腐店

揚物製造の生産性と品質の向上による販売数の拡大

3363 長野県

酒処かしこ

こあがりをテーブル・イス席に改修して来店客数増と売上増を図る

3364 長野県

ラブラドールビーンズコーヒー

開放感あるオープンカフェによる販路開拓事業

3365 長野県

中山設計空間工房

ホームページリニューアルで新規顧客増加と知名度の向上

3090002004582

1090001015351

本来の味を堪能！チルド冷蔵庫と新メニューで販路開拓

健康経営企業向け社食キットHANAVEGEの販路開拓事業
新事業カラオケ営業の開始による新規顧客の獲得

3011001073304

無添加ソーセージの認知度向上のための販路開拓事業
特産枯露柿の販路拡大に向けた新商品とパッケージデザイン開発

5090001015389

3100003001346

新商品の開発及び商品の品質管理・HP作成による販路開拓

店頭試飲販売の強化による「日本ワイン」の売上アップ
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
3366 長野県

中村 素也

余興の依頼が途切れないための様々な広報活動

3367 長野県

東海自動車興業

車両の大型化に対応するための整備部門強化

3368 長野県

株式会社KURABITO STAY

9100001032189

KURABITO STAY 体験型宿泊事業

3369 長野県

国際環境技研株式会社

5100001028414

海外販路開拓に向けたホームページのグローバル化及び宣伝活動

3370 長野県

有限会社リゾートインアルプ

3100002027012

夏季営業強化へ向けた冷房設備の増設

3371 長野県

株式会社クリーンサービスナンシン

6100001023430

布団・大型洗濯物専門店としての広報力強化策で新規顧客開拓

3372 長野県

有限会社あちの里

8100002038649

異物除去設備を導入してピューレ製造工程確立による販路拡大事業

3373 長野県

ロッジなかや

全客室と食堂への冷房設備の取り付けによる販路開拓

3374 長野県

杣人

薪割り機導入による業務効率化と広告による伐採木販売事業拡大

3375 長野県

有限会社鹿塩の湯湯元山塩館

3376 長野県

とおみね技術士事務所

エネルギー計測強化事業

3377 長野県

ミニオンホテル・ドウ・ノエル

ホテル内でのレストラン営業拡大

3378 長野県

株式会社柳澤

3379 長野県

ＨＡＩＲ’Ｓユウ

3380 長野県

株式会社 三日庵

3381 長野県

Ｐａｃｅ

シャンプー台増設による回転率・売上アップと新メニュー提供事業

3382 長野県

お食事処ちとせ

店舗内環境の改善に伴う新たな客層の獲得と客単価向上

3383 長野県

有限会社 清内路石油

3100002036616

トイレの利便性向上により集客力を高め、売上増加を図る事業

3384 長野県

合同会社 なかがわ

7100003004956

整体をメインとした看板への改修と新設による集客向上

3385 長野県

武重本家酒造株式会社

3100001007329

WEB技術を利用した新しい販売チャネルの開拓

3386 長野県

Japanese Food Delivery

3387 長野県

料亭緒環株式会社

3388 長野県

手作り料理の宿 四季

3389 長野県

株式会社 マナスル山荘

3390 長野県

馨工房

商品ジャストインタイム生産システム確立で売上増

3391 長野県

咲花山荘

トイレ施設の全改修による販路開拓

3392 長野県

合同会社信州食堂

5100003004982

信州産唐辛子のホットソース販売促進事業

3393 長野県

株式会社 アサヒ興業

3100001010448

顧客管理によるジャストタイミングでの営業・販売活動で受注確保

3394 長野県

株式会社見海造園

7100001029344

自社誘導看板設置による事業活動の拡大及び好循環化実現事業

3395 長野県

りんごやSUDA

3396 長野県

株式会社山岸産業

3397 長野県

かりん国際知財事務所

3398 長野県

株式会社Ａ・Ｓ・Ａ

9100001031265

WEBサイト開設による事業内容の宣伝・広告

3399 長野県

有限会社叶屋商店

7100002016738

新規アロマ事業の相乗効果で集客力向上事業

3100002038100

4100001011131

新装した新館の周知と販売強化のホームページ制作事業

販路開拓・拡大に繋がる新商品生産量増加に必要な設備導入事業
店舗入口の改修により高齢者層の来店を増加させる

6100001023678

メイドイン信州のおもてなしによる冬季売上増加対策

出張シェフ及び移動販売による販路開拓
3100001011792

顧客満足度・リピート率向上のための玄関改修事業
多様なお客様に配慮するバリアフリートイレへの改修工事事業

2100001029992

ECサイト作成による販路拡大事業

ショップ付ホームページとパンフレット作成による広告・販売強化
4100001003599

人気アニメーションとのコラボレーションによる購買層の拡大
競合他社との差別化・競争力強化による中華圏等市場の販路開拓
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3400 長野県

でーじ家

新規顧客獲得！カルチャー教室によるふれあい事業

3401 長野県

株式会社フレアオリジナル

3402 長野県

りんどう

3403 長野県

有限会社ミクニヤ

6100002009049

高齢者への集客力向上計画！バリアフリー化で販路開拓！

3404 長野県

有限会社 大三ロジテック

6100002034889

新事業等宣伝のパンフレット・動画制作による販路開拓・拡大事業

3405 長野県

有限会社ファームいちまる

1100002027220

米の食味の向上による他社との差別化と新規顧客獲得事業

3406 長野県

株式会社軽井沢総合研究所

1100001031974

軽井沢町の活性化に向けたコンサルティング事業の立ち上げ

3407 長野県

坂下家料理店

3408 長野県

株式会社 Wakka Agri

3409 長野県

M’sフードサービス

3410 長野県

株式会社ハニープラント

9100001029994

ホームページの改修による新規顧客およびリピーターの獲得増

3411 長野県

有限会社ふるさと鬼無里

3100002007328

鬼無里ブランド『えごまもり』のえごま商品で販路拡大事業

3412 長野県

ほおずきファーム白馬

3413 長野県

有限会社 呑者屋

3414 長野県

ペンション・セレナーデ

3415 長野県

有限会社ジャパンランカトレーディング

3416 長野県

八ヶ岳BaseCamp

独立個室への改装によりロングステイに対応した新規顧客獲得

3417 長野県

整体院 自然館

整体院のイメージを変える施術で販路開拓をする事業

3418 長野県

有限会社俵屋商店

3419 長野県

Cloud９

提供スピードUP！顧客満足度UP！リピート率UP！売上UP！

3420 長野県

古民家CAFE matsunoeda terrace

店舗認知の為の広告宣伝、店舗整備事業

3421 長野県

自然食品の店halo

既存飲食業の拡充による売り上げ向上事業

3422 長野県

有限会社 ライラ

9100002012149

『おもてなしの心 半個室でごゆっくり』

3423 長野県

有限会社丸山塗装

8100002026851

次世代足場の内製化による利益率の改善と販路開拓

3424 長野県

有限会社白馬スキー館

3100002026708

新規インバウンド顧客の取り込みのための客室改装工事

3425 長野県

チャーリーのえのき工場株式会社

3100001028663

ホームページ等を通じ、プライベートシェアの拡大による販路開拓

3426 長野県

プチホテル ゾンタック

3427 長野県

株式会社 小川精機製作所

3428 長野県

お宿 ぽんと晴れ

「お宿ぽんと晴れ」を知っていただき木曽開田高原に来ていただく

3429 長野県

シェ コイワイ

お店の存在とサービスを周知しバリアフリーの親しまれる店づくり

3430 長野県

理容ノムラ

女性客の利用拡大のための店舗整備と広報力強化で新規顧客開拓

3431 長野県

Chao Sun株式会社

3432 長野県

オカ美容院

ホームページで販路開拓・情報発信

3433 長野県

八千穂漁業

信州大王イワナ、信州サーモン又それらの加工品類の宣伝販売強化

2100001025265

画像認識ＡＩ機能付き「自動綿あめ機」でＳＩ事業の販路拡大
英語パンフレット配布及びリフォーム工事による集客強化事業

インバウンド客にも対応した集客のための情報発信事業
5100001030221

アメリカ市場における販路開拓用ホームページの作成
レシピ集を組込んだ自社PR用の小冊子の制作・配布

新規事業展開ドライりんごの製造事業
1100002026684

ドックラン設置によるグリーンシーズンの顧客拡大事業
家族風呂の改良による販路開拓

5100002036011

3100002033010

中国の理容業開業希望者向けヘアーカットブラシの新製品試作開発

高齢者、障がい者、女性客のためのフルサービススタンドを目指す

顧客ニーズに対応し販路開拓の為のスチームオーブン導入
1100001032163

1100001031594

直接数値制御装置の導入による高加工技術で生産量増大・高品質化

コインランドリーの導入・看板設置による販路開拓
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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3434 長野県

ヘアーサロンミヤモト

ナノスチームと幹細胞培養液で若返り計画

3435 長野県

HPL合同会社

6100003004536

シャワー室増室による利便性の向上とそれに伴う売上増加事業

3436 長野県

三島建設株式会社

2100001028747

ドローン撮影の工事動画を掲載したホームページで販路開拓を図る

3437 長野県

Morph

当店の知名度・認知度向上とパン工房の拡大

3438 長野県

植野翔

開発中の新商品「有機焙煎玄米シロップ」のプロモーション

3439 長野県

Beast Captor合同会社

2100003004639

観光客へのジビエ肉売上拡大事業

3440 長野県

有限会社昭和電機製作所

5100002016789

自社の強みである貸倉庫兼作業をHPにより販路開拓する事業

3441 長野県

ヱビス屋

3442 長野県

株式会社 Zeknova Japan

3443 長野県

オート・リペア長野

チラシ、アドバルーン、スキャンツールによる新規顧客獲得事業

3444 長野県

串 吉

テイクアウト導入、看板による強みPRで新規顧客の獲得を図る

3445 長野県

ペンションすもーくちーふ

お客様用入浴設備の改修をし、ほっと出来るペンションの継続

3446 長野県

須田農園

ホームページやSNS等による情報発信と販売機会の拡大

3447 長野県

有限会社ルル

7100002016473

オープンテラス設置による顧客満足度向上・集客効果アップ事業

3448 長野県

株式会社 湯川酒造店

4100001017871

醸造技術データ利活用による、商品差別化およびブランド価値向上

3449 長野県

ロッジ基

3450 長野県

株式会社 雅漆工芸

3451 長野県

天然酵母パン＆カフェ むく堂

パン製造効率化、増産体制確立し新たな販路開拓で売上増加を図る

3452 長野県

仲平園芸

通販サイトとパンフレットの新規制作で販路獲得・製品販売

3453 長野県

住まいる サカモト

ＨＰ開設による古民家再生プリジェクト発信

3454 長野県

ひろはし電器サービス

集客力向上・新規顧客獲得を目指す屋根付き駐車場整備事業

3455 長野県

デジパット

ネット広告運用による売上増加

3456 長野県

桐原建設

自社ブランドロゴの製作とWEBサイトの製作

3457 長野県

有限会社 菅平スイスホテル

8100002015128

館内非常用照明のＬＥＤ更新工事による顧客満足度ＵＰ

3458 長野県

北信五岳シードルリー株式会社

4100001030800

りんごと酵母の組み合わせを変え、新たなシードルを開発

3459 長野県

合同会社きざし

8100003005053

カキ氷・特産品の販路開拓の為のホームページ・チラシ等の作成

3460 長野県

ペンションアンメモリー

トイレの洋式化工事でシニア世代、インバウンド受入れ充実を図る

3461 長野県

十石屋米酒店

集客スペースの設置による地域住民と観光客に向けた販路拡大事業

3462 長野県

古民家ごはんとおやつ ふるさと

古民家でも快適なユニバーサルデザインの実現

3463 長野県

山十内川石油株式会社

7100001015419

タンククリーニングによる販路拡大とキャッシュレス決済機器導入

3464 長野県

有限会社 風屋

4100002015585

ＨＰリニューアルに伴う移動販売車情報発信による販路拡大

3465 長野県

株式会社 古畑薬局

6100001028347

健康相談メニューを記載したチラシ等による知名度向上と売上増加

3466 長野県

嶋屋住設株式会社

8100001008207

ホームページリニューアルでリフォーム会社としての認知度アップ

3467 長野県

台湾茶藝館いろは

販促資料の作成、及び業務効率化による新規顧客開拓事業
3100001031592

雑誌・インターネット広告でユーザーへ知ってもらう！

トイレの内装改築による居心地の良い空間づくり
1100001017858

催事店舗向けの陳列什器セットの販路拡大事業

中国茶の仕入れに関する市場調査と広告宣伝による新規客開拓
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3468 長野県

安曇野くつ工房

新技術の習得とポスティングによる告知

3469 長野県

ペンション風の森

新商品開発「あまごの燻製」の生産体制構築

3470 長野県

有限会社たかの湯

3471 長野県

清水理美容院

デジタルパーマの導入と店舗改装、ショップカードによる顧客獲得

3472 長野県

NEO“和”食堂一成

トイレや従業員入り口を隠し緑を増やし、店舗外観を良くする事業

3473 長野県

有限会社マツダヤ

3474 長野県

松本 麻美

心と体をリセット新サービス「出張リラクゼーション」のHP作成

3475 長野県

アルル

体験教室強化と店舗・HPリニューアル事業で新規顧客獲得

3476 長野県

有限会社 清水板金工業

3477 長野県

手打ちそば一八

「テーブル席の変更」

3478 長野県

yamania

ロゴおよびショップカードのデザイン発注とホームページ作成発注

3479 長野県

有限会社 信英精密

3480 長野県

ワタナベ寝具店

3481 長野県

有限会社矢島ペンション

8100002030820

新事業の立上げ及びウェブサイト強化による認知度・稼働率向上

3482 長野県

有限会社伊藤木材

5100002010362

自社製材加工の強みを活かした高品質な天然乾燥材木の販路拡大

3483 長野県

ちょこちょこ

3484 長野県

有限会社ホテル斉北荘

6100002016433

旅のニーズの多様化に伴うパブリックスペース活用事業

3485 長野県

田中建築株式会社

9100001005351

県産材を使った木の家専門店としての新店舗出店による販路拡大

3486 長野県

有限会社KI

2100002011347

５つのアップによる誰からも愛される店を目指して

3487 長野県

有限会社上田急便

1100002016611

人材派遣の新規顧客獲得と労働者数拡大のための告知宣伝強化事業

3488 長野県

農園・民泊はらっぱ

安全安心な無農薬野菜のインターネット通信販売による販路拡大

3489 長野県

Chillps

新規顧客の獲得数UPにむけたホームページの強化事業

3490 長野県

川端工業

小型軽量な溶接機の導入による住宅建築や店舗工事への販路開拓

3491 長野県

株式会社池田エコー

3492 長野県

ホテル サンマルテ

外国人スキー客向け弓道文化施設を紹介できるHPの作成

3493 長野県

ことぶき接骨院

予約アプリの利用促進等で接骨院の新たな客層を開拓

3494 長野県

ロッジやまじう

自家栽培野菜等の提供強化及びHP刷新による顧客増加事業

3495 長野県

有限会社ヒルトップ

1100002027492

グレードアップした客室を用意してお客様の要望とニーズに応える

3496 長野県

株式会社 ホテル東館

4100001012261

ワーケーション＆企業等の長期滞在型需要に対応する施設整備

3497 長野県

有限会社 山崎屋旅館

9100002018757

スマホ等対応のホームページへの改良による集客の実現

3498 長野県

有限会社川西典礼社

6100002010436

ロゴマークの作成と会館入り口及び周辺駐車場の案内板の整備

3499 長野県

有限会社 志賀高原の家グリーン

8100002018568

ホームページと看板改修によるインバウンド等集客の実現

3500 長野県

有限会社 清風荘

4100002018596

テーブル・イス席の導入による顧客満足度向上と販路拡大の実現

3501 長野県

ユニ企画印刷有限会社

4100002011403

打合せスペースの改善によるお客様へのおもてなし

9100002027428

3100002026872

5100002034139

5100002034130

木曽五木による館内名札新設と新たな顧客獲得に向けたトイレ整備

文具専門性に特化した事業展開による顧客獲得

自社入り口看板（上段・下段）取り換えリノベーション事業

パンフレットで新製品「サル用ククリわな」と既存製品の販路拡大
刺しゅうミシン活用による商品価値向上と新しいビジネスの可能性

新サービスの為のスチーマー導入によるメニューの多様化

4100001017129

デジタル変換サービスの販路強化と見守りサービスによる販路拡大
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3502 長野県

有限会社 島屋旅館

2100002018549

顧客満足度を向上させる施設整備で口コミ評価を高め誘客に繋げる

3503 長野県

有限会社 シルバー志賀

3100002018548

トイレ改修による顧客満足度向上と情報発信強化による集客の実現

3504 長野県

はるにれ塾

グローバル社会に対応できる人材を育む為の国際交流・体験館事業

3505 長野県

ナカムラ食堂

宴会場の座敷席をイス席に変更する

3506 長野県

安曇野そば処 双葉

座敷席の撤廃による稼働率上昇、及びバリアフリー化

3507 長野県

ロッヂ 招仙

看板設置による当館の認知度アップ

3508 長野県

株式会社アンドモア

5100001028190

高効率オーブン設置と商品力強化による生産性向上・販路開拓事業

3509 長野県

株式会社ボスケソ

2100001028961

自社製チーズを使った飲食店の顧客獲得に関する事業

3510 長野県

Anglo Japanese Brewing Company合
同会社

8100003003560

野生酵母やバクテリアで醸造するナチュラルビールの製造及び販売

3511 長野県

エヌアイテック

５軸対応型ＣＡＤ／ＣＡＭソフト導入による受注拡大・新分野展開

3512 長野県

心幸食

春から秋の北信濃野菜の魅力を伝えるべく松代店舗開店へ

3513 長野県

らぁ麺麦一粒

待合スペース整備による顧客確保と販路開拓

3514 長野県

有賀畳商会

和モダンのリビングで居心地の良い家族団らんの空間を造ります！

3515 長野県

合同会社 天のなかがわ

7100003003009

Wifi設備構築による作業効率アップと新規顧客の獲得対策

3516 長野県

有限会社中澤製作所

2100002009804

高速精密送り装置の導入による受注拡大・販路開拓事業

3517 長野県

有限会社ヤマウラ

1100002011505

粉体塗装工程における大型部品の受注体制の構築

3518 長野県

株式会社beautiful light

4100001031055

日本のど真ん中から世界に発信！Artistic&Cozyの旅

3519 長野県

株式会社 堀内

8100001030375

軽井沢の味を佐久のカフェで 看板とホームページによる販路開拓

3520 長野県

有限会社 ノーム

6100002013265

ＷＥＢ技術を活用した、新規顧客への販路拡大事業

3521 長野県

株式会社 しげた

8100001008834

販路開拓のためのホームページ・インターネット環境の整備

3522 長野県

ユートピア

3523 長野県

(有)ワタリ車体整備工業

8100002009889

男女の脳の違いに注目。子育て主婦のための自動車板金メニュー

3524 長野県

有限会社鍋太金物店

9100002009962

２㎜のこだわり。おやきリングオンラインショップ計画

3525 長野県

エイアイピイ株式会社

8100001009460

自社栽培いちごブランディング最前線基地活性化パワーＵＰ！！

3526 長野県

滝澤整骨院

施術体制強化による新規施術分野導入による販路開拓事業

3527 長野県

理容鹿田

技術を活かし、他店と差別化した施術による販路開拓事業

3528 長野県

オーベルジュ ラ ヴィ トランキーユ

誘導看板の設置と新たな調理機器導入による顧客獲得

3529 長野県

パーツウラノ

新規顧客獲得に向けた、自社ホームページの開設

3530 長野県

シュシュロサ

誘客看板設置、及び癒しの空間創出による利益確保と事業の持続

3531 長野県

美容室コナ・カーナ

看板設置による店舗の存在アピールと広告掲載による固定客の獲得

3532 長野県

Office Hideout

機械装置導入による新サービスの開発ならびに販路開拓事業

3533 長野県

一級建築士事務所MMM studio

レーザー加工機を利用した看板制作等による新規顧客獲得

3534 長野県

有限会社みやたか

2100002010051

超地域密着。この地になくてはならない『ほっとステーション』に

3535 長野県

太陽企画株式会社

4100003003671

販売数の向上及び事業拡充を目的としたECサイトの構築

ファミリー客獲得のための客室リフォーム事業
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3536 長野県

株式会社福澤

1100001023105

3537 長野県

野の香ぶどう園

中山間地から情報発信による当園ぶどうのブランド力強化事業

3538 長野県

あさかわ

什器入れ替えによるディスプレイ改善とミドル層向け商品拡充

3539 長野県

有限会社 津田

3540 長野県

糸井琢真

3541 長野県

有限会社 RAVISH

5100002008167

有酸素運動を取り入れた新加圧トレーニングによる販路拡大

3542 長野県

おんたけ有機合同会社

5100003002417

すんきの乳酸菌スティックゼリーの販路開拓及びサプリメント開発

3543 長野県

有限会社 清庫石油

7100002002630

車検・整備部門の強化による固定客の継続確保及び新規顧客の獲得

3544 長野県

株式会社ヤドロク

3100003004191

「秋山郷」の魅力を伝える～新ＨＰから拡げるファンづくり～

3545 長野県

Kプラススタジオ

販促物等での広告宣伝、予約システム導入の為のホームページ製作

3546 長野県

キュベレイ

マッサージ・整体の技術力アピールによる顧客開拓

3547 長野県

株式会社 エースライブ

9100001029490

脳血管疾患リハビリに特化したサービス拡充と集客力アップ

3548 長野県

ナイスモバイル株式会社

1100001029449

ＩＴを活用した電子黒板を中心とする自社ブランド確立

3549 長野県

ナッラーレ鍼灸あづみ野

3550 長野県

株式会社 ホームヒストリー

3100001029637

赤外線サーモグラフィ等を活用した住宅調査業務とその販路開拓

3551 長野県

株式会社三沢紙器

3100001021800

会社HPと会社案内の作成による製品提案及び販路拡大

3552 長野県

坂城長生館

ミニ講座開設、店舗内外のイメージ一新による新規顧客獲得事業

3553 長野県

イセリン

スッキリと片付いた暮らしを提案します！チラシで広がる販路開拓

3554 長野県

片山木工所

伝統工芸品指定を受けた組子細工の製造工程開発と販路拡大事業

3555 長野県

パティスリーアレグリア

看板設置とテラス席増設による認知度向上と新規顧客開拓事業

3556 長野県

小山建築

動画で魅せるプロの技・施工術による新規顧客獲得事業

3557 長野県

BeDo

CM動画及び家庭用トレーニング動画作成による新規顧客獲得事業

3558 長野県

内川興業株式会社

3559 長野県

前川理容院

男性のおしゃれを実現するバーバースタイルの訴求による顧客獲得

3560 長野県

トゲルビズＣｏ．

帽子用刺繍機導入によるオリジナル及びオーダーメイド商品の提供

3561 長野県

株式会社I.D.D.WORKS

3100001027905

サッカー選手とチームのマッチングサイトPRによる顧客開拓事業

3562 長野県

有限会社 山岸自動車工業

4100002015924

車内環境改善プロジェクト！～エアコンフレッシャー導入事業～

3563 長野県

お食事処 鹿曲

3564 長野県

株式会社はすみふぁーむ

3565 長野県

プレジャークリエイティング

3566 長野県

株式会社リュードヴァン

2100001011620

エントリーレベルのやや甘口のワインを開発と製造

3567 長野県

㈱ネクスト・プランナー

6100001011352

Web開設とSNSを利用したFree！+との連動

3568 長野県

カラーボックスパブリッシング

3569 長野県

山共建設株式会社

1100002027443

新規通販サイト制作で認知度向上と製品販売

外国人旅行者を獲得するための魅力あるHP及び施設への変貌
観光事業PR用コンテンツの作成及び終活へのプランの新規提案

働く女性を応援！遠赤外線治療機導入と福利厚生拡充での販路開拓

5100001016633

脱下請け！HP充実とチラシ等配布による個人客獲得事業

テーブル席の設置による高齢者に優しい宴会場づくり
3100001026188

東南アジアのワイン市場参入のための展示会出展事業
ホームページの新設とコミュニティサイトとの連携による販路開拓

ＷＥＢ・リーフレットでのＰＲ強化による新規顧客獲得
2100001015142

ホームページの充実チラシ配布によりターゲットとする顧客の獲得
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3570 長野県

田中土建

自社イメージ向上戦略と環境に適合した石積技術等の情報発信事業

3571 長野県

株式会社降幡建築設計事務所

3100001014003

もっと日本建築の魅力に触れてみよう！プロジェクト

3572 長野県

株式会社 一光園

1100001030885

施工例紹介パンフレット作成と案内看板の設置による販路開拓事業

3573 長野県

明盛電子工業株式会社

7100001028676

ホームページ、会社案内作成

3574 長野県

有限会社田中製材工業

8100002015796

他社と差別化した販促品で資料請求を促し受注率の向上をねらう

3575 長野県

川舩ふぁーむ 株式会社

9100001025003

規格外農産物の再選別による新商品開発と販路開拓

3576 長野県

株式会社 ＭＣＩ

4100002022722

測量機器導入による新規取引先開拓、販路拡大

3577 岐阜県

株式会社AQプランニング

1200001030009

低糖質スイーツ商品の全国へ向けた販路拡大

3578 岐阜県

細野ファーム

3579 岐阜県

シロヤマ建設株式会社

3200001019207

成約率を高めるコンセプトブック及び販促記念品による販売促進

3580 岐阜県

有限会社後藤縫製

6200002019368

防災レジャーシートのデザイン開発と新規販路開拓

3581 岐阜県

かみのほゆず株式会社

6200001028790

新商品の開発とイベント販売による新規顧客開発と売上の増大

3582 岐阜県

有限会社加藤建設

9200002022278

民間工事受注件数増加を図るためのＨＰ・チラシの作成

3583 岐阜県

TANAKAgarage

進化を続ける自動車に対応した設備導入で新たな顧客獲得を目指す

3584 岐阜県

亀屋

今までの経験を活かして新業態へのチャレンジで事業継続を目指す

3585 岐阜県

新幸ホーム株式会社

3586 岐阜県

Ristorante&Bal LibrA

看板設置による近隣潜在顧客の獲得事業

3587 岐阜県

カイロプラクティック健心

広報事業によりカイロ施術のイメージを変え集客の向上を図る

3588 岐阜県

Ｓｈｅｅｐ’ｓ Ｃａｆｅ

カフェオープンにともなう店舗知名度向上事業

3589 岐阜県

SALON ASANO

時代を見越した高齢者にやさしい床屋さんで新規顧客の獲得事業

3590 岐阜県

マッハスポーツ

顧客の関心に合った商品の提案による新規客獲得事業

3591 岐阜県

山内時計店

目の健康とパフォーマンス向上を目指すスポーツグラス普及事業

3592 岐阜県

御母衣旅館

料理旅館として認知度を高め国内外観光宿泊客の増加を図る

3593 岐阜県

まぶしの八兵衛岐阜北店

地域貢献高齢者障がい者生活サポート事業

3594 岐阜県

えぼしハーブ農園

アーティチョークを活用した加工商品の開発と販路開拓事業

3595 岐阜県

有限会社EASTER

3596 岐阜県

工房 すなか

3597 岐阜県

協業組合 高登建設

4200005010284

ＰＲチラシとホームページのリニューアルで販路拡大

3598 岐阜県

株式会社冨士屋商店

3200001017375

元請会社と工事状況の共有化による信頼度向上事業

3599 岐阜県

株式会社クリエートコジマ

6200001015970

チラシ・ホームページを活用して全国より受注を！

3600 岐阜県

テンアート

新規WEBサイト立上げによる新規直請け仕事獲得事業

3601 岐阜県

パンカフェみわ

厨房機能・供給力の強化で自家製パンの製造・販売数量拡大！

3602 岐阜県

郷土料理 大八

客席の座卓兼用テーブル・椅子の導入による利用客増加事業

3603 岐阜県

合同会社２１６WORKS

ＢｔｏＣ向けトマト販売ＰＲ強化による新たな販路確立と売上確保

5200001014668

1200002011957

WEBサイトのデザイン変更による新規顧客開拓事業

車の鈑金・塗装は１０，０００円から！安い！早い！
餅と田舎暮らし体験のパンフレットで販路拡大

2200003004174

増加する飛騨高山の外国人観光客にネイチャーガイドツアーをPR
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3604 岐阜県

好味

一見のお客様を誘い込む販売促進事業による売上アップ

3605 岐阜県

有限会社二村建築

8200002027532

認知度アップと営業力強化による新規顧客の獲得事業

3606 岐阜県

有限会社長良

2200002027903

自社ブランドの台湾進出に際しての販促物作成

3607 岐阜県

株式会社覇楼館

9200001026494

看板の刷新および新設による店舗誘導・顧客満足度向上事業

3608 岐阜県

株式会社伴ホールディングス

2200001034611

地域の健康増進コンサルタントとしての認知度向上戦略

3609 岐阜県

株式会社インディゴ

8010701024223

泊まるも安心、遊ぶも安全、非日常を快適に過ごすサービスの提供

3610 岐阜県

steffi

ペットと共に暮らす楽しさと喜びの提供事業

3611 岐阜県

パンの家Nagaya

新たな地域でお客様へ「食」と「笑顔」を提供する販路拡大事業

3612 岐阜県

早川木材株式会社

9200001023888

日本独自の製法で作るドラムの英語表記による販路拡大事業

3613 岐阜県

有限会社 田口プロパン

3200002017481

「ガス乾燥機」普及促進でLPガス需要拡大＆売上UP！

3614 岐阜県

有限会社日比建設

2200002014067

社名看板でＣＩ統一・認知度と誘導力を向上し、新規顧客獲得！

3615 岐阜県

ナカイアポストリー

3616 岐阜県

ＭＡＲＫ・SHOP㈱

8200001016447

当社の売り上げ構成№１！ホームページリニューアル事業

3617 岐阜県

有限会社松井バッテリー

3200002027002

カーエアコンの新冷媒業務を契機に取引先拡大と売上増を図る

3618 岐阜県

キッチントット

3619 岐阜県

有限会社 ちろり庵

7200002026561

登山客に特化した宿のＰＲによる新規顧客獲得事業

3620 岐阜県

石徹白洋品店株式会社

7200001033955

石徹白洋品店の地域外でのお話会開催及び広報活動

3621 岐阜県

柿の木鍼灸接骨院

3622 岐阜県

有限会社モリケン

5200002015789

霊園の開設に伴う周知看板設置による事前予約募集事業

3623 岐阜県

有限会社岐阜応用資材

1200002015431

認知度を高め、高い提案力をPRするための広告宣伝事業

3624 岐阜県

すみ家株式会社

7200001027115

住宅情報サイトとチラシによる社屋ショールームへの誘致事業

3625 岐阜県

山水

3626 岐阜県

有限会社カーズ・ナカシマ

4200002015377

町内・近隣郡での新規販促と中古部品利用の修理促進

3627 岐阜県

合名会社 田中屋商店

2200003002707

PRカーによる当社周知及びLPガスのPRを行い新規顧客の獲得

3628 岐阜県

株式会社サンクスオート松岡

8200001032444

新規顧客獲得・顧客満足度向上の為の相談スペース設置事業

3629 岐阜県

アウトヴィレッジ

移転と短納期・高品質の整備サービスで地域の車生活を更に充実！

3630 岐阜県

バスポット

地元密着の浴室リフォーム店として認知度アップによる顧客獲得

3631 岐阜県

有限会社 まるじん

6200002027008

プロ刺繍機導入でオリジナル商品制作を拡張し販路拡大に繋げる

3632 岐阜県

株式会社オープン・ワン

4200001027951

「日本一マルシェなベーカリー」を実現するための環境構築事業

3633 岐阜県

フジオデンキ

広告宣伝チラシ折込による認知度＆売り上げアップ

3634 岐阜県

八光苑

最大70名様までOK！五感で楽しむ自然と料理のランチ集客事業

3635 岐阜県

有限会社ダイケンストーン

6200002022792

自社ホームページの開設により、新規取引先の増加を目指す

3636 岐阜県

若林煎餅株式会社

2200003002104

英語版ＰＢ／ＯＥＭホームページによる海外販路開拓事業

3637 岐阜県

家具工房ウッドスケッチ

新規刺繍事業でブランド力アップに寄与し売上向上

日本の伝統魚食文化を山間部でも再発見！トットだよ全員集合!

認知度向上を図るための看板設置・チラシ配布

外国人宿泊客のために小さな民宿が取り組む衛生環境整備

経営の柱となる新商品「ギターマンチェアー」の販売促進事業
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3638 岐阜県

山本通信防災株式会社

7200001031496

施工台帳システム導入と看板設置による認知度ＵＰと顧客増加戦略

3639 岐阜県

カットサロンサークル

3640 岐阜県

株式会社 山佐組

3200001019933

ＩＣＴ技術を利用した工事施工管理により付加価値のある企業へ

3641 岐阜県

川村ニット株式会社

6200001014502

中近東への海外市場展開に向けた新製品「ラペットニット」の開発

3642 岐阜県

有限会社 タカセ自販

5200002018882

車いすを使用する顧客の獲得に向けた販売促進事業

3643 岐阜県

合資会社山田商店

5200003002043

プロモーションビデオ（ＰＶ）の作成による販路開拓

3644 岐阜県

株式会社丸義製材

7200001006663

先代から受継いだ木工技術を活かし高付加価値化による利益確保策

3645 岐阜県

株式会社 ふるさと企画

4200001017408

自社商品の高付加価値化による販路開拓事業

3646 岐阜県

株式会社 おんせん本舗

8200001033104

温泉事業の認知度向上と会社の信用性拡大

3647 岐阜県

株式会社ＳＡＫＵＲＡ

9200001033078

新規WEBサイト立上げによる新規客獲得事業

3648 岐阜県

居楽家 呑上

3649 岐阜県

合資会社 白木屋

3180003002584

サマーシーズンの集客増強に向けた施設整備による新規顧客獲得

3650 岐阜県

株式会社 勝建工業

6200001034129

ＷＥＢサイト開設による自社のＰＲ強化で新規顧客獲得事業

3651 岐阜県

株式会社 アトマス

1200001010729

工場119番としての役割を果たすホームページ構築事業

3652 岐阜県

信州屋

豆腐好きを唸らせる芳醇な甘みとコクを持つ豆腐の売上アップ事業

3653 岐阜県

カフェ＆マルシェみ、きまま

食に関心を持ってもらうための情報発信で顧客獲得

3654 岐阜県

株式会社Ｊライズカンパニー

8200001035827

新事業「中古カメラリサイクル代行サービス業」の販路開拓事業

3655 岐阜県

有限会社加藤電気

2200002022276

駐車場補修による来店促進事業

3656 岐阜県

株式会社岩倉工務店

9200001010770

ＨＰとリーフレット活用！ペット葬祭部門の認知度ＵＰ大作戦！

3657 岐阜県

Hair&esthetic Velis

3658 岐阜県

株式会社足立商店

9200001010713

ＴＴＡネットショップ店における新規顧客獲得の為のＰＲ強化事業

3659 岐阜県

有限会社 伸光電氣工事

3200002016475

地域外工務店への販路開拓に向けた情報発信強化

3660 岐阜県

オンライン家庭教師「匠takumi」

インドの新規顧客開拓ならびに地元海外進出企業へのPR事業

3661 岐阜県

nail.LIFE’s

地域ネイルサロンとしての認知度アップによる新規顧客獲得

3662 岐阜県

早崎建具店

個人顧客獲得に向けた認知度向上のための広告看板設置事業

3663 岐阜県

有限会社 廣瀬自動車

3664 岐阜県

Backhaus Blau

認知度向上と販路開拓のための情報発信強化事業

3665 岐阜県

野村建築

自社倉庫の改装による子供向けＤＩＹ教室の開催及び販路開拓事業

3666 岐阜県

笠原自動車株式会社

3667 岐阜県

Glowth coffee

コーヒーマイスターが淹れる特別なコーヒーで新規顧客獲得！

3668 岐阜県

メガネ・宝石・時計 スギオカ

看板リニューアルで強力アピール、新規顧客獲得事業

3669 岐阜県

BUDDIES

自動車ガラス修理・交換が周知できる店舗看板取り付け事業

3670 岐阜県

韓国食彩オモニ神戸店

お客様に配慮した待合スペース整備による集客力向上事業

3671 岐阜県

FIVE STAR

もっと地元に愛され必要とされる生涯美容院！顧客数２倍事業

新規顧客・固定客増加のための看板設置ポイントカード導入事業

国道から見える場所に看板の設置と通路整備による顧客獲得

新店舗出店による既存店と異なるターゲットへ向けた広告事業

9200002009713

3200001021996

調色カメラによる作業の効率化と広告宣伝活動

洗車機導入による顧客集客事業
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3672 岐阜県

かわじん家

最幸のおもてなしを広く周知するための広告宣伝事業

3673 岐阜県

アリッツ株式会社

6180001124246

高齢買い物弱者に向けた買い物支援システムの構築

3674 岐阜県

株式会社シミケン

3200001034123

若い世代への需要の掘り起こしを実施するホームページ作成事業

3675 岐阜県

株式会社 丸昌醸造場

1200001026535

ホームページリニューアルにより当社の魅力を発信し新規顧客獲得

3676 岐阜県

株式会社オオノ

4200001030451

新商品・新サービスの宣伝ＰＲで直接受注増加！下請け体質脱却！

3677 岐阜県

株式会社 澤建築

3200001026698

原点回帰！既存顧客の繋ぎ止めと新規顧客獲得のためのＰＲ事業

3678 岐阜県

入舟

3679 岐阜県

有限会社大坪石油

8200002025034

高い技術と対応力を短時間で発揮する機械装置導入とＰＲ事業

3680 岐阜県

有限会社柚原商店

4200002026102

新サービス事業展開の改装とＰＲ事業で新規顧客と来店回数増加

3681 岐阜県

有限会社丸ヲ各務商店

6200002022388

商談室改修による来店型顧客獲得事業

3682 岐阜県

合資会社千歳楼

4200003001789

外国人に優しい趣ある店舗づくり

3683 岐阜県

志道館学園

志道館学園垂井校の認知度向上ならびに新規生徒獲得に向けたPR

3684 岐阜県

白百合工房

知育玩具『TSUMIBOBO』の魅力PRで販路拡大を図る

3685 岐阜県

コーヒーハウス パロット

トイレリフォームでイメージアップ！新規顧客獲得作戦始動！

3686 岐阜県

小さなオーガニックファームた・べ・る

顧客ニーズを反映した新商品開発による新規顧客獲得事業

3687 岐阜県

寿司・仕出し 安兵衛

揖斐のランチ難民救済による顧客獲得に向けたPR事業

3688 岐阜県

Priority Service株式会社

8200001035728

ネットショップページ制作による販路拡大事業

3689 岐阜県

株式会社アームス

6200001035500

きめ細やかなサービス、何でも相談できる地元の車屋さんをＰＲ

3690 岐阜県

株式会社ＯＫＩＴＡ

4200001031425

ＤＩＹに関心の高い一般世帯へ向けたホームページによる周知徹底

3691 岐阜県

御菓子司 松野屋

自社ブランド構築及び商品のブラッシュアップと商談会出展

3692 岐阜県

ごはん屋 なかなか

自店の認知度アップと当店自慢メニューのイメージアップ事業

3693 岐阜県

モザイクゲームズ

オリジナル・ボードゲームのＰＲによる新規顧客の獲得を目指す

3694 岐阜県

有限会社まるげん

5200002005195

看板と情報誌でイメージアップと認知度向上！新規顧客獲得事業

3695 岐阜県

株式会社廣瀬住建

4200001029832

元請工事獲得を目指した、パンフレットで設備工事PR事業

3696 岐阜県

珈楽珈琲店

【ベンチシートに交換で地域一番店】

3697 岐阜県

croix

看板設置による地域における認知度向上計画

3698 岐阜県

ぎふ初寿司穂積分店

主婦層をターゲットにランチ新規顧客獲得のための地域情報誌掲載

3699 岐阜県

PREMI

在宅介護者の利用客獲得に向けた販路開拓事業

3700 岐阜県

ガレージK

地域修理工場としての認知度アップによる新規顧客獲得

3701 岐阜県

ぐる撮る

ｗｅｂ広告の活用と建築向け３６０°ＨＰ開発による新規顧客獲得

3702 岐阜県

そら接骨院

ＳＮＳを活用したフィットネスジムの認知度向上と新規会員獲得

3703 岐阜県

北瀬縫製

ホームページ7による認知度向上と展示会による販路開拓事業

3704 岐阜県

徳兵衛茶屋

「座敷席を全席テーブル席へ」顧客満足度と作業効率向上計画

3705 岐阜県

有限会社 杉島荘

看板と駐車場のリニューアルによる新規顧客開拓事業

6200002019756

リスティング広告並びにＨＰの多言語化による新規顧客獲得事業
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3706 岐阜県

株式会社 板取川観光

3200001020189

3707 岐阜県

みどりや化粧品店

商圏拡大とフェイシャルエステサービスのPRによる新規顧客開拓

3708 岐阜県

矢田宏昌税理士事務所

ＨＰ拡充によるブランド力アップと新規顧客開拓事業

3709 岐阜県

マッシュデザイン株式会社

3710 岐阜県

Ｈａｉｒ Ｊｕｃｃａ

3711 岐阜県

有限会社アドバンス飛騨

3712 岐阜県

AutoSky

トータルサポート実現のための認証工場取得による販路拡大事業

3713 岐阜県

美郷館

イス＆テーブル席での食事提供による顧客満足度・集客力向上事業

3714 岐阜県

株式会社ととりべファーム

7200001036339

イチゴ栽培・販売の第２圃場開設による新展開のＰＲ事業

3715 岐阜県

有限会社 武芸紙器工業所

3200002019214

看板設置とパンフレット配布による新規取引先の獲得

3716 岐阜県

シトラス

店舗内スペース拡張事業

3717 岐阜県

ノナカベーカリー

パン職人が手掛ける！ゲストハウスの新オープンに伴うPR事業

3718 岐阜県

有限会社ヨシダホーム

8200002009870

リフォーム工務店としての認知度アップによる新規顧客獲得

3719 岐阜県

有限会社 川井電装

2200002024438

新規顧客獲得に向けた店内環境整備事業

3720 岐阜県

株式会社ちゅう六商店

1200001025834

ホームページのリニューアルと通販サイトの開設による売上拡大

3721 岐阜県

giuliano~hair~

3722 岐阜県

株式会社半布里産業

2200001018903

半布里産業の庭造りをホームページから新たな世代へ

3723 岐阜県

コイケ看板株式会社

4200001036317

ホームページ開設による商圏拡大事業

3724 岐阜県

天領食品株式会社

7200001025837

県特産品を自社加工した食品の海外展示会、商談会への出展

3725 岐阜県

株式会社 龍の瞳

9200001028573

新米時期の国内需要の掘り起しによる販路開拓事業

3726 岐阜県

㈱アイギ

7200001025985

新車展示場のＰＲと看板設置による顧客囲い込み事業

3727 岐阜県

下呂化成株式会社

7200001025779

新たな収益源確保のための新商品開発事業

3728 岐阜県

OM GANESH

視認性の向上によるディナーの誘客事業

3729 静岡県

スタジオ オメガ

ボイストレーニングサービスと環境の整備

3730 静岡県

企業組合 松崎桑葉ファーム

5080105005460

ネットショップを活用した知名度向上及び新規顧客開拓事業

3731 静岡県

株式会社はなぶさ

8080101016384

自動車トータルサービスをＰＲするための立て看板設置事業

3732 静岡県

株式会社伊勢屋肥料農材

9080401014707

農業の担い手に対応した商材のスケールメリットサービス

3733 静岡県

横山設備

水道災害の緊急工事対応および耐震工事のPRによる事業拡大

3734 静岡県

ビューティーチェリー

「食べて健康になれるお弁当」の開発とその販路開拓の取り組み

3735 静岡県

杉浦タイヤ商会

普通乗用車専用タイヤ空気充填安全器具の開発と、そのＰＲ事業

3736 静岡県

ｍｅｒｉｋｅｎｋｏ

カフェ開始など事業を周知するためのＨＰ・リーフレット作成

3737 静岡県

株式会社WOHLSTAND

3738 静岡県

一和食堂

長期滞在を可能とする環境整備による団体客の積極的集客

3739 静岡県

美津゛屋

『玉子太巻き』をきっかけに弊店を利用してもらう為の看板の設置

9200001017510

集客キャンペーンとＨＰ等による板取川温泉の知名度向上計画

アウトドアショップ併設の周知とリターゲティングによる販売促進
香りによるリラクゼーション効果で女性客獲得戦略

4200002024865

布団丸洗いクリーニングの大々的ＰＲによる新規顧客獲得事業

地域美容室としての認知度アップによる新規顧客獲得

8080401022842

最新型診断機を導入。様々な顧客要望に対応し顧客満足度を高める
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3740 静岡県

広和工業有限会社

1080402019043

ポスティングチラシと新チラシを使った塗替えの販路開拓事業

3741 静岡県

なかすぎ園

3742 静岡県

株式会社Ｉネーム

3743 静岡県

カラフェリズ

毎回かけても安心！！次世代まつ毛パーマ導入による販路開拓！！

3744 静岡県

cosachi

ECサイト集客のための動画制作とプロモーション

3745 静岡県

中村土建株式会社

2080401006033

折込チラシを使った自社住宅ブランド「ハレノイエ」販路開拓事業

3746 静岡県

有限会社東海ガーデン

3080402020222

薪ストーブ利用者のための薪材販売事業ＰＲによる販路開拓

3747 静岡県

和重

鮮魚店が作る『だし巻き玉子』の生産性向上に伴う販路拡大事業

3748 静岡県

ドッグサロンan

犬にもトリマーにもやさしい洗浄装置導入による新規顧客獲得事業

3749 静岡県

icurry

丸ごとチキンのメニュー化による新規顧客開拓

3750 静岡県

カミキリベヤ

カラーを諦めている方に向けた新サービス周知と販路開拓

3751 静岡県

ヤイズボデー工業株式会社

3752 静岡県

ふじの宮したの畑

無農薬のニンジンを使ったニンジンジュースの開発

3753 静岡県

アソビカルチャー

富士山の西麓でつくる太牛蒡のブランディングへの取組み

3754 静岡県

大場電気工業所

電気のプロがやるエアコンクリーニングを突破口とした販路開拓

3755 静岡県

吉田亭

消滅可能性限界集落における地域貢献型民泊施設の営業

3756 静岡県

有限会社ガレン動物病院

8080102009965

わんにゃん健診キャンペーンの周知による新規顧客の獲得

3757 静岡県

有限会社フアミリー・アンド・リゾート川ばた

2080102021637

ズガニ料理を利用した広告宣伝による新規顧客獲得と稼働率向上

3758 静岡県

北斗製材工業株式会社

7080001013441

地域材を使用した組立て式家具「DIYM」の販路拡大事業

3759 静岡県

有限会社エス・テクアート

1080102013024

リラックスできるシャンプー台を導入しヘッドスパで客単価アップ

3760 静岡県

ケーキのアトリエ コンチェルト

デコレーションケーキ専門店への転換のための店舗リフォーム

3761 静岡県

フジタリビング

支援制度を利用した安心安全快適住宅リフォーム推進事業

3762 静岡県

AND barbeque

「出張！スマートバーベキュー」の展開拡大

3763 静岡県

アニマルファーム

生体販売以外の「犬具・フード類部門」ネット通販による販促強化

3764 静岡県

カービューティープロ長谷川

リーフレットの配布と看板設置よる個人顧客の獲得

3765 静岡県

極漁丸

シーバスフィッシングの楽しさを伝え、簡単予約を可能にする事業

3766 静岡県

private aroma salon pieni meri

仕事・家事・育児に忙しい40代女性の疲労緩和に特化した販促

3767 静岡県

萬年屋

客席改修による新規顧客開拓事業

3768 静岡県

CRECHE DONGURI

当園の強みを活かしたPRによる労働者不足解消に向けた販路開拓

3769 静岡県

相良亭

シニア層顧客をターゲットとした明るく優しい店作り

3770 静岡県

佐藤設備

外注工事の内製化による新たな顧客獲得と受注拡大事業

3771 静岡県

丸成金属塗装株式会社

3772 静岡県

やきとり肥後

「居酒屋がかき氷販売！」看板設置による新規顧客の獲得

3773 静岡県

Happy pan time

美味しく安心安全な手作りパン教室の周知と食育の推進

都内高齢者向けの通信販売による販路拡大
6080401022051

2080001014097

9080401005094

工作機械と高い技術力による消費者向け商品PRによる販路開拓！

あらゆるトラックボデーの修理対応による新たな顧客層の開拓

『粉体塗装の認知向上と提案型受注増加を目的とするＨＰの制作』
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3774 静岡県

ダブルエムカンパニー

役目を終えた墓石をアップサイクル！墓石回収事業の販路拡大

3775 静岡県

ＨＯＬＬＹ ＬＯＴＵＳ

お客様に合ったヘアスタイルの提案とメニュー看板等による周知

3776 静岡県

さくら建設株式会社

2080101014773

ドローンを活用した受注機会増加と効率の良い安全な業務の実現

3777 静岡県

株式会社アルミックス

3080001013908

災害時でも安定した光を供給するソーラーライト販促活動

3778 静岡県

アルクＫｉｄｄｙＣＡＴ英語教室うめな校

幼児をメインターゲットとした販促活動

3779 静岡県

ＳＵＢＭＩＴ ＭＭＡ

デジタルサイネージを利用した、女性向け新コースの販路開拓

3780 静岡県

有限会社高川工務店

3781 静岡県

blooper backpacks

3782 静岡県

株式会社前田工房

3783 静岡県

うまいもん空海

浜松餃子のブランド力を高めるパッケージデザインの一新

3784 静岡県

京懐石 和庵

掘りごたつ式に座敷リニューアルして自慢の京懐石料理を提供

3785 静岡県

水谷商店

釜揚げしらすの内製化による販売力強化

3786 静岡県

庭正

庭づくり３次元ＣＡＤデザインソフトの導入による新規顧客の獲得

3787 静岡県

株式会社クボバン

3788 静岡県

渋谷住設

地域環境に貢献する合併処理浄化槽切替及び下水道切替工事業

3789 静岡県

ささの美容室

高齢者や地域の方に優しい店舗つくり（店内のバリアフリー化）

3790 静岡県

富士活水理研有限会社

6080102012161

流木作品と伊豆産の竹炭で元気と癒しを与える空間演出事業

3791 静岡県

株式会社田子丸

7080101014851

伝統の田子節技術の継承とネット販売を推進

3792 静岡県

愛美興業

遠赤外線器具を使用した新メニュー開発による、新規顧客獲得

3793 静岡県

ヘアショップオカモト

新サービスを広くＰＲするための看板設置と販促チラシの作成

3794 静岡県

エツナ

少人数世帯、働く女性に向けた中食商品開発・販売による販路開拓

3795 静岡県

杉本建築設計事務所

空き家再生で増える木造構造計算需要への対応

3796 静岡県

蒲団屋山昇

学生服販売につなげる寝具店ならではのチラシガイドブックの作成

3797 静岡県

アロマテラピー教室aromana

売上アップを目的としたアロマ活用法”嗅覚反応分析”の周知施策

3798 静岡県

植敏造園

外構から考える庭づくりの明確化と販路開拓

3799 静岡県

株式会社K ONE

3800 静岡県

小松屋製菓

3801 静岡県

㈱魚秀

3802 静岡県

伊藤製材

小口ＤＩＹ材料販売による個人向け販売事業の拡大

3803 静岡県

スローフード・グレック

ブランド力強化による販路開拓事業

3804 静岡県

株式会社 塩崎工業

3805 静岡県

かもしか園

3806 静岡県

有限会社 小関建設

4080102021461

無垢材天板によるオリジナルテーブル通信販売サイトの構築

3807 静岡県

眞栄産業株式会社

3080101019978

シニア観光客等をターゲットとした名物メニューによる利益向上

9080102021614

ウッドデッキ事業の拡大を目指した広告宣伝による新規顧客獲得
登山愛好家が気軽に情報交換ができる店舗づくり

6080001020827

4080001021125

1080001014494

新しい技術へチャレンジ、後世へ残せる茶箱へ

大型物件の安定的受注に向けた販路開拓のための取組

接待利用客の新規獲得に向けたプランの開発と店内改装
当店主力商品カタログ作成による販路開拓事業

4080401006262

8080101014727

看板の変更やデザイン看板設置による店格向上と店頭販売の強化

温泉源泉設備のメンテナンス業務を軽減化するウインチ機器の開発
”庭師の目利き力”による、鉢物商品販売ルームの整備
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3808 静岡県

株式会社流通サービス

2080401014969

海外のバイヤー向けホームページのリニューアルによる販路の拡大

3809 静岡県

株式会社 松崎桜葉商店

3080101020507

ミンチ・粉末化した桜葉の新商品製作に必要なミキサー機の導入

3810 静岡県

合同会社からなし

1080403003599

疾患の早期発見もできるトレーナー活動

3811 静岡県

株式会社マーハ動物病院

7080101015180

中獣医学を取り入れた当院のブランド力向上と効果的な販路拡大

3812 静岡県

小林接骨分院

3813 静岡県

株式会社 オサカベ

3814 静岡県

ＪＡＷＳ ＷＥＳＴ

地域の人達に利用される、柔術・フィットネスジムの販路拡大

3815 静岡県

はなくらふとん店

ワークショップ開催による子育て世代の販路開拓

3816 静岡県

株式会社 結夢あたご

3817 静岡県

御食事処いりき

顧客満足度の向上と新規顧客確保のためのトイレ改修事業

3818 静岡県

ゆうは

シミの悩みを改善するメニューの提供と販路開拓

3819 静岡県

株式会社エーピーアイ

4080001012933

ARを軸としたブランドイメージの明確化と販路開拓

3820 静岡県

トヨダサービス株式会社

1080001018891

テントハウス鉄骨部門の新設・参入による販路拡大

3821 静岡県

トライベスト合同会社

2080403003870

小ロットからも対応可能な商品の販売による新規顧客開拓

3822 静岡県

ケーキショップ ポーズ

3823 静岡県

株式会社小野建設

3824 静岡県

スタジオ アーヴィス

個人向けに特化した総合トレーニングによる新規顧客の獲得

3825 静岡県

ホルモンさくら

インバウンド及びサイクルユーザーへのPR店内整備事業

3826 静岡県

miel

当店のケーキの写真を載せた案内看板設置

3827 静岡県

有限会社エムシステム

3828 静岡県

ｉｌｏｎａｉｌ

3829 静岡県

有限会社米食角十

5080402007176

「出世の街・浜松」から生まれた福餅「出世投げ餅」の発信！

3830 静岡県

アルシャン工業株式会社

3080101003932

アルミ製簡易型構造部材（特許製品）で看板業界に向けて販路拡大

3831 静岡県

株式会社植田園

4080001013469

HPを用いた商品の訴求力強化と転換率の向上による販路開拓

3832 静岡県

玉穂木材工業株式会社

3080101004393

家づくりセミナー・建物の完成見学会開催による販路開拓

3833 静岡県

株式会社 德朋

6080401022588

浜名湖産うなぎを手軽に食べていただける新商品の開発と販路拡大

3834 静岡県

株式会社奥浜名湖レジャーランド

2080401010126

奥山高原の貴重な植物・小動物の案内看板の新設による販路開拓

3835 静岡県

ふぉと・みん

3836 静岡県

有限会社綺羅羅

3837 静岡県

のりまつ理容室

高齢者等のスムーズな来店を実現させるやさしい店舗づくり

3838 静岡県

イワシナ写真館

シルバー層顧客へ、過去と現在を「伝える」アルバム制作サービス

3839 静岡県

ふみや

ラベラー機導入によるデパートなどへの販路拡大

3840 静岡県

株式会社３ＭＥＮ

6080401015022

新規顧客に信頼感を与えるためのコーポレートサイト整備

3841 静岡県

有限会社丸新柴本製茶

2080002015268

販路開拓のためのHP改善と多言語対応

動画活用を核にした販売促進と顧客サービスの提供効率のアップ
1080401013682

3080401020669

新規事業所開設に伴う、女性客集客拡大の為の付帯工事

地域に食されていた昔ながらの炭酸饅頭の開発と販路開拓

飲食スペース設置に伴う客単価アップと地元新規客の獲得
6080401023363

2080102009005

地域住民への認知度向上による新規一般顧客の獲得

保育園・幼稚園向け業務支援システムサービス用リーフレット作成
足元だけでもさりげなくおしゃれにフットケアによる販路開拓

みんな綺麗に大変身！シニア記念写真撮影サービスの販路拡大事業
8080102008190

『新成人式振袖フルセットレンタルで獲得増と単価ＵＰで売上増』
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3842 静岡県

鷺坂製材株式会社

8080001014182

コンパクトハウスの販路開拓への取組

3843 静岡県

有限会社 須田

1080102021803

オリジナル商品製作に伴う服飾用プリント専用機の導入・販路開拓

3844 静岡県

水口英夫

3845 静岡県

有限会社鈴茂商会

3846 静岡県

月花園

3847 静岡県

有限会社山本スポーツ新居店

3848 静岡県

やなぎさわ洋品店

3849 静岡県

有限会社マルヤス

5080402016648

高齢者に配慮したバリヤフリートイレの設置による販路開拓

3850 静岡県

株式会社長谷川印刷

3080001013437

高性能オンデマンド印刷機導入に伴う販路拡大

3851 静岡県

向山化工

コンプレッサー増設による生産性の向上と新規需要の開拓

3852 静岡県

新居設計

写真から作る建物模型とパース作成サービス及び折込広告での宣伝

3853 静岡県

株式会社タカギモータース

8080401010855

最新設備と最新技術による自動車整備を通した販路拡大

3854 静岡県

有限会社アグリ開発

6080002014340

ブランド榊「大和神榊」のＰＲ強化による販路拡大

3855 静岡県

Beauty&Healing Salon Agu

カラーまつ毛エクステ・サロン設備充実化による20代女性の獲得

3856 静岡県

堀内理容店

地域で唯一のバックシャンプー可能な理容店による女性客の開拓

3857 静岡県

株式会社 納涼亭

3858 静岡県

ヤマミヤ大石製茶

3859 静岡県

有限会社ハートフルまるち

6080402016465

ホームページ開設でマルチな事業紹介、営業力強化から販路拡大

3860 静岡県

合同会社D.C.キャッスル

1080403003211

ペットの健康維持に繋げる「オーラルヘルスケア」事業のPR

3861 静岡県

竹下建材

3862 静岡県

有限会社五八商店

3863 静岡県

カフェ ブラット

3864 静岡県

有限会社長倉スポーツ

3865 静岡県

亀塾

3866 静岡県

魚金株式会社

3867 静岡県

山田時計店

新規検査機導入による高齢者向け検査の充実で売上ＵＰ

3868 静岡県

泉屋酒店

手作り豆乳の取り扱い開始と周知による新規顧客獲得

3869 静岡県

みなり整骨院

体幹トレーニングの利便性の向上による新規顧客獲得

3870 静岡県

チャコールダイニングくら

フランス仕込みの技でデザート部門を強化し更なる差別化を図る

3871 静岡県

株式会社 樽脇園

3080001022842

無農薬有機柚子を使ったエッセンシャルオイルの開発と販売

3872 静岡県

佐野製麺株式会社

9080101014841

西伊豆冷麺の開発と販路開拓

3873 静岡県

有限会社緑香園

1080002014246

顧客の要望に応えた業務用商品の取り扱い開始による販路開拓

3874 静岡県

たむら

カラオケプランの開始による新規顧客獲得

3875 静岡県

石神農園

当農園独自の茶葉炭を活用した新商品開発による販路開拓

化粧箱を作成し小坂の柿ブランドを贈答品として販路拡大する
1080102001870

バイク屋だけではない『すずしげ』の宅配牛乳ＰＲによる顧客開拓
店舗改装による、顧客への認知度UPと売上の拡大

4080402009751

店内２階の練習スペース提供を周知して新規顧客を獲得する事業
店内商品と外部持ち込み衣料の加工業務

5080401010783

増加する外国人への対応・ユニバーサルな料亭へリニューアル
山の幸を盛り込んだ弁当（山弁）と加工品の製造と販売

土・砂・砂利等の建材販売所の開発による販路拡大・新規顧客開拓
8080102006896

デザイン性の高い建具空間の体験とＷＥＢによる新規顧客開拓
カフェ店に繋がるテラス工事で、光と風を感じる快適空間作り

5080102008508

野球用品専門店アピールのためのスタジアム風店舗改装
塾生開拓ＰＲのためロゴマーク、パンフレット、チラシ作成

7080401019848

HPを作成し、ネット注文可能にすることで仕出しの売上UP!
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3876 静岡県

魚茂

利益増加を実現する「うな重」通信販売事業の展開

3877 静岡県

Matcha Organic Japan株式会社

3878 静岡県

ARTRICH

3879 静岡県

孫の手サービス株式会社

3880 静岡県

Call Stone

子供会などの貸切利用新規顧客開拓に繋がる販促物の設置

3881 静岡県

渡伝商店

桜海老・シラスの情報発信による地域貢献と販路開拓事業

3882 静岡県

Ｕ ｎａｉｌ

ネイルスクール導入の新店舗改装工事

3883 静岡県

Ｍ－Ｆｉｘ

天窓メンテナンス及び取替え工事の一般消費者向け販路開拓

3884 静岡県

花歩

ガーデニングの新提案による新規顧客獲得

3885 静岡県

はとむぎ家あつみんち

安心感を与えるパッケージの一新とチラシの作成

3886 静岡県

黒田薬店

身体に困った際の相談窓口に。看板とＳＮＳ周知による顧客獲得

3887 静岡県

健康美エステ サン・フラワー

シニア向けエステメニューの充実による50歳以上の顧客層の獲得

3888 静岡県

Ｌｕｘａｇｅ

輝く女性を応援するオリジナル商品の販路拡大による新規顧客開拓

3889 静岡県

はつくら自販合同会社

3890 静岡県

であい農園

茶粉末加工における更なる納期短縮化および徹底した異物除去

3891 静岡県

カネサ鰹節商店

売り場スペースの拡大・品揃えの拡大による増収増益の実現

3892 静岡県

株式会社オミプランテック

3893 静岡県

Community salon cafe lirio

看板・のれん設置による認知度向上と餃子のテイクアウト販売強化

3894 静岡県

MILTON hair salon

顧客満足度・要望に応える新たな脱毛サービスの開始

3895 静岡県

有限会社天竜塗装

3080402016410

新規営業ツールの作成活用による勉強会での新たな趣向の顧客開拓

3896 静岡県

株式会社東亜ツーリスト

4080001021538

看板設置で認知度アップ！地元に愛される旅行代理店へ！

3897 静岡県

有限会社中部工芸

2080002010649

個人向け木材製品のニーズを捉えた販売事業の広報活動

3898 静岡県

hair salon #3

3899 静岡県

株式会社エコーライト

1080401014994

マルチデバイス対応ホームページによる「スタボン」の販路拡大

3900 静岡県

リアル株式会社

3080101020358

地元工務店とコラボした、建物内覧サービスの販促プロジェクト

3901 静岡県

インテューイラ株式会社

9080101021210

ネットショップページ制作の委託による購買率の向上

3902 静岡県

有限会社エスエスケーシーケア

1080402001265

ブランドイメージの統一とHPの刷新による新規顧客開拓事業

3903 静岡県

居酒屋六三四

3904 静岡県

岳伸精工 株式会社

6080101005439

職人の技術に光を当てるHP開設！目指せ販路拡大！

3905 静岡県

有限会社フジ建築設計事務所

6080102007401

構造計算による安全性能と意匠設計のパッケージング提供

3906 静岡県

株式会社御殿場とうふ直売店ZOO

3080101015622

ご当地充填豆腐のギフト需要開拓のための販促事業

3907 静岡県

ＲＡＩ４

『映えるラテアート』によるワクワク感の創出で新規顧客開拓

3908 静岡県

ポロネーズ

無添加ドレッシングのテイクアウト販売による売上拡大

3909 静岡県

株式会社 マノラメイト

3080001021308

マーケティングに基づく抹茶の新商品開発と販売促進
新サービスの提供による新規顧客開拓と顧客単価アップを目指す

2080401022591

7080003002070

6080401022893

セミナーを通じ、自分らしい豊かな老後生活の備えをサポート

雨天時の整備対応による短期納車対応と販路開拓

webサイトのリニューアルによる受注拡大

「目指せ見た目年齢-５歳！」子育てママ向け新サービスの展開

手作りの子供服を売りにしたブティック開業をPRし新規顧客開拓

5080101017022

『ドッグマップ』情報誌制作及び情報ＷＥＢサイト運営事業
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3910 静岡県

有限会社 多美咲

6080102010917

展示会への出展による自社商品のＰＲによる販路開拓と売上拡大

3911 静岡県

園田輪業

3912 静岡県

株式会社ストーリーズ

3913 静岡県

BAKERY Rapan

3914 静岡県

合同会社れぽ

3915 静岡県

Sports＆Dining La.Seed

3916 静岡県

有限会社 老川賢吉商店

3917 静岡県

アロマリラクゼーションAQUA

3918 静岡県

株式会社イー・エム・ジー

3080401014035

湖西市の高齢者の認知症及び生活習慣病を予防する為の新事業

3919 静岡県

株式会社魚磯

8080401010120

浜松餃子を使用した駅弁商品「パリッと浜松餃子弁当」の販路開拓

3920 静岡県

LuLux Hair Salon

3921 静岡県

株式会社むらせや

9080401010796

パンフレットで創作銘菓をPR,新規取引先を拡大

3922 静岡県

株式会社ユキトシ

6080001013756

健康住宅とエクステリアの組み合わせによる新規顧客層の開拓

3923 静岡県

株式会社マルエム

4080401020197

高機能塗料による塗装事業の開始に伴う自社事業全般のＰＲ展開

3924 静岡県

mata-ne

新たな環境教育への取組方をＨＰ等により強調し新規顧客開拓

3925 静岡県

クリーニングのオリーブ

環境配慮の設備導入（溶剤回収乾燥機新設）で差別化販促

3926 静岡県

株式会社ＹＷＤ

3927 静岡県

雅

3928 静岡県

有限会社髙柳ウィービング

7080402015169

当社オリジナルの綿麻織物の開発と販路開拓

3929 静岡県

株式会社house

1080401021074

修理工程を動画投稿サイトで見える化する事による販路拡大

3930 静岡県

Yui support合同会社

4080403003836

生産者と消費者を結ぶコミュニティーサイトの構築による情報発信

3931 静岡県

有限会社松本自工

8080402020283

工場の改装及び気軽に立ち寄れる工場づくり

3932 静岡県

株式会社タイセイ建設

4080401023737

自社ＨＰを活用した施工事例の開示と外国語表記による販路拡大

3933 静岡県

トータルリラクゼーションポム

3934 静岡県

カネショーギフト有限会社

3935 静岡県

榊原商店

3936 静岡県

株式会社丸親

3937 静岡県

米満塗装

脱下請けのためのカラーシミュレーションと広報による販売力強化

3938 静岡県

太田工業

溶接条件の安定化によるステンレス溶接の新規受注

3939 静岡県

有限会社八木製作所

3940 静岡県

麻の服Ta_takakaたかか

3941 静岡県

有限会社鈴木自動車工業

3942 静岡県

バードランド鷲津駅前店

3943 静岡県

株式会社八木康

スポーツバイク販売強化・修理サービス開始による販路拡大
7080101005768

多機能ベーカリーオーブン導入による新メニュー開発で顧客獲得
柿田川の湧水仕込みの豆乳入り食パンの開発

7080403003494

専門店のサービス内容のＰＲと安全性向上による潜在顧客の開拓
多種観戦可能なスポーツバーPRの為の環境整備による新規客開拓

9080402016347

商流・顧客ニーズの変化に対応した「天竜材」の県外販路拡大
アロマ体験イベントと情報発信力強化による集客力アップ事業

顧客満足度UPのためのVIPルーム改装事業

1080101020475

空き家及び孤独死部屋等の片付け業務の率先受注販路開拓事業
大学サークル向けの合宿プラン提案のための施設改修の実施

見つけやすい！親しみやすい！店舗作りに向けた販路拡大事業
8080002015477

インターネット広告を展開することで新規顧客獲得と利益率改善
新月伐採・天然乾燥の天竜杉を用いたアロマウォーターの開発販促

3080101019581

9080102015260

小型専用機械設備導入による内製化で利益率向上と販路拡大事業

デジタルスケール導入効果を発揮する小型短尺部品加工の顧客開拓
静岡県認定ふじのくにシャツ 女性用武襯衣の開発、販路開拓

7080102014207

車の事故防止・安全向上サービスの顧客開拓に向けた看板でのPR
店舗改装による新規顧客獲得事業

2080001013743

新商品「駿河湾香わかめ」の特徴を密封した包材開発
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3944 静岡県

大石珠算大石そろばん教室

そろばん教室の空白地への看板の設置等の情報発信による商圏拡大

3945 静岡県

西川鉄工株式会社

4080101009227

新型CADソフト導入による設計工程改善を活かした販路開拓

3946 静岡県

株式会社装建

5080401020816

広く地域の方々に当社を周知させ販路拡大を図るため看板設置

3947 静岡県

上村農園

3948 静岡県

Ｊ-ｗｉｒｅ株式会社

3949 静岡県

ビジネスホテル大井川

問い合わせからの成約率向上による新規顧客獲得

3950 静岡県

戸塚造園芸

機械導入による造園事業拡大と地域貢献

3951 静岡県

ボデーショップ佐藤

奥浜名湖地域の交通事故０を目指したドライブレコーダー普及事業

3952 静岡県

海鮮ダイニング和ごみ

現役漁師が手掛ける飲食店の店舗改善による顧客満足度の向上

3953 静岡県

有限会社トリイ

2080402018242

弊社運営ECサイトの魅力アップ施策及びネット宣伝広告

3954 静岡県

株式会社トスカル

5080402018702

買い物弱者向け移動販売事業の普及による新規顧客の開拓

3955 静岡県

大井川事務機

3956 静岡県

マスダテクノ株式会社

3957 静岡県

弘電気

3958 静岡県

株式会社TARROW

3959 静岡県

AromatherapySalon てぃーだ

女性の一生をサポートするアロマ専門店グランドオープン

3960 静岡県

峯野牧場

直売所の宣伝強化によるブランド力向上と新規顧客の獲得

3961 静岡県

河村養蜂場

「ギフト商品開発」及び「品質の向上の為の採蜜作業改善」

3962 静岡県

Ｔｏｋｉｂａｃｏ

ＥＣ支援サービスを活用したカフェコミュニティー創造事業

3963 静岡県

株式会社Ｌiving Ｌife

7080401023429

家具をＷＥＢサイトで購入できるホームページの解説

3964 静岡県

株式会社ハローエス

2080401021916

磐田で買える！！国内産デニム製品販売促進

3965 静岡県

有限会社魚千代

6080002014530

ゆっくり食事とおしゃべりが楽しめる憩いの場の提供事業

3966 静岡県

たか丸

3967 静岡県

株式会社なべすけ

6080101020157

イベント出店で新規客獲得プラス売上積上げ

3968 静岡県

有限会社まるたま

3080402015965

自分でつくる！パッケージ製造体験で、集客・売上を伸ばす！

3969 静岡県

株式会社 フォルム

9080401017800

立地優位性を最大限に生かす大型看板の設置と新規顧客開拓

3970 静岡県

有限会社 山本建築

9080402022188

新規のお客様の来社誘導を高める看板設置と駐車場整備

3971 静岡県

有限会社 山長水産

5080102021428

贈答品としての商品構成構築販売と来店客の獲得

3972 静岡県

稲取ホンダモータース

車両修理に関するワンストップサービスの充実による新規顧客獲得

3973 静岡県

ヘアーサロン きんぱ

店舗改装でお客様サービスを充実させ新規顧客の獲得事業

3974 静岡県

ピクシー株式会社

3975 静岡県

いちごらんど中西

3976 静岡県

株式会社 マルイワ

9080101016697

案内看板設置による新規顧客獲得

3977 静岡県

株式会社野沢建築

7080401010641

大工歴20年以上の職人が創る本物のウッドデッキ専門事業の開始

商品決済簡略化に伴う決済システム導入による販路拡大施策の実施
9080401021109

Amazonデータからクラウドファンディングのノウハウを確立

パソコンや周辺機器の販売用店頭レイアウト改装
1080401017799

多品種小ロットの粉体塗装加工の情報発信による新規市場の開拓
ホームページ作成による販路拡大や御客様との親近感増大

7080401022901

生産性を向上させ、ピンポイントDM等による販路拡大

ライム色集魚灯の導入によるナイトルアーフィッシングの提供

6080401017885

３０代以下の顧客ニーズに対応した新サービス導入による顧客開拓
静電ノズル導入による贈り物いちごの生産性向上と販路開拓事業
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3978 愛知県

角三

脱臭・原因菌除去等の感染症対策強化で、居住性と業務環境向上

3979 愛知県

株式会社 アクティス

3980 愛知県

佐橋造園設景

3981 愛知県

河建 株式会社

3982 愛知県

Hair Works ツカサ

新規顧客獲得のための店舗バリアフリー化

3983 愛知県

STEP

子育て母さんの力を借りて、事務支援代行業の花を咲かす

3984 愛知県

花のひより園

【品質とギフト力で最高の花贈り！】の販促活動

3985 愛知県

株式会社 エバーグリーン

3986 愛知県

柴田屋酒店

搾りたて純米吟醸酒の販路開拓大作戦

3987 愛知県

池田塾

学習塾に相応しい外観改装と学習環境の充実で塾生を獲得するぞ！

3988 愛知県

鉄板屋 でら笑

店舗イメージ改善及び看板・照明設置工事を行う新規顧客開拓事業

3989 愛知県

かねき米の郷

プチ米ギフト、正月用品、御歳暮３市場キャッシュレス開拓大作戦

3990 愛知県

健バランス整骨院

医療資格者が行う温熱機器を使用した美容メニューの販路開拓

3991 愛知県

株式会社 TAIGLOW

3992 愛知県

地魚料理 杉

店の認知度向上とメニューのブラッシュアップで顧客確保を図る

3993 愛知県

活き魚の味里

安心安全・快適にお食事を、お客様目線から！

3994 愛知県

港寿司

食材管理・作業効率アップで料理の安定提供と新サービス開発へ！

3995 愛知県

有限会社 ポワール

3996 愛知県

おおば測量設計事務所

3997 愛知県

株式会社 ＰＬＭ

3998 愛知県

AtoZ英会話倶楽部

3999 愛知県

岬水産 株式会社

4000 愛知県

日出丸

絶品！中華スイーツ「杏仁豆腐」のブランディング強化事業

4001 愛知県

kokotsu kitchen

地域で愛される安心安全な食材の惣菜販売を目指す事業

4002 愛知県

株式会社 アーク

4003 愛知県

すみれ理容

4004 愛知県

株式会社 樋江井建築

8180001103297

大工業をIT化、情報化することで持続可能な経営を！

4005 愛知県

有限会社 えす塾

2180002043110

学習塾淘汰の時代を生き抜く！新規生徒を獲得する複合PR事業

4006 愛知県

株式会社 上野商店

1180001079461

輝くフルキャリと頑張る単身世帯の応援団

4007 愛知県

シンカ工業 株式会社

8180001105194

メッセナゴヤ２０１９出展による新規顧客の獲得

4008 愛知県

有限会社 山本雅清商店

3180002041170

魅力を伝える・見つけてもらう・実際に誘導する販売拡大事業

4009 愛知県

伊藤高志税理士事務所

地域愛で挑む！税理士事務所の新たな挑戦！

4010 愛知県

朝日商会

一度使ったら手放せない！メイク用海綿スポンジの新たな販路開拓

4011 愛知県

Kaniふぁみりあ

お花と笑いのあふれるフラワースクールの集客強化事業

7180001095627

一目で分かる大型看板設置による店舗への来店客促進！
日本の文化を継承する！庭園、茶室の請負拡大プロジェクト

5180001125352

4180001126806

9180001106241

3180302011030

地元で知名度アップ！地域の支えになれる会社へ

諦めないで！髪質改善で今から始める美髪づくり

認知度アップで新規顧客の獲得と来店頻度の向上を図る

「田原市の新土産物 いちごミルク饅頭」の開発後の販路開拓
３Ｄ計測ＣＡＤシステム導入による売上アップ

4180001117433

ＨＰ及び商品解説用パンフレット・ＤＶＤ作成で新規顧客開拓事業
低価格で質の高い英会話教室を目指すＨＰ作り

7180001093003

4180001063537

店舗ＰＲ・魅力発信強化で売上拡大事業

ＨＰリニューアル新規デザインとＰＩＣＫＵＰページの活用
お顔剃り美容法を周知させて、新規顧客獲得を目指す理容店の挑戦
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4012 愛知県

ヘアーサロンカミヤ

地域密着、顧客満足度を上げて売上を１００万円／月に

4013 愛知県

ベクトルVOICE

「Ｍｙベクトルを見つけ、主体的に行動できる人材を育成する」

4014 愛知県

ネオブレイン 株式会社

4015 愛知県

伊藤モータース

新サービス（ＡＦＴ交換）の導入で新規売上・新規顧客の獲得

4016 愛知県

魚松

伝えたい郷土料理「とりめし」元祖の味！認知度向上と新商品開発

4017 愛知県

株式会社 酒井建築

4018 愛知県

ゆふ接骨院

4019 愛知県

株式会社 神清

8180301015721

webショップからBtoC顧客の販路開拓

4020 愛知県

ヤマヤマ 株式会社

7180301023163

焼き菓子販売のための商品パッケージ、店名入り手提げ袋の開発

4021 愛知県

株式会社 東栄超硬

3180001097189

空き状況の見える化による顧客の利便性の向上及び販路拡大

4022 愛知県

株式会社 y’sサーブ

7180301017099

ドローン施設・ドローン講習の認知度向上による売上増加

4023 愛知県

ヘア―サロントミ

4024 愛知県

有限会社 健康館三好中央

4025 愛知県

アロマサロンプルメリア

ＣＭＳ機能付ホームページに改修！痩身メニューもがっちり!!

4026 愛知県

terihaeru

新作オリジナルテキスタイルを使用した新商品開発プロジェクト

4027 愛知県

イートレード名古屋

世界からの「買う」をトータルサポート【カウベイ】

4028 愛知県

あかつきアニマルクリニック

新規顧客獲得及び現顧客維持のための認知度及び満足度向上策

4029 愛知県

株式会社 大羽石油店

7180301007661

ハイブリッド車に対応したＥｃｏＭａｘを活用した販路拡大

4030 愛知県

株式会社 S.I.M

3180001127565

自社ＨＰ開設によるマンション修繕サービスの情報発信事業

4031 愛知県

ヘアモードニシワキ

「贅沢な癒しのサロン」をコンセプトに新たな挑戦！

4032 愛知県

やまうち接骨院

店舗視認性の向上と自由診療メニューの拡充による新規顧客の獲得

4033 愛知県

あま大治鍼灸接骨院

ホームページ開設により新規利用者及び実費利用者増で売上拡大！

4034 愛知県

株式会社 Ubu

7180001137024

LINEスタンプから繋ぐ、命のキセキを残すフォトブック製作

4035 愛知県

愛豊工業 株式会社

7180001097565

光触媒人工観葉樹のカタログ作成による新規顧客獲得

4036 愛知県

よし喜

大きな看板を設置することによる販路拡大及び店舗の周知を図る。

4037 愛知県

Asian tea salon 蓮庵

中華点心の軽食充実による顧客層･客単価の拡大と売上の増大

4038 愛知県

株式会社 伊藤建設

3180001135056

無垢の木に囲まれた健康的で豊かな暮らしを地域住民に届ける事業

4039 愛知県

有限会社 レトロ・デザイン

6180002093127

賃貸住宅リノベーション事業の受注獲得

4040 愛知県

グリーン・サム

4041 愛知県

株式会社 あつき動物病院

3180001100910

「看板リニューアルによる新規来院患畜開拓事業」

4042 愛知県

有限会社 千厘

4180002075201

美味しい魚を食べるなら当店へ！認知度向上と販路開拓作戦！

4043 愛知県

株式会社 アクティブ

5180001120535

新規事業として『うどん店舗の開業取り組み』と早期経営安定化！

4044 愛知県

有限会社 ナナカンパニー

5180002073815

ユーザーがワクワクする店内空間で集客、売上アップ

4045 愛知県

有限会社 東新鉄工所

6180302002010

パンフレットでの知名度アップによる販路拡大

1180001103881

5180001081059

HPやライディングページを使った人材紹介業のPRと顧客開拓

WEBサイトリニューアルで酒井建築の新コンセプトPR
筋肉と健康は財産だ！体の状態を－から＋へと導く接骨院の挑戦！

美容業界初のノーキャップ定着器導入による売上アップ計画
1180302022285

店舗移転でチャンス！接客や専門性の進化＆深化

ネット販売＆ガーデンレスキュー 新HPで届けるデザインと技術
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4046 愛知県

株式会社 三合総合商事

1180001116859

新規顧客獲得と客単価向上のための厨房と看板の設置

4047 愛知県

株式会社 みかわ元気ものがたり

3180301022012

地元特産品を「ニューキャッスル」ブランドとして海外に販路拡大

4048 愛知県

城鈑金塗装工業

一般顧客への売上拡大の為の工場リニューアルと看板設置事業

4049 愛知県

おかだファミリーほねつぎ

ＱＲコード入りの看板設置により若年層の新規利用者増で販路拡大

4050 愛知県

有限会社 ちた屋

4051 愛知県

Puarino

看板設置及びアプローチの改修工事により販路拡大を図り売上ＵＰ

4052 愛知県

Rocher

店舗看板設置と「コストカットケーキ」開発による新規顧客開拓

4053 愛知県

株式会社 タニシ

5180002084275

地域の問題解決に繋がる商品の提案を目指したホームページの作成

4054 愛知県

株式会社 プリンススポーツ

9180001111126

モノからコトへ、モーションロープを活用した野球専門店への転換

4055 愛知県

株式会社 クリーングリーンサービス

9180301012296

ホームページ刷新による販路開拓

4056 愛知県

アブリコチエ

「花の魅力を全国に届けたい！」新ホームページ作成事業

4057 愛知県

石窯パン工房 ちゃっと

作る！食べる！遊ぶ！石窯と天然酵母のパン作りで深める親子の絆

4058 愛知県

フォアモスト 株式会社

4059 愛知県

天ぷら 豊年

「”まち”の新名物」開発による若年層の新規顧客獲得事業

4060 愛知県

紅白接骨院

女性向け美容メニューの充実とＰＲによる新規顧客獲得

4061 愛知県

林養魚 株式会社

4062 愛知県

Bistro Colorer

業態転換によるメニュー一新とＰＲによる顧客獲得

4063 愛知県

BLUE TEE 7

観光客等稲武通過客及び稲武地区外利用者への周知活動の推進

4064 愛知県

ドッグサロン アニマルアース

地元ペット飼育者への認知度向上販路拡大事業

4065 愛知県

合同会社 ATOLL

4066 愛知県

パンドクエット

4067 愛知県

株式会社 オズワールド

4068 愛知県

ＭＥＮ’Ｓ ＨＡＩＲ ＴＡＫＡＮＥ

「癒し」に特化した店づくりによる顧客満足度向上と販路拡大

4069 愛知県

東海ラジコン

ミニ四駆の文化定着プロジェクト

4070 愛知県

有限会社 ヨコイ自動車

1180002075369

ネットによる営業活動を強化するためのホームページ作成事業

4071 愛知県

有限会社 ちとせ

6180302024459

和食を外国人に楽しんでもらうための店舗改装

4072 愛知県

イワタ塗工 株式会社

4180001093906

塗装専門店のプライドをかけた元請工事獲得への道！

4073 愛知県

宮本養鶏場

4074 愛知県

柴垣毛織 株式会社

4075 愛知県

大正屋商店

小さな町から２０万人に向けた情報発信～届け！僕等の町の特産品

4076 愛知県

さかもと接骨院

超音波画像観察装置導入による外傷損傷の誤診の減少及び時間短縮

4077 愛知県

合同会社 中央ケアサービス

4078 愛知県

シトロンヴェール

一宮市の地域産品を活かしてブランド力アップと利益拡大を図る

4079 愛知県

ヤングキャッスル

自家焙煎珈琲の魅力ある店舗作りと情報発信

7180002086658

3180001080632

1180301012444

1180003017139

今までのノウハウを生かし『出張撮影』でニーズの変動に迅速対応

バーチャル広報犬が紹介する自社販売サイトの作成・集客力の向上

渥美サーモンの知名度アップ大作戦事業

高所の点検作業は落下の危険がいっぱい！ドローンで安全点検
減農薬無化学肥料栽培農家とのコラボ商品ＰＲとフランス文化発信

5180001116657

シニア専門教室から子供まで客層を広げ地域へ必要とされる店舗へ

こだわり平飼い卵の直売所設置による販路拡大事業
8180001084249

2180003016809

高級感の伝わるパンフレットでお客様の特別な日を獲得する！

訪問看護部門の売上増大に繋がるオムニチャネル型プロジェクト
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4080 愛知県

VR Infinity

VRカメラによる人材研修の為の立体的映像制作事業

4081 愛知県

パンと珈琲の店アミー

あきらめない経営と販路拡大行脚作戦！！

4082 愛知県

有限会社 ワンクリックアイティー

4083 愛知県

AS USUAL

非日常を訴求する新たなリフレクソロジーサロンの販売促進事業

4084 愛知県

ものづくり工房むしゃさん

女性に特化した新たな働き方の提案と既存業態転換による自社発展

4085 愛知県

ほけん工房ゆうゆ

コンサルサービスで認知度向上を図る保険代理店の販売促進事業

4086 愛知県

有限会社 小野自動車

4087 愛知県

花の寺島

ドライフラワーマシン導入による新商品の開発・販路開拓

4088 愛知県

美容室パワー

「創業２０年」更なる地域密着を目指すヘアサロンの販路開拓事業

4089 愛知県

株式会社 TABLO agents

4090 愛知県

DeasCreate

無店舗小売業への進出による経営力の強化と販路開拓

4091 愛知県

旬菜酒房いなせ

フリーペーパーを活用してのテイクアウトメニューのＰＲ事業

4092 愛知県

木加工企画家具製造販売 合同会社

1180003019614

提案力強化のための３ＤＣＡＤ導入のＰＲによる販路開拓

4093 愛知県

株式会社 SPG

1180001123335

エアコンガスの回収・再生を可能にした次世代整備事業

4094 愛知県

有限会社 亜豆馬

3180002040437

大駐車場入口の誘導看板とクーポン付き広告で新規顧客拡大を図る

4095 愛知県

株式会社 リアルエステート・プラン

9180001099097

悩める大家に当社のことを知ってもらうための認知拡大事業

4096 愛知県

有限会社 田中工務店

4180002063379

Ｗｅｂ機能を活かした工事受注強化及び売上拡大計画

4097 愛知県

ANDSTORY

4098 愛知県

株式会社 マルスエ佛壇

3180001097049

歴史及び技術力の認知度向上による販路開拓

4099 愛知県

株式会社 エムジー

9180301019944

特許技術の導入による美味しさの差別化＆地産地消の新商品の提供

4100 愛知県

つくし学園

ひきこもり寮生の増員のための入浴設備増設・台所の改装

4101 愛知県

からだケア わたなべ

美容メニュー導入による単価アップと増床

4102 愛知県

株式会社 ホテル岡田屋

4103 愛知県

心珀デザインスタジオ

玄米ぱふるん大爆発～食べて みんな元気！日本の農業も応援！

4104 愛知県

幼児教室エンジェリックスマイル

働くお母さんを応援！！自宅でオンライン子育て教室プログラム

4105 愛知県

有限会社 やまと屋旅館

9180302026725

シニア層やインバウンドに向けた販促と高満足旅館ライフ提案！

4106 愛知県

株式会社 トライアーティスト

1180301024729

目指せ！トライアスロン用ウェットスーツ国内トップシェアへの道

4107 愛知県

クライミングジム・ボルダTO9

子ども～大人まで楽しめるジム作りでボルダリングの裾野を広げる

4108 愛知県

鈴木家具

家具製造小売店による福祉用具販売／高齢者生活サポートの事業化

4109 愛知県

株式会社 石成建設

3180001023244

若年層の住宅取得を応援する、サクストン事業の情報発信

4110 愛知県

株式会社 エー・シー・エム

6180001069276

窓サイネージを切り口とする知名度向上及び企業との接点強化

4111 愛知県

有限会社 ネットワークジャパン

9180002045653

当社のモットーを実体験できる時空間の整備で顧客満足度アップ！

4112 愛知県

Caffe Luana

様々な販促策の組み合わせによる認知度アップと新規顧客の開拓

4113 愛知県

倉良四季

手作り・安心安全の中に、食事を通してみなさんに笑顔を

2180002087248

9180302003377

7180001132347

インターネット動画教材販売！ＷＥＢ運用広告による販路拡大！

ＩＴ活用により新規顧客開拓を図る自動車整備工場の販売促進事業

資産運用したい人、集まれ！事業

主催者と共に感動をクリエイトする。司会・企業研修の広報

9180301019993

料理・温泉・バリアフリーの充実により本物の安らぎ空間の提供
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4114 愛知県

原田酒造 合資会社

2180003012980

清酒のグローバル化を機会と捉えた情報発信による販路開拓

4115 愛知県

パティスリーどね

4116 愛知県

株式会社 道しるべ

1180001066550

オンラインヒーリング新機能【マイページ】追加による販路開拓

4117 愛知県

株式会社 宿福

7180301028229

１００周年記念、地元客還元事業

4118 愛知県

津つ井亭

4119 愛知県

合同会社 ＳＡＪ

3180003014415

尾張旭市初! 入浴サービスやフットケアを取り入れた半日デイ

4120 愛知県

有限会社 富士エコー

6180002040748

ＨＰ作成による営業力強化と、コンサルティング業務拡大計画

4121 愛知県

株式会社 フラワーショップ長篠

3180301024363

看板表示等の刷新による当店のイメージアップ及び認知度の向上

4122 愛知県

encourage

4123 愛知県

株式会社 野内紙工

7180001045680

ＰＢ商品の開発パッケージの販売を促進する営業補助ツールの導入

4124 愛知県

株式会社 ユニークウェイ

4180001104976

地域ポータルサイト「まいぷれ」販路開拓策による掲載企業の増加

4125 愛知県

ヴィチーノ 株式会社

5180001127448

出張ポータブルエコー検査で販路拡大事業

4126 愛知県

合資会社 加藤商店

6180003009668

強力看板とホームページで新規顧客獲得！

4127 愛知県

株式会社 エイビス

4180001024869

スマートフォンサイト構築によるＢtoＣ販路の新規開拓事業

4128 愛知県

海鮮ろばた・寿司 みのり

地域密着型の店舗「地域から愛される居酒屋」を目指して

4129 愛知県

前川洋装店

店舗外観のイメージアップと在庫の見える化による売上の増大

4130 愛知県

FAITH hair salon

ヘッドスパに適した高機動シャンプー台導入による販路拡大

4131 愛知県

有限会社 杉原組

8180302010762

室内温度差の少ないモデルハウスを活用したプロモーション事業

4132 愛知県

559 有限会社

9180302024605

安心安全なプレミア米の確立と大手スーパーへの販路拡大

4133 愛知県

小原朋之税理士事務所

4134 愛知県

有限会社 元気村

7180302012487

地域密着型介護事業所のリスタートの為の認知度UP作戦

4135 愛知県

有限会社 小津工芸

2180002025471

ウェブページの増設による新規ブランドの形成及び販売促進事業

4136 愛知県

写真のつかさ

4137 愛知県

幸田紡績 株式会社

4138 愛知県

くすのき漢方薬局

4139 愛知県

有限会社 くろしお荘

5180302010716

観光客にターゲットを絞った効果的な集客力アップ事業

4140 愛知県

株式会社 日長屋

7180301003776

新商品開発、テイクアウト販路開拓

4141 愛知県

リカー＆ギフト とかちや

店舗改装による当店のブランド力を強化し、売上拡大を図る

4142 愛知県

花蓮

中華風キッズルームの創設による販路拡大

4143 愛知県

カフェバルOLI oli

看板設置による認知度向上、洋式トイレの改装による顧客満足向上

4144 愛知県

Chat Tea Cafe

継続して通いたくなる雰囲気とプラスαレッスン提供及びＰＲ強化

4145 愛知県

税理士法人HOTAX

4146 愛知県

どんぐり犬猫病院

優しい治療・東洋医学も取り入れた施術を行う動物病院の周知

4147 愛知県

hair salon Bless

“開業２年、次のステージへ” ～新規顧客開拓事業～

裏路地にある本当に美味しいケーキ屋にきづいてほしい！

真空包装機導入によるテイクアウト商品の開発及び売上の増大

アレルギーＥＸＰＯ出展で顧客獲得＆販路拡大

中小企業の成長を支援する経理代行サービスのホームページ作成

イベント及び高齢者市場の新規顧客開拓＆新業種の展開
8180301002315

商品力強化と新規顧客開拓を行うラーメン屋の販売促進事業
自動販売機外装のオリジナルデザイン看板による販路開拓事業

2180005017904

ホームページの導入により周知及び効率化ＵＰと新規顧客獲得
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4148 愛知県

株式会社 ウォールデン

5180301028395

ギャザリングをとおして外構工事も可能な園芸店の販路開拓

4149 愛知県

株式会社 ミライベクトル

3180001120636

高品質・短納期の新サービスで顧客満足度向上と業務効率化を実現

4150 愛知県

株式会社 和田工業

2180002064395

世界一の当社の強みが一目で分かる看板設置による販路開拓

4151 愛知県

株式会社 コンドーリサイクル

3180301009439

事業所、農家のよろず片付け案内所を開設し、新規顧客獲得

4152 愛知県

フジ電計装 株式会社

2180001001135

IOTの導入でリモート監視化による生産性向上を普及する事業

4153 愛知県

有限会社 ニード

2180002048943

短納期及び低コストでできる店舗改装の宣伝を行う営業媒体の導入

4154 愛知県

株式会社 友遊

1180001097521

外国人客対応力および情報提供力向上による新規顧客開拓事業

4155 愛知県

富屋商店 株式会社

1180302010802

「不」の解消と「ウォンツ」の充足によるサイト設計で販路拡大

4156 愛知県

横山建装

4157 愛知県

有限会社 今泉自動車

4158 愛知県

カフェAKA-TOMBO

簡易宿泊サービスで集客増～親子間Ｍ＆Ａによる新規顧客層の開拓

4159 愛知県

B-SKY

ランチ開始でイメチェン！二つの顔で売上アップを狙う店舗改装

4160 愛知県

株式会社 プラマー太田

4161 愛知県

RACCOLABO

ラッコといえばラッコラボ！独自コンテンツによるブランド戦略

4162 愛知県

Cafe OPEN

ワンハンドスイーツで売上ＵＰを図るカフェの販売促進事業

4163 愛知県

株式会社 ジャパンステーションズ

9180001099733

法人向けハイブリット型データバックアップサービスの普及事業

4164 愛知県

有限会社 吉良屋

1180302028134

顧客ニーズに対応した未使用建屋の有効活用による売上の増大

4165 愛知県

愛知種苗園

家庭菜園を楽しんでいる方への販路開拓と新規顧客の獲得

4166 愛知県

栗元社会保険労務士事務所

企業と従業員を守る働き方改革の導入・定着支援サービスの展開

4167 愛知県

平田畳店

通過から立ち寄りへ、店舗イメージアップによる新規顧客獲得！

4168 愛知県

ヘアーサロンスズキ

エステ推進！地域に愛され、地域を愛する理容店の取組み

4169 愛知県

株式会社 レントオール半田

4180001092180

新規顧客獲得を目指すイベント用品レンタル店の新たな挑戦！！

4170 愛知県

合名会社 伊藤商店

8180003012901

傳右衛門ブランドのPRとファン化による売上拡大への取り組み

4171 愛知県

魚勝

4172 三重県

株式会社三重フリット

9190001017512

スクラバー設備導入による新製品の開発・製造と新規取引先獲得

4173 三重県

伊勢丸い水産株式会社

7190001010840

安心・安全な天日干し伊勢ひじきギフトによる全国販路開拓事業

4174 三重県

有限会社平松屋

7190002023890

刺繍設備導入による新事業展開と新規顧客セグメントへの拡充

4175 三重県

有限会社ウエストリバー

3190002017681

地元特産物を使い、子供も大人も食べやすい無添加おやつをお届け

4176 三重県

株式会社斉藤來洲

4190001025346

ブランド構築とロゴマーク及びパッケージの作成による販路開拓

4177 三重県

きへや商店

新パッケージの紀州紀宝の田舎漬！チラシとネットで販路拡大！

4178 三重県

南豊サービス

車のことならお任せ下さい！設備導入でワンストップサービス

4179 三重県

結乃花

未来で活躍する子供達への新教育個別指導による販路拡大

4180 三重県

一級建築士事務所 濱口設計

情報環境の抜本的改革で、生産性向上と商圏拡大を両立！

4181 三重県

割烹つつみ

バリアフリー化と広報強化で、新規及びリピート客の増加を図る！

若年層から高齢者までお客様に信頼される住宅塗装のドクターへ！
7180302028161

1180301023350

今泉自動車はココ！立ち寄りやすい店舗づくりで売上を増やす！

新規顧客獲得を狙ったイベント開催でリフォーム事業の販路拡大！

顧客の「思い出の場所」になり、売上向上を目指す和食店の挑戦！
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
4182 三重県

焼肉-un

個室希望のニーズに応え、時空間と味で満足度を高める

4183 三重県

株式会社西村石油店

6190001024420

油外サービスの広報周知による新規顧客・固定顧客の獲得増

4184 三重県

株式会社河村こうじ屋

3190001025000

手作り味噌体験教室の自社開催による新規及びリピーター客の獲得

4185 三重県

有限会社コクボ・オート

7190002011375

お客様と対話する機会を増やし、安心安全のカーライフづくり！

4186 三重県

石本果樹園

4187 三重県

有限会社ケイバンズ

4188 三重県

魚庄

駐車場及び看板の整備による新規顧客獲得作戦

4189 三重県

山本鈑金

顧客満足度アップに向けた作業スピード効率化で回転率もアップ

4190 三重県

Make hair ALLUCIA

当店の価値あるサービスを発信し、更なる魅力的な美容室へ

4191 三重県

塚田造園

看板改装による事業所・業務内容のアピールと販路開拓

4192 三重県

アソシエ株式会社

4193 三重県

ホテル槇之木

4194 三重県

有限会社美志摩加工

4195 三重県

小林塗装工業

4196 三重県

株式会社山﨑

4197 三重県

桑名志満や

分子調理器の導入による調理方法向上とテイクアウト商品強化

4198 三重県

SweetDeco

設備投資と事業所によるお店の魅力アップ作戦

4199 三重県

かかし釣具店

ホームページの開設及び地域イベント出店による集客

4200 三重県

三愛岐株式会社

4201 三重県

KALASU BASE

ターゲットを絞った広告宣伝、地域にないサービスで顧客獲得

4202 三重県

ポム・ド・テール

老若男女に愛される店づくり、あなたの街の洋食屋

4203 三重県

森川自動車鈑金塗装

専用検査機器導入による取扱メーカー拡大と内製化で顧客獲得

4204 三重県

車久米穀販売有限会社

8190002017413

店舗・駐車場の周知の為の看板・商品案内タペストリーの設置事業

4205 三重県

株式会社永井組

3190001006850

ドローンを活用した工事内容の充実と販路開拓・拡大のための事業

4206 三重県

コメダ珈琲店伊勢中川店

4207 三重県

株式会社かねてすいさん

3190001001513

利便性と健康志向ニーズを捉えたミールキットで売り場を変える

4208 三重県

奥山自動車工業株式会社

7190001011434

ホームページのリニューアル及び看板設置による新規取引先の開拓

4209 三重県

末広軒

4210 三重県

有限会社コンドウ整備

8190002018196

『ニーズの高いサービス増強』PRによる潜在顧客の獲得計画！！

4211 三重県

有限会社三雲新菱自動車

9190002014913

外注業務の内製化で顧客満足度の向上と新規顧客開拓を目指す

4212 三重県

純板金

シニア世代をターゲットに工事現場からの情報発信で新規顧客開拓

4213 三重県

Smile Loop

SNS等の画像データ活用のニーズに応える写真撮影業の開始

4214 三重県

訪問美容髪んぐ

需要増加に対応する為の設備導入と顧客満足度向上による販路拡大

4215 三重県

松屋製菓舗

新商品を開発する為の設備の導入と情報発信で販路開拓

毎日みかん生活「お得意様」を捕まえろ！魅力ＵＰ発信プラン
2190002005316

4190001024661

エーミング作業対応床面の整備で新規顧客獲得

自社ＨＰリニューアルによる地域外の顧客獲得体制の構築
テラスの有効活用による新規顧客獲得大作戦で売上アップ

5190002011724

半円真珠を活用した新商品ＰＲと自社ブランド確立による販路拡大
自社ホームページの改修と営業ツール活用による知名度向上作戦

7190001008216

4190002022210

真珠の輝きに隠れた珍味の新商品開発～贅沢な味わいを堪能して～

複数の施工事例を差替型看板で紹介～注目度をアップし問合せへ

店内全席禁煙化リフォーム及びリニューアルオープンでの販路開拓

四季の風情を彩る干菓子、木型の充実で業績アップ！
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
4216 三重県

岡製茶

若者のお茶離れを防げ！若年女性をターゲットにした茶の販売拡大

4217 三重県

osteria Jam

少人数でも心地いい時空間づくりで、新たなお客様にアピールを

4218 三重県

ヘアークラブミノル

新サービス「ヘッドスパ」による新規顧客獲得及び客単価アップ

4219 三重県

S-Gate

認知度アップに向けたPR動画制作と機械設備導入でコスト削減

4220 三重県

向日葵

新メニューを取り入れた新たな顧客の開拓事業

4221 三重県

株式会社爽栄

4222 三重県

ポーラ化粧品とばしま営業所

顧客の満足度の向上と当店の独自性を生かした新規販路開拓事業

4223 三重県

小林建築

住宅建築工事に合わせた解体工事の設備投資による売上向上対策

4224 三重県

アカナパール

真珠販売事業の中国展開での販路開拓計画

4225 三重県

内田ホルモン

肉店の看板設置・網洗浄機導入による認知度及び業務効率の向上

4226 三重県

株式会社千海

4227 三重県

中村繊維

4228 三重県

有限会社翠泉

4229 三重県

川うめ

4230 三重県

株式会社中山塗装

6190001025996

ポリマー塗装車の野外展示による効果実証を通じた販路開拓

4231 三重県

有限会社弁天荘

7190002011656

看板刷新による消費者のストレス解消と新規顧客獲得

4232 三重県

へあーさろん こすが

4233 三重県

有限会社ひさだ

4234 三重県

エアー美容室

お客様の施術空間の充実並びにSNSを活用した新規顧客獲得計画

4235 三重県

Tensui Products

販促ツールの充実によりオーダー家具の受注増加を目指す計画！！

4236 三重県

マルモ製炭所

伊勢志摩備長炭のブランディングおよび販路開拓計画！

4237 三重県

山金商店

業務用食品乾燥機導入による衛生面強化で新たな販路開拓計画！！

4238 三重県

司法書士中野決事務所

相談者にやさしい事務所づくりによる売上の確保

4239 三重県

西田歯科技工所

鋳造システム新導入で義歯の高付加価値化による受注と利益の拡大

4240 三重県

有限会社レユシール

3190002010356

JR東海と伊勢木綿のコラボ～巾着袋等製造販路開拓事業

4241 三重県

株式会社トライファーマ

5190001021518

地域密着型薬局だからできる健康食品、サプリメント事業の育成

4242 三重県

タケウチ理容店

若い世代の男性客との絆を深める店舗環境づくり

4243 三重県

山本建築

新規顧客獲得を図る国産材使用の木造住宅をホームページでＰＲ

4244 三重県

張替工房 T’s ART

新規顧客獲得に向け個人市場の更なる拡大を図る広報活動の実施

4245 三重県

御食事処 はせ川

テーブル席新設による高齢顧客の満足度向上と新規客獲得

4246 三重県

中村建築

帯鋸切断機導入と作業場の安全確保整備による業務効率化対策

4247 三重県

有限会社世古林業

4248 三重県

六月農園

選ばれる癒しの民泊、農業体験の充実、直売所・駐輪場の設置

4249 三重県

コンフィアンス

ホームページ作成により広報活動を拡充し新規顧客獲得を目指す

1190001007776

2190001019630

作業効率向上による工期短縮と新規販路開拓

在日外国人へ当社自慢の商品を活用し魚食文化を普及させる事業
高性能検針機導入で製品の品質向上と短納期化で取引拡大を図る

8190002020607

地元の畜養はまぐりメニューのアピール強化による売上拡大
スチームコンベクション導入による作業の効率化と新メニュー開発

「髪の病院」の設立とその情報発信による新規顧客の獲得
2190002011636

7190002008990

リピーターへのアプローチと新規訪日外国人獲得で売上拡大

御山杉天然精油を使用したアロマ商品販路開拓事業
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4250 三重県

株式会社神都ＬＩＦＥパートナーズ

2190001025006

4251 三重県

辻村畳店

新時代の「畳替え」をホームページ・チラシで提案する事業

4252 三重県

ろばた まつ井

地域の年配者等に配慮した店舗改装による顧客数・売上ＵＰ対策！

4253 三重県

イワジン真珠有限会社

4254 三重県

東原建築工房

次世代へ繋ぐため限られた資源の再利用と情報発信による事業拡大

4255 三重県

魚文

昭和元年から続く味を伝えたい！老舗仕出し屋の広告戦略！

4256 三重県

溜

顔の見える食材を、見たことのない顔に変えるメニュー開発！

4257 三重県

有限会社みらい農業

5190002015659

ＥＭ栽培米こしひかりの周知とホームページ開設による販路拡大

4258 三重県

御絲織物株式会社

2190001010853

御絲織りの魅力と技術力の情報発信・工場見学による販路開拓事業

4259 三重県

斎藤商店

店舗改装で待つことが楽しい店にして売上拡大

4260 三重県

寿司孝

新メニューと快適な店舗空間による売上拡大と収益性の向上

4261 三重県

ラッティーツイスター

オリジナルリールシート等の型・試作品を開発して新規販路開拓

4262 三重県

株式会社ヤマキ漬物

4263 三重県

腰山商店

4264 三重県

株式会社MIKURA

4265 三重県

おかもと

新しくなった斎場の看板設置と周知・PRと顧客満足度アップ作戦

4266 三重県

湊石材店

ギャラリーおよび体験スペース増築による観光誘客事業

4267 三重県

有限会社肉の喜多家

4268 三重県

谷本建築

4269 三重県

株式会社エムフーズ

4270 三重県

山文建材店

モニタリングできるショールームで当社認知度とお客様満足度ＵＰ

4271 三重県

盛正堂

サービス開示で顧客獲得！生産増強で安定供給！

4272 三重県

ワタベ建装

解決！空き家問題！熟練リフォーム業の新たな挑戦！

4273 三重県

羽場木工

機会喪失を防げ！新規機械導入による生産性向上計画！

4274 三重県

水谷総合事務所

家族信託中心の業務内容を示した看板設置による新規顧客獲得

4275 三重県

Dog Salon Queue～クゥー～

離れ行く顧客への歯止めと顧客満足の向上プラン！

4276 三重県

有限会社クエスト

5190002011344

機器導入による受注体制確立と新規顧客開拓

4277 三重県

一冨士株式会社

4190001021873

高齢化社会で拡大する宅配需要に向けた「一冨士の宅配サービス」

4278 三重県

合同会社ＡＡＣＡ

9180003016224

いなべでe-bikeがアツい！トリップサイクリングツアー

4279 三重県

アントニオ

看板設置による認知度向上と陳列ケースＬＥＤ化で購買意欲向上

4280 三重県

久屋商店

漁獲量NO１の地域で採れる雑魚を活用した商品による販路の拡大

4281 三重県

北村板金工業

ドローンで他社との差別化を図って依頼件数アップ＆売上拡大

4282 三重県

インナービューティサロン beaute

新規顧客獲得＆客単価上昇のための機器購入

4283 三重県

与太呂寿司

高齢者や女性客が入店しやすい洋式トイレ化による顧客拡大

4190002011196

5190001001552

ＨＰ開設で地元地域密着アピールし事業拡大、地域1番店に！

モナコ仕込みのアイデアでの新商品開発と情報発信による販路開拓

顧客ニーズが高い「カップ入り漬物」の量産化へ向けた商品開発
「静」から「動」への転換で地域密着による販路開拓

5190001011584

7190002011557

ブランドイメージの刷新による販路開拓

志摩の新しいおいしさを全国に届けるための体制構築で魅力を発信
地元地域に限定した中小規模リフォーム市場の深堀による販路開拓

7190001006525

アロマ事業の立ち上げに際しホームページの増刷による販路開拓
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4284 三重県

焼肉 出芽金

フードスライサーによる鮮度アップ、新商品開発を通じた販路開拓

4285 三重県

田中塗装

設備投資による塗装作業の効率化と情報発信で売上高の確保

4286 三重県

紀勢荘

低い稼働率の大部屋を再活用することで顧客満足度、売上アップ！

4287 三重県

滝原西村ハイヤー有限会社

4288 三重県

お宿・お料理 伊勢慶

4289 三重県

有限会社KOZO BOXING FITNESS
GYM

4290 三重県

冨田産業

4291 三重県

合同会社たまきあい

2190003002667

地域課題解決と町の活性化のための情報発信と販路開拓

4292 三重県

株式会社Ｍ．Ｅ．Ａ

2190001022840

マリン事業部門の展開に伴う魅力発信と販路開拓

4293 三重県

株式会社HM

5190001019280

看板設置でPR！人気の豪華客船クルージングへ地域顧客獲得。

4294 三重県

ＡＵＴＯ ＣＯＲＳＥ

中古車情報サイト掲載、作業効率アップで売上増加、利益率改善

4295 三重県

The dining YOSA 八右衛門

アクアイグニスオープンを見据えた作業効率向上事業と客席の増加

4296 三重県

ぺピーズホースフィールド

乗用馬販売の新規開拓と円馬場活用による販路拡大

4297 三重県

有限会社飯島金物店

4298 三重県

藤原鉄工所

フルデジタルTIG溶接で新たなる顧客の獲得へ

4299 三重県

伊藤塗装

防音型高圧洗浄機導入による工期短縮と販路拡大事業

4300 三重県

うおまさ商店車両部

小回りが利くバイク等２輪車搬送レッカー対応で売上増加事業

4301 三重県

カットサロンBee

ゆったりと贅沢な時間を使いたいお客様の思いに寄り添う美容室

4302 三重県

有限会社辻熊太郎商店

4303 三重県

ヘアースタジオ・リール

アーム型ドライヤーで効率アップ！ナノスチームで満足度アップ！

4304 三重県

ペットサロンハナコ

愛犬家のニーズに応えた当店の魅力発信による販路開拓と業務改善

4305 三重県

ヤマザキ椎茸園

海外展開も視野に入れた、パッケージラベル・チラシづくり。

4306 三重県

井熊商会

リフトの導入で作業効率UP!＆売上UP!計画

4307 三重県

山王丸渡船

活き餌飼育施設の新設により新たな売上基盤を構築する事業

4308 三重県

株式会社宮川物産

4309 三重県

つじ萬

4310 三重県

有限会社山下園芸

9190002015044

夜間や新カテゴリー商品に対応する視認性向上策による販路開拓

4311 三重県

東洋石油化学株式会社

1180001096548

職人さんのための未来型「街の塗料資材店」HPサイト開設事業

4312 三重県

株式会社プライム

3190001008079

ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓から売上増加を目指す

4313 三重県

ボルダリングジム ハンピ

4314 三重県

株式会社角建設

4315 三重県

西金商店

ネットと実店舗の融合を目指した新たな販路開拓と新規顧客獲得

4316 三重県

らーめんみのり

新メニュー開発と家族向けメニュー導入による新規顧客獲得

4317 三重県

有限会社湊乳業

4190002015800

貸切バス旅行センター開設に伴う新規看板設置で販路拡大
初瀬街道で江戸時代より唯一続く旅籠の癒しとおもてなしを提供

3190002018614

HPと話題の新聞広告で地域密着！繋げ新規顧客獲得と定着！
色彩選別機の導入で「玉瀧米」の安全性と品質向上による販路拡大

4190002008250

7190002014980

6190001011204

チラシとイベント会場での実演による販路開拓

LED照明と看板の設置による新規法人顧客開拓とSS利便性向上

健康×オシャレにこだわる女性層へ向けた新販路による売上の向上
和の食と和の空間、和の心のおもてなしでインバウンド需要の獲得

快適性向上と知名度アップによる2号店「鈴鹿店」の販路開拓計画
4190001006569

8190002015086

最新測量機器を導入し、品質向上、顧客満足度向上による販路拡大

「あなたを守る影の立役者になる！」宅配顧客満足度拡大事業
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4318 三重県

エクステリアアマノ株式会社

3190001005844

外国人人材の活用と地域貢献の知名度向上による売上拡大

4319 三重県

有限会社丸武製作所

4190002017912

新規顧客獲得のための自社HP開設によるPR力強化で受注数UP

4320 三重県

ユアシセイドウおくい

4321 三重県

株式会社神山

1190001009046

店舗のイメージアップと顧客満足度向上による新規顧客獲得の実現

4322 三重県

株式会社 中村建築設計事務所

7190001012911

WebサイトでのSDGｓ宣言を発信し地域に安心と活力をアップ

4323 三重県

イヅモヤ

「綿ふとんって、こんなにいい！」と感動してもらう仕掛けづくり

4324 三重県

カフェレスト白馬

当店の人気のランチを、キッチンカーであなたの町へお届けします

4325 三重県

CAFEめがね書房

メニュー開発・席数増設・看板設置による顧客獲得・売上向上事業

4326 三重県

牛場板金塗装

『常に新しい技術を！』最新スキャンツール導入で販路拡大事業

4327 三重県

天旬

当店の存在をより明確にし、平日夜の集客へと結びつける

4328 滋賀県

有限会社伊吹ハム

2160002006291

来店用スペース拡充による新規顧客の獲得

4329 滋賀県

有限会社伴自動車

5160002006867

地域課題を解決！塩害ガード塗装で車を錆から守る。

4330 滋賀県

青木煮豆店 悠ちゃん

琵琶湖を臨む絶景で煮豆を使ったかき氷の提供

4331 滋賀県

ちょい宿あだち

昼食の受入拡大による完全予約制からの脱却

4332 滋賀県

針江のんきぃふぁーむ

湧き水のあふれる川端（かばた）を使った農家民宿始めます！

4333 滋賀県

有限会社Horii

4334 滋賀県

魚兵楼

4335 滋賀県

藤堂興産 株式会社

7130001018179

レンタルロッカーとマッサージでゴルフ打ちっぱなし！

4336 滋賀県

株式会社弘子舎

8160001011626

観光客のペット一時預かり業務開始に伴うHP刷新とチラシ作製

4337 滋賀県

株式会社 イーメタルス

1160001017927

非鉄金属回収強化のためのホームページによる認知度向上

4338 滋賀県

有限会社惣菜のさくら

5160002004722

顧客の好みを把握できる強みを活かした弁当開発と新規顧客開拓

4339 滋賀県

近江研究所

看板設置による自社とサービス内容の認知度向上

4340 滋賀県

ミゾイ酒店

ワインソムリエのいるワインに強い酒店！ホームページ制作事業

4341 滋賀県

おさかな家佐藤

新店舗出店による売上増加計画

4342 滋賀県

お食事処 万葉香

おもてなしPRの看板設置による新規顧客獲得と顧客満足度の向上

4343 滋賀県

hair glory

宣伝広報と設備導入による『癒しと寛ぎの空間』の提供拡大戦略

4344 滋賀県

有限会社おしゃれの館ミツヤ

4345 滋賀県

御菓子司 しろ平老舗

個包装包材のリニューアルによるネット販売拡大事業

4346 滋賀県

山岡自工

「販路拡大とイメージアップ」一石二鳥のサインボード設置事業

4347 滋賀県

株式会社暮しの便利便

6160001003749

高齢者・女性向け生活サポート窓口の事業拡充における広報戦略

4348 滋賀県

株式会社ウェルスィ

4160001011191

女性向けネットショップページ制作での新規販路拡大事業

4349 滋賀県

株式会社レイヤマクチ

3160001015722

店舗レイアウト変更による利益率と作業効率ＵＰ及び新規顧客獲得

4350 滋賀県

有限会社アクセスワールド

7160002006221

宣伝広報の改良と強化による新規顧客への訴求力の向上

4351 滋賀県

株式会社KOMINKA企画

2160001020632

多言語対応と予約情報一元管理でインバウンドをサクッと獲得

明るく見やすく親しみやすい化粧品店の販路開拓

9160002007787

看板の設置およびホームページ作成による新規顧客の開拓
江戸時代から続く老舗料理旅館を２１世紀で愉しむＰＲ事業

5160002011248

女性のためのメニュー作りと快適に過ごせる空間・環境作り事業
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4352 滋賀県

イリスワークス

「車内清掃用掃除機」導入による安心・安全の提供

4353 滋賀県

魚武

女性用トイレの新設で顧客満足度向上計画

4354 滋賀県

ＳｕｎＳＡｎ

店舗リニューアルと体質改善サービスの提供による販路拡大

4355 滋賀県

caramelbox

訴求のデジタル化とテイクアウト強化事業

4356 滋賀県

まつい工芸

オーダーメイド家具の提案による住宅リフォームの新規顧客獲得

4357 滋賀県

有限会社 氏郷庵かどや

4358 滋賀県

サンティール

4359 滋賀県

株式会社バックステージ

3160001007868

新事業！照明事業で売上・新規顧客ＵＰ！経費削減！

4360 滋賀県

関西オート株式会社

2160001000519

指定工場の強みを最大限活用した、車検・整備需要の獲得

4361 滋賀県

みずほ製菓

あられ工場の直販体制構築を図る道路誘導表示付ＰＲ看板設置事業

4362 滋賀県

ＰＩＣＮＩＣ ＣＡＦＥ あかつき

インスタフォロワー数の増加であかつきの魅力発信大作戦！

4363 滋賀県

瀬戸

新サービスによる顧客の獲得及び満足度アップをめざす

4364 滋賀県

BERRYBADS MOTORCYCLE

パーツ販売による債権回収サイトの短期化と資金繰りの改善

4365 滋賀県

中村左官

新工法「デザインコンクリート」採用による販路開拓

4366 滋賀県

山口土木

滋賀県初の免震工事工法を周知し顧客獲得のための広告宣伝事業

4367 滋賀県

株式会社アチーブメント

6160001007898

ベッド～納棺を一人で行う納棺リフターと昇降台車の開発・販売

4368 滋賀県

有限会社小川自動車整備工場

5160002007213

新型自動車２柱リフト導入による手厚いサービスで潜在顧客を掴む

4369 滋賀県

有限会社甲賀もち工房

5160002006132

米粉を使った商品のネット販売事業の拡大

4370 滋賀県

かばたリゾート株式会社

2160001016548

全天候対応型ドッグランの新設による利用客の増加と稼働率の向上

4371 滋賀県

有限会社アイ設計

1160002009345

３D測量CADシステムの導入による個人顧客の新規獲得

4372 滋賀県

カットサロンフィガロ

新天地での新たな取り組みによる事業継続

4373 滋賀県

ミヤコ美容室

店内のバリアフリー対策で、安心してご利用いただける空間作り

4374 滋賀県

株式会社Ra・Baum建築工房

9160001003944

独自の世界観の新たなプロモーション手法による新規顧客開拓

4375 滋賀県

株式会社ダイチ塗装

3160001020978

ドローンを利用した外壁・屋根の診断サービスの実施

4376 滋賀県

有限会社光商店

9160002007580

下請から脱却！自社ウェブサイトリニューアルで新規一般顧客獲得

4377 滋賀県

中村ケア

4378 滋賀県

株式会社ＳＯＷＡ

4379 滋賀県

tanaka wooden works

デザインパンフレット作成によるイメージ戦略で新規顧客獲得

4380 滋賀県

Pasta＆Dolce ism

軽減税率に伴うテイクアウト品の充実と周知

4381 滋賀県

有限会社 大一製菓

4382 滋賀県

ヴェルティエ

外車対応「故障診断機」導入で外車販売台数増加を図る！

4383 滋賀県

そふぁら

パン生地自動生成機器導入による高付加価値商品開発と販路拡大

4384 滋賀県

保育ルーム くまのみひろば栗東

子育て女性をターゲットにした新規顧客開拓のための周知活動

4385 滋賀県

ゴンマツデンタル

歯科患者保険外ニーズへの対応による販路開拓事業

2160002009385

栄養成分表示化による販路拡大計画の推進
スマホで検索、見てかわいい・食べておいしいお菓子ランド

パッケージデザイン・情報発信方法のリビルディングプロジェクト
4160001020779

5160002009688

新事業「結婚相談所」の開業

商品パッケージの新規化により、新規顧客の獲得を図る
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4386 滋賀県

ビートル能登川

高齢者の満足度に訴求した設備導入及びヘッドスパサービスの拡充

4387 滋賀県

株式会社ツチダ建正

4388 滋賀県

Feliz

新規創業に伴う当社および着物の魅力アピール事業

4389 滋賀県

藤田化工

品質管理への取り組みによる新製品受注の取り組み

4390 滋賀県

株式会社 高木紙工

4391 滋賀県

綿向山ビレッジ

ＨＰ開設とポストカード作成による古民家民泊レストランのＰＲ

4392 滋賀県

Taiyou Breads.

国産小麦パンの新商品開発とお客様がパンを選びやすい店作り

4393 滋賀県

笠井設備工業

水道代のマル秘節約術伝授！水道代節約のお手伝いを致します！

4394 滋賀県

高島ワニカフェ

新商品の開発とパッケージデザインの作成事業

4395 滋賀県

ＢＡＲＢＥＲ ＳＨＯＰ 集

ヘッドスパ・育毛スパの提案と新規女性客獲得の為の店舗改装事業

4396 滋賀県

田中葬祭

ホームページ開設でインターネット利用者に向けた販路開拓事業

4397 滋賀県

株式会社ピースインターナショナル

4398 滋賀県

ふじや精肉店大王

4399 滋賀県

株式会社自然形体療法

4400 滋賀県

成婚サポート縁

4401 滋賀県

株式会社柿本工務店

4402 滋賀県

伊藤文工務店

木工体験会の開催を通じた、同居向けリフォーム工事受注拡大

4403 滋賀県

マエボリ自動車鈑金

新たな需要に対応した「板金・塗装技術」を可視化する看板の作成

4404 滋賀県

清音ミュージック

美しいデザインのオリジナルスピーカーをパンフレットにする事業

4405 滋賀県

株式会社中川工務店

4406 滋賀県

MIMOSリラクゼーション

ホームページの日本語対応と脱毛PR強化で、新規顧客獲得！

4407 滋賀県

伊与門

デジタルサイネージ活用と新規客獲得チラシ作成による来客アップ

4408 滋賀県

株式会社かねこ工務店

4409 滋賀県

富岡 道宣

4410 滋賀県

株式会社ファイナル

4411 滋賀県

＆mart

子連れファミリー層のためのライフステージを共存する場所づくり

4412 滋賀県

STILLER DOCK

高齢者の安全な車生活をサポートする高品質タイヤメンテナンス

4413 滋賀県

正明堂印刷所

新ソフトウェア導入による、小ロット・短納期顧客の新たな獲得

4414 滋賀県

株式会社ユーキ建築

4415 滋賀県

らっこや

4416 滋賀県

近江和装株式会社

5160001008113

和装オーダー品販売拡大に向けて工場の一部を直接接客店舗へ転換

4417 滋賀県

ケア・オブ・クローバー株式会社

5160001007643

新サービス提供のための設備導入及び広報強化による認知度の向上

4418 滋賀県

中江装飾

4419 滋賀県

株式会社リバイズホームｉ

4160001020655

6160001010027

5160001019804

新商品の取り扱い及びホームページ作成による認知度向上事業

立て看板設置による、自社事業の周知、それによる顧客開拓

取り組みを伝えるHPの制作設置と顧客拡大のための看板設置
心機一転！店舗改装と新メニューで新たな顧客増加！

1130001054238

整体院の新しい女性客層を狙ったＰＲ用看板の作成
未婚の子供の婚活を心配する親を対象とした無料説明会を開催

1160001003547

9160001006906

2160001006549

提案型リフォームをHPで訴え、新規顧客獲得を目指す

建設業と製材業の兼業会社だからできる宅地分譲の魅力発信事業

木造平屋建築ブランドの認知度ＵＰによる販路拡大事業
ホームページ作成と看板設置で新たな整体院として差別化をＰＲ

6160001010200

3160001021794

プリンター導入による意匠デザインを印刷した帆布鞄の製造事業

スマートフォン対応型ホームぺージ制作による認知度向上事業
珈琲豆のギフト商品開発・ネット販売推進事業

ホームページを使用したカーテン販売ＰＲ事業
4160001021323

創業１年未満におけるＨＰを活用した新築住宅の営業効率アップ
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4420 滋賀県

辻本精肉店

新店舗・カーポート設置で図る総菜・焼肉部門強化と潜在顧客獲得

4421 滋賀県

有限会社 ES Cube

9160002007564

ホームページ刷新によるブランド力強化と新規顧客の獲得

4422 滋賀県

株式会社 常喜家

4160001006704

かがまなくても買い物しやすい！平台で見やすい店内に改装

4423 滋賀県

ぴたっとクリエイト

工場、事業所向け省エネ屋根上遮熱パネルの新規開発・販売事業

4424 滋賀県

kazu pump service

狭く遠い現場にも生コンを圧送！特殊機材導入により販路拡大事業

4425 滋賀県

クミノ工房

きぐみのつみきKUMINOニューヨークにて米国販路開拓

4426 滋賀県

宮元工作所

半自動溶接機導入による量産体制確保で販路拡大を図る！

4427 滋賀県

ルフト・ヘヤーメイク

リスタート お客様目線のサロンスタイル

4428 滋賀県

近江真綿工房 原田

純国産近江真綿布団の積極的な情報発信による新規顧客開拓事業

4429 滋賀県

北林製畳所

倉庫改装による業務効率化及び視認性UPで売上増加

4430 滋賀県

居酒屋 独楽

店舗外観の一新と営業内容の見直しによる販路開拓

4431 滋賀県

hair salon chit chat

看板設置とSNSでの情報発信による店舗PR計画

4432 滋賀県

新和食割鮮屋 西庵

スチコンオーブン導入による新メニュー開発及び作業効率ＵＰ!!

4433 滋賀県

HINO BREWING 株式会社

4434 滋賀県

nice! lemon

地域の食と食文化の提供による新規顧客の獲得

4435 滋賀県

野﨑石材

事業の2本柱化による新規顧客獲得事業

4436 滋賀県

そりまちサイクル

即日お渡し！地域必需品である自転車のトータル修理事業

4437 滋賀県

千登勢精機株式会社

5160001013484

新機器導入で品質向上、取引先信頼拡幅による売上拡大

4438 滋賀県

合同会社幸福堂

9160003001665

『忍者の里 甲賀』であなた流の豊かな暮らしがきっと見つかる！

4439 滋賀県

株式会社ブラザー商会

5216000101359

お客様感謝祭イベント周知による新規顧客の集客事業

4440 滋賀県

マイスターメガネ

スマホ対応HP・折り込みチラシ・翻訳機を活用した販路開拓

4441 滋賀県

まぐろ家

「まぐろ専門店」としての店舗作り及び情報の発信の強化事業

4442 滋賀県

オランチョ

新規顧客獲得のためHP・看板で新メニューをアピール

4443 滋賀県

エムズ グローバル マーケット

楽天市場の新しいＥＣショップ開設での販路拡大

4444 滋賀県

双葉庭

窓の向こうに癒しを与えるランドスケープ事業の開始

4445 滋賀県

Ｋ-サイド不動産株式会社

4446 滋賀県

関西鍼灸院

個室新設！アロマと鍼灸の同時提供による新規顧客獲得事業！

4447 滋賀県

金田寛一商店

ドローン導入による農薬散布事業で新規顧客の獲得

4448 滋賀県

BLUE BIKE&SOAP

びわ湖に揺られ、たかしまを五感で感じるサイクリングツアー事業

4449 滋賀県

朽木まるきゅう

高島産大豆を使ったすはま風和菓子の商品開発による安定経営

4450 滋賀県

たくみ機工

溶接作業を可能としたマルチに対応できる修理屋の実現

4451 滋賀県

株式会社ユリ美容室

4452 滋賀県

今村板金

4453 滋賀県

株式会社アールクレエ

5160001020695

1160001021466

2160001008875

看板・パンフレット等作成によるクラフトビールの地元PR

ホームページの開設と重点エリアにチラシポスティングで販路開拓

高齢化社会に対応した店づくりによる顧客満足度向上
板金折り曲げ機導入による事業拡大

2160001007786

自社ウェブサイト作成で潜在顧客を獲得し販路開拓。
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4454 滋賀県

田村ローラ製作所

部品加工機械導入で、単体受注から部品も含めた総合加工受注へ

4455 滋賀県

株式会社重信工務店

4456 滋賀県

メリーポエム洋菓子店

新たな看板商品『ベイクド・チーズ・タルト』開発による販路開拓

4457 滋賀県

湖東製茶

極上かりがね・少量パック開発で30代女性“おこしやす～”

4458 滋賀県

有限会社クリエイト西村

5160002008855

店舗リニューアルで客数アップ・団体利用の獲得

4459 滋賀県

株式会社 田中興業

7160001021691

自社HPの作成に伴う公共工事の下請受注獲得事業による販路開拓

4460 滋賀県

奥山の癒し処 風緑

4461 滋賀県

株式会社道の駅あいの土山

4462 滋賀県

理容サガワ

4463 滋賀県

株式会社フォレスト

7160001011445

ホームページ刷新による新規顧客増加の取り組み

4464 滋賀県

株式会社 花芳

7160001005018

さらなるお客様満足 廃棄物再利用で排出者、購入者満足

4465 滋賀県

クリエイティブ

床洗浄機導入による衛生管理の徹底と作業効率の向上及び販路拡大

4466 滋賀県

佐川建設

外構工事の受注拡大を狙った新規取引先開拓の取り組み

4467 滋賀県

有限会社北村商店

4160002006166

新聞折込広告を利用した事業部制の構築

4468 滋賀県

株式会社滋賀精衡

6160001019118

商談スペース充実等による顧客とのコミュニケーション活性化

4469 滋賀県

株式会社サンループ

5160001017568

太陽光発電付き駐車場周知事業

4470 滋賀県

株式会社タチイリ

8160001016807

赤ちゃん布団販売強化事業

4471 滋賀県

石文工業

石工看板による技術ＰＲからの販路開拓事業

4472 滋賀県

Roz&Mary

テイクアウト商品の充実と新メニューの開発で客単価向上の実現

4473 滋賀県

yomogincho

SNSからHPへ繋ぐ、知名度UPとWEB売上による売上確保

4474 滋賀県

呉服のいちかわ

古民家を利用したギャラリースペース活用事業

4475 滋賀県

株式会社マルト

2160001008784

環境意識の啓発を通じた支持層の囲い込み

4476 滋賀県

株式会社 山名印刷

7160001005249

小回りの利く町の印刷屋さん 印刷精度向上で売上アップ大作戦！

4477 滋賀県

想古亭げんない

4478 滋賀県

株式会社アップラインズ

4479 滋賀県

ゆういんぐKOBAYASHI

「永遠のおしゃれを提供する店」の販売戦略作戦

4480 滋賀県

姿勢ウォーキング教室

移動式鏡購入でレッスン会場の増加！チラシ・HPで販路開拓！

4481 滋賀県

リードテクノ株式会社

8150001008078

市場ニーズに応えた圧電評価装置の高付加価値化による顧客拡大

4482 滋賀県

グッドフォーユー株式会社

6160001021800

子育て世帯をターゲットにした紅茶専門店の飲食店事業進出計画

4483 滋賀県

株式会社あなたの健康社

7180301019962

PR冊子の作成による信頼性と知名度の向上と販路開拓

4484 滋賀県

cocoon hair make up

顧客満足と売上単価をアップするための美容室のイメージ戦略

4485 滋賀県

ひまわりプランニング印刷

利便性・視認性アップPRのためのホームページの改訂と看板設置

4486 滋賀県

株式会社 中島スポーツ

4487 滋賀県

甲賀・忍びの宿 宮乃温泉

5160001016693

サイドタウン販売モデル集客事業

そば通をうならせる粗挽き手打ちそばの新規提供により販路拡大
3160001005632

特産品加工場の設置による加工販売で地元食材の販売促進
理容店での1,000円ヘッドスパサービスによる販路開拓

料理旅館のイタリアンメニュー開発による新規顧客の獲得
5160001008914

1160001005171

主力商品の取扱店拡大による販路開拓

広報力強化による地名度アップと技術サポート関連販売の拡大事業
手に取ってもらえる旅館案内パンフレットと宴会料理チラシの作成
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4488 滋賀県

Marry hair works

『素敵でお得』大きくなったお店とサービスを広める販路開拓事業

4489 滋賀県

米蔵國友

販売所の設置で固定客を獲得！

4490 滋賀県

楽入陶房 壷中庵

甲賀忍者兵糧丸の開発と販路開拓事業

4491 滋賀県

フーズ＆シェル ショップ油屋

ヘッドライトの輝度回復！！プレミアム洗車で高齢化地域に貢献

4492 滋賀県

有限会社イシオカ楽器

3160002005276

プログラミングを学ぼう！変化の時代を生きる子どもたちのために

4493 滋賀県

株式会社 滋賀ごてん本舗

6160001021461

県外観光客へ向けた地元生産者と連携したギフト用土産商品開発

4494 滋賀県

株式会社きゃんせ美容院

3160001017850

施術追加と情報発信型ホームページの構築で売上増を行う

4495 滋賀県

株式会社 壺八

7160001005562

WEBページをモバイル対応に再構築してのネット集客強化事業

4496 滋賀県

昭和カフェ45

4497 滋賀県

株式会社 T-BOXX

4498 滋賀県

中川木工芸 比良工房

4499 滋賀県

株式会社 双葉工芸

4500 滋賀県

今津文化センター

ゲストハウス併設による外国人観光客の新規獲得

4501 滋賀県

紫香楽ファーム

少量真空パック商品の導入による販路開拓

4502 滋賀県

企業組合ビュースパイア

4503 滋賀県

Maynish KICK BOXING

女性でも気軽に立ち寄れるキックボクシングジムのイメージ戦略

4504 滋賀県

K paint

商談ルーム設置によるサービス向上と新規顧客獲得の環境作り

4505 滋賀県

In one’s element.

ドライカットの提供によるくせ毛で悩む新規顧客の獲得

4506 滋賀県

志我の里

レンタルスペースの利用環境整備による販路拡大

4507 滋賀県

今井佛壇

新サービス（仏壇の泡洗浄）の既存顧客への訴求と新規顧客獲得

4508 滋賀県

TORASARU

ケーキ生産性を向上 ケーキの販売数増加して販路開拓

4509 滋賀県

株式会社エスポワール

4510 滋賀県

Sky

ハンドメイドやワークショップの顧客ニーズに対応する店舗計画

4511 滋賀県

ｚｕｎｄ耕園

心身ともに癒しを与える農園活用＆美野菜ギフトによるファン獲得

4512 滋賀県

たつおか整体院

ストレスフルな地元30～40代男性への共感マーケティング戦略

4513 滋賀県

株式会社 川新

4514 滋賀県

カプリの丘

4515 滋賀県

株式会社 ゆうきプラニング

4516 滋賀県

ESTHE YUN

新型脱毛マシーン導入による顧客回転率の向上プロジェクト

4517 滋賀県

丸山巧夢店

商談スペースでお客様のニーズに合ったプランで販路開拓

4518 滋賀県

有限会社 かね馬

4519 滋賀県

イケダ建築

ＷＥＢサイト構築による認知度向上と次世代に繫げる新規顧客開拓

4520 滋賀県

あまつち自然農園

自社ホームページによる効率的な販路開拓による売上アップ戦略

4521 滋賀県

有限会社 かねみ

新規顧客獲得に向けた新メニューの販売・広報活動
6160001021296

職人と工務店の現場仕事マッチングアプリの新規ユーザー獲得事業
伝統工芸に電動技術を併せ、伝統的な技法を次世代に遺していく

8160001008713

2160005010670

3160001014880

8160001011865

米国向けウェブサイト及びECの制作

アレルギー対策展への出展による首都圏法人に向けた販路開拓事業

エンドユーザー向けのサッシ・エクステリア工事の販路開拓

ランチやってます！看板設置と情報発信強化による集客力アップ
ピッツェリア 新店開業での溶岩石ピザ窯の導入

9160001019759

7160002005636

8160002005635

地元における顧客占有率拡大のための看板設置事業

信楽焼等へのカスタマイズ加工による販路開拓

路地裏店の外観リニューアルによる認知度・集客力向上の実現
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4522 滋賀県

株式会社マーケティングスマイル

2160001021143

越境ＥＣで中小企業が海外進出をするためのコンサルタント事業

4523 滋賀県

株式会社 スリーエー

6160001016478

新規設備導入と既存ＨＰ改修による効果的な広告宣伝体制確立

4524 滋賀県

能登川いろは精肉店

4525 滋賀県

株式会社アスリートコーポレーション

4526 滋賀県

なごみ整骨院

4527 滋賀県

有限会社大幸工務店

4528 滋賀県

丸幸 澤幸雄商店

4529 滋賀県

株式会社Ｌ－ｐｌａｎｎｉｎｇ

4530 滋賀県

ｔｏｍａｒｉｇｉ

4531 滋賀県

株式会社ＨＳ2

4532 滋賀県

Hair’s Rumah

4533 滋賀県

藪下建設株式会社

5160001006117

認知度向上・情報発信力強化のためのホームページ整備事業

4534 滋賀県

竹内酒造株式会社

9160001017515

純米大吟醸を使用した美容液でアンチエイジング発信！

4535 滋賀県

服部建築事務所

建築３ＤＣＡＤソフトの導入による新規顧客の獲得並びに売上増加

4536 滋賀県

ハイストローク

カスタム修理をPRし新規顧客獲得のためのＨＰの作成

4537 滋賀県

司法書士 中村明博事務所

超高齢化社会に備えた法制度の広報並びに法的支援事業

4538 滋賀県

土地家屋調査士タカハシ事務所

土地家屋調査士の業務内容のＰＲによる認知度向上と販路拡大

4539 滋賀県

ＨＡＮＢＥＹ

築１００年の呉服店でハンドメイド教室を実現するための改修事業

4540 滋賀県

丸仁館

新規顧客獲得のためのホームページ開設

4541 滋賀県

株式会社かわきた

8160001004844

ホームページ改修による情報発信力強化で顧客を獲得！

4542 滋賀県

有限会社カープラザ・フジ

7160002007228

リコール対応という逆境を逆手に取り潜在顧客を獲得する

4543 滋賀県

株式会社文建

8160001019529

脱下請！地域に愛される解体屋を目指したＨＰによる知名度向上

4544 滋賀県

モリワキ印刷

最新印刷機の特徴を活かした印刷ワンストップサービスの販路開拓

4545 滋賀県

おぐらともの店

ヘアケアにより健康でお洒落な人生のお手伝いができる美容室

4546 滋賀県

株式会社ハートフルギフト

4547 滋賀県

大西外構

4548 滋賀県

株式会社ネクステージ不動産

9160001012169

空き家・空きテナントを活用した店舗型起業・副業予定者支援事業

4549 滋賀県

有限会社西山家具

2160002002126

店舗外壁変更と看板シート製作による新主力事業の認知度向上策

4550 滋賀県

バールラディカ

ピザテイクアウトで人を引き込むイタリア料理店の新規販路開拓

4551 滋賀県

メガネ21 能登川店

新店舗の認知度向上による、新規顧客開拓

4552 滋賀県

リペアワールド

パソコン修理のＰＲを切り口にした高齢者向け販路開拓事業

4553 滋賀県

谷修金物店

看板の新規設置やHP活用による新規顧客獲得事業

4554 滋賀県

株式会社滋賀クレーン

6160001019844

新規の受注拡大ツールとしてのHP作成（スマートフォン対応）

4555 滋賀県

株式会社吉四六

2160001020558

暗い店舗外観を一新！入りやすさを演出して新規顧客獲得！

地域No1の近江牛専門店としての地域密着広報戦略の実施
5160001014094

女性激辛ブームを到来させる！ハバネロ販路開拓事業
女性福祉ワーカーの顧客満足度追求による新規顧客獲得事業

7160002008309

気密測定機の導入による住宅気密性測定事業の実施体制整備
小売り誘客強化のためのサイン設置と店舗改装

4160001021462

不動産部門の設立による工務店の新たな販路開拓事業
女性施術師による女性を元気にする整体・アロマ販促事業

4130001063401

ドローン活用けものみち空撮～地域の獣害対策に貢献するビジネス
お洒落なイクメンパパ応援事業

8160001003986

贈り物コンシェルジュのネット展開にかかる新規顧客獲得事業
脱下請！地域に愛される庭屋を目指したＨＰによる知名度向上
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4556 滋賀県

有限会社リカーショップなかむら

5160002005043

病院への入院・介護を必要とされる方がいるご家族に新規顧客開拓

4557 滋賀県

東陽開発株式会社

7160001010075

テナント等募集看板設置による新規顧客獲得のための販路開拓事業

4558 滋賀県

エースクリーニング

生前整理・遺品整理を知ってもらい、売上に繋げるための販路開拓

4559 滋賀県

ガレージワイズ

スキャンツール導入とセールスポイント看板設置による販路開拓

4560 滋賀県

有限会社 川島安

4561 滋賀県

ａｔｅｌｉｅｒ ＹＡＯ’ｓ

新規顧客獲得のためのオリジナルホームページ作成と情報発信

4562 滋賀県

ガレージT.Y.C

大型ワンボックスカー専用の門型２柱リフト導入で新規顧客開拓

4563 滋賀県

株式会社 林与

6160001008616

麻を活用したろ過装置開発による販路開拓事業

4564 滋賀県

有限会社ヤマダ油脂

2160002009039

システムの導入による廃油回収の効率化とリサイクル石けんの普及

4565 滋賀県

タイヤショップ カキゾエ

地域住民向けタイヤの困り事解決！タイヤ預かりサービスの提供

4566 滋賀県

丸善呉服店

高齢者が来店しやすい環境をつくるための販路開拓事業

4567 滋賀県

株式会社湖北製作所

3160001007240

脱一社依存型取引！3年で新規取引5社にする営業ツールの開発

4568 滋賀県

有限会社 とも栄菓舗

6160002011412

地元観光資源「白鬚神社」との連携による新商品開発事業

4569 滋賀県

旬菜料理 和

石階段をスロープに、手すりも設置してお客様を呼び戻そう！！

4570 滋賀県

エムガレージ

ステッカーでトータルサポートをPR！新規顧客を獲得！

4571 滋賀県

お食事処 はせ川

業務用冷凍冷蔵庫導入でスピードＵＰ・回転率ＵＰで売上もアップ

4572 滋賀県

西澤登記測量事務所

測量専用ドローン活用による土地家屋調査士業務効率化で販路拡大

4573 滋賀県

株式会社アドベン

4574 滋賀県

カレーダイニングAsian

地元食材こだわりカレーの提供で、人も会社も地域も笑顔に

4575 滋賀県

発展工業

テレビコマーシャルによる信頼度・認知度向上で新規顧客獲得

4576 滋賀県

ジューク株式会社

4160001007867

１社取引依存からの脱却に向けた営業基盤整備による販路開拓事業

4577 滋賀県

有限会社ファイブ・ワン

6160002007402

製品開発向け熱硬化性樹脂素材ブロックの開発

4578 滋賀県

辻定商店

4579 滋賀県

株式会社コンセ

4580 滋賀県

藤田機械店

チラシ配布による認知度向上で新規顧客獲得、売上アップ作戦。

4581 滋賀県

姉川屋

店舗外観の一新で美を求める女性へのイメ－ジアップ事業

4582 滋賀県

株式会社 滋賀建設

5160001006728

ホームページ及び看板作成による工作機械事業の販路開拓事業

4583 滋賀県

株式会社 大久保鉄工

1160001020311

技術力を前面に打ち出した看板作成による販路拡大事業

4584 滋賀県

株式会社滋賀設備システム

2160001007646

ホームページ及び看板作成による新規取引先獲得及び下請け脱却

4585 滋賀県

洋風割烹 松井

「おもてなし弁当」事業による新規顧客の獲得

4586 滋賀県

スナックyou

バリアフリー化による高齢者・視聴覚障碍者に向けた販路開拓事業

4587 滋賀県

株式会社キューズ

5160001019639

トランクルームの二輪車駐車場利用による新規顧客獲得事業

4588 滋賀県

株式会社ねぎし

2160001006292

多数の看板新調による新規顧客の獲得

4589 滋賀県

さかえ荘

1160002005559

1160001016482

インターネットを経由したきものレンタル業

看せる理念を実現！看板販売・メンテナンスサービス新事業展開

観光客をターゲットにしたワークショップで新規顧客獲得。
9160001002500

学生服専門店として、リユース事業の展開

新規顧客獲得に向けた看板のリニューアルとチラシ作成
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
4590 滋賀県

natyulabo

働く女性の為の女性治療師による訪問施術の周知と新規顧客の開拓

4591 滋賀県

株式会社アルファ

4160001019516

自動連続端子圧着機導入による受注量拡大と販路開拓事業

4592 滋賀県

有限会社雪吹

8160002014198

軽食の昼ランチ営業の看板設置による、癒し店舗の顧客獲得

4593 滋賀県

BISTRO cote

店舗リニューアルで本格ヨーロッパ料理をもっと身近に

4594 滋賀県

Trip Salon くれよん

いつまでもきれいで若々しく！訪問美容で高齢者の美をサポート

4595 滋賀県

株式会社 テンフィールド

4596 滋賀県

神野内装

4597 滋賀県

愛知酒造有限会社

5160002007915

滋賀県・小規模蔵「愛知酒造」日本酒輸出事業立上げプロジェクト

4598 滋賀県

ChiiTaa合同会社

1160003001796

ChiiTaaファンを増やそう！

4599 滋賀県

山本工務店

ホームページとチラシによるバウビオロギ―の家造り宣伝

4600 京都府

くつろぎの宿 浜や

テーブル・椅子席の導入による顧客満足度向上と集客力強化事業

4601 京都府

くすの木労務経営管理事務所

障害年金裁定請求業務に特化したホームページ作成による売上向上

4602 京都府

株式会社藤本製作所

4130001059928

自社ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得

4603 京都府

株式会社レシピア

3130001042224

ハンドメイド作家に対する印刷・出版セミナー事業

4604 京都府

松崎工芸株式会社

6130001058390

当社オリジナルブランドの知名度向上による販路開拓

4605 京都府

株式会社ルパティシエヤマダ

7130001040075

可食イラストで作るインスタ映えを意識したスイーツ

4606 京都府

新井米穀店

4607 京都府

小石嘉織物（遊絲舎）

藤布の新しいプレミアム商品の開発とテストマーケティング事業

4608 京都府

天龍

気楽に集える「高齢者向け食堂」の開設による販路開拓事業

4609 京都府

株式会社P.O.ラボ

4610 京都府

三和工務店

4611 京都府

株式会社ナイスリビング

4130001030319

特許「新断熱工法」を使った省エネ新築住宅の提供による販路開拓

4612 京都府

有限会社コーユー企画

3130002025517

定寸切断電動ダクトカッター導入で大量生産へ進出で機会損失回避

4613 京都府

株式会社京みずは

5130002021217

NHK大河関連商品の新しいパッケージデザインによる売上増

4614 京都府

株式会社ポッポ

1130001030429

対お客様のお付き合いから、対お客様家族のお付き合いで販路拡大

4615 京都府

ケイズコーポレーション

「プロがつくるセルフコーティング剤」のブランド確立事業

4616 京都府

山城書店

全国の絵本専門士が勧める絵本が手に取って購入できます。

4617 京都府

株式会社インテリアムツミ

6130001038657

顧客第一主義を明示化する顧客満足度の向上及び新規顧客開拓

4618 京都府

株式会社 川口金属

8130001042764

溶接加工と機械加工サービスの広報活動による販路開拓

4619 京都府

創作工房糸あそび

4620 京都府

株式会社 シーク

1130001032169

“始まり”を創造する空間―コワーキングスペース運営事業

4621 京都府

有限会社 小山住建

8130002032392

地域資源を生かした新たな価値を創出するオリジナル漆喰事業

4622 京都府

さかゑ写場

家族写真なら「さかゑ写場」と言われる写真館ブランド確立事業

4623 京都府

海山荘クリワキの箱

離れの部屋でグランピング需要に応えるエクステリア造り

2160001018453

オリンピック目前！串焼きスポーツバーへの転換
アンチエイジング（健康）対策としての水素体験事業

玄米のカラー選別機導入による品質向上に伴う売上拡大

9130001039322

義肢業界初オーダーメイドハイヒールの開発と販路開拓
遮熱工法体感ハウスへの改修と広報による認知度アップと営業強化

地場産業の織物業を観光に！工場直売店舗と絣染め体験の実施
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4624 京都府

株式会社小天橋

9130001042978

4625 京都府

宝来

自社サイトリニューアルとWi-Fi環境整備による集客力向上

4626 京都府

あずきるん

お客様の利便性と商品の生産性の向上、工房の宣伝強化。

4627 京都府

サンリゾートダイドウ株式会社

4628 京都府

居酒屋 ぽ庵

4629 京都府

株式会社TEAM KAWAGUCHI

4630 京都府

たつみ印刷

営業ツール提案による販売促進と小型印刷物の生産体制確立

4631 京都府

ETERNAL rush

ヘッドスパでリラクゼーションと美と健康を提供する。

4632 京都府

株式会社Life innovation

4633 京都府

タカシマショーテン

4634 京都府

株式会社トン’ｓキッチン

6130001064265

京丹波高原豚を使用した新メニューと精肉量り売りによる販路開拓

4635 京都府

株式会社エーアンドエー

8130001051567

「パソコンスキルを習得できる学校」周知徹底チラシ折込事業

4636 京都府

Quickhospo(クイックホスポ)

4637 京都府

有限会社ニシタニ

4638 京都府

パン工房みしま ミッシーのぱん

4639 京都府

株式会社大西商店

4640 京都府

ｱｼﾞｱﾝｶﾌｪ貝納頌/Painosso

辛い物好きは勿論、苦手な人もはまってしまう辛いラー油販売事業

4641 京都府

南丹オートサービス

スピード対応力の強化とチラシによる新規顧客開拓

4642 京都府

合同会社バーズパラグライダースクール

4643 京都府

食道具 竹上

庖丁研ぎ実演・演出による京都市内新店舗への集客・ＰＲ強化

4644 京都府

Shippo-family（しっぽファミリー）

人とペットの包括的サービス(心と身体の整体)

4645 京都府

OKAJIMA CAR TECHNO

オイル交換を中心とした出張整備サービスの確立とＰＲ活動

4646 京都府

logsee

展示会出展によるLogseeブランドの告知と新規市場開拓

4647 京都府

ＰＲＡＶＡ

店舗看板の設置と会員加入の導線確保により新規顧客の獲得事業

4648 京都府

eyecandy

ホームページの予約システムを活用し忙しい女性の新規顧客の開拓

4649 京都府

京西

冷蔵設備の導入による供給体制の強化と店舗販売による販路開拓

4650 京都府

アドバンスレザーファクトリー

特殊ミシンの導入による新規顧客開拓と既存顧客への提供価値強化

4651 京都府

有限会社 太田

6130002032188

こだわりの味を求めるお客様獲得に向けての販路開拓事業

4652 京都府

山栄建設工業株式会社

3130001059821

「御用聞き営業の工務店」認知度アップツールの作成！

4653 京都府

有限会社ジャパン・ルーフ

8130002028440

ホームページ作成による屋根工事の直販化と情報提供

4654 京都府

ふかしのの里

お年寄りにも優しいカラオケ喫茶としてリニューアルオープン

4655 京都府

一禾

Ｗｅｂサイトを作成してお客様が見つけやすい美山の和食店になる

4656 京都府

NOBUKO-DESIGN

染めから製品製作まで体験できるワークショップスペースの開設

4657 京都府

パン工房 農～みのり～

近隣地域の子育て世帯をメインとする顧客の新規開拓

7130001043029

ＷＥＢサイトの更新と販促映像の活用による認知度向上と顧客獲得

様々なオーダーに対応できるシステム構築による売上促進事業
売上拡大に繋げる大人数グループ客受入れに対応する座敷整備事業

9130001039917

2130001051432

「受験生の心に寄り添う塾」としての存在感を高める広報戦略

新規顧客の販路開拓からの住宅会社マッチングサービス事業
「アウトドア買い物難民」のための売店開設

マーケットニーズを捉えた新商品開発と効果的な広告戦略の実施
4130002033808

ホームページのスマートフォン対応化と多言語表記看板設置事業
リバースシートでデニッシュパン製造販売と新たな販路拡大。

1130001037803

5130003005664

地域密着型商店のオーガニック商品認知確立事業

英語版ホームページ作成による外国人旅行客の新規顧客獲得
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4658 京都府

民宿きむら

高齢者に優しい店へのバリアフリー化と会席ランチ営業で顧客獲得

4659 京都府

ニシオサプライズ株式会社

1130001035380

古いだけじゃない！現代ニーズにマッチしたかやぶき宿をPR

4660 京都府

パール染色株式会社

8130001034943

海外アパレルブランド向け提案営業の推進・強化

4661 京都府

株式会社マルゼン

9130001035024

タイヤ付加価値サービス提供による店舗集客と新サービスＰＲ強化

4662 京都府

株式会社トリートーン

9130001057992

「香りとあそぼ♪」（芳香チップのアソートパック）販路開拓

4663 京都府

玄米屋ウエトミ

4664 京都府

株式会社WAIRA TAMBA

4665 京都府

ボディーショップ・セキ

4666 京都府

有限会社エス・エヌテック

7130002027641

チャック爪・フィンガー専用サイト開設による新規顧客開拓事業

4667 京都府

有限会社 大江ホンダ販売

1130002032969

安心・快適なカーライフサポートを実現するお出迎えスペース設置

4668 京都府

食堂 大江山

4669 京都府

株式会社 溝川

4670 京都府

民宿しばた荘

「一人でも団体でも伊根の魚に舌鼓」地産地消ブランド化事業

4671 京都府

パティスリーメルシーラヴィ

地元食材を使った新商品開発とギフト商品展開

4672 京都府

株式会社美山ウッドエンジニア

4673 京都府

ナカヤス文具店

4674 京都府

ロックファーム京都 株式会社

7130001063729

ロックファーム京都のブランド化

4675 京都府

株式会社すぎもと

1130001036761

関西電力指定サービス店の事業の認知度向上計画

4676 京都府

鉄板とお酒 久蔵

4677 京都府

㈱ハーメックス

4678 京都府

WOOD CONDITION

ショールーム要素を兼ね備えた材木置場の建設と販路拡大事業

4679 京都府

いば木工

ホームページで自社の強みをPR！信頼アップ！元請受注向上事業

4680 京都府

ケーイーピー株式会社

7130001035059

新規事業のペット事業のＨＰ作成・新聞折込広告等による販路開拓

4681 京都府

株式会社西原エンタープライズ

1010401130716

カンボジア産グリーンペッパー（生胡椒）の輸入量拡大と販路開拓

4682 京都府

無双心

製麺体験メニュー開設と無双心ＷＥＢ開設による発信と業務効率化

4683 京都府

Wardrobe

大手量販店との差別化を図る「イージーオーダー」の広報活動事業

4684 京都府

わざどころPON（アートスペースあけぼの）

4685 京都府

七福堂

一見客が入りやすく、高齢者が利用しやすい店舗への改装

4686 京都府

きむらフローリスト

花きの魅力とワクワクをお客様にお届けする作業スペース整備事業

4687 京都府

KLASSE

カスタムバイクも展示できるカフェスタイル風の店舗改装

4688 京都府

あみけん

自社製品“おおのロール”の販路開拓

4689 京都府

しのづか登記測量事務所

災害復旧に備えたＧＰＳ測量サービスによる販路開拓

4690 京都府

富士屋金物店

修理から始まる新規顧客の開拓を図る看板設置

4691 京都府

株式会社ビクパソネット

「おいしいブレンド米を全国へ、事業継承に向けて販路拡大」
3130001055052

【新丹波ブランド】の創出と国内外の販売エリアの拡大事業の取組
プロの洗車技術で車好きを集客して優良顧客に育てる事業

新規顧客獲得のため映像で魅せる鬼の里の名物「鬼そば」
9130001042805

3130001053700

オリジナルブランド「書斎生活」の販路拡大事業

業界初！建築部門開設による【薪ストーブ専門住宅】事業の開始
名入れ・デザインアートの商品化事業

ホームページリニューアル・宣伝広告物の作成及び販売促進活動
5130001036257

「小型電動ろくろ Anyone try it!!」の販路開拓

集客・販路開拓のためのWEBサイトリニューアル

2130002030063

変化し続ける社会に必要な能力をSTEM教育で育む
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4692 京都府

メディカルエステさくら想

新規ホームページをプラットホームにした遠方顧客・新規顧客開拓

4693 京都府

海鮮酒場モアイ

塩干物・乾物の実店舗販売及びインターネット販売による売上強化

4694 京都府

株式会社ワーキングショップ三徳

4695 京都府

マルリ大谷茶園本店

若者向け嗜好に特化した『ホンマ物のお茶』の製造普及事業

4696 京都府

京北すえひろ

顧客との出会いからロイヤルカスタマーに育つまでの経路作成事業

4697 京都府

有限会社 植田建築

4698 京都府

バーベキューガーデン無人島

4699 京都府

株式会社ユニオートプランニング

4130001060811

「thetothe.kyoto」認知向上プロモーション施策

4700 京都府

株式会社きたがわ

2130001038702

認知率アップを目的としたイベント開催による新規契約獲得事業

4701 京都府

THE CARS

レーシングシュミレーター導入による顧客の開拓

4702 京都府

漢方心愛薬局

漢方相談薬局の認知度拡大と妊活女性の顧客獲得事業

4703 京都府

ichi standard

大手企業との提携によるケータリング・仕出し事業

4704 京都府

キザキ食品(株)

4705 京都府

ふくふく庭

廃棄木の製材・加工事業から地域や地球環境を考えエコに貢献する

4706 京都府

中道自動車修理工場

トータルカーサービス実践！ディスク研磨機導入による販路開拓

4707 京都府

長盛堂

若年層を狙った新作和菓子「メロンパンまんじゅう」の開発

4708 京都府

西工株式会社

4709 京都府

髙田茶園 茶濃香

4710 京都府

有限会社 ザ・マーク

2130002027720

プレハブ冷凍庫導入による自社オリジナル商品の開発・販売

4711 京都府

株式会社Reliance solutions

2120901035345

「老後の安心を設計！」ライフプラン設計塾による新規顧客拡大

4712 京都府

dan dan cafe（ﾀﾞﾝﾀﾞﾝｶﾌｪ)

ジェラートの販路開拓及び新メニュー（パフェ）の開発・販売計画

4713 京都府

マルト

ホームページ・SNS・実店舗一体化イメージ戦略事業

4714 京都府

有限会社 マリナアールヴイ

9130002022995

軽トラック積載式簡易宿泊施設の販路開拓事業

4715 京都府

森本織物株式会社

4130001036943

自然素材壁紙工房オンリーワン壁紙開発事業

4716 京都府

株式会社 髙田通泉園

5130001037916

粉末茶作業用クリーンルーム新築による卸部門の販路開拓事業

4717 京都府

有限会社田舎暮らし

1130002033208

『ジビエ料理を家庭に』ＩＴを有効活用して一般向けに販路拡大

4718 京都府

有限会社ポデール

3130002027315

冷暖房付きショーウインドウ設置事業

4719 京都府

株式会社エルエスプラス

1130001056647

サーフィンの魅力発信！ＥＣサイトへの誘導による顧客増大

4720 京都府

株式会社オーデザインチャンネルズ

6130001047088

農業の魅力を引き出すデザイン提案による販路開拓

4721 京都府

トミーゴルフファクトリー

新規客向けに最適なパターを探すパターフィッティングレッスン

4722 京都府

写真のソーマ

他の写真スタジオ等撮影専門事業者向けの写真ラボサービス事業

4723 京都府

村山企画

「地域で唯一のフォトスタジオ村山企画の集客キャンペーン事業」

4724 京都府

片岡司法書士事務所

Webサイトのスマホ対応による新規個人クライアント獲得事業

4725 京都府

星と森の生活社

自家焙煎コーヒー豆販売による新規事業拡大とその販路開拓

9130001044925

8130002032368

新3K（キレイ・カワイイ・カッコイイ）で働く女性を応援

ショールーム機能の強化による集客力向上及び販売促進で売上増加
誘客に欠かせない販促活動の実施と環境整備リニューアル事業

1130001036665

9130001039611

地元産ジビエを家庭の食卓へ

「いまのうち」 プランで女子大生のお客様を獲得！
新パッケージ、新商品を使った海外商談会へ出展
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4726 京都府

ibuki

医療施設開拓で、まずは歯科医院成約率を10倍以上に！

4727 京都府

Hokuzan

世界への日本茶発信を目的とした自社サイトの制作とSNSの活用

4728 京都府

株式会社おがわ建設

4729 京都府

ナイスHair

髪を健康な状態に保つオーガニックケアーによる集客

4730 京都府

国際ＴＣＨケアオフィス

マッサージジェルを使用した口腔マッサージ方法における販路開拓

4731 京都府

GRANHINOKI株式会社

4732 大阪府

かさや儀平

4733 大阪府

株式会社丸忠

8120101050874

引越しあるある解決！販売促進事業

4734 大阪府

アイソック株式会社

5120101053566

泉州レザースニーカーのブランド確立による収益力強化・雇用促進

4735 大阪府

株式会社 介護の和

5122001032690

介護付き旅行サービス和ーなごみーの知名度をあげる販路開拓

4736 大阪府

株式会社 聖の剛

6122001021965

HP・プレゼン作成による医療系顧客の販路拡大

4737 大阪府

日輪工業株式会社

3122001023989

顧客拡大の為のウェブサイトの構築・拡大促進の看板の設置

4738 大阪府

安田総業株式会社

8122001021294

小道具を利用したゴルフ練習場の利用客増加計画

4739 大阪府

大阪ソレイユ

Kawachi English NEWSの発行

4740 大阪府

経絡リンパサロン プーフ

広告掲載と訪問サービスの実施による販路拡大と店舗改装

4741 大阪府

ククリク

カピバラグッズの開発と商品展開の強化及び販路拡大

4742 大阪府

株式会社ＷＷ

4743 大阪府

アグリパートナーズ

動画付きホームページ作成及び営業用の会社案内パンフレット作製

4744 大阪府

Atelier LuLu

個店向け販促クッキーの製造による、売上向上計画

4745 大阪府

笑屋

看板メニューとご当地グルメをPRした店づくりによる増客計画

4746 大阪府

Chouchou CANDLE

デザイン性の高いオリジナルキャンドル開発による増収計画

4747 大阪府

合同会社DeQitA

4748 大阪府

Happy Flower＆Green HEART

オリジナル装飾の胡蝶蘭をメインにした贈答用品の販売

4749 大阪府

鶏と創作お台所 OHAKO

看板・ポスター・新メニュー表を駆使したの商品の告知計画。

4750 大阪府

ル・ノール洋菓子店

古墳形をしたチョコ味ラングドシャ（コフン・デ・ラング）の販売

4751 大阪府

桝田米穀店

新鮮お美味しいオリジナル『お米ギフト』の販売

4752 大阪府

だんだん

顧客の健康を目指したメニューの開発と高齢者等に優しい店作り

4753 大阪府

とんき

安心・安全・おいしい食事を快適空間で提供する販路開拓事業

4754 大阪府

株式会社Ｔｅｎ－ｍａｎａｇｅ

4755 大阪府

西村タイル

4756 大阪府

株式会社 ディンプル

4757 大阪府

山真農園（まーるいかんぱにー）

4758 大阪府

株式会社柏屋葛城堂

4759 大阪府

つむる

4130001063954

7130001064652

建築部門立ち上げによる事業コンセプトのブランド化と販路開拓

体を内・外から美しく健康にすることができるサロンへの改装
ピカッと光り女性が欲しがる「日本茜製品」包装テザイン創出事業

6120101051593

9120103003391

9120901034373

オーダースーツによる顧客ビジネス支援事業

小規模事業者向けITサポート開拓のためのRPAプロモーション

地域密着で十人十色の想いを形にするＤＩＹ注文住宅販路開拓事業
「高耐久・機能的・清潔」タイルの魅力を活かした販路開拓事業

9120101034455

女子力UPレディース分野の開拓で販路も売上も増強プロジェクト
ブルーベリー・ジュースの開発・販路開拓

1120101030635

老舗和菓子店のリブランディングによる子育て世代への販路拡大
自家焙煎カカオのチョコレート開発・飲食スペースの確保
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4760 大阪府

アトリエ セリザワ

生徒数増加の為の広告とカリキュラム増加

4761 大阪府

ジュジュクリーニングサービス

エアコンクリーニング事業の販売促進広報活動

4762 大阪府

社会保険労務士法人ラスカ

4763 大阪府

NOWORK motor＆cafe

4764 大阪府

株式会社 大地の恵

9120101035123

黒にんにくとチョコレートを合わせた新商品開発

4765 大阪府

株式会社カミタ

9120101044834

レンタルスペース（マイ自習室・マイ書斎）事業

4766 大阪府

お好み焼きサザンテイスト

お客様高齢に伴うトイレの設置と全席喫煙に伴う喫煙所の設置

4767 大阪府

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾜﾜｰ工房ﾌﾙｰﾙ

ネットショップ出店での販路拡大

4768 大阪府

株式会社 小谷

4769 大阪府

珈琲焙煎工房 みさご珈琲

4770 大阪府

株式会社Architect

4771 大阪府

リハビリ整体サロンKOKOJI

介護認定、要支援者を大阪狭山市から無くす！サロンの販路開拓

4772 大阪府

Cafe&bar Laboratory

新規顧客獲得のためのホームページ作成とチラシの充実

4773 大阪府

有限会社市川綿機製作所

4774 大阪府

オートショップＭ－ＳＴＹＬＥ

二輪四輪扱うプロショップの間口拡張に伴う店舗づくりと販路拡大

4775 大阪府

ささや造園

エクステリア・ガーデン事業の営業展開の確立

4776 大阪府

株式会社ＧＯＥＮ

4777 兵庫県

吹田屋精肉店

買い物弱者のための個配サービス展開による新規顧客獲得事業

4778 兵庫県

BONHEUR hair

ＷＥＢ広告を活用した店舗の知名度向上およびブランディング

4779 兵庫県

株式会社イトー屋

4780 兵庫県

焼きたてパン タムタム

4781 兵庫県

朝倉商事株式会社

5140001056221

HP刷新による個人顧客層への販路拡大事業

4782 兵庫県

株式会社山喜

8140001038860

メディア広告の活用による販路開拓事業

4783 兵庫県

株式会社KERAKERA

5120901036869

当社が開発した特殊鋏と経営ノウハウを用いた美容室売上向上計画

4784 兵庫県

有限会社くろしお

9140002046382

くろしお宿泊客向け通販サービスによる収益向上

4785 兵庫県

A-scat Consulting Group

飲食店向け、外国人客対応サポート事業のPR

4786 兵庫県

ペサパロ

コンサート、ライブを中心とした新規顧客獲得イベントの実施

4787 兵庫県

株式会社ナッツベリー

1140001079531

特許オーブンで焼き上げるスフレケーキを活用したＢtoB事業

4788 兵庫県

有限会社アイクラフト

4140002033484

地域一番の補聴器販売会社へ向けての「新規顧客」獲得計画

4789 兵庫県

ORIGINAL

美と健康を届けるサロンコンセプトからの顧客数増加計画

4790 兵庫県

芦屋縁

地方在住者及び、IターンUターン希望者の結婚相談、ご縁組み

4791 兵庫県

株式会社TRINITY FEEL

4792 兵庫県

虎太郎

4793 兵庫県

大和自動車有限会社

6120105007955

歯科医師も従業員も幸せにする歯科医院トータルサポートセンター
ご当地グルメを扱うカフェの環境整備（設備の強化）事業

8120901031264

「小谷」発、大阪発の「純国産鶏種」岡崎おうはんのブランド戦略
炭酸珈琲とドリップバッグ珈琲のための店舗業態変更と販売網強化

2120101027382

5120102027437

7120001218671

4140001000163

エイジングケア洗顔石鹸の開発及び販路開拓

生産性向上を目的とするアルミ溶接機を導入した販路拡大事業

地域との連携による学習塾での教育改革事業

“具から皮まで・徹底こだわり完全自家製餃子”の販路開拓事業
更なる品質向上のための自動ドウコンディショナーによる販路開拓

1140001093937

東洋的健康意識を高める方法を国内外に広め隊・啓蒙プロジェクト
ファミリー居酒屋への転換事業による売上拡大

1140002046299

新市場への介護タクシー広告宣伝による新規顧客開拓事業
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4794 兵庫県

鳥処 福笑

店舗の強みを活かした宣伝活動及び紹介依頼による新規顧客獲得

4795 兵庫県

暮らしマラソン

Ｗｅｂサイト更新による集客力向上と経営基盤の強化

4796 兵庫県

Sieg Design

ジム・エステを通した身体の内側からの健康増進活動へのサポート

4797 兵庫県

時代屋

インバウンドに対応した、お食事メニュー・看板の作成

4798 兵庫県

Ｌｏｎｇｃｈａｍｐ（ロンシャン）

テイクアウトサービス開始による売上増加計画

4799 兵庫県

オートプラッツ

ＥＣショップサイト開設による新規顧客獲得計画

4800 兵庫県

井上食品

新市場で新鮮ホルモンを使ったバーベキューセットによる販路拡大

4801 兵庫県

鰻きらり

新店が顧客獲得のために取り組む認知度向上計画

4802 兵庫県

梓野建築工房

リフォーム受注拡大のためのイベント実施と必要設備の導入の取組

4803 兵庫県

株式会社丹波たかみ農場

6140001109977

商品価値を分かり易く伝えるパンフレット制作による販路開拓事業

4804 兵庫県

株式会社くまだ建工社

5140001046511

スマートハウス仕様住宅開発及びモデルハウス建設による販売強化

4805 兵庫県

ＲＯＵＴＥ77

バーベキューテラスでさらなる集客を！

4806 兵庫県

ＫＡＲＡＤＡ×ＳＡＲＡＤＡ

サラダ専門店「ＫＡＲＡＤＡ×ＳＡＲＡＤＡ」の知名度向上計画

4807 兵庫県

有限会社進藤尚古堂

9140002046218

新たなビジネスモデル確立による販路拡大事業

4808 兵庫県

株式会社ミキホーム

3140001046612

事務所空きスペースの利活用で住宅リフォームの受注促進

4809 兵庫県

フレームワーク

癒しの空間で行う最高のサービスでリラックス

4810 兵庫県

WELL UP

他社の取り組まない新たなサービスの実施による新規顧客の獲得

4811 兵庫県

山住総合法務事務所

チラシの配布による受託件数の増加計画

4812 兵庫県

有限会社山本屋

4813 兵庫県

生簀割烹わびすけ

4814 兵庫県

株式会社enjob

6140001114325

介護業界のお仕事PRの為に訴求力向上事業

4815 兵庫県

株式会社神鍋ヴィラージュ

1140001095090

但馬の地酒と自社製燻製のマリアージュ・セレクトショップ事業

4816 兵庫県

Linda Linda

4817 兵庫県

Ｄ－ＪＫ株式会社

2140001057420

ネット販売でオークションとショッピングカート設置、看板の作成

4818 兵庫県

前野紙業株式会社

9140001056309

認知度の為の情報発信と多様化するケースの新規顧客開拓事業

4819 兵庫県

株式会社Ｈ．Ｉ．Ｔ

7140001039769

技術力を訴求する看板設置と専用製造スペースの確保で取引拡大

4820 兵庫県

学習塾Q

4821 兵庫県

株式会社ケンちゃんファーム

9140001113522

ケンちゃんファームの特別栽培による淡路島玉ねぎの認知度向上

4822 兵庫県

株式会社松田アルミ

3140001047016

エクステリア施工内容の見える化と地域内周知による販路開拓事業

4823 兵庫県

みやま荘

設備改修（施設美観）による新規顧客開拓事業

4824 兵庫県

Alter Ego

年間100万人入込の城崎温泉からカバンストリートへの顧客誘導

4825 兵庫県

Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ ＭＩＹＡ

高齢顧客の来店回数ＵＰの獲得と店舗改修での顧客満足向上計画

4826 兵庫県

株式会社サンハツ鋼業

4827 兵庫県

源六

2140002046240

自社燻製品の販路拡大のためのレストラン改装計画
播磨漁港直送の活魚料理の提供による来店客増、客単価向上計画

男性顧客獲得大作戦！まだまだ伸びますLindaLinda！

学習環境の充実、進学実績の周知による販路拡大

8140001046525

地域資源を活用した「朝来ばね」ブランド化に向けた販路開拓事業
地域の食材・魅力を発信！『ジオ鍋』ＰＲによる新規顧客獲得
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4828 兵庫県

村上商店

愛煙家のためのコミュニティスペース拡大改修による営業継続事業

4829 兵庫県

たにしき塗装

新しい事をして、古い物を生かしていく事業の情報発信

4830 兵庫県

ウィズ・アド

リーフレット作成とネットショップ開設による新規顧客獲得計画

4831 兵庫県

かどや食堂

店内環境整備により集客力の向上を図る来店顧客数増加事業

4832 兵庫県

セレクトサロン ガーデン

ワックス専門店の出店にともなう新規顧客獲得事業

4833 兵庫県

有限会社みゆき観光

4834 兵庫県

ペンシオーネキタムラ

バリアフリーでサポートする家族へのサービス向上・顧客開拓計画

4835 兵庫県

田中養鱒場

神鍋清流サーモンの新商品開発による販路拡大計画

4836 兵庫県

有限会社アートライフ・タニタ

1140002046836

小ロット・短納期の刺繍ギフト『あなただけの贈り物』の提供

4837 兵庫県

杤谷鞄材株式会社

8140001056012

ECサイト開設による新規顧客開拓と収益力向上計画

4838 兵庫県

ｈａｉｒみるきぃ

4839 兵庫県

株式会社ケーアイリビング

4840 兵庫県

いろり 勢賀の郷

4841 兵庫県

株式会社今井ファーム

7140001109068

玉ねぎを使った新商品のパッケージ開発および販路開拓事業

4842 兵庫県

株式会社前田モータース

9140001085282

サービス・付加価値の向上および若年層へ向けた販路開拓事業

4843 兵庫県

パナペップハルイ

暮らしのイメージができる店舗改装および販路開拓事業

4844 兵庫県

Ikoi.japanesecuisine

通夜向けの料理開発・配達による販路開拓と売上増加計画

4845 兵庫県

淡路翁

外国からのお客様にも来やすい店、楽しめる店を作る取組み

4846 兵庫県

美弥づ旅館

浴室の改修をアピールした新規顧客獲得広報活動

4847 兵庫県

株式会社プロップ

4848 兵庫県

フジタジュリオ

4849 兵庫県

有限会社藤田石油店

4850 兵庫県

ilou

4851 兵庫県

谷水加工板工業株式会社

4852 兵庫県

Hair Garage D-FLOOR

4853 兵庫県

株式会社Amnak

5140001099740

オール養父市産で作る「能座もち」の販路開拓事業

4854 兵庫県

株式会社栄建

2140001041572

独自性の高い集客イベントの周知による新規顧客の獲得の取組み

4855 兵庫県

株式会社いなかの窓

5140001096820

「なぜ作るか」から始める情報発信のパッケージ化

4856 兵庫県

株式会社グリーンテリア

8140001047110

地元顧客の発掘・開拓・創出による顧客獲得事業

4857 兵庫県

有限会社パレット

1140002022647

デジタル加工機の導入による内製化推進

4858 兵庫県

アースファーム

4859 兵庫県

株式会社バンテック

1140001088359

看板の新設と見積りソフトの導入による新規顧客開拓事業

4860 兵庫県

株式会社カイマナファーム

6140001113681

「安全に」「快適に」馬とふれあうカイマナファーム環境整備事業

4861 兵庫県

有限会社寺尾運送

1140002061802

新たな営業所の看板新設と従業員の満足度向上による取引拡大

8120002064387

宿泊客増加に向けた情報発信強化事業

心と身体の癒し空間 とっておきのヘッドスパによる販路開拓
1140001045681

不動産部門のイベント開催と住宅リフォームマガジンの作成・配布
情報発信の強化による「いろり勢賀の郷」売上増加事業計画

2140001100031

チラシ配布による「人気焼菓子」の知名度向上、新規顧客の獲得
国内への販売機会創出による販路拡大

8140002031550

付加価値サービス提供とカーリース事業の展開に伴う販促活動
お客様にわかりやすい看板と高齢者に向けての販売促進活動

3140001041150

「ＳＥＲＥＮ ＴＡＢＬＥ」ＥＣサイト構築による売上高アップ
サロン紹介ページ見直しとケアドライ導入による新規顧客獲得計画

個人消費者をターゲットにした農産物の販路開拓事業
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4862 兵庫県

株式会社タグチ

5140001093743

4863 兵庫県

前田タイヤ商会

直送・持込を可能とした新サービス事業による顧客獲得事業

4864 兵庫県

ふわとろキッチン

キッチンカーによるクレープ、サイドメニューの販売強化

4865 兵庫県

パンベル

新規客獲得のためチラシ作成と周年事業を行い商圏拡大への取組み

4866 兵庫県

株式会社盛岡生花

3140001088217

看板アートのインスタスポット設置による若い女性客の集客

4867 兵庫県

合同会社JOY CIRCUS

7140003012798

レンタルキッチンの開業による、新規顧客の開拓

4868 兵庫県

合同会社GREAT ALBION

3140003012678

ネットショップページ制作での販路拡大

4869 兵庫県

株式会社健寿ラボ

8140001098228

新商品投入に伴うホームページリニューアル事業

4870 兵庫県

上原建設

ホームページ等の広報を利用した新規顧客層開拓獲得

4871 兵庫県

おおしも建築

「おおしも建築」がお客様から選ばれる体制を確立する！

4872 兵庫県

株式会社川本石材商会

4873 兵庫県

ラフテル

4874 兵庫県

株式会社ニコマート

6140001086218

配達サービスへの取り組みによる既存顧客の掘り起こし計画

4875 兵庫県

夕香楼しょう和株式会社

8140001104200

当館駐車場の活用による「キャンピングカー等対応サービス」事業

4876 兵庫県

株式会社ウィズグロー

3140001094487

チラシとWEBサイトによるテイクアウト開始告知で新規顧客獲得

4877 兵庫県

株式会社長谷川測量

3140001091823

過去と未来の融合による社会資本ストックの戦略的維持管理

4878 兵庫県

ビリーケン・キッド

リングがなくてもプロレスOK！どこでもプロレス事業

4879 兵庫県

「山の季」きゃら

スマートフォンユーザーへの訴求による販路拡大事業

4880 兵庫県

hair salon Spica

新聞折込カラーチラシ作成配布と最新機器導入による販路開拓

4881 兵庫県

そばんち一力

手打ち九一蕎麦の情報を広く発信し、集客を高め販路拡大を図る

4882 兵庫県

株式会社リガレッセ

5140001106991

店舗の知名度向上、および事業コンセプトの周知への取り組み

4883 兵庫県

株式会社神鍋ハイランド

4140001056239

地域初、ジオパーク・バギーによる外国人観光客の集客

4884 兵庫県

有限会社ジョイライド

8140002066340

ホームページとチラシの活用による新規顧客獲得

4885 兵庫県

西原テント株式会社

3140001079546

名入れサービスの自社生産販売体制確立による販路拡大

4886 兵庫県

ふぁみぐりあ

移動販売事業の展開による売上拡大ならびに認知度向上

4887 兵庫県

JOHNNYS AUTO SERVICE

看板作成と既存HPの有効活用による販路開拓事業

4888 兵庫県

FuwaDesign

認知度向上・新規顧客獲得のための移動式デザイン事務所の開設

4889 兵庫県

株式会社アスク

4890 兵庫県

猟師の店でぃあーず

パンフレット等の作製による新規顧客獲得・販路開拓事業

4891 兵庫県

さゆり農園

希少品種農産物のオリジナルブランド化による販路拡大事業

4892 兵庫県

株式会社ビッグママ

4893 兵庫県

赤竹工房

ＨＰでオーダー商品のＰＲによる個人顧客の開拓

4894 兵庫県

和田商店

地酒と自然食品のテイスティングイベントによる新規顧客獲得事業

4895 兵庫県

GECCO

士業向けの不動産管理サービスの展開と販促活動に対する取組

6140001038978

オリジナルグローブ販売体制の強化事業

家屋解体・終活セミナー開催による終活トータルサービスの展開
看板設置による認知度向上と面談室改装による入塾者増強計画

8140001046475

6140001101587

一般消費者向け生活快適リフォームサービス事業

果物、野菜のドライ化商品ラインアップの拡充による販路拡大事業
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4896 兵庫県

浅田書店

書店が提案する観光客向けのオリジナル商品（ポストカード）開発

4897 兵庫県

有限会社藤原時計舗

7140002039529

販路拡大のための、安心して購入できる補聴器体験サービス事業

4898 兵庫県

エス・ビレッジ株式会社

8140001105272

知名度向上へ向けた自社ホームページの開設事業

4899 兵庫県

Hiro 正栄

4900 兵庫県

朝日窯業株式会社

4901 兵庫県

得得兵庫山崎店

4902 兵庫県

株式会社山下商工

4903 兵庫県

但馬アグリファーム

新規取引先に向けて提案する、9アイテムの商品開発と販路開拓

4904 兵庫県

Heart clean

新サービス導入による顧客開拓とサービスの情報伝達計画

4905 兵庫県

フレイア

バリアフリー＆マンツーマン施術！生涯通える地域密着型美容室

4906 兵庫県

高光製薬株式会社

6120001194294

インターネット広告による販路開拓

4907 兵庫県

ハリマ木材工業株式会社

8140001038836

オーダーメイド＆リメイク家具による新規事業の展開及び販路開拓

4908 兵庫県

江口石材工芸

広報の充実化による知名度向上と販路開拓計画

4909 兵庫県

行政書士おおにし事務所

相談環境の充実と情報発信力の強化による新規顧客の獲得

4910 兵庫県

新生化学工業株式会社

4911 兵庫県

とまとや中村阮

もっとトマトを！HP作成による新規顧客獲得大作戦！

4912 兵庫県

うさぎ屋

田舎の風変わりな店へ新規顧客を招くためのHP制作

4913 兵庫県

officeはーとぼいす

HP等を活用した企業PRと充実の研修提供で地域貢献！

4914 兵庫県

ＢＲＥＭＥＮ

美容室出張訪問サービス新規事業

4915 兵庫県

丹波國大和株式会社

6140001108070

日本最高峰の絹織物とユネスコ世界無形文化遺産バティックの融合

4916 兵庫県

大徳醤油株式会社

4140001046545

商品イメージとコンセプトの全国展開、地域内への逆輸入事業

4917 兵庫県

淡路島鼓や

訪日外国人集客のためのＨＰの作成と団体客の受け入れ体制構築

4918 兵庫県

澄風荘

旅館で提供する料理の設備導入による商品化、販売開拓

4919 兵庫県

谷村福芳堂印舗

ホームページを活用して職人が作る手彫り印鑑を販売促進する

4920 兵庫県

寺田機械ポンプ店

ホームページ開設による集客力向上

4921 兵庫県

やくの麺業株式会社

4922 兵庫県

グレート・クリーン

高齢者介護施設からの清掃依頼獲得事業

4923 兵庫県

Book Store iChi

観光地におけるインバウンド対応書籍とご当地関連本の拡販計画

4924 兵庫県

砂川食料品店

使用食材表記で安全・安心とともに食を通した健康を売る事業

4925 兵庫県

株式会社森のわ

4926 兵庫県

一髪一会 ~さくら~ 山崎店

4927 兵庫県

株式会社神戸イノベーション

4928 兵庫県

炭火焼鳥オールドルーキー

３つの機会損失を解消し顧客ニーズに応えて売上増加を目指す事業

4929 兵庫県

クオリア

ホームページ作成等によるiPhone修理の商圏拡大事業

外部環境の変化に伴う巨大広告看板設置による新規顧客開拓事業
4140001085477

海外向け社寺用瓦（一体軒瓦）製造、および販路拡大
ＵＶ窓ガラスの採用と女性に優しい店舗作りで令和元年リピート増

1140001085240

6140001075617

1140001046911

8140001102922

カスタムオーダーに特化したブランディング事業

認知度向上による新規顧客開拓に向けた自社ホームページ開設

販売チャネルの拡大を目的とした催事販売と新規事業の確立

新事業「ログハウス、木製品グッズ販売」と既存事業拡大の実現
スロープ工事で老若男女に対応できるファミリーサロンＰＲ作戦

1140001090760

ホームページ刷新による新規顧客獲得計画
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
4930 兵庫県

株式会社ヒロセ産業

2140001109923

カズラ防止シートの効果的な情報提供と全国に向けたＰＲ

4931 兵庫県

こむさらき醸造有限会社

4140002039440

顧客拡大へ向けた「自家製麹の魅力」セット販売促進

4932 兵庫県

菓子問屋 中嶋商店

4933 兵庫県

但東自動車株式会社

4934 兵庫県

苺一笑

新店舗で手作りパン教室を通じてファンづくり＝来店者数増加事業

4935 兵庫県

Cafe flat

「居心地のいい場所と時間を求めたカフェで幸せなひと時を」

4936 兵庫県

坪井農園

農園トマトの活用で、味わう「トマトシチュー」を開発

4937 兵庫県

株式会社中川建材

5140001056287

新たな情報発信ツールによる認知度向上・新規取引先獲得計画

4938 兵庫県

株式会社繁本精肉店

6140001114317

メッセージ性の強い看板設置による地域外顧客（観光客）の誘引

4939 兵庫県

and hair

4940 兵庫県

株式会社水管理企画

4941 兵庫県

あまの花店

4942 兵庫県

有限会社安達ミシン電器

4140002039374

地球環境の保全への取り組み推進と訴求を通じた受注増加事業

4943 兵庫県

株式会社オートケイズ

3140001074910

女性向けの店舗づくりで直接受注の増加による利益の向上

4944 兵庫県

株式会社宙の森

2140001108900

RVパーク整備による新たなホテル利用者獲得事業

4945 兵庫県

78株式会社

5140001066229

省エネ対応した海外建築技術習得後、室温重視住宅を顧客へ周知

4946 兵庫県

有限会社ミツワ梅垣薬局

3140002034673

健康寿命のお手伝い「笑顔と喜び安心」を提供する漢方薬専門店

4947 兵庫県

Re・Kaen

新コース展開による売上増加計画

4948 兵庫県

割烹 かわむら

地域老舗店との融合による販路開拓事業

4949 兵庫県

有限会社兵庫庭園資材

5140002039514

新規顧客開拓のため広告強化、店舗改修

4950 兵庫県

阪神造園緑化株式会社

7140001107113

箱庭盆栽（ハコミドリ）の販路開拓に伴う広報戦略事業

4951 兵庫県

JUANA

地域外イベント開催による新規顧客獲得事業

4952 兵庫県

UMEYA

新規顧客（成約率１００％）の獲得に向けた食堂のリニューアル

4953 兵庫県

こにし家

パコジェットを導入した新メニュー作りとリピート率向上

4954 兵庫県

有限会社野崎工務店

4955 兵庫県

Sweets&Books キノシタ

4956 兵庫県

有限会社小倉整備工場

4957 兵庫県

メナードフェイシャルサロンふわり

4958 兵庫県

株式会社Ｔｒｕｓｔ

4959 兵庫県

おしゃれHashimoto

4960 兵庫県

有限会社五色センタープラザ

4961 兵庫県

民宿 西田荘

想い想いの旅を自由にお手軽に！淡路西田荘の魅力発信新事業取組

4962 兵庫県

G-DENKO

顔の見える「電気工事屋さん」PR活動事業

4963 兵庫県

日洋水産

超低温冷凍庫による「干がれい出汁パック」の販路拡大計画

飲食店等の販路開拓のための商品提案型サイト制作および広報事業
1140001056448

品質、安全性を前面に出したネット販売チャネル開発事業

マツエクサロン事業を訴求して新規顧客獲得
9140001046904

ホームページ、チラシ作成による新規顧客獲得
ギフト用アレンジメントフラワーの需要喚起と販路拡大事業

2140002039153

八鹿店の認知度向上と新規顧客の獲得事業
観光客への訴求力向上によるビジネスモデル確立事業

4140002039069

輸入車に特化した展示場の開設による販路開拓事業
「お試し」メニューと看板設置による新規顧客の増加計画

6140001109498

湧水を利用した米のブランド化と消費者直販への対応
贈り物も衣料品もセンスがよく楽しめるお店のＰＲで利益アップ

3140002068820

淡路島素材のクォリティ発信と自社ブランド商品特産販売促進事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
4964 兵庫県

大東工業株式会社

2140001084761

事業継続力強化のための収入複数化をドローン事業で実現する事業

4965 兵庫県

有限会社中石塗装

5140002032246

特許新工法対応の塗装機導入とホームページ新設で販路拡大事業

4966 兵庫県

ふぁみぐりあ

６カ国語のメニュー作成と翻訳機導入によるインバウンド対策

4967 兵庫県

ふくカラ

島内初「からあげ専門店」のＰＲによる来店客数増加計画

4968 兵庫県

株式会社ながしお農場

4969 兵庫県

プリンセスキッチン

4970 兵庫県

有限会社エム・アンド・ワイオートジャパン

4971 兵庫県

あすか整骨院

新メニュー「ケガの予防治療」の空間づくり、PRによる顧客獲得

4972 兵庫県

pasta Passo a Passo

お客様と従業員が笑顔になれる 店舗ＰＲ販路開拓計画

4973 兵庫県

淡路島仲野水産株式会社

4974 兵庫県

カフェこり おおたがき整体院

観光客をターゲットとした但馬牛と地元野菜を活用した商品開発

4975 兵庫県

淡路どり 上原

はばたけ！あわじ鶏！～世界一美味しい上原のあわじ鶏を全国へ～

4976 兵庫県

KABURA

ワークショップの宣伝による顧客確保を目指した販路拡大

4977 兵庫県

株式会社ニュービレッジ計画

4978 兵庫県

学習塾ＢonVoyage

4979 兵庫県

有限会社成実

4980 兵庫県

丹波旬菜 田舎家

4981 兵庫県

株式会社絆工房

4982 兵庫県

香りのお宿 庄屋

4983 兵庫県

株式会社森口製あん

4984 兵庫県

橋本商会

新規開発した抗菌・防臭ぬか袋の認知度向上・販売促進計画

4985 兵庫県

AMK.Japan

「流しそうめん」と「にゅうめん」の販売促進

4986 兵庫県

合同会社地域資源総合研究所

1160003001227

規格外野菜を活用したベジジェラート等の販路開拓事業

4987 兵庫県

有限会社たけむら不動産

3140002053112

ＷＥＢ動画、ＳＮＳを窓口とした新築物件の売上計画

4988 兵庫県

NEO beach depot

4989 兵庫県

藤の坊株式会社

4990 兵庫県

志ん屋

4991 兵庫県

株式会社日高振興公社

4992 兵庫県

フクダクリーニング

ＥＭ洗剤配合コインランドリー看板訴求による新規顧客の増加

4993 兵庫県

グリーンマウンテン イングリッシュ

動画で見える化・聞こえる化、競合と明確な差別化を図る広報活動

4994 兵庫県

株式会社ＴＫ２

9140001107094

商品の知名度向上と直販部門の強化によるＴＫ２販売促進事業

4995 兵庫県

はりま観光バス合同会社

3140003012463

乗務員の技術向上と安全面配慮の徹底指導による販路開拓事業

4996 兵庫県

eternity-CoCo

4997 兵庫県

ハラペコフードファクトリー株式会社

2140001103918

ホームページ全面改修とスタンプカード導入による集客拡大策
新事業 特産品開発販売事業による販路開拓事業

4140002061337

7140001105785

7140001110026

愛車健康手帳ＰＲによるママ友グループの潜在顧客囲い込み計画

新商品「淡路島での完全無添加の手釜製法による佃煮」の販路拡大

動画制作事業への新規参入による新規顧客の獲得
過疎・辺境地域における遠隔授業システムの導入に伴う販促活動

3140002061429

メニューの刷新による客単価アップに向けたＰＲ力強化の取組
持ち帰り商品開発による既存顧客の客単価向上と新たな顧客の獲得

7140002046335

仮想ショールーム（ウェブページ）の整備による受注量増加事業
人に優しい環境づくり、快適空間による『いやし・なごみ』の提供

7140001039604

老舗あんこ屋と老舗醤油屋が作りだす日本初のお菓子

淡路島の地域資源を活用した『フィールドビジネス』拡大事業
8140001066564

商圏拡大に向けたホームページ改良事業（魅力発信とスマホ対応）
今だけ、ここだけ、あなただけの体験サービス提供計画

7140001056302

売店部門強化のための、産品の安定供給体制の整備事業

地域初の子供脱毛サロンを開設し、新規顧客獲得を目指す
9140001111526

自宅で簡単プロの味を再現！ハンバーグ伝道師の味のＰＲ事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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4998 兵庫県

Beans Pot

芦屋で2号店オープン！ホームページ改善・広告宣伝・販促集客。

4999 兵庫県

ミレットマルシェ ソラ

ソフトクリームデザート提供による来店客数増加計画

5000 兵庫県

イラカルーフ

ホームページ作成による集客の強化

5001 兵庫県

行政書士わたなべ法務事務所

地域資源を活用した家系図作成事業の展開と専用ホームページ開設

5002 兵庫県

伊達精肉店

軒先テント設置による知名度向上と来店客数増加計画

5003 兵庫県

三和農場

農産物直売所の野菜種類増加による来客数増加計画

5004 兵庫県

正木屋商店

ホームページ作成により来店客数増加計画

5005 兵庫県

細田義昭織布

オリジナル生地の開発と展示会出展による新規顧客獲得の取り組み

5006 兵庫県

kokoontua

ウェブとリアルのダブル広報戦略による販路拡大の取り組み

5007 兵庫県

笹倉企画

地場産業「播州織」で包んだ米のブランド化と販路開拓の取り組み

5008 兵庫県

Borage

オリジナル商品のギフトセット販売による販路拡大の取り組み

5009 兵庫県

おそうざいバル＆カフェ 法利

Ｂ＆Ｂ事業への参入のための設備工事およびＰＲの取り組み

5010 兵庫県

ランドグラフィックス

勝負名刺サンプル作成と展示会出展による新規顧客獲得の取り組み

5011 兵庫県

マルコ農園

「農」と「本」が融合した店舗とホームページ開設による販路拡大

5012 兵庫県

大松建設株式会社

2140001039071

～Ｒe大工～ WEBによる大工の魅力再発見

5013 兵庫県

株式会社２Ｋ２

2140001091989

複数ブランドを繋ぐホームページの作成等による新規顧客獲得計画

5014 兵庫県

牛尾農場

5015 兵庫県

やぶ水産有限会社

7140001085953

一般消費者向け加工商品販売のための販売ツール作成

5016 兵庫県

アンメアー株式会社

7140001104713

Webサイト開設で、らくらく英語学習サポート事業

5017 兵庫県

株式会社ハートフルワン

9140001047010

新地域への営業所配置と移動困難者向けサービス強化事業

5018 兵庫県

有限会社味さい

2140002046348

「スルメイカ麹漬け」パッケージ刷新で、「爆売れ」に挑戦

5019 兵庫県

鹿工房 Los Cazadores

ホームページ開設による販路拡大および売上向上

5020 兵庫県

フラワーショップふれりあ

ＩＴを活用した価値あるギフトフラワー販売促進事業

5021 兵庫県

株式会社NATURE&CLAY

5022 兵庫県

ささき鍼灸整骨院

新規顧客開拓に向けての周知事業

5023 兵庫県

Ｇ・Ｒｏｏｍｓ

地域で珍しい炭酸ヘッドスパを売りにした新規顧客獲得計画

5024 兵庫県

ＡＳＡ江原まるにし

地域の消費者と事業者をつなぐポスティングで販路開拓

5025 兵庫県

ＭＯＭＩＪＩ

商品ＰＲ看板設置による新たな顧客獲得事業

5026 兵庫県

バンブーライフ・アグリ

ネット直売システムの構築と商品パーケージの刷新

5027 兵庫県

有限会社浜田モータース

5028 兵庫県

介護タクシーもみじ

介護タクシー利用者へのサービス拡充による顧客満足度ＵＰ

5029 兵庫県

編集ライター

Ｗｅｂサイト「成功する企業出版」から企業出版を直接受注する

5030 兵庫県

有限会社カスガ堂

1140002034758

カスガ堂におまかせホームページの作成

5031 兵庫県

有限会社カニプロ

7140002046368

民宿が手がける、「木船」スタイル体験農園＆自由空間提供事業

ホームページリニューアルとリーフレットによる顧客獲得事業

8140001046517

9140002039155

訴求力を高めた商品梱包、サイトの改良等による販路開拓事業

新規顧客開拓に向けての情報発信強化
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
5032 兵庫県

株式会社近畿スカイテック

2140001040624

5033 兵庫県

出田鐵工所

新体験バーベキュー施設の開設

5034 兵庫県

Renpo

地域住民が気軽に訪れるための新規顧客開拓計画

5035 兵庫県

株式会社藤岡組

5036 兵庫県

le fleuve

5037 兵庫県

有限会社ワールドストーン

6140002069592

お墓に関する悩みを解消する新規事業の情報発信力強化！

5038 兵庫県

株式会社多田呉服店

5140001063498

サービスの見える化で地域になくてはならないお店を目指す!!

5039 兵庫県

さぬきうどん工房 草庵

5040 兵庫県

有限会社加藤兵吉商店

5041 兵庫県

民宿 松田屋

5042 兵庫県

株式会社タスク

3140002046891

「身障者専用レンタカー」促進をめざしたレベルアップワン事業

5043 兵庫県

株式会社アズマスポーツ

5140001085971

ネーム刺しゅう機の増設による売上増加計画

5044 兵庫県

市川の里 千代

優しい味が自慢です！ばぁちゃんのホッコリ野菜と卵かけご飯

5045 兵庫県

ozone HAIR

美髪効果がある高付加価値サービス提供による新規顧客獲得

5046 兵庫県

笑福

女性・家族層にも最適な空間と安らぎを提供

5047 兵庫県

株式会社谷常製菓

5048 兵庫県

山根家具

5049 兵庫県

株式会社ハクトス

8140001046582

鈑金塗装顧客からカーワンストップ顧客への変換による売上拡大

5050 兵庫県

株式会社熊橋製材所

8140001038778

巨大看板の設置によりリフォーム・増改築のＰＲ推進事業

5051 兵庫県

株式会社チューリップハウス農園

5140001086193

緑や畑に囲まれた中でスローフードを満喫する癒しの空間の創造

5052 兵庫県

ＴＨＲＥＥ ＧＲＯＵＮＤＳ

5053 兵庫県

有限会社ブリランテ

3140002061346

チラシと看板製作による観光客等へのジェラートセット販売計画

5054 兵庫県

株式会社きぬがさ

4140001062377

「地域を元気に!」懐かしのチェリータウンで定期的な移動販売

5055 兵庫県

小円織物有限会社

2140002061710

播州織２社のコラボブランドの展開に向けたパンフレット作成

5056 兵庫県

有限会社米澤善一商店

8140002039206

地元食材を使った「かき氷バー」設置による顧客拡大事業

5057 兵庫県

ビューティショップオオニシ

5058 兵庫県

株式会社博農

5059 兵庫県

栃尾造花店

「安心・安全の癒しを与える小規模会館を目指して」

5060 兵庫県

はた寿司

おふくろの味、田舎の味、ほんまもんの味を地域に伝える事業

5061 兵庫県

有限会社クローバー

5062 奈良県

花の英宏園

5063 奈良県

有限会社カントリーハウス

4150002004591

地域情報誌を活用した宣伝広告による新規顧客獲得事業

5064 奈良県

株式会社中村化学工業

3150001005419

カキ養殖にかかる設備機械開発での新たな販路開拓事業

5065 奈良県

東山化工 有限会社

5150002005440

BtoBからBtoCへ！！一貫した生産工程による販路拡大事業

5140001085393

小型ドローンによるデモンストレーションを主とした新規顧客開拓

ペットフードのニーズに合わせた少量・低価格パッケージの開発
ショコラ商品カタログの作成による売上増加の取り組み

ホームページ作成等によるこだわり本格うどんの営業力強化事業
7140002069369

新規顧客の獲得及びセキュリティ対策済み通信網の整備
「但馬玄牛すじコロッケ」のパッケージ改訂＆販促展開

3140001046546

美味しい苺のお菓子を届けたい老舗菓子店が挑戦する通販強化事業
cotreeブランドの紹介による販路開拓事業

リチウムイオンバッテリーＥＶ－ＣＵＢＥのシェア拡大事業

新時代【令和】に化粧品も夢も希望も一緒に売れるお店へと大変身
9140001088293

5140002039084

新商品「ベジップス」の販路開拓とＷＥＢ販売機能追加

顧客とのコミュニケーションで新商品メニューに
農園内における小売販売拡大を目的とした環境整備事業
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5066 奈良県

サービスKIMURA

「安心・安全なCARサービスを届ける」マイカーサポート事業

5067 奈良県

有限会社ベルグ

5068 奈良県

とんかつ居酒屋 膳屋

顧客の回転をあげる為、店舗客席（座席）改装

5069 奈良県

豆パン屋アポロ

フリースペースを有効活用するための空調設備の整備

5070 奈良県

有限会社パルファン

5071 奈良県

モリカ米店

5072 奈良県

有限会社吉川住研

5073 奈良県

アンティーク インハイ

ターゲットに合わせた店舗リニューアルによる新規顧客獲得事業

5074 奈良県

中嶋源九郎餅本舗

店頭照明設備と陳列改善による商品イメージアップ戦略事業

5075 奈良県

御菓子司 新泉堂

新たな大和郡山名物を生みだす！「金魚どら焼き」開発拡販事業

5076 奈良県

株式会社アルファー

1150001005528

フルカラー３Ｄプリントによるオリジナル金魚グッズ製作

5077 奈良県

株式会社Ｍ’ｓ工房

5150001007727

新規お客様集客の為に向けたホームページのリニューアル

5078 奈良県

株式会社frontier

5150001022230

売上アップと人手不足を同時に解決するための設備導入事業

5079 奈良県

平瀬建設

5080 奈良県

株式会社山和タンス店

3150001006144

強みを最大限に活かした地域密着型家具店へのリニューアル事業

5081 奈良県

株式会社 総研ビー・エイチ企画

3011101055433

顧客ニーズを的確にとらえた地域密着型ビジネスホテル展開事業

5082 奈良県

SUNS design gift

自社製作を可能にしイベント出店による認知度ＵＰと新規顧客獲得

5083 奈良県

ラーメン奈々

県内ラーメン店初の「フルセルフサービス店」への転換事業

5084 奈良県

かなめ薬局

入店しやすくなる外観と販売強化の環境づくり事業

5085 奈良県

株式会社グランエスペランサ

5086 奈良県

文具・事務機 ミヤザワ

観光客やシニア層に向けた「和紙、和文具」への特化事業

5087 奈良県

フローリストほりうち

実店舗とネットショップの認知度アップによる新規顧客獲得事業

5088 奈良県

食呑くろしお

ニーズに合わせた魚料理メニューを充実させるための設備投資事業

5089 奈良県

親子育ちの場～らくらし～

持ち運び型の発達サポート遊具の導入による差別化と新規顧客獲得

5090 奈良県

株式会社松音商会

5091 奈良県

Ｋ ＣＯＦＦＥＥ

コーヒー豆の自動販売機設置とＥＣサイト新設による販売強化事業

5092 奈良県

cafe&kitichen MANABI

木目調の内装にリニューアルすることによる新規顧客獲得事業

5093 奈良県

株式会社IrieLifeGroup

1150001022325

ケータリングカーによるイベント出店と認知度アップ事業

5094 奈良県

株式会社亀岡土木

8150001005661

パイプライン非破壊内部確認設備導入による販路拡大事業

5095 奈良県

ならしか

5096 奈良県

株式会社 ルノータス

5150001020861

モデルを起用した商品撮影によるウェブサイトのイメージ施策展開

5097 奈良県

株式会社ならイズム

2150001021697

奈良の企業・人をつなぐ地域ブランド商社ビジネスでの販売展開

5098 奈良県

株式会社ヤマトプレス

7150001016882

金具・金型等の試作品制作の開始による下請け体質からの脱却

5099 奈良県

有限会社センザイ不動産

7150002005760

HPの改良とスマートフォン対応による販促用PRツールの強化

1130002029940

6150002005183

デンチャー向けデザインソフト導入による生産性向上と顧客拡大

自社オリジナルチョコレート製造システムの構築と販路拡大
乳幼児から高齢者まで安全にご利用頂く為の店舗前バリアフリー化

9150002005346

新規ショールームを中心とした内覧会の充実による新規客獲得事業

設備導入による民間の除草作業請け負い強化事業

9150001021674

4150001006119

金沢粋屋のオリジナル商品の認知度アップ＆販路拡大事業

こんにゃくを配合したヘルシータピオカの製造による販路拡大事業

キッチンカーによる「奈良鹿ないカレー」イベント出店ＰＲ事業
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5100 奈良県

有限会社 南都観光社

9150002001337

5101 奈良県

田中智之税理士事務所

ホームページ活用による新規顧問先拡大事業

5102 奈良県

むらさき栄光商店

魅力のある造形商品のラインアップ拡充による店頭販売の強化

5103 奈良県

写真のハッピー

一生ものの価値を提供し一生のお付き合いができる写真館の展開

5104 奈良県

たばこ専門店シガリロ

自動販売機コーナーの充実を図り新規顧客を開拓する事業

5105 奈良県

Casual dining INDIGO

店舗改装による客層拡大、固定客獲得で売上拡大事業

5106 奈良県

HAIRSALON Yorita

新育毛サービス導入とIT活用による販路拡大事業

5107 奈良県

フジイ法律事務所

新規顧問契約獲得に向けたパンフレット・販促品の作成と配布

5108 奈良県

林塗装工業株式会社

3150001021267

カラーシュミレーションソフトの導入に伴う顧客獲得率アップ事業

5109 奈良県

株式会社坂下木材商店

9150001006493

高齢化社会の需要、住宅リフォームに対応するための機材導入事業

5110 奈良県

河井工務店

プレゼン用CAD導入による営業力強化事業

5111 奈良県

家印

地域密着型クリエイティブ動画営業戦略で地元奈良を元気に！

5112 奈良県

株式会社ルーラル・ヴィレッジ

5113 奈良県

ヘアサロン ニシダ

華齢なる紳士・淑女の楽屋！『中高年向けサロン』販路開拓事業

5114 奈良県

オカダ写真館

新看板設置！視認効果による認知度向上で新規顧客の獲得事業

5115 奈良県

手づくりそうざい ふじもと

新店舗に大型冷凍庫を導入してあらゆる料理を創造！販路開拓事業

5116 奈良県

光工房

まち工場のインターネットショールーム化事業

5117 奈良県

タマプリント

Tシャツ乾燥機器導入による品質向上と残業時間の改善

5118 奈良県

フレンチレストランKIYAMURA

お店の周知活動による新規顧客獲得事業

5119 奈良県

株式会社サンフォン

3150001009337

店内にキッチンを設置。調理イベントでこだわり食材のＰＲ！

5120 奈良県

株式会社ケイズ

7150001009647

“花あしらい人”福島かすみプロデュースの新商品開発事業

5121 奈良県

ア・ガ・サ株式会社

7150001009671

店内改装によるお客様の満足度アップ事業

5122 奈良県

吉本建築設計事務所

モデルルーム設置で築30年以上の住宅へのバリヤフリーを提案

5123 奈良県

大門醤油醸造

インバウンドがターゲット！蔵見学で木桶醸造醤油のＰＲ！

5124 奈良県

むさし

ホームページやチラシを活用した障害者への技術指導のPR

5125 奈良県

株式会社 企画・創

6150001012040

カメラ台数の増強による映像業務の強化と販売拡大

5126 奈良県

有限会社ビクトリー

9150002011096

迅速丁寧なタイヤ交換、サービス提供による顧客満足度向上事業

5127 奈良県

上辻豆腐店

衛生面でもワンランク上の豆腐屋へ。小売店の逆襲！

5128 奈良県

かぎおか

ＬＥＤで店内の雰囲気を明るくお料理を鮮やかに楽しんで頂く事業

5129 奈良県

昭和食堂

体験型ワークショップの開設による長期滞在客の獲得事業

5130 奈良県

株式会社堀内果実園

3150001018429

フラッグショップ出店による首都圏ターゲット取込み強化事業

5131 奈良県

有限会社藤万

9150002011006

奈良県病害虫防除情報の発信事業！農業シンクタンクを目指して

5132 奈良県

播本塾

テスト対策ではなく、自発的・自主的な学びを提供できる塾へ

5133 奈良県

伊勢屋豆腐店

小型フライヤー導入で食卓にもう一品！ヘルシー豆腐惣菜製造販売

6150001016636

地域密着旅行社ならではの着地型観光による個人客獲得事業

いっ菜！がっ菜！食べな菜！『大和野菜』販路開拓事業
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5134 奈良県

播本米穀店

新規顧客獲得に向けた米屋の販促強化およびイメージ向上事業

5135 奈良県

葛城山麓農園株式会社

5136 奈良県

虎屋菓舗

隣接地域へチラシ折込みによる季節商品のPR及び新規客の開拓

5137 奈良県

美心 ちゅらくくる

『素髪美人』を育てるプライベートサロンの持続的販路開拓事業

5138 奈良県

株式会社 一歩

2150001014197

今の草履はここまで来た！住職様・神主様新商品認知アップ計画

5139 奈良県

株式会社岡川工務店

8150001014596

高度リハビリサービスＰＲ！顧客満足度向上による新規利用者獲得

5140 奈良県

合同会社 旭

2120003014099

『ノウフク連携（農業×福祉）』！新事業展開による販路拡大

5141 奈良県

田中回生堂

丁寧な服薬指導と健康相談を行う「地域のかかりつけ薬局」

5142 奈良県

本城建材店

建材店のリフォーム事業強化による販路開拓

5143 奈良県

センター萬年筆株式会社

4150001013899

多色刷りプリンターを利用した商品で顧客に新たな価値を提供！

5144 奈良県

内外製薬株式会社

5150001013931

新商品（泡シャンプー）の投入による海外向け販路開拓の挑戦

5145 奈良県

株式会社鈴木電気商会

3150001019617

最新機器技術による舞台照明事業の強化

5146 奈良県

株式会社 吉川商会

1150001013670

マシニングセンタで使うプログラム作成の為のCADCAM導入

5147 奈良県

マジカナテック株式会社

5150001015003

「健康器具セット」の製品開発と販路開拓事業

5148 奈良県

行政書士 薄木事務所

5149 奈良県

有限会社あうる工房

5150 奈良県

ＣＨＥＥＫ

5151 奈良県

株式会社 磐城

5152 奈良県

とりよし

とりよしのＢ級唐揚げで、無名の当店を一躍有名店へ！

5153 奈良県

ＧＡＲＡＧＥ ＲＩＤＥ

「弊社の技術×機械導入」で、同業者の下請け受注！

5154 奈良県

小川亭

肉ブームをけん引する女性・シニア客の受け入れ態勢充実事業！

5155 奈良県

株式会社 あたらしや

5156 奈良県

一夜堂

IT活用で室生の魅力を情報発信「一夜堂」を発見してもらう！

5157 奈良県

味どころ 室生路

迅速なおもてなしと快適空間の提供による販売促進事業

5158 奈良県

宇陀山繁

幻の極上肉「大和宇陀牛」の認知度向上と販路開拓

5159 奈良県

森庄銘木産業株式会社

7150001009820

タブレット端末対応HP構築による吉野杉・吉野桧の魅力発信！

5160 奈良県

有限会社 類農園

3150002007273

自動潅水装置の導入で高品質有機野菜の安定供給による販路開拓

5161 奈良県

花の郷 滝谷花しょうぶ園 有限会社

9150002007235

ネットショップ用ＨＰの作成で新規顧客開拓による販売促進事業

5162 奈良県

うし源本店

地域個人商店が挑戦！自店ブランディングによる安定販売促進事業

5163 奈良県

いせ弥

商品の通年販売化／小パック化で、新規販路開拓＆売上アップ

5164 奈良県

株式会社 ハブアウトドアーズ

4150001010244

近辺観光スポットのドローン動画紹介による県外新規顧客の集客

5165 奈良県

松江自動車販売株式会社

6150001007164

新車ショールーム明るくイメージ向上プロジェクト

5166 奈良県

GRIND PENCIL

5167 奈良県

株式会社DESIGN SETTA SANGO

6150001019829

地域資源を活かした『農×食』連携ＰＲによる地域活性化事業

二刀流の業務特化型HPによる新規顧客獲得のための販路開拓
9150002010858

「スマホでぱっぱっぱ！」玉や、ガールの波に乗り遅れるな！の巻
お客様の身体を第一に考えて出来る機能性パーマで販路開拓！

8150001012385

1150001010214

お墓の悩みを何でも解決～墓じまいから永代供養まで～

シズル感のある店舗周知用看板設置による新規顧客開拓事業

口コミ強化で販路拡大！写真集のようなカタログ製作。
3150001020079

「奈良ブランド・雪駄」の新商品開発によるブランディング強化
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5168 奈良県

ファルミクス

薬剤師常駐の高齢者サロンで気軽に健康相談してみませんか

5169 奈良県

株式会社益久染織研究所

5170 奈良県

スキンケアハウスオカダ

5171 奈良県

株式会社 橋本建設

1150001020147

チームで取り組む奈良県産無垢木材による規格型住宅PR事業

5172 奈良県

キキフォトワークス株式会社

2150001007606

企業向けの「口コミ動画制作」の事業化による新規顧客開拓

5173 奈良県

吉田漁網

直販体制を強化による来店者増強プロジェクト

5174 奈良県

三光

モーニングと珈琲を強化！ 地域一番店を目指すファン拡大事業

5175 奈良県

株式会社JUNKEI-GLOVE

5176 奈良県

ミートショップ山口

生産牧場からフレッシュに！ソウルフード“牛ホルモン”販路拡大

5177 奈良県

カシオペア

若年層とインバウンドを開拓せよ！模型飛行ホビーの新規顧客拡大

5178 奈良県

The Plants

花ある暮らしをプレゼント・お部屋シーンでご提案！情報発信事業

5179 奈良県

Total Salon nanairo

町外へ美しさは発信！あらゆるご要望にお応え出来るエステサロン

5180 奈良県

ヘアーコレクション アミュール

10代から90代まで、地域の人々の期待に応える店舗を目指して

5181 奈良県

はつ乃家

伝統文化和菓子作り体験＆紙芝居で新サービス創出！観光客獲得へ

5182 奈良県

有限会社 カワサキ

5183 奈良県

パティスリーカフェ Haru Garden

競合店との差別化を図る為のイベント強化に係る改修と設備投入

5184 奈良県

和菓子処 たかまつ

賞味期限延長による販売チャネル拡大と売上・利益向上

5185 奈良県

土佐屋

水切機導入による生産性向上と「ついで買い」商品開発・販売事業

5186 奈良県

有限会社 ひかりドライ

4150002007669

業界初、スタック納品サービス導入による販路拡大事業

5187 奈良県

株式会社 のこのこ

6150001018673

高取町産・ダイエット・インスタ映えスイーツの開発と拡販事業

5188 奈良県

大一薬品株式会社

2150001010626

最先端情報とニーズを繋ぎ、事業を拡大する為のホームページ改善

5189 奈良県

ＹＭＣ株式会社

7150001016825

２輪車用タイヤチェンジャー導入による顧客向けサービス向上事業

5190 奈良県

堀江観光農園

5191 奈良県

株式会社 アールクリエイト

7150001021965

国産無垢木材を使用した新サービスによる広報・PR事業

5192 奈良県

式会社ツバサファクトリー

7150001017617

小規模サービス向けのサーバ用ソフトウェア研究試作

5193 奈良県

珈琲館 エコール・マミ店

5194 奈良県

株式会社エステート山内

5195 奈良県

変容研究所

5196 奈良県

日本ニット株式会社

4150001013214

製造者・消費者双方の「顔が見える」ホームページで靴下販路開拓

5197 奈良県

リプリ株式会社

9150001015255

仕入業者だからこそできる 商品特性を活かしたＥＣサイトの構築

5198 奈良県

木谷ワイン

5199 奈良県

社会保険労務士法人アートビジネスブレイン

2150005008889

建設業に特化！働き方改革コンサルによる新規顧客獲得事業

5200 奈良県

テイワン商事株式会社

3150001013099

新規顧客・既存顧客獲得に向けた商品露出広告を使った販路開拓

5201 奈良県

カスタムバイク龍

1150001007177

敏感肌に優しい！「１００年無農薬コットン」の販路拡大
高齢者のキレイを応援！コミュニティルームで美容も健康も促進！

9150001011948

2150002007885

自分にあうベストな野球グラブを探せ！失敗しないグラブオーダー

「女性目線」の専門性を高めて新規顧客獲得、受注増を目指す。

特産イチゴ「あすかルビー」を活用したいちご狩り対応向上事業

わずか１％のハワイ産コナコーヒーによる販路開拓事業
8150001012443

省エネ健康住宅を奈良に！光床暖房『遠赤王』の販路開拓事業
身近なお悩み相談「街角ほっとステーション（仮称）」オープン

奈良県初の天然酵母使用ワインの製造・販売事業

マニュアル作成による代理店販売事業者増加プロジェクト
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5202 奈良県

オムライスのお店Fu～Fu～

お客様の声を取り入れた地域密着営業による集客プロジェクト

5203 奈良県

有限会社つばさプランニング

5204 奈良県

清水煉瓦工業

石窯屋清水(ネットショップ名)の知名度向上のための宣伝計画

5205 奈良県

REAL beautysalon

新たなエステサービスの導入と広報強化による新規顧客開拓事業

5206 奈良県

合同会社ＬＥＰＵＳ

5207 奈良県

YAMATON

リニューアルによる認知度の向上と新規客開拓

5208 奈良県

Café+studio flat

ゆったりした空気の流れる空間を創出！新メニューで新規顧客開拓

5209 奈良県

昭和空調設備

高齢者向け住宅リフォームによる新規顧客獲得に向けた広報事業

5210 奈良県

Ｃａｆēそらみる

おひとり様大歓迎！ゆったりスペースでお寛ぎください。

5211 奈良県

お花のアトrie

田舎の小さなお花のアトrie ホームページで集客！！

5212 奈良県

株式会社 荒市商店

1150001012292

町内にある車の総合商社だから出来るお客様に合ったサービス提案

5213 奈良県

ヤマヤ株式会社

9150001013622

オーガニック製品の先駆者が挑戦するベビー商品のＰＲ事業！

5214 奈良県

株式会社 奈良うるし

2150001023082

見せます！魅せます！子供向け体験教室を通した奈良漆の普及事業

5215 奈良県

昌和莫大小株式会社

1150001012870

ＯＬＥＮＯブランドの構築と販路開拓及び販売促進

5216 奈良県

松尾 竜弥

5217 奈良県

株式会社リーグ

5218 奈良県

ﾊﾜｲｱﾝｽﾀｲﾙｶﾌｪ ZENBE

ハワイアンカフェ自家製商品のテイクアウト及団体客の誘客

5219 奈良県

上島織布工場

来訪者の受け入れ態勢の構築による販路開拓強化事業

5220 奈良県

株式会社レッグニットクリス

8150001016700

自社ブランドＹｏｕ ＩＣＨＩの構築および販路拡大

5221 奈良県

バリューホーム株式会社

4150001020722

新プランに関わるPR活動。成約件数増加計画

5222 奈良県

株式会社 山崎産業

6150001014037

高齢化社会が起こす「解体ラッシュ」に備えて、きっちり集客！

5223 奈良県

株式会社ＫＰフードシステム

7150002009118

忘年会・新年会メニュー周知で、私カラーの店作りを目指す！！

5224 奈良県

安田組建設株式会社

8150001013623

新たな強みの獲得とPR活動で個人受注UP！

5225 奈良県

エムオー技研

5226 奈良県

有限会社 クリエイトフーズ

5227 奈良県

たけもと接骨院

当店の「症状根治のお手伝い」をＰＲ、来店からリピーター客へ。

5228 奈良県

理容ジョンソン

ロードサイド客の一層の獲得を目指した見やすい看板設置事業

5229 奈良県

北木材商店

吉野産天然乾燥木材の図鑑！木玉プールの開発と製造プロセス革新

5230 奈良県

西本石油有限会社

5231 奈良県

うぐいす

5232 奈良県

株式会社 藤井利三郎薬房

9150001016138

ロット（製造番号）を活用し業務効率アップと新たな売上向上作戦

5233 奈良県

株式会社歌藤

2150001021169

吉野の旅館の味をイベントでも！！ ジビエ料理新規販売事業

5234 奈良県

車田商店

興味本位で気軽に入店！！修験道専門店による店舗改革事業

5235 奈良県

風人園

廃棄物を資源に！！造園会社による剪定屑を資源化事業

7150002009150

2150003001631

新サービス「高校生の部開講」による新入塾生獲得・販路開拓

事業内容、新商品、職員募集を紹介するホームページの作成

アクアリウム用シュリンプのブリード・販売における新規事業計画
1150001014116

オリジナル高価商品セットで新しい販路開拓を目指す

快適な日常生活と増加傾向の自然災害発生時の迅速対応への取組
4150002008898

1150002011327

自社製餃子の新市場開拓のための新商品開発及びＷｅｂ広告

吉野町の高齢者が住む自宅まで石油をお届けするサービス確立事業
店舗改修及び洋式トイレ改修による外国人の需要と新販路開拓事業
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5236 奈良県

美吉野醸造株式会社

3150001016374

風土に寄り添う吉野の酒蔵による、甘酒ブランディング計画事業

5237 奈良県

家具工房AKEMI

5238 奈良県

株式会社南工務店

5239 奈良県

カフェ・ル・ルポ

地域を元気に！地産地消に拘った、カフェの新たな取組み事業

5240 奈良県

ＴＳＵＪＩＭＵＲＡ

快適空間で寛ぎの時間を！吉野山のカフェが取組むおもてなし事業

5241 奈良県

株式会社 辰巳組

5242 奈良県

Les Ｖagues （レ バーグ）

民泊利用者をカフェとフラワー教室に誘導する広報活用事業

5243 奈良県

カフェ ヴィンテージ

田舎のハンバーガーショップ！店舗移転で新規顧客獲得事業！

5244 奈良県

伊藤治療院

吉野産食材を使ったメニューPRによる観光客獲得事業

5245 奈良県

Bakery TAKU

甘酒の生産設備導入による新商品の販売と商品品質の認知拡大事業

5246 奈良県

廣橋木工所

宮大工技術を活かす高品質＆レア木工品の製造内製化販路拡大事業

5247 奈良県

Ｄaiwa Ｎext Ｓtage

下請け脱却！足場設置業者の塗装防水工事新規参入による事業革新

5248 奈良県

柿の葉寿司よいよい

新食材活用と新販売法！「柿の葉寿司」オリジナルブランド化事業

5249 奈良県

吉辰商店

お客様に併せた吉野杉箸開発！小ロット生産企画提案体制確立事業

5250 奈良県

猫のお手手

安全なドライブサポートを実現し家族を守る新規顧客獲得事業

5251 奈良県

吉野銘木製造販売株式会社

5252 奈良県

テクネスタジオNARA

施工診断からあなたの車のベストコーティング提案！販路拡大事業

5253 奈良県

觀和工芸

伝統的な「組みつぎ」製法の利用による新たなデザイン性提案

5254 奈良県

まほら

日本初！ムガシルクを用いた新商品開発と販路開拓事業

5255 奈良県

西本建設・BBQ－JINー

新規開業「ＢＢＱ－ＪＩＮ－」体験メニューで顧客獲得事業

5256 奈良県

谷林業株式会社

5257 奈良県

福西豆腐店

「福西豆腐店」ブランド力向上で新規顧客獲得事業

5258 奈良県

桝源旅館

インバウンド需要の受け入れ体制強化による新規顧客層事業

5259 奈良県

有限会社 銭谷小角堂

5260 奈良県

芳山

新規事業展開！顧客ニーズに対応した体制づくりと情報発信

5261 奈良県

茶房 空

イベント＋食事の提供で収益性向上！体制づくりと情報発信

5262 奈良県

あまのかわキャンプ場

安心して利用して頂ける施設づくりと情報発信体制の構築

5263 奈良県

岡下製麺所

自社商品「天の川糸」の商品力向上と販路拡大による経営安定化

5264 奈良県

坂屋半治郎

空き家の有効活用したゲストハウスの閑散期対策と外国人対応

5265 奈良県

旅館 紀の国屋甚八

団体客集客のための設備導入と情報発信事業

5266 奈良県

阪口商店

「大峯猪・鹿」の販路開拓にむけた体制づくりと新たな販路開拓

5267 奈良県

天川アロマ 杣

顧客ニーズに沿った付加価値の高い商品開発と首都圏への販路拡大

5268 奈良県

花谷神変堂

伝統薬 陀羅尼助丸 市場環境の変化へ対応するための新たな取組

5269 奈良県

ゲストハウス POST INN

猟師と地域特性を活かした新たな収益源 ゲストハウスの開業

ＷＥＢとパンフレットを用いる家具・ＤＩＹ商品の販路拡大事業
8150001016163

4150001016101

2150001016078

2150001013587

4150002011290

関係人口増加！！ファミリー向けに空き家改修事業

土木ってこんな仕事？！を伝える「土木会社まるごと紹介」事業

吉野桧・杉の美しさを国内・世界へ！吉野銘木ブランドＰＲ事業

新事業展開「ハーブをテーマにしたＢＢＱ場の開設事業」

変化する市場環境への対応！ネット広告とインバウンドへ情報発信
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5270 奈良県

美吉野木材株式会社

3150001016003

5271 奈良県

天の川青少年旅行村

集客のためのターゲットを絞った施設づくりと情報発信

5272 奈良県

ゑびす荘

源泉かけ流し×１００％十津川村産食材・美食宿ＰＲプロジェクト

5273 奈良県

とつかわ水産株式会社

5274 奈良県

古泉鉄工所

十津川村産木材×当社加工力アップによる新商品・サービスの展開

5275 奈良県

上野地石油

新規事業「重機・車両レンタル」の創出、広告宣伝強化事業

5276 奈良県

スカイウッド株式会社

5277 奈良県

草もち柿の葉すし徳岡

5278 奈良県

株式会社ユーピア

9150001010124

東吉野村初！！「邸宅ステイ」「蔵ステイ」で非日常の体験を

5279 奈良県

新生金属販売株式会社

3150001018908

台風・ゲリラ豪雨など災害時の行政や企業の安全対策に向けた提案

5280 奈良県

林設備

業務効率化で地域密着の安心安全な給排水工事を実現

5281 奈良県

豆腐工房我流

奈良で日本酒などに合うヘルシー豆腐珍味・スイーツの商圏拡大

5282 奈良県

株式会社SAKURA entertainment

5150001021323

2150001022051

お客様の声から商品化 技術を活かした木製家具の販路拡大

温泉うなぎで村おこし！地域連携で取り組む試食＆PR事業

生産性向上からの高品質・高付加価値のある木製品製作・開発
「草もち・柿の葉すし徳岡」のブランド力向上と通信販売の挑戦

6122001026551

映画制作を柱としたグッズ販売収益の拡大及びタレント育成事業

5283 和歌山県 川辺精肉店

自家製コロッケの冷凍食品化、販売

5284 和歌山県 B-STYLE

紀州備長炭を使用した炭火焙煎コーヒーの新規商品開発事業

5285 和歌山県 Hair Concierge Safari

デザインするホット系パーマ「デジタルパーマ」で売上げアップ

5286 和歌山県 東花園

情報発信型看板の設置による集客

5287 和歌山県 勝田鈑金工作所

気に留める看板設置で知名度アップを狙ったるぜ

5288 和歌山県 割烹旅館 美よし荘

欧米豪インバウンド顧客の要望に応えた看板設置事業

5289 和歌山県 いえの和

効果的な広告塔での誘導事業

5290 和歌山県 花莚

暗い店舗を明るく、新規客を獲得事業

5291 和歌山県 OLD STREAM

コンセプトを表現しインパクトある大型看板設置による事業PR

5292 和歌山県 熊野黒潮本舗

インターネット活用による商品価値の発信と販路開拓

5293 和歌山県 焼肉たつみや

外灯設置で入店率向上、主力商品たつみやセットの販売促進事業

5294 和歌山県 喫茶くまの

民宿リニューアルでイメージアップ観光客向け販路開拓事業

5295 和歌山県 ｓｏｒａ

新設備導入で、商品アイテムを充実させて新規顧客を獲得

5296 和歌山県 風の古民家 うえみなみ

近隣ログハウスの借り受けによる販路開拓事業

5297 和歌山県 まぐろのヤマキ

高齢者や幼少のお子様、そして、外国人観光客に優しい店づくり

5298 和歌山県 株式会社 日向屋

8170001015089

情報発信力強化で上芳養の地域資源をブランディング計画！

5299 和歌山県 株式会社 那須建設

6170001008813

営業マンになりうるホームページの作成事業！

5300 和歌山県 株式会社 小森梅選堂

5170001008665

市場調査と販売数増加を目的に休眠顧客を掘り起こし事業！

5301 和歌山県 株式会社イシヤ石工

1170001015673

オールインワン（墓石建立～家じまい）のサービスをお客様へ

5302 和歌山県 くじら家

和室とトイレ改修で外国人も子連れ客も高齢者もウエルカム事業

5303 和歌山県 あじ処 大林

高齢者客も観光客も気兼ねなく来店できる店舗づくり事業
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5304 和歌山県 丸福運送有限会社

1170002009071

企業ホームページを開設することでの全国展開事業

5305 和歌山県 内田商店

高齢者客のご来店で目指す地域の憩いの場！

5306 和歌山県 平岩酒店

店舗改装で観光客を呼込み売上アップ事業

5307 和歌山県 ＫＡＺＺ

事業多角化、ゲストハウス事業による経営環境変化への対応

5308 和歌山県 貴志丸

最新機器の導入で釣果ポイント開拓、新規顧客も開拓。

5309 和歌山県 寺本紙器株式会社

1170001011020

ホームページの改修、リスティング広告による新規顧客の獲得

5310 和歌山県 有限会社和歌山フーズパル

7170002010998

シニア層・インバウンド客の顧客満足度向上に繋がる店内改装

5311 和歌山県 熊野野菜

熊野古道を訪れる外国人観光客向け来店促進事業

5312 和歌山県 蓑虫工房

龍神村の楊貴妃渡来説の中国語への翻訳事業

5313 和歌山県 Take out Café kanon

空き家を活用したゲストハウスの利便性アップ

5314 和歌山県 松本石油店

高性能タイヤチェンジャー購入による作業効率アップ

5315 和歌山県 カフェ・ラパン

ライトアクティビティーサービス提供と修学旅行対応で販路開拓

5316 和歌山県 木下鮮魚店

外国の方やハンディのある方にも安心な店作り

5317 和歌山県 紀州高野山 横笛の会

広報活動とレンタル作務衣サービスの導入による顧客獲得事業

5318 和歌山県 株式会社AWESOME TOURS

7170001014835

アクセス解析システムを活用した顧客獲得事業

5319 和歌山県 みさきロッジニシダ

外観ににぎわいと来町者への認知度アップで売上アップ

5320 和歌山県 片原魚店

まぐろの目利きが仕入れた『旬な勝浦産まぐろ』の安定供給

5321 和歌山県 かわばた渡船

レディース・ファミリーフィッシング層に応える満足度アップ事業

5322 和歌山県 雄弘丸

手ぶらで気楽に釣りを楽しめるための釣り具導入事業

5323 和歌山県 BBM(BarBerMurakami)

育毛メニュー導入による顧客満足度アップと新規顧客獲得事業

5324 和歌山県 株式会社マエシバ

4170001012503

ＱＲコード掲載野立て看板による、ＳＮＳへの誘客事業

5325 和歌山県 うどん・そば はし杭

人手不足時代に対応した高効率釜による麺質アップで販路開拓

5326 和歌山県 香料理庵 紅葉

和室のバリアフリー化による顧客の確保強化

5327 和歌山県 有限会社 深見電器商会

9170002009626

給湯器トラブルはパナットフカミへ“エコキュート”販売促進事業

5328 和歌山県 安全自動車

アンケート調査による、新規顧客獲得計画

5329 和歌山県 花田設備

看板設置並びにチラシ等配布により新たな顧客層の開拓！

5330 和歌山県 株式会社 旬鮮館

7170001007203

ポイントカード機導入による売上増加計画

5331 和歌山県 石本酒店

新たな商品陳列棚設置による、来客数増加計画

5332 和歌山県 赤玉

新メニュー表・チラシの作成による販売促進と集客ＵＰ

5333 和歌山県 ＬｅｔｔＭｅｌｏｄｉａ

商品お渡しの紙袋・各化粧箱の試作品作成及び革箔押し機の導入

5334 和歌山県 株式会社CORVETTE

2170001013940

新しい顧客層へのLEDライト販売

5335 和歌山県 竹乃屋

こだわり料理をゆっくり味わえる快適空間を提供！

5336 和歌山県 オキシデイスパ

新規顧客の開拓と既存の顧客満足度をアップするサービス提供

5337 和歌山県 有限会社 深見梅店

1170002009625

オンライン販売の海外対応及び頒布会サービス拡大で新規販路開拓
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5338 和歌山県 マツモトデンキ

トイレ環境整備により、長時間くつろげる空間を提供します！

5339 和歌山県 田中文明堂

高齢者への生活関連サービスと地域サロン化

5340 和歌山県 Aｋａｍａｔｓｕ Ｄｉｖｅｒ’ｓ

店舗改装でお客様の満足度ＵＰと販路開拓

5341 和歌山県 有限会社 串本儀平

7170002011674

5342 和歌山県 かんじゃ山椒園
5343 和歌山県 株式会社シー・メイル

ぶどう山椒製品のブランドイメージ強化事業
6170001007204

5344 和歌山県 三軒屋 和楽
5345 和歌山県 株式会社 ゆらちょう

自社ホームページ立ち上げによる、商品ＰＲ強化と人材確保
高齢団体客へのサービス向上事業

5170001014085

5346 和歌山県 タカシ建具
5347 和歌山県 株式会社清水工務店

予測型ＡＩ導入で業務改善、販売促進！

黒宝ゆらにんにくのＰＲ及び販路開拓事業
木製建具製作の機械装置導入による作業効率化事業

6170001011651

住宅性能総合計算ソフト導入による顧客サービス向上プラン

5348 和歌山県 古座川みのり農園

高付加価値商品の販路拡大のための自社通販サイトのリニューアル

5349 和歌山県 天正堂

小ロットこだわり商品の地道な販路拡大対策事業

5350 和歌山県 フローリスト花はる

地方から都会へメーカーとして革新”華屋”展示会

5351 和歌山県 カットの店あっこ

届け！「体、心のアンチエイジングの提案・提供」店舗情報発信

5352 和歌山県 つくる

小さな「つくる」を積重ね「仲間の輪を広げ」販路拡大！

5353 和歌山県 古座川アドベンチャー倶楽部

「清流古座川」と「熊野古道」活用で顧客獲得大作戦！

5354 和歌山県 やまさき屋旅館

情報のキャッボールで人生も地域ももっと豊かにしていきます！

5355 和歌山県 司美装

強みを生かした営業強化と設備導入による美装業の生き残り作戦

5356 和歌山県 煙樹

伝統を重んじながらも、テーブル導入で高齢者にも優しい店づくり

5357 和歌山県 株式会社小松

6170001010257

5358 和歌山県 Guest house & Bar ダイヤモンドヘッド

お客様のライフプランに入り込む生活サポートビジネスの展開
田舎のゲストハウス&カフェの挑戦！情報発進力強化で集客アップ

5359 和歌山県 有限会社中田鶏肉店

2170002010193

鶏肉の販路拡大と地域産品のユニーク販売による経営力強化

5360 和歌山県 株式会社 藤桃庵

4170001014078

通信販売を活用して「お客様との永続的な関係を築く」

5361 和歌山県 梅花園
5362 和歌山県 株式会社愛須商店

販売商品数「増」×商品単価＝売上「増」事業
1170001008512

アンテナショップとしての駅前ひろば！顧客獲得と情報収集事業

5363 和歌山県 正八

地元の胃袋を満たす。移動販売のための惣菜・弁当提供体制づくり

5364 和歌山県 みさと園芸

当園オリジナルのガーデンシクラメン増産による販路開拓事業

5365 和歌山県 有限会社 浦川瓦工業

9170002007200

機械バージョンアップでクリンカーの活用地域が広がり受注アップ

5366 和歌山県 株式会社紀ノ國フーズ

2170001008412

紀州あまざけ「初音」を中心としたネット販売強化事業

5367 和歌山県 キュリオステーション岩出店

小学生向けプログラミング教室の生徒獲得

5368 和歌山県 前田渡船

新規客誘客のためのキャビン拡大改造事業

5369 和歌山県 ひろや

オリジナル料理を掲載した基幹ホームページ作成で販路開拓！

5370 和歌山県 ごえんや喜多ろう

「長期鮮度管理による“すさみの海の幸”流通拡大事業」

5371 和歌山県 協業組合 サブマリン

4170005005750

最新給湯設備で顧客不満要因を取り除き販路開拓につなげる。
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5372 和歌山県 株式会社岩谷

6170001012039

新規顧客獲得のための商品一覧カタログの作成

5373 和歌山県 サワ美容室

車椅子に乗った高齢者への『快適』提供事業

5374 和歌山県 重大屋 由谷商店

PR資料作成による新規顧客及び固定客獲得作戦

5375 和歌山県 有限会社 汐入橋石材

9170002011598

墓石用仏花の開発と販売

5376 和歌山県 OZAKI代行

基礎からしっかり！事業地盤の安定は利益の安定。

5377 和歌山県 大江水道サービス

新規顧客獲得の為のサービス拡張と作業効率化による販路拡大事業

5378 和歌山県 紀州きのこ産業

なめこの廃菌床を使用したリサイクル堆肥の販路開拓事業

5379 和歌山県 魚菜慶食 光

魅力配信！スマホ＆多言語対応でタビナカでも検索できる広報事業

5380 和歌山県 結婚相談所 カーネリアン白浜

紀南唯一の結婚相談所！新規顧客獲得のための広報事業

5381 和歌山県 ケーキハウス シャモニー

認知度向上の為の看板設置と折り込みチラシによる販路開拓事業

5382 和歌山県 スナックSeRiKa

快適音量でみんなが楽しめる空間作りと広報事業

5383 和歌山県 白安

調理体験を行うためのシステムキッチン導入による販路開拓事業

5384 和歌山県 株式会社ホワイトファクトリー

3170001015630

漁協直結！最新冷凍技術とITで新鮮な魚をご家庭にお届け！

5385 和歌山県 有限会社 中甚

4170002009374

外国人観光客の要望に応え販路開拓と業務効率化事業

5386 鳥取県

寺村モータース

除雪機のメンテナンスサービスの認知度向上による販路拡大

5387 鳥取県

Album hair

入店しやすい店づくりと情報発信強化による新規顧客獲得

5388 鳥取県

（株）タウン建設

5389 鳥取県

Affetto

5390 鳥取県

（株）林観光社

1270001001028

記念写真の販売強化とインバウンド対策による新規顧客獲得

5391 鳥取県

（株）山陰家具工業

9270001007653

情報発信力の強化による取引先拡大

5392 鳥取県

（株）オートルビーズ

9270001007711

情報発信力強化による認知度向上及び利益率向上

5393 鳥取県

ラパン・ブラン

5394 鳥取県

（株）C＆E

7270001005997

ゲストハウスの快適な空間提供による顧客拡大への取組み

5395 鳥取県

（有）いわみ農産

2270002002412

生産体制の強化＆パッケージ開発による売上向上及び経営の安定化

5396 鳥取県

（株）SEEN

8270001002993

鳥取砂丘沖を活用した新しいダイビングツアー提供による売上向上

5397 鳥取県

はらだ農産

販促ツールの一新による商品訴求力及び地域の魅力発信の強化

5398 鳥取県

村上建具店

個人受注と商圏エリアの拡大による新規顧客獲得と売上の確保

5399 鳥取県

橋本商店

子ども向け料理体験「キッズチャレンジ」による顧客開拓事業

5400 鳥取県

ヤマネ和紙販売（株）

5401 鳥取県

よしたけようこそ亭

5402 鳥取県

建築工房コージー（株）

9270001007298

リフォーム受注強化に向けた販路開拓事業による利益向上

5403 鳥取県

（株）トリスマ

3270001007634

HPの充実と効果的な住宅選びの相談会周知による売上向上計画

5404 鳥取県

PAINT WORKS

5405 鳥取県

（有）田中農場

7270001005592

情報発信強化による新規顧客獲得・収益性向上
リラックスできる店舗づくりと情報発信強化による新規顧客獲得

パッケージ開発＆ブランド力の強化による認知度アップと販路拡大

6270001002038

見本帳の作成による販売促進の強化及び売上・収益の拡大
仕出し部門の強化と店舗運営効率化による売上・利益の向上

ドローン空撮による施工前後の見える化で元請率向上と経営安定化
4270002004332

食品展示会出展とレシピ配布による販路開拓及び売上向上
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5406 鳥取県

（株）サンテクノ

6270001006955

自社開発ＩｏＴ機器の販路拡大事業

5407 鳥取県

（有）太田酒造場

2270002004458

日本酒の魅力発信による新規顧客獲得・売上増加

5408 鳥取県

SUNIN製炭工業（株）

7270001007085

規格外竹炭を活用した新製品開発と個別営業用ツールの作成

5409 鳥取県

thaw

ブランドイメージの整備、サービス・製品の拡充による売上増加

5410 鳥取県

ラルジュ

エステ部門を活かした総合的美容提案による新規顧客獲得

5411 鳥取県

（有）上紙材木店

9270002004740

建築部門の積極的情報発信による新規顧客の獲得

5412 鳥取県

（有）G・コーポレーション

7270002004817

新規顧客の来店しやすい店舗づくりと看板設置

5413 鳥取県

企業組合藍染工房ちずぶるー

7270005002652

新店舗と新規事業のＰＲによる新規顧客とリピーターの獲得

5414 鳥取県

會州堂

「漆器店」としての知名度向上と事業ＰＲによる新規顧客の開拓

5415 鳥取県

古田石材

店舗イメージの刷新と情報発信の強化による新規顧客の獲得

5416 鳥取県

（株）サカモト

5417 鳥取県

小林農園／鳥取新有機販売

5418 鳥取県

（有）シーガルI

5419 鳥取県

ムーデザイン

5420 鳥取県

（有）ユーアイ建材

5421 鳥取県

仏巧舎倉吉

広告宣伝強化による当店認知度向上及びBtoC販売の強化事業

5422 鳥取県

萬屋商店

民泊事業の認知度向上による新規顧客開拓の為の販路開拓事業

5423 鳥取県

アルソア福楽

視認性及び顧客満足度の向上による新規顧客獲得事業

5424 鳥取県

（有）景山石材

5425 鳥取県

嶋田呉服店

5426 鳥取県

神宮商事（有）

7270002009618

店舗認知度向上及び消費者イメージ刷新の為の販路開拓事業

5427 鳥取県

（有）北条サイクル

3270002010315

PR強化と店舗環境整備による女性・中高年層顧客の開拓と固定化

5428 鳥取県

（有）なかはら

3270002010307

お墓の維持管理に苦慮している中高年層顧客の獲得と固定化

5429 鳥取県

むらおかファーム

5430 鳥取県

東伯シティ（株）

1270001004914

店内環境整備と販促ツール活用によるテナント入居者獲得事業

5431 鳥取県

永禮自動車販売（有）

7270002009527

新規顧客獲得と囲い込みのためのカーリース販売促進

5432 鳥取県

（有）坂本木工所

4270002009471

“木育”を通して来店型店舗による木製おもちゃの販売計画

5433 鳥取県

バーバープラス１

5434 鳥取県

（有）おき

5435 鳥取県

ヘアースペース アクリ

5436 鳥取県

東伯電機（有）

5437 鳥取県

金田蒲鉾店

訴求力のある新商品開発と、ご当地物としての展開

5438 鳥取県

issing

誰でもステンシルペイントが楽しめる、キット販売事業の開拓

5439 鳥取県

プロショップ ラリーキッズなにわ自動車

最新のヘッドライトテストによる薄暮時ドライブサポート事業

8270001002291

智頭杉を用いたサイクルラックの開発による全国展開事業
パッケージリニューアルとリーフレットを活用したギフト売上増加

4270002011031

無料保険診断サービスの提供による新規顧客獲得
三朝温泉ブランド力を活かした温泉飲料水の販売促進

1270002009689

8270002010269

広告宣伝力の強化による新築受注獲得数の増加計画

IT強化による認知度向上及びリードタイム改善の為の設備導入
高機能寝具部門の周知徹底による安定した経営基盤の確立

トマト・さつま芋の加工品の開発による販路拡大

女性理容師が対応するエステサービスのメニュー化
2270002009713

“五ツ星お米マイスター”による厳選米の販売プロモーション
ヘアケアを大切にする女性に向けたマーケティング

7270002009741

夕食時間の顧客増加とテイクアウト強化による売上の増加
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5440 鳥取県

（株）光和ウェルド

1270001005846

優良A級継手溶接施工会社認定（見込）による積極的営業展開

5441 鳥取県

（有）尚建工務店

5270002008092

若年層をターゲットとしたデザイン性重視の住宅提案

5442 鳥取県

（株）エム・アール・ホーム

1270001005648

環境と住む人にやさしい『低燃費住宅』の周知と受注拡大

5443 鳥取県

（株）ビッグワン

1270001004575

商工会版「地域商社」による食を通じた販路開拓と地域活性化事業

5444 鳥取県

名和建築

5445 鳥取県

（株）ファーム鳥取

8270001007183

雷撃！「スタンナー」電気式害獣駆除器を開発し新販路開拓

5446 鳥取県

（株）Ｂｌｕｅ．

1270001007099

愛犬と夕日をながめる！同伴カフェで集客力強化と販路開拓

5447 鳥取県

（株）華誦絵

1270001005615

ターゲットへの受入体制の明確化と新メニューによる集客力アップ

5448 鳥取県

（株）Float

3270001006264

ラベルデザインの統一化による“Float”ブランドの確立

5449 鳥取県

友保自動車

5450 鳥取県

（有）中の原銀嶺

1270002008559

インバウンドを取り込むための対応力向上と快適な旅の提供

5451 鳥取県

（株）ｐｃｂ

2270001007692

中高年層に向けた自社情報訴求による新規顧客獲得・ファン化計画

5452 鳥取県

Body make studio Sprittr

5453 鳥取県

（株）佐藤ブランチ

5454 鳥取県

Song House Ohana

5455 鳥取県

（有）藤原建築工務店

5456 鳥取県

ひがし司法書士事務所

5457 鳥取県

（有）諏訪ボーリング

5458 鳥取県

ぺっとさろんミリ

5459 鳥取県

（有）米子屋旅館

8270002008404

主力外販商品の真空パック化による販路開拓事業

5460 鳥取県

（有）大岩酒造本店

3270002008375

既存商品のブランド価値向上と海外への販路開拓事業計画

5461 鳥取県

（有）浜本組

9270002008394

公共工事依存体質からの脱却と収益確保のための販路拡大計画

5462 島根県

有限会社内田商会

4280002011641

整備対応可能車種を増やすことによる販路拡大への取組み

5463 島根県

有限会社宗正建設

2280002010661

水稲栽培モニタリング事業の展開による新規販路開拓

5464 島根県

日真蒲鉾店

新商品（じゃが天）のプロモーション強化による販路開拓事業

5465 島根県

サワレン

新たな特典サービスの提供により新規客の獲得を目指す！

5466 島根県

有限会社福間旅館

5467 島根県

チャイ夢

5468 島根県

有限会社 志都の里

2280002011940

大判焼実演販売で集客・売上アップ事業

5469 島根県

有限会社 浜田交通

4280002009009

石見神楽で関東圏域の旅行会社へ販路開拓！

5470 島根県

インテリア梅澤

5471 島根県

有限会社 大森商事

5472 島根県

Balloon Shop EN

バルーンギフトのプロモーション強化による販路開拓事業

5473 島根県

天野紺屋

来店客の利便性向上と情報発信強化による販路開拓事業

HPと作業着姿で広告強化！木の家を広く知らしめて受注を強化

整備スペース及び展示スペースの確保による顧客ニーズへの対応

新サービスの提供・周知による中高年層の来店顧客増加計画
2270001004599

強みを発信～既存顧客維持・保険契約多種目化による売上増加計画
カラオケ喫茶の認知拡大、視認性・利便性向上による販路開拓計画

4270002008399

子育て世代の顧客との接点づくりによる売上向上
相続に関する情報発信の強化による新規顧客獲得

8270002008486

地域の頼れる「建設やさん」をアピールしたHPで経営強化
目指せ日野郡ナンバーワンペットサロンに向けた情報発信で顧客増

4280002002748

古民家滞在旅行と地域観光資源ＰＲによる外国人客誘客強化事業
ヘッドスパメニュー強化による客単価アップ・顧客開拓事業

折込チラシにより自社ＰＲを図り新規顧客獲得を目指す
2280002011809

冷却ユニット購入で目玉商品の品質維持と売上アップを目指す
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5474 島根県

黒瀬石材店

地道なＰＲによる認知度向上と、売上獲得

5475 島根県

岩成工業株式会社

7280001003471

新規顧客獲得に向けた民間工事のプロモーション強化事業

5476 島根県

有限会社まつい

3280002006626

店舗への誘導と周知・PR促進による販路開拓事業

5477 島根県

村本建築

5478 島根県

（有）梅林商会

5479 島根県

古民家暖々

保冷庫導入による商品品質の向上及び看板設置による新規顧客獲得

5480 島根県

湯迫温泉旅館

ペット同伴型等の宿泊プランの宣伝・高齢者対応による売上の強化

5481 島根県

株式会社 柳商店

1280001007874

新規事業の認知度向上と、売上増強

5482 島根県

有限会社六日市石油店

6280002010658

最新型門型洗車機ＰＲ事業による新規販路開拓

5483 島根県

株式会社リンケン

7280001005261

住宅リノベーション事業の展開による新規販路開拓プロジェクト

5484 島根県

澄川酒店

”ちょっとしたサービス”の強化による新規販路開拓プロジェクト

5485 島根県

なかがわ鍼灸院

「困り事解消チラシ」の配布により新規顧客の獲得

5486 島根県

匹見タクシー

福祉車両導入で顧客増加

5487 島根県

森本商店

量り売りによる新規顧客獲得事業

5488 島根県

杉原新聞店

最新の機械装置導入による作業効率化と販路拡大事業

5489 島根県

カットハウスＭ

高機能シャンプー台と新サービス導入による新規客獲得を図る

5490 島根県

有限会社八束オートサービス

5491 島根県

童心の小宿なみ路

5492 島根県

合同会社大根島研究所

5493 島根県

八束トラベルサービス

チラシPR（保険事業強化）による販路開拓事業

5494 島根県

隅田商店

お肌のお手入れ教室展開による新規販路開拓事業

5495 島根県

㈱ＩＴＭＳＤ

5496 島根県

カインド美容室

5497 島根県

有限会社ウイング

5498 島根県

石田食品

5499 島根県

株式会社パティスリーシノブ

5500 島根県

Ｎｅａｒ

5501 島根県

株式会社 梶野工務店

5502 島根県

民宿やまね

SNS(Facebook)と連動させたホームページ作成事業

5503 島根県

小林しじみ

シジミマニアのノウハウを活かした冷凍シジミ県外販路開拓事業

5504 島根県

株式会社Ｈ3

7280001007489

事業内容情報発信のためのウェブサイト開設

5505 島根県

有限会社ほくよう

3280002006452

「ポン菓子グラノーラ」の全国展開事業

5506 島根県

曽田サッシ

エクスショップ事業への本格参入で当社の持続的発展を目指す

5507 島根県

星繋ぎサポート部

認知度向上並びに顧客満足を高める講座の実施で会員数を増やす

営業ツールの作成と情報発信強化による新規顧客開拓及び販路拡大
6280002004651

5280002003191

効果的な看板設置に伴う認知度向上による顧客開拓と販路拡大

HPリニューアルによる認知向上とサイト予約による売上向上
洗面所改修による販路開拓事業

2280003001123

3280001007641

大根島産クラフトビールの樽販売による飲食店向け販路開拓事業

ＰＯＳレジを活用した会計ＳＷ改良＆品揃え改善による販路開拓
満足度アップ！！トイレ改修事業

7280002010616

ヘルシーメニューの開発による販路開拓事業
豆腐・ゆば・豆乳を瞬間冷凍（液体凍結）させ世界で販売する

8280001007843

デコレーションケーキの販売強化による顧客創造事業
身近に寄り添うサロンを実現！来店しやすさ向上による販路開拓

5280001006674

建材部門の看板設置により新たな顧客獲得を目指す事業
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5508 島根県

有限会社日原アポロ

1280002010547

「地域一番店を目指して。」サービスの充実による顧客の取り込み

5509 島根県

ながたファーム

5510 島根県

合同会社bluebearの薪ストーブ屋さん

1280003001223

薪ストーブの販売及び薪ストーブのある暮らしの提案

5511 島根県

株式会社松崎建築

6280001006756

企業認知を高める道路広告看板設置事業

5512 島根県

渡部製菓

原材料へのこだわりをPRできるパッケージの開発

5513 島根県

民宿 山里の宿

広告効果で知名度アップ、田舎料理で閑散日の顧客獲得を目指す

5514 島根県

駒寿司

看板設置で外需を獲得！観光客を取り込む事業

5515 島根県

日置食品店

パッケージのリニューアルでお客様にもっと美味しさを伝えたい

5516 島根県

めん房 山太

共同店舗から単独店舗にして売上増強事業

5517 島根県

お好み焼鉄板焼 千両

ホームページとメニュー表を活用した情報発信による販路拡大事業

5518 島根県

有限会社松本商店

6280002005451

コインランドリー差別化戦略ノウハウ蓄積による売上アップ

5519 島根県

石倉産業有限会社

9280002002784

ホームページの立ち上げによる家具リフォーム需要の獲得

5520 島根県

株式会社藤原茶問屋

9280001005821

地球とカラダにやさしい「１００％粉末茶」商品開発販路開拓事業

5521 島根県

美容室レベッカ

スカルプケア導入による新顧客獲得と売上アップ事業

5522 島根県

Plaisir

フェイシャルエステ新メニュー導入による販路開拓事業

5523 島根県

有限会社 サム

5524 島根県

ファインヘアーセブン

5525 島根県

有限会社 和かな寿司

5526 島根県

焼き菓子屋

後継者のネットワークを活かしたお店作りによる販路開拓事業

5527 島根県

浪花旅館

給湯機の設置により顧客満足度を高め売上増加を図る

5528 島根県

須田金物

鉋における販売からサポートの充実による新規顧客獲得事業

5529 島根県

有限会社ミウラ住宅設備

1280002009647

民間需要獲得により売上アップを図る

5530 島根県

有限会社面谷商店

8280002010887

お酒の個性を訴えて顧客との縁を広げるお店へ店舗改装事業

5531 島根県

邑智電気工事有限会社

5280002009511

一般家庭からの家電受注獲得強化による売上増加対策

5532 島根県

フラワーガーデンはた

利用客増加のための駐車環境改善事業

5533 島根県

井野下建築

遊漁船の大型化による遊漁船事業の売上拡大

5534 島根県

WORLD SWEETS ENTERTAINER

地元の特産品を使用した洋菓子製造・販路開拓事業

5535 島根県

美容室いと

頭皮カウンセリングによる新サービスを提供し売上増を図る

5536 島根県

池月酒造株式会社

5537 島根県

スナックてるみ

女性・高齢者顧客開拓のための事業転換と店舗改装事業

5538 島根県

Mer hair

顧客満足度と生産性の向上による売上拡大への取組み

5539 島根県

森脇工務店

新規顧客獲得を図るホームページ作成の取組み

5540 島根県

尾崎商店

「岡見の虎」の認知向上に取り組み来店客ＵＰ＆リピーター獲得！

5541 島根県

宇田川孝浩建築設計事務所

体験型ショールームの整備による販路開拓事業

「笹山ブランド」の新商品で販路開拓事業

3280002011345

昼カラオケで地域高齢住民へコミュニティの場を提供
男性向け美顔器の導入によるエステサービス向上から新規顧客へ

2280002011610

2280001004796

商店街に映え魅力ある看板の作成設置による店舗ＰＲ事業

製造能力の向上と品質の安定により首都圏での販路拡大を図る
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5542 島根県

株式会社パソム

3280001004829

屋上看板の改修で現在の主力商品をアピール地域内需要を開拓する

5543 島根県

林食料品店

5544 島根県

邑南運送有限会社

5545 島根県

静間松月堂

来店しやすい店舗へと改修、魅力アップによる集客拡大

5546 島根県

貫里自動車商会

作業スペースの拡張で作業効率向上により売上の増加を目指す

5547 島根県

ローソク島クリエイト

レーザー加工機導入による販路開拓事業

5548 島根県

有限会社 紅梅しょうゆ

5549 島根県

伊藤木材工業

5550 島根県

シュブスタンス合同会社

3280003001205

パイローラー導入による新商品開発から販路開拓事業

5551 島根県

株式会社ゆず

3280001007220

ビジョントレーニング導入による療育事業の販路開拓事業

5552 島根県

有限会社大福商店

8280002002868

ＨＰ、ネット通販、商談会参加による天ぷらの販路開拓事業

5553 島根県

須谷鉄工所

5554 島根県

株式会社南風園

5555 島根県

スタジオフェイス

PR用写真集製作による海外撮影案件の受託増加事業

5556 島根県

青柳

三温度対応冷凍冷蔵庫導入により顧客の多様化ニーズ対応

5557 島根県

株式会社桃翠園

8280001003438

カフェ部門専用サイト構築による新規顧客獲得事業

5558 島根県

有限会社 出雲工芸

9280002011703

パンフレット作成による新規顧客獲得事業

5559 島根県

高松商店

高齢者に特化した弁当・惣菜の提供と宅配サービス

5560 島根県

OPtical・Ai

他覚的屈折検査機導入で視力測定の精度向上を図り顧客を獲得する

5561 島根県

便利屋たかはし

耕作放棄地を美しく！新たな設備導入による売上増加計画！

5562 島根県

卜蔵庭園 椿庵

パンフレットの作成により認知度アップと販路開拓事業

5563 島根県

Pet Salon cocoro

DM作成による新規顧客獲得・販路拡大事業

5564 島根県

有限会社 中村木材

8280002002661

未利用材を有効活用した新たな商材の開発・販売

5565 島根県

有限会社 マルコウ

1280002002676

燻製商品の販路開拓・拡大に向けた事業展開

5566 島根県

さとう建築株式会社

4280001002773

住宅相談会開催と住宅ブランドのＰＲ強化による新規販路拡大事業

5567 島根県

株式会社うちの子も夢中です

9280001007669

野菜袋の新規デザイン事業

5568 島根県

雲州そろばん協業組合

3280005006177

新サービスの開発とイメージ戦略による販路拡大

5569 島根県

青山窯

電気窯の導入による陶芸体験事業で売上アップ

5570 島根県

まめ茶の秀翠園

消費税増税とHACCPをチャンスに替える新商品展開事業

5571 島根県

あや食堂

顧客満足度向上の取り組みと新聞折込による販路開拓事業

5572 島根県

結工房

総合パンフレット作成による顧客囲い込みと販路開拓事業

5573 島根県

金海商会

計量器を設置して新規顧客の開拓及び取扱量の増加を図る。

5574 島根県

有限会社西工務店

5575 島根県

焼火窯

店前の広告宣伝を強化し新規顧客の来店増加・売上アップを図る
2280002009514

8280002011539

除雪機を導入、冬期の積み下ろし効率化による売上増加

現代のニーズにあったスマートフォン対応ホームページ作成事業
キッチンカー販売による販路開拓事業

新たな設備導入で、新規取引先からの受注を増やす
1280001007800

9280002006389

車庫の倉庫化により資材・設備の充実から受注増加へ

新事業の効果的な広報活動により新規顧客開拓を目指す
パッケージ等デザイン制作による訴求効果向上と販路開拓事業
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5576 島根県

合同会社ウィステリアフィールド

4280003001105

ガット張り機械の導入と広告宣伝強化による販路拡大事業

5577 島根県

株式会社藤若農産

4280001007153

バイヤー及び消費者向けHPを活用した新商圏の販路開拓事業

5578 島根県

がっちゃん畑

5579 島根県

株式会社金城観光ホテル

5580 島根県

出雲ハリカ

5581 島根県

余村板金株式会社

5582 島根県

フジタ塗装

塗装用設備一式の新規導入で新たな工法の導入と生産性の向上

5583 島根県

三島建設

自社ホームページを新規制作して、受注強化と新事業ＰＲの取組み

5584 島根県

株式会社丸加石材工業

1280001002883

看板の更新による「お墓の引っ越し・樹木葬・墓じまい」需要獲得

5585 島根県

株式会社ジョウショウ

9280001006927

グルービング処理力の向上と受注規模拡大への取組み

5586 島根県

株式会社四季荘

5280001007417

新サービス提供と店舗改装による新規顧客獲得事業

5587 島根県

Ｕ１ create

４Ｋ対応デジタルシネマカメラ導入による販路拡大事業

5588 島根県

永島溶接所

最新溶接機の導入による新規受注獲得事業

5589 島根県

有限会社 長谷川鮮魚店

5590 島根県

隂山左官工業所

5591 島根県

有限会社福田電気水道

5280002009627

ポリエチレン管工事への対応による受注機会の増加

5592 島根県

合同会社 だいわもんど

5280003000997

新メニュー開発と宣伝による新規顧客獲得事業

5593 島根県

華鍼灸治療庵・公文式教室

ヨーガの新サービス導入による受講者の増加

5594 島根県

富士屋本舗

新規取引先へ納入のための生産工程の見直し

5595 島根県

株式会社隠岐プラザホテル

5280001005445

新たな客層を取り込む「ゲストハウス」の開設

5596 島根県

有限会社アグリおき

9280002011042

PR素材の作成による知名度向上・新規顧客の獲得

5597 島根県

アン・アロー・カンパニー

女性目線の提案力によるリフォーム元請受注の確保

5598 島根県

ヨセフ体育教室

スポーツ教室＆スポーツ店の来客数増加を目指した宣伝PR事業

5599 岡山県

炭火焼肉 ホルモン 笑福

新規顧客獲得に伴うITを活用した集客事業と地域ブランドの継承

5600 岡山県

寺澤酒店

地域資源（観光・名産品）を有効に活用した販売力強化事業

5601 岡山県

株式会社にき塗装

7260001031490

ヴィンテージ風の木材パネルの製造販売のためのホームページ制作

5602 岡山県

有限会社奥津荘

6260002027927

日帰り温泉で顧客の裾野を拡大！次世代の宿泊客をキャッチ！

5603 岡山県

理容室アルファ

サービスＰＲのための看板設置による新規顧客獲得

5604 岡山県

多賀重機

”夏いちご”の販路拡大による山畑と地域を守る新事業展開

5605 岡山県

合資会社わらべごころ

5606 岡山県

白賀釣センター

5607 岡山県

有限会社アグリマスター

7260002030285

販路開拓に伴う新規客獲得のためのホームページ等によるPR事業

5608 岡山県

合同会社アルマカルマ

4260003002889

ＩＴを駆使した戦略的経営とＳＮＳを通じてのＰＲ事業

5609 岡山県

株式会社くるまのポパイ

1260001007166

需要の高い「自動車ワンストップ事業」ＰＲによる新規客獲得

漬物のつけ汁による長期保存化から卸先販路開拓事業
3280001004457

オーブンを活用したフレンチを核とするプランによる顧客獲得事業
北欧雑貨による商品力強化と外観強化による新規顧客獲得事業

7280001007191

2280002002898

建物に関する新規受注獲得に向けての魅力的なホームページ作成

鮮魚店直営を強調した看板設置等により新規顧客獲得事業
機械コテ導入による工事の内製化と受託数増加事業

5280003000660

子供向けロボットプログラミング教材の開発及び販売事業
岡山県の渓流釣り愛好家を満足させることが白賀釣センターの使命
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5610 岡山県

ささい薬店

健康カウンセリングの強化と予防医療提案による新規顧客獲得

5611 岡山県

トラベル翼

ＨＰによる「少人数専門の旅行代理店」開始に向けたＰＲ事業

5612 岡山県

有限会社清水自動車整備

1260002028509

後付け踏み間違え時加速抑制装置ＰＲ事業

5613 岡山県

有限会社坂手商店

7260002028404

企業向け仕出し料理開発とパンフレット作成による販路開拓

5614 岡山県

デイライトワン・ミュージック

子供「音楽駆け込み寺」的な音楽教室の新設

5615 岡山県

寺園証太

新たな販路の開拓による売上拡大

5616 岡山県

株式会社ほけんプラス

8260001031688

要介護者に対応した旅行プランの提供による販路開拓

5617 岡山県

行幸設備株式会社

4260001022039

漏水修理をきっかけとした水回りリフォーム工事の販売促進

5618 岡山県

株式会社正富

7260001022011

海外展開による果樹園等への農業用モノレールの販売促進

5619 岡山県

ゲストハウス曙だるま

貸し切り宿泊プラン開始による売上拡大

5620 岡山県

フラワーヒルデザイン

「新規顧客獲得！！」大地が創る自然のアート

5621 岡山県

株式会社 暁

5622 岡山県

ハッピーホースファーム

ターゲットを明確にしたホームページ制作による新規顧客開拓

5623 岡山県

満奇洞観光ドライブイン

SNS映えツール作成及びインバウンド対策事業

5624 岡山県

グローブ株式会社

5625 岡山県

ゆうゆう蓮農園

HPリニューアルでネットショップ開設！見える化で販路開拓事業

5626 岡山県

富岡珈琲

地球環境を守る珈琲店の取組み！エシカル消費の普及拡大事業

5627 岡山県

有限会社吉原サッシ建窓

5628 岡山県

いこい食品

売上げ向上と安心した商品づくりを目指した加工場の整備

5629 岡山県

建築工房 森岡

パンフレット作成・配布による当店事業周知と受注促進への取組み

5630 岡山県

関西信和株式会社

5631 岡山県

Mid West Consulting

店舗・Webのコンサルティング及びIT人財育成事業

5632 岡山県

SAMURAI HOUSE GOEMON

古民家を活用した体験型ゲストハウスでコト消費の展開

5633 岡山県

ワールド21妹尾店

聴力の検査及び補聴器の相談・体験の内製化による販売力強化

5634 岡山県

藤井建装

事業拡大による技術力のPR及び収益力の向上

5635 岡山県

國井 葵

人生の土台となる心身の健康の本質を、岡山から全国へ。

5636 岡山県

株式会社マクライフ

5637 岡山県

タカトリ精密工業

販路拡大のための受注体制の整備事業

5638 岡山県

パン工房丘の上のマルシェ

看板設置による集客アップ事業

5639 岡山県

二宮畳店

ニュースレターによる「顔の見える畳店」ＰＲ事業

5640 岡山県

株式会社 HAKKEI JAPAN

7260001023034

香港人と東京人への情報発信と湯原温泉を核とした広域観光プラン

5641 岡山県

油圧技研株式会社

8260001017992

新たな在庫管理システムと生産体制の確立による納期短縮の実現

5642 岡山県

元浜倉庫焙煎所

5643 岡山県

丸本酒造株式会社

7260001031953

1260001032387

6260002033925

8260001011434

6260001030849

新鮮なジビエ肉調達のための狩猟用IoT通知装置開発の外注委託

HPの開設で商品PRと顧客に安心したライフプランの実現を！

配送業務効率化に伴う高付加価値商品の販売促進と生産性向上

多様化するLEDビジョンの販売促進強化事業

ファイバーシート天井システム販売のためのPR事業

看板プレート、ショップカード作成、配布による販路開拓事業
3260001017980

自社栽培米の熟成古酒風清酒のテストマーケティング
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5644 岡山県

株式会社マサ・ユメライク

4260001027599

デリバリーサービスと新商品の開発による新規顧客獲得

5645 岡山県

有限会社 鞠子建設

2260002009482

伝統工法と最新工法のコラボレーションハウスの周知販売事業

5646 岡山県

Ｂ．Ｐ．Ｓ

外注依存からの脱却による売上アップ

5647 岡山県

竹林モータース

家族まるごと！子供から祖父母まで車両生活トータルサポート

5648 岡山県

Hair sun

美と癒しと健康のワンストップ美容室の展開

5649 岡山県

室内装飾河野

設備導入による業務効率化と一般家庭への販路開拓事業

5650 岡山県

有限会社勝山ホンダ販売

4260002033539

当社の強みを生かした新サービス実施による販路拡大事業

5651 岡山県

有限会社モリワキ商事

1260002031529

バイオディーゼル燃料事業の拡大による収益性向上

5652 岡山県

ロングライフ

女性のヘルスケアニーズの掘り起こしに向けた営業活動の強化

5653 岡山県

le calme hair design

地域の子育て世代へのＰＲ作戦

5654 岡山県

有限会社盛上工業

5655 岡山県

ナチュラルファクトリー

5656 岡山県

株式会社Ｍａｒｙ

3260001030620

本格ナポリピッツアのテイクアウト強化による販路開拓

5657 岡山県

合同会社のふう

1260003001720

岡山県産の桃を使用したスイーツの開発及び周知事業

5658 岡山県

そらみつファーム

5659 岡山県

農地所有適格法人結ファーム株式会社

1260001032156

新規顧客取引先開拓のための販促ツール制作による事業の展開

5660 岡山県

株式会社 鈴鹿製材所

4260001019852

文化財用材の販売促進による新規顧客開拓

5661 岡山県

魚定

仕出し部門の見える化と新たな顧客獲得のための折込広告事業

5662 岡山県

Oliva Sicula

シチリア産食材の取扱いＰＲとオリーブオイルによる売上拡大策

5663 岡山県

チクリ・ピオニエーレ

ヴィンテージパーツ等の販売ページ構築による販路開拓事業

5664 岡山県

株式会社優計コンサルタント

9260001026968

ドローン導入によるサービスの充実強化およびPRによる販路拡大

5665 岡山県

有限会社 國定農産

9260002003198

自社ホームページを活用した新規顧客の獲得ならびに販路拡大事業

5666 岡山県

イコール株式会社

6140001037534

周遊プランで町に賑わいを取り戻せ！既存顧客への販促強化事業！

5667 岡山県

株式会社トーカイ阿新

1260001023964

地の利を活かした広告展開！認知度向上による新規売上獲得事業

5668 岡山県

お針屋和ねり

お客様待望のショップサイト設置で売上げアップ

5669 岡山県

大﨑商店

地域とつながる移動販売で販路拡大

5670 岡山県

工房冨岳株式会社

5671 岡山県

Raft

一般消費者の集客に向けたオリジナル板金塗装技術のＰＲ事業

5672 岡山県

住まいるネット東畦店

親子世帯、家族をつなぐ暮らし安心サービスの提案

5673 岡山県

株式会社チヂキ

6260001004324

営業力強化のための自社ホームページリニューアルによる販路開拓

5674 岡山県

株式会社アーリーモーニング

9260001026027

紅茶テーマパーク内のおもてなし環境整備事業

5675 岡山県

有限会社杉本呉服店

6260002028586

健康寝具、健康シューズのＰＲ展示会開催による販路拡大

5676 岡山県

YAMATO

ＨＰ作成による受注取りこぼし対策事業

5677 岡山県

ランドリーマン

新サービス展開の販売促進活動により新規顧客獲得を目指す。

1260002030745

ホームページ作成による認知度向上と新サービスの周知
岡山県産にこだわった、「わらのリース」で販路開拓

岡山県産にんにくを使用した黒にんにくケーキの開発と販路開拓

4260001021206

ラジアルソーの導入による、組子建具・家具の販路開拓
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5678 岡山県

株式会社エージェント

5260001028670

高齢者の交通事故防止「あんしん運転パック」のPR強化事業

5679 岡山県

株式会社Dreams

3260001033103

新たな販売手段構築による日生牡蠣の魅力発信

5680 岡山県

さんちゃん

5681 岡山県

有限会社松尾水道

5682 岡山県

Tonari（トナリ）

5683 岡山県

有限会社たかせ建設

5260002027515

水まわり安心サービスによる満足度向上へ向けた販路開拓

5684 岡山県

有限会社深山のかおり本舗

9260002033609

深山のかおりの小パッケージ化及び商品の宣伝

5685 岡山県

FLASH FORWARD

5686 岡山県

株式会社米見

5687 岡山県

アーツ＆クラフツビレッジ

スマホ、英語対応のHPのリニューアルとリーフレット作成

5688 岡山県

山本自動車

ホイール換装＆タイヤお預かりサービスの周知による販路開拓

5689 岡山県

林ぶどう研究所

マスカットジパングの新商品開発と、高級果物取扱店への販路開拓

5690 岡山県

スーリア

バリニーズエステ＆新サービス「葉マム」の地域浸透PR事業

5691 岡山県

有限会社 三宅電機

5692 岡山県

葛尾商店

移動販売事業のサービス向上による持続可能な商圏づくり

5693 岡山県

中川管工

HPとチラシの広報により地元顧客の獲得で販路拡大

5694 岡山県

Ｌ＆Ｌラボ

豊かでいきいきとした人と組織の実現をサポートするためのＰＲ

5695 岡山県

株式会社日住

5696 岡山県

赤座鈑金

BtoBからの脱却を目指した新規客獲得事業

5697 岡山県

メガネの池田屋

最新測定法を駆使し最適なメガネ生活をオーダーメイドで提供

5698 岡山県

株式会社 ビースプーン

5699 岡山県

うどん はるひ

5700 岡山県

まにわ日本蜜蜂企業組合

5701 岡山県

池田製麺所

5702 岡山県

株式会社いざなぎ創林

3260001025546

地域に営業！新規顧客獲得のための看板設置

5703 岡山県

有限会社高山モータース

6260002028751

車のショールーム化による車両販売事業

5704 岡山県

お好み焼き静香

高齢者向けサービス開始に向けた店舗改装及びＰＲ

5705 岡山県

サンスイ住設

電気工作物の新規顧客獲得の為の事業ＰＲとラボスペースの改築

5706 岡山県

まからずやストアー

新商品開発と卸商品の生産性向上を踏まえた販売促進

5707 岡山県

Hair Produce Salon Tetora

新たな顧客として中年層の集客に向けた取組み

5708 岡山県

ひじり庵

ゆったりと小旅行気分が楽しめる新感覚そば屋のPR事業

5709 岡山県

松野屋食品株式会社

5710 岡山県

よこ山うどん

外国人対応できるメニュー表作成と接客サービス向上事業

5711 岡山県

平田畳店

畳のお掃除サービスをはじめとした事業PRによる販路開拓

新規サービス「出前」を活用した地域貢献と新規顧客獲得
6260002033594

顧客ニーズ対応と施工依頼の取りこぼしをなくした売上増加計画
外出困難な方のための出張訪問美容サービスの提供

「真庭☆ご当地ドーナッツ」の商品開発及び販路開拓事業
5260001027078

7260002026060

7260001017993

6260001025568

”お餅”の展開による時代の変化に対応した販路開拓

ミニショールームによるキッチントータルリフォーム提案事業

看板設置＆かわら版活用で売上アップ

観光客のお土産ニーズに応える販路拡大事業
地元情報誌掲載による知名度向上事業

9260005008814

蕎麦打ちの機械化による生産性向上と魅力訴求による販促強化
お土産商品で単価向上及びパンフレットで知名度向上事業

7260001020840

地元食材を生かした自然派パウンドケーキの開発、販売事業
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5712 岡山県

有限会社イソダ写真館

4260002027714

最高の１枚で人生を語ろう。グランドフォトの周知事業

5713 岡山県

美作ビアワークス

5714 岡山県

イージー株式会社

2260001027056

自社栽培米「ポン菓子」のホームページによる新たな食の提案

5715 岡山県

株式会社ティーウッド

7260001021153

「美咲箱」の販路開拓事業

5716 岡山県

有限会社アイミック

2260002027600

ボディーコーティングの販路開拓事業

5717 岡山県

有限会社妹尾タクシー

7260002027538

独自の顧客深耕による新たなニーズへの取り組みによる売上増加

5718 岡山県

有限会社大森車輌

9260002027420

新たなサービスと駐車し易さPRによる来店客増加

5719 岡山県

有限会社哲西スズキ渡辺モータース

6260002027423

複数顧客対応のできる商談スペースづくりによる新規顧客獲得

5720 岡山県

indigo blue

当店周知とブランドイメージ付与による販路開拓事業

5721 岡山県

哲西ボディーショップ

調色室の改装による高品質化並びに顧客深耕による売上増加

5722 岡山県

株式会社 工房花好

6260001024099

「花を長く楽しむ」を実現する「綺麗なドライになる花」の提案

5723 岡山県

企業組合鏡野やま弁クラブののもん

6260005009823

新たに低価格帯商品を開発！関東のニーズへ向けた販路拡大事業

5724 岡山県

Photo atelier HOMARE

5725 岡山県

株式会社MATSURIKA

6260001030782

販促物を活用した商品PRによる販路開拓事業

5726 岡山県

有限会社井原システムサービス

5260002026649

プロジェクトの専門的技術者等の人材派遣サービスによる販路開拓

5727 岡山県

ガイナロードサービス株式会社

4260001032467

建設資材の運搬事業から波及する中古車の販売・リース普及事業

5728 岡山県

中尾タイヤ

タイヤの出張交換サービスによる販売促進活動

5729 岡山県

うまい物クラブ

美容業界を中心としたにんにくエキスの売込事業

5730 岡山県

富士アイ、エム、シー株式会社

5731 岡山県

フレル

木工品の「海外」及び「中部・関西」エリアでの新規販売先獲得

5732 岡山県

アルテミス ザ・ルーム ルーキス

エステキャンペーンのＰＲによる新規顧客獲得

5733 岡山県

福ちゃんの里ラーメン

グリーンパパイヤラーメンの開発・PRによる新規顧客獲得事業

5734 岡山県

ソメヤスズキ

植物染料による染め直しサービスの周知と訴求に係る広報物制作

5735 岡山県

あすまる本舗 株式会社

5736 岡山県

横山商店

5737 岡山県

株式会社モリナリー

5738 岡山県

久安建築工房

5739 岡山県

ムサシ食品工業株式会社

5740 岡山県

レストランアクア

パーティプランの提案による顧客満足度、売上アップ事業

5741 岡山県

カーショップホリベ

当店が集めた厳選下取り車一掃商談会開催による売上拡大事業

5742 岡山県

株式会社美弥磨

6260001032572

専属的業務から、家庭、事業所向けの新たな仕出しサービスの展開

5743 岡山県

株式会社坂手ファーム

4260001032649

加工食品のＰＲ強化を図り、ギフト需要取込み等で新規顧客獲得

5744 岡山県

アグリステーション

地域業者と連携、コラボ商品による販路開拓事業

5745 岡山県

古林畳店

人もペットもうれしいライフスタイルの提案

情報発信及び当店周知による一般消費者への販路開拓事業

プロの撮影技術を活かした新事業展開

8260001005709

1260001032197

販路拡大のための生産管理システム導入事業

建築材料・畳資材等アイデアや企画商品を国内外への販路開拓
長寿祝いの新商品「紅白米」による販路開拓・販売促進事業

8260001025822

大型製品の一括受注による売上増加と販促ツール強化事業
木材加工の生産性向上による安定受注及び販路開拓

9260001020896

消費者に直接アプローチ、古漬け漬物PR作戦
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5746 岡山県

お山のおうちえん

保護者の高い満足度獲得のための保育環境魅力化事業

5747 岡山県

牧山モータース

免許返納後の移動手段「電動アシスト四輪自転車」の販売促進事業

5748 岡山県

山田商店

過疎化が進む地域住民の生活を守るために冷蔵設備を導入

5749 岡山県

猪鹿家

熟成肉のプレミアムペットフード販売

5750 岡山県

ひるぜんワイン有限会社

9260002034061

ラベルデザイン刷新による新たなブランド価値の創造と販路力強化

5751 岡山県

合同会社 作州連合坪井農場

4260003001577

鮮度・品質・生産者の顔に拘った「津山新鮮組」による販路開拓

5752 岡山県

有限会社村上モータース

5260002029552

店舗内適正配置で空間の有効活用と提案型営業による顧客獲得

5753 岡山県

株式会社角谷愛国堂

8260001007481

健康寿命を１０歳のばす選薬システムを用いた漢方カウンセリング

5754 岡山県

MID企画・まいどっ

感動を共有！「スポーツ観戦飲食店」で新規顧客獲得

5755 岡山県

仁屋車体

手軽に早くキレイに直すカーアフターケア事業周知による販路開拓

5756 岡山県

廣岡ライフコンサルティング事務所

店舗を有効活用！顧客別最適ライフプランの提案事業

5757 岡山県

建部獣皮有効活用研究所

獣皮を有効活用したジビエレザー商品製造と周知による販路開拓

5758 岡山県

スマイル美容室

髪の悩みを解決していく施術技術による新規顧客の獲得

5759 岡山県

ほのぼのハウス農場

新規事業「ファームガーデンキャンプ」実施による来店客増加計画

5760 岡山県

株式会社レイテック

5761 岡山県

Boulangerie VOGEL

日本初！シイタケ原料天然酵母パンの新商品開発と販促活動

5762 岡山県

きまぐれさ～ん磯崎

新商品の開発による販路拡大と設備導入による生産性の向上！

5763 岡山県

有限会社内藤電器店

5764 岡山県

本多工芸

5765 岡山県

有限会社小林芳香園

5766 岡山県

安東スレート

食品ラインナップ拡充で顧客ニーズ充足・客単価アップ計画

5767 岡山県

百姓屋敷わら

潜在顧客の固定客化へのステップアップによる客単価向上

5768 岡山県

有限会社橋本自動車

2260002030629

高度ＩＴ化・電子制御化車種の整備・修理対応による顧客獲得計画

5769 岡山県

株式会社末元住宅設備

3060001020786

下請脱却のための看板作成による個人客へのＰＲ、受注獲得計画

5770 岡山県

岡山活エビ有限会社

3260002032839

ショッピング機能付自社ホームページ開設による販路開拓

5771 岡山県

有限会社横溝車輛

1260002021975

「燃費向上」「空調環境改善」サービス開発・販売による販路開拓

5772 岡山県

中島車輌

重整備作業効率化と新サービス開始による受注増加と新規顧客獲得

5773 岡山県

渡辺製麺所

大名行列うどんの販売拡大事業～飲食店事業の拡大～

5774 岡山県

株式会社かんばら建設クリエイト

5775 岡山県

ほぐし屋カモミール

5776 岡山県

有限会社 槇野木材

4260002033869

木質バイオマスを活用した果樹凍害防止資材の製造・販売

5777 岡山県

建築工房カナヤ株式会社

9260001020698

木造建築の構造計算のできる設計事務所をＰＲして新規顧客を獲得

5778 岡山県

玉津食堂

邑久町玉津地区の小さな拠点”玉津食堂”の地域活性化事業

5779 岡山県

ルーフミヤケ工業

知識と技術力で住宅外部メンテナンスによる新規顧客の獲得

5260001021196

4260002030593

自社ホームページ、チラシ作成による販路開拓

高齢者向け店頭での個別家電操作説明サービスの実施事業
ホームページ開設による新規顧客への営業活動

5260002030444

4260001025611

若い世代をターゲットとした「お茶の楽しみ方」提案事業！

経営革新計画推進のための弊社ホームページ等の作成
ライト新設と看板リニューアルで視認性の強化による新規顧客獲得
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5780 岡山県

株式会社 IS.TRADING

9260001026646

ＨＰ開設と工場新設に伴う顧客誘導サインで新たな販路開拓事業

5781 岡山県

とんかつ喜楽

事業承継に伴うＩＴを活用した市外からの新規顧客獲得の取組

5782 岡山県

蒜山高原カルチベート観光ブルーベリー園

インバウンド対応英語版予約サイトの作成とグランピングＰＲ

5783 岡山県

うじひら木材産業株式会社

7260001027852

パンフレット作成による販路開拓で山林のお悩みを解決

5784 岡山県

合同会社PORT-LAIT

1260003002529

地域の信頼獲得のためのＰＲ活動およびエリア拡充事業

5785 岡山県

35Rehome

5786 岡山県

有限会社岡本旅館

5260002033637

地域のお客様の家族行事・法要向けのサービス強化と販売促進

5787 岡山県

阿新クレーン株式会社

4260001019290

外国人旅行客の受入環境整備と地元客収客ＵＰ計画

5788 岡山県

双葉写真館

5789 岡山県

株式会社KC3

5790 岡山県

たつみ家

5791 岡山県

有限会社富永ふとん店

2260002033697

スマホ連動デザインＨＰの採用による快眠寝具の販促強化事業

5792 岡山県

有限会社三宅ガス

2260002033284

自社パンフレット作成によるリフォーム受注増加と新規顧客開拓

5793 岡山県

LaboratoryPanacea

心と体を癒す”香り”の活用周知による事業展開

5794 岡山県

スタイル アコリエンテ

真備に行こう「いやしの空間」作り！！お客様続々と来店 計画

5795 岡山県

株式会社鈴鹿モータース

5796 岡山県

AIクリエイト

新規サイトを活用した”無傷洗車”サービスの販路開拓

5797 岡山県

ＢＡＲ Ｋ－ＦＬＡＴ

集客増加を実現する店内レイアウト改善及びＰＲ事業

5798 岡山県

有限会社昭和堂

6260002028567

県北部地方の風習「葬祭にお供え用アンパンの詰合せ」のＰＲ事業

5799 岡山県

株式会社HAPPY FARM plus R

1260001032759

農業の「見える化」をプロモートする広報展開への取組み

5800 岡山県

株式会社みつおか農園

6260001010727

シシリアンルージュをベースに新ブランドを全国にＰＲ

5801 岡山県

ビューティーサロンエル

5802 岡山県

有限会社 林薬局

5803 岡山県

川中屋

5804 岡山県

有限会社醍醐の里

5805 岡山県

ヘアーサロンイケダ

5806 岡山県

株式会社 道満モータース

6260001022813

販売車展示スペース整備と折込広告作成・配布による販売力の強化

5807 岡山県

有限会社 伊藤写真館

4260002033761

神社へのおでかけ撮影サービス実施と子供カメラマンイベント開催

5808 岡山県

ユーカリの木

5809 岡山県

有限会社石原物産

6260002034114

オリジナル「豆餅」の量産体制構築と広報展開による販路開拓事業

5810 岡山県

有限会社月光堂薬局

1260002017916

ホームページの刷新と、看板の設置による漢方の治癒力発信！

5811 岡山県

びさくギフト

在庫一掃と店舗リニューアルで集客向上大作戦

5812 岡山県

古那志屋

自家栽培のブルーベリーを使ったとんかつ・ウスターソースの販売

5813 岡山県

株式会社ことぶき住宅サービス

ホームページ新設及びチラシ作成による営業力強化事業

ドローンを使った空撮サービスへの参入と広告宣伝による販路拡大
5260001030494

店舗新サービス構築とWebサイト改善による新規顧客獲得事業
看板作成とメニュー表改良と仕出し・持ち帰りメニューのPR

7260002028602

新たな顧客管理業務ソフト導入による新規顧客獲得事業

中高齢女性のための健康・ゆったり美容サービスの販売促進
7260002031119

『筋整流法古式腱引き』により不調改善、顧客獲得で売上アップ
事業構成の見直しと当店サービスの周知を通じた販路開拓

7260002034096

地元顧客の増加・固定客化のための「手作りエコバッグ祭り」
美容部門の認知度向上のための屋外看板刷新及び増設

オリジナルメニューで心身を癒して再生し真備の復興へ繋げる事業

3260001030323

瓦のことなら当社「１ＤＡＹ屋根工事」にお任せください。
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5814 岡山県

佳豊庵

健康志向にこだわった新商品の開発に伴う試作品製造への取組

5815 岡山県

株式会社Ace

5816 岡山県

コテージ蒜山の森

「雨でも雪でもBBQを楽しめるウッドデッキに」改造計画

5817 岡山県

jiffy

アレンジ力を活かした海の駅での商品展開

5818 岡山県

OMOI株式会社

4260001031799

職業紹介事業のための求人掲載および求職者情報サイトの制作

5819 岡山県

林電化工業 株式会社

9260001011350

耐摩耗技術コンサルティングによる粉体加工装置部品の提供

5820 岡山県

株式会社石井工業

8260001023693

下請けから脱却し、環境に配慮した解体業を目指す！

5821 岡山県

有限会社石井自動車

5260002025584

当社傘下子会社と当社とのシナジー効果事業による新規顧客の獲得

5822 岡山県

有限会社魚清寿

5260002030329

外国人観光客向け販路開拓及び店舗改装事業

5823 岡山県

Ｈａｉｒ Ｓｔｕｄｉｏ １０

経営管理ソフトの導入による業務効率化と顧客満足度の向上

5824 岡山県

桜ヶ丘

地元にオープン！気軽に通える「お寿司の店」周知で集客アップ

5825 岡山県

Cafe 多夢多夢

誘導看板とSNSで店舗へ呼び込め！観光客へ特化した販促事業

5826 岡山県

株式会社イクシー

5260001000423

商品開発・企画力を活かした新事業への進出

5827 岡山県

有限会社かぶきや

3260002023334

店舗のリブランドと新プランによる新規顧客の獲得

5828 岡山県

三洋エンジニアリングサービス株式会社

3260001024960

ランドリープロフェッショナルによる業務用洗濯機の販売強化

5829 岡山県

有限会社岡崎工務店

7260002022720

耐震工事の受注増加による社会的貢献と収益性の向上

5830 岡山県

RAPI Support

5831 岡山県

株式会社グランディール

1260002014640

人財教育を軸としたコンサルティングによる販路拡大

5832 岡山県

有限会社石坂モータース

4260002034066

新店舗建設に伴うランドマーク看板の設置と認知度向上

5833 岡山県

株式会社阿吽山房

2260001021133

里山の陶芸体験の案内看板設置とパンフレットの制作

5834 岡山県

マリンサービス中村

認知度向上による通行客の新規顧客化

5835 岡山県

小正寿司

リーフレット作成による販売促進向上、改装による取引・売上拡大

5836 岡山県

おしゃれの店サンハウス

イベントの復活と新しい店舗の情報発信による復興PR。

5837 岡山県

エステック株式会社

6260001030452

職人目線の足場づくりで小さくても利益の高い受注を拡大！

5838 岡山県

株式会社カーバイセル

4260001008525

無料簡易点検とあわせた上質な洗車サービスの提供とＰＲ

5839 岡山県

きれいなからだ

5840 岡山県

有限会社哲多町堆肥センター

5841 岡山県

THE COVE CAFE

海外リゾート気分を盛り上げるお店で関西圏への新たなPR

5842 岡山県

太陽の時代

女性客に優しい店舗づくりで地域のもんじゃファン拡大！

5843 岡山県

五果苑

岡山県内からの女性旅行ニーズに対応するカフェ部門の強化とＰＲ

5844 岡山県

あぶり亭

地酒と酒にあう料理の提供による顧客満足度向上、新規顧客獲得

5845 岡山県

こう接骨院

交通事故による怪我の苦痛から解放し、リピート客を獲得！

5846 岡山県

有限会社サンフラワー

3260002004581

花専門店の付加価値を情報発信する販路開拓事業

5847 岡山県

株式会社泰仙

3260001012346

平島産しいたけのブランディング及びプロモーション事業

2600010308656

直接貿易の開始に伴うサービス内容の周知による売上の拡大

HPとパンフレット作製して施術者の生徒を募集して販路拡大

産後の悩み解消に特化し、女性の健康と美容をサポート！
5260002027473

「立体的展示」を効果的に活用した商談会による販路開拓
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5848 岡山県

有限会社真備自動車

6260002021244

特殊車両をメインにした出張法定点検サービスの展開

5849 岡山県

居魚屋 萬代

5850 岡山県

丸福運輸株式会社

5851 岡山県

手打ちうどん さるや

真備町コラボの新メニュー開発及び新店舗開業のPR事業

5852 岡山県

岡山ワインバレー

醸造技術レベルの高度化とイベント出店による販路開拓

5853 岡山県

朝日堂

Ｗｉ－Ｆｉスポット設置等サービス向上で、宿泊客増を目指す

5854 岡山県

有限会社タキイ住設

9260002031827

電気・ガス・水道の自社施工の強みを活かした住宅リフォーム進出

5855 岡山県

株式会社 哲多すずらん食品加工

7260001019288

提案・ステイ型商談実施による首都圏の販路拡大

5856 岡山県

有限会社カラツ鎌田屋

3260002030826

イベントスペースの整備による来店頻度の向上

5857 岡山県

株式会社ワークス備前

9260001028675

市の空き家片づけ応援事業に併せた広報活動による販路開拓

5858 岡山県

有限会社えんぜる

9260002012091

おがくず酵素風呂の販売促進強化

5859 岡山県

ペンションみかんの郷

新プラン導入並びに館内設備充実により新規顧客を獲得する

5860 岡山県

メカラウロコパンヤ

デニッシュ系パンの新商品開発と販売促進

5861 岡山県

トミナガ塗装

塗装のプロが行うDIY体験の実施による新規顧客獲得の取組

5862 岡山県

洋菓子工房ベルジェ

パティシエが取り組む、岡山県産の食材を使ったブランド戦略

5863 岡山県

富山自動車整備工場

取り扱いメーカーの分かる看板設置による新車販売の強化

5864 岡山県

プルズボン美容室

長時間施術を可能にする最新設備導入と新サービスによる販路拡大

5865 岡山県

はれのひ写真

カメラマンによる一眼レフの面白さを１００％伝える講座

5866 岡山県

魚春

創業120年超「老舗魚屋のお惣菜」展開で売上アップ計画

5867 岡山県

有限会社ハトリ工業所

使用シーン別の梯子、階段、手摺のセミカスタマイズシステム提供

5868 岡山県

Cafe Mulberry

顧客満足度を高め手作りパン＆カフェの更なる売上を目指す

5869 岡山県

鈴木鮮魚有限会社

5870 岡山県

ひなせキッチン

5871 岡山県

有限会社 三友海運

5872 岡山県

焼肉ハウスモー

5873 岡山県

旭テックス有限会社

5260002031574

「カキオコ缶詰」の開発によるお土産・非常食分野の販路開拓

5874 岡山県

有限会社末広商店

5260002032192

隣町の認知度向上による新規顧客化

5875 岡山県

星尾とうふ店

5876 岡山県

有限会社まるみ麹本店

5877 岡山県

川鰭商店

5878 広島県

Ｙ‘ｓ産業株式会社

6240001029018

資材管理・配送可能な梱包サービスをPRする事業拡販ツール作成

5879 広島県

株式会社田丸

4240001028616

老舗鮮魚店直営バルのわかりやすい広告宣伝による来店客数アップ

5880 広島県

藤澤千賀子税理士事務所

5881 広島県

有限会社ニューホープ総合広告

居「魚」屋としてのこだわりメニューをPRする販路開拓事業
1260001018337

1260002031801

保管倉庫を活用した家畜用飼料の詰替え作業事業による販路開拓

過疎地域の買い物難民への新鮮鮮魚等の移動販売による販路開拓
お弁当屋から洋食ビストロに！飲食店参入とその周知について

3260002031758

店舗環境改善により快適スペースを提供し売上の倍増を目指す
ランチ限定焼肉定食による新規顧客獲得

HP等の訴求力を高め新たな商品販売での顧客獲得
7260002024031

新商品開発及びＰＲによるＢｔｏＢ取引強化・販路拡大事業
１社依存体制からの脱却に向けた販路開拓及び生産性向上事業

フランスの展示会出品のための販促ツールと通販サイト制作
1240002047551

新型プリンター導入でお客さんの販売単価を上げ売上増加を図る
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5882 広島県

田丸工業

看板設置と資材置場改良による元請工事受注拡大

5883 広島県

上下両備自動車有限会社

6240002047290

低燃費車整備に適した機械の導入で利用顧客のニーズに応える事業

5884 広島県

伝統工芸株式会社

1240001034501

外国語版のホームページ作成による自社製品の海外販路開拓

5885 広島県

株式会社マツモト

1240001011070

眼鏡からの相乗効果で補聴器への展開を付加した新サービス始動

5886 広島県

コパ整骨院

5887 広島県

有限会社 数田呉服店

9240002034699

製粉機導入による海産物活用の旨味調味料とだしパックの開発販売

5888 広島県

(株)広島チャイルド社

6240001009498

ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得

5889 広島県

ナッツ工房メープル

5890 広島県

有限会社カフジ

1240002004049

高付加価値サービスの充実による顧客満足度と売上高の向上

5891 広島県

有限会社 キムラ

6240002047984

新たな外装診断の導入と個人客の開拓で利益率向上

5892 広島県

エスジープラス株式会社

5240001051286

直売店舗の拡充及び原材料管理の効率化による事業再建

5893 広島県

紘達庵

癒しの空間を提供する為の店舗改修（防音）工事

5894 広島県

マム・花こじろ

「地元に素敵な花を届けます。」店舗改装及び周知活動

5895 広島県

ＳＵＣＣＥＥＤ株式会社

5896 広島県

末岡新果園

耕作放棄地の開墾設備導入によるレモン量産体制構築・販路拡大

5897 広島県

KSチルドレン

ドッグブリーダーが整備する人工芝のドッグランで愛犬家を誘客

5898 広島県

鈴張ワイン

機会ロスをなくし新規顧客を獲得する為の大型ワイン保管庫増設

5899 広島県

マルミツ

HPの充実で地域配達サービス客の新規開拓、既存客単価アップ

5900 広島県

株式会社アグリード

5901 広島県

ベイジョイ

新店舗＆商品を沢山の方に知ってもらおうプロジェクト！！

5902 広島県

笹木 純子

新サービス『司会者養成講座』開講と販路開拓による経営基盤強化

5903 広島県

株式会社 ウエカド

9240001036168

仮住まい体験サービス開始に伴うＨＰのリニューアル

5904 広島県

株式会社 ＮＯ ＬＩＭＩＴ ＦＡＣＴＯＲＹ

6240001048240

備後発デニムブランド「Copain」の確立に向けた体制構築

5905 広島県

有限会社亀山工業

2240002035101

ドローンを活用した「安心とお得なお家づくりのサポート」の提供

5906 広島県

瀬川園芸

機械導入による顧客満足度の向上、庭づくりの継承及び販路開拓

5907 広島県

Homekitchen

利益率の高い宴会受注を強化することで売上及び利益を増やす

5908 広島県

小松酒店

酒のプロが作る「ウリの酒粕漬け」の販売拡大で売上高を増やす

5909 広島県

有限会社豊高組

7240002045574

宗教建築工事新規顧客開拓を目指すインターネット伝播事業

5910 広島県

株式会社サンテプラス

8240001047612

ショーウィンドウ設置による新規取扱商品PR

5911 広島県

サンゴウォーターサービス

5912 広島県

株式会社メビウストランスポート

6240001050948

自社独自メニュー「ワンストップ型引越しサービス」のPR事業

5913 広島県

有限会社津田交通

7240002037142

認知されるホームページへの改善による販売力強化

5914 広島県

odd ball works

5915 広島県

株式会社 トラビス

新メニューのチラシ配布と動画制作による新規顧客獲得

自社商品のネット販売受注件数増加と独自新ブランド立ち上げ

1240003002919

9240003003190

リスティング広告導入及びランディングページ新設による販路開拓

店舗情報やイベント情報の発信による認知度向上と顧客の獲得

「海人ぬ宝」認知度向上による販路開拓

デザインコンクリートを通じて、新たな市場を開拓するWEB戦略
5240001043143

ホームページを活用した販路開拓及び販売効率向上事業
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5916 広島県

有限会社村上鉄工所

2240002035200

お客様の要望に寄り添うために必要な環境・体制整備

5917 広島県

SUNDESIGN

5918 広島県

株式会社サンボレ

5919 広島県

YUTA English Academy

5920 広島県

株式会社オートカインド

2240001042354

設備投資によるタイヤ持ち込み歓迎サービスで販路拡大

5921 広島県

株式会社 タツミ精工

2240001006409

設備導入による生産効率の向上と販路開拓への取り組み

5922 広島県

株式会社小林輪栄店

7240001030635

スマートフォン用のアプリ製作による福祉車両機器のＩＯＴ化

5923 広島県

森尾水産

5924 広島県

株式会社ＢＩＮＧＯ

2240001052122

備後地域での若者世代を中心にしたジビエ料理の普及事業

5925 広島県

有限会社上田忠

1240002035085

昔懐かしの煮豆を使ったヘルシー焼きドーナツの開発及び事業化

5926 広島県

株式会社 くれブランド

9240001045904

商品ＰＲ用販売促進ツールの製作による販路開拓及び売上アップ

5927 広島県

株式会社 志社建材

8240001024578

小規模土木工事業への参入による販路開拓の取り組み

5928 広島県

旬菜えん

料理人が厳選した安心安全な素材を使った瓶詰め商品のブランド化

5929 広島県

たけむら接骨院

ポータブル超音波診断装置導入による施術の充実とＣＳ向上

5930 広島県

モードよしざわ

看板とファサード改修による新規顧客獲得及びリピート率向上事業

5931 広島県

株式会社LIM

9240001046092

エアー鉋工法による木部再生事業

5932 広島県

藤川アルミ株式会社

8240001010355

「窓リフォーム」周知による快適な住環境提案事業

5933 広島県

有限会社野村自動車

7240002012582

訪れやすい「商談スペース」構築からの新たな個人消費者獲得

5934 広島県

株式会社ハウススタイル

8240001054468

ホームページ開設による建築美装工事サービス周知事業

5935 広島県

有限会社パル

2240002013585

差別化をはかる、ギフト商品の開発

5936 広島県

トラジ

5937 広島県

株式会社アスクエイツ

5938 広島県

ワイエム建築塗装

脱！下請けを目指す塗装店の広報活動による新規顧客獲得

5939 広島県

白バラ牛乳 モーモー乳食

白バラソフトクリームの提供による来店客増加と宅配契約獲得

5940 広島県

みずず茶屋

店舗バリアフリー化による高齢客層の取込み

5941 広島県

SAKE Bar ゆう

新団体予約サービス認知獲得に向けたHP制作による販売促進

5942 広島県

POUR coffee roasters

オリジナル商品の販売強化による新規顧客獲得事業

5943 広島県

株式会社丸共

5944 広島県

ＦＵＮＮＥＬ

5945 広島県

株式会社クリエイティブワークス

5240001054272

設備機器導入（高所作業機）による販路拡大事業

5946 広島県

有限会社かぼちゃくらぶ

3240002000463

ベーカリーミキサーの導入による生産性の向上及び販路の開拓

5947 広島県

有限会社重政石材店

5240002038662

イメージの変化による新規顧客獲得

5948 広島県

オフィス大義

5949 広島県

株式会社 フルーテクス

スパイスを使った居酒屋メニューを充実させることでの販路拡大
7240002026509

ロードサービス事業による新規顧客獲得をめざす！
英会話教室・英語塾の認知度アップに向けた、広報戦略

海洋環境に優しいカキ養殖技術導入で利益の維持拡大を図る

トラジ自慢の本場「キムチ」の飲食店への普及事業
4240001054612

8240001016542

3D CADソフト導入による販路開拓事業

ホームページ更新による若者層への販路開拓事業
環境に配慮した新冷媒ガス対応の設備導入とＰＲによる受注の拡大

訪日外国人観光客獲得に向けた殺陣体験道具等の整備と広報の強化
8240001040113

観光農園事業のPRによる新規顧客の創造とネット販売の拡充事業
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5950 広島県

五苑

事業承継後、女性ならではの特色を活かした店舗づくり

5951 広島県

グリーンアース可部

健康と食育にこだわった専門店のリフレッシュオープンをPR

5952 広島県

整骨院 絆

子供への治療に特化した整骨院へのブランド化事業

5953 広島県

筒賀建設 株式会社

3240001024062

ウェブサイト開設による自社情報発信と人材確保による販路開拓

5954 広島県

有限会社督栄建設

5240002041988

販路開拓のための新規サービスをＰＲするパンフレットの作成事業

5955 広島県

伸栄自動車整備工場

お客様の来店頻度増加に向けた新サービスの導入および宣伝活動

5956 広島県

ゲストハウスNEST

玄関扉の刷新、および、２F共用トイレのリフォーム

5957 広島県

坊田興業

新たな分野工事（整地仕上）の開始による売上増加事業

5958 広島県

アトリエセッテン一級建築士事務所

設計専業の建築士事務所認知とＯＢ客を介した受注拡大事業

5959 広島県

有限会社アースハンド

4240002000202

内装工事特化のホームページリニューアルによる営業発信力の強化

5960 広島県

株式会社 レーモンド

2240001043542

動画を活用したホームページの刷新とリーフレットの活用で販売増

5961 広島県

珈琲豆 ましろ

5962 広島県

株式会社広島Ｆサービス

5963 広島県

CAFEれあれあの実

マナレージコーヒーの新商品開発によるSNS映えした宣伝PR

5964 広島県

KT.ECXIAreSARAS

地元顧客、観光客への周知。常連客100人以上目指す。

5965 広島県

Sea Loop

「レスポンシブＷｅｂデザイン」の導入による新規顧客の発掘

5966 広島県

前田自動車株式会社

5967 広島県

津川畳店

事業承継後も日本の伝統文化である「畳」を残していく取り組み

5968 広島県

アリエス デンタル ワーク

新たな技術導入と販路拡大活動

5969 広島県

大朗農園

自然豊かなつつみの小松菜の加工品生産・販売

5970 広島県

有限会社 かとう花店

5971 広島県

こうのふく

5972 広島県

有限会社カネヒ水産

9240002044946

電気乾燥機導入による国産干物の通年販売

5973 広島県

有限会社 髙良産業開発

5240002009804

地域住民の小規模工事の依頼に対応する為の機械導入

5974 広島県

株式会社クレセント

3240001027791

消費税増税に伴う新規売上アップのためのテイクアウト事業

5975 広島県

有限会社甲奴タクシー

2240002031091

東京五輪へ！みんなに優しいこうぬ観光バス運行で販路拡大

5976 広島県

株式会社 中野石材

1240001023958

新型プロッター導入に伴う営業力強化による新規販路開拓事業

5977 広島県

オーテック

5978 広島県

山岡酒造株式会社

9240001024791

ホームページによる通販体制確立とプロモーション活動強化

5979 広島県

広島県布野オーストリッチ株式会社

6240001040775

ダチョウ肉を使った「ご当地カレー」レトルト化商品開発

5980 広島県

株式会社ファンセレティ

6240001047589

自社商品第一号「せとあられ」のギフト用パッケージの試作開発

5981 広島県

有限会社 芸北ドルチェ

9240002029484

お年寄りから子供まで家族そろって来ていただける店づくり

5982 広島県

エディオン浜田電機

5983 広島県

有限会社 栄山建設

内外装リニューアル工事による来店客数の増加と商圏拡大
3240001048788

8240001010891

9240002049094

配管修繕工事の受注を伸ばし今後の事業引継を盤石にしていく取組

地域の高齢者に安全、安心なカーライフを送ってもらうための取組

法人用と個人用のお花のギフトカタログを使った販促
開発商品「lifeふく」販路拡大の為の製品冊子と説明動画製作

商談ルームの確保による生産性向上と作業効率化の向上

より立ち寄りやすくなるお店作り
5240002049726

顧客の満足度向上と作業の効率化を図る事業
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5984 広島県

中原観光農園

新商品・オリーブ漬物の販売を進める事業

5985 広島県

株式会社きゃんきゃん

5986 広島県

堀印刷所

5987 広島県

株式会社元氣ファクトリー

5988 広島県

めぐりわ

離島地域での特殊伐採サービスの周知と実施による顧客満足度向上

5989 広島県

なかたストアー

気軽に立ち寄れて綺麗になれる店づくり

5990 広島県

沖浦ショップ

沖浦の地域住民の生活を支えるお店作りを進める事業

5991 広島県

ひふみ市場

広報物作成によるこだわり産直市場・食堂の認知度向上と顧客開拓

5992 広島県

エドファイヤーフード

古民家をインバウンド需要に対応した民泊への改築事業

5993 広島県

Yuki Willems Photography

ビデオグラフィー、ワークショップ開催による新規顧客獲得事業

5994 広島県

株式会社Nコンシェル

5995 広島県

和洋遊膳慶

5996 広島県

有限会社猫島自動車

7240002012500

車両診断機導入による販路開拓及び作業効率、売上強化事業

5997 広島県

株式会社 兼田水産

2240001027479

団体客受入れのための旧館改装による新規顧客の獲得

5998 広島県

株式会社いしいやま

5240001000739

LED照明の導入による店舗の魅力度向上と来店客・売上アップ

5999 広島県

合同会社 未来開発

7240003002418

準備万端 新事業で販路開拓

6000 広島県

有限会社 森原自動車商会

8240000002016

安心安全な社会を実現するためのクレーン格納忘れ防止装置のＰＲ

6001 広島県

ヒラモリ文具

店舗内照明のLED化によるブランド力強化及び店頭販売増加事業

6002 広島県

ユキノ

環境整備・新サービス導入で更なるお客様満足度向上を！

6003 広島県

イーエヌコントロール株式会社

6004 広島県

南ストアー

店舗環境改善による販路拡大

6005 広島県

安芸津歳實コーヒー

自家焙煎コーヒー『安芸津七島シリーズ』のブランド化事業

6006 広島県

安佐印刷有限会社

7240002000554

ラミネートで広がるニーズと可能性

6007 広島県

株式会社コーポレーションパールスター

2240001023288

新商品「腰ベルト」PR映像の作成活用により受注増加を図る

6008 広島県

(株)NEOトレーディング

6240001037714

新興国輸出事業の強化

6009 広島県

合同会社ハウスドクター

3240003003130

「広島終活支援相談所」をフックとした売上高向上

6010 広島県

Hair&Eyelash laulau

新規顧客獲得のため、店内設備をリニューアル

6011 広島県

REVERY LIBRARY

店舗のディスプレイ改良で作家数と出店増加による売上拡大

6012 広島県

伸和産業株式会社

6013 広島県

薬の店 はつやま

店内の統一感と「やすらぎ空間」の提供により価値の最大化

6014 広島県

高田板金所

作業効率の向上に伴う売上及び顧客の増加を図る

6015 広島県

上島瓦斯株式会社

7240001037432

業務効率の向上による営業力強化事業

6016 広島県

有限会社ハウスビルダー田中工務店

7240002012632

「安心点検サービス」の導入と当社ＰＲによる販路拡大

6017 広島県

合同会社solject

5240003003715

シェアオフィス事業、ホームページ開設

4240001042451

個室ペットホテルを活用し、顧客拡大および客単価向上
業務全般の効率向上と、印刷物の新たな利用価値提案を図る事業

3240001041867

8240001043735

チラシ等によりエステサロンの認知度＆集客力を向上させる事業

人と安心をつなぐ来店型プロ保険ショップの構築
商品の提供環境改善による顧客単価アップ・新規顧客獲得事業

4240001053977

3240001037444

食品製造業の生産効率支援及び金属検出器レンタル事業の顧客開拓

技術ＰＲによる離島事業所の販路開拓事業
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6018 広島県

株式会社KT.Square

5240001012566

新設備導入で「生産性アップ」と「働き方改革」の2つを達成

6019 広島県

株式会社 水口組

4240001011332

住宅の総合建築をＰＲした看板とホームページ作成による販路開拓

6020 広島県

有限会社 佐々岡工務店

4240002029844

DIYサービス提供で新規顧客獲得と既存顧客の受注増を目指す

6021 広島県

ゆず庵

6022 広島県

株式会社ホッコー

3240001024137

小型醸造タンク導入で新商品を開発し売上増と雇用を創出する

6023 広島県

有限会社備北電業

5240002054354

水道開通の機会を活用した売上拡大

6024 広島県

有限会社片山自動車工業

8240002054475

来店型経営に向けた環境整備による顧客生涯価値の最大化

6025 広島県

焼肉工房匠

6026 広島県

株式会社サクラサク

6027 広島県

ムカイ理容室

6028 広島県

有限会社 たかの

6029 広島県

まるしげマート

店舗の修繕でお客様に安心して買い物できる環境を

6030 広島県

山ふく

サービス等の周知による集客力強化のためのホームページ作成

6031 広島県

喫茶 街

本好きの客をとりこむ為のブックカフェへの店舗改装

6032 広島県

株式会社 サトウデンキ

6033 広島県

ヒカル装建

営業ツールと自社ホームページの新規整備による販路開拓力の向上

6034 広島県

リーフプラス

ビニールハウス設置と潅水システム導入による業務効率と売上拡大

6035 広島県

有限会社果実工房

2240002022371

大型屋外広告看板新設による認知度・店舗訴求力向上計画

6036 広島県

有限会社 ひらた

1240002052766

店舗改修によるおもてなし強化計画

6037 広島県

株式会社 広島美建

6240001009572

当社事業ＰＲのためのリーフレット作成による一般顧客の受注拡大

6038 広島県

旬亭に紫川

6039 広島県

有限会社 マルショウ食品

6040 広島県

ＯＫファーム

6041 広島県

有限会社 河内印刷

2240002027593

卓上ミシン筋入り機導入による内製化と同業者からの受注獲得

6042 広島県

有限会社トムミルクファーム

5240002028069

ブランドイメージ統一のための商品パッケージ・紹介パンフの作成

6043 広島県

株式会社まごやさい

1240001046785

個人向けの販売強化に伴う販売サイトの再構築とプロモーション

6044 広島県

なかがわ石材店

現場で作業ができる機械を整備し作業時間短縮と受注増加を目指す

6045 広島県

ほととぎす茶屋・仕出し岩見

チラシとパンフレットの作成で認知度を高め、新たな顧客を獲得

6046 広島県

渡川食料品店

店外の飲料自動販売機の設置と移動販売の宣伝

6047 広島県

株式会社 曽根川施工

3240001005723

「Ｂｅｌｌ＆Ｍｉｅ」の拡販のための広報事業

6048 広島県

チベットソルト株式会社

6240001024902

動画広告で商品、当社の認知度を高め、新規取引先を増やす

6049 広島県

熊野スポーツセンター

お子様から高齢者まで「快適に楽しんでいただける施設への改装」

6050 広島県

ポーク＆チキン江田島

新規大型テント設置および陳列用冷蔵ケース導入による集客促進

6051 広島県

有限会社 生田モータース

組合せ自由なテーブルで多様なニーズに対応し売上を確保する

コイン通り商店街からの店舗誘導販促事業
6240001054148

既存ノウハウを活用した新事業への参入
店内リニューアルにより顧客男女比率の改善による売上拡大

4240002045949

7240001037630

屋台販売設備の設置及び販促物作成による営業力・販売力の強化

自社ホームページ開設及び看板設置による営業力・販売力の強化

飲料新メニューの開発とフルーツカービングの販促等におけるＰＲ
9240002035193

新規格製品対応可能体制の構築と販路開拓
茶焙煎機導入、パッケージ改良等によるごぼう茶の販路拡大事業

5240002030900

店舗内リニューアルで顧客のワンストップ化による売上増を目指す
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6052 広島県

まつもと園芸サービス

自走式草刈り機の導入で除草作業の効率化と受注増を目指す

6053 広島県

有限会社 ヤスウラ

7240002016971

ビンテージハーレーの販路拡大のためのホームページ集客改善

6054 広島県

株式会社ナカシマ

4240001027171

個人向けカーリースサービス導入のための店舗改装

6055 広島県

有限会社 シンセイ

9240002031044

看板設置で当社と製品の認知度を高め販路拡大を目指す

6056 広島県

株式会社サンパティオすみよし安芸高田

6240001045592

店舗への看板設置で住まいのお助け隊の利用拡大を目指す

6057 広島県

整体院 博 HAKU

6058 広島県

株式会社能美第一モータース

6240002035790

顧客満足度向上による高齢者の囲い込みと新規顧客開拓

6059 広島県

有限会社協栄商会

8240002031417

リフォーム需要拡大エリアへの販路開拓事業

6060 広島県

アイクリーンサービス株式会社

4240001000137

ネットを活用した消費者の悩みに応える「洗える寝具」の販路拡大

6061 広島県

株式会社リム・ジャパン

7240001048941

地域資源による「和ハーブ製品」ブランド醸成・情報サイト構築

6062 広島県

AZLinks

空撮・水中撮影機材の導入による映像表現の拡大

6063 広島県

ヒカリ塗装

店舗販売強化による売上増大計画

6064 広島県

めぐる株式会社

6065 広島県

hair&face来夢

ドライサービス向上と見直しサービスの広報強化による売上増加

6066 広島県

ヘアースタジオオキ

女性客向けサービスの強化・アピールによる売上増大計画

6067 広島県

江田島銘醸株式会社

2240001027108

洗瓶機の更新による小瓶商品の増産体制の構築および生産性向上

6068 広島県

有限会社吉岡自動車

8240002024073

イベント開催による事業拡大のための雨漏り補修

6069 広島県

株式会社フィールランド

3240001045835

元禄元年創業の木屋ブランドを活用した新規事業創造

6070 広島県

株式会社クロマ

6240001040800

ホームページの作成による認知度向上の取組

6071 広島県

株式会社TUFF ON

2240001054589

ホームページ作成及びピンポイントポスティングによる知名度向上

6072 広島県

アトリエ蘇陽

6073 広島県

株式会社おこめん工房

6074 広島県

谷本建築

6075 広島県

久米肥料 株式会社

7240001022500

出荷作業効率化のための輸出専用出荷場の整備事業

6076 広島県

株式会社 you愛

4240001049819

新たな販路拡大のためのホームページのリニューアル

6077 広島県

株式会社川谷工務店

1240001053716

ホームページから発信する『大工お助けサービス』による販路拡大

6078 広島県

有限会社 ネストイン

3240002005722

買い物弱者である高齢者向け「出張サービス」による販路開拓

6079 広島県

簸川建設株式会社

6240001034803

最新測量器の導入で作業能率の向上と売上拡大を目指す

6080 広島県

株式会社 ＢＳＴ

2240001019699

戸建て住宅・リノベーション事業強化のためのパンフレット製作

6081 広島県

株式会社 okeiko Japan

6240001049965

インバウンドへの情報発信源となる日本人女性向けの新商品開発

6082 広島県

ヘアーサロンオキ

6083 広島県

株式会社 天扇

5240001053621

外国人観光客集客の為の「和モダン」をテーマにした庭造り

6084 広島県

株式会社大前醤油本店

7240001024736

自動充填機の導入で供給量を向上させ販路拡大を目指す

6085 広島県

株式会社リ・カムアクロス

8240001023489

相談カウンター設置によるアンティークウェディング事業の展開

HP再構築を柱にした「HAKU式整体」の認知度向上

4240001052681

店舗販売開始による売上増大計画

「友禅かるた」の原画展イベントの開催による販路拡大
4240002054355

おこめんの大都市圏への販路拡大（安定した販売先を作る）事業
新型油圧式ショベルの導入による作業効率の向上と販路拡大

男性向けフェイシャルエステの開始による売上増大計画
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6086 広島県

有限会社 伸光工業

8240002027794

新事業「オーストラリア鉄道」部品製造による基盤整備

6087 広島県

有限会社 ワキハラ自動車

9240002028651

最新車両に対応した経営基盤強化による顧客の拡大

6088 広島県

有限会社 恵

1240002028840

新商品「飲むよもぎ」開発に伴う企業ＰＲと販路開拓

6089 広島県

（有）ぼうだ

1240002028378

お客様の目線にたった見える化事業の展開

6090 広島県

ヒロボディ

6091 広島県

沖美べジタ有限会社

6092 山口県

bespoke shoes N.Fukuyama

6093 山口県

株式会社 かの高原開発

8250001009710

温泉、オートキャンプ場、特産品のホームページ制作で販路開拓

6094 山口県

有限会社 オートサービス倉冨

9250002017546

ＬＥＤ照明設置と看板設置で、地域密着型自動車整備工場を目指す

6095 山口県

カーアシスト長門株式会社

1250001015087

ホームページの開設により新たな顧客・販路拡大

6096 山口県

広中輪業

店舗への誘客に役立つ照明の設置と更新

6097 山口県

森田商店

店舗外観のイメージチェンジによる集客力向上事業

6098 山口県

株式会社 がんね栗の里

8250005007371

地元（山口・広島）への販路開拓強化

6099 山口県

大津醤油株式会社

6250001008185

ホームページ開設により新たな顧客・販路拡大

6100 山口県

河﨑林園

伐採等の木材を売上に繋げるための機械装置の購入

6101 山口県

まつもと

顧客満足度の向上及び販売鮮魚等の品質向上を通じた売上増加事業

6102 山口県

有限会社ひかり

8250002016045

ジャム量産を図りブランド化する事での販路開拓

6103 山口県

有限会社エーワン車輌

3250002016017

新設備導入により農機具整備参入を目指す

6104 山口県

遊漁船エビス丸

6105 山口県

有限会社いいだ住宅設備

6106 山口県

petit lab

ゆっくりと過ごせる空間作りで飲食の出来るベーカリーショップへ

6107 山口県

Dog Salon PEARL

新規顧客獲得のための店舗改修工事

6108 山口県

福岡グリーンハウス

自家生産した花苗の直売スペース開設

6109 山口県

Hair Salon Link

訪問美容と脱毛事業による販売促進事業

6110 山口県

植地酒舗

客単価及び来店サイクル向上に向けた設備導入並びに店舗改装

6111 山口県

タサカクラフト

バッテリー溶接機導入による施工の効率化で売上拡大を図る

6112 山口県

ビストロ四季音

団体客向け個室スペース新設で生産性向上と給与UPを実現

6113 山口県

netto

パンフレットを営業ツールとして活用し、新しい販路の開拓！

6114 山口県

有限会社河口建材店

6115 山口県

大畠モータース

事業承継に向けた店舗改装及び新規顧客の獲得

6116 山口県

ラーメンストアー

洗面所の改修でお客様の不便を取り除き来店機会を増やす

6117 山口県

汐まち

海鮮料理店の売上・利益アップに向けた新鮮食材安定確保事業

6118 山口県

有限会社 美西建設

2250002014277

営業力強化によるＰＣ建築工事の拡大に向けた販路開拓

6119 山口県

有限会社 美東大理石店

8250002007721

バーチャルサイクリング体験コーナー設置による新規顧客の獲得

自動車塗装調色システム導入で板金塗装の生産性向上と売上増加
3240002035819

廃棄イチゴの高付加価値商品への転嫁
靴販売専門店への出展と靴製造教室開設で販路開拓

遊漁船の最新鋭魚群探知機の導入による釣果・売上アップ大作戦
5250002013805

3250002012255

自社ロゴマークで他店との差別化、当社のイメージの固定化

看板で事業内容を告知し認知度を向上させ販売拡大を目指す
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6120 山口県

株式会社 美祢共同企画

2250001013866

ホテル施設内の飲食店舗の照明設備改善事業

6121 山口県

おもちゃピクチャーズ

高性能ドローン導入による売上向上事業

6122 山口県

大島スイーツ工房 ゆーたん

売場拡張及びイートインコーナー充実のための改装事業

6123 山口県

株式会社河本土木建設

4250001012750

建設業が新たに取り組む美容院の顧客開拓・収益向上事業

6124 山口県

株式会社カイキョー

9250001012936

新たに取り組む観光需要等に対応した鮮魚加工品開発販売事業

6125 山口県

有限会社 ふじみや

7250002002681

青果のカット小分け包装と配達展示の効率化で販売促進

6126 山口県

合同会社 ＫＢＭ

1250003001762

～商談スペース設置による提案型営業への転換～

6127 山口県

レザンジュ有限会社

3250002020200

新型ミキサー導入で、効率と品質の安定を図り売上UP!

6128 山口県

株式会社吉本商事

1250001002341

店舗内部を一部改装した「ふれあい広場設置」で顧客増加と固定化

6129 山口県

金坂商店

美味しいお酒と楽しみ方を提供する店舗作りの為の冷房設置

6130 山口県

涙想創

突然のもしも…良心的な価格で出来る家族葬を伝えるイマドキ販促

6131 山口県

ブルーカラー株式会社

5250001017501

ドローンといえばブルーカラー！空撮で認知度向上＆客層の拡大

6132 山口県

有限会社玉椿旅館

5250002011668

椅子席での食事スタイル導入による新規顧客層の開拓

6133 山口県

Peace

6134 山口県

廣久商事 有限会社

6135 山口県

のんの花園

空き家を活用した外国人観光客向け、田舎暮らし体験型民泊事業

6136 山口県

K´ｓキッチン

自然を活かした開放感あふれる快適空間の提供による販路開拓事業

6137 山口県

アプリケーションラボ

教育向けAIを組み込んだ自己学習オンライン課金サービスの開発

6138 山口県

ガレージカトウ

カーエアコンサービスユニットを用いたエアコン高精度測定修理

6139 山口県

はじめてのたいそう

利用者の習熟度に沿った体操教室の実施による収益性の向上

6140 山口県

永翔

便利屋事業の作業工具導入での工期短縮による法人新規顧客の獲得

6141 山口県

ドッグビューティー・ワンズ

オリジナル予約・顧客管理システム導入による販路開拓

6142 山口県

カイロプラクティック ムーミン

新聞雑誌等・看板・イベント・ウェブをフル活用した認知度向上

6143 山口県

有限会社 扶双

6144 山口県

松陰塾 和木校

6145 山口県

株式会社佐野工業

2250001015904

設備導入によるスプリンクラー設置事業の一貫施工体制の構築

6146 山口県

山内農園株式会社

4250001001828

広報によるブランド構築及び販路拡大事業

6147 山口県

有限会社竹園

6250002011675

インバウンド宿泊客が快適に過ごせるよう館内環境を整備する

6148 山口県

唐本鈑金塗装

6149 山口県

有限会社藤田時計電器商会

6150 山口県

つかりの里

6151 山口県

有限会社 小野養豚

6250002013597

ブランド豚を活用した加工食品開発とイートイン販売提案事業

6152 山口県

八千代酒造 合名会社

1250003000847

「ブランド展開による新たな顧客層獲得事業」

6153 山口県

株式会社 オイシーフーズ

9250001015229

真空乾燥機導入に伴う商品の高付加価値化による、収益性の拡大

HPの開設と店外メニュー看板設置による集客事業
3250002019201

6250002018935

魅力ある店舗の再構築による業務効率化と集客力強化事業

展示会開催による集客促進事業
新学習指導要領対応の体験塾開催と学習環境向上による生徒獲得

自動車鈑金塗装事業者のメイン事業部門強化による販路開拓の取組
8250002007457

店舗内トイレ改装による顧客満足度向上と商品PRによる販路開拓
地産地消で健康な食を提供するお店の認知度向上の為の看板設置
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6154 山口県

LIFEサポート‐サンプリング‐

地元客のための店舗環境整備による新規顧客獲得

6155 山口県

松田漁業用品店

新規顧客層の獲得を目的とした店舗コンセプト構築事業

6156 山口県

カラオケCafeわいわい

仲間でわいわい美味しい魚料理が楽しめるカラオケ喫茶

6157 山口県

ヘア＆フェイス ラ・ネージュ

ホームページ開設、フェイシャルエステ及びビワ葉温灸の事業開始

6158 山口県

錦清流グループ

手作りはおふくろの味を安心に多くの人へ届ける

6159 山口県

彩月

キッチンカーを活用した新たな販路開拓

6160 山口県

合同会社 鳴門

6161 山口県

あぐりてらす阿知須

6162 山口県

有限会社 岡崎酒造場

1250002013577

百貨店向けのラベル・化粧箱の開発・販路開拓

6163 山口県

有限会社松村石油

6250002019132

商談ルーム新設による車販部門の強化

6164 山口県

有限会社ビ庵

3250002019119

用途提案販売による首都圏への販路開拓とEC対応HPの作成

6165 山口県

Cafe misaki

6166 山口県

有限会社タメシゲ

4250002020430

自動車に気づいてもらう様、看板設置によるＰＲと店内ＬＥＤ化

6167 山口県

有限会社 潮風

7250002019494

地引網体験イベントによる施設利用の促進

6168 山口県

シエル柳井

6169 山口県

株式会社北野機工

8250001000181

HP、事務所棟新設に伴うLED電飾看板設置での販路・受注拡大

6170 山口県

美川木工株式会社

1250001012084

「手作り学習机」ＰＲ強化による売上増加

6171 山口県

Natural Farm K

にんにくの売上増加のための情報発信事業

6172 山口県

金波醤油

老舗ブランドイメージの視覚統一化による販路開拓事業

6173 山口県

味酔

店舗外での販売増を目指すための新規事業

6174 山口県

うえだ美容室

トイレのバリアフリー化に伴う利便性向上による来店客数UP

6175 徳島県

有限会社島田建設

6176 徳島県

西部木工

6177 徳島県

株式会社吉田青果

6178 徳島県

エンジェルズダスト

6179 徳島県

有限会社漆原産業

5480002011439

新メニュー開発と店内環境整備による新規顧客開拓事業

6180 徳島県

株式会社 Renati tura

9480001008713

新分野PRのためのWEBサイト制作

6181 徳島県

有限会社近藤

5480002015514

井内地区のお茶ブランド化事業

6182 徳島県

半田ボデー

自動車総合サービス業態の為の設備投資とレンタル事業で収益強化

6183 徳島県

原田トマト

「原田トマト」の視察団体客へのおもてなし力向上事業

6184 徳島県

森脇製麺

ネットショップへの出店による販路開拓と顧客管理の効率化

6185 徳島県

株式会社新居工業所

6186 徳島県

平和園

提案力を活かしたセットメニューと設備投資による顧客満足度向上

6187 徳島県

石山自動車

メンテナンス精度の向上による売上拡大事業

6250003001122

飲食店のインターネットＰＲ強化による新ターゲット層獲得事業
山口特産の「阿知須の寒付け」を再び全国へ

アプローチの補強工事とエントランスのイメージアップ事業

ホームページのリニューアル

8480002013102

「i-Construction」導入で、魅力ある企業づくりと
川下工程から川上工程まで内製化による納期短縮

5480001005375

生産能力増強を目指した新乾燥機導入による、ECサイト販売事業
ペット関連商品の販売強化による新規顧客獲得事業

1480001008506

オリジナル販売管理システムの導入による新規顧客開拓事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6188 徳島県

ふなつき

快適空間演出と地産地消のお接待で観光客及び遍路客の満足度向上

6189 徳島県

有限会社みのやFF本舗

6190 徳島県

出羽島帆布工房

6191 徳島県

株式会社 四季美谷温泉

1480001006889

冷凍肉スライサー導入による鹿肉の新商品開発と生産量確保

6192 徳島県

阿波半田手のべ株式会社

7480001007262

ターゲット別パッケージング体制構築と生産性向上による収益強化

6193 徳島県

山瀬観光有限会社

9480002009454

看板設置で葬祭事業PR・認知度向上による新規顧客創造事業

6194 徳島県

West Hills Communication 株式会社

3400001009773

店舗販売開始！看板での誘導と宣伝による販路拡大事業

6195 徳島県

税理士法人久次米税理士事務所

9480005006449

来所者の利便性向上・満足度向上で顧客の囲い込みと新規獲得事業

6196 徳島県

Salon S

6197 徳島県

有限会社サワダ

6480002014762

安全・安心対策の推進とPR強化による貸切バス事業売上拡大事業

6198 徳島県

有限会社石井養豚センター

2480002005757

地元産食材等を用いたレトルト商品のブラッシュアップと販路開拓

6199 徳島県

BARBER SHOP FROG

6200 徳島県

有限会社姫田石油

6201 徳島県

江富ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ

「ねんりんクラブ」の新サービスによる販路開拓事業

6202 徳島県

美容室Rucha

店舗内イメージの更新による顧客満足度向上事業

6203 徳島県

(株)ぜったいパンダ

6204 徳島県

居酒屋八ん茶屋

6205 徳島県

有限会社 山田水道

3480002011374

ロゴマーク制作による認知度向上と販売促進事業

6206 徳島県

株式会社 だるまや

6480001010432

アプリ導入による販路拡大事業

6207 徳島県

脇川菓子舗

6208 徳島県

有限会社 プロモ

6209 徳島県

和風ダイニング華兆

認識されやすい看板設置と情報発信による新規顧客獲得事業

6210 徳島県

鍛昌志税理士事務所

セミナー事業の展開とそこからの顧客獲得

6211 徳島県

谷崎建築

住宅リフォーム需要に応えるための新規設備導入

6212 徳島県

株式会社きとうむら

6213 徳島県

長尾商事

6214 徳島県

株式会社岡本織布工場

6215 徳島県

フジムラコーヒ

コーヒーバッグ導入による新たな販路の開拓

6216 徳島県

元木倉庫

品質向上設備導入による顧客満足度向上と販路拡大事業

6217 徳島県

松竹

店舗改装による顧客満足度拡大と顧客獲得事業

6218 徳島県

木頭開発株式会社

6480001007024

木材搬出量増加による売上向上を図るための新規設備導入

6219 徳島県

株式会社 敬工務店

5480001004641

県内初LCCM住宅「Peace」の販売促進事業

6220 徳島県

有限会社森長商店

5480002015118

お弁当宅配サービスの製造販売拡大のための設備投資で収益強化

6221 徳島県

はし家

1480002010196

看板商品の品質向上と新メニュー開発による販路開拓事業
移動用業務ミシン導入による展示会での実演販売促進

店舗改装と設備改善による販売促進事業

オリジナルデザインのブランディング化による新規顧客獲得事業
8480002005660

8480001010133

ボディリペア新サービスによるシニア層の車メンテナンス需要取込

高齢者向けバリアフリーエクステリアの提案による個人顧客の獲得
若い女性向け「欲張りヘルシー」プランのＰＲによる新規顧客開拓

ロカボ菓子の普及による販路開拓事業
1480002012548

5480001007025

自社独自の仕事・顧客管理データベースを利用した提案営業の推進

ギフト商品の売上向上を図るための新規設備導入
ご年配にもわかりやすい看板広告とチラシでの販路開拓

8480001008111

インバウンド需要獲得を目指す販路拡大事業

食品ロス軽減を目的とした乾燥野菜の生産・販売事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6222 徳島県

株式会社ハマダ石材

6480002012378

生前に家族へ向けたメッセージビデオの制作サービス

6223 徳島県

マルトオートサービス

整備環境の充実と顧客台帳活用による販路開拓事業

6224 徳島県

若田亜希司法書士事務所

看板等設置による販路開拓及び相談環境整備事業

6225 徳島県

未来環境エネルギー計画株式会社

5480001009921

メンテナンスサービス及び営農型太陽光発電事業の販売促進事業

6226 徳島県

(株)グースエッグアドワークス

3480001008074

ＶＲ映像によるＰＲ映像、サービス提供・提案による販路拡大事業

6227 徳島県

(有)フジシマスポーツ

5480002011307

柔道関係者に対するサービス強化による収益向上事業

6228 徳島県

（株）徳島たばこセンター

4480001005327

手巻きたばこや葉巻などの販売促進事業

6229 徳島県

(株)伸ホーム

3480001005286

提案の見える化による注文住宅受注拡大事業

6230 徳島県

北島エンジニアリング

製図作成能力を活かした新規顧客開拓事業

6231 徳島県

なかのファーム

ジェラートの新商品開発・店舗の看板設置

6232 徳島県

ツクレボ・エンタープライズ

制作事例を掲載したHPとHP誘導用販促ツールの制作事業

6233 徳島県

マキ時計店

リーディンググラス販売強化による販路拡大策

6234 徳島県

合同会社久原engineering

情報発信ツールを活用しての「省エネ提案」による販路拡大事業

6235 徳島県

Apple鍼灸整骨院＆Fitness

マンツーマンでの健康トレーニング広報活動事業

6236 徳島県

株式会社Triple Five Corporation

9480001010223

講師の熱量を伝えるためのメッセージ看板の設置

6237 徳島県

有限会社ヘアーサロン若草

8480002013903

高齢化ニーズに対応した店舗力強化事業

6238 徳島県

中村農園

6239 徳島県

大歩危観光株式会社

3480001007489

外国人観光客を呼び込むための英語版ホームページの作成

6240 徳島県

株式会社 未来

7480001007931

㈱未来の県内初の庭付き「サービス付き高齢者住宅」提供事業

6241 徳島県

小歩危自動車 株式会社

2480001007507

整備売上増加のための新型リフト導入

6242 徳島県

五番館

自動車による食品営業でロスをなくし新メニューで売上上昇

6243 徳島県

民宿 かいふ

トイレの改装で障害者、高齢者、外国人、女性客の獲得をめざす

6244 徳島県

はるる亭

ホームページを開設して、ネット活用による新規客の獲得

6245 徳島県

ゆづ動物病院

RF高周波メス導入による手術件数増加と動物満足度向上事業

6246 徳島県

寿し 雅

店舗改装をチラシでＰＲして新規客を増やす

6247 徳島県

宍儀

ジビエ肉加工処理多品種化による販路開拓拡大・生産性向上事業

6248 徳島県

株式会社本家松浦酒造場

6249 徳島県

HAIR SALON エストレーラ

新サービスと新環境で顧客獲得・客単価向上を図るための広報事業

6250 徳島県

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ&ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ 和み庵

広報による新規顧客獲得と付加価値ＵＰによる顧客満足度向上事業

6251 徳島県

フォトサロン モモア

地方創生！徳島の女性起業家をフォトプロデュースで応援！

6252 徳島県

有限会社アカマツ

6253 徳島県

はりきゅう整骨院SUBARU

顧客獲得に向け他には無い設備，ネットワーク，スキルのＰＲ事業

6254 徳島県

和洋れすとらん居古奈

シニア世代が食事を心から楽しめるシニア世代の為の店舗環境整備

6255 香川県

合資会社 バァンキャトル・ウ

柚子皮を利用した新商品開発と売上増加のためのホームページ開設

8480001010026

1480002012647

8470003000554

ヴィジュアル・サインで惹きつける観光酒蔵宣伝事業

ニッチ分野の強化と提案力で既存顧客の満足度向上と囲い込み作戦

高校生・大学生・社会人向けの音楽合宿の販路拡大
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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6256 香川県

リフレッシュ整骨院

整骨院の新事業「本場台湾式足つぼスクール」成功へ向けた集客

6257 香川県

創作料理 野の花

料理のイメージアップによる顧客層の拡大と来店頻度の向上

6258 香川県

白鳥繊維工業株式会社

8470001011355

自社ブランド“オリーブの恵み”シリーズ新商品による販路開拓

6259 香川県

有限会社ハリキ

6470002018558

オフィス環境の拡張（リフォーム）

6260 香川県

森永ミルクデリバリー香川町店

お客様教育により生み出す新たな需要とキッカケづくりで売上増加

6261 香川県

リップルＫｅｉ

当店の強みである技術力とカウンセリング力をＰＲする事業

6262 香川県

有限会社石井製麺所

8470002019257

新商品開発体制の充実・販売促進の強化

6263 香川県

合資会社寺下広告社

6470003000548

店舗改装で効率・入店率UPと認知向上でリピーター客増大

6264 香川県

兼近賢建築設計事務所

6265 香川県

ウォーター・ロック株式会社

8470001016809

大切なお客様宅の見えない部分を赤外線診断！精巧性アップ事業

6266 香川県

株式会社オキオリーブ

7470001014268

オンリーワンのオリーブカフェを目指せ！コンテンツ強化事業

6267 香川県

有限会社 中讃ライフサービス

9470002013845

メニュー表の改善による、提供時間の短縮・利益確保を目指す

6268 香川県

株式会社 高橋商店

7470001012313

新ジャンル商品の新パッケージ導入で販路開拓

6269 香川県

有限会社 宮本綜合食品

8470002012360

高齢者が買物しやすい店舗への転換による売上増加への取組

6270 香川県

Cutting-edge MINORITY

6271 香川県

株式会社パック三樹

8470001006801

ホームページを、ネット販売に対応するよう改良する。

6272 香川県

㈲ベストトータルオート

6470002009557

「数ある車屋」からの脱却。看板設置による店舗認知度の向上。

6273 香川県

粋香

店内エアコンと業務用冷凍庫・冷蔵庫設置とSC作成配布

6274 香川県

犬床屋

非常時対応型ドッグラン付きグランピング場の整備

6275 香川県

株式会社東井戸会社

7470001017205

ホームページ作成、外部看板の作成設置とチラシ作成配布

6276 香川県

合資会社 モリカワ

6470003000564

４R（リファイン・リラックス・リセント・リフレッシュ）

6277 香川県

あぐり治療院

ホームページ制作による利便性向上と販路開拓

6278 香川県

Sports commnunity STEP

広報用チラシ作成と新しい指導分野としての跳び箱の導入

6279 香川県

オンキャリア

天職診断.comの集客力を高める広告掲載･HPリニューアル

6280 香川県

有限会社エバーグレイス・かわにし

6281 香川県

マルカツ製麺所

6282 香川県

服部水産有限会社

5470002018575

水産エコラベルの認証取得による付加価値向上事業

6283 香川県

株式会社丸幸

7470001013484

スロープ設置による店舗出入口のバリアフリー化での来客喚起事業

6284 香川県

赤松食堂

外国人観光客を獲得するための施設整備

6285 香川県

藤嶋農園

消費期限を延長するための真空包装機導入

6286 香川県

有限会社パイプライン

8470002010942

女性客を呼び込もう！トイレ整備で販路開拓！

6287 香川県

合同会社Ｆｉｚｍ

2470003001384

出張型スタジオ事業展開による売上向上施策

6288 香川県

colette

6289 香川県

株式会社新居組

新ＣＡＤソフト導入により業務効率化、設計業務の質アップ！

年齢を重ねても美しく！楽しく！ 美容室でのヘアピース販売

5470002010813

育児ママ専用ラウンジの新設
新商品「オリーブ素麺」の開発と生素麺のパッケージリニューアル

『オーガニックヘアサロン』としてのブランド戦略事業
8407001008541

オフィス改装工事による大型案件受注獲得計画
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2次締切分 採択者一覧
6290 香川県

CTM株式会社

4470001017091

業務効率化及び売上・利益率改善のための整備機器導入

6291 香川県

株式会社田中屋

3470001015419

店舗の認知度を上げて来店客の促進を図る施策

6292 香川県

有限会社伸栄製作所

2470002013439

検査体制の高精度化による品質向上と営業強化による売上向上施策

6293 香川県

谷屋

6294 香川県

株式会社メイショウ

6295 香川県

ひろおか整骨院

6296 香川県

株式会社 せとうちのずかん

7470001015761

衛生的で機能的な厨房の整備による”小豆島ぎょうざ”売上拡大

6297 香川県

有限会社ボンジュール

8470002011107

食パン専門店として確立するための機械導入計画

6298 香川県

有限会社 上井青果

2470002010824

野菜が冷えても数年後には懐が温かくなる冷蔵庫導入計画

6299 香川県

有限会社ノース

2470002010642

スマートフォン対応ホームページによる不動産アピールと顧客開拓

6300 香川県

有限会社メガネの平田

7470002009589

店舗移転に伴う看板・ホームページ作成による当社認知度向上計画

6301 香川県

有限会社三豊給食センター

6470002017114

ブランド価値向上のための古民家再生プロジェクト！

6302 香川県

パンとお菓子の教室メイプル

6303 香川県

有限会社 オフィスアドハウス

4470002017842

ネット広告と店舗営業の強化による受注増加

6304 香川県

有限会社アイヴエモーション

4470002018196

新規顧客開拓のためのWEBプロモーションの実施

6305 香川県

二本鉄工株式会社

3470001011129

ホームページの再構築での営業体制確立による販路拡大

6306 香川県

有限会社ミヤワキ

5470002010103

20インチのタイヤチェンジャー導入と看板製作による販路開拓

6307 香川県

和菓子 孝子堂

6308 香川県

三豊オリーブ株式会社

1470001015049

三豊オリーブの新たな販路開拓とギフト製品充実化事業

6309 香川県

有馬自動車工業株式会社

4470001010963

トラック修理点検の短納期化とその訴求による販路開拓、受注増加

6310 香川県

御菓子司 じょうと

6311 香川県

株式会社 暮らすこと

6312 香川県

ＯＮＥＳＷＯＲＫＥＲ

6313 香川県

有限会社つるだや

6314 香川県

琴平クジャク

6315 香川県

アースデザイン有限会社

2470002018181

自社開発のホワイトチョコレート菓子事業の開始による販路開拓

6316 香川県

株式会社高嶋三宝

5470001011052

自社ブランドカバンのセミオーダー化による売上高と利益向上事業

6317 香川県

株式会社出石手袋

6470001015886

Ｗｅｂサイトリニューアルとカタログファイル作成による販路開拓

6318 香川県

エビスウドンファクトリー

LED表示機で来店数増加と商品メッセージによる客単価アップで

6319 香川県

割烹居酒屋隼

提供メニューの調理効率化を図ることによる売上向上施策

6320 香川県

atelier Creart

プレゼン能力を高めるコミュニケーションスタジオの新規開設

6321 香川県

高瀬茶の湯 ゲストハウスJIJI

高瀬茶の湯ゲストハウスJIJIの認知告知宣伝

6322 香川県

有限会社 サンカラー

6323 愛媛県

酒口鮮魚店

設備導入による谷屋の油揚げの生産量の拡大と製品精度の安定化
3470001016359

スマートフォン対応ホームページ作成による新規顧客獲得向上事業
新規看板・のぼり設置で30メートル集客を目指す

情報発信強化によるパン教室の認知度向上での新規受講者の獲得

冷凍あん餅の認知度向上と販路開拓の事業

香川県伝統御菓子「おいり」製造環境の改善による売上拡大事業
6470001017338

「和風サンドイッチメニュー」追加による事業拡大計画
新オーダーシステム導入による新規顧客獲得と生産性の向上

4470002013288

団体客向けＨＰ、商品パッケージの刷新による販路拡大
店内照明改修によるお客様の滞在時間向上計画

9470002016914

四国初。ペット専用LEDライトスタジオ撮影
手すり取り付けによる来店利便性向上とサンシェード設置
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6324 愛媛県

企業組合内子手しごとの会

4500005007639

店舗内販売用什器備品等の充実による販売力強化事業

6325 愛媛県

料理旅館 せと

6326 愛媛県

有限会社重松自動車

6327 愛媛県

カットスタジオ ドゥ

出張美容サービスの提供で交通弱者の「いつまでも美しく」を実現

6328 愛媛県

カフェランチマム

新サービス・新メニューをチラシやホームページ作成し販路拡大

6329 愛媛県

株式会社バリアス

6500001005792

金属加工事業者の情報を過疎の町から日本、海外へ発信し販路拡大

6330 愛媛県

株式会社ナーガコーポレーション

1500001012042

検品仕上げ・刺繍・縫製のワンストップサービスによる販路開拓

6331 愛媛県

大岡蒲鉾店

6332 愛媛県

有限会社ワタナベ

3500002019423

設備同時導入の足回りサービス強化による中年層の顧客開拓事業

6333 愛媛県

株式会社渡部モータース

8500001012580

最新設備の導入で高齢者と若者のニーズを獲得する顧客開拓事業

6334 愛媛県

有限会社ナルタ自動車

9500002019863

最新設備導入と広報強化による現在と未来の顧客の開拓計画事業

6335 愛媛県

タケナカ

6336 愛媛県

株式会社阿部春工場

6337 愛媛県

喫茶三昌

トイレ洋式化による地元客の囲い込みと地域内外の女性顧客の開拓

6338 愛媛県

Raffine

広告と店舗改装による認知度・顧客満足度向上事業

6339 愛媛県

株式会社清流の里ひじかわ

6340 愛媛県

シックデザイン

6341 愛媛県

合同会社 OASIS

6342 愛媛県

旅館さわき

6343 愛媛県

(有)福岡ガス

3500002012031

液化石油ガス配管工事に必要な機器導入による工事の内製化事業

6344 愛媛県

水本産業有限会社

4500002013598

人にやさしいサービスステーションの構築による新たな市場の開拓

6345 愛媛県

菊川建設有限会社

3500002018078

広報の相乗強化で高める訴求力による戦略工事受注の収益向上計画

6346 愛媛県

有限会社村上自動車

3500002022138

欧州車専用スキャンツール導入による車両診断事業の開始

6347 愛媛県

株式会社ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ｼﾞｭﾃｰﾑ

9500001016102

トイレ洋式化で満足度ＵＰ、親子３世代・外国人客数増で売上ＵＰ

6348 愛媛県

大進丸

最新魚群探知機導入とホームページ作成で客数＆顧客満足度アップ

6349 愛媛県

hair salon toki

スマホに特化したＨＰ構築による若者世代と市外顧客の倍増計画

6350 愛媛県

かわむら美容室

提案型新規サービス導入による店舗環境整備強化・新規顧客獲得

6351 愛媛県

快援隊

民泊及び外国人観光客向け新規サービス導入による販路拡大事業

6352 愛媛県

有限会社天成真珠

6353 愛媛県

Dream rose

地域社会全体を巻き込んだ健康体質改善推進米粉パウンド普及事業

6354 愛媛県

隠れ家

「ママだって羽を伸ばしたい！」子連れ女性客も入り易い居酒屋へ

6355 愛媛県

有限会社栄電機設備

6356 愛媛県

森忠

健康仕出しでお客様の豊かな生活をサポート

6357 愛媛県

フェザンフィレール

新メニュー及び物販デザイン開発による経営基盤強化事業

オフィシャルhp作成と運用による集客
3500002010943

準中型貨物車整備ライン設置による顧客満足度向上と新規顧客開拓

出張販売の地域外顧客の店舗誘導と商品訴求の強化による成長戦略

農業･漁業者のニーズ獲得を入口とするリフォーム工事の受注拡大
6500001018316

5500001007996

取引先の利便性ニーズに応える設備改修による販路開拓事業

食品乾燥機を活用したドライ野菜の商品化事業
宅地建物取引業開設に伴う事務所エントランスのデザイン整備事業

4120003011821

日本語、英語に対応したホームページの作成
インバウンド対策に向けた設備快適化による顧客満足度向上事業

7500002023512

8500002008784

本社直売コーナーリニューアルと海外市場の販路開拓で売上アップ

クリーンエネルギーで安心安全なまちづくり
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6358 愛媛県

有限会社広見プロパン商会

4500002023630

店舗外壁看板のリニューアルによる広告宣伝効果・集客事業

6359 愛媛県

喫茶やすらぎ

6360 愛媛県

有限会社フレッシュファクトリートミナガ

6361 愛媛県

中島みかん伝道師

6362 愛媛県

有限会社赤松酒店

1500002023567

試飲会等の滞在型顧客へのトイレ改修によるくつろげる空間の創出

6363 愛媛県

有限会社高井商店

9500002014658

ホームページのリニューアルで帯の前結び教室をＰＲし売上増大

6364 愛媛県

長田鮮魚店

女性客を呼び込め！女性に嬉しい店舗環境づくり

6365 愛媛県

中川組

杭打ち機導入で体と心に優しい仮設工事で売り上げ増大

6366 愛媛県

有限会社佐伯タオル

6367 愛媛県

堀江モータース

6368 愛媛県

株式会社Deco

6369 愛媛県

酒ダイニング つじ丸

カフェのバリアフリー化に伴う店舗改装で売上増大

6370 愛媛県

福島整備

ディーゼル車DPF洗浄機導入による、法人客の新規獲得

6371 愛媛県

加藤オートサイクル商会

バイクリフトとタイヤチェンジャー導入で整備の売上を増大

6372 愛媛県

スタイリストHiRoShiの店

営業日カレンダー看板の新設による予約効率向上事業

6373 愛媛県

株式会社後藤サイディング

1500001021183

看板設置による当社認知度アップと売上拡大を図る

6374 愛媛県

(有)鎌倉ブロック工業所

1500002014863

バリアフリーの商談スペースを確保し集客力を上げる。

6375 愛媛県

株式会社 維里

2500001022081

玄米オートミールのギフトデザイン開発とＤＭで売上増

6376 愛媛県

山岡ガラス工房

6377 愛媛県

有限会社シーサイドふたみ

5500002008746

バーコードラベラー導入による販売促進及び作業効率アップ

6378 愛媛県

有限会社地蔵味噌

8500002023610

麹（こうじ）商品開発、製造室新設で新規販路開拓事業

6379 愛媛県

株式会社 ブルーレモンファーム

4500001013228

自社生産部門拡大のための耕作放棄地解消事業

6380 愛媛県

みゆき

営業時間拡大で仕事帰りにも立ち寄れる理容室に

6381 愛媛県

松浦農場

ホームページリニューアルとショッピングサイト開設で販売促進

6382 愛媛県

近永カメラ

写真店が文具店を事業承継し其々の強みを活かした集客強化事業

6383 愛媛県

合田電気管理事務所

リレ-試験器、耐圧試験器購入による販路拡大・顧客数の増加

6384 愛媛県

越智自動車 有限会社

1500002022024

商談スペース改装による顧客が滞在しやすい店舗づくり

6385 愛媛県

有限会社関谷

7500002008521

好立地のインフォメーション看板で次世代型スタンド経営の確立

6386 愛媛県

エコ寅

看板設置と代理営業による革新的屋外広告サービスの開拓

6387 愛媛県

ホルモンてっちゃん

トイレのバリアフリー化で快適な空間づくり

6388 愛媛県

刈丸

店舗リニューアルによる高付加価値理容室への切り替え事業

6389 愛媛県

タイルアート鎌倉

ドローンによる現場での空撮調査による販路開拓

6390 愛媛県

有限会社グルーヴ

6391 愛媛県

村上ボデーサービス

ゆっくりとくつろげる喫茶店を受け継ぐトイレ改修による集客事業
4500002000043

『希望の島』リブランディングによる商品力及び販売力強化
愛媛県松山市島嶼部で生産される柑橘の販路拡大事業

1500002014649

スマホ対応のＨＰ作成と商品カードデザイン作成で販路開拓
スキャンツール導入による整備受入れ強化事業

5500001018416

防災と福祉に特化したリフォーム工事提案で新規販路開拓

リサイクルガラスの新商品開発と自社ブランド確立により販路拡大

8500002008454

次世代自動車への対応のための新型故障診断機導入事業
自動車故障診断機の導入による新規顧客獲得事業
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6392 愛媛県

株式会社清水鉄筋

9500001018569

鉄筋工事業者が作る害獣対策オーダーメイド鉄柵で新規顧客獲得

6393 愛媛県

有限会社信光電設

6500002010107

最新ＣＡＤソフト導入による顧客満足度向上及び新規顧客の獲得

6394 愛媛県

カットサロンパーム

広告宣伝強化及び新サービスの提供による新規顧客獲得の取り組み

6395 愛媛県

焼肉だんだん

トイレ改修及び入口ドア看板の改装による顧客満足度と誘客力向上

6396 愛媛県

ラフ＆ラフ

焼き菓子のラッピングデザインの変更による新規顧客獲得

6397 愛媛県

愛媛ダイワ産業㈲

6398 愛媛県

美容室ラヴィアローズ

6399 愛媛県

えひめスマートライフ合同会社

6400 愛媛県

hair design Toiro

6401 愛媛県

有限会社イヨエッグ

8500002008041

業務用エアコン導入における適温適風での品質保持による売上拡大

6402 愛媛県

合同会社オタータ

7500003002069

折り込みチラシ作成事業と松前餃子専用包装パッケージ作成事業

6403 愛媛県

佐賀自動車商会

6404 愛媛県

小田まちづくり株式会社

8500001008109

顔の見える商品パンフ制作及び軒出しテント設置による販路開拓

6405 愛媛県

ミカタスイッチ株式会社

7500001020808

生産性の向上、新商品開発及び販路拡大に資する設備投資事業

6406 愛媛県

森陶房

6407 愛媛県

合同会社 Manabi．

6408 愛媛県

髙野不動産

6409 愛媛県

有限会社タキノ

6410 愛媛県

司法書士島田法務事務所

看板の設置とＨＰの内容充実・積極的営業による新規顧客獲得事業

6411 愛媛県

喫茶アルプス

利用客向けトイレ洋式化による顧客満足度向上と販路開拓

6412 愛媛県

株式会社愛和美川石油

5500001007344

給油所キャノピーのＬＥＤ化で顧客満足向上

6413 愛媛県

有限会社髙野

5500002011188

そうめんパッケージデザインで顧客満足向上

6414 愛媛県

砥部焼窯元 永立寺窯

新商品開発と英語対応パンフ、ＨＰ・ＥＣサイト構築で販路開拓

6415 愛媛県

アド・マツウラ

自社ECサイト新設による、セミオーダーデザイン商品販売事業

6416 愛媛県

八幡浜観光バス株式会社

5500001008482

新春バスツアー顧客獲得のための広告事業

6417 愛媛県

有限会社三府すし

7500002023966

和室用テーブル・イス導入による顧客満足度向上と販路開拓2

6418 愛媛県

クリーンハウスきくち

6419 愛媛県

南予興業株式会社

4500001008376

ホームページ開設による顧客拡大事業

6420 愛媛県

株式会社宮川

5500001019364

店舗改装で優しさと笑顔のあふれる店舗の実現

6421 愛媛県

渡辺建設株式会社

3500001014945

自然素材にこだわった定額単価住宅「ビュッフェスタイル」事業

6422 愛媛県

Hiromi Katayama

ホームページ及びパンフレット作成による商品ＰＲで販路拡大

6423 愛媛県

Minion Chou Chou

来店者を増やし、焼き菓子部門の充実化による売上高アップ

6424 愛媛県

暁塗装店

作業場の整備と設備導入により受注拡大を図り売上アップ

6425 愛媛県

コオノヤ

SNSと連動したホームページを作成による売上アップ事業

5500002011964

自社Webサイト製作・公開による販路拡大事業
看板リニューアルによる移動美容事業の知名度向上

1500003002231

ＥＶパワーステーションの展示場開設における販路開拓・販路拡大
お客様の受け入れ可能人数増加による効率経営の実現

新型故障診断機導入と看板設置による新規顧客開拓事業

HPのリニューアルに伴う新規顧客開拓と売上増加
3500003002163

ウェブ上への新規出店事業展開
ホームページ改修による顧客への訴求力向上

7500002011186

店舗アピールを高めるための店頭サインリニューアル

バスマジック営業活動強化とkintone活用による業務効率化
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6426 愛媛県

台湾創作キッチン Ｒｙｕ

宴会場の新設とトイレ改修工事による顧客満足度アップ事業

6427 愛媛県

株式会社伊予アパレル

6428 愛媛県

河合太刀魚巻店

高性能焼き台でのさらなる元祖太刀魚巻の販路拡大事業

6429 愛媛県

くろだ

冷蔵設備導入による切花販売拡大で笑顔いっぱい花いっぱい事業

6430 愛媛県

有限会社よし正

6431 愛媛県

渡辺自動車販売

全自動オイル交換機導入による車両安全性向上で新規顧客獲得

6432 愛媛県

Hair

業務効率化のための美容設備導入

6433 愛媛県

古民家 弓削の宿

築100年の古民家を活用した民泊業

6434 愛媛県

株式会社フードゼロコーポレーション

6435 愛媛県

オッペン化粧品㈱ 彩生営業所

6436 愛媛県

株式会社 原山組

4500001013013

業務の効率化による早期復旧のための設備導入

6437 愛媛県

有限会社 桧垣建設

9500002020581

公共から民間へシフトするための設備導入

6438 愛媛県

ＩＭオート

6439 愛媛県

有限会社 喜多鉄工所

1500002012140

高性能大型溶接機導入による販路開拓並びに効率化アップ

6440 愛媛県

株式会社 ｂｐ

1500001011003

新たな銘柄タイヤと幅広い価格帯タイヤ取扱で新規顧客獲得

6441 愛媛県

和丸水産

6442 愛媛県

有限会社 藤田工務店

2500002022114

「ZEH住宅」普及のための自社ホームページ作成

6443 愛媛県

有限会社和田水道工事

6500002022143

配管用内視鏡カメラ導入とホームページ開設による販路拡大

6444 愛媛県

株式会社イマジン

1500001020623

「高齢者向け、心も体もあたたまる水回り３点パック」普及取組

6445 愛媛県

梶原製菓

6446 愛媛県

株式会社グリーンエンタープライズ

6447 愛媛県

DIVE愛南

県内初「エンリッチド・エア」導入による客単価とリピート率向上

6448 愛媛県

マルサマリーナ

「船舶の揚降セルフサービス」導入による顧客満足度の大幅アップ

6449 愛媛県

株式会社 英俊

3290001025733

女性向け創作新メニュー開発と快適空間提供によるリピーター獲得

6450 愛媛県

東亜商事有限会社

4500002012360

清潔感のイメージアップによる顧客獲得

6451 愛媛県

ブーランジェ

6452 愛媛県

有限会社丸台レストラン野福

6453 愛媛県

クリエイトデンタルラボラトリー

6454 愛媛県

株式会社 ヴィアンドピー

6500001008069

自社製品のブランド化とネットショップ立ち上げによる販路開拓

6455 愛媛県

しろかわ農機株式会社

2500001008205

展示場改修による顧客満足度向上と機会ロスの減少

6456 愛媛県

宮内石油有限会社

8500002012563

スタンド屋根板リニューアルによる集客と販路開拓

6457 愛媛県

有限会社一宮モータース

4500002012261

車両のワイド化に対応する整備充実と新規顧客獲得

6458 愛媛県

はな菓子店

小売部門の新展開による新規顧客獲得と販路開拓

6459 愛媛県

橋本鮮魚

鮮魚の宅配による買物困難地域への販路開拓

8500001015575

9500002020540

9500001022059

ＨＰの刷新及び英語版等追加により新規顧客獲得と売上拡大を図る

「離島の民宿」顧客満足度向上事業

Ｗｅｂを活用する顧客毎に特注加工した愛媛産食品の販路拡大事業
高齢者や障害者に優しい店舗づくり

新機械導入による作業効率・収益率の改善と軽板金の売上拡大

車道及び擁壁改修による販路拡大

店舗改装による集客力増加で、町に笑顔笑い声が増える場を提供
3500001015885

物産販売強化のための冷蔵ショーケース導入

冷蔵商品の陳列管理強化による販路拡大
3500002012403

客席の個室化による顧客満足度向上と新規顧客獲得
高精度人工歯加工の実現による顧客満足度向上と販路拡大
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6460 愛媛県

株式会社 みさき果樹園

2500001008543

果肉入りゼリーの容器デザイン開発

6461 愛媛県

江山菓匠

6462 愛媛県

株式会社おさかなカンパニー

6463 愛媛県

浜田塗装

6464 愛媛県

藤村石材興業株式会社

6500001012946

販路開拓強化ホームページと大島石・自社ＰＲタペストリーデザイ

6465 高知県

有限会社仁淀組

2490002009559

元請けニーズ対応による販路拡大事業

6466 高知県

有限会社大貴工業

8490002009504

図面に頼る事の難しい現場施工能力向上による販路開拓事業

6467 高知県

市川モータース

新型車両への整備対応による販路の確保と売上向上

6468 高知県

香りの教室 帆南

ハーブサミット参加で新規顧客開拓と看板設置による集客力の向上

6469 高知県

ビビットハウジング

ホームページによる販売力・仕入力向上計画

6470 高知県

有限会社 山本かまぼこ店

6471 高知県

佐々木自動車

6472 高知県

株式会社 エコグリーン

5490001006620

引抜試験機を自社化した内製強化による受注拡大策

6473 高知県

高木酒造株式会社

1490001006384

リブランディング及び海外取引対応に伴う自社ＨＰリニューアル

6474 高知県

Luce hair

新サービススタートのための設備導入計画

6475 高知県

下村農園

有機ブルーベリーと生姜の６次化推進による販路拡大プロジェクト

6476 高知県

山本鮮魚店

鰹の藁焼き体験場の創出による販路拡大プロジェクト

6477 高知県

浅野水産

鱧を活用した加工品づくりによる飲食店への販路拡大計画

6478 高知県

竹﨑商店

店舗テント改装に伴う店舗存在のアピール・集客による販路開拓

6479 高知県

サロン クラサティ

サロン用設備導入及び認知度向上の為のHP作成

6480 高知県

heartful

美容から介護まで幅広く貢献する脱毛機器の導入

6481 高知県

室戸明星観光開発株式会社

6482 高知県

南国マシン

販路開拓と生産性向上を同時実現するCAD/CAMの導入

6483 高知県

sommarlek coffee roaster

焙煎設備強化による作業効率及び生産性の向上

6484 高知県

橋本ストアー

新たな顧客層の取り込みと宅配事業への取り組み

6485 高知県

豚福亭

店舗増築及び店内改修による、従業員導線拡大・客席スペース拡大

6486 高知県

株式会社ソフィ

2490001005526

新商品の認知度向上によるパートナー企業の確保と販路開拓

6487 高知県

有限会社カネマル

1490002012778

品揃え強化及び消費者ニーズに対応し地域一番店を目指す

6488 高知県

農家食堂まえまき

HP開設による、商圏拡大および受注業務の簡素化

6489 高知県

井上自動車

タイヤチェンジャー導入による作業効率改善および新規顧客の獲得

6490 高知県

株式会社西土佐ふるさと市

5490001008047

四万十牛メニューで西土佐食堂団体観光客獲得事業

6491 高知県

有限会社ファイン

3490002010144

健康サポート薬局の周知と業務の効率化で健康相談対応力強化

6492 高知県

TAIYOU LLC合同会社

9490003001145

古民家再生ゲストハウスによるインバウンド向け仁淀ブルー観光

6493 高知県

有限会社明神ハイヤー

8490002009611

無線機の変更による営業地域および通信エリアの拡大

ネット販売強化のためのギフト商材開発事業
1500001018485

「共働き世帯と高齢者のため」のお惣菜販売で売上拡大
エアレス塗装工具導入によるスピードアップと販路拡大

6490002013243

ホームページ改良によるブランド力向上
バランサー導入により、スピーディーなタイヤ交換実現

1490001006847

四国遍路の外国人巡礼者等に対応する為の洋式化（温水洗浄便座）
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6494 高知県

有限会社吉村デンソー

3490002009649

バッテリー部門の内製化とアフターフォローの徹底による販路拡大

6495 高知県

山﨑工務店

6496 高知県

鹿敷製紙株式会社

6497 高知県

焙煎香房・古具 庵

カフェオープンに伴う看板作成及び環境整備による新規顧客取込

6498 高知県

のしや本家

最新型定量充填機を導入し作業効率の向上を図ると共に新商品開発

6499 高知県

スッゴイスタイル株式会社

9480001007789

ツアー商品力強化に向けた環境整備事業

6500 高知県

株式会社 ハート

6490001001819

新規顧客獲得のための生産体制強化

6501 高知県

株式会社しんき

2490001008339

ドローン測量実施による販路拡大と生産性向上

6502 高知県

有限会社 久米自動車

8490002009264

「安全・安心・信頼」のサービスの提案による顧客の獲得

6503 高知県

長山 巌

ソーラーパネルのメンテナンスによる発電効率の向上計画

6504 高知県

シャン・クレール

低糖質スイーツの新商品開発及びタペストリーの設置

6505 高知県

有限会社 黒岩観光

6506 高知県

わかくさ工房

完成製品のストック化による新規販路開拓

6507 高知県

吉良水産

販路拡大を図るための生け簀の増設

6508 高知県

LyckaPalette

オリジナル商品充実のための設備導入

6509 高知県

黒鳥鍛造工場

HACCPの新基準に対応した新商品造り

6510 高知県

文本酒造 株式会社

8490001005875

高品質製法による純米大吟醸商品の開発事業

6511 高知県

有限会社高知アイス

8490002010263

テレビコマーシャルを活用した直営店舗売上げ拡大戦略

6512 高知県

広末商店

6513 高知県

有限会社チカサワ測量

6514 高知県

Berry農園山本

6515 高知県

株式会社 野村商店

6516 高知県

幡多サーフ道場

保管庫導入による新規及びリピート客の獲得と売上向上事業

6517 高知県

上川口自動車

リフトバック導入による顧客満足度向上と売上増加事業

6518 高知県

マリンドリーム柏島

柏島クルージングによる新しい観光体験事業

6519 高知県

みながわ農場

冷凍液卵保管に伴う機械の導入による売上高向上事業

6520 高知県

みやざき

宴会場のトイレ改修による集客アップ事業

6521 高知県

よしもとでんき

エアコン作業工具等の導入による顧客満足度向上と売上増加事業

6522 高知県

ぷちど～る

看板とウッドデッキの設置による集客と顧客満足度の向上事業

6523 高知県

燈ので家

地域資源を全国へ！新商品開発事業

6524 高知県

ふれあいの宿 海遊里

ホームページとパンフレット作成による民宿のＰＲ事業

6525 高知県

大石電気

シャッター看板設置による集客と新規顧客獲得事業

6526 高知県

西地塗装

最新塗装工具の導入による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

6527 高知県

株式会社 谷建材

茶室（囲炉裏小屋）をリノベーションした飲食店の展開
6490001005349

6490002009943

日英会社案内書の作成・配布、社史の翻訳とHPへの掲載

「高知県一の安心・安全・快適」を実現する除菌噴霧器設置事業

材料の安定供給と衛生面を高め、顧客満足度の向上を図る。
6490002009522

無人航空機を用いた、災害現場の調査、空撮、山間部の測量事業
飲食スペース新設での収容力強化による来客数増加事業

1490001005634

8490001008523

高知県で最新の畳製造機械及び畳表の展示会の開催による販路開拓

HPの開設と「見える化」の営業による新規顧客の獲得事業
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6528 高知県

甘味処和や

看板設置と機器増強による新規顧客獲得と売上増加事業

6529 高知県

デジタル工房ＮＯＮ企画

ドローン機材導入による顧客満足度と売上高の向上事業

6530 高知県

株式会社 和泉塗装

9490001007268

ドローンを用いたデザインチラシ配布による春野町内販路拡大計画

6531 高知県

株式会社しまんと企画

9490001005057

四万十牛会席の販売強化による客単価増および新規宿泊者獲得事業

6532 高知県

有限会社 眞功工作所

3490002011745

見積受注請求書発行管理システム導入による受注拡大と生産性向上

6533 高知県

岩﨑製茶

6534 高知県

住まいる高知株式会社

5490001007981

新規顧客開拓を目指し新メニュー及び営業ツールの開発

6535 高知県

本川手箱きじ生産企業組合

5490005006393

本川手箱きじの新商品開発及び県外への販路拡大事業

6536 高知県

犬の美容室かげろう

6537 高知県

株式会社モリシカ

6538 高知県

あんど亭

6539 高知県

三代目矢野金光農園株式会社

6540 高知県

Aquarium Shop and Cafe BONO

6541 高知県

有限会社原石油

6542 高知県

チャオ

6543 高知県

有限会社四国寝具センター

6544 高知県

宮地鮮魚店

届いて安心・見てワクワク・食べて感動する販促物の作成

6545 高知県

ボディーワークSOUL

本場仕込みタイ古式マッサージのPRによる販路開拓

6546 高知県

多ヌ来

シニア世代及び補助が必要な方に対応した店造りによる顧客開拓

6547 高知県

美容室 パラダイス

半生製品の賞味期限延長に取り組み、取扱商品増加を目指す

6548 高知県

株式会社ハッピーラフト

6549 高知県

久保自動車

塗装工場にシャッターを新設する。

6550 高知県

結城食品

豆腐品評会銅賞ＰＲシール貼付による充填豆腐の売上向上

6551 高知県

株式会社 足達工業

2490001006532

新規顧客獲得を目的としたホームページとパンフレット制作

6552 高知県

株式会社濱田水道工務店

8490001006394

受注拡大のためのホームページ開設による販売開拓事業

6553 高知県

フィンハウス

6554 高知県

合同会社 ふぉれすと

4490003001298

生産日本一の柚子を活用した新商品展開による販路拡大事業

6555 高知県

株式会社 StoryCrew

8490001008300

ビジョン・サービス内容を記載したブランドブック作成・営業強化

6556 高知県

かみこや

宿泊紙漉体験セットプランのためのＢＢＱができる設備設置事業

6557 高知県

松原菜園

春ウコン粉末の水溶性代謝物質解析を行い販路を拡大する事業

6558 高知県

梼原町雉生産組合

6700150071640

揚げ立て雉ナゲット、スープ商品化で雉認知度向上＆販路拡大事業

6559 高知県

有限会社暮らしのにしもり

3490002011019

ロックミシンの導入で学生向け新サービス提供事業

6560 高知県

はらオートサービス

6561 高知県

有限会社 中山石油

販路開拓のための販促ツール並びに新商品のパッケージ作成事業

開業１年「犬の美容室」のチラシ折込による新規客の取込
8490001005636

HPのユーザビリティ向上によるエンドユーザーへの販路拡大事業
名物「本格釜飯」の復活！新メニュー開発による新規顧客の開拓

3490001009039

組み立て式の移動可能な棚の作成による販路開拓により売上の向上
ポール看板・店舗壁面サインの設置と水槽演出照明効果による集客

4490002009573

多目的スペース増設による団体客ニーズ掘り起し事業
名物バーガー復活！新規顧客開拓と既存顧客CS向上の店舗改修

1490002009485

8490001007624

ランディングページとPR動画を活用したインテリア若年層の取込

ファミリーツアー拡充計画と新規顧客の開拓

宿泊施設のトイレ改修による顧客満足度アップ事業

作業待合室＆応接室設置によるサービスの向上と販路拡大計画
4490002010060

待機スペースの拡充によるサービス向上と新規顧客獲得
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6562 高知県

有限会社 古味商店

3490002010045

チラシ配布による潜在顧客掘り起こし事業

6563 高知県

有限会社 さめうらフーズ

3490002012388

自社ホームページのリニューアルによる販路拡大

6564 高知県

有限会社徳吉丸

4490002008880

カツオ餃子販売にかかるパッケージデザイン及び販路拡大事業

6565 高知県

有限会社長嶋石油店

5490002008888

危険物漏れ検知用常時監視装置の設備投資事業

6566 高知県

渡辺美容室

トイレ改修による顧客復帰及び客単価向上事業

6567 高知県

Ｇrande

チラシ作成とポスティングによる新規顧客獲得事業

6568 高知県

西森 精一

夢甘栗をもっと広めたい！保存用什器等と加工用パッケージ開発

6569 福岡県

BlueClover

オリジナル商品の製作と新規来店客獲得のための広報活動

6570 福岡県

美・ステーション

知っていただき来店していただくための当店と当店商品PR事業

6571 福岡県

有限会社 喜八荘

5290002033130

宿泊客増に対応した小荷物専用昇降機の新規導入

6572 福岡県

株式会社 今泉設備

2290001081397

下水道切替工事獲得による販路開拓について

6573 福岡県

大島村商店

設備導入による製造能力向上と自社商品ブランド化のための広報

6574 福岡県

桑野自動車

高性能スキャンツールを使用した電子制御車両の整備を始める

6575 福岡県

ドッグカフェBeBe

「ボックスドライヤー」導入による人とペットの快適空間づくり

6576 福岡県

オートガレージ夢工房

オリジナルメンテナンスパックサービスの開始

6577 福岡県

有限会社クスクス

7290002030547

製造小売事業開始に伴う店舗販売力強化と販売管理業務の効率化

6578 福岡県

熊谷電器株式会社

7290001023163

工務店等事業者を中心としたペレットストーブPR活動の実施

6579 福岡県

内野税理士事務所

税理士×行政書士 ワンストップでスピーディーに経営サポート！

6580 福岡県

吉村泰美社会保険労務士事務所

「人を育てる」人事制度による働きやすい職場の拡大

6581 福岡県

Cafe＆Restaurant COCON

アットホームな空間で家族が集うディナータイムの新規開拓

6582 福岡県

㈱かごしま屋

6583 福岡県

Sｋｉｐ

見た目も可愛い「うさぎの最中」で新たな販路開拓

6584 福岡県

ＲｏｓａＡｍｏｒＭａｎａｎｔｉａｌ

働く女性の時短ニーズに応える出張ボディケア

6585 福岡県

株式会社奥竹葬祭

6586 福岡県

はなまる工房

お客様の細かい要望に応えるメモリアル畳の商品開発・販売展開

6587 福岡県

住吉車輌

インターネットを利用しての新規顧客獲得計画

6588 福岡県

有限会社 谷口オートサービス

6589 福岡県

時安建具店

オリジナル製品開発におけるホームページを活用した販路開拓

6590 福岡県

アイ・ストーン

墓石の体験型彫刻サービス導入による販路開拓

6591 福岡県

ひだまりパン

朝食パンの開発による販路開拓と婦人服店の新装開店について

6592 福岡県

株式会社 太陽工機

6593 福岡県

大内田建築板金

看板設置で災害復旧工事受注を推進する

6594 福岡県

竜建工業

チラシの配布と機械の導入により認知度と顧客満足度の向上を図る

6595 福岡県

Rudy BLACK HAIR

新規のお客様を確実に来店に繋げる為の看板の設置事業

1290801024044

7290801021333

6290002037659

9290001038382

焼酎の日キャンペーン新商品麦焼酎「耳納」の販路開拓

ホームページによる情報発信、広報で販路開拓

電動車いすのトータルサポートサービス展開

HP内容改編と紙媒体との新しい相互連携による潜在顧客の顕在化
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6596 福岡県

三社丸

中型乾燥機導入による生産能力向上と店舗の集客力向上

6597 福岡県

地島宝船あかもくの会

健康志向商品における品質向上と通年販売計画

6598 福岡県

ステーキ＆ハンバーグくずはら

古屋改装での家族席設置、新メニュー開発及び広報による販路開拓

6599 福岡県

トップリライアンス福岡

外国人雇用企業・留学生受入学校向け、海外遺体搬送等展開事業

6600 福岡県

海風

地域のＰＲを兼ねた地元ブランド牛を使用した商品開発

6601 福岡県

irodori space

店内照明と広報による認知度向上、ミシン導入による売上増加事業

6602 福岡県

遊び心の陶舎やよい窯

高齢者施設をターゲットとした出張陶芸教室による販路開拓

6603 福岡県

洋菓子工房ラ・ペ

パッケージの刷新によるはとむぎを使ったフランス菓子の販売促進

6604 福岡県

（株）井手組

6605 福岡県

ステージＯｎｅ

6606 福岡県

合同会社クリーンネット

6607 福岡県

あすかの看板店

6608 福岡県

株式会社 筑前福岡

6609 福岡県

峠のパン屋

イートインスペースを拡充し新たな食の提供とコミュニティの創出

6610 福岡県

ひまわり書店・瓢鰻亭

自主性・想像力・社会性・国際性を育む塾経営による販路開拓

6611 福岡県

松枝店舗

パンフレットの作成と3D-CADの導入により売上増加を図る

6612 福岡県

Bistro Ishizu

コンセプトにそったフレンチの店作りの完成と集客活動の強化

6613 福岡県

イトウ内装

一般個人顧客の新規開拓と機械導入による現場掛け持ち対応

6614 福岡県

楠田塗装

一般住宅塗装工事（B to C）の受注を増やす販路開拓事業

6615 福岡県

仕出しふか田

宗像の幸を使ったオリジナル商品の開発と販売促進活動

6616 福岡県

神湊鍼灸院

地域密着型「健康生活維持の拠点づくり」で販路開拓

6617 福岡県

山下理髪店

理容と美容のワンストップ化による新規顧客の開拓

6618 福岡県

１LDK Hair Room

あきらめないで！見た目年齢－5歳の美髪に

6619 福岡県

KIJI

旧工場を改装した老若男女が活用できる多目的休憩所の創出

6620 福岡県

合同会社ロイスライン

6621 福岡県

リラクゼーションサロン雅

6622 福岡県

YRE株式会社

6623 福岡県

フォレスト・デ・フロリスト

6624 福岡県

吉井商事株式会社

6625 福岡県

インテリアナカムラ

電照看板、立体文字で知名度UP！地域を照らす販路開拓事業

6626 福岡県

舌間造園計画

低騒音機械（バッテリー）と大型チェンソー導入による販路拡大

6627 福岡県

上野サッシ

高付加価値商品取扱による経営多角化及び新規顧客開拓・売上増加

6628 福岡県

千石屋

新商品のパッケージなど作成による販路拡大及び売上増加

6629 福岡県

ＣＩＲＣＬＥ

認知度向上のための待合室兼カフェスペースと店舗看板の設置

1290001062704

新型測量機による情報化施工実施で販路拡大
自社開発ディスプレイ・ショーケースの周知による販路拡大

8290003006611

新サービス周知のためのパンフレット配布及び看板設置
手書き提灯をPRするための展示スペース設置による販路開拓

3290001038850

4300003000748

食べきりサイズの自社オリジナル明太子の開発・販路拡大

塩石鹸の再ブランド化による販路開拓事業
お客様と長く付き合っていけるあらたなサービスの実施

8290001081706

ネット契約客増加向上による紹介客増大、付帯工事売上増加の実現
高齢層・富裕層・企業の新規顧客獲得による事業拡大

1290001037128

広報活動強化によるカーリース等の売上拡大と新たな顧客層の開拓
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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6630 福岡県

株式会社小田家

6290801025582

お客様の声を形にした法事・慶事サービス提供で目指す販路開拓

6631 福岡県

ヘアーサロン西海

ヘッドスパメニューの開発による販路開拓

6632 福岡県

ツーエム金属

人工芝の敷設をPRする為の販路開拓

6633 福岡県

石原商会

ＰＲカタログ活用による高品質エンジンオイル添加剤の提案力強化

6634 福岡県

内野ストアー

惣菜コーナーの拡張と自社ホームページの構築による顧客層の拡大

6635 福岡県

馬場ファーム

ホームページ及びネット販売サイトの構築による新規顧客の開拓

6636 福岡県

あしたばくらぶ

店舗拡張に伴うＰＲ強化と予約システム構築による新規顧客の獲得

6637 福岡県

アシスト

高度化する自動車整備（車検等）の診断設備の強化による顧客拡大

6638 福岡県

高取焼楽山窯

窯元の魅力や来歴を紹介する動画とパンフレット等による販路開拓

6639 福岡県

有限会社ドゥラム

3290002030609

コンセプト強化の店舗リニューアルによる観光客の集客計画

6640 福岡県

合同会社糸島教育研究所YES

5290003005236

Web広告による個別指導・右脳教育アピールで生徒数アップ

6641 福岡県

株式会社プロジェクト4

2290801016008

輸入車とキャンピングカーの広報強化で目指すターゲットの集客

6642 福岡県

（有）オカ電

8290002045569

新規『乾燥特化型コインランドリー』PR事業

6643 福岡県

イキイキフーズ㈱

3290801021642

宮崎牛加工食品開発で目指す新たな市場開拓と売上向上

6644 福岡県

森のレストラン 女神のテーブル

森をイメージした店内改装工事とその広報による販路開拓事業

6645 福岡県

ワールドプラス

ホームページの開設による省エネ関連事業の販路開拓

6646 福岡県

有限会社井上興業

9290002043381

高性能バックホウによる民間工事の受注拡大

6647 福岡県

株式会社 林緑化建設

2290001044148

粗挽きそばの提供とスイーツの充実で販路拡大

6648 福岡県

株式会社レンビス

7290001074215

自社開発の管理システムアプリを核とした販売強化事業

6649 福岡県

アシストクリーン

6650 福岡県

株式会社吉森商会

7290001044226

防災対策用「浄化槽ポンプアップ層」製造効率化による販売促進

6651 福岡県

有限会社 井上商店

8290802016554

お墓の小売事業への新規参入にかかる広報力強化

6652 福岡県

㈱福田工務店

5290801012598

インターネットを活用したエコバルブレンタル事業による販路拡大

6653 福岡県

株式会社フタキ

8290001039539

インターネットを利用した拡販による宅配業界の労働環境の改善

6654 福岡県

株式会社 ピュアスリム

4290001037546

ネットショップ制作での販路拡大

6655 福岡県

シゲパン

6656 福岡県

合同会社HOC

3290003004974

新規獲得とリピータ客増大、及び客単価向上の実現

6657 福岡県

株式会社 つじ

6290801011145

ホームドクターとしての広報力強化による新規顧客獲得

6658 福岡県

有限会社大長

9290802023236

「いわしのじんだ煮」の本格的な販売による売上拡大

6659 福岡県

明和運輸有限会社

4290802016748

広報活動強化による企業ブランドの更なる発展

6660 福岡県

アトリエＲＡＩＮＢＯＷ

オゾン頭皮筋肉スパマッサージの広報力強化による新規顧客開拓

6661 福岡県

いろどり野菜ビュッフェＮＩＮＯ

店舗看板設置、フリーペーパー出稿による集客増加、販路開拓事業

6662 福岡県

かくうち嘉

顧客増加に向けた快適な空間づくりと新メニュー開発

6663 福岡県

大鯛寿司

こだわりの寿司のアピールによる店舗への誘導と新規顧客の獲得

個人客の取り込みによる売上・利益拡大事業

イートインスペース設置と新商品開発による新規顧客層の開拓
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6664 福岡県

よしむら工務店

耐震診断サービスによる安心安全住宅リフォーム事業の展開

6665 福岡県

有限会社アラペイザンヌ

6666 福岡県

オートガレージタナカ

板金塗装技術力PRと継続的なカーライフ提案による客単価増加

6667 福岡県

買遊館

HP、チラシ、フリーペーパーによる新規事業周知と販路拡大

6668 福岡県

有限会社アーリーバード

6669 福岡県

makarin home

DIY教室等新サービスに伴うホームページを利用した告知活動

6670 福岡県

Delikitchen sea-sun’s

HPとチラシを活用した新規客獲得と屋根設置による客単価UP

6671 福岡県

安全産業

同業他社からの刺繍作業請負による販路開拓事業

6672 福岡県

井上商店

当日コースプラン作成による販路開拓

6673 福岡県

HORSE KUSTOM（ホースカスタム）

男のアメリカンビンテージ空間を提供するインテリア・家具の販促

6674 福岡県

ジュビランailes

癒しを追求したアロマキャンドル等新商品の開発及び販路開拓

6675 福岡県

ジュビランエクラ

新たな高単価サービスの認知獲得に向けたHP制作による販売促進

6676 福岡県

株式会社匠永工務店

8290001068918

セルロース断熱工事の自社施工とPRの実施

6677 福岡県

ハニーベル株式会社

1290001076316

「れんげいっぱいプロジェクト」との連携による集客力向上事業

6678 福岡県

株式会社髙岡造園

4290001037703

ドローンを使用した高効率・高精度な薬剤散布とそのPR事業

6679 福岡県

あじあんカフェ＆バル ビンタン

「煎りたて、挽きたて、淹れたて」３たて珈琲のお届けサービス

6680 福岡県

With coffee

本格的コーヒーが飲めるコワーキングスペースによる新規顧客開拓

6681 福岡県

炭火ダイニング ばん鶏

半個室へのリニューアルによる新規顧客の獲得

6682 福岡県

株式会社リンクホーム

6683 福岡県

おひさま唐揚げ

キッチンカーの改装によるイベント出店売上の強化

6684 福岡県

居酒屋 中祥

うちの輪食をテーマに小さい子供連れの家族を対象にした販路開拓

6685 福岡県

inty Hair Design

予約可能なホームページ製作及び新メニューを中心とした告知活動

6686 福岡県

ときお整骨院

新メニュー体質改善ダイエット導入事業による新規顧客の開拓

6687 福岡県

居食屋 一栄

外国語表記を入れた看板設置によるインバウンド事業への取り組み

6688 福岡県

大西商産

女性・高齢者顧客へのバリアフリートイレ設置による顧客満足向上

6689 福岡県

株式会社 櫨川工業

6290001080230

元請依存の脱却！『遮熱ハウス』のブランディングによる販路開拓

6690 福岡県

株式会社梅田建設

1290001036914

ICT測量機器導入による業務効率化と受注可能工事内容の拡大

6691 福岡県

あおい整骨院

医療機器・矯正用器具の導入及びＨＰをリニューアルし販路拡大

6692 福岡県

Mond camellia

新規創業『ファッションサイト構築及びPR』事業

6693 福岡県

有限会社佐藤木材店

6694 福岡県

TCプレス工業

6695 福岡県

株式会社マサエイ水産加工

6696 福岡県

晴る家こうむ店

貴重な建築物の保存のための再利用リフォーム提案事業

6697 福岡県

Rim-パンとガルニチュール-

野菜・果物パンとお酒に合うパンの開発による販路開拓

3290802020003

2290002035609

6290801024790

2290002035823

地元客獲得と来店頻度UPを目指したオリジナルパンの販売強化

メディア機能を持ったホームページ改修と全国紙を使った広告戦略

大都市北九州市への通勤者へ向けた店舗認知拡大と呼び込み

古材を使ったミニハウスとマッチング空間による顧客提案力向上
分割金型導入による加工品目増加事業

7290001083059

商談会出展による関東地方・全国への販路拡大
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6698 福岡県

株式会社 伸宅建設

7290001053549

高性能住宅の販路開拓のためのソフトウェアの導入とチラシの作成

6699 福岡県

株式会社博多の味本舗

4290001065308

デキストリンを使用しないベビーフードの開発・販売展開

6700 福岡県

とり須恵

6701 福岡県

瑞穂錦酒造株式会社

6702 福岡県

いろは寿司

新サービスに伴うホームページを利用した告知活動

6703 福岡県

カーサービス中村

ホームページを活用した告知活動

6704 福岡県

有限会社 e-model

8290002038440

「うまい、やすい、はやい」をもっとわかりやすく伝えよう

6705 福岡県

有限会社 新和建設工業

6290002018808

LED高所作業の新分野確立による事業拡大

6706 福岡県

dining Bar Ash

6707 福岡県

有限会社 やまめ山荘

3290002043916

やまめ山荘パンフレット制作～非日常的空間と時間を提供できる店

6708 福岡県

株式会社イン&エムスクエア

7290801025482

新事業に特化したホームページで販路開拓

6709 福岡県

有限会社オートサービスサンルイス

5290002030821

ホームページの一新による自社PRとセラコートの販路開拓

6710 福岡県

有限会社 ダイオー建設

2290002044378

狭小地や傾斜地作業に対応した業務体制強化による販路拡大

6711 福岡県

有限会社福岡水産運輸

8290002033326

食品輸送の為の駐車場整備及びチルド車をいかしたHP作成

6712 福岡県

本田工業株式会社

6290001037081

屋根レスキュー隊によるドローン屋根点検の販促事業

6713 福岡県

Kz補償

積算ソフト導入による業務効率化・納期短縮による販路開拓

6714 福岡県

割烹桂川

懐石料理のＰＲ及び店舗スペースを活用した土産コーナー設置

6715 福岡県

アベニュー

イスの張替技術を生かす工業用ミシンによる新たな販路先への提案

6716 福岡県

村田木型製作所

「木型屋のリバースエンジニアリングサービス」販売促進事業

6717 福岡県

デミーズソフト

ロボットプログラミング教育事業開始に伴う設備導入と広報活動

6718 福岡県

ヘアーサロンいのうえ

ブランディングを施した看板設置で顧客獲得

6719 福岡県

ｃｏ－ｓｔｅｐ（コーステップ）

ネットショップを利用した、海外輸入品の物販及び中古品販売

6720 福岡県

ニコラス

高齢運転者サポートとコミュニティスペース子供カフェ（仮）設立

6721 福岡県

旬菜ダイニング郷

ホームページとチラシを活用した軽減税率対象商品の販売促進

6722 福岡県

株式会社アグリツリー

4290001082311

ソーラーシェアリング事業の周知と新製品の開発による販路拡大

6723 福岡県

株式会社タツナリース

8290001076672

解体事業及び遺品・生前整理事業への新規参入による販路拡大

6724 福岡県

riru.

6725 福岡県

株式会社井口タタミフスマ店

6726 福岡県

PUNTO MARE

アペリティーボの開発とそれを楽しむ空間づくり、並びに広報

6727 福岡県

ハーブの専門店 ファルム

認知症予防のハーブ活用セミナーによるシニア層販路拡大事業

6728 福岡県

一級染色補正 翔

染色補正店が行う着物の着付け教室の展開による販路拡大事業

6729 福岡県

R－AUTO

看板設置及び新たな溶接機器の導入

6730 福岡県

豊村酒造有限会社

6731 福岡県

肉料理 喜多屋

快適空間づくりによるファミリー層の販路開拓
9290001049652

鰻レストランが法事会席を取入れご高齢親族の来店者数を拡大

広報紙とトイレ改装による顧客開拓と店舗滞在時間伸長への取組み

痩せる潜在意識メソッドをriru.ブランドとして確立させる
2290001041731

9290002034505

『ゆかぽん畳』の活用による気軽に『和』が感じられる空間の提供

奈良漬けを贈答・お土産品として定着させることによる販路拡大
肉料理店が手掛ける串焼き商品のテイクアウト販売による販路拡大
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6732 福岡県

福岡管工設備

設備導入による水道引き込み工事への参入及び販路開拓事業

6733 福岡県

悠鳳

創作日本料理店が手掛ける高付加価値スイーツによる販路開拓

6734 福岡県

宮若生花店

ＢｔｏＣ向けの事業展開及びホームページを利用した告知活動

6735 福岡県

秋好不動産株式会社

6736 福岡県

Ｍ’ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ

女性が上質な服でお洒落する楽しみをＭ’ＳＥＬＥＣＴＩＯＮで！

6737 福岡県

内堀健太鍼灸院 YUUZEN SPA

売上を持ち上げろ！HP改修と情報誌への広告で新事業の顧客開拓

6738 福岡県

鶴見窯元

鶴見窯元のシズル感が伝わるリーフレット創作

6739 福岡県

写真工房写真のシライ

スタジオ機器無線化による出張撮影サービスの開始

6740 福岡県

株式会社 福吉水産

5290001082384

珍魚・沖げんげの新メニュー開発と少数グループ客の集客

6741 福岡県

有限会社花田酒販

5290002035358

素材に拘ったカフェタイムのメニュー展開と広報による顧客開拓

6742 福岡県

有限会社 アポロ燃機工業

3290802016542

ホームページのレスポンシブ化及び常時ＳＳＬ化

6743 福岡県

リラグゼーションくるる

「温活」にかかる新メニュー開発と広報力強化による新規顧客開拓

6744 福岡県

喫茶ラ・セーヌ

サービス強化による既存客のファン化促進と新規顧客の獲得の取組

6745 福岡県

ペットサロンりぼん

「インスタ映え」する撮影ブース造作による新規顧客獲得

6746 福岡県

株式会社つるや

6747 福岡県

小顔矯正リンパ専門店CIEL

無痛の『小顔矯正』などの広報力強化による新たな新規顧客の獲得

6748 福岡県

ペットサロン エブリ・ワン

BOXドライヤー導入による中型・大型犬への対応と販路の拡大

6749 福岡県

hair salon tomonaga

バリアフリー化に伴う、車イスや歩行困難者への対応と販路拡大

6750 福岡県

有限会社百田建具店

6751 福岡県

スウィープ

ホームページ作成によるIRATA技術の周知と新規取引先の開拓

6752 福岡県

クリフクバーノ

借地スペースでの対面販売のPRによる売上拡大

6753 福岡県

カットルームOrigin

美容室専売品の販売によるインターネット顧客の開拓

6754 福岡県

いしまつ園芸店

倉庫を利用した新店舗オープンによる顧客の開拓・販売促進

6755 福岡県

鬼王荘

企業向け宿泊型研修プランの提案による販路開拓事業

6756 福岡県

Beauty Marche Cocowa

美容室における身体の内側から健康になるサービス提供

6757 福岡県

モトショップエイト8

ハーレーダビッドソンオーダーカスタムサービスによる販路開拓

6758 福岡県

農業 福島園

宗像日本酒プロジェクト広報力UP事業

6759 福岡県

えがお整骨院

コーチング事業展開のための環境整備及び宣伝強化による販路拡大

6760 福岡県

レストランかつ亭

遊休店舗を活用したコース料理の提供

6761 福岡県

カラダケア日の里

理学療法士による高齢者向け足指の爪切りサービスの事業化

6762 福岡県

カフェオフコース

高齢者が安心して来店できる施設・料理の提供

6763 福岡県

亀屋自動車

キャンピングカー等修理・整備事業実施PRによる新規顧客獲得

6764 福岡県

plants funshop natur

多肉カフェの認知度向上と新市場開拓事業

6765 福岡県

ＰＯＴ

全国のよもぎ蒸しサロン女性起業家誕生による販路開拓

7290001084528

1290001042185

1290002037878

看板・チラシ・ネット広告による会社の認知度と集客力アップ

商品受渡所設置による来店型ふとんレンタル・リース事業開始

「簡易リペアサービス」の周知によるBtoC事業への販路拡大
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6766 福岡県

わかまつ農園

新商品『オリーブロールケーキ』の菓子製造業取得への店舗改装

6767 福岡県

TANA TETSU

手の平サイズから大型案件まで多様な金属加工で新規顧客開拓

6768 福岡県

重野モータース

法人営業を強化し、社用車一般整備の受注拡大を狙う

6769 福岡県

株式会社ジャックス

8290001077150

ネットショップページ製作での販路拡大事業

6770 福岡県

株式会社ICHOU

4290001084729

2号店開店に当たり大川市近郊エリアの顧客開拓に取り組む

6771 福岡県

プレミアムカットラウンジロダン

6772 福岡県

飯塚制動有限会社

6773 福岡県

坂本食品工業所

6774 福岡県

佳穂資産管理合同会社

4290003006532

顧客ニーズ対応に伴う新販売形態による販路開拓及び新規顧客獲得

6775 福岡県

合同会社宝町整骨院

6290003008188

高齢者をターゲットとした集客と固定客の獲得

6776 福岡県

らーめん屋天照

6777 福岡県

株式会社 ククル

6778 福岡県

坂口電設

6779 福岡県

玉水酒造合資会社

6780 福岡県

ミートサンフレッシュ

6781 福岡県

筒井時正玩具花火製造所株式会社

0290001066392

伝統的な花火文化を守る為に情報発信を強化する取組み

6782 福岡県

株式会社キイチロウ

2290001078113

「うまみ」という新しい価値を提供し家庭料理を楽しくする

6783 福岡県

アサミヤ

6784 福岡県

株式会社ズッペン

9290001063959

乾燥機を使った商品を開発し地域の野菜を美味しく提供する事業

6785 福岡県

株式会社GoodLife

9290001074601

高齢化に対応する為のレクチャー型家電販売の実施

6786 福岡県

be one AQUA

顧客ニーズに合った髪と頭皮に優しい美容液での販路拡大

6787 福岡県

おしゃれの店 たなか

店舗前と駐車場への看板設置・チラシ折込・トイレ改修で販路拡大

6788 福岡県

有限会社野田物産

6789 福岡県

OIE salon..

6790 福岡県

合同会社おもむき屋

6791 福岡県

CEYLON MARKET

日本初輸入紅茶シロップ卸し先新規開拓と新開発商品のウェブ販売

6792 福岡県

清永製箸所

国産高級竹箸向け竹材開発と工芸職員向け販路開拓

6793 福岡県

株式会社 愛香園

3290001018753

新規顧客獲得のための室内壁面緑化とイベント装飾事業

6794 福岡県

株式会社共夢

4290001079605

６次化を実現する為の各種デザイン制作と販路開拓取組み事業

6795 福岡県

桜ランドスケープデザイン

6796 福岡県

有限会社ＡＹＡＸ

4290002042751

リフォーム会社が「御用聞きサービス」を開始！顧客増加計画

6797 福岡県

株式会社ムナカタミュージックマン

1290001071201

イベント事業の受注拡大と連携事業の拡大

6798 福岡県

立花ワイン株式会社

2290001047340

試飲試食スペースの整備による滞在時間ＵＰの取り組み

6799 福岡県

ＰＬＵＳ×１

移動理美容車における出張サービス事業導入による客数向上
7290002044902

店舗販売への事業拡大に伴う広報活動の強化
100年の伝統的な製造法でつくる高菜漬けの価値を伝える事業

市場の変化に合わせた経営で地域内集客を高める事業
2290001070631

新商品紹介や同業他社向けシステム紹介の為のウェブサイトの構築
強みを活かし地域の電気なんでも屋さんになる事業

1290003003202

まず手に取ってもらうための少量お試し商品の開発
精肉店の強みを周知し地域密着型販売への取り組み

地域で繋がり販路を開拓 顔が見える営業の促進

1290002053776

畳のファンに！ニーズに合わせた新商品の製造・宣伝事業
有名専門誌注目ネイルサロンがデザイン力・技術力をウェブでＰＲ

1290003007005

新しい土産品の開発による売上高増加、および販路拡大

造園の知識、技術を活かした駐車場増設工事による新規顧客開拓

業務効率化で生産性を2倍に上げ、新たな販路開拓を行う
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6800 福岡県

荒巻畳店

「へりなし畳」の生産性向上と新たな商品提案による販路開拓

6801 福岡県

株式会社アダマス

9290001069709

希少価値の高い商品をBtoB向けに販売！新規顧客の開拓を図る

6802 福岡県

株式会社篠﨑建築

8290001036346

無垢材を使った高付加価値型注文住宅の提案による販路開拓

6803 福岡県

だい好き太宰府株式会社

6290001085196

太宰府の土産品「梅水引」の新アイテム開発と販路開拓

6804 福岡県

株式会社飛梅商店

8290001079469

美容・整体・ゴルフをトータルサポートするコースの販促

6805 福岡県

(有)小池商店

7290002036362

制服販売における地域交流活動を通した新規顧客の開拓

6806 福岡県

鍼灸整骨院はりラックス五条

福岡唯一の施術で「アンチエイジングできる鍼灸院」の集客強化

6807 福岡県

うどん人生たもん

オリジナル性溢れたポールサイン設置と新メニュー導入でＰＲ強化

6808 福岡県

イズミクリーン株式会社

3290001039238

スマホコーティング事業開始で顧客開拓と既存顧客の客単価UP

6809 福岡県

タイヨウホーム株式会社

6290001084553

夫婦二人の住宅会社が30代をターゲットに販路開拓に取り組む！

6810 福岡県

ヘアーサロン イノクチ

設備機器導入による施術サービス改善とくつろぎ新メニューの提案

6811 福岡県

more JOURNEY

リニューアル店舗のPR充実化！認知度向上からの顧客獲得事業

6812 福岡県

トータルファッションふくや

女性の活躍を応援するネットショップ事業の新規展開

6813 福岡県

株式会社WABISUKE

2290001035808

新規顧客獲得のためのホームページ導入と広報活動

6814 福岡県

株式会社 日田屋

3290001043859

看板設置等の設備投資で認知度を向上し売上拡大

6815 福岡県

トータルフィットネスB-LAB

「オンラインプログラム」のPR強化による新規客獲得への取組み

6816 福岡県

仙寿園

新分野進出と新規客獲得のためのホームページ開設

6817 福岡県

ラヴィレコヤナギ

バイヤー・一般客への営業力と販路拡大の為の宣伝力強化事業

6818 福岡県

中村屋

共働き世帯を当店が支援!新たな商品陳列で販路開拓事業

6819 福岡県

株式会社石橋

6820 福岡県

龍商店

お祝い事のごちそうを日常で味わえるお弁当の提供

6821 福岡県

大石ファーム

売れるホームページへの全面的リニューアル＆チラシ作成

6822 福岡県

株式会社オールデザイン

6823 福岡県

ぽっかぽか

改善したい悩みや症状に沿ったオリジナルメニューの開発、提案

6824 福岡県

SCATOLA

生産拠点併設の店舗開店による販路拡大

6825 福岡県

行政書士福永晃大事務所

特定技能外国人受け入れ支援と相続関連業務に特化した販路開拓

6826 福岡県

いとしまコンシェル合同会社

6827 福岡県

Storya

「髪の悩みを解決する美容室」のPRによる新規顧客の獲得

6828 福岡県

馬場建設

DIY参加型工務店・施主様支給品もOK!

6829 福岡県

株式会社ANEXST

6830 福岡県

アンダンテ整骨院

6831 福岡県

有限会社 丸和パートナーズ

4290002050572

情報発信力強化による、効率的営業体制の確立

6832 福岡県

有限会社アイワ不動産

5290002038575

ワンストップマッチング支援事業による新規顧客の獲得

6833 福岡県

株式会社SING

9290001056293

アウトドア向けシリコーン商品の販売による新規顧客の獲得

1290001063660

7290001035340

8290003008434

3290001084589

地産地消の見える化を図った店舗改装で新規顧客層の開拓

浮き指改善インソールと足袋ソックスのブランディングとＥＣ戦略

脱プラスチック商材および糸島ブランド商材の販路開拓

自社公式ホームページ開設による販路開拓
整骨院の自重トレーニング事業による新規顧客の獲得
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6834 福岡県

べーる

「タヴェルナ」が始めるイタリアンテイクアウトメニューの展開

6835 福岡県

MISAスクール

地域の子供達の英語とのふれあいの場｢会員制図書館｣の開設

6836 福岡県

Yoga musubi

プライベートレッスンの提供による新規顧客の獲得

6837 福岡県

クワトロデザイン株式会社

3290001064161

UVプリンター導入による新規顧客の獲得

6838 福岡県

有限会社 井手製茶工場

1290002046978

情報感度、健康志向の高い若年層を狙ったリーフ茶市場の回復

6839 福岡県

株式会社ナノテック・Ｄｏ

2290801021916

「液晶フィルムを使ったオフィス家具」の開発による売上増加

6840 福岡県

山歩

みのう豚足カレーの開発と持ち帰りサービス開始による販路拡大

6841 福岡県

たいやき新八

潜在客を呼び込むメニュー看板と新商品提供による売上拡大計画

6842 福岡県

髪のにしかわ

新たなサービスの展開による既存顧客の確保と新規顧客の獲得

6843 福岡県

田舎ダイニングBasara

田舎ダイニングの『プチ贅沢』イベントと魅力発信による集客強化

6844 福岡県

有限会社フーデスト

2290002056935

野菜党ラーメンの存在をより浸透させるためのPRツール作成配布

6845 福岡県

株式会社総桐箪笥和光

1290001053372

ショールームリニューアルと外観力向上で新規成約獲得事業

6846 福岡県

立石工芸社

6847 福岡県

あらい有限会社

6290802020723

クラウドファンディングの声を取り入れた包装などの見直し事業

6848 福岡県

㈱海と山と太陽の村

2290001060178

HP・チラシ・パンフと看板による介護技術の周知と利用者拡大

6849 福岡県

株式会社巨峰ワイン

6290001050670

フルーツスパークリングワインの開発による新たな顧客層の開拓

6850 福岡県

株式会社スポーツ・プラスワン

7290001078595

ニーズに応えた運動教室の拡充と新たな受講生の開拓

6851 福岡県

ＣＯＣＯ

6852 福岡県

株式会社MATSUO．

6853 福岡県

テナント田中

6854 福岡県

有限会社ミネルバ・フィットネス・クラブ

6855 福岡県

坂口塗装

顧客満足度向上と営業力向上の相乗効果による顧客の拡大

6856 福岡県

花屋 心一つ

ブランドイメージ確立とアドバイザリーサービスによる販路拡大

6857 福岡県

有限会社 羅漢

6290002033162

終末期医療患者とその家族に向けた旅行サポート事業の開始

6858 福岡県

有限会社山水社

2290002040807

生前に感謝を伝える終活サービスによる会員との関係性強化

6859 福岡県

ヘアースペース美鈴が丘

東洋・西洋医学を用いた頭皮改善サービスの周知と新規顧客獲得

6860 福岡県

鶏笑 春日上白水店

定期的な自社商品開発と店外広告活動の強化

6861 福岡県

お茶の千代乃園

オーガニック八女茶のサイトリニューアルと販売促進

6862 福岡県

ホームリメイク㈱

6863 福岡県

仁田原花園

6864 福岡県

㈱五十嵐総合事務所

7290001042840

ポスティングによる生命保険事業強化の周知及び販路開拓

6865 福岡県

有限会社チタンエンジニアリング

1290002052324

日本初！チタン製会社印判の販売開始による新規顧客獲得事業

6866 福岡県

オフィスファイン

若手リーダー育成カリキュラムの開発・実施

6867 福岡県

溶岩石焼き食堂 波平

田主丸産新名物みのうソフトの開発による新規顧客の獲得事業

高画質プリンター導入による訴求性を追求したサイン需要の獲得

地元の子育て世代の母親が気軽に来店できるお洒落なカフェの展開
4290801024628

自社ショールーム販促活動強化による事業拡大計画
販促力強化の為のネット販売ページ改良及び店舗改装

3290802020718

5290001031218

自社サービスの強みを生かした売上拡大

顧客管理システムとホームページ改良による顧客囲い込み事業
男性が女性へ贈るギフトセットの開発と男性客の販路開拓
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
6868 福岡県

田主丸フーズ

地域に密着した農家発八百屋の開店による新規顧客獲得事業

6869 福岡県

長谷尾建設

ペットと楽しく暮らす住宅への注力と周知徹底・新規顧客獲得事業

6870 福岡県

株式会社 百笑屋

4290001071702

農家がつくる「百笑納豆」「必笑納豆」のネット販売強化

6871 福岡県

田中油糧工業㈱

3290001040889

創業118年の老舗油屋が作る最高級コスメのプロモーション戦略

6872 福岡県

瑛鳳堂

チタン加工を施した和紙を使用したリフォーム事業の開始

6873 福岡県

ペガホープ

今までにない「送料を考慮したパッケージデザイン」提供事業

6874 福岡県

LARTISTA

家族連れ・小規模な団体客を取り込んで販路開拓

6875 福岡県

あまつ風

シェアハウスでの暮らしや交流の配信による新規入居者の獲得

6876 福岡県

有限会社糸島手造りハム

6877 福岡県

エポカ

糸島産小麦と糸島食材を美味しく楽しむピザの開発による販路拡大

6878 福岡県

トルペ

ネットショップ作成によるブライダルペーパーアイテムの販路拡大

6879 福岡県

ボディーリペアＹ‘ｓ-ＦＡＣＴＯＲＹ

機会ロスをなくし、売上増加及び販路拡大のための設備投資

6880 福岡県

クリーンテック福岡

生活サポートサービスを入口としたハウスクリーニングの顧客開拓

6881 福岡県

有限会社 親水

7290002032741

アクティブな高齢者をターゲットとした店舗整備による販路開拓

6882 福岡県

株式会社エルマージュ

8290001033343

美肌と脱毛でサラサラ素肌サービスの開発と新規顧客獲得

6883 福岡県

オリーブに恋して

6884 福岡県

ＢＭＥ株式会社

6885 福岡県

オフィス・パル

6886 福岡県

有限会社ワンガーデン

6887 福岡県

PACHAMAMA YOGA HOUSE

こんな近くにヨガスタジオがあったんだと気づかせよう！

6888 福岡県

アウトモビリズモ

診断機導入により、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕を図る

6889 福岡県

株式会社筑紫庭園

7290001041512

来店型の気軽に相談できる地域の造園屋さんとなり売上増加を図る

6890 福岡県

株式会社熊谷ゴム工業

1290002044008

ゴム製インソールの開発に伴う福祉業界への進出

6891 福岡県

ソエル自動車

店舗看板と電光掲示板設置による二輪取扱店の周知と新規顧客拡大

6892 福岡県

松尾写真館

気軽にスマホ相談が出来るお店としての販路開拓

6893 福岡県

moribito

交流拠点である宿泊施設と体験事業の展開

6894 福岡県

株式会社吉泉園

3290001047554

販路拡大・顧客増に向けた店舗改装

6895 福岡県

株式会社 井手電工

8290001047962

省エネ補助金申請ノウハウの工事業者へのインターネット販売事業

6896 福岡県

木村屋

ECサイトによる新規顧客の開拓

6897 福岡県

ゴーバル工芸

高級感あるオーダー家具の認知度UP若い層も購入できる販路開拓

6898 福岡県

MACARONI

当店オリジナル「あまおうガトーショコラ」の開発による販路開拓

6899 福岡県

Beauty.Studioシオン

プライベートサロンとパーソナルトレーニングのコラボ発信！

6900 福岡県

中元寺みらい農業株式会社

6901 佐賀県

金沢屋

4290002032620

自社主力商品を中心とした卸売業向け会社案内、パンフレット作成

販促ツール強化により卸売販路開拓、拡大
7290001027882

春日市に情報戦略基地の設置！活動の原点は春日から発進！
旅行のプロが作る糸島土産「練練もなか」の開発と販路開拓

8290002042293

8290801024483

新規顧客の集客並びに新サービスの告知事業

『元気な野菜』をＰＲするためのホームページ制作及び広報活動
「リペア技術」アピールと共働き世帯・福岡都市圏への市場拡大
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6902 佐賀県

和風レストラン川した

高齢者・障害者、インバウンド客へのやさしい店づくり

6903 佐賀県

株式会社キス

6904 佐賀県

旅館 豊洋荘

6905 佐賀県

有限会社旭屋

8300002006148

新規顧客獲得＆インバウンド集客の為のショップ紹介のチラシ作成

6906 佐賀県

株式会社 唐泉電機エンジニアリング

8300001010167

新事業「レーザー加工ビジネス」の展開による販路開拓事業

6907 佐賀県

株式会社花一

2300001005255

法事予算に応える“握り寿司入り高額商品”での販路開拓

6908 佐賀県

有限会社田嶋畜産

2300002007102

高利益、高付加価値のある熟成生サラミの製造

6909 佐賀県

パンを楽しむSORA

6910 佐賀県

合同会社 太田製作所

6911 佐賀県

ゆらり亭

6912 佐賀県

有限会社 一粒

6913 佐賀県

ビッグサムD＆P

“カルプ文字”でアピール！街の賑わい作りと魅力情報発信事業

6914 佐賀県

浜川塗装

商談の成約率向上のため施工事例を提示するホームページ作成

6915 佐賀県

株式会社 マール

4300001004817

VR空間体験事業～バーチャル忍者修行プロジェクト～

6916 佐賀県

有限会社 橋爪菓子舗

7300002006297

新デザイン導入によるブランド力向上及び若年層の顧客開拓

6917 佐賀県

有限会社 副千製陶所

7300002006248

幅広い用途で利用が可能な水出し容器開発による販路開拓

6918 佐賀県

メガネのさとぐち

補聴器相談会の充実と快適な社会生活を送るための提案とサポート

6919 佐賀県

鶴商店

商品の生産性向上と売上増を図る為のマルチプレスカッター導入

6920 佐賀県

株式会社 髙木

6921 佐賀県

source hair

6922 佐賀県

株式会社ミドリ復旧

6923 佐賀県

タカ建築工房

6924 佐賀県

有限会社 海上館

6925 佐賀県

ヘアメイク ガーベラ

日常に美しい髪を！紹介キャンペーン周知による新規客獲得事業

6926 佐賀県

早津みかん園

ネットショップページの充実で販路拡大

6927 佐賀県

株式会社 糸山建設

6928 佐賀県

うまかどん

新メニューの強化を図り、老若男女に訴求できるメニュー表の開発

6929 佐賀県

バサラバサラ

認知度と来店客数アップを図るためのPRツールとSNSの構築

6930 佐賀県

株式会社 一吉

9300001011230

時代の変化の大きな波に乗っていこう！！

6931 佐賀県

有限会社 江口製陶所

3300002006169

展示会向け広報物の制作並びにウェブサイト開設による売上拡大

6932 佐賀県

有限会社 ナカシマファーム

4300002007001

白かびタイプチーズの生産体制強化

6933 佐賀県

秋吉写真館

6934 佐賀県

有限会社 谷鳳窯

2300002006269

土練機導入で作業効率UPと新商品開発

6935 佐賀県

株式会社 夜灯見荘

9300001005059

客室の「和テイストの洋室化」によるインバウンド旅行客の獲得

1300001007970

写真で撮って簡単色合わせ、客先での屋根外壁リフォーム提案事業
星降る旅館の真夜中Caféで癒しのひと時をご提供

本当に美味しい食パンはすぐそば！究極食パンのPR＆認知度向上
5300003001448

商品紹介プロモーション動画作成とDMによる販路開拓事業
団体客受け入れ態勢の整備事業及び広報チラシによる販路拡大事業

1300002006154

7300001005044

ショッピングサイトの構築による熟成すいしゃ米の販路開拓事業

新規顧客獲得、HPで自社の強みをPR
ペットと同伴で来店できる美容室の整備と情報発信事業

5300001010574

事故後の早期復旧は安心の源！技術と実績の積極PRで商圏拡大！
リフォーム工事を受注する為のホームページリニューアル推進事業

8300002007055

2300001009818

女将こだわりの人気料理の土産品化による新たな販路開拓の実現

地域と弊社を発展させる販路開拓事業

老齢者の肖像写真体験と普及定着を目指すPR事業
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6936 佐賀県

饂飩屋

昼も夜も地元のお店で大満足♪食と寛ぎPRによる新規来店促進！

6937 佐賀県

サロンド美光来

シニアの暮らしを活気づける！カラオケ空間づくりとPR事業

6938 佐賀県

有限会社 百年庵

6939 佐賀県

ナチュラルバランス

6940 佐賀県

有限会社サインマーケット

8300002009704

世界に一つだけのオリジナルデザインTシャツ制作メニュー開発

6941 佐賀県

ゑびす技建株式会社

2300001011096

ゑびす様が施工した“福の家”情報発信と戦略的見学ツアー事業

6942 佐賀県

有限会社 松田木工

6300002009904

『組子とアロマと照明』を組合わせた癒しの新商品開発事業

6943 佐賀県

ワインセレクト ストロー

6944 佐賀県

株式会社 plan

6945 佐賀県

相良商店

「安い・早い・きれい！」一般個人客にも開かれた自動車塗装業へ

6946 佐賀県

諸富商店

店長の目利きを活かした「こだわりの日本酒」による顧客獲得作戦

6947 佐賀県

有限会社 鶴霊泉

4300002005450

インバウンド取り込みに対応したやすらぎと静寂の空間創出事業

6948 佐賀県

有限会社 アサヒ・アグリ佐賀

2300002004248

クラフト甘酒の商品化と「甘酒ステーション」の開設事業

6949 佐賀県

アイルランドの店三瀬高原ぶるっく

店舗イメージに沿った看板の設置による来店客数倍増事業

6950 佐賀県

AngelHeart

ヒトとペットのマッサージPRによる販路開拓事業

6951 佐賀県

有限会社古湯温泉扇屋

6952 佐賀県

へんこつ屋

「大判手焼きせんべい」の開発による新規顧客獲得事業

6953 佐賀県

オレンジ整骨院

インソール販売と足裏・足首矯正の相乗効果による集客アップ

6954 佐賀県

あびによん

店のブランディングによる新しい顧客層へのアプローチ事業

6955 佐賀県

天風堂

海外剣士も飛びつくフィット感と姿態美に優れた国産剣道具の拡販

6956 佐賀県

株式会社 bodymake ONIX

6957 佐賀県

はなや花恋

「はなや花恋」のパンフレットとチラシで営業力と広報力向上計画

6958 佐賀県

チナツ洋菓子店

女性観光客向け「特産物使用の土産品開発」と佐賀の魅力発信事業

6959 佐賀県

三田川ホルモン専門店

三田川ホルモン流「食べ方のススメ」提案と情報発信事業

6960 佐賀県

株式会社北村醤油醸造

3300001006475

醤油味噌ミニギャラリー併設直売所整備と情報発信事業

6961 佐賀県

有限会社山田造園

3300002009840

「室内観賞用“盆景”」開発と情報発信事業

6962 佐賀県

リフレッシュサロン 癒ふら

6963 佐賀県

株式会社飛鳥工房

6964 佐賀県

グリーンマーケット花はな

暮らしに彩りとうるおいをもたらす「インテリアプランツ」の提案

6965 佐賀県

小畑智徳

ナノバブル発生機により栽培された安全な農産物を提供します。

6966 佐賀県

有限会社久我商店

6967 佐賀県

房 空路

器でお客様を元気に！「光彩上絵」を使った商品開発と販路開拓

6968 佐賀県

アマノペイント

外壁をキレイに一新！洗浄サービス開始による販路開拓事業

6969 佐賀県

玉峰陶園

「銀河釉」の作品集で、個展、展示会の充実を高めて販路

7300002004152

駅ナカうどん屋のIT環境整備による利便性向上と来店客数アップ
モノよりコト！創・楽・感を提供する自然体験型教室の実施

WEB広告を活用したネットショップでの販路拡大とニーズ把握
3300001010254

6300002005449

5300001009006

新たなショッピングサイト構築による販路開拓

「本を読む」をイメージした客室改装によるコンセプト明確化事業

選んでもらえるフィットネス『ONIXsSA』のオープン

短時間で疲労回復！新デトックスサービス提供による新規顧客獲得
1300001001156

6300002004995

オリジナル木製アウトドア用品の開発と販路開拓

自店オリジナル半加工冷凍食品開発と情報発信事業
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6970 佐賀県

サインショップ進喜

コーポレートカラーを精緻に再現！測色機導入による販路開拓事業

6971 佐賀県

きものkimono

着物を「kimono」にイノベート！自身と商品のPR事業

6972 佐賀県

お菓子のいえKentaro

銘菓「丸ぼうろ」の町名産品化＆埋もれたサービスの見える化事業

6973 佐賀県

喫茶サンブリッヂ

強みをアピールして集客に！女性のための店づくり事業

6974 佐賀県

家族庵

新規顧客獲得のための「大町たろめん」＆店舗イメージアップ事業

6975 佐賀県

株式会社タナカ

6300001011737

高品質な当社の佐賀牛を全国で！インターネット販売体制構築事業

6976 佐賀県

株式会社 海新

5300001008247

地元唐津の天然魚を国内外にお届けする高付加価値の冷凍加工事業

6977 佐賀県

松浦屋

高齢者に優しい設備・環境づくりで顧客満足度アップ計画

6978 佐賀県

池田工務店

ニッチ分野である空家解体など個人需要を取り込んだ総合建設業へ

6979 佐賀県

民宿 キタハタ

情報発信と快適な空間の提供による宿泊客の満足度向上計画！

6980 佐賀県

天山荘

新会席料理開発によるサービス向上と情報発信

6981 佐賀県

トワール

幅広い対応可能の新サービス「刺繍」とOEM業者の受注拡大事業

6982 佐賀県

株式会社 きたむら塗装

6983 佐賀県

池田装飾

洋菓子の陳列演出向上とイベント販促促進による収入拡大計画

6984 佐賀県

野田建設

モデルルームを活用し受注拡大を図る為のITの導入及び看板設置

6985 佐賀県

株式会社 竹中印刷工芸

6986 佐賀県

ケイユー交通

全てはお客様の安心・安全の為に！デジタコで新規顧客開拓

6987 佐賀県

フィッシング恵比寿

「エサに迷ったら恵比寿」から「釣りに迷ったら恵比寿」への進化

6988 佐賀県

合名会社 金丸旅館

6989 佐賀県

手塚製麺

全国のスーパーへ発信！こだわり玄界灘の塩鍋スープ販路開拓事業

6990 佐賀県

笹部整体院

ストレス社会に対応した「心と体のケア」を行う新サービスの提供

6991 佐賀県

有限会社 岸本板金

6992 佐賀県

楽呑串焼 風土

6993 佐賀県

有限会社ファミリーショップやまぐち

2300002010997

作業員の方の健康増進と民泊事業の拡大による新規顧客創出事業

6994 長崎県

株式会社 近藤石材

3310001010666

インターネット広告による石工業の新たな販路開拓事業

6995 長崎県

株式会社永泉

4310001006201

カジュアルリッチ食器開発のための環境整備事業

6996 長崎県

有限会社康創窯

7310002012377

セラミックワイングラスの販路開拓に伴うパッケージ製作事業

6997 長崎県

篠原緑苑

6998 長崎県

有限会社トクマル

5310002012255

「鈑金塗装部門」強化による顧客満足度・利益アップの実現

6999 長崎県

滝商店株式会社

6310001012949

製品の成分分析を行い、製品の効果を最大限にＰＲした販路拡大

7000 長崎県

有限会社 山口産業

5310002005779

過疎地域からＨＰ等の情報発信力の強化による新規顧客開拓

7001 長崎県

有限会社し喜

1310002014404

利用満足度向上のためのトイレ改修・カード決済端末導入事業

7002 長崎県

西善製菓舗

海外市場進出における催事出店先国の食品表示基準適合事業

7003 長崎県

宇土自動車整備工場

看板設置、商談スペース確保、トイレ改装で子育て世代にPR

5300001010120

8300001001141

3300003000567

7300002010919

「人々に美と健康、やすらぎと快適」を提供するヘアサービス販促

UVプリンターでの販路拡大に伴う作業短縮及び宣伝広告販売

旅の思い出づくりに貢献する老舗旅館のユニバーサルデザイン計画

設備導入と熟練技術で難加工へ対応！短納期・高品質化対応事業
地域とのコミュニケーション強化に取組む地域密着店の新たな挑戦

「苦から楽へ」生涯楽しめる庭へのリノベーションの提案
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7004 長崎県

上県自動車整備工場

増加するレンタカー修理に対応できる工場環境の整備事業

7005 長崎県

洋風ダイニングひだるか

顧客を呼び込むための素敵なメニューの告知

7006 長崎県

株式会社 ハトヤ洋品店

7007 長崎県

STUDIO-頌-

7008 長崎県

株式会社 吉田建設工業

1310001009850

国道への看板設置で自社ブランド商品の知名度アップを図る

7009 長崎県

有限会社台湾亭

9310002008118

店舗の認知度向上による取り組みで新たな顧客の開拓と収益増加

7010 長崎県

有限会社ガステクノサービス

7310002015958

衛生器具工事のキャッシュレス化を主とした広告による販路拡大

7011 長崎県

がんばルーム進学の森

東長崎発！主体性のある生徒を育てる少人数学習塾の販路開拓事業

7012 長崎県

CARSHOPGROW

サービス向上顧客獲得作戦！！

7013 長崎県

村山自動車整備工場

商談ブース設置による中古車販売強化を図った売上増加事業

7014 長崎県

明鍼灸院

美容鍼の認知向上計画と新施術のPRで販路開拓

7015 長崎県

花野果

新商品「かりころ餅」の販路拡大を実現する設備と販促ツール導入

7016 長崎県

AUTO SHOP K

産業用ドローンでの農薬散布等事業への参入による新規顧客拡大

7017 長崎県

有限会社割烹堀江

7018 長崎県

髪処くぼた

7019 長崎県

有限会社水谷製麺所

6310002012535

長崎産小麦「ちゃん麦」を使った長崎ちゃんぽんの販路拡大

7020 長崎県

有限会社池田茶園

8310002014117

ティーバッグ茶の新商品・新ブランド開発による販路拡大

7021 長崎県

松本養鶏場

7022 長崎県

有限会社はたした

7023 長崎県

太田製麺所

HACCP管理アプリと移動販売可能な屋台設備の導入で売上増

7024 長崎県

五島ダイビングセンターナイスばでぃー

潜水カメラの導入と商談会向け販促ツールの制作で売上増を実現

7025 長崎県

寿司割烹大川

バリアフリー地域一番店の実現による顧客満足度向上推進事業

7026 長崎県

野村浩製麺所

工場改修とふし麺再利用による手延素麺の品質と生産性向上事業

7027 長崎県

若潮

旅館の客に評判の手作り加工食品を商品化した販路拡大事業

7028 長崎県

美容室dandelion

美髪になれる地域唯一の美容室アピールで集客アップ！

7029 長崎県

有限会社 長池屋呉服店

7030 長崎県

対馬カヤックス

シーカヤックの知名度向上と設備改修による新規顧客獲得事業

7031 長崎県

かわら畳店

畳店カフェでくつろぎの空間がSNSで話題！交流拠点づくり事業

7032 長崎県

有限会社アサダ建設

3310002012331

地域密着！若者向け一貫リフォーム新事業による収益の拡大

7033 長崎県

有限会社宮崎工務店

6310002016858

HP,看板設置での認知・信頼度開拓

7034 長崎県

七郎屋

7035 長崎県

有限会社 五代海運

1310002019452

釣り人に優しい短期滞在型宿泊施設への設備改修事業

7036 長崎県

有限会社 大渡商店

3300002005848

新商品インスタント味噌スープ開発による販路拡大

7037 長崎県

有限会社シキシマ

8310002018200

都市部向け実演販売による売上増と販路開拓事業

9310001013853

オリジナル商品開発による新規顧客層へのＰＲ事業
地産地消の製品を提供する設備投資と販路開拓宣伝広告事業

5310002012354

婆ちゃん女子会・高齢者同窓会の需要を取込むための販路拡大事業
「ダメージレス」に特化した美容室による新たな顧客獲得事業

新飼育方法で生産した付加価値の高い鶏卵の通販拡大事業
1310002014461

1310002018347

ブランディングと自サイトでPR力強化！商談会・物産展の売上増

「口ノ津港ターミナル開業」の好機活用型来店客の獲得事業

商品のリブランディングで魅力を高めネット販売強化
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7038 長崎県

GYARIRU

メイクで生まれるトータルビューティー綺麗増笑顔増販路拡大事業

7039 長崎県

ベッカライ メリメロ

お買い求め易さと商品の陳列方法を改善するお客様ファースト事業

7040 長崎県

有限会社吉村陶苑

7041 長崎県

ガトーフリアン

「日本初のチーズケーキ」のブランディングと販路開拓事業

7042 長崎県

器工房den

工房が見える自営店舗の開設による収益の拡大

7043 長崎県

有限会社藍染窯

7044 長崎県

伊勢

個人客プラス団体客を取り組むためのイメージチェンジ

7045 長崎県

森永材木店

事業実態に即した看板でイチョウ木加工業における地域一番店確立

7046 長崎県

横山商店

宇久島で今後需要が伸びる介護用品のＰＲ事業

7047 長崎県

合同会社フラットアワー

7048 長崎県

レストハウスもりた

海の見えるレストランの島外者向け看板設置による販路拡大

7049 長崎県

フジ食堂

食堂のバリアフリー化による、高齢者・ファミリー層への販路拡大

7050 長崎県

秋本電設

軽トラックへリフト設置、チラシ折込で事業強化と商圏拡大を図る

7051 長崎県

ぷちショップおきつ

冷蔵ショーケース導入による顧客満足向上施策

7052 長崎県

飯田青果有限会社

7053 長崎県

双須自動車整備工場

塗装品質向上による販路拡大事業

7054 長崎県

味太櫓

バリアフリー推進とプライバシー配慮型店舗による顧客満足度向上

7055 長崎県

大石商店

対馬原木椎茸のブランディング開発による福岡での売上拡大

7056 長崎県

氷窯アイス こめたま

パンフ・看板による宣伝事業及び移動販売強化事業

7057 長崎県

株式会社兵頭

3310001010930

自社社員の多能工化と営業エリア拡大による販路拡大

7058 長崎県

有限会社ふじた陶芸

9310002012490

ネットショップで売上向上！ＷＥＢ直販環境の構築による販路開拓

7059 長崎県

合同会社ふらっと

4310003003171

アウトドア需要取り込み強化のための施設整備改修事業

7060 長崎県

合同会社 希峰の水銀河

5310003003311

販売促進強化による創業期の困難克服と持続的な経営基盤整備事業

7061 長崎県

有限会社 ウエストポイント

5310002019580

潜在顧客の掘り起こしへ向けた販促ツールの充実

7062 長崎県

Petit Ange

１ｔ車から２ｔ車へのケータリングカー機能増強による売上拡大

7063 長崎県

炉端 大根地

店舗増設に伴う若中年層宴会客増加に対応可能な厨房設備整備事業

7064 長崎県

NES STUDIO

地域密着型「デザイナーズカフェ」でデザイン提案

7065 長崎県

みわS.O.T整骨院

新型ＥＭＳ導入で予防医学推進メニュー充実による新規患者の獲得

7066 長崎県

ながさきミュージアム

地域間伐材を活用した薪ストーブの設置による来館者サービス向上

7067 長崎県

三潮タクシー

同業者から営業権譲受と本社移転効果による市場拡大事業

7068 長崎県

有限会社山下陶苑

4310002012314

販路と売上拡大に向けた自社ブランド新商品試作開発事業

7069 長崎県

株式会社 将大

3310001003785

ポイント付与と引取り忘れ防止メールによる高級パンの販路拡大

7070 長崎県

荒木製麺

乾麺用金属検出機導入による大企業との信頼構築推進事業

7071 長崎県

中村匡輔製麺所

最新機種「コナシ機」導入による安全衛生管理水準と生産性向上

4310002012553

7310002012328

2310003003132

5310002018327

名前入り子供用食器・ギフトパッケージの充実化による販路開拓

『生活を豊かに』をコンセプトにした直営店オリジナル商品の開発

旨味を引き出した「究極の熟成魚」配送のための保冷機器導入

農業体験ができる野菜直売所の新設による販路開拓事業
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7072 長崎県

カラオケグランプリサンマリノ

「子育て世代応援」キッズルーム設置！好感度UP事業PR

7073 長崎県

江島さとや

江島ブルーベリー商品開発・広報プロジェクト

7074 長崎県

カフェキッチンこっとん

知名度・存在感アップから、稼働率向上と潜在顧客獲得事業

7075 長崎県

インテリアバウハウス

国道沿いの通り客を獲得するための販路開拓事業

7076 長崎県

東洋整備工場

「車のボディコーティング」サービス展開による新規顧客獲得事業

7077 長崎県

株式会社 イナマツ電器

2310001013042

ちらし配布ローラー作戦とフェア開催による地域一番店実現事業

7078 長崎県

有限会社 コクユ

9310002008101

家庭用灯油移動販売を拡大！地域随一「買い物弱者対策」で売上増

7079 長崎県

林田機工

いりこ加工業者が安心・信頼して発注出来る加工部品の内製化事業

7080 長崎県

アイアカネ工房

小浜の海、藍の青。小浜を訪れる観光客へ、藍の魅力を伝える！！

7081 長崎県

㈱マテックス

7082 長崎県

DOG BOX

7083 長崎県

アウル有限会社

7310002012526

顧客満足度の向上によるリピーター客の増加と安心できる宿にする

7084 長崎県

道之尾温泉株式会社

5310001002158

ランニング・ウォーキングに特化した若年層向け集客事業

7085 長崎県

伊崎洋明商店

通年消費型「健康手延麺開発」による夏期偏重型経営改善事業

7086 長崎県

ながさき介護タクシー

介護・高齢者へのタクシーサービス拡充による広報戦略の強化事業

7087 長崎県

有限会社 山﨑マーク

8310002013374

もの作りを体験できる「アトリエ」としての認知度向上

7088 長崎県

株式会社松村工業

8310001012162

TVCMやSNSを活用した広報活動による売上拡大

7089 長崎県

東坂こくまる商店

7090 長崎県

株式会社 オートピア

2310001006203

安心安全なカーライフサポートのための新事業で販路開拓

7091 長崎県

有限会社 光春窯

9310002012375

波佐見焼のブランド力と耐熱性大幅UPを活かした販路開拓事業

7092 長崎県

Revoir

7093 長崎県

有限会社 川野自動車

7094 長崎県

出張カイロプラクティックサービス詩

7095 長崎県

有限会社 前田製茶

7096 長崎県

福徳屋旅館

7097 長崎県

本多製麺㈲

7098 長崎県

高畑自動車整備工場

リフト導入に伴う対応車種拡大と紹介キャンペーンによる販路開拓

7099 長崎県

小辻家

島外客(観光客・ビジネス客)を取り込むためのPR事業

7100 長崎県

野母崎マリンサービス浜田時彦造船所

ニーズに合わせたトイレ新設による新規顧客獲得事業

7101 長崎県

有限会社 下田食品工業

7102 長崎県

絹笠食堂

7103 長崎県

株式会社大村湾リゾート

7104 長崎県

カイロプラクティック・スポーツ整体あおぞら
整体院

西海市内で働く方々にあおぞら整体院の新メニューを提案する事業

7105 長崎県

元気やさい雅

真空パック機器の機能向上による販路開拓事業

1310001002013

下肢機能訓練機「ファンファン」の広告宣伝事業
「わんこかすてら」のパッケージ改良と直販事業の強化

食品用製粉マシン導入による粉末緑茶の販路拡大事業

「魔法のバブル」で顧客満足度アップ、および販路開拓事業
6310002012948

自動調色システム導入に伴う塗装サービスで販路開拓
新規開拓に向けて患者様へのサービスの充実

2310002013289

少量化及び新デザインのパッケージ等による若者層の開拓
新たな顧客層「３世代思い出作り家族旅行需要」への対応

6310002018400

9310002015774

仏料理シェフとの連携による「手延ベッティ」販売拡大事業

顧客をつかむパッケージデザインと新商品の相乗効果で売上拡大
観光客向けのわかりやすい表記・表示で、店舗周知強化事業

7310001014192

主体的・対話的で深い学びを提供する無人島教育事業
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平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
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7106 長崎県

オシャレ屋える

お客様が気軽に来店でき、楽しく買物ができる店舗への改装

7107 長崎県

株式会社ブリジア

7108 長崎県

本田京染呉服店

来客店UP!!和装を着て映える外装

7109 長崎県

ワールドキング長崎

専用サバイバルゲーム場を作り、更なる集客、高収益化を目指す

7110 長崎県

ケーキハウスちゅちゅ

入店３秒でお客様がワクワクドキドキになる店舗リニューアル事業

7111 長崎県

つしま大石農園

商品価値向上のための取組みと顧客満足度向上のための設備導入

7112 長崎県

赤木クリーニング

顧客ニーズに合わせたサービスの効果的なＰＲによる顧客獲得事業

7113 長崎県

有限会社谷川建築

9310002014181

「気軽に行ける建築会社」をテーマにした新規顧客獲得事業

7114 長崎県

㈱西海クリエイティブカンパニー

2310001015311

「ＡＩばりぐっどくん」のユーザー拡大のための販促及び追加開発

7115 長崎県

㈱市場建築

3310001007217

当社のモデルハウスと安心サポートと情報サイトのＴＶＣＭ広報

7116 長崎県

Ｃｅｎｔｅｌｌａ

7117 長崎県

有限会社しまのたまご屋さん

7118 長崎県

吉見屋旅館

7119 長崎県

有限会社 本多工務店

7120 長崎県

波矢司

ゆうこうを使用した商品のシリーズ化による販路開拓事業

7121 長崎県

Hand Made Cake WISSH

自社工房に販売場所を設置し、新たな需要の獲得に挑戦する事業

7122 長崎県

tateto

新たなる販路開拓に向けたカフェ事業による新規顧客獲得事業

7123 長崎県

有限会社木村住建

7124 長崎県

古民家体験工房とらいかん

「薬膳カレー」を導入とした「薬膳体験教室」広報事業

7125 長崎県

カレーレストラン プラサード

開業3年経過の節目に販売促進強化によるステップアップ事業

7126 長崎県

株式会社ラ・ヴィ・エンローズ

7127 長崎県

WIN設計室

ホームページ作成・販路開拓

7128 長崎県

立花興業

韓国人観光客の新規客獲得及び働きやすい環境づくりの充実

7129 長崎県

尚時堂株式会社

7130 長崎県

食品センターたかだ

7131 長崎県

株式会社アグリコマース藤

7132 長崎県

村瀬製菓

7133 長崎県

株式会社Yukiyoshi

7134 長崎県

民宿しもぐち

ホームページ作成及び、バリアフリー対応広告による集客拡大事業

7135 長崎県

海里

観光客をメインターゲットとしたランチ営業による売上拡大事業

7136 長崎県

つしまホワイトハウス

韓国人旅行客に特化したオンライン広報及び集客力強化

7137 長崎県

米倉機械

店内展示場の新設と商談時の利便性の改善を狙った事務所の改装

7138 長崎県

株式会社ヤマコウ

8310001012690

インバウンド対応の内窓新設工事による顧客層拡大事業

7139 長崎県

合資会社 長崎開発

1310003001707

コンドミニアムによる新規日帰り入浴客を獲得事業

2310001012300

BBIQ光のWeb販売サイト制作

講座受講者等に評判のオリジナルフィトテラピー商品販路拡大事業
5310002019234

ふるさと納税向け新商品開発による島外重要獲得事業
お食事部屋リニューアルによる顧客満足度向上事業

6310002016585

3310002001425

3290001059376

1310001006427

本県初！工務店による断熱診断システム導入で、新規顧客開拓事業

ホームページ刷新による、販路拡大事業

ＨＰ分割とドライクーラー導入による新規顧客獲得

思い入れのメガネ・ご愛用の補聴器のリペア部門増強で売上増進
看板等の活用による店舗周知で顧客の認知度アップを図る。

8310001014076

ｉｋｉｅｃｏとアグリコマースの相乗効果発揮による売上拡大事業
誰もが当社と一目でわかるパッケージ一新事業

4310001009360

南長崎での受注拡大と人材誘致に伴う作業装備等の改善
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7140 長崎県

パンの店パック

観光地のパン屋さんによる広告活動の実施で観光客誘客事業

7141 長崎県

株式会社 広瀬組

6310001010168

一般個人からの解体業務受注拡大に向けた取り組み

7142 長崎県

株式会社ヤマジョウ

6310001008526

煮干しの粉末加工で販路拡大するための加工場改修事業

7143 長崎県

有限会社 網元

6310002019233

遊休箇所を活用した多様な選択肢の提供と販路開拓

7144 長崎県

小川自動車整備工場

レンタカー需要への対応による売り上げ増加事業

7145 長崎県

アイランドファーム

複数の直売チャネル展開による売上増加事業

7146 長崎県

中村建具店

職人の雇用と工場の新照明の導入による販路拡大事業

7147 長崎県

カットハウスユウキ

階段手すり、シャンプー専用椅子による高齢者に優しい店舗づくり

7148 長崎県

GOKURI TO PAKURI

換気扇取替工事と新メニューによる収益と環境改善事業

7149 長崎県

株式会社コノソレ natural factory

7150 熊本県

徳永自動車整備工場

7151 熊本県

有限会社 大谷

5330002021502

おにぎりフイルム製造機の画像チェッカー導入による販路拡大

7152 熊本県

合名会社 上村佃煮製造所

4330003002485

ホームページで新規顧客販路拡大と単品専用箱の開発

7153 熊本県

株式会社 レッドアップ

7330001022053

業務用冷凍庫導入と生産性販路開拓

7154 熊本県

合同会社 やま康

5330003007079

テイクアウト商品の販売強化と客単価アップ事業

7155 熊本県

有限会社 英設計

3330002021537

木造構造計算ソフト“WOOD－ST”による顧客開拓

7156 熊本県

株式会社WIN

7330001026260

初度登録3年未満の高安全性レンタカー普及事業

7157 熊本県

デザイン工房マウス

7158 熊本県

株式会社マンセル

7330001018308

ドローンでの建物無料劣化診断による外壁塗装工事販路拡大事業

7159 熊本県

有限会社サンマルク

6330002012681

無料洗車、無料点検のサービスによる販路拡大事業

7160 熊本県

吉田クリーニング

7161 熊本県

株式会社華月園

9330001012688

高齢団体客対応個室・メニュー告知による販路拡大及び認知度向上

7162 熊本県

株式会社 おしま

1330001012258

利用客の導線を考慮した業務効率化対策事業

7163 熊本県

株式会社岩山建設

9330001013281

ドローン導入による建物の高所診断サービスへの展開

7164 熊本県

有限会社池田畜産

5330002024208

試食兼おもてなしスペース設置による惣菜商品新規顧客獲得事業

7165 熊本県

N・K style

総合エクステリア工事業への本格参入に伴うホームページ開設

7166 熊本県

ニシグチ工業

プレゼン対応ＣＡＤシステムの導入で新規顧客の獲得プラン

7167 熊本県

リサイクルshopダルク

ＦＡＣＥＢＯＯＫ広告で県外の特定地域に絞った新規営業で売上増

7168 熊本県

有限会社 内野建設

7169 熊本県

パンの家

イートインスペースへの店舗改装による販路拡大事業

7170 熊本県

加藤塗装工業

ホームページ作成による事業の継続

7171 熊本県

髪屋いちのせ

理容サービス増進のため専用新機器導入で顧客満足度向上売上増

7172 熊本県

ＭＩＬＫＹ ＷＡＹ

顧客ニーズに応える「プリン」製造販売で販路拡大

7173 熊本県

有限会社迎田電設

6310001015241

「対州そば青汁」拡販のためのプロモーション事業
タイヤチェンジャー導入とＰＲノボリ旗の相乗効果で売上増大

自社の弱みを強みの「デザイン書道」のネット販売で克服！

「わざわざでも持って行きたいクリーニング店」をめざして！

4330002015802

9330002023973

洗練された住宅を提供出来る、HPの制作及び企業ＣＩの構築

岩盤掘削機を用いた電気工事対応による認知度向上及び販路拡大
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7174 熊本県

ごちごち

店内改装による団体客受入数増加による顧客満足度向上

7175 熊本県

株式会社山田写真館

7176 熊本県

ＨａｉｒＰｒｏｄｕｃｅＦａｍ

新メニューによる新規客獲得、客単価アップの実現

7177 熊本県

東伸製麺工業

宇城市名産「蓮根」を使った新商品で売上アップと知名度向上

7178 熊本県

株式会社志亜

7179 熊本県

ふわふわしっぽ

パン・プリン・ジャム・焼き菓子の開発と販路開拓

7180 熊本県

美食家 かなえ

１５周年新規一転リニューアルオープンによる販路拡大

7181 熊本県

有限会社コデラプランニング

7182 熊本県

木のいえ設計室くわくわ

木のいえ設計室くわくわの事業を広め、安心安全な住空間を増やす

7183 熊本県

木下博昭税理士事務所

ホームページを活用した集客、看板設置による事務所の宣伝

7184 熊本県

バーバーてつ

女性、子供、お年寄りが喜ぶ大改装バリアフリー計画

7185 熊本県

株式会社フォルナ・ヴェスタ

4330001019837

地域住民、高齢世帯への宣伝活動と販路開拓

7186 熊本県

有限会社 お茶の泉園

7330002027217

いずみ茶の効果的ＰＲを付した茶袋デザイン制作による販売促進

7187 熊本県

株式会社フタバ工業

6330001025379

ミニショベル導入による業務効率化で売上拡大を図る事業

7188 熊本県

株式会社火ノ國美建

2330003006950

ワンコイン足場普及事業による認知度向上及び販路拡大

7189 熊本県

Yショップはしぐち

食生活スタイルと家族構成の変化を捉えた惣菜販売強化で利益拡大

7190 熊本県

エステ＆美容室レディクレア

新規顧客獲得と客離れ防止の実現及び新メニューPR事業

7191 熊本県

株式会社九州ファーム

9330001009841

一般消費者向け販路開拓事業

7192 熊本県

有限会社 ライズセットクリエイティブ

3330002021470

宿泊施設のホームページを作成し独自の楽しさを訴求、売上増進

7193 熊本県

コンフォートガーデン

ガーデン施工及び寄せ植えレンタルによる販路開拓

7194 熊本県

ヘアスタジオ・和

店舗のバリアフリー化により高齢者等が快適に利用できる店づくり

7195 熊本県

有限会社よしおか

7196 熊本県

小佐井写真場

新たな若者型ネット対応写真店と後継者への事業承継

7197 熊本県

鍼灸メディカルサロンhealty

ＨＰ開設で集客向上「エステ＋鍼灸で心身ストレスケアを実施！」

7198 熊本県

Ｊ－ｆｉｔ

地域住民の健康に貢献するフィットネス事業を集中広報し売上増

7199 熊本県

合資会社藤田商店

7200 熊本県

木葉猿窯元

7201 熊本県

合名会社 豊永酒造

4330003004399

日本の食品輸出ＥＸＰＯ参加による海外販路拡大

7202 熊本県

株式会社 華まさ

8330001012045

差別化サービスと解り易い料金プランを表示した屋外看板設置事業

7203 熊本県

アジル株式会社

4330001011975

食品乾燥機を活用した健康機能性商品開発による新規販路拡大事業

7204 熊本県

ブレイクスル株式会社

4180001109752

高気密・高断熱倉庫への改修による精密家電修理販路拡大事業

7205 熊本県

株式会社アスリー

7330001019223

海外（中国）の新規顧客獲得・販路開拓

7206 熊本県

相良茶屋

7207 熊本県

株式会社あさぎり農園

2330001013222

1330001019798

5330002012749

6330002019388

3330003004227

得意なロケーション写真をいかして新規顧客獲得＆売上アップ

セルフオーダーシステムの導入で客単価アップと販路拡大

熊本の子どもたちを笑顔に！良町店復興事業による販路拡大

「奇跡の食卓シリーズ」新商品開発による売上増加事業

惣菜・弁当の品揃え強化等地域型コンビニとしての利便性向上
販促ツールを活用した伝統工芸品の新たな顧客獲得への挑戦

冷凍庫と業務用蒸し器導入で栗だけだんごの売上拡大と収益アップ
3330001017412

国内における生ビーツの圧倒的な販売シェア獲得
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7208 熊本県

げんこつリゾート株式会社

7330001026079

団体客をターゲットにした新メニュー開発で集客率UPと販路開拓

7209 熊本県

株式会社ヒラモリ建築工房

2230001012579

移動式野外LED表示機による店舗アピールで集客アップ事業

7210 熊本県

美容室おおにた

トイレの洋式化による顧客満足度向上と顧客の囲い込み新規開拓

7211 熊本県

美容室パステール

自動シャンプーによるオートメーション化での新規顧客獲得

7212 熊本県

くまもと和ぎゅうまつおか

あか牛販売サービス推進アピール事業

7213 熊本県

有限会社くまもと有機の会

4330002020769

スマホ・パソコンから手軽にできる商品注文サイト制作

7214 熊本県

有限会社 村上養魚場

5330002023267

個人消費者をターゲットとした加工品の販売拡大計画

7215 熊本県

カーメイク・ドルフィン

7216 熊本県

有限会社スギ工業

2330002020275

工事技術をＰＲするためのホームページとチラシによる商圏拡大

7217 熊本県

有限会社小林製菓

2330002023105

バースデーケーキで販路開拓、冷凍保存が効く菓子で売上アップ！

7218 熊本県

株式会社ミクニ

1330001019682

ホームページのリニューアル、店舗の一部改装で顧客獲得

7219 熊本県

株式会社フォレスト・ブルー

2330001010970

ＨＰ改修によるターゲット顧客獲得＆ブランディング効果発揮事業

7220 熊本県

シェ・イリエ

レストラン業とスイーツ販売との両立による売上増加計画

7221 熊本県

arbre

熊本の美と食～インバウンドの消費を促すおもてなし新規事業

7222 熊本県

株式会社オーペア

7223 熊本県

ラフティングHEART

7224 熊本県

株式会社BLUE SELECT

7225 熊本県

ダイニングキッチン“ちゃあ”

7226 熊本県

株式会社 山翠園

1330001014460

花と気持ちをお届けする地域一番のギフト花を主力とする店づくり

7227 熊本県

有限会社 西弘

2330002007792

「フルーツセロリ」を6次産業化する新商品開発事業

7228 熊本県

なかじま動物病院

HPからの診療予約システム導入による新規顧客獲得事業

7229 熊本県

コッコ亭

子犬との屋外ふれあい広場設置による新規顧客獲得事業

7230 熊本県

喰田鈑金・塗装

地域限定クーポン配布による販路開拓および認知度向上

7231 熊本県

Ｒｅｆｉｎｅ

自動車整備工場向けブレーキディスク研磨サービスの展開

7232 熊本県

いやしサロンハート菊南店

女性専用プランの提供による販路拡大事業

7233 熊本県

株式会社冨永教育経営研究所

7330001010099

学習塾フランチャイズ事業を立ち上げ日本の教育に変革を起こす

7234 熊本県

有限会社太成建築設計

7330002017151

ホームページ開設による企業信頼度向上及び見込み客獲得事業

7235 熊本県

株式会社ひまわり

7330001009967

当社オリジナル商品の販売体制強化による機会損失の解消事業

7236 熊本県

Hair’s DRESSER

7237 熊本県

株式会社敬明

7238 熊本県

pomp

海外向け動画撮影サービスの展開による売上増加と利益率改善

7239 熊本県

天草民宿 竹内

自社ＰＲと店舗の認知度向上を図る販路開拓

7240 熊本県

株式会社チーム天草

9330001022126

新開発冷凍液を使った生食用クルマエビの顧客開拓

7241 熊本県

株式会社ゆうき建設

6330001009563

個人顧客向け住宅リフォームの販路開拓事業

カスタム車展示会開催による熊本広域及び県外の新規顧客開拓

7330001016286

空いている時間を有効活用♪空間活用術♪レンタルルーム
ニッチ市場（小グループ客）受注強化のためボート増艇

4330001024952

店舗内ディスプレイ用品購入による売上向上事業
ネット注文でテイクアウトのパスタを新発売し新規売り上げアップ

ヘッドスパ（頭皮環境改善）による顧客開拓事業
5330001015785

金属検出機導入を通じた取引要件充足による新規販路開拓事業
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7242 熊本県

株式会社 雨龍庵

8330001019404

首都圏等顧客をターゲットとした「海洋散骨＆宿泊プラン」の新設

7243 熊本県

株式会社 甲ら家

7330001015593

首都圏等顧客をターゲットとした「海洋散骨＆宿泊プラン」の新設

7244 熊本県

石窯ＰＩＺＺＡ スタジオーネ

7245 熊本県

株式会社 ナイス加工

8330002019469

ホームページによる孫請けからの脱出と全国からの新規顧客開拓

7246 熊本県

㈱熊日妙見・坂本販売センター

3330001020639

八代妙見メール便・眠った市場の開発・新たな雇用創出

7247 熊本県

株式会社レイDANCE

1330001021267

市場拡大が有望な４つの教室の生徒確保の為、広告を行う

7248 熊本県

ヘアーサポート哲子

バリアフリー化への取り組みでシニア層にやさしい店づくり

7249 熊本県

オフィスエム

新規顧客獲得及び既存顧客の満足度を上げるDMと案内看板製作

7250 熊本県

カー・ドクター林田

ホームページ制作による事業の周知化と新規顧客獲得

7251 熊本県

串焼きモダン

さまざまな客層に対応できるお店づくりで新規顧客獲得事業

7252 熊本県

有限会社丸重ミート

1330002020318

主力商品を観光客に向けてＰＲするための看板および垂れ幕の作成

7253 熊本県

おおつかホーム株式会社

6330001010018

会社所在を看板により広め、快適空間で新規顧客開拓獲得

7254 熊本県

牡蠣焼きハウス かき道楽菊水インター店

設備改善で営業時間変更！業務効率化及び顧客満足度向上事業

7255 熊本県

民宿 生吉

新たな宿泊プランのPRと顧客の利便性向上で固定客アップ

7256 熊本県

合同会社 道

9330003006556

若年層をターゲット！タピオカドリンクで新規顧客獲得事業

7257 熊本県

株式会社光ホーム

2330001013271

ホームページを活用した新規住宅受注の販路拡大事業

7258 熊本県

有限会社椎葉農機商会

4330002030966

新規顧客獲得のための広報事業

7259 熊本県

和ごころ料理一粋

7260 熊本県

株式会社日添

8330001025815

五木村産地はちみつの販売並びに、蜂の巣オーナー制度の実施

7261 熊本県

日化産業合資会社

7330003001971

バルスタイル文化定着でサービス向上と宣伝広告による集客UP

7262 熊本県

bar ECOMODA

「地域の社交場としてのBAR認知度向上による販路開拓事業」

7263 熊本県

鶴野設備

設備工事の技術を生かし、薪ストーブの設置及び薪の製造

7264 熊本県

あおき家具センター

展示販売会による新規顧客獲得とDMによる既存顧客の掘り起こし

7265 熊本県

㈲高濱畳店

4330002006479

HPと広告のメディアミックス戦略による新規顧客開拓事業

7266 熊本県

有限会社 鍬先設備

3330002026866

八代に安眠を！ドライヘッドスパで新規客獲得

7267 熊本県

有限会社トップルーフ

7330002016797

HP作成及び昼（ランチ）営業開始による顧客拡大

7268 熊本県

株式会社花岡塗装

5330001022419

カラーシュミレーション導入による販路開拓と顧客満足度向上事業

7269 熊本県

ココロミ商店

体験型地域ミニ物産館への転換で新たな顧客層の確保と売上アップ

7270 熊本県

プレタポルテ リア―ジュ

最先端メニューのマルチメディア広告による新規客集客事業

7271 熊本県

ＧＯＯＤＬＩＦＥ

八代海で快適な魚釣り・遊漁船業広告及び販路開拓

7272 熊本県

キャモンブックス

お客様に寄り添った店作りで、島唯一の文具・本屋さんを目指す

7273 熊本県

合同会社レイダンススタジオ

7274 熊本県

START

オリジナルプランの認知拡大による新規顧客の獲得

7275 熊本県

Bouldering Space CRACKER

看板、登り旗の設置、機械装置の購入による販路開拓

外国人観光客を中心とした「立ち寄りたくなる」店舗ＰＲ計画

完全個室居酒屋への転換による顧客満足拡大・新規顧客獲得事業

6330003007400

新規事業脱毛エステ開店に伴う紙媒体とWeb広告による販路開拓
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7276 熊本県

有限会社井芹工務店

4330002000746

「ぬくもりの家仕様住宅」の販路拡大事業

7277 熊本県

株式会社 健美堂

7330001025320

告知・宣伝用看板作成及び設置

7278 熊本県

mammy clover

ベビーフォト以外の野外ポートレート撮影で新規売り上げアップ

7279 熊本県

武蔵建装

住宅塗装「10年保証・1年後点検サービス」による販路拡大

7280 熊本県

N Salon

バストアップ特化エステのHPとSNS連動による認知度向上

7281 熊本県

三歌屋種苗店

ＨＰで三歌屋を知ってもらおう

7282 熊本県

松尾畳店

安心畳の製造量増加による新たな販路開拓事業

7283 熊本県

イクルテーブル

カレー＋１（プラスワン）新食感スウィーツで新たな顧客の創出

7284 熊本県

株式会社HEALTY

7330001021261

スクール事業の環境整備による業務効率化と売上アップ

7285 熊本県

株式会社新栄工業

6330001006924

「地震に強いＺＥＨ仕様住宅」の販路拡大事業

7286 熊本県

ヘアーサロンTens

7287 熊本県

株式会社アセプロ

7330001026509

「新たなる不動産活用システムの構築」による販路拡大事業

7288 熊本県

有限会社 上田基礎工業

3330002024325

住宅基礎用鋼製枠パネル導入とホームページ作成による顧客開拓

7289 熊本県

松下建設株式会社

9330001016152

社屋空きスペースを有効活用し、新たな収益の足掛かりとする事業

7290 熊本県

医食同源 南風原

沖縄料理や牛ステーキでお客様満足度アップとリピーター獲得事業

7291 熊本県

Farmers Cafe SAKURI（咲莉）

ピザ売上拡大のためのピザ捏ね機（記事作成機）導入

7292 熊本県

スポーツクラブT

店舗改装でトレーニングスペースを確保し客数増加

7293 熊本県

株式会社LAGULASU

9330001015823

上質なプライベートサロンが提供するエステスクール事業

7294 熊本県

有限会社 阿蘇丸福

5330002022954

「阿蘇丸福からあげ会席膳」販路開拓による震災復興設備充実化

7295 熊本県

株式会社ＨＥＰ

9330001023512

正しく歩いて体調改善！健康靴を広めて売上向上プロジェクト

7296 熊本県

河内屋

7297 熊本県

株式会社セキュリティ九州

7298 熊本県

おうちごはん

移動販売車輌による軽食販売事業

7299 熊本県

お食事処 風月

店舗スタイル刷新の周知徹底のための広報事業

7300 熊本県

ＵＰ ＦＩＥＬＤ

正規ディーラーと同等のサービスで近隣の同業他社に差をつける！

7301 熊本県

中村自動車有限会社

7302 熊本県

和心 わたなべ

膝を痛めている方の来店満足度向上と新規顧客販路開拓

7303 熊本県

美容室Sepia～セピア～

髪の健康と安全を考えるアットホームな美容室づくり

7304 熊本県

株式会社 創SOU

3330001024763

レストラン人気メニューの商品化による事業領域の拡大と事業化

7305 熊本県

(株)アグリファーム未来

2330001019681

高度化設備加工場への改修工事で販路開拓

7306 熊本県

株式会社 熊本コーポレーション

7330002019544

親会社の付帯事業から自主独立したトラック整備業の新事業開発

7307 熊本県

合同会社フューチャーファインディングコミュ
ニケーションズ

1330003007669

障害を持つ子供達とその保護者と共に自立する為の認知向上事業

7308 熊本県

ユーエリアデザイン 株式会社

5330001011264

新店舗オープンに伴う看板・メニュー看板制作による視認性の向上

7309 熊本県

株式会社阿蘇自然の恵み総本舗

5330001018004

熊本県産菊芋を使った既存商品のリニューアルと姉妹品の開発

素髪のアンチエイジング！電子トリートメントによる顧客開拓事業

「阿蘇の田舎郷土料理」の販路拡大による設備充実化事業
6330001010901

8330002031028

顧客データの有効活用と社屋看板での知名度ＵＰによる売上げ拡大

「車のなんでも相談会」開催！バリアフリー化で販路開拓事業！
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7310 熊本県

NSS九州株式会社

3330001006902

ストレス低減・快眠環境他を提供する癒しぬいぐるみの開発

7311 熊本県

株式会社ツナグクラフト

1330001024765

新商品のミルクガラス製マグカップ製品開発

7312 熊本県

有限会社旬香

2330002005466

店舗への来客数増加に向けての取組と新たな販路開拓

7313 熊本県

有限会社つるや旅館

7330002023018

スチームコンベクション導入による新メニュー、深サービス開発

7314 熊本県

株式会社ＫＳ総合

3330001022544

バタフライピーを活用した６次化事業構築による販路開拓事業

7315 熊本県

有限会社美健堂

4330002018169

フードミキサー導入による高齢者向け販路拡大事業

7316 熊本県

佐々養鶏場

採卵体験による自社商品の認知度向上・新規顧客獲得

7317 熊本県

eva

HPによる新たな予約システム導入と温活メニューの広報活動事業

7318 熊本県

アニマルケアサービスMakani

犬猫のおやつ販売市場開拓及び拡大事業

7319 熊本県

高橋建築

設計のデジタル化による顧客満足度向上事業

7320 熊本県

有限会社 きどや

7321 熊本県

小山製茶

7322 熊本県

合資会社村田畳工業

7323 熊本県

うな専

移転に伴う新規販路開拓事業

7324 熊本県

宝友

地域活性と子供達の未来向上の為のステージ設置・PR作戦

7325 熊本県

まるとく食堂

セルフオーダーシステム導入で新規顧客獲得

7326 熊本県

株式会社 日の出観光

7327 熊本県

ＳａｌｏｎＥＹ

待合時間短縮。半個室により顧客がくつろげる空間作り。

7328 熊本県

leiri hygge

ジオパーク阿蘇の自然に根ざしたキャンプ場の情報発信事業

7329 熊本県

アート商事

造花新（売れ筋）商品の開発による新規顧客開拓事業

7330 熊本県

後藤建設

ＨＰ等活用し事業所名や事業内容の幅広いＰＲによる顧客獲得事業

7331 熊本県

ａｎｉｍａ

日常的なこころケアで自分らしさを取り戻す。体験デザインの設計

7332 熊本県

食彩の里 ふしみ

急速冷凍技術を用いた新商品の開発をし、販路拡大につなげる

7333 熊本県

味工房さがら

ＳＮＳ映えによる新規顧客獲得事業

7334 熊本県

（株）ランドスケープ・ナカヤマ

4330001023269

モダンバレエ教室に対する認知の向上と情報発信事業

7335 熊本県

株式会社佐藤工業

3330001009946

インスタグラムと連動した簡単に注文できるホームページ開設

7336 熊本県

しっとう屋

衛生面強化による店舗リニューアル事業

7337 熊本県

ちきゅうや

南阿蘇の「ありがとう」を食卓へ むらのハヤシ・ビーフシチュー

7338 熊本県

有限会社 田口技建

6330002026731

広告看板（車両含）及び現場看板・のぼり旗による宣伝広告事業

7339 熊本県

株式会社ナチュラルワンダー

5330001025850

ホームページ構築及び告知のパンフ作成等による認知度の向上

7340 熊本県

ヘアーサロン みしま

新型理容イス導入で顧客満足度アップによる販路開拓

7341 熊本県

松野米穀店

松野米穀店リニューアルオープン周知巡回計画

7342 熊本県

DABERIBA

自社および商品の認知度向上による販路開拓事業

7343 熊本県

ペンション ティンクナ

ホームページ作成事業

7330002022201

目立つ看板を設置し水道工事店のイメージを定着させ顧客増強事業
茶産地及びこだわり商品の知名度ＵＰと顔の見える商品の提供

1330003002950

5330001012279

HPリニューアルと管理ソフト導入による販路開拓と業務効率改善

新規のスポーツ合宿客及び個人客獲得のための販売ツールの整備
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7344 熊本県

エリ ステンドグラス

新商品開発と顧客獲得事業

7345 熊本県

みさと会

既存商品改良と新商品「美里漬けと高菜漬けの油炒め」開発事業

7346 熊本県

ＴＥＬ Ｍｅ

事業承継を前提とした中規模団体と女性客向け店内リニューアル！

7347 熊本県

有限会社ヤヒロ広告社

6330002010826

来店者増加のための店舗一部ショールーム化及びトイレの美麗化

7348 熊本県

株式会社ティ・エム・カンパニー

5330002023880

商圏拡大に伴う新プロモーション戦略

7349 熊本県

Flower of Earth

和のスパイスとハーブを活用した新商品開発及び生産性向上事業

7350 熊本県

市川製茶園

６次化製茶園の新たな挑戦！ｗｅｂを活用したＢｔｏＣ展開事業

7351 熊本県

株式会社KAM Brewing

3330001025778

ＨＰ開設とオリジナル商品によるクラフトビール販路開拓事業

7352 熊本県

有限会社ＳＴＡＲ

1330002015516

ワンストップ習い事 テニスと英会話を同時に学べるスクール

7353 熊本県

久吾寿司

7354 熊本県

株式会社五山房

7355 熊本県

老いのこんびにサポート

7356 熊本県

有限会社エンゼル

2330002016018

保育園の特徴をホームページで視覚的に訴求による販路拡大事業

7357 熊本県

有限会社ヒカリベジータミート

8330002018264

海外進出に伴うＨＰとラベルリニューアルによる販路開拓

7358 熊本県

吉竹電気店

7359 熊本県

有限会社 八木不動産

7360 熊本県

ヘアーブティック はみーる

7361 熊本県

株式会社ダイヤモンドブルーイング

7362 大分県

ニュー丸福

老舗からあげ店による時代の変化に対応した新たな取り組みの広報

7363 大分県

藤部建築

リフォーム事業への取り組みによる売上増加を目指す

7364 大分県

雑貨＆Cafe Nanohana

久住高原にお越しください！席数を増やしてお待ちしています！

7365 大分県

有限会社 榎屋

3320002010045

高齢者対応した快適な空間づくりにむけてのバリアフリー化事業

7366 大分県

有限会社好の井

6320002010249

多言語化による長期滞在型インバウンド獲得事業

7367 大分県

株式会社創和ハウジング

2320001016820

紙媒体とＩＴを組み合わせた宣伝活動による新築事業の認知度向上

7368 大分県

有限会社藤原家具

6320002015413

クロスメディア戦略によるオーダーカーテンの新規顧客の獲得事業

7369 大分県

SOBA CAFE ゆうひ

当店自慢の景観を活かした、来店客数増加による売上拡大事業

7370 大分県

岡田商店

鮮度管理を追求した鮮魚出荷の販路開拓

7371 大分県

清家自動車

対応力の改善を追求した集客力強化事業

7372 大分県

有限会社清家造船所

2320002016869

作業効率と仕上がりを追求した修理改造・メンテナンスの販路開拓

7373 大分県

有限会社若栄屋

1320002015541

『鯛茶漬けうれしの』のＰＲによるＦＩＴインバウンド客獲得事業

7374 大分県

相良工業所

林業機械の販売体制の強化事業

7375 大分県

萱島製材

一般客向けDIY事業への参入

7376 大分県

uraniwa

美容の総合サービス店「uraniwa」の認知度向上

7377 大分県

旅館 黒嶽荘

1年熟成ゆずごしょうの販路開拓事業

HP及びチラシ作成による顧客取戻しと新規顧客獲得
2330001006952

本社工場移設に伴うＰＲ活動と最新設備導入による販売拡大
保険契約者に対する新たな独自付加サービスによる販路開拓事業

ショールームＬＥＤ化と明るい店舗づくりで、新規来店顧客の獲得
6330002024768

顧客のニーズに応じたホームページの開設で新たな顧客創造事業
ワンストップサービスによる顧客満足度の向上及び新規顧客獲得

9330001023181

２号店開設に伴う広告を中心とした集客事業
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7378 大分県

パン工房エトワル

店舗への道案内と地域の活性化の看板設置

7379 大分県

有限会社佐藤建設

7380 大分県

chat noir

顧客満足向上と作業導線確保による業務効率化のための店内改装

7381 大分県

つきのほたる

地元耶馬溪で自社栽培・自社加工のお土産品の販売事業

7382 大分県

合同会社 お茶の川谷園

7383 大分県

陶カフェ しきろ庵

7384 大分県

株式会社 耶馬溪ライフ

7385 大分県

神野自動車

コーティングサービスの提供による販路開拓

7386 大分県

Gyspy’ s mile（ジプシーズマイル）

閑散期に移動販売車を利用した新規顧客の獲得事業

7387 大分県

森食品

生産性向上による売上増加と事業承継を見据えた営業力強化事業

7388 大分県

合谷自動車

スキャンツール導入による愛車無料診断の実施で新規顧客獲得

7389 大分県

湯屋 天音

脱衣場のトイレ改修による高齢者等への顧客獲得事業

7390 大分県

田島山業株式会社

7391 大分県

WARASHIBE PICTUERS

7392 大分県

株式会社YUFUIN-ICHIZU

9320001015865

ブランド力の向上による販路開拓事業

7393 大分県

株式会社ゆふふ

1320001005238

パッケージ開発、ＳＮＳ広報による商品ブランディング事業

7394 大分県

株式会社菊昇

8320001013985

パッケージ開発、店舗看板設置によるインバウンド客獲得事業

7395 大分県

耶馬渓観光開発株式会社

5320001011018

スマホ・多言語化した自社ホームページ作成による来客数アップ

7396 大分県

株式会社ナノプラネット研究所

9320001011708

光マイクロバブル技術を活用した車いす用介護足浴装置の販売促進

7397 大分県

三愛本舗

7398 大分県

株式会社徳丸商店

7399 大分県

耶馬の森

ホームページの充実とレシピ提案による売り上げアップ事業

7400 大分県

居酒屋まるい

高齢者向け設備導入による顧客満足度アップと新規顧客獲得

7401 大分県

北曽木椎茸農園

HPの作成、新ラベル・パッケージの開発による販路の拡大事業

7402 大分県

くにさき総合会館 嘉宴

真空パック商品の開発販売による新事業の展開

7403 大分県

神田米穀店

インバウンド客獲得事業～BtoBからBtoCへの取組みへ～

7404 大分県

みろく酒造株式会社

8320001008300

看板・幟の設置で集客力をアップし、当社のファンを増やす事業

7405 大分県

有限会社 麻生醤油醸造場

1320002019815

商品入れ替え可能パンフレット制作による首都圏飲食店の販路開拓

7406 大分県

OZ ROO (KAYABUKI)

7407 大分県

有限会社ウエストガーデン

7408 大分県

ALOHAppiness

7409 大分県

有限会社 竹明庵工房

7410 大分県

からあげ幸力 日出店

7411 大分県

株式会社南風工藝

7320002015684

9320003002110

ＨＰによる当社の魅力を発信し、“行列のできる工務店”開発計画

新商品「粉末焙じ茶」のパッケージ開発及びパッケージの統一
陶芸教室の開催に向けた環境整備及び体験プランの実施事業

4320001011225

7290001008676

養蜂事業の提案型営業の整備・実施事業

当社の魅力が伝わる新たなホームページ作成
今まで見たことのない故郷を発信！ドローン・動画事業

冷凍機導入による効率化と看板・ＰＲ冊子作成による収益拡大事業
9320001011682

乾しいたけの販売促進と商品ブラッシュアップによる販路開拓事業

コーヒー焙煎所を導入し、当社の主力商品へ！
7320002016047

看板設置による店舗の周知と販路拡大
新店舗開設による顧客確保とヘナを用いた販路開拓

1320002015756

新規顧客獲得および知名度向上のためのホームページ新規作成
当店の強みを伝えるための広報及び店舗外観の整備

9320001008357

新商品の開発における新規顧客確保と伝統工芸の活性化事業

218/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
7412 大分県

loopthings

看板設置による店舗周知及びチラシ等による顧客開拓事業

7413 大分県

有限会社 花びし

7414 大分県

上田精肉店

7415 大分県

有限会社たかはし

9320002016912

佐伯市やよい特産の「しょうがコロッケ」を全国へ！

7416 大分県

株式会社 軸丸

1320001009222

山間部の自動車整備工場による新エアコン・洗車サービスの提供

7417 大分県

ファミリーショップ日髙

新たな魚介系惣菜の開発と惣菜の安定供給事業

7418 大分県

岡次造船所

作業効率の改善を通じた修理改造・メンテナンスの販路開拓

7419 大分県

神田造船所

作業効率を追求した修理改造・メンテナンスの販路開拓

7420 大分県

有限会社サンワールドつるみ

7421 大分県

ビューティーサロン Leaf

「利便性の追求及び宣伝力強化による売上改善事業」

7422 大分県

よつめ染布舎

日本の伝統的染色技法「型染め」を日本の方々に深く知ってほしい

7423 大分県

有限会社ケイエスケイ

6320002019570

ホームページ開設による海外宿泊客の獲得！

7424 大分県

有限会社 旅館本陣

1320002019542

ワンちゃん浴衣でインスタ映え！SNSを活用し客数アップ！

7425 大分県

スエヒロスポーツ

グラブトントン機の導入による、野球グローブメンテナンスの強化

7426 大分県

パルテール

広告展開による新規集客獲得・認知度向上

7427 大分県

株式会社ますの井

1320001009825

寿司ロボット・おにぎり機導入における 宴会・合宿料理の差別化

7428 大分県

株式会社 AOI

6290001055991

広告展開による新規集客獲得

7429 大分県

お菓子工房 紺や

7430 大分県

渡辺水産株式会社

7431 大分県

GreenBrown（ちとせや緑茶）

インフォメーション看板設置による周辺観光発展の起爆剤化事業

7432 大分県

洋菓子工房アンティーク

卵，牛乳，小麦粉フリーの洋菓子開発による事業拡大と体制強化

7433 大分県

有限会社 東信研磨

7320002016022

ホームページ作成により営業活動の効率化と売上増を図る

7434 大分県

有限会社小川商店

9320002016466

シール機の導入とホームページの活用による販路開拓

7435 大分県

カットインはさま

7436 大分県

有限会社 三宅水産

7437 大分県

小玉農園

施設整備による外国人旅行者の販路拡大

7438 大分県

ONO Trade/ONO FLOWER

アプリ製作・活用で新たな広報及び顧客管理から新規顧客開拓事業

7439 大分県

株式会社やまのゆ

7440 大分県

カフェバードランド

地域初！話題を呼ぶ新感覚スイーツの開発による顧客獲得事業

7441 大分県

河野吉喜の体力学校 （仮）

リズム運動を用いた幼児期の脳と体の発育発達を促進させる取組み

7442 大分県

割烹 太喜

レシピパンフとパッケージ作成による販路拡大

7443 大分県

旅の宿 山椿

10年後、20年後とニーズに対応した環境整備事業

7444 大分県

永冨自動車鈑金

ホームページ新設による自社工場・サービスの認知度向上事業

7445 大分県

有限会社津井商店

5320002018185

販促活動による地元客集客と顧客満足度向上
広告宣伝による新規顧客層に対する販路拡大・経営強化

9320002016747

シーズニングソルト4種類の開発及び販路開拓

新商品“里芋と焼酎のチョコバー”による、県外の販路獲得
8320001008655

鱧を使った看板メニューの開発及び販促ツールによる認知度向上

バリアフリー化とご年配のお客様がご来店しやすい空間づくり
9320002017357

5320003001355

5320002016981

味付け干物商品開発による新たな販路の開拓

館内の利便性＆セキュリティ向上によるFITに向けた販路開拓

高齢の顧客のための店内改装と新サービスによる販路開拓事業
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7446 大分県

有限会社 繁誠

5320002015389

通り沿いからもちょっぴり分かり易く、居酒屋松伴のPR事業

7447 大分県

由布院 その田

7448 大分県

有限会社 佐藤グリーン

7449 大分県

女猟師の加工所

7450 大分県

株式会社来浦ぐらんま

7451 大分県

河野法一商店

7452 大分県

牟禮鶴酒造合資会社

7453 大分県

みっちゃんからあげ専門店

ＨＰや雑誌等を活用した新規顧客層に対する販路開拓事業

7454 大分県

阿部三郎商店

店舗外観改装及びHPツール作成による販路開拓事業

7455 大分県

だるま製麺所

地元産野菜天ぷらとおでんの提供による販路開拓事業

7456 大分県

栗林建具店

訪日外国人向け日本製品の木製品開発事業

7457 大分県

有限会社 胡桃屋

5320002020075

トイレ改修による店舗内環境整備及び新規取引先拡大事業

7458 大分県

株式会社三日月の瀧コーポレーション

8320001010363

広報戦略強化による認知度向上と新規顧客獲得事業

7459 大分県

有限会社みつまど

2320002020202

高齢化と子連れ客に配慮した洋式便器の設置による新規客獲得事業

7460 大分県

有限会社 津房館

6320002014266

100歳をすぎても楽しめるユニバーサルデザインフード提供事業

7461 大分県

有限会社 坂本商会

7320002018299

顧客ニーズの変化に対応の設備導入でワンストップサービスを実現

7462 大分県

イーエムオー・ネットワークス（ここち屋）

機械導入による作業効率向上と商品ロス削減

7463 大分県

週末屋台ドーモ

新メニュー開発とＰＲ強化による新規顧客獲得事業

7464 大分県

塚崎薬品工業株式会社

7465 大分県

食楽酒房 遊

7466 大分県

株式会社元リゾート

7467 大分県

まめのもんや

7468 大分県

株式会社アンサンブル・デュ・レストラン

9320001016046

小規模農家とお客様を繋ぐ店舗型レストランによる販路開拓

7469 大分県

有限会社 福田林業

3320002016257

油圧ホース関係機材導入により経営の安定を図る

7470 大分県

さんちゃんラーメン

新メニュー開発とメニューブック作成による客単価・回転率向上

7471 大分県

モードふじ

幸“服”届ける移動販売事業による販路拡大事業

7472 大分県

有限会社和田葬祭社

3320002018567

生花部門強化による充実した家族葬プラン提供とホームページ改良

7473 大分県

株式会社azuInc.

1320001015526

地元有名酒造会社とコラボしたオリジナル焼き菓子の製造体制確立

7474 大分県

塚原乃縣屋

「塚原乃縣屋」直売所オープンによる観光客呼び込み事業

7475 大分県

Field Power 清流にんにく

水耕栽培システム導入による、さらなる生産性向上及び販路拡大

7476 大分県

藤原吉福堂

店舖照明、冷蔵ショーケースＬＥＤ化による店舗、商品華やか事業

7477 大分県

株式会社 浅田商会

6320003001379

7478 大分県

亀の井酒造合資会社

8320003001385

7479 大分県

河野建具店

弁当販売事業の開始と農泊利用者向け料理提案事業
6320002014258

「個人向け造園工事・庭園維持管理業務強化による売上拡大事業」
ジビエの塩麹加工品とギフトの開発による販路開拓事業

1320001011616

旅行客用おにぎりパッケージの開発
新看板で新事業を周知し売上アップ

4320003001166

5320001007750

特約店との絆を深めて、沢山売ってもらうぞ！新規開拓もするぞ！

ドリンクラベルプリンター導入による業務改善事業
カプチーノとんこつ販促活動及びＳＮＳ活用による販路開拓事業

7320001014092

インターネット集客の強化によるハイエンド旅行者獲得事業
看板設置による客誘導と機材導入による生産性向上

ショールームリニューアルに伴う販売促進強化事業
情報発信手法改善による新営業展開での市場浸透力強化事業
建具店が行なう住宅に潜む危険の啓発並びに改善方法の提案事業
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7480 大分県

有限会社たからや旅館

5320002019910

「インバウンド特需」に対応した環境整備事業

7481 大分県

有限会社佐藤工芸

3320002019887

竹製ストローセット製造のための機械導入と販路開拓

7482 大分県

有限会社 梅野組

5320002020018

商談スペース設置により民間工事割合増加を目指す新たな販路開拓

7483 大分県

シンカーミート

リーフレット等を活用した新規顧客開拓事業

7484 大分県

童話の里くす町 黒米研究会

製粉機導入でＢｔｏＢ取引き、新たな収益源確保による売上拡大

7485 大分県

あっきらきら農園

ファインバブル導入“ぷくぷくいちご”ＰＲによるブランド力向上

7486 大分県

若屋

ファミリー向け居酒屋を周知するための看板設置と広告配布

7487 大分県

有限会社 髙柳自動車整備工場

5320002018342

大型対応のタイヤチェンジャー導入による売上と顧客満足度の向上

7488 大分県

有限会社 ダイイチ

6320002020124

ＬＥＤ照明と自然光を活かしたスタジオ改装による新規客開拓事業

7489 大分県

ジャパンドローンスクール大分 株式会社

6320001016775

会社PRによるドローンライセンス取得の推進事業

7490 大分県

株式会社 カンダ石油

6320003001387

キャンペーンを通して周知・集客の拡大事業

7491 大分県

株式会社 Lively Farm

8290801021720

「大分ホワイト」ブランド化推進による地域産業創出事業

7492 大分県

有限会社若竹実業

5320002019984

安全をアピールした高齢者、障害者にも堪能してもらえる施設作り

7493 大分県

こいのぼりサンドのお店 Cherry Blossom

移転による新規客の取り込み事業

7494 大分県

オリオン美容室 by socotta

訪問美容に移動式シャンプー台を導入でメニュー拡大と満足度ＵＰ

7495 宮崎県

有限会社安田屋

7496 宮崎県

前田菓子舗

新たな店づくりと新サービス提供によるインバウンド客等の獲得

7497 宮崎県

BARBER DAIJIRO

オプションメニューで客単価増と新規顧客獲得に繋ぐ仕掛け作り

7498 宮崎県

美容室たき

リラクゼーション電動シャンプーユニット導入による売上増加事業

7499 宮崎県

有限会社竹炭の里

7500 宮崎県

インテリア高岡

撹拌機・糊付け機導入による作業効率化・売上アップ計画

7501 宮崎県

プライベートサロンCocokara

新足湯メニュー導入で新規顧客獲得と客単価アップ計画

7502 宮崎県

お食事 女島

新店と特別室周知を行うホームページ開設、看板設置、チラシ作成

7503 宮崎県

福乃屋

佐土原生姜入り煮豆および会議等の団体向け弁当の販路開拓

7504 宮崎県

誠商事

新型清掃機器導入による高齢者雇用と売上アップ事業

7505 宮崎県

株式会社のざき造園

5350002007573

庭づくり工事の品質向上・工期短縮のための測量内製化

7506 宮崎県

有限会社日之影車両

1350002013410

大型二柱リフト導入による大型車受注計画

7507 宮崎県

株式会社髙舘

4350001011032

ネット販売を通し収益向上と地域に根差せる店舗運営事業

7508 宮崎県

株式会社ここく

8350001015335

味噌・塩の販売強化のための塩釜製作事業

7509 宮崎県

uipan

食パンの増産化及びパンの魅力発信による町内外の顧客獲得

7510 宮崎県

居酒屋 無我夢中

英語対応電子看板を活用した名物料理PRによる海外客の来店促進

7511 宮崎県

居酒屋 花まり

母から娘へ夢をバトンタッチ。お客様から愛され続けるお店造創り

7512 宮崎県

レッドパイン株式会社

7513 宮崎県

カサヤ

7350002007662

7350002007142

7350001010320

「もちピザシート」のカット機改良による生産性向上・販路開拓！

海外向けHPによる海外販路開拓事業

「季節の地どれ野菜で１ランク上の菌活サラダ」の開発・販路開拓
スキンケアルーム設置、フェイシャル機器導入による販売促進事業
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7514 宮崎県

楽遊膳 和

ランチタイムのお客様満足度向上と客単価アップ

7515 宮崎県

ＫＮ´農心

高性能真空包装機の導入による川南町産地頭鶏カレー等の開発

7516 宮崎県

高千穂焼五峰窯あまてらすの隠れcafe

体験型サービスの拡充による観光客の「コト消費」獲得事業

7517 宮崎県

有限会社紅屋

7518 宮崎県

明月堂

地域資源を活用した長期保存可能な新商品開発による販路開拓事業

7519 宮崎県

大納言

店舗デザイン、鶏もも焼きブランディング事業

7520 宮崎県

PePe

マフィン生産増加とサイクリングの新規顧客獲得による売上向上

7521 宮崎県

有限会社赤坂

3350002009530

ウメの新品種「露茜」を使った甘露煮の販路開拓

7522 宮崎県

有限会社香川畜産

3350002009571

公式ホームページリニューアル・拡張 企業紹介・販売HP

7523 宮崎県

旅館 鶴富屋敷

ホームページ作成による販路拡大及び村内情報発信事業

7524 宮崎県

二鶴旅館

改修でイメージアップすることによる来店客増加作戦

7525 宮崎県

有限会社アックプリント

8350002009534

看板及び玄関のリニューアルに伴う販路開拓事業

7526 宮崎県

株式会社智恵丸

9350001015482

ＨＰでの「高千穂牛炙り丼」ＰＲによる観光客獲得事業

7527 宮崎県

株式会社新緑園

2350001005787

茶室での茶の湯体験提供によるブランド向上と売上増大

7528 宮崎県

工藤パン

若年層を中心とした観光客向け新商品開発及び店舗販売強化事業

7529 宮崎県

美味工房 新垣亭

消費者ニーズに合わせた店舗のバリアフリー化、町民への販促活動

7530 宮崎県

有限会社宮崎上水園

7531 宮崎県

SHOT BAR 神風

現在より広範囲の商圏から集客する為の販売促進及び店づくり事業

7532 宮崎県

高千穂いまちゃんカンパニー

ホームページ開設によるイベント企画・運営事業の売上拡大

7533 宮崎県

Remercier

新設備導入による新規顧客獲得と客単価アップ計画

7534 宮崎県

華御形株式会社

9350001014699

ふるさと納税の返礼品や新商品のお菓子の販路拡大

7535 宮崎県

株式会社ABUMI

3350001015645

看板設置、新サービス導入による認知度・売上アップ

7536 宮崎県

日之影自動車整備工場

顧客管理システム導入によるリピーターup戦略

7537 宮崎県

岩戸精米

新規商品認知拡大のためのウェブページの作成

7538 宮崎県

有限会社アサヒホーム

7539 宮崎県

ＡＧスカイサービス

ホームページリニューアル、パンフレット作成による販路開拓

7540 宮崎県

Ｏｆｆｉｃｅ ｌｉｎｋ

オンラインクリエイター育成塾の実施

7541 宮崎県

いやし処 高千穂もみほぐし

新サービス「足の指もみ」ＰＲによる観光客獲得事業

7542 宮崎県

OTTO-OTTO

新店舗開設に伴う相乗効果による販路開拓及び売上向上

7543 宮崎県

渡川山村商店

地元産食材３品を利用した新商品開発と販路開拓

7544 宮崎県

有限会社曽木観光開発

1350002012908

移動脱着式現場事務所兼作業ＢＯＸ導入

7545 宮崎県

株式会社鏡山牧場

3350001015190

フードスタイル２０１９出展による販路拡大事業

7546 宮崎県

有限会社梶原建設

5350002013571

ペレット製造機導入による環境循環型木質ペレット製造新規事業

7547 宮崎県

株式会社金丸慶蔵商店

2350001006166

新たな取り組みを中心としたホームページ制作による新顧客創造

5350002013357

9350002015416

1350002007354

リフォーム工事の対応力強化及び一般客向け販路拡大

健康志向の強い米国西海岸消費者へのバイオ茶販売プロジェクト

相続相談・中古住宅取引のＰＲのための看板設置
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7548 宮崎県

くらうんふぁーむ

カメラマンと大道芸人がいるマネできない、いちご観光農園の開園

7549 宮崎県

かわの建設

新規顧客獲得のための新規エアコンクリーニング事業推進

7550 宮崎県

TRUNK AUTO WORKS

自社ホームページの開設及び広告物による顧客獲得事業

7551 宮崎県

株式会社くるでん

7552 宮崎県

日髙商会モトショップウィザード

バイク入門者向けの展示エリア設置による新規顧客の獲得

7553 宮崎県

矢野商店

観光客土産品特設コーナー設置事業

7554 宮崎県

農縁

「いらかぶの粒マスタード」販売のための写真および動画制作

7555 宮崎県

テイクアウト喫茶この花

ドリンクテイクアウトを可能とする製氷機導入事業

7556 宮崎県

ナリス化粧品 今村励志

自宅サロンと取扱商品の広告宣伝活動による販路拡大事業

7557 宮崎県

からあげ彦ちゃん

フライヤー購入によるＳＮＳ映えする新商品販売事業

7558 宮崎県

よしは建築

自社ＨＰ作成による売上拡大事業

7559 宮崎県

株式会社ＫＡＳＵＧＡ

7560 宮崎県

石原書道教室

Ｔシャツプリント機による新たな収益確保事業

7561 宮崎県

ビヨウシツ オカモト

グリーンガーデン風店舗の魅力アップによるリピーター獲得事業

7562 宮崎県

熊須碁盤店

新たな「工場見学」の受け入れ体制整備事業

7563 宮崎県

合同会社鼎

7564 宮崎県

綾の里

7565 宮崎県

有限会社フラワーギフト明日香

4350002008696

定期配達サービスの導入・看板設置による新規顧客開拓で売上増加

7566 宮崎県

有限会社河野俊郎酒店

2350002006339

新店舗開店に伴う新たな取り組みによる集客事業の展開

7567 宮崎県

株式会社ベルコード

4350001014489

ネットショップ運営の経験を生かした自社ネットショップの構築

7568 宮崎県

有限会社高福

7350002005807

終活カフェオープンに伴う広告、宣伝

7569 宮崎県

宮田自動車整備工場

農機具修理で顧客を増やし売上アップ

7570 宮崎県

風味堂菓子舗

地元の希少国産ライチを使用した銘菓ブランド商品開発

7571 宮崎県

株式会社さつま地鶏屋

6350001014594

3350001015918

8350003002579

IOTに対応！データ収集システムの開発で異分野へ販路開拓！

新たな受注システムの構築による新たな収益の確保事業

野菜の貯蔵専用冷蔵庫導入による売上増加事業
顧客満足度アップによるリピーター獲得のためのトイレ洋式化事業

6350001009925

7572 鹿児島県 種子島コントライヴラボ

インターネットによる情報発信力の強化及び新規顧客獲得事業
加工場兼店舗の新設による自社での加工環境形成

7573 鹿児島県 NaRu株式会社

7340001019049

曽於市産「ヤーコン」による地域経済発展と新商品開発事業

7574 鹿児島県 有限会社 比良建材店

9340002012629

検索サイトの優位性を得るためスマホ対応ホームページへのシフト

7575 鹿児島県 吉永自動車整備工場

カーシェアリング事業参入による事業規模拡大と販路拡大

7576 鹿児島県 株式会社さくら知覧園

4340001020521

積極的に商談会、小売りイベントに出店し販路拡大

7577 鹿児島県 株式会社グリーンホテル福住

6340001012780

宿泊客の満足度を上げ、販路拡大を行う事業

7578 鹿児島県 結人株式会社

7340001018141

地域の観光とスポーツを支える企業へと成長するための環境整備

7579 鹿児島県 （有）いしはら

7340002015286

メニュー表の改良とパンフレット作成による新たな顧客獲得事業

7580 鹿児島県 合同会社 Ocean Line

5340003002228

買い物弱者対策、シニアサポートカー導入事業

7581 鹿児島県 有限会社 白石酒造

3340002017889

米国のロサンゼルスで手造り焼酎を提案する販路開拓事業
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7582 鹿児島県 株式会社 健康クラブ

3340001001571

新商品「無添加・烏骨鶏のウインナー」等の販路開拓事業

7583 鹿児島県 有限会社アクティブスポーツ・ガンコ

6340002012549

新メソッド「サップネス」の県内先行導入による需要と販路拡大

7584 鹿児島県 メガネサロン ユキ

検眼もこれで簡単に！携帯型検眼器導入で更なる顧客化への取込み

7585 鹿児島県 民宿 インディゴ

ウッドデッキ新設による強みを活かした新たな飲食事業の展開

7586 鹿児島県 ＫＩＮＫＯ☆ＢＡＳＥ

移動販売用キッチンコンテナの導入とチラシ作成による販路開拓

7587 鹿児島県 くわきの鍼灸・筋整体院

知名度アップと患者の新規開拓をアナログ媒体で今期はアプローチ

7588 鹿児島県 株式会社梅月堂

4340001013434

ブランドイメージと世界観を統一する店舗改装で業績向上計画！

7589 鹿児島県 打田原のマシュやどぅり

「ナリせんべい」の開発・製造のための設備の導入と販路開拓

7590 鹿児島県 髪技

高齢者の来店しやすい環境づくり事業

7591 鹿児島県 大園フルーツ

店舗改装による集客増加と需要に適した販売展開事業

7592 鹿児島県 有限会社 パーク商事

7340002016053

顧客満足度の向上による、来店顧客の固定化を実現

7593 鹿児島県 カットハウス ぱれっと

お客ニーズへの機能的な対応による新規顧客獲得と稼働率向上

7594 鹿児島県 實川商店

看板設置でワンストップ！観光客やサーファーの集客力アップ事業

7595 鹿児島県 株式会社中尾スポーツ工業

6340001015676

地域ニーズの高い除草、庭の整備、家屋解体等による販路拡大

7596 鹿児島県 ㈲内山測量設計

6340002028132

デジタル機材導入での精密測量及び地域拡大による販路開拓

7597 鹿児島県 味処正ちゃん
7598 鹿児島県 株式会社 横川自動車

二人掛けテーブルの多用による顧客ロスを減少した販路開拓事業
2340001009343

「完璧だね！」と言われる塗装による新規顧客開拓事業

7599 鹿児島県 晴耕雨読

宿の環境改善により外国人の取り込みと女性層のリピーター化事業

7600 鹿児島県 ジャスミン

店内のイメージアップ及び消費者ニーズに応える販路開拓事業

7601 鹿児島県 カードッグMATSUMOTO

機材導入による新サービスの提供で販路拡大と売上アップ事業

7602 鹿児島県 (有)南九州きのこセンター

2340002026536

新商品開発に伴うパッケージデザイン作成と広報による販路開拓

7603 鹿児島県 有限会社 坂元鉄工所

1340002020374

生産性向上のためのフォークリフト導入による作業効率改善事業

7604 鹿児島県 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰほりうち

冷食用ショーケースの導入による販路開拓事業

7605 鹿児島県 株式会社 屋久島白川茶園

8340001016045

事業承継者による「屋久の玉露」「屋久の紅富貴」販路拡大事業

7606 鹿児島県 有限会社 荒田商店

9340002019599

新部門（飲食・シェアキッチン）広報周知による売上増加事業

7607 鹿児島県 葬儀会館 ひなた

ロビーに控室を設置し、逃していた売上を確実に売上にする

7608 鹿児島県 Seed Village 株式会社

2340001022024

バル開業及び新商品開発等による新規顧客誘致とインバウンド創出

7609 鹿児島県 株式会社 オニツカ興産

7340001018091

チッパーシュレッダー導入による収益増加事業

7610 鹿児島県 有限会社 田代水道

2340002024283

幅広い世代に宣伝広告を行い、販路拡大

7611 鹿児島県 株式会社 今隈製茶

9340001014444

訴求力のあるパッケージへの改良と広報活動による販路開拓

7612 鹿児島県 祁答院 ロード５１

LED照明で生産者の商品を鮮やかに見せ購買意欲倍増

7613 鹿児島県 株式会社 有光

3340001008204

高齢者に優しい作り！快適空間でのオリジナル商品販売計画

7614 鹿児島県 有限会社アグリおおすみ

2340002027443

曽於市産のお芋を活用した新商品開発による販路拡大

7615 鹿児島県 中村重農機

看板・のぼり設置による工場への誘導及び修理サービス広報事業
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7616 鹿児島県 有限会社みつわ

5340002019322

看板設置による直販アピールとのれん作成による出展時の演出事業

7617 鹿児島県 合同会社奄美島おこしファーム

5340003002095

地域資源（長寿食材）を活用した奄美薬膳メニューの販路開拓

7618 鹿児島県 けい水産
7619 鹿児島県 (株)Biground

デュアル型冷凍ショーケース導入による、売り方の改善
7340001021541

「らーめん店からラーメンカフェへ」既存の業態の拡大事業

7620 鹿児島県 美咲商会

新規取引先獲得に向けた機能的な販売ツールの設置による販路拡大

7621 鹿児島県 御食事処 喜楽里

外壁も目印！ご年配の方が来たくなる店舗つくりで売上アップ

7622 鹿児島県 屋久島カヤックトリップ ショアーズ

屋久島初カヤックフィッシングスクールの新規開設事業

7623 鹿児島県 馬場デザイン工房

レーザーカッター購入でボードゲーム用木駒の製造と販路拡大

7624 鹿児島県 味処 串源

出張販売用ガスフライヤー導入による出張販売・販路拡大

7625 鹿児島県 有薗建築

3次元ＣＡＤの導入による新規顧客の開拓及び業務効率化

7626 鹿児島県 田上建設 株式会社

6340001007574

木造注文住宅のブランド化、空き家管理に特徴のあるＨＰへの刷新

7627 鹿児島県 隈元弁当

新型の調理器具導入による新メニュー開発と販路拡大

7628 鹿児島県 おそうじ本舗鹿屋東店

新市場開拓のための機器導入と認知度向上による売上拡大

7629 鹿児島県 有限会社月精鉄工

3340002025405

ホームページ制作による認知度向上で市場開拓と売上増の実現

7630 鹿児島県 有限会社ムラタ建設

2340002023698

小型ショベルカー導入による狭小工事の需要獲得の実現

7631 鹿児島県 おそう菜のお店うえの屋

「姶良アゴ肉焼き」販路拡大のためのホームページリニューアル

7632 鹿児島県 株式会社 松島屋

4340001015166

作業着専門店としてのイメージ刷新・ＢｔｏＢ販売による販路開拓

7633 鹿児島県 有限会社 村山工務店

5340002028331

破材利用によるコスト削減！環境保全対策に資する域内販路拡大

7634 鹿児島県 株式会社 カーズクラフト

7340001020907

島内のお客が求めている優位性のあるサービス提供による顧客獲得

7635 鹿児島県 割烹伊勢有限会社

1340002025266

顧客満足度向上を実現するトイレ改修で来店客数の増加と売上拡大

7636 鹿児島県 大浦建設有限会社

6340002023414

家屋解体工事及び岩盤掘削工事の受注強化による販路拡大

7637 鹿児島県 Dining meister
7638 鹿児島県 有限会社宮崎水道

新商品（冷凍商品）の開発により販路拡大事業
5340002028050

7639 鹿児島県 肝属葬祭
7640 鹿児島県 株式会社マドンナ

受動喫煙防止に対応した簡易喫煙ＢＯＸを設置して顧客拡大事業
4340001018961

7641 鹿児島県 こまみず酒店
7642 鹿児島県 有限会社松元石油ガス

草木伐採の新規事業開始により販路拡大事業

ホームページ作成及びネット販売事業開始による販路開拓事業
地域に愛される店づくりと強みを活かした販路拡大

8340002026514

企業資源を生かした新サービスによる販路拡大事業

7643 鹿児島県 松田整骨院

トレーニングジム併設とコーチング実施による新規顧客の獲得

7644 鹿児島県 漁師居酒屋 船頭

加工品事業の展開による地場魚及び未利用資源の魅力発信

7645 鹿児島県 有限会社りんかけ堂

6340002019338

商品ラベル刷新及び売場演出改善による種子島伝統菓子の販路強化

7646 鹿児島県 有限会社 寺田商店

1340002019672

イートインスペース設置による売上アップ・ガス販売アップ事業

7647 鹿児島県 こころ動物病院

衛生的な動物病院を保つための外壁・屋根防水工事

7648 鹿児島県 有限会社 アリムラテレビ

8340002018180

ホームページを通した商品・サービス内容の周知による販路拡大

7649 鹿児島県 株式会社 さくら

6340001019818

弁当の店頭販売サービス導入による買い物弱者対策
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7650 鹿児島県 創作イタリアン ＷａｉＷａｉ

新規顧客の開拓、店舗認知度アップの為のコマーシャル事業

7651 鹿児島県 岳南工芸

屋久杉本来の魅力を伝えるための店舗改装及び看板設置

7652 鹿児島県 おしゃれの店 みなみ

バリアフリーに取り組んだ理容イスの導入

7653 鹿児島県 岩川自動車鈑金塗装

顧客利便性を高めるための新サービスの導入

7654 鹿児島県 小迫商店

不利な立地条件をチャンスに！大通り通行客集客リピート化の取組

7655 鹿児島県 HoｏＢａｒｕ

海外販路開拓に向けた屋久島産原料を使用した新価値商品創造事業

7656 鹿児島県 有限会社 海潟ドライ

8340002025193

「店舗改装キャンペーン」実施による新規顧客獲得

7657 鹿児島県 株式会社 宮田商店

4340001019191

ホームページ導入による県外観光客をターゲットにした販路開拓

7658 鹿児島県 株式会社 新月堂

7340001018109

健康志向客の顧客利便性を高めるための売り場空調設置工事

7659 鹿児島県 竹上商店

新事業「たこ焼きたけちゃん」で売上アップ

7660 鹿児島県 松尾木工

マグネットシート広告による認知拡大と販路拡大の実現

7661 鹿児島県 日昇製糖

自社ホームページの作成による商品情報発信及び販路拡大事業

7662 鹿児島県 中川塗装工業株式会社

4340001021255

7663 鹿児島県 大工の内野

静音型洗浄機導入と一般消費者向け宣伝で一般住宅の受注拡大事業
わかりやすい漫画で安心できる夢のマイホームづくりの提案

7664 鹿児島県 有限会社ナック

7340002007127

鹿児島初の中古車リース導入で利便性向上による新規顧客獲得

7665 鹿児島県 有限会社マルイストアー

5340002017391

看板・トイレ工事による「おいしい食」と「清潔」な店舗のＰＲ

7666 鹿児島県 合同会社 財の森

2340003002874

広報事業でジビエの潜在需要を掘り起こす！拡がる新規顧客の輪

7667 鹿児島県 美ブライダル愛

既存ビジネス見直しと広報活動、新サービスで呼び込む新規顧客

7668 鹿児島県 MURMUNN’

MURMUNN’看板設置事業

7669 鹿児島県 株式会社 鹿児島墓石

5340001001025

7670 鹿児島県 クリーニングはまだ
7671 鹿児島県 有限会社新光車輌

来店頻度向上を目指した開閉式オーニング導入による販路拡大
7340002017357

7672 鹿児島県 民宿えびす屋グループ
7673 鹿児島県 有限会社 中村鉄工

家族葬・納骨壇の販路拡大のための地道な広報事業

鈑金・塗装作業の内装化で顧客ニーズの対応と利益率向上
店内改装で気軽に立ち寄れるフードスペース作り

2340002023112

新設看板で認知度アップ＆新規顧客獲得へ

7674 鹿児島県 福田鮮魚店

冷蔵ユニット導入で切り開く！新たな販路と売上増加

7675 鹿児島県 オートガレージ相良

レンタカー事業の売上拡大に向けた地道な広告宣伝活動

7676 鹿児島県 someway

行事の和服を日常へ ～わらふで未来和服を作ります～

7677 鹿児島県 有限会社 田中かまぼこ店

6340002015915

7678 鹿児島県 紗希ＣＣオフィス
7679 鹿児島県 ㈱横瀬造園土木

生建電子システム導入による品質向上と新商品開発事業
キャリアコンサルタント業務の認知度向上による顧客獲得事業

5340001012179

新ブランド名・ロゴ開発とパンフレット・販促チラシ等作成事業

7680 鹿児島県 しもっごの里

もんじゃ作り体験コースとお店の魅力を発信する看板作成設置事業

7681 鹿児島県 民宿 がんじん荘

ボンドコーヒーの販売及び販路開拓による地域活性化事業

7682 鹿児島県 まかや内装

壁紙施工機器（自動壁紙糊付機）の導入に伴う販路開拓事業

7683 鹿児島県 株式会社 シマヤ商事

5340001009844

自社ホームページ導入による新たな顧客創造と事業多角化の確立
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7684 鹿児島県 田中ガラス店

サッシ等施工技術力アップによる顧客ニーズを捉えた売上向上事業

7685 鹿児島県 有限会社 田中商店

1350002018194

地域初となる高齢者の買い物を助ける宅配サービスの導入

7686 鹿児島県 屋久島荷役有限会社

4340002019785

販路拡大のための看板設置と事務所改装

7687 鹿児島県 有限会社 中島モータース

4340002019694

新聞折込チラシによる車両販売事業の強化

7688 鹿児島県 屋久島八万寿茶園

3340002019786

イベント出展による屋久島茶の販路拡大

7689 鹿児島県 有限会社 ますみつ建材

9340002000146

大工技術導入による吹付断熱技術を応用したリフォーム事業参入

7690 鹿児島県 chord

デザイン・省エネ・耐震性能を高めるリノベーション文化の定着

7691 鹿児島県 水間釣具店

顧客ニーズと市場の変化に対応した取組で増収増益を実現！

7692 鹿児島県 大丸鰹節有限会社

2340002018921

企業HPと通販HP作成による「指宿鰹節」認知拡大と売上向上

7693 鹿児島県 ガジュマルの樹の下で

地元食材を使用した新メニュー開発のための設備の導入

7694 鹿児島県 美すけっと

新サービスのため機器を導入しリピート率の向上、新規顧客の拡大

7695 鹿児島県 株式会社ナガサト

2340001017627

付加価値向上で契約農家と持続的発展を図るための機械導入事業

7696 鹿児島県 永谷豆腐（支）店

ヘルシー豆腐スイーツの生産体制を整え新規顧客獲得を目指す

7697 鹿児島県 パティスリー チェルシー

「オープン1周年」を機に認知度向上とイメージアップへの取組み

7698 鹿児島県 有限会社 開聞山麓香料園

8340002019113

ホームページの安全性向上とオンラインストアへの誘導強化

7699 鹿児島県 有限会社 幸福住建

5340002019124

不動産事業強化のためのホームページリニューアルと情報誌掲載

7700 鹿児島県 児玉醸造有限会社

4340002025494

アンテナショップ来客増加のための冷房設備とバリアフリーの設置

7701 鹿児島県 中村産業 有限会社

9340002024590

チラシ配布を行い近隣地域の需要を掘り起し売上増加を目指す

7702 鹿児島県 有限会社I・Qファーム

9340002027486

志布志発6次産業！I・Qファームで採れた農作物加工品展開！

7703 鹿児島県 南幸自動車
7704 鹿児島県 有限会社島おこしの里

迅速・高精度整備を可能にする高度故障診断機導入で新規顧客獲得
5340002021542

島豚の「無添加ソーセージ」製造・販路開拓のための設備導入

7705 鹿児島県 レストランアミューズ

キラキラ女子が本格フレンチ店で味わうデザート盛り合わせ！

7706 鹿児島県 オートボディミノモ

展示場移転に伴う広告看板設置で地域認知度の向上を目指す。

7707 鹿児島県 Fisherman’sdining合同会社

1340003002223

かつお魚醤普及推進事業

7708 鹿児島県 Lumiere

心も体もリフレッシュ 長時間でも快適ヘッドスパ！！の拡販

7709 鹿児島県 Ａｍａｙａｄｏｒｉ

小さなお子様から高齢の方まで安心して利用できる宿の環境整備

7710 鹿児島県 Criar hair NiiR

育毛・発毛コース事業化での顧客掘り起しと売上ＵＰ

7711 鹿児島県 南九施設 株式会社

7340001003119

エンドユーザーへの認知度向上と営業展開による経営体質強化事業

7712 鹿児島県 うと美容室

美容機器導入と美容サービス向上による顧客の創造

7713 鹿児島県 レストハウス豊城

店舗改装と客席回転率の向上による売上拡大

7714 鹿児島県 民宿ガラッパ荘

トイレ・風呂場改修による顧客満足度向上と新規顧客開拓

7715 鹿児島県 山田タタミ店

新店舗（支店）における販路開拓と機材導入で売上高拡大事業

7716 鹿児島県 さつまや食堂

店舗改装と和室用テーブルセット導入による顧客満足度の向上

7717 鹿児島県 有限会社 林運送

1340002019499

既存HPの内容充実と新設看板設置の連携による新規客開拓事業
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7718 鹿児島県 焼肉ソウルキッチン

南種子本店内個室の増設による受注機会拡大事業

7719 鹿児島県 合同会社福元工業

5340003002632

広報媒体設置による知名度向上と設備導入による販路拡大

7720 鹿児島県 駿河木材 有限会社

9340002025713

ホームページ開設による販路開拓事業

7721 鹿児島県 児玉酒店

インターネット販売でリピート客増加と販路開拓を行い売上拡大

7722 鹿児島県 海の恵み

「袋のままレンジでポン」を使った新商品開発で販路開拓

7723 鹿児島県 錦盛丸水産

貝掃除機「スピコンクリーナー」導入による作業効率化と販路開拓

7724 鹿児島県 Buono`s ぼうのつ

坊津産果実を使用したアイスクリームの販売及び販路開拓

7725 鹿児島県 ARCH+

営業ツール（ホームページ）獲得で販路開拓

7726 鹿児島県 有限会社 礒永水産

4340002022203

タンクの新設による製造力強化と販売品目増加による販路拡大

7727 鹿児島県 株式会社 むかえの木

1340001022041

四代目による「まちの定食屋」の認知度アップ事業

7728 鹿児島県 有限会社 浜建空調設備

7340002027001

顧客満足度向上を目的とした最新エアコン用洗浄機による販路開拓

7729 鹿児島県 有限会社 岩坪鮮魚精肉店

2340002019184

冷凍ショーケース導入で商品の見易さ改善し、入りやすい店づくり

7730 鹿児島県 休坂商店
7731 鹿児島県 合同会社89298.com

定額ラベルプリンター導入による生産販売管理体制と販路開拓事業
5340003001568

ペットフード事業拡大の為のハイブランド商品の開発

7732 鹿児島県 くすりのにしざこ

「お客様を元気に美しく」を目標にトータルケアによるＣＳ向上

7733 鹿児島県 吾平種苗

店頭で展示する生花の鮮度管理体制の強化とサービス力の強化

7734 鹿児島県 カーメイク西迫

営業活動の強化による認知度アップ及び新規顧客の獲得

7735 鹿児島県 株式会社 河童の森

3340001018005

長島町の自然をまるごと体感できる空間づくり

7736 鹿児島県 南日本開発株式会社

2340001015168

新聞配達と乳製品配達の相乗効果による販路開拓への取組み！

7737 鹿児島県 (有)村田造園建設

7340002016227

『稲作用箱苗』の製造販売サービスの開始による、売上拡大の実現

7738 鹿児島県 島結

大型乾燥機導入による製造量増加に伴うギフトセットの販売

7739 鹿児島県 屋久島コテージ森のフェアリー

インバウンド客の予約獲得により稼働率と売上を向上する事業

7740 鹿児島県 合同会社アール

6340003002838

地域初！リハビリステーション創業！オープンイベントで集客拡大

7741 鹿児島県 塚田工芸

高付加価値な屋久杉製品の安定製造とその製造・販売環境の構築

7742 鹿児島県 兼三

顧客満足度の向上によるリピーターの増大と客単価向上の実現

7743 鹿児島県 川崎石油店

地区内初の洗剤用高圧洗浄機の導入による新規顧客獲得事業

7744 鹿児島県 小松原鍼灸整骨院

地域の健康寿命を向上する役割を担うための環境整備事業

7745 鹿児島県 有限会社 シゲモト

6340002025666

7746 鹿児島県 Ｖｉｖｉｌａｄｙ
7747 鹿児島県 有限会社是枝ガラス

立地の良さを生かした店舗改装による商品PR事業
種子島初で需要が見込めるシミケアサービスによる新規の顧客獲得

1340002013642

創業42年、広報力アップで認知度向上と新規顧客の開拓！

7748 鹿児島県 ケーキハウスプリン

地元のプリンのお店はこちら！店舗の認知度向上で新規顧客の獲得

7749 鹿児島県 お菓子のＡＧＵＲＩ

顧客満足度を高める店舗づくりによる販路開拓

7750 鹿児島県 ドリーム

いらっしゃいませ！ようこそ、夢の空間へ！

7751 鹿児島県 合名会社テラダ

2340003000795

宿泊客の利便性向上と人気メニューの商品化による販路開拓
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7752 鹿児島県 御菓子司 前田家
7753 鹿児島県 西園酒造 株式会社

包装パッケージの開発による高級食パンのブランド化事業
2340001014062

7754 鹿児島県 山元クレーン
7755 鹿児島県 株式会社SOLcreators

PR看板設置による認知度向上と集客力向上事業
クレーン掘削機導入による新規顧客の獲得と受注力アップ！

1340001021530

空撮・作曲・映像作成サービスのコンテンツ拡充による販路拡大

7756 鹿児島県 Ｂａｌｉ Ａｎｎ

“異国情緒とホスピタリティ”のＰＲで新規顧客の獲得と売上増加

7757 鹿児島県 お野菜喫茶にんにん

ここにしかない総菜販売で新規顧客獲得＆売上アップ作戦！

7758 鹿児島県 Number 6’s

ＨＰ構築による自社製インダストリアルデザイン家具の売上獲得

7759 鹿児島県 有限会社 河野商事

1340002025472

ＣＳ向上のための商談スペース新設と広報活動による販路開拓

7760 鹿児島県 有限会社 江上電機

9340002014889

部品・在庫管理による迅速な対応力発揮で大型店との差別化実現!

7761 鹿児島県 Simply Farm
7762 鹿児島県 有限会社内之浦葬祭

高付加価値商品「搾りたてえごま油」の製造に向けた冷蔵設備導入
4340002024942

外壁改装による自社斎場のイメージ一新！！

7763 鹿児島県 anul

身体の中からキレイになれる“よもぎ蒸し”による新規顧客獲得

7764 鹿児島県 さかなや佐和

真空包装機導入による冷凍品販売促進事業

7765 鹿児島県 有限会社 柳元商店

2340002026684

いつ来ても明るいコインランドリー改装事業

7766 鹿児島県 株式会社 愛翔技研

2340001021653

ドローン活用による施工進捗管理及びＨＰ強化による販路拡大

7767 鹿児島県 オートサイクル三原

移動式修理作業機具の複数台所有による売上機会増大事業

7768 鹿児島県 美坂饅頭屋

冷蔵庫導入・クール便による県外発送部門強化・新商品開発事業

7769 鹿児島県 ふたみ生花

イラストレーターソフト導入による新規サービス&販促事業

7770 鹿児島県 有限会社 ケーエムオート

3340002019695

ＨＰを作成し「車のよろずサービス」で新たな顧客獲得事業

7771 鹿児島県 有限会社 前迫建設

6340002028009

看板設置による知名度アップ事業

7772 鹿児島県 ㈱谷口建設

6340001015412

新規部署設立による事業拡大および対応範囲拡張事業

7773 鹿児島県 株式会社久木田農園

8340001013067

カラフルな芋で作る「霧島のサツマイモグラッセ」の開発

7774 鹿児島県 うなぎ太郎

既存設備修繕によるリニューアルオープンPR事業

7775 鹿児島県 コンテナビレッジ２６８

集客イベントの開催と規格外野菜を使った新商品開発事業

7776 鹿児島県 農協衣料センター

広報強化による認知度向上に伴う新規顧客獲得事業

7777 鹿児島県 ＣＥＬＬ ＢＬＯＣＫ

稼働率ＵＰと来店客満足度向上で売上増加計画！

7778 鹿児島県 株式会社 長岡水産

6340001020965

7779 鹿児島県 浜田花園

長島からの贈り物「よかあわび」で新商品開発
店頭のイメージアップ事業

7780 鹿児島県 有限会社セブンプラザフクダ

4340002027821

テラス導入による店頭のイメージアップ事業

7781 鹿児島県 株式会社ティダ・ワールド

6340001011460

新時代に向けたコストパフォーマンスと販路開拓による売上向上

7782 鹿児島県 野間荘

宿泊客受け入れ体制の整備による販路開拓事業

7783 鹿児島県 株式会社カキウチ

3340001012940

業務用冷凍庫導入に伴う在庫管理及び販路開拓事業

7784 鹿児島県 満天株式会社

9340001021226

HPのリニューアルと新商品開発による新規顧客の獲得事業

7785 鹿児島県 M KAFFEE

既存トイレの改装に伴う顧客満足度並びに売上アップ事業

229/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
7786 鹿児島県 有限会社 滝山居宅支援事務所

9340002024467

スライド式玄関ドアと屋根拡張による施設改修事業

7787 鹿児島県 FOREFFECT

顧客の目を惹くための看板・広告事業

7788 鹿児島県 いっ杯

地元食材を使用した新商品開発による集客力向上事業

7789 鹿児島県 堂薗建築

店舗改装に伴う３次元CADプレゼンルーム改装事業

7790 鹿児島県 五反田印刷

新たなサービス提供と客層の開拓に伴うミシン加工機導入事業

7791 鹿児島県 株式会社r.e.f

2340001016447

7792 鹿児島県 カフェド・グリル サザンクロス
7793 鹿児島県 有限会社 新小倉自動車

天候や季節の影響を受けずに継続利用できる環境改善
ラベルパッケージ及びパンフレットによるアイスプリンの販路拡大

7340002027802

看板作成設置による販路拡大事業

7794 鹿児島県 菓子処さつまや

アイスクリーム製造販売での販路拡大事業

7795 鹿児島県 インテリア忍

完璧仕上げで品質向上！一括元請工事での売上拡大

7796 鹿児島県 ヘンタ製茶有限会社

7340002015113

霧島抹茶業務用販路開拓で売上拡大と認知度向上のため見本市出展

7797 鹿児島県 株式会社ヤマウチ

3340001020522

高齢者に対応した情報発信と認知度向上による販路開拓

7798 鹿児島県 安楽温泉 朱峰

ＨＰの再構築による名湯安楽温泉朱峰のＰＲ強化事業

7799 鹿児島県 Hair Salon Rhean

ホームページを活用した積極的な情報発信による販路開拓事業

7800 鹿児島県 ファンシーショップ メルヘン

店舗外装のリフォーム実施によるイメージアップ販路開拓事業

7801 鹿児島県 SOTO-CUL

飲食店舗用テント試作による顧客満足度向上事業

7802 鹿児島県 沖永良部酒造(株)

4340001010266

スマートフォン対応ホームページの新設による新規顧客の獲得

7803 鹿児島県 有限会社 蛭川庭園土木

6340002015106

建設業用安全管理ソフト導入による企業イメージ向上と業務効率化

7804 鹿児島県 晴れるベーカリー

コスト削減でスピーディーにお客様へ商品提供事業

7805 鹿児島県 vivace

高齢者を意識した店舗認知度の向上によるＰＲ事業

7806 鹿児島県 柳田自動車整備工場

お客様の満足度向上を目的とした新型検査装置導入と販路拡大

7807 鹿児島県 山下自動車

作業工場の改修による新規顧客開拓及びお客様満足度の向上

7808 鹿児島県 有限会社 桃源

2340002015092

外国人や高齢者に対応した設備導入による寛いだ座敷食事の提供

7809 鹿児島県 スナック四ツ竹

女性や高齢のお客様の満足度を高める設備導入での新規顧客獲得

7810 鹿児島県 ざ・KOTTO三反田

店内照明のＬＥＤ化による店舗イメージアップ事業

7811 鹿児島県 有限会社 川野食品

5340002027093

霧島黒酢豆乳ちいずの販路拡大

7812 鹿児島県 ほっかほっか亭坂之上光山店

ホットショーケース導入による来店客強化・業務改善事業

7813 鹿児島県 大德治療院

お客様目線の店舗改装による新規顧客獲得及び顧客満足度向上

7814 鹿児島県 六覺燈 勝男

ワインセラーの導入による酒と創作串カツの新サービスで顧客獲得

7815 鹿児島県 株式会社 デラセーラ

4340001014696

7816 鹿児島県 美ら海サッシ
7817 鹿児島県 有限会社 ソルト商事

ウェブサイト開設とパンフレット製作による販路拡大
光触媒コーティング事業の開始による新規顧客の獲得

6340002015080

自店ブランド黒豚精肉商品の通販事業による販路開拓

7818 鹿児島県 伊地知木工所

新サービス現場への出張施工による新規顧客の獲得

7819 鹿児島県 Ｒａｉ Ａｕｔｏ

Ｒａｉ Ａｕｔｏ開業！！車のことならなんでもお任せください。
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7820 鹿児島県 Can.nenSurf
7821 鹿児島県

Ｗ&Ｗウェルアンドウェル地域福祉・芸術推
進合同会社

手ぶらで来島!!マリンスポーツ「個人ロッカー」事業
1340003001860

高齢者等に対する健康食・治療食・医療食で新たな事業分野へ進出

7822 鹿児島県 永山商店

観光名所等からの沖永良部島外客を取り込んだ新規顧客の開拓

7823 鹿児島県 きらく

地区内唯一の宴会スペース、宴会予約獲得事業

7824 鹿児島県 ちぐさんネイル

顧客ニーズに呼応したサービス向上に伴う新規顧客獲得事業

7825 鹿児島県 ひかり美容室

顧客ニーズに呼応したカット部門強化による新規顧客獲得事業

7826 鹿児島県 株式会社 徳之島製茶

4340001010423

赤いお茶サンルージュを使った新商品開発の販路開拓事業

7827 鹿児島県 未来オートサービス

女性でも気軽に入りやすい「親切丁寧な車屋さん」の案内看板設置

7828 鹿児島県 厚ヶ瀬精肉店

オリジナルラベルとリーフレット製作による販路拡大

7829 鹿児島県 エステティックタイガー

ホームページ作成周知による若年層の新規顧客獲得を図る。

7830 鹿児島県 有限会社 橋之口設計

3340002018367

7831 鹿児島県 友野クリーニング店

店舗の認知度向上並びに地域イベントへの出店による売上拡大
地道な顧客の掘り起こしを行うための営業ツールの作成

7832 鹿児島県 有限会社 健康村

8340002018247

安心・安全・快適な施設内環境の整備による顧客並びに売上増加

7833 鹿児島県 株式会社まえだ屋本舗

4340001010497

新商品の提供とお客様が利用しやすい店舗作りで集客アップ

7834 鹿児島県 山上農園

冷蔵貯蔵による『蔵出しデコポン』長期有利販売と新商品の増産

7835 鹿児島県 ビジネスホテル喜界

バリアフリー対応の部屋への改修並びに宿泊客のアップ事業

7836 鹿児島県 Ｂｉｇ Ｄｏｇ

シェフの豊富な経験を活かすための実店舗による新規顧客の獲得

7837 鹿児島県 横山石油有限会社

2340002026940

内之浦観光客を取込む店舗改装事業

7838 鹿児島県 有限会社末廣木工所

9340002016729

自社ホームページ作成とオリジナル木製品ＰＲによる販路開拓事業

7839 鹿児島県 (有)神水流建設

4340002013540

新規サービス提供のための機械導入事業

7840 鹿児島県 宮下重雄酒店
7841 鹿児島県 株式会社Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｃｒｏｓｓｉｎｇ

店舗改装による明るい店内を演出する来店しやすい店づくり
4010601046214

リブランディングによる事業拡大のための新商品開発と広報事業

7842 鹿児島県 スナック喫茶ラーム

何歳になっても安心して快適にお酒を飲めるお店づくり

7843 鹿児島県 渡辺パン

需要に対応するための設備導入と通販サイト構築による販路開拓

7844 鹿児島県 整体院 掌

周辺環境の改善による顧客満足度の向上と販路開拓

7845 鹿児島県 ツァオバークラフト

ＨＰを活用して「南九州で当社のみの技術」を効果的に広報する

7846 鹿児島県 合同会社 喜界島結い

5340003001873

7847 鹿児島県 雲月農園
7848 鹿児島県 朝日酒造株式会社

売上増にするための機械の導入や広告ＰＲ・物産展出展事業
米加工品の生産販売拡大

5340001011016

新商品「朝日の島ミカン酎」によるリキュール市場への参入

7849 鹿児島県 ダイビングショップ ルプラ

快適な空間提供による顧客満足度・リピート率向上計画

7850 鹿児島県 番屋

快適な空間提供。顧客受入体制の構築による満足度向上と販路拡大

7851 鹿児島県 工房てたか

工房てたか15周年！コミュニティカフェきいれオープン看板設置

7852 鹿児島県 felice Regalo

商品の魅力向上と品質管理のための照明のＬＥＤ化

7853 鹿児島県 COLORS

スマホ対応Webサイトと看板設置による情報発信の構築

231/240

平成30年度第2次補正予算 小規模事業者持続化補助金（商工会地区）
2次締切分 採択者一覧
7854 鹿児島県 有限会社大野設備

6340002020725

7855 鹿児島県 カイテック西輝

「手に触れて」選べる！商品展示による購買意欲の向上
実例豊富なネットサイトで簡単見積り住宅サービス事業

7856 鹿児島県 指宿山川水産合同会社

9340003002736

新しい食の文化を創る「いぶすき割り」普及事業

7857 鹿児島県 有限会社蓼

7340002021053

「雨にも負けず、強い日差しにも負けず」快適な空間提供の実現

7858 鹿児島県 ラ・エスプリ
7859 鹿児島県 株式会社いせえび荘

地元産100％さつまいもづくし【生】ドレッシング開発事業
6340001012888

7860 鹿児島県 ファミリーマート出水高校前店

小宴会場のバリアフリー改修で法事食事の新規開拓・売上増を図る
商工会青年部のつながりで移動販売を行い買い物弱者を支援する！

7861 鹿児島県 有限会社平川工務店

4340002024612

ホームページ開設による新規顧客開拓事業

7862 鹿児島県 有限会社 志築

4340002014480

コインランドリー施設に係る中古設備の販売事業の展開

7863 鹿児島県 有限会社有里養魚場

5340002024842

郷土の味文化鯉コクのレトルト商品化による販路拡大事業

7864 鹿児島県 有限会社新生会館

1340002024631

会食サービスの向上を図るためのテーブル・イス導入事業

7865 鹿児島県 神酒造株式会社

9340001011739

品質管理強化に伴う売上増加事業

7866 鹿児島県 ビューティーサロンすみれ

バリアフリーと新規設備導入による顧客満足度向上と顧客開拓

7867 鹿児島県 SPICE MAFIA

設備導入によるサービス充実と居住性向上による新規販路の開拓

7868 鹿児島県 タネオ建具店

HP開設による製品情報発信による販路拡大

7869 鹿児島県 Rib

新規顧客受入体制のための設備導入で満足度向上と新規販路開拓

7870 鹿児島県 さこ薬店

共同広告作成の広報活動強化によるサービス拡充・販路開拓事業

7871 鹿児島県 株式会社サンアイ

6340001012896

7872 鹿児島県 ＹＳ企画

「認定眼鏡士の眼鏡店はココです」店舗視認性向上を図る看板設置
旧車に特化したスピードタイヤ交換サービス提供事業

7873 鹿児島県 有限会社鶴留石油店

1340002024656

顧客獲得・売上増を図る大口径対応タイヤチェンジャー導入事業

7874 鹿児島県 有限会社ハマグチプランニング

7340002023090

看板設置によるＰＲと駐車場整備による顧客満足度向上・販路拡大

7875 鹿児島県 食酒房 旬

トイレ改修による快適な店舗内環境の整備による利用客増を狙う

7876 鹿児島県 福永写真館

お客様用化粧室整備と子ども待合室整備による顧客満足度向上事業

7877 鹿児島県 居酒屋リッキー

年間を通した島料理の提供を実現し顧客増加を狙う。

7878 鹿児島県 ちゃんこ神鷹

次世代を見据え、お客様のニーズに応えた店舗改装による売上拡大

7879 鹿児島県 中華料理 栄屋

団体利用客の獲得による売上高増加計画

7880 鹿児島県 ダンデライオン奄美

効果的な広報活動による新規顧客の獲得

7881 鹿児島県 株式会社 森設計事務所

視覚から納得できる空間づくりを通した個人客の獲得

7882 鹿児島県 b・aー古山

新たな工具の導入による受注件数の増加

7883 鹿児島県 お茶の不二園

外国人観光客をターゲットにしたメニュー表示等による販路拡大

7884 鹿児島県 有限会社 杉元酒店

4340002018300

買物弱者（高齢者）対策、安否体調確認及び贈答品販売拡大

7885 鹿児島県 宮之城木工 有限会社

7340002018421

店舗先看板設置と提案型及び撮影用売場併用の整備拡充

7886 鹿児島県 南星電気水道 有限会社

7340002018347

看板設置によるお店・関連情報の認知向上と顧客増加の実現

7887 鹿児島県 山内化粧品店

店舗改装による「美と生活のオアシス」の場 愛される店づくり
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7888 鹿児島県 堀之内酒店

魅力ある販促品作成による、新規顧客・取引先の獲得

7889 鹿児島県 天ぷら凜

電飾看板設置・チラシ作成による認知度の向上と新規顧客獲得

7890 鹿児島県 (株)CANFORA COMPANI

1340001021646

HP及びのぼり、ポスター作成による認知度及び掲載店の増加

7891 鹿児島県 合名会社中村商店

8340003000757

新商品開発・ガラスフィルム加工による認知度向上及び販路拡大

7892 鹿児島県 Cafe ぐらんぱ

古民家飲食店と民宿（簡易宿所）営業でインバウンド取り込み事業

7893 鹿児島県 寿し龍太郎

販路拡大用看板作製・設置による誘客促進事業

7894 鹿児島県 有限会社肉のまるかつ

9340002023139

全国へ安心安全な鹿児島県産畜産物の販路拡大事業

7895 鹿児島県 有限会社谷口商店

9340002018320

フレコン自動計量機導入による顧客満足度向上と売上増加の実現

7896 鹿児島県 美容室 髪工房

シェイプアップボード機の導入に伴う新規顧客獲得と売上増加

7897 鹿児島県 山口建具店

万能ジョイントシステム導入による顧客満足度と受注依頼の増加

7898 鹿児島県 有限会社山之口ストア

3340002018441

配達用バイクで新規開拓・リピーター増殖プランで売上アップ

7899 鹿児島県 NORI PIZZA

店舗回転率と顧客満足度を高める為の設備導入事業

7900 鹿児島県 田中精肉店

来店客の満足度アップと働き方改革に繋がる設備導入事業

7901 鹿児島県 ダイビングリバティ

販売促進とサービス向上に繋げる顧客リピート率アップ事業

7902 鹿児島県 （有）松元食品

5340002026509

“人手不足”を補う機材設備の導入による業務効率改善事業

7903 鹿児島県 株式会社 垂水未来創造商社

1340001019483

HPの新調とウインドウシート設置による来館者数向上と売上拡大

7904 鹿児島県 ボン・フランス

改装による販売箇所の増設と、それに伴う売上増加と販路拡大事業

7905 鹿児島県 株式会社 加治屋鉄工

7340001021822

設備導入による生産性向上に伴う利益率向上と販路拡大

7906 鹿児島県 有限会社 永田商店

1340002026082

箱型貨物用軽自動車の導入による買い物弱者等への販路拡大事業

7907 鹿児島県 有限会社 清水石油ガス

7340002025632

高圧洗浄機導入に伴う顧客満足度向上と売上・販路拡大事業

7908 鹿児島県 合同会社 カネキュウ

7340003001673

鮮魚販売・加工品販売の宣伝、注文販売のためのホームページ作成

7909 鹿児島県 ほりのうちストアー

主力惣菜「ほりカラ」PR看板設置による販路拡大と売上拡大

7910 鹿児島県 喫茶＆洋風居酒屋４０

改装によるイベント開催スペース設置に伴う販路拡大事業

7911 鹿児島県 株式会社 垂水中央スズキ

1340001014427

車輌展示スペースによるPRに伴う売上拡大事業

7912 沖縄県

ざきみ弁当

スチームコンベクションオーブン導入で新商品開発と販路開拓。

7913 沖縄県

cucina mantecare

冷凍テイクアウト商品の開発、販売、販路開拓

7914 沖縄県

株式会社make up company

7915 沖縄県

Salon de Chiana

7916 沖縄県

ゼロパワー研究所株式会社

7917 沖縄県

おーぷんはうす

テラス席の設置により軽食喫茶の営業を開始し新規顧客を開拓する

7918 沖縄県

當間自動車整備・工場

車両販売・整備のメンテナンスパック付サービス事業

7919 沖縄県

マリンリンク

シャワー施設等を整備し、日帰り客への販路拡大を図る

7920 沖縄県

COCOSUP

感動体験をシェアする仕組みを作り集客力を強化する

7921 沖縄県

農業生産法人株式会社もとぷらす

4360001025287

自店ＨＰ作成で観光客集客と認知度向上を図り、販路開拓に取組む
脱毛、バストアップケア、光フォトフェイシャルで新規顧客の獲得

1360001025760

7360001012753

沖縄の多地域海水塩の販路開拓とブランディング

販路開拓のためのパインのオリジナルパッケージとチラシの製作
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7922 沖縄県

民宿 中村屋

調理・接客スペースを整備し、飲食業への経営多角化に取り組む

7923 沖縄県

株式会社インティヴ

8360001019392

座間味村初の離島ウエディング事業の展開

7924 沖縄県

株式会社SKYリゾート ステーキマン

7360001023916

ステーキマンＰＲ、県産若鶏及びあぐーハンバーグの販路拡大

7925 沖縄県

㈱Life．遊

4360001024727

屋上で楽しく遊び、心持ちリラックスして過ごす空間づくり。

7926 沖縄県

WAKANApro．

リゾートウェディングの司会業をPR

7927 沖縄県

ダイブブリーズ本部

アクティビティ体験者へ提供する空と海の映像作品開発・販路開拓

7928 沖縄県

島てんぷら平助

ホームページを活用した新商品・新サービスの販売促進

7929 沖縄県

合同会社マリンクラブネプチューン

7930 沖縄県

一番星

チラシ・看板による店舗認知度向上・新規顧客獲得

7931 沖縄県

フィールダイブ

○○ダイビング「カメラマンが撮る陸・海・空のフォトツアー」

7932 沖縄県

二見そば

外装工事による店舗認知度向上および新規顧客獲得

7933 沖縄県

なぎさ

島人と自転車で行く自撮り・フォトエコツアー

7934 沖縄県

株式会社おきなわ晴家

7935 沖縄県

Hair salon Nineone 91

7936 沖縄県

株式会社フェニックス

7937 沖縄県

ベイビーラヂオ

7938 沖縄県

株式会社 武覇

7939 沖縄県

カフェシーフレンドジュニア

２０１９年事業拡大飛躍プロジェクト

7940 沖縄県

幸せサロン シャインプラス

婚活者向けプランの開発による販路開拓

7941 沖縄県

島のアトリエKIRARI

40代以上の女性客への販路拡大を目的とした新商品開発

7942 沖縄県

米島酒造株式会社

6360001018727

ホームページをリニュアルし、新規顧客開拓を目指す。

7943 沖縄県

合同会社宇根リース

6360003009162

自社ウェブサイトの作成

7944 沖縄県

Quantum Leaps Complex Office

古民家宿の優良海外観光客拡大に向けた広告戦略事業

7945 沖縄県

琉球くば笠店

新規顧客開拓の為の「ホタルガラス」販売促進事業

7946 沖縄県

ゆんた

インバウンドのグループ客の取込で売上拡大

7947 沖縄県

株式会社リアルシステム

8360001011572

自社ブランドのアイアン家具の製作販売

7948 沖縄県

Natural Selection合同会社

7360003007685

食物アレルギー対策商品の開発及び販路拡大販促品作成

7949 沖縄県

株式会社クリーンプラネット

4360003005898

カーラッピングによる宣伝効果で知名度・認知度向上！

7950 沖縄県

オーシャンガイドホヌ

クリアカヤック導入による家族向け「海の生物観察ツアー」の提供

7951 沖縄県

ブライダル工房ストレリチア

カタログ作成による店舗認知度向上・新規顧客獲得

7952 沖縄県

ビストロスマイル

店舗周知とバリアフリー化による集客増

7953 沖縄県

薬膳月桃ちまきキジムナーキッチン

有料広報媒体による店舗広告とデッキ設置による販売促進事業

7954 沖縄県

オフィスＫ

インターネット広告及びホームページ強化による集客

7955 沖縄県

有限会社 仲松ミート

3360003009545

3360001022153

ドローン動画を活かしたホームページ制作による集客強化

優良定期購読誌への販促チラシ同梱による新規顧客開拓事業
「癒し」を求めた新たな顧客へのサービス提供での売上増

5360001005908

据置型オーニングの取り付けによるレストラン部門の強化
個性的な店舗ＰＲの為、新たな看板設置による店舗視認性向上計画

5360001019180

1360002013517

経営強化を目的としたホームページ作成

沖縄の伝統食 豚料理を「うるま」から発信！！
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7956 沖縄県

沖縄ガールズビレッジ

食をテーマにチャレンジする女性のためのトライアルキッチン

7957 沖縄県

かいのわ

販売強化に向けたウェブサイトの改良及びカフェ新規開業の販促

7958 沖縄県

もも行政書士事務所

士業のコンサルティング付レンタルオフィス

7959 沖縄県

Island Healing 株式会社

8360001020573

自社ブランド商品開発及びプロモーション事業

7960 沖縄県

株式会社ラプラス

2360001020496

フォト婚の強みを活かした、地域事業者への販促動画商品の開発

7961 沖縄県

808POKEBowlsOKINAWA

テイクアウト商品の認知度向上と事前予約制度による販路開拓事業

7962 沖縄県

パスタ家ミーレ

新たな菓子製造に伴う新商品開発と生産体制強化及び販路開拓

7963 沖縄県

株式会社 紀琉

7964 沖縄県

So-cal Okinawa

7965 沖縄県

合同会社T＆S

4360003007110

G-whiz Web構築による販路開拓及び業務拡張

7966 沖縄県

㈲八重岳ベーカリー

9360002020282

機械化による作業効率化と経費削減等の実現

7967 沖縄県

味ごころ たいしょう

ローストチキンの商品化を図り、ネット販売で販路開拓を行う。

7968 沖縄県

島の猿shima-monkey

店舗入り口の滑り止めと喫煙所の設置

7969 沖縄県

ロワゾブルー

高齢者等向け配食サービスへ新メニューの追加とPRで販路開拓

7970 沖縄県

整理収納コンサルタントオフィスAyu’ｓ
style

企業の生産性向上に役立つ整理収納スキルPRと販路開拓

7971 沖縄県

旅館 村元

観光客獲得の為のHP新設事業

7972 沖縄県

山城砂販売所

海上タクシー客獲得の為の看板設置事業

7973 沖縄県

マリンアイランド

看板設置とチラシ配布で海中道路周辺観光客の集客力UP事業

7974 沖縄県

リーフイン国吉

民間船日帰り客獲得のための看板設置事業

7975 沖縄県

U and Lee

チラシ、公共交通機関の広告による売上アップ・新規顧客獲得

7976 沖縄県

有限会社ステージング・オキナワ

8360002013386

LED製品導入に伴う販路開拓及び業務効率化

7977 沖縄県

合同会社 ミルフィーユ・ミル

7360003006547

スマホ専用HPサイト、SNS構築による若年層・観光客層の獲得

7978 沖縄県

株式会社 実践教育ラボ沖縄営業所

5040001085676

チラシ・動画サイト構築からの中小企業社へピンポイント周知

7979 沖縄県

フュージョン・パティスリー・モンクレア

地域特産物を使った菓子のブランド力アップの包材作成。

7980 沖縄県

海やから

海やからの宿泊受入窓口増加計画

7981 沖縄県

ファーストボディ ミヤザト

店舗看板、HPショッピングストアによる売上アップ計画事業

7982 沖縄県

関西風お好み焼きつくし

小さなお好み焼き店の地元客向け新規販路開拓

7983 沖縄県

和風喫茶 佗助

インバウンド集客のための茶道・華道体験教室告知看板設置事業

7984 沖縄県

今帰仁自動車整備工場

オパシメーターとタイヤチェンジャーの導入による販路開拓事業

7985 沖縄県

Ｇｏ Ｆｌａｔ

ランチ営業で新規顧客獲得事業

7986 沖縄県

炙り者

夜景を生かした新規顧客獲得事業

7987 沖縄県

リラクゼーションエステＭＯＲＥ

ネット広告を活用した顧客獲得事業

7988 沖縄県

とりの丸焼きこけこっこハウス

既存商品をブラッシュアップして販路開拓事業

7989 沖縄県

鶏そば新里

夜の集客拡大に向けた新たな取組み

9360001020275

客席改装等で顧客満足度向上・新メニュー宣伝により売上アップ
Mooneyes 大型看板設置
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7990 沖縄県

Café 島むん＋

テイクアウト客獲得！地産果実を使用したフローズンスイーツ販売

7991 沖縄県

仲松自動車修理工場

ITソフト導入による業務効率化と販促による学割で新規客の獲得

7992 沖縄県

オキナワパウダーフーズ株式会社

7993 沖縄県

ＷＩＬＬ

7994 沖縄県

株式会社まなぶ

2360001017831

創業１６年で培った技術で車内を快適にするサービスの販路開拓

7995 沖縄県

有限会社古蔵工業

5360002001716

自社ホームページのリニューアルによる受注増加計画

7996 沖縄県

太陽ぬ家

1,200名の島民へ新商品、サービスの提供

7997 沖縄県

HONEY KITCHEN

マルシェ等の出展と成分分析で田舎のはちみつ屋さんの直販強化

7998 沖縄県

株式会社Kプロジェクト

7999 沖縄県

菊みそ加工所 夢工房

受け身だけの夢工房が発信していきます！若い力で！

8000 沖縄県

marumi Bagel

冷蔵ショーケースを活用したイートインメニューの開発

8001 沖縄県

シャルレ代理店 ぷれいず

「ぷれいず＊お客様感謝DAY＋ONE」で販路拡大を！

8002 沖縄県

株式会社エスペレ

8003 沖縄県

NOAオフィス

売上ＵＰに向けた県内リピーター及び観光客獲得のための広告戦略

8004 沖縄県

琉EIZO

３カメラ体制での販路開拓

8005 沖縄県

いなみね冷し物専門店お食事処

当店一押し、キュートでかわいい「白熊」シールで売上アップ作戦

8006 沖縄県

カフェ ヒプノ

夜カフェ事業展開によるカップル・夫婦客獲得事業

8007 沖縄県

我那覇そば

沖縄に訪れる観光客向け広告宣伝強化による販路開拓

8008 沖縄県

有限会社やんばる総業

8009 沖縄県

北部建機

若者向けカーライフコンシェルジュ事業の展開による販路開拓

8010 沖縄県

Natures Delight

新事業に伴う宣伝告知

8011 沖縄県

ホテル サンフラワー

欧米外国人獲得のための設備強化事業

8012 沖縄県

グリーンリバー

世界遺産登録に向けエコツアー愛好者取り込みの為の広報宣伝活動

8013 沖縄県

西表自然学校

西表島で唯一、グランドピアノがある一棟貸しのコンドミニアム

8014 沖縄県

ラフラガーデン

ソフトクリームを活用した新メニュー開発とデザート部門の強化

8015 沖縄県

農業生産法人（株）西表島フルーツ

8016 沖縄県

並里みるく堂

田芋の新たなPR,新商品開発を武器に集客率アップ！

8017 沖縄県

居酒屋海の幸

“人と人とを繋ぐ居酒屋”の看板設置による認知度向上事業

8018 沖縄県

ｄｒｅａｍｉ

「Kidsお絵描きお洋服」のサンプル作成、販路開拓

8019 沖縄県

ホルモン食堂ほんまる

店内サービス動線見直しに伴う厨房設備の位置変更による売上ＵＰ

8020 沖縄県

洋菓子パン工房グラシュー

子育て世代や孫を持つシニア層へデザインケーキの周知・提供

8021 沖縄県

株式会社 EXTEND

2010601032827

お子様連れ家族客をターゲットとしたキッズメニューの開発と周知

8022 沖縄県

㈱マイクロプラス

8360001009170

ヤフーストア開設に伴うe-Sports関連アイテムの販売強化

8023 沖縄県

おかしのみせ なかむら屋

1360001024011

島野菜粉末を活用したレシピの開発
事業所の開設に伴うサービス案内用看板設置の取り組み

6360001006954

5360001012895

2360002019769

5360001013539

弾道測定器の導入によるゴルフ練習場の充足・充実化。

アクアポニックスの開発によるBtoC（消費者）販路開拓事業

ゲストハウス事業展開と時間貸し事業展開による顧客獲得事業

自動皮むき機導入による業務効率化及び生産性向上

琉球和菓子のおやつが食べられるイートインスペースの構築
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8024 沖縄県

株式会社オキナワブレッシング

8360001008148

防衛省向けのウエットスーツのサンプルとカタログ製作

8025 沖縄県

株式会社ワールドピースネット

4070001024681

「腸活」発酵教室の充実による認知度アップと受講生拡大を図る

8026 沖縄県

株式会社徳森養鶏場

4360001025106

ブランディングツール制作事業

8027 沖縄県

浜口水産株式会社

9360001019549

自社製造の鰹ちゅう汁にあった宮古みそのレシピ開発と販路拡大

8028 沖縄県

プライベートネイルサロンRIRE

新たな設備導入による新規顧客集客、客単価アップ事業

8029 沖縄県

Café がらまんじゃく

自然豊かな食材や“長寿の秘密”を動画にして集客アップ

8030 沖縄県

シンプル企画合同会社

8031 沖縄県

Maeda Breeze

バリアフリー化の推進による車いす客の利用し易いお店づくり

8032 沖縄県

てぃぬ花工房

客単価向上のために新メニュー開発及び周辺整備事業

8033 沖縄県

あわ学童

地域コミュニティー交流スペースの展開による大人世代販路開拓

8034 沖縄県

エステサロンmino

20～40代男性向けフィットネスメニュー展開による販路開拓

8035 沖縄県

民宿 おもろ

新規顧客獲得を目指したHPのリニューアルとパンフレット作成

8036 沖縄県

9360003007353

66

オリジナルロゴデータ作成と刺繍・プリント加工サービス

店舗周知の看板設置とトイレ改修工事による快適性向上

8037 沖縄県

総合リフォーム専門 護工業

チラシのポスティングおよび看板設置による商圏エリアの販路拡大

8038 沖縄県

Atelier cafe bar 誠平

オリジナルコーディアルドリンクショップ開設による利益率の向上

8039 沖縄県

魔神のつぼ

ロシア語のホームページを作成し、ロシア人観光客の増加を図る

8040 沖縄県

内間洋子

大幅な集客増加の為のＥＣサイト商品ページ制作及び広告事業

8041 沖縄県

今帰仁建材

イベント開催によるリフォーム事業のPRで新たな売上の確保

8042 沖縄県

株式会社Embellir Japan

9360001018534

オリジナルユニホームのセミオーダー方式の提案並びに顧客開拓

8043 沖縄県

株式会社ユナイテッドコーポレーション

8360001010525

自社サイト構築に伴うインバウンド集客強化事業

8044 沖縄県

Pasta Cafe のリーちぇ

ＨＰ作成で観光客と地元への認知度向上を図り、販路開拓に取組む

8045 沖縄県

工房 逢人夢

ホームページ及び販促ツール製作に伴う新規顧客獲得事業

8046 沖縄県

コットンキャンディー

世界初の全身トリートメント機器の導入に伴う販路開拓事業

8047 沖縄県

島ジェラート&カフェＩＳＯＬＡ

店舗外での商業施設などでスポット出店し新規獲得・販路拡大

8048 沖縄県

株式会社琉球ファクトリー

8049 沖縄県

ぎのざジャム工房

食品表示基準の一括表示で安心安全をアピール

8050 沖縄県

小料理屋 海炭

外国人観光客を誘導する看板の設置

8051 沖縄県

COFFEE＆BREAK GINOZA FARM
LAB

外国人観光客の誘致活動

8052 沖縄県

株式会社匠プランニング

5360001012623

コインセレクター導入による新規顧客獲得による売上アップ事業

8053 沖縄県

BrandBuddyz合同会社

1360003008771

フリーランス、主婦の為のブランディングオンラインセミナー

8054 沖縄県

株式会社スタイル

4360001019025

宜野座村における宿泊施設

8055 沖縄県

沖縄ハナテイスト株式会社

9360001022445

ひと目で沖縄特産菓子店だと分かる看板の設置による集客増

8056 沖縄県

エステフランセスルーム

8057 沖縄県

えんまん合同会社

1360001010085

小ロットオリジナル商品開発に向けた機器導入による差別化戦略

ビューティスリムで自己免疫力と基礎代謝アップ
3360003007012

新サービスの導入とホームページを活用した新たな顧客獲得。
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8058 沖縄県

プレタポルテ衣瑠都

藍染めを使った女性向けの商品の開発事業

8059 沖縄県

株式会社 根川組

9360001024094

足場シートを使った地元ＰＲによる受注増を図る！

8060 沖縄県

有限会社 池田食品

3360002007112

働く人の健康と家事をサポート！「毎日ＳＯＹまーる！」

8061 沖縄県

株式会社 ＫＩＹＯＲＡコーポレーション

5360001025113

修学旅行等団体向けお弁当の販売拡大にむけて

8062 沖縄県

海の店むる星

集落の魅力発見マップ作成と、観光客受入態勢の整備

8063 沖縄県

PORTO

高性能調理設備の導入による業務効率化及び収益力の向上

8064 沖縄県

フォーリーフハウス

「高級エクレア専門店」の新規出展による経営拡大

8065 沖縄県

民宿やんばるくいな荘

シニア世代への利便性向上で売上アップ

8066 沖縄県

株式会社WICKED87

1360001017221

お誕生会プランの開発と貸切バルコニーの設置工事

8067 沖縄県

J＆Tパートナーズ株式会社

7010001129599

「かえるのピクルス」県内認知度の向上を目指した広告・集客事業

8068 沖縄県

MITSU BAR

8069 沖縄県

株式会社 玉新建設

8360001005335

ホームページの設置による企業ブランディング・営業促進

8070 沖縄県

（株）ニシダデザイン

3360001024918

アジア人旅行者集客に向けたHPの制作

8071 沖縄県

まるとみ・鮮魚かまぼこ店

海外観光客へのかまぼこ販売促進による売上アップ

8072 沖縄県

あざま共同売店

イートインスペース設置による観光客及び飲食利用者の獲得

8073 沖縄県

農業生産法人株式会社アンビシャス

8074 沖縄県

結鳶 狂工業

受注機会・単価の向上による売上高アップ

8075 沖縄県

ぐるくん

外国人・高齢者客の獲得に向けた店舗改装（座敷席→テーブル席）

8076 沖縄県

オートモービル沖縄

新たな商品・サービスの開発とそれに伴う新規設備投資

8077 沖縄県

株式会社ヤマニハ

8078 沖縄県

タマキインテリア

商品の品質保持と外国語表記の看板制作

8079 沖縄県

リハビリマッサージかいな

バリアフリー化、新サービスの提供、チラシ広告による顧客獲得

8080 沖縄県

株式会社ASNO

3360001024793

HP、SNSで障がい児の通所募集、情報発信から集客、販路開拓

8081 沖縄県

株式会社ローカルランドスケープ

8010901037842

新商品開発によるギフト向け販路開拓・ブランディング

8082 沖縄県

ランチCaféてぃ～らぐわぁ

8083 沖縄県

農業生産法人株式会社沖縄美ら島ファーム

8084 沖縄県

紅型工房ひがしや

8085 沖縄県

RELAPOOL株式会社

8086 沖縄県

シロマッハＣａｒｓ

指定工場への拡張に伴う顧客獲得及び流出防止

8087 沖縄県

あみす屋

「潜り漁師のお店」としての強みをPRして集客を図る

8088 沖縄県

有限会社 中嶋プランニング

5011302006761

台湾市場開拓のための中国語対応営業ツールの開発

8089 沖縄県

有限会社クリーンライフ

3360002019495

スピード仕上げで就活生を応援！クリーニング工程機械化事業

8090 沖縄県

笑味の店

8091 沖縄県

有限会社イスト

個室スペース付加価値向上及び喫煙場所設置による売上増

9360002020943

1360001008311

くんじゃん命豚シャルキュトリーの県内イベントでの販路拡大

自家焙煎コーヒー豆の小売販売開始による、新規顧客獲得

店舗改装による観光客の誘致強化と新メニュー開発事業
7360001017208

カフェ集客のための魅力ある空間づくりプロジェクト
紅型キーホルダーのブランディングとHP開設による売上アップ

5360001025443

沖縄体験宿泊予約サイトReef net制作、チラシ制作事業

海外向け情報発信の強化をめざしたウェブサイトのリニューアル
8360002011134

「新市場（木造住宅建築）参入に伴う広報活動・新規顧客獲得」
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8092 沖縄県

さんご園芸

規格外農作物の商品化による売上げアップ・観光客獲得

8093 沖縄県

玉木製菓

消費者のニーズに応じた新商品開発による新規顧客獲得

8094 沖縄県

エイジングケアサロン エポック

町内居住のシニア層獲得のためのＰＲ誌配布と店舗改装

8095 沖縄県

シロクジチュウ

宜野湾市の企業・店舗のＰＲ事業

8096 沖縄県

ＺＵＭＩ ＣＡＦＥ

テイクアウト販売で新規客獲得事業

8097 沖縄県

季節料理 湯川

沖縄で味わう日本料理と日本のおもてなし、外国人観光客獲得事業

8098 沖縄県

株式会社やんばる．クラブ

8099 沖縄県

天久モータース

8100 沖縄県

株式会社又吉コーヒー園

1360001020613

チラシ広告の集客と機械導入で生産性向上によるコーヒー産業ＰＲ

8101 沖縄県

株式会社ＫＯＢＯＨＯＵＳＥ

1360001018244

経営の差別化と安定化を図る為にダイエット商品の開発・販路開拓

8102 沖縄県

株式会社ラフ・ディライテッド

2360001024786

チケット・ポストカード・Ａ６フライヤの作成事業

8103 沖縄県

All Decoration 株式会社

2360001022451

海外組（香港）フォトウエディングの販路開拓事業

8104 沖縄県

株式会社ｼﾘｶﾞﾈｪｼﾔｪ ﾅﾓ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

5360001015353

ラジオ広告による新規客（単身世帯）獲得計画

8105 沖縄県

岸本塗装防水工業

ウェブサイトおよびフライヤー配布による顧客開拓

8106 沖縄県

コルネとサンドのお店pippi

お土産用パッケージと手提げ袋を製作し販路開拓を行う事業

8107 沖縄県

Ｖｉｖｒｅ Ｏｋｉｎａｗａ

ベース内で広告を行い新規客の獲得を図る計画

8108 沖縄県

紅陽庵

オンラインスクールの開講による販路開拓計画

8109 沖縄県

ite jewelry

ブライダルジュエリー展開による新規販路の開拓

8110 沖縄県

Ｔａｉｏｎ

通年通して売れるライフスタイル商品展開による販路拡大

8111 沖縄県

Ｊｏｉｎｔ Ｈｅａｒｔｓ

オペアケア留学の認知向上とアロマテラピーのデータベース構築

8112 沖縄県

ＨＡＮＡｇｕｒｕｍａ

ラジオで知られる。SNSでつながる。花屋×ITの販路拡大事業

8113 沖縄県

株式会社 未来fusion

7360001023164

モリンガ加工品の販路開拓

8114 沖縄県

ＮＥＸＴ１０合同会社

7360003008881

高級豚肉金アグーと県産品のセット商品をネット通販で販路開拓

8115 沖縄県

ＳＭＪ．Ｍｏｔｏｒ’ｓ

サービス内容が明記された看板の設置による集客向上

8116 沖縄県

すや売店

新たな共同売店を形作るための広告宣伝

8117 沖縄県

株式会社OBN

9360001018732

パッションフルーツ商品の拡販による販路開拓

8118 沖縄県

（株）恩納ガラス工芸育成センター

4360001012310

販路拡大のためにカタログを作成し販路拡大を図る

8119 沖縄県

本原畳店

「八重山育ち」の製造強化と畳雑貨の販路開拓

8120 沖縄県

Re-ty Hair and Make

キッズスペース併設による集客アップ

8121 沖縄県

農業生産法人株式会社まぁじゅんのジャー
ジー牧場

8122 沖縄県

トータルビューティーサロンＮ・ラボ

ブライダルエステの顧客獲得の為の店舗設備改修工事

8123 沖縄県

パスタピア

2階席を改装し石垣島初のハンモックカフェオープン

8124 沖縄県

居酒屋ゆかり食道

誰もがくつろげるお店作り、座敷席の掘り炬燵改修工事

8125 沖縄県

合同会社松島

7360001012704

外国人向けＨＰの作成とメールリンク決裁導入
カーエアコンメンテナンス機器導入で新規顧客獲得事業

3600001021960

8360003008971

牧場内直売所の設立と、自社ホームページの全面的な作り替え。

石垣島初「顎育」「食育」導入施設利用希望者に訴求するHP作成
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8126 沖縄県

株式会社 ホウトク沖縄

1360001023021

蓄電池・太陽光システム・無料メンテナンスのホームページの新設

8127 沖縄県

合同会社しんしあ

3360003008992

シロアリ防除依頼をネット等で調べるお客様獲得の為ＨＰ作成

8128 沖縄県

合同会社Kanoa

9360003009589

WEBサイト刷新及び予約システム導入によるスマホ世代獲得事業

8129 沖縄県

株式会社ガジルガゼル

2012701011594

新商品の販売と店舗の視認性を高め集客増を図る計画

8130 沖縄県

ＹＯＵＳＨＯＫＵ ＴＡＲＯ

8131 沖縄県

株式会社ダルマ

8132 沖縄県

洋食館 C,Coeur

8133 沖縄県

株式会社オールマイティ

1360001019457

ショップ内の商品展示棚増設による売場の整備。

8134 沖縄県

株式会社 3Foodeis

4360001025048

家族客、単身のお客様の新規顧客獲得の為の店舗設備改修事業

8135 沖縄県

有限会社 エフビーエス

5360002018198

後世に残せる継承記録映像と映像マニュアルサービスの提供

8136 沖縄県

フローモ

観光土産用コスメの開発・販路開拓

8137 沖縄県

トキなりフーズ

ラベルプリンターを導入し卸売り事業開始による販路開拓

沖縄の食材を使った通販・お土産商品の開発及び販路先開拓
8360002010334

行列して待ってでも食べたい居心地のいい沖縄そば店舗作り
スペシャルランチコースの開発による多様な顧客ニーズへの対応
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