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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 有限会社マルフジ海産 高付加価値サケフィレの製造による経営改善

北海道 田尾商店 住民利便性向上及び周辺環境美化ための洗車場改修事業

北海道 スナックとまと 子育て世代をターゲットにした安心・安全・清潔な店舗づくり

北海道 有限会社梅月 ITを活用した情報発信と簡単で便利な商品購入システムの導入

北海道 有限会社上田建設 HP開設による会社PR及び販路の拡大

北海道 株式会社ツーリズムてしかが 摩周・川湯「樹氷体験ツアー」募集事業

北海道 有限会社マルイチいちやま洋品店 ショーウインドー等のリニューアルによる新規顧客獲得事業

北海道 石黒石油株式会社 配送業務をIT化し効率化による余剰時間を顧客開拓と販促に活用

北海道 スナックらいむ 個人客集客の為のカウンター整備事業

北海道 有限会社境設備配管 機械化における維持管理業務の安全作業と効率化による受注拡大

北海道 株式会社倉本金物店 店舗内の陳列棚を新規増設による改装

北海道 yomogiya 古材を利用したカフェ風物置のモデル製作と販路開拓事業

北海道 有限会社渋谷商店 ベーカリー部門の生産能力強化による需要増への対応と収益性改善

北海道 宅配専門annjio リニューアルによる高齢者に優しく地域住民の癒しの店舗作り事業

北海道 有限会社丹羽商店 自店と商品内容の認知度を高める為の広告宣伝活動

北海道 おおぞら三昧株式会社 HPや販促ツール活用による販路拡大事業

北海道 ベンリー研究所 ビニールハウスのソーラー式温度管理装置の販路拡大事業

北海道 ノーブル カウンター席の誘客アップの為のリニューアル

北海道 スナックメルヘン 店舗客席部改修による顧客増加

北海道 ichigo syrup 主力商品の売り切れ解消と販路開拓

北海道 ターミナル辻売店 来店客増加に向けた店舗訴求展開

北海道 よし乃上川店 厨房の換気対策と２階客席の新規設置による顧客満足度向上事業

北海道 北の岬さくらばな 浜のかあさんのネット販売への挑戦

北海道 安保水産 顧客増加の為の向上直結屋根付き入口新設工事

北海道 有限会社フラワーランドかみふらの 待ちの営業から販路拡大に繋げる顧客データベース事業

北海道 株式会社大道時計楽器店 集客力向上を目指す店内証明LED化事業

北海道 有限会社杉本生花店 顧客がゆっくりと買い物をする為の駐車場整備事業

北海道 加藤塗装 認知度アップの看板設置及び顧客ニーズに対応する機械購入事業

北海道 株式会社百笑たきのうえ 新商品開発に伴う生産設備の導入とパッケージデザイン考案事業

北海道 田中商店 パンフレット・ポスターの作成とイベント出店による販路拡大

北海道 有限会社岩田ライオン堂
「読育（どくいく）」の提唱推進による用事向けコーナーの新規設置と提案型売り場並びに商品情報等発信カード
作成・配布による情報発信とPRによる販路開拓

北海道 レストランHIRO
女性客に特化したランチメニューと地元産卵を原料とした自家製お土産プリンの開発並びにドリンクサービスの向
上で、更なる販路開拓及びPR事業

北海道 焼肉居酒屋よりみち 店舗内トイレの洋式化によるお客様満足度の向上と新規顧客の獲得

北海道 株式会社北開拓社 北開拓社エゾ鹿活用事業ドッグショー催事参加事業

北海道 遠藤商会 店舗入口リニューアル化による集客力向上と販路開拓

北海道 鈴木商店 商品陳列販促事業

北海道 有限会社矢幡製麺所 ファミリー客を中心とした新規顧客開拓

北海道 永原鍼灸治療院 くつろぎの空間創設よる集客力強化事業

北海道 有限会社ボディーマン 中古車販売展示場・農産物販売所を併設した事務所兼店舗改修事業

北海道 有限会社じゅん工芸 ラミネーター導入及び各種販促品による販路拡大事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 有限会社エクセル商事 特別室設置による顧客ニーズへの対応と顧客満足度アップ事業

北海道 ミルキークラウン北広島 道内初、道央エリア移動販売車によるソフトクリーム事業

北海道 植木商店 生産性向上と販路拡大の為の設備導入事業

北海道 有限会社入山佐水産 えりも産サケを活用した「鮭ピラフの素」の開発

北海道 クリフハウス柳田旅館 老舗旅館復活の為のロビー改装工事

北海道 株式会社小田桐商店 スポーツ用品売場の拡大と高齢者に対応した休憩スペースとトイレの設置

北海道 有限会社藤村商店 販売促進設備の改良による、顧客満足度の向上とリピーター客、売上の増加の実現化

北海道 株式会社希望設計 「住宅診断」を伴った質の高いリフォーム工事推奨の為のHP再構築による販路開拓

北海道 有限会社村田商店 案内看板設置、店頭看板改装ライトアップ等による販売促進事業

北海道 Café'&Life akao HPによるPRと女性客ニーズに応じたサービス提供

北海道 有限会社お菓子の小松 冷凍食品の販売強化

北海道 中市建設株式会社 地場産品活用「函館つるり昆布」販売促進事業

北海道 有限会社小林食品 ラベルプリンター導入による章句品表示法への対応と売上高増加

北海道 有限会社湯の元温泉旅館 新規顧客並びに宿泊日数獲得増大プロジェクト

北海道 有限会社小川食品 北海道産素材を原料とした油揚げの新商品開発・販路拡大

北海道 キッチンCafé'のどか 大型デザイン看板設置による集客力の向上

北海道 有限会社きくち葬祭 新たな顧客を確保する為の設備投資と新サービス

北海道 リカー＆フードかわ井 PR活動と宅配サービスによる販路開拓

北海道 有限会社鈴木電設 新たな事業展開に必要な工具類購入事業

北海道 有限会社リカーショップかまだ 貸出用樽生ビールサーバーの新規導入

北海道 有限会社上富清掃社 認知度アップと新規顧客獲得の為の看板設置事業

北海道 株式会社たにぐち精肉店 販売促進の為の冷凍ショーケースの導入

北海道 美容室さちこ 新規顧客の獲得に向けての機器の導入

北海道 徳光時計店 町のイベントを盛り上げる為の「音響機材」購入事業

北海道 パブスナックきゃろる 音響機器購入によるライブ開催事業

北海道 未完星 後継者のノウハウを活かした和食ダイニングバーへの業態転換

北海道 滝田整骨院 新機械器具導入による新規顧客の獲得と顧客満足度向上事業

北海道 居酒屋あし野 取扱い品目増加に伴う冷蔵設備の設置事業

北海道 手打ちそばまる 地産地消新メニュー開発で認知度向上と新規顧客獲得を目指す

北海道 池端理容院 HPで顧客獲得と入店しやすい店づくり

北海道 有限会社久保呉服店 地域の中高年齢者が快適に店内回遊・購買出来る為の照明環境の改善

北海道 有限会社ふじい葬儀 店内改装工事

北海道 東農園 「農業」×「IT」×「北海道」仁木町高級トマトジュース事業

北海道 カット倶楽部HIDE 地域密着店の経営改革、身障者、高齢者、女性に優しい店作り

北海道 亜細亜整体ソフトン 目を引く看板・リーフレット・チラシによる需要開拓

北海道 株式会社エコみらい トマトジュースのパッケージデザイン（ラベル）の改良

北海道 ボデーショップたけうち エアコンによる快適空間での応接による集客力の向上

北海道 喫茶Hana ダイニング＆カフェ融合事業

北海道 えびすや菓子舗 地元JAの供給による新原料を活用した新製品の開発

北海道 合同会社モリノメグミ 地元・近隣果物を活用した消費期限の長いスイーツ商品開発事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 村上農場 個人販売の増加に向けた広報・情報発信強化事業

北海道 岡崎理容 癒し空間の創造による店舗改装で来店者増を目指し収益アップ

北海道 十勝オーベルジュ株式会社 機械装置導入により生まれた余剰時間を有効活用した販売強化事業

北海道 サワベスタジオ ブライダル写真撮影でのお客様の利便性向上・PRによる顧客獲得

北海道 有限会社鯉川 新規個人観光客の獲得に向けた情報発信とくつろげる客室の整備事業

北海道 山部電機店 顧客集客力を高める為の店舗駐車場整備事業

北海道 株式会社十勝フロマージュ 新商品「ラクレット」による効果的なナチュラルチーズ製造販売の取り組み

北海道 Y's hair-SAHARA（ワイズヘア　サハラ） 集客力向上の為の店舗内外のレイアウト変更及びチラシ作製と配布

北海道 美瑛ファーマーズマーケット株式会社 首都圏の直営店舗開店に伴う新規顧客獲得の為の広告戦略

北海道 南陽の丘しら樺 新規顧客の獲得に伴うドッグラン整備と案内看板設置事業

北海道 有限会社大西部啓商店 鮮魚加工の強みを発揮した高齢者施設や福祉施設の新規顧客開拓

北海道 株式会社岡本農園 自社専用贈答用ギフト箱の開発によるブランド化事業

北海道 ラウスフィッシャーマンズマーケット 消費者感動型商品製造の為のHP作成、パッケージ作成事業

北海道 葬儀社こころ株式会社 神道要葬儀道具の対応による顧客獲得とチラシ等による会社のPR

北海道 有限会社マルミヤ大宮商店 海の神（鮭）と山の神（熊）を食と写真で体感・知床PR事業

北海道 有限会社今木トラクターサービス 農機具の出張修理サービスの新たな取り組みによる新規顧客開拓

北海道 有限会社細川経営ビジネス 来店型店舗移行に伴うHPと店頭看板によるPR、商談スペース設置事業

北海道 株式会社瀬棚物産 販路開拓に係る商品パンフレット作製配布事業

北海道 RIO保険事務所 HP導入とチラシ作成配布による新規顧客獲得

北海道 ラーメン誠や テーブル配置・形式変更による顧客満足と集客アップ

北海道 有限会社長谷川 高画質ニーズの高まりに対応した撮影環境整備による新規顧客獲得

北海道 霧立亭 店舗入口・スロープ改修及びWEBサイト再構築事業

北海道 ごまそば鶴喜3.6店 新規顧客獲得の為の広告宣伝と居心地の良い店づくり

北海道 清寿司 販路開拓の為の店舗内照明整備と宅配仕出し業務の強化

北海道 有限会社金二工藤水産 地域ブランドを確立する広尾産タグと広尾産加工商品パンフレットの製作

北海道 佐藤観光商事株式会社 抗アレルギー対策寝具・ペット同伴プラン導入による宿泊客増加

北海道 有限会社IT CRAFT 新機材導入で作業効率＋利益率向上・事業拡大への第一歩

北海道 有限会社知床ジャニー 「やわらかシリーズ」の紹介パンフレット作成及び自社HPの改良（リニューアル）

北海道 ブーオ オーダー家具の内製化による多様なニーズへの対応と新規顧客開拓

北海道 まるたか工務店 HP開設と、チラシの新聞折込による新規顧客の獲得

北海道 横手商店 販路開拓による名物ドライブイン化事業

北海道 ファミめし屋・焼肉居酒屋ぶろっこりー 店舗移転による新規顧客開拓・店舗環境整備事業

北海道 MARUTOKU 女性及び若年層を取り込む為の店舗改装と居心地の良い空間作り

北海道 柴田時計店 訪問サービスの強化と加工技術の高度化で販路拡大

北海道 有限会社今村商店 顧客満足度の向上と、リピーター客の増大、及び客単価向上の実現

北海道 株式会社シード 農産物を活用した新商品の開発、商品パッケージデザイン改良

北海道 株式会社あつまスタンプ会 法要会食プランの販売

北海道 ペンションコットンファーム 「食事」と「情報」のインバウンド対策で新規客の獲得

北海道 有限会社渋田産業 新ブランド「しぶたの毎日きのこ」の認知度向上による販路拡大

北海道 越後商店 団体客の取り込みを狙う宴会メニューの企画
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 合同会社千葉 LED蛍光灯の照明点灯による店内温度の低下と明るさの均一化

北海道 大正堂薬房 ４店合同販売促進事業

北海道 有限会社ニセコファイン 移動式レンタルショップで業務効率の向上と販路拡大

北海道 山田理容店 新規顧客獲得に向けた店舗看板・照明設置事業

北海道 アトリエワイズ キッズコーナー導入による子育て世代顧客獲得事業

北海道 パティスリーヴィオレット 焼き菓子カップケーキ販売による売上増加

北海道 ニセコビール株式会社 ニセコビールのレストランカウンター工事およびネット店舗整備

北海道 株式会社壱山山下自動車 大型工具導入による新規顧客獲得事業

北海道 畑の食堂あべ屋 フランヤーでPRを図り、新規顧客獲得に繋げる

北海道 くどう水産 贈答品のほたて粕漬けの化粧箱のリニューアル

北海道 BeautySalonChiChi 店舗設備の拡充による新規客の増加、お客様への快適な空間づくり

北海道 有限会社ファーム・ピッパラ 快適空間の提供による顧客獲得事業

北海道 理容桑原 心地よいサロンチェアで顧客満足度向上

北海道 株式会社洞爺給油センター 大口径タイヤ対応のタイヤチェンジャー導入による販売促進

北海道 新冠タイヤ 器具導入での作業時間短縮による顧客ストレスの軽減

北海道 有限会社おおでら 遊休宴会場から宿泊部屋へ改装による宿泊客獲得事業

北海道 有限会社高橋菓子店 十勝・足寄町の銘菓となる商品の開発事業

北海道 株式会社中谷米創 ロゴマーク・ブランドネーミングの作成・販路開拓

北海道 ビューティサロンひがし野 ミストマシーン導入による顧客拡大

北海道 有限会社日新商会 北斗特産ホッキしゅうまいのパッケージ開発による販売強化

北海道 かぼちゃん本舗 商品（かぼちゃんパイ）新パッケージ改良事業

北海道 HairShi・mu・ku 美容意識の高い既存の顧客へのサービス充実と新規顧客の獲得

北海道 有限会社渡部電気 圧着機を利用した作業効率化及び受注拡大事業

北海道 有限会社北王商事 販売店店舗の改修による農産物直売所の新規開設

北海道 有限会社クリーニング伊藤 マイクロバブル洗浄機導入による染み抜き作業効率化事業

北海道 有限会社木下自動車整備工場 一挙両得！最新機器導入による顧客＆効率アップ事業

北海道 海鮮居酒屋百衛門 顧客ニーズに応える客席拡大

北海道 農業生産法人北十勝ファーム有限会社 精肉製品販売におけるパッケージによるブランド化戦略

北海道 メナード化粧品洞爺駅前代行店 店舗照明のLED化

北海道 阿寒自動車工業株式会社 新規顧客獲得に向けたHP作成、広告看板の設置、展示会・相談会等PR事業

北海道 株式会社浅野屋 地場の食材を活用した新幹線開業に向けた新商品の開発事業

北海道 RPM 体力、運動技術向上による健康維持を目指す体育塾会員の増強事業

北海道 株式会社アピッシモ パソコン・スマホに対応するHP開設による新規顧客への販売事業

北海道 有限会社春香ホースランチ 高付加価値創造を目指した店舗改築

北海道 有限会社阿寒グリーンファーム 阿寒もみじ（エゾシカ肉）加工品開発とパッケージデザイン及び商品パンフレットの製作

北海道 株式会社ビバカンパニー 外国人に対する観光PR及び新体験コーナーの作成事業

北海道 有限会社道東建装 木造建築物の新築、リフォーム、リノベーションの販路拡大

北海道 有限会社松本鉄工所 玉葱農家のネギ坊主定植作業が効率よく出来る製品開発

北海道 レストラン秀華 道の駅来場者への地場産食材新メニューの販売促進と周知広告事業

北海道 有限会社津花 北海道新幹線開業で増加が見込まれる本州観光客向けのプロモーション
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北海道 有限会社田村釣具店 外壁工事により店舗視認性を高めて、新規顧客の来店率向上を図る

北海道 株式会社プライム・ストリーム北海道 シンガポールでの現地商談会開催による新規輸出事業者の開拓

北海道 山本美容室 潜在的需要の取込みと売上高増進に資する技術習得事業

北海道 赤石産業株式会社 新規顧客層へのプロモーションによるギフト文化見直し推進

北海道 美容室R 売上増進に資する地元フリーペーパー活用の新店舗周知宣伝事業

北海道 有限会社みゆき 高齢者等に快適な施術イスの導入による差別化と顧客の囲い込み

北海道 ひのき亭 照明や温室など食事環境の改善による来店客増加及び客単価引上げ

青森県 有限会社　古畑旅館 土産品「薬研温泉400年物語」の開発と販路開拓、誘客宣伝強化

青森県 有限会社ストウ酒商 ＰＢ商品『平内爛漫』による新商品開発とプロモーション事業

青森県 株式会社槻の森舎 「冬期講習会」での新規顧客獲得事業

青森県 ナイトヒルズ 集客力向上のための店舗改装

青森県 焼肉　太閤 食材と調理への”こだわり”を全面に表現した集客システムの構築

青森県 モンターニュ　お菓子のやまろく 高齢者にやさしい小さな拠点づくり

青森県 山口屋 店舗外観を和風城下町仕様に改装することによる販路開拓事業

青森県 スーパーエチゴヤ 「地元うまいもの市」の開催と販促ツール作成事業

青森県 茶房　紫ぜん 森林公園の環境を活かす、風情ある茶屋伝承おもてなし事業

青森県 PaSaPa青森・地域社会づくり研究会 首都圏をターゲットにした「ホットアップルサイダー」の販路開拓

青森県 有限会社　八木橋リンゴ加工商店 トイレ増設とサロンスペース設置による新規顧客の獲得と売上増加

青森県 千畳敷センター 「無添加天然だし粉」等パッケージデザイン改良・販促用資材製作

青森県 理美容ふる里 理容室滞在時間がゆったりくつろげる贅沢な空間演出事業

青森県 有限会社　みちしり あなたの街のかかりつけ薬局-何でも聞いて・見て・知って・安心を-

青森県 佐藤写真館 写真スタジオレンタル事業と看板・外装デザイン化による誘客促進

青森県 ラジアルショップハタイ 顧客の悩みを解消する、地域初『タイヤ保管サービス』の提供

青森県 株式会社イワサキグループ 地域資源を活用した日本酒のリキュール開発事業

青森県 時計メガネ宝石のシラカワ 聞こえの出張サービスによる販路開拓事業

青森県 有限会社　三沢住建 『青い森の木[ぬくもり]で建てる健康安心住宅』情報発信事業

青森県 四季彩菜あじさいかん フロントスペースを宣伝スペースへ有効活用による、新規顧客開拓

青森県 有限会社キクタ ホテル厨房改築による売上ＵＰ事業

青森県 有限会社　朝日電器 無家電小売店地域への自店ＰＲによる販売拡大

青森県 有限会社米澤仁建築事務所 新技術のPRで差別化を図り新規顧客を獲得！

青森県 有限会社レストランやすみや 洋式トレイへの改修による外国人旅行者受入対策事業

青森県 plastic hair 快適性アップの為の照明器具交換及びトイレ内装の変更

青森県 新井田消火器店 顧客管理のIT化と新たな付加価値サービスの開発宣伝事業

青森県 みらい旅くらぶ青森 小さな旅行店が提供する、大きな満足を実現するプランナー事業

青森県 くるみ整骨院 コアコンピタンスを活かした販路拡大事業

青森県 まるやま洋品店 高齢者を笑顔にするユニバーサルファッション推進事業

青森県 株式会社　松原煎餅店 栄養成分分析（表示）による食の安心・安全見える化事業

青森県 Pizza　Kariya ポイントサービスの導入と販促チラシによる販路開拓事業

青森県 有限会社嶋中自動車整備工場 北海道新幹線開業に伴う中古車販売拡充とレンタカー事業への参入

青森県 有限会社　角田石油店 新幹線駅開業に向け、未利用魚活用「海鮮煎餅」の開発・販路開拓
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青森県 有限会社もりた観光物産 門前町風店舗外観ニューアル事業

青森県 株式会社中村自動車 商談ルーム分煙化による新規来店客掘り起し及び販路拡大

青森県 みくに酒店 オリジナルブランド地酒「祈水」のプロモーション事業

青森県 伊藤写真・メガネ店 IT化により作業効率を改善し多様化するメディアに対応する！

青森県 奥入瀬モスボール工房 奥入瀬ひょうたんランプ素材生産施設の改修及び新規顧客開拓事業

青森県 有限会社　みうら 観光客と子育て世代ファミリー誘客の為のイメージアップ事業

青森県 金森酒店 立ち寄って頂くことによる周知並びに売上向上事業

青森県 有限会社エコ・グリーン 美味しい卵「緑の一番星」ブランド認知度向上による販路開拓事業

青森県 織田観光株式会社 集客向上を図る店舗内装リニューアル事業

青森県 松賢呉服店 高齢者にやさしいバリアフリー対応型店舗改装による販路開拓

青森県 ストウ写真館 光で魅せるローケーション写真撮影

青森県 松宗商店 ギフト用お菓子リーフレット作成による販路開拓事業

青森県 有限会社　北舘工業 近場DEショールーム

青森県 有限会社　井上測企 UAV（産業用ドローン）導入による販路開拓事業

青森県 泉山会館 子供からお年寄りまでみんながくつろげる緑豊かな店づくり事業

青森県 弥右エ門の蔵 青森県八戸市ソウルフード「かっけ」の販路開拓事業

青森県 居酒屋　凪や 新店舗移転に伴うデザイン看板設置と顧客獲得

青森県 丸末農業生産株式会社 カタログ通販よる販路開拓事業

青森県 民宿　栄屋 全館ＬＥＤ化による店舗のイメージアップと集客力向上

青森県 ライト写真館 最新デジタルプリンタ導入によるファンづくり販路拡大事業

青森県 株式会社　リペアカーショップ 法改正に対応したヘッドライトテスター導入による新規顧客獲得

青森県 とまべち亭 店舗屋根及び外壁塗替えによるイメージチェンジと販路開拓

青森県 有限会社　佐藤商事 営業努力で堅持する町内シェアー獲得事業

青森県 有限会社旅館コマイ 新メニュー開発～HP有効活用で販路開拓

青森県 高宮商店 店舗入口のバリアフリー化による高齢者の集客アップ事業

青森県 ノースビレッジ合同会社 地域伝統食を継承し伝承する施設運営事業

青森県 有限会社　遠田秋月堂 移動販売車を活用した販路拡大事業

青森県 酔いどころ　わいわい 地域農産物を飲食店とネット販売で有機的に活用する販拡事業

青森県 肉の博明 田子牛付加価値向上を目指した販路拡大ツール作成と販路事業

青森県 ヘアーサロン蛇沼 女性と高齢者のお客様層への高品質シェービング、快適空間提供事業

岩手県 美術肖像画院 肖像画ギャラリー設置とチラシ作成による新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社平泉観光写真社 高性能機材とスタジオ改装で観光客の満足度を高めた売上拡大事業

岩手県 株式会社匠グローバル 英語版ホームページ及び商品カタログの作成による販路拡大

岩手県 田野畑山地酪農牛乳株式会社 設備拡充によりヨーグルト製造販売に着手し売上・利益増加を図り持続可能経営を目指す

岩手県 八つ花 団体利用できるトイレへの改修による販路拡大事業

岩手県 麺房高松庵平泉店 平泉じゃじゃ麺のお持帰りと通信販売向け商品化による販路拡大

岩手県 ＫＯＺＥＮＪＩ　ｃａｆｅ 洋式水洗トイレへの改修による女性リピーター率向上

岩手県 ダイアナＨＯＴ 体型診断サービスの提供による販路開拓

岩手県 有限会社菅原書店 女性誌の売場拡大のための店舗改装による販路拡大

岩手県 有限会社キョーワ 店内休憩ルームのリニューアルによる集客増と売上拡大
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岩手県 有限会社細吉商店 トイレ改修・バリアフリー化によるＧＳ快適性向上に伴う売上向上

岩手県 美美 店舗リニューアルセールに伴う広告宣伝による新規顧客の開拓

岩手県 たや畑産業 ラベルプリンタの導入による新たな販路の開拓

岩手県 ＲＩＲＩＹ 店内設備等リニューアルによる顧客サービスの高上

岩手県 有限会社千葉産業 誘導看板設置による一般消費者への販売拡大事業

岩手県 株式会社リューコ・エルメーム 日本初「リュー術」ＰＲによる顧客獲得のための情報発信事業

岩手県 槻舘理容室 お顔そり美容法のＰＲエリアの拡大による新規顧客の獲得

岩手県 株式会社かわうち 参加型買い物支援と機能訓練の融合による通所者の自立支援

岩手県 株式会社オールライトエンジニア 店舗整備による売上向上対策事業

岩手県 有限会社アズプラン 魅力あるHPを提案・作成による販路拡大

岩手県 株式会社ノースプロダクション 「ユニセックス商品の展開による女性消費者への販路開拓

岩手県 Ｄｅん隠れ家 店内照明ＬＥＤ化による若者グループの獲得

岩手県 上閉伊酒造株式会社 老舗酒蔵の数量限定希少酒を目玉にしたＢtoＣ市場の開拓

岩手県 合同会社グリーンケア 自社オリジナル商品の開発によるBtoB市場の開拓

岩手県 コトブキ化合 商品説明動画による地元消費の拡大

岩手県 ポーラ化粧品遠野営業所 新たな広告宣伝手法の導入による新規顧客の開拓

岩手県 B&Bくら乃屋 薪ストーブを活用した夕食プランの開発による冬期間の宿泊客の獲得

岩手県 素づくり亭 暖房設備の強化による冬期間の顧客確保

岩手県 菊池新一 遠野の自然とともに眠る高木樹を特徴とした千年樹木葬の全国展開

岩手県 株式会社テンポ社 ＣＧ住宅モデル作成による販路開拓

岩手県 株式会社テイトラスト 個食消費者向け岩手産ふのり・めかぶ個包装商品開発と販路拡大

岩手県 株式会社紫波フルーツパーク 新商品販売に伴うチラシ作成等及び展示会参加による販路拡大

岩手県 井邦自動車鈑金塗装株式会社 新規顧客獲得のためのホームページ開設事業

岩手県 有限会社山井建設 リフォーム工事強化に伴うホームページ再構築とチラシ作成事業

岩手県 居酒家ＯＨＡＮＡ 店舗増床による団体客集客力の向上

岩手県 エイトＳＴＡＦＦ 止まらない口あたり♪ふぅふぅ♪ちぃ～ずの窯出しピザ提供事業

岩手県 有限会社毎日夫人 店内の環境整備による店内利用客と売上の増加策

岩手県 らんぷ亭 プライベート空間創出によるファミリー層の開拓

岩手県 株式会社村木商店 ＩＴトータルサポートオフィス開業によるＩＴ弱者市場の開拓

岩手県 株式会社　エス・エス・ケイクリエイト 遠隔監視システム「白ふくろう」の開発による販路開拓

岩手県 外山クリーニング商会 機械導入による迅速丁寧な納品と若年層顧客の獲得

岩手県 西館保険サービス有限会社 盛岡営業所看板設置及び広告宣伝による新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社久保良商店 水稲の適正な追肥を支援、追肥用肥料の販売拡大を行う

岩手県 有限会社奈良屋 冷凍庫設置による利益率改善と新メニュー開発による新規顧客獲得

岩手県 有限会社ふじさわ 新規顧客獲得のための陳列棚設置事業

岩手県 ブーランジェリーグールマン 快適で楽しい店舗空間を目指した空調設備導入事業

岩手県 有限会社羽沢製菓 全国のご当地特産品とコラボした新たな南部煎餅の開発と販路拡大

岩手県 のとや 店舗改装によるイメージアップ事業

岩手県 有限会社博寿司 独自で葬祭事業の料理へ参入することによる販売促進事業

岩手県 有限会社牛の里 新商品のパッケージ開発と顧客増に対応した店舗の快適化
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岩手県 鎌田ガーデン
日本料理中心の旬の食材を使った「新かまた弁当」開発によるサラリーマン、高齢者の顧客増加を目的とした取
組み

岩手県 フォトスタジオ光影社 店頭受付ソフト導入による新製品の提案と新規顧客開拓

岩手県 ヘアステーション　あけぼの 高齢者運転自動車向け駐車場舗装整備事業

岩手県 整体・アロマひまわり お客様用トイレの設置による女性客が安心して来店・相談するための環境・店舗づくり

岩手県 有限会社瀧村屋 増加する家族連れ宿泊客・女性客満足度向上のための浴室新設事業

岩手県 もとや 高齢者・身障者の快適性を高めるための環境整備事業

岩手県 尾田川農園 自社雑穀商品改良と営業強化による販路開拓

岩手県 瀬戸屋旅館 一次加工済食材の冷凍保存による会食・仕出しへの活用と販路開拓

岩手県 ラーメンショップとよし 冷凍冷蔵庫の導入によるオペレーション効率化による販路拡大

岩手県 有限会社日本木材工業 営業体制の強化及び新製品開発による販路拡大

岩手県 さしはた牧場 自然放牧のジャージー生乳だけを使ったヨーグルト開発と販路開拓

岩手県 有限会社鍵屋商店 買上商品の鮮度維持と肉切り工程効率化による販路拡大

岩手県 可保久 飲食環境の快適性利便性向上とハンドサイズチラシによる販路拡大

岩手県 有限会社 プロトサイエンス 高齢者・身障者を対象とした岩手県沿岸地域初のパソコン教室

岩手県 有限会社岩泉マッカラー商会 自社と顧客を繋ぐ自社ステッカーの活用事業

岩手県 株式会社福田・ペンション福田 自動車学校と連携した合宿免許取得者への宿泊先提供事業

岩手県 ガラス彫刻工房パイシーズ 馬力大会Tシャツ販売事業

岩手県 源田精肉店 空冷設備導入に伴う精肉の保存日数増加による売上拡大

岩手県 北東北FPV興業 マルチコプターを活用した空撮撮影で新たな顧客を開拓する

岩手県 十文字商店 地元産の赤鶏と特殊なタレ使用した唐揚げの販売による売上拡大

岩手県 下川原電器 告知看板設置と除雪作業による太陽光発電受注拡大事業

岩手県 株式会社上小路商店 鮮度の良い生花、仏花の通年販売による新規顧客の販路開拓

岩手県 有限会社ナカムラ 新規顧客獲得のための販路開拓及び店内改装

岩手県 有限会社小鳥谷石油店 来客型営業スタイルの確立、車に使用する商品を展示する店舗改装

岩手県 有限会社湯田電気 設備強化による冷凍空調設備工事分野への進出

岩手県 居酒屋銀河 元バーテンが奮起！新サービスの展開と店舗内改造による女性客の開拓

岩手県 高橋大興商店 「さわやか営業で好印象」営業資材導入による隣県への段階的販路開拓

岩手県 世寿美屋 シルバ－層に優しいテ－ブルによる食事と新メニュ－提案による若い女性の販路拡大、設備強化事業

岩手県 高三製材所 自社製燃料用木材利用実演のためのモデルルーム設置による新規市場への参入

岩手県 有限会社湯田機械 新機械導入による新規事業参入に係る顧客拡大とサービスの向上

岩手県 六戸商店 食品表示ラベルプリンター導入による弁当販売事業の販路開拓

岩手県 株式会社yGくし八 婚活世代（２０代～３０代前半）を取り込むためのお客様快適計画

岩手県 深沢商店 ドライバー客を取り込むためのＰＲ施策とそれにともなう店舗改修

岩手県 ボディーサービス伊勢 ＴＩＧ溶接機の導入による販路開拓

岩手県 海産物のくまもと 漁師が加工販売する「大のしイカ」の販路拡大事業

岩手県 アンバーハート 契約情報確認の効率化による主力商品の拡充及び営業力の強化

岩手県 有限会社荒川産業 天然温泉ＰＲ看板とバリアフリー化による集客力アップ事業

岩手県 澤田モータース 最新モデル車・ハイブリット車への整備対応による新規顧客獲得

岩手県 合同会社もくもく絵本研究所 60代以上の祖父母世代をターゲットにした販売戦略の構築

岩手県 山田湾ベーカリー もっちりおいしい食感で新規・リピーター客増大、客単価向上実現
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 有限会社木村商店 ＣＳの向上による新規獲得・リピータ増大、及び客単価向上の実現

岩手県 宇野商店 三陸産高級珍味のパッケージ改善とギフト市場参入による販路開拓

岩手県 藤原魚店 移動販売車を活用した買い物支援体制の構築による販路拡大

岩手県 オネットマーケットプラン株式会社 オーガニック玄米粥の商品化と販路拡大

岩手県 ヤハバックス株式会社 岩手県初の屋台村の認知度向上による新規顧客確保事業

岩手県 株式会社熊谷観光 ガソリンスタンドとの併設施設を活かした新たな販路拡大事業

宮城県 株式会社ＩSOブレイン ISOコンサルティングの東北6県及び北関東3県商圏の顧客獲得

宮城県 ＰＨＯＴＯスタジオＯＮＥ スタジオ撮影の強化事業と学校関連事業撮影のための器材整備事業

宮城県 株式会社スリーストーン 家事代行業務の販路拡大のための広報活動強化事業

宮城県 株式会社相澤設備 リフォーム事業の強化に伴い事業内容周知のための看板設置事業

宮城県 有限会社佐々木酒造店 新商品の市場導入と新規顧客獲得のためのネットショッピング対応ホームページ制作事業

宮城県 有限会社大手商事 錠前・電動工具・測量器材展示会開催に伴う店舗レイアウト変更及び販促事業

宮城県 有限会社大沼プランニング 新規顧客獲得の為、高規格・高スペック「クールシャツ」販売事業

宮城県 株式会社モーム 新しい宅配クリーニングモデルによる新規顧客開拓事業

宮城県 株式会社岡文 取扱い商品の絞り込みと新規顧客の深耕

宮城県 有限会社ささもり菓子舗 通販事業の充実を図るためのホームページ及び通販用リーフレットの制作事業

宮城県 雲走輪業商会 天候に左右されない自転車展示場の確保と店舗内光源交換による照明度強化事業

宮城県 株式会社センナン住宅設備センター マグネットチラシポスティングの広報活動による売上拡大

宮城県 株式会社フラワーズ 新商品導入に伴う販促事業の強化及び贈答用包装紙のデザイン開発・制作事業

宮城県 株式会社木精 高校生・大学生向け実践心理学講座の展開と知名度向上のための販路拡大

宮城県 有限会社杜のいちご はちみついちごジャム・いちごティーの開発と販路開拓

宮城県 サロンズヘアーアクティブ 店舗のリニューアルによる新規顧客の開拓

宮城県 ビューティーサロンＲＩＥＫＯ 高齢者向け美容ルーム増設と看板・チラシで販路拡大

宮城県 モノリスデザインワークス ポストカード（年賀状等）のインターネットを活用した販路拡大

宮城県 有限会社アートキュービックセンター 昇華転写によるのぼり・幕等の販路拡大と新規開拓

宮城県 有限会社大沼板金工業 新規顧客を広範囲から集客するための販売促進活動

宮城県 佐藤米穀店 給湯器診断による給湯器の買い替え販売促進

宮城県 株式会社グロウス 屋外スポーツグラウンドの設置で、メインターゲットへの販促強化

宮城県 株式会社たかはし 高級レストラン新規開業に伴うホームページ制作事業

宮城県 見晴 電飾看板の設置と新店舗オープンのチラシによる周知事業

宮城県 宍栄商店 訪問販売・出張サービスを訴求するための文字を大きく掲載した看板の設置事業

宮城県 峠 店舗改装による販売力の強化と店内設備の充実及びその広報事業

宮城県 totomaぱん アレルギーに対応する新商品開発・販路開拓

宮城県 アートリファイン合同会社 顧客開拓及び共同受注システム構築のためのｗｅｂ設置

宮城県 いまから　ここから ワンコイン単元学習サービスの展開とWebクラスの開設

宮城県 サンエスリフォーム チラシ作成・ポステイング・HP作成による売上拡大

宮城県 パカラッチョ！！ 自然エネルギーを活用した足湯の設置による集客アップ

宮城県 株式会社ティー＆ティーフーズ 低温熟成手作りパンのエシカルなオリジナルパッケージギフト開発による販路開拓

宮城県 株式会社ベーセーベージェー オーダースーツの受注～発注～工程管理のシステム導入

宮城県 株式会社ポラリス 企業や個人からのデスクワーク受託作業受け入れ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 株式会社ライフリフォーム仙台 愛犬家向けの住宅リフォームと顧客のカルテ化による販路拡大事業

宮城県 株式会社壱岐産業 ＷＥＢ店長の技能訓練及びシステム強化によるＷＥＢ売上倍増計画

宮城県 株式会社巧成企画 販路拡大と地域の認知に向けたホームページ作成及びチラシ・広告

宮城県 株式会社三陸オーシャン 三陸ほやの新商品開発・広告強化による首都圏顧客層の販路開拓

宮城県 有限会社シラタ 販路拡大に向けた情報発信プラットフォーム構築

宮城県 米粉パンの森トゥット 米粉パンの商品開発とパンフレット作成

宮城県 Ｐｕｒｅｍａ（プレマ） シニア向けの育毛・発毛メニューサービス提供、及び宣伝強化事業

宮城県 おおしろ接骨院 高齢者の顧客獲得事業

宮城県 おのでら接骨院 「地域に密着した接骨院」の認知度向上を目指すＰＲ事業

宮城県 やきとり大吉多賀城店 上下火力やきとり焼台導入による売上増加事業

宮城県 株式会社稲妻呉服店 茶道愛好家等の新規客獲得の為のHP、ブログ、Facebook作成活用

宮城県 佐藤魚店 七ヶ浜地域における買物弱者への移動販売事業

宮城県 夢麺（ムーメン） 「仮設から本設へ」出前・酒類提供・宴会の3つで売上増加を狙う

宮城県 エイチエムスポーツ株式会社 パーク・グラウンドゴルフの販売強化と店舗情報発信で売上増

宮城県 株式会社クレオバンテール 商品包材作成による商品提案型販路開拓事業

宮城県 美容室ばざーる シニア女性層向け高付加価値のサービス提供および着付教室

宮城県 有限会社まるしょう 衛生的で使い易い加工野菜の提案ができる環境の整備

宮城県 フタバシステム販売 ダイレクトメール及び自社ホームページの活用による新規顧客の獲得

宮城県 森嘉倉庫興業合資会社 いつどんな時も、確実、綺麗、丁寧に定時に地元情報を届ける事業

宮城県 中島設備工業株式会社
新たな営業所設置による商圏の開拓と、メーカーとの受発注拠点の構築事業・新技術の取得による競合店との
差別化事業

宮城県 有限会社堀越モータース 車輌診断測定器導入による労務費短縮と新規顧客確保

宮城県 有限会社カーサポート高橋 スキャンツール導入により次世代自動車ユーザーの囲い込みを図る

宮城県 有限会社岩出山自動車整備工場 女性客をターゲットとした来店型店舗への取組み事業

宮城県 株式会社オイデック 空き家対策で「三方良し」

宮城県 上野屋 高齢者や女性の集客力向上策と宴会場利用客への快適空間の提供

宮城県 有限会社アーティスティックカンパニー まつ毛エクステサロン併設で新規顧客の開拓と既存顧客の囲い込み

宮城県 有限会社鹿島台葬祭 葬儀説明会等新サービス実施に伴う新たな顧客獲得のためのPR活動

宮城県 有限会社沼舘食品興業 新メニュー提供開始セールによる新規顧客開拓に係る広告宣伝事業

宮城県 東興包装材料株式会社 法人営業に向けたの営業環境整備の為の販売管理システムの整備

宮城県 お食事処あすなろ 地域外からお客様を呼び込む活気ある地域づくり・店づくり事業

宮城県 株式会社長谷川新聞店 広告代理事業拡大の為の新機種導入

宮城県 南部屋印刷株式会社 安心・安全な栗原市地域防災マップ作製事業による販路拡大

宮城県 サンゴクデンキ 正確・迅速な見積と図面の提案と省エネ機器設備工事による売上げ拡大事業

宮城県 ファミリーサロンニッタ 高い快適性を追求する新たな出張訪問理美容サービスの提供

宮城県 株式会社メディケアフォーライフ 高度な在宅医療サービスの宣伝による販路開拓事業

宮城県 有限会社アネックスホテルアベ 団体利用客への当社サービスPRによる新規顧客獲得事業

宮城県 西村写真館 記憶に残る記念写真の提供で固定客化と販路開拓

宮城県 有限会社成輪 女性客がくつろげる店舗造りによる新規販路開拓事業

宮城県 佐藤自動車整備工業 スキャンツールの導入によるＱＣＤ向上で新規顧客開拓

宮城県 有限会社つくし野 新サービス【本格イタリア料理提供】開始にあたる販促広報事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 カーメイクＪＡＭ オシャレに興味のある２０代～３０代の若者をターゲットとした新規顧客獲得事業

宮城県 高橋畳店 若い世代に畳を好きになってもらうためのメニュー開発とＰＲ活動

宮城県 有限会社美容室みやび ６０歳以上の女性をターゲットとした新サービス提供及び新規顧客開拓事業

宮城県 きんふく お寺特有の立地環境を活かした掲示機能看板の設置による販路開拓

宮城県 割烹松竹 新メニューの開発とトイレ改修工事による販路開拓

宮城県 株式会社佐々木竹材店 竹材展示場の設置・看板リニューアルによる事業周知と販路開拓

宮城県 株式会社北上食品工業 「スライスあぶら麩」開発による新市場の開拓

宮城県 有限会社きけがわ仕出店 年代層別新メニュー開発と利用しやすい店舗づくり

宮城県 有限会社三浦屋 お座敷を敬遠されている顧客を取り込むための椅子・テーブルの導入

宮城県 有限会社箕浦興業 金属屋根材の新商品提供による新規顧客開拓

宮城県 エルショップあさひ 高齢者にも優しい商品と安心生活の提案による販路開拓事業

宮城県 カーメイクタカハシ 新たな自動車整備体制の構築による販路開拓

宮城県 サクライ農産 新商品「野菜の焼菓子」による新たな顧客拡大と販路の開拓

宮城県 ナカタニ薬局 地域に健康と安心を提供するかかりつけ薬局による集客アップ事業

宮城県 株式会社竹花さとうフーズ 高齢者向け仕出しメニューの提案による販路開拓事業

宮城県 佐藤自動車工業 ホームページの開設およびネット広告による販路開拓事業

宮城県 有限会社仕出しセンターきむら 大口仕出し需要獲得に向けた販路開拓事業

宮城県 有限会社藤丸工業 施主のニーズに満足に応える外構工事の提案による販路開拓事業

宮城県 有限会社豊里ガーデン 対面式PR活動及び自社ホームページ作成による販路拡大事業

宮城県 お菓子の国パンジー 洋菓子屋が作る東松島特産の新感覚まんじゅう開発による販路開拓

宮城県 さくらい海苔店 大曲浜産のりの新商品開発ならびに販路拡大事業

宮城県 のり工房矢本 しおのりアイスの開発・販路開拓

宮城県 株式会社宮戸水産 宮城県産の水産加工物の新商品開発・販路開拓事業

宮城県 喰い処やな川 地元野菜を活用した新メニューと女性客獲得に向けた販路開拓

宮城県 有限会社上東石材 石材、ペレットストーブを中心とした展示物改装、及び販路開拓

宮城県 株式会社佐藤石油 車検・板金部門の販路開拓へ向けた看板設置事業

宮城県 株式会社鹿島 石巻市十三浜、海の恵みブランド化戦略

宮城県 まるまご商店 冷凍庫、冷凍ショーケースによる、冷凍食品の販売力アップ

宮城県 海産工房ささき 十三浜産海の幸、販路開拓事業

宮城県 株式会社ヤマテル ＬＥＤ写真スタジオの特性を活用した新商品開発、及びＰＲ事業

宮城県 五島商店 機械導入による生産力向上

宮城県 新子舎 女性やファミリー層を取り込み販路を拡大するための店舗改修

宮城県 末永九兵衛商店株式会社 商品の生産性を向上し、広く多くの人に商品の良さを伝える

宮城県 外房捕鯨株式会社　鮎川事業所 捕鯨文化を継承するネット販売システムを構築し新規顧客開拓事業

宮城県 新沼製材所 簡単腰壁（脱着式羽目板）の販売・販路開拓

宮城県 月と昴 ランチタイム外集客に係るテイクアウト商品の開発・ブランディング事業

宮城県 有限会社小山商店 太陽光発電の展示会視察、販路拡大の広告宣伝（チラシ作製）

宮城県 株式会社マルヤマ 昔ながらの製法にこだわった鰹節の地域外販路開拓に向けた取り組み

宮城県 グリーンリース三浦 小規模休耕地の整備代行支援による販路の拡大

秋田県 たじゅうろう ペレットボイラーの導入により、食用ほおずきの通年安定供給および販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 リラクゼーションサロン Ranjit 雪国秋田でバリ島リゾートを体感！五感を刺激するサロンづくり！

秋田県 今野自動車整備工場 洗車対応二柱リフト増設による作業効率向上と顧客満足度の向上

秋田県 石井商事株式会社 大型専用レーンと災害対応力を活かして地域№1ＳＳへ

秋田県 有限会社　佐藤薬局 高齢者・肢体不自由者に配慮した安全で快適な空間づくり

秋田県 サワイ写真スタジオ マイナンバーの事は当店へ！マイナンバーの御用聞きで顧客獲得！

秋田県 小玉建具店 新しい商圏へのアプローチで新規顧客獲得

秋田県 有限会社　丸六物産 トイレ改装と独自サービス活用で「真のやさしいＳＳ」へ

秋田県 くら吉有限会社 ブランド力と認知度を高めるための店舗改装と誘客戦略

秋田県 有限会社大沢 集客力向上と売上拡大のための店舗改装

秋田県 有限会社　冨岡商店 桜皮の端材を付加価値商品に変身、樺細工の価値を世界に問う

秋田県 スタジオトップス 「健康で美しく老いる」ためのバリアフリー化による新規顧客の開拓

秋田県 有限会社さなづら本舗 老舗の「こしあん・つぶあん」を使ったパンの顧客獲得大作戦！！

秋田県 グローカルプロモーション株式会社 移動型レストラン企画のバージョンアップ事業

秋田県 造道養魚組合 核家族に向け少量パック改良で首都圏に向けて販路拡大！！

秋田県 有限会社佐藤興業 耕作放棄地の有効活用、山間地を菜の花畑に

秋田県 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 伝統製法を守り生産量拡大、取引先を増やします

秋田県 フラワーショップむやり　むやり葬儀社 華やかに故人におくる花葬の提案および葬儀メニューのパッケージ化ＰＲ事業

秋田県 高橋接骨院 頭髪と体のトータルケアへ向けた併設施設のＰＲ事業

秋田県 北秋田商事株式会社 店舗リニューアルと大型広告の実施による新規顧客獲得事業

秋田県 理容ニシジマ 新規顧客獲得のための広告戦略及び新サービスの提供

秋田県 プレピュア美容室 新規高齢顧客開拓のための環境整備及び広告戦略

秋田県 カーハント秋田 ミニ四駆コース拡充による新規顧客の開拓事業

秋田県 郷土料理いしかわ 本場に負けない「きりたんぽ」製造事業

秋田県 株式会社男鹿福祉サービスすずき 介護施設内環境向上事業のＰＲ

秋田県 ダイニング賢 見える！魅せる！店舗の視認性向上とメニュー表作成事業

秋田県 有限会社弥栄 体験型農業を通して企業イメージアップとブランドの創造事業

秋田県 菅原衣料店 衣料店が始めるかき氷サービスで集客アップ

秋田県 高橋呉服店 店舗改装と冷房装置導入で冷暖房効率の向上によるお客様が快適に買い物ができる店舗へ

秋田県 半田鋸店 研磨機導入による作業効率化と販路拡大

秋田県 相馬工匠 間取りシュミレーションで顧客満足度向上

秋田県 相良ポンプ店 アクアリウムで癒しの空間づくりと顧客獲得

秋田県 エリヤ神岡 顧客に優しい店舗施設構築事業

秋田県 杉沢酒店 地域密着型健康宅配サービス

秋田県 大友食堂 顧客満足度を高める快適設備構築事業

秋田県 株式会社　壹味耕産 安全安心をＰＲ！新規顧客獲得のためのホームページ作成事業

秋田県 有限会社　髙橋工務店 お客様との心のふれあいを大切に！販促用カレンダー作成事業

秋田県 冨木自動車整備工場 ボディコーティングの良さを伝える販促用カレンダー作成

秋田県 柳沢鮮魚店 高性能冷蔵庫の導入による移動販売の拡大事業

秋田県 山麓園 トイレの改修による来店客の拡大事業

秋田県 安倍商店 新規女性客を取り込むための店舗リニューアルと広告宣伝活動

12



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＰＥＡRL 新商品販売の広告宣伝活動による新規顧客の獲得

秋田県 ヘアーサロン玉内 増毛の新サービス提供による新規顧客獲得のための広告宣伝活動

秋田県 有限会社　安保金太郎商店 平成27年産新米ブランド強化と販売促進事業

秋田県 有限会社　花万 鑑賞用サンプルガーデンの新設による新規顧客の獲得

秋田県 有限会社　安保食品 看板の設置による来店型顧客の拡大事業

秋田県 柳沢工務店 ラベル刷新とタグにより秋田鹿角をＰＲ

秋田県 お食事処　真つり 店内改装と20周年祭開催による新規顧客獲得事業

秋田県 栁田商店 高齢者にやさしい宅配サービス事業

秋田県 島崎石油　有限会社 若者や主婦層を増加させるためメルマガ会員サービスの導入

秋田県 カービング秋田Dozen Rose より快適な環境の整備と販路開拓に向けたＰＲ事業

秋田県 有限会社　いちご ハードもソフトも安心安全な店づくり！バリアフリーで販路拡大

秋田県 マーケットミル株式会社 新しいリゾートの形と地域の情報発信で販路拡大

秋田県 株式会社　蔵吉フーズ 原材料の栽培から加工販売まで行う「いぶりがっこ」の商品化

秋田県 有限会社　柏谷組 高齢者、農家向け中古車販売展示場の設置

秋田県 有限会社　ティーアイシステム 「管の中から安全まで見える化」～顧客開拓のための新技術ＰＲ

秋田県 安部生花店 魔法の水で、どんな花でも手間なし簡単、いきいき長持ちサービス

秋田県 カマタ写真店 高齢者層開拓のための出張撮影サービス事業

秋田県 有限会社オートステーションアキタ 専用器具導入によるロードサービス受注案件拡大

秋田県 大久保サイクル シャッター改装による店舗イメージの向上及び幅広い顧客層の取り込み大作戦！

秋田県 メーオー 汲み取りトイレを簡易水洗トイレへの改修☆店内プチリフォームで女子力の高い店舗に変身！

秋田県 居酒屋おふくろ みんなで呑むべ！居酒屋おふくろの女性客獲得事業！

秋田県 有限会社　三協商事 ＥＣでの販路拡大につなげる事業所のアンテナショップ化

秋田県 有限会社クイック 新たなデジタル機器ドローンの整備による企画提案営業の強化

秋田県 Ａ・Ｃ・Ｇ秋田チャレンジ学園 既存客囲い込みとその口コミによる新規顧客獲得のための環境整備

秋田県 合資会社　嵯峨自動車 定期的なキャンペーン情報等の発信による売上拡大事業

秋田県 ボディーショップキラリ 店舗移転に伴う新規顧客獲得事業

秋田県 渉水産 ”茎わかめ”の活用と計数管理で明るい経営の実現

秋田県 有限会社　進藤冷菓
秋田県地域資源認定の男鹿若美産メロンを活用した地元企業との連携による”ババヘラ・メロン”の開発で業績
向上を図る

秋田県 お菓子のボンヌ
秋田県地域資源認定の男鹿若美産メロンを活用した地元企業連携による”ご当地シューアイス”の開発と季節限
定商品で販売促進

秋田県 有限会社　みくろ 新鮮さで勝負！地物魚介類ＰＲによる新規顧客開拓大作戦！！

秋田県 有限会社マルイチ水産 据付蛍光立看板で逃してた魚（お客）を捕まえる事業！！

秋田県 斉藤製材所 未来（事業継承）に”ツナゲル”排水設備導入による生産環境の確立事業

秋田県 神の湯温泉 新装館内を積極的にＰＲ！高齢化社会への対応宣伝から売上アップ！

秋田県 有限会社仁賀保インテリア 「店舗の見える化！仕事の見える化！」から新たなニーズの獲得！

秋田県 株式会社　きがるや 広告折り込みで顧客拡大事業

秋田県 小池菓子舗 新たな顔（商品）で進める「いちじく」物語（ブランド化事業）！！

秋田県 有限会社　菅原呉服店 誰でも気軽に来店！交流スペース提供による新規顧客呼び込み事業！

秋田県 サンルーフＫＡＮＥＫＯ 小型風力発電による土地賃貸付き売電事業の事業者募集

秋田県 有限会社　ほていや商店 新規顧客獲得のチラシ大作戦

秋田県 株式会社　茂木呉服店 地域密着型衣料店が挑戦する今までにない大胆な割引感謝セール
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 黒川商店 ＬＰガスシステムキッチン実演販売の為の展示器機導入

秋田県 ＧＩＦＴ ＬＩＮＫ 看板設置と仏事ギフトに特化した営業活動による販路拡大事業

秋田県 小松商店 地域の「ミニデパート」が高齢者のコミュニティセンター

秋田県 総合食品ドンパン 総菜を小分けすることによりお客様の購入機会を増やそう

秋田県 Ｋ＆Ｙサービス 新規メンテナンス機器導入等による売上向上と新規顧客獲得事業

秋田県 有限会社高橋自動車整備工場 高齢者ニーズに対応した店舗看板の設置による販路開拓

秋田県 野村店 ”ｅｃｏ活バック”でガソリン満タン！笑顔満タン！

秋田県 利山 世界へ発信！！ホームページ刷新・活用による販路開拓事業

秋田県 藤原商店ラーメン藤 高齢者にやさしい店舗環境で集客力アップ

秋田県 サロンド・ピュアー いつまでも秋田美人！高齢者向け環境整備とエイジングケアの提案

秋田県 東海林商店 「まちの駅」の活用と新サービス提供に向けた開発と調査研究

秋田県 秋田誉酒造株式会社 希少商品「秋田美人」等量産体制確立と商品バリエーションの強化

秋田県 ＴＯＭＯＫＯ 優しいお店でお出迎え～高齢者・障害者向け”美意識向上”提案事業

秋田県 ＳＡＲＴ ”常連客向け”販促チラシを活用した新規顧客開拓

秋田県 有限会社　夢大 介護車両販売促進とＨＰ作成による知名度ｕｐ・顧客獲得推進事業

秋田県 株式会社　マサカ 「窓の冬支度フェア」開催による新規顧客と受注を獲得する

秋田県 渡辺電器商会 中古家電販売・買収の拡充による新規顧客の獲得と利益の増大

秋田県 美容室Ｓｕｎ 当店常連客の”口コミ力”を有効活用した新規顧客開拓事業

秋田県 有限会社須藤ごんき商店 快適な宴会スタイルの導入、地元の食材使用ＰＲ、誘客促進事業

秋田県 有限会社ササヤ 全顧客案内の展示会開催

秋田県 リストランテ・クロ 明るい店舗づくりと新商品販売で若年女性の囲い込み！

秋田県 エンドーフォート有限会社 写真の力を10倍楽しむ提案とイベント参加で固定客の獲得

秋田県 多賀部食堂 高齢者リピート率を上げる為の洋式トイレへの改修工事

秋田県 レディース整体スマイルサロンママの手 新聞折り込みチラシによる店舗ＰＲと顧客拡大

秋田県 株式会社ワタナベデンキ パソコン・スマホ対応のウェブサイト構築による新規顧客獲得事業

秋田県 吉田ファーム 比内地鶏生産者がつくる新商品「比内地鶏くんせい」試作品開発

秋田県 笹村食品 6次化新商品を工場直販！加工品販売強化に伴うＰＲ看板設置事業

秋田県 株式会社　里山村 販促ツールの強化とアグロイノベーション出展による販路開拓事業

秋田県 株式会社極光 顧客獲得するための「小売電力自由化」のＰＲによる新規参入事業

秋田県 有限会社ハウジングかとう工務店 事業所内装リニューアルによる商談スペースの構築

秋田県 株式会社桧森建築 ＬＥＤ型看板設置による企業イメージ浸透と新規顧客獲得事業

秋田県 まちの牛乳やさん 地域№1販売店を目指して！販促物作成による顧客獲得事業

秋田県 小貫自動車整備工場 新型車種対応整備工賃計算システムの導入による新規顧客獲得事業

秋田県 ヘアーサロンさいかわ 店舗設備のＬＥＤ化と広告宣伝活動による新規顧客獲得事業

秋田県 でんろく 補聴器の調整（フィッティング）技術指導と聴覚測定環境整備事業

秋田県 有限会社ユーコー 地元特産品の商品化で挑戦！新事業による利益拡大事業

秋田県 佐藤政治書店 業務改善で切り拓く！回転率向上による利益拡大事業

秋田県 白沢新聞販売所 安心もお届け！高齢世帯へのおもてなしによる新規顧客獲得事業

秋田県 小笠原樺工房 即売会で注目度ＵＰ！秘伝の技が冴えるオンリーワン樺細工商品！

秋田県 理髪倶楽部 リニューアル店舗を活かした過去最大の新規顧客エリア開拓事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 有限会社伊藤靴店 買物好き女子をワクワクさせるディスプレイ什器の導入

秋田県 船橋　陽馬 新規顧客獲得に向けた写真スタジオ、および暗室の整備

秋田県 株式会社グリーン代行社 大館営業所開設をＰＲし販路拡大へつなげる

秋田県 株式会社しらかみファーマーズ にんにく及び加工品（黒にんにく他）の販路拡大事業

秋田県 手造り料理　遊 ”新装開店！くつろげるお店”広告宣伝で新規顧客を獲得

秋田県 有限会社ショップやよえ 新規顧客開拓と来店比率向上に向けた店舗リニューアル

秋田県 工藤ホンダ 除雪機の販売から修理メンテナンスまでの販路開拓事業

秋田県 株式会社ホクシュウ 新規顧客開拓のための新部門ＰＲ事業

秋田県 エルポートシロキ チラシを利用した「地元の電気屋さん」のＰＲと顧客獲得

秋田県 株式会社高杉自動車 幹線道路から案内看板設置及び広告地域拡大による新規顧客獲得

秋田県 アキ建築工房 平面詳細図ソフトの活用による素早いプレゼン対応

秋田県 株式会社中西鉄工 壁置まきストーブのカタログ自社制作とウェブ発信による販売促進

秋田県 有限会社　大勇物産 工事カルテ制導入による提案できる営業と新規顧客獲得

秋田県 ノア美容室 快適空間創出による新規顧客獲得事業！

秋田県 伊藤商店 看板の建て替え・改善による新規顧客の獲得

秋田県 高英フォレスト株式会社 地域工務店へのＰＲ活動で認知度向上と販路開拓

秋田県 仁 整骨院 新サービス提供による新規顧客開拓と売上増進

秋田県 有限会社　湊建設 自社環境整備による顧客利便性の向上と若者世代への販路拡充事業

秋田県 スタジオ美技 アーユルヴェーダサロンとしての認知度アップと新規顧客獲得事業

秋田県 ひらか食品 地元食材にこだわるオリジナルアイス事業展開の積極的な広告宣伝

秋田県 フォトヒカリエ 「餅は餅屋、写真は写真屋」プロに任せてみませんか？

秋田県 農材しばた 安心・安全で美味しい規格外野菜の有効利用による売上増加対策

秋田県 うまみ処　さなだ 「新規法要料理参入」から「ヘルシー志向者への売込」

秋田県 佐貫食品 夏でも美味しく「大森のおやき」とお休み処の開設

秋田県 かふぇ花野 ～やすらぎ空間の創生～古民家店舗改修による売上拡大

秋田県 えびすやクリーニング 「プロの技で100％シミ抜き」ＳＮＳやシミ抜き実演で売上ＵＰ

秋田県 お食事処 宝来 月一回の「特別メニュー」の提案と販路開拓・新規顧客獲得事業

秋田県 後藤精肉店 「品質の良い肉」という最大の強みを活かした顧客獲得事業

秋田県 十文字サンクリーン 「ふとん丸洗い・じゅうたんクリーニング」の啓蒙ＰＲで売上ＵＰ

秋田県 ヘア・メイク ネクスト 高齢者の優しいバリアフリーの店作りと新付加サービス

秋田県 焼き肉　ら・ぐう 特別な時間を過ごせる場所の提供と手作り加工品販売で売上拡大

秋田県 ラ―メンショップＡｊｉ-Ｑ十文字店 ～常連客からのヒント～課題解決策による販路開拓で売上上昇

秋田県 細川デザイン事務所 立体化への挑戦で販売力アップ！

秋田県 有限会社　エルピス 「ほんとうのサングラス」の集中ＰＲで非視力矯正市場の販路開拓

秋田県 株式会社　田園 食べ切りサイズのおつまみ商品の開発と販路拡大用グッズの製作

山形県 有限会社六味庵 看板修繕、刷新を通してのＰＲ効果増大、および新規顧客獲得

山形県 小林塗装店 洗浄機導入と３Ｑの提供による若い世代の新規顧客獲得

山形県 舩山製作所 機械導入による新分野の受注獲得と生産性の向上

山形県 有限会社　ブールシャンティー 店舗外観整備による立ち寄り誘客促進及び販路拡大

山形県 有限会社 鏡畳店 高品質畳の、個人客向け販路開拓と、既存客からの紹介促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 有限会社　文進堂印刷 サンプル商品展示室兼新商談ルーム改装に伴う新規顧客の獲得事業

山形県 有限会社阿部商店 焼肉ロースター用フィルター試作と焼網レンタル広報での販路拡大

山形県 鈴木 時計店 町内唯一の自店でデジタル補聴器の販売調整が出来る店になる事業

山形県 大津理美容所 店舗内改装による新規顧客の開拓

山形県 有限会社ヨシムラ 通信販売促進のため冷凍設備導入による商品管理で新たな市場開拓

山形県 株式会社山形マイスター 稼働率の向上による新分野（自動車部品加工）への進出

山形県 今野工務店 納期短縮による受注拡大と利益確保

山形県 中村屋 酒類アイテムの充実と品質管理徹底による店舗販売強化事業

山形県 有限会社　あんちん堂 顧客満足強化による来店リピート率向上で店舗売上拡大

山形県 ひぐち商店 少量販売で差別化した惣菜・生鮮食品の店頭販売の拡大

山形県 奥山建設株式会社 清潔感ある店舗イメージアップと特徴あるサービスで売上拡大

山形県 農事組合法人　大石田漬物組合 中高齢のお客様に優しい負担の少ないトイレへのリニューアル

山形県 有限会社　芳賀工務店 雪国における屋根融雪システムの普及ＰＲによる販路開拓事業

山形県 福床 新規客獲得を図るための店舗看板設置と店舗外装改修

山形県 有限会社住まいるーむ情報館 「空家管理・住まい再生ネットワーク」に関する販売促進活動

山形県 株式会社寒河江スクリーン 新規顧客獲得と利便性向上のための店舗外観整備

山形県 半田朱美社会保険労務士事務所 新規業務展開の為の、ＨＰの作成事業

山形県 株式会社 木村ぶつだん 紙、電子カタログとＨＰを利用した多方向情報提供による売上拡大

山形県 株式会社　竹田スーパー 高齢者をターゲットとする仕出し・飲食部門のビジネスモデル構築

山形県 山崎の豆腐店 大型冷蔵庫設置による新規顧客開拓事業

山形県 有限会社 本木ケミカル 粒断機の導入による生産効率の向上と新規取引の拡大

山形県 有限会社　小野工務店 新ブランド商品(低コスト住宅）開発・ＰＲによる新規顧客開拓

山形県 株式会社天狗山フーズ 健康に良い煮干し利用の新商品開発等６次産業化へのチャレンジ

山形県 おによめ.com 農産物を使った自家製加工品の開発と販売促進

山形県 有限会社　エフビーオート 業務内容が一目でわかり、通行客の利用を促す販促物の設置

山形県 旬味漫彩鷹月 客室の多用途性アップと広告宣伝による顧客拡大

山形県 梅木製餡所 取扱商品・新商品カタログの製作事業

山形県 株式会社みかわ屋 ゆっくり相談できる環境づくりとＤＭやＳＮＳを活用した販促活動

山形県 有限会社　山形ドリームチャレンジ 看板リニューアルによる宣伝強化で販路拡大・売上の増加

山形県 小野庄七商店 観光の出発点を目指したトイレ改装工事

山形県 猿羽根山観光株式会社 浴場の改装により新規顧客及びリピーター獲得事業

山形県 農業生産法人合同会社夢にぐら 集客拡大、PR効果の向上に向けた看板の作成

山形県 有限会社　菅藤組 融雪システム展示説明のためのショウルーム設置

山形県 大沼魚店 知名度向上による売上と客数増加のための看板設置事業

山形県 山田住宅設備 自社独自の無散水融雪展示場及び看板設置による商品PR事業

山形県 有限会社　三吉麹屋 魅力あるホームページと商品カタログの作成による販路拡大

山形県 株式会社今田製麺所 お客様が安心して入店できるための駐車場補修工事

山形県 古関進司法書士事務所 高齢者などのお客様にも安心して使える洋式トイレの設置事業

山形県 ジーンズリペア&カスタム　お直しジョージ 店舗整備による販売部門の構築と新規顧客の獲得による増収増益

山形県 ポーラ化粧品ミロード 来店喚起のための店舗看板と実演サービスによる売上増進計画
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 あめや菓子店 照明付き看板の設置と店舗外壁の改修塗装による誘客拡大事業

山形県 有限会社　カネコメガネ倶楽部 取扱品及びイベント告知看板とセール広告による顧客拡大事業

山形県 有限会社　佐直写真館 男性客向け写真スタジオ設備の設置による販路拡大と広告宣伝

山形県 朝日山の家 館内の設備をリニューアルし快適空間を提供する新規顧客獲得事業

山形県 ふる里民宿　さくお 季節商品の常時提供と快適空間の設置による新規顧客獲得事業

山形県 国井商店 外構工事による作業効率化とお客様の利便性向上による売上拡大

山形県 まるろく 国道沿いに看板を設置し広告宣伝による新規客獲得・販路開拓

山形県 まいづるや 特別企画月山フラワートレッキングのＰＲ活動による新規客獲得

山形県 有限会社 第一葬祭社 ホームページ更新と新パンフレット作成での販売拡大事業

山形県 株式会社　郷 少人数グループ用の客席整備と、女性、シニア層に向けた店内改装

山形県 佐藤商店 山の幸特産品の「旬」を届けて販路開拓

山形県 株式会社イナムラ 自社サービスメニューの整理と体系化による情報発信事業

山形県 有限会社鴨田宝石店 ジュエリーオーダーメイド技術のアピールによる来店者増加計画

山形県 株式会社最上川三難所舟下り 最上川の舟下りを広報周知するための販促活動と新規顧客の開拓

山形県 クラブ　エス 車輌塗装の新設による販路開拓と新規顧客の獲得

山形県 カークラフト　リアル 新設備導入で顧客満足度アップと認知度強化による新規顧客の確保

山形県 有限会社　旭商 ネット販売及び山ぶどう商品新ラベルの開発と販路開拓事業

山形県 民宿　あらし 楽座、楽食で宿泊、宴会客の顧客満足度を高め売上増加事業

山形県 草刈商店 代筆サービス強化と明るく見やすい店内、店頭販売で売上ＵＰ事業

山形県 小泉たたみ店 設備導入による品質を高め顧客満足度向上による売上増加事業

山形県 上田スポーツ店 店舗入口の改修による店舗販売強化とメンテナンス部門の確立

山形県 有限会社　小池建築 ＷＥＢサイト開設による自社ＰＲ及び新規顧客獲得に向けた取組み

山形県 有限会社　木村自動車 整備機器導入と従業員増員による顧客満足度向上と販売拡大事業

山形県 割烹旅館　叶屋 椅子・テーブル導入による高齢層顧客の獲得とサービス向上事業

山形県 株式会社　大沼建築 リフォーム部門による販路拡大のためのパンフレットとHP作成

山形県 レストランタカノ 業務効率化と新メニューによる店舗力アップ事業

山形県 フォトショップ　アキバ 持ち運び可能な機材を活用した本格出張撮影サービスの新たな提供

山形県 株式会社 島屋 お直し・リメイクの内製化と新サービス提供による販路拡大

山形県 土澤木工 展示スペース改善による新規顧客獲得と販路拡大事業

山形県 合名会社　鍋屋 高齢者にやさしい自動ドア設置

山形県 株式会社　柏倉材木店 マッチングイベント会場『作業村』の環境整備

山形県 原口そばや 目印となる看板設置と営業作戦で集客アップ

山形県 株式会社エムエスエンジニアリング 倉庫前舗装工事で倉庫を製造場所に用途変更し受注拡大へ繋げる

山形県 ヘア ムーブ キムラ 店内環境改善と看板設置による新規顧客開拓事業

山形県 スギハラ株式会社 高齢者が来店されることで元気になるお店づくり事業

山形県 山形おぐに　自然農園 地元産山菜キノコの直売所開設事業

山形県 有限会社白い森よこね物産品直売所 おすすめメニュー等の写真入り誘導看板設置による集客力の強化

山形県 ガーデン・カフェ 田園の中の小さな農家をテーマに気軽に立ち寄れる憩の場づくり

山形県 有限会社羽黒フード大川欣一商店 地域特産品の発送サービスのＰＲ看板の設置と宣伝広告

山形県 有限会社　大井餅や バリアフリー化によるお客様にやさしい店舗作りと集客の強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 有限会社 渡邉モータース 中古車販売による顧客拡大事業

山形県 フォルテシモ 新たな顧客獲得のための広報と来店しやすい環境の整備

山形県 株式会社　Ｋ.Ｚ.Ｎオフィス 看板設置、チラシ作成をして新たな顧客獲得による売上向上

山形県 有限会社　ヤマショウ井上商店 店舗改装による車販売部門強化と新サービス提供による販路拡大

山形県 株式会社　吉村大工 ”見せる技術”と”見せるＰＲ”の仕組みで工事成約アップ

山形県 有限会社　丸太鈴木商店 顧客管理システム導入による機器販売部門の販路拡大

山形県 小関又兵衛商店 ＥＭ講習会参加をきっかけとした売上増加計画

山形県 川崎工務店 「訪れたい、訪れやすい」をつくるための環境整備事業

山形県 小松花店 町のお花屋さんの「デザイン」導入による付加価値アップ計画

山形県 もちや 新規一人客をターゲットにした店舗リニューアルと看板の設置

山形県 株式会社アース工業 展示会出展による「オーダーメイド機械装置」の販路開拓とPR事業

山形県 ＳＥＡＬｓ東北 工場機械装置移設・レイアウト変更事業進出による販路開拓

山形県 株式会社カイモ総合商事 HP制作によるネット販売とチラシ広告による販路拡大

山形県 お食事処　藤右エ門 新商品の開発に伴う新規顧客の獲得戦略事業

山形県 家具工房Ｂａｕｍ（バーム） 伝統技術を取り入れた手作り家具の展示による地元での販路開拓

山形県 ひな鍼灸院 健康に関する情報提供と靴内環境改善への取組みによる販路開拓

山形県 スガノ製畳 洋風住宅にも合う縁無畳の製造とホームページ開設による販路拡大

山形県 カラオケハウス悠 露店事業強化による利用促進と川鮭のこだわりつまみの開発事業

山形県 千川原自動車工場 屋内車両展示スペースの確保と看板架け替えによる販売促進事業

山形県 珍来 宴会部門強化と駐車場環境整備による売上拡大事業

山形県 ＳＨ興業 看板等改修による事業所ＰＲと個人からの水回り受注獲得事業

山形県 田中板金 建築板金業専用ソフトウェア「板金メイト」導入による業務効率化

山形県 早坂鉄工所 工場設備の強化による震災需要への対応

山形県 佐藤長三郎そば 観光客を呼び込むための店舗の環境づくり

山形県 笹原鮮魚店 地域に住む高齢者のニーズに応えた新規什器・調理器具の導入事業

山形県 有限会社カワマタオート 工場敷地拡張整備による中古車販売・自動車修理顧客拡大事業

山形県 HairroomYamada 看板設置による事業所アピールと新規顧客獲得事業

山形県 小野魚店 宴会場の改修による顧客満足度の向上と地域に密着した店舗づくり

山形県 光ザ・ショージ 店舗イメージ向上と利便性向上による高齢客獲得事業

山形県 マツヤ LED照明導入による、高齢者が利用しやすい店舗整備

山形県 有限会社　なかせ 来店者の店舗誘導を図る看板・暖簾・のぼりの設置

山形県 川村米穀・餅店 餅屋と分かる看板設置と寛ぎ空間提供の店内改装

山形県 鈴木瓦工業 新規顧客獲得のためのホームページ開設

山形県 有限会社リヒトカメラ 子育て世代新規顧客獲得のためのプリント設備導入とＨＰ製作事業

山形県 佐藤米穀店 お客様に訴える店舖ファサード改修及び店内スペースの改良事業

山形県 Top‐insurance 庄内初来店型保険ショップが分かる店舗看板設置と広告掲載事業

山形県 有限会社　井田畳内装 新聞折込広告配布による販路開拓事業

山形県 有限会社　関食品 若年層取り込みのための店舗リニューアル事業

山形県 吉田でんき リフォーム工事・オール電化工事事業への本格参入による販路開拓

山形県 有限会社　湯沼温泉 スマートフォン用ＨＰ作成・食材の品質管理向上による県外客獲得

18



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 合資会社　後藤酒造店 海外市場の販路拡大に向けた高付加価値日本酒の紹介事業

山形県 ホープ美容室 チラシの配布及び店舗外観の一新による新たな顧客層の開拓

山形県 山形農薬株式会社 新サプライズサービス開発・提供による販路開拓事業

山形県 リオンヒノデ美容室 店舗イメージアップ事業による若年層の集客力向上

山形県 株式会社　山中本店 新たなコミュニティスペースの設置による高齢者層への販路開拓

山形県 カンノ魚店 トイレ・玄関改修バリアフリー化による新規顧客獲得推進事業

山形県 株式会社　杉森商会 新コンセプトに基づく店舗改修、リーフレット配布による販路開拓

山形県 とまとやよずべぇ トマトギフトのパッケージ製作

山形県 佐藤菓子店 店内工場改装での生産能力向上により新規取引先の開拓

山形県 株式会社押切鐵工所 アイアンサイン（鍛鉄製のサイン看板）の開発

山形県 ほてい屋 お年寄りから若い女性、外国人お客様へ快適トイレ空間の提供

山形県 有限会社　秋山板金工業所 同業他社との差別化をはかるためホームペー作成による販路開拓

山形県 ワールドショップ オリジナル詰合せギフトの販売と効率的な箱詰め・作業環境の整備

山形県 プロダクションＡＮＧＬＥ 「シネマ風の滑らかな動き」を取り入れたブライダル映像の制作

山形県 ウエノカーサービス 工場内ＬＥＤ化による作業効率アップと看板設置による顧客獲得

山形県 株式会社仕出し料理あらかわ 調理技術を活かした高付加価値料理の開発

山形県 株式会社寿得 すべての人の体がリフレッシュするトータルビューティ事業へ進出

山形県 佐藤鮮魚店 真空パック機械導入による新商品の開発

山形県 NEOHOW PRツールを用いた顧客開拓力・受注力強化事業

福島県 森タイヤオート株式会社 板金塗装の事業化

福島県 有限会社酒井自動車工業 利用客満足度向上のための施設整備事業

福島県 酒井燃料店 来店・商談機会確保のための施設整備事業

福島県 有限会社カヅミ電器 店頭販売強化による関連需要の獲得

福島県 美容室エボノスヘアー 看板移動と認知度アップによる新規顧客獲得事業

福島県 えびな食堂 準限界集落の食堂だから、地域特化晩御飯サロンで販路開拓

福島県 株式会社横山傳七商店 お客様にやさしく利用しやすい店舗づくり事業

福島県 株式会社壱から屋 有機野菜等ピザ開発をテコにした元気発信拠点作り事業

福島県 株式会社山田屋 地域生活者の役に立つ小売店事業の展開

福島県 ジェイズファクトリー 車両保管、説明ブースと店舗看板設置による販路拡大事業

福島県 有限会社澤田屋 福島県産の材料を活用したご当地スイーツの開発

福島県 美ずはら 地域素材を使用した商品の開発による地域外からの集客強化

福島県 forestバン源田 外国人観光客等の誘客促進と接客力向上によるサービス向上事業

福島県 ひたちや旅館 ホームページ新設と滞在環境整備による新規顧客獲得事業

福島県 株式会社FIFTY'S 女性専用トイレの設置による顧客獲得事業

福島県 有限会社水野材木店 大型看板設置による新規顧客の獲得

福島県 有限会社緑川建設 建築用３Ｄソフト導入による新規顧客の開拓事業

福島県 有限会社伊藤醸造店 オープンショーケース導入による店舗販売の強化

福島県 長谷川自動車工業 未活用のシャッターを活かした顧客増加策

福島県 有限会社大間 日本酒、味噌、醤油醸造元向け水分調整FRP桶の開発と販路開拓

福島県 常興工業株式会社 ＨＰ更新による一般向けオーダー加工のネット販売事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 ひきち印刷 小ロット印刷に特化した事業展開と新規顧客獲得事業

福島県 株式会社ティンバー オリジナルペット用品の自社サイト立ち上げと販路拡大

福島県 株式会社スプラウト ネットショップ強化のための商品写真撮影力向上事業

福島県 有限会社日進屋 高機能ミシン導入による新サービス（名入れ・刺繍）の提供

福島県 有限会社カトヤ 高齢者に優しい、買い物サポート事業

福島県 有限会社笹島管工設備 「地熱を利用した新しい室内環境」実現のためのモデルルーム整備

福島県 ガレージアイタ有限会社 整備設備充実による安全安心のサービス向上と利益構造改革

福島県 鈴木糀店 新規顧客獲得のための暖簾と商品パンフレット作成事業

福島県 早川新聞理容 高齢者が快適に利用できる店内改装事業

福島県 おおしお夢農場虹 真空パックで品質アップ、お米の真空保存で美味しいご飯を

福島県 有限会社とよだ印刷 「想い出創造(出版)のお手伝い企業」プロジェクトで販路開拓

福島県 津谷司法書士事務所 カスタマイズされたモデル類型を策定し認知度を向上させる事業

福島県 エスポアール有限会社 新生農家レストラン“エスポアール”のための新しい店舗創り！

福島県 株式会社ＡＲＫＵＳ 工事現場における遠隔放送・モニターシステムサービス

福島県 有限会社いしむしろ 古民家風田舎そば店の観光来訪者おもてなし事業

福島県 有限会社山富 トイレ改修工事

福島県 カフェ凛 心と体に配慮した癒しの空間カフェによる販路開拓

福島県 株式会社熱海佐藤自工 情報発信で地元顧客発掘及び顧客定着化による販路開拓

福島県 清水工務店 都市部狭小現場環境に配慮した建築工事サービス導入の販路開拓

福島県 お食事処やすた 一品料理を充実させ地域の台所となり新たな客層を取り込む

福島県 有限会社カネエイ佐藤工業所 鉄の加工技術で地域の有害動物駆除に貢献する事業

福島県 有限会社高森屋商店 米と米粉と高森屋の活きる道

福島県 株式会社カドル 心地よい空間づくり・顧客満足度アップ事業

福島県 有限会社リカーショップやまいち 酒屋と魚屋のコラボによる新規顧客獲得と店舗販売強化

福島県 寿し・海鮮丸保 老舗寿司割烹店の法事・法要プラン導入による顧客開拓

福島県 きのこ総合センター株式会社 ～カラダもココロも豊かに～なつかしのポン菓子販売事業

福島県 菜園レストランエルタパド 古民家ｄｅ西田の四季を皆で奏でる石窯ピザ販売

福島県 ゆり美容室 リラックス空間の提供による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

福島県 クライミングジムナナシノ パンフレット・看板等を活用した新規登録会員の獲得事業

福島県 有限会社タカハシ商事 地の利を活かしたエネルギー供給強化事業

福島県 ユーズヘアージーク 施術時間短縮（２割～３割）による自然派パーマ・カラーの提案

福島県 ＰＯＰＬＡ 他店には無い専門的な頭皮ケアサービスの新規顧客獲得と体制強化

福島県 酒井ぶどう園 市場ニーズに合わせた提案による商品化と販路開拓事業

福島県 有限会社岡崎 もも蜜、りんご蜜を活用したオリジナル商品の開発と販路開拓

福島県 有限会社オオノトランス 簡易点検場整備による新規取引先開拓推進

福島県 テックセイコー 安定した経営環境づくりによる販路拡大事業

福島県 一二三食堂 居心地のよい店舗づくりによる新規顧客獲得事業

福島県 アクト行政書士事務所 相続・遺言に関する相談利用促進の為の看板設置等事業

福島県 株式会社エヌズメディカルケア HP等を活用した新事業の開所月末稼働率40％達成に向けた取り組み

福島県 長兵衛庵 新メニューの開発と集客向上に向けた取り組み
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福島県 株式会社増子建築工業 ITを活用したリノベーションのワンストップサイト事業

福島県 有限会社せいかつクリーン産業 ＷＥＢサイト開設による新規顧客の獲得事業

福島県 馬場商店 半加工品・惣菜部門の設置による収益力強化事業

福島県 サンマートアヅマストア 地酒名店化で販路開拓店舗壁面へLED看板設置・酒の広告強化

福島県 パル・ピーターパン 看板設置、店舗・看板LED取付による潜在顧客の集客力拡大事業

福島県 有限会社川東寿司幸 「角煮の太巻き」の商品開発による新たな市場・販路開拓事業

福島県 割烹阿部 スムーズな誘導等のための看板設置及び仕出し部門強化の販促事業

福島県 寿亭 新規客の誘導とファミリー層集客に向けた店舗改装事業

福島県 有限会社よしだや 店舗ロゴの刷新による新規顧客獲得事業

福島県 蕎麦美人 女性客をターゲットにした宴会場の設備

福島県 switch 店舗入口のバリアフリー及び新サービスメニューづくり

福島県 有限会社オオジオート 新規顧客獲得に向けた塗料・コーティングブースの改築

福島県 もてなしのかくれ家すわや カップル・夫婦向けサービスの強化による平日利用率の向上

福島県 有限会社ミヨシ自動車商会 女性に優しい自動車整備工場づくり

福島県 有限会社さがわ刺繍 オリジナル刺繍加工・ワッペン製作による販路拡大

福島県 手打ち中華そば味楽 ラーメン居酒屋事業の展開

福島県 有限会社ワコープランニング 来店型保険相談事業による販路拡大

福島県 和風レストラン藤乃家 分煙による新規顧客獲得事業

福島県 金成表具店 「表装具」をきっかけとした「和」を取り込んだ室内空間提案事業

福島県 上野電器 「家電などの相談コーナー」設置による高齢者へのサービス向上

福島県 ときわ商店 レディースエステ・シェービングサービス展開による女性客の獲得

福島県 菅生文具店 商談スペースの確保による販路開拓事業

福島県 ファッション野崎 製造設備の導入による新規顧客の獲得

福島県 国井自動車 幹線道路沿いへの屋外看板の設置による顧客開拓事業

福島県 根本魚店 手間のかからない調理で一家団欒楽しい時間を

福島県 やま郷 お客様と愛車にやさしい駐車場整備と競合店差別化事業

福島県 丸忠ストアー 主婦層や高齢者を対象とした主力商品の販売強化と店舗改修事業

福島県 石川屋 女性にやさしい快適な店内環境づくり

福島県 有限会社ありがとう保険サービス 企業認知度向上による新たな営業方法の推進事業

福島県 ヤマザキショップ玄葉酒店 イートインスペースの新設による販路拡大事業

福島県 エープラスジャパン マレーシアのキオスクワゴンを利用したテストマーケティング事業

福島県 海鮮居酒屋松竹 顧客に訴えかけるメニューづくりによる販路拡大事業

福島県 柏屋 当店の強みを活かした新商品開発による新たな客層の獲得

福島県 大島保険事務所 若い主婦層を取り込む為の来店型保険代理店のシステム構築

福島県 ヘアーサロンストウ 高齢者や障害者を取り込む為の販路拡大事業

福島県 勢州屋 快適なお買いもの空間をつくり、いこいのルームを設置

福島県 株式会社カマールJP. 自動車部品を必要とする国外の中古車取扱者への部品供給販売事業

福島県 有限会社弁天荘 近隣レジャー施設とのサービスプラン連携による新規顧客の獲得

福島県 肉の滝沢 店舗レイアウト変更と販売方法の改善による新規顧客の獲得を図る

福島県 有限会社サンビルト 新規顧客獲得のための魅力ある石材製品のＰＲ事業
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福島県 有限会社創文館トップスタディ棚倉教室 学習塾元気ＵＰ事業（勉強が好きになる子供育成大作戦）の展開

福島県 石安米肥店 当社ブランド米「社米コシヒカリ」認知度アップと販路拡大事業

福島県 やまとや輪業商会 知名度向上及びスポーツバイク拡販のための新規顧客獲得事業

福島県 佐藤酒店 ビールサーバー貸出と食材配達をパックにしたサービス展開事業

福島県 みよし食堂 アイドルタイムを利用したママ友コミュニティ創造による顧客獲得

福島県 居酒屋やまき 和を基調とした店舗内外改装による顧客満足向上事業

福島県 金中林産合資会社 2.5次元対応デザイン立体造形木工品の販路拡大事業

福島県 羽染洋品店 南会津郡のシニア層おしゃれの提案事業

福島県 株式会社テクノあいづ ＴＶＣＭによる屋根融雪ヤネラク・太陽光発電設備の販売拡大事業

福島県 星畳店 畳替えチラシ手配りによる顧客獲得事業

福島県 有限会社オートケア会津 「ま心」対応で財布にやさしいタイヤ販売促進事業

福島県 美容室ミエ 幾つになっても綺麗な女性のため個室での美容専門サービスの提供

福島県 株式会社渡部住建 自社ショールームを拠点としたリフォーム工事の販路拡大事業

福島県 有限会社フタバガス ミニショールームを活用する身近なガス屋のガス器具販促事業

福島県 モードデ新田 高齢者に優しい明るく分かり易い店舗への改装による新規顧客獲得

福島県 はまや旅館 暖かく快適な施設改修による新規顧の獲得

福島県 鈴木自動車整備工場 高齢者等向けサポートサービスとＰＲ強化による新規顧客の獲得

福島県 磐梯酒造株式会社 全国の若年消費者、及び酒小売店、料飲店への日本酒販路拡大事業

福島県 協信産業有限会社 女性客等の新規獲得のための店内環境の整備、設備導入

福島県 有限会社あかべこ 女性に優しいトイレへのリニューアルによる女子会需要の取り込み

福島県 レストハウス磯舟 道路通行者に対する「ご飯屋カフェ」ＰＲによる新規顧客獲得事業

福島県 衣料の大黒屋 「おしゃれ」に関心のある女性向けの販売促進事業

福島県 民そば屋 そばや和食と日本酒を楽しむ小グループ客向け宴会利用の販促事業

福島県 食堂いしやま グルメファンをリピーターにするための店舗力向上事業

福島県 江川畳店 新規顧客獲得の為のHP作成と工事見積もり・販売システムの構築

福島県 有限会社ジーエスケー 地域密着来店型店舗による商業用印刷物の販路開拓事業

福島県 有限会社月見亭 景勝を眺める空間で郷土色を提供する食事処の販促事業

福島県 企業組合おく愛ズ 過疎地域コミニティー創出からの地域振興事業

福島県 民宿松屋 民宿併設カフェの地産メニュー提供による新規顧客獲得事業

福島県 株式会社プリント電子研究所 営業ツール用『高付加価値品サンプル基板』を開発して販路拡大

福島県 株式会社百姓家 農産品の加工食品開発と販路拡大による農業再生事業

福島県 レストランならは 交流の場を提供する飲食店再開のための商品開発及び販路開拓事業

福島県 株式会社小松屋 ＩＴと新聞折り込み等を利用した販路拡大

福島県 有限会社あけぼの商会 環境調和型インクの販売サービス業への挑戦

福島県 株式会社あぶくま川内 記念事業による集客力向上及び新商品開発販売

福島県 有限会社斉藤製作所 高精度樹脂成形金型事業化と特急品対応およびＨＰによる販路開拓

福島県 ヤマザキショップ田人福田屋店 惣菜の製造販売実施に伴う販路拡大事業

福島県 茶房やまだ屋 重要伝統的建造物群保存地区である大内宿にあうストーブの設置

福島県 サラダ館下郷店ファッションかのめ 少子高齢化に対応した、高齢者に優しい店舗作り

福島県 有限会社星乃井 見開きカレンダーを活用したリピーター獲得事業
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福島県 有限会社ホテル大坂屋 くつろぎの客室空間提供によるリピーター獲得事業

福島県 有限会社白城屋 館内トイレの環境改善による離客の回帰と新規顧客獲得

福島県 お菓子工房ふくすべるぐ 待合室兼イートインスペースの新規設置による顧客満足アップ

福島県 翁島庵 伝統菓子「あられ」「凍みもち」販路拡大事業

福島県 レストラン白鳥 新規顧客獲得のためのメニュー及びリーフレット作成とＨＰ新装

福島県 有限会社芳本 老朽化した立て看板リニュアル設置事業

福島県 有限会社笠間工業 「最上級の空間」和室と畳の展示会で販路拡大

福島県 有限会社只見自動車整備工場 愛車カルテ作成にかかる高性能スキャンツール導入事業

茨城県 田崎精肉店 筑西市特産品「紫峰牛」を活用した肉惣菜シリーズの開発と店舗サイン設置

茨城県 有限会社キド本店 独自性を出す提案型地域コミュニティーＣＶＳによる販路開拓

茨城県 ヘアーアルチザン　ナカジマ 美肌スキンケア脱毛による新メニュー開発

茨城県 Neutral Closet オリジナルブランド看板作製による認知度アップと収益の向上

茨城県 入山畳店 新商品「クッションフロア畳」の販売に伴う、販路の開拓

茨城県 有限会社内野 ノンアパレル製品の作業場修理・拡張による生産能力向上

茨城県 パティスリーIshikawa 地粉「中力粉」を使った新商品開発・一部店舗改装による販路拡大

茨城県 テルフォート 女性プロ・カメラマンによる女性向け写真店への変革

茨城県 臣モータース 設備の導入と、瓦版掲載による新サービスの向上と新規顧客獲得

茨城県 有限会社川俣石材工業 石工職人の技を見せる回転する販売促進用石見本

茨城県 有限会社翁屋 通販事業の商品撮影及び商品ページのリニューアル

茨城県 小林車体 カーオークション代行出品事業の展開と看板新設による認知度アップ

茨城県 有限会社塚越農産商店 BtoCを対象としたコシヒカリ専門店通販サイトの開設

茨城県 food studio M 茨城初！旬感ドライフルーツ＆グラノーラの試作品開発及び広告宣伝

茨城県 有限会社黒澤襖店 看板設置とチラシ・サンプル帳作成による近隣地区での知名度向上

茨城県 ハナワガーデン 自社ホームページと連動する営業戦略の実施

茨城県 株式会社中村商店 空き倉庫を活用した、小売り店への進出事業

茨城県 株式会社岡本和裁 ホームページと連携した、チラシとＤＭを活用した和裁教室の拡大・拡充事業

茨城県 工房　よも木 木工製品開発による木のぬくもり生活提案事業

茨城県 イデツ工芸 大型バッグ開発・製造による売上拡大

茨城県 方波見牧場 常陸野栗豚のスライスハム製造販売による売上拡大

茨城県 石津理容所 理容店を敬遠する車椅子利用者への利便性向上による、新規顧客獲得

茨城県 エスエスライン（同） 物流ソリューションサービスのWEB及びチラシでの販路開拓事業

茨城県 レストラン　ブーション 選べるデザートとテイクアウトケーキの新メニュー開発の販路開拓

茨城県 株式会社笹目宗兵衛商店 地酒のネット販売の強化と観光酒蔵の魅力向上

茨城県 ハッピーわんず 老犬向けサービス事業による新規顧客開拓事業

茨城県 有限会社鍋屋本店 熟成栗・焼き芋の通信販売およびイートインスタイルでの販売事業

茨城県 塙タイル店 デザインタイルによるペット食器台の開発・販売事業

茨城県 旅館いなみ 外国人旅行者に対応した和のおもてなし旅館への変革

茨城県 有限会社タナカエイジェント 五感に訴える顧客体験型スペース等の設置による売上向上事業

茨城県 株式会社フードセンター 観光バス等の団体客新規獲得に向けた集客促進事業

茨城県 アジアンフードサロン海鷹庵（ジュリアン） 地域初！外国人向け料理教室の展開で販路拡大と素材品質の向上
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茨城県 株式会社スワローインキュベート クラウド名刺管理ツール「Sansan」の販路開拓

茨城県 Body Garage DOLPHIN 板金分野対応による【愛車ワンストップリペアサービス事業】構築

茨城県 木之内トラベル株式会社 宣伝ラッピングカーによる会社アピールと顧客・販路拡大事業

茨城県 株式会社田口工務店 リフォーム・メンテナンスサービス拡充を通して、ワンストップサービス訴求による売上拡大

茨城県 塾ペガサス “シニア向けパソコン教室”による売上拡大

茨城県 東京食堂 特別メニューの開拓と店内の車椅子対応による高齢者層の開拓

茨城県 有限会社ジェイテックサービス ネイルサロン事業による収益拡大

茨城県 理容　川谷 高齢者向け「時間帯予約」の導入と高齢者のたまり場づくり

茨城県 株式会社うめはら 直販強化による新規顧客の開拓と利益率の改善

茨城県 橋本瓦店 個人宅向け屋根リフォーム工事の直接受注による収益拡大

茨城県 すずしろ 個人宅を対象とする「お庭のホームドクター」サービスの開発提供

茨城県 株式会社神栖創建 依頼から着工までの期間短縮に向けた受注体制構築による売上拡大

茨城県 アリス 客層に合わせた提案型サービスの強化とプラン導入による販路拡大

茨城県 北浦宝来温泉 つるるんの湯宿 北浦湖畔荘 インターネット利用客向けの環境整備による新規顧客の開拓

茨城県 小沼木材 人気の住みたい街にターゲットを絞った新規顧客の開拓

茨城県 吉崎デンキシステム 他に無い新サービス提供による顧客固定化及び新規顧客獲得事業

茨城県 有限会社オーエム･メディア 新聞配達ノウハウを活用したポスティング事業の取組

茨城県 大平漬物食品 地域食材を使用した特選商品の開発による新規顧客の獲得

茨城県 ボスインターナショナル株式会社 米国製ピクニックテーブル販売による販路拡大事業

茨城県 有限会社風間タクシー 全車両･精算機能を対応させ顧客の機会損失と稼働率向上を狙う

茨城県 有限会社荒木田材木店 現倉庫に小売店舗の併設による新規顧客獲得を狙う

茨城県 パティスリｰ キャトル・フィユ 特別な日のおもてなし､大型ケーキのケイタリング事業

茨城県 有限会社霞ヶ浦ガーデン 女性客向け「美容・健康・食事」サービス向上及び販路開拓事業

茨城県 株式会社九重 店舗のショールーム化による顧客満足度向上と新規顧客開拓事業

茨城県 hair＆make vive スマホ対応ＨＰと看板作成による認知度アップと新規顧客獲得事業

茨城県 鈴木学習塾 発達障害児童などの塾生が快適に学習するための教室パーティション改装工事

茨城県 かつ吉 和式トイレの洋式化による、ヒトに優しい店舗づくりの推進

茨城県 センターアイランド テント販売併用によるニーズ拡大事業

茨城県 有限会社佐久間工業 新規顧客獲得のための外構用CGソフト導入とHP新設

茨城県 Le petites mains 地元産フレッシュアイスクリームの提供による売上増加と販路拡大

茨城県 美留区 女性グループをターゲットにした店舗改装等による販促事業

茨城県 オートサービスB2 中古車展示場の整備による通りへの販売車両のアピールと売上増加

茨城県 THE BRASS MONKEY スポーツバー機能の開設による売上増加及び新規顧客の開拓

茨城県 食彩　太信 北茨城市新名物『あんこ～る丼』の販路開拓と地域への貢献

茨城県 こいち商店 衛生面を強化した通年作業が可能な作業場レイアウトの構築

茨城県 有限会社ボイス 映像機器による癒しと快適さを提供する顧客満足向上サービス

茨城県 株式会社桜川石材工業 簡単入力自動見積積算販促ソフト開発と新規需要顧客向け販売強化

茨城県 通快居酒屋ムートントンズ ホームページ作成による新規顧客開拓及び顧客満足の実現

茨城県 和風レストラン桂 新規顧客獲得のための新メニューの開発及び店舗改修による販路拡大事業

茨城県 山崎商会 新サービスを提供するための空間づくりによる販路開拓事業
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茨城県 堀江園芸センター 公園型店舗の提供による新規顧客開拓

茨城県 株式会社光輝 新開発エゾウコギ含有チョコレート菓子の販路拡大事業

茨城県 ガレージ・サクライ カスタマイズ顧客向け作業体験や見学サービス構築による売上向上

茨城県 オフィスmisaki 上部頸椎カイロプラクティック啓蒙事業

茨城県 ニューヨークデザイン　美容室 業界初！新サービスの広報活動による販路拡大事業

茨城県 割烹旅館 霞ヶ浦 浴室増設により顧客の不満不便を解消し売上増を実現する事業

茨城県 フラワーショップ美華 通行人を立ち止まらせ引き込むための店舗外観づくり事業

茨城県 山口建築 伝統建築受注を可能とする精密加工機械の導入

茨城県 牛堀接骨院 洋式トイレの設置と床の張替、並びに看板の設置による患者さんの来院増加

茨城県 仲屋材木店 住宅建築請負事業を推進するため住宅設備の保管場所を整備する

茨城県 靴のはらだ 下駄・草履など和装履物のみせる店頭販売とネットショップの強化

茨城県 居酒屋むじな ガスレンジの導入によりメニューの多様化を図り顧客をリピート化する事業

茨城県 に組 「本格寿し」の理解を深めるための「にぎり寿し体験教室」

茨城県 橋本旅館 登録文化財を活用した安らぎの空間作りによる新規顧客獲得

茨城県 株式会社西岡本店 展示会出展による販路開拓事業

茨城県 有限会社原田水産 わかさぎ煮干し製品の形よい商品化へのレベルアップ事業

茨城県 日本酒の長善 外国人に日本酒の魅力を知って貰うためのラベルとｈｐの製作

茨城県 グリーンアース お客様からの信頼を高めるパンフレット及びウェブサイトの制作

茨城県 ロクタ自動車株式会社 タイヤに関する総合的サービスを提供する販路開拓事業

茨城県 たらいうどん椛や 屋外テラス席に屋根をつけ,お客様満足度アップを実現し有効座席数も増やす

茨城県 結いのはな 軽量・低価格・リサイクルに特化したオリジナル商品事業

茨城県 ライフワン 環境配慮型塗料を使ったプレミアムメニューを利用した販売促進

茨城県 つかさ 高齢者向け安心宴会サービス実施による販路拡大

茨城県 農事組合法人七会きのこ生産組合 製品化率向上のための冷房設備及び商品の長期保存のための機器の導入

茨城県 坂本文具店 子供や観光客が楽しく安心して買い物が出来る販路開拓事業

茨城県 ピッツェリア　モンテマーレ 真のナポリピザ協会が認める新商品の開発・こだわり顧客の開拓

茨城県 小圷工業株式会社 板金による住宅防災保守サービスによる一般顧客から直接受注開拓

茨城県 ともりび。 カイロプラクティック院外活動による未体験客の獲得事業

茨城県 パン工房シャンテ 段差がないから”ベビーカー”でも”よちよち歩き”でもスイスイ！

茨城県 千葉酒店 婚礼の引出物をご自宅に直送する事業

茨城県 株式会社小沢食品 新商品の販促ツール整備とネット通販構築による販売力強化

茨城県 WOODWORK 主婦層開拓のためのカフェ付モデルルームの開設

茨城県 株式会社やぎぬま農園 那珂パパイヤネット販売システム構築事業

茨城県 大森補聴器センター あえて騒音の中での視聴体験会によるアクティブな女性客の開拓

茨城県 株式会社増子石油店 建設業・運送業会社向け、タイヤ交換訪問サービスの事業化

茨城県 有限会社瀬谷モータース 整備顧客獲得専門のＷｅｂページ制作および独自アプリによる固定客化

茨城県 花園寿し 看板新設と顧客ニーズに対応した効果的ＰＲチラシによる販促事業

茨城県 ストームフィールドガイド ネイチャーラフティング「那珂川の鮭を学ぶサーモンウォッチングツアー」による顧客獲得

茨城県 有限会社フォレストテック 太陽光発電事業所のメンテナンス業務による受注拡大

茨城県 有限会社えびね シニア層および家族層の利用率を上げるためのトイレ改装事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 シーアールビィ工業有限会社 下請けからの脱却を目指し個人客獲得に向けた住宅建築関連工事の受注

茨城県 ヤマザキプレシジョン株式会社 ＣＡＤソフト導入により販売機会損失の解消

茨城県 株式会社サザン珈琲 日本郵政の局内販売部門を活用した売上拡大事業

茨城県 カフェレストラン　ラ・フォレ 地域食材を活用したレストラン展開による地産地消事業

茨城県 有限会社うらじ 市の特産品開発を行い商業発展と売上向上につなげるための広報

茨城県 よつば治療院 主婦をターゲットにした高品質な天然オイルでのリンパマッサージ

茨城県 有限会社オージャス 独自のメニューのブランド化と付加価値の高いサービスの提供

茨城県 にこにこカイロプラクティック院 子育て世代の母親の悩みを解決する子供カイロの普及・PR活動

茨城県 有限会社ループス 店内スペースの活用による、新サービスの展開と当店技術の魅力発信事業

茨城県 株式会社あいおいサポートエージェンシー 激安ワンコインカーリースとウェブ完結型保険のHPでの販路開拓

茨城県 株式会社fortune 新商品シフォンカステラ「天使のほっぺ」の広告・宣伝及びマーケティング戦略事業

茨城県 内田法律事務所 弁護士費用の見える化による集客力強化事業

茨城県 つくばコミュニティ放送株式会社 広域商圏拡大を視野に入れた情報ネットワークをつなぐ移動放送局

茨城県 株式会社茨城県南木造住宅センター 顧客ニーズに合った新規開発商品のWEBによる販売促進

茨城県 株式会社ＺＥＮ住研 当社独自の天然木と自然素材に囲まれた「健康住宅」の訴求力向上

茨城県 茶の蔵　きむら園 季節毎の新メニュー追加及び駐車場整備による販売促進

茨城県 井坂畳店 高級イグサを使った畳の販売活動強化事業

茨城県 株式会社モバイルアップ 看板設置による顧客の増客、および売上の安定

茨城県 プレミアムヘアークラウディット 進化系パーマ機導入による顧客の満足度向上と新規顧客の獲得事業

茨城県 幸の家 新メニューの開発及び店舗リニューアルに伴う販路開拓事業

茨城県 ヘルシアプラス株式会社 自社商品開発室改修による新製品開発スピード化事業

茨城県 株式会社いぶき 居心地の良いカフェのような塾をつくるプロジェクト

茨城県 株式会社二葉 ホームページを更新しインターネットを活用した交通弱者の宅配事業

茨城県 櫻井自動車 宣伝・新規客獲得の為のウェブサイト・チラシ作成で「見える化」

茨城県 丸味食堂 トイレのバリアフリー化による快適空間づくり

茨城県 東屋糀味噌店 季節限定商品の品質表示用プリンター導入で顧客獲得

茨城県 そば処　中津川 観光目的のお客様に喜んでいただくための店づくりで顧客を獲得

茨城県 有限会社プログレード 新技術導入に伴う新規顧客獲得のためのＰＲ事業

茨城県 焼鳥 大ちゃん トイレの水洗化および洋式化による女性・高齢者客の満足度向上

茨城県 津田整体院 ＨＰを活用した、整体ＰＲと予約時間帯重複解消による売上ＵＰ！

茨城県 BODY SHOP  Ｉ・Ｍ・Ａ 自動車分解整備事業認証基準機器完備による整備部門強化で売上増

茨城県 オリアツ・サービス 太陽光発電事業を企画し販路拡大する事業

茨城県 おいしいクロアチア 販路開拓のための基本的なツールの整備

茨城県 株式会社FRONTIER GATE 新たな顧客層に向けた販路開拓の広告戦略事業

茨城県 有限会社たんぽぽ 女性専用の洋式トイレと化粧室の増設で女性客と外国人のお客様にアピール強化

茨城県 須賀畳店 顧客の満足度の向上によるリピータ、新規顧客と薄畳の販売

茨城県 有限会社ウィズハート 撮影スタジオ・ショウルーム設立

茨城県 有限会社彩花 ランチとくつろぎカフェレストラン魅力発信事業

茨城県 有限会社鈴木石油 ポイントＣ活用型/ＧＳ・ＬＰガス・リフォーム/３部門増販計画

茨城県 有限会社諏訪藤 オリジナルラベル酒ＰＲとリフォームで新規女性客顧客獲得
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 時計職人　富多屋 レトロ・クラシック時計販売による新規顧客獲得・販路拡大

茨城県 中山製菓支店 新商品開発における冷凍ショーケースの導入及び顧客満足の向上

茨城県 有限会社小林輪業商会 レストアサービスの開始による販路開拓及び生涯顧客価値向上事業

茨城県 染谷自動車整備工場 タイヤ販売事業強化・顧客利便性向上による若年齢層顧客獲得事業

茨城県 株式会社スリーエスハート 施設の利便性の向上と独自イベントをPRすることで顧客の拡大を図る

茨城県 株式会社田口建設 低価格・内装無垢材を用いた高品質住宅の販売

茨城県 有限会社永山段ボール ホームページで簡単に見積・問合せが出来るシステムの構築

茨城県 社労士事務所スリーアイランド 「マイナンバー制度」の趣旨解説と実務に活用できるセミナー

茨城県 宮川建材株式会社 現場作業者向け健康増進ゾーンの新設による店舗魅力度の向上

茨城県 樺穂自動車整備工場 コンテナを活用した看板設置による認知度アップ事業

茨城県 株式会社ナカタ不動産 ホームページのスマホ対応によるサービスと収益向上事業

茨城県 有限会社山崎石材店 新規見込客をつくる展示会の開催

茨城県 市松 木材加工機による端材・古材等を再利用した商品の開発・販売

茨城県 ＴＥＡＲＳ 男女の出会いの場を提供、婚活応援で売上アップ

茨城県 株式会社サンライズ エアコンクリーニング効果の周知戦略による受注強化

茨城県 染谷商店 野菜と酒のコラボレーションによる売上アップ

茨城県 株式会社ＬｅａｄＩＴ 小中学生向けプログラミング教育PR、HP構築等による販促活動

茨城県 パクマ 録音事業の充実化による売上増加及び収益性の向上

茨城県 総和造花有限会社 花環業から手描き屋へ！自作の手書き看板と外観改装で新規顧客開拓

茨城県 河村印舗 レーザー彫刻機導入による外注費削減・サービス向上と新商品の販売

茨城県 株式会社ジー・ティー・シー菊地 新規の個人・法人・海外顧客を獲得するためのホームページの作成

茨城県 有限会社高橋食品 個食化に対応した商品パッケージ開発と小売り販売事業による販路開拓

茨城県 有限会社エム・ディー・エス 個装袋シール機導入による生産プロセス内製化確立による売上向上

茨城県 株式会社アンフィックス 新サービス開発に伴う映像技術の更なる向上による売上及び顧客の増加

茨城県 筑波ドロウイング有限会社 生プリント基板を元にした基板再製作技術開発による顧客と売上の増加

茨城県 春水亭 地域食材を使ったテイクアウト用スイーツシリーズの開発による顧客及び売上の増加

茨城県 株式会社バンシステムズ オリジナルアプリの広報活動からの新たな顧客開拓

茨城県 山本自動車 工場及び店舗のバリアフリー化による新たな顧客の開拓

茨城県 有限会社荒木綜合食品 新メニューと新サービスの広報活動

茨城県 株式会社あらき園 ホームページを使って日本茶のすばらしさを発信し新規顧客の獲得をする

茨城県 ウェイク 新規顧客開拓の為の広報事業

茨城県 株式会社茨城農栄 農地特性に適した肥料開発と提案型販売方法の広告による販路拡大

茨城県 株式会社ビューティいいだ ターゲット顧客獲得のための外装イメージチェンジ

茨城県 古谷醤油酒店 野立て看板等設置し当店の認知度向上と新規顧客獲得を目指す

茨城県 石塚包装有限会社 ネット販売を行う事で、個人客向けの売上を拡大させる

茨城県 桝善本店 店舗改修により販売スペースとコミュニティスペースの創出

茨城県 有限会社金子自動車 看板入替えと照明のＬＥＤ化認知度向上と新規顧客獲得を目指す

茨城県 Cut　Place AINOYA サロンＰＯＳを使った顧客管理強化と新規顧客獲得の為の看板設置

茨城県 麺屋かぶら家 学生及び家族向け新サービスのPRと快適な空間作り事業

茨城県 株式会社ニシノ清塗工 通年を通した仕事確保のための、新規取引先の獲得事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 ファミリーストアてらしま 地域状況から見る高齢者に顧客を絞った店を目指す取組み(第１弾)

茨城県 ＭＫマルサン クロス張替え教室で、個人顧客獲得事業

茨城県 常陸建設工業 ペットと人に優しい住まい作りの為の配慮製品導入と宣伝

茨城県 ヒロ住宅設備 消火設備・スプリンクラー配管事業の広告・宣伝

茨城県 有限会社赤須建材店 『敷いた場所がお気に入りの場所に』化粧砂利の販路開拓

茨城県 軽食・喫茶　7 高齢者にやさしい店づくり事業

茨城県 チャミーナ 美容室におけるフェイシャルケアーメニュー導入と化粧品販売促進

茨城県 ストーンビーチ・ラ・ズール 地元食材を使った自家製パン製造販売

茨城県 株式会社保険のプロ 大きな看板と接客スペースで安心安全な保険の提供

茨城県 株式会社アシスト保険事務所 ホームページを活用した新規顧客獲得と情報発信

茨城県 女化ブルーベリーの森 新商品の開発と販路開拓、及び新デザインによるブランド力の強化

茨城県 RELASY スマートフォン対応Web開設とチラシによる新規顧客の獲得

茨城県 ドッグサロン＆ホテル　ＮＯＳＣＡ シャンプー機能の向上と購買促進コーナー設置による売上向上事業

茨城県 そうざい屋　惣菜衛門 働くお母さんをお助けする、野菜たっぷりのお総菜屋！

茨城県 龍ヶ崎青果株式会社 青果卸業者が展開する都心型直売ショップ事業の開発

茨城県 スプリング国際特許事務所 顧客の特許製品宣伝機能を有するホームページ開設

茨城県 株式会社本橋造園 ホームページの新設でイメージアップとリサイクル薪の本格販売

茨城県 有限会社長浦自動車工業 最新型設備の導入を商圏に周知して新規顧客とブランド力の向上

茨城県 有限会社すぎうら 大型看板の新設と広報で新店舗の認知度向上と集客力の強化

茨城県 タマノ酒店 有料試飲ルームの新設で高価格帯商品の購入を促し、売上の増加を図る

茨城県 ｍ建 ホームページをスマホ閲覧に対応させ、閲覧数の増加で新規顧客を獲得

茨城県 株式会社Ｈｅａｒｔｈ 「買い物弱者」対して、食料品の車両移動販売を行う

茨城県 株式会社宮本設計事務所 積算作業効率化による新規顧客獲得事業

茨城県 有限会社石山宣伝研究所 高齢者の思い出を見える化する「メモリアルギフト」の提供

茨城県 株式会社縁 茨城ブランドによる高齢者用「カラダいきいきヘルシーセットメニュー」の展開

茨城県 オーティアス合同会社 「金券を体験へ」老後を生き生きと過ごすための「体験ギフト券」の販売事業

茨城県 美容室　アトリエポパイ 地域の高齢者を笑顔にする「訪問美容サービス」と「送迎サービス」の展開

茨城県 株式会社HAMASEI 空き家対策サービス「借主負担リフォームサービス事業」の提供

茨城県 お片付けホーム ＨＰを活用したＰＲ活動及び個別対応アドバイス事業

茨城県 株式会社イーグル豊島 「プチ贅沢」サロン(美容室）のＰＲ活動

茨城県 株式会社塚本 店舗の備品の入替による売り上げ向上事業

茨城県 株式会社宮本商店 生産者育成のためのホームページ開設及び冊子作成による販売促進

茨城県 利根川屋 イートインスペース設置による新規顧客獲得事業

茨城県 有限会社ヨシザワ 圏央道稲敷ＩＣ付近への看板設置による会員増強事業

茨城県 東正自動車整備工場 タイヤ保管サービスによるスタッドレスタイヤの販売促進事業

茨城県 カーピットミヤモト トイレ改装による新規女性客獲得事業

茨城県 株式会社成毛建材店 圏央道開通に伴う県外新規顧客の販路開拓事業

茨城県 宮本商店 新サービスによる新規顧客の獲得と店舗周知事業

茨城県 有限会社アミール ＬＥＤテクニカル照明導入による照明演出で新規顧客獲得

茨城県 小川電設 オール電化普及に伴う電気工事で出来る省エネ・エコの取組
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 ニコー産業 新規お墓の管理事業及び既存事業に対する新規顧客獲得の受注開拓

茨城県 レタスカフェ 独自製法の冷凍シフォンケーキを販売するお店

茨城県 なか美 ミキサー機導入によって作業効率化を図り売上拡大を目指す

茨城県 魚きん 店頭看板の見直しによる惣菜・雑貨の販路拡大事業

茨城県 株式会社奥久慈屋 吉餅 清流久慈川の躍動感溢れる子持ち鮎「鮎もなか」の開発

茨城県 ときわ 冷凍冷蔵庫の導入で商品提供が増大して売上アップ

茨城県 宮川製菓協業組合 光る大型看板設置とパッケージデザインによる商品価値向上事業

茨城県 ボデーショップ　リバイブ タイヤ保管スペース設置で顧客の囲い込みと獲得を図り売上アップ

茨城県 デリカショップ　久慈屋 観光客に向けた「奥久慈しゃもめし」弁当の販売促進事業

茨城県 ウスイ美術工芸 デザインソフト導入で看板の仕上がり向上、売上もアップ

茨城県 佐川製作所 コンプレッサー導入で売上と加工量が増進

茨城県 株式会社滝川館 外国人向けネット予約システムの構築事業

茨城県 有限会社竹内商店 販売商品の増加と看板・店舗塗装での広告効果で売上を増進

茨城県 株式会社FILED-LIFE. 栽培ハウスでの通年生産と廃地開拓の機材購入及び井戸確保

茨城県 文化シャッター日立販売株式会社 高齢者・一般個人をターゲットとした販売システム作り

茨城県 ワンズヘアークラブ 新型再生育毛剤と独自エイジングケアを活用した新薄毛対策の導入

茨城県 やまもと化粧品店 トータルビューティサービスの一環としてのヨガ教室開催による新規顧客開拓

茨城県 （資）綾明社 ガス鋼管に使用される被覆材であるグリーン色の濃縮着色樹脂の開発

茨城県 株式会社スキル・バンク ホームページ制作・資格取得スクールの広告宣伝による販売促進

茨城県 株式会社スポーツプラス スポーツウェア新商品の開発と宣伝

茨城県 株式会社アイオート 国道沿いへの福祉車両店の出店（カフェ併設）

栃木県 株式会社　那須エナジー 成果（新規顧客獲得）の上がるホームページのリニューアル

栃木県 有限会社英友(はなゆう) 看板設置及びＱＲコードの活用による店舗ＰＲ

栃木県 有限会社　ハヤシ無線 展示会及び個展の開催による太陽光発電・オール電化のＰＲ強化

栃木県 有限会社ソ―ユーテックプランニング オーダー式車輌販売モデルの確立と建設事業者へ向けた販路拡大

栃木県 料苑　山ぶき 正座が苦手、立ったり座ったりが辛い貴方が楽に食事ができる店

栃木県 アートスペース那須 新規顧客の来店動機に繋げる視認性の高い案内看板の制作

栃木県 有限会社ＫＨＩ企画 客席数を増加し、客席稼働率を向上するための店内改善事業

栃木県 岡本左官 伝統と最新技術を兼備した独自性を伝えるHP作成による販路開拓

栃木県 川　蝉 新規顧客獲得の為の看板設置と女性、高齢者に優しい店舗改修

栃木県 尚仁沢アウトドアフィールド スマートフォン対応のホームページ作成による新規顧客開拓

栃木県 有限会社　オオツカ 外構・エクステリア事業の売上拡大のための広報活動

栃木県 I.A.C. CAR SERVICE株式会社 大商談会の開催によるファミリー層の獲得

栃木県 株式会社　杉山広告社 立体キャラクター造形物の看板設置による自社技術力のＰＲ事業

栃木県 有限会社　阿久津左官店 最先端の左官技術・材料講習会の開催による左官工事普及推進事業

栃木県 三橋電設 太陽光発電で「電気の自給自足生活」による快適生活の提案

栃木県 有限会社ブルージュ 店舗前の看板設置とチラシ作成による新規客獲得事業

栃木県 三川屋 座敷テーブルセットによる高齢者おもてなしサービス事業

栃木県 有限会社　那須バイオファーム 生キクラゲのプルプルした食感が楽しめるヘルシー惣菜の開発

栃木県 有限会社大宿窯 お客様満足度向上のためのトイレのリニューアル
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栃木県 バギーショップマルイ オリジナル新型車両トライクＸの試作・開発

栃木県 Omuche outdoor & sports club シニア層向け「自然体験ツアー」ＰＲの誘客システム構築事業

栃木県 そば処宮下 駐車場増設で客の他店流出防止と新商品の販促で売上増進

栃木県 ほーほー窯 自窯製品のギャラリー及び事務所の設営・誘導看板の設置

栃木県 えちごや丸山菓子店 リニューアルと広告宣伝で新規顧客獲得！

栃木県 有限会社　増渕塗装店 提案力強化ツールによる顧客満足の向上と販売促進事業の実施

栃木県 有限会社　丸金食堂 昔ながらの手作り料理で顧客増そして食育・食文化の伝承を

栃木県 鈴　木　商　事 顧客満足度向上および宣伝広告事業

栃木県 株式会社カクタ 「来て・見て・さわって」サンプル資材置き場設置

栃木県 有限会社　松本商事 自社ＰＲ看板と看板照明を街路灯として活用する地域貢献

栃木県 ArKデザイン事務所 小さくても強い地元密着の広告代理店になる為の企業改革

栃木県 たたみ工房あおき 顧客ニーズの根強い「国産畳」の良さをPRする小冊子づくり

栃木県 有限会社増山自動車整備工場 新規顧客獲得及び新車・中古車の販売強化

栃木県 旅館ニューおおたか 「登山客の宿」で特化するための新規顧客獲得とトイレ改善事業

栃木県 株式会社バリーズホーム ホームページと無料冊子で自動で集客するシステムを作る

栃木県 GallERY　MUYU 店内陳列レイアウト改良・店外テラス展示スペース確保・発見率向上

栃木県 株式会社塚本ウェルフェア 浴室から眺める新たな景観形成とそれに伴う「癒し」の充実

栃木県 澤田商会 親切・丁寧な仕事で小回りがきく会社を目指す基盤づくり

栃木県 松 機械導入にて作業効率向上、新たな挑戦！冷凍販売による販路拡大

栃木県 合同会社　和広堂 個室宴会酒場としての業態変更事業

栃木県 七幸商事有限会社 女性客集客のためのトイレ改修と広報活動事業

栃木県 ＳＥＫＩ一般建築 「認知度アップを図る看板設置で新規顧客獲得」

栃木県 有限会社ジュントオル 新講座の販路開拓に伴う講師力イメージアップ動画とＨＰ作成事業

栃木県 満腹酒場ツルミ食堂 顧客ニーズに対応した惣菜販売事業による増収増益事業

栃木県 株式会社一期コンサルティング 「住宅相談所」顧客拡大のための宣伝プロモーション強化

栃木県 鈴木鐵工株式会社 工場建屋向け耐震補強工事の技術展示の設置による新規顧客獲得

栃木県 大前自動車整備工場 先進器具の導入による顧客数アップ

栃木県 株式会社　三ツ矢商事 新規顧客獲得の為のホームページリニューアル

栃木県 有限会社那須福祉サービス 民間患者移送サポートサービス知名度アップの為の広告宣伝強化

栃木県 有限会社工房ヤマシタ 展示会を活用した自社家具製品のPR事業

栃木県 有限会社　玄海 女性向けプラン・新メニュー開発による新規顧客開拓事業

栃木県 有限会社シオヤハウス ホームページでの当社技術アピールによる販路拡大

栃木県 SPORTS*ZERO 特殊加工機械の導入による加工部門の強化

栃木県 坂田甚内桜社工房 作品を使ってもらうためのレンタルリースの告知(HP、チラシ)

栃木県 有限会社　大東石材店 洋型墓石をより販促しやすくする為のHP作成・販路拡大

栃木県 株式会社　人財学園 建設業社受講者を取り込むための講習会場の環境整備事業

栃木県 にこにこ家 安心・安全・満足を提供することで地域に笑顔（にこにこ）を与える事業

栃木県 有限会社　割烹　松月 高齢者や女性客、外国人観光客を増やすための店舗改装と販促事業

栃木県 有限会社　渓雲閣 特色のあるホームページで、自社の認知度向上による新規顧客獲得事業

栃木県 有限会社　荒川燃料設備 暮らしの安心安全を提案するチラシを作成受注、顧客増を図る

30



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 株式会社　粕谷 ホームページによる情報発信力強化と新規顧客の獲得

栃木県 精華堂パティー 高級感あふれるパーケージデザイン作成

栃木県 ノア美容室 お客様がご来店からお帰りまで快適に過ごせる店づくり

栃木県 有限会社川喜田製作所 航空業界に革新を！「高品質」「短納期」の技術をＨＰにて発信

栃木県 蓬莱幸　-ホウライコウ- 美味しい中華をご家庭で！テイクアウトとバリアフリーで顧客増

栃木県 有限会社　高橋金物店 集客力向上・売上拡大に繋げる店頭ライトアップ

栃木県 レストラン渡 新たな顧客獲得のためのメニュー開発と「くつろげる空間」づくり

栃木県 有限会社　にしき ホームページと看板の連携で複数の収入源を強化する

栃木県 有限会社　仁平組 建設工事業が、農村地帯で生き抜くための広告及び事務所改修事業

栃木県 有限会社ふるさと紀行 誘導に効果的なリードサインとシンボル制作による知名度アップ

栃木県 そば処　炉庵 地図検索スマホサイト構築で観光客・そば需要・来店客の3アップ

栃木県 有限会社東芳リビングプランガイド 一般顧客が気軽に注文しやすい店づくりのためのＰＲ事業

栃木県 炉ばた　鱗 新メニューとポイントサービスにて新規顧客獲得

栃木県 有限会社　斎藤工業 新規顧客獲得に繋がる看板設置

栃木県 ヘアコミュニティ風楽 ”お客様を優しく包み込む”店舗外観のイメージアップ＆ライトアップによる販路開拓

栃木県 株式会社　ＦＵＪＩＴＡ 立地を活かした介護用車両レンタカー事業の拡大の為の宣伝広告

栃木県 人見カメラ店 シニア・高齢者層に向けた「かんたん」デジタルプリント販促展開と遺影写真の市場開拓

栃木県 有限会社　ヤオキ 店長厳選おいしい食材の通信販売はじめました

栃木県 有限会社宮製材所 感じてもらおう木のぬくもり、知ってもらおう我社の得意ワザ！

栃木県 株式会社　みちのく蜂舎 DM・折込チラシによる小売販売拡大事業

栃木県 株式会社イーストンテック 展示会出展による石英ガラス装飾品の新市場開拓

栃木県 不二家ＦＣ小山南店 店舗リニューアルによりお客様に快適なお買い物空間を提供する

栃木県 天鷹酒造株式会社 有機日本酒等の韓国市場への販路開拓と販売

栃木県 柏屋菓子店 看板、外装のイメージアップ、高齢者にやさしい店作り事業

栃木県 菊乃 ご高齢者や身体障害者に優しい店作り

栃木県 有限会社　大八 ほっとするおもてなしの店づくり～たくさんのお客様を笑顔に～

栃木県 有限会社リップ防水 通勤客がターゲット！車窓に映る企業看板で新規顧客の開拓を図る

栃木県 栗田理容室 高齢の方の来店頻度の向上ご家族も一緒に会話を楽しむ店づくり

栃木県 株式会社　革工房コバヤシ ＭＡＩＤＩＮＴＯＣＨＩＧＩの商品を全国、そして海外へ

栃木県 株式会社タツテクノス 設備メーカーと顧客を繋ぐセミナールーム整備による販路開拓事業

栃木県 ひなたファーム 販路開拓による地域農産物の売り上げアップ

栃木県 株式会社サカエ化成 女性のための健康グッズ「ももクロ美人」の販路開拓！

栃木県 金子木材有限会社 ホームページ作成による環境配慮型高付加価値建材の販売促進事業

栃木県 福地金型 ＩＴの活用による、ワイヤーカット加工の新規顧客獲得

栃木県 株式会社心の食なまうお 宴会を強化するための店舗（宴会場）改装

栃木県 酒井畳工業 健康づくりのお手伝い！防虫・防湿シートの施工で販路開拓

栃木県 菓子工房 吉野 アレルギー児対応ケーキの開発と情報発信による商圏拡大

栃木県 アグリ労務管理事務所 顧問先を増やして経営基盤を固める為にＨＰで助成金申請業務獲得

栃木県 ワタナベワークス 看板設置で存在感の向上と新規顧客獲得！

栃木県 御料理　魚京 高齢者と小人数対応の宴会場整備と仕出弁当のための改装とＰＲ
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栃木県 渡辺たたみ店 畳の普及活動と新規顧客獲得のための看板設置事業

栃木県 有限会社 愛光舎牧場 創業１００年・宅配専用及び新規販売商品の売上増大と販路開拓

栃木県 リカーショップ　コバナワ 新店舗のＰＲとＷｅｂ戦略による売上強化事業

栃木県 郡司工業株式会社 小型ボール盤導入による作業簡略化で実現する販路拡大

栃木県 有限会社 平間作太郎商店 新規事業ＰＲのための看板設置とホームページ作成

栃木県 株式会社　光建装 ポスティングとホームページによる新規事業広報活動

栃木県 ネットワークコネクト お客様満足度向上の為のICT関連の充実化事業

栃木県 佐藤学建築設計室 ・３次元ＣＡＤ導入より分かり易いプレゼンテーション

栃木県 うっどくらふと工房　橙 国会議事堂に家具を納品するための技術力向上と売上高増加事業

栃木県 有限会社増渕工務店 販路拡大のためのチラシ新聞折込とＰＲ看板の設置

栃木県 ジャンクションヘアーギャラリー 店舗リニューアルによるイメージアップとお客様の快適空間創造

栃木県 有限会社　酒菜処　やすらぎ テーブル席で顧客増！店内をバリアフリー化

栃木県 駅前ダイニング　さら ファンを増やし、売上を上げる、「ファンづくりフロー」を軸にした販売促進事業

栃木県 株式会社アイ企画 新斎場宣伝のための看板・チラシ作成による販路開拓

栃木県 株式会社　モリバヤシ石油 整備工場での洗車・洗浄サービスによるリピーター率の向上事業

栃木県 有限会社三宅菓子舗 駐車場及び店舗アプローチの整備

栃木県 高田屋 「生とうふ」の名前を普及させて、昔ながらの豆腐を食卓に

栃木県 なべかけ整骨院 当整骨院のコンセプトである、地域住民が気軽に集まれる診療所作り事業

栃木県 もてぎ和菓子処　清月堂 地産地消の新商品の開発と販売・それに伴う機器購入と施設整備

栃木県 株式会社　マコト工業 ダンスを通じ「社会の結びつき」を強めるための販促事業

栃木県 株式会社　プラッツおおひら 地域ブランド認定商品を豊富に揃えて栃木市の逸品をＰＲ

栃木県 吉見 行政書士・社会保険労務士事務所 マイナンバー取得･保存･管理を切り口とした営業ツールの強化

栃木県 有限会社　栗原電機 チラシ及びオリジナル手拭いの配布による新規顧客の開拓

栃木県 かずちゃんち 毎月の新メニュー開発で新規顧客の獲得と販路開拓！

栃木県 あきら整体院 スマホ対応ＨＰで産後ママ独占治療院

群馬県 まやまドライ 店舗・看板リニューアルと新サービス展開事業

群馬県 高橋綿店 看板リニューアルと新商品販売促進事業の展開

群馬県 桑子建設 リフォーム部門の確立による安定受注確保と新規受注機会の拡大

群馬県 コバデンサービス 自動車の快適性を高めるための整備サービス確立と顧客満足度向上

群馬県 サロンド・アキ 「アンチエイジング」を求める女性へ、店舗空間・機能を強化し新規顧客獲得

群馬県 有限会社ひしや 洋式トイレ改修により合宿利用を推進し新規顧客獲得

群馬県 関電気工業 高性能テレビチェッカー導入で、過疎地での電波診断による販路開拓

群馬県 やさいの町田 水物用足踏みシーラー導入による安心安全な浅漬けの販売

群馬県 有限会社カネミさいとう 顧客誘導する店舗リニューアル・ＰＲ・営業強化事業

群馬県 有限会社榛東葬祭センター 小規模葬儀の快適化トイレ改修事業

群馬県 有限会社ハルナ油脂商会 顧客満足度向上、待合所のエアコン設置事業

群馬県 有限会社吉田屋 温泉街の雰囲気に合う内装工事により新たな中高年女性の獲得事業

群馬県 珈琲専科　綾 景観条例に則った店舗外観の整備による、新規顧客の開拓

群馬県 有限会社頼朝 湯畑再開発に合わせた店舗改装による新規客の増加事業

群馬県 有限会社アバンティ 照明とカウンターの改装による昼客の増加と夜客の単価アップ事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 有限会社センタ豊 「子供と入浴！楽しいヒノキ風呂」の制作

群馬県 有限会社旅館たむら リピート客増加の為のロビーカーペット張替による快適空間の創造

群馬県 有限会社栃木屋 ロビーの改装とマッサージ器、超音波治療器の設置で新規客の獲得

群馬県 株式会社佳元 英語・中国語版ＨＰ開設等による訪日外国人の誘客への販路開拓

群馬県 有限会社バースケア 業界初高吸湿発熱繊維で不快な冷たさを感じないバスマットを開発

群馬県 行政書士こやま法務事務所 ペット法務に特化した事業展開のための新規顧客開拓・販促物作成

群馬県 房月堂菓子店 店舗イメージアップによる新規顧客獲得事業

群馬県 民宿　おかしら 縁側カフェによる顧客拡大事業

群馬県 有限会社大前木材 来店客増加のための店舗内外装改装工事事業

群馬県 有限会社ウォーターサプライ 顧客の広域化と店舗の集客力向上対策による販路拡大

群馬県 ラーメン棒屋 売上増加及び安定した品質管理を実施するための設備導入事業

群馬県 花屋　町田商店 新たな造花ギフト市場開拓・知名度ＵＰを狙うホームページ作成

群馬県 荒木商店 新規事業である福祉・介護商品販売事業参入による売上の増加

群馬県 池田モータース 新規顧客開拓のための車両診断機の導入事業

群馬県 くぼた 20,30歳代をターゲットにした新商品の開発と販路開拓

群馬県 小金澤理容所 顧客の安定と拡大を目指したトイレのバリアフリー化事業

群馬県 有限会社柏屋 館内禁煙化に伴う喫煙室増設及び外国人観光客向けＷＥＢ広告掲載

群馬県 株式会社本多総合事務所 ホームページ作成並びに看板の設置による取扱業務の販売促進事業

群馬県 いわさき酒店 店舗改装によるコミュニティースペースの提供と情報発信

群馬県 籾中自動車鈑金塗装工場 機械設備による作業時間の効率化と新サービスによる顧客満足度向上

群馬県 リカーショップ　やまじょう 新規顧客開拓のための販促強化・ファザード改装工事

群馬県 青柳塗装 住宅街での工事受注を目指す防音型機械の導入

群馬県 亀鶴旅館 集客力向上のための洗面施設の改装（ユニバーサルデザイン化）

群馬県 ヘアーサロンイノウエ 新規顧客獲得を目指した看板設置と新メニュー

群馬県 有限会社丸満商店 来店客増加を図る店頭美容サービスの実施

群馬県 美容室ミント 強みを活かした新規顧客獲得に向けたサービス強化と店舗改装事業

群馬県 渋川パソコンサポート データ復元サービス新規提供と新規顧客獲得の為の宣伝

群馬県 かやぶき トイレ改修による大型観光バスの獲得

群馬県 有限会社藤生 お客様の満足度向上と集客力アップを図るためのトイレ洋式化

群馬県 イオンキッス株式会社 ファッションブレスレットの広告宣伝による認知度の向上ならび販路の開拓

群馬県 有限会社山一屋 外国人観光客等へのイメージアップのための店外・店内環境改善事業

群馬県 合同会社正コーポレーション 新規顧客獲得に向けた店舗リニューアルおよび販路開拓事業

群馬県 株式会社とみつね 冷房設備設置に伴う快適空間の提供による集客力アップ

群馬県 株式会社湖畔亭 透明ボートを用いた未体験サービスによる榛名湖畔亭の販路拡大事業

群馬県 多胡商店 高齢者にやさしい店作りを行う集客・売上アップ事業

群馬県 手打ちラーメン栄楽 高齢者、家族連れ等に優しい店舗改装とチラシ等による販売促進

群馬県 ガレージスチールヘッド 新規顧客開拓ための最新診断機導入とパンフレット作成事業

群馬県 カネト水産株式会社 場内整備を通した新サービスの提供による新規顧客層の開拓

群馬県 恵建設株式会社 高齢者や障害者にやさしいトイレの新設

群馬県 山太屋 地域の買い物難民を支援するガソリンスタンドへの業態転換
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群馬県 有限会社桑原燃料 地域の見守り強化と労働環境整備のための補修

群馬県 池ノ上農産物直売所 ヒット商品「塩さんしょう」の拡販を図るための店舗改修

群馬県 花咲屋 顧客サービス向上のための店舗改修と新規顧客開拓

群馬県 ギークスデザイン 熱帯果樹保存用温度管理ハウス設置による販路開拓

群馬県 斉藤農園 「認知→魅力の訴求→集客アップ」を実現するための看板設置事業

群馬県 おたふく食堂 新規顧客獲得のためのお客様用トイレ改装及び新メニュー開発

群馬県 原口造園 新規顧客開拓及びサービスと認知度向上の環境整備事業

群馬県 中島自動車 新規顧客獲得のための駐車場改修及び販売車両展示スペースの新設

群馬県 有限会社鍋屋 宴会場の建具改修による高齢者に優しく快適な店舗づくり事業

群馬県 かしわや呉服店 お客様の負担を軽減して来店率・売上増加を図る自動ドア改修事業

群馬県 有限会社中澤製作所 工期短縮・受注拡大により売上増加を図る製造設備強化事業

群馬県 めぐ株式会社 介護保険法改正に対応する訪問マッサージ

群馬県 浅間高原土地別荘管理株式会社 既存客へのオプションサービスと新規顧客獲得による売上拡大事業

群馬県 つくつく村 貸しコテージ増設に伴う顧客満足度向上及びサービスＰＲ周知事業

群馬県 有限会社干俣建設工業 新規顧客確保のための認知度アップを図る事業

群馬県 有限会社榛風 新規生徒獲得の為の教室拡張事業

群馬県 土田酒造株式会社 飲みやすさを追求した新たな日本酒で顧客ターゲットの拡大

群馬県 シンワ産業有限会社 こだわりを持ったお客様との縁を繋ぐパンフレットの配布事業

群馬県 ミヤマ写真館 新規顧客獲得のための店舗宣伝販促物の作成と撮影設備の充実

群馬県 株式会社花岡工業 販路拡大の為の相談室、管理・運営を行う事務所改修工事

群馬県 株式会社浜名園 感謝と茶の良さを伝える看板と日よけのれん作成による集客事業

群馬県 有限会社江原 店内改修工事と,新メニューの提供による売上向上事業

群馬県 野口明土地家屋調査士事務所 最新型電子野帳導入による業務の効率化及びそれに伴う宣伝と受注の拡大

群馬県 有限会社織田会計事務所 事務所内改装と新しいシステム構築による新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社黒崎商店 安全・安心な店舗改装による来店客数増加、売上アップ事業

群馬県 株式会社藤照 新規顧客獲得に向けての看板設置及び店内改装事業

群馬県 美容室グレイセス 高齢者及び身体の不自由な方のための優しい福祉サロンの形成事業

群馬県 福島理容室 高齢者、障害者が安心して利用できる店舗環境整備事業

群馬県 草津環境美化事業株式会社 旅館案内ホームページを新規立ち上げ

群馬県 有限会社マキファインアーツ ヨーロッパにおける販路拡大、輸入取引増加の取り組み

群馬県 有限会社麺舗わく玉 リピーター客増大を図る好立地条件を活かした老舗蕎麦店の店内改装

群馬県 フォレストノーツ 森林整備の促進と薪及び薪ストーブの広報活動による販路開拓事業

群馬県 有限会社板鼻食販 お米の小袋真空パック包装の開発と販売のための設備導入

群馬県 飯島自動車整備工場 新規顧客獲得の為の事務所移転に伴うトイレ設備の導入

群馬県 理容サトウ 快適トイレと快適サロン空間でアタマもカラダもリフレッシュ

群馬県 クライミングジム　ホワイトロック 新規顧客開拓とリピーター獲得の為の集客事業

群馬県 有限会社吉田商店 新規顧客開拓のための洋品強化＆靴のトータルコーディネート提案

群馬県 株式会社Green Wood's Log Home 屋外の小さな隠れ家、ツリーハウス（樹上ハウス）設置による新規顧客開拓事業

群馬県 有限会社ＯＮＥＷＨＥＥＬ 新規顧客獲得のための新型人工芝整備事業

群馬県 えびやん 衛生環境整備による新規顧客獲得事業
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群馬県 建築星野板金 受注増加に向けた段取り加工専用工場の増設による工期短縮事業

群馬県 しおじり有限会社 ３世代ファミリーを意識した営業強化および顧客満足度向上のための施設改装事業

群馬県 株式会社千代田館 明るく安全な宿づくりによる営業拡大と顧客満足度向上

群馬県 スクート 電子書籍やセミナーの動画を使った新規顧客獲得を目的とした販路開拓

群馬県 株式会社マツムラ自動車販売 店舗の周知を図るためのチラシ配布及び既存客の再来誘致事業

群馬県 桑野屋 顧客満足度向上及び売上増加に向けた店内のバリアフリー改装事業

群馬県 荒井商店 老舗和菓子店の新規顧客開拓に向けた箱文字看板・漆喰外装改修

群馬県 新井幸人 ＨＰリニューアルによる４Kコンテンツ等PRによる新規顧客開拓

群馬県 有限会社マルフクストアー BtoB商談会出展と販促ツール強化による新規販路開拓事業

群馬県 田口建匠 新規顧客開拓に向けた人員増強のための設備導入

群馬県 有限会社ほてい屋染工 七五三・成人式の新規客獲得のためのスタジオ設置および宣伝広告

群馬県 清水製作所 回転治具機械導入による販路拡大事業

群馬県 有限会社山一製作所 エコカー部品量産工場の環境改善による作業性向上と雇用増

群馬県 古久屋商店 地元・通行人へ陶器専門店の知名度アップおよび販路開拓

群馬県 株式会社三文字屋 鮮度感、安心感獲得のための「お茶箱からの量り売り」

群馬県 マルイチ工業株式会社 住まいのお助け隊「べんりやマルイチ」開設

群馬県 レストランサミー 目指せ！高齢者・ファミリーにやさしい松井田No.1レストラン

群馬県 丸信物産有限会社 子連れの新規顧客獲得に向けた新サービス開発と満足度向上事業

群馬県 みよしの スポーツ施設を活かした新プラン提供と設備改善による売上増事業

群馬県 玉泉 入浴環境整備による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社旅館美里 安心安全な滞在が可能な旅館を作り、来館者の居心地度向上を図る

群馬県 松かぜ 少年や学生をターゲットとしたスポーツ合宿施設としての強化（サービス向上と改修）

群馬県 オウレット 新規顧客獲得の為のインターネット広告及びパンフレット作成による営業力強化

群馬県 山の宿　くりのみてらす 顧客の要望に応じる為の新メニュー開発とスチームオーブン設置

群馬県 匠 新規清掃分野への事業展開による新規顧客の開拓

群馬県 有限会社スワコーポレーション 新規取引先獲得のための自社製品の周知、開発、販売

群馬県 株式会社ＨＢ 新規顧客獲得への新たなる施策＝ホームページの作成

群馬県 有限会社水戸屋本店 新しい食感を追求したソフト「蒸しドラ」5種の開発・PR事業

群馬県 大水 新規来店客増加のための販売促進と店舗改装事業

群馬県 株式会社コスモン 新商品としての「黒ニンニク」の完成で広告によって販路拡大

群馬県 株式会社カーロット 新サービスとスキャンツール導入により新規顧客を獲得する

群馬県 有限会社大伸 新車・中古車のオリジナルメンテナンスパック販売による販売促進

群馬県 有限会社片山園芸 新規客獲得と売上向上のための花苗直売とプラグ苗生産の開始

群馬県 丸山農園漬物本舗 冷蔵庫の改修により安定したタレの供給と品質保持で売上拡大

群馬県 和食　あやめ亭 女性客と高齢者顧客獲得のためのトイレ改修事業

群馬県 株式会社土屋商店 新規一般顧客獲得及び企業周知のための看板製作事業

群馬県 丸美屋商店 田舎のファミレスを目指したメニューと清潔感のある店舗づくり

群馬県 スカイ建設有限会社 ３Dパースソフト導入による営業力強化と新規顧客開拓

群馬県 ガルバーレ細内 通販用のバジルパンを商品化し、新しい販路開拓

群馬県 有限会社丸長 着物を身近に感じてもらう為のライフスタイルの提案
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群馬県 たかはた石材 新しい部門進出による売上の増加計画

群馬県 キヨシ理容室 プライベート空間とリラクゼーションメニューによる新規顧客獲得

群馬県 食彩こぐれ お座敷席リニューアル「あったかいんだから」リピーター獲得事業

群馬県 浅間高原ファミリーキャンプ場 キャンプ場炊事場給湯設備改善による顧客獲得事業

群馬県 珈琲工房　須田 新規顧客誘導のための看板設置工事

群馬県 カフェド　フルミエール 買い物弱者スイーツお届便の実施による通年売上安定事業

群馬県 パスタＤＥマンジャーレ 草津・軽井沢・嬬恋の行き帰りの観光客獲得のための看板設置事業

群馬県 蕎麦茶寮　ｎａｎａｋｕｓａ テラス新設によるキャパシティーの増加で売上拡大

群馬県 有限会社大矢工務店 伐採事業拡充のための顧客獲得に向けた自社ホームページ作成事業

群馬県 有限会社ひうが 来客数ＵＰを目指し、ＤＭ・チラシで集客大作戦！

群馬県 アップル 注目度を高めるデザインにした看板改装による新規顧客獲得

群馬県 有限会社渡辺商店 店舗外部塗装及び看板書替による販路開拓

群馬県 関根建設株式会社 ひと目に付く魅力的なショールーム開設による集客強化事業

群馬県 さいとー（ネイルサロンルリアン） 広告宣伝の周知徹底による新規顧客の獲得（開拓）

群馬県 有限会社ネップ 制作スタッフのアイデアを活性化させ受注拡大を図るための制作室改修事業

群馬県 株式会社深町食品 販売促進を目的とした工場直売所（アンテナショップ）の整備

群馬県 有限会社エバーグリーン 新規顧客獲得のネット販売と新しい販路開拓システムの構築事業

群馬県 ライフフォト　一光 新規顧客獲得のための新サービス提供に合わせたカメラ導入事業

群馬県 ふじや自動車 シャッター利用によって当地域の外国人の顧客を開拓する事業

群馬県 有限会社京屋薬局 広告展開による認知度アップと集客力向上事業

群馬県 有限会社鈴木まいたけ園 ホームページの新規開設における新規顧客獲得事業

群馬県 谷川岳ドライブイン株式会社 インバウンド観光客獲得に向けた滞在環境整備・情報発信事業

群馬県 林製麺 新商品開発、事業領域拡大による新規顧客獲得事業

群馬県 ペンション朝ねぼう 外国人集客に向けた滞在環境整備・情報発信強化による新規客獲得

群馬県 株式会社フジマ 自社ホームページ設置による特殊技術のＰＲと受注件数増強事業

群馬県 ミサトリース株式会社 新サービス展開に伴う看板設置等販売促進強化による新規顧客開拓

群馬県 オグラオートサービス 商談スペース確保の為の改装工事と広告等による新規顧客獲得

群馬県 永和商会 店舗改装による顧客満足度向上に伴う売上向上事業

群馬県 株式会社JAM 美容業に携わるクリエーターの育成・新規顧客獲得の為の宣伝事業

群馬県 株式会社心塗 地域密着を図り、新規顧客獲得の為のHP、チラシの強化事業

群馬県 有限会社庄屋久平 和式トイレを洋式に改修し既存顧客の満足度向上と新規顧客の開拓

群馬県 みらいえ株式会社 家を新築するために不動産を探している人への販路開拓

群馬県 株式会社ビー・ベスト サロン育成セミナー会場の改修による販路拡大

群馬県 あかぎ司法書士事務所 顧客ニーズに対応して新規顧客を獲得するための販売ツール作成

群馬県 おしゃれ工房Ｒ＆Ｒ 新規客の来店を促すための看板設置と店頭づくり

群馬県 Ｔｏｓｈｉ’ｓ　Ｇａｒａｇｅ 来店客増加の為のロードサイン改修

群馬県 くるま工房ＯＧＵＲＡ 看板等で認知度ＵＰ・事業内容をＰＲ・設備導入で利益率の改善

群馬県 エステ＆リラクゼーションサロン愛華 新規来店客の増加とリピーター化のためチラシ配布、タウン誌掲載

群馬県 マノン美容室 高齢者に対応した、安全安心・居心地の良い店づくり

群馬県 照寿司 高齢者･宴会利用者向け客層を配慮した改装及び周知・ＰＲ
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群馬県 湯端温泉 各予約サイトリニューアル用の写真撮影に伴う宿泊館外装修繕

群馬県 アンテナ 新規顧客開拓のための新サービス「ナノパーマ」等展開と設備導入

群馬県 寺院振興研究所 お寺と協働によるコミュニティビジネス成功のための販促・ＰＲ

群馬県 株式会社金子秋松商店 LED照明導入及び店内修繕による新規顧客の獲得

群馬県 株式会社ＭＡＮＡ 広告宣伝効果による、受注増とイメージアップ

群馬県 箕嶺 観光客・高齢者向けの憩いの場づくりのためのトイレ改修事業

群馬県 株式会社赤城オーガニック 広報強化による知名度向上と有機肥料の販路開拓

群馬県 武田畳店 クーポン券及びチラシ等の広報による販路開拓

群馬県 株式会社ミュージックスペース 新規顧客獲得及びリピーター客の増大の為の広告宣伝事業

群馬県 有限会社サロンドエム 美容意識を高めたまつ毛エクステの導入及び拡販による集客アップ

群馬県 有限会社金丘屋 顧客満足と来店客の固定客化に繋がるトイレリフォーム事業

群馬県 合同会社富士デクスタエンターテイメント ご当地観光地と一体となったクールジャパン・コンテンツの開発

群馬県 ツツミ電設 コンクリート用穴あけ機ダイモドリルの導入による取扱業務の拡大

群馬県 明野屋 新規顧客獲得のための改修工事と顧客満足を高める空間の提供

群馬県 合資会社油屋旅館 ホテル入口にポップアウトする門柱を設置する事業

群馬県 大正浪漫黒船屋 新規顧客開拓をのための店外販売向テイクアウト商品の開発と販売

群馬県 有限会社伊草商店 新規顧客開拓のための外国人観光客対応強化

群馬県 株式会社横手館 老舗旅館の新ホームページとSNS活用による新規顧客開拓

群馬県 山本作右衛門商店 段々豆腐・豆腐茶房だんだんメニュー販促強化による新規顧客開拓

群馬県 株式会社藤美 店内改装・パーテーションによる少人数グループ客の獲得事業

群馬県 寿司光 法事用パンフレット作成による法事客の獲得

群馬県 株式会社マルカツ 食の教育を通じた自社商品のレシピによる新規顧客開拓

群馬県 桑子製作所 大型・重量部品の量産加工への対応による販路拡大事業

群馬県 妙竹炭 ＨＰを改変し「シルク美肌効果」を前面に押出し新規顧客獲得

群馬県 有限会社妙義産業 贈答用舞茸化粧箱をスタイリッシュにし、販路開拓・顧客獲得

群馬県 株式会社野中観光社 新規顧客獲得及び会社の認知度向上のための幹線道路入り口看板設置

群馬県 多胡石材産業株式会社 新規顧客獲得のためのプレミアムデザイン墓展示場の設営

群馬県 株式会社アガテック 建築周辺工事受注のための販路拡大事業

群馬県 ヤマダ自動車 軽自動車用リフト導入でメンテナンス業務を充実させ新規顧客獲得

群馬県 神宮木材 新規顧客獲得に貢献する自然流住宅の販路拡大事業

群馬県 有限会社岸塗装店 高機能設備導入による高品質施工の実現と受注機会増加の取組み

埼玉県 有限会社ボーダック スポーツ自転車の販路開拓および商品広告

埼玉県 株式会社　須賀酒販 自社ホームページの開設による銘酒販売と販促用試飲コーナー設置

埼玉県 若美屋 女子会の宴会需要開拓のためトイレ洋式化と宴会場入口建具の交換

埼玉県 有限会社　さとじ 高齢者に優しいテーブル・椅子席のある宴会場へのリフォーム

埼玉県 吉野鉄工所 作業環境改善による増加需要への対応と新規顧客獲得活動の展開

埼玉県  凛々花 自然派独自製法石鹸の化粧品登録化による販路拡大事業

埼玉県 有限会社　川越テレコム シニアのための困りごと支援ネットワーク「e-シニアネット」

埼玉県 株式会社アーネスト東日本 鉄製サインの拡張－ブラケット製造・関連金物の製造－

埼玉県 フリージア株式会社 高齢者の生きがい、健康作りをサポートする
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埼玉県 荒川建設株式会社 鉄筋コンクリート（ＲＣ）造住宅建設を宣伝するため、ホームページを作成する

埼玉県 菊池秀之税理士事務所 顧客情報管理の強化と顧客に安心感を与える内装工事・広告事業

埼玉県 有限会社アロマレメディー ＷＥＢ用「ハピネスアロマセラピスト育成講座」開設

埼玉県 野口給食 最先端厨房機器の導入による業務効率改善・受注拡大への対応

埼玉県 株式会社　メタルハンズ インターネット上でのウェブサイトの立ち上げ及び運営

埼玉県 有限会社 飛和産業 チラシ配布によるエリア拡大買取促進事業

埼玉県 クリエイトサロン・フォーユー 本格レザー（剃刀）を用いたブライダルエステメニューの開発

埼玉県 ときがわブルワリー 機械化で地域の未利用資源の活用拡大

埼玉県 株式会社マーブル 展示型店舗の開設による下請けからの完全脱却

埼玉県 有限会社　手打ちそば水沢 宴会場のテーブル・椅子席化による高齢のお客様の満足度向上の店づくり

埼玉県 大起理化工業株式会社 新製品の販路開拓事業

埼玉県 オハナ塾 ＩＣＴ教育を活用した主婦・シニア層を中心とする顧客開拓

埼玉県 アシスト志木校 新英語講座、速読講座開講と連動したネット活用の広告活動改善

埼玉県 La Place　ヤマザキ 男性向け新サービスの導入による顧客満足度の向上と新規顧客の獲得

埼玉県 和食　鉃炮塚 個室の客室の新設による特別感を創出し、顧客満足度の向上を図る

埼玉県 株式会社　大倉 亜鉛めっき三価ブラックの開発と広告掲載でのPR

埼玉県 おうちcafé工房・教室 子ども、家族連れ、高齢者などが買い物しやすい優しい窓口販売の向上

埼玉県 RMR HOLDINGS合同会社 ウェブサイトでECシステムを構築して新規顧客を開拓する

埼玉県 タスケプロジェクト合同会社 介護・高齢者住宅運営事業者を対象にした販路拡大事業

埼玉県 株式会社伊藤寝具店 顧客管理ソフト導入による顧客関係性強化

埼玉県 株式会社セイリョウ 介護事業知名度上昇を図る広告戦略

埼玉県 株式会社RINTEC Dental Laboratory 多様化する審美歯科で口腔内を高精度に記録し補綴物を製作する

埼玉県 SIBLING's　Natural　Stone　Factory 自社の強みを最大限に活かして新たなサービスを展開

埼玉県 株式会社彩宮 デイサービスご利用者を集客するためのＰＲ活動

埼玉県 市川クリーニング店 多機能ミシンでの衣類のリペアサービスによる販路拡大

埼玉県 渡辺アロマ整体院 新メニュー「リンパ造顔コース」の開発・販路開拓

埼玉県 メープルどうぶつ病院 しつけ教室の開催による新規顧客獲得

埼玉県 佐久間塗装 DIYネットワーク構築による見込み客の創出

埼玉県 mika 個展開催による、自社商品（羊毛フェルト雑貨）PR事業

埼玉県 有限会社ビーグル 近隣の企業や商店にパターン化したわかり易い商品で営業

埼玉県 株式会社 桜美 おもてなしの心で接客する為の設備と認知度向上のための広告媒体

埼玉県 有限会社ファスニー精工 測定器充実による部品商社としての品質管理体制の構築

埼玉県 ＢＡＳＡＬＡ（バサラ） 店舗改装と看板製作による集客力アップと店内滞在時間アップ

埼玉県 有限会社朋友社 自習室の拡充による、英語を中心とした学習支援活動強化事業

埼玉県 有限会社　名島瓦店 瓦屋根工事の販路拡大を狙う「ホームページ制作、チラシ制作」

埼玉県 島田青果株式会社 妻沼産を中心とした野菜を生産地から直接消費者へセット販売する

埼玉県 金子古家具店 古家具をお部屋のように展示しイメージを喚起して販路拡大を図る

埼玉県 株式会社　山の木 埼玉の木１００％住宅の魅力を伝える営業開拓

埼玉県 有限会社　ソーサー扇 個別相談に強い、地域の受け皿になる障害年金対応事業

埼玉県 はとみリビング株式会社 要介護者・高齢者を抱えるご家族へ向けた住環境整備の提案事業
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埼玉県 晴雲酒造　株式会社 小川町を楽しむための商品ラインナップの充実とPRの実施

埼玉県 ハイブリッド・サウンド・リフォームドットコム 新規顧客獲得のインターネット販促とリピーター客確保のための仕組み作り

埼玉県 おおたけ 高齢者にやさしい店舗づくりと新規顧客獲得の看板設置事業

埼玉県 のもと屋作吉 そばやうどん本来のおいしさを味わえる店及び集客力が高い看板の設置

埼玉県 有限会社　遠藤木工 個人向け売上を増加させるためのホームページの立ち上げとネット販売向け新商品開発への取り組み

埼玉県 コマツアートデザイン株式会社 吸音小型ブース『静』の試作と販路開拓

埼玉県 有限会社デルタプロジェクト柳瀬川動物病院 HPの作成・公開による認知度アップおよび来院数の増加

埼玉県 有限会社　ダルトワ 特産品のブランド力強化に伴うパッケージラベルの開発と製造

埼玉県 ハシワタシ 「追加費用ゼロプラン」で販路開拓と認知度の向上

埼玉県 ロックステディ スライドカットによる２０代のお客様の新規獲得に向けた販路拡大

埼玉県 メガネのしみず 眼鏡だけではなく、補聴器を意識した明るい店作り

埼玉県 パン工房　komugi オーブン導入による新商品開発と介護施設の要望に応える配送事業

埼玉県 株式会社カーボディショップ長谷部 「エコ車検サービス」「クルマの問診」広告による集客増加

埼玉県 smart clothing デジタルパーマの広告ＰＲ強化

埼玉県 街活性室株式会社 地域情報誌定期発行及び総合地域ポータルサイトの構築

埼玉県 花扇 新商品開発に伴うパッケージの改良と販売促進事業

埼玉県 株式会社　秋田屋 本格握り寿司・焼き鳥を中心としたメニュー開発と顧客層の拡大

埼玉県 アースシグナル株式会社 小型発電蓄電地（ソーラーポット）の販路開拓事業

埼玉県 株式会社　祥栄 バリアフリー施工に特化した野立看板の作成及び設置による販路開拓

埼玉県 株式会社サンキュー・コーポレーション 焼き台導入によるメニュー開発と広告宣伝効果による販路開拓

埼玉県 LINE'ｓ 「狭山茶メニュー計画」と「作業効率アップ」で新規顧客と団体客を獲得

埼玉県 株式会社巻田保険サービス 「来店型店舗へのリニューアル」PR用看板設置・折込チラシ作成

埼玉県 ＣＯＵＲＴ合同会社 上質なサービスと確かな技術、通いやすいプライスをお届け！

埼玉県 株式会社宮崎土建工業所 一般消費者をターゲットとした接客スペースの設置

埼玉県 千歳園 店舗再生に伴う、地元活性化とコミュニケーション場の寄与事業

埼玉県 みずき整骨院 関節の柔軟性を上げるための、ストレッチ業務の開始

埼玉県 株式会社ミナモト ホームページ制作による売上向上プラン

埼玉県 ＭＵＫＡＳＡ有限会社 アウトドアの解放感を感じながらカットを行う接客スペースの設置

埼玉県 クラムボン動物病院 馬具・馬の維持管理に必要な各種製品・補助飼料等の販売及び開発

埼玉県 宮城蔵王自然学校 Webとパンフ作成による広告宣伝の強化及び安全装備品購入

埼玉県 株式会社　ライズ 看板設置による販路拡大、顧客獲得事業

埼玉県 株式会社グレーシー 電動式本格エステ専用ベッド導入による「エステ部門の事業化」

埼玉県 有限会社加藤木材 動画更新が容易な新ホームページによる新規行列顧客の獲得

埼玉県 つばめ美容室 極上の癒しへ誘う魅惑のシャンプー＆ヘッドスパの新規提供

埼玉県 松 村 乳 業 株 式 会 社 楽しくてためになるホームページの製作・活用で販促強化

埼玉県 有限会社　井上酒店 新たな提案販売方法の取り組みによる集客向上事業

埼玉県 セイワ化成工業株式会社 自社成形医療部品の海外展開に伴う商品PRウェブサイト作成

埼玉県 日本総合技術研究所 知財を活用した商品開発と販路開拓

埼玉県 有限会社ｻｸｾｽﾗｲﾌｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ 健康指向食品の技術調査と販路開拓事業

埼玉県 有限会社　山田酒店 楽しく気持ちよい店舗利用による顧客満足向上と新規顧客獲得活動
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埼玉県 越谷ＳＴＲＥＡＭ株式会社 越谷市を元気にするアクティブＢＩＪＩＮ発掘と地域活性化事業

埼玉県 株式会社ザイプラ 坂戸地域発祥のローカル鶏肉料理の広域への宣伝

埼玉県 株式会社アキヤマ 直接営業による個人店舗ユーザーの獲得

埼玉県 株式会社アロー 特殊な合成糊を使用した消しゴムくず取り用粘着ロールクリーナーの開発

埼玉県 モーターランドサカモト 買取強化に伴う看板設置および自社ＨＰ開設による新規顧客開拓

埼玉県 株式会社エコ・アシスト 足こぎ車いす“プロファンド”営業所の開設

埼玉県 HAIR K FACTORY 高齢者にやさしい理容椅子の対策

埼玉県 若 お好み焼 店舗立地を活かし、観光客も満足させていく「若ファン」増加計画

埼玉県 塚越工業有限会社 新規設備導入による生産量向上及び販路拡大

埼玉県 長花亭 売上げ増加のため、さくら湖食堂ホームページ開設と看板の設置

埼玉県 村島製菓 こむぎっち上里サブレの販路拡大のためのパッケージ開発

埼玉県 川野組 顧客対応の改善により売上アップ

埼玉県 株式会社ヒロセ 介護及び高齢化に対応した、快適な住環境の整備

埼玉県 行政書士杉井法務事務所 特化した業務の宣伝活動で集客と地域貢献を図る

埼玉県 英建築設計事務所 不動産部門立ち上げによる新規顧客増加のための事務所の増築

埼玉県 伊田石油株式会社 ガラスコーティングと車内清掃を合わせた「伊田式洗車サービス」の実施

埼玉県 つるせ時計店 すべてのお客様にご満足して頂き、新規のお客様を獲得する

埼玉県 有限会社サッシーのぐち 低糖質スイーツ用ショーケース導入とカフェによる売上げ拡大事業

埼玉県 自然食の店リフレ 『自然食の輪』を広げる「ネット販売機能付ホームページ」の開設

埼玉県 有限会社瑞穂自動車整備工場 タイヤ保管預かりサ－ビス新規客獲得の為の看板設置、販促事業

埼玉県 出張こども撮影ainoko 子供イベントのための「屋内撮影」サービスの実施

埼玉県 整体サロン　ペインフリー 顧客増加のための新規顧客開拓・継続利用への販促

埼玉県 株式会社　岡田工務店 ショールームの集客率UPへの広報活動

埼玉県 酒菜　福 女性客集客向上に向けた店舗内改修工事

埼玉県 アピアどうぶつ病院 健康診断時、トリミング時にも眼圧を気軽にチェック

埼玉県 うどん　みやび 本場の讃岐うどんの市街地のお客様取り込み計画

埼玉県 中嶋モータース メッセージボード入り看板で事業内容をアピール！！

埼玉県 有限会社ハラショー リサイクル業の業務効率化による収益性及び生産性向上計画

埼玉県 有限会社　山宝 ランチ需要の開拓と宿泊客リピート率向上のため、食堂へ施設改装

埼玉県 渋谷広告社 メタボリックシンドロームから中年男性層を救う健康増進事業

埼玉県 有限会社　二光 経営体質改善第一弾「簡単導通チェッカー」自社製品への挑戦

埼玉県 ホーム・ドクター　MK 新規顧客獲得への看板作製設置広報事業

埼玉県 ヴィジョン体操クラブ フリータイム学習塾「親切学習ウィンヴィジョン」の開設

埼玉県 民宿　白 砂 荘 「やすらぎ」と「くつろぎ」の空間づくりによる新たな顧客層の獲得

埼玉県 ふわふわランド小鹿野店 地域住民に必要とされるコインランドリーの再構築

埼玉県 有限会社加藤屋洋品店 女性オートバイライダーが利用しやすいトイレの改装

埼玉県 綿貫自動車整備工場 車両故障診断コンピューター導入による愛車診断事業

埼玉県 喫茶アミーゴ 駅前喫茶の新規顧客獲得のためのリフレッシュ事業

埼玉県 ハートランド カウンター席のくつろぎ空間創造事業

埼玉県 鯨工藝舎 住宅性能の数値化、店舗改装よる時流に乗ったサービス展開
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 アート・プラネット・ファクトリー 小売業・飲食業者向けデザイン性の高い販促ツールの提案

埼玉県 ヤングリーブス・ログ・ホーム 埼玉県産材で作る福祉型ログハウスのＨＰを活用した販路開拓事業

埼玉県 ブライダル・トモ 新たなサービスのＰＲと新規顧客開拓に向けた看板設置事業

埼玉県 有限会社 ブシン自動車 市内・市外の近隣住民に対しての会社アピールの看板設置

埼玉県 有限会社石井インテリア ～住まいを素敵に彩ろう～自動壁紙糊付機、手動検尺機の調達

埼玉県 有限会社　ユー・ディー・エー チラシ範囲拡大による近隣地域以外の集客アップと店頭売上拡大

埼玉県 有限会社イアス 写真整理手法の提供による新規顧客の獲得と顧客満足度の向上

埼玉県 有限会社富沢自動車商会 親しみやすさと信用・安心を提供できる自社ホームページ作成

埼玉県 コラボ・アフリカ アフリカでの日本製品の営業代行による販路開拓サポート

埼玉県 世界一小さな釣堀センター 池の改造による養殖渓魚数の倍増と店舗の集客力の向上

埼玉県 ナイス・インターナショナル スマートフォンサイト製作＆グローバルサイト化

埼玉県 株式会社シンセリティ 僕の宝あの人の「ダイヤより輝く笑顔」を見たいあなたへ営業展開

埼玉県 有限会社　つかさ 真空包装機を使った、土産・贈答用生うどんの商品力強化事業

埼玉県 Hair Salon Blue. 女性客をターゲットに！！個室でトータルビューティー

埼玉県 株式会社　テラプランニング 地域情報誌連動型ポータルサイト作成事業

埼玉県 居食屋なすび 女子会で多くの女性に御来店頂くための販路開拓

埼玉県 有限会社野火止テニスクラブ テニス人気により拡大した市場を獲得する販売促進事業

埼玉県 FUNKY DINING くろまさ総本店 女性客の快適な店舗滞在を向上するためのトイレ新設

埼玉県 オートガレージ山崎 中古外車の販売に特化した新規顧客獲得のための店舗改装の実施

埼玉県 やおとも ＨＰ・電光掲示板・販促チラシによる情報発信・集客力アップ事業

埼玉県 ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’S 店舗内の改装（照明・椅子・テーブル）及びタピオカドリンクの容器の改良

埼玉県 株式会社　ユープラン 地域の皆様と交流できるコミュニテースペース活用のPR事業

埼玉県 株式会社　みどり テントでＳＮＳアピール、新規客層・拡大獲得拡散プラン！

埼玉県 株式会社 夢みるぱさり こむぎっちシューの製造効率向上と販路拡大のための設備整備

埼玉県 株式会社　友仁 「理学療法」もできるリハビリトレーニング施設

埼玉県 南蛮堂 当店オリジナル新商品の開発、カスタムサービスの更なる充実、ＰＲ強化

埼玉県 ほっかほっか大将亭 休日の主婦の負担を軽減させる食卓サービスの提供

埼玉県 長田会計事務所 安心して相談できる相続ステーションの設置による地域貢献

埼玉県 有限会社大村庵 老若男女全ての人が快適に使えるトイレに改修したそば処

埼玉県 アビン美容室® 独創的な看板を設置して店舗を彩る来客アップ＆地域活性化戦略

埼玉県 milky cat しっぽな ミシン導入による魅力ある商品の開発と商品製作の効率化

埼玉県 魚万 家族客に見てもらう・来てもらうためのメニュー看板の設置

埼玉県 行幸自動車 車両ラッピング事業新展開に伴うＰＲデモカー製作事業

埼玉県 有限会社野沢製作所 整理・整頓をベースとした接客対応・見学ができる現場づくり

埼玉県 デンソン株式会社 Ｗｅｂ戦略による販路開拓・業務改善・雇用促進

埼玉県 株式会社 ＡＮＯＮ 地域発のエイジングケア「美巡ドレナージュ」の新メニュー化とＰＲ

埼玉県 山内水道工業 マンション住民の「要望」を徹底的に意識した水道工事の実施

埼玉県 株式会社maekawa 軟水器導入でカラーパーマ比率向上

埼玉県 うどん 梅喜 ホームページの設置・販路開拓・新商品の販売

埼玉県 株式会社埼玉環境ソリューション 「粗大ごみ」「産業廃棄物」のイメージアップを図る看板の設置
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社折原コンニャク店 安心で美味しい食材を届けるための冷凍ストッカー導入

埼玉県 アート・コア株式会社 企画提案型営業サービスの構築による販売促進事業

埼玉県 D&D.INTERNATIONAL株式会社 居心地のよい店舗改装工事で売上アップ

埼玉県 稲吉登記測量事務所 「どんな手続きをすればよいのか？」マンガで解かるＨＰ作成

埼玉県 株式会社 パール広告社 外国の方に来店して欲しい店舗向け、外国語対応スマホアプリ開発

埼玉県 リンクスライフ株式会社 「さまさまデイサービス」のブランディングによる顧客拡大

埼玉県 有限会社浅賀葬儀社 立て看板設置による隣接地のお客様の誘導事業

埼玉県 司法書士･行政書士 あす綜合法務事務所 高齢者・障害者等に対する出張相談サービス事業

埼玉県 石井酒造株式会社 地元産の酒造好適米を使用した若手蔵元による共同醸造

埼玉県 有限会社　雅 冠婚葬祭相談センター事業の展開

埼玉県 ヘア＆メイクＡｍｉｇｏ お客様の悩み改善策の取り組みによる販路開拓

埼玉県 浅羽野接骨院 トレーニングを皆に知ってもらい、さらに利用しやすく！！

埼玉県 サザンフィールドインダストリーズ 販路拡大を目的とした海外展示会出展

埼玉県 有限会社山崎製作所 ３Dプリンタ活用による新規顧客開拓に向けた営業活動

埼玉県 ライフ・ワン 声分析ソフトを導入し他社にない顧客サービスを実現

埼玉県 有限会社深沢自動車工業 高性能スキャンツール導入による新規顧客開拓と顧客満足度ＵＰ化

埼玉県 株式会社R&Y プロモーション強化による認知度向上と店舗への誘導、売上拡大事業

埼玉県 丸喜屋酒店 『御用聞き・宅配』PRによる新規獲得と顧客囲い込み

埼玉県 有限会社　エムエム
ホームページと強みを活用した新規顧客獲得計画

埼玉県 次郎丸行政書士事務所 相続事業販路開拓計画「相続のかたち」サイトの創設

埼玉県 株式会社伊奈石油 デザイン別トイレパッケージ販路開拓計画

埼玉県 行政書士関根事務所 高齢者にやさしい事務所づくりとPR

埼玉県 株式会社　ＳＤＫ 再生可能エネルギーに着目した下請け脱却事業

埼玉県 食彩酒房わごころ パンフレットの配布と電光掲示板の設置による新規顧客獲得

埼玉県 株式会社ムサシホームズ 事務所のショールーム化による顧客獲得事業

埼玉県 株式会社　武蔵産業 売上向上と新規顧客獲得の為の、店舗改装・宣伝広報事業

埼玉県 アンテンヌプラス 主婦層・高齢者層に愛される店舗づくり事業

埼玉県 株式会社World sky 駅利用者からの集客を狙った看板設置による集客力強化事業

埼玉県 Office With 身近な相談者として円満相続を実現するためのＷＥＢサイト作成

埼玉県 弁当ちゃちゃまる ネットの受注システム導入による営業エリア拡大と大口受注の獲得

埼玉県 有限会社フィアック・システム 生産装置のメンテナンス体制の確立に伴う新規販路開拓事業

埼玉県 有限会社東秩父モータース レンタカーサービス等の積極広告による顧客数の増大

埼玉県 富　　和　　工　　業 試作に使用する３Ｄプリンタ・ＣＡＤを活用した営業力強化

埼玉県 有限会社美光電装 新規市場開拓のための法人向け営業活動用パンフレット作成

埼玉県 大塚設備株式会社 「脱下請」を図り、リフォーム「直請」に進出する為のHP立上げ

埼玉県 日の丸サービス 「素材検査管理用冷暗ブース」新設で更なる差別化を図り売上増

埼玉県 元六 営業戦略を根本的に見直し、集客増へ一歩踏み出す

埼玉県 有限会社梅月堂 高齢化とコンビニ脅威に対応し、地域密着の店づくり実現

埼玉県 ダルマヤ化粧品店 ホームページとスマホを使った「新たな若い世代取込策」展開

埼玉県 株式会社スプリングス 営業地域での知名度向上と新規顧客獲得のための広告宣伝事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 株式会社　平屋 桶川のうなぎ料理のブランド化

埼玉県 中国料理　将ちゃん 赤ちゃん・幼児にやさしい安心安全な店舗造りによる新規顧客の獲得

埼玉県 野間アスレチッククラブ株式会社 新規会員の開拓のための野間アスレチッククラブのホ－ムペ－ジの作成

埼玉県 御菓子いのうえ 新作のすぎぴょんクッキ－の製造と販路拡大

埼玉県 株式会社　栗原建設工業 販売促進のためのショールーム整備

埼玉県 株式会社　浅草製作所 自社開発製品【小型NC機ARCH（ｱｰﾁ）】の販売戦略と販路拡大の強化

埼玉県 M&W株式会社 健康知識の普及に目指した「千恵源」酵素を販路開拓

埼玉県 日本三友商事株式会社 日本と中国マーケットをつなぐ提案型貿易事業の展開

埼玉県 ピエールおそうじセンター ホームページリニューアル、集客システム導入事業

埼玉県 鮨平 こだわり一品新メニューの販売促進展開

埼玉県 理容なかじま 高齢化社会に向けた清潔感アップ・シェービング提案

埼玉県 有限会社アルテックトーヨー住器 高齢者対応バリアフリー・小規模リフォーム工事獲得事業

埼玉県 有限会社　木花 ネット＆リーフレットで顧客開拓とトラック広告で認知ＵＰ

埼玉県 南陽醸造株式会社 パッケージのデザイン強化による地酒「花陽浴」のブランド力向上

埼玉県 株式会社イリスコ セミナー事業関連向けホームページの作成と案内ＤＭの送付

埼玉県 有限会社ヘアークラフト グロースファクター発毛メニューによる販路開拓による売上増加

千葉県 トビシゲ建設株式会社 水道管埋設工事への新規参入による会社力アップ事業

千葉県 有限会社　鈴木元晴設計室 ＨＰと３Ｄソフト導入による設計のヴィジュアル化で受注の開拓

千葉県 有限会社　水谷印刷所 ホームページ新設による地域に無い新規印刷物の受注拡大

千葉県 合同会社フォート 子育て世代の顧客開拓・保育スタッフの常任設置

千葉県 アラキ家具有限会社 高齢者にも使いやすいユニバーサルデザイン家具の販売強化

千葉県 有限会社　成美 成東駅乗降者に対する、立地を活かした積極的集客事業

千葉県 合資会社　寒菊銘醸 「九十九里スタイル」発信による当社酒類製品のリブランディング戦略

千葉県 ペスコン ミネルウァ 飲食店用厨房衛生機器のレンタル事業広報宣伝とホームページ整備

千葉県 合同会社九十九里振興 農業系教育事業のちらし・webデザイン改善販売促進、サービスの多言語対応

千葉県 有限会社　鈴や ホテル内の飲食部門再構築と宣伝、店舗イメージ刷新の袖看板整備

千葉県 中華厨房kaname 主要幹線道路沿いへの広告看板設置によるドライバー客の新規獲得

千葉県 ペアブロッサム合同会社 ルームフレグランスの小ロット生産体制構築による新規販路開拓

千葉県 有限会社金森帯鋸目立工場 近隣住民世帯等の新規顧客獲得するための看板事業

千葉県 有限会社　ビーズポイント 「地域の子育て世帯にバルーン商品販売」広告宣伝・顧客拡大事業

千葉県 BEYOND WORX 店舗環境整備によるお客様呼び込み計画

千葉県 鈴木設備 最新高圧洗浄機の導入による売上拡大

千葉県 有限会社　武藤興業 看板の設置による新規顧客の開拓

千葉県 株式会社進和建築 認知度アップ・顧客拡大のためのHPの作成

千葉県 ワンハート 緑区にお住まいの中高年齢層に向けたお話ができるドッグサロン

千葉県 株式会社 ＣａｌＣａｌ クーポン付チラシ配布と看板設置による新たな顧客開拓と獲得

千葉県 つり具　松林 自然環境に配慮したエコ釣具販売強化事業

千葉県 FPライフレックス 新生活設計プランの提供による若手顧客の開拓

千葉県 石井製畳 健康・安全・お客様が分かりやすい広告で新規一般客の開拓事業

千葉県 有限会社　丸三工業所 中小事業者様向け木製パレットのPR及び販路開拓
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千葉県 株式会社　SK 広告宣伝による当社サービスの利用機会の拡大及び顧客満足度向上

千葉県 逆井こんにゃく店 ネットを用いた、こんにゃく製品の販売促進活動と通信販売の展開

千葉県 いとや旅館 ＨＰ開設と館内リニューアルによる新規顧客獲得と顧客満足度向上

千葉県 大野酒店 高齢者、障害者に優しく、安心できる店づくりと観光客の取り込み

千葉県 PizzaGonzo 地域唯一鋸山房州石窯の金谷食材ピザ新規広報による販路拡大

千葉県 有限会社　たつみ商会 店内を明るくイメージアップ！売りたい商品を際立たせる照明改修事業

千葉県 株式会社　渡保険センター きっかけはこの看板から！保険代理店のイメージアップ入店客数アップ事業

千葉県 井上測量設計 株式会社 地上・海上の測量を動画で紹介、Webから始める信頼構築事業！

千葉県 湖月 バリアフリー化等トイレ改装による顧客満足度向上と新規顧客獲得

千葉県 柳堀建築 リフォーム工事事業展開による地域の良き相談相手としての地位確立

千葉県 株式会社　常世田工務店 自社ブランド住宅商品「Shapely」の販売促進活動の展開

千葉県 田中庵 トイレ改修によるバリヤフリー化と販路開拓用新メニューの試作

千葉県 有限会社 魚地建設 新規ロゴの開発による高所得者向け新規顧客獲得事業

千葉県 有限会社 藤典礼 高齢者にやさしい葬儀場に伴う顧客満足度向上と新規顧客獲得

千葉県 山口畳店 「和心」ブランド周知による顧客の創造とブランド力向上事業

千葉県 葬祭よこやま 自社で搬送を行うことによる低所得者への葬儀機会創出事業

千葉県 宮﨑建築 HPとチラシを使った販促で元受工事受注増加

千葉県 ハクダイ食品有限会社 地場産品（アワビ・クジラ）でつくった南房総ならではの新商品のPR活動

千葉県 有限会社　スズキデンキ 顧客ニーズを聴きたい電気店が、補聴器をつけてみました！

千葉県 株式会社　三峯商事 ビジネスホテルのしっかり感にくつろぎ感を加え週末宿泊数ＵＰ

千葉県 美海フーズ株式会社 地産アワビと房州エビを活用した「レストランと加工食品」開発及び販路開拓

千葉県 有限会社光精工 LED照明設置による作業効率及び経費削減効果の向上

千葉県 有限会社　早川建設 広報活動強化による社員のスキルアップ及び認知度向上事業

千葉県 有限会社　斉藤商事 HP(ホームページ)開設による新規客獲得

千葉県 君塚工業 短納期、より精密な製品づくり実現のための工場設備整備事業

千葉県 有限会社吉田自動車整備工場 自動車整備の高度化に対応するための設備導入及び従業員の新規雇用事業

千葉県 株式会社ブルーウェーブ 最新機材導入による専門性向上・ホームページ開設による顧客獲得

千葉県 株式会社ウエディングファクトリー クレイディスプレイと外房ウエディングのサービス拡大と販路開拓

千葉県 重郎平 ＰＲ活動と顧客ニーズに応えた店舗づくりによる雇用創出事業

千葉県 野村屋電機有限会社 「修理もできる電気屋さん」ＰＲ事業及び店舗のイメージアップ大作戦

千葉県 有限会社　さんすい漬物 「からしきゅうり」の売上を300％まで増加させる事業

千葉県 合同会社メイトジャパン 販路開拓を図るための商品パンフレット、新パッケージの作成

千葉県 株式会社　東雲堂 誉田駅前葬儀相談所の開設に伴うホームページの強化

千葉県 株式会社 魚匠 「匠の技」ブランド周知による販路開拓事業

千葉県 有限会社浅草ギ研 児童・高齢者向け入門用ロボットキット・無線モジュールの販路開拓

千葉県 有限会社　榎澤鈑金 「車のケガならエノバン」を浸透のためのブランド戦略と看板リニューアル

千葉県 有限会社　ビーアールカンパニー 高齢者に優しい店づくりステップアップ事業

千葉県 関水産有限会社 飲食業進出に伴う団体客受入れ事業

千葉県 有限会社　渡辺重機
経営力強化のための設備改修
～クレーン車リニューアル事業～

千葉県 有限会社ベルミー 千葉県銘菓の新商品の洋菓子開発による販路拡大
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千葉県 有限会社　村田商店 新商品の開発及びHP等でのＰＲによる新規顧客開拓事業

千葉県 しおんストーンケアサービス お墓の引越し専門サイトの運営

千葉県 UKAJI理美容室 視覚による顧客開拓と既存客の満足度向上事業

千葉県 株式会社　高野縫製 若年女性向け新ロゴ開発・リピーターの発掘による販路拡大

千葉県 株式会社　成和電子 乾電池充電器の販売促進

千葉県 合資会社　高橋商店 地元加工業者との連携による九十九里干物の開発・販売促進事業

千葉県 株式会社 パクチー スマホ専用Webサイト制作とWeb広告で、学生向け集客活動!

千葉県 合同会社RS.foods 近隣大型スーパー進出にあわせた店舗・看板のリニューアルによる売上増

千葉県 おち総合予約センター タイからの訪日外国人観光客獲得の為のタイ語Webサイト作成

千葉県 Healing Stone Natural & Light マスコットキャラクターの活用による新しい客層への販売促進

千葉県 有限会社　土屋住設 施工現場でのお客様とのコミュニケーション実施事業

千葉県 三尾商事株式会社
・コミュニティセンター開発へ
～コインランドリー改修工事～

千葉県 おかわり食彩あてんぼう 店舗改装に伴う新規顧客の開拓（コンビニ外観からの脱却）

千葉県 ＭＤフューチャーズ株式会社 進研ゼミ提携コース設置にともなう生徒募集活動の強化

千葉県 株式会社井筒屋洋品店 地域で唯一の4L以上の大きなサイズ衣料品取扱店PR事業

千葉県 アラビアンアートHOTEL&GALLERY イスラム文化圏を含む海外観光客新規獲得のための施設整備事業

千葉県 オンリーワン企画 オリジナルウエアへの刺繍サービスの提供

千葉県 株式会社サクラホームサッシ リゾートマンション・別荘保有者に対する水回り工事ＰＲ事業

千葉県 有限会社　片岡工務店 手刻み技術等の高い職人技術を訴求することによる新規一般顧客の獲得

千葉県 有限会社高野水産 野球場整備と販売促進強化による大学生スポーツ合宿客の集客

千葉県 ほまれ ３０周年記念にむけた明るい店づくり

千葉県 藤沢人形工房 伝統工芸品である節句人形を若い世代や海外へ

千葉県 みうら行政書士事務所 創業・外国人支援により高齢化する印西市に活気を！

千葉県 有限会社　五十嵐電気商会 内装工事によるショールーム設置

千葉県 有限会社　大成プランニング 看板の設置による新規顧客の獲得

千葉県 陽なた鍼灸・整骨院 美容鍼灸メニュー導入による新規顧客獲得

千葉県 食彩処　　雅 家族から団体まで使える客室環境の改善とユニバーサル化

千葉県 株式会社　成田家 鮨・成田家サイトのリニューアルと活用による新規客獲得事業

千葉県 まんまる亭 女性客でも入りやすい店舗づくり

千葉県 株式会社　容央 新規HPの作成による広報の拡大と店舗集約による対面販売強化

千葉県 有限会社　傳兵衛 HPのリニューアル及び店舗改装による新規観光客獲得事業

千葉県 成田屋菓子舗 外装の見直し及びイートインスペースの設置による新規顧客開拓

千葉県 鴨料理　才兵衛 土産物開発及び店舗看板改修による店舗への観光客誘致事業

千葉県 MALIBU　POINT スタンドアップパドル事業の販路拡大強化

千葉県 有限会社　シンコーエンジニアリング
トース土工法の販売開始圧倒的な信頼獲得へ
～憩いの場【お客様リビング】設置事業～

千葉県 有限会社渡来建材 ホームページの作成により、新規顧客の開拓

千葉県 有限会社マザーエンタープライズ ハンドバック等の新規小売事業のためのインターネット販売システム構築事業

千葉県 よしの生花 ホームページのリニューアル化事業

千葉県 有限会社岡埜栄泉 「鳴海焼き」のブランド化及びかき氷による観光客取り込み事業

千葉県 耳かき亭 外国人観光客も欲しくなるオリジナル耳かきの開発事業
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千葉県 いながき産業株式会社 ブックラウンジ付コインランドリーのPR事業

千葉県 いいとこ 海の見えるお店で、おなかいっぱ～い漁師料理を楽しもう！

千葉県 食事処　千家 新メニューと看板設置！小湊自慢の魚介料理を召し上がれ

千葉県 有限会社　広瀬屋 子育て世代に優しい食事処、三世代で楽しめる店づくり事業

千葉県 フアンタジスタ 日本の渚100選で透明度抜群の守谷海岸パドルボード散策事業

千葉県 Team Sakamoto 新しくサプリメントを導入したコースで健康意識の高い顧客を増やす施策

千葉県 有限会社リヴェール 防犯対策強化による安心して暮らせる女性単身者や子育て世代の獲得事業

東京都 有限会社　大広製作所 3DCAD(IronCAD)導入による業務の高度化と販路拡大

東京都 三桂機械株式会社 洗浄装置デモ機導入による超音波事業の販路拡大の促進

東京都 つり船海賊 サービスの「見える化」による顧客獲得事業

東京都 有限会社クラウニング・シーズ アトピー用化粧品の定期宅配制導入によるリピート販売率向上事業

東京都 ディメンション株式会社 スマートフォン接続型環境センサの海外販路開拓

東京都 株式会社滝島商店 売上拡大のための販売促進事業

東京都 株式会社イーエルハウジングカンパニー 荒れた空家ゼロで地域に貢献、そして新たな住民流入で地域活性化

東京都 永井事務所 マイナンバー制度の円滑な導入を目指した顧客サービス展開事業

東京都 kizagisu ホームページ・スマホ用ホームページの作成とチラシ・看板の作成

東京都 有限会社ホームクリエ 行程が少ない住宅を自社施工し低価格で提供する

東京都 有限会社ティエム.プロジェクト スマフォ対応HP制作とカタログチラシによる新規顧客獲得

東京都 有限会社丸仲 「餃子売上倍増」で客数と短歌の大幅改善計画

東京都 波浮港商会株式会社 新規来店客を増やすための、野立て看板新設とHPリニューアル

東京都 株式会社ティーエス 自動ケーブルカッターの開発・販路開拓

東京都 Primepage 新事業や起業家向けWebサイト戦略のワンストップサービス提供

東京都 有限会社でく工房 売上増強に繫がる作業改善

東京都 131DIRECTION 青梅市の若い経営者にフォーカスした無料誌とWEBサイトの開発

東京都 株式会社水井装備 地域初の高齢世帯ヒートショック緩和住宅の事業化による顧客拡大

東京都 Skills 業界初、高精密溶接機導入による消音マフラー等の製作

東京都 有限会社マルワ商事 入店しやすい婦人服のお店づくりと若い世代んぼ新規久顧客開拓

東京都 株式会社LAC 訪問介護の「食」の質強化と複合サービス開発による利用者の拡大

東京都 マッドネスラボ スマートフォンアプリケーション開発支援ソフトウェアの海外販路開拓事業

東京都 Pitatti ワインパーティケータリング＋撮影用ケータリングの販路拡大

東京都 小柳津会計事務所 新規顧客獲得のためのホームページ作成とダイレクトメールの送付

東京都 有限会社フレイムス シーン別提案による商品PRで新規顧客開拓

東京都 JAJABOON 音楽専門雑誌への広告による新規顧客開拓

東京都 株式会社アルストロメリア 高齢者見守り相談訪問サービス『ライフスタイルドクター』

東京都 株式会社中村工務店 渋滞する道路に面したアイキャッチが出来る動く看板設置計画

東京都 株式会社works データ分析システムの有料会員獲得施策

東京都 有限会社細田木工所 家具カスタマイズシステムの導入・販路開拓

東京都 宮川商店 ロースターで調理した食品販売による宿泊事業者の顧客増加

東京都 藤井サービス工業 車両の改造によるキャンパーを主体とした観光客の軽荷物運送事業

東京都 スクエア仲村 新規顧客獲得と集客機会損失解消の為の内装改修
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東京都 アンフィニカスタムワークス ダイレクトインジェクションボックスによる販路開拓事業

東京都 Mermaid Cafe 小笠原の塩を使用した新メニュー展開事業

東京都 ノスリ工房 小笠原ラスクのパッケージ改善事業

東京都 ライフプランニング株式会社 リハビリに特化したデイサービスの展開

東京都 西田明子税理士事務所 地域の起業弱者：シニア＆女性のヘルスケアで起業支援事業

東京都 株式会社ケースリー 新規ホームページによるレンタルフラワーの顧客開拓

東京都 51Soleil コルギサロンの新メニューによるアップセルおよび新規顧客開拓

東京都 be-es コールドプレスジュース＆Yogaの周知、新規顧客・販路開拓

東京都 株式会社ハザマ 新商品開発に伴う販路開拓事業

東京都 株式会社インサイトアイ 自社企画インテリア雑貨のネットショップ販売

東京都 三起工業株式会社 ホームページの多国語、ビジュアル化とビジネスプラット化

東京都 YURARA 小さな子どもと気軽に整体！「ママらく整体」の新規展開

東京都 Holo Holo café 店舗の認知度向上と雑貨販売の強化による当店ファンの獲得

東京都 合同会社22世紀アート 自費出版事業におけるWEB広告による購買層の獲得

東京都 有限会社くろすとーく 「深大寺精進カレー」(仮称)の開発・販路拡大

東京都 ジャノメキッチン　じざい セレクトパスタによるランチ営業の実現と看板による周知

東京都 有限会社ふじかわフォトサービス 就職活動用提出写真の証明写真撮影の販売促進事業

東京都 サロット　グレ　ノグチ ショップカード導入でお店のイメージアップと来店サイクル短縮化

東京都 株式会社タウンキッチン ウェブ等の情報発信及びイベント開催による新規顧客開拓事業

東京都 ヨシタ手工業デザイン室 海外市場を視野に入れた、家庭でチーズを楽しむ為の道具の開発

東京都 プレシャス カラー・パーマ・ヘッドスパ施術の付加価値提案及び客単価の上昇

東京都 株式会社BEEMERRY 女性向けウェブメディアのプロモーション事業

東京都 曽根隆寛税理士事務所 相続税対策個人顧客向けホームページの作成による顧客開拓

東京都 株式会社フェアアンドイノベーション 病院向け経営セミナーによる顧客開拓と営業パターン確立

東京都 有限会社米山酒店 車での来店客増加の為、街道沿い店頭テント看板設置事業

東京都 中国料理　仲達 店内トイレの洋式化と床張替

東京都 やきとり　だるまさん レトロが「売り」の焼き鳥店の「大事なところは近代化」計画

東京都 塚見鍼灸治療院 子供の不調を抱えている親世代に訴求するホームページの作成事業

東京都 株式会社MOON LIGHT 照明と映像の融合による舞台演出効果の向上

東京都 カーリッジ 近隣住民への当店の専門的なアロマケアをアピールした集客強化

東京都 T&Kプロデュース有限会社 若年層(10代～30代の働く女性)の獲得拡大を図る事業

東京都 株式会社エクラアニマル 地域の民話等をテーマにしたアニメDVDによる販路開拓

東京都 株式会社御幸印刷 新規顧客から受注促進のためのホームページの制作

東京都 有限会社丸大 タイヤ交換事業によるクロスセルおよび新規顧客開拓

東京都 サイクルセンター吉岡 自転車専門店の認識向上と既存顧客を再来店につなげる仕組み作り

東京都 有限会社カンノ・カンパニー 4K動画ワンマン撮影による中小企業向け低コスト動画制作

東京都 株式会社ジャパンテクノロジー クリーンブース・多目的ブースの販売・販路開拓

東京都 割烹 小櫻 女性客・若年層拡大と販売強化事業

東京都 株式会社レフティ 脱下請けを目指した地域での受注獲得増加のための営業強化

東京都 株式会社アイビビッド 日本製美容健康商品の輸出促進の為の情報発信・決裁簡易化事業
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東京都 株式会社バードワークス 老舗手作り漬物の"健康美容"付加価値化、若年女性への拡売

東京都 シャンティックス株式会社 地元近隣客を対象にインド料理パルキの広告宣伝ｊによる販路開拓

東京都 有限会社イングコーポレーション 東京ビッグサイトでの展示会におかえるPR及びワークショップ活動

東京都 ドルフィン 通学が困難な方も学習可能なテイラーメイド型英語教室のPR

東京都 エビス三鷹店 客席のバリアフリー化、時代に合わせた分煙環境の構築

東京都 新納ビジネスマスターズ有限会社 新サービスの展開に伴うPR活動とバックオフィス機能強化

東京都 AMUUY セールスツール拡充による健康・美容商品の販売拡大

東京都 有限会社山田屋 東京諸島・島酒(焼酎)のタイ国市場販路開拓

東京都 日進自動車販売株式会社 カーコン契約金終了の広告戦略看板・H.P・パンフレット作成

神奈川県 ふるかわ整体療術院 地方紙掲載、チラシ配布などの広報活動推進による拡販施策

神奈川県 有限会社　和心 パーゴラ（屋根）設置で、雨天でも売上確保

神奈川県 有限会社ステータス 新規顧客獲得のランディングページ作成およびECサイトの構築

神奈川県 株式会社　ニチゲン 急成長する同人誌印刷市場に参入するための受注システムの開発

神奈川県 カイロサロン湖瑠璃 看板設置及びチラシPRで新規の患者様の集客事業

神奈川県 井上測量設計株式会社 認知度向上の為のパンフレット作成、看板設置とHPリニューアル

神奈川県 Flower Labo １周年セールとフラワーアレンジメント教室、イベント出店による販路開拓

神奈川県 株式会社ゴーグル 写真集「少年と海」サンプル本制作・配布・国内外販路拡大

神奈川県 有限会社　LC・ファクトリー ECサイト用写真撮影の為倉庫一部改修によるスタジオ設置事業

神奈川県 TAO心理カウンセリング学院 ２つあるホームページの集約・改訂・および、スマホ対応版への変更

神奈川県 Caféポンタヴェン ターシャの世界再現のためにペレットストーブ導入で新規顧客開拓事業

神奈川県 はりきゅうマッサージ　シーベルズ大磯 各種広告媒体を用いた継続的な宣伝活動による新規顧客の獲得

神奈川県 井上酒造株式会社 100％地元産米の純米酒「小田原北条」づくりによる販路開拓

神奈川県 暮らしのスタジオ株式会社 ＨＰと広告掲載・イベントを活用した新たな販路開拓事業

神奈川県 有限会社テクノプラン 「グラスで味わう高級ワイン」メニュー化による誘客・客単価ＵＰ

神奈川県 ベーカリールームヨコヤマ 対面販売を強化し客との会話を高め売上増を図る店内改装

神奈川県 宮川酒店 酒屋プロデュースの結婚パーティー展開事業

神奈川県 オレンジハイツ 改良工事による快適居住環境の維持・向上及び営業強化事業

神奈川県 ママーズ・ガーデン アルミ花卉台車を使用した積極的販売による売上げ向上事業

神奈川県 有限会社昭和製菓 カタログとネット通販による新規顧客とリピーターの強化

神奈川県 合資会社 伊藤屋旅館 外国人の集客及び顧客満足度を上げる為のWiFi環境整備

神奈川県 有限会社　ヒット・アソシエイツ 真空パック機導入及び通販サイト構築による販路拡大・顧客獲得

神奈川県 カイロプラクティック　温心堂 新規顧客の為の訴求事業としての看板の増設とホームページの拡充

神奈川県 ローカル・ギフト・コミュニティ 高齢者のための巡回型買物代行サービスの会員増加と販路の拡大

神奈川県 玄磨 蔵元を呼んでの利き酒会開催により日本酒愛好家促進事業

神奈川県 株式会社クロコアートファクトリー ルーメット（自社商品）の販売促進

神奈川県 エース技研株式会社 自社ブランドを使った新商品及び既存商品の広告宣伝事業

神奈川県 有限会社　頼住靴店 後継者対策としての、明るい清潔感のあるお店による新規顧客獲得化事業

神奈川県 有限会社米屋 スマートフォン対応ＨＰ作成でイメージアップと新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社　プリズム 香味溢れる紅茶ＰＲによる、安定的なギフト客の増加・獲得事業

神奈川県 学研ＣＡＩスクール湘南寒川校 ターゲットに響く販促デザインの見直しによる販路開拓
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神奈川県 Boulangerie　chouchou 冷やしてもおいしいパンの開発・販路開拓事業

神奈川県 有限会社山上輪業 バイクツーリング専用スマホＨＰ作成による顧客獲得事業

神奈川県 イリス整骨院 米軍住宅に住む外国人層取り込む為の、多言語ホームページの作製（英語＆日本語）

神奈川県 理容サイダ 頭皮ケア、女性顔そりメニューの導入と促進・店舗改装

神奈川県 有限会社島旅ツーリスト アクティブシニア等を取り込むＨＰへの改良及び予約システム構築

神奈川県 有限会社中村宝飾 気軽に立ち寄れる店舗への改修とタウンメールによる新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ヘアーサロンヨシダ 高級志向シニア層等囲い込みのための店内改装とヘアスコープ導入

神奈川県 パーマハウスみえ 顧客の高齢化に対応した入口スロープ・手摺り・店内床の改修工事

神奈川県 Hello-g project!! 女性の健康を意識した布製サニタリーナプキンの開発及び販路開拓

神奈川県 株式会社　中山商事 (屋号：つく志) 新規顧客獲得の為のＰＲ事業及び利用頻度ＵＰを目指した顧客満足度向上

神奈川県 おでん酒場あっかんべー 新規女性客獲得を目指した商品開発と魅力的な店舗作り事業

神奈川県 株式会社ムラタ 『日本国際包装機械展』参加による販路拡大

神奈川県 リカーズかさはら 看板の取替工事とオリジナル商品一覧のパンフレットの作成と配布

神奈川県 有限会社　日の出園 甘味にあうコーヒーの導入による新規顧客とリピーターの獲得

神奈川県 かつれつ厨房Biton おしゃれ感漂うハーブ花壇の駐車場とハーブ教室開催で販路開拓！

神奈川県 中国料理　再光軒 店内改修によるイメージアップで新規顧客を獲得

神奈川県 居酒屋　みえ 外観イメージリニューアルによる新規顧客獲得

神奈川県 株式会社　都木材緑化 森林整備により、かながわ水源の森林づくりを行う

神奈川県 器のせゝらぎ ウェブサイトの作成、および周知の為のチラシ・DMの配布

神奈川県 割烹旅館　桂川亭 厨房設備の高性能化・増設による処理能力向上と売上アップ

神奈川県 八木接骨院 20周年リニューアルオープン（地域の皆様を元気にする接骨院）

神奈川県 有限会社関根クリーニング店 看板設置による新規顧客と女性物の開拓

神奈川県 Garage Fiabull インターネット広告と紙媒体広告を使用した販促事業

神奈川県 有限会社 岸精肉店 来店客を迷わせない、店舗認識を高めるための看板・店頭装飾

神奈川県 有限会社　建藤 お店のリニューアルで新規のお客様を獲得！新しい建具屋に！！

神奈川県 KITORI オンリー１のみんなの店を目指して、地域と一緒に！

神奈川県 株式会社 ペンギン薬局 子育て中の女性薬剤師を積極支援で子供に優しい薬局を目指す

神奈川県 株式会社　杉山 営業用ツールをフル活用した、新たな販路開拓事業

神奈川県 株式会社 なかいまち薬局 三世代が楽しめる待合スペース空間の改善による固定客増加と販路開拓

神奈川県 有限会社　ぐりーんぐらす 光触媒加工を施したインテリア性の高い造花の開発による販路開拓

神奈川県 フラワーショップＦｉｎｅ！ “花のお兄さん”の出張フラワーアレンジメント教室事業

神奈川県 有限会社倉橋モータース 独立待合室設置による顧客満足度向上による業績向上事業

神奈川県 山本建具店 携帯端末やタブレットを意識したPRホームページ制作

神奈川県 魚常　惣菜のユキコ 新商品開発のための「オーブングリル」導入

神奈川県 焼きたて屋 ＫＲＡＫＥＮ 開成町公式キャラ「あじさいちゃん」焼きの開発及び販売

神奈川県 小俣薬局 お客様の症状把握の為尿検査のできる洋式トイレの設置

神奈川県 有限会社コスモスインターナショナルスクール 東京オリンピックの開催決定で活性化した未就学児の英語教育市場での新規顧客の開拓

神奈川県 ユキダンススクール ご当地体操「逗子体操」の普及・拡散による市場開拓と受注強化

神奈川県 箒沢荘 日帰り観光客に独自メニュー提供で昼食難民をなくす事業

神奈川県 耕栄ファクトリーファーム 新商品「野菜ワッフル」量産化と各種広告戦略で新規顧客獲得・売上ＵＰ
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神奈川県 丹沢湖ロッヂ 衛生設備（シャワー室）の改善・整備事業

神奈川県 創和建設株式会社 リフォーム専用ホームページサイトの構築による売上げ向上事業

神奈川県 有限会社　庄内工業 第２の柱となる３Ｄプリンター製作事業を立ち上げ、その営業ツールの開発

新潟県 割烹 お々や 和室に椅子・テーブル席を用意して利用客向上対策を図る

新潟県 誠月堂 廃業旅館を活用した地域コミュニティスペース設置事業

新潟県 株式会社名代家 スマホ専用サイトとランディングページによる新規顧客獲得

新潟県 株式会社 伊平板金工業所 企業対象直接受注営業システム

新潟県 八千代 楽々お座敷チェアで宴会も楽々事業

新潟県 有限会社川多津 高齢化社会に対応する「じょんのびできる店づくり」

新潟県 多味家 新規顧客開拓を狙った店舗外装工事による飲食店づくり

新潟県 川上農園 五泉市産エゴマを使った製品開発と販路の全国展開

新潟県 岡田印刷株式会社 個人・商店のお客様にすぐに印刷物を提供できる印刷屋を目指して

新潟県 合資会社　都屋商店 外装リニューアルによる視認性・イメージアップ事業

新潟県 真栄自動車 新規事業カーコーティング開始に伴うHPリニューアルプロジェクト

新潟県 有限会社　小林車体 幹線道路から見える看板設置による新規女性客集客強化事業

新潟県 割烹　三吉 和室用テーブル、椅子の設置で高齢者にも優しいお店づくり

新潟県 八米 「ブライダル用商品開発」による新規顧客開拓

新潟県 五十嵐末作建築 地域密着型リフォーム工事をＰＲし受注の確保を図る

新潟県 株式会社プチボワ 新製品「ラスク」の開発で冬期間の安定と販路開拓を目指す

新潟県 有限会社 ぬしや商店 店舗改修外観リフォーム＆法要・宴会新プランによる販路拡大事業

新潟県 とんかつトンキー 新看板設置でお客様視認性ＵＰ及び新メニューによる売上ＵＰ事業

新潟県 有限会社ほてる千家 高齢者にやさしく、外国人ニーズに対応したトイレ改装事業

新潟県 割烹　けやき 顧客満足度向上による顧客増大のためのトイレ洋式化

新潟県 齋藤行政書士事務所 Ａ４ダイレクトメールで顧客開拓

新潟県 女川ハム工房 『関川うんめもんハウス』の始動と、ＰＲ・誘導のための看板設置

新潟県 有限会社宮川糀や 新商品開発に伴う生産販売・販路拡大事業

新潟県 越後せきかわ地産研究会 真空包装（パック）機導入による新たな食品加工品販売の販路拡大

新潟県 有限会社住吉屋 観光客をよべる店づくり～新メニュー開発とやさしさ溢れる店作り

新潟県 有限会社 増田製畳 折込チラシによる新規・既存客への販促広告宣伝

新潟県 有限会社ほんま商店 高齢者向けトイレ改修及び女性用トイレの設置とチラシによるＰＲ

新潟県 筒井電気商会 情報も部品もゼロからクリエイトする事業

新潟県 越銘醸株式会社 県外向け次世代日本酒「山城屋」のブランド確立と販売促進事業

新潟県 有限会社あかつき印刷 製版機バージョンアップによる製版機能強化事業

新潟県 有限会社　嘉平豆腐店 地元産大豆使用の高品質商品の開発と、店売り強化による販路開拓

新潟県 関川左官工業 受注獲得を目指したホームページ作成事業

新潟県 有限会社ドリーミング サービスレベルのアップでお客様満足度アップ！地域密着美容室

新潟県 CAFÉ GEORG 販路開拓事業

新潟県 株式会社　浜屋 ホームページ開設による酒部門のネット通販と新たな顧客の創出

新潟県 気養の屋 心と体を養うカフェ「気養の屋」オープニング事業

新潟県 柿酢合同会社 「おけさ柿酢」デザイン改良と拡販ツール作成による新規顧客獲得
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

新潟県 高野養魚場 魚沼の美味しい川の幸ギフト３点セットの開発

新潟県 まつ山屋 配達弁当の販路拡大のためのホームページ作成

新潟県 EcoFriendly.Studio お客様が集えるコミュニティルームの増設

新潟県 ほっとハウス 顧客のニーズに沿った店づくり・クーポン付チラシによる域内需要の囲い込み

新潟県 株式会社 南都屋 お座敷用椅子・テーブルの導入

新潟県 株式会社　古澤屋 外国人客集客用ホームページ作成と、直近リピーター客の獲得事業

新潟県 吉川酒店 HPの取扱い限定商品の追加とスマホ対策による新規顧客の獲得

新潟県 丸山光一商店 農家の大規模化に伴う米穀流通の変革に対応する事業

新潟県 阿部電建 「ワンストップサービス」ほかのＰＲによる新規販路開拓事業

新潟県 ひまわり 新メニュー(そば)の提供による新規顧客の開拓

新潟県 株式会社　孝章 イタリア色を前面に出しての新規顧客開拓

新潟県 有限会社　大善 店舗の認知度アップと見やすく、選びやすく、買いやすい店づくり

新潟県 井ノ川漢方整体 店舗改修工事（お客様の接客環境改善）による集客力向上

新潟県 株式会社 八色物産 雪室貯蔵米のブランド力強化とホームページからの販売ツール構築

新潟県 旅館　樺太館 シニア層を取り込むための課題解決と環境整備及び集客力向上

新潟県 株式会社ユーエイチティーコーポレーション 福祉用具の安心・安全・安楽な使用方法を盛り込んだHPの製作

新潟県 有限会社　あやめフード 香りころころ手毬燻し鮨（てまりいぶしずし)の開発と販路開拓

新潟県 株式会社ボニタプライア 新規ウエブサイト作成でターゲット層への情報発信による販売促進

新潟県 株式会社　装都工房 住宅建築サポート業務（おうち計画案内所）の広告宣伝

新潟県 株式会社　はしだて わら細工の販路拡大のための外観一新と看板設置事業

新潟県 居酒屋呑～ＤＯＮ～ ランチ営業の開始と新メニュー対応設備導入による売上向上事業

新潟県 板垣金属株式会社 自社技術を活用した「切り絵組み立てキット」の開発及び広報事業

新潟県 有限会社　エフディー 海外販路拡大ＷＥＢページ作成および英語版パンフレット作成

新潟県 有限会社肉のこやま 高齢者、ファミリー層に過ごしやすい店舗作りとメニュー開発

新潟県 有限会社　佐藤勇吉商店 手提げ袋等によるブランド化とパンフレットによる広告宣伝事業

新潟県 オートショップケイ 車両メンテナンスによる付加価値サービスを目指す中古車販売事業

新潟県 有限会社 長谷川表具店 「新規事業PR看板」の設置による顧客獲得事業

新潟県 株式会社ニイガタ025 自社PB商品の開発と販路開拓

新潟県 杉澤ボクシングジム 安全安心なジムづくりによる新規会員獲得事業

新潟県 株式会社　大塚スポーツ ＨＰ立上げと通販サイトリニューアルによる販路拡大

新潟県 株式会社　さか井 幅広い年代層に愛される大切な日のための料理店を目指す事業

新潟県 華健美サロン（ﾊﾅｹﾝﾋﾞｻﾛﾝ）　ワオン 脊椎矯正機の増設と新規HP作成による販路開拓と集客増加事業

新潟県 有限会社　大裕建設 販路開拓に向けた愛犬家住宅知名度向上ＰＲ事業

新潟県 はなどり 宴会需要に応えるカウンター改造と店内改装による販路開拓

新潟県 有限会社　マーチファッション 天然藍染異素材を織込んだファッションの開発と販路拡大開拓

新潟県 和牛ダイニングかねこ 気軽に来店できる本格ステーキ店の周知

新潟県 株式会社　港屋酒店 御歳暮商戦を利用したお奨めギフトで新規客開拓＆来店率ＵＰ

新潟県 あなざわ整骨院 新規顧客獲得のための折込広告と院内改装事業

新潟県 ラテコーヒー ドリップコーヒーの作業性の簡素化

新潟県 有限会社イワセ 英語版ホームページ作成によるタイ・ベトナムからの受注拡大
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新潟県 有限会社ツバメテラス ウェブサイトとパンフレットによる連動広報プロジェクト・ツバメコーヒーロゴ

新潟県 龍氣養命堂株式会社 異なる販売チャネルとしての通信販売事業立上げプロモーション

新潟県 有限会社　笹山モータース 新規顧客獲得に絞った自社HP作成と広告チラシによる販路開拓

新潟県 食事処　海老名 来店スタイルに合わせた客席レイアウトの変更と食事処の認知事業

新潟県 有限会社　佐藤畳店 新商品の開発・PRによる店舗への集客及び受注増を図る取り組み

新潟県 有限会社金誠舘 お任せ安心の法事プランの開発・周知

新潟県 食ing Bar くう 行ってみたくなる！オシャレで素敵な宴会プランの開発と周知事業

新潟県 株式会社　孝泉堂製菓 自店舗の改装と広告宣伝による販売強化

新潟県 丸紀屋 セレクトショップとしての顧客識別マーケティングの実施

新潟県 有限会社　松葉屋 小さな子どもからお年寄りが集まる家族間行事のおもてなし

新潟県 有限会社　鈴木建設 体感型展示場を活用した新規顧客獲得のためのプロモーション事業

新潟県 care 新規事業、careシステムトリートメントの周知事業

新潟県 有限会社　青木建設 「家に関わるお困りごと、一手に引き受けます」サービスの展開

新潟県 株式会社岩野農機 ２部屋から１部屋へ作業効率化事業

新潟県 株式会社　中村屋商店 インバウンドのお客様の満足度向上と回転率、リピート率アップへ

新潟県 株式会社　ＤＥＬＩＦＥ 満席・行列による機会損失を減らすための増席工事

新潟県 ファーマーズ•ストーリー こだわりのストーリーを持つ地場産品の魅力を引出し発信

新潟県 居酒屋きさく 地域の憩い場としての店舗づくり

新潟県 株式会社ワタナベ 高速利用者向けレンタカー需要開拓と店舗PRのための看板設置

新潟県 株式会社　Ｎネット ホームページリニューアルと顧客へのサービス向上事業

新潟県 池嶋板金 ホームページ開設及び工芸教室の開催を利用した販路拡大開拓事業

新潟県 株式会社ニッケン 荷重計量用指示計導入による待ち時間短縮に伴う売上向上

新潟県 ドライブイン胎内 化粧室の改修

新潟県 株式会社巻フローリスト川村 本店の看板設置と包装用紙刷新による若い世代の取込む事業

新潟県 有限会社ユア・エステート 生活・地域情報と貸主、売主への情報を加えたホームページの作成

新潟県 山﨑工業 看板とチラシによる周知を行い住環境の改善を提案する事業

新潟県 株式会社海藤材木店 小冊子を活用し、家を守り続けるためのノウハウをお客様に提供

新潟県 (資）久須美クリーニング商会 移動式染抜き機の導入とホームページによる新規需要の掘起し事業

新潟県 ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ川崎 工場改装による作業効率化事業～受注増加と入庫待ち解消を図る

新潟県 一品香岩室店 LED照明への切り替えによる店舗内外イメージアップ事業

新潟県 有限会社岡田電装工業 フロン排出抑制法を契機とした冷凍機器の点検・補充業務の強化

新潟県 有限会社　ジャンプ 宿泊施設を洋式トイレに改修して清潔感を提供

新潟県 ブーランジェリー　シュシュ 国道沿いに当店の看板設置による販路・販売拡大

新潟県 株式会社　自在館 新浴場完成記念、新潟県限定「地元で気軽にプチ湯治プラン」

新潟県 パン屋カフェ　クレアーレ 冷蔵設備導入でフレッシュパン提供事業

新潟県 阿部商店 胃も心も満たす、来たら笑顔になれる駅前食堂の存在アピール事業

新潟県 斎藤正夫事務所 道路設計（路線測量）支援ソフト購入

新潟県 株式会社　越後酒造業 米国向け商品販売計画

新潟県 奥村アパート ホームページ立ち上げによる宣伝（周知）

新潟県 株式会社エンジェルジャポン 機械の拡販を目的とした地域の販売店の展示会出展及び専門誌広告
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新潟県 有限会社　丸末書店 思わず入りたくなる店舗づくりでお客を呼び戻し売上増加を目指す

新潟県 八石ヘルシーフード 健康茶ティーパックの試作でヘルシーフードを首都圏へ販売促進

新潟県 有限会社　朝日池総合農場 来店者増加のための駐車場舗装

新潟県 ミタムラ建築デザイン工房 自然素材を活かした住宅認知度向上のための広報看板設置事業

新潟県 有限会社マネジメント ビジネス コンサルタント ＢｔｏＣ、ＢｔｏＢの関係を強化する「デモルーム」の開設

新潟県 手打ちそば　　一休庵 顧客ニーズに合わせた椅子席への改装

新潟県 有限会社カクタ田中清助商店 お茶屋に行こう～当たり前の１杯から特別な１杯へ

新潟県 刷屋 佐渡 店まるごとショーウィンドウ化事業

新潟県 有限会社髙口食品 容器改良で調理味噌の品質を大幅に向上させ商品力強化、販路拡大

新潟県 有限会社バイオアース 地産地消強化にともなう、にんにく乾燥機導入

新潟県 株式会社　藤井農園 商品PRパンフレットの作成

新潟県 有限会社　小島屋 新商品『鮭パイ』開発にかかる機械導入とパッケージの製作

新潟県 エバーグリーン株式会社 森林環境保護のための木材事業の販売強化と情報公開のための取組

新潟県 有限会社神林カントリー農園 新たな販路開拓の為の展示会及び百貨店物産展イベントへの参加

新潟県 奥の湯　湯元館 赤ちゃん、お年寄りの為の「あんしん特別客室」改修事業

新潟県 有限会社　片桐工務店 ホームページを契機に信頼づくり!地元応援の駆け込み工務店!!

新潟県 株式会社サトウ工務店 顧客とつながるホームページのリニューアル

新潟県 有限会社　大三 お客様に優しく、快適なトイレ（和式から洋式へ）

新潟県 割烹仕出し　丸七 洋式・和式併用座卓テーブルで快適さを提供

新潟県 初芽 看板商品の販売増加と居心地の良い店舗つくりを目指す事業

新潟県 長原左工 事務所外壁内部リフォーム工事、広告看板設置事業

新潟県 有限会社　片山工務店 お客様に知って頂く・気軽に立ち寄って頂く為の広告看板設置事業

新潟県 株式会社　大倉製作所 生産性向上へ工場の増設と鏡面研磨技術の確立による販路開拓

新潟県 有限会社　吉野屋商店 顧客に優しい店になるための店舗環境改善事業<業態店への転換>

新潟県 有限会社　梨本鈑金 労働生産性の向上と、新基準で安心と安全を守る

新潟県 サヤン 店のＰＲ及びイメージチェンジ事業

新潟県 有限会社　小野塚管工 情報を活用した、きめ細かなサービス提供

新潟県 大沢商店 新たな中高年層の顧客を取り込むための広報活動強化事業

新潟県 有限会社　鈴木電気 電気装飾看板の新設工事

新潟県 有限会社塩沢　やぶそば 動画およびパンフレットによる観光客・お得意様向け営業活動

新潟県 有限会社　オズ 看板設置・外壁リニューアル・イメージ壁画作成

新潟県 徳永旅館 まわりの自然との調和のとれた、綺麗で魅力ある外観への改修工事

長野県 有限会社宮嶋石材 お墓を守る習慣や文化の訴求による墓石クリーニングの販路拡大

長野県 株式会社はなや 予約なしのフリーのお客様に当旅館の強みをＰＲする誘客促進対策

長野県 田中呉服店 インディアンジュエリー看板設置による観光客の誘客対策

長野県 きものいぐち HPとSNSを活用した20代～50代の新規女性客の創造

長野県 メディコくろひめはりきゅう治療院 「誰でも利用できる」治療院宣伝の販路拡大事業

長野県 nyuco(ニュウコウ) 「店舗の認知度向上と集客増加」を狙ったウェブサイトの構築

長野県 Bakery & Café Anton 観光客にアピールする看板設置による国道通行客の誘客対策

長野県 レストランまなーま 「介護予防」のための健康カラオケ教室による誘客対策
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長野県 株式会社ノーヴェ 若い世代の女性への前髪カット専用商品ＰＲによる販路拡大

長野県 有限会社イーウイングオートリサイクル 格安車検の販路拡大による固定客創出・経営基盤強化

長野県 有限会社清庫石油 車輌売上販路開拓を通じた経営強化事業

長野県 有限会社コーワ お客様専用トイレを新設して商談環境の快適化による売上向上対策

長野県 株式会社三日庵 エアコンと大型換気扇設置による快適なお食事空間の提供事業

長野県 喫茶デコー 店舗のバリアフリー化による地元高齢者のお客様の誘客対策

長野県 髪ふうせん 新サービス開始による販路開拓と店舗改装

長野県 オプトコバヤシ ウエブサイトの更新とスマホ専用レイアウトの新規作成

長野県 ユタカ技工 窓マイスターのPR活動

長野県 そば割烹縁結び お客様とお店との“縁結び”を目指すサイン設置・広報宣伝事業

長野県 ペンションザイマカ ペンション施設のリフォーム事業

長野県 Ｍ'sフードサービス レシピ集を組込んだＰＲ用小冊子の制作・配布事業

長野県 小池自動車 新規顧客の獲得・顧客拡大に向けたＰＲ事業

長野県 旭運業 新規事業と会社ＰＲのための看板設置による誘客対策

長野県 株式会社ＣＡＲ－ＲＩＯ 高い修理技術を訴求する看板設置による新規顧客の誘客対策

長野県 有限会社マルトモ ＩＴ時代に即した営業力強化基盤整備による受注開拓事業

長野県 割烹旅館宮本 シニアに優しいトイレの整備と積極的広報で集客力アップする事業

長野県 株式会社白樺 ラグビーＷ杯、東京五輪に向け外国人客対応のネット環境の構築

長野県 カマヤ美容室 幅広い客層が来店したくなる店舗改装と顧客倍増に向けた販売促進

長野県 有限会社呉竹鮨 新商品開発による販路拡大策

長野県 マルチョウ 「新商品リンゴのコンポートの商品化による販路拡大」

長野県 株式会社プリンティアナカヤマ 自社印刷通販サイトの改良による差別化強化とウェブ広告事業

長野県 赤羽精機 「新規受注と経費削減により売上増加と利益率向上を図る」

長野県 有限会社丸中産業 出張サービスお宅片づけ隊のＣＭ放映による新規顧客獲得

長野県 有限会社山崎屋旅館 トイレの改修による顧客満足度の向上

長野県 有限会社志賀高原ロッヂ 顧客ニーズに応えたﾄｲﾚの改修による集客強化

長野県 有限会社島屋旅館 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの再構築で集客力向上

長野県 有限会社石井燃料商会 より快適な暮らしをしていただくための実体験展示場を提供する

長野県 有限会社竜田屋 床張替及びレイアウト変更による高齢者買物対策

長野県 株式会社OTEC 鉄と木が融合したデザイン住宅の顧客への提案力強化とPR

長野県 有限会社フルーツガーデン北沢 ドライフルーツを使ったピザの開発と、シードルの販路開拓事業

長野県 有限会社燦燦 ホームページの更新による新規顧客獲得とネット販売の強化

長野県 株式会社ひだまり 営業時間延長により収益増加による事業強化

長野県 有限会社細田工務店 顧客マイスターへの道

長野県 有限会社沢屋精肉店 食品スライサー導入による作業の効率化及びお客様の待ち時間短縮

長野県 JA泰阜店 冷凍食品の販売を行い、地域住民のニーズに応える事業

長野県 寺平株式会社 タイヤ関連事業、顧客獲得事業

長野県 寺島建築事務所 低価格での自然エネルギー利活用住宅の受注数向上事業

長野県 株式会社てる坊市場 高齢者が買物しやすい店舗陳列と花苗の販売強化による販路開拓

長野県 有限会社いさみ ゆったりくつろぎ、旬の食事と有意義な時間の提供による集客拡大

54



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 有限会社栄樹 温度管理された質の高いワインを提供できる店づくりを目指して

長野県 大西酒店 陣屋幕・パネル看板・のぼり旗設置による観光客の誘客

長野県 サンスターサレーヌ松本石芝店 店舗看板増強とクーポン付チラシ配布による地元女性客の来店促進

長野県 陽だまり動物病院 人にも動物にも優しい動物病院の認知度向上と新規顧客獲得戦略

長野県 糀工房 自社商品をＰＲ・認知度を向上するパッケージングとチラシ制作

長野県 信州まるべりーｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場・ﾚｽﾄﾗﾝ夢楽家 小冊子の作成・配布による新規顧客開拓

長野県 木子里 囲炉裏部屋の改修工事による高齢者層の集客向上

長野県 サカエ美容院 店舗入口の傾斜工事及び手すり設置による高齢者の集客向上

長野県 有限会社RAVISH 顧客満足度の向上によるリピータ客の増加と憩いの空間の実現

長野県 長野住宅環境有限会社 携帯用稲妻検知器「スカイスキャン」を全国販売開始！

長野県 武田誠彦建築設計事務所 家づくり考えるなら、まず武田誠彦建築設計事務所へ行こう！

長野県 有限会社アメニティーショップ・アイ 家具修理部門の強化に伴う、生産性と作業効率の向上

長野県 有限会社アシザワ眼鏡店 ホームページ製作による当店の魅力の発信と販路開拓

長野県 Boi Reves（ボイリーヴス） 新規来店見込み客の獲得とまた来たくなるサロンづくり

長野県 ペンション花ことば 館内環境の整備と快適な癒しの空間作りによるリピーター率の増加をめざす

長野県 ペンションＫＥＹＡＫＩ 世界にＰＲできる家族経営のおもてなし強化と施設整備による稼働率向上の実現

長野県 ろっぢ安曇野遊人 エアコンディショニングによる安心・安全な空間の創出

長野県 有限会社上天気 自然体験メニューの充実とパブリックスペースの高級化事業

長野県 みさき食堂 設備導入による新メニュー確立による女性客と若年層顧客の開拓

長野県 信州富士見高原ファーム 富士見産ジビエWEB製作・ネット販売システムの構築

長野県 有限会社春日自動車工業所 展示PR用当社オリジナルカーの開発による販路開拓事業

長野県 合同会社AZMICTRACKS オリジナル楽曲と映像を融合した企業ＰＲビデオ制作による販路開拓

長野県 有限会社インテリア館 専門性の高い商品の品揃え強化と新規顧客開拓

長野県 路地ダイニングHashi ワインの品揃え強化と看板設置による新規顧客獲得

長野県 株式会社スポカラ スポーツを通じた地域経済の活性化と情報発信強化

長野県 たのめ生鮮食品館 生鮮食品の鮮度対策と、高齢者向け宅配サービスの充実

長野県 オーシーエム株式会社 ターゲット展示会出展とデモＤＶＤ、カタログ作成による販路拡大

長野県 きもの本舗桑澤 着物レンタル部門の開設による顧客層の拡大を図る

長野県 たかだや花園 来店しやすい店づくりによる顧客満足度の向上

長野県 下中屋グループ 高齢者のお客様に対応した駐車場及びトイレ整備による集客対策

長野県 ペンション檜野 新たな看板設置とホームページリニューアルによる誘客対策

長野県 キッチンストーブ 看板新設による国道１５３号線を通る観光客の誘客対策

長野県 亀割商店 冷たい飲料メニューを霜つきジョッキで提供し、集客力を高める

長野県 下條開発株式会社 「湖の畔でお手軽ＢＢＱ」のための器具導入

長野県 株式会社青い風 移住希望者に向けた看板設置と雑誌広告等による新規顧客の獲得

長野県 理美容室fujisawa 新規顧客獲得とリピート客増加に向けたホームページの構築と安全対策事業

長野県 有限会社福田屋商店 スキーレンタル店舗へのコーヒースタンド設置

長野県 近藤ウェルディング 新空調設備導入による生産量増加事業

長野県 北澤モータース 新サービス導入による新規顧客獲得並び販路拡大施策

長野県 内田孔建設株式会社 建築工事進捗状況を見れるカメラシステム導入で施主に安心感提供
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 株式会社SKY,m&m 美味しい空間造りとしてのヘルシー無煙ロースター導入事業

長野県 アスリッチ 地域ビジネスのスマホ対策説明会開催とWEB広告による販路拡大

長野県 大栄建設株式会社 新規顧客の創出と囲込み｢住まいの総合診療医｣大作戦

長野県 丸万精肉店 新事業展開「焼き肉居酒屋」オープン！

長野県 内藤酒店 宅配サービスの拡充と新規顧客開拓のための冷凍ショーケースの導入事業

長野県 バル　ラルゴ カラオケルームを活用したシニア層の取り込みによる稼働率向上対策

長野県 有限会社小吉屋呉服店 高齢者を含め誰もが安心して来店できる店舗改装

長野県 有限会社フジ精密工業 工業用部品に特化した3Dプリンター事業の販路開拓事業

長野県 有限会社カフェマジック 軽井沢高原野菜で医食同源・創作中華の開発と顧客増大

長野県 MH audio 最高の音を体感できる展示デモ用「試聴アプリ」の開発

長野県 美容室へあーはーと 美容室へあーはーと低価格志向の店舗づくり

長野県 株式会社塩崎 ベーカリーショップ「パン工房ハッピー」の売上高拡充

長野県 北澤アート アウトドア薪オーブンの販路開拓

長野県 株式会社竹ノ粉 竹特殊肥料（堆肥）販路開拓

長野県 有限会社健康サポート 口コミ営業の脱却で、介護予防事業の地域No1企業を目指す

長野県 株式会社アグリスタくましろ イメージ刷新!!若い女性をターゲットにした「市田柿」販売戦略

長野県 有限会社水舎屋 製造販売部門における全国への販売促進・販路拡大事業

長野県 株式会社トップオートサービス タイヤ交換サービス拡充のための設備導入

山梨県 風と土の自然学校 施設改善による研修の魅力向上とビジュアル化による販売力強化

山梨県 エルラインライツ株式会社 電源回路一体型ＬＥＤ蛍光灯の認知度向上による販路開拓

山梨県 有限会社 フェニックス 新商品パッケージ開発、内装、外装包装の開発・健康成分の分析

山梨県 しゃしんのイソ カジュアルな写真を提供できるスナップ撮影用のスタジオへの改修

山梨県 有限会社 紺屋プロジェクト アイスクリームを加えた創作スイーツの開発と販路開拓活動

山梨県 ボン・ジュール 地域の中・高年女性に「癒しの空間」を提供するフリールームの開設

山梨県 尾形産業株式会社 店内イメージアップによる固定客のリピート率向上と新規顧客獲得

山梨県 ｉスタジオ ｉスタジオのサービス内容認知度アップ事業

山梨県 あいおいケアサービス 小児麻痺のお子様や下半身麻痺の高齢者のための生活支援

山梨県 いなだや 客室改装による顧客満足度向上とLED掲示板を活用した顧客開拓

山梨県 ＨａｒＫ 新規顧客獲得のための企業ＣＩの確立と新サービスの提供

山梨県 hairroom　Ｍｏｒｅ 快適環境演出の為のストレスの少ない電動シャンプー椅子の導入

山梨県 和食処　佳幸 ウェブサイトを利用した予約方法で新規顧客の獲得を図る

山梨県 株式会社 ハヤシ 案内型看板の設置と店頭改装により来店客の増加を目指す

山梨県 荻野塗装工業 定圧・低圧エアレス塗装機の導入による顧客開拓事業

山梨県 名水ツーリスト有限会社 地旅及び着地型募集旅行の開発による販路開拓

山梨県 金物しょっぷすずき 生活提案型の陳列に工夫をこらした店舗づくり

山梨県 フィリア美術館 新たな顧客層の取り込みを狙った芸術性が高いパンフレットの制作

山梨県 有限会社 グリーンユーカリプロポリス・ジャパン ネットを活用したプロポリス業界における知名度向上プロジェクト

山梨県 カントリーロッヂ　森の四季 アロマセラピートリートメントルーム開設による新規女性客の獲得

山梨県 八ケ岳そば処てくてく 集客拡大に向けた店舗（ホール・テラス客席）の整備・充実

山梨県 カントリーハウス遊々舎 アメニティ向上による快適空間の提供によるリピート率アップ事業
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山梨県 シャルレ代理店 美と健康を提供するアロマ・フェイシャルサロン事業立ち上げの店舗整備

山梨県 ペンション ボスケット しつけ（トレーニング）教室及び宿泊パックにともなう床材の変更

山梨県 大木ナーサリー 新たなプランツ販売の為の栽培施設整備とＨＰによる販路開拓事業

山梨県 ファミリーショップしろきや レンタル衣装事業拡大に向けての広告宣伝強化事業

山梨県 石川時計店 高齢者等にやさしい店づくりと内装改善によるイメージUP事業

山梨県 観音坂食堂 売れ筋メニューの土産品開発のための設備導入と広告宣伝強化

山梨県 言語文化教育研究所 ギャラリー＆カフェ事業立ち上げ整備と広告宣伝強化による売上拡大事業

山梨県 とくながシステムサポート 事業者等の販売拡大と高齢者等買物支援するシステムの構築

山梨県 八ヶ岳パイ工房 野外イートコーナー設置による喫茶部門売上増加事業

山梨県 ペンション　モン・シェリー 「大人のための食事を楽しむ宿」づくりのプチリノベーション事業

山梨県 八ヶ岳シフォン工房　月のひるね カフェ営業参入に伴う設備整備及び広告宣伝強化による営業強化

山梨県 有限会社 ファームオブ清里 複合的施設の魅力発信による売上増加と地域振興

山梨県 ウエマツ自然療養センター 長期滞在型療養プログラムの拡充に伴う売上アップ事業

山梨県 楠瀬　正紘 無農薬米の販路拡大とスムースな購買に向けたホームページ製作

山梨県 小須田牧場 レストハウスの旧式（和式）トイレのリニューアルによる集客向上

山梨県 オーガニックカフェごぱん 自家製ジャムラベルデザイン等の一新による新規顧客開拓

山梨県 四季の宿 明月 寝具刷新による集客アップ事業

山梨県 ふらここ食堂 Fracoco Italian 冬季の売上倍増に向けた菓子販売の為の店舗改装事業

山梨県 有限会社 プラチニュウムリミテッド Web広告と雑誌広告による宣伝活動の強化

山梨県 総合衣料かわやま おそろい工房「川山製作所」周知による売上アップ事業

山梨県 有限会社 ハフリンガー 乗馬クラブ経営への本格的参入に向けた厩舎の改装

山梨県 ペンション BooFooWoo 客室二重サッシの取り付けによる冬場の集客率の改善

山梨県 ウッドペッカー 店舗改装によるイメージ向上と集客力アップ事業

山梨県 有限会社 内外研磨製作所 水晶波長板の多様な流通に対応したＨＰの開設による新規顧客開拓

山梨県 有限会社 カワサキショップ山梨 カワサキニューモデル体感試乗会の開催による販路開拓

山梨県 有限会社　敷島緑化土木 神社仏閣の樹木に対する、樹木医による診断・処置・管理の総合サービスの販路開拓

山梨県 三井社労士行政書士事務所 介護事業所トータル支援のためのホームページ作成とセキュリティ体制の構築

山梨県 肴・ごはんや　つる田 店舗の施設改善による高齢者・女性客の集客力向上

山梨県 株式会社 エイティル 地場の素材を活用したオリジナル商品の販路開拓

山梨県 スナップオンカワグチ 移動販売での診断機器、電動ツールの実演及び貸し出し機での販路開拓

山梨県 株式会社 ピースコーポレーション Ｗeb制作、看板設置及びチラシ作成、雑誌へ広告掲載による新規顧客開拓

山梨県 オンリートラベル 「旅友会」結成による会員限定の旅行商品の展開による販路拡大

山梨県 ヘアーショップＰＯＷＥＲ お客様がプライベート空間でリラックスしていただける店づくり

山梨県 味処「多喜口」 一見客の取り込みと来店頻度向上のための看板設置、店舗改装

山梨県 トータルリペアOZAWA 自動車トータルの修繕サービスの提供による顧客満足の向上

山梨県 See:n hairpartner 心身の美容を考えた炭酸泉を利用した新サービスへの取り組み

山梨県 ブレインパートナーズ社会保険労務士事務所 
マイナンバー管理システムの見える化（ホームページ作成）による顧客獲得強化

山梨県 やまげん株式会社　 国産バルサミコの販路拡大に向けた販促ツールの整備と情報発信


山梨県 有限会社　珈琲屋佐藤 新商品「焦がしとんこつラーメン」の提供開始と販売促進

山梨県 メモリーライフ 葬儀・法用冊子「思い出の絆」の販売促進
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山梨県 米　伊勢屋 安全・安心と居心地に配慮した高齢者にもやさしい店舗改装

山梨県 katsunuma縁側茶房 更なるお客様満足度の向上に向けた店舗環境の整備

山梨県 株式会社 ダイドーフーズ 自社ブランド商品のパッケージデザインの一新による販路拡大

山梨県 IL POGGIO 展望の良い立地条件を生かした天候に左右されないお店作りによる販路開拓

山梨県 まあちゃん家 乳幼児も安心してそのまま食べられる原材料の殺菌処理

山梨県 有限会社 表現社 伝統工芸の情報発信と連動した書道用品専門店による販路開拓

山梨県 株式会社 ヨダ兄弟商会 店舗宣伝チラシの作成・新聞折込

山梨県 マジックプリント 「活版印刷を活用したショップツールセット」による販路開拓

山梨県 株式会社　アニステン 新規顧客開拓につなげる店舗看板設置事業

山梨県 有限会社 アイ・タイム中沢 新規顧客による販路拡大とテストレンズ充実による顧客満足度向上

山梨県 神田建設 株式会社 ホームページの改良と広告チラシの作成配布にて一般顧客の集客

山梨県 愛犬給食（オールドハンガー） 愛玩動物の各病状に合わせた、手作り無添加ドッグフードの販売

山梨県 スタープラン株式会社 ニーズに応えたエコロジーな漆塗装（カシュー）でのリフォーム販売促進事業

山梨県 家族建設 山梨初建設業と整理収納アドバイザーによる顧客サービスの強化

山梨県 Bicth Gold Label 店舗アピール、新規顧客獲得のための「ファッションショー」開催事業

山梨県 株式会社 ソフィ 企業の省エネ事業に貢献し、その情報発信を行う事業

山梨県 株式会社 グローブガーデン ウッドデッキ用木材ハードウッドの輸入・販売による新分野の開拓

山梨県 どさん子ラーメン若草店 ファミリー客や女性客のニーズを満たす品質と快適空間の改善

山梨県 みよし 300円均一メニューの提供等による新規客獲得・販路開拓事業

山梨県 大國屋 大國屋を知ってもらうリニューアルプランによる新規客獲得

山梨県 こうしゅう庵 顧客満足度・売上・店舗イメージアップのためのリニューアル実施

山梨県 Bar 151A 新規客層を取り込み、様々な方に一期一会できるBar店舗リニューアル事業

山梨県 山荘水の元 当日客等への認知度を高める看板の設置事業

山梨県 ユアシセイドウみつみ より快適に過ごせる癒しの時間を顧客に与えるための周辺環境整備

山梨県 ペンション ピーチピット 子供連れファミリー層をターゲットとしたレストラン開業

山梨県 ペンション くりの木の下 若年世代の利用客増のための自然を満喫できる施設整備

山梨県 有限会社 ソルベグラスヨコハマ 展示会出展による新商品・既存商品の取引先拡大

山梨県 レストラン　シェ　ガロ 外国人観光客受け入れのための洋式トイレへの改修工事

山梨県 ウォータークラブ 女性客のための仮設更衣室の設置工事

山梨県 レストランバー　キャンバス お客様への商品提供時間短縮の為の厨房改装・増築工事

山梨県 富士コム有限会社 高齢者向け電動カート”パルパル”の販路開拓

山梨県 株式会社　栄正 新規顧客獲得の為の広域への新聞折り込みチラシ

山梨県 建築設計室 アトリエ風 アトリエ風のデザインを感じてもらう見学会実施による成約の拡大

山梨県 株式会社　アーク スウェーデンコンテナハウス販路開拓事業

山梨県 ガストホフ　リュミエール ウッドデッキ改修工事及び高齢客への販売促進

山梨県 レイクベイク テラス席の雨除けロールオーニングの設置

山梨県 有限会社　湖宮 富士山とその自然を感じていただきながら当社の創作料理を楽しんでいただく

山梨県 精進マウントホテル 地域産品を使用したジャムのお土産品化

山梨県 さかなや 事業所の知名度アップによる売上確保対策

山梨県 ＲＩＣＥＴＴＡ（リチェッタ） 高齢者、安全対策・外国人観光客対応による顧客獲得事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山梨県 小菅精機株式会社 ホームページ刷新事業

山梨県 佐藤メリヤス ニット工場併設の直売所での新商品販売促進

静岡県 有限会社おせん コストパフォーマンス最高の女子会満足プランをチラシで告知

静岡県 なかすぎ園 県外へ商圏を拡大するためのカタログ配布による新規顧客開拓

静岡県 山伏トレイルツアー トレイルツアーの魅力を視覚的に体感できるウェブページの製作

静岡県 ポラリス株式会社 新商品の特徴を徹底的に見える化させてPRする為の販売促進活動

静岡県 株式会社洋品のカワサキヤ １００周年記念に行う新商品販売促進企画とそのPR

静岡県 日洋電気株式会社 商談スペース整備に伴う顧客拡大

静岡県 有限会社ティークラフト 重合ポリフェノールを増加させる「香煎茶加工法」技術を活用した茶関連商品の販売促進事業

静岡県 株式会社イージービー ５０～７０代女性の新規顧客獲得のための新サービス導入と店舗内改修

静岡県 オメガジャパン株式会社 断熱塗壁工法による外壁材の販路開拓

静岡県 有限会社 中山設備 人にやさしい水回り設備のショールーム開設による新規顧客開拓

静岡県 有限会社鈴木モータース 車と人に「安全・信頼」を提供する為の最新設備導入と広告宣伝

静岡県 さかなや 魚清 年配者をターゲットにした“新鮮で魅力的な”多角的情報発信

静岡県 古橋屋 ファミリー層獲得のための店舗改装事業

静岡県 大野建具 有限会社 伝統技術とニューデザインを融合させた木製建具の新たな販路開拓

静岡県 マルオー 中高年男性の健康に貢献する靴の調整・修理サービスの拡充とＰＲ

静岡県 花歩 若者の買い物の利便性と来店率をあげるホームページの改修

静岡県 庭師　伊右衛門 モデルガーデンの開設による新規顧客獲得

静岡県 株式会社　八木康 新包材を使用し、統一感のとれたパッケージデザインによる販路拡大

静岡県 株式会社アルミックス 老人介護施設向け広開口のトイレフロアドア販促事業

静岡県 有限会社　ウインメイト こども向けの新たなプログラミング教室の開講と、広報活動

静岡県 桑原刺繍 オリジナル刺繍の提案によるサッカー愛好者の新規個人顧客の獲得

静岡県 有限会社ムラマツ電器 高齢世帯を取り込むための広報事業

静岡県 遠藤自動車鈑金工業 地域密着型情報発信等による子育て世代の女性新規顧客開拓

静岡県 株式会社池ノ沢工業 希少果実『ポポー』の加工品開発による菓子店への販路開拓事業

静岡県 株式会社平岡商店 安心、安全で美味しいお茶商品を国内外に発信するＨＰ作成及び新たな顧客開拓

静岡県 書の部屋 オンリーワン「心を伝える筆文字」の訴求による新規顧客開拓

静岡県 あけぼの 地元食材を使用した料理開発と新規顧客獲得のためのウェブサイト構築

静岡県 カットファクトリー 顧客満足度向上と快適な空間提供の実現に向けたトイレの改修事業

静岡県 佐原事務所 定期無料個別相談会の開催のための専用相談ブースの新設事業

静岡県 有限会社　大栄塗装工業 新たな個人・企業様からの直接受注促進のための看板等設置

静岡県 おあしす接骨院 ＥＵー９１０導入による急性期患者様への治療効果の向上

静岡県 有限会社ガレン動物病院 薬剤自動分包機、診察台の新規導入による診療効率の改善

静岡県 近江屋製菓有限会社 店舗情報発信の強化で来店客増加と新規顧客の獲得

静岡県 有限会社大場石材 ホームページ改修やチラシを用いて行う日本国産石材の販売推進

静岡県 ファーマシーコスギ 店舗コンセプトを明確にした看板設置とシャッター広告

静岡県 中村金属興業株式会社 好立地を生かし、他社にないサービスで、市外業者の販路開拓事業

静岡県 司法書士事務所ゆずり葉 無料相談会を中心とした新規個人客獲得

静岡県 有限会社フジタ板金 50～60歳代一般消費者向けWEBサイト及びパンフレット作成
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静岡県 広和工業有限会社 折込チラシを活用した「塗装事業」知名度アップのための広報事業

静岡県 株式会社永太建工 「外構工事」事業の新規立ち上げによる販路開拓広報事業

静岡県 河津屋食堂 写真及びカロリー等成分を表示したメニューへ一新する事業

静岡県 しんや衣料店 店内改装・中高年をターゲットにしたお店づくり

静岡県 きくや ネット販売システム導入及び店舗改修による販路拡大事業

静岡県 クリエイトサロン　なごみ 集客力を高める店つくり事業

静岡県 向笠社会保険労務士事務所 働くお母さんとお子様が一緒に行う英会話教室の新規顧客獲得

静岡県 肩こり腰つう倶楽部 超音波治療器の導入による出張治療の拡大と新規高齢者顧客の獲得

静岡県 高矢商店 地元高齢者を意識した優しいサービスの導入と日除けの設置

静岡県 株式会社製茶問屋片桐 シニア層に向けたお茶商品の開発及びネット販売ツールの構築

静岡県 有限会社正木石油商会 新たな手法を採用した効果的な広告発信による新規顧客獲得

静岡県 へそ曲がり 顧客に快適なカラオケ空間を提供する為の店舗改装

静岡県 有限会社アボン サーフィンを通じたスポーツカフェの利用拡大と情報発信

静岡県 e73　(イーナミ） 手芸教室開催とホビーショー出展による新規顧客獲得

静岡県 稲本精肉店 宅配サービス実施と惣菜メニュー開発による新規顧客獲得

静岡県 鳥羽丸 付加価値を付けた新スタイルの釣り方提供による新規顧客獲得

静岡県 株式会社　三七七六 「富士山とっくり」等自社商品の海外展開ＰＲの為の中国語・英語対応したＨＰの作成

静岡県 有限会社　斉藤設備 オリジナルアイアン家具“ＦｅＣｏｌｏｒ”のネットショップ開設

静岡県 みっくす 外食困難者へ『リラックス』を提供する為のガーデンテラスの設置

静岡県 マルスエ鈴木製茶 大型観光施設来場客を店舗に誘導する為の看板と照明の設置

静岡県 家庭用品・ギフト 大阪屋 アフターサービス強化によるエコ推進と高齢者に優しいお店作り

静岡県 株式会社　ナガノ 国際動工具・作業用品EXPO出展によるアルミ製品の販路拡大

静岡県 磯の宿 峯松 食感・栄養価を損なわず、お土産用『へだトロはんぺん』を提供

静岡県 ここから整骨院 高齢者を誘導、集客するための見やすい看板設置、広告チラシ配布

静岡県 株式会社フジプロ 自動車の小キズなおしを低価格で行う工場への新規顧客の集客

静岡県 八幡屋製菓舗 「独自製法オリジナルかりんとう」で、当店を再生させる事業

静岡県 時空工舎 一級建築士事務所 デジタル展示場を活用した新たな販売手法による新規顧客の開拓

静岡県 ぎふや 豆腐料理のブランド化によるシニア層の顧客開拓

静岡県 シャシテック ホイール修正機、工具、塗料の販売サイトの構築による販路拡充

静岡県 割烹みつはし インターネット受注システムと連動した顧客管理会計システムの構築

静岡県 有限会社 暖空 天然素材１００％ヘナの販売力強化による新規顧客開拓と販路拡大

静岡県 株式会社　小川建設 付帯工事込みのローコスト新築住宅で若夫婦のアパート脱出を応援

静岡県 有限会社駿東石材 女性が好むガーデニング庭園風お墓の紹介による新規顧客の獲得

静岡県 うめロク商店 主力商品「潮かつお」のレシピ本『かつおぼん』の制作

静岡県 株式会社リュクスタイル 地域性のある商材買取のＰＲによる新規顧客獲得

静岡県 有限会社　浜名湖フィシングリゾート 高齢者、要介護者による癒しと楽しみの提供と新規顧客開拓

静岡県 株式会社岳陽グリーン 造園業のノウハウを活かした墓地トータルケアサービスの提供

静岡県 有限会社サカエ印刷 サークル等にステッカー、応援グッズを紹介するホームページ作成

静岡県 株式会社　一光組 一般個人顧客のためのエクステリアリフォームの情報発信事業

静岡県 有限会社佳月園 当店銘菓『反射炉の煉瓦』の土産品向けパッケージの作成
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静岡県 有限会社スズタカ建設 シニア層向け無垢材リフォーム工事販路開拓の宣伝広告

静岡県 野田商店(制服のNODA) 新しい内容のパンフレットと本店駐車場上部の看板

静岡県 株式会社　マコト商会 新サービス「おうちの水廻り定期健診」とPR事業

静岡県 有限会社あやめ薬局 新規リラクゼーション事業のPR強化(大看板設置)

静岡県 株式会社　iSEED 高齢化社会に貢献する見守りテレビ電話“パルモ”の全国への販路開拓

静岡県 株式会社　カッパ―ゲート 消臭シャンプー(ヘッド、ボディー)の開発・販路開拓

静岡県 ゆうは 「40歳代女性のためのゆったり施術できる空間作り及び販売促進」

静岡県 株式会社丸栄製茶 　　 ホームページリニューアルによる、若い世帯の集客力向上

静岡県 有限会社　ラブリーホースガーデン 新規セットプラン展開とそれに伴う施設リニューアルによる新規顧客獲得

静岡県 くぬぎ養鱒場 ニジマスの肝、いくら、カマなど副産物の販路開拓事業

静岡県 有限会社木成 外国人観光客に富士山麓アウトドア体験を促す自社サイト拡充

静岡県 深沢自動車工業 車両診断スピードアップを通じた、地元自動車整備店の利用促進

静岡県 カットハウス　ヒロ 店舗のバリアフリー化と多機能理容椅子導入による新規顧客開拓

静岡県 マスダエンジニアリング 設計からメンテナンスまで一貫した業務体制構築による販路開拓

静岡県 ピッツァ　イオーラ 年配層向けのイタリアン会席の開発と店舗改装等による集客拡大

静岡県 ハニードロップ 雨天等でもペット連れ顧客を受け入れ可能とするテラス席改修

静岡県 株式会社足立建築 自分らしい健康で快適な住まい方を提案する新サービスＰＲ事業


静岡県 Ｙショップ庵 地元周辺地域の高齢者等に向けた店舗PRによる新規顧客獲得

静岡県 株式会社エフエム御殿場 鮮度の高い情報発信と魅力あるコミュニティＦＭ放送局づくり

静岡県 有限会社　すがぬま 増えつつある廃業美容室の受け皿として高齢者等の憩いの場となる

静岡県 御殿場インディア 外国人ツアーバス受け入れの為のトイレ改修と新規メニューの作成

静岡県 ごてんば焙煎館 「身体に優しく浸すだけの癒される珈琲パック」の販売促進事業

静岡県 大田屋製菓店 和色でつくる洋菓子の新商品開発及びPR事業

静岡県 百々や 店舗改修による顧客満足度の向上と広報強化による新規顧客の獲得

静岡県 酒の田中屋 顧客満足度を高める接客スペースの設置と商品パンフレットの作成

静岡県 久松 店舗の雰囲気を高めるため入口改修工事を行い女性の誘導を高める

静岡県 かねとよ株式会社 ギフトを入れた時の“ピッタリ感”を出す新手提げ袋の開発

静岡県 高柳米穀店 アイスケーキの需要を高めるチラシを作成し販売促進につなげる

静岡県 あおぞら お客様にとって便利で優しい店舗作り

静岡県 有限会社河西新聞店 新聞屋が朝刊と供にお届けする『自家焙煎珈琲豆』の販売・宅配

静岡県 有限会社　駿河食品 カラオケにカフェ・ダイニングバーを併設する事での相乗効果事業

静岡県 原藤商店 桜えびグラタンの開発と販売体制の確立

静岡県 料理茶屋民宿　玉鉾 桜えび料理にふさわしい空間づくり

静岡県 やきとりの三冠王 お客様がワクワクして来る店、来て楽しくなるような焼き鳥店のＰＲ事業

静岡県 佐野源スズキ販売　　 ママ車検（積立方式の車検）とチャイルドシートサポートの実施

静岡県 合同会社　とれとれ富士山 パルシステム静岡用の通販チラシを制作し、売上拡大を図る

静岡県 神戸醤油店 こだわり商品を伝える為の店舗改装による新規顧客来店促進事業

静岡県 総合企画　マツシタ ＬＥＤ照明による売場活性コンサルティングサービスの周知

静岡県 キララ富士川サロン 集う人が癒される地域コミュニティ店舗の整備

静岡県 株式会社ヤツクラ リアプロジェクション広告コンテンツによる新分野開拓
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 シャイニー 気軽に通えるサロンメニューの発信による新たな顧客獲得

静岡県 有限会社　吉永種苗園 園芸店の若年・子育て世代向けの新たな取り組みの宣伝PR

静岡県 島田人形 宣伝用のチラシ活動に導入

静岡県 アサノ 家族向け現代的薪ストーブ提案による展示コーナーの設置

静岡県 遠又理容所 新規女性客獲得のための毛髪補修と店内改装

静岡県 株式会社朝比奈 シニア層の満足度アップを推進するホスピタリティ設備導入事業

静岡県 石銀　中山石材 世代交代による墓石の新規承継者獲得及び販路開拓

静岡県 株式会社　村松園 自家製お茶・みかんを使ったアメ玉開発と販路拡大

静岡県 有限会社　トシズ 高齢化社会を考えた展示販売会の開催

静岡県 双和プラスチックス工業株式会社 共同による展示会出展でプラスチック異業種交流による相乗効果と販路拡大

静岡県 株式会社ゆめホーム 県内産木材を使った手作り木製雑貨の製造販売による新規顧客獲得

静岡県 株式会社夢源ダイニング 静岡及び御前崎の地産及び郷土食を活かした『居心地のいい店』創り

静岡県 Natural Supple 真望 トータルケアシステム構築と新規顧客開拓のための設備導入事業

静岡県 グッドハウスマツナガ 地元高齢者の悩みに応える介護対応工事及びリフォームの訴求

静岡県 スローフード　グレック 贈答用の焼き菓子の開発による新規顧客の開拓

静岡県 有限会社　鈴木輪業 ディーラーができない旧式車両整備に特化した新規顧客開拓

静岡県 ペットハウスホノホノ ペットを家族の一員と考えている人への情報発信

静岡県 ふじ膳 新サービスの導入と露店販売宣伝活動による認知度の向上と新規顧客獲得

静岡県 清寿し 新商品開発に伴うパッケージの製作及び販路開拓

静岡県 株式会社ヒューマンコミュニケーションズ 良縁キズナの会（結婚相談所）を前面に出した広告宣伝による販路開拓

静岡県 鮮の恵 地場産品店が作る地元の味・金目鯛煮付けの商品化・新規顧客獲得

静岡県 山田青果 対面販売のノウハウを生かしたお客様の笑顔が見えるネット販売

静岡県 整体SunHz－サンハンズ- 痛みの少ない施術の提供と、看板による宣伝効果の拡大及び新規顧客獲得

静岡県 株式会社　丸平 富裕層をターゲットとした“無垢の木のソファーベッド”の販路拡大

静岡県 やすだや 可動式机とイスの設置による高齢者にやさしい店舗づくり事業

静岡県 土屋興業株式会社 金型補修迅速化のための、tig溶接装置導入事業

静岡県 有限会社 白井製作所 新規板金材料を基にした新製品の製造と販路開拓

静岡県 テクニック 塗装・板金技術を活かしたカスタム中古車販売業への参入

静岡県 株式会社応用技術研究所 部品改造再生サービスのPRに向けたホームページとチラシ作成

静岡県 株式会社イー・エム・ジー 湖西市の高齢者女性が健康で若々しく美しく生活するための新事業

静岡県 有限会社 富士見館 自社ホームページ作成による既存顧客の掘り起こしと新規顧客開拓

静岡県 加藤工作所 難加工材の加工技術を活かした食品、医療分野への進出

静岡県 平岡技研 製品不良ゼロ！更に即対応できる社内体制の確立と生産体制ＰＲ

静岡県 株式会社ビジネスパートナー 海外展開支援サービスの認知度向上と顧客拡大

静岡県 カネタ太田屋商店 観光客の需要に合わせた、ぶち海苔の少量パック販売事業

静岡県 丸忠有限会社 鰻専門飲食店のふるさと納税者と来店客から広げる通信販売事業

静岡県 アトリエ Happy Space 新規シニア層開拓の為のビーズ講座開設とチラシ制作について



静岡県 酒彩厨房　玄 掘りごたつの導入による、海外客、女性客の獲得

静岡県 おけ屋食堂 集客力の弱い平日夜間に新規若年層の顧客増加を狙う取り組み

静岡県 蒲団屋山昇 体圧測定器でぴったりの敷きふとんを提案の為の周知広告
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 アクアウイング 最新の自動車美装ニーズに対応した機材及び技術の導入と販路拡大

静岡県 シミズ時計店 高齢者にやさしい店づくり

静岡県 そま工房 麻芭可シートを使用した小物製品の開発と商品ＰＲ

静岡県 株式会社ブライトネス 髪結い講座を切り口とした和装着物の需要創出による販路拡大

静岡県 ホワイト 家事や仕事が忙しい女性を若く元気に！身近な美容室のチャレンジ

静岡県 株式会社　静稜 新店舗オープンと新メニュー開発による新たな顧客層の開拓

静岡県 SPT ホームページ作成と広告パンフレット広告を作製し顧客増強

静岡県 有限会社　佐寿彦 地元の高齢者・在宅介護者に、優しい水回り提案と情報提供をする

静岡県 有限会社酒商うちやま 全国の飲食店や若者・女性をターゲットにしたインターネット販売

静岡県 有限会社　ふか家 天竜地域の食材を活用した新メニューの開発と新規宿泊客の獲得

静岡県 イナペイントサービス 新たなサービスを紹介するためのホームページ開設による顧客獲得

静岡県 有限会社ソリッドレーシング 日本製アルミホイールの海外販売のためのホームページ改善

静岡県 有限会社仲田園 スマホサイトの制作により新規取引先の開拓と売上拡大

静岡県 パティスリー　アンベリー 店舗のリニューアルオープンと広告宣伝による集客力強化

静岡県 有限会社　スタジオワン福田 ドッグラン環境整備によるペット撮影の販路拡大

静岡県 山崎商事 株式会社 地元で唯一、サイクルスタンド設置のイートインコンビニ設備事業

静岡県 有限会社　長倉書店 お客様の長時間滞在を促すくつろぎの店舗づくりによる販路拡大

静岡県 株式会社たけし 観光客や地元客が駅弁を落ち着いて食べられる日本初「駅弁カフェ」

静岡県 有限会社対山荘 フリーWi-Fi導入×地域活性化を目指した外国人誘客

静岡県 小山商店 ＨＰリニューアルとトイレ改修で若年層顧客と女性顧客の新規獲得

静岡県 株式会社魚勝 ＰＲ包装パッケージと看板設置による町外からの新規顧客獲得

静岡県 有限会社　丸中中村商店 次世代の子供たちに伝えていこう浜名湖のりの魅力

静岡県 ヒイヅル株式会社 安心防犯カメラシステムの周知及び販路開拓

静岡県 株式会社　静岡協鰹 本物志向で新感覚の鰹節商品の販路開拓事業

静岡県 有限会社　正直屋 着物のあるシーンの提案と情報発信で４０代以下の新規女性客獲得

静岡県 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｧｰﾑ太田農園 バリアフリーストロベリーファーム

静岡県 内田事務所 公共事業・共同作業に対応した測量システム導入による事業の拡張

静岡県 ひよしや 通勤・通学者向テイクアウト新商品「反射炉焼」の開発・販路開拓

静岡県 ジュン・サンベリーファーム 「高級苺販売店」へ変身～明確な差別化で観光客の心をつかもう計画

静岡県 株式会社小松屋 地域と触れ合うペットと家族向け休憩所の導入

静岡県 ヒーリングエステ・OHANA ビフォアシニアへのニュースレターによる販路拡大

静岡県 株式会社 オフィスグルー ジオパーク土産品の試作開発、そこから広がる販路開拓事業

静岡県 Kandy Café 真空パック機導入による新規顧客開拓事業

静岡県 株式会社あさひ企画 士業と連携した支援ビジネスの広告宣伝活動

静岡県 VideoClip ホームページ開設による中小企業の新規顧客開拓

静岡県 アナログヘアー まつ毛のエクステンションサービスを提供する為の改装工事事業

静岡県 嘉野内社会保険労務士事務所 中小零細企業に対する人事関連書類の整備を核とした顧客獲得事業

静岡県 堀川園 自園商品のブランド化による販路拡大と地域茶業の振興

静岡県 中央スポーツ店 スポーツ選手の身体のケアサービスを展開するため必要な店舗改修

静岡県 一般社団法人　はいねのもり 「リズム教室」事業におけるホームページの新設を中心とした広報事業
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静岡県 仲田建築株式会社 浜松湖北高校とのコラボ商品（スムージー最中）の開発販売

静岡県 鶴亀荘 宴会場のバリアフリー化による法事等の新規顧客の開拓

静岡県 有限会社　曽我商事 「地域のみなさんが気軽に相談できる街の整備工場」としてのPR

静岡県 株式会社エース 希少な高級スポーツカー販売のためのホームページによる販売促進

静岡県 ガラス工房CLOVER 看板製作、ホームページやチラシ案内による体験ガラス工房のＰＲ

静岡県 ボデーショップ佐藤 アルミ二ウム材部品に対応した低価格修理サービスの提供

静岡県 株式会社　Wish デザインに特化したアメリカンカントリースタイルの住居販売及びリフォーム客の顧客開拓戦略

静岡県 ヤマザキメディカルケアアソシエーシヨン株式会社 安全な入浴の為のリフトの導入と知名度アップのための看板設置

静岡県 株式会社　野沢建築 地元に根付いた工務店としてホームページ刷新等による顧客獲得

静岡県 福桝屋 新開発新食感「もちもちもっちり」うどんによる販路拡大

静岡県 株式会社とやま農園 びん詰みかんの生産力強化と販路開拓事業

静岡県 行政書士舩越事務所 遺言者の希望を実現させる遺言執行者制度広告事業

静岡県 美容室ペアーエミ 高齢者に優しい美容院にするための店舗改装事業

静岡県 ペロはまなこ 高齢者等足腰が不自由なお客様がペットと一緒に快適に泊まれる宿

静岡県 有限会社佐原製作所 設計相談が出来る日英文ホームページによる新規顧客獲得事業

静岡県 宝石・時計・メガネのノズエ 高齢者が安心して通えるメガネ店の店舗リフォーム事業

静岡県 くらや珈琲店 若い世代が身近に感じ新規顧客の来店意欲を高めるお店作り

静岡県 湖西商店 HPリニューアルによるスマートフォンユーザーへの販路拡大

静岡県 有限会社　誉工業 ミカン選果機コンテナ上げ装置自動化機械の試作開発及び販売

静岡県 STUDIO　CReW バレエやダンスの地域統一資格と昇級試験用スタジオの活用ＰＲ

静岡県 FOSTOR 建築業向け業務システムをＰＲする自社ウェブサイトの構築

静岡県 株式会社プラスアート 伝統技術と最先端技術を融合した個性派リフォーム提案のＰＲ

静岡県 伊藤農園 ＨＰと看板による観光客等の誘導とネット販売による新規顧客獲得

静岡県 有限会社テイクワンプロデュース 大道芸人活用イベント需要喚起に繋がる効果的ウェブサイト制作

静岡県 株式会社フェイス２１ 地域社会の安心安全に貢献する抗菌事業のＰＲ展開

静岡県 株式会社丸憲 地域特産エシャレットのブランド化戦略と販路開拓

静岡県 ヘアーステーションカエル 美容機器導入や健康講座によりトータル美容をPRし販路開拓を目指す

静岡県 有限会社髙柳ウィービング 自社オリジナル製品の開発と展示会への出展によるPR

静岡県 日本レオナ株式会社 製造業における外国人労働者採用の為のソフトの販路開拓

静岡県 バランスラボ 企業向けリフレッシュヨガの開発と広報活動による販路拡大を狙う

静岡県 株式会社　コールドキューブ 天然カーブ型ウォークインワインセラーＰＲ用HP＆パンフ作成

静岡県 mahoroba浜北 効果的店舗改装等による集客販売強化

静岡県 ＧＥＬ 心地良い店舗空間を提供し希望日時に来店してもらう為の店舗改装

静岡県 アトリエプールヴー 季節の花の形のあめ細工を使った洋菓子の展開

静岡県 ぼんぼんげ 女性や家族客の声を活かした店舗内改装による集客の強化

静岡県 株式会社アイエグゼック 地元企業の海外進出をサポートする海外サイトの企画運営事業展開

静岡県 はまみせ 自家製こだわり干物の商品ＰＲツールによる販路開拓

静岡県 プチレストラン　タイム ドリンクメニューの充実及びメニューの製品化事業

静岡県 小島ふとん店 オリジナル寝具付宿泊プラン等ＰＲの為のホームページ作成事業

静岡県 食事処　斉 ”伊豆の新鮮な味覚”地魚刺身料理ＰＲのための各種広報戦略
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静岡県 民宿　美浦 和食料理店営業併設による売上増加策

静岡県 民宿　扇屋 長期滞在型宿泊に対応する施設内整備事業

静岡県 株式会社puca puca 手作り石窯ピザづくり体験実施による宿泊付加価値向上

静岡県 株式会社むつみ庵 安心・安全な魅力あるドッグランの追求による顧客拡大

静岡県 株式会社ハリスの湯 禅体験の商品化と外国人誘客に対応した外国語による広報活動

静岡県 有限会社青木の坂 外国人観光客増加に対応する洋式トイレへの改装と受入体制の充実

静岡県 和洋菓子司　いしや ”魅せる”店舗演出とWebSiteの立ち上げによる販路拡大

静岡県 有限会社浜名湖ファーム さつま芋洗浄機・動力噴出機の導入による安定した増産体制の確立

静岡県 株式会社　ファミリーハーツ 地域住民、通りを行きかう人向けメニュー告知による新規顧客開拓

静岡県 おおた食品株式会社 安心・安全「おいしいみかんドレッシング」の開発と販路開拓

静岡県 有限会社　コサイ自動車 全ての国産車に対し早期診断可能な体制整備による販路拡大

静岡県 ホームテック 水道工事業者がショールームを設置する事による販路拡大

静岡県 三宝看板 製造業者のイメージ向上をもたらす立体受付案内板による販路開拓事業

静岡県 南洋社 新規サービス“洋服のお直し”により域内顧客を開拓する販売促進事業

静岡県 beautysalon Ｍｇ マグ 高齢者向けサービスの向上と癒し空間の提供

静岡県 有限会社　タカダ ホームページ開設により直接注文及びエンドユーザー向けの販売促進事業

静岡県 寺田伸助 50歳以上の問題を抱える経営者の新規顧客獲得に向けた販路開拓事業

静岡県 洋縁書庵 大人に特化した書道教室メニューの設定による顧客獲得事業

静岡県 ジョイナス 理美容業をターゲットとして社内キャリア定着システムの販売促進事業

静岡県 有限会社オオバ工業 地域の高齢世帯を想定したリフォーム工事の販路開拓事業

静岡県 ホシノ 別珍コールテン素材の技術を活かした新商品の販売強化と技能伝承

静岡県 有限会社ＩＲワタナベ オンリーワンのオーダーメイドの玄関ドアをお届けする販路開拓事業

静岡県 平松建築株式会社 子育て世代向けランディングページを活用した広告費削減事業

静岡県 株式会社　ダグラス ホームページ作成による認知度の向上と福祉事業への特化

静岡県 オールマイティ工房株式会社 iPhone修理に特化したホームページ作成と機械導入による販路開拓

静岡県 山口建設　株式会社 ローコストデザイナー住宅の看板、チラシ、カタログ製作

静岡県 レストラン ラ・カンティーナ 南イタリア自家製生パスタのテイクアウト商品の開発

静岡県 株式会社　ヤシマ家電 店舗のバリアフリーによる顧客満足度の向上

静岡県 ＬＩＮＫｓ 店頭誘客の折込チラシ・のぼり作成買取強化の新規サイト利用

静岡県 有限会社　SuNルミネ 美容を通じて高齢者・身障者の方に元気になっていただく空間の提供

静岡県 居酒屋　藍 女性客を増やすための店舗改装と新料理開発による新規顧客開拓

静岡県 株式会社西道建築 若年層向けに無垢材を利用した住宅建築の魅力を伝える広告活動

愛知県 あすの健康カイロ フリーペーパーを使った新たな顧客獲得策

愛知県 輝創　株式会社 事業基盤強化の為の市場開拓事業

愛知県 wacstyle 新規事業・リノベーション事業開設

愛知県 有限会社　ハート・ヒール 新規患者様の認知度向上のための動画配信とスマホサイトの構築

愛知県 株式会社　イシカワ 学生服・セーラー服・体操服のリユース事業の確立

愛知県 合資会社　岩澤呉服店 眠っている着物を仕立て直して子や孫に継承しよう

愛知県 小川石油　株式会社 最新ガス器具の貸出による〝ガスの良さ〟実感キャンペーン

愛知県 福寿司 せっかくの国道沿い、イメージアップでお客さんを獲得
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愛知県 株式会社　大勝堂 家電品店がリフォーム事業に業務拡大し、地元高齢者に愛される店に！

愛知県 伊良湖リゾートホテル龍宮之宿 お客さんの要望が最も高いトイレ改修でお部屋の魅力もＵＰ！

愛知県 吉田園 渥美半島パッションフルーツの販促・拡販強化事業

愛知県 寿し兼 「お手軽価格の地元のお寿司屋さん」がＰＲできる店舗の顔づくり

愛知県 美寿貴 着物伝統工芸を駆使した新商品の開発・販路開拓

愛知県 カフェパストベスパ 観光客等の誘致に繋がるやさしいトイレ作り及び店内環境作り

愛知県 株式会社　イチカワプランニング 店舗改装による多目的スペースを利用した集客力ＵＰ

愛知県 株式会社　はしもと人形 節句人形の文化承継と販売地域の拡大

愛知県 池田塾 開業初の広報活動による塾生獲得と学習環境のより良い空間の提供

愛知県 有限会社　三河高原キャンプ村 キャンプ場の魅力を伝えるホームページの作成

愛知県 三河路 ロケーションと食の美味しさを伝えるホームページ開設で新規顧客の獲得

愛知県 美容室　エターナル くせ毛専門店で販路拡大

愛知県 株式会社　上野商店 食材・調理に重点を置いた家事代行サービスへの進出

愛知県 匠屋 スマートフォン対応ホームページ開設による販路拡大事業

愛知県 Supreme　Painting　Garage 『顧客』・『作業』・『効率』１０％ＵＰによる販路開拓事業

愛知県 ワカールそろばん教室 ホームページ一新による認知度向上・販路開拓事業

愛知県 ヘアー・エステ　来夢 理美容椅子で背中の不快感を解消する為の冷感マットの開発と販売

愛知県 アルモニーヘア マツゲエクステの新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社　香嵐亭 中高年顧客へ対応した座敷用テーブルセットの導入

愛知県 株式会社　友遊 在留外国人をターゲットにした新規顧客獲得・販売促進事業

愛知県 株式会社　エスプリ 中小事業者向け「(仮)どこでもアンケート」の販路開拓

愛知県 すずみそ醸造場 商品ブランドイメージの向上、および販路拡大の実現

愛知県 有限会社　ばおばぶ 地元特産品に特化した「幡豆のものを売っている店」プロジェクト

愛知県 株式会社　メタルテック 輸入アジア雑貨・家具・建材商品販売のための販路開拓

愛知県 有限会社　鈴木住建 会社認知度向上による新規顧客開拓

愛知県 旬味覚の宿　上海荘 自社ホームページのリニューアル事業

愛知県 ぽん太 板フロアーを畳に変えて、くつろぎと癒しの空間を提供する事業

愛知県 合同会社　康洋 店舗屋外スペースの充実による雨天時の売上向上

愛知県 有限会社　松鶴 設備改善による高齢者を中心とした集客アップ促進事業

愛知県 大西商店 小さな離島で行う観光客への「新鮮野菜」販売促進事業

愛知県 滋味活彩　花ひで メニュー及びフロア周知のためのホームページ作成事業

愛知県 Ｂｕｃｋｓ　ｙａｒｄ 店の自慢のスコーンを焼き立てで提供する移動販売事業

愛知県 花岬 集客力を高めるための店舗改装

愛知県 ミズホクラフト　株式会社 次世代戦闘機修理用ヒーターの試作開発

愛知県 写真のつかさ ＨＰを利活用した新規顧客獲得及び学校写真注文の製作

愛知県 仙岳 ホームページ開設によるインターネットを活用した新規顧客の獲得

愛知県 美津妓食堂 高齢者が安心して長時間食事が楽しめる法事需要拡大プロジェクト

愛知県 有限会社　中央自動車 タイヤチェンジャー導入による作業時間短縮と顧客満足度の向上

愛知県 有限会社　腰掛山荘 新プラン提案のチラシで売上がっちり

愛知県 カスタムショップBAMBOO 派手看板で認識度ＵＰ作戦！
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愛知県 有限会社　まる屋料理店 お客様の目線に沿って行う建物の改装と、その広報手段更新

愛知県 有限会社　中西自動車 顧客目線で行う新事業の告知と利用客誘導のための設備新設更新

愛知県 有限会社　カナダ石油 店舗・トイレ改装、顧客サービス向上と折込広告での新規顧客獲得

愛知県 DOGSALON Dog&Small 認知度アップ・顧客獲得のための広告宣伝事業

愛知県 エステサロン　Peace of mind 認知度を高め新規顧客開拓をするための広告宣伝事業

愛知県 前田樹苗園 ホームページを新規作成し、コンテナ苗木をＰＲして販路拡大

愛知県 有限会社　こんせい 鳴海絞における自社ブランドの開発と販売促進

愛知県 Dent Sniper 新規顧客開拓の為の店舗改装、看板設置とガラスリペア事業の導入

愛知県 株式会社　スカイラ－ク 「焼き立てパンを居心地のよい店内でイートイン」の実現に向けた店舗環境整備

愛知県 三河商芸 趣味趣向の強い新規顧客を対象としたステッカー販売事業

愛知県 旅行屋サンきんばら 来店客向上のための「オリジナル旅行商品」提案をＰＲ

愛知県 山口工芸 看板のデザイン力を活かした地域市民団体オリジナルグッズ作成事業

愛知県 株式会社　オートプラザＹＡＭＡ 業者間取引から一般顧客取引へ事業展開のＰＲチラシ・看板の設置

愛知県 松栄工業　株式会社 東南アジアへ販路拡大の為の拠点づくり推進プロジェクト

愛知県 パナショップ春日 看板と照明の設置による自社サービスの認知度アップ

愛知県 シチリ酒店 ホームページ利用による通販開始で販路拡大

愛知県 シャルネット スマートフォン利用者をターゲットとしたリスティング広告

愛知県 カトウ金物店 小売業からサービス業へ転換、専門技術を生かした店づくり

愛知県 有限会社　合平 廃材を利用した木材販売・技術相談会で新市場の開拓を図る

愛知県 れすとらん　つじ 若年層新規顧客獲得のための店舗改善

愛知県 合資会社　愛知紙管製造所 自社理念に共感した顧客と関係を構築するための販促用PR事業

愛知県 株式会社　オオイシ ネットシステム再構築による一般消費者への周知と販路開拓

愛知県 パンドクエット ＨＰとＦＢで当店のパン職人と商品を情報発信し販路開拓を図る

愛知県 大橋理容 横断幕を設置した30～40代向けの店づくり

愛知県 プリティーワン 広告宣伝を通じてセラピードッグの認知と集客アップ！

愛知県 株式会社　きよすさくら接骨院 接骨院・デイサービスの近隣の認知度向上と新規利用者開拓事業

愛知県 パワーキャット英語教室 教室のロゴ作成、ＨＰ、広告でオンライン教室開講を集中的に広告する

愛知県 有限会社　ハルヒ電工 ホームページ開設による認知度アップと販路開拓

愛知県 からだケアわたなべ 看板車・CATV・新聞折込・地域情報誌による、新規メニューの宣伝

愛知県 プチレストラン　ベル トイレ改装による常連客離れの防止と新規顧客の常連化

愛知県 Lotolotus 貰った人も贈った人も嬉しいフラワーギフトの開発・販路開拓事業

愛知県 GC ｄｅｓｉｇｎ Webコンサルティング事業（ホームページの分析・改善提案）営業強化

愛知県 リジット 女性客獲得のためのホームページ制作事業

愛知県 美容室　ＺＡＣ 視覚障害、高齢者にも伝わりやすい看板作成と設置

愛知県 株式会社　Deco-J 職人の技術を一般消費者に分かりやすく伝えるこだわりのＨＰ構築

愛知県 森ふとん店 フリーペーパーおよびスマホ対応ホームページによる販促の構築

愛知県 サン・アール　株式会社 「リサイクル100プラン」達成のための認知向上作戦

愛知県 ヘア・スタジオＭＡＣ 女性専科“ＭＡＣＨＯＵＳＥＢＯＸ”の新装

愛知県 株式会社　キマタ 看板リニューアルによる機会損失の減少と更なる認知度ＵＰ作戦

愛知県 株式会社　石田モーター 商談ルームのＬＥＤ化による売上ＵＰ大作戦
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愛知県 泰建築 ホームページの開設、チラシの配布による新規顧客の開拓

愛知県 横田物産 認知度向上による小売強化の為の店舗外観整備及び看板設置事業

愛知県 Ａｒｏｍａ　Ｇｒａｓｓｅ 働く女性の心サポート！名古屋サロン開設による県内外の顧客拡大

愛知県 株式会社　T＆H 地元産と最高品質にこだわった料理の販促による観光客集客事業

愛知県 カフェ・オラッセル 店舗・タルトフランベ認知度アップのための整備

愛知県 亀井建築 作業時間等の効率化によるコスト削減を図る事業

愛知県 石川建築 看板設置による認知度アップ、地域密着型建築事務所づくり事業

愛知県 瀬口塗装 HP開設及び特殊塗料のPRによる新規個人顧客獲得事業

愛知県 花屋のくまちゃん 切り花商品への特化による店舗販売の増強事業

愛知県 カウント２３ スマートフォンサイトによる人工芝のマーケティング事業

愛知県 有限会社　リメーク東海 ショールーム設置及び人材育成による提案力強化、宣伝広報活動事業の強化

愛知県 沢村家 厨房機器導入による新しい和食の考案による販売促進

愛知県 Ｊａｍｍｉｎ 子供連れの女性客が気軽に来店できるネイルサロン作り

愛知県 Act stylish hair 顔そり技術を活かした新規顧客獲得及び当店オリジナル商品のＰＲ

愛知県 サノショップ大和電機　有限会社 展示用キッチン導入による住宅リフォーム事業の販売促進

愛知県 酒肴　ふみ 居酒屋で味わう新メニューのＰＲ及び集客に対応できる増席工事

愛知県 いちご狩り農園　苺香 顧客満足度向上及びリピーター客増加の為の周知・案内看板設置

愛知県 株式会社　下林 展示用商品（次世代暖房機）導入による販路開拓

愛知県 株式会社　クオレイタリア 地域密着の直営店経営による、高付加価値サービスへの取り組み

愛知県 工房リンクス 教室が生徒同士の交流の場に！飲み物提供用の流し台を新設

愛知県 有限会社　春一鈑 愛車のトータルサポート（自動車整備強化事業）

愛知県 有限会社　サン・ダイレクト 店舗の認知度アップと受注数増加を図るための大型看板製作・設置

愛知県 海鮮市場　徳川 野菜寿司販売促進事業

愛知県 御菓子司　冨士屋本店 店舗看板設置による店頭販売拡大と認知度アップ

愛知県 トリイ　株式会社 ネットショップを活用した切り花染色染料の全国展開及び販路開拓

愛知県 豊文堂 町を明るくするシャッター広告で、ゆっくりじっくり立ち止りＰＲ

愛知県 ステップワールドＬＬ一色教室 ＨＰで小学英語から入試への一貫指導をＰＲし新地域＆生徒開拓

愛知県 株式会社　大黒屋 ロゴ看板と森をイメージしたリニューアルで店頭販売強化事業

愛知県 平田建築 個人大工における商圏拡大のための展示会ＰＲ策

愛知県 オランジュリー リラクゼーションチェアの導入で美容室ならではの新メニュー展開

愛知県 三河アシストリファレンス 住宅ローンコンサルティング業務の認知度拡大事業

愛知県 株式会社　まえ田 自社ＰＲによる新規顧客の開拓と売上増加策

愛知県 OTA　株式会社 蟹江町を中心にした住宅不動産情報のポータルサイトの制作

愛知県 デント　パンダ デントリペアのスクール事業とプロモーション活動

愛知県 株式会社　ALGROW ＨＰを含む広告媒体の充実化と新メニュー導入による新規顧客層獲得

愛知県 有限会社　おさや糸店 新規顧客獲得のための手づくりマーケット開催

愛知県 かみの鍼灸接骨院 無痛背骨骨盤矯正法をホームページに掲載し顧客増を目指す

愛知県 松月 トイレの改修と名古屋コーチンを使用した低価格帯ランチ展開

愛知県 cafe くるり 子供のスポーツ施設利用者と夜間のスポーツ施設利用者の顧客獲得

愛知県 御食事処　京屋 トイレを様式に改修しイメージアップと広告宣伝による販路開拓
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愛知県 有限会社　大野自動車 「駅送迎と勤務中車検」の看板兼ねた車両展示場ドレスアップ

愛知県 ニワホーム　株式会社 中高年のリフォーム見込客を効率良く集めるウェブサイト改良事業

愛知県 vertex72 今は無名のゴルフスクールの認知度アップ

愛知県 株式会社　松浦材木店 自社ブランドの確立と新たな顧客層獲得のＰＲ事業

愛知県 株式会社　榊原 会社名と【自社製品】のブランディング向上

愛知県 コリアンフーズにんじん 自店ＰＲ用看板設置と照明設備取替による店舗環境改善事業

愛知県 ＡＯＫＩ建築設計事務所 来店の目印となる看板設置による集客力アップ

愛知県 株式会社　サンデフト トレーラー・トラック荷台板の出張張り替え事業の周知による販路開拓

愛知県 坂脇商会 新規個人顧客を獲得するための自社ＷＥＢページ開設と看板設置による販路開拓事業

愛知県 株式会社　クラフトマン ホームページとリーフレットのリニューアルで幅広い年代層に自店をアピール！

愛知県 株式会社　布土精肉 新規の観光客獲得の為の広告宣伝事業

愛知県 aoyama 『選んで、触れて、体感出来るaoyamaのリビング』で成約率倍増計画

愛知県 花の木の実 地元密着の店舗としての訴求力を高め、販路拡大のための看板改修

愛知県 株式会社　GM 商品をプロレベルで撮影できるキットを展示会で紹介し販路の拡大

愛知県 株式会社　エーシーエム 「経営課題解決のワンストップビル」ＰＲによる販売促進策

愛知県 有限会社　シーエムジェイ ホタテの貝殻を使用した、天然成分除菌剤の開発・販路開拓

愛知県 有限会社　エフォート 個人向けレンタカー事業の立ち上げとその販路拡大！

愛知県 株式会社　ＬＡＸ アパレル事業立ち上げに伴う商品開発・広告宣伝・販売のツール開拓

愛知県 三浦塗装　株式会社 既存顧客の子世帯並びに若年層へのアプローチと新プランへの誘導戦略

愛知県 felice nail 宣伝広告を使った新たな顧客の開拓

愛知県 株式会社　米正 米屋で培った信頼感で高齢者が気軽に相談できる不動産事業！

愛知県 未来創聖　株式会社 多くの方のより良い人生を実現する教育事業の広告活動

愛知県 久翔 １周年記念と名古屋場所イベントで獲得した顧客を固定化する事業

愛知県 株式会社　城北宣興社 私“失敗しない”DIY大型装飾キットを通販する

愛知県 食堂＆café　ひとつむぎ 店舗エントランスの拡張と美化による新規顧客獲得事業

愛知県 御津ベリーズ　株式会社 新規顧客獲得のための広報宣伝及び近隣企業へ省エネ型ランプの提案

愛知県 株式会社　スイト 低騒音・低振動工事を求める元請け土木事業者に向けた販促事業

愛知県 有限会社　みずのかぐ サプライチェーン連携モデルを活かし建築総合請負事業に拡大する

愛知県 海鮮居酒屋　浜久 店舗改装と積極的宣伝による集客拡大事業

愛知県 玉善 パッケージデザインとパンフレットによる新規顧客獲得事業

愛知県 川崎事務所 あなたの困ったを解決する駆け込み寺事務所の運用

愛知県 天ぷら・和食処　よし竹 女性客来店向上の新たな取り組み

愛知県 三浦建設　有限会社 民間工事受注拡大のためのクロスメディアでのPR

愛知県 有限会社　メイワ自動車 設備導入で顧客獲得とリピート率の向上

愛知県 合資会社　秋田呉服店 レンタル部門拡大・ギフト部門新設に伴うスマホ対応ＨＰ製作事業

愛知県 株式会社　スターダイン 「ちょっと大人の女子会」ができるお鮨屋さん

愛知県 尾張旭システムサービス ＨＰのリニューアルとスマホアプリの作成

愛知県 犬の美容室ピースドッグワオン ワンちゃんの健康アロママッサージ教室

愛知県 ケイズワークス 地場産野菜の冷凍ピューレ加工による商品開発と販路開拓

愛知県 有限会社　プライム 特殊印刷、転写等新システムによる製品の販売拡大の為のPR事業
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愛知県 庭屋　稀月 お庭のアドバイザー的サービスを提供するショップからの販路拡大

愛知県 TIGERLILY BAR-BQ MARKET テイクアウト・ケータリングサービスの展開による売上拡大事業

愛知県 花の寺島 新規顧客獲得と顧客とのマッチングのためのウェブサイト構築事業

愛知県 写真のかわもと 感動の卒業アルバム、販売用写真の品質向上による売上拡大事業

愛知県 en-te: 「ケアリストがいるサロン」を周知することによる顧客獲得事業

愛知県 ＆ｒｅｓｔ ヘッドスパ、頭皮改善メニューによる新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社　川合電化センター 「何でも屋の電気屋さん」の知名度向上による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社　マルヤス 土産菓子を高級菓子に変えろ！小ロット多品種で！道を切り開け！

愛知県 リバーサイド園・ヨリタ 移動式バーベキューセット導入で売り上げ増加

愛知県 錦城写真館 時間制でのプロの出張撮影サービスの提供による顧客拡大

愛知県 有限会社　タナカ建築 自然素材を取り入れたオーガニックハウス広報宣伝による販路拡大

愛知県 有限会社　旅荘みつい 源泉掛け流しの泉質向上と鳳来牛メニュー提供による販路開拓

愛知県 hana　sweets オンリーワンの店づくり＊ときめきスイーツのフルコース＊

愛知県 牧野建設 子育て情報ひろば“陽だまりキッズルーム”

愛知県 とぎや 温かな宅配弁当事業の実施

愛知県 舞衣髪 100％炭酸水！PRによる新規顧客獲得

愛知県 有限会社　ひさご ロビー改装による「歴史を語る憩いのラウンジ」とＤＭによる集客活動

愛知県 みどり写真館 地域高齢化に伴う「終活」サービス展開による販路拡大

愛知県 藤野カーテン 7,000人の注目を当店へ～軽トラ市を活用した集客力向上計画

愛知県 合同会社　アグリホリック 新店舗開店定番メニュー「自家製・有機野菜パスタ！！」

愛知県 まつや 案内看板の設置、店内のＰＯＰの商品表記の多国語化

愛知県 有限会社　千里リースキン 『リースキンモバイルシステム』導入による営業力強化

愛知県 トプロン　合同会社 ポリカーボネートの超硬質表面処理剤の品質検査と広報活動事業

愛知県 前川洋装店 店舗のイメージアップとサービス向上による販路拡大

愛知県 スフィーダ 6時間から20分へ～野菜洗浄時間の短縮による販路拡大計画～

愛知県 有限会社　サカイフーズ 高級肉、地元猪・鹿肉、バーベキューセット専門店.ｃｏｍ

愛知県 ゆかわ かき氷機を使ったスイーツを取入れた新メニューの開発

愛知県 カヤシタ事務所 業務効率等の改善と積極的ＰＲによる受注と売上増加への取組み

愛知県 アルフォンソ・カフェ 新東名開通に伴う新規顧客誘導のための案内看板設置

愛知県 有限会社　基正商会 資源回収サービスと防災用品取扱による新規顧客・販路開拓計画

愛知県 割烹 かとう 県立桜淵公園・老舗割烹料理からのこだわり空間！！

愛知県 イトウ写真館 直射日光を防いだPR用見本展示場の設置による販路拡大

愛知県 株式会社　ジュン・グリーン チラシの作成配布及びホームページのリニューアルによる顧客拡大

愛知県 伝治山みずの接骨院 イメージアップと販路開拓のための内装変更・看板広告作成

愛知県 株式会社　コーセイ 橋が長生きする『排水性能向上商品』の販路の拡大・開拓

愛知県 株式会社　土井自動車 バイクメンテナンスサービス参入による新たな販路開拓

愛知県 株式会社　ガッツコーポレーション 地域の課題解決に繋げる竹藪・雑草・雑木粉砕事業の広告宣伝

愛知県 株式会社　ニューフォース ネットショップ向け自社撮影スタジオ作成事業

愛知県 ディープブルーコンサルタント 一般個人・企業の災害迅速復旧計画の策定サポート事業

愛知県 株式会社　イトウ 客単価向上を実現する自家製新メニューの開発
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愛知県 ソーシャルデザインオフィス 高齢者のための介護福祉施設改修、介護提案業務の販路拡大事業

愛知県 株式会社　Askalカバン工房 既存製品のブランド力強化・商品ページ改善による収益アップ

愛知県 蕎麦切り笑 利益拡大の為の新メニュー開発と販売促進事業

愛知県 有限会社　鈴木塗装所 民間需要を取り込む為の外壁リフォームの販売促進事業

愛知県 村越建設　株式会社 リフォーム事業への販路拡大

愛知県 長命うどん 中食市場に向けたうどん店の商品開発および販売促進活動事業

愛知県 café Va～va　（パオちゃんの美容室） 居場所需要を見込む健康コミュニティカフェの販売促進活動事業

愛知県 家田クリーニング店 顧客増加、仕上げスピードアップに対応するボイラーの導入

愛知県 快眠工房　中村屋 新規顧客開拓の為の広域広報事業

愛知県 家田製菓　株式会社 女性でも手軽に実演し集客アップできる超小型ポン菓子機の導入

愛知県 株式会社　花ひろば 集客力の向上とリピーター増加のための宣伝広告事業

愛知県 すえひろ家 地域資源を活かしたメニューとホスピタリティ向上で集客アップ

愛知県 株式会社　篠島お魚の学校 「㈱篠島お魚の学校ＰＲ大作戦」に伴う各種新企画のための整備事業

岐阜県 有限会社ＥＡＳＴＥＲ レンタカー事業の集客増加を狙ったホームページの作成

岐阜県 岩崎自動車 顧客管理システムの導入による客単価アップと顧客内シェアの獲得

岐阜県 株式会社　志水建築 「建築施工現場の近隣」への事業ＰＲによる新規顧客開拓事業

岐阜県 有限会社　小松家 看板設置、フリーペーパー広告掲載で地元の認知度向上と集客事業

岐阜県 喫茶ミワ 「喫茶ミワ」から「パンカフェみわ」へ業態変革!

岐阜県 株式会社ＤＭテクノス 日本の将来を担う金型製作会社の新規顧客開発とブランド力向上

岐阜県 株式会社 インターナショナル電子 アナログオーディオアンプ専門修理ＰＲによる新規顧客獲得事業

岐阜県 有限会社住まい工房　建匠 和モダン住宅の開発と広告宣伝による新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社ミット 地域住民との信頼関係構築による新規顧客獲得事業

岐阜県 サンブロス株式会社 不動産の一生とお付き合いする不動産屋をアピールする広報活動

岐阜県 金山食料品合資会社 地域の方々に当店のサービスを再訴求するための看板製作事業

岐阜県 有限会社 杉本新聞店 新聞購読啓蒙活動のための『新聞の歌』制作による新規客獲得事業

岐阜県 まきの店 日常の食事が自宅で楽しく出来る為の新商品提案と周知

岐阜県 株式会社　堀プラスチック製作所 商品開発の迅速化による顧客満足度向上に向けた会議室の確保

岐阜県 アンテナショップわのうち 町内の主要幹線道沿いへの新規開業に伴う認知度向上事業

岐阜県 家具工房ウッドスケッチ 手づくりタルト専用サイト作成による新規顧客獲得事業

岐阜県 ヒルトップ 顧客のニーズに対応したトイレ改装による販路開拓事業

岐阜県 あばれん房やんちゃ房 顧客の要望に対応する店舗改装及びＰＲによる新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社ストーラ 輸入家具の展示室（兼）撮影室の完備と販路開拓事業

岐阜県 株式会社　さかえや商店 中高年女性へ蒟蒻の効能を更にＰＲを行い消費拡大と販路開拓

岐阜県 株式会社 MIZNO 個人客からの受注拡大を狙った店舗の改装並びに認知度向上事業

岐阜県 花の木珈琲店 WEBの作成とパンフレット・包装材の作成事業

岐阜県 美濃白川整体院 看板とチラシによる周知力向上の新規顧客の獲得事業

岐阜県 ハマセン株式会社 名古屋市の顧客の業者の選択に貢献するホームページ作成

岐阜県 株式会社　鷲見建設 耐震補強・改修工事の新規客獲得に向けた売上拡大事業

岐阜県 曽根自動車 周辺地域に解りやすい看板設置及び待合室の強化

岐阜県 株式会社アルアート 動画システム構築・HPリニューアルによるWEB販路拡大事業

71



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（追加公募分）1/2

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 有限会社ミノウラエージェンシー オリジナルチラシ作成・配布による認知度向上と新規客獲得事業

岐阜県 EL OLIVO JAPAN 古くて新しい！養老町の名産「瓢箪」のオシャレ雑貨ＰＲ事業

岐阜県 株式会社エム・フルカワ チラシ及び口コミ通信による新規客の獲得と既存客の囲い込み事業

岐阜県 合同会社 smart-agent 新技術ibeacon近距離情報配信システムの販売促進事業

岐阜県 若原木工所 新たな顧客確保のテーマは「住まいの相談者」

岐阜県 株式会社 紙太材木店 ＤＭによりリフォーム検討客への自社商品のＰＲ事業

岐阜県 株式会社Lux Auto 車屋の枠を超えて！多方面からのアプローチで新規顧客獲得を図る

岐阜県 株式会社ボーテ 気軽に美しく！「プチエステ」の認知度向上による新規顧客の獲得

岐阜県 タイヤ専門店　明成 既存の店頭立て看板の取り換えとＬＥＤ灯光器によるライトアップ

岐阜県 有限会社 ダイマツ建設 『「草刈り代行サービス」の事業PRと受注獲得』事業

岐阜県 えぼしハーブ農園 癒しのハーブ観光農園の魅力向上とＰＲによる顧客獲得大作戦

岐阜県 小池 高齢者に安心して来店頂く為の店舗改装の実施

岐阜県 アッシュクラブ リンパマッサージによる集客の為の広告事業

岐阜県 株式会社松岡電気商会 「街の電気屋さん」のイメージ向上にHPと看板とチラシの作成事業

岐阜県 有限会社 しいたけブラザーズ イベント出店・チラシにより周知力向上の新規顧客の獲得事業

岐阜県 ヘアーサロン　ボーギャルソン 口コミとの相乗効果で集客アップ！外装一新と看板設置事業

岐阜県 コーヒースポットビンゴ 目指せ！！顧客の満足度ＵＰ～高齢者により愛される喫茶店～

岐阜県 インテリア山下 販促活動の強化で、当店の認知度と売り上げをアップする

岐阜県 有限会社満天ライフ 自社開発商品のインターネット海外販売進出への販売活動

岐阜県 三宅木工所 脱下請け・知名度向上！商談により新規顧客を獲得！

岐阜県 天野屋 葬儀「無料窓口相談サービス」周知で、他社との違いをアピール

岐阜県 株式会社いとさし HPリニューアルによる情報発信基地「いとさしWeb」開局事業

岐阜県 株式会社　空間工房　森田 地域への認知度向上による販路拡大事業

岐阜県 かつや 看板設置と情報誌（かにさんくらぶ）掲載による新規顧客の獲得

岐阜県 サカイ住設 顧客拡大を目指し、ホームページリニューアルおよび看板の改良

岐阜県 帝鋼フェンス 他店にはない、現物展示で、新規顧客を呼び込む実感作戦！

岐阜県 堀部造園 庭工事直接受注のための広告ＰＲ事業

岐阜県 株式会社　プラムナチュール ブラッシュアップしたリニューアル商品の販売促進と商品力強化

岐阜県 合同会社アカンサス 販路開拓のためのＢtoＢとＢtoＣを兼ねたチラシ作成・配布

岐阜県 ニコニコ堂薬舗 改装及びチラシの販促による売上増加事業

岐阜県 ハーベスト 看板設置による新規顧客の獲得及び店舗知名度アップ!!

岐阜県 鮫島加工株式会社 ホームページ及びパンフレット作成による新規顧客開拓事業

岐阜県 竹村工業 土のう製作器具「アケテール」のＰＲと受注による売上向上

岐阜県 株式会社　辰喜建築工芸 新規顧客獲得のための販路開拓・販売戦略強化事業

岐阜県 有限会社　夢幸望 自社ブランドベッド広告による新規顧客獲得事業

岐阜県 カフェレストランコルマール 「フランス/アルザス地方を実感」お店を強く印象に残すＰＲ活動

岐阜県 株式会社　ＦＥＳＴＡ 品物に心をプラスし、感動と喜びを伝えるギフトのネットショップ

岐阜県 株式会社ゼンツー 高級車層向け商品パッケージ改良に伴う新規客獲得の為の販売活動

岐阜県 丸美建設工業株式会社 営業拠点の移動に伴うチラシ広告による販路拡大事業

岐阜県 有限会社栄進工業 県産材を使った分譲住宅の販売増加に向けたPR活動
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岐阜県 オートハウス２０１０ キャンピングカー事業の拡大による新規顧客開拓のためのＰＲ事業

岐阜県 さくら明宝工房株式会社 自社サイト構築によるリピート向上と新規顧客獲得による販路拡大

岐阜県 有限会社　清水屋石油店 当社サービス等の地元住民への認知度向上による新規顧客の獲得

岐阜県 料理旅館　いこい 外国人・高齢者対応のトイレ洋式化による顧客満足度の向上事業

岐阜県 モイスチャーショップ翠 他店に無い珍しいタバコの品揃えコミュニティー店のＰＲ活動

岐阜県 正和堂 秋の主要客層『シニア客』へ向けた自社商品の販促事業

岐阜県 主穂営農 ホームページ作成による旧ハツシモのＰＲ及び販売

岐阜県 長尾建設株式会社 ホームページの作成と会社の看板設置による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社　矢倉 周知力を高める販売促進による販路開拓事業

岐阜県 珈琲館　花の木　 バリアフリー！高齢者・障害者に優しい誰でも安らげる珈琲館

岐阜県 有限会社　マルヨ 商談ルーム改装による提案型の新規顧客開拓事業

岐阜県 有限会社　田中家具 集客効果の高い新装看板の設置とタウン誌での自社の宣伝広告

岐阜県 株式会社　アズファーム ネットショップと対面販売を活用した自社商品のＰＲ及び販売

岐阜県 野村建築 認知度向上で新規顧客・新規エリア獲得事業

岐阜県 サロン　ソレイユ 「トータルに美しく」の提案による認知度向上計画

岐阜県 株式会社シマザキ 高齢者などへの快適気配り店づくりで地域の暮らしを全力サポート

岐阜県 株式会社オープン・ワン 『子育て世代顧客』の女性を中心とした新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社　フクモク 新築・リフォームにおける受注増加に向けた販売促進事業

岐阜県 日本美作株式会社 新規顧客の獲得と会社の知名度を高めるＰＲ活動

岐阜県 株式会社　１５６物産 エアー式ゲートバーの一般民間企業への販路拡大事業

岐阜県 谷口屋旅館 客室改装と特別プランによる高齢者・ファミリー層の新規顧客開拓

岐阜県 白鳥林工協業組合 住宅内装部材「長良杉パネル」の新規の顧客を創造する事業

岐阜県 そでや 空き部屋の有効活用による事業部門の両立と情報発信事業

岐阜県 株式会社　肉の御嵩屋 フリーペーパーによる周知力向上による新規顧客獲得事

岐阜県 株式会社 Ai Dream Planning 女性顧客の獲得を中心に据えた保険代理店としての新規客拡大事業

岐阜県 株式会社 高橋建設 住み香ブランドの浸透拡大と受注拡大事業

岐阜県 金光軒智 健康と地産地消の新メニュー表・看板の作成

岐阜県 有限会社七宗町ふるさと開発 販路拡大パンフレット作成による新市場拡大とＰＲ活動

岐阜県 まりやオート商会 展示場の改装による自動車販売促進・サービス向上事業

岐阜県 石山呉服店 郡上おどりの街にある呉服専門店の新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社 山共 関東圏に向けた地元産木材の内装材販路拡大

岐阜県 ゆめのはうす 株式会社 全館空調システム住宅の認知度向上・売上拡大に向けたＰＲ事業

岐阜県 よし蔵 新規顧客獲得のためのインパクトある看板設置事業

岐阜県 有限会社安江瓦店 屋根のトータルプロデュースを目指した認知度向上事業

岐阜県 有限会社　吉村業務店 『ブロック塀倒壊の不安を取り除く』施工業者をPRしていく！

岐阜県 有限会社アミカル柳津 地元農産物販売所の整備による顧客サービス向上事業

岐阜県 カフェテラス　ジャスミン 地域情報誌掲載の広告及びＬＥＤ導入による新規顧客獲得事業

岐阜県 加藤ふとん店 チラシ作成・寝具フェア開催・陳列棚買替による売上拡大事業

岐阜県 花自由区 アレンジフラワー教室の参加促進による、新規顧客獲得事業

岐阜県 東白川接骨院 看板設置と駐車場拡張による新規顧客の獲得
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岐阜県 光秀造佛處 受注安定化を目的とした潜在顧客獲得の為の販売戦略強化事業

岐阜県 株式会社　長谷川人形 販路拡大のためチラシ作成配布、および店舗内LED照明改修

岐阜県 山田家 こだわり惣菜提供のお店としての認知度向上ならびに売上拡大事業

岐阜県 飛騨あられ株式会社 毎月の販売促進企画による『ネット販売イベント』で売上拡大事業

岐阜県 メガネ宝石トケイ芝田 ストレスの無いめがねで高齢者の元気をサポートする

岐阜県 株式会社 結 飛騨地域初！観光地と観光客を結ぶキュレーションサイト構築

岐阜県 ドックカフェわんモア ドッグ関連事業の積極的なＰＲによる売り上げ拡大・販売促進事業

岐阜県 麓庵民宿たきざわ 『日帰り入浴』での当館利用体験で、宿泊予約を促す仕組みづくり

岐阜県 カフェレスト　ウィンディー 地域コミュニティに役立つレンタルスペース提供事業

岐阜県 木工房　大噴火 お客様・作品・作り手が出会うショールームのキックオフ事業

岐阜県 合同会社　Ｄ＆Ｄ コインランドリー事業の強みの周知による新規客獲得売上拡大事業

岐阜県 株式会社 リミック 設備導入の広報・イベント実施による新規顧客獲得

岐阜県 マツイ額縁 「オリジナル額縁の直接受注拡大に向けた販売促進事業」

岐阜県 熊　沢　木　工　所 こだわりの材木と建具屋の技術を集結させた木風呂を新市場開拓

岐阜県 ＭＩＹＡＢＩインテリア 塗装技術を最大限活かした最高級一枚板デスクによる販路開拓事業

岐阜県 大塊工房 憧れの薪窯で焼く滞在型陶芸体験セミナーの開催及びＰＲ事業

岐阜県 株式会社 ムツヤス お歳暮ギフトの販売強化に向けた展示会出展による事前ＰＲ事業

岐阜県 株式会社　鈴小坂 観光客をターゲットとした地域資源を活かした新商品開発事業

岐阜県 有限会社 建治旅館 「たまご」で旅館へ集客！山椒地鶏商品のネット販売強化大作戦！

岐阜県 合名会社 明治屋商店 当店の店構え・店内のイメージアップによる新規客獲得事業

岐阜県 株式会社 下野工務店 ワイワイ楽しい！農業研修生の友情深まるシェアハウス事業の拡大

岐阜県 合同会社　岡七 外国人を含む団体客誘客を目的とした広報活動事業

岐阜県 お宿　のざわ リピーターの満足度を高める会員制度を創設し集客力アップ

岐阜県 有限会社　時計・宝石・メガネの栄 高齢者のための安心の「聴こえの相談室」設置事業

岐阜県 有限会社　雉子舎 『雉子舎ブランド』の想いを伝え、販売力を強化する事業

岐阜県 有限会社　小坂タイヤ商会 既存顧客の購入金額アップと新規顧客の開拓事業に向けたPR活動

岐阜県 有限会社旅館はらだ 故郷に帰ってきたような、心休まる癒しと寛ぎの空間づくり強化

岐阜県 ホワイトルンゼ アレルギー対応スイーツ製造体制の整備と広報事業

岐阜県 信州屋 当店の豆腐の美味しさを知っていただくことで販路を拡大する事業

岐阜県 茶 懐 石　やました 中高年女性のニーズに対応した食事環境の整備及び広告宣伝事業

岐阜県 株式会社 寺田農園 トマトや地元野菜の新商品開発で冬期の売上アップを目指す！

岐阜県 有限会社　井之廣製菓舗 「飛騨古川の安全安心素材の特産品」としての販売促進事業

岐阜県 白栗不動産 『古民家暮らし・田舎暮らし』体験ができる白栗不動産のＰＲ事業

岐阜県 岩　島　商　店 飲泉場を訪れる方に地酒を土産として買って頂くための販促事業

岐阜県 有限会社　すし勘 一般消費者に向けた寿司を中心とする中食小売りの強化事業

岐阜県 株式会社　ＨＩＤＡＫＡＧＵ 新たなステージへの挑戦・国内最大級見本市で当社ブランドの拡散

岐阜県 合資会社　仙游館 当宿の強みを活かし域外より新規客を獲得するための販売促進事業

三重県 丸魚食堂 祝！伊勢志摩サミットご年配から外国人の方まで対応のトイレ改修

三重県 マルヘイ商店 創業90年老舗ひもの店ネット販売での販路拡大プロジェクト

三重県 株式会社 権現前営農組合 嬉野大豆枝豆の販路拡大と地域ブランドの確立を目指す
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三重県 有限会社 八翔商事 ＨＰリニューアルとネット広告による新規顧客獲得、販路拡大

三重県 有限会社 こうちく男爵 新たな広告宣伝による顧客開拓とギフト包装と店舗改修による顧客・販路拡大

三重県 安田自動車 オリジナルトライク（三輪車バイク）をインターネットで全国展開

三重県 一之瀬農業 株式会社 一之瀬米の新ブランド確立とイメージアップによる販路拡大

三重県 有限会社 リコー電器 リビングに見立てたショールームで家電提案売上増加計画

三重県 株式会社 新生わたらい茶 有機栽培一筋の茶農家が若年層に訴えかける新規パッケージの作成

三重県 有限会社 長谷川農園 「キクの花狩り」及び切り花、切り枝等の直販による売上拡大

三重県 鴻鵠電気工業 一般家庭客層向けの電気工事体験スペース設置による受注拡大計画

三重県 株式会社 ナミ不動産 お伊勢さんの環境保全貢献型住宅の販売促進ホームページの構築

三重県 つる一 顧客満足度の向上と、幅広い年齢層の集客率のＵＰ

三重県 こだわりのトマトとメロン作り谷口 アナログ(筆文字)とデジタルを融合させた販売促進活動

三重県 下滝野木材 有限会社 直売所の開設による小売客の掘起しによる販路拡大

三重県 有限会社中村不動産販売 新規顧客獲得のためのイベント開催

三重県 株式会社 尾鍋組 商品のメリットを明確に伝えるパンフレットのデザインの開発

三重県 毎日住宅 処分不可能不動産を可能不動産へ転換！不動産活用紹介ＨＰの作成

三重県 安達自動車 自動車市場の地域シェアＮｏ１と新たな顧客ニーズの掘り起こし

三重県 水谷総合事務所 空き家・未相続、国土死蔵化問題を解決！不動産の取引促進事業

三重県 有限会社 伊藤メンテナンスガレージ “クラッシックカー愛好家”へHP情報発信による新規顧客獲得事業

三重県 有限会社 紀乃川 快適な御手洗で店舗のイメージアップを図り、顧客層の拡大！

三重県 有限会社 藤原ファーム HACCAPへ取組み衛生環境向上！当店人気の切餅を全国へ！販路開拓事業

三重県 家作店　辰屋 築６０年以上の納屋をリノベーションし、販路開拓に取り組む！

三重県 株式会社 サンクチュアリ 看板の設置とサイクルステーション設置による新規顧客開拓事業

三重県 有限会社 くさなぎデザイン 設備投資で現場での柔軟な対応力を強化し短納期・新規顧客の獲得

三重県 株式会社 水元建築板金 建築板金業から総合建設業への発展のための発電機兼溶接機導入

三重県 今安ライスセンター 「高品質・低コスト米」・「新規需要米」で新たな販路開拓

三重県 北勢ライディングファーム 地元見込客の集客を目的としたクラブハウス建設投資と敷地の整備

三重県 Ｅｘｉｔ（イグジット） OrijinalFoods（オリジナルフーズ）の展開

三重県 中華料理　北京 地元ファミリー層の集客に向けた店舗イメージアップ事業

三重県 浜島サンワ薬品・ｶｯﾄﾌｧﾐﾘｰサンワ “早い！安い！上手い！誰もがお客様”をモットーとするお店展開

三重県 北畑ふとん店 顧客の利便性向上のため店舗の一部を改装し集客力アップを目指す

三重県 有限会社 磯っ子 ２階座敷席から椅子席の設置による年配客・観光客の集客アップ事業

三重県 株式会社 福岡醤油店 創業１２０周年感謝祭開催と新商品開発

三重県 境工芸社 地域資源真珠貝の真珠層粉末を使用した新商品開発事業

三重県 タケウチ理容店 サインポール交換等による新規顧客獲得とリピーター層の拡大

三重県 菓子工房シマヤ 増加しているインバウンド需要と三つの集客策で売上ＵＰ

三重県 溜 地域住民が集えるコミュニティの場を！世代交代で新規顧客獲得事業

三重県 吉岡電気 情報発信ターミナルの店づくり！地域に根ざした顧客開拓を目指す

三重県 森崎組 既存顧客様の信頼からなるリフォーム工事に伴う足場需要拡大事業

三重県 有限会社 利高 地元住民に安心、安全な「漢方100％有機肥料」の販売拡大事業

三重県 有限会社 東海クリーニング 複数のメディアを駆使した販売促進による売上増大
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三重県 有限会社 グリーントピア・ヨシダ お米に軸を置いた自社ブランド商品のインターネット販売

三重県 大黒屋製菓 志摩の祭事を全国の皆様へ、かけ紙に想いをのせて

三重県 すいーとぴー 併設店舗の改装に伴うグループ客の取り込みによる販路開拓

三重県 行政書士髙野法務会計事務所 建設業許可関係に的を絞ったスマホ専用サイト制作による販路開拓

三重県 有限会社 ユミヤ家具 店舗外観イメージチェンジによる若年層新規顧客獲得事業

三重県 有限会社 大倉スーパー 地域コミュティの維持と持続的経営を実現するための超ミニスーパー化事業

三重県 株式会社 いなべサポート HPを使ったIT技術の導入による、顧客サービスの価値向上事業

三重県 beaute 情報発信体制の確立と若年齢層の顧客獲得

三重県 株式会社 絆 白ねぎの市場拡大のための機械による作業の効率化

三重県 ON Y Va 珈琲 「世界に一つ私だけの珈琲」で販路開拓

三重県 有限会社 愛宕荘 お客様のお声はお宝です！！「地域密着」で販路拡大

三重県 西畑理容 顧客満足度向上のための設備導入と店舗改装による来店頻度アップ事業

三重県 菊山工業所 小さくてもメーカー！当事業所の価値をPRし、新規顧客の開拓を図る

三重県 株式会社 松阪マルシェ 「伊勢の和紅茶シリーズ」のお土産物としての確立と販路拡大

三重県 有限会社 ボンジュール 看板の新設及び既存看板の一新による入りやすい店のアピール

三重県 有限会社　りら プチ・カフェ併設による店内改修と新たな顧客満足の向上

三重県 株式会社 トゥモファ 在宅医療を含む新規客獲得のための広報と健康相談コーナーの設置

三重県 株式会社 大三モータース 立会い車検及びクィックサービスの新事業における売上高拡大

三重県 石倉住建 新たな販路開拓・商品開発による加工場改装

三重県 タケムラ 有限会社 養殖用漁網に付着する天然資源を活用した土壌改良剤販路開拓事業

三重県 有限会社 落合建築 看板設置及びパンフレットにより総合工事業としての存在感を信力し、販路開拓を実施

三重県 株式会社 テクノグリーン中部 きれいな工場はすきですか？あなたの職場もホワイトニング

三重県 株式会社 ｴｽ・ｹｰ・ｸﾗﾌﾄ 現場から発信！スローガンを創ってPR実施・目指せ元請業者！！

三重県 株式会社 地域資源バンクNIU 日本新発売！中高年向け高級自転車の販路拡大事業

三重県 福田左官店 施工用機械導入により迅速、高品質の施工を実現し、受注範囲の拡充と販路開拓

三重県 タイヤサービス三重 タイヤ販売店における顧客層拡大のための取り組み

三重県 株式会社　トーヨーフーズ ミニトマト及びトマトジュースのブランド化と新規顧客獲得事業

三重県 地主保険コンサルティング 保険提案の成約のためのミーティング環境の整備

三重県 片山メリヤス 有限会社 スマイルコットンのネット販売構築及びPRによる販路拡大

三重県 The dining YOSA 八右衛門 三重県産のうまい魚と酒が楽しめる飲食店が取組む販路開拓

三重県 ＩＮＩＥＳＴＳＡ 求人対策ウェブサイトの制作とパンフレット制作による販路開拓

三重県 株式会社 高正工務店 断熱リフォーム「ハウス・イン・ハウス」事業の広告マーケティング

三重県 株式会社 Motto.interactive 地域情報ポータルサイトの立上げによる情報誌事業の新たな価値創造と知名度向上

三重県 エル（Aile） 多気町とともに・・“エル（Aile）の特産品”情報発信事業！

三重県 有限会社 未來 持ち帰り専門店舗の設置による新規顧客の拡大

三重県 河武醸造 株式会社 「サブカルチャ聖地創造プロジェクト」と「萌杉」の販路開拓事業

三重県 株式会社　湯の山スポーツクラブ グラウンドゴルフの集客対策に係るＰＲチラシの作成及びＨＰ改修

三重県 向川しいたけ園 露地生産原木椎茸を使用した新商品の加工・販売事業

三重県 藍窯　堀内製陶所 新製品開発とそれに併せた当店ブランド製品の販路拡大事業

三重県 花の店カワイ まちの小さな花屋さんの大変身事業
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三重県 株式会社　チムニー ホームページの大幅なリニューアル

三重県 橋本デザイン室 手製本によるノート制作販売

三重県 アトリエアン お客様に優しさと快適さを提供する設備の導入

三重県 焼肉　まんてん ホームページを活用し新規顧客、町外顧客獲得による所得倍増計画

三重県 大西電気 店舗駐車スペースへの屋根・看板設置による新規顧客の獲得

三重県 株式会社　海山潜水 新スタイル遊漁船のＰＲ事業、看板設置による新規顧客倍増作戦

三重県 戸川美装 商談・ギャラリースペース増築と看板設置による新規顧客の獲得

三重県 ホームメイドキッチン　マム 新規顧客獲得に向けてのＰＲ事業「キッチンマム」地域からの発信

三重県 有限会社　ヨタニ自動車販売 ＨＰ・販促ツールを活用した若者層・ファミリー層への情報発信

三重県 マルあ脇水産加工 新商品開発に向けての真空包装機導入・既存商品の品質向上事業！！

三重県 有限会社　わっと お客様スペースのリニューアル・看板設置による新規顧客の獲得

三重県 東商店 店舗駐車場とトイレの整備による、アクセシビリティの改善

三重県 ユアシセイドウおくい 店舗外観・美容施術コーナー改装による顧客の来店動機の向上

三重県 株式会社　デアルケ 新規商品開発による販路開拓及び販売促進事業

三重県 株式会社　明和工務店 「住まいづくり教室」は、幸せづくり、顧客づくり

三重県 有限会社　一力庵 新メニュー開発に伴う店舗改装事業

三重県 有限会社　音金 販促ツール活用によるたもぎ茸の周知・販売拡大とネット販売着手

三重県 運転代行　きのくに 業務の明朗且つ健全化による利用客確保計画

三重県 北村音響 音響・照明サービスの「見える化」ミニチュアで新規顧客を開拓！

三重県 松本農園 ＨＰのリニューアルによる通販事業の拡大作戦

三重県 有限会社　ホームタウン モデルルームを活用した集客企画で、新規顧客獲得プラン

三重県 ブライトライフ　合同会社 農作物・加工品の商品力アップによる販路拡大計画

三重県 有限会社　丸大鉄工 弊社の技術力・提案力を世に広めるＷＥＢサイト構築とチラシ作成

三重県 大紀圏突入　株式会社 「商品販売促進用チラシ等作成による売上向上対策事業」

三重県 駒田製瓦所 『我が家の屋根は大丈夫？』ちらし販売促進と新規顧客の開拓

三重県 西部　 防災の町に相応しい防災関連の商品の展示と情報発信

三重県 酒伝 ワイン（酒類）お預かりサービスによる販売促進と新規顧客獲得事業

三重県 きのこ工房　山茶花 高圧散水機導入に伴う生きのこの生産性の向上による経営改善事業

三重県 吉川自動車 自動車展示場設置に伴う新規顧客獲得事業

三重県 株式会社　ゆうゆう 企業ＰＲ用パンフレットやチラシを活用した売上向上対策事業

三重県 株式会社　スピカテクノ 新規設備導入に伴う作業効率・作業工程のスリム化計画

三重県 錦モータース 高性能機械導入による付加価値サービスの提供に伴う経営向上事業

三重県 株式会社　釣りエサ市場 シャワー室設置による夏季売上向上対策事業

三重県 株式会社セーフティ・リ・ファーム８８ 若年層を中心にした有機栽培茶の拡大と海外へと伝わる商品開発
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