
青森県 有限会社アルファ・トレーディング 青森サイクリング観光ツアー商品のＰＲおよび販路拡大

青森県 河野商店 インディアンの戦闘食「アピオス」販路開拓事業

青森県 株式会社中嶋総合研究所 インターネットを利用した子供スポーツ動画（ＤＶＤ）販売システムの構築とＰＲ

青森県 株式会社あおい企画 レストランウェディングで婚礼市場の活性化

青森県 株式会社八幡馬 『「八幡馬」製品及び仕掛品を保管する倉庫の環境整備』

青森県 株式会社野舘産業 シート加工の可能性及びシート専門事業者として技術ＰＲによる販路拡大及び震災復興支援事業

青森県 宝成食品株式会社 商品パッケージの一新、新規販促物作成による商品ＰＲ・販路拡大

青森県 ブルーカンパニー株式会社 外国語版 屋形船チラシパンフレット・屋外看板製作による販路拡大事業

青森県 浅井建築サービス株式会社 不動産業開業と組織づくり

青森県 プライベートサロン　ＲｉとＢｉのたまご 会場（提携ホテル等）での、ブライダルエステのサービス

青森県 有限会社黒石観光ホテル　花禅の庄 疑似体験型パンフレットプロモーション事業

岩手県 進学塾ＴｏｍｏＺｅｍｉ 「完全１対１指導」による差別化個別指導の設定・告知

岩手県 村上商店 魅力ある商店づくりのための店舗づくり

岩手県 陶房艸雲窯 大震災を乗り越えて再出発だ！販売拡大するぞー事業

岩手県 有限会社大船渡印刷 「海のまち大船渡」おみやげグッズ制作・販売事業　～わたしもみんなも幸せに大作戦～

岩手県 ＫＡＩＺＡＮ めざせ、地産地消による『新・ご当地グルメ』！

岩手県 有限会社田村工務店 パソコン教室拡張による新規顧客の獲得事業

岩手県 Ｃａｆｅ　Ｕｎｍａ　カフェ　ウンマー 子育てママと美しくいたい女性向けメニューの開発と空間の提供

岩手県 Ｋ－ＳＵＲＦ　ｐｒｏ　ｓｈｏｐ パドルボード体験レッスン・試乗会・レンタルによる顧客増員

岩手県 有限会社大船渡ドック 新規商品「気くばりくん」の東北エリアにおける販路開拓事業

岩手県 アンジェリック洋菓子店 釜石ブランド新パッケージによる販路拡大事業

岩手県 Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 『研修とコーチングを組み合わせた研修プログラム』の販路開拓

岩手県 大森畳店 “安心で、手間いらずな畳替え”の訴求による商圏拡大と新客の創造

岩手県 ファッションハウス　わかたけや 季節商品の提案セールによる販売意促進

岩手県 ハコショウ食品工業株式会社 「呑んべえ漬」のブランド力向上による販路拡大

岩手県 丸正ストアー インターネット販売部門に伴うサーバーシステムの充実化

岩手県 株式会社ドリームスケッチ 子育てがもっと便利に楽しくなる！「子育てノート」ユーザー＆スポンサー拡大事業

岩手県 有限会社佐藤電機 訪問入浴サービス事業者向け折り畳み式浴槽の販路拡大

岩手県 花巻牛乳株式会社 家庭配達顧客開拓の為の家庭宅配商品自社オリジナルパンフレットの製作

岩手県 川上塗装工業株式会社 新規顧客創出のための広報活動とリブランディング事業

岩手県 衆栄商事株式会社 魚介・味噌粕漬け「うんみゃがすと！」シリーズ

岩手県 お菓子の工房　ル・菓恋 顧客と男性客の来店促進と購入促進、リピーター化、新規来店促進

岩手県 ロッツ株式会社 地域在宅医療介護推進のための在宅リハビリの理解と質の向上事業

岩手県 ロマンドーロール 新規ブランドの立ち上げにおけるイメージ戦略と商品開発

岩手県 株式会社伊藤染工場 印染め製品カテゴリー別ホームページによる全国展開

岩手県 フジサワ 軽印刷機導入でカラー印刷による品質向上で収益改善

岩手県 スペシャルキッチン グループ客の集客強化のための店舗改装とチラシによる周知事業

岩手県 プロショップ まいど屋 鮮度を維持して商品をお届けする保冷ボックスの購入・設置

岩手県 釜石観光開発株式会社 『ようこそ釜石へ』おもてなし看板による観光客への販路拡大

岩手県 株式会社三笑 三陸～直送『ご家庭で手軽に握り寿司』寿司ネタネット販売事業

岩手県 有限会社三陸海苔店 第一次商圏外への販売強化事業

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

岩手県 エクステリアモミの木 全日本フラワー＆ガーデン選手権出展による知名度の向上

岩手県 北日本外装株式会社 遮熱事業への新規進出による新規顧客の獲得と売上の拡大

岩手県 菓子工房　おおうらや 新商品・新パッケ－ジの製作による新規のお客様の獲得

岩手県 株式会社カントリースペシャルプロダクト衣川 商品パッケージ改良とネット販売・店舗改装による販売強化事業

岩手県 沢口製パン 包装作業の効率化による人員配置見直しで移動販売先の販路拡大

岩手県 きくちや ギフトラッピングの充実とインターネット構築で売上アップ

岩手県 浜の駅　碁石海岸 販売サイト（ネット販売システム）構築と商品パッケージ製作

岩手県 アトリエ金と銀 お客様の笑顔と復興「Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」ギフト売上増加事業

岩手県 まんぷく食堂 ＳＬ銀河等観光客へ三陸釜石の海の恵みを海鮮丼で提案する事業

岩手県 ハウスセレモニー株式会社 家族だけの空間で故人様と向き合う環境整備

岩手県 カフェドカレーＫｏｊｉｋａ レトルト商品パッケージ刷新と従業員の待遇改善による売上アップ

岩手県 株式会社あっとホーム 若い世代とターゲットにした、新しい広告媒体としての現場シートの作成

岩手県 煉瓦家 アイドルタイムの有効活用による売上拡大

岩手県 有限会社押切食品 自家栽培野菜を使用したお土産品の開発及び拡売

岩手県 リビングハウスこんの 高齢者への買物利便性の向上による販売促進事業

岩手県 酒処　幸酔 年配客及び女性客に配慮した安全と癒しを提供する店舗改修

岩手県 アポルテ 店舗が綺麗になる事での来店客増加で売上が上がる改装工事

岩手県 前川民宿 漁師民宿の土産品販売商品化と高齢者も安心利用可能な施設構築

岩手県 あんでるせん 来訪者向けの商品開発による販路展開改善事業

岩手県 レディス山形屋 来街者増加によるプロモーション事業

岩手県 株式会社多田旅館 新宿泊プランの提案と手作りチラシによる新規顧客獲得事業

岩手県 株式会社丸光製麺　一関工場 「海の幸」と、「山の幸」を融合した、新たな麺類の商品パッケージの開発

岩手県 山﨑音楽教室 幸せと喜びの音楽コンサート

岩手県 リカーショップコンノ 「ノンアルコールカクテル（ジュース）の提案から新規顧客の開拓」

岩手県 小山太鼓店 新規顧客開拓のためのホームページ作成とパンフレットの作成及び配布事業

岩手県 リゾート美容室髪髪 顧客の高齢化対策による疎遠客・新規客の拡大

岩手県 健やか堂 魅力的なリハビリ＆リラクゼーションサロンの経営向上戦略

岩手県 美容室結女 店舗の外観デザイン・カラー工事による新規顧客獲得・売上増加　既存顧客離れへの対応

宮城県 株式会社星商事 中古ならびに新古タイヤの広域販売展開ならびに保管メンテナンス機能の整備

宮城県 地球の恵 手作り無添加化粧品の開発とブランディング推進事業

宮城県 有限会社レストラン・リャン 宴会需要の増加と新規客開拓に向けた、店舗改造とブログによる情報発信

宮城県 株式会社シャークス 「オンリーワンの気仙沼産鮫革バック等商品開発と販売」

宮城県 株式会社シーフーズあかま 効果的な販促ツールの作成（同梱物、アンケート、レシピ集やＰＯＰ，）

宮城県 株式会社魚福 観光客向けに贈答にも活用できる新たな商品・パッケージを開発し、販売を飛躍的にアップする事業

宮城県 フェニックスネットワーク株式会社 自社開発製品の構内ＰＨＳ通報装置カタログと製品紹介ビデオの制作

宮城県 有限会社梅花堂 新工場・新店舗稼働に向けた梅花堂復興ブランディング構築事業

宮城県 株式会社パリンカ 健康志向メニューの開発と幅広い客層への来店促進の取組み

宮城県 小野寺商店 『気仙沼　海ごはん　さんまふりかけ』の新商品開発及び販路拡大

宮城県 株式会社キムラ 子供用・新生児用印鑑”ｍｙ ｆｉｒｓｔ ｉｎｋａｎ”の新商品開発と販売促進による業績向上

宮城県 小野繁鉄工所 お客様と共に創り上げる！オーダーメイド特殊鉄工品の提供

宮城県 イル・デスティーノ シニア世代に優しい店づくり



事業名事業者名都道府県

宮城県 株式会社畠茂商店 「高精度軌道ゲージ」の販売促進

宮城県 有限会社玉野化粧品店 超音波フェイスエステを中心とした「化粧品専門店」の告知と販路拡大

秋田県 洋菓子工房パパ・パティシエ 地元食材と野菜使用の『食育スイーツ』で子育てママの市場開拓

秋田県 株式会社大門電機商会 水銀に関するコンプライアンス対応を支援する　照明器具提案

秋田県 株式会社日本木箱 低廉な曲げわっパの開発

秋田県 有限会社モトハシ印舗 正しい印章類のインターネットを利用した販路の拡大

秋田県 株式会社ＫＩＲＡＭＥＫＩ Ａｍａｚｏｎネット販売リピーター率第１位獲得実績のあるオリジナル健康茶の普及拡大

山形県 有限会社原菊造商店 卸売業の既存倉庫を活用した新たな販路の開拓

山形県 有限会社アルセ・エコ開発 花咲きエビ天揚げ器具の試作開発及びネット販売システムの構築

山形県 キッチンマカロニ 店舗改装による団体客へ特化した集客拡大

山形県 ヘアメイクサロン　ピース 高齢者のためのリラクゼーションサービスの出来る訪問美容

山形県 トラットリア　ノンノ シニア層をターゲットとした新規メニュー・コース開発

山形県 クックミートマルヤマ 羽黒緬羊の商品パッケージ等トータルデザイン事業

山形県 有限会社門前売店 山形の観光地からの新しい提案「立石寺で有名な山寺から発信する門Ｃａｆｅ事業」

山形県 庄内ざっこ ワインセラー設置による販路拡大

山形県 京都鉄板焼　よしちゃん 山形に居ながら京都を味わえる鉄板焼店のテイクアウト販売促進化

山形県 株式会社　オンザウェイ 当社２店舗のブランド化・外観統一でのリニューアルによる集客向上事業

山形県 株式会社善べえ
駐車場整備による親子連れ、ママ友会、女子会、年配客等の顧客拡大　駐車場整備による顧客と地
域に密着したお店づくり

山形県 花の店ジョアン 看板設置による店舗の認知度ＵＰおよび店内の配置替え

山形県 有限会社エクストリーム ポリモセンサーユニット試作

山形県 有限会社ビックエフ商会 オリジナル手作りジェラートのブランド化による販路拡大

山形県 つけ麺道　癒庵 つけ麺のネット販売専用ホームページ作成による販路拡大（「自宅ｄｅつけ麺道」プロジェクト）

山形県 やさいろ 若手農家・野菜ソムリエコラボ！地元農産物を生かしたお菓子の開発と首都圏での出張販売事業

山形県 株式会社　ｔｒｅｅ　（ツリー） 障害者のための災害対策用“コミュニケーション絵本”試作開発事業

山形県 有限会社サンエー 鉄道グッズ『新幹線座席生地リサイクル新製品のショースペース』の新設

山形県 エムワイフーズ株式会社 甘酒の新製品の開発と広告宣伝及びネット販売の構築

山形県 株式会社美善 安全に粉剤農薬が撒ける「オラクル散布機」の開発

山形県 株式会社四釜サッシセンター ２０１５　新築．リフォーム住宅フェア大展示即売．商談会の実施

山形県 有限会社二ツ橋商店 空調機器のメンテナンス・クリーニング及び設置工事事業の積極的展開

山形県 夢蔵 高齢者コミュニティー「惣菜・漬物カフェ」の創設

山形県 有限会社萬寿屋 山形県置賜地方郷土食　秘密の食べ物？「みそ餅」の販売促進、売り上げ増加に伴う雇用増加事業

山形県 有限会社とがしスポーツ 株式会社モンベルと地域のＮＰＯと共同した勉強会を通じた新規販路開拓

福島県 株式会社大亀楼 福島の老舗うなぎ蒲焼商品の真空パック販売による売り上げ拡大と販路拡大

福島県 サイバーマジック 健康志向の　「“会津野菜麺” 販売促進事業」

福島県 有限会社赤羽商事 会津初！白虎隊衣装レンタル事業と新食事メニュー開発

福島県 合資会社相馬堂時計店 集客力を高めるための店舗改装と販促イベントによる新規顧客開拓

福島県 ミリオン
イベント（歌謡ショー）開催に伴う販路開拓・拡大及び来店者の収容人員拡大を目的とした円卓テー
ブルの購入事業

福島県 欧風キッチン　ｖｅｇｅ＆ｓｗｅｅｔｓ 福島県産フルーツのスウィーツバイキングの実施とＰＲ

福島県 合同会社栄光マンツーマン学院 田舎だからこそ個別指導で伸びる！会津全域の高校生の夢を支援

福島県 株式会社伝匠 広告宣伝強化及びメンテナンス事業導入による販路拡大と顧客確保

福島県 ヘア＋スパ　バナナフィッシュ 髪へ結ぶ増毛メニューのＰＲ強化と増毛による新規客集客事業



事業名事業者名都道府県

福島県 こまつ果樹園 国産ドライフルーツの通信販売システムの再構築と宣伝広告。

福島県 えの整骨院 新規顧客の獲得と震災で疲れた体と心を癒して頂くための告知事業

福島県 川部自然農園 いわきの自然卵を使用した、新商品の開発と販路開拓のためのＰＲ事業

福島県 ヨシハラ商会 自転車の本来の楽しさを伝えていく。街の自転車店、プロショップ化事業

福島県 ｂｕｏｎｏ　伊太利亜 後継者目線で見た、集客力強化と売上増大を目指した店舗改修

福島県 有限会社イデアコーポレーション 顧客満足向上・新規顧客獲得のための店舗改装事業

福島県 有限会社大善屋呉服店 「新商品開発による提案と世代ニーズを意識した雇用対策」

福島県 有限会社クリエイト 新規販路拡大・婚礼受注システムの構築

福島県 ぬりどころヒロ 会津漆器「職人によるブランドづくり・販路開拓」事業

福島県 レストラン　ポプラ 店舗改装による癒しの空間と集客強化

福島県 海楽亭 干物販売による販路開拓・拡大を目的とした保存機器類等の設置

福島県 有限会社マルミ屋
日本一おいしいお酒が飲める郷会津の地酒専門店への転換と魅力ある売り場作り及び顧客囲い込
み

福島県 ラ・サンテ ヨガレッスン効果を高めるための用具導入

福島県 福島補聴器 補聴器特性試験装置の設置

福島県 株式会社星写真舘 プロの技術で思い出を形に！！高品質出張撮影による顧客拡大

福島県 株式会社でんきや　店名アトム南相馬店 当店独自の工事施工方法を図解した当店独自のパンフレットの作成

福島県 有限会社ヤマザキショップ仲町店 一人、二人用の少人数用おかず、カット野菜・果物開発販売事業

福島県 いわき中小企業労務協会 ①法令等個別相談会の開催　②経営・労務管理セミナーの開催　③助成金等説明会

福島県 有限会社Ｍ．Ｄ．とみやま 「ＭＤとみやま」オリジナルレジ袋による新規顧客獲得事業

福島県 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 浄水デモンストレーションができる体験型店舗

福島県 株式会社渋木茶舗 新感覚３色おにぎり「お茶で握っ茶」新商品開発事業

福島県 岡部板金工業 ＨＰによる雨樋掃除・屋根診断を用いた受注システムの構築

福島県 株式会社ｎｏｂｕ． 若者やカーマニア向けカーボディラッピングデモカーによる販売促進事業

福島県 株式会社アィ・シー・エス 完全サポート付きレンタルパックのサイネージシステム販路拡大

福島県 有限会社ニューキムラヤ 福島銘菓　栗本陣のパッケージの改良と販路開拓

福島県 野村不動産有限会社 森林公園内カフェでの新メニュー提供及び自家農園加工土産品販売

福島県 さかい商事株式会社 小・中動物向け忌避剤のカタログ・ネット販売拡充事業

福島県 株式会社中郷屋 ご当地米で作る抹茶入り玄米茶のティーバッグ作成

福島県 居酒屋北海 「居酒屋」から「居食屋」へのイメージ転換！女性顧客開拓事業
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