
採択事業者リスト

青森県 株式会社　天の川 ベリーの販売における管理・保存体制の構築と販売戦略

青森県 足立絹織株式会社 館内の禁煙化に伴う内装工事、及び喫煙コーナー設置工事

青森県 株式会社マルマツ 高齢者にやさしい店づくり（バリアフリーの丸ごと老人天国）

青森県 ナギサカフェ 外国人に特化した県産食資源ＰＲのための広報物の作成

青森県 配食のふれ愛　八戸売市店 高齢者向け弁当の配送エリアの拡大・惣菜や食材の店舗販売

青森県 株式会社エデュクリエーション
高校生対象のテレビ会議システムを利用した「学習塾授業システムの構築とＰ
Ｒ

青森県 未来環境開発有限会社 営業マンなしで住宅を販売するパンフレットの制作

青森県 福士豆腐店 新商品「豆腐いかメンチ」の販路開拓及び緑黄食野菜豆腐の商品開発

青森県 むつドライブイン 下北発！大湊海軍コロッケ＆鳥くんからあげ販路開拓事業

岩手県 こうや呉服店 新規顧客獲得とリピート化のためのプロモーション事業

岩手県 おばちゃん 女性客・女性グループの集客強化による売上増加事業

岩手県 ＣｒｏｉｓＳａｌｏｎＳＡＫＵＲＡ 顧客の高リピート化実現への空間づくりとプロモーション事業

岩手県 日本美容室出版岩手 見込み客獲得から契約成立に向けてのプロモーション事業

岩手県 株式会社あっとホーム 住宅業界の新しい販売モデルとなる、事務所兼展示場での販売促進

岩手県 ＨＯＴＯＲＩほとり企画 ホームページ改善によるイベント部門の拡充

岩手県 ＬＵＣＹ リラクゼーションの向上とｗｅｂと広告のスタイル＆メニュー撮影プロモーション

岩手県 株式会社クロス・クローバー・ジャパン ｎｅｋｏｚｕｋｉブランドと商品力の強化

岩手県 美容室ｃｈｉｎｏｎ 抗癌治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身共にサポートする

岩手県 有限会社寿し廣 トイレの改修と座敷設備の購入で新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 Ｔｒｕｅ　Ｈｅａｒｔ インターネットで新規顧客獲得＆来店数ＵＰプロモーション事業

岩手県 釜石観光開発株式会社 地元の工事事業者に認知度を上げ新規顧客の集客

岩手県 釜石どうぶつ病院 「しつけ教室」の実施とリニューアル＆１０周年記念イベント開催

岩手県 ハウスセレモニー株式会社 自宅に居るような通夜場の環境整備と雇用によるサービス向上

岩手県 前川民宿 復旧・復興ステージと環境変化に対応した顧客受入体制整備事業

岩手県 ダイアナｃｈｉｚ 立地移転による売上改善事業

岩手県 沢口製パン 環境変化に対応した新ターゲット発掘による販路開拓事業

岩手県 フジサワ 専用軽印刷機の導入で多種多様な用紙に印刷し収益改善

岩手県 有限会社小島製菓 新規来店者獲得に向けた新サービスの展開と店舗再構築事業

岩手県 チャレンジＳＴ 幼児コースの新設と特別講習による柔軟性と体幹づくり

岩手県 エスエスファクトリー ＴＩＧ溶接機導入による技術力アピール、工賃売上の向上

岩手県 創作農家レストランこすもす 団体客の受入れ強化による収益改善及び人事組織強化

岩手県 有限会社千田商事 厳選健康志向の自社カタログチラシ作成による商品提案事業

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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岩手県 有限会社菊鶴商店 新工場復旧に向けた販路開拓事業

岩手県 有限会社翁堂 店内外での販売力強化と集客力を高める店舗構築事業

岩手県 有限会社東電 フルハイビジョンを取り入れたブライダル撮影事業

岩手県 株式会社釜石旅行センター 来店しやすく快適で居心地の良い店舗の提供

岩手県 まつ本 新巻鮭「並塩仕立て」の復活とお歳暮に向けた取り組み事業

岩手県 フードパック株式会社 売上向上のためのプロモーション事業

岩手県 株式会社花輪橋自動車教習所 新規顧客対策により、売上向上をねらうプロモーション事業

岩手県 有限会社藤田屋 新商品提供と試食による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 和Ｌａ伊
ご来店お客様に「いごこち良い」店舗を提供し、回転率とリピート率の向上をま
い進する

岩手県 ヤマザキマリン株式会社 新店舗ＯＰＥＮによる新規顧客の獲得と、来店顧客アップ事業

岩手県 有限会社川原田商店 パッケージ刷新での宣伝、商談での売上向上。

岩手県 さとう衣料店 魅力ある店舗作りのためのディスプレイ改装と売上アップ作戦事業

岩手県 ＨｏｌｉｓｔｉｃＢｅａｕｔｙ　ｙｏｇａ＆ａｒｏｍａ　Ｋａｚｕ 新感覚ヨガの導入と、スタジオ改修で集客アップ事業

岩手県 きものサロン初恵 店内バリアフリー化による、高齢者集客力アップ事業

岩手県 有限会社カーセンター丸正 来店機会と来店頻度の増加に対応したプロモーション事業

岩手県 有限会社　リフレミヤコ 新サービスによる新規顧客の獲得及び売上の向上

岩手県 株式会社美黒 美黒の黒にんにく　発売促進事業

岩手県 株式会社三陸海風 自社ホームページの制作・ネット販売システムの導入

岩手県 有限会社坂兼商店 最新の機械を導入し作業効率と商品ロス率を改善

岩手県 有限会社エコー機器販売 除雪機夏季お預かりサービスのＰＲ事業

岩手県 株式会社　かんな 花巻の特産品を使った洋菓子２点の開発

岩手県 有限会社　菊昭旅館 景観対策とビオトーブ施設による集客事業

岩手県 ＰＩＣＫ＆ＲＯＬＬ　（ピックアンドロール） 宣伝ＰＲ強化並びに世代ニーズに対応した新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社　阿部製材所 個人向けリフォームダイレクト「Ｋｉｄｕｋａｉリノベーション」事業

岩手県 プロショップまいど屋 買い物弱者の要望に応える販売車両の購入

岩手県 有限会社　マイエッチツオー 新メニューの開発とＰＲ＆イメージアップによる新規顧客の獲得

岩手県 有限会社天悠舎 「同級生の絆」翌朝仕上げの記念誌作成サービス

岩手県 株式会社プロフィット ネット広告で集客、ユニバーサルデザイン設備導入でメニュー拡充

岩手県 有限会社アルバ 原材料の品質維持によるえごま商品の開発と販売促進

岩手県 フォレスト岩手きたかみ 環境配虜の薪ストーブ・ペレットストーブと薪・ペレットの拡販事業

岩手県 有限会社丸福自動車 ＣＶＴミッションに特化した販路拡大と売上増強

岩手県 焼屋咲十 店外販売と折り込みチラシによる新規顧客の獲得
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岩手県 有限会社タイコウ 三陸産社蠣と海鮮寿司の商品開発及び販路開拓

岩手県 乾燥フルーツｃｏｍｅｃｏｍｅ ラッキーアイテム入り新商品と、野菜チップの商品開発・販路開拓

岩手県 ｏｉｓｅａｕ　ｓｗｅｅｔｓオアゾースイーツ オンリーワンクッキー（新商品開発）

宮城県 シュプリーム 独身の子を持つ親ならびに結婚支援者向けのホームページ開設

宮城県 株式会社Ｄｕｍｐｌｉｎｇ チルド・冷凍の中華饅及び餃子などお持ち帰り・ご贈答品の開発・製造

宮城県 株式会社旅エール
旅エールそよ風ツアー　販路拡大プロジェクト　『旅を通じてホッできる関係を
結びます

宮城県 ＹＥＮＩＳＨＩ 目と舌で楽しむ地産地消にこだわった店づくり

宮城県 株式会社ＣＯＭ消費生活創研 消費者マーケティング調査の地元お客様開拓と、ＰＲ・販売支援

宮城県 Ｈｉｇｈ　Ｆｉｅｌｄ社会保険労務士事務所 クレドからの人事制度構築と個人情報管理体制訴求による販路拡大

宮城県 仙台ソレイユ法律事務所 女性依頼者増加のため離婚男女トラブル解決の専門性をアピール

宮城県 有限会社いわい洋菓子店 看板商品の産生拡大とパッケージ見直しによる販路拡大

宮城県 株式会社Ｃｏｍｒａｄｅ 美容と健康にホルモン。女性向けメニュー開発と発信で働く女性を応援！

宮城県 焼き菓子ｋｏｃｃｉ　ｂｙ　ｓｐｉｃａ ケーキ冷蔵ショーケース等設置の為の増設事業

宮城県 珈琲まめ坊 珈琲を愛する全ての方が珈琲を更に気軽に楽しむことができる事業

宮城県 ホワイトローズ 癒しのスペシャリスト・アロマセラピスト育成事業の宣伝強化

宮城県 株式会社本田土地建物 小規模立体駐車場の生き残り作戦

宮城県 モービルジャパン株式会社 電気トライク「イーグル」販売促進のための認知度アップ事業

宮城県 岩沼屋 古民家風な宴会場の開設

宮城県 株式会社Ｉｖｉｎｉｔｙ ・販促用チラシの作成、配布・移動販売、出張販売

宮城県 株式会社トレウェラ サイトの新設、ホームページの刷新と無料冊子作成による顧客拡大

宮城県 唐揚先輩 中高年・シニア層向け小分け袋の開発及び販売促進

宮城県 有限会社ギフトのキムラ
大崎産のこだわり商品の開発及び都市部への販売。それらに伴う営業機会の
増加

宮城県 日本総合衛生科学株式会社 衛生管理コンサルティングの認知度拡大及び、洗剤等の販路開拓

秋田県 有限会社千秋商事 生きた証を大切にする遺品整理・特殊清掃のＰＲ・販路開拓

秋田県 ニューマーケット株式会社 シンガポールにおける品質確かな秋田米の提供

秋田県 株式会社　管通 日本初シェーブドライアイス洗浄サービスの認知度拡大・新規顧客開拓事業

秋田県 佐藤漆器専門店 雑貨店感覚の漆器専門店を目指した店舗外装・看板リニューアル工事

秋田県 有限会社ボナペティ 保存食としての缶詰・瓶詰洋食メニュー開発と広告宣伝強化

秋田県 東天閣 高齢者層に老舗中華料理店の味を楽しんでもらうための空間づくり

秋田県 理容・美容Ｏｐｅｒａ メンズエステメニューを軸とした販路拡大と新規顧客獲得広報事業

秋田県 かわせみ 居酒屋親父のこだわりランチ提供に伴うカウンター増設

秋田県 キエリーズ オリジナル商品“愛犬用首輪＆リード”の展示会出展
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秋田県 ＨａｉｒＬａｂ．ＭＯＵ ヘッドセラピーによる新メニューの展開

秋田県 株式会社ツバサ 地域産品の翼～あきた農家１００選を持産品サイトで全国展開～

秋田県 ユーロペーパージャパン株式会社 日本初！世界最高レベルの高品質・ローコスト写真用紙の販路開拓

秋田県 カメラの明光堂 「ＷＩＦＩで簡単スマホプリント・フォトブック」による新規顧客獲得事業

秋田県 髪技工房越中谷 ゆったり個室で疲れを癒す“ドライヘッドスパ”導入で新客層獲得

秋田県 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ 新たな市場エリアに限定したダイレクトメールによる介護事業ＰＲ

秋田県 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社 自社製木製品の販路開拓と新商品のマーテケィング事業

秋田県 有限会社クロスリンク 中国内陸部富裕都市への秋田県稲庭うどん・日本酒等の販路開拓

秋田県 旅館平利 季節限定企画とギフト商品開発及び販売促進

秋田県 株式会社横手市民市場 新規小売部門店舗の店舗施設整備と既存中卸店舗の改修事業

秋田県 金紋秋田酒造株式会社
企業及び商品を海外に紹介し、海外との商談のきっかけになる多言語（英語・
仏語）ホー

山形県 有限会社マルコー渋谷建築 高齢世帯向け減築住宅提案、体験型家づくりの提案による受注拡大策

山形県 株式会社ベルホソヤ 山形名物「どんどん焼き」の移動販売業態の開発・販路開拓

山形県 株式会社ミールサービス 特別食とカット野菜の販路開拓・独居老人等への配食サービス

山形県 佐竹物産株式会社 倉庫セキュリティーアップリノベーションによる高級顧客層獲得

山形県 なべくらファーム 自家野菜直売、惣菜・加工品・弁当の販売・販路開拓

山形県 有限会社エス企画 庄内豚の腸詰めの開発販売と伝える！繋がる！ホームページ制作

山形県 株式会社東光の酒蔵 蔵元直営店への業態変更に伴うＷＥＢサイト・ＷＥＢショップ刷新

山形県 味処すずき 女性視点から進める新規顧客獲得の為の店舗改装

山形県 株式会社ゆきんこ 新ニーズ対応の商品開発と首都圏や他地域への雪割納豆の販売拡大

山形県 有限会社羊肉のなみかた 新メニュー作成と新規顧客開拓のためのドリンクコーナー整備

山形県 新保株式会社 “１００％仕入からの脱却！！”オリジナル商品の開発と一貫製作

山形県 ＨａｎａＣｉｎｅｍａ株式会社 映像専門ショールームの設置による映像コンテンツ制作の一般化

山形県 今野醸造
「県外大消費地の購買力のあるターゲットに向けたアプローチによる販路拡
大」

山形県 合資会社山一醤油製造所 団体観光客を受け入れ可能にする為のトイレ施設の新設

山形県 ヘア＆リラクゼ－ション　ＫｏＭａＴｓｕ 駐車場整備による新規お客様の獲得

山形県 有限会社ミヤカワ企画 空き店舗活用型インキュベーション施設の設置

山形県 株式会社中央会館 女子会（女性客）をターゲットにした堀ごたつ式個室への改装

山形県 インテリアサトウ ガラスコーティングサービスの拡充と新規販路開拓

福島県 古山果樹園 競争力のある強いブランディングの構築による販路拡大

福島県 イノシシデザイン株式会社 福島におけるデザイン業のアピール・販路拡大事業

福島県 カレー屋☆流星軒 福島市の地産地消のカレー屋の新規顧客・リピーター獲得事業
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福島県 金券ショップのスマイルチケット 店舗改装による集客力強化事業

福島県 行政書士髙橋法務事務所 「介護業界新規参入総合サービス」の認知度を高める広告事業

福島県 株式会社フーズネット福島 「たっぷりきくらげとホタテ貝柱の食べる健康スープ」の開発事業

福島県 有限会社デザインプラス
建築ギャラリーに併設型カフェによる、心地良い空間と触れ合うショールーム
型広報事業

福島県 株式会社長門屋本店 新自社ブランド創造に伴うパッケージデザイン及び販路拡大事業

福島県 株式会社会津カーセンター 中古輸入車の注文販売と整備サービスのＰＲ事業

福島県 株式会社喜春 「店舗の移転に伴う宣伝活動による集客力アップ」事業

福島県 自然療法オフィスＲＥ　ＳＴＹＬＥ いわき市内で働く３０～４０代女性の新規顧客開拓と地域活性化

福島県 株式会社ｄｒｅａｍＬａｂ ホームページを活用し、情報発信力強化・子育て支援窓口開設

福島県 株式会社大黒屋 「だるま最中」の価値を時代の一歩先へ進めるリニューアル事業

福島県 フラウ株式会社 １，８００通りから選べる！シャツ修理のセミオーダーサービス

福島県 アーティジャングル 「メイド・イン福島」の婦人服の開発・販路開拓・顧客獲得。

福島県 有限会社峰の雪酒造場 世界最古の酒「ミード酒」のラインナップ増強による販路開拓事業

福島県 有限会社蔵見世 歴史ある蔵造り店舗の設備整備による快適空間の創出と集客強化事業

福島県 有限会社若喜商店 「うちの醤油を知ってほしい」ブランド力・ＷＥＢ強化事業

福島県 寺岡畳店 お客様も得する期間限定サービス（割引）事業

福島県 株式会社亀饅 規格外野菜を活用した新商品「野菜生マカロン」の販路開拓

福島県 合資会社　ナチュラルワークス 新サービス「フットケア」提供による稼働率向上及び新規顧客獲得
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