
採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岩手県
創作ジュエリー工房　ＳＩＬＶＥＲ　ＡＲＴ　Ｋ
ＡＯＲＩ

－ 自社サイトとネットショップ立ち上げによる販路開拓事業

岩手県 株式会社菓団 3400001009716 約４５年に一度の大規模な市場を使った宣伝活動

岩手県 ＡＩビジネス －
当社の会社案内作成及びホーム頁作成、並びに１０人の女性講師夢プロジェク
トの広報

岩手県 株式会社浄法寺漆産業 1400001009131 簡易漆精製機導入による漆製品製造の効率化と販路開拓

岩手県 株式会社田口写真機店 7400001000951 Ｗｅｂを使った情報提供の強化及び継続性のある顧客との関係作り

岩手県 リペアＫ － 広告チラシ作成による営業力向上と営業目標の達成

岩手県 有限会社中神工務店 7400002009579 ホームページとフリーペーパーを利用した個人顧客への宣伝活動

岩手県 ＳＯＦＴＤＯＩＮＧ株式会社 9400001012763 建設業向け業務支援サービスシステム

岩手県 有限会社工藤ガラス 3400002010912 「住まいのまるごと相談室」への見込み客動員による売上拡大

岩手県 エムエルプランニング － 介護タクシー事業の広報活動による新規ご利用者開拓。

岩手県
盛岡ブラジリアン柔術アカデミー草柔会
岩手

－ 当アカデミーの魅力を最大限に伝えるリアルとネットの広報活動

岩手県 株式会社マイクロ岩手 6400001002024 インターネット受注システムによる売上拡大！

岩手県 みししっぴ饂飩 － 新たな顧客獲得・売上を伸ばす効率の良い店舗作り事業

岩手県 フラワーショップ花ことば － フラワーアレンジメント教室と地域コミュニティー空間の提供で売上拡大

岩手県 有限会社カーセンター丸正 7400002010553 来店機会の増加と商品確保に対応した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 2400001006937 新規女性顧客対策により、売上向上をねらうプロモーション事業

岩手県 アンミュゲ － カフェ営業を行うことで売り上げを大幅に増加させる事業

岩手県 とばりゴルフ － 最適なカスタムクラブの提案による売上拡大

岩手県 有限会社阿部製材所 8400602000036 木工品、木工教室を通した生活リフォーム「木プラス」

岩手県 アトリエ　北の花籠 － ブライダル用プリザーブドフラワーに関する販売促進事業

岩手県 焼鳥屋まるみ － 銘酒の品揃え拡充による新規顧客の獲得で売上アップ

岩手県 リエゾン － 共同配送システムの構築による買い物弱者への配達事業

岩手県 株式会社クラフトワーク 3400001009872 自社の強みを可視化するための実証実験とＰＲ資料の作成

岩手県 有限会社九戸印刷 9400002012829 ＡＲ（拡張現実）機能付き印刷の強化で売上アップ

岩手県 ＡｒｔＥｒｉｙ’ｓ － ペット業界へのアプローチと初めてのＡｒｔ　Ｅｒｉｙ’ｓ絵画展

岩手県 株式会社ハートブリッジ 1400001008678 三陸ご当地グルメ（アイスクリーム）開発　展開事業

岩手県 有限会社戸田家具店 2400002008313 カーテン専門店が、新店舗で新分野の家具に取り組む際の販路開拓

岩手県 株式会社こがね 8400601000788 ラーメン店でのテイクアウト、温泉施設売店での販売強化

岩手県 合同会社クルマドーカスタムファクトリー 3400603000279 エンジョイカーライフ！　東北を元気に！

岩手県 有限会社柿澤電器 3400002000780 『電気のお困りごとがある』お宅におじゃまして新たな販路開拓

岩手県 かぢや別館　らまっころ山猫宿 － インバウンド対応の宿泊施設の確立

岩手県 若山スポーツ － スポーツ市場における需要の掘り起こしを図る事業展開と販路拡大

岩手県 ナチュラルログハウスのふうぞ － 受注拡大に向けたログハウスの魅力発信事業

岩手県 ボンボン － 競合店との差別化による売上拡大のための新サービス導入

岩手県 浄土ヶ浜海舟株式会社 3400001008676 有名シェフとのコラボ弁当と仕出しの広告による販路拡大

岩手県 レストランエルミタージュ － 老人会との共催で行うケータリング形式の食事会事業
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岩手県 タムラ酒店 － ホームページ改修と宣伝強化で新規顧客の獲得による売上増大

岩手県 有限会社久慈商店 5400002012808 乳製品の販売強化、配達による売上アップ

岩手県 カフェロケッツ － 店舗のイメージアップとランチ営業の強化による売上の拡大

岩手県 株式会社紬 3402701000623 地頭力アップ！親子向けＤＩＹプログラムの開発・集客強化

岩手県 株式会社興和 7400001007352 『静』から『動』へ営業転換し、企業向け弁当市場の開拓事業

岩手県 有限会社丸和 2400002011845 シェフズ弁当・盛岡シェア拡大に向けたワンコイン弁当の開発

岩手県 アトリエぷらいむ － トータルサービス化に向けた新ヘッドスパ提案を通じた販路開拓

岩手県 有限会社小島製菓 7400002011584 新たな販売先確保に向けた衛生面および作業効率の向上

岩手県 寺前美容室 － 新たな販売促進と新サービス実施による新規顧客獲得

岩手県 株式会社浜千鳥 4400001007322 酒蔵見学会を通じた地域ブランドの浸透による新たな顧客層開拓

岩手県 ホームデンキ － 新たなターゲットに対しての販売促進と集客力向上

岩手県 株式会社川喜 8400001007310 新規販路開拓での売上獲得に向けた営業力強化

岩手県 総合食品　たかむら － 集客のための店舗改修でイメージアップ！売上アップ！

岩手県 有限会社平野クリーニング 6400002008391 新サービスの導入と広告宣伝強化による新規顧客開拓

岩手県 丸友しまか有限会社 1400002010823 新規商品の商品パッケージ、ラベルデザインの改良による売上拡大

岩手県 濱口設備 － 作業の効率を図り、新事業実施による新規顧客開拓

岩手県 釜石ラーメンこんとき － 市内外の新たなターゲットに向けての営業強化事業

岩手県 池端設計事務所 － 真空含浸工法の導入によるＦＲＰ製品の品質向上と高付加価値化

岩手県 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ － 新メニュー「ブライダルエステ」の提案と既存サービスの充実化

岩手県 水野餅店 － 新たな提案販売に向けた工場直売での顧客ニーズ収集と販売強化

岩手県 株式会社ラージック 1400001004958 店舗改装によるグループ客の集客強化による売上増加

岩手県 有限会社お茶の丸山園 3400002011472 日本茶の良さを伝えつつ新たな飲み方提案による新規開拓事業

岩手県 大畑薬店 － お客様の健康サポート提案による新規顧客開拓事業

岩手県 まんなガレージ － 光触媒を用いた新しい清掃サービスの提供による顧客開拓

岩手県 ＫＡＭＡＲＯＱ株式会社 6400001012808 ・新商品「茎わかめのピクルス梅風味」の商品開発と販路開拓

岩手県 藤勇醸造株式会社 6400001007411 生塩糀・しょうゆ糀による糀製品の販売を通じた新規顧客開拓事業

岩手県 ネイルサロン　キャットミント － フットケア、角質ケアによる新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 有限会社ジャストミート 4400002012049 生産性向上と併せた健康にも気遣えるヘルシーお弁当提供

岩手県 釜石観光開発株式会社 3400001007315 『もっとくつろげるロビー』で旅館ライクなホテルに！

岩手県 ひといろ － 仕入れルートの確立と地産地消推進による新規顧客開拓事業

岩手県 沢口製パン － 岩手県産小麦１００％パンによる高付加価値化による販路開拓事業

岩手県 有限会社わたや 5400602000815 一般成人に対する「オステオパシー体験会」を通じた売上拡大

岩手県 ＢＯＯＺＥ － 客にくつろぎを提供する施設の整備及び誘客のための窓を使った広告

岩手県 合資会社金原商店 7400003000628 ７０周年創業祭を通じた新規顧客の獲得と売り上げ拡大

岩手県 株式会社瀬美温泉 8400001006463 首都圏の顧客層向け体験型プランの開発による販売促進

岩手県 株式会社坂庄 9400001006872 向町店舗再開による来客数増と売上増に向けた取組
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岩手県 合資会社　照井呉服店 5400003000803 新規顧客及びリピーター獲得に向けた店舗改善事業

岩手県 オイルケアサロンＶｉｈａｒａ － 宣伝広告の拡大による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 ＲＥＤ　ＣＨＩＬＩ － イートインスペースの設置による客数、売上の拡大

宮城県 株式会社旅日記 9370001018665 高齢者・身障者にやさしい宿泊施設のグループ化とその周知事業

宮城県 小料理　京町 － シニア層や団体客に快適な食の空間を提供する店舗改装事業

宮城県 オーダーメイドジュエリー工房　リパッティ － 「販促リーフレット・自社サイト刷新による顧客拡大事業」

宮城県 ＴｓｕＫｕＲｕつくる － 居抜き仲介事業のリアル広告とセミナーによる成約率向上事業

宮城県 珈琲まめ坊 － あなたの思いに寄り添う、あなたの街の小さな珈琲店の提案事業

宮城県 島の味処　こまつ － 気仙沼大島の自慢の魚介類を新しい提供方法で観光客へ

宮城県 ｈａｉｒ　ｄｒｅｅｓｉｎｇｓａｌｏｎ　ａｏｉｈａｎａ － 女性客を増加させるためのユニセックス化

宮城県 有限会社ザ・ノースポイント 9370802001704 スマートフォンサイトを活用した情報発信による新規顧客獲得事業

宮城県 合同会社トリプルワンアクト 2370603000333 熱中症をぶっとばせ！特産品「藻塩」を使ったかき氷シロップ開発

宮城県 株式会社食むすび 2370001020867 新規客獲得。地場野菜新メニューで歩いてくる餃子女子を増やせ

宮城県 横山鮮魚店 － 販路開拓のための製造スペースの拡充、及び店舗のコミュニティスペース化

宮城県 エピ － マクロビスイーツの新開発とＰＲ戦略強化

宮城県 有限会社ファーム・ソレイユ東北 7370302003145 北限の桃生茶を使用した新発酵茶の開発による若年層への販路開拓

宮城県 藤原進学塾 － 「ボードゲームを活用した学習塾」としての認知度拡大事業

宮城県 有限会社田中畳店 4370302001523 国産イグサ畳表の普及と洋間への畳普及を推進する広告宣伝事業

宮城県 有限会社旅館椿荘 7370502000990 大島の自然を活かした異日常型体験プランの開発による販売促進

宮城県 ｎｏｒｉ・ｎｏ・ｒｉｎｏ － 『殻つき牡蠣』のブランド化による飲食店等への販路開拓事業

宮城県 フローリストクラウン － 元気な笑顔がとびかうフラワーギフトで、新規開拓。

宮城県 株式会社セッショナブル 9370001024572 新オリジナルギターに関する販売プロモーションコンテンツの作成

宮城県 株式会社ケルヒ 9370001023277 指輪をお客様が作る「手作り結婚指輪・体験型サービス」の展開

宮城県 株式会社レーラー 4370001039518 美容機器を中心とした新メニューと健康寝具の開発、販路開拓

宮城県 株式会社シロー＆パートナーズ 6370001025474 集客活動に伴う広告媒体の作成とターゲット層に対する認知度向上

宮城県 株式会社ココステップ 3370001039584 発達障害児童を対象とした児童デイサービスによる販路開拓

宮城県 ベルコルポ － ワインセラー導入による２０～３０代前半ワイン初心者層の開拓

宮城県 株式会社気仙沼波止場 3370501001102 店舗の認知度向上と店舗移転時の顧客拡大策の実施

宮城県 株式会社地球の恵 6370001022892 手作り無添加化粧品の開発・改良と英語版販売促進ツール整備事業

宮城県 鳥ごや　月光 － 「現店舗での販路拡大と海外進出を成功させる持ち帰り商品の開発」

宮城県 Ｄｏｇ＆Ｃａｔ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　ＧＡＬＦＡＲ － 犬猫外科手術の高度化・マイクロバブル導入による新規集客

宮城県 有限会社増友商店 9370602001672 オンラインショップの開設と安全性をＰＲした販路拡大事業

宮城県 ヘアーサロンシュガー － 快適な施術空間作りとヘアケア技術の拡充

宮城県 有限会社青葉テクノソリューションズ 7370002018815 『Ｔａｓｃａｌ　Ｓｅａｔ』（タスカル　シート）の販売促進事業

宮城県 株式会社宮城マイクロブルワリー 3370801000605 夢花まき麦酒醸造所の地ビール（５種類）販路拡大事業

宮城県 田谷前パン　くら － 無添加で素材そのものを生かし何処か懐かしいパンの製造販売
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宮城県 有限会社阿部守商店 3370602000119 業界初。女子力の高い新商品の開発と魚食普及への取り組み

宮城県 有限会社エス・ケー・シー 7370002002422 創業３７年目の伝統、安心・安全、美味しさを伝える露出戦略

宮城県 セブンウインド － 地域密着型牛乳販売店の高齢者、買物弱者向け販路開拓

宮城県 株式会社ハウテック 4370001008662 「ペットとの快適な暮らし」を提案　新型住宅ショールームへの改装

宮城県 有限会社精工堂本店 6370502000604 宝石・金・プラチナ・貴金属など、思い出の品リフォーム販売事業

宮城県 コヤマ菓子店 － 駅を中心とした卸販売で新規販路開拓

宮城県 有限会社丸繁商店 8370502000841 ＷＥＢによる個人客をターゲットとした情報提供と情報収集事業

宮城県 足裏堂 － 快適空間への改装と店舗ＰＲ事業の強化

宮城県 株式会社　Ｐｉｅｃｅ　Ｃｒａｆｔ 1370001039058 販路開拓の為、今秋オープンのモデルハウスの広告を掲載

宮城県 株式会社菊地板金工業 5370601003013 インターネット広告出稿・調査データ活用による屋根工事直受注

宮城県 多々美堂 － 幹線道路からの個人客の集客を狙った看板設置と工場外壁の改装

宮城県 日本総合衛生科学株式会社 4370201003967 環境負荷が低く健康にもよい洗剤で飲食店の経営改革を実現する

宮城県 あすなろ鍼灸整骨院 － 宮城県北部初の「不妊鍼灸」治療への取組のための広告宣伝強化

宮城県 有限会社森昭 6370102002587 工場併設の直売所開設による販路開拓と小売展開

宮城県 株式会社ＫＥＳＥＭＯ　ＭＡＲＩＮＵＳ 1370001031378 観光客向けオリジナルイベントによる販路開拓事業

宮城県 株式会社海の子Ｎｅｔ． 6370601003235 松島湾しおがま浦戸諸島産海産物の全国ＰＲ・ネット販売促進事業

宮城県 ＬＯＡＶＥ － ＳＮＳ、情報雑誌を活用した知名度向上と売上拡大事業

宮城県 株式会社オークジャパン 4370001007383 被災者店舗「オイスタン」支援で海外展開を目指す販路開拓事業

宮城県 株式会社三創 5370001005130 電気自動車乗り比べ体験会開催に伴う、集客方法の改善

宮城県 Ｂａｓｋｅｔ　ｗｏｒｍ － 自閉症児の着脱自立支援用衣服の開発と販路開拓

宮城県 ＳＥＮＤＡＩ柔術アカデミー － 情報収集及びチラシ活用による新規学生会員獲得事業。

宮城県 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ＆ＢｏｄｙＳｐａ６７－１０１ － デザイン看板自販機の制作・設置による新規顧客開拓事業

宮城県 Ｓａｎｍａ　ｍｉａ！！ － さんま型菓子のパッケージ化

宮城県 福助寿司 － 高齢者向け新くつろぎ空間と新会食メニューの創造

宮城県 ドッグステーションＭａｎｄａｒｉｎ　Ｏｒａｎｇｅ － オンリーワンドッグラン整備と愛犬家へアプローチ集客事業

宮城県 ピッツェリアダ・ブリオ － 「おでかけの〆はピッツァで！」プロジェクト

宮城県 マルトヨ食品株式会社 8370501000438 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、ネットを通じた新たな個人客の創造

宮城県 和雑貨・フォトスタジオなごみ － 「和雑貨フォトスタジオなごみ」の雑貨店認知度向上広告宣伝事業

宮城県 パティスリーノア － 新商品化を目指した「満月チョコ」の開発事業

宮城県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＢＯＮＤ － ツヤがなくて悩んでいる女性をターゲットにした新規集客

宮城県 ボアラズ － 高齢者向け弁当、惣菜の移動販売事業～新規顧客の確保と販路拡大～

宮城県
リラクゼーション＆エステ　ジュエル・ボー
テ

－ 女性が心身から健康になる為の既存メニューの強化そのＰＲ事業

山形県 美容室ドルフィン － 薄毛で悩む女性向け育毛サービス事業拡大による販路開拓事業

山形県 有限会社大和屋 3390002013479 商品・サービスの効果的なＰＲ実現で潜在需要喚起と来店機会創出

山形県 金沢屋　山形荘内店 － チラシ配布のエリア拡大・配布数の増加による新規顧客開拓

山形県 洋菓子の工房シェ・ミオ － ・店舗リフォーム、新商品陳列棚導入による店頭の魅力向上
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

山形県 有限会社日向石材 6390002002231
販路開拓ホームページおよびチラシの製作　国産墓石の商品化墓石をメインに
したホーム

山形県 ヘアリゾートハピネス － 完全個室の増築、専属スパニスト雇用による新たな価値の創造事業

山形県 富田スチューデントロッヂ － 地元高校生と『やまがたタルト』を開発する山形みやげ品開発事業

山形県 まぐろ亭いのまた － 店舗改装および広告宣伝による集客力強化事業

山形県 株式会社松風屋 9390001001751 ホームページを開設し認知度の向上による新規顧客開拓

山形県 理容　本間 － ヘアーサロンで行う、リラックスヘッドスパで売上強化事業

山形県 有限会社布施建材工業 4390002002373 自社オリジナル商品のブランディングと情報発信事業

山形県 株式会社大江車体特装 8390001000366 雪害対策を盛り込んだ洋型霊柩車製造の広報事業

山形県 株式会社尾川園 5390001012521 高齢者や家族など３世代が憩えるおやつフードコーナーづくり

山形県 株式会社セト藤 3390001000998 メイドイン山形の逸品サイト構築と首都圏へ販促活動での全国発信

山形県 Ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　ｍｉｚｉｚｉ － 東北初の新サービス”スリングヨガ”の宣伝強化

山形県 石金　金澤石材 － 遺品整理、墓石整理を行うトータルサポート、アドバイス事業

山形県 株式会社トキワ屋 4390001007720 「群言堂」ブランドの世界観構築による顧客増大事業

山形県 有限会社ホロニック 9390002005149 腸もみ事業の広報宣伝による新規顧客獲得

山形県 青文テキスタイル株式会社 5390001010327 ミラノウニカ出展と海外輸出販路拡大事業

山形県 株式会社Ｋａｐｉｌｉ－Ｎａ 2390001014339 ママプリ加盟店とユーザーによる、ママプリ秋祭りイベントの開催

山形県 佐竹物産株式会社 1310001007870 ハード・ソフト面のシェアリング及び一元管理システムの導入

山形県 長沼電気管理事務所 － エネルギー見える化の測定器を活用した省エネ診断による新規顧客の開拓

山形県 株式会社ロッキー 5390001010203 売上拡大の為のＷＥＢショップ改良とＳＮＳによる新規顧客獲得

山形県 株式会社松屋 7390001001794 時短！低価格！「ときめきエステ」徹底ＰＲによる新規顧客獲得

山形県 麺藤田 － 認知度ＵＰと提供速度の向上による新規顧客獲得事業

山形県 尾形米穀店 － 買い物弱者向け宅配事業「こめ宅」からギフト商品への販路拡大

山形県 有限会社布施弥七京染店 1010401124627 海外へ日本の京都西陣帯を美術装飾品に加工し情報発信＆販売！

山形県 ＳＯＢＡカフェ　心那や － ホームページ及びパンフレット作製による広報、通販事業

山形県 Ｒｅｓｔ＆ｉｎ　Ｋ太郎 － 地元食材ピザ開発とＰＲによる店舗・催事・通販の販路拡大

山形県 刺繍工房　蔵 － 個人のお客様を集客する為の広報告知強化事業

山形県 スタジオ八百萬 － チャレンジカフェ向けキッチン工事と広告による新規顧客の開拓

山形県 有限会社新庄東山焼 9390002010702 陶水槽及び陶芸教室のインターネットを使った販路開拓

山形県 丸善住設 － 東北電力との連携によるイベントを活用した顧客固定化事業

山形県 Ａｎｔｉｑｕｅｌ － 総合的広告展開による新エステ販路拡大事業

山形県 有限会社扇や 2390002003745 若年顧客獲得に向けたホームページの改良及び店舗改装

山形県 手打ちそば　港屋 － 顧客の高齢化に適応するための店内改装による顧客囲い込み事業

山形県 有限会社　美容室Ａｏｙａｍａ 8390002000084 頭皮洗浄サービスの空間改善と集中ＰＲによる新規客獲得事業

山形県 ミエル眼鏡店・米沢補聴器センター － 最新測定装置導入で「顧客ニーズに応え得るサービス拡充」の実現

山形県 美翔ほんだ － ホームページＰＲによる着付け教室の通年開催とお馴染みさん作り

山形県 有限会社ヤハタ美研 5390002008080 トータル自然食品店としての店舗改装と体験教室による顧客開拓
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

山形県 金子酒店 － 「来店数増加」「売上拡大」を目指す商品ＰＲ強化と店舗魅力向上

山形県 ｎｉｓｈｉｋａｔａ　ｃｈｉｅｋｏ － 新ビジュアル構築による販路拡大とブランド成長

山形県 Ｙｓ．ｋ　Ｋｉｃｋ　Ｂｏｘｉｎｇ　Ｇｙｍ － 子育て女性限定コース『Ｋｉｃｋ　Ｆｉｔ　Ｆｏｒ　Ｌａｄｙ』新設

山形県 田中魚店 － 下請け受注から個人元請受注への営業革新

山形県 酒肴庵　天六 － じいちゃん、ばあちゃんがゆっくりくつろげ会食できる機会の提供

山形県 有限会社ふとんの竹田 4390002015037 物を売る店から【快眠お助け提案店】への転換

山形県 株式会社緑屋 6390001004609 介護衣料・婦人服専門の移動式販売事業

山形県 丸一薬品有限会社 3390020015046 ピンチをチャンスに！テナント閉店に伴う、本店への集客革命

山形県 株式会社ライフステーション 8390001011462 「売りに行く」営業ではなく「来ていただく」に変化

山形県 株式会社Ｅｓ－Ｏｎｅ 3390001013570 地道な営業活動によるリピート顧客のフォロー・ブランド力向上

山形県 株式会社ロビン 1390001004662 刺繍を使ったオリジナル新商品の製作・販売

山形県 有限会社ファーム・イン・ビレッジ 1390002005734 山形のお米と果物をセットにした新しい商品の開発、県外への販路拡大

山形県 株式会社アイ・タックルハーモニー 3390001014148 利用者増加に向けた「巡り合い」広報事業

山形県 カットランド・アラキ － 理容室での総合的な「男磨き」「女磨き」の開発提供販売促進事業

山形県 有限会社大千醤油店 3390002014948 味噌の容器包装のカップ化による新規顧客の開拓

山形県 割烹　山志ん　今野　雅憲 － 新・侘び寂び膳の開発と近隣寺社仏閣への売りこみ

山形県 レストラン　ジュアン － フレンチシェフが作る地元素材に拘った新しい菓子の開発と販売

山形県 つかさや旅館 － 高齢者、海外旅行者向け食事用テーブル・椅子の導入

山形県 Ｓｕｎ　Ｌｉｐｓ － フラワーアレンジメントのレッスンスペース新設による販促強化

山形県 辻蕎麦 － やまがた発冷凍生蕎麦　ブランド化推進と生産体制の整備

秋田県 合同会社ミーティア 1410003002983 熟成日本酒の輸出に特化した海外試飲会の実施とＷＥＢサイト制作

秋田県 有限会社割烹かめ清 3410002001101 老舗割烹が手掛ける「きりたんぽ鍋」の贈答品化で収益向上目指す

秋田県 ねこ絵本とねこ雑貨の店かぎしっぽ － 猫好きな方への店舗認知度向上のための看板設置及び改装事業

秋田県 有限会社北久ホーム 5410002001207 若年層に向けた「こだわりインテリアと末永く住める家」の提案

秋田県 株式会社ＲＥＡＬＥ　Ｌａｂ 2410001010806 特許取得・無塩梅エキスの認知度向上のためのＰＲ事業

秋田県 北斗製氷株式会社 8410001002319 純氷リバイバル～純氷、氷屋の認知度向上、需要の掘り起こし

秋田県 株式会社秋田テクノデザイン 6410001004226 大学病院と共同研究した自社製品「離床感知センサー」の全国展開

秋田県 株式会社横手市民市場 8410001008935 横手駅西口駅前の日曜朝市出店と夜間照明整備事業

秋田県 株式会社ビリーヴイン 2410001010847 “学び”の地域格差解消へ～動画学習サイト「トモドア」のＰＲ～

秋田県 株式会社こしゃる店篠田宝飾 7410001010561 結婚世代へアピール！「こしゃる店」の魅力を専門雑誌で発信

秋田県 金紋秋田酒造株式会社 3410001007917 スウェーデンの日本酒試飲会の実施と現地語ホームページの作成

秋田県 ｈｅｕｒｅｕｘｈｅｕｒｅ － ペットの総合的なセルフケア法を軸としたＰＲ強化事業

秋田県 株式会社アルテ 6410001003112 伝統工芸に光を！若手職人と使い手を橋渡しする販路開拓事業

秋田県 寿し　鹿野家 －
老舗寿司店による再開発で整備された新たな街での新メニュー展開と販路開
拓

秋田県 ＥＮＥＸ株式会社 8410001008712 農業施設栽培環境の温度等センシング技術の開発・販路開拓

秋田県 有限会社いしとよ 5410002012947 オーガニックブランドで自然派志向のお客様との新たな出会い！
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秋田県 株式会社塚本商店 3410001001746 スマホ向けの情報発信強化で「手作り菓子」のネット顧客を拡大

秋田県 Ａ　ｔｏ　Ｚ　Ｌａｂ － 脳活で認知症予防・介護負担軽減！シニア向け英語教室受講生開拓

秋田県 株式会社アプリトリップ 7410001010413 豊かな健康生活を提供する“自家製オーガニック食品”の開発

秋田県 株式会社　秋田旅行センター 6410001007022 お客様の思い出づくりサポーターの店舗改装

秋田県 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社 1410001002845 高齢者向けリハビリ用木製二輪バイクの開発・販売

秋田県 有限会社花よし 2410002011753 「きりたんぽ」「日本酒」による高齢者・女性取り込み事業

秋田県 Ｓｈｏｅｓ　Ｓｈｏｐ　Ｋｏｍａｔｓｕ － 移動販売車用で婦人靴の販路開拓・認知度ＵＰ事業

秋田県 新栄堂　小田島 － 「大曲の花火」ブランドを活用したおみやげパッケージで売上増加事業

秋田県 おこめのさわた － 「まるごと玄米団子」販売で新たな顧客開拓事業

秋田県 株式会社ＳＥＣＴＩＯＮ 3410001010623 照明看板設置による認知度向上および地域の防犯対策への貢献

秋田県 アトリエアンダンテ － 秋田杉葉を有効活用したオリジナル精油商品の販路拡大事業

秋田県 株式会社若林栄広堂 6410001008953 シルバー世代に特化してファッション・機能性重視のメガネを提案

秋田県 有限会社トップデンキ 2410002013155 ターゲット毎の広告媒体を活用した顧客開拓事業

秋田県 有限会社尾張屋旅館 6410002013696 幅広い客層への販促と受入

秋田県 株式会社むつみフーズ 5410001011099 水耕栽培による「安心・安全野菜」の販路開拓ＰＲ事業

青森県 有限会社野の庵 3420002013921 日本料理と組合せた在来種と伝統製法の「幻の津軽そば」事業

青森県 お墓総合サポートサービス － 檀家と寺院を繋ぐ　福祉施設等への法事等動画中継事業による販路開拓

青森県 有限会社シャロン甘洋堂 5420002015610 青森県・黒石の地から「こだわりお菓子」発信！プロジェクト

青森県 株式会社三福製麺 9420001009956 伝統製法でファン獲得！！　高利益型ネットショップ構築事業

青森県 きこえ工房いとう － 補聴器ときこえの相談会開催

青森県 株式会社ＴＫＳ不動産 2420001013097 空き家の利活用による販路開拓

青森県 さくらアカデミー － 「三本木高校附属中受験専門コース」の立上げによる新規顧客獲得

青森県 美容室フロムハンド － 客単価向上と新規客獲得を図るヘッドスパ個室の設置

青森県 Ｂａｒ　Ｓａｕｄｅ（バール　サウーヂ） － 地域資源である八戸前沖さばを使用した新たなパテレトルト商品の開発事業

青森県 ホンダ車房 － これで安心！タイヤ保管・管理サービスによる信頼度向上事業

青森県 幌加内製麺　青森駅前店 － 『情報発信体制の強化・グローバル化事業』

青森県 有限会社香彩珈琲みな実 7280001005856 いかずきんズ、うみねこハッピー、ゆるキャラ人形焼き試作開発

青森県 ハーベストジャパン － りんご加工品の販路開拓ｉｎ東南アジア

青森県 有限会社ギフトの小笠原 8420002010550 若年世帯等をターゲットにした「贈答文化」啓発による販路開拓

青森県 株式会社百姓堂本舗 6420001013135 ｗｅｂショップ開設による農家が作るこだわりシードルの販路拡大事業

青森県 株式会社なおママ 4420001013599
小麦・卵・乳製品を使用しない食物アレルギー対応ヘルシー洋菓子の販路開拓
強化

青森県 株式会社青森りんごランド 8420001009890 乾燥りんごがプチ贅沢商品に見えるパッケージ制作

青森県 正ちゃん － 高齢者の家事負担軽減！食材のカット販売による販路開拓事業

青森県 株式会社　中川原 9420001007051 集客力を高めるための店舗改装及び当店商品のＰＲ事業

青森県 石田石材店 －
墓石に知識のない若年層等にも易しいＷＥＢサイト・パンフレット制作による認
知度向上

青森県 八戸長生館 － 産後の骨盤矯正等の症状特化型ホームページの制作等による販路開拓
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青森県 有限会社デコール 4420002007848 地域密着　地元高校生と連携した新ご当地八戸お土産品の試作・開発

青森県 ダイニングバーリオグランデ － ダイニングバーリオグランデ新規個人客開拓および販売促進事業

青森県 くすりと健康の天空堂 － 漢方薬店のダイエットで青森県民の健康増進を図るための広報事業

青森県 有限会社ふたば 9420002016984 営業写真館から地域密着参加型写真館へ！スタジオからの集客力強化事業

青森県 ビアン・シュー － あおもり薫る燻製料理提供による誘客・販路拡大事業

青森県 有限会社八戸十全物産 1420002008279 震災復興及び販路開拓を図るための新製品開発事業

青森県 中里ファーム株式会社 6420001014694 贈答用に特化した「青森県産・完熟・金の長いも」ネット通販事業

青森県 レストラン　パザパ － 店内改装で半個室演出！少人数客誘客よる収益改善・販路開拓事業

青森県 有限会社タイヤガーデン十和田 2420002017510 ご自宅出張サービス、どこでも楽々タイヤ交換

青森県 Ｇｕｉｄｅ　Ｎａｔｕｒｅｓ　Ｔｉｍｅ － ガイド専門業者としての周知活動及び県内観光推進貢献事業

青森県 ＳＷＡＧ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 炭酸でヘア＆スカルプケア、マッコ付きチラシで集客ＵＰ

青森県 はんこの店タジマ － 『ウェアプリント・オーダーグッズのフライヤー配布』

青森県 八戸のおつかい屋晴々 － シングルマザーや高齢者等の生活弱者向け便利屋業の販路開拓

福島県 有限会社プラスワン 7380002011959 宅配サービス周知による新規顧客獲得事業

福島県 ＡＲＴＹ－ＦＡＲＴＹ － 頭皮カウンセリング及びヘッドスパ新規メニューによる販路開拓

福島県 パナックス － 地域資源会津オタネニンジン果肉入り化粧石鹸の試作開発事業

福島県 ジェンヌ美容室 － 町の元気は女性から！子育て世帯の綺麗なママ美容サポート

福島県 有限会社ノーススウェルジャパン 7380002025380 ホームページ開設（リニューアル）による新規顧客の開拓

福島県 有限会社長谷川豆富店 3380002032777 会津産大豆を使った“地産地消”を売り出す老舗豆腐店の新たな販路開拓事業

福島県 株式会社タカマツ 7380001005755 Ｒｕｎ＆Ｗａｌｋイベントによる靴購入層の拡大事業

福島県 株式会社長門屋本店 8380001018683 異業種コラボレーションによる新商品開発と、新市場開拓事業

福島県 美容室ＰＡＯ － 店内改装による作業効率向上と新規・休眠客の獲得事業

福島県 株式会社マイクロアーツ 1380001018044 関西地区製造業を対象とした展示会出展による販路開拓

福島県 有限会社潤澤 2380002026961 新しい健康配慮型冷暖房体感による売上単価増加事業

福島県 會ベーグル － ベーグル専門店の知名度アップと販路拡大

福島県 山中煎餅本舗 － 会津伝統の小法師型せんべい新商品開発と実演が見える店作り

福島県 カズ・グラントヘアー － 顧客管理システム導入により機会損失回避及び新規顧客展開とＰＲ

福島県 ヘアーサロンすずき － 若年層、中年層のワンコインメニューによる客数増大、客単価の向上実現

福島県 株式会社いわきチョコレート 5380001014650 復興自立・域外新規マーケット獲得に向けた自社通販サイトの新設

福島県 Ｎｅｕｔｒｅ　ｈａｉｒ － 衣服を含めた美容トータルアドバイス販路開拓事業

福島県 有限会社鶴井筒 4380002032462 集客力を強化するためのリーフレットの作成

福島県 理容なべさん － 顧客ターゲット別サービス提案による客数・客単価の向上

福島県 カフェ・ショコラティ合同会社 1380003003333 新規受講生の獲得と新商品（焼菓子）の販路開拓

福島県 株式会社エル・ダイニング 5380001021399 お店で人気メニューのテイクアウト販売用にパッケージデザイン

福島県 有限会社いわき卓球 6011102001342 卓球強化選手育成のために厨房設備とトイレ設置で合宿施設を整備

福島県 ヘアーサロンモントレゾール － スタッフもママ・お客様もママ・みんな子連れ託児所付安心サロン
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採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福島県 武藤畳店 － 顧客ニーズに対応した『ヘリ無し畳』生産効率化とその周知

福島県 有限会社大内豆腐店 9380002008292 「直売の強化」による売上向上の実現

福島県 株式会社ハートエンタープライズ 8380001019382 顧客満足度、認知度向上による会員数増強化

福島県 ガロア数学工房 － 医学部合格者数ＵＰと他塾には無い記述式センター試験対策＆準備

福島県 有限会社ゴーショーカンパニー 7380002009160 ジュエリーの基礎知識と「喜び」の啓蒙による顧客開拓

福島県 有限会社葵 1380002000050 他店には真似のできない器具の充実さと一歩先行くサービス

福島県 つくし教室 － ホームページを使った新規生徒募集事業

福島県 有限会社まゆみ 7380002020233 通信施設充実・告知による宿泊数増加事業

福島県 株式会社ヨネクラ 2380001011436 メガネと補聴器の専門家派遣で、新しい発見快適な変身へ提案事業

福島県 モバイルワークス － 健康オイルギフトによる新規顧客の開拓事業

福島県 ファーストヘルステック株式会社 6010701025215 足と靴の健康についての専門ショップ基盤構築

福島県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　和音 － 接客ルームの個室化、心に響く見せ方での単価・リピート率増加

福島県 牛乳屋食堂 － スマートフォン対応ホームページ制作及び売店の改装

福島県 有限会社豊漁 7380002028895 新規「ルアー専用釣り船」運航の為の船舶設備更新

福島県 ＦＵＫＵＫＡＮプロジェクト － 新製品開発とチラシ・パンフレットによる新規顧客獲得事業

福島県 浜通り社会保険労務士事務所 － 小規模事業者への社労士サービス周知による新規顧客獲得

福島県 株式会社マイトクジ 5130001041827 自社ホームページ作成による新規顧客獲得

福島県 株式会社　福島天香園 6030001077228 販路拡大のチラシ作戦及び集客強化・参考図書の売上向上事業

福島県 株式会社トミタ 5380001001062 「着物は日本人のパスポート　きもの新市場創造事業」

福島県 メイク・ワンズ － 「貴方だけの大切な一台を」をキャッチフレーズに新規顧客を獲得

福島県 Ｗｅｌｌ － 新規拡大、宣伝広告における差別化と失客防止のための設備増設

福島県 本田屋本店有限会社 6011501021222 地域資源のリブランド化による販売事業

福島県 冨喜屋商事株式会社 9380001017798 入店しやすい店舗つくりのための店舗改装

福島県 株式会社舞酒 4380002033106 高齢者やファミリー層等の新規顧客層開拓のための店舗改装

福島県 湯の宿アウザ猪苗代１２３ － 施設の認知拡大および予約獲得とサービス向上

福島県 ＫＡＺＵそろばん教室 － 幼児教育ができる体制のさらなる構築と幼児教育をＰＲする事業

福島県 株式会社福西惣兵衛商店 5380001017802 ＷＥＢを活用した会津塗のエンドユーザー向け販路拡大事業

福島県 有限会社味乃桃の井 9380002000183 お客様と従業員の環境を整える事業

福島県 有限会社なりた家 4380002002589 看板の高位置設置による国道からの集客力強化事業

福島県 株式会社陽風水 3380001003515 川俣シャモと地域貢献を考えた集客力強化事業

福島県 リブリード － プロ用デジタル一眼レフ導入による印刷物需要開拓

福島県 合同会社　生活支援センター・三宝 9380003002204 居心地の良さを追求した店内のアメニティ向上と来店促進事業

福島県 ネーム西山 －
総合マーキング業に向けた事業領域の拡大と直販体制の構築による収益性の
向上

福島県 有限会社旅舘小滝 4380002003975 高座椅子とテーブルの設置にともなう高齢者等への快適さの提供。

福島県 Ｓｕｎｎｙ　Ｓｍｉｌｅ（サニースマイル） － 『お家でＩＴ健康診断』サービス開始！　新規顧客獲得事業

福島県 株式会社しらかわ米穀 3320001021806 「はなまる米」販売による付加価値づくりと利益率向上事業
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福島県 美容室ばんびーの － 新規顧客獲得のための「体の中から綺麗になる美容室」づくり

福島県 有限会社芳登里 1380002033083 店舗誘導サイン設置と宴会パック商品開発による集客力向上

福島県 食楽研究所よしなり － 製粉機導入とホームページリニューアルによる新規顧客獲得事業

福島県 株式会社ＫＦＳライフ設計 9380001026147 ＨＰ立ち上げによる新規販路開拓事業

福島県 株式会社こうみ家 9380001021981 夜の集客を増やす為の看板設置による集客力強化事業。
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