
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

青森県 Ａ・Ｚコーポレーション株式会社 1420001005351 ドローンによる空撮を利用した修繕サービスの提供

青森県 株式会社ワンダーフル 7420001015238 新サービスを周知するＨＰ・チラシ作成と認知される看板の設置

青森県 株式会社日本スマート 9420001013768 “爽やかな、ほんのり甘い香り”りんごの花のアロマ商品開発事業

青森県 斎藤畳内装株式会社 7420001000909 新規顧客獲得の為の販路拡大と当社ＰＲ

青森県 ＣＡＲＮＥＴ － ブランド強化による差別化戦略の推進、および販路・売上増加施策

青森県 合同会社ナチュール青森 8420003001128 新食感！『生プリン』で獲得、新規顧客と販路拡大

青森県 ｍｉｚｕｉｒｏ株式会社 7420001014396 おやさいクレヨン　海外販路開拓事業

青森県 ＨＡＩＲコレクト － 本物志向のおしゃれな男性が求める田舎にはないサロンＰＲ事業

青森県 ブラックガーリックカンパニー － 新商品開発と黒ニンニクのイメージ改革による販路拡大

青森県 有限会社くまばん 4420002013177 本物の技術「車の鍛冶屋」ＰＲ事業

青森県 ＲＡＲＡ　ｈａｉｒ － 水メニューと炭酸メニューによる顧客満足の充実と新規顧客開拓

青森県 有限会社八戸水洗サービス 2420002008286 介護用品で地域貢献　水周り工事業と介護事業の二本柱体制構築

青森県 ＲｏｓｅＲｏｓｅ － 女性の健康向上支援による地域活性化と広報強化による販路開拓

青森県 株式会社景匠エスパシオ 9420001014997
自社の魅力を積極的発信で若年層（３０～４０歳代）のエクステリア需要を開
拓

青森県 手造り料理　田舎 － 八戸郷土料理「八戸めし」の販路開拓と地元観光地のアピール

青森県 株式会社イーエス電気 7420001013555 ターゲットを絞った販路開拓で受注ルート改善と利益率の向上

青森県 我のうどんてんまる － うどん店の天然だし唐揚げ用漬けだれの販路拡大と“だし活”推進

青森県 青い森の福祉タクシー － 要支援・要介護者、身体障がい者・高齢者の買い物支援事業

青森県 カスタネット － インターネット動画番組で発信！地域の魅力と自社の認知を拡大

青森県 株式会社アットティー 7420001015436 ＭＳＷ配置型訪問看護事業の周知による販路開拓

青森県 株式会社池田介護研究所 4420001013896 ゆとり復職と旅行でかなえる　要介護者の健康寿命プラス大作戦

青森県 パソコンじゅく十和田教室 － シニア層の契約者増へ向けての新規講座宣伝事業

青森県 工藤保険事務所 － 若年層の契約を取り込むための新たな広報活動ＩＴ大作戦

青森県 有限会社須藤ヂャイアント商会 6420002015618 輸入車だって国産車並みの時間で整備！目指せパーフェクト町工場

青森県
ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＤＲＡＷ’Ｓ（ヘアースタジオド
ローズ）

－ ～どんな人でもマーメイドに～　新デジタルパーマ導入で販路開拓

青森県 七和工建 － 営業開始！バブル期の分譲地域をターゲットに販路開拓・情報発信事業

岩手県 株式会社ラリマー 3400001013073 販売代理店とポータルサイトを通じた商品提案力の強化事業

岩手県 緑のことのは － ワークショップ参加者と資格取得講座受講生増加で売上アップ

岩手県 小綿商店 － 冬季期間限定スープメニューの開発・販売による売上拡大事業

岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416 こだわり米の積極提案による新規顧客開拓事業

岩手県 有限会社吉田研磨工業 4400002003584 培ったワザと最新技術の融合による販路開拓

岩手県 株式会社よつば不動産 5400001009128 売主専門ホームページ開設による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 有限会社柿澤電器 3400002000780 持ち家世帯をターゲットにしたＬＥＤ照明へのおとりかえ促進事業

岩手県 Ｃｏａｃｈｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ － 民間企業の新規顧客を獲得するためのプロモーション事業

岩手県 株式会社幸呼来Ｊａｐａｎ 2400001008628 伝統工芸技術を活かしたクラフト雑貨商品の販路拡大事業

岩手県 株式会社クロス・クローバー・ジャパン 8400002007318 飼い主の商品体験を通じた販売促進事業

岩手県 和の食じゅあん － 広報宣伝強化による新規顧客開拓と売り上げの拡大

岩手県 創作農家レストランこすもす － 地域ブランド柿の通年ニーズに対応するための新商品生産体制強化

岩手県 あんでるせん － 釜石バーガーの生産体制強化及び新メニュー開発事業
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岩手県 ハウスセレモニー株式会社 1400001008637 通夜場と会食の一貫対応化、利便性向上による新規出店開拓事業

岩手県 合澤薬店 － 新サービスの超音波エステによる若い世代開拓に向けた顧客開拓

岩手県 有限会社金辨商店 7400002011485 無添加・無着色商品の開発による魚食推進、首都圏販路開拓事業

岩手県 釜石石油株式会社 6400001007329 顧客接点を活かしたサービス提案強化による新規顧客開拓事業

岩手県 千丈ヶ滝養魚場 － 新商品の提供と商圏拡大による新規顧客開拓事業

岩手県 前川民宿 － 漁師民宿の漁業体験と前浜海鮮料理による新規顧客獲得事業

岩手県 ミッフィーカフェかまいし － 平日新メニュー投入と店内居心地ＵＰによる地元新規顧客の開拓

岩手県 さこうセレモニー － 小規模葬儀ターゲッティング商圏拡大による新規顧客獲得事業

岩手県 カメラの後藤 － スタジオ撮影メニューの構築による新規顧客開拓事業

岩手県 御白山 － 地もの浜焼き商品開発で生産者直接仕入化と高演出効果で販路開拓

岩手県 沢口製パン － 岩手県産小麦１００％パンの新商品化と作業効率改善で販路開拓

岩手県 田中石材工業 － 顧客開拓につなげる新サービス「お墓なんでも相談ダイヤル」の周知

岩手県 居酒屋わこう － 女性客の獲得に向けた新メニュー開発と新サービスの提案

岩手県 まきば － ちょい飲みメニューの提案と女性・高齢客の不満解消で新規集客

岩手県 株式会社澤本 6400001007361 地元寿司店の丸魚活用商品と新たなオーダーシステムで顧客開拓

岩手県 株式会社オートクラフト 3400001009922 鈑金塗装の周辺サービス強化による新規顧客の集客アップ

岩手県 有限会社翁堂 9400002011467 当店一番商品の改良による新商品化、販路開拓を促進する事業

岩手県 メガネのアネタイ大渡店 － 店頭からの宣伝による新規入店促進顧客化事業

岩手県 後藤林業 － 小規模伐採・刈り払いサービスの新規展開による販路拡大事業

岩手県 麺家たか志 － 「博多・熊本風とんこつラーメン」の売上増に向けた魅力発信事業

岩手県 株式会社デクノボンズ 1400501000829 新規商品開発と既存商品のデザイン変更

岩手県 海老徳 － 観光客を取り込む為の視認性改善・メニュー開発・販売促進事業

岩手県 合同会社藤 4370003001913 携帯電話修理ニーズの域内回収に向けたプロモーション事業

岩手県 ささき理容 － 顔そりサービスの充実と癒し空間づくりによる女性客の集客強化

岩手県 長谷山療術院 － オリジナルアプリとＷＥＢサイト開発による集客拡大事業

岩手県 株式会社ＯＳＫ 1400001010114 会員一人からでも始められる地域に密着した婚活代理店募集事業

岩手県 株式会社惣兵衛 9400001005759 食を通じて心と体を豊かにする新規事業のＷｅｂサイト構築

岩手県 有限会社東北物産 4400002008311 他社にない薄畳・縁ナシ畳の新商品による販路開拓及び売上強化

岩手県 Ｂａｄａｌｏｎｅ　（バダローネ） － ワインリストの強化による新規顧客獲得事業

岩手県 レストランエルミタージュ － バスツアーの団体客のランチ利用の獲得による売り上げ増加事業

岩手県 アンミュゲ － ギフトセットの開発、販売による売り上げ増加事業

岩手県 Ｃａｆｅ　Ｕｎｍａ － 健康食に興味・関心の高い男性就業者への出前弁当

岩手県 有限会社吉田製麺 5400602001086 新ターゲット子育てママへ購買訴求・お子様大好き卵麺レシピ開発

岩手県 有限会社かんのシューズ 7400602000193 オーダーメードインソール部門強化による新規顧客獲得で売上増加

岩手県 つむぎ屋 － ＩＴやマスメディアを活用した広報活動による販路拡大

岩手県 焼肉　奥州うしまる － 『モバイル会員』制導入による顧客サービス拡充で売上アップ

岩手県 たこ焼・たい焼　けんちゃん － 「夏たい焼き」と「クレープ」の相乗効果による新規顧客の開拓

岩手県 有限会社鳥海米穀店 7400602000524 お米を小分けにして鮮度保持のための機械導入で新商品の開発

岩手県 北日本外装株式会社 7400601000921 低層ビルを対象とした外壁調査・点検・補修事業による売上の拡大
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岩手県 有限会社乙女屋 8400602001637 完全オーダー枕とパーソナルオーダーに特化した販路拡大事業

岩手県 有限会社ヨシダ室内装飾 3400602000775 リフォーム事業強化による個人生活者への販路拡大で売上アップ

岩手県 クラムボン　クライミング － 「育成型ジュニアボルダリング教室」の開催による売上拡大

岩手県 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｔ 1400001006574 「ＰＣ、スマホ販売修理店新設」による新規顧客獲得と売上拡大

岩手県 株式会社高与建築 7400001006148 家づくり学院による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 ヘアーアミューズ － 店内改装とＩＴによる新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 振興タイヤ商会 － 機械導入や改装で顧客の獲得や新サービス開始による売上アップ

岩手県 有限会社黄金製麺所 6400002009340 土産品販路拡大のためのパッケージデザイン開発事業

岩手県 ＵＬＴＲＡ　ＨＡＩＲ － お客様に対する「ワンランク上のヘアサロン」を通した売上拡大

岩手県 Ｄｏｇｓａｌｏｎ　ＯＬＬＩＥＭＡＧＩＣ － 販売（フード・商品）スペース充実による売上アップ

岩手県 株式会社ツールボックス 9400001006550 ４０代～６０代の男性に高級セカンドカーを提供し売り上げ拡大

岩手県 かふぇとばー旅する小人 － 店舗改装による団体客・繁忙期の集客力向上による売り上げの増加

岩手県 有限会社木の香の家－木精空間－ 1400002010047 特に地元（岩手内陸）での知名度・認知度を向上による売上アップ

岩手県 ビストロｆｅｌｉｃｅ － 「低カロリー」を活かした高齢者層の集客強化による売上増加

岩手県 ｏｆｆｉｃｅ　ＣＡＤＭＳ － ものづくりの産直「キャドムスショップ」開設による売り上げ拡大

岩手県 ワイデン株式会社 3400001013404 美容面・健康面で活き活きしたい方へのシャイニング製品の拡販

岩手県 壷屋田耕 － ホームページ制作と既存顧客管理によるお客様満足度向上事業

岩手県 田村スポーツ － ユニフォーム等の新マーキング加工プロセスの整備による売上向上

岩手県 有限会社久慈建設 9400002012804 高品質な住宅施工方針の広報・営業活動強化による新規顧客の獲得

宮城県 Ｎｏｚｏｍｉプログラミング＆Ｗｅｂ株式会社 9370001040462 子ども向けプログラミングスクール新設による販路開拓

宮城県 仙台牛焼肉　盛岡手打冷麺　牛々 － 仙台牛焼肉地域一番店ブランド構築による新規顧客拡大事業

宮城県 株式会社食むすび 2370001020867 仙台味噌×仙台野菜による「地産美食」で新規客開拓事業

宮城県 Ｃａｆｅ　ｎｉｊｉｎｅｃｏ － ハンドメイドドーナツカフェ“にじねこ”の販路拡大！大作戦！！

宮城県 長町整体院 － マタニティ整体を中核にした女性中心の新規顧客開拓事業

宮城県 ケービー・テック株式会社 3370001025691 ホームページにて情報発信し、工作機械・金型部品の販路開拓事業。

宮城県 株式会社ジョイント仙台 6370001022579 ＭＲ（医薬品情報担当者）市場向け高級弁当の販路開拓事業

宮城県 株式会社アーク 6370001012497 エンドユーザー向け工事受注のための広報活動と営業体制の強化

宮城県 有限会社庄子石材店 1370002005265 お客様同志のコミュニティ形成機会の提供（湯呑み制作会の開催）

宮城県 合同会社いち福 7370003003279 お客様の開拓と掘起しを目指した定番・季節・お祝い商品ＰＲ作戦

宮城県 カフェくるり － サクラチップスで燻煙した深い味わい本格スモークナッツ販売促進

宮城県 さかえ鍼灸接骨院 － 痛みを解消する鍼灸治療の認知度向上による集客ＵＰ作戦

宮城県 株式会社藤美 1370001014936 ＩＴ活用（ホームページリニューアル）による新規顧客開拓

宮城県 有限会社青葉テクノソリューションズ 7370002018815 自分の腕に自分で装着する、市場で唯一の防水カバーの販促事業

宮城県 オイカワプロダクツ － ハンドバック・小物の新商品開発・ＢｔｏＣ取引への変革

宮城県 スフィアタッチ － 働く女性を応援！オーダーメイドリラクゼーションによる売上拡大

宮城県 株式会社ミラクルパインジャパン 1370001040825 自社ウエブサイトの構築

宮城県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣｏＣｏ． － 新規顧客増加のための複合的な広告戦略と痩身メニューの展開

宮城県 ＫＥＹＡＫＩ　ＣＯＦＦＥＥ － カフェインレスメニューの開発及び広告宣伝

宮城県 炭火焼と南イタリア料理のお店Ｖａｃａｎｚｅ － 小規模団体獲得の為の店舗２階部改装
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宮城県 株式会社Ｓｏｌｆａ 7370001038806 東北Ｎｏ．１　音楽スタジオの認知度向上の為の宣伝広告活動

宮城県 ワールドベイクドチーズケーキ － 店舗前通路のバリアフリー化で末永い顧客リピート率アップ！

宮城県 鳥きっちん　眞心 － 新規顧客を呼び込む看板リニューアルとＩＴ活用等による広報強化

宮城県 イデア・インターナショナル株式会社 8290801017958 グローバル市場向けホームページ　デモ品　広報ツール製作で販路拡大

宮城県 有限会社イチサン 4370002002375 ジャスト・イン・タイムでデザインデコレーションケーキ製造宅配

宮城県 株式会社Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｉｍｅ 8370001039472 アメリカ人女性が運営する英会話スクールの販路拡大事業

宮城県 株式会社ペントハウス 1370001024084 全て国産原料の伊達な伊太利麺のインターネット販売サイトの構築

宮城県 城南コベッツ仙台宮町教室 － 論理的思考や英語などを有機的に学習できるロボット制作教室事業

宮城県 有限会社ダイシュン（焼肉炭小屋） 9370002018805 女子会・シニア会・親子会のできる素敵な焼肉店への大改造事業

宮城県 た　け　整　骨　院 － 高齢者や現役世代の方の健康予防に特化した整骨院の周知事業

宮城県 株式会社Ｈ２アシスト 3370001040666 仙台初！レッドコードによるアスリート育成と脱メタボの販路開拓

宮城県 ｂ．ｍｏｄｅ株式会社 9370003001132 小規模医療機関向け受付予約サービスの販路開拓

宮城県 癒し工房どんぐり － スマホ経由の予約増加に対応したスマホ用ＨＰ制作と広告掲載

宮城県 株式会社オイカワ美装工業 4370001018744 新規顧客獲得に向けたデジタル広告の実施

宮城県 やま登 － 鮪を使った新商品開発と夜間営業強化による販路開拓事業

宮城県 東源物産株式会社 9370601003471 東北各地から中国への食品ネットワーク構築

宮城県 中山せんべい店 － 若年層向け和風菓子「薄切りかりんとう」開発・販路開拓事業

宮城県 株式会社テセラクト 1370601003512 新規事業「Ｖｏｉｃｅ　Ｎｏｈｉｔｏ」企業向けサービス販路開拓事業

宮城県 渡辺果実店 － 新商品開発とお出迎え強化によるイベント商戦販路拡大事業

宮城県 メガ・ブルーバード　利府校 － 英語学習ニーズが変化！ＦＣ脱却！英語スクール転換事業

宮城県 本間商工株式会社 4370601000746 イベントレンタルなら本間商工！レンタル事業拡大販路開拓事業

宮城県 合同会社顔晴れ塩竈 2370603000309 首都圏や海外へ向けた「塩竈の藻塩」の販売力強化事業

宮城県 クレープとラスポテトの店さくら － 地元塩釜の地域資源を活用したご当地商品の開発ならびに販売展開

宮城県 ＢＵＬＡＮ － 商品の販促用のチラシの作成と商品試作品作製費（調達）

宮城県 信和エンジニアリング株式会社 5370301000665 販路拡大の為の営業ツール作成事業（ＨＰ修正・販促パンフ作成）

宮城県 桜塾 － 石巻初の通学・通信型のハイブリッド学習塾講座

宮城県 エピ － 漁船員さんに美味しい焼立てパンを食べてもらいたい～のぉ

宮城県 株式会社亀山荘 6370501000101
魚介類を使った体験型のグループ・ファミリー向け新プラン開発による販路拡
大

宮城県 いりっこすま子 － 住居のおしゃれ空間作りの雑貨提供で女性客確保による新販路開拓

宮城県 田谷前パン　くら － 無添加素材で懐かし味のパンを気仙沼ならどこでも届けるサービス

宮城県 カメラのＯＧＡＴＡ － 家族の一員であるペット等の出張撮影事業

宮城県 有限会社鈴正 4370502000580 幼稚園向けお弁当配達への参入と店頭販売強化による販路拡大

宮城県 なにわのたこよし － 観光客向け新商品コラーゲンフィッシュバーガー開発による販路開拓

宮城県 株式会社気仙沼波止場 3370501001102 三陸の食材を使った新「港のビストロ」シリーズの開発と販売

宮城県 有限会社島田呉服店 2370502000384 「気仙沼水揚げ・お魚ガーゼ手拭い」で新規客・販路を獲得！

宮城県 合名会社寒梅酒造 9370203000058 当蔵認知度向上と販売強化に向けてのウェブサイトリニューアル

宮城県 あろう動物病院 － 大崎地域でも高度獣医療が提供可能な動物病院体制の構築

宮城県 Ｃａｒ　Ｂｕｄｄｙ － 新作業棟開設に伴う車検整備部門の内製化による新規顧客開拓

宮城県 柳屋 － 創業８０年の老舗菓子店によるＩＴを活用した販路開拓事業
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秋田県 シューズトリエ － ＨＰ開設と店内改装により履きやすくオシャレな靴の販売促進

秋田県 優家団株式会社 1410001010377 健康自然建材で建てる「健康住宅」のＰＲと新規顧客獲得事業

秋田県 有限会社山王けやき薬品 8410002001443 秋田からの産声！漢方ケアによる『子宝相談』事業を県内外にＰＲ

秋田県 いしかわ鍼灸整骨院 － 自費施術のＭＴ－Ｍ「筋徒手療法」による新規顧客獲得事業

秋田県 株式会社ＭＡＲＫ　ＳＡＭＹ 9410001010304 顧客管理のシステム化で、全てのお客様をＶＩＰ待遇！

秋田県 有限会社成美商事 3410002000020 「日本酒セラー」の設置等による“こだわり顧客層”の掘り起し

秋田県 株式会社ハートメッセージ 3410001010219 「割り箸書画」の新商品開発と知名度向上事業

秋田県 Ｔｉａｒｅ＊ － 革新的なフェイシャルケアやエクササイズを求める顧客向けの販促

秋田県 株式会社大知 4410001011372 秋田前てんぷら店のインバウンド整備事業

秋田県 株式会社ハッピーエンドデザイン 9410001010948 ブランディング力を提供するためのＨＰを軸とした情報発信事業

秋田県 有限会社ホテル嵯峨 7410002010809 新メニュー「しょっつるｄｅだまこ鍋」で懇親会コースのアピール

秋田県 株式会社あきた総研 9410001011384 コワーキングスペース設置による大学生の就職支援拠点整備事業

秋田県 フジヤ有限会社 1410002004816 ペット市場開拓を狙った自社の強みを最大限に活かすＨＰ刷新事業

秋田県 Ｈ＆Ａ　ＭＯＶＥＭＥＮＴ　Ｓｔｕｄｉｏ － 中高年のための広く安全なダンススタジオのリフォームとＰＲ事業

秋田県 のはらむら － みんなで「つくる」美術展。ワークショップＰＲＯＪＥＣＴ

秋田県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＰＥ’ｚ － 秋田初！ムースデコによる新メニュー展開でトータルビューティを

秋田県 合同会社尚生 1410003002975 障害児の放課後等デイサービス事業～認知度向上による新規顧客獲得～

秋田県 有限会社宮長材木店 9410002010559 老舗材木店が挑戦！「福祉リフォーム業」で攻めの経営に転換

秋田県 ＤａｎｃｅＯｄｙｓｓｅｙＢａｌｌｅｔＡｃａｄｅｍｙ － 宣伝・講習会拡充による新規生徒獲得及び商品開発による収益向上

秋田県 有限会社トップ技研 8410002013629 商談会・展示会を活用し商圏の拡大を図り新規顧客開拓を行う

秋田県 豊川 － 椅子席増設による高齢者への対応と販促活動による新規顧客獲得

秋田県 未来基地株式会社 8410001010180 集客競争をリードする！観光業向け集客力リサーチ・サービス

秋田県 有限会社藤芳自動車鈑金 2410002013188 「見える化」で車体の安全・顧客の安心をお約束！

秋田県 有限会社三浦商店 6410002013218 伝統的ギフト商品「稲庭うどん」のパッケージ一新による販路拡大

秋田県 Ｂｅ　ｌｉｎｋｅｄ － 伴走型支援コンサルタント事業推進のための認知度ＵＰ事業

秋田県 食堂＆Ｃａｆｅ　ＹＡＫＵＺＥＮ － 「テイクアウトメニューの充実による新規顧客の獲得」

秋田県 稲庭うどん　しゅんぞう堂 － お土産・贈答用稲庭干しうどんの新パッケージ開発による販路拡大。

秋田県 株式会社ＥＣＯ－ＫＥＮ 4410001009417 県産ナメコとキクイモを活用した「スマイルケア食」認定への挑戦

秋田県 株式会社花火創造企業 7410001010792 安全で高品質な小型花火玉製造と地域を支えるイベントサポート

山形県 株式会社ウォーターフェニックス 5390001013908 ノベルジャンルゲームソフトをアメリカ市場で販売

山形県 ＴＡＩＬＯＲ　ＵＲＡＹＡＭＡ　＆　ＢＥＬＬＯ － ＷＥＢサイトのリニューアルとファクトリエとの連携

山形県 蔵オビハチ － 団体客獲得の為の厨房スペース拡張化と新メニュー開発

山形県 有限会社蔵王サンハイム 4390002001029 購読量の大きい媒体への広告及びチラシ製作による直販集客強化

山形県 ボナフォルケッタ － イタリア家庭料理の少人数制料理教室

山形県 有限会社門前売店 8390002002725
日本でも有数の観光地山寺からものづくり山形の真髄を発信する門前ｃａｆｅ
事業

山形県 有限会社ホロニック 9390002005149 遊休施設を利用したシェアサロン事業の広報宣伝

山形県 株式会社大江車体特装 8390001000366 ＡＳＥＡＮ圏への進出によるバス型霊柩車普及事業

山形県 有限会社秀鳳酒造場 4390002001276 海外販路の新規開拓・拡大に向けた「山形　地酒蔵」清酒の情報発信力向上

山形県 ハンドレッドベリーズ － 産直施設整備による新鮮果物の販売及び雇用促進
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山形県 理容中央 － ユニセックス理容室への転換と出張エステによる販路拡大

山形県 株式会社祥建設 3350002008053 無垢の木材を見て触れて安心できる家づくりと建築文化の継承

山形県 渡辺ヒーティング株式会社 7390001002371 ショールームの情報センター化による顧客対応および業務の改善

山形県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　いのせんと － 親子写真展開催と家族写真の波及効果を目的とした広報活動

山形県 株式会社Ｗ－ｉｎｇ 5390001013569 加圧トレーニング機器導入による施術効果の充実と広告宣伝

山形県 Ａｎｔｉｑｕｅｌ － 施術内容の多様化とサロンＰＯＳ導入による雇用満足度向上事業

山形県 有限会社オーシーエス 6390002000549 山形県内パソコン教室顧客増強事業

山形県 株式会社峰月堂 1390001001734 冠婚葬祭用の菓子開発・販売強化による新規顧客獲得事業

山形県 株式会社リバティ楽器 9390001007880 ｅラーニングとＳｋｙｐｅによる新たな英語授業サービスの提供

山形県 株式会社サム・コミュニケーションズ 4390001002688 ラジオ番組による「食・農」　６次産業化応援プロジェクト

山形県 サイトウオート － 独自サービスの周知と顧客利便性の向上による新規顧客獲得事業

山形県 株式会社深瀬善兵衛商店 8390001001629 減塩梅干し（新規）の商品化と販売戦略

山形県 有限会社渡辺電気工事 3390002003141 共同連携にて、ブランド構築と販促活動による収益確保

山形県 合同会社セイゴーシステム 9110003003047 農産物売買市場ＷＥＢプラットフォームの開発と運営

山形県 ヘアーズアクア － ヘッドスパ器材購入と集客増の販促活動

山形県 アドオフィスブロードビーンズ － スマホ対応ページ構築とコンテンツページの充実で売上アップ

山形県 ＨＡＮＧＯＵＴ － サロンアプリでの予約システム新設と看板設置等による販路拡大

山形県 有限会社庄内社寺 6390002007453 神代杉（じんだいすぎ）を使った寺院仏閣修繕サービスの拡販事業

山形県 有限会社イケダ楽器 1390002006988 シニア層を軸にした大人をターゲットにした教室ビジネスの拡大

山形県 有限会社チアーズ 8390002008739 ＷＥＢで“声”を商品化、司会で人×街を繋ぐ事業

山形県 有限会社ファニーメイク荘内 1390002007846 酒田市にある和家具及び伝統工芸品の修理サービス拡販事業

山形県 ｈａｉｒ＋ｍａｋｅ　Ｖｏｍｍｅ － 予約しやすく技術も伝わる！選ばれるお店実現のホームページ制作

山形県 株式会社マルエン 3390001013752 輻射熱対策に特化した遮熱シートの商談会出展とネット活用

山形県 株式会社オリーブ 1390001012616 ＬＩＮＥを使用した映像の新規開拓とＷＥＢ事業における販路開拓

山形県 テクノロジー株式会社 8390001013319 新溶接機導入による生産性向上・受注増加・新規顧客獲得

山形県 有限会社ハウル 8390002008895 新たな技術価値提供と自社製品の開発・新規顧客獲得・販路拡大

山形県 くろもりアルファフーズ株式会社 7390001006174 新商品「ごまと納豆」の新規提案

山形県 カメラショップさいひろ － デジタルプリンターによる新サービスと広告強化で売上拡大事業

山形県 株式会社トキワ屋 4390001007720 地元作家の美術品活用とＨＰ改善による新規顧客拡大事業

山形県 Ｐｅａｃｅ株式会社 9390001012781 在宅訪問ヘアカットサービスの販路開拓

山形県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＲＯＳＡ － 美意識・健康意識の高い『大人の女性』の集客ＵＰの為の店舗改装

山形県 ａｍｂｅｒ　ｔｒｕｎｋ － 顧客開拓の為の新サービス掲載パンフレットの製作とＨＰ改良

山形県 ブーランジェ・ジオジオ － 温かみのあるパン屋の店づくり

山形県 羽生田織物株式会社 2390001010057 商談室のショールーム化と看板設置で顧客との商談を密に活発に

山形県 有限会社源兵衛堂 8390002012798 伝統産業とのタイアップで、高級志向にシフトチェンジ！！

山形県 ひだまり整体院 － ホームページ改良で彷徨える患者に救いの手を差し伸べよう

山形県 コスモサロン － 地元でエステ！地元でキレイ！！

山形県 有限会社阿部食品 7390002010720 店頭販売とネット販売の開始により販路開拓と売上アップ

山形県 株式会社森環境技術研究所 3390001008884 インターネット等の各種メディアを利用した新製品の顧客開拓事業
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山形県 有限会社奥山洋酒店 2390002010774 「限定日本酒」の情報発信による売上ＵＰ、顧客増加

山形県 うなぎ割烹　華扇 － 散策＆ウォーキング人口の誘客促進事業

山形県 まるはち酒店 －
リアルとバーチャル双方向から促進する推奨地酒の拡販店頭＆WEB融合で
お客様にぴったりのお酒に出逢える店に

山形県 有限会社金栄堂 8390002015363 選手とスポーツシーンに応じたサングラス仕立て屋ＰＲで販路拡大

山形県 俺たちの株式会社楽街 7390001014094 地場農産品を使用したジェラート開発販売・販路開拓

山形県 貿上醤油店 － 「長生きに効くイモ⇒長井の菊芋」を使った新商品開発と販路拡大

山形県 サイクルメイトスズキ － 作業の効率化と「見える化」によるサービス内容の充実化

山形県 有限会社茂利多屋 4390002005822 イベント向け弁当売上増進のためのＨＰの開設とチラシの配布

福島県 有限会社井上武道具店 2380002000421 商圏地域の集客を狙った看板とＨＰ設置による集客力強化事業

福島県 株式会社ヤマカワドライ 7380001004170 ＩＴを活用した消防防火服クリーニング業務の受注拡大について

福島県 中国四川料理　心 － 家庭でプロの味を手軽に味わえる「麻婆豆腐の元」の開発・販路開拓事業

福島県 株式会社ＩＴＯ　ｔｏｔａｌ　ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ 1380001025362 Ｉｎ　Ｂｏｄｙ（体成分分析装置）を使った新メニューの提供

福島県 株式会社エイタック 1380001000002 日本の建築文化・生活文化の保存と普及事業（塗壁のある暮らし）

福島県 株式会社ニックファンズ 6380001020607
既存店舗と連動した商品のインターネット販売とケータリング受付サイトの構
築

福島県 ＯＢＲＯＳ　ＣＯＦＦＥＥ － 口コミを活用した集客と席数増加によるチャンスロス軽減

福島県 株式会社デハイドレートジャパン 3380003002481 納豆を粉末乾燥した汎用性の高い健康食材の開発と販路開拓事業

福島県 へあーすてーじ － 全てのお客様が快適に利用いただける店舗づくり

福島県 株式会社フ－ズネット福島 9380001009127 生産性向上のための下処理機器の導入と新ホームページの作成

福島県 よろづ屋 － 着物リノベーションと在庫管理システムによる顧客満足度向上

福島県 株式会社エアロ・ピュア 4380001007754 顧客ニーズに適応した環境と人に優しい洗浄剤の効率的販路開拓

福島県 つまみ細工Ｒｉｒａ － ブランドイメージの構築　及び販路開拓

福島県 株式会社幸和 4380001005072 ホームページ、改善による、新規事業拡大

福島県 ワイ・エンジニアリング株式会社 3380001023744 新商品「配管インテリア家具（ブランド名：ｉ－ｉｎａｉ）」の販路開拓

福島県 杉光スマーモ株式会社 3380001024098 自社ブランドの確立における繊維製品（靴下）の販路拡大

福島県 丸栄ふとん店 － 日本遺産認定記念オリジナル商品「開拓タオル」による販路開拓

福島県 トゥインクルスクール － アロマ商品の販売事業立ち上げによる売上と顧客満足度向上

福島県 ｋｉｔｔｙｕｎａ【キッチュナ】 － 国内最大級ファッション展示会への出展による販路開拓事業

福島県 デザインゼロ － ブランディングパッケージサービスを活用した販路拡大事業

福島県 有限会社チェリー日火商会 8380002010613 顧客ニーズに応じた情報提供型ＨＰやチラシ作成による販路拡大

福島県 ＣＡＬＭ － フェイシャルエステの新メニュー販路開拓

福島県 株式会社ＩＫＥＤＡ 1380001019785 ハウスリペア職人が石材メンテ機材の導入で販路開拓・効率アップ

福島県 ＵＰＴＯＲＹ（あぷとりー） － 「音声を活用した人材マッチングサイトの制作・販路開拓」

福島県 会津路菓子処　白虎堂 － 店舗改修によるサービスの向上並びに売上増加計画

福島県 メガネのアイワ － スポーツメガネ・デザインメガネ販路開拓の為のレンズ加工機導入

福島県 合同会社ＣＩＲＣＬＥ　ＬＩＮＥ 7380003003773 メイク専用スペースで他店と差別化し、お客様に優越感を与える！

福島県 和風れすとらん　くいしん坊 － 「五縁十風館」空き室フロア改修による新規顧客開拓事業

福島県 株式会社長門屋本店 8380001017683 店舗改修による顧客満足度アップ及び販路開拓事業

福島県 ＳＵＮＳＥＴ音楽室 － 広報強化とサービスの向上による新規顧客獲得

福島県 株式会社幸房瀧の湯 2380001022895 人気の出始めた販売開発商品の販路開拓事業
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福島県 昭和３０年代村企画株式会社 3010701013222 革新的マーケティングツールを駆使した昭和３０年代村の周知と集客

福島県 めんたるコーチ荒川心理相談室 － コーチング・心理カウンセリングによるメンタルケア付学習塾事業

福島県 株式会社ソーシャルスピーカー 5380001025417 女性や高齢の方などＳＮＳが不得意な人達を対象とした販路開拓

福島県 株式会社いわきチョコレート 5380001014650 新規増するお取り寄せニーズに即した商品企画＆ギフトツール開発

福島県 ＳＯＢＡダイニングさくらい － 小上がり席（堀こたつ式）へ改装工事で新たな客層の獲得

福島県 小林豆富食品 － 風味豊かな地元の味を再現する「小林豆富」販売方法の拡充

福島県 ＭＧ－ＮＥＳＴ － 愛車のメンテナンスをアドバイスする事務所設置で新規顧客獲得

福島県 株式会社カラダスタジオ茎 8380001025100 技術者の経験と科学的根拠を融合した痩身エステ店のブランド化

福島県 有限会社窓花 8380002027715 イメージチェンジで注目度アップ　高品位な店づくり

福島県 託児所キャンディきっず － お母さんの笑顔は子どもの笑顔「待機児童ゼロ」への安心保育ＰＲ

福島県 株式会社ロングリバー 9380001020397 学校教育テキストを導入したデイサービスのＰＲによる販路開拓

福島県 株式会社山田パン 6380001010459
フレッシュベーカリーの強みを活かした店頭販売強化・訴求による来店促進
事業

福島県 株式会社昭和堂 9380001010217 オリジナルブックカバー導入による販路開拓・売上拡大事業

福島県 有限会社石塚商会 5380002017470 ３種の導線づくりによる集客力アップ事業

福島県 酒彩　海山亭 － 外庭の整備による外国人向け販路開拓事業

福島県 有限会社大洋社 7380002019481 ホームページを活用した認知度向上による販路開拓事業

福島県 有限会社つじるし衣料品店 1380002034981 ホームページ開設と化粧室リフォームによるお客様の満足度ＵＰ！

福島県 星醸造株式会社 4380001018702 街中賑わい創出！「喜多方らーめん神社」承継事業！

福島県 有限会社峰の雪酒造場 9380002035122 設備増強による喜多方新ブランド名酒の安定供給・販路開拓事業

福島県 株式会社ＣＯＣＫＰＩＴ１２１ 8380001018780 除雪機専用メンテナンス施設導入による整備能力向上と売上拡大

福島県 有限会社俵屋 7380002034968 新しい観光のかたち・３つの参加体験型「朝ごはんプロジェクト」

福島県 株式会社菅原善治商店 8380001015893 新規事業分野進出に伴う、改装オープンの広範囲宣伝広告

福島県 大野村農園 － 相馬ミルキーエッグの販路開拓と相馬土垂のパッケージ開発

福島県 にこにこバラ園株式会社 1380001012063 幹線道路からの集客を狙った看板の設置による集客力強化事業

福島県 増子商店 － 幹線道路からの誘客を狙った看板の設置による新規顧客倍増事業

福島県 株式会社トラベックス 9380001011999 新商品「介護ヘルパー付旅行」のホームページ作成による販路拡大

福島県 松浦畳店 － 折込広告による販促ＰＲ及び畳店専用ＰＣソフトの導入
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