
平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 株式会社ワンダーフル 7420001015238 ＢｔｏＢ進出に伴う商談スペースの整備とＤＭの配布、ＬＰ設置

青森県 大水工務店 － 子どもたちが笑って暮らせる「本当の健康住宅」による販路拡大

青森県 のぎわ整骨院 － ＨＰ構築による新規来院層の開拓、機材導入による施術幅の拡大

青森県 株式会社甲州屋洋服店 2420001000888 インバウンド対応サイン整備事業

青森県 佐藤製菓 － 津軽当物駄菓子の改良と開発及び販路開拓によるブランド化の推進

青森県 トータルビューティーサロン　ティンク － 健康講座ランチ会開催による、固定客化と新規顧客拡大事業

青森県 せっけんの贈り物 － 八戸の地酒を配合した化粧石けんの開発で地域に潤いと賑わいを！

青森県 ヌマグチダンススクール － 生涯教育と健康増進を目的とした社交ダンス推進事業

青森県 株式会社沼周 7420001006369 自立経営のための新メニュー！「老舗仕出し屋さんのお弁当」事業

青森県 有限会社佐々木興業 3420002007056 ドローンを活用した新事業による既存顧客と新規顧客への販路開拓

青森県 Ｆｌｅｕｒｉ（フルーリ） － 青森から飛び出せ！馬グッズ開発・量産・販路拡大大作戦！

青森県 有限会社インテリアヌマタ 8420002016424 ショールーム認知度向上のための看板設置による顧客誘導

青森県 レストラン　Ｏｗｌ － 自慢の肉汁ハンバーグと新メニューの肉厚ピザの二刀流ＰＲ作戦

青森県 愛犬美容室サロン　シャトルドケンネル － 新サービスの導入告知広告による所得倍増計画

青森県 有限会社モリモト 5420002017103 ドレッシングのネット販売・パッケージ変更による販路拡大

青森県 美容室オサナイ － 高齢者に優しい最新機器でイメージアップ＆新規顧客獲得

青森県 株式会社三福製麺 9420001009956 ネット販売用の新商品の開発・拡販及び、工場直売所の新設

青森県 有限会社村岡建設 4420002015025 安心・安全・快適なＺＥＨを施した住宅の提案で顧客の掘り起こし

青森県 夕凪堂 － 知名度アップ！新商品開発と売れ筋商品ブランド化事業

青森県 有限会社フィーリングビーンズ 5420002020081 もっと美味しく、健康に！「自衛隊グルメ」普及による新規顧客獲得事業

青森県 有限会社三陽商事 9420002019921 環境整備で利便性向上！新規顧客獲得事業

岩手県 株式会社ボン・マルシェ 6400001013244 チラシ配布とメルマガリストを活用した販路拡大事業

岩手県 株式会社　すがわらリビング 8400001000843 オンリーワンの枕をインターネットで岩手県全域に提案＆集客

岩手県 株式会社浅沼醤油店 3400001000063 レスポンシブルウェブデザインのＥＣサイトの構築、販路開拓

岩手県 ほとり企画 － 厨房機器導入による宅配弁当部門の売上拡充と作業効率化

岩手県 有限会社吉田研磨工業 4400002003584 新たな事業分野に参入し経営的リスクの分散を図る

岩手県 ヒト・チエ － 「飲食店向け開業ツールセット」の展開プラン

岩手県 株式会社リコネクトリレーションズ 8400001013944 シェアサイクルＣＭ・ＰＲビデオの放映とポスターの掲示

岩手県 クラフティ　お菓子の家 － 地域に愛される店をめざして！ブランド強化で顧客開拓

岩手県 株式会社花スタジオピアチェーレ 3400001009732 電気炉の導入によるキルンアートレッスンでの集客強化と売上増加

岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416 自店セミナーの定期開催による家族ぐるみのお米ファン獲得事業

岩手県 株式会社浜千鳥 4400001007322 顧客関係性構築による人の輪づくりで首都圏の販路を開拓する事業

岩手県 有限会社金辨商店 7400002011485 水揚げ不漁に対応した自社の新たな加工法による新商品開発事業

岩手県 尾形養魚場 － 当社独自の活魚配送サービスによる冬季需要開拓事業

岩手県 有限会社佐々木仁平商店 6400002011602 中食配達による買い物弱者サービス化による和食提案営業

岩手県 釜石石油株式会社 6400001007329 ハイブリッド車対応新サービスによる新規顧客開拓事業

岩手県 有限会社小島製菓 7400002011584 ライフスタイル変化による慶弔菓子ニーズに合せた新商品開発

岩手県 なにわたこ正 － お客様の要望に対応した新たな夜営業メニューによる顧客獲得

岩手県 有限会社レンズセンターコティー 2400002011894 眼鏡助言サービスと自店加工の迅速サービスによる新規顧客獲得

岩手県 孤松窯 － プレゼント・鑑賞需要に対応した展示スペース活用による顧客開拓

岩手県 有限会社十全ストア 7400002011642 お友達紹介制度による新コトサービス提供での新規顧客獲得事業
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岩手県 有限会社花川石油店 4400002011760 ガソリンスタンドから車のサービス専門店化による新たな提案事業

岩手県 有限会社カワキ商事 3400002011497 自家栽培新そば×直営食堂復興１周年の新メニュー訴求と新規集客

岩手県 合澤薬店 － 若い女性のニーズに対応した健康・美容サービスによる顧客開拓

岩手県 有限会社古川商店 5400002011792 区画整理の新居住環境に対応した高齢者向け配達サービスの実施

岩手県 海鮮まえ浜 － 三陸海鮮料理ランチ専門店の観光需要に対応した新規顧客獲得

岩手県 植田接骨院 － 新たな往診治療サービスによる本設店舗移転での顧客開拓事業

岩手県 岩間鉄工所 － 鉄製自社ブランドの付加価値向上による新たな顧客開拓事業

岩手県 和の膳　みや川 － 外国人観光客の新たな獲得に向けた新メニュープロモーション事業

岩手県 有限会社前川冷機設備 8400002011815 制度化により増加するフロン回収ニーズに対応する新サービス事業

岩手県 有限会社外川製材所 3400002011670 天然乾燥木材の生産体制及び加工技術の構築による顧客開拓

岩手県 藤勇醸造株式会社 6400001007411 高栄養価な雑穀甘酒の商品化による健康需要獲得事業

岩手県 アトリエ金と銀 － 終活世代のシニア女性に向けた宝飾リフォーム潜在顧客獲得事業

岩手県 さこうセレモニー － 小さな葬儀の未対応地区での改装出店による顧客獲得事業

岩手県 メサ － マリンスポーツから観光まるごと対応化による新サービス提供

岩手県 沢口製パン － 学校給食減少を見据えた商品開発による新たな外販ニーズへの対応

岩手県 ビックマウンテン － 高齢者向けメニューの新設によるグループ活動顧客の獲得事業

岩手県 有限会社工藤食品 1400002011557 鉄の街の新土産品、餅鐵と米鐵の新商品開発による観光客獲得事業

岩手県 美容　Ｏｈａｎａ － 福祉美容師による高齢者顧客を主体とした店舗受入れ態勢構築事業

岩手県 リフォームショップランナー － 「ＤＩＹ施工」新サービスで既存住宅＆新築住宅のリフォーム獲得

岩手県 味処海舟 － 漁師契約仕入れ三陸地物料理によるホテル宿泊者の新規顧客開拓

岩手県 ＤＥＴＯＵＲ － 仕事帰りの男性客需要の受け入れ体制強化による顧客開拓

岩手県 読売新聞釜石専売所 － 子供向け新聞の営業力強化と出前新聞講座での新規顧客開拓

岩手県 カントリーショップ森のくまさん － ペット用商品とＤＩＹキット販売によるオーダー家具工房の販路拡大事業

岩手県 合同会社藤 4370003001913 地域密着で小売店の集客力１２０％アップ広告提案型事業

岩手県 株式会社テクノアート 7400501000708
ファインバブルの特許を活用した製造装置の増産による農水畜産業活性化
事業

岩手県 足の魔法使いちちんぷいぷい － 地域密着型リフレクソロジーの展開による元気促進事業

岩手県 日本空糸株式会社 9130001054734 首都圏の大手建設コンサルタントからの橋梁点検業務受注による売上拡大

岩手県 株式会社奈々ホーム 8400001013671 「住宅なんでも相談窓口開設」による一貫した企画住宅の提案

岩手県 摺沢タクシー － 買い物弱者の方への買い物・生活支援による売上の向上

岩手県 小山太鼓店 － 新商品本格ミニ太鼓「想」の事業化による売上拡大

岩手県 あづまドライ － 神楽衣装のクリーニングを通じた伝統芸能のアンチエイジング事業

岩手県 Ｖｅｇｅ　ｆｒｕ　ハーモニー － 野菜ソムリエによる小規模６次産業の展開による販路拡大事業

岩手県 樹ガーデン － 事業者向けガーデニングサービスの新規展開による販路拡大

岩手県 アルファクラブ東北株式会社代理店 － すべてのご葬儀をオンリーワンと思う心からの葬儀告知事業

岩手県 有限会社川崎工務店 7400502001432 自社モデルハウスを活用したイメージ戦略による販路拡大事業

岩手県 リカーショップコンノ － 自社開発のオール岩手のノンアルコールワイン販売と事業化

岩手県 菊香園 － 店舗改装による憩いの場の提供とお客様提案による売上向上事業

岩手県 後藤林業 － 「薪ソムリエ事業」の新規展開による燃料材の販路拡大

岩手県 有限会社喜の川 6400502000245 国籍・性別を問わず、和食とお酒を楽しんでもらえる空間作り

岩手県 株式会社丸東工務店 7400501000278 自社ＨＰの作成による広告・認知度ＵＰ・需要喚起による売上拡大

岩手県 合資会社メディアネットワーク 7400503000037 「提案」から「施工まで」を行う一気通貫型サービスの提供と周知
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岩手県 徳永木工所 － 首都圏の販路開拓に向けた生産体制の整備及び営業活動の強化

岩手県 株式会社牧野産建 4400501000628 販路開拓のために、自社の認知度を上げることでの売上拡大。

岩手県 ＰＤＲ　さがちゃん － 新規顧客の開拓ならびに営業エリア拡大

岩手県 ＵＮインテリア － インテリアリフォームしたいあなたへ　ホームページでアプローチ

岩手県 フジ建築 － 最先端を行く超高性能省エネルギー住宅システムの発信

岩手県 さとう衣料店 － ＳＮＳ反映型ホームページと、かたちに残る販促で売上アップ事業

岩手県 髪の仕立て屋 － 安心・充実、新たな髪の仕立て屋リニューアル！

岩手県 南部鮭加工研究会 － 鮭冷燻　生産性効率化【冷凍熟成】事業

岩手県 和Ｌａ伊 － スピーディーなランチ提供と手づくりデザートで収益力向上事業

岩手県 田中菓子舗 － 創業九十有余年　伝統の菓子店舗　宣伝強化及び米穀販売復活事業

岩手県 榊鉄工所 － 許認可取得＆輝美デザインＰＲのＷ効果で売上アップ大作戦

岩手県 田村製餡所 － 自社ブランド製品の品揃え充実と道の駅・産直等の販路開拓事業

岩手県 潮風のハーブ園 － 三陸宮古の新観光地発足プロジェクト！

岩手県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＫＡＴＵＹＡＭＡ － ワインボールとワインハイ　冷製メニューで新たなお客様開拓

岩手県 御菓子司　つちや本舗 － 時代とニーズに即したＰＲと販路拡大事業

岩手県 株式会社美黒 7400001009695 新商品『ねばーギブあかもく』の販売と美黒ブランドのＰＲ

岩手県 株式会社よしこう 7400001013391 自社の存在を地域の人々に刷り込む看板設置事業

岩手県 中村総業 － 資材等設備購入に伴う業務効率化と販路拡大

岩手県 ハコショウ食品工業株式会社 4400001005409 伝統的製造技術を活用したピクルスの開発と販路拡大

岩手県 有限会社ライズ 5400002008814 シニア層等の集客力向上のために座卓を椅子テーブルにする事業

岩手県 そめや旅館 － 座卓から椅子テーブル導入で高齢者層等への快適性向上の取組み

岩手県 株式会社さつまファーム 4400001009228 新規ブランドパッケージ作成とホームページ作成による販路拡大

岩手県 松葉商店株式会社 5400001012899 東北ＶＳ関西を打ち出して、当社のしょう油たこ焼きを新展開する

岩手県 株式会社トップクルー 3400001013759 農業用無人航空機の教習の普及を推進し地域課題を解決する事業

岩手県 有限会社ノエビア岩手中央販社 7400002006485 肌トラブルは普段のスキンケアが原因？正しい方法教えます事業

岩手県 株式会社クラフトワーク 3400001009872 地域の工務店と連携した住宅内覧会の開催による見込客の裾野拡大

岩手県 活版ディーアイ株式会社 2400001005831 デジタルサイネージディスプレイの増設による訴求力向上

岩手県 有限会社エンドウ花店 8400002007978 看板設置による視認性向上と新たな顧客層の取込みによる売上増加

岩手県 菊要商店 － 競合店との差別化を図り、特色ある店づくり

岩手県 小料理　佐吉 － 美味しい料理とくつろげる時間の提供

岩手県 ｃｒｅａｌｃｅ － 新規顧客開拓・獲得強化による売上増加

岩手県 ＣＲｏｏＭ　－ａｃｔ－ － 小学生から実践する、動きを鍛えるトレーニング施設へ

岩手県 彫金工芸菊広 － 独自ブランド商品のショウルームと製作体験コーナーの開設

岩手県 エステサロンビテラス － 体の疲れもすべて解決！脱毛までできるのはビテラスだけ事業

岩手県 つむぎ屋 － 「お土産品・ギフト商品」としての認知度向上による販路拡大

岩手県 ＧＲＯＷ － テイクアウト商品と欧米人をターゲットにして売上拡大

岩手県 美容室ＧＲＥＡＴＥＳ　ＧＲＯＵＮＤ － 髪の悩みにサヨナラ！新たなお洒落でグレート気分！を味わう事業

岩手県 アンミュゲ － 県外のスイーツ愛好家へのインターネット通販事業

岩手県 さとう訪問出張マッサージ － 認知度アップで新規顧客の獲得による売上増加

岩手県 有限会社ヨシダ室内装飾 3400602000775 自社の技術力・強みを活かした機能性カーテンの販路開拓

岩手県 株式会社きものおのでら 4400601000107 １０代女性きものファン獲得からのフォローアップで販路開拓
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岩手県 レストランエルミタージュ － 希少性の高いワインの販売による売り上げ増加事業

岩手県 株式会社スマイヴ 9400601000969 ３ＤＣＡＤを活用した住宅プラン提案による新規顧客獲得

岩手県 有限会社会津ネーム 9400602000010 下請け的業務から直接提案・直接受注への転換による売上アップ

岩手県 有限会社かんのシューズ 7400602000193 セミオーダー・オーダーシューズ強化、新規顧客獲得で売上増加

岩手県 セブンランドリー － 集配クリーニングの周知で新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 株式会社　平野ターフ 8400001008424 ホームページリニューアルによる新規顧客獲得及び売上の向上！

岩手県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔ 5400001013856 すべての世代の「ライフケアの拠点」に向けた開所前ＰＲ事業

岩手県 株式会社モイスティーヌ北上中央 8400001014091 会員専用サイト・サロン予約システムによる提案力の強化事業

岩手県 有限会社アイシンフォレスト 7400002009785 ＳＮＳ連動型ＨＰとショッピングサイトによる販売強化

岩手県 クラムボン　クライミング － ボルダリング初心者の啓蒙・開拓と獲得による顧客増大

岩手県 振興タイヤ商会 － 国際規格に準拠し安全性を向上させた車両整備による販路拡大

岩手県 株式会社北日本リゾート 9400001009413 台湾現地での夏油高原スキー場のＰＲによるインバウンド売上拡大

岩手県 株式会社入畑温泉 1400001005956 海外の新規宿泊者の獲得による売上アップ。

岩手県 ＥＮ－ＤＯ企画 － ＨＰ作成と情報発信強化によるブライダル事業の拡大

岩手県 有限会社さわだ商店 6400002009373 店内に定期催事を開催できる場所を確保して売上の向上を実現する事業

岩手県 株式会社アプリステイ 4400001006571 店名とＨＰのリニューアルで立地の良さ・学び易さをＰＲし売上増

岩手県 美容室ｍｉｔｅ － 「温もり空間」で心と髪のリラクゼーション効果による売上拡大

岩手県 有限会社カメラの太陽堂 5402702000109 あらゆる写真ニーズに対応できるマルチフォトスタジオの構築

岩手県 有限会社三陸とれたて市場 3402702000688 ハーフシェル刺身用貝類の量産型開発・国内外販路の開拓事業

岩手県 有限会社大船渡印刷 3402702000069 キリスト教系自費出版の受注をめざすサイト構築

岩手県 調法本舗　一歩道 － 「新たな醤油の価値提供」と県内有数の催事参加による販路拡大

岩手県 有限会社久慈商店 5400002012808 ニーズ対応を可能にする「たぐきり」コーナー設置事業

岩手県 ネイルスタジオアイシャ － 価格競争に負けない！自社サービス認知度アップによる販路拡大

岩手県 岩花機械株式会社 8400001007921 プロ農家以外の一般消費者への販売階層拡充で売上拡大

岩手県 株式会社佐幸本店 7400001007963 日本産ヤマブドウ果汁１００％飲料及びジャムの海外進出事業

岩手県 ＤＡＩＭＡＳＵ － 店舗改装による店舗販売強化とイートイン等の空間提供事業

岩手県 有限会社ホームセンター仙台 3400002013015 高齢者向け送迎付きランチサービス提供よる顧客獲得事業

岩手県 株式会社新道建設 2400001013231 チラシの作成・配布とホームページ制作による外構工事周知事業

宮城県 株式会社シロー＆パートナーズ 6370001025474 宮城被災地域産柚子を利用したフレーバーティーの開発と販路拡大

宮城県 加圧メンテナンスラボ仙台 － 継続が苦手な人のための運動不足＆健康格差解消プログラムの展開

宮城県 株式会社チック 7370001041165 地元農家の人手不足を救う革新的な農業用ドローン教育事業

宮城県 株式会社旅日記 9370001018665 ヘルパー付き日常外出支援事業

宮城県 株式会社ラポールヘア・グループ 9370301002930 日本とベトナムの美容業界における課題解決を兼ねたＦＣ店舗展開

宮城県 フェニックスネットワーク株式会社 4370001002178 簡易小型低価格通報装置の製品化と製品紹介ビデオの制作

宮城県 ｓｏｌｕｆａｃｔｉｏｎ － なでしこリーガー監修　未就学児向け・保護者向けスクール開講

宮城県 株式会社まるいち 5370601000786 次代を担う若者を育てるシェアハウス運営と入居者募集事業

宮城県 有限会社マツド 4370002017852 顧客との接点を増やすためのホームページのスマホ対応化

宮城県 株式会社空むすび 3370001031525 全国初アグリドローン専用肥料の拡販に向けた成長期作物散布事業

宮城県 有限会社ＤｏｎａＢｏｎａ 6370002018709 効果的広報活動による新規生徒数増加促進事業

宮城県 炭火焼と南イタリア料理のお店Ｖａｃａｎｚｅ － 小規模団体客獲得の為の店舗２階部改装

宮城県 仕合わせ堂 － こだわり派の女性を幸せな気持ちにするオリジナル商品の開発販売
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宮城県 株式会社わごう 5370001038626 オープンから２１年。新しい内装で更に歴史を重ねる新たな一歩。

宮城県 株式会社ケルヒ 9370001023277 レジャー体験予約サイトとの提携、動画ＰＲによる販路拡大

宮城県 ケービー・テック株式会社 3370001025691 修理履歴管理ソフトを導入し、予防保全活動による販路開拓事業。

宮城県 インターフェース工学株式会社 1370001015389 個人でも安心！充実サポート付きデータ復旧ソフトの販路開拓

宮城県 株式会社グリーディー 7370001041529 レンタルディフューザーの設置によるアロマ精油の宅配サービス

宮城県 株式会社レーラー 4370001039518 エステティックサロン新規出店に伴う顧客獲得の為の広告宣伝戦略

宮城県 株式会社マルナカ美建 3370001015569 新サービスの実施と自社の情報発信による新規顧客獲得

宮城県 株式会社ソライエ 7370001041033 省エネ・温熱環境に特化した建築家との家づくりＰＲ事業

宮城県 ビューティチューン － シニア女性向け新規サービスと新規集客のためのウェブサイト更新

宮城県 株式会社アイ・パートナーズ 2370001019752 オーダーメイドのハイホスピタリティサービス提供事業

宮城県 株式会社どんぐり 6370001042718 誰でも気軽に利用できるもみほぐしとストレッチの広報強化事業

宮城県 株式会社Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｉｍｅ 8370001039472 共働き世帯を支える英語教育サービスの開発と周知

宮城県 株式会社ＪＯＩＮＴＥＣＨ 3370001039849 東北の建設コンサルタントへ弊社技術周知による新規顧客獲得事業

宮城県 株式会社エイチティープランニング 6370001021325 宮城県インバウンド旅行商品の販路開拓とプロモーション活動

宮城県 株式会社カーム 8370301002972 ホームページの全面変更による販路拡大と営業生産性の向上

宮城県 はーと接骨院 － 岩盤エクササイズと足底板による体質改善と骨格療法

宮城県 株式会社ＫＴＳプラン 4370001041911 薬剤師による薬剤師のための医薬品情報配信サービス事業の展開

宮城県 ＲＡＳＴＡ － 顧客動線確保のための電飾看板設置及び修繕工事事業計画

宮城県 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ａｇｅｎｔ 9370001041386 地域Ｎｏ１を目指すアイビューティーサロンの認知度向上事業

宮城県 小川錦織一級建築士事務所 － 各設計案件の販路拡大および自社への相談窓口の整備

宮城県 株式会社想ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5370001024997 社員の定着率改善・売上向上に繋げる企業支援型婚活サービスの開始

宮城県 喫茶ビジュゥ － 聖地巡礼客・映画館客を取り込むための、販売力強化と店舗改修

宮城県 庄子工業 － １社依存体制を脱却し、新規顧客を獲得するための販売促進事業

宮城県 株式会社こころの建設 5370001015591 地元高齢者向け“ほっこりリフォーム”の販路開拓

宮城県 ＩＶＹ － ネイルケアを啓蒙し、サロンに通う習慣を促す事業

宮城県 株式会社クラウドスミス 5370001042223 広告経由での販路拡大と利益率増加

宮城県 ヘアーサロン　フジ － お客さまとスタッフの満足度を高める店舗改装事業

宮城県 有限会社芭蕉園 9370002012816 ＨＰで認知度ＵＰ！　ギフト５年後の店頭売上２倍に！

宮城県 兎豆屋 － 知名度の向上と集客増を目的とした店舗・催事等での販促強化

宮城県 ベストパートナー社会保険労務士事務所 － 障害年金専門ホームページ作成とインターネット広告の活用

宮城県 エーエスジェイ株式会社 1370001023292 黒ニンニクのベトナム他東南アジアへの輸出展開をめざす

宮城県 ハバナデー － チラシ印刷および新聞折込によるペットホテル部門の売上向上

宮城県 株式会社ＡＺＯＴＨ 6370001018932 Ｔシャツからアートまで、プリント事業の可能性を拡大させる

宮城県 株式会社インターサポート 8370001012322 「インターサポート」ファン獲得大作戦

宮城県 株式会社海遊 5370301002918 生産者である当社の強みを生かした女性が喜ぶ新メニューで販売促進

宮城県 ＣＡ－ＳＨＩ－ＬＡ．　整骨院 － 販路開拓のための電気治療器導入と新規患者獲得に対する集客活動

宮城県 かえる不動産株式会社 4370001041795 新規顧客獲得のためのウェブサイト開設を含む販売促進事業

宮城県 有限会社川商 1370002015033 Ｊｅｗｅｌ　Ｋｉｒｉｋｏの改良開発と販促

宮城県 株式会社マルイ商事 2370002013572 ブライダル会場装花・ログイン機能付見積サイト制作事業

宮城県 Ｖｉｎ　ｅｔ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　ヒヒヒ － 当店の強みを明確化！さらなる商品販売力の強化

宮城県 ＦＲＡＮ － 腸から整え心と体を健やかに導く男性向けエステサロンの販路開拓
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宮城県 株式会社ベルシステム 6370601000728 『たたみの魅力をひろげよう』子育てファミリー層集客力強化事業

宮城県 株式会社シマムラ 1370601002984 ＷＥＢサイト制作・活用による一般顧客へのＰＲ事業

宮城県 有限会社志賀石材店 9370602000864 ２つのホームページを活用！石材店のイメージ刷新石皿販売事業

宮城県 焼肉ハウス京都苑 － 魚の街から肉の革命！女性客が来店しやすい焼肉韓国料理店事業

宮城県 有限会社佐藤精肉店 2370602000788 仙台牛指定店ならではのローストビーフを製造・全国へ販売

宮城県 合資会社荒井時計店 2370603000011 金属アレルギーの方へ！アレルギーフリーの結婚指輪販路開拓事業

宮城県 株式会社丸勝会館 9370601002242 選べる料理でお客様の声に応える仕出し料理屋販路開拓事業

宮城県 理容室福の髪 － 完全予約制個室でゆったり！理容室ができる最高のおもてなし事業

宮城県 株式会社菜花空調 6370601003037 創業以来初の試み！水回りリフォーム新規顧客獲得大作戦！

宮城県 株式会社ケーエスコーポレーション 6370601003061 仙台空港店お客様リピート率アップによる売上拡大作戦

宮城県 株式会社塩釜水産振興センター 8370001039571 目指せボーダーレス！訪日外国人にもマイ海鮮丼を楽しませたい！

宮城県 港町の鉄板焼 － 店舗立地の悪さを改善！大きい看板でお店アピール

宮城県 有限会社菅原食品販売 7370202005200 地域性、季節感ある商品ＰＲのための販促ツールの整備と販路開拓

宮城県 株式会社吉田ファーム 6370301003378 自社米に付加価値をつけ、販路を拡大して収益向上を図る事業

宮城県 アロマテラピーハウスｎａｄｅｎａｄｅ － チャイルドケア講座と石巻の特産品活用講座の開発と販路開拓

宮城県 有限会社林屋呉服店 4370302001861 石巻こけしのデザイン性を活かした商品開発・販路開拓

宮城県 メカドック － 中央地域の新規顧客層開拓「絶対価値提供サービス」

宮城県 有限会社田中畳店 4370302001523 定型ユニット畳販売で進める働き方改革と女性起用の畳小物作り

宮城県 家庭教師・学習塾アトムズ － 『読書普及で石巻地域の学力アップに貢献』

宮城県 桜塾 － 都心部と地方を繋ぐオンライン型の個別学習指導事業

宮城県 エピ － フラワーブーケサンドで女子会を華やかに！そして、がっちり！

宮城県 株式会社金原 7370501000100 ＳＮＳ連携のホームページ開設と宣伝強化による新規客獲得

宮城県 ゆうび施術院 － 骨から肌までの総合美容法を提供する新サービス

宮城県 株式会社男山本店 2370501000055 ＷＥＢページのリニューアル（多言語化含む）及び海外での販促活動

宮城県 株式会社鈴木金物店 4370501000276 幻の陶器製スピーカーの開発でマニア層の新規顧客獲得

宮城県 株式会社及川モータース 3370501000046 自社サイト作成による特装車のＰＲとメンテ付リースの新規顧客開拓

宮城県 ＣＯＲＶＯ － 若い女性層を取り込む為の新メニューの開発と機材購入

宮城県 旅館　海光館 － バイクツーリング客を取り込もう。

宮城県 丼の芝楽 － 丼ぶりメニューのテイクアウト販売強化による販路拡大事業

宮城県 なにわのたこよし － ファーストフード店としての新メニュー販売による新規顧客の獲得

宮城県 ダイニング酒場　伊勢 － テイクアウトによる販路開拓と従業員動線確保による業務効率化

宮城県 手打ちそば千秋庵 － 居心地の良さの追求と看板の工夫による販路開拓

宮城県 有限会社大庭スポーツ 5370102002290 最新刺繍用ミシン＆ソフトによる高度な刺繍ニーズへの対応

宮城県 Ｌｉｌｙ － 高齢者受入れ体制の整備を目指した店舗リニューアル事業

宮城県 和み処　ももの木 － 中高年層の顧客への快適環境の提供と店舗整備による新規顧客獲得

秋田県 おおぶち整骨院 － 患部をビジュアル化するエコーの導入で整骨院の集客力アップ

秋田県 株式会社村上商店 5410001002528 秋田スギを活用したマイホームの販売促進で売上アップ

秋田県 ガーデンライフアンドスタイル － 紹介受注獲得のための自社パンフレット製作による新規開拓

秋田県 行政書士相続と起業の相談窓口 － 「離婚手続きサポート」専門のホームページ開設で新規顧客を開拓

秋田県 株式会社高重商店 5410001001661 体感できる住設展示コーナー設置による新規顧客と販路獲得事業

秋田県 理容・美容Ｏｐｅｒａ － シャンプー設備増設による回転率向上とミラーレンタル事業の展開
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秋田県 Ａプランニング － オリジナルキャラクター犬っこグッズで秋田の魅力を発信！！

秋田県 いしかわ鍼灸整骨院 － 交通事故のケガへの的確な施術をＰＲするための整骨院の広報戦略

秋田県 ローリングサンダーレコーズ － 音楽スタジオの拡充で地域音楽の保全と活用ニーズを開拓

秋田県 株式会社ＣＡＲＡＳ 3410001011720 雪国の強い味方！“下廻り洗浄・シャシペイント”の導入

秋田県 佐々木建築株式会社 8410001010718 「Ｓリノベーション」のブランド化で中古住宅工事の受注拡大

秋田県 株式会社ｇｒｅｅｎｐｉｅｃｅ 6410001010570 Ｅコマースの活用による「ドライフラワー」事業部門の販路拡大

秋田県 株式会社アピアランス 3410001011480 医療用ウィッグの販路拡大と秋田初の美容室内発毛事業の確立

秋田県 のはらむら － 地産・職人・伝統の３方をつなぐ「おもちゃ」のプロデュース

秋田県 株式会社プリッツプロモーション 7410001010347 企業文化を視覚化するカルチャームービー事業の開始とサイト新設

秋田県 太陽印刷株式会社 7410001001619 伝統工芸を活用した観光客向け文房具開発による新規市場の開拓

秋田県 有限会社割烹かめ清 3410002001101 秋田の老舗『かめ清』女将のセレクトショッピングサイト構築

秋田県 有限会社ポリッシュ・アップ 7410002005131 環境に配慮する清掃のプロとしての認知度向上とブランド力強化

秋田県 株式会社アルテ 6410001003112 こんなに大変！モノ→コトへの転換。生の体験で商品魅力倍増計画

秋田県 株式会社釣り東北社 5410001004607 「東北の釣り情報総合サイト」の新規構築事業

秋田県 ブッチャーノ － オンリーワン商品の「焼きスパゲッティ」専門店の魅力発信事業

秋田県 ゴルフディア － ジュニアゴルファーの新規客獲得のための広告宣伝強化

秋田県 理容もてぎ － 高齢者向けリアポジションシャンプー台導入と育毛サービスの開始

秋田県 有限会社西方設計 2410002010425 販路開拓（一般ユーザー向け）のためホームページの改修

秋田県 有限会社袴田鉄工 8410002010469 デジタル溶接機の導入による生産性ＵＰ事業

秋田県 Ｓａｌｙｕ’ｓ　ｈａｉｒ － 「美」と「癒し」の複合サービスに特化した美容室の集客事業

秋田県 共栄電機 － デジタルミキサー導入による販路拡大と売上向上

秋田県 合資会社釈迦内の車屋さん 4410003001306 デジタルサイネージ活用による商談数の増加および成約率の向上

秋田県 株式会社横手市民市場 8410001008935 朝、昼、晩・食の３毛作型「食の市場キッチン」開設事業

秋田県 株式会社プロデザイン 1410001011664 販路開拓に向けたツール作成による新顧客獲得事業

秋田県 有限会社トップデンキ 2410002013155 『見て・触れて・感じて』お客様のための安心・快適な空間づくり

秋田県 ハイスタンダード合同会社 4410003003095 小規模事業者だからこそできる３Ｄモデルを活用した新しい土木設計モデル

秋田県 株式会社鈴木青果問屋 6410001008846 高品質な秋田県産天然山菜の国内外に向けた販路の拡大

秋田県 Ｂｅ　ｌｉｎｋｅｄ － 自己探索ツール発表のための体験会等開催による発信及び売上増強事業

秋田県 旅館　平利 － リピーター増に向けた顧客管理システム導入と導線改築事業

秋田県 有限会社ツーコニア 5410002013978 新規顧客と当店のリピーターに向けた情報提供による売上拡大

秋田県 有限会社明和商事 1410002011878 「魅力」を情報発信する、新規客・リピート客の集客事業。

秋田県 金紋秋田酒造株式会社 3410001007917 海外での取組を発信するソーシャルメディアの構築と試飲会の実施

山形県 Ｃｕｔ　ｉｎ　心 － 「よりイメージした髪型へ」デジタルパーマ導入による顧客満足度向上事業

山形県 アートハウス佐藤 － 造形モルタルを使った看板や装飾の展示実演会の開催で新分野開拓

山形県 株式会社セト藤 3390001000998 宴会をもっと楽しく！！パーティー用食器レンタル事業の広告宣伝

山形県 尾形米穀店 － ネットショップリニューアルとオウンドメディアの構築

山形県 有限会社秀鳳酒造場 4390002001276 フランスでの展示会出展による国内外フランス料理店への商品提案

山形県 株式会社ＢＬＥＮＤ　ｍａｒｋ 2390001015188 スチコンを導入し、仕込み時間短縮と地元食材を活かした新メニュー提供

山形県 ＡＩＳＯＨＯ企業組合 2390005002595 「ＩＴスキル支援サロン（仮称）」開設のための基盤整備

山形県 イルブル － カジュアルイタリアンからリストランテへのイメージ転換事業

山形県 株式会社ＡＪＡＸ 4030001067940 ユーザークレームを生かしたＳｔｉｃｋＰｈｏｎｅの新製品開発
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山形県 株式会社イディア 6390001014442 窓の専門家から、家の不満を解消する「住いのなんでも屋」へ変革

山形県 株式会社Ｗ－ｉｎｇ 5390001013569 ＥＬＥＣＴＯＲＯ導入による　「美容整体」　と　高齢者層への展開告知

山形県 根岸功写真事務所 － 山形の美しい自然や観光資源の新たなＰＲへ

山形県 みどりのしづく － 昭和レトロ店舗の居心地改善と喫茶タイム実施による売上拡大事業

山形県 アトリエ・ミューズ企業組合 4390005008244 モデルを用いた撮影で新規開拓及びインバウンド誘致のための事業

山形県 有限会社渡辺電気工事 3390002003141 輻射式空調機体験ショールーム新設によるエアコン事業の拡大

山形県 有限会社マルコー渋谷建築 5390002002579 家相・風水をとり入れた心と体の健康住宅セミナーの開催

山形県 渡辺電化機器販売サービス － 『自社のホームページを作成し顧客の家族にまで安心していただく。』

山形県 ビストロ＆バル　ロビンソン － 「食べて飲んで綺麗になる」生姜ランチ営業開始で新規顧客獲得

山形県 麺や陽風 － 陽風を認知し来店しやすい環境を整え、山形で一番選ばれる店舗へ

山形県 株式会社オーエフ 9390001000332 セキュリティ体制強化によるペーパーレス推進事業

山形県 株式会社三五郎 9390001000695 グリーンシーズン（夏季）の充実による集客拡大事業

山形県 山形アルミサッシ工業株式会社 9390001001933 壁を壊さず窓と玄関を断熱化へ・窓から家を変えるプロジェクト！

山形県 株式会社ベルホソヤ 5390001001697 店舗改装実現とイートイン体制の推進による飲食業部門の強化事業

山形県 有限会社ユーミーズコン 8390002002997 車椅子・ベビーカー使用者が地産食材の人気メニューを味わう事業

山形県 耳つぼダイエットサロン福耳 － 一生役に立つ５０～６０代のための継続性のある耳つぼダイエット

山形県 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　Ｃｏｍｆｙ － 人間工学を追求したエイジング世代に向けた健康的頭皮改善

山形県 合同会社Ｐ２Ｐ・ＢＥＩＮＧ 3390003000765 企業のデータ資産継承のためのデータ変換ツール開発

山形県 合同会社モリデル 4390003001399 不動産利活用コーディネート事業「ＨＡＫＯＤＥ」

山形県 株式会社渡辺商店 1390001002393 ホームページ作成による店舗の認識度ＵＰ及びネットでの新規開拓

山形県 さいとうコンサルティング事務所 － 新規顧客獲得に向けた広告宣伝の強化とフロントエンド商品追加

山形県 アウトブルク － エーミング調整の受注体制の確立

山形県 株式会社渡部製作所 5390001006688 ホームページ新設での高い技術力による利益性の高い新規顧客開拓

山形県 有限会社ヤハタ美研 5390002008080 ＨＰを用いた美容鍼の見える化の実現による治療拡大

山形県 ＯＲＡＮＧＥ　ｆｉｌｍ　ｓｔｕｄｉｏ － 一貫した映像コンテンツ制作による販路開拓

山形県 ミュージアムアイワークスファクトリー － ＨＰ一新およびＳＮＳ等との連携による新規開拓とコンテンツ拡充

山形県 有限会社池田屋酒店 1390002007029 「北前船寄港地」酒田のギフト商品開発と新規顧客開拓事業

山形県 有限会社松若中央学院 1390002007994 ストレスなく閲覧できるホームページ（スマホ対応）で売上拡大

山形県 ケイテック株式会社 6390001007289 ＬＰガススタンドマップアプリ製作

山形県 有限会社竜泉・滝川 8390002009902 屋外催事等における販促と新規顧客獲得並びに庄内浜の認知度向上

山形県 ＬｉｆｅＡｒｘ株式会社 7390002010349 新規事業展開による集客と広告宣伝による販路拡大

山形県 インフィニティ・ラボ株式会社 3390001014841 Ｗｅｂを活用したメタボローム解析コンサルティングの販路開拓

山形県 有限会社エフツーゼット 1390002009124 幹線道路からの集客を狙った看板の設置によるフリー客の集客強化

山形県 まる伝らぁめん － 地元食材を使った九州系ラーメン屋のイメージアップ広告宣伝

山形県 有限会社グローバルアイ 7390002009044 ヘルシーな米加工品の海外販路開拓事業

山形県 Ｆａｌａｊ　ｏｆｆｉｃｅ － 看板設置・ＷＥＢの充実を図り、告知強化による販路拡大事業

山形県 有限会社野口京表具店 9390002009661 高齢者でも見やすく安心して相談できる広告による内装部門のＰＲ

山形県 エイト鍼灸整骨院 － 県内初のコアレＥＭＳ導入で販路開拓・根本治療で元気な社会を！

山形県 喰い処　幸亭 － 清潔感が感じられる店舗を目指した内装改修工事

山形県 庄内ざっこ － ホームページのリニューアルによる販路拡大

山形県 ポーラ　サンハート － キレイが続く『美』のための販路拡大計画
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山形県 ＨＡＹＡＳＥ － 美意識の高い富裕層向け商品開発と営業プロセスの構築、広報改良

山形県 株式会社まんまーる 1390001014190 伝統野菜を使った介護食の展示会出展事業

山形県 ＣＯＶＯ － 酒類の販売開始による業務拡張計画と店舗魅力発信による販路開拓

山形県 株式会社トキワ屋 4390001007720 １階売り場スペース拡張による客層のシフトを図る事業

山形県 株式会社九兵衛旅館 8390002009290 館内着作務衣と木製折り畳みベッドの導入事業

山形県 焼き菓子工房　スイート☆みぃ － おやつ屋の客層に合せた総菜展開事業ｂｙ食育インストラクター

山形県 佐藤管工設備株式会社 8390001007576 中心市街地の空き家・中古住宅の流通促進、リノベーション事業

山形県 有限会社鈴木自動車板金工作所 4390002012991 点検パックのチラシ制作・ホームページ制作による新規顧客開拓

山形県 たかぎ整体院 － 地域で“選ばれる整体院”を目指すための差別化と広報対策の強化

山形県 有限会社ゆあーず 3390002013520 老若男女のお客様と従業員に優しい宴席のテーブル化事業

山形県 株式会社井上自動車 8390001013756 「ミドル・シニア自動車倶楽部」による新規顧客開拓と環境整備

山形県 株式会社田島製畳所 4390001013495 折り込みチラシと新サービスによる新商圏開拓と新規顧客獲得

山形県 花の店艶 － 『大切な人にお花を贈ろう』～花でもっと素敵な生活をあなたに～

山形県 Ｇａｒａｇｅ　Ｃｒｅａｖｅ － 最新車輌診断機導入による顧客ニーズ対応での売上拡大

山形県 株式会社ウェーバックオーディオラボ 6390001010854 英語版Ｗｅｂサイトのデザインを一新、海外市場の需要開拓

山形県 株式会社広川製作所 1390002013299 新技術・大型マシニングセンタ導入による新規案件獲得の強化

山形県 Ｃａｆｅ　ｔｏｗａ － 出張カフェ！イベント、お祭りへの出店による集客力アップ

山形県 通建システム株式会社 2390001009982 水道工事事業者の扱う大判図面の作図印刷・販路開拓

山形県 合資会社一葉 1390003000635 設備導入による販路拡大と利益率の向上をめざす！

山形県 有限会社最新塗装店 5390002011489 作業スペースの確保と資材置き場の改修で売上ＵＰ！！

山形県 Ｔｇａｒａｇｅ － どんな車もお任せ！泥つき穴あき軽トラ～ハイブリット車まで

山形県 有限会社ワールド企画 8390002011081 縫製工場主体のＯＥＭの実現で、売上、利益増を目指す。

山形県 ぱん処げたや － ウェブサイトの開設に伴う店舗イメージの向上と販路拡大事業

山形県 株式会社エナジープランニング 3390001013645 バクチャーシステムの見える化による顧客認知度の向上

山形県 有限会社とらや旅館 2390002014973 スチコン導入による団体客・連泊客に対応しやすい厨房づくり

山形県 株式会社加藤興業 4390001011037 安心・安全な店舗整備で顧客満足度向上＆リピート間隔短縮事業

山形県 頓珍館 － 「肉食女子向け」県産肉を使った新プラン開発・販路拡大

山形県 ＤＯＲＥＭＩ（ドレミ） － 酔っても安心、トイレ改修事業

山形県 赤頭巾 － 調理機導入による顧客満足度向上と居酒屋ランチの開始

山形県 地酒・ワインと料理の店　サンタムール － 高齢者にも多品種のワインを適温で楽しめるワイン販促事業

山形県 株式会社和農産 9390001005637
国産飼料１００％の黒毛和牛「和（なごみ）の奏（かなで）」と生鮮果樹の国内
外販路開

山形県 有限会社奥正工務店 7390002005308 ホームページによる自社の認知度ＵＰと新規顧客の開拓と獲得

山形県 企業組合スイーツキッチン 7390005008365 熟成冷やし芋のパッケージリニューアル及び販路拡大事業

山形県 ソーラーワールド株式会社 1390001005743 環境図書館の開設による販路開拓

山形県 有限会社タカハシ 8390002005570 エレクトリック・スポーツ用アイウェアの提案による販路開拓

山形県 有限会社シバサキ商事 4390002005483 節句文化と人形の柴崎ファンづくりプロジェクト

山形県 ＰｒｅｓｅｎｔＴｉｍｅ － 個人型コーチングとこころカード・インストラクターの販路開拓

山形県 株式会社佐藤商会 2390001004380 まり守りの元になる素まりの自社製造並びに販路開拓

山形県 株式会社スリーアイズ 7010603005826 自然言語系ＡＩ技術を活用した広告効果解析システムの拡販事業

福島県 有限会社氏家建設 8380002000473 折込広告とウェブサイトで会いに来て大作戦

福島県 有限会社吾妻屋 3380002000255 顧客管理の徹底による顧客満足度強化と効果的なＤＭ発信
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福島県 株式会社原建築 5380001020756 ホームページ、会社案内を作成し会社の認知度を高め受注ＵＰ

福島県 ペットサービスもごせ － ペットお世話代行サービスをもっと気軽に使うための入り口づくり

福島県 合同会社ＴＳＵＭＩＫＩ 1380003003473 医療福祉分野の求職者獲得を目指したポスティング広告

福島県 株式会社ｆ’ｓぽけっと 8380001028029 福島市周辺での地域資源を活かしたツアー商品の開発及び販路開拓

福島県 しのぶ食堂 － 事業の継続・発展のためのトイレ改補修とレジスター購入設置

福島県 有限会社山田電器 7380002003832 『あなたの街のでんきやさん』ヤマデンの認知度向上を目的とした事業

福島県 株式会社ツヨシ 3380001003911 イタリア菓子の開発及び販売によるイタリア料理の新体験の提供

福島県 有限会社荘司商店 6380002001993 タブレットＰＣ導入による販売管理の省力化と新規市場作り

福島県 吉野輪業商会 － 高湯温泉共同企画連携によるサイクリング企画による集客事業

福島県 ＤＡＮＡＳ　ＨＡＩＲ － 外出困難な女性に対する訪問美容サービスの確立

福島県 株式会社Ｒｅｇａｌｏ 1380001027598 ホームページ作成とＳＮＳ広告、看板とラジオＣＭによる販路開拓

福島県 株式会社山元工業所 5380001006870 プラットフォーム構築によるリニューアル・メンテナンス開拓事業

福島県 ブティック　ナトゥーラ － ホームページ改良とＳＮＳ広告による新規顧客獲得と販路拡大

福島県
天然酵母　ｔｏ　国産小麦のぱん　Ｈｏｍｅ
Ｍａｄｅ　Ｅｎｄｏｈ

－ ホームページ開設とＳＮＳ強化、冷凍冷蔵庫導入による販路拡大

福島県 うちだ整骨院 － 整骨院＋美容・外反母趾サロンのリニューアル！販路拡大事業

福島県 有限会社宗像建工匠 3380002012630 自社の強みとリフォーム需要に対応した情報発信で販路拡大事業

福島県 有限会社ゴーショーカンパニー 7380002009160 ＳＩＮＤＢＡＤ　認知度　・　イメージ向上、顧客開拓の為の広告展開

福島県 ｐｒｉｍａ－ａｔｒｉｅ － 新メニューに伴う機械導入とチラシ作成で新規客獲得・単価アップ

福島県 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＯＡＳＩＳ － 店舗改装で入りやすい店作りを実現、女性及び美容男子顧客の獲得

福島県 酒場スワロウ － 世代を超えた地域コミュニケーションの場としての店舗づくり

福島県 株式会社サルガ 5380001026877 広告を活用した送迎バス向け位置情報アプリの顧客開拓事業

福島県
Ｃａｆｅ　ＬＯＶＥＲＳ　ＬＥＡＰ（カフェラバーズ
リープ）

－ 看板設置とメニュー表作成及びＨＰ制作による販路開拓事業

福島県 株式会社ヨシマツ 3380002013026 住居の外壁塗替えのワンストップサービスの販路開拓

福島県 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ＯＮＥ － 新規顧客　開拓の為の宣伝広告

福島県 漆工房　紀の実 － 漆の展覧会による海外販路開拓

福島県 株式会社マイルドホーム 9380001006628 ＨＰリニューアルで魅力アピールとスマホ利用者の集客ＵＰ

福島県 カフェ・ショコラティエ合同会社 1380003003333 企業・団体対象！お菓子教室グループ体験会による販路開拓事業

福島県 Ｌｉｔｔｌｅ　ｆｒｏｍ　ｈａｉｒ － 訪問・出張美容による販路拡大

福島県 株式会社コンセプト・ヴィレッジ 7011001094049 地産地消活性化に向けた店舗整備と認知度拡大事業

福島県 ＧＯＯＤ　ＳＯＵＮＤ　ＣＯＦＦＥＥ － 売上向上・認知度拡大に伴うサイン設置、販促物配布事業

福島県 株式会社長門屋本店 8380001017683 インバウンド「おもてなし」創出と、海外販路開拓事業

福島県 有限会社幸和建設 7380002031775 人間力と高性能住宅を融合したホームページによる新規顧客獲得。

福島県 株式会社マニフィークデシャンピニョン 1380001027111 新たな冷たい商品開発で年間を通じて安定経営

福島県 株式会社リードエレテック 1380001017962 身近な「まちの電気屋さん」で新規顧客獲得事業

福島県 株式会社幸房瀧の湯 2380001022895 創業１３０余年の会津老舗旅館の味を全国に広げる為の販促施策

福島県 コンテンツ　ファソー － 会津型を使用した御朱印帳の新商品販路開拓

福島県 有限会社小川八洲商店 7380002031379 会津の入口！小規模商店の観光案内事業

福島県 株式会社堤製作所 5380001017612 「姫鍬ブランドの再興」を目的とした多機能Ｗｅｂサイトの構築

福島県 ＳＵＮＳＥＴ音楽室 － 顧客ニーズに対応した高品質機材の導入で新規顧客獲得と売上向上

福島県 なぬか町茶房　結 － 会津の七日町「お菓子作り体験＋豆腐もち」で修学旅行の思い出

福島県 株式会社大野寫眞舘 5380001012555 地域初となるベーグル専門店のロゴ、ＨＰ、ショップカード作成
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福島県 有限会社渡辺　文具店 3380002026812 パピルスルームの改装による新規客獲得と既存顧客との絆作り

福島県 ハル薬局 － ホームページ開設と看板設置による認知度ＵＰ！

福島県 株式会社いわきチョコレート 5380001014650 福島名産あんぽ柿の規格外活用による新商品ショコラの販路開拓

福島県 ＨＡＩＲ　ＬＩＮＫＳ － 看板設置とチラシ作成、ＳＮＳ広告を活用した顧客開拓と販路拡大

福島県 ＬＯＣＡＬ　ＳＨＯＰ － ＲＡＭＥＮ＆ＤＥＳＴＲＯＹ、オリジナル新商品の開発、販路開拓。

福島県 金澤内装株式会社 8380001012676 自社看板の設置

福島県 合名会社呉服處根本 5380003001309 ＬＩＮＥ＠の活用指導とＳＮＳ広告による新規顧客開拓と販路拡大

福島県 ＣＲＯＷＤ　ＩＺＵＭＩ － ホームページとＳＮＳからの情報発信し女性客・団体客の新規開拓

福島県 ＷＡＩ　ＷＡＩ　ＳＨＯＰ － 弁当・お惣菜デリバリー事業の立ち上げによる販路拡大

福島県 建榮自動車整備工場 － 自社ホームページによる若年層の販路開拓と既存顧客の囲い込み

福島県 ＡＭＡＮＥＣＥＲ － 福祉美容・サロン整備による癒しサービスの向上で新規顧客開拓

福島県 ＴＥＡ　ＴＯ　ＥＡＴ － ブランド力向上のためのパッケージ改良とＨＰ開設による販路開拓

福島県 総合美容ピノキオ美容室 － 地元地域への認知開拓・店舗表示の明確化・高齢者ニーズへの対策

福島県 有限会社マユール 1380002027291 客席増加と積極的なＰＲで顧客価値を高め、増収増益を実現

福島県 ＡＴＯＭ　ＢＩＴ（アトムビット） － いわき唯一のファブ施設の認知度を上げるためのホームページ開設

福島県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ　Ｓａｌｏｎ　三嶋 － いわき唯一２５時まで営業！仕事帰りに立ち寄りできる美容室の増席

福島県 株式会社ブレイン 5380001010402 訪問美容・増毛導入、販路拡大

福島県 有限会社キャストクリエーティブ 1380002019479 電子マネー機導入による顧客開拓・売上拡大事業

福島県 有限会社オートピット小野 7380002017584 ＨＰリニューアルによる情報発信力の強化から繋げる新規客獲得

福島県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｄｉｎｉｎｇ　ｉｉｔｔｅ－ｍｉｃｃａ － 看板メニューを打ち出した情報発信による宴会獲得事業

福島県 渡辺工務店有限会社 3380002018652 「強みを見える化！」ホームページ開設による新規顧客獲得事業

福島県 根田醤油合名会社 4380003000690 ホームページリニューアルとチラシ配布による新規顧客獲得

福島県 理容まつもと － 加齢に負けない！！男のエイジングケア

福島県 有限会社赤門 5380002017413 家族連れ向けの“子供が楽しめる新メニュー”の開発

福島県 株式会社佐久間組 8380001010192 ドローンを活用した新たなサービスによる新規顧客獲得事業

福島県 相馬観光株式会社 7380001015647 事業再開における市場変容に対応する販路開拓看板設置事業

福島県 オリーブの木 － 手動生ハムスライサーの導入による「本格イタリアンバー」洗練事業

福島県 株式会社山岡 2380001021583 自社ＨＰ作成による伝統の木製品、魅力発信による販路開拓

福島県 キッチンポテ － テイクアウト、会議用弁当、ソースの開発・販売事業での販路開拓

福島県 株式会社ヨネクラ 2380001011436 専門性ある資格告知と独自会員証発行で地域に選ばれる補聴器店へ

福島県 株式会社末原屋 2380001011238 酒類店舗販売強化の為の看板改装と増設事業

福島県 株式会社ワタスイ 8380001011447 農産物加工品の開発・販路開拓

福島県 ｂａｒｂｅｒ　ｓｈａｍｐｏｏ － 店の装いを新たに新メニューで女性新規顧客の獲得

福島県 モバイルワークス － 「キッチンから楽しく」シニア世代への販路拡大

福島県 株式会社ａｇｒｉｔｙ 9380001027970 人参商品の生産性向上および販路開拓に向けたＨＰ作成事業

福島県 佐々木正治畳店 － メーターモジュールに対応可能な製畳機導入とＳＮＳ活用販路開拓

福島県 アードベック － デジタル歯科技工の内製化による販路開拓

福島県 株式会社エフォート 5380001021903 ＨＰ整備による、ブランド米『十万石米』の販路開拓

福島県 マルヨシ工業株式会社 9380001009498 新モデルハウスのＰＲによる、新規顧客及び販路の開拓事業

福島県 有限会社マイケル企画 4380002030714 プロを目指す音楽家へ最高峰ピアノの演奏ができるホールのＰＲ

11 / 11 ページ


