
平成３０年度第２次補正予算　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

新潟県 オステリア・バッコ － ワインセラーの拡大によるワイン販売と集客力の強化

新潟県 社労士事務所コモンズ － 安心が確保され、リラックスできる相談スペースを作り

新潟県 ヘアメイク　スプラッシュ － 快適空間のリラクゼーションシャンプーで顧客満足度アップ！

新潟県
有限会社エフ・エフ・エスフラワーファーム
しろね

6110002010047 「ＨＰ開設による国内外への情報発信及び販路開拓・拡大」

新潟県 スタジオｄｏｏｒ － マシン導入によるプライベート・デュエットセッションの充実化

新潟県 ティオペペ － ティオペペ飲食店　店舗経営から中食事業への販路拡大

新潟県 ＤＯＵＢＬＥＭ － 新規リピーター獲得とヘアカラーのお客様来店促進、意識付け

新潟県 海の家　静浜亭 － 新たなアクティビティー提案と子連れ客が利用しやすい環境整備

新潟県 ｂｅｒｇａｍｏｔｔｏ　ｈａｉｒ － ＰＯＳレジによる顧客情報管理とスタッフ間のカルテ共有の効率化

新潟県 株式会社ユースフルハウス 7110001028857 企画住宅専用ソフト導入によるアウトドアニーズに向けた販路開拓

新潟県 ＨＡＩＲｆｅｅｌ － 顧客の美容満足度向上の為に機器の導入・メニュー改善と販促

新潟県 株式会社リプロネクスト 6110001032166 ホームページを改善したＶＲサービスの販路拡大

新潟県 有限会社パレット 7110002005376 マルチメディア関連の強化

新潟県 伊藤純一アトリエ － 空き家・空き店舗リノベーション・リフォームの集客サイト構築

新潟県 有限会社カメガイアートデザイン 8110002001738 「生の言葉」を通じて仕事が紹介できる展示ルーム・商談室開設

新潟県 ムーア株式会社 8110001032726 ランディングページ作成＋インターネット広告＋販促ツール

新潟県 株式会社Ｚ．Ｏ．Ｌ． 7110001010311 看板、入口まわり改修工事により月４５万円売上を上乗せする計画

新潟県 Ｇｌｏｓｓｙ（グロッシー） － 車の下回り防錆塗装とオリジナル商品の販路開拓事業

新潟県 ｍｉｍｉ － 「ファーストシューズ」情報サイト開設等による新規顧客開拓

新潟県 ＺＥＬＥ　ＮＩＩＧＡＴＡ － シャンプー台・セット面増設によるヘッドスパ事業の強化

新潟県 株式会社ビリーブオートサービス 8110001033690 販促効果の高い看板広告の設置

新潟県 株式会社ＦＵＮアウトソーシング 8110001010847 クラウドを活用した会計・税務の合理化パッケージのＰＲと販路開拓

新潟県 株式会社元気の水 4110001010140 海外対応及びサービス向上に向けてのホームページ作成

新潟県 株式会社クワサンエディット 7110001033428 現在のＨＰを、様々な情報を発信できるポータルサイトにする。

新潟県 有限会社小林塗装工業 7110002002241 個人の新規顧客増加に向けた取組み　～戸建て塗装の販路開拓～

新潟県 パティスリー　ル・デパー － ＷＥＢ・ＳＮＳを活用した「バースデーケーキの販売拡大」と経営効率化

新潟県 有限会社アクア 6110002000394 スマートフォンアプリの活用による若年層～中年層へのアプローチ

新潟県 ＲｉｃｈＢａｃｋ合同会社 6110003003586 「喜ぶギフトを贈って喜びたい」新しいお見舞いギフトの販路開拓

新潟県 株式会社サンコミュニケーションズ 4110001032911 新規販路（インバウンド）の開拓

新潟県 オートゥワード － 新講座の開講及びＨＰとリーフレットを活用した広報

新潟県 株式会社アトリエ　ジニアス 6110001030343 リフォーム市場活性化で、ホームインスペクションの新事業展開

新潟県 ワンワード － 建設業者専用ポータルサイト開設によるＷＥＢ制作の新規顧客開拓

新潟県 ａｔｌｉｅｒ　ｒｉｎｔｏ － 店舗の緑化と看板設置による、新規客の増加と高リピート率の実現

新潟県 一級建築設計事務所　Ｋ－１工房 － 自社ホームページを通じた情報発信を強化し集客の強化

新潟県 合同会社Ｋ＆Ｓジャパン 1110003003756 スニーカー及びシューケア用品の直販サイト開設と販売効率化計画

新潟県 コウダイ企画室。 － パンフレットを使った新規販路開拓
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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

新潟県 司法書士事務所サンセットライズ － ＨＰ経由による登記手続き依頼（相続・相続放棄等）

新潟県 嚆矢（こうし） － 伝統食文化を絶やさない！未来の市場を見据えた攻める広報活動

新潟県 Ｗｏｏｄ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ＳＡＷＡ － 営業ツールの整備による高級注文住宅用オーダー家具等の販売拡大

新潟県 株式会社Ｍ＆Ｍ 4110001031888 広範囲地域・世代に向けた肉野菜メニューの開発・広告

新潟県 株式会社ＳＨＩＰ 5110001028850
広範囲への広告による新規参加者の増加と、イベントによるリピーターの増
加

新潟県 鍼灸えにし － 新規顧客層に向けたＨＰリニューアルと施術環境整備

新潟県 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｎｔ － 新規顧客獲得のための広告戦略

新潟県 Ｋａｌｌｉｓｔｉ － 店舗統合とスクール拡充に合わせた駐車場整備

新潟県 Ｏｒｉｅｎｔ　Ｉｔａｌｉａｎ　Ｉｒｙ － サプライズ演出に特化するための設備投資および広告宣伝

新潟県 フーレ＆ビューティー　ボヌール － 働く女性を支える完全個室プライベートサロンの新設と広報事業

新潟県 有限会社シー・シー・ジェイ 3110002003004 「美」をイメージさせるトイレに改装して失客防止

新潟県 ｐｏｌｉｔｅ＆ｂｅａｕｔｙ　ＳＡＫＵＲＡ＋ － 「リセットリンパベルト」を使用したトレーナー養成＆海外販促事業

新潟県 瀬賀カイロプラクティックセンター － 頚椎専門家によるオーダーメイド枕のオンライン通販事業の立上げ

新潟県 有限会社せかい鮨 3110002003532 旅行会社バスツアー高齢者対応（腰掛け式）座席への改装

新潟県 大谷寿司 － ファミリー層・宴会利用者を増加を目指した取組み

新潟県 株式会社バウハウス 6110001008471 弊社ホームページを新設し、弊社の取組みを幅広く周知する事業

新潟県 はり灸　なつめ堂 － 顧客の獲得と満足度を上げる

新潟県 横山　勝一 － 近隣地域高齢者のための新規事業と認知度向上

新潟県 有限会社佐上商会 4110002002748 女性顧客に向けたスポーツ自転車の普及と新店舗の認知度向上

新潟県 Ｍｕｓｉｃ　ａｎｄ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － 未来へ生きる子供たちのための英語と音楽の環境を整える事業

新潟県 ドローンジャイロ － 新潟庄内ディスティネーション交流支援事業

新潟県 合同会社ＫＡＲＩＮ　ＳＨＯＰ 8110003003915 ＥＣサイトでの新規出店、開業

新潟県 有限会社桝幸酒店 6110002006103 ボトル等へのガラス彫刻による記念品の販売

新潟県 和食道　而今 － ホームページを作成し、売り上げの増加を目指す。

新潟県 株式会社ＧＯＳＩＮ 2110001028969 ＷＥＢサイトとポスティングによる新設エステ部門の新規顧客開拓

新潟県 ツーリズムにいがた株式会社 3110001033778 訪日外国人向け新潟情報発信サイトの制作・広報強化

新潟県 呑みや　えん － お客様用トイレの増設工事

新潟県 有限会社宮崎商店 6110002006490 ネット販売の売上増にする為のパッケージのリニューアル

新潟県 真野税理士事務所 － ＨＰ開設による事業承継・相談事業の拡充・強化

新潟県 つなぐ株式会社 5110001010610 誰かに伝えたくなる美味しいお召し上がり方の活用マーケティング

新潟県 株式会社ＹＵ－ＳＡＹ　ＰＬＡＮ 2110001030958 コスト削減とマーケティング強化による営業効率の向上

新潟県 Ｃ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － 新潟の旬の素材を生かした商品展開強化事業（仮称）

新潟県 有限会社永松動物病院 4110002004612 新サービス導入に伴う、インターネットによる情報発信の強化

新潟県 鍼灸パルシェ － 市場環境の変化と増税に備えたＩＴ環境整備とサービス品質の向上

新潟県 株式会社ＧＯＧＯ　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 1110001029828 調理設備運搬用トラックのラッピングによる広告宣伝・知名度向上

新潟県 ベアトラック － 東京・大阪の展示即売会によるインターネット通販の増強計画
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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

新潟県 株式会社スリーフィート 5110001020626
ミレニアル世代に向けた婚約・結婚指輪のレンタルサービス強化による販路
拡大

新潟県 有限会社栄喜堂菓子店 7110002022355 技術の継承と新規顧客の開拓、販路拡大

新潟県 ｍａｎｍａｒｕ　ｔｅｒｒａｃｅ － 北代地域のぶどうを使った新商品開発と観光集客に向けた取り組み

新潟県 株式会社室岡林業 9110001019466 安全安心な木塀の新規販路の開拓

新潟県 株式会社花道 1110001033219 妙高市池の平地域への事業展開と新店舗開業

新潟県 越後　瑞芳 － 顧客層に合わせた広告販売ページ制作

新潟県 麺商　暁 － ファン獲得！笑顔になる店づくり

新潟県 株式会社ミナミ 1110001029159 地場食材の素晴らしさを伝える為の無人メルカートの設置

新潟県 株式会社中越 4110001022961 長岡花火グッズの開発及び長岡お土産品ショッピングサイトの構築

新潟県 株式会社ＶＩＬＩＮＸ 1110001030827 ネイルサロンの施術効率と売上のアップを実現する新商品開発

新潟県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｌ’ａｒｍｏｉｓｅ － 新潟県産木材を使用の設備導入による業務効率化とサービスの向上

新潟県 株式会社お米のたかさか 2110001023953 ２ｋｇの商品開発とパッケージ統一によるブランディングと販売促進ＰＲ事業

新潟県 株式会社マルワ精工 6110001025921 長尺品の長手方向の傾斜加工を可能とする器具導入

新潟県 株式会社ネオス 9110001024623 和紙の縁起物「ふくら」の販路開拓と売上拡大事業

新潟県 株式会社柳製作所 2110001023598 溶接機導入による新たな生産体制の構築と販路拡大

新潟県 株式会社スタジオクラリス 6110001028825 新生児写真事業を契機とした若年層顧客の獲得

新潟県 プライベートサロンＰａｒａ － アプリケーション導入による新規顧客獲得・売上促進事業

新潟県 デザイントーク株式会社 6011001091872 ウェブサイトリニューアルと事例記事掲載による新規顧客開拓

新潟県 ＣＳ合同会社 6110003003140 特殊印刷を活用した、クリエイティブプリントストア事業

新潟県 有限会社新天街大鮨 4110002027877 女性客、高齢者に対する店舗バリアフリー化及び新サービスの実施

新潟県 有限会社なかよしミート 3110002028678 みんなを笑顔に。「なかよしミート」認知度向上計画

新潟県 有限会社吉澤藤兵衛 2110002030552 インターネット販売の拡大化と販促用品の強化

新潟県 ＡＺＩＴＯ　ｈａｉｒ － ２階オープンによる新規客獲得と夜営業の認知拡大に向けた対応

新潟県 有限会社大林印刷 8110002027106 紙の素材開発をし印刷屋が提案する新商品を開発、販路拡大。

新潟県 たかの社会保険労務士事務所 － 中小企業の働き方改革コンサル契約新規獲得のための仕組み作り

新潟県 ジュエリーナッツ・カンパニー株式会社 4110001030824 台湾漢神アリーナショッピングプラザへのプロモーション出店

新潟県 なかやま整骨院 － 患者さん自身が行うセルフケアの提案

新潟県 鉄の音 － ＷＥＢサイト開設による新規女性顧客層・固定客獲得事業

新潟県 ＫｏｔｏｂａｂｉｔｏＳＨＯ － 筆文字でメッセージを伝えるための商品開発及び個展による販路拡大

新潟県 有限会社新潟刺繍 5110002020831 写真を刺繍で表現した「刺繍ファブリックパネル」の開発事業

新潟県 有限会社小林畳店 5110002020518
個人顧客層の受注拡大を図る為の、畳メンテナンスの啓蒙を中心としたＰＲ
事業

新潟県 株式会社ＡＱＵＡ　ｌｉｆｅ 7110001028923 製麺機導入による自家製生パスタの提供

新潟県 アイビーリサーチ株式会社 9110002020167 ＷＥＢページ大規模全面構築による新規客開拓と社内スキルアップ

新潟県 棚辺製材所 － 薪割り機の導入による、蒔ストーブ用の蒔製造と販売

新潟県 フラワーセラピーサロン　たまちゃんの庭 － 風の柏崎に対応！「庭園のフラワーセラピー教室」へリニューアル

新潟県 株式会社柏崎エコクリエイティブ 1110001017799 ＷＥＢページ活用による、遠隔地の有機肥料ユーザーへの販路開拓
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新潟県 三世志家 － ＷＥＢを活用した新規顧客開拓

新潟県 株式会社ＪＩＶＥ 1110001021941 新たな市場開拓による新規ユーザーの獲得

新潟県 つばさ代行 － ・新規顧客開拓に向けた、看板の作成とＱＲコード決済の導入

新潟県 オオクボフォージングサポート株式会社 3110001016907 ヴィジュアルで訴えるホームページ製作による営業強化

新潟県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＵＯＺＥＮ － 新商品「雪国ジビエ」の開発と販路開拓

新潟県 有限会社見桝屋 1110002017690 量り売り販売に絡めた特殊形状ポールサイン・のぼり旗の設置

新潟県 有限会社二色亭すずき 9110002017460 自店ＰＲ強化とギフト用味噌漬け開発による販路開拓

新潟県 指輪工房ｃｅｒｃｈｉｏ － 事業ブランディングの為のＷＥＢイメージ戦略改革

新潟県 株式会社ＭＡＳＡＹＡ 4110001031715 学生服専門店が行う学生服のリユース・レンタル事業

新潟県 皆川　かおり － 子育て世代が安心して来店できる美容室のオープニング事業

新潟県 株式会社みずの 1110001014739 【誰もがもっとキレイになれる】を実現する事業

新潟県 須藤凧屋 － 訪日外国人向け、伝統工芸品「三条六角巻凧」の新商品開発・周知

新潟県 株式会社Ｋ・ハートデザイン 1110001016702 平屋規格住宅「平屋Ｌｉｆｅ」の販売による販路開拓

新潟県 レジエ株式会社 6110001014263 魅力を引き出すディスプレイ什器の製作・選定でブランド力強化・売上向上

新潟県 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ＦＵＵＢＡ　風羽 － ヘアエクステンション自店強化＆同業他社販売計画

新潟県 若槻石材株式会社 7110001015483 「墓守り代行サービス」により代々墓の維持・管理のニーズに応える事業

新潟県 株式会社プログレス 4110001032952 ＷＥＢサイトと紙媒体を組合せたドローン講習販路開拓事業

新潟県 行政書士ながい事務所 － ドローンを利用した実地調査に基づく図面類の販路開拓事業

新潟県 有限会社石﨑剣山製作所 5110002016838 「美しい」「かわいい」異形状剣山の開発・販路開拓

新潟県 株式会社テーエム 2110001014432 自社ブランド商品の販路開拓と新商品開発

新潟県 からだ導場Ｌａｕｇｈ整骨院きよし屋 －
燕三条地域全戸配布フリーマガジン「３６５」への広告掲載を活用したＰＲと
パーソナルジムとしての機能の充実させるための設備導入

新潟県 マルナオ株式会社 4110001016807 東京青山の直営店における効果的な展示による販路開拓

新潟県 嵐南エステート株式会社 3110001031880 空き家対策に貢献する「買取」「査定」業務強化の販路拡大事業

新潟県 株式会社佐善商店 9110001014153 シュリンク包装委託事業における営業力強化プロジェクト

新潟県 株式会社野崎製作所 6110001014560 グラビモルフ（ＧＲＡＶＩＭＯＲＰＨ）の販路開拓

新潟県 フレッシュ梅津 － 新規顧客獲得及びリピート率の向上の為の折込チラシ

新潟県 有限会社魚清 6110002018734 和の料理を楽しんでいただく和室リニューアルによる販売促進

新潟県 株式会社関哲 7110001029112 グループ全店の情報発信基地となるホームページ作成

新潟県 建四郎 － メニュー・店舗設備のリニューアルによる若年女性顧客の開拓

新潟県 株式会社富樫外装 6110001015501 産業用ドローンを使用した建物点検需要を取り込む広告宣伝事業

新潟県 有限会社ササゲ興産 5110002017150 スマホ対応ＷＥＢサイトを使った受注販売管理による販路開拓

新潟県 カネコ総業株式会社 4110001013993 新規自社２ブランドの販促・プロモーション・市場開拓

新潟県
ワンズアップ株式会社　犬の幼稚園＆ト
リミング　犬幸村

3011701016504 犬への負担が少ない犬用乾燥機の追加導入で生産性ＵＰ

新潟県 株式会社ナカヤ 1110001014466 有害粉じん捕集装置の国内・海外販路開拓

新潟県 ＯＴ＆Ｅ－Ｓｈｉｂａｔａ － ＥＣサイトを構築し、情報発信強化と新規顧客開拓を図る

新潟県 日本アスモフ株式会社 6110001017043 耐久性の高いアルミダイカスト製取付枠の追加採用と販路開拓

4 / 24 ページ



平成３０年度第２次補正予算　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

新潟県 ＬＩＶＥ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － 不動産業務周知のための掲示板設置で販路開拓

新潟県 株式会社新星家具 9110001012677 店舗改装による、お客様の理想の部屋作りの一助となる環境整備

新潟県 ラズアート － 自動シャンプー機器導入によるお客様の快適性向上

新潟県 ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ　ＧＲＯＵＰ株式会社 1110001033540 看板設置及びホームページ作成による販路開拓

新潟県 ヘアーサロン　リリー － 美容満足度向上のための機器導入と新メニューの広報

新潟県 金升酒造株式会社 4110001013671 新潟清酒「金升」のネット販売による新たな販路拡大と利益率向上

新潟県 新保酒店 － 個人客へ新潟清酒の販路拡大

新潟県 株式会社あおぞら不動産 8110001033154 ３６０°　バーチャル内見可能なホームページによる販路開拓

新潟県 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 8110003000904 野外施設用暖房設備導入で「冬バーベキュー」による販路開拓

新潟県 愛ファームすがたに － 「愛（めご）にんにく」の直売所の開設・販路開拓

新潟県 渋木薬舗 － 店舗改装で高齢者に憩いの場を提供

新潟県 新発田健康回復センター － 鍼灸治療をＰＲして新規顧客を獲得！

新潟県 有限会社川瀨養鶏場 6110002014964 事業承継に伴うＷＥＢサイト開設と管理及び新規顧客開拓強化

新潟県 美容室Ｆｉｎｏ － 完全個室によるプライベート空間の創出・来店しやすい環境整備

新潟県 割烹　さざ波 － ガストロノミー観光客への販路開拓のための店舗改修

新潟県 Ｙショップ白勢 － 地酒を使ったお菓子のお土産品製造開発による新規販路開拓

新潟県 Ｔｕｌｉｐ　（チューリップ） － 自社アパレルブランド２０２０春夏コレクションの開発・販路開拓

新潟県 有限会社本間酒舗 7110002009757 日本酒とお茶の販売促進強化で店舗のファンづくり事業

新潟県 ＩＳＡＮＡ － 新潟県産ブナ材を使った家具の試作製作およびブランディング

新潟県 デンタルサポート株式会社 1110001007230 当社ホームページの新規開設による主力商品およびサービスの拡販

新潟県 株式会社Ａｇ－工務店 7110001032306 コンテンツマーケティングを取り入れた受注の仕組み作り

新潟県 さかつめ整骨院鍼灸院 － 女性顧客が安心して来院できる院の改装と近隣への当院の周知拡大

新潟県 ＶＩＶＩＤ　ＳＫＡＴＥ　ＳＣＨＯＯＬ － スケートボード教室オープンに伴う認知度向上、顧客獲得事業

新潟県 ＮＭＣ　ＳＴＵＤＩＯ － ネットでの広告宣伝強化で音楽事業の拡大事業

新潟県 大幸食品株式会社 2110001007196 食品表示法の対応をきっかけにこだわりの和惣菜の販売先開拓

新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 スクレーパーカバーとブリスターパッケージの開発

新潟県 株式会社柳田外装 1110001018566 営業所の内装リフォームで成約率と客単価ＵＰ

新潟県 株式会社ツボエ 8110001016092 ホームページによる高級おろし金の販売促進

新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 市場ニーズに合わせた自社商品の充実

新潟県 田中建築事務所 － ＨＰ・ＳＮＳを使った販路開拓

新潟県 有限会社大泉合成 3110002018992 ・プラスチック材料の除湿乾燥機の購入

新潟県 小林研業株式会社 7110001032289 ホームページリニューアルによる新規受注獲得

新潟県 株式会社藤原商店 5110001016293 生産体制の強化と販路開拓に伴うホームページのリニューアル

新潟県 Ｌｉｆｅ　ｗｉｔｈ　Ｐｉｌａｔｅｓ － 「リフォーマー」導入によるプライベートレッスンの売上拡大

新潟県 有限会社本間産業 1110002019984 新規顧客獲得のための洗浄結果測定装置の導入

新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550 写真・デザインリーフレットによる多角的なプロモーション事業
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新潟県 株式会社つばさＭ＆Ａパートナーズ 2110001009300 企業と個人の想いを結び未来へつなぐためのＷｅｂ作成

新潟県 合同会社アルチザン 2110003003549 展示会出展に向けたカタログの作成とホームページの作成

新潟県 株式会社オールウェイズ 7110001016762 ・新分野の展示会出展と販路開拓

新潟県 株式会社新武 8110001015854 新規取引の獲得を目的とした専用治具の導入

新潟県 おむすび舎 － 新刊「たべること」（仮題）等の販売促進アクション事業

新潟県 株式会社アグリシップ 8110001031926 ＨＰ新規開設で「ドローン活用事業」の認知および販路開拓

新潟県 東京屋 － 看板設置・チラシ作成による新規客の獲得

新潟県 日野浦製作所 － 看板設置による新規取引先へのＰＲ

新潟県 株式会社片力自研 9110001015614 新たな技術・設備をＰＲしたパンフレットを用いた販路開拓

新潟県 ゲストハウストライアングル － 外国語に対応したホームページの作成

新潟県 株式会社アイマーク 1110001032039 認知度向上を目的とした看板の設置

新潟県 富所バフ － 倉庫の搬入路を確保し、業務効率化することで生産体制を強化する

新潟県 株式会社今井技巧 2110002018820 スマホ対応ＷＥＢサイト・展示会用動画作成による販路開拓事業

新潟県 ミノル製作所 － 自社新製品の大量生産にかかる設備導入

新潟県 ストーリオ株式会社 7110001025565 曲げ木ランプの開発・販路開拓

新潟県 株式会社松月堂 4110001025568 老舗和菓子店の地元食材にこだわる菓子の販路拡大

新潟県 有限会社ワイ・ケイ・シー 1110002032475 気軽に相談できる快適な空間作り事業

新潟県 伊藤商会 － スポーツバイクの専門性を活かした新たな需要の掘り起こし

新潟県 株式会社東山ファーム 6110001021846 新商品開発による精米売上向上と直販の販路拡大

新潟県 有限会社ＳＫフロンティア 7110002026331 販路開拓・拡大へ向けたお取り寄せ通販・ギフトサイトへの参画事業

新潟県 合資会社肴町主食 3110003001130 こだわる人へ、隠れたブランド米のアピール策、実施

新潟県 ｓｋｉｎ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　ｐｌｕｍｅ － 潜在需要のある男性客を取り込むため新たにメンズ脱毛を行う事業

新潟県 ＰＡＳＴｉＭＥ　（パスタイム） － 顧客の安全面と衛生面の改善と集客力強化による売上高向上

新潟県 合同会社リリック 1110003003839 障害児を応援！認知度ＵＰで新規客獲得のための情報発信強化事業

新潟県 有限会社吉田屋 3110002021848 村上の食文化にふれる和モダンな空間を提供するための事業

新潟県 有限会社松乃寿司高田町店 6110002025870 新設の「医療福祉総合センター」の需要を取り込む店舗改装事業

新潟県 株式会社高三商店 5110001021095 十日町織物の拠点となる織り体験工房を作り新しい顧客を開拓する

新潟県 有限会社柳工務所 2110002025957 ホームページ刷新による会社と若壮年客層の開拓

新潟県 有限会社エリアドゥ 1110002025405 トレンドに合わせた効果的な発信を行うホームページリニューアル

新潟県 有限会社高橋塗装 1110002025652 高性能なプリンターの導入による看板製作受注の拡大と業務効率化

新潟県 株式会社りらく庵 6110001020798 配食サービスの認知度向上と配送コスト削減による収益性向上事業

新潟県 ＩＭＴエンジニアリング株式会社 1011101068734 陸上養殖システム「ＩＳＰＳ」における養殖プラントの販路開拓

新潟県 有限会社東京堂 1110002024935 自社開発グルテンフリー商品を中心とした販路開拓

新潟県 有限会社捧運次商店 5110002018297 明るく入りやすい店づくりで来客増加と防犯による地域貢献

新潟県 株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ． 8110001031604 アウトバウンドからインバウンド創出の為の販路拡大事業

新潟県
ＷＡＣＣＡ　ｈａｉｒｐａｒｌｏｒ（ワッカヘアーパー
ラー）

－ 商店街の裏通りで集客向上と歩行者へ安心感を
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新潟県 Ｂｅｒｒｙ（ベリー） － メンズ・ジュニアも気軽に利用してもらうためのＨＰを作成

新潟県 有限会社土田商会 6110002018362 店舗リニューアルによる新規のお客様開拓

新潟県 カクチョー不動産 － 不動産売買から建築・リフォームまで幅広く様々な要望に応えます

新潟県 元デザイン事務所 － 木製ウェルカムボードの販売とＷＥＢを活用した販路開拓

新潟県 有限会社割烹有本 5110002018231 「ＳＮＳ映え」するメニュー開発による新規顧客開拓

新潟県 株式会社朝倉家具 7001101015137 新規事業立ち上げによる自社ホームページリニューアル事業

新潟県 株式会社渡英商店 9110001015366 白玉工場見学・製造体験プラス白玉団子調理教室プロジェクト

新潟県 株式会社皆川製作所 1110001015332 作業フロアの有効活用による、新規顧客獲得体制強化事業

新潟県 株式会社山内組 7110001015351 ＳＮＳ広告・運用強化とＨＰ立ち上げによる住宅販売業務効率化

新潟県 有限会社堀孫畳店 3110002013837
五泉市とその周辺の地域を対象にした折り込みチラシによる新規顧客増加
計画

新潟県 たなか鍼灸整骨院 － 美容鍼の広告と販売促進で売上増進・若年層の新規顧客獲得事業

新潟県 美容室　ＨＡＩＲ　Ｆｏｒｍｅ － 施術機械導入・看板設置による告知強化で新規客と売上の増加計画

新潟県 有限会社田中刺繍 9110002013757 展示会での刺繍ミシン実演により、技術紹介・販路開拓

新潟県 合同会社新潟小規模蒸溜所 6110003003883
看板商品「新潟県産原料１００％のシェリーカスクウイスキー」の開発と販路
拡大

新潟県 株式会社片山商店 2110001006371 糀発酵食品の自社ホームページ等ネット通販販売増計画

新潟県 有限会社木村生花店 1110002009085 売り場面積拡大・商品品目を増やして顧客満足度の向上を目指す

新潟県 石本商店 － 厳選素材・完全手作りごま豆腐の販促事業

新潟県 有限会社星山技研 2110002007922 工作機械オーバーホールの技術力を情報発信のホームページ製作

富山県 有限会社小野沢家具店 1230002000701 これまでにない木製防災用お守り型ホイッスルを多方面に販売する

富山県 株式会社ジェイコム 4230001013503 手作りニット製品におけるオーダーメイド事業への進出

富山県 合同会社シェアライフ富山 3230003000780 賃貸事業と宿泊事業のユーザーアクセスを明確化するＷｅｂ改修

富山県 有限会社メルクエスト 6230002004367 小動物行動解析装置の新規販売店への商品ＰＲと販路開拓

富山県 Ｃｈａｒｍ　ｄｅ　Ｋシャルム・ド・ケイ － 伝統産業と連携した上質な総合美容サロンの知名度向上と集客

富山県 有限会社庄右衛門 7230002007063 伝統的製法による新商品「最高品質冷凍鱒寿し」による販路開拓事業

富山県 株式会社ナカニシ 8230001002345 新規事業に伴う受注・事業認知度向上のためのオープニング施策

富山県 ソッカフェ － 細く長い店舗運営「店舗シェア・顧客シェア・負担シェア」

富山県 釋永岳陶芸工房 － 『世界の星付きレストランの器を富山から』プロジェクト

富山県 江戸前　寿司正 － 昼の賑わい（ランチ）と夜の賑わい（宴会）の向上、空間づくり

富山県 Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　Ａｌｐｅｓ － 認知拡大と新規顧客開拓のためのファサード強化（看板新設）

富山県 成和造園 － ツリークライミング技術の促進・木育・販路開拓事業

富山県 株式会社ケィ・ディック 6230001006760 地域の高齢者が在宅で住み続けられる健康維持の場「健康ラボ」

富山県 Ｂｏｄｙ　Ｍｉｎｄ　Ｃｏ － ＳＮＳ動画広告とネット予約機能付きＨＰによる販路開拓

富山県 だらだら屋ファクトリー － 成長の喜びを家族で共有！子育てママ向けオリジナルグッズ事業

富山県 有限会社富山リテイルシステム 1230002002499 世界でひとつだけのオリジナルＴシャツプリント商品販売

富山県 有限会社スポーツのマンゾク 6230002001760 ＥＣサイト立ち上げによる販路開拓と新規ユーザーの獲得

富山県 有限会社ヴィルアップ 3230002005748 肌診断サービス導入によるトータル美容ケアサービス提供体制構築
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富山県 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社 5230001017734 地域金融機関と連携した地域再活性化モデルの創出事業

富山県 スタジオＤＵＣＫ － 建築美の伝達役としての役割を具現化するＷＥＢサイト開発事業

富山県 Ｍｏｎｓｉｅｕｒ　Ｊ － オリジナル手提げ袋の開発と全国展開を見据えた焼き菓子販売強化

富山県 株式会社北陸テクノソリューションズ 5230001017189 自社製品の強みや優位性の伝達力を強化して販売促進を図る事業

富山県 タケ　ヘアーサロン － 付加価値サービスを表現したファサードによる集客の強化

富山県 昌和接骨院 － 「治療」から「予防」へ新規顧客獲得のための店舗改装

富山県 菓子司林昌堂 － ネットでの周知広告、新商品の開発

富山県 フリースピリット － 「受講者と講師を繋ぐマッチングサイト制作」事業

富山県 株式会社よしともコミュニケーションズ 6230001014136 メンタル・職場定着に強い研修会社としてのアピール強化事業

富山県 株式会社バイヤーズエージェント 3230001017686 機能性繊維の商品開発・販路開拓

富山県 結縁 － 「食でつくる健康」「食の安全」に関わる情報・ノウハウ発信事業

富山県 株式会社ノアズグループ 6230001017015 店舗ブランドの発信と店内環境の改善による売上増の実現

富山県 ｂｒｉｌｌｉａｎｔ（ブリリアント） － 顧客満足度を上げ、富山の高齢者を元気にするサービスの拡充

富山県 キトキ酒場食堂 － 薬膳富山のこだわり創作ラム肉料理で女性の美容と健康を応援

富山県 合同会社ｇｒａｐｅｓ 5230003001307 空き家再生・活用事業を認知してもらうための広告作成

富山県 拓味フーズ株式会社 3230001013826 高齢者向け加工食品の製造と宅配・通信販売の実施

富山県 株式会社だい 4230001017306 地元作家が手掛けた器を使った“まるごとトヤマ”プロジェクト

富山県 合同会社新村こうじみそ商店 8230003000982 「もらって嬉しいおしゃれな甘酒シャーベット」の製造販売

富山県 有限会社吉岡板金工業所 6230002003831 直販部門立ち上げに伴うイメージ・ブランディング戦略２０１９

富山県 ＢｒｅＬａｂ － ３Ｄスキャナ導入による人工乳房新製品の開発、及び販路開拓

富山県 有限会社富山商会 9230002002450
交通弱者を対象とした「自転車レスキュー事業」による新たな販路開拓への
取り組み

富山県 ツカハラ株式会社 8230001014753 展示即売会の全国展開とネット販売の両輪で販路開拓

富山県 ＡＭＯＵＲ － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、新規顧客開拓の実現

富山県 株式会社プロスパリティ 9230001014736 高齢者向け不用品買取＆リフォームの連動による販路開拓

富山県 株式会社イーシステム 7230001006421 山岳立体マップソフト［頂］のプロモーション展開による新事業の確立

富山県 ガルトエアロサービス － 「悪い点を載せる」「無在庫」「空撮」中古車販売促進事業

富山県 株式会社ひかり 4230001010723 ウェブサイト「イッピンモノ板金ショップ」開設による販路開拓

富山県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＳＴＹＬＥ－Ｂ － メンズ顧客向け「グルーミング文化の定着」と売上拡大事業

富山県 株式会社矢野 4230001011085 超高齢化社会における「ジュエリー資産」のリフォーム事業の展開

富山県 株式会社大野屋 5230001009789
万葉集ゆかりの地・高岡の新銘菓「越の家歌餅」の販売強化と新規顧客の獲
得

富山県 有限会社四津川製作所 4230002012289 『自社ブランド「喜泉（ｋｉｓｅｎ）」最新商品のプロモーションビデオ制作事業』

富山県 ｛仮｝カリ － パン屋への事業転換と新商品「おいしい低糖質パン」の販促活動

富山県 有限会社モメンタムファクトリー・Ｏｒｉｉ 2230002013561
ホームページのスマートフォン最適化及び「Ｏｒｉｉ　ｇａｌｌｅｒｙ八ノ蔵」ページ作成
による販路開拓

富山県 有限会社高橋製作所 5230002011471 高機能構造のプレス金型の販路を地元中心から国内・海外へ！

富山県 Ｌｅ　Ｃｏｅｕｒ　Ｐｕｒ － ネット集客ソリューションを活用した販路拡大プロジェクト

富山県 株式会社高辻製作所 4230001010351 鋳物での新商品開発及び認知度向上による新規販路開拓
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富山県 株式会社渡辺板金工業 5230001011191 当社施工技術を可視化する情報伝達力強化事業

富山県 ネイチャーグリーン － 「高岡まちなか大自然空間」にて提供するふくろうカフェ事業

富山県 なか川寿司 － ＳＮＳをターゲットとした店舗訴求力・おもてなし力強化事業

富山県 田組株式会社 4230001012117 女性による建設業界のイメージ向上に向けたＷＥＢサイト構築

富山県 スーパーほしば － 地域シニア層をターゲットとした惣菜商品の強化

富山県 株式会社Ａｙｌｌｕ 5230001015218 製造業男性・シングルマザーを対象とした結婚応援事業の発信強化

富山県 ｅｒｕｐｌｕｓ株式会社 6230002010910 配管加工フレキシビリティの強化による大型工事物件販路開拓

富山県 ビストロ　ル・パン － ネット集客支援サービスを活用したジビエ料理プロモーション事業

富山県 こし村百味堂 － ターゲット別ブランディング戦略の構築による全国展開の実現

富山県
株式会社ワールドバリューコンサルティン
グ

6010001194941 海外進出企業対象に自動車関連プラットフォームを構築

富山県 らーめん居酒屋　幸 － 高齢者にやさしい新メニュー開発と店づくりによる新規顧客の開拓

富山県 株式会社吉本建築 5230001010326 住宅見学会及びラジオＣＭによる個人向け新築住宅及び増改築需要の開拓

富山県 嵯峨商事株式会社 3230001010071 化学畳表の枚数カット販売の全国的な販売促進

富山県 Ｌｅａｄ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 9230001017739 口コミを活用した“売れる”ネットショップ作成サービス販路開拓

富山県 ルームイン金田有限会社 1230002012820 総合リノベーション業としての当社イメージ再ブランディング

富山県 株式会社匠屋 6230001016132 低温調理メニュー開発による民宿における食高度化の実現

富山県 株式会社萩原建設 9230001011642 施工技術と地域貢献活動の可視化による建設業イメージアップ事業

富山県 株式会社氷見うどん美濃屋 9230001016872 機能性氷見うどんの開発とその販路開拓の実行

富山県 松木菓子舗 － 季節感を演出し五感へ和菓子の魅力を訴求する店舗空間創出

富山県 有限会社ミナト 1230002013224 観光客集客率及び顧客満足度の向上店舗整備事業

富山県 株式会社ブルーミン 5230001017098 新作クラフトビールの開発・定番商品化と出張販売による新規顧客獲得

富山県 岡峰畳店 － 『１００枚のありがとうレター』　日本の畳を守る活性化プロジェクト

富山県 Ｐａｔｈｆｉｎｄｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ － 幼児、小学生向け英語スクール事業

富山県 蔵ステイ池森 － 氷見の魅力発信による外国人及び日帰り客を宿泊誘導する販路開拓

富山県 株式会社山正 3230001013909 ＩＴ活用による顧客との関係強化で安心感の提供と信頼を獲得

富山県 株式会社與市郎 9230001011733 当社蒲鉾製造と旅館部門が作る食文化体験プランによる販路拡大事業

富山県 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｔｒｅｖｉ（ヘアサロン　トレヴィ） － ケアセラピストの資格を活用し在宅者向け訪問美容による顧客拡大

富山県 株式会社高岡駅前保険センター 8230001012088 来店型営業強化による業務効率向上と販路（顧客）拡大

富山県 株式会社四津谷 1230001012210 高級感、地域色を持たせた寿司の宅配サービスによる買い物弱者支援

富山県 有限会社加納かまぼこ店 4230002012801 蒲鉾屋が作る新商品「イカ・カマ君」開発による需要喚起と販路拡大

富山県 有限会社川嶋製作所 9230002012813 ニーズに応じたパッケージ作りから商品価値向上による販路拡大事業

富山県 株式会社オート・ステージ 3230001013149 高品質の中古車整備体制の訴求強化による海外及び国内販路開拓

富山県 有限会社加治石油 8230002013655 地域の高齢者向け自動車関連ワンストップサービスの実施

富山県 みろこ保険企画株式会社 2230001012952 事業承継・販路拡大に向けた人材採用・ＰＲ発信・ＷＥＢ予約の取組み

富山県 株式会社マイハラ 9230001012558 看板設置と店舗改装による新規顧客の獲得とお客様満足度の向上

富山県 株式会社きくや 1230001014215 地域の皆さんが安心して暮らせる高齢者向け販路開拓事業
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富山県 川口貸衣裳店 － 訪日外国人観光客取り込みに向けた地域ブランディング活動の推進

富山県 株式会社太陽堂 5230001012462 新開発エンゲージペンダントの地域連携による販路開拓事業

富山県 カイバ工務店 －
大工技術の生産性向上と訴求力の強化による地域リフォーム需要の開拓事
業

富山県 株式会社プロデュース 1230001011781 地域金融機関と連携したインキュベーション施設販路開拓事業

富山県 株式会社フード・プラス 1230001014867 地域ニーズに合致した惣菜商品の開発と提供体制の構築

富山県 頂 － くつろぎ空間の創出による新湊交流人口拡大への貢献

富山県 中川餅店 － コトづくり効果の最大化のための店舗訴求力強化事業

富山県 竹泉堂 －
地域の土産屋としての機能強化に向けた代表銘菓ブラッシュアップとその伝
達力強化事業

富山県 すたじあむ・たけ － 山うにラーメン専門店へのリ・ポジションを実現する広告チラシ作成

富山県 ふれあい牧場フロンティア － 馬運搬車導入による出張乗馬体験・出張ホースセラピーの実施

富山県 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　Ｎａｌｕ － 『安心して来店できるサロン』ＶＲで臨場感溢れるサロン体験事業

富山県 美容室　ＩＴＡＫＵＲＡ － 北陸初「ＨＩＧＵＣＨＩ式頭筋ストレッチヘッドスパ」事業

富山県 雑貨屋ＴＯＢＩ － お名前シールの制作・開発・販路拡大

富山県 株式会社かねみつ 8230001007047 個人通販お客様対応を含めた販売管理システムの導入

富山県 大楠安紀二級建築士事務所 － 木造住宅の耐震診断・改修工事のホームページ作成による受注拡大

富山県 寺島呉服店 － リーフレット作成とホームページ改良による「呉服店の見える化」

富山県 株式会社ライフフィット 5230001015928 オーダーメイド矯正インソール製作事業・販路開拓

富山県 株式会社セラスト 1230001017556 いのしし・しかのジビエの販路開拓の為のホームページ作成

富山県 株式会社ハートグリーン富山 4230001015549 特殊高所作業の空撮事前調査事業

富山県 株式会社坪川昆布 6230001007833 地域密着型直営店舗へ改装することによる集客力アップ計画

富山県 カフェ　シュービーンズ － 情報発信！予約システムで貸切ドックラン利用ができる喫茶店計画

富山県 中川青果店 － ドレッシングの販路拡大による惣菜の新規客獲得と売上拡大計画

富山県 有限会社カネツル砂子商店 8230002008845 ターゲット消費者層の明確化によるＥＣマーケティングの高度化

富山県 ささや食堂 － 黒部川開発１００年記念　宇奈月温泉街の老舗食堂の販路開拓事業

富山県 Ｓｔｙｌｅ・Ｓ沢田工務店 － 「顔が見える安心感」と「日本の伝統的建築工法」による販路開拓

富山県 ＤＯＧＳＡＬＯＮるぱん － 看板設置による、当店自慢ペットトリミングＰＲで新規顧客獲得！

富山県 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 ます寿司製造の技術を生かした「押し寿司」で新規顧客を獲得する

富山県 エステスタジオＮＡＮＯ － 富山県内Ｎｏ．１の美容エステ店を目指す販路開拓事業

富山県 カントリーキッチン － ご当地ブランドを使った新商品「とやま牛カレー」で販路開拓！

富山県 株式会社小倉建築設計事務所 8230001007294 「耐震診断・改修で自分の命は自分で守る」事業で販路開拓！

富山県 エステスタジオ　ルーシャン － エステの新規集客を目指す店舗のＰＲ販路開拓事業

富山県 株式会社アクア機械工業 3230001013677 認定Ｓｌｅｒ取得による競争力強化を軸にした展示会での販路開拓

富山県 藍菜坊 － 時間帯別ターゲット狙い撃ち展開による売上拡大事業

富山県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵＡ － 移転２年目の飛躍！老舗美容室オンリー１施術による販路拡大事業

石川県 株式会社金森合金 5220001001887 生活雑貨「釜八」ブランド開発によるＢｔｏＣ市場への販路拡大

石川県 株式会社片桐商会 6220001019607 『滑り止めテープ・あすはる』の新商品開発とその販売拡大
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石川県 株式会社金沢伝統建築設計 9220001021881 文化財建造物修復業の認知度ＵＰのための自社ＨＰ開設

石川県 制服リユース　リクル － クリーニングチェーン店活用による販路拡大

石川県 株式会社金沢アドベンチャーズ 9220001022608 石川県の地域資源を活かした外国人観光客向けツアーの販路開拓

石川県 野の花 － 独自ルートで入手した摘みたての花と野菜を店頭にて本格的に販売

石川県 株式会社オフィスシュナイダー 4220001022257 「創業応援パック」サービスプログラム確立に向けた集客

石川県 Ｋ’ｚ設計事務所 － ３次元ＣＡＤを導入して新規顧客の獲得と自社のファンを創る

石川県 株式会社松田製作所 1220001006618 来店型店舗に看板を設置し下請から直接受注のへ事業転換を図る

石川県 奥村建装株式会社 2220001018562 『北陸地区初のローラーストーン技術による快適なくらしの提案』

石川県 ＬａＰｅｉｎｔｕｒｅ　（ラ・パンテュール） － 加賀野菜とフランス菓子の融合で、新しい金沢の手土産を発信！

石川県 株式会社マッシュココ 4220001020707 飲食店関係者に対する自社工場の特徴・強みのＰＲ強化

石川県 エム美容室 － 後継者のノウハウを活かすリラクゼーション部門の販路開拓事業

石川県 株式会社ハシモト門扉 8220001005332 業界最大級の大型門扉の運搬施工を基に、販路拡大を図る事業

石川県 ピラティススタジオ　「結」 － パーソナル・短期集中・１ｄａｙレッスンの為の研修と販路開拓

石川県 株式会社ほんまち会計 6220001021967 顧客来訪型ミニセミナーを定期実施する会計事務所への変革計画

石川県 株式会社ネオ金沢 5220001008387 故郷の環境を守りながらの販路開拓事業

石川県 有限会社ネオ企画 8220002004507 ペットの葬儀で使用される【納骨箸】の開発とその販路拡大

石川県 東山印刷株式会社 5220001005475 明治初期から営んでいた屋号「紙屋」を用いた和物印刷事業

石川県 株式会社ウフフ 4220001022439 ママが作る焼成冷凍ドーナツの販路拡大・増産対応とＭＤ提案

石川県 有限会社中谷肉店 9220002004282 ギフト需要拡大を目的とした、カタログギフト制作・ＨＰ刷新事業

石川県 長谷川株式会社 3220001005304 墓石屋による真の終活コンサルティング事業の展開・販路開拓

石川県 無添加パンまつや － トランス脂肪酸フリーで安心な加賀棒茶パンで売上・商圏を拡大！

石川県 葛巻内装株式会社 8220001002478 ホームページ全面リニューアルにより、販路を全国展開

石川県 株式会社杉山真設計事務所 4220001021291 こだわりを持った顧客獲得のためのＨＰ更新による販路開拓

石川県 エキスパート・フラップ株式会社 5220001005731 採用率大幅アップのためのホームページリニューアル

石川県 ＴＡＲＡ　ＧＬＯＢＡＬ － 「訪日観光客向けエステ」ＰＲ事業

石川県 株式会社シブヤコーポレーション 2220001009537 移動スーパー運営ノウハウの営業情報化による営業強化

石川県 紙文房あらき － 和紙・特殊紙と紙細工商品の販路開拓と紙の魅力・文化の情報発信

石川県 一福屋 － 飲めるクーポンｉＰＰｕｋｕの販路・加盟店・周知拡大。

石川県 金沢米粉料理ラボＳＯＭＡ － アレルギーがあっても送れる豊かな食生活

石川県 リッチダッド株式会社 6220001021975 赤外線マイクロスコープの導入で頭髪・お肌診断ができる美容院

石川県 来福海南鶏飯 － 女性ターゲットを狙ったランチタイム後におけるカフェ部門強化

石川県 株式会社わくわくプロダクション 1220001022656 インバウンドの長期滞在を促進するウェブサイトの制作

石川県 陶房ななかまど － オリジナル食器で料理を提供するｃａｆｅおよびギャラリーの運営

石川県 株式会社ｈａｚａｒｄ 5220001014377 ＨＰ・カタログ刷新による企業イメージ構築と自社商品販売増強

石川県 雅税理士事務所 － 面倒な事務作業を丸投げしてもらう新サービスの開発・拡張

石川県 Ｐｈｏｔｏ　Ｋｏｚａｋａ（フォトコザカ） － ７０周年記念イベントを盛大に行い集客アップ
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石川県
Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＳＵＧＩＹＡＭＡ　杉山　裕太
郎

－ ブランドイメージ構築事業

石川県 ジョインプロパティ株式会社 2220001022226 気軽に来店できて相談できるカフェ風の来店型不動産店舗改装事業

石川県 平岡結納舗 － 当店オリジナル細水引を活用した縁結びの新商品開発及び販路拡大

石川県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ　ＩＮＤＩＧＯ － 『酒場』としてのイメージ付けによる男性中年客層の獲得

石川県 株式会社ＴＲＡＵＭ 5220001018659 ＨＰの開設とカタログ製作による輸入アルミホイールの認知度向上

石川県 有限会社れもん 5220002006365 和式トイレから洋式への切換によりＣＳ向上からリピーターの創出

石川県 エイトリペア － 性能向上リフォームを活用した新たな需要への拡大事業

石川県 Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ － 金沢初のヴィーガンソフトクリーム販売により新規顧客獲得

石川県 Ｃｈｉｎａｄｉｎｉｎｇ　宮燕 － 【年配者がゆったりくつろげる本格中華料理店】

石川県 金澤　祇萌 － 店舗トイレ改装による高齢者や女性が利用しやすい環境作り

石川県 レンタル＆フォトスタジオ　カクタス － ウェブサイトの作成による集客拡大

石川県 金沢　コハク　バー － Ｂａｒでの新メニュー提供と観光客増加に対応した販売促進事業

石川県 株式会社アソシエイツ・ジャパン 8220001020307 アジア富裕層向け北陸への医療ツアーのウェブサイト制作

石川県 株式会社ＭＯＹＵ 1220001018828 被災地や老犬のペット用ドライシャンプー開発及び販路開拓

石川県 合同会社ＨＯＫＵＴＯ 6220003002560 家庭菜園で農業体験ができる放課後等デイサービス事業

石川県 株式会社久保 9220001002485 「食料品アクセス問題」に貢献する宅配サービスによる売上拡大

石川県 コーヒーマート － ＳＮＳ連動のＨＰリニューアルと新商品導入による販路開拓

石川県 ｐｌａｔｙｏｕｔｈ － エンドユーザー向けサービスの開発、販路開拓による新規顧客獲得

石川県 整体院シータ － ホームページとネット予約システムの作成による販路開拓事業

石川県 株式会社島田分店 6220001003370 お客様に笑顔と幸せを提供できる空間作りと情報発信強化

石川県 株式会社タカシキ 6220001004014 試作品の開発による空間演出用新素材の販路促進

石川県 Ｄｕｍａｓ　Ｂｉｒａｋｕ　（デュマビラク） － 日本最大級のネット予約サイトを活用した顧客の利便性向上

石川県 ＤＯＧＳＡＬＯＮ　ＴｏｙＳｔｙｌｅ － ホームページ作成とＡｉｒレジ導入による集客ＵＰ

石川県 ステーキ　林 － ホームページ制作による情報発信の強化、新規顧客獲得

石川県 ｅ－Ｓｐｏｒｔｓ＿Ｃａｆｅ　ＨＵＴＡＢＡ － 一般層への認知度向上のための広告活動

石川県 ＝１１　イコールイレブン － 主役と家族・仲間の撮影による感動価値創造事業

石川県 石崎アルミ窓建株式会社 8220001001083 近隣地域ふれあい～住まいのお悩み解消ｄｅ笑顔と受注増計画事業

石川県 株式会社シェヘラザード 3220001017142 管理職者向けパワハラ予防研修ＩＴ活用強化による販路拡大

石川県 床鍋理髪店 － いつものメニューをヘアケアメニューへ！！新規顧客の獲得！

石川県 オフィス・ユアーズ － 金沢成功塾の新規受講生獲得に向けた情報発信の強化

石川県 イトー整体 － エアロバイク導入で整体とパーソナルトレーニングの相乗効果発揮

石川県 焼肉ＧＲＩＬＬ＆Ｂａｒ　ビコロ／メルカート － テイクアウト開始とウッドデッキ設置で認知度・付加価値向上

石川県 ストレンジフルーツ株式会社 2220001003597 世界に一つだけの名刺を作成！形状つき名刺の全国展開事業

石川県 グリーンサイクルショップ － バイクファンも納得！こだわりのバイク預かりサービスの開発

石川県 初華 － 町家暮らし体験！インバウンド層向け宿泊プランの開発と販路開拓

石川県 エステティックリラクゼーションｆｏｒ悠 － 女性エステティシャンが行う男性脱毛コースの開発と販路開拓
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石川県 有限会社鰯組 4220002001210 外国人および高齢者が居心地よく過ごせる環境改善事業

石川県 フィニセット株式会社 7220001022106 採用・制度・研修の新しい商品販売による販路開拓と業務効率化

石川県 シンク・クリエーション株式会社 8220001009770 日本で唯一の英会話教室「ジムリッシュ」の販路開拓事業

石川県 ｏｗｃｉ　オウチ － ・加賀百万石ルート形成に伴う尾山ソフトクリームの開発と観光資源化

石川県 株式会社スマイル・インク 2220001014909 スタジオの「映える」化による撮影利用の促進

石川県 株式会社チャレンジ 6220001014269 下半身強化トレーニングマシン導入による高齢者の新規顧客開拓

石川県 米沢電商株式会社 3220001007440 採用ホームページによる人材確保とニーズ充足

石川県 濱坂映像写真事務所 － 古都金沢のアーカイブ！～歴史を伝えるＬｉｂｒａｒｙ～

石川県 インプルーブマネジメント株式会社 3220001022225 ボディメイクの専門家によるパーソナルトレーニングスタジオ

石川県 プリゼ美容室 － 高齢者にやさしい店舗作りでリピーター獲得

石川県 幸味 － 高齢者、その家族が長くくつろげる店作り

石川県 ＭＵＭＣＡ － 陶器ブランドＭＵＭＣＡの紹介・案内による販路開拓事業

石川県 株式会社げんだフィジカルプラス 3220001020096 痛みを諦めない！むち打ち改善プログラムの開発及び販路開拓

石川県 Ｌａ　Ｓｏｒｂｏｎｎｅ － 肌映えランジェリーコンサルティングのメニュー化・販路開拓

石川県 和餐　伸 － 和食のマナー教室により、若年層の取り込み強化・対策

石川県 ｐｉｓ －
認知度と安心感の向上に夜新規顧客増大および売上および粗利益の向上
の実現

石川県 株式会社北製材所 2220001011906 「ホームページ×インターネット広告」で新規顧客を獲得事業

石川県 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＭｏｏｎ － 「終わりのない美」への追求事業

石川県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＴＡＰＡＳ － 店舗リニューアルによるＨＰの新規作成および広告戦略について。

石川県 九谷もんよう － 九谷焼の絵柄のミニノートの試作、販路開拓

石川県 炭焼屋鳥兵衛 － 若年層を中心として新規顧客を取り込むための店舗改装事業

石川県 株式会社明月堂 4220001013660 「ｍｉｎｏｒｉ」ブランドのファン獲得とＢｔｏＣ部門の売上アップ

石川県 勝木薬局 － 補聴器　取扱品目の拡大、ＰＲ

石川県 家具工房ＬＥＯＮ － 家具職人が作る「長く使える無垢材雑貨」の販路拡大事業

石川県 こまつ町家文庫 － 「こまつ町家文庫」新商品（仮）「北前船：安宅」の開発・販路開拓

石川県 尚軒 － 餃子専門店立ち上げによるブランディング確立事業

石川県 お菓子処　山口堂 － 令和最中の金型作成及び、最中サブレの新作開発と包材の製作

石川県 料亭　まつ家 － 外国人観光客への情報発信よるインバウンド需要取り込みの実現

石川県 合同会社西出酒造 6220003000845 中国富裕層に向けたオリジナル商品の新開発

石川県
ＨＡＲＥ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　（ハレヘアーワー
クス）

－ 新事業の導入と看板、広告、ＨＰの作成　回数券作成　プリンター設置

石川県 宮本農産 － 精米機の導入による販路開拓と作業効率向上

石川県 いす張り工房ＡＭＡＮＯ － パンフレットの製作・配布で「いす張り」を地域に広めたい

石川県 貴寿司 － 地元新規団体客獲得とリピート率向上事業

石川県 さつき － 居心地の良い空間とこだわり手料理を提供するスナック事業の展開

石川県 Ｖｉｌｌａ　ｄｅｌｌａ　Ｐａｃｅ － 廃棄野菜を活用したオイル・ドレッシング開発による新規顧客獲得

石川県 太成工業株式会社 6220001015374 珪藻土コンロＢＢＱセット商品開発と個人消費者向けにＨＰ刷新
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石川県 ナナオ土建株式会社 5220001015549 インターネットを活用した民間販路開拓及び技術者採用強化

石川県 レストランブロッサム － 門外不出ドレッシングを使用した物販商品開発による新規顧客獲得

石川県 有限会社古木重機 3220002014064 ＩＣＴ土木工事（測量）を活用した新規顧客への拡大事業

石川県 きもの処　森善 － 祭り衣裳の専門店の発信と販路開拓

石川県 ムーミンなかがわ － 『働く若い子育て世代を応援する園児用お昼寝布団のリース販売事業』

石川県 清酒織物有限会社 6220002013848 緯糸のコントロールによる新素材を用いた新製品開発事業

石川県 株式会社能登ミルク 5220001019673 「能登ミルク×地元厳選食材」による他企業とのコラボレーション

石川県 ビューティースポットアラヤ － 店のバリアフリー化による高齢層へのアピール

石川県 美総 － 石川県初のベンチプレス専門ジム開設により生涯健康のお手伝いを

石川県 カフェリボン － 絶賛コーヒーを活かした既存顧客維持と新規顧客獲得の両立事業

石川県 有限会社ＲＥＭＣＯ 7220002015397 ＩＴ活用による新しい学習カリキュラムの整備及び広報強化事業

石川県 株式会社ライフプリベンション 5220001022470 当施設と介護予防への関心を高める広報活動に販売促進事業

石川県 朝漁れ一番哲 － 朝漁れ魚と埼玉県出身をＰＲして地域で唯一の居酒屋を目指す事業

石川県 ほくりく針灸整骨院 － パーソナルトレーナー事業の本格化に取り組み販路を拡大する

石川県 株式会社イリオスＮＯＴＯ 1220001021402 Ｗｅｂサイト機能拡充によるマニア層と隠れ洗車需要の取り込み

石川県 株式会社おやゆびカンパニー 8220001021429 新規顧客とリピーター確保のための施設整備事業

石川県 ＦＲＥＥＤＯＭ２　ＲＯＣＫＶＩＬＬＥＧＥ － ファミリー客室増設と飲食店併設の施設改装事業による新規顧客誘致事業

石川県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　ＩＣＯＵ － 生産能力強化とインスタ映え新メニュー開発による新規顧客獲得

石川県 エトランゼ － 美容脱毛によるティーンから２０代の女性を中心とした顧客獲得

石川県 株式会社中越自動車商会 4220001015418 「正確＆迅速、人にやさしい」を伝承する老舗自動車整備業

石川県 うらべ家具店 － 「集客、販売、紹介」サイクル構築のための販促事業

石川県 株式会社橋本幸作漆器店 3220001017043 輪島うるし箸で日本を贈る。企業ギフト、販促品への販路開拓。

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 輪島塗ペット椀の商品開発と販路開拓事業

石川県 器の実カフェ － 顧客満足向上による売上拡大事業

石川県 有限会社宮脇薬店 2220002015617 未病の段階での症状改善、健康で長生きそして医療費の削減事業

石川県 采色塗　なか門 － 塗職人による海外市場をターゲットとした販路開拓事業

石川県 フォトわらびの － スタジオ撮影のレンタル衣装の充実による集客力アップ事業

石川県 有限会社高田本店 2220002015534 地元の蔵元と連携した商品の付加価値の向上とＰＲでの販売促進

石川県 漆の郷交流館 － 輪島塗の良さを海外にＰＲを主とした販路拡大事業

石川県 有限会社新橋　新橋旅館 5220002015523 ツーリング観光客や外国人観光客の宿泊数を増大させる事業

石川県 有限会社角知漆器店 3220002015491 輪島塗の工程や職人の技を発信することでの全国的な販路開拓

石川県 民宿　白塔園 － 石川県のブランド品活用とネット発信での顧客増計画

石川県 株式会社奥能登元気プロジェクト 6220001022494
ＷＥＢを活用して、奥能登初となる障がい者就労移行支援事業を周知し、地
域に根づかせるための認知活動

石川県 大崎漆器店 － ホームページの多言語化リニューアルによる国内外販売促進の強化

石川県 有限会社鶴竹 3220002015541 能登里山里海の食の財産（食財）を加工技術で全国展開事業

石川県 酒ブティックおくだ － 外国人観光客集客強化による店売りの売上アップ
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石川県 民芸御食事処　まだら館 － トイレの洋式化による外国人観光客と高齢者へのおもてなし向上

石川県 株式会社高野商店 1220001013267 駅弁の冷凍による消費期限の長期化による販売促進

石川県 株式会社Ａｎｔｅ 9220001014183 ホームページの改良とネット販売システムの機能強化

石川県 やまや畳店 － 畳の魅力発信につながるオリジナル畳縁及び関連商品の開発・販売

石川県 株式会社エーアンドシー 1220001022689 ホームページ制作。

石川県 4220002013040 熱中症対策の水羊羹開発

石川県 白雨 － スローファニチャーの価値を伝えるＨＰ＆店舗拡充による販売促進

石川県 有限会社すだに酒店 8220002012492 顧客飲食店案内可能なスマートフォン向けホームページ構築事業

石川県 株式会社ヌックグリーン 7220001022444 オリジナルの結婚式を低価格で実現する装花と装飾品レンタル事業

石川県 林　舗道株式会社 9220001016948 地域に根差した企業としての民間工事獲得に向けた情報発信事業

石川県 有限会社新海塩産業 1220002016104 金融機関・商工会議所と連携した国内外向け販路開拓進出事業

石川県 有限会社橋元酒店 1220002016145 温泉銭湯の大広間を活かしたゆったり・のんびり休憩サービス事業

石川県 赤坂建具工芸 － 組子技術の新たな分野への需要拡大事業

石川県 三和建設株式会社 9220001016898 民間工事の新規販路（受注）開拓のためのホームページ開設

石川県 ＭＯＣＣＡ － ＭＯＣＣＡのワークショップで花を楽しむ生活のご提案

石川県 株式会社揚げ浜 9220001019918 惣菜の商品開発及び販路拡大と製造・生産性強化

石川県 株式会社カーライフ中野 3220001017002 測色機と熟練技術の融合による塗装業務の新規顧客獲得と受注拡大

石川県 株式会社のろし 7220001017023 「幻の大浜大豆」関連商品の付加価値向上による販路拡大事業

石川県 みなくちいちご園 － 安心して当園を利用できる体制の整備による新規顧客獲得

石川県 ワダフォトスタジオ － キッズスペースの設置で子育て世代の顧客を獲得！

石川県 ｃｏｃｏｍｉ － 野菜を中心とした魅力のある商品企画開発と情報発信による販路開拓

石川県 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ 7220001021735 顧客利便性を向上するウェブサイト制作見積サイト開発と販路開拓

石川県 新装工芸 － 帽子教室開催とギャラリー整備による個人客を対象とした販路拡大

石川県 南風（ナンプウ） － マレーシア薬膳料理のメニュー開発と広告宣伝強化による販路開拓

石川県 中島企画株式会社 8220001021387 受注増に対応の為の作業場拡張工事と人員の確保及び新商品の開発

石川県 ｎｏｔｔｏ － もっと身近に！もっと手軽に！新たなモノ作り体験サービスの提供

石川県 ＥｄｅｌＷｏｒｋｓ － 造形及び教育現場向け基板開発

石川県 株式会社共和建設 1220001009100 地域ニーズを充足する民間外構工事直接受注のための販路開拓事業

石川県 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269 石川発ソファブランド「ＴＲＥＳ」の魅力向上に向けた店舗改装

石川県 料理　蓮 － 白山づくしの昼懐石プランによる販路拡大

石川県 ヴォワ・ラクテ － 本格フレンチをお気軽に。認知度向上による販路開拓。

長野県 マナ美容室 － 専門美容師による“ウイッグ”で、おしゃれをもっと身近に

長野県 合同会社和苑 2100003004028 松茸の保存システム改善で販路拡大による収益アップ事業

長野県 有限会社岡田フォトオフィス 1100002015266 見せる！魅せる！プロが撮った絶景写真ホームページの認知度ＵＰ

長野県 株式会社名取製餡所 1100001010128 「次なる百年の未来を見据えた顧客＆リピーター獲得作戦」

長野県 有限会社誉工業所 1100002014739 高精度・低価格・短納期！顧客ニーズを小型ＮＣ旋盤で実現します！
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長野県 武舎煙火工業株式会社 5100001010289 ５万円で「誰でもスターマイン」を打上げましょう

長野県 株式会社松籟亭 2100001026156 地域活性化のためのインバウンドを和食から発信する！

長野県 新進商事株式会社 5100001009810 環境対応の高品質オイルを周知し航空機産業の新規販路開拓

長野県 有限会社メタルコート 8100002015383 新事業の取組により新規顧客獲得を図るためのホームページ開設

長野県 株式会社ダイフレックス 1100001010012 設計業務のＩＴ化とビジュアル化を強化し販促ツールへ展開

長野県 ぶしもりやめんめん － 大人気つけ麺のカスタマイズ方法を女性店主が動画で伝授！！

長野県 株式会社中帯 9100001025135 就業者へ自立支援・介護予防を周知して介護離職を防止

長野県 株式会社ＤＴＣ 4100001030841 事業プロモーション強化による、事業周知と購買意欲向上戦略

長野県 株式会社西入不動産鑑定事務所 5100001010198 地元の中小企業に向けた新規顧客取込のためのホームページ改良

長野県 株式会社上野石材商会 4100001028092 最新鋭ＣＡＤソフトによる提案の短縮化・明確化とＷＥＢによる販路開拓

長野県 株式会社創エンジニアリング 7100001011450 表面粗さ測定への設備投資と自社ＷＥＢサイトと看板のリニューアル

長野県 ＶＥＧＡ　ｈａｉｒ’ｓ　Ｓｔｏｒｙ － 市内初のメンズ専用脱毛機の導入による新事業展開

長野県 株式会社Ｋｎｅｘｔ　ｆｕｔｕｒｅ 6100001031433 自社ＨＰによる販路拡大。全世界にジェラート届けます！！

長野県 ＳＯＰＨＯＬＡ株式会社 1100001031181 海外の人口知能（ＡＩ）ソリューションの販路開拓

長野県 有限会社アール・イー・コーポレーション 7100002007464 個人顧客向け特設ホームページ作成と企業ホームページの刷新

長野県 ｕａｃｉｅｃｈｅｅｒ － できたてのナポリピッツァを食べてもらいたい

長野県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＲＥＰＯＳ － 新規顧客開拓のための販促活動

長野県 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｉｇ　ｕｐ － ネット媒体を通じた髪質改善メニューによる優良顧客集客計画

長野県 軽井沢トルタ株式会社 3100001028738 ３０代女性に向けた信州産素材を使用した新商品開発と販路拡大

長野県 － ひと目でわかる店舗づくりとお客様満足度の改善

長野県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＬＩＮＫ’Ｓ － 訪問美容及び高齢者仕様の店舗づくりによる販路拡大

長野県 有限会社内藤陶器店 9100002003734 ものより思い出事業～体験の魅力発信～

長野県
西村弘樹リフォームコンサルティング事務
所

－ ３つの商品開発による販路開拓

長野県 合同会社ＬＩＮＫ 1320003002695 ＨＰ作成により、法令の周知活動のスピードアップと販路拡大

長野県 島崎建設株式会社 5100001006840 エクステリア［庭ＺＯＵ］ホームページ製作公開による販路開拓

長野県 株式会社アルコバレーノ 3100001031543 モデル事業売上増加のための広報活動

長野県 有限会社モンドール 3100002005257 時代に合った生ケーキと健康志向の焼き菓子の開発による販路開拓

長野県 株式会社丸八たきや 8100001003356 最新ＷＥＢ技術を活用した、外国人観光客への販路拡大事業

長野県 小林塗装店 － ホームページ開設及び社員教育等による新規顧客の開拓

長野県 有限会社旬彩菓たむら 8100002002497 パッケージ刷新による贈答品対応力強化及び新規顧客開拓

長野県 有限会社松代開発 5100002004744 最先端測量機器導入による基礎工事の稼働率向上及び売上拡大

長野県 有限会社宮島製本所 8100002005137 オートチェッカ導入による品質向上と競争力のアップを実現

長野県 アトピー母の会 － 店名と事業内容の周知による新規客層の開拓

長野県 株式会社丸増ストアー 7100001003365 地域イベント利用した新たな集客方式の開拓

長野県 相澤農園 － ペット用干しリンゴの新規開発・販路開拓

長野県 株式会社ウェブノート 5100001026070 先行事業！幼児プログラミング学習カリキュラム展開事業
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長野県 マシュマロ専門店やわはだ株式会社 3100001028449 食品用プリンター導入による販路開拓事業

長野県 有限会社美和ライフネット 9100002007850 受注管理機能をもったホームページの作成による販路拡大

長野県 リカーハウスにしざわ － 個人世帯への酒類配達業務を強化し、信州の地酒で乾杯！

長野県 ｏｎｅ１８ｅｉｇｈｔｓ － ネイルサロン利用者増加プロジェクト

長野県 世界食道 － キッチンカー導入による移動販売へのシフトで生涯現役・初志貫徹

長野県 有限会社ドンキホーテ 7100002003397 従業員の資質向上及びトイレのバリアフリー化による新規顧客開拓

長野県 小坂建設株式会社 9100001000996 伝統構法の技術を活かした風呂（浴槽・浴室）の設計、施工、販売

長野県 株式会社寺健工業 3100001029785 外壁塗装専用ランディングページを作成し新規顧客の獲得

長野県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ枡形 － インバウンド対策と外国人観光客事業

長野県 有限会社末岡製本所 6100002002532 レーザーカッター導入による、小ロッドの販路拡大

長野県 泉果園 － ＨＰリニューアルとＳＥＯ対策による販売数向上の実現

長野県 オーダーズ株式会社 3100001031551 オーダー販売特化型ランディングページ作成による新規顧客の開拓

長野県 ラークニナール療法院 － 集客力アップのための広報活動

長野県 きぼう塾 － 不登校生徒および高等専修学校の生徒への販路開拓

長野県 有限会社マルマグリーンサービス 8100002004931 植木屋の知識や技術を活かした潜在ニーズの掘り起こしと販路開拓

長野県 ヘアメイクフレア － 高齢者の認知症予防「化粧療法」を取り入れた訪問美容の販路開拓

長野県 株式会社ケイアイエスエス 7100001005139 １００％メイド・イン・ミャンマーの雑貨販売事業の新規参入

長野県 Ｈａｖｉｔ － ＭＩＮ－ＳＨＯＫＵ“いただきます”を体験するホームビジット

長野県 合名会社金宇旅館 8100003001564 次の１００年へ繋ぐ自社ホームページリニューアル事業

長野県 アラカワ　ｈｏｍｍｅ － ヒゲ脱毛で新たな需要を開拓。生産性の向上と雇用条件の改善の実現。

長野県 和み茶道　香折 － 茶道教室及び練り切り教室生徒数増加事業

長野県 そば処　種村 － 「松茸王国」グレードアップとラインアップ拡充よる、動画、販促グッズ製作

長野県 ビーワン・コンサルティング － 「（真）５Ｓセミナー・研修」を起点としたコンサルティング受注の拡大

長野県 松本ゲストハウスｔａｂｉ－ｓｈｉｒｏ － 外国人観光客へ地域密着型ツアーの実施による販路拡大事業

長野県 有限会社鶴コーポレーション 8100002029788 ジュエリー製作に係る工程短縮による受注拡大事業

長野県 山佳成樹 － 日本一の健康寿命地域を支える便利屋サービスの販売促進計画

長野県 追分屋旅館 5100002019503 快眠促進寝具の購入で安らぎの一時を提供お客様満足度向上事業

長野県 株式会社ノーススター 3100001024968 自社サイト改修と館内リノベーションによる個人ゲスト獲得事業

長野県 Ｖｉｓｕａｌ工房ＯＲＩＩ － デジタルサイネージ促進事業

長野県 松本トレーニングジム － 新メニュー展開とホームページ開設及び看板設置による集客強化

長野県 ヘアシュシュ － ホームページを通じた髪質改善メニューによる高単価客の集客計画

長野県 ハーロム　アルマ － マダガスカル産「高品質オーガニック精油」の販売事業

長野県 五光建設株式会社 3100001013087 民間（一般）向けサービスの開始とホームページによる集客強化

長野県 メディカルエステ　アージュ － 複合化エステサロンを多店舗展開していく為の販路開拓事業

長野県 ＭＵラボ － 放射線治療向けオリジナル商品の開発および販路拡大事業

長野県 Ａｍｅｒｃｅ － 個性を生かしたブライダル販路拡大事業
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長野県 ＨａｎａＲｅｓｔａｕｒａｎｔ（ハナレストラン） － 「リンゴ和牛美味探求事業」のためのホームページ作成

長野県 合資会社柳屋商店 8100003002018 お客様が快適、安全に買い物のできるウェブサイト再構築

長野県 トレーニングスタジオ　ボアソルチ － 新サービス導入で新しい顧客層への販路開拓及び人材の定着率ＵＰ

長野県 山恵建材株式会社 3100001015604 自社オリジナル商品の最強広告の制作および最強メディアミックス

長野県 こども絵画造形アトリエ　あーとりえ － 創造力と豊かな個性を伝える作品展開催による認知度向上事業

長野県 株式会社トップラン 4100001031088 「楽しむカーライフ」クラシックカー販売促進事業

長野県 ＳＮＫバイオ株式会社 5100001027382 小型エアフィルタおよびエアドライヤの開発・販路開拓

長野県 有限会社山崎精一商店 8100002021976 ＹＡＭＡＺＡＫＩセレクションのロゴ開発と顧客管理システム導入

長野県 株式会社小竹商店 3100001013104 「腰ゴムゆったり丈直し不要パンツ」売上倍増事業

長野県 中国料理　九龍 － 新メニュー「定食」の販路開拓とホームページ一新による集客強化

長野県 ｃａｆｅＬａｒｃｈ － 新商品開発による顧客層の拡大「コーヒーを若い女性の文化に」

長野県 深志動物病院 － 生産性向上に向けた電子カルテ導入とホームページの作成

長野県 合同会社ＲＩＧＨＴ　ＭＡＮ　ＧＲＯＵＰ 4100003004686 小学生向けプログラミング指導で新しい顧客獲得による売上げ増加

長野県 島内しみず整骨院・しみずカラダ研究所 － 女性の悩みに効く！「女性のためのヨガ治療」で販路開拓！！

長野県 有限会社風沢舎 8100002024450 安全で美味しいノニタマゴ販売促進のための広告配布と看板設置

長野県 和泉町伍蔵 － ＩＴの利活用と店舗改装、駐車場の整備よる集客力向上

長野県 ＩＣＯＵ～衣香～ － ＩＴを利活用した観光客の集客とレンタルサロンの稼働率向上

長野県 株式会社Ｍｏｒｒｉｓ－Ｋ－Ｐｏｉｎｔ 4100001029108 ポルトガル食文化発信と菓子・パン販売強化事業

長野県 合同会社幸たび 1100003005092 地域密着型人生を輝かせたい女性のためのコミュニティ構築計画

長野県 コニファープラン株式会社 2100001016470 レンタルスペース、イベント事業の新たなコンテンツ配信

長野県 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＭＩＹＡＶＩ － 新たな顧客層に向けてのブランディング強化および販売促進事業

長野県 大澤建築店 － こだわりをもつシニア層へ、ＺＥＨ対応本格木造平屋住宅の販売

長野県 － 洋裁教室事業拡大と子育て世代の女性の働き方改革の実現

長野県 株式会社メディカル・コロンブス 8100001027132 健康長寿世界一を目指す長野県民向けウェブサイトの運用事業

長野県 ＣＡＳＵＡＬ　ＢＡＲ　９１９ － 訪日外国人旅行者向けイベントによる新規顧客獲得事業

長野県 ラムズイヤー － 子供が来たくなる店内改装とママ専用メニュー強化による販路拡大

長野県 合同会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 5100003004545 県内初　全身＋まつ毛エクステ＋ネイルの一体サービスの販売

長野県 株式会社Ｓ・Ｅ　ｌａｂ 8100001031142 小規模事業者用　デザイン＋小ロット特殊加工印刷サービスの販路拡大

長野県 スタジオママル － 「木の体験キッチン試作」とワークショップによる販促活動

長野県 カットポイント１６ － 店舗ＰＲ強化と新事業「イベントプロデュース」の販路開拓

長野県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｖｉｅｎｉ　Ｖｉｅｎｉ － 新メニュー開発による集客力アップ

長野県 うさうさのプチファーム － 「ぶどう収穫体験・ワイン醸造体験」動画を活用した新規顧客開拓

長野県 Ｍｏｎｉｑｕｅ（モニック） － オリジナル商品販売及び受託加工事業の強化

長野県 ＤＡＲＡ － 新装開店！地域初！中国茶　台湾茶　紅茶とデザートの専門店

長野県 Ｔａ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ　２ － リメイクを中心としたドレスの受注生産のためＨＰによる顧客開拓

長野県 有限会社東京庵本店 6100002036902 個室化とデザート開発による女性客を中心とする顧客獲得
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長野県 ノエル洋菓子店 － ブランド看板設置とパンフレット配布で地元の良さを伝える店に

長野県 株式会社紫光 1100001031339 社会参加型デイサービスの広報による利用者獲得を目指して

長野県 株式会社大原屋コミュニケーションズ 4100001022302 信州産ブランド豚を使った氷温熟成カレーの開発と販路開拓

長野県 株式会社桔梗精機 2100001023252 重量物加工効率化・短納期化で新規顧客開拓による販売促進強化

長野県 株式会社久保田コンサルタント 7100001023652 ドローン測量から始まる土地開発・販路開拓

長野県 合同会社わらいみらい 7100003004444 実店舗のような気配りで楽天ユーザーにも本物を伝える

長野県 いい塾かなえる教室 － 多様な学び方を提案する学習塾での完全個室席の設置　事業

長野県 水晶自動車鈑金 － 個人で初のフィルム施工、交換するより安価なガラスリペア

長野県 ＨＡＩＲ　ＨＡＮＤ － 機器導入による効率化をベースとした廉価メニュー開発による販売促進

長野県 ワインブティックヴァンヴァン － ワイン販売と連動した自家焙煎コーヒーの販売による販路拡大

長野県 株式会社インフィニティ 8100001027108 トータルエステティックとして痩身メニューの強化

長野県 株式会社小池寝具店 7100001023363 「ポーランド直輸入　羽毛ふとんのトーレサビリティ　ＰＲ事業」

長野県 株式会社ヒューモニー 3100001023623 買い物弱者対策としての弁当・惣菜を中心とした食品の宅配事業

長野県 株式会社仙寿 9100001022537 エステサロンにおける新規顧客開拓及び単価アップ

長野県 トランス・ヘア － オートシャンプー導入による新メニュー開発・新規顧客獲得

長野県 有限会社フクザワオート 6100002037207 所有からシェアへ、借りて楽しむ『レンタルバイク』

長野県 飯田製綿 － 押入れの布団診断による販路開拓

長野県 こんどう接骨院 － 母が変われば家族が変わる！明るい家庭を増やす為の新規顧客開拓

長野県 もみほぐしＭ．Ｓ． － 「心もほぐす元引きこもり整体師」の動画を用いた販売促進事業

長野県 株式会社革道楽 2100001024060 有害鳥獣を活用した革製品の販路拡大事業

長野県 串屋長右衛門飯田店 － 飯田中央店を黒字化し、お客様に寄り添う店づくりを実現する

長野県 有限会社塩澤工芸 2100002037912 ギャラリーを活かした組子工芸の販路拡大と歴史文化の伝承

長野県 グラバーズ　ヘアー＆エステ － 美容室の脱毛メニュー導入による売上向上のためのＩＴ活用

長野県 下伊那日通プロパン販売株式会社 6100001022523 新規顧客獲得・利便性向上のためのホームページリニューアル

長野県 有限会社中山薬局 5100002036952 不妊治療サポートの認知度を上げるためのホームページ作成

長野県 有限会社新光舎 6100002038717 クリーニングの『平日夜間集配』の展開による販路拡大

長野県 合同会社リッチィービューティー 2100003005265 移動販売事業の周知と設備導入による販売体制の強化事業

長野県 有限会社滝自動車 5100002036655 若年層への個人リース『フラット７』の販路開拓

長野県 株式会社いいだエリアマネジメント 3100001031007 個々の宿泊事業者の課題解決を提案する販路開拓事業

長野県 飯田エポック株式会社 8100001023437 新事業獲得のための屋根設置およびＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入

長野県 堀本写真館 － 終活にも繋がる新たな家族写真や映像商品の販売と定着化事業

長野県 自然保育のっぱら － 「のっぱら流子育て支援」　の動画配信によるセミナーの全国展開

長野県 株式会社総合住宅サービス 3100001020133 自社ショールームを活用した新たな販路開拓

長野県 インクリーズ・インク株式会社 7100001026861 販路開拓の為のＷＥＢサイトの構築・発信力強化事業

長野県 ＭＡＫＩＲＡ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 新規客獲得のためのホームページのリニューアルと広告出稿

長野県 株式会社杉浦歌吉商店 1100001025274 目の前でカラッと揚げる天ぷらで、顧客満足度と売上の向上
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長野県 株式会社フォトジラフ 5100001029503 新サービス、新商品開発、スタジオ施設拡充で新規顧客の獲得

長野県 株式会社ベストトラスト 3100001020298 新サービスを宣伝するためのＳＮＳへの広告出稿

長野県 カフェ・ヒルバレー － 持続的な売上向上を目的とした新商品の広報及び店舗づくり

長野県 キンペン堂 － 顧客ニーズに対応する商品提供を可能にする新たな機材の導入

長野県 美健サロン － 宣伝強化による新規顧客の獲得と、物販による客単価の向上

長野県 エーピーエヌ株式会社 5100001018778 自社開発製品の全国展開へ向けたＤＭによる引き合い情報獲得事業

長野県 ｊｅｔ　ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ － 照明設備と衣装の充実とＳＮＳ等広告活用による新規顧客獲得

長野県 有限会社河西鉄工所 9100002031099 厚物製品加工をＰＲするＷＥＢブランディングと新規顧客開拓

長野県 株式会社ＪＦＮ 7100001027430 設計事業と自社製品の販路開拓を目指したホームページ作成事業

長野県 有限会社イチオカ 5100002030897 時代に合わせた学校関連写真販売システム構築による売り上げ向上

長野県 株式会社ジェノベーション 8100001026530 ＨＲテックを活用した新サービスの販促と新規顧客獲得

長野県 来々軒 － 長野県産ワインとアラカルト料理の組み合わせによる客単価向上

長野県 合同会社夢船舎 1100003005217 創業者向け手続一元周知と記帳代行集客サイトの新設・販売促進

長野県 有限会社コバヤシ 3100002031195 店頭ディスプレイの活用による新規顧客開拓とＤＭによる販促

長野県 有限会社カンビオ 2100002031130 未知のお客様が求める商品と出会える情報発信メディア作成事業

長野県 美和 － 付加価値の高い料理提供と客単価向上による販売促進事業

長野県 ネクストデザイン － 大型耐震テレビスタンド開発と消費者直接販売の販路開拓

長野県 株式会社フォワード 7100001018636 高精度チタン加工技術の「見える化」で新規取引先を開拓

長野県 ｍｏｌ＿ｈａｉｒｗｏｒｋｓ － 相談しにくい髪の悩みを解決するプライベートサロンＰＲ

長野県 エンターテイン株式会社 3100002028852 ＳＮＳの広告を利用し認知度を高めカタログを配布し販路開拓する

長野県 有限会社櫻井建設 6100002028239 自社製品の販売ＰＲで建築業界内取引から新たな販路開拓事業

長野県 株式会社スカイ 8100001020401 力強い営業マン、当社ホームページへの誘導で新規受注増事業

長野県 株式会社フェイス 2100002029273 新たな業種への挑戦。マッサージ部門の売上ＵＰ事業

長野県 ＣＡＮＤＹ　ＳＴＯＲＥ － ・　販路開拓・商圏拡大のためのオーダーメイド工程の効率化

長野県 ＡＩパソコンスクール － すわキッズガーデンの新設と販路開拓

長野県 伊藤　佳美 － 原画レンタルサービスの新設

長野県 株式会社ＲｅＢｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＪＡＰＡＮ 5100001029461 販路開拓のためのプレゼン力向上事業

長野県 Ｏｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ － 稼働中の宿の離れを改修し、体験イベントが楽しめる弐番館の開業

長野県 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 3100001030933 ＥＣサイトの新設

長野県 グロウィングアップスクール － 新学習指導要領に沿った当塾の魅力発信事業

長野県 Ｈｏｎｅｙｓ　ｂｅｅ － ・店舗イメージ修正、知名度向上事業

長野県 ｂｉｓｔｒｏ　ｎｏｂｏ － 日本にあったビストロ店舗へイメージ修正事業

長野県 笠原果樹園 － おいしいリンゴを多くの方に届ける果樹園のＰＲ事業

長野県 株式会社アクアテック杉村 5100001020370 下請け工事屋から地域のくらしを支える総合設備工事屋さんへの道

長野県 ＩＴ＆デザイン　Ｊａｂａｋ － 地域と一緒に、経済をブーストできるホームページ制作会社へ

長野県 八島山荘 － 高原の山荘に滞在する楽しみづくり事業
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長野県 有限会社センターパーツ 7100002028444 市場ニーズに対応するシャーリング機の改良と販路拡大

長野県 あきやま整骨院 － 既存サービスと機器導入組み合わせによる効率性・客単価向上

長野県 Ｃａｆｅ　Ｔａｃ － 長野県産そば粉ガレットのテイクアウト需要獲得と客単価向上

長野県 株式会社オルゴール 2100001018244 オルゴール販売力強化に向けた自社ＨＰリニューアルと受注業務改善

長野県 二十四節氣　神楽 － ＰＢ商品開発による認知度の向上

長野県 あんず木工房 － ホームページを活用した育児と事業を両立させるための販路拡大

長野県 Ｙｏｕ－ｉｔｓ － 自社製品試作及び試作品販路拡大のための総合的販促活動

長野県 綿幸株式会社 7100001018132 店内トイレ改修工事

長野県 旬彩　八寸 － 地域の仲間が会合で利用できる空間にするための個室拡張工事

長野県 株式会社のっこい 1100001005961 予約管理システムを備えた販路開拓のためのホームページ新設

長野県 みのり － テーブル席を設けることによる来店者数と宴会数の増加を目指す

長野県 合同会社岡木農園 5100003003415 自社プロモーションビデオを作製し新規販路の開拓！！

長野県 ＴＥＭＯ．ｊｐ － おもてなしスペースとしてのテラス席設置

長野県 犬処　ケンケン － 火葬車導入に伴うトータルケアの認知度を上げ新規客の獲得を図る

長野県 ｃａｆｅ　たね － 木工製品を再活用した販路拡大

長野県 ラーメン将太 － 販路拡大及び顧客獲得のための出店計画

長野県 株式会社愛和 6100001020551 モバイル対応新規ＨＰ開設によるマニフッレクスの情報を発信

長野県 白鳥農園 － 有機のりんごで「食べる喜びや希望」を贈る新規販路開拓事業

長野県 有限会社南信花園 6100002033115 業務用冷蔵機（生花用）の修理により労働と経費の効率化を計る

長野県 合同会社ＤＭＣ星巡る旅人 8100003005037 「一人旅」のニッチを狙い撃つ中長期滞在型サービスの創出

長野県 多国籍食堂　ｎｏｌ － 自社ホームページを活用したアジア料理の普及

長野県 有限会社イナコー 5100002032539 新規客獲得のための外観検査、組立工場の工場増床改装と販促活動

長野県 株式会社ヤマロク 2100001020927 女性のライフスタイルと美のワンストップサービスをプロデュース

長野県 Ｍｏｍｏ．Ｈａｉｒ － おしゃれな障害者拡大事業

長野県 信州板前割烹　弥座　みくら － 高付加価値仕出し弁当開発とホームページ、店頭看板作成

長野県 ジェイプリント　かけす工房 － オリジナルでオンリーワンのニーズに応えるための印刷事業

長野県 有限会社大十呉服店 6100002032967 「きもの総選挙」の開催による新規客開拓・販路開拓

長野県 有限会社炎屋 1100002033664 「ＬＵＲＡの会」の活動紹介の充実及び会員募集事業

長野県 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　ＣＩＥＬ － 時短ハイクオリティデジタルパーマ、夜営業ＳＮＳクオリティーＵＰ

長野県 ＧＡＳＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2100001021181 新規客獲得のための帯電防止コーティング剤の販路開拓

長野県 日商開発株式会社 9100001020838 ＨＰと看板で地域情報発信！不動産業の事業承継と新規販路開拓

長野県 ＧＯＴＯＣＨＩ － 本格手打ち伊那そばを真夜中の飲食街に開拓する事業

長野県 株式会社ＭＥＳ甲信 2100001023905 ホームページリニューアルによる信頼性の向上と販路開拓

長野県 株式会社アローブ 4100001026237 新規客獲得！テイクアウトドリンクの販売促進とブランディング

長野県 株式会社大河内家具工房 5100001026327 自社ブランドのオンラインショップ構築による販路開拓

長野県 青柳夏苗行政書士事務所 － 保育園等施設設立業務における販路開拓
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長野県 有限会社石井製作所 4100002024611 医療・食品向け産業用ロボット部品受注獲得に向けた情報発信の強化

長野県 有限会社小澤デンタルラボラトリー 7100002024699 ホームページの活用による唯一無二、入れ歯製作の販路開拓事業

長野県 モナミ美容室 － 海外観光客、在日外国人集客のためのプロモーション動画作成

長野県 株式会社信州高齢者介護研究所 7100001032240 パワーリハビリ施設の必要性の周知と利用者数の拡大

長野県 青雲館 － インバウンド誘客に向けた販売促進・海外展示会出展等の事業

長野県 ヘアーサロンフリーダム － 新メニュー周知のための宣伝及び設備導入・店舗修繕

長野県 三井木工制作事務所 － オーダー家具の試作品開発

長野県 古久庄　村松商店 － 玄米を良品化するための選別設備類の新規導入

長野県 株式会社薬師館 9100001025333 小諸産のそば粉を使用した十割そば「菱野温泉そば」の開発販売

長野県 有限会社菊一屋本店 5100002017853 茶道体験教室の新設と広域の教室ＰＲによる販路拡大

長野県 善光寺屋酒店 － 手に取り訴求が行いやすい日本酒専用リーチイン導入とＨＰ見直し

長野県 有限会社武田建設 2100002018061 設計ソフト導入と外国人実習生の早期戦力化による受注拡大を図る

長野県 信州中野つどい農園 － 自農園のぶどう販売力強化のためのブランディング

長野県 武田設備株式会社 3100001031114 融雪システムの販路拡大のための広報活動

長野県 アートワークセツ － パンフレット・チラシ・外部デザイナによるＨＰのデザイン

長野県 エイケイ工業 － ホームページの開設による販路拡大と既存顧客との関係強化

長野県 ｃａｒ　ｓｈｏｐ　ＧＲＯＷＮ － 農機具買取に特化したランディングページ導入により集客アップ

長野県 駒ケ根ユースホステル － 「みんなが集まる楽しい宿」を目指した看板＆ショップカード作り

長野県 有限会社萬屋不動産 2100002034562 田舎暮らしを求める方に駒ケ根市の不動産物件をご提案！

長野県 株式会社ケイエムテクニカ 6100001021203 紙・Ｗｅｂ媒体を利用しての新規顧客開拓事業

長野県 割烹　新谷 － 机・イス設置による快適な店舗空間の創造

長野県 株式会社中島屋洋品店 1100001021331 美の提供と地域コミュニティで地方商店街活性化に寄与する事業

長野県 りんごのきのした農園 － りんご畑と食卓をつなぎ、新規顧客獲得を目指すプロジェクト

長野県 髪匠　Ｌｅａｖｅｓ － 駐車場と庭の植栽整備で街の景観と店のイメージアップ

長野県 ＴＥＡＫ － 自家製ドレッシングと自家製ジンジャー・レモンシロップの販売

長野県 酒造株式会社長生社 5100001021253 ブランド１００周年に伴う商品ラベルの全面リニューアル

長野県 スノースタイル株式会社 2100001025793 インテリア製のある薪ストーブの販路拡大～非日常から火日常へ～

長野県 合同会社きりの実ダイニング 6100003004957 生産性向上を狙った設備投資による売上向上及び働き方改革事業

長野県 有限会社マルキタ家具 7100002026828 職人魂で提案力のあるＪＡＰＡＮメイドを！訴求力ある広告展開

長野県 株式会社ピュアハウス 5100001017458 ＩＴを活用したリフォーム工事サービスの販路開拓

長野県 アニバーサリーチロル有限会社 1100002030174 地元信州の食材を利用した世界でひとつのアニバーサリー商品開発

長野県 ぎんのさじ － 純粋国産ハチミツの販売・養蜂とハチミツの情報発信・販路開拓

長野県 呉竹房 － 事業承継による「そば専門店」をＰＲすることで新規顧客開拓

長野県 Ｌａｋｕｎｅｓ － 子育て世代に向けたフィットネスレッスン（子連れＯＫ）の提供広告

長野県 テクノマックス株式会社 1100001020201 介護・看護・病院施設向けの非加熱殺菌剤（ハセッパー水）の拡販事業

長野県 蓼科養蜂合同会社 3100003003846 純国産！お試し用スティックはちみつの製造販売による販路拡大
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長野県 株式会社Ｌｉｌｙ 7100001020501 特徴のあるエステ部門の松本市進出計画

長野県 有限会社マルイ産業 9100002030497 高品質・本物志向の高齢者向け畳部屋リフォームによる販路開拓

長野県 Ｅｒｍｉｔａｇｅ（エルミタージュ） － 温熱治療と低周波治療サービスによる女性の健康作りで販路開拓

長野県 手打ち蕎麦切り蓼山亭 － 自家栽培ソバの生産量と品質の向上、それに伴う販路拡大

長野県 オーベルジュ赤煉瓦 － ペットと宿泊可能！車山高原の魅力ＰＲプロジェクト

長野県 有限会社コスモツール 7100002030359 特殊切削工具の高品質・高精度化による顧客開拓

長野県 有限会社リトルグリーブ 1100002030686 カヌーツアーの団体顧客向け新サービスの提供による販路開拓

長野県 アロマティックセント － 新ホームページとパンフレットによる販路開拓と拡大

長野県 勝山そば店 － 和机・椅子導入による高齢者への利便性と集客の向上

長野県 八ヶ岳おひさまや － 事業の効率性化と食物アレルギーに対応した穀物菜食料理の提供

長野県 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯ－ＭＯ－ － ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯ－ＭＯ－の店内改装・外観改装

長野県 ＣＡＰ　ｈａｉｒ － 現在２割の女性客を４割に増やす店づくり事業

長野県 株式会社木葉社 3100001030157 日本初のアカマツ茶、山の恵み商品の量産化体制構築による販路開拓

長野県 株式会社すまい一 5100001007987 地場産唐松を活かした家具・建具、付帯設備による市場開拓を図る

長野県 Ｃａｒｅ　ａｒｔ　Ｃｒｉｓｔａｌｌｉｓａｔｉｏｎ － ロゴ・看板・ホームページの新設で新規顧客の開拓

長野県 こころ鍼灸治療院 － 新サービス「刺絡療法」機器購入とＨＰリニューアルで新規顧客開拓

長野県 伴野酒造株式会社 9100001007471 輸出販路強化のための英語表記ＨＰリニューアル等ＰＲと充填機の導入

長野県 リラクゼーションサロン　Ｒｅｓｔ － 広報強化で売上の向上と店舗敷地整備による顧客利便性の改善

長野県 合資会社和泉屋商店 1100003000597 自社ホームページリニューアルによる販路拡大とリスク管理

長野県 サク塗装株式会社 3100001007213 トータルリフォーム工事が提案できるＩＴ活用や相談室の設置

長野県 株式会社文蔵スピリット 4100001009316 真空パック機導入で土産品開発による新規顧客の開拓と販促

長野県 有限会社三六家具 3100002010629 フリーペーパー等を活用した積極的な広報ＰＲによる潜在顧客の創出

長野県 高重建設工業株式会社 9100001007307 新工法の展示スペース作成とＩＴ活用による新規顧客の獲得

長野県 有限会社米耕農 5100002012879 当社オリジナルのエコバックタイプの米袋の開発

長野県 株式会社ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 6100001025162 ＩＴ活用を含めた広告活動、レンタカー増車による新規顧客の獲得

長野県 株式会社ドリームカープロデュース 5100001009380 高度カーサービス提供に向けた技術力向上と潜在客へのアプローチ

長野県 有限会社信州銘木 3100002010884 ＩＴを利活用した顧客満足度の向上と新たな顧客の創造

長野県 株式会社工藤青果 9100001007208 新規販路開拓のためのネット販売とホームページリニューアル

長野県 ツチハシプラス株式会社 9100001031620 ホームページ開設と看板改修・ロゴマークにより販路拡大売上向上

長野県 株式会社ロード商会 4100001023936 ホームページ導入と看板設置等による広報強化で集客力ＵＰ

長野県 鶏バル　ワインのぐっさん － 広報ＰＲ強化による認知度向上と新規顧客の開拓

長野県 Ａｌ　Ｓｏｒｒｉｓｏ － 快適度アップの為の店内改装とチラシ作成による広報の強化

長野県 株式会社サザンウインド 1100001031710 当社オリジナル商品である新規パスポートケースの企画及び販売

長野県 一建 － トレーラーハウスの認知度アップとＨＰへの誘導販促ツールの作成

長野県 東京装美株式会社 7100001007481 ホームページリニュアルによる長野県産天然素材タイルの販路開拓

長野県 株式会社バーネット 4100001031138 書籍の編集技能を地元店舗で発揮するサービスによる顧客の獲得
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長野県 ワークマン佐久野沢店 － 最新刺繍ミシン導入による品質向上と業務効率化

長野県 カフェ　エルク － 新店舗開業に伴うプロモーション強化事業

長野県 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 ホームページリニューアルによる販路拡大とブランド価値向上事業

長野県 株式会社角口酒造店 3100001011818 スーパープレミアム日本酒の商品開発を活用した販路開拓

長野県 有限会社六兵衛 4100002017417 高齢者にやさしく快適な店舗づくりによる顧客満足度の向上

長野県 ワレもこウ － 道路からの集客を狙った「のれん」とパンフレットによる集客事業

長野県 やよい農園 － 米粉製品の安全を高めるための加工所設置事業

長野県 バル・エンド － 生ハム熟成庫設置による当店Ｎｏ．１メニューの充実で売上増を図る

長野県 フォレストデザイン － トイレの改善による顧客満足度の充実

長野県 さらしなの里自然保育ぼっこ － 地域発！自然保育の認知開拓・信用性向上！

長野県 長野経営コンサルティング － コンサルティング業務の販路開拓とバックオフィス業務効率化

長野県 株式会社サザンクロス 8100001001129 ＥＣを使ってオリジナル商品を開発・販売して新規顧客開拓

長野県 合名会社牡丹荘 3100003005330 新起動！料理の虎が挑む！革新的サービスによる業界革命の実現

長野県 有限会社宮城商店 3100002009571 若者が漬物を知る機会を作り、食文化継承と地域農業の存続を図る

長野県 ワタシイズム － ＩＴの利活用と広報の拡大による集客力向上の仕組み創りの構築

長野県 姨捨ゲストハウスなからや － 姨捨棚田を一望できる部屋をつくる事により客数をあげる事業

長野県 フルール － 働く女性が輝くための事業の販路拡大

長野県 ヘルシージャムキッチン － 自家農園で採れる低農薬完熟杏を用いた低糖質ジャムの製造・販売

長野県 畑野商店 － １１０年企業の業態転換！おやき工程変更と商品パンフで拡販を！

長野県 平井自工 － ニッチかつ固定ファン層の新規顧客獲得のためのＷＥＢ構築

長野県 株式会社幾久屋 2100001006117 営業所開設と開設宣伝のチラシ等によるＰＲ

長野県 杏花里工房 － 昔ながらの加工技術を継承し、モノづくりを次世代へ

長野県 ｈａｉｒ　ｈｏｌｌｙ － 【地域密着型】子育て世代の女性の美容サポート事業と新規開拓
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