
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

新潟県 ｂｅｒｇａｍｏｔｔｏ　ｈａｉｒ － 平日新メニューの開拓とＨＰ・ＤＭによる定期来店へのアプローチ

新潟県 ペットケア・りんりん － ペットの介護・リハビリ及びペットシッター事業の広報強化

新潟県 Ｖｏｅｕｘ（ヴゥー） － ＨＩＧＵＣＨＩ式ヘッドスパと頭皮ケアに特化した販路開拓事業

新潟県 松波亭 － 快適に利用できる海の家へ。魅力アップで販売促進事業。

新潟県 ＤＯＵＢＬＥＭ － 新人スタイリストの顧客獲得に特化した広告宣伝の強化

新潟県 株式会社エフ・ピーアイ 7110001006796 受注競争に負けた逸注データの一元管理による新規顧客の開拓

新潟県 Ｕｎｌｅａｓｈ　Ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ － アクティベーターテクニックのＰＲによる新規顧客獲得事業

新潟県 公文式江南教室 － 未来に生きる子どもたちのために、学びの環境を整える

新潟県 きもの処　姫胡桃 － レンタルサービスによる潜在需要の掘り起こし

新潟県 ニチロコ － 華道を活用した日本産花卉等のロシア市場におけるブランディング

新潟県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍｏｏｉ　Ｂｌｏｅｍ － ＥＣサイト展開とオンラインレッスンによる販路拡大

新潟県 タヴェルナキアッキエリーノ － 店舗一部改装（２階一部半個室化）による顧客満足度向上施策

新潟県 株式会社加藤研削工業 8110001008858 新規事業分野に対応したホームページリニューアル

新潟県 クッキングライフｎｕｋｕｎｕｋｕ － 料理レシピ動画の公開により、新規顧客の獲得及び業務受託の拡大

新潟県 株式会社アグリライフ 2110001010852 農業技術の向上と個人販売事業への参入による収益安定化事業

新潟県 株式会社殻殻ふぁくとりー 1110001010820 新規顧客獲得に向けた自社ｗｅｂサイト刷新による営業活動の強化

新潟県 株式会社グッドネスコーポレーション 4110001032176 ＨＰの新規開設で「ローコスト健康住宅」の認知を拡大する

新潟県 ｂｉｓｔｏｒｏ　ｄｅ　ｃｏｔｅ － 町のフレンチレストランによる「テイクアウトサービス」立ち上げ

新潟県 ボディーメイク整体フィジオ － インターネット広告を活用し、認知度の拡大を図る

新潟県 ｒｏｏｍＲｏｏｍ － 店の認知度向上と集客向上と更なる満足度向上

新潟県 有限会社ティーエフマネジメント 8110002007438 事業承継を伴うホームページのリニューアルと管理及び販売強化

新潟県 有限会社浅井たたみ店 3110002000455 住宅洋風化の流れに割り込む縁無畳・置き畳の開発・販路拡大

新潟県 株式会社テラスオフィス 6110001029658 商店街内２Ｆスペースを改装し、多目的スペースとして運用・活用

新潟県 ＨＡＮＡ株式会社 6110001028809 ホームページリニューアルによる広報活動

新潟県 株式会社ＬＧＭ 3110001027929 施設管理のトータルサポートとしてカーテンの販売事業の新規参入

新潟県 株式会社文光堂 4110001004869 中古高級オフィス家具販売のためのショールーム設営

新潟県 有限会社阿部仏壇製作所 1110002000597 新商品の売上げ拡大、自社の売上基盤化

新潟県 株式会社青野金物店 2110001030982 自社ホームページの立ち上げによる新規開拓・売上拡大の実現

新潟県 鍼灸パルシェ － 新規顧客獲得と顧客満足度向上を目的としたベッドの増床と移転

新潟県 Ａｙｕｄａ － グローバルな日本へＦｏｏｔｂａｌｌで世界を目指す

新潟県 ｏｌｕｏｌｕ － ホームページを作り、広く認知し集客、売上げアップ

新潟県 ＧＬＥＡＭＳ － リラクゼーションメニューで癒しと安らぎを。

新潟県 Ｒ縫製店 － テント職人が作るオーダーメイドバッグの「男性利用者開拓計画」

新潟県 ロメロトレード － 自社ブランドの販促ツール充実と販路拡大

新潟県 有限会社遠藤そばや 8110002001176 店舗のリニューアルに伴う広報強化・顧客獲得

新潟県 株式会社東海林健建築設計事務所 3110001009943 大型案件を含めた新規顧客獲得のためのＷＥＢサイトの構築

新潟県 整骨院り楽 － インターネット広告を活用し、認知度の拡大を図る

新潟県 モクシア北澤建築 － 「新築見込み客」の獲得に向けたオリジナル販促ツールの作成

新潟県 つなぐ株式会社 5110001010610 誰かに伝えたくなる「妊活生姜ドリンク」ブランドサイトの構築

新潟県 株式会社バウハウス 6110001008471 農福連携で作る除菌効果のある自然栽培ハーブ洗剤と体験事業

新潟県 嚆矢（こうし） － 地域Ｎｏ．１を目指す劇盛り店及びレンタルスペースの広報事業
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新潟県 株式会社マックス開発 3110001007294 自社ホームページの訴求力向上と新築オフィスビルの情報発信事業

新潟県 塚野　洋平 － ドローンを使った各種セミナーからのコンサル・講師等の業務拡大

新潟県 美容室ｎｏｎｓｔｙｌｅ － 「髪のお医者さん」の実現によるヘッドスパブースの充実

新潟県 株式会社ぱるえむ 7110002023312 ＣＡＤを導入し介護リフォーム等に特化した提案プロセスの効率化

新潟県 有限会社グッドライフ上越 3110002024719 畳製造販売事業強化に伴う営業力強化計画

新潟県 株式会社ｅプラザ 2110001028069 新規開拓とブランドイメージ向上のためのホームページ制作

新潟県 合同会社岩城板金 8110003003659 事業規模拡大を見据えた生産性の向上と受注拡大計画

新潟県 有限会社御母家 1110002022468 笹だんごの包装改良・自社商品の宣伝広告による販路拡大

新潟県 株式会社中村商店 5110001023199 ＨＰのリニューアル、販促資材の刷新による新規顧客の獲得

新潟県 有限会社ナジラーテ 9110002030810 セントラルキッチン化による通販＆イベント外販の売上アップ事業

新潟県 有限会社横山表具店 9110002029522 新規顧客開拓・リピーター客獲得のための営業力強化事業

新潟県 株式会社パルメソ 2110001025925 自社ＰＲ強化事業「Ｍａｄｅ　ｉｎ　パルメソ」による新規顧客の獲得

新潟県 株式会社広井工機 2110001023334 安全工具紹介用の展示サンプル機具と和英文のチラシ見本製作

新潟県 有限会社松川仏壇店 9110002029150 新商品の販路開拓に向けた販促ツール作成等「営業力アップ事業」

新潟県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｌ’ａｒｍｏｉｓｅ － 小国町特産品を使用したフレンチで市外へ魅力の発信と販路拡大

新潟県 有限会社石動木工所 2110002026807 関東圏の新規顧客開拓と樹脂障子ＰＲを目的とした展示会出展事業

新潟県 Ｇｉｍｍｉｃｋ　ｎａｉｌ － 新サービス「頑張る女性サポート事業」による新規顧客の開拓

新潟県 株式会社おいしいパン屋 7110001029161 販路拡大にむけた新規客層への広報活動費

新潟県 酔喰粋空間　天磨 － 地元産のみ！新商品「長岡飯」の開発による新規顧客の獲得

新潟県 お掃除本舗新潟見附店 － 新潟県「超地域密着型」ハウスクリーニング専用サイトの開設

新潟県 Ｃａｔｅｒｉｎｇ割烹わだの － ホームページ開設とケータリング事業の拡大による新規顧客の獲得

新潟県 株式会社ＦＡＲＭ８ 8110001030449 地域農産物の乾燥野菜＋発酵調味料の炊き込み御飯の素開発

新潟県 株式会社ＡｄｖｅｎｔｕｒｅＴｒｉｐ 5110001024817 移動可能なタイニーハウスを駆使したリラクゼーションの提供。

新潟県 Ｋｕｒａ　Ｐｈｏｔｏ＋ － 高齢層顧客の獲得に向けた、笑顔ある遺影の提案と動画商品の提供

新潟県 有限会社原ホーム 5110002028841 軽トラックや仮設テントの農産物直売所による販売促進事業

新潟県 ｉｄ － 新規顧客獲得に向けた周年イベントの開催と店舗改装

新潟県 たつまき堂 － 地元産ハーブで作るミックスソルトの開発による新規顧客の獲得

新潟県 有限会社イデア 6110002028808 ニーズに寄り添ったバルーン・自動車展示用品の需要喚起事業

新潟県
メナードフェイシャルサロン　エウプロシュ
ネ

－ 新店移転に伴う接客効果向上の為の設備導入と、新規層へのＰＲ

新潟県 かたもみたんとん半田店 － 出張施術のメニュー化とリンパ整体用設備の導入・ＰＲ事業

新潟県 株式会社小竹食品 9110001017172 新たなＥＣ市場出店による新規顧客の獲得とオリジナル商品企画

新潟県 海辺のキッチン倶楽部もく － 集客数増加のための蔵ギャラリー併設

新潟県 日の出寿司 － ご来店の利便性を高める駐車施設整備と販促活動。

新潟県 ＴＥＡ　ＥＮＳＥＭＢＬＥ － 菓子製造室の設置

新潟県 ＥＡＬＹ　ＣＡＦＥ － 菓子製造施設の設置と、焼き菓子の開発・販路開拓

新潟県 株式会社中屋 6110001015030 鋸柄の籐巻き装置の試作開発による柄のコストダウンと鋸の拡販

新潟県 株式会社ジャスタウェイ 7110003003107 地元企業と共同で開発する環境対策製品（洗濯洗剤）の販売促進。

新潟県 三次郎農園 － ＱＲコードを活用した動画再生が出来る、桃の贈答用化粧箱の作成

新潟県 Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｙｏｕ － 地域イベント及びフリーペーパーによる新規顧客獲得計画

新潟県 株式会社ｍｕｋｕ． 7110001029070 高セキュリティ　ホームページ制作サービスの開発による販路拡大

新潟県 株式会社山谷産業 5110001014792 スタイリッシュな携帯蚊取り線香入れの開発・プロモーション
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新潟県 株式会社ビアンポポロ 9110001028244 オリジナルプレートの製造効率化による新商品展開

新潟県 ＷＩＮＥ　＆　ＦＲＥＮＣＨ　ＳＴＹＬＥ　ａｐｅｌｏ － 三条市から発信する、身近に感じてもらえるフランス料理とワイン。

新潟県 鯛Ｃａｆｅ － 鯛カフェ経営効率化改善事業

新潟県 株式会社アル・テックス 3110001016799 外壁もど～るの認定店獲得に向けた販路開拓及び性能の向上を図る

新潟県 ｋａｌｌｗｉｌｌｓｔｏｒｅ － 「からだおもいのおやつ」美容スイーツの開発と販路開拓

新潟県 田乃吉 － トイレの洋式化・バリアフリー化による顧客満足度向上

新潟県 株式会社ＳＫＭ 2110001031576 「集客拡大を目的とした店舗ＰＲ、導線作りと情報化対応」

新潟県 ＥＡＴ － オリジナルレストランウェディングと自店舗の販路開拓事業

新潟県 旬菜酒房　健八 － 和食・中華のコラボ新商品のお持ち帰りサービス新設と広報活動

新潟県 東光株式会社 1110001014441 金型製作技術ＰＲのための見本品の開発と販路開拓

新潟県 株式会社エコール国際ネットワーク 1110002017377 語学講座持続的売上向上事業

新潟県 Ｐａｒｔｉｔａ － 市場の動向とこれまでの反省から導き出した未来に繋がる営業活動

新潟県 蔵 － 氷温域温度帯を利用した高鮮度保持化による新メニュー提案事業

新潟県 焼き鳥梅軒 － 店舗内装とトイレの改装による相乗効果で行う新規顧客獲得事業

新潟県 ハピネス － スマホ対応ＷＥＢサイトとＱＲコードを組み合わせた販売促進事業

新潟県 有限会社春秋まるい 1110002017229 高齢者・外国人に優しい部屋づくりと割烹と和の畳文化融合事業

新潟県 株式会社髪結一門金井屋 9110001016612 新規顧客獲得のための看板設置と店内の外国語対応おもてなし事業

新潟県 たこ焼きスマイル － たこ焼き専門店がつくる単身者・高齢者向け惣菜の開発・広報

新潟県 くるま工房あやめ － ラグジュアリー系ドレスアップ車ユーザー向けに販路開拓

新潟県 サイトー家具工芸 － 将来を担う歯科医師に対し、当社の技術をダイレクトにＰＲ

新潟県 からふるばんび － 「新潟手作りゆびわ物語」部門ＰＲによる販路開拓

新潟県 有限会社熊谷建設 2110002015000 独自工法で行う断熱改修の認知度を高め、販路拡大

新潟県 ＴＩＮＫＥＲ　ＫＩＤＳ － プログラミング教育についての認知向上による新規顧客獲得

新潟県 Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ － 潜在需要層開拓と夏・冬来客数安定化のための店舗改装

新潟県 有限会社シブヤ電器 9110002015142 新規事業（水道工事）をＰＲして新規顧客を獲得！

新潟県 自然派ライフ住宅設計 － Ｗｅｂによる『大沼「木の家」リノベアカデミー』推進事業

新潟県 ロビンソン － 少人数・若年層をターゲットにした店内改装と広報活動

新潟県 有限会社谷沢塾 4110002016715 小学生向けロボット教室の開講による新たな顧客開拓

新潟県 ＴＡＩＣＯや － 新メニュー開発に伴う設備設置とその周知活動

新潟県 新保酒店 － ネット販売による個人客へ新潟清酒の販路拡大

新潟県 まごころ弁当 － 「買物弱者」低減のための「お弁当宅配の広告強化策」

新潟県 有限会社酒井商店 5110002009569 人口減と高齢化を機会に売上アップ！地域密着、移動販売強化事業

新潟県 ＩＶＹ － 女性セラピストによるプライベートサロンのＰＲ強化

新潟県 さかつめ整骨院鍼灸院 － 自費施術の広報による当院の周知と新規顧客獲得

新潟県 カネヅカ楽器 － 音楽教室のノウハウを活かした英会話教室の開設

新潟県 株式会社プロビデンス 2110001028440 リスクマネジメントコンサルタント事業

新潟県 有限会社新潟ワークステーション 4110002009801 ホームページ刷新による情報発信強化＆企業ブランド力向上計画

新潟県 有限会社八郎右エ門 4110002019809 新プラン・既存プランのＰＲによる新規客の獲得

新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550 新ブランド“ｃｏｎｔｅ（コンテ）”の製造現場動画の制作

新潟県 有限会社関野鋏工業所 4110002019445 大きい手（指穴径大）のユーザー用のハンドル金型の導入

新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 園芸用ナイフの海外販売に向けた樹脂製サヤケースの開発
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新潟県 有限会社フナックス 6110002019889 新商品のＰＶ及びパンフレット製作による新分野への展開

新潟県 新潟県央工機株式会社 3110001033027 ＷＥＢサイト開設による情報発信力強化での販路開拓事業

新潟県 日本ティディシィ株式会社 2110001016180 サイト開設と展示会出展による新規顧客開拓

新潟県 鎚起銅器職人　大橋保隆 － 多言語対応ホームページ新設とフランス市場調査

新潟県 株式会社新武 8110001015854 最新式ワイヤーカット加工機導入に伴う専用コンプレッサーの導入

新潟県 川崎モータース － 事業用トラック・貨物車両に向けた限定整備プランの展開

新潟県 株式会社武田金型製作所 1110001015968 工場見学者向けの体験・ショールーム・店舗施設のリフォーム

新潟県 株式会社あさのや 7110001015509 スマートフォンページ開設、ヤフーショッピング新規出店

新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 営業活動の強化に伴うｗｅｂサイトのリニューアル

新潟県 高畑株式会社 9110001016001 地酒専門店のブランド確立に向けた折り込みチラシとパンフの作成

新潟県 株式会社片力自研 9110001015614 自社製新商品開発による新規顧客開拓

新潟県 有限会社本間産業 1110002019984 新分野進出に向けたＩＳＯ９００１取得と展示会出展

新潟県 有限会社渋木プレス工業所 9110002019390 設備導入による新製品の内製化とネットによる自社製品販売

新潟県 喜楽亭 － 高齢者等にやさしい地域密着型店舗づくりのためのトイレ改装工事

新潟県 株式会社中山製作所 5110001016153 ホームページ作成による販路拡大・人員拡大

新潟県 エステティック＆リラクゼーションＳｈｉｎｂｉ － スマホ対応ホームページと看板・壁面サインの設置で販路拡大

新潟県 小林熔接工業 －
生産性向上に向けた自動溶接ロボ導入のためのスペース確保と工場内配置
転換

新潟県 株式会社マルケー 2110001025487 看板設置で視認性を向上する事業

新潟県 有限会社ゴッチャドーロ 4110002032175 「広域から集客するためのチラシ、パンフレット製作とＩＴ活用事業」

新潟県 株式会社シンボ 5110001021608 ホームページのリニューアルによる新戦略の推進

新潟県 西頚販売株式会社 6110001021615 弁当の利用客をレストランの利用につなげる事業

新潟県 ＢＡＲ　ＹＡＳＵＢＥ － 女性顧客に向けた店舗改装による客単価とリピート率向上

新潟県 加賀の井酒造株式会社 9110001021851 大火から復旧した酒蔵棟を活用した観光客誘致による活性化の推進

新潟県 里山工房　ふくふく － 真空包装機・ラベル印刷機の導入でパナソニックの販路を開拓する事業

新潟県 らんらん亭 － 情報発信力の強化で圏外客を獲得し売上と利益率の増大を図る事業

新潟県 ＰＡＳＴｉＭＥ － 新たな顧客開拓、外国人集客・店外出店による販路開拓・売上向上

新潟県 エイコーンクリエイト － オリジナルグッズの受注製作・販売による販路開拓と知名度アップ

新潟県 加藤八十助酒店 － 個人の顧客層を開拓するためのサイン設置等と情報発信の強化事業

新潟県 有限会社美越 7110002021778 看板設置による認知度向上と販路開拓のための健康寿命の取組

新潟県 無痛整体・鍼灸治療院　樹庵 － 妊活応援！少子化対策！「子宝整体」広告宣伝による販路開拓

新潟県 有限会社松乃寿司高田町店 6110002025870 イベント出店による営業販売ならびに広報活動事業

新潟県 株式会社ホームサポート 9110001032948 定期相談会の開催による、ホームサポートの新規顧客開拓事業

新潟県 有限会社Ｋ＆Ｙ 4110002026128 インバウンド対策による店舗及び十日町市の活性化

新潟県 有限会社瀧長商店 2110002025627 シェアスペースの顧客増加、及びアート作品の販路拡大

新潟県 アトリエやしろ － 木製パズルの製造販売～全国展開のための生産効率改革

新潟県 有限会社嶺村製麺所 4110002025006 ＩＴを活用した製麺機の自動制御とＨＡＣＣＰ対応による効率改善

新潟県 有限会社天神屋会館 1110002018367 地元にこだわった「甘酒」で来客数と顧客単価の増加を目指す

新潟県 株式会社スマイルファーム 7110001028840 日本初のライブコマース配信・撮影用スタジオで新規事業を展開

新潟県 Ｂａｒ　Ｈｅｒｏ’ｓ － 気軽に入店できる店舗改装と社交文化の発信による来店力増加策

新潟県 株式会社朝倉家具 7001101015137 桐雑貨ブランド〔ＡＳＡＫＵＲＡ〕の認知度ＵＰ事業

新潟県 株式会社ライスグローワーズ 9110001029176 ＳＮＳを活用した国内・海外の新規顧客獲得強化事業

4 / 15 ページ



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

新潟県 長谷川工務店 － 伝統的な日本の住文化を次世代に広める、活かす、残す！！

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 株式会社サンファーム泉 5110001012367 アロニアハーブブレンドティーの商品開発及び販路開拓事業

新潟県 有限会社クレール 5110002008034 新規出店に伴う店舗や商品の地元認知度向上事業

新潟県 株式会社ベジ畑 1110001031338 新農園開設を目的とした、耕作放棄地を防ぐための農地募集

新潟県 アンティム － 新規客開拓による客数増大、オーガニック知識の浸透の実現化

富山県 株式会社ハートビートライフ・オカ 6230001015670 高生産性企業創造を実現する「健康経営サービス」のブランド開発

富山県 有限会社ナカダ工芸 3230002001904 ものづくりを通じて、販路開拓を目指す取り組み

富山県 株式会社富山レスキューサービス 1230001016095 知名度ＵＰ・不用品回収サービスＵＰのためのＷＥＢ広告活用

富山県 アイデアプラス株式会社 9230001015271 コピー商品との差別化とＳＥＯ対策を強化したＨＰリニューアル事業

富山県 株式会社山新工業 7230001005885 生活支援事業強化のための車両購入と認知度を高める為のＨＰ改善

富山県 株式会社ニューカーコート 8230001003772 最新次世代型スキャンツールの導入でさらなるサービス力向上

富山県 株式会社スプラウト 3230001014634 ＶＲ／ＡＲ事業の設備拡充による新規顧客開拓と顧客満足度の向上

富山県 株式会社カノイコーポレーション 6230001017312
「軽自動車キャンピングカー」の新規事業展開による新たな顧客開拓への取
り組み

富山県 株式会社鮨し人 6230001005985 ショーケース型超鮮度高湿庫の導入による販路拡大及び新商品開発

富山県 卓球スタジオＲ － 卓球療法をもとにした企画及び会員増加、サービス向上の取組み

富山県 麺　王 － 「人気メニュー」「定番」「独自メニュー」三位一体の広報宣伝強化

富山県 株式会社塗元 1230001014974 『特殊塗装』で地域密着・一番店を目指す！ためのカタログ作り

富山県 ＫＴ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ － 農産物の品質向上と作業負担の軽減のためのセンサーユニット開発

富山県 釋永岳　陶芸工房 － 星付きの名店に愛される食器を富山県から世界に発信プロジェクト

富山県 株式会社カルナ 7230001006058 店舗移転に伴うＨＰリニューアルによる新規顧客獲得と業務効率化

富山県 株式会社ロアジス 2230001016994 チョコレート専用のショーケースの導入に伴う製造の効率化

富山県 有限会社ＰＥＰＥすぎもとや 5230002005688 店舗内飲食ブースの設置による新たな店舗ブランドの確立

富山県 有限会社ジィ・ジィ 6230002001422 頭皮ケアサービスの導入による新たなブランディングの取り組み

富山県 ｔｈｉｎｋ．ＤＩＹ　ＣＡＦＥ － ハーフビルド＋ＤＩＹで建てる低コスト住宅で街中住居を可能に

富山県 ライズエンタープライズ株式会社 6230001016306 ＩＣＴを活用した法人向けエアコン工事キャンペーンの展開

富山県 合同会社新村こうじみそ商店 8230003000982 県内初となる味噌の自動販売機設置による販売促進と新規顧客開拓

富山県 拓味フーズ株式会社 3230001013826 富山の海の幸を使った高齢者向け食品の開発及び販路開拓事業

富山県 株式会社Ｋ－ｉｎｇ 6230001013419 営業体制強化と最新販売促進ツールの活用でファンを増やす

富山県 ±０　ＣＡＦＥ － 新事業アイスクリームを名物にし、既存店舗を有名にする取り組み

富山県 株式会社オートアスリート 8230001013433 シミュレーターによるサーキット体験からのチューニング受注増加

富山県 株式会社ウイングフーズ 9230001015817 キッチンカー事業の強化による居酒屋への新規客獲得事業

富山県 株式会社リライフ 1230001017325 リメイクと営繕による元請受注の拡大

富山県 ＩＲＩＳライフコンサルタント － 大事なのは「人」。人を醸し出し集客するＩＴツールの導入

富山県 株式会社ブルードリーム 9230001015651 『富山の美味しい』地産ジェラートを新販売手法で販路創造事業

富山県 有限会社中嶋工芸社 6230002002544 立山杉圧縮乾燥技術優位性伝達力強化による県産材利用促進への貢献

富山県 Ｏｌｄ　Ｎｅｗ － 新規来店促進、入店率向上および固定客化の実現

富山県 株式会社不動産のＳｔｅｐｕｐ 3230001015855 実家を離れた富山県人の実家管理・売却による空き家問題解決事業

富山県 奥田屋 － プレミアム・プチ贅沢消費向け富山のさかなの新しい食べ方の開発

富山県 有限会社新生製作所 6230002001463 生活にワクワクを提案するラセン階段の魅力発信、受注数向上計画

富山県 株式会社ユメック 5230001003718 地元商店をパートナーとする新電力切替サービスの展開
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富山県 窪田中小企業診断士事務所 － 富山県内中小企業支援担い手育成のためのネットワーク構築事業

富山県 もてなし蔵和ｏｎ － 掘りごたつで祖父母と団欒できる店造りによる家族集客事業

富山県 有限会社白石縫旗店 6230002011314 オリジナル法被の提供により実現する伝統文化継承

富山県 有限会社四津川製作所 4230002012289
「高岡銅器」の生産技術を活かした新商品開発と海外展開に向けたブランド
化事業

富山県 瀬尾製作所株式会社 6230001012057 下請を脱し自社製仏具と雨樋の新商品開発とブランド化による市場創造事業

富山県 有限会社角久旅館 1230002010849 純和風旅館による「高岡尽くし」で外国人観光客おもてなし事業

富山県 ミセスコーヒー株式会社 2230001015823 地産地消！「国吉りんご」を使用した洋菓子“タルト”の商品開発

富山県 有限会社ラングドック 9230002012301 顧客の想いを具現化するオーダーメイドの贈答品開発プロジェクト

富山県 高岡民芸株式会社 5230001016892
菅笠ブランド「煌雲（こううん）」の立ち上げによる、外国人を含む観光客への
新規販路

富山県 天野漆器株式会社 7230001009655 高岡漆器の独自技術を生かした新商品の欧米販路開拓

富山県 株式会社Ｔ・Ｍ・Ｃ 3230001011838
医療現場ニーズを捉えた自社開発製品の販路拡大に向けた営業体制の確
立

富山県 株式会社氷見うどん美濃屋 9230001016872 国産小麦１００％を使用した“氷見うどん”の開発・レシピの提案

富山県 株式会社ＤＱ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 2230001014577 日本の食材を活用した創作ソフトクリームによる台湾市場への展開

富山県 有限会社カネマン 9230002012219 新メニュー展開に併せてチラシ及びＷＥＢを用いた販路開拓

富山県 株式会社砺波商店 9230001010545
割れない陶器風アルミ食器アルミックに特化したホームページ制作によるＢｔｏ
Ｃ市場の

富山県 有限会社シマタニ昇龍工房 9230002011278 鏊子（おりん）の音色が人の心身に与える好影響を解明する分析・評価事業

富山県
株式会社ナカムラ住建　一級建築士事務
所

9230001010611 ドローンを活用したニッチ分野への参入による生き残り戦略！

富山県 有限会社北辰工業所 4230002011968 高岡銅器４００年の底力が生んだ鋳物による洋食皿の販路開拓

富山県 株式会社ナカノ 7230001010605 「美味しい富山のご紹介！」旬の魚情報発信による販路拡大事業

富山県 株式会社不破福寿堂 3230001010823 ショップカード活用による自社ＥＣサイト販売強化事業

富山県 大越工芸品製造株式会社 4230001014906 中華圏・インバウンド向け茶道具の新商品開発及び販促事業

富山県 有限会社佐野政製作所 7230002011172
高岡銅器のファブレスメーカーとして鋳物を使った企業向け製品の新規販路
開拓

富山県 株式会社高岡仏壇仏具センター 7230001011594 老舗仏壇店の「ご供養サポートの提供」による終活産業への挑戦

富山県 醸造・紀乃井　林商店 － 伝統製法による味噌と地元産緑黄色野菜とのコラボ商品の全国展開

富山県 株式会社今川雑穀店 1230001009710 個々の顧客に合わせた「豆・雑穀の組み合わせ」提案販売事業

富山県 有限会社秀英ネットワーク 5230002012560 プログラミング教育の必修化に伴う高度ＩＴ人材養成講座の提供

富山県 ＲＥＬＵＭ － 「オーガニック」で引き寄せる看板・ＨＰ・チラシによる女性集客

富山県 有限会社魚恵 5230002013278 伝統産業とコラボした体験セットプラン企画による販路開拓事業

富山県 株式会社與市郎 9230001011733 当社の蒲鉾作りと旅館が連携した体験宿泊プランによる販路拡大計画

富山県 ルームイン金田有限会社 1230002012820
部屋の元請けとして畳を中心に進化するＫＡＮＡＤＡの基礎力整備事業～畳
を飾るショー

富山県 ＬＩＮＫＳ　（リンクス） － 空からのプロモーションを実現する事業～広告ＰＲを併用した販路開拓

富山県 氷見昭和館 － 世界でも珍しい「似顔絵教本」を活用した新規顧客開拓

富山県 岡峰畳店 －
日本の文化「畳」を海外展開。～お客様が求める“Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ”をお届けしま
す！

富山県 ｕｍｉｎｅｃｏ　ｃｏｆｆｅｅ － 子育てママと地域がつながる、交流できるカフェを作ろう。

富山県 かなや麺業 － 「氷見そば」の販売促進事業

富山県 割烹　しげはま － 高齢者向けの新しい和式スタイル宴会提案による販路開拓

富山県 有限会社放生若狭屋 1230002013819 「富山米のカステラ」販路開拓のためのプロモーション戦略の実行

富山県 菓子処あん － 店頭イメージの改善による地域「くつろぎ空間」の提供

富山県 株式会社プロデュース 1230001011781 キューブ型白エビ食パンの開発により実現する地域再活性化

富山県 有限会社鷲塚屋 1230002013868 「自社の強みと人気メニューのアピールで集客アップ事業」

富山県 野村屋 － 販路拡大に向けたＷＥＢショップ構築およびＰＲツール戦略の実行
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富山県 株式会社太陽堂 5230001012462 真珠販売による新規顧客獲得と休眠顧客の掘り起こし計画

富山県 株式会社工房ヤマセン辻佛檀 7230001016453 店舗改装による集客増加と顧客確保

富山県 株式会社吉森ガラス 8230001007237 下請け業務から脱却し、提案型高付加価値内装工事への転換

富山県 雑貨屋ＴＯＢＩ － オリジナルプリントグッズの制作・開発・販路拡大

富山県 お食事処うえの － ジビエ料理の開発とホームページ作成による新規顧客獲得

富山県 アイファクトリー株式会社 7230001009333 店舗移転による事業ごとのお客様満足度向上と宣伝効果の向上

富山県 有限会社大黒家 5230002009326 店舗入り口階段のスロープ設置によりバリアフリー化を図る

富山県 株式会社ハートグリーン富山 4230001015549 特殊伐採に特化した事業刷新計画

富山県 株式会社河島建具 4230002009236 看板・事務所改装にて日本伝統木工技術による木製建具の誘致を図る

富山県 滑川肩こり・腰痛ケアセンター － ホームページのリニューアル及び看板のリニューアル

富山県 割烹あらき － 「割烹あらき」の調味液で作った「ホタルイカの素干し」の開発

富山県 株式会社アントリー 1230001014207 北陸地域の「雪でも見える化」プロジェクト

富山県 グリーングラス － 「花畑プロジェクト！」花畑を利用した、顧客創造、売上向上計画

富山県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵＡ － ３世代１００年美容室への飛躍に向けた新規開拓と販路拡大事業

富山県 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 文字入り昆布とます寿司のコラボ「おめでた！ます寿司」

富山県 株式会社シャッターメンテナンス 4230001008098 「遺品整理」「生前整理」業務の認知拡大事業

富山県 カントリーキッチン － 店舗サイン作成と新商品の黒部名水ポークの炙りカレーで販路開拓

富山県 有限会社山口造園 2230002008223 黒部発！高齢者に癒しを届けるモデル庭園づくり

富山県 浅野ヒッタ家具工業株式会社 6230001007255 木の良さを身近に感じて生活の質を高くする木育教室の導入

富山県 麻地時計店 － 時計修理サービスとドイツ製鳩時計のＰＲによる販路開拓事業

富山県 株式会社アクア機械工業 3230001013677 働き方改革を支える！ショールーム新設で協働ロボット普及拡大

富山県 生地蒲鉾有限会社 3230002007950 新商品（ととしーと）の認知度向上を目的としたＰＲ事業

石川県 ＩＰサポート － ドローンを活用した建築業向け業務支援サービスの提供

石川県 ＴｅｒａＲｏｍａ － 外国人観光客の「日本のアロマテラピー」新サービスと販路拡大

石川県 株式会社暮らしと介護の相談所 7220001022130 高齢者向け最適ケアプラン作成事業開始に伴う販路開拓事業

石川県 株式会社おでん高砂 8220001015001 「金沢おでん」レトルト商品の開発・販売事業

石川県 有限会社寿し栄涌波店 7220002003294 ファミリー層を対象としたメニュー開発と店舗改装による販路開拓

石川県 有限会社くすりのシマダ 7220002002288 和漢ハーブティーの製造販売による販路開拓

石川県 たくみカイロプラクティック － 新サービス「予防ケア・トータルケア」で働く世代の健康増進！

石川県 有限会社鰯組 4220002001210 冷凍・真空包装機導入による働き方改革と新商品開発・販路開拓

石川県 株式会社デープラス 8220001020983 新規旅行商品をＰＲすることによる販路拡大計画

石川県 豊傍庵 － 手漉き和紙の魅力を直接消費者に。製造業者が新たに小売りを展開

石川県 有限会社エスエイエス 9220002007418 溶接修理を自社で実施することによる顧客満足度の向上

石川県 株式会社ｈａｚａｒｄ 5220001014377 《自社ブランドタイヤ・ホイールの販売強化による収益力の向上》

石川県 げたや － 新メニュー考案による女性若年層客の獲得

石川県 株式会社ＡＭＣ 4220001021671 《季節限定メニュー開発と広告媒体を活用した新規顧客獲得事業》

石川県 ＲＥＡＣＨ － 新規顧客獲得のためのＤＭ発送およびＷｅｂサイトの拡充

石川県 有限会社トム工芸 3220002007506 刺繍・圧着・プリントの自社加工ワンストップサービス事業

石川県 ナイス亭 － マックスラベルプリンターの導入による販路拡大

石川県 株式会社ふらん・どーる 1220001020230 ご家族の絆を深めるギフト商品開発とイベント企画による販路開拓

石川県 スタジオエマネム － トイレ設備等高齢化社会対応型改造による顧客満足度アップ
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石川県 Ａｒｏｍａ＆Ｆｌｏｗｅｒ　Ｄｕｏ － わくわくウキウキ「バルーン＆お花」コラボ商品開発と販路開拓

石川県 株式会社イー・トライアド 7220003001974 史上初！ユーチューバー向けのエゴサーチサービスの開発

石川県 美　ｅｎｇｌｉｓｈ － 日本語で学ぶ大人のための初心者専門英会話スクール

石川県 有限会社土の味 6220002009763 観光客の味蕾マイスター検定への誘致

石川県 ｏｒ － 『自信に満ちた輝く女性になれる場所！』の提供

石川県 株式会社日本美装 8220001005150 工場・店舗リフォーム事業のＰＲ強化による販路開拓

石川県 株式会社こみんぐる 8220001022105 一棟貸切宿ブランド『旅音』の地元学生向け新サービス作成！！！

石川県 マルシェロロ金沢 － 金沢麹とフランス人シェフのコラボ料理＆菓子で販路開拓

石川県 廣野造園 － 住宅街の景観に合った看板設置で地域密着型造園業を実現

石川県 スポーツショップＮＯＢＵ － スポーツショップとパーソナルジムの連携で認知度・魅力ＵＰ！

石川県 株式会社オフィスＫ 3220001021474 外国人向けのイベント企画等での販路開拓事業

石川県 株式会社中善工務店 4220001004841 「ぬくもり＋デザイン」木製家具とリビルド品販売による販路拡大

石川県 株式会社ＰＲ　ＥＮＧＩＮＥ 9220001009745
新ターゲットに合わせたホームページの全面刷新による販路拡大・新規客獲
得

石川県 株式会社バイカーズステーション金沢 8220001020100 バイク屋がおすすめ「レンタルバイクで能登へツーリング」

石川県 株式会社縁Ｅｔｅｒｎｉｔｙ 7220001019606 外国人観光客向け英語表記のホームページと商品説明作成

石川県 有限会社オートレグルス 8220002001628 タイヤチェンジャー導入よる顧客満足度アップ事業

石川県 株式会社ラクト 2220001020691 顧客向けＰＲホームページ開設と資材リース事業による販路拡大

石川県 株式会社タナテックス 7220001004186 日本製「天然木パルプ由来」のタオルを海外へ販路開拓

石川県 ．あぽじら － 「ＩＴオンチでもできるホームページ作成塾」事業の再構築

石川県 小西新薬堂 － 老舗薬局が開発する酵素入り薬膳カレーの販路開拓事業

石川県 ヨーク株式会社 1220001006064 空き家対策コンサルティングパッケージの研究開発と販路開拓

石川県 有限会社フルーツケイ 7220002005076 フルーツアドバイザーが選ぶフルーツギフトをＰＲし、販路拡大

石川県 株式会社フロンティア 7220001011208 相続診断士による相続トータルサポートの宣伝で売上拡大！

石川県 エム・スプリング － 大正時代の「銘仙」に代表されるアンティーク着物の復刻版の制作

石川県 エキスパート・フラップ株式会社 5220001005731 「北陸人材会議」の発足による、北陸の人材プラットフォーム構築

石川県 ＴＡＲＡ　ＧＬＯＢＡＬ － 女性の悩みを解決して笑顔に自信をつけるエステスクールの開校

石川県 金澤牛かつ小林 － 子連れママ会並びに高齢者の顧客獲得の為の事業

石川県 株式会社ＭＯＹＵ 1220001018828 薄毛・抜け毛を追求した腸内環境改善のサプリ開発及び販路開拓

石川県 野崎建築設計 － 気軽に相談できる　建築設計・不動産取引トータルサポートのＰＲ

石川県 社会保険労務士　山田事務所 － 新たな助成金事業に伴うセミナー・相談会とＷｅｂによる販売促進

石川県 株式会社エー・アイ・ディー 1220001013779 ３Ｄモデリングによるサンプル品・オリジナル商品開発

石川県 有限会社河村商店 3220002010427 ＬＩＮＥを活用した顧客との情報交換によるリユース事業販路開拓

石川県 株式会社九谷陶泉 7220001013014 新開発の九谷焼リングホルダーの販路開拓

石川県 東酒造株式会社 2220001017234 海外ニーズにマッチした新商品の開発と販路開拓事業

石川県 Ｎａｎａ　ｆｌｏｗｅｒ － 前撮りに対応した耐久性抜群のブライダルブーケによる販路開拓

石川県 酒　つるしま － 新たに始める配達サービスを店頭とチラシでアピールする事業

石川県 裕杏丸（ゆうきまる） － 漁師が漁って漁師が作った。あずき貝煮パッケージ制作と商標登録

石川県 徳田盛華堂 － 高齢化需要に対応した憩いスペース作成による販売・リピート向上

石川県 有限会社角源海産 4220002010731 外食産業の人手不足を解消させる半調理済み食品の開発

石川県 北陸成型工業株式会社 6220001012396 高品質・高性能のウォータージェットノズル海外販路開拓事業

石川県 珍香楼シェアン － 子育て世代のお客様が快適に過ごせる為の個室化、分煙計画
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石川県 ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ － 石川県で「ＶＲのパイオニア」を目指すためのＩＴツール導入事業

石川県 ＺＥＣＣＡ／ゼッカ － 制作デザインの展示室設置。オリジナルデザイングッズの配布。

石川県 有限会社小松冷機 8220002010612 北陸初！飲食店オーナー見る・触れる・作れる・厨房ショールーム

石川県 株式会社いーじー 1220001021732 地域初新事業！ものづくり企業向け簡易ＩｏＴ実験サービス

石川県 株式会社アートフィールド 6220001021281 北陸初！世界農業遺産と企業をつなぎ、中山間部の農業支援

石川県 丸加製パン株式会社 4220001012448 当社が開発した一押し商品「おいしい低糖質パン」の売上拡大事業

石川県 滝本茣蓙店 － 「世界にひとつだけのウェディング装飾」の売上拡大事業

石川県 株式会社御朱印 7220001011991 主力商品「御朱印」専用容器の開発を通じた販売促進

石川県 炭火やきとり鶏うま － 家族連れにやさしいお店づくりの徹底で売上向上

石川県 小山屋醤油店 － 観光客向けの来店促進策の実施で店頭販売を強化する事業

石川県 長八 － 高齢客や女性にやさしく、地元七尾市の青柏祭を体感できる店作り

石川県 なごみ －
お店のファサードの工夫による入店しやすいお店づくりで新規客を増やす事
業

石川県 ムーミンなかがわ － 『過疎化の町の伝統行事を支える若手と応援したい顧客とを繋ぐ事業』

石川県 居酒屋福ちゃん －
和倉温泉を訪れる観光客に自慢の刺身料理をＰＲして来店客を増加する事
業

石川県 トップワン － 高齢者顧客に対応する店づくり

石川県 中津漆器店 － アニマル型輪島塗の開発事業

石川県 輪島漆器大雅堂株式会社 7220001016603 輪島塗と手打刃物の技を活かしたマグロ包丁と販売用小型包丁開発

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 輪島塗メガネケースの商品開発と販路開拓事業

石川県 有限会社高田本店 2220002015534 飲食店及び会員限定ネットショップサイト構築

石川県 株式会社塩徳屋漆器店 9220001016519 販路開拓とインバウンド対応

石川県 輪島塗ぬり工房　楽 －

石川県 髙理容室 － 発毛をサポート最新機器導入とサービスの実施とＰＲ

石川県 有限会社吉野屋 3220002015590 若年層向けパッケージ開発とネットショップ構築

石川県 有限会社新　橋　新橋旅館 5220002015523 インバウンド対応したパンフレット・リーフレット作成

石川県 株式会社白藤酒造店 4220001016564 アジア圏及び首都圏での日本酒（新商品を含む）の販路拡大・強化

石川県 株式会社スガモトテント 1220001013242 物販を主目的とした新商品「イベント用テント」の販路開拓事業

石川県 民宿・食堂むろや － ツーリング客向けガレージの整備による春秋顧客の獲得事業

石川県 合同会社たなか 8220003001965 雨天時でも物販イベントを開催するためのカーポート設置事業

石川県 株式会社のとじ荘 7220001018962 多言語ホームページ制作と受入体制整備による外国人旅行客の開拓

石川県 有限会社わかやま酒店 3220002016218 お酒のプロがいるお店としての店舗リニューアル＆情報発信事業

石川県 株式会社デンノー 1220001018332 中古ゲームを海外と日本で同時販売できる自社サイトを構築！

石川県 リペア工房　ＧＥＴ　ＢＡＣＫ － 県内の人々にレザーリペアを周知し、サービスを活用してもらう

石川県 コミュニティカフェ　チエノワ － 高齢者や子育てママが安心して利用できるコニュニティカフェ創り

石川県 株式会社大本久盛館 8220001009036 今までにない五感を癒せる森のスポット開発展開事業

石川県 有限会社永大ホーム 1220002008927 問合せ件数増加による販路開拓を実現するホームページの全面更新

石川県 ケー・ジー － ペット飼育世帯への情報提供による断熱リフォームの販路拡大

石川県 ｃＲｏｏｎ － 遊んでみなきゃわからない！おもちゃ教室開催による販路開拓

石川県 有限会社フジタ印刷 4220002009385 提案型「看板・印刷・デザインショップ事業の開設」

石川県 タマリバかんすけ － 新商品「白山の恵みうどん」の開発・宣伝で観光客を獲得！

長野県 株式会社ウォームブランケット 4100001028968 「りずむチャンネル」ユーチューブ発信で福祉イメージを変革

長野県 株式会社テクロスサーバント 1100001010549 管理栄養士レシピ開発と自社ＨＰ制作による玉ねぎの皮魅力発信
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長野県 上原産業株式会社 2100001009549 ＩＴＣを駆使した、新たな販売販路獲得に向けた挑戦

長野県 美容室ウィズヘアー － 増毛サービス提供における顧客満足度向上のための店舗改装

長野県 有限会社小林溶工 9100002013964 ＩＣＴ活用による「溶接・組立技術の向上」と「販路開拓」

長野県 株式会社キムフーズ 8100001011350 従業員主体の新ブランド開発と販路拡大ツールの構築

長野県 有限会社ホームラン堂運動具店 1100002014722 希少・限定スポーツ用品を取り揃えたネットショップ開設事業

長野県 ほたはりきゅういん － 健康増進勉強会で地域元気！ＷＨＯが認める鍼灸治療の効果をＰＲ

長野県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー上田教室 － 会員制子育て相談専用ＷＥＢサイト開設による新規生徒の勧誘

長野県 ベーグル屋ハル － 身体に優しいパンの店の認知度アップ、新規開拓、リピート率向上

長野県 株式会社北村土建 1100001009731 社員いきいき発信　土木会社ＨＰ　高齢者と農業土木を応援

長野県 有限会社創建 8100002014212 新事業としての古民家再生販路開拓

長野県 株式会社ジェイ・ファクトリー 9100001011300 自分史作成サービス「わたく誌日和」発刊事業

長野県 有限会社安藤建築設計工房 4100002016591 高付加化価値住宅の情報提供に向けたインターネット活用事業

長野県 株式会社ファブリ 8100001028221 ニーズのギャップに打つ手あり！地域に密着した販促事業

長野県 プレイハウス － 町の活性化をリフォームの力で促進するためのＰＲ事業

長野県 有限会社二幸 2100002014548 富裕顧客層獲得の為のサービス向上事業

長野県 小さなビストロ　ソリレス － ふだん～特別なお祝いまで、誰もが楽しめる気軽なフレンチへ

長野県 カフェド・シュシュ － 営業時間の拡大・新メニューの開発による新規顧客層の開拓

長野県 信州イゲタ味噌醸造蔵元酒の原商店 － 自社製造の発酵食品を素材にした加工品展開プロジェクト

長野県 株式会社Ｋ＆Ｋカンパニー 8100001029509 食の企業へのブランディング

長野県 ｃｌｏｖｅｒ－ｃｌｏｖｅｒ － 新しい信州土産キャラメルポムのＰＲとＨＰのリニューアル

長野県 岡崎酒造株式会社 9100001009633 上田市産の日本酒を活用した６次産業化による販路開拓

長野県 有限会社英里人 8100002013734 伝！！エステティシャン国際ライセンスの腕で美魔女へ変身！！

長野県 コスメティックしおざわ － とっておきの１枚『ときめきフォト』シニア向け記念写真

長野県 ほかぽっかタイマッサージ － 子育て中の女性へ向けた「ドライヘッドスパ」専門事業

長野県 優希商会 － 優希商会ｉ－Ｃｏｎｓｔｒａｃｔｉｏｎ化計画

長野県 有限会社村田商店 7100002005204 直販部門強化による利益率改善計画

長野県 株式会社ＢＯＳＴＥＣ 9100001000055 開発中の高機能券売機の拡販のための販路開拓活動

長野県 株式会社ウェルケアビューティー 5100001026707 高齢者向け送迎シャンプーを中心とした新規店舗開業と販路拡大

長野県 Ｃｏｃｏ　ＣｈｏｕＣｈｏｕ － 特注器具購入による生産性向上と新規ターゲット開拓・販路拡大

長野県 カットハウスジャンプ － 「事業承継による理容業の新サービス提供」

長野県 ＣＨＯＣＯＬＡＮ － 顧客満足度によるリピート率の向上と新規顧客のあらたな創造

長野県 ｏｎｅ１８ｅｉｇｈｔｓ － ネイルに興味をもち、ご来店いただく販売促進活動プロジェクト

長野県 レストラン　シェ・マサ － ホームページ制作での新規顧客とインバウンド獲得の構築

長野県 北信濃養蜂場 － お客様目線の蜂蜜容器改良（硝子瓶⇒樹脂ボトル）による販路開拓

長野県 株式会社収納企画トトノエ堂 4100001028456 広告宣伝の強化による建築会社との連携と「収納計画」のＰＲ

長野県 パドルワークス株式会社 1100001027675 家族っていいな。「今日は家族みんなでいただきます！」促進事業

長野県
ネッツ・エキサイティング・プロジェクト有
限会社

5100002003985 海外と他県の顧客開拓のため自社通販サイトの強化

長野県 有限会社高木製菓 1100002002883 希少で贅沢な、信州産手摘みカシスの高級ブランド化を目指す

長野県 有限会社セキ理容所 4100002002682 自動シャンプーマシン導入による技術者の負担軽減と生産性の向上

長野県 有限会社長野外国語センター 7100002003521 ホームページ再構築による認知度アップ新規クライアント獲得事業

長野県 株式会社ｎａｋａｒａ 6100003000568 地域密着型総合施設立ち上げに伴う広報計画
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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

長野県 Ｌａ，ｅｓｐａｃｉｏ － ＩＴを利活用した店内商品の販売とネット販売の融合

長野県 株式会社ジェム 5100001030072 キッチンカーを使ったスノーボード施設の販路開拓プロジェクト

長野県 ポワントショップバンビ～に － 長野県初トゥシューズフィッティング出張販売とＨＰによるＰＲ販促

長野県 とば理容 － 店販率向上により、客単価アップを目指す

長野県 有限会社ホテル雷鳥 4100002022532 多目的コミュニティースペース新設による販路開拓

長野県 コニファープラン株式会社 2100001016470 「大人が本気で作った秘密基地」をコンセプトに新規ブランド立上げ

長野県 そば処　種村 － 「松茸王国」ギフト商品開発と百貨店向け販促グッズ製作、ＨＰリニューアル

長野県 有限会社鶴コーポレーショ 8100002020788 リング・ペンダントの新デザインの開発による販路拡大

長野県 Ｆｅｌｉｃｉフェリーチ － 親子で学べる新クラス増設充実による売上倍増事業

長野県 Ｔａｋａｒａｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 6100001029709 新たな弁当開発・販売による相乗効果から繋がる売上強化事業

長野県 株式会社ナガタビ 2100001025323 スマホ時代のＶＲ・ローカル検索支援事業の販路開拓

長野県 有限会社ネバーランド 2100002022526 乗鞍高原土産のバウムクーヘン販売促進事業

長野県 株式会社東石川 1100001013907 新規顧客獲得の為の情報発信改革

長野県 浅井木材株式会社 9100001012645
木造建築業の販路拡大のための広告宣伝事業～新築コンセプト住宅「ＡＭＯ
Ｋ－ＳＴＹ

長野県 ｊｕｉｃｅ － 情報管理・生産管理を統括する革新的なオリジナルシステムの導入

長野県 株式会社ウエイズ 3100001016164 新事業　販売商品による販路開拓

長野県 エグゼリンク　デザイン事務所 － 新商品　家・店舗づくりのイメージデザイン・プレゼン支援の展開・販路開拓

長野県 戸部商店 － 過疎地域を中心とした惣菜販売による顧客拡大事業

長野県 ナカミ創造研究所 － 長野県の事業承継を支える！組織開発・人材育成事業の販路開拓

長野県 魅惑の酒屋　ｍｉｋａｍｉ －
「手作り燻製」を集客ツールとしてネット予約の獲得、及び通販を見越したＨＰ
作成事業

長野県 株式会社柳沢林業 6100001025518 潜在需要を開拓！林業者による最終消費者向け木材直販イベント

長野県 プチホテルアルム － 乗鞍ヨガ・リトリート型アルプスの日常滞在＆体験プラン販売促進事業

長野県 Ｋｉｒｓｉｋｋａ － フィンランドデザインと有田焼のコラボ商品販売促進事業

長野県 ＯａｋＬｅａｆ － 新規大型モールに負けない、成長軌道に変える為のリニューアル

長野県 ＪＡＰＡＮ　ＰＡＩＮＴ株式会社 8100001016531
販路拡大・新規顧客確保のための“一括見積サイト”の新規導入開発及びそ
の事業案

長野県 有限会社プラスニジュウイチ 7100002022752 セレクトショップに刷新！中高年女性の心をつかむ情報を発信！

長野県 株式会社五条建設 5100001025213 事業承継によるニーズの変化に対応した新事業展開とＷＥＢ更新事業

長野県 株式会社三代澤酒店 7100001014263 長野県産ワイン販売強化事業

長野県 合同会社ＲＩＧＨＴ　ＭＡＮ　ＧＲＯＵＰ 4100003004686 ＩＣＴを活用した新たな勉強方法で子ども達満足度ＵＰにより売上増加

長野県 あおぞら － 観光客集客のためのご当地商品開発とネットＰＲ事業

長野県 焼肉　牡丹園 － 「おいしい健康」をテーマに「赤身熟成塊牛の焼肉店」へ業態転換

長野県 株式会社桔梗精機 2100001023252 大型製品加工の業務効率化推進と新規顧客開拓による販売促進強化

長野県 キャリアデザインオフィスあかつき － キャリアノートによる職業人及び学生のキャリアプラン作成支援

長野県 有限会社レイド 1100002036659 国内で一番早く安い箔押し名刺印刷のインターネット広告事業

長野県 エコトピア飯田株式会社 9100001022867
新聞古紙リサイクル製品のホームページ充実及びパンフレット製作による販
路拡大

長野県 有限会社レインボー企画 2100002037656 愛犬家の女性が安心して暮らせる生活提案

長野県 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｃａｆｅ　ＰＡＬ‘Ｓ － バーガー店の夜の大人向けメニュー導入にあたっての製氷機導入

長野県 吉田屋食肉店 － 和式トイレの改修による顧客満足度アップ・新規顧客獲得事業

長野県 こうじ屋田中商店 － 伝統食品を学べる快適な店舗空間づくりとＰＲによる新規顧客開拓

長野県 天望閣ひさかた温泉 － 山菜のワラビ・タケノコ等の山菜狩り体験、地物松茸料理のＰＲ。

長野県 合同会社わらいみらい 7100003004444 冷凍市田柿の夏季販売と、ギフト需要を掻きいれる
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長野県 アクシス体操教室 － トランポリン教室の開講による大人をターゲットとした顧客開拓

長野県 和田理容院 － アラフィフオーバー世代の開拓と客単価のアップ

長野県 有限会社丸井亭料理店 2100002037367 ＤＭからＳＮＳに誘導する企業向け宴会の誘客強化事業

長野県 株式会社南信塗装 9100001028278 シリコンセラミック塗装、遮熱塗装、断熱塗装の新規工事お客様の開拓

長野県 有限会社カインド 5100002036077 大型モニター・特徴訴求チラシ・駐車場看板での新規客獲得大作戦

長野県 ｏｆｆｉｃｅ　ｔｙｊ － ホームページへのアクセス数アップのためのリニューアルと研修

長野県 有限会社松乃鮨 2100002037359 分煙の為に喫煙室を設けることにより新規顧客の獲得

長野県 株式会社アコーズ 8100001022199 「子供用ＮＦＣ通信歩数計」の開発

長野県 工房　ＡＲＴＺＯＮＥ － 造形事業開拓のための「メモリアルフィギュア」製作

長野県 有限会社信濃屋 6100002036514 高齢層のニーズに応えるメニュー作りと座敷席の活用

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 理容かおり － 理容店でできる！レディースシェービングの開始、販促

長野県 びりーぶ － 「新サロンで恋愛耳つぼセラピーによる婚活成婚率あっぷ大作戦」

長野県 株式会社いいだエリアマネジメント 3100001031007 地元観光宿泊業者を対象としたプロジェクト・運営受託の増加計画

長野県 有限会社田月 5100002036705 美味しさで、笑顔をひろげろ！大福プロジェクト。

長野県 有限会社東京造園 5100002031540 モバイル端末向けＷＥＢサイト制作による情報発信力強化事業

長野県 インクリーズ・インク株式会社 7100001026861 お客様に見つけてもらえる店作りとブランド力・発信力強化事業

長野県 株式会社宮坂製糸所 9100001020020 当社保有特許によるトルネードシルクに関する新商品の販売促進

長野県 ヨサパークラフィネ － 新規のお客様を増やす為の新メニュー開発と販売促進

長野県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＣＩＥＬ － Ｗｅｂサイトとチラシ頒布によるまつ毛エクステ事業の販路拡大

長野県 有限会社草間商事 8100002031174 快適な店内を作り、お客様の滞在時間アップとリピート率増加

長野県 有限会社茶小泉 6100002031515 焙じたて焙じ茶の香と味で店のブランド力を上げ新規顧客を開拓

長野県 来々軒 － 企業向けの会食需要の獲得と客単価向上に向けた販売促進事業

長野県 行政書士事務所カーズ － 「ペット相続・信託サービス」業務による販路開拓と事業の拡大

長野県 エーピーエヌ株式会社 5100001018778 自社開発製品「揺らぐＬＥＤ間接照明」の販売促進事業

長野県 有限会社サイト・ドラマ 6100002030979 売上向上を目指した施設機能充実による新たなサービスの提供

長野県 そば処　岳家 － 店舗看板とＨＰリニューアルによるブランド力向上事業

長野県 株式会社ジェノベーション 8100001026530 カスタムオーダーシャフトのブランド認知度向上と新規顧客獲得

長野県 株式会社グッドライフ 5100001024966 電力自由化による「電気の小売り」事業への参入及び販路開拓

長野県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＤＥＬＩＧＨＴ － キックボクシングエクササイズの魅力を発信し新規顧客を開拓

長野県 イー・ジー　システム株式会社 2100001020407 「噴射ノズル技術」の販路開拓で日本のＡＩ・ＩＯＴ化をすすめる

長野県 有限会社ハートコミュニケーションズ 4100002019586 高齢者が使いやすい店内環境整備事業

長野県 グロウィングアップスクール － 小学生教育プログラム開発と販路拡大事業

長野県 株式会社ＲｅＢｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＪＡＰＡＮ 5100001029461 現在の事業内容とホームページ上のギャップ修正事業

長野県 伊藤　佳美 － 日めくりカレンダー商品開発、原画展開催

長野県 あさがお塗装株式会社 2100001027278 高品質な外壁塗装工事を広めるための販路開拓事業

長野県 有限会社田中屋商店 3100002028522 看板新設と店舗前駐車場の照明で、来店客増・売上増を目指す

長野県 十間堂茶屋 － ショップカード作成と配布で、新規客増加と売上アップ

長野県 マスヤゲストハウス － 設備改良による稼働率向上と蔵の改装工事による新規顧客の獲得

長野県 隠れ家厨房　達 － 通りを明るく！解り易い看板とチラシ配布で活気を取り戻す

長野県 株式会社オルゴール 2100001018244 オルゴール販路拡大を目的とした英語版ウェブショップの構築
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長野県 居酒屋ゆき － 座席を増やしてくつろぎ空間をＰＲ

長野県 有限会社松沢自転車店 3100002028910 専用測定機導入による調整品質の体感を活用した販売促進

長野県 ＣａｆｅＴａｃ － 長野県産のそば粉ガレットのＰＲによる新規顧客獲得と客単価向上

長野県 株式会社熊野精機製作所 8100001030185 総合的販促活動（ＨＰ、パンフレット、展示会等）による販路開拓

長野県 蔵四季 － 座敷への椅子席の設置及びホームページのリニューアル

長野県 穂助産院 － 産んで良かった生まれてきて良かった親子への応援グッズ販売事業

長野県 株式会社信州畑工房 4100001023977 地域ブランド化推進！信州伊那高原いちご「恋姫」の新規販路開拓

長野県 美容室ＰＬＯＶＥＲ － ご年配層、外出困難者への訪問美容サービス

長野県 本かりんの会 － 地域産品「本カリン」で信頼の化粧品ブランドイメージを定着

長野県 サカイ技研 － 研削加工現場の温度管理による加工品の精度安定化と新規顧客開拓

長野県 サレーヌ伊那店 － 新規施術導入により広告宣伝での顧客開拓と施術室の雑音軽減事業

長野県 ジェイプリント　かけす工房 － 誰でも手軽にプリントできるＤＩＹキットの開発及び試作

長野県 ｏｒｇａｎｉｃ　ｆａｒｍ８８ － 自家栽培有機原料のクラフトビールで地域を醸す！

長野県 Ｈｕｎｄｒｅｄｔｈｓ － 『もう一度、街に子供たちの声を！』の動画作成

長野県 いちえ － 新店舗の改装と販促を行い、新規顧客を獲得し売上目標を達成する

長野県 理美容室Ｆ＆Ｍ － 高齢者も足腰の弱い方も、入店しやすい優しいサロンに

長野県 株式会社有賀製材所 8100002033625 長野県産材木製品の販売・利用促進を目的とした宣伝事業

長野県 高烏谷鉱泉 － 新規客獲得！高齢者向け利便性向上による老舗旅館のおもてなし

長野県 アリマックス株式会社 9100001020557 新商品レースパッケージ開発および販路開拓ホームページ作成

長野県 ちえてらすコンサルティング － 動画を用いたハイブリッド型経営支援で中小企業の悩みを解決！

長野県 モナミ美容室 － 外国人観光客に着物体験してもらうための他言語ウェブサイト構築

長野県 株式会社アンジー 5100001016848 ２０代３０代女性に向けた、ヘアと一体となった「目もと」美容サービスの開発

長野県 天狗温泉浅間山荘 － 新馬導入による、乗馬・引馬体験事業の拡幅と周知及び効率向上

長野県 りんご家ＳＵＫＥＧＡＷＡ － 「りんご家ＳＵＫＥＧＡＷＡ」の拠点となる店舗設立のための倉庫改修事業

長野県 判光堂印舗 － 印鑑製作工程の見学及び作品・道具の展示による交流スペース作り

長野県 若林自動車工業有限会社 1100002012825 カラーセンサーシステムと専用塗料計量機器の導入

長野県 有限会社金寿し 3100002012360 宴会場・客室における座布団席からイス席への移行

長野県 有限会社丁子屋 3100002012600 手打ちそば実演ショールームと販路拡大のための製麺室の移設

長野県 田中　鯉店 － 小売事業を飛躍的に成長させ、事業の柱にするための店舗改装

長野県 農カフェわのん － ブランディングを整え、ホームページを構築し顧客層を増やす。

長野県 株式会社ソニック 5100001008449 ぬか漬け器とそば打ち機の新聞広告による販路開拓

長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720 品質の高いリサイクルペレット製造による新たな販路開拓事業

長野県 優艶株式会社ソピアー 8100001029418
働く女性の笑顔を増やす！チラシ作成とスマホ対応ＨＰリニューアルで新規女
性顧客獲得

長野県 有限会社大井住建 2100002012329 ゼロ・エネルギー・ハウス［ＺＥＨ］の新規顧客獲得

長野県 ＶＡＮＱＵＩＳＨ － ３面同時熱処理によるコーティング高性能安定定着

長野県 株式会社ヴィジョンあさま 2100001008385 健康おかずの素「梅肉加工品」の商品化のための機械導入

長野県 株式会社そうげん 1100001025225 当店オリジナルのテイクアウト商品の販売拡大

長野県 マルヰ醤油株式会社 1100001012157 自社商品の海外販路開拓・拡大

長野県 株式会社丸世酒造店 2100001012164 個性的なラベルを用いた進化系純米酒の市場拡大及び地域貢献活動

長野県 有限会社カクアゲ本店 5100002017820 新たな情報発信と惣菜の販売強化による販路拡大

長野県 株式会社信州フードファクトリー 9100001029210 信州長野の特産を活かした新商品の開発及び販売
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長野県 マシュマロ専門店やわはだ株式会社 3100001028449 新商品及び既存のパッケージの新デザイン及びサンプル試作事業

長野県 有限会社バロンミヨシ 9100002018179 商品を手に取って触れるケーキ屋を目指す

長野県 居酒屋とりや － ファミリー・高齢者にも快適な店舗リニューアル

長野県 十文字ガルテン － 自園産フルーツのドライフルーツ開発と、ラベル改善で販路開拓

長野県 株式会社ホテルやまぶき 9100001024475 国内個人客、外国人客獲得の為の自社ホームページのリニューアル

長野県 善積農園 － 味一番の贈答用こだわりリンゴの若年層向けネット販売強化

長野県 ｉｎｎｅｒ　ｆｏｃｕｓ － 販路開拓のための宣伝冊子制作及び国外主要見本市での配布事業

長野県 株式会社あずみ野エコファーム 6100001017572 アルプスから届ける「安曇野げんき豚」販路拡大戦略

長野県 ＫＩＹＯＨＩＲＯ　ＳＴＯＶＥ　ＰＬＡＮＳ － 薪ストーブクッキングの体験イベント開催による販路開拓

長野県 株式会社フローリッシュ 2100001020010 ＵＶＬＥＤランプ式虫取り器のサンプル作成

長野県 ホテルわかみず － 飲食店街のブランディングによる宿泊施設客の販路開拓

長野県 株式会社三峰 1100001019020 ホームページ作成しリフォーム事業の新規顧客の開拓

長野県 株式会社サンケイ 5100001019033 低価格帯の中古住宅販売および移住適応物件販売による販路開拓

長野県 株式会社有信建設 2100001018905 寒冷地の環境に適した別荘施工に特化した新築工事の販路開拓

長野県 有限会社あらゝ木 3100002029636 事業承継に伴う若年層・外国人・地元客の新規顧客開拓

長野県 有限会社丸井伊藤商店 1100002030488 老舗味噌屋さんの発酵スイーツ・どぶろく商品開発による販路開拓

長野県 やよい生花店 － 個性的なラッピング、魅力ある商品による客単価向上の実現

長野県 ｆｒａｉｃｈｅｕｒ　ｄｅ　ｆｌｅｕｒ － ハンドメイドジュエリーのブランド化による高額商品化と販路開拓

長野県 有限会社わいわいはうす 9100002030704 「わいわいはうす」の味を食卓へ！テイクアウト商品の販売促進

長野県 中山写真 － 女性カメラマンが撮影するウェディングフォトの提案

長野県 株式会社八ヶ岳ビール 1100001030943 八ヶ岳山麓産のクラフトビール認知度向上のための販路開拓。

長野県 株式会社木葉社 3100001030157 森と人、街と自然をつなぐ新規物販業務による販路開拓

長野県 マキシム美容室 － 内装工事、照明の増設、設備の交換、看板の改修

長野県 町の便利屋さんファミリー佐久店 － 地元密着型の便利屋ファミリー佐久店を耳から印象つける事業

長野県 株式会社すまい一 5100001007987 新たな差別化戦略「愛犬家住宅住まいづくり」により市場開拓

長野県 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　ｇｒａｍ － ＩＴを利活用した新たな集客とお客様の利便性向上の構築

長野県 有限会社八峰 9100002011365 店舗環境の改善とメニュー表のリニューアルによる新規顧客の獲得

長野県 株式会社初谷温泉 2100001007387 山の湯宿の魅力アップによる顧客の掘り起こしと新規客の取り込み

長野県 美容室ラ・ボーテ － 店舗入口のバリアフリーと緑化でお客様に優しいお店作り

長野県 株式会社東信スズキ 9100001007488 対象別販促とユニバーサルデザインの店舗作りによる利益率の改善

長野県 ショップ＆クラフトキーウエストクラブ － “フィッティングマイスター”による最適クラブの提供

長野県 ＡＩ　ｈａｉｒ － 店舗改装と新サービス導入による稼働率ＵＰで売上増と生産性向上

長野県 株式会社イデコーポレーション 4100001007617 ホームページリニューアルによる新規顧客の開拓

長野県 中華照龍 － 本格中華料理店のイメージ改善によるブランド構築と情報発信事業

長野県 インテリア神津株式会社 9100001007604 新規顧客獲得を目指すビジュアル志向のホームページ新設

長野県 ＭａｒｕＣａｆｅ（マルカフェ） － 瓶詰め加工品と菓子の販売による売上アップと新規顧客の創造

長野県 ＳＯＣＣＡ － 上顧客層への優待による固定客増加＆再来率アップ

長野県 おいまつえん － 高齢者、身障者に寄り添うホテルを目指して

長野県 株式会社大東美装 6100001007326 自社サイトリニューアルならびにネット通販事業への新規参入

長野県 Ｎ－ｆｉｔ整骨院 － Ｗｅｂを活用した新しい施術メニューのプロモーション事業

長野県 有限会社山﨑本店 9100002017395 新事業　樹木葬霊園の開園と宣伝力強化事業
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長野県 フォレストデザイン － 荒天時の体験スペースづくりによる顧客満足度の充実

長野県 株式会社角口酒造店 3100001011818 プレミアム日本酒の商品開発を活用した全国の小売店への販路開拓

長野県 株式会社北誠商事 4100001011890 Ｗｅｂサイトを活用した自社開発商品のプロモーション事業

長野県 Ｍａｄａｒａｏ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｌｏｄｇｅ － インバウンドの集客を狙ったウェブサイト強化事業

長野県 有限会社ロッヂかのえ 2100002017419 Ｗｅｂサイトを活用した「ふるさと薬膳」のプロモーション事業

長野県 有限会社ブルーベリー 8100002017297 飲食サービスの拡充による新規顧客獲得と収益向上

長野県 有限会社ソレーユ 6100002017183 外国人向けパンフレットの作成とテイクアウト強化による販路開拓

長野県 山本美恵 － 癒し空間で心身をＲｅｆｉｎｅ！～地域密着型スタジオへの変革～
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