
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

新潟県 株式会社マックスインポート 2110001030735 展示会出展を通じた医療分野での新規開拓

新潟県 海の家静浜亭 － 授乳室・女性専用設備も充実！家族と女性にやさしい海の家。

新潟県 株式会社エフ・ピーアイ 7110001006796 サブコンや老舗企業の下請からチラシ・ＨＰによる直接受注の拡大

新潟県 有限会社せかい鮨 3110002003532 「店舗案内用看板」と「店頭ディスプレイ」の設置による集客強化

新潟県 Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２５ＡｒｔＳｔｕｄｉｏ － 新商品開発による海外およびインバウンド等「新規販路」獲得事業

新潟県 フィニッシングスクール　ウィルハウス － 動画教材とＩＴを利用した販促及び顧客管理システムの稼動

新潟県 アロマ・ハート － 新規客獲得の為の販促物製作とチラシの作成・展示会への出展

新潟県 平田酒店 － 創業１４０年の歴史に幕を下ろさせない零細酒販店の売上拡大事業

新潟県 株式会社ソーリン 4110001013795 ＱＲコード、音声検索機能を活用したスマホ対応サイトで販路拡大

新潟県 株式会社テラスオフィス 6110001029658 沼ネコグッズ、沼ネコ焼　包装用品の開発、販売とＥＣ販売の開始

新潟県 Ｕ・建築計画工房 － ＨＰの新規開設で、新たな顧客接点の獲得

新潟県 株式会社アクティブ 1110001027410 新潟初！地盤改良用機械レンタル事業のためのホームページ開設

新潟県 株式会社アトリエ　ジニアス 6110001030343 ＨＰリニューアルで顧客満足度を口コミ効果に活用

新潟県 羊小屋 － 「新潟県産山参（サンサム）培養根」のネット販売による売上拡大

新潟県 有限会社小針荒川金物 6110002002481 スマホ対応のホームページ改修による顧客獲得

新潟県 ＭＵＳＩＣ　ＤＲＯＰ － 少ロット対応可能な「ＣＤ・ＭＶ制作」販路拡大プロジェクト

新潟県 株式会社ＲＥＳＴ＆ＲＵＮ 8110001028939 ブライダル利用客開拓に向けたＨＰリニューアルと情報発信の強化

新潟県 古町寧々 － 新たな顧客層への広報強化と店舗環境改善による販路拡大事業

新潟県 ＢＬＣ　ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ － 「フットネイルへの拡充」と「ネットセミナーのシステム構築」

新潟県 株式会社日伸設備 6110001004462 若い人材の採用促進と新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

新潟県 シンクロニシティー株式会社 4110001010561 イベント事業部の新規顧客開拓のための告知活動

新潟県 今代司酒造株式会社 8110001001342 酒蔵見学への入込客数増を目指した情報発信強化

新潟県 フジトモ株式会社 3110001009919 福祉用具事業のＰＲの強化による介護リフォーム販路開拓事業

新潟県 ＩＣＥ　ＮＩ － 育毛、美髪ヘッドスパ認知のための効果的な情報発信

新潟県 株式会社グリーン東 8110001001755 エクステリア事業で新たな需要を喚起、集客力強化、売上アップ

新潟県 眞島建築Ｄ．ｄｅｓｉｇｎ － 注文住宅の受注を目的としたコンセプトブック製作および販促活動

新潟県 トータルコンサルやまぎわ － 結婚サポート事業の広報や集客の基軸となるホームページの制作

新潟県 アルチア － キッズスペースの新設による親子が心からくつろげるサロンづくり

新潟県 有限会社ラヴィアンローズ 5110002007052 新商品の広報活動とイメージアップのためのブランディング事業

新潟県 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ａｄｖａｎｃｅ 7110001029640 新規顧客開拓を目的とした未就園児・幼児一時預かり教育事業

新潟県 株式会社レリエンスメディケア 6110001031688 全国提携美容室とホームページを活用した医療用かつらの販路拡大

新潟県 ニチロコ － いけばなパフォーマンス動画配信による新たな顧客開拓と事業革新

新潟県 株式会社くうき工房 1110001012420 フロン排出抑制法に特化したＨＰ作成による新規顧客開拓

新潟県 有限会社タイヤサポート伊藤 9110002024515 タイヤ交換とタイヤ保管を一体としたサービスの販売促進事業

新潟県 新和メッキ工業株式会社 8110001019145 新技術「亜鉛ニッケル合金めっき」の展示会出展による市場開拓

新潟県 株式会社杉田味噌醸造場 9110001019152 蔵元直営ネットショップの新設による新規マーケット開拓

新潟県 株式会社飯野建築事務所 4110001020750 新たな暮らし方の提案による新規顧客獲得

新潟県 セナ・ジャパン合同会社 8110003002537 北米を中心とした販売地域および顧客層の拡大による拡販計画

新潟県 ＤＯＴｅ車検 － 安心安全、困ったときのオートバイ保管サービス

新潟県 クリーニング　チャオ － 靴・バッククリーニングのメニュー化とポスレジでリピーターを増加。
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新潟県 有限会社旭屋ベーカリー 9110002026668 記憶に残る看板設置で認知度向上、新規顧客獲得事業

新潟県 株式会社ヤシロ 5110001023595 超高性能住宅の開発に伴う新規顧客の獲得と会社認知度の向上

新潟県 有限会社石動木工所 2110002026807 建具のネット販売システムの構築による販路開拓

新潟県 有限会社ナジラーテ 9110002030810 バスケットボールＢリーグファンに対する付加価値の向上による集客アップ

新潟県 ｅｌ　ｎａｉｌ（エルネイル） － 女性の疲れを癒し、足元から綺麗になれる足のネイルケアメニュー拡充事業

新潟県 Ｇｒａｙｂｅａｒｄ株式会社 7110001029863 シニア顧客の需要に応える訪問ペットサポートサービスの強化

新潟県 ＣＳ合同会社 6110003003140 漫画コンテンツ制作活用事業ＰＲによる認知度アップと販路開拓事業

新潟県 スプーンフィールド合同会社 8110003002173 自社サイト情報発信力強化による見込客到達機会増とブランド構築

新潟県 駅裏漁港けんじろう － Ｗｅｂ上における調理済み“本マグロのカマ焼き”の通信販売

新潟県 株式会社太田材木店 5110001017176 子育住宅販売に資する３６０°カメラ・ＡＲを活用した視覚的営業

新潟県 有限会社魚兵 8110002016868 ケータリングによる新規顧客獲得事業

新潟県 ハーベスト － 自然を取り入れた豊かな暮らしを体感できる会員システムの導入

新潟県 ファッションヘアーエノモト － 女性顔そり・ブライダルシェーブの単価アップと集客アップ

新潟県 株式会社ヤマトキ製作所 2110001014779 ホームページと連動したカタログの作成によるプロモーション強化

新潟県 山松木材株式会社 5110001014784 スマートフォン対応のホームページによる新規顧客獲得

新潟県 有限会社櫻井商店 9110002017147 モデルスペース活用及びサクライメソッド周知による集客事業

新潟県 レジエ株式会社 6110001014263 自社サイト制作で、ブランド力を強化！

新潟県 有限会社小松酒店 5110002017101 日本酒の本当の美味しさを伝える試飲バーの併設事業

新潟県 株式会社テーエム 2110001014432 塗装機導入によるステンレス黒染めの顧客ニーズへの対応改善

新潟県 藤岡　陽子 － チラシの配布とＳＮＳを活用した周知向上と新規顧客の獲得

新潟県 合同会社ジャスタウェイ 7110003003107 燕三条地域で製造や販売されている商品を越境ＥＣで中国へ販売

新潟県 アンベリール － 近隣市場の動向と顧客ニーズにマッチしたペットホテルの新設

新潟県 たかはし整体院 － コアコンディショニングによる画期的な通院システムの確立

新潟県 有限会社藤栽園緑化 7110002017413 自社製「石組み」商品の開発及び個人客への販売拡大

新潟県 新潟運転代行株式会社 1110001015480 新規顧客獲得への広告宣伝とリピーター客確保へのＤＭ事業

新潟県 キママニ食堂 － 新規イベント開催とディナー等の充実・広告による販路開拓

新潟県 炭火焼一助 － メニューの見直し等による店舗のリニューアルオープン

新潟県 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ － 入店～会計まで　完全お一人専用の理髪店への店舗改装と広報

新潟県 とんかつ久兵衛 － 夜の部のとんかつ弁当開発・販売による販路開拓

新潟県 株式会社椎谷板金工業 2110001013681 スカイライトチューブの認知度を高め、販路拡大。

新潟県 株式会社おだネーム店 4110001012525 のぼり受注用ＷＥＢページ開設とカタログ作成による販路開拓

新潟県 整体　すった家 － 美姿勢ピラティスメニューの販路開拓

新潟県 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 8110003000904 「バーベキュー王国」の景観・営業時間強化による販路開拓

新潟県 株式会社新潟グリーンテック 3110001012807 店頭看板とスマホ向けＨＰによる主婦層へのコインランドリーＰＲ

新潟県 Ｓ，Ｄ，Ｆ株式会社 7110001031175 企業からの『工事依頼』を、お客様からの『建物お悩み相談』へ

新潟県 Ｐａｃｈａ － 機器導入によるお客様へより良い「美」の提供と広報及び環境整備

新潟県 株式会社新潟農園 1110001007370 グルテンフリーパスタのアメリカ、ヨーロッパへの販路拡大

新潟県 髪家いとう － こだわりあるお客様・ご年配・障がい者から求められるサロン造り

新潟県 有限会社井浦 1110002009382 ＬＥＤ内照パネル設置とランチチラシ作成で集客ＵＰ

新潟県 有限会社霜龍器物 4110002019156 カタログでの販売戦略の為の無水調理鍋活用レシピ本作成
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新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 植え替えヘラの高付加価値化による新市場の販路開拓

新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 生産プロセスの革新による営業活動の強化

新潟県 小林研業 － ベルトサンダー研磨機導入による医療分野への販路拡大

新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550 新ブランド”ｃｏｎｔｅ（コンテ）”のプロモーションビデオ制作

新潟県 株式会社新武 8110001015854 技術ＰＲと新規事業の告知を目的とした展示会出展、ＨＰ改訂事業

新潟県 燕器工株式会社 9110001016042 展示会出展とホームページ作成による新規取引先の開拓

新潟県 澤口溶接工業所 － 脱！下請け　自社ブランド製品のマーケティング再構築

新潟県 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 「障害者用・高齢者用爪ヤスリ」の商品開発と販路開拓事業

新潟県 株式会社ペルジュ企画 2110001018739 ホームページによる新商品のネット販売

新潟県 マルワ工機 － 設備拡大による大型受注の獲得

新潟県 株式会社ながれま 4110002019346 ＳＮＳ連動ネット販売システムの構築と開発商品の販路開拓

新潟県 協和工業株式会社 2110001025363 ＦＯＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ　２０１７　国際食品工業展への出展

新潟県 有限会社渡辺鶏園 7110002026372 期間限定ショップ出店による首都圏への販路拡大

新潟県 お花のお店　ブルーファン － ＨＰを充実させることで、新規客を取り込み、来客数を増やす

新潟県 有限会社富田テレビ商会 6110002026290 自社の業務内容を知ってもらうきっかけづくり

新潟県 スナック　アイ － 快適空間と手作りメニューの店を宣伝するチラシ販促

新潟県 佐々木茂樹商店 － 買い取りできる高級品・中古品専門店へのリニューアル

新潟県 食菜　和ごころ － わかりやすい看板設置、ＨＰで集客、お土産商品開発で商品ＰＲ

新潟県 株式会社西坂家具店 7110001018197 新築需要が伸びている新潟市東区の富裕層を狙った販路開拓事業

新潟県 藤井漆工株式会社 4110001018209 まち歩きの観光客が入りやすい店づくりで売上増大を図る事業

新潟県 株式会社Ｎ－ＴＥＣＨＳ 2110001030272 ポーラス体の製造販売による、完全下請からの脱却を図る事業

新潟県 割烹太古八 － 高齢者の慶事・法要の需要を取り込む為の店舗のバリアフリー化

新潟県 長野工機 － 若い世代をターゲットとした「薪ストーブ」の新規顧客開拓

新潟県 有限会社マルミホーム 3110002018448 新型輻射式冷暖房機の設置による、体感型ショールームへの改装

新潟県 有限会社コダカ産業 5110002018280 ３世代同居リフォームに特化した子育て世帯新規顧客獲得事業

新潟県 ＲｅＲｉＢａｇｅｌ（りりべーぐる） － わかりやすく見つけやすい店舗外観整備による新規顧客獲得計画

新潟県 ｎｉｃｏ － まつげエクステで来店周期アップ！看板で新規顧客獲得

新潟県 立川織物工場 － 既存のホームページをリニューアルし販路拡大

富山県 有限会社アーム興産 7230002000217 ドローン空撮・３６０度映像等による新たなビジネスへの取組み

富山県 サンユープラザあさい － 高齢者向け無料送迎サービス等による食料品販売の強化

富山県 ギャラリーｓｉ － Ｓｉｓｕブランドを全国に！住宅部材＆オンライン通販拡大事業

富山県 悠牧豚株式会社 9230001016526 悠牧豚の普及と販路開拓事業

富山県 晴通子の店 － 駅前ビジネスマンへの手作り＆無料デリバリー弁当営業販路拡大事業

富山県 Ｃａｒ　Ｃａｒｅ　ＫＯＵＴＡＫＵ － お客様のニッチな需要を開拓！個人向けコーティング拡大事業

富山県 株式会社ＥＦＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃ 1230001016062 世界へ向けた「強化エンジンハーネス」販売用ＥＣサイトの開設

富山県 お花屋さんナチュレ － 「贈って」「習って」「作って」喜ばれる特別なお花屋さん事業

富山県 ４６４６農園 － 認知度向上による来店客増大、地域交流の場としての活用事業

富山県 アイデアプラス株式会社 9230001015271 クラウド活用による販売代理店の営業ツール強化事業

富山県 くろも特許事務所 － 海外企業向け英文ＨＰ制作とＨＰリニューアルによる販路開拓

富山県 株式会社エコロの森 1230001006220 訪日外国人観光客を富山の体験型ツアーに確実に呼び込むＰＲ作戦
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富山県 五十嵐設備 － 一人親方・建設会社マッチングサイトで双方の安心確保事業

富山県 ＣＨＡＮＣＥ － ＩＴ弱者企業への商売繁盛支援新サービス「まねきねきゃ」の展開

富山県 ｔｕｆｅ － ショールームにおけるオリジナルオーダードレスの受注強化

富山県 株式会社Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｒｖｉｎｇ　ＪｏＪｏ 1230001014537 顧客に寄り添うフォトスタジオに！絆を繋ぐツール強化事業

富山県 牧野ＲＡＣＩＮＧ － ポルシェオーナー様に寄り添った整備工場に！特殊ＨＰで実現

富山県 有限会社アーツ・コーポレーション 3230002000047 問題意識・潜在ニーズを喚起する広告宣伝強化事業

富山県 ＦＬＡＴ－ＯＵＴ － 中古車販売が抱える問題をＷＥＢ上で解決、安心購入促進事業

富山県 株式会社アンスイ 6230001006141 事後対策よりも事前予防を！潜在ニーズを呼び起こす広告導入

富山県 アイトップ株式会社 9230001006080 誰でも起こり得る「故障」「デジタル遺品」、不安解消促進事業

富山県 広徳館 － 見方、考え方、そして生き方を学ぶ新キャリア教育コースの設置

富山県 北日本科学株式会社 8230001013739 表示工夫・ＳＮＳ連動ショップサイトでお客様に健康を届けたい

富山県 株式会社カネコ 7230001000597 設計士を核にした新システム導入による営業力強化事業

富山県 竹林堂分家 － 甘酒饅頭屋のブランドを強化する為の手提げ袋の開発と営業力強化

富山県 有限会社三広 1230002001294 コスト集中戦略を可能とする新事業ブランドの構築事業

富山県 Ｍｏｎｓｉｅｕｒ　Ｊ　（ムッシュー・ジー） － 販路拡大の為のパッケージ開発と店内改装による労働環境の改善

富山県 あそびばアミー － 乳児スペース改装と広告及び折り込みチラシによる集客力強化事業

富山県 株式会社住まいの窓口 5230001016595 当社の「空き家」対策事業を地域住民に定着させるための広告事業

富山県 Ｂｏｄｙ－Ｌａｂｏ株式会社 1230001014495 妊婦・子連れ、高齢者客への対応と女性社員の新たな雇用

富山県 有限会社学習相談室わかば会 1230002003679
「わかばフォローアップコース」の確立と宣伝による中学生の塾生増加獲得
事業

富山県 有限会社フタバ 6230002000317 バリアフリー化の実施・店内環境改善による店舗力強化

富山県 鳥居セメント工業株式会社 4230001001978
高精度・高強度・高耐滑性・高耐減耗性・高耐汚性・高排水性テラゾタイルに
おける審美性強化による民間デザイン分野の開拓

富山県 ＳＯＬ　ｄｅｓｉｇｎ － 「お客様の声」に応えた実店舗整備による販路開拓事業

富山県 アルミステンレス工業株式会社 2230001006921 オリジナルデザイン金物使用オーダーメイドリフォームの宣伝事業

富山県 博多ラーメンばたやん　駅前店 － 中国人も見つけやすい、利用しやすい店作りによる販路開拓

富山県 猿田淳子税理士事務所 － 相続トータルサポートを活用した相続税業務の販路開拓

富山県 インカローズ － ポスティングと体験イベントによる高齢者訪問美容の販路開拓

富山県 タケ　ヘアーサロン － バリアフリー型パウダールーム設置によるシニア女性満足度の向上

富山県 ライブリッジ － 専門事務所向けサービスのＨＰ作成・説明会開催による販路開拓

富山県 鈴木まなみ － セールスレター型ホームページ作成とネット広告による販路開拓

富山県 株式会社古城製作所 3230001010030 伝統産業（高岡銅器・漆器）と建築の融合における新事業展開

富山県 有限会社秀英ネットワーク 5230002012560 不登校生・高校中退者を受入れ、柔軟に対応する教育提供の発信

富山県 有限会社エキスパート 7230002012484 ブランド立ち上げによるオリジナル品の本格的拡販と差別化の実現

富山県 ＧＯＯＤ　ＦＥＬＬＯＷＳ － カフェバーリニューアルオープンのＰＲによる新規顧客獲得大作戦

富山県 なかやす酒販株式会社 5230001010615 地元富山の地酒ギフトのブランド醸成、新商品地酒ギフト展開

富山県 有限会社フジサワ建装 8230002012673
新規開業者向け店外装飾の割安プラン及び一般家庭向け高所作業サービ
ス提供による新規販路開拓

富山県 横田建具 － ・木質ペレット製造の為の材料『おが屑の粉』の生産体制と販路の確立

富山県 山三商事株式会社 9230001011106 昆布専門問屋『源蔵屋』新パッケージ作成によるブランディング

富山県 般若鋳造所 － 県指定伝統工芸品「高岡鉄器」の土産用新製品ＰＲによる販路開拓

富山県 ガンディ － 高齢者と障がい者の方も気軽に来店できる目と耳にも優しい店舗

富山県 カフェくらうん － 新規顧客及び業務用向けの自家焙煎珈琲店としてのブランド構築
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富山県 サンフーズ株式会社 5230002011117
動画コンテンツの開発とＳＮＳの活用による高付加価値地産地消型商品の拡
販

富山県 山田建創 － 住宅建築希望者の悩みを解決するサービスと、当社の魅力発信事業

富山県 株式会社メタルキャスト 8230001011065
ごにょんさ【真鍮鋳物 切り文字表札 moji 】シリーズ 新フォント開発による立
体ピクトグラム市場等への新規販路開拓

富山県 株式会社ウエダ 3230001009717 ホームページや紙メディア活用によるマーケティング能力の強化

富山県 株式会社イノベーションエース 5230001014665 セラミックス製品におけるグリストラップ清掃用品の商品開発及び販売促進

富山県 ミセスコーヒー株式会社 2230001015823 栄養士と考えるドリアのメニュー開発とコーヒー関連の贈答品開発

富山県 Ｏｇｉｎｏ　Ｇｕｉｔａｒｓ － 中国販売代理人擁立と中国語ウェブサイト開設による中国市場開拓

富山県 北陸道路標識株式会社 4230001010921 駐車場ラインの引き方一つで店舗様の売上増加に！広告宣伝強化事業

富山県 株式会社リーベ・マスモト 5230001011167 Ｂ　ｔｏ　Ｂ　からＢ　ｔｏ　Ｃへ　顧客層を増やし小ロットでの対応を目指す

富山県 株式会社江政商店 8230001014068 「氷見の魚で野菜を食べる」魚の切身入新感覚ドレッシングの開発

富山県 森捨商店 － 農業者支援体制構築事業～情報の共有と蓄積による密着型支援～

富山県 タケ建築株式会社 8230001016353 自社ブランディングによる新規顧客の獲得及び利益率増加の実現

富山県 有限会社魚恵 5230002013278 当宿料理人が捌く新鮮氷見旬魚をお土産に！新サービスで顧客獲得

富山県 株式会社小菊製作所 3230001012415 「上海国際尚品家居及室内装飾展覧会」への出展による海外販路開拓事業

富山県 株式会社マイハラ 9230001012558 『身体に優しい畳入れ替えパック』の展開と総合管理ソフトの導入

富山県 川口貸衣裳店 － 貸衣裳体験施設への来店者増加による結婚式衣裳の販路開拓

富山県 有限会社田中組 3230002007703 確かな知識と仕事で、安全で住み良い家づくり事業

富山県 竹酔堂 － ゆっくりくつろげる空間「まちのコミュニティールーム」の提供

富山県 ＳＵＮＴＲＩＣＫ － 厨房機器の導入による効率の良いテイクアウト営業の確立

富山県 有限会社松本製作所 3230002009419 取引先企業様のスケジュール管理を迅速に！特殊機能付きＨＰ導入

富山県 株式会社石倉設備工業 4230001007760 新規民間工事受注の開拓と設備販売強化の取り組み

富山県 グランツ － 高齢者の安心快適生活、女性の社会進出促進事業

富山県 株式会社アントリー 1230001014207 ベトナム特産シルクランタン商品の輸出入商品開発と販路開拓

富山県 アサジ時計めがね店 － 北陸Ｎｏ．１の時計修理を目指す店舗のＨＰ等によるＰＲ販路開拓事業

富山県 メカ工房 － オンリーワン専用工具で作業がらくらく、製造現場に革命を！

富山県 有限会社紙谷造園 5230002007998 ＩＴを活用したガーデニング提案力と造園資材販売力強化事業

富山県 ラーメンショップみやき － 店舗のイメージアップと設備導入による作業効率の向上

富山県 株式会社サンブランチ 8230001015792 デイサービス利用者獲得のために必要な営業ツールの作成

石川県 南川社会保険労務士事務所 － 障がいをお持ちの方のためのバリアフリーなホームページ

石川県 ＴｅｒａＲｏｍａ － 金澤町家サロン開業に伴う販路開拓

石川県 クラード建築設計事務所 － 金澤町家・中古住宅の継承と利活用、伝統素材や工法の認知度向上

石川県 北陸セントラル行政書士事務所 － 障害福祉サービスの手続きに特化した行政書士業務の受注拡大

石川県 平田製箔株式会社 3220001005551 金箔ふりかけの品質・生産効率の向上による販路拡大

石川県 ＨＵＬＡ＆ｓｔｕｄｉｏ　ＬｅｉＭｏｍｉ － 「フラの楽器」をみんなで演奏→エンジョイフラで集客力アップ

石川県 株式会社Ｆｒｏｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｗｅｌｌ 4220001019336 国産皮革を使用した高品質ライダースジャケットの販路開拓事業

石川県 安部行政書士・ＦＰ事務所 － 終活トータルサポート事業の実施による新規販路開拓

石川県 まつもと上部頸椎 － 当院が開発した「子供の姿勢改善プログラム」を普及させる事業

石川県 アロマ香房焚屋 － 業界初！お香を寝かせて焚く九谷焼香炉・香立て開発

石川県 ケービーエフ株式会社 7220001017147 北陸の一次生産者自慢のご当地カレー食べ比べ通販サイトの構築

石川県 ＰＲＯＪＥＣＴ　ＴＯＭＢＯＹ － 『バイク専用の貸しガレージ』の販促活動
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石川県 ＡｔｅｌｉｅｒＪｕｉｌｌｅｔ － 北陸初！女性が輝くためのトータルブラッシュアップスクール

石川県 謎屋珈琲店 － 日本唯一のミステリーカフェの特色を打ち出した販路開拓

石川県 菜喰　安心院 － 知名度向上の為の地元商店街活性化イベントでの情報発信の強化

石川県 株式会社ヴィータ 6220001018220 漢方等を用いた自然治癒力向上健康セミナーによる新規顧客の獲得

石川県 株式会社モンスーン企画 5220001021175 地方発・国内外に向けた伝統的家屋等不動産の販路拡大営業

石川県 株式会社チャレンジ 6220001014269 水素酸素サーバールーム設置による女性客の利用促進

石川県 有限会社シャンドリエ洋菓子店 4220002003223 新商品『ＫＡＮＡＺＡＷＡ千代古蘭亭』のＰＲ強化

石川県 アジアごはんとおはぎ善 － 真空冷凍商品開発販売とネット販売の開拓

石川県 有限会社割鮮のむら 2220002001880 今食べているこだわり食材をスマホで確認できる情報提供サービス

石川県 エナテックス株式会社 7220001001464 全国の介護施設へ向けてツインパワー給湯器の魅力を発信

石川県 日新産業株式会社 1220001004992 ＮＣ旋盤で穴の深さを１μｍ単位で計測できるセンサーの開発

石川県 株式会社久保 9220001002485 多言語化ホームページによる海外観光客の誘致

石川県 有限会社ＢＲＩＤＧＥ　ＦＩＥＬＤ 2220002006112 特許取得のヘア－カット技術で石川県の女性の髪の悩みを解決！

石川県 あぶり肉がらん － 地産地消を促進する「能登牛すき焼き弁当」の生産拡大と販路開拓

石川県 株式会社ユーアート 2220001007318 形状つき紙ツールによる小規模店舗のブランディング支援サービス

石川県 ラッピングアトリエ金澤くるみ － 世界で一つ！水引を使った箸置きやアクセサリーの販路開拓

石川県 ＬａｇｏｏｎＣｏｍｍｕｎｉｔｙ＆Ｈａｉｒ － 保育施設併設、保育士常駐美容室の販路開拓

石川県 有限会社エフシーエス 8220002001495 地域密着から高級クリーニング店へのブランディング事業

石川県 株式会社ディアブロジャパン 2220001018975 在庫を持たないカスタムコンサルティングメニューの開発・販売

石川県 株式会社オーナーズ 3220001009866 １億総活躍社会に向けて！福祉施設に向けた企業研修の販売

石川県 ＭＥＷＴＳ － 「ブライダルエステ」ワンストップサービスの開発・販売

石川県 株式会社四季彩 9220001011503 百貨店出店に於けるきものレンタルと古着活用の和装小物教室運営

石川県 有限会社ケイジーシステムサービス 9220002007467 夢が膨らむ！ハイセンスデザイン住宅の宿泊体験プランの開発

石川県 初華 － 町家を改装した旅館が贈る！シニア層向け宿泊プランの開発

石川県 ｉｒｏｈａ － エステティックによる福利厚生アウトソーシングプランの開発

石川県 つなぎや － 地元の食材を使用した焼成冷凍ドーナツの新商品開発と販路開拓

石川県 株式会社いとう 5220001019467 天然の釣り堀で釣三昧―！！！！！！！

石川県 株式会社九谷陶泉 7220001013014 海外向けウェブサイト制作とカタログ作成による海外富裕層の獲得

石川県 有限会社直輝 6220002010688 「元気マスターの名物カレーのレトルト商品開発で店外売上拡大」

石川県 ブルーム － 働く女性が来店しやすいブライダルシェービング専門店の周知強化

石川県 メティサージュ － 新規顧客獲得の為の飲食スペース設置事業

石川県
ビューティーエステ＆カイロプラクティッ
ク・アルク

－ 産後ママの笑顔の復帰を支援するカイロ店舗の情報発信

石川県 東酒造株式会社 2220001017234 国有形文化財石蔵の産業観光化ユニバーサルデザイン整備事業

石川県 菓子工房よどがわ － お客様満足を高める箱パッケージ新規制作事業

石川県 温泉スーパー － 新規顧客獲得の為の設備投資事業

石川県 Ｉｖｏｒｙ － ゴルフにもファッションを！オリジナルゴルフウェアの開発販売

石川県 有限会社ファッシネイション・グループ 6220002014061 七尾初アンチエイジングサロンの情報発信の強化による顧客開拓

石川県 シティハウス産業株式会社 9220001015363 スマートフォン用ページ強化を含むホ－ムページ再構築事業

石川県 おとどけショップ瀬戸 － 食品だけでなく住まいや健康のトータルサポートを目指す移動販売事業

石川県 株式会社能登ミルク 5220001019673 「能登ミルク」を使った自然派石鹸の新商品開発
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石川県 赤坂印判店 － 県内唯一の女性一級印章彫刻士の積極アピールによる販路開拓事業

石川県 ムーミンなかがわ － 自社開発の快眠寝具レンタルで能登のおもてなし文化を広める事業

石川県 アサヒ　ナチュラルヘアー － ターゲットとする顧客層変更　その為の店舗イメージチェンジ

石川県 有限会社竹中商店 9220002013878 新商材、『端渓硯』によるネットショップ参入と販路拡大事業

石川県 鶏とまつば － 「衣食住ライフスタイル提案型ＮＥＷＣＯＮＣＥＰＴ焼き鳥店」

石川県 室金物店 － ものづくり拠点として活用できる店舗改装

石川県 株式会社メルカート 6220001020300 キッズコーナー設置によるご家族旅行集客ＵＰ

石川県 株式会社中嶋建設 8220001016552 高齢者等生活弱者向け惣菜部門の新設による売上拡大事業

石川県 株式会社月桂樹 1220001017061 相乗効果！高齢者と障害児の併設施設の販路開拓

石川県 有限会社加賀損保 8220002012212 災害対策を啓発するサイト構築と防災カフェ開催による販路開拓

石川県 有限会社創造社 8220002012518 北陸初！自動操縦型農薬散布ドローン＆作物解析カメラの販路開拓

石川県 株式会社木戸浦洋装店 9220001013152 南加賀初のＳＮＳの高度利用での顧客獲得を行う婦人服専門店

石川県 イルカの散歩 － 電子療法機器を使用した健康メディカルサロン

石川県 有限会社越後石油 9220002016088 タイヤに関する受け入れ体制強化とサービスキャンペーン展開

石川県 有限会社レストラン浜中 5220002016216 能登の郷土料理を楽しめるお食事処としてのサービス強化事業

石川県 株式会社ホテル海楽荘 3220001016961 設備整備と販売促進活動で北関東・南東北の団体客を獲得する事業

石川県 甚五朗 － 小売店と消費者のニーズに応えたコスト削減のためのレトルト開発

石川県 泊まれるお寺乗光寺 － 泊まれるお寺乗光寺のインバウンド対策事業

石川県 紀の川窯 － 珠洲焼に上絵と金彩銀色彩を施す研究と商品開発に向けた事業

石川県 合同会社たなか 8220003001965 観光客と地元住民が触れ合う交流の場づくり事業

石川県 能登ブランド開発 － 質の良い低未利用食材を活用した新商品開発

石川県 フラワー工房 － 菓子メーカー、レストラン向け調理材の開発と販路開拓

石川県 のと整体 － パーソナルトレーニングの提供による新規顧客の獲得

石川県 株式会社細川 6220001020556 人々に健康を提供するための情報発信と相談薬局としての機能充実

石川県 有限会社マツウラ鈑金 3220002009428 新品同様の強度が確保できる船スパンカー・アンカー修繕事業

石川県 杉俣コンクリート工業株式会社 9220001003558 Ｕ字溝製造技術を活用したバーベキュー専用グリルの販路開拓事業

石川県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＯＲＳＯ － １０周年事業と婚活事業を充実させ集客増加に繋げる

石川県 エッチ・エスサービス株式会社 4220001010162 霊峰白山が育む「白山どじょう」ブランド化による販路開拓事業

石川県 株式会社こころ旅 6220001020911 こころのバリアフリーで世界を一つに！みんなが楽しめる着地型旅行

石川県 ＷＯＲＴＨ －
壁面収納との一体型高級テレビボードによる新たなリフォーム工事分野の開
拓

石川県 有限会社中部ワークス 2220002009247 高機能性壁紙の販路開拓

石川県 ｉ．ｍａｋｅ合同会社 2220003001434 御用聞きボタンにより顧客満足度を向上、顧客増加に繋げる。

石川県 倉山米穀株式会社 5220001009113 三位一体（ポイントカード、ＨＰ、チラシ）による売上増加策

石川県 株式会社デンノー 1220001018332 日本の文化「レトロゲーム」を海外へ！情報発信型ショップサイト構築

長野県 株式会社別所旅館 8100001010162 インバウンド＆スマホ対応のホームページで集客力アップ！

長野県 飯島兄弟商会株式会社 5100001028034 信州上田美味だれブランド化に向けた関連商品開発・販路拡大

長野県 株式会社ウォームブランケット 4100001028968 障がい者に寄り添う：就労訓練イメージチェンジ広報事業

長野県 有限会社フレッシュ池田 5100002014685 松茸の里・信州別所温泉発ご馳走便

長野県
長野アドバンスコンディショナーズ株式会
社

6100001011377 小グループプログラムの開発・販路開拓及び指導データのＩＴ化

長野県 キューオーエル株式会社 1013401006092 新しい基礎体温計測で女性を応援！自動計測のランズナイト
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平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

長野県 佐藤工業株式会社 9100001009781 ３Ｄプリンター試作サービスによるインテリア商品売上倍増計画

長野県 株式会社宮坂製作所 7100001011401 産業・工業用洗浄機の一貫製造による販路拡大のためのＨＰ改良

長野県 民宿旅館　晴山 － ＨＰリニューアル伴うＢＢＱ設備とインバウンド集客事業

長野県 株式会社ノムラ薬品 2100001029927 自社ＰＲと新顧客開拓のためのホームページ作成事業

長野県 株式会社栄部品商会 1000001009766 新規テナント開拓の為、ＩＴ環境を整備した小規模物件への改良

長野県 株式会社ヨシテンキャンバス 2100001006777 脱！下請け体質　認知度向上のためのホームページ改良とチラシ制作

長野県 ＫＩＡトータルボディーケア － カウンセリングに適した室内空間の整備とＰＲ

長野県 サンティエール － よもぎ蒸し事業開始に伴う、店内改装と販売促進活動の実施

長野県 株式会社インターリンク 4100001029586 ニッチな分野に特化したＨＰ開設による新規顧客の獲得

長野県 喫茶ヤマとカワ － オリジナルギフトＢＯＸの製作

長野県 株式会社ハウスプラザ信越 2100001005060 信州の素材と技術で造った環境に優しい棺「旅立ち」の販路開拓

長野県 株式会社紅久 2100001003097 高齢者向けくつろぎ環境整備による売上増加と販路開拓強化

長野県 株式会社ミヤザキ 9100001003454 注文口ス軽減！ＱＲコードと新規ホームページ連動のシステム構築

長野県 美容室　十和 － お客様の悩み解決、炭酸泉導入による時間単価増強事業

長野県 株式会社マルサン工芸 1100001024581 商談環境の向上に資する店舗改装事業

長野県 十二天 － 新商品開発によるブランド力向上ならびに拡販事業

長野県 株式会社ケイアイエスエス 7100001005139 オルゴール専門ＢＧＭ配信サービス「ＢＧＭ５５５」の広告宣伝

長野県 美ｌｉｎｅ － サービスの充実に伴うＨＰリニューアルとチラシによる販路開拓

長野県 株式会社エルズグランドケアアカデミー 9100001028402 高齢化社会に向けたケアセラピストの育成とケア事業の販路拡大

長野県 ヤオコー青果株式会社 7100001024535 糖度センサー導入と糖度保証による付加価値向上と生産者への貢献

長野県 株式会社アップネット 7100001028619 スマートフォン修理事業における広報活動

長野県 株式会社寺健工業 3100001029785 ＨＰリニューアルによる販路拡大と新規顧客獲得

長野県 株式会社総合開発設計社 8100001001681 外国人のお客様増のために利便性の高いコインランドリーを目指す

長野県 柳原純子音楽教室 － 輝いて生きるために「声のジム」でボイストレーニング

長野県 株式会社ウインナー楽器 4100001000324 ＨＰリニューアルとスマートフォン専用サイトでの販路拡大

長野県 ＫＡＪＩＹＡ － 人気商品「生ラー油」の製造販売で売上増加と地域活性化に貢献

長野県 ｇｒａｍ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ － 「ニューヨークドライカット」導入による客単価アップ

長野県 とば理容 － お顔そりで女性客を呼び込み、ヘッドスパで客単価アップを図る。

長野県 合名会社亀田屋酒造店 2100003001561 純米甘酒の安心安全な工程の動画等を組み入れたＨＰ作成事業

長野県 株式会社エフコム 8100001016812 自社ブランド商品「花ショコラコンフィ」のリリースと販路拡大

長野県 有限会社加藤理髪店 8100002019624 高齢社会に対応したシャンプーユニット導入による売上増加事業

長野県 ミラクルアームズ　シン － 高濃度炭酸泉導入による、ヘッドスパ商品のＨＰでの施術受注販売

長野県 Ｂｅｅｆ　Ｄｉｎｉｎｇ　桂 － ホームページ制作および新規メニューの開発による販路開拓

長野県 信州松本女鳥羽せっけん工房 － 今までにない自然派石鹸とシャンプーの販路拡大とブランド力向上

長野県 出川食品有限会社 3100002019232 ＩＴを活用した宅配専用健康飲料の販路拡大

長野県 有限会社赤羽クリーニング 2100002020752 ネット洗濯代行の新規事業化－「バック詰め放題サービス」

長野県 アガタベーカリー － 自家製粉菓子の開発とＩＴによる情報提供及び販売管理の効率化

長野県 株式会社ヤマザキ屋 8100001014320 「見せる」ＨＰから「買わせる」ＨＰへの全面リニューアルによる増益

長野県 ヘアエステポンテ － ＩＴを活用し深夜営業する美容院の広告宣伝による販路拡大

長野県 株式会社サウスドッグ 2100001029729 夏秋（かしゅう）イチゴ「彩夏（あやか）」の生産、販売事業確立
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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 株式会社ヤマレコ 7011101067169 ヤマレコアンバサダー（ファン）を増やしブランド力をアップ！

長野県 株式会社萬年屋 3100001014176 単品ごとに名前・メッセージ入りの自社ラベル付ギフト商品開発

長野県 ＧＩＮＡ － ボリュームアップエクステ「トータルヘアケア」実施と販路開拓事業

長野県 月島もんじゃ蛸三朗 － プライベート空間設置とＩＴ導入による接客サービス向上アップ

長野県 ヘアエステ　ウィルミナ － 髪と環境に優しい新技術によるお客様満足度・　売上向上事業

長野県 善餅 － ・オリジナル味噌煎餅の開発、その販路開拓と販売促進。

長野県 加圧トレーニングスタジオボアソルチ － 企業の「健康経営」を達成する「社内運動会」の新規実施と販路開拓事業

長野県 株式会社ウィズモ 6100001027398 利用者が自分に合ったサービス・商品を探せるＷＥＢサイト運営

長野県 株式会社ヒーローグリーン 3100001024101 自社ネット販売ページに誘導するホームページの製作

長野県 Ｌａ　ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｊｏ． －
当店独自の熟成チーズを使用したプリンの専用ＨＰ製作による新規事業取り
組み

長野県 株式会社平和商事 3100001024596 海外輸出の取引先開拓・店舗移転に伴う新サービスの充実

長野県 個人事業主　ゴルフプロ　鈴木健一 － ・老後を活き活き健康体で過ごすための新メニューによる売上拡大事業

長野県 Ｋ．ＢＲＯＴＨＥＲＺ（ケーブラザーズ） － ウェブサイトによる飲食店向け販促物パッケージでの専門受注販売

長野県 株式会社松本ブルワリー 7100001029006 信州松本発！「クラフトビール」の全国向け販路開拓事業

長野県 株式会社薬師平リゾート 1100001014302 有効的な情報発信による外国人及び女性宿泊客の誘客強化

長野県 有限会社オリヤマ 5100002036028 明るくきれいなお店で若返り、地域の店として存続をする。

長野県 有限会社松岡屋醸造場 7100002037338 醤油の工場見学による顧客増加のための工場修繕

長野県 ＤＡＲＡ － スペイン産羊のチーズを使った濃厚チーズケーキ等スイーツの物販

長野県 有限会社信濃屋 6100002036514 座敷席の完全個室化とホームページ開設による新規顧客獲得

長野県 有限会社ホープ商会 5100002037265 ワークショップとマルシェ開催で３０代の新規顧客を呼び込む

長野県 丸萬　加藤商店 － 飲み手と造り手を繋ぐ「蔵元と対話する日本酒の会」の開催

長野県 有限会社レインボー企画 2100002037656 「愛犬が喜んで来店する」お店で、新規顧客（中型犬）をゲット！

長野県 お食事処・夢 － 高齢者世帯や独居老人の見守りを兼ねた栄養弁当の宅配サービス

長野県 有限会社マロン 8100002037320 地元素材を使用した菓子を全国のお客様に向けて販売

長野県 天ぷら　金万 － 新メニュー考案と快適性向上による、老舗として持続可能な店舗化

長野県 有限会社良かん 1100002037649 身近で、楽しく、快適に過ごしていただくための新たな要素

長野県 フィットネスジム　アクセス － トレーニングをしたい女性のためのジム作りと初心者向け機器導入

長野県 天竜舟下り株式会社 3100001022600 アジア圏を中心とした訪日外国人旅行客の獲得

長野県 有限会社カインド 5100002036077 顧客管理と配達・訪問販売、シニア専門の資格取得

長野県 有限会社大成堂 1100002031437 店舗リニューアル告知のチラシ作製による潜在顧客の掘り起こし

長野県 Ａｍｉｃｉ（アミーチ） － フリーペーパーとホームページ開設による新規顧客獲得

長野県 株式会社三栄商会 1100001019524 ホームページ新規作成による販路拡大

長野県 株式会社ストリーム 3100001028531 「ウエルネスフード　ジャパン」への出展で販路拡大を目指す

長野県 株式会社金久 2100001020308 売上拡大を目的とした売り場改変と、それに伴う照明設備の更新

長野県 有限会社堀川工業 8100002031769 展示会を活用した新規顧客開拓のための販売促進の強化

長野県 合同会社ジェーシーエム 9100003004310 介護事業所の声を活かした新介護システムの開発ともよる販路開拓事業

長野県 株式会社ジェノベーション 8100001026530 顧客ニーズに対応した体験型研修の開発と地域での新規顧客開拓

長野県 有限会社あるとふぁごす 5100002032324 地域高齢者向けお土産需要の獲得とイベント告知による販路開拓

長野県 有限会社カメラのキタハラ 9100002031124 豊富な衣装を見やすく、選びやすくするための撮影スタジオ改修

長野県 Ｔｒｉｕｍｐｈ　Ｔｒｉｗｉｓｅ － 男性脱毛を「前面」に訴求するチラシとＷｅｂ制作で販路拡大
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長野県 ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ － ＷＥＢルートによる集客拡大。ＣＲＭ強化で地域美容室を強化

長野県 有限会社長野穀販 1100002029365 長野県産米穀の直接仕入先の拡大で生産・卸・加工の３者を元気に

長野県 美容室キャルフール － 先進技法「ドライカット」ＰＲによる集客・売上増加プロジェクト

長野県 有限会社大成クリーニング 1100002028474 しみ抜き工房『ファッションメンテラボ』開設で、個人客３割増

長野県 株式会社明勇興業 3100001029562 特許取得技術「セルクリート工法」を用いた管渠充填工事のＰＲ

長野県 株式会社サーミックテクノ 9100001026356 展示会出展で『ボディーサーマー』販売見込３００着を目指す。

長野県 株式会社シャインビュー 5100001029040 出張者、旅行者への販路拡大事業

長野県
株式会社ＲｅＢｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＪＡＰＡ
Ｎ

5100001029461 古材を使用したオーダー・オリジナル家具の開発・販路開拓

長野県
社会保険労務士法人諏訪労務管理セン
ター

5100005011787 地域の「うつ病障害」を解決！障害年金に特化した社労士紹介

長野県 株式会社Ｗｉｓｈｂｏｒｎ 4100001029792 出張者、旅行者への販路拡大事業

長野県 株式会社フェイス 2100002029273 出張者、旅行者への販路拡大事業

長野県 ＦＰリッシェ － 子育てママＦＰのママ向け資産形成学習ツール提供事業

長野県 ネクストデザイン － インテリア愛好家向けテレビスタンドの販路開拓

長野県 ＣＡＮＤＹ　ＳＴＯＲＥ － オーダースーツ販促ツールの作成事業

長野県 ヤマヨ食品工業株式会社 4100001018713 ○個人客への販売部門新設事業

長野県 小池裕之社会保険労務士事務所 － 「助成金申請サポートセンター」のＨＰ、チラシによる販路拡大

長野県 有限会社六花フードサービス 1100002029175 催事用冷凍ショーケース購入による商品認知度アップと販売拡大

長野県 株式会社公差設計研究所 3100001027310 公差解析ソフトの新規顧客開拓の為の展示会出展による販売促進

長野県 あざみ工房 － きびそ糸による新商品開発と後継者育成による販売促進

長野県 さつまラーメン西郷どん － 看板による一押し商品ＰＲと店内改善ＰＲによる売上アップ事業

長野県 清明祥世庵 － 古民家の魅力アップで宴会需要開拓、ランチもアップ

長野県 木工房うしやま － オルゴールと時計を融合し、外装には木象嵌と漆を施した目覚時計

長野県 友絵工房 － 視覚的に訴えられるデザインと利便性の向上による購買率改善

長野県 有限会社吉沢製作所 3100002032045 品質管理及び検査業務のＩＴ化によるコスタダウンと販路拡大

長野県 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＳＵＮＮＹＳＩＤＥ －
伊那屈指の“超快適ヘッドケア空間”実現による、満足度向上＆顧客拡大大
作戦！

長野県 洋服直しのお店カエルくん － モッタイナイを大切に！洋服直しの新規客獲得・客単価アップ事業

長野県 イツボトータルシステム株式会社 1100001021141 高齢者等が「何度も利用したい」店舗実現に向けたバリアフリー化

長野県 赤石商店 － 伊那市初のゲストハウスによるミニ商店街的新規物販需要創出事業

長野県 有限会社西村酒店 1100002033136 店内まるごとショーケース化、ヴィンテージワインの対話型販売

長野県 有限会社南信花園 6100002033115 ワンランク上！憧れのガーデニング用品の売り場作り

長野県 かり～にゃ － 妊活（妊娠をめざす女性）向け新商品開発・販路開拓

長野県 有限会社平澤写真館 1100002033193 敬老の方へ、出張撮影しその場で写真お渡しまでできるシステム

長野県 ふとっぱら食堂 － 「ミニＰＯＳシステム」の導入

長野県 Ｈｅａｌｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　Ｄａｃｈａ － ハーブ浴の導入で施術と合わせた「温活メニュー」を提供

長野県 株式会社中央不動産 5100002033025 相続問題解決セミナーの開催とホームページでの情報発信

長野県 笑亀酒造株式会社 5100001015619 老舗酒蔵がつくる『本物の甘酒』で販路開拓

長野県 株式会社寿バイオ 2100001016644 ＣＯ２削減につながるＢ５燃料の販路拡大

長野県 有限会社車留夢 7100002012480 高齢者層にゆっくり楽しんでもらうコミュニティスペース作り

長野県 有限会社ボディーオート桜井 4100002012715 アナログからデジタルへ、「工場の見える化」による販路拡大

長野県 株式会社尚美堂 2100001008212 商品の魅力を引き立てるためのライティング（照明）工事
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長野県 Ｋｉｒｋｅｋａｆｅ（シリケカフェ） － 子供連れスペース拡大等のための、店舗スペースの拡張事業

長野県 株式会社夢ハーベスト 4100001029842 ホッと息を抜ける憩いの場所を提供するためのトイレ増改築事業

長野県 有限会社原田本店 6100002012663 多様なニーズに応えるメニュー開発とバリアフリー快適店舗改装事業

長野県 有限会社ラジオセンター 2100002012790 みんなが集える　新たな「街のデンキ屋さん」への　リノベーション

長野県 合名会社柳南閣割烹柳長 6100003001483 庭園整備を取り入れたパンフレット作成による販路拡大事業

長野県 株式会社花物語 4100001012369 法人（企業）顧客拡大のための販売促進ツール製作

長野県 きりの実 － 広告宣伝と店舗の生産性向上を狙った設備投資による売上向上事業

長野県 ヒュッテムームー － 自社クリエイティブ事業を周知させるためのカフェ運営

長野県 トラットリア　ラ　タルタルーガ － 真空包装機を活用した商品開発と市場拡大及び新規顧客開拓

長野県 有限会社夢美人 4100002030659 「薄毛、抜け毛の悩み解消！育毛発毛の新技術開発に伴う販路開拓」

長野県 株式会社イースリー 7100001025046 ＩＴによる低価格太陽光発電メンテナンスサービス

長野県 有限会社フジキ 5100002030443 ウェブサイトモバイル化によるジビエ料理での新規客層獲得事業

長野県 ゲストハウスベルン － 在留・訪日外国人獲得を目的とした広告実施と海外販路開拓

長野県 レストランＨｉｋｏ － テラス席の設置により喫茶＋デザートの営業で新規顧客を開拓する

長野県 株式会社九蔵 3100001026799 女性パワーでチャレンジ！信州の素晴らしさを美味しさに込めて

長野県 株式会社オーセンアライアンス 4100001019934 ＨＰをリニューアルし、閲覧者へ事業内容をわかり易く伝える。

長野県 茅野アスレチックスアカデミー － 体幹筋力・姿勢づくりプログラムによる販路開拓と売上アップ

長野県 有限会社マルイ産業 9100002030497 「畳屋さんのプチリフォーム」の新メニュー開発による需要開拓

長野県 守屋設計事務所 － 設計報酬と設計図面のスケルトン化による顧客獲得の実現

長野県 モロパークエンターテイメント － 宿泊ベッドの改造による団体客・外国人の集客事業

長野県 有限会社新栄開発 6100002010832 ＩＴを有効活用した新サービスの提供の構築

長野県 名花株式会社 2100001028326 ＨＰ・ＥＣサイト構築によるこんにゃくスポンジ販路開拓プラン

長野県 工房創夢可 － 実木草クラフト定期講座等の開催と展示会による販路拡大

長野県 Ｆａｉｔｈ　Ｆａｒｍ － コメの個食化と贈答用に対応した商品開発と真空包装機の導入

長野県 Ｎａｔｕｒａ　Ｋｏｂａｙａｓｈｉ － 乾燥機導入によるえごま油増産計画とパッケージ開発

長野県 株式会社きもの処しみず 7100001012457 きもの着方教室・お出かけイベント開催によるによる販売促進

長野県 東亜化工機株式会社 8100001006202 公害防止技術を広く提供し、販路開拓と環境問題の解決を図る。

長野県 クリエイティブワース株式会社 8100001006433 クリエイティブな業務効率化と販路開拓による売り上げアップ！
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