
採択者事業者リスト

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 株式会社お米のたかさか 2110001023953 業務店のサービスとコスパ向上に資する無洗米の販売促進ＰＲ事業

新潟県 有限会社新潟市民映画館 9110002004806 デジタルサイネージ導入及びＷＥＢ動画配信による情報発信力強化

新潟県 猪俣美術建具店 － 組子工芸の展示会を通じた海外販路開拓事業

新潟県 暮らしの工房 － コンパクトで省エネルギーな住宅の販促用コンセプトブックの作成

新潟県 田三金属株式会社 6110001015955 販路開拓に向けた洋食器製造の高度化の為の作業スペースの確保

新潟県 株式会社ダイユウ 5110001021112 一次商圏の売上の維持と二次商圏におけるシェア拡大

新潟県 ＲＡＰＰＯＲＴ（ラポール） － フェイシャル・スキンケアメニューの開拓、ｗｅｂでの集客の拡充

新潟県 越後雪椿産業株式会社 4010501038617 商品カタログ製作による小売市場の新規開拓事業

新潟県 株式会社レリエンスメディカル 9110001009715 ネットを活用した乳がん患者用人工乳房の情報発信強化と販路拡大

新潟県 小池ろうそく店 － 日本の伝統工芸品「絵ろうそく」ＰＲ、訪日外国人・海外市場開拓

新潟県 有限会社クラルテ 4110002002137 自社製皮革雑貨の製造販売による新規顧客獲得・商圏拡大

新潟県 アトリエやしろ － 認知症対策～高齢者に優しい木のパズルの開発・製作・販売～

新潟県 平田酒店 － 漁師町老舗酒販店の清酒量り売りサービス再構築と経営力強化事業

新潟県 株式会社ふとんの新保 8110001007273 新聞を取っていない世帯への新規顧客開拓事業

新潟県 ＬＥＡＴＨＥＲ　ＴＲＡＭＰ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 本格ハンバーガー・ショップのロゴ作成、ブランド化

新潟県 株式会社マキトー・コンフォート 2110001006875 人体模型ＫａＲａＤａの量産体制確立及びカタログ制作とＤＭ実施

新潟県 雁木ＢＡＲ　Ｚａｉｇｏ － インバウンドを加味した集客力強化と売上アップと対策

新潟県 日本アスモフ株式会社 6110001017043 デリネータの部品販売方式と材質変更に伴う金型拡大・作製と広報

新潟県 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ａｄｖａｎｃｅ 7110001029640 新規顧客開拓を目的とした子ども向けプログラミング授業の立ち上げ

新潟県 まんぷく居酒屋串一　妙高店 － 客席稼働率向上で取りこぼしゼロ！女性も喜ぶ快適空間創造事業

新潟県 有限会社ディ・エフ・ティ 3110002008507 ＬＰＯ技術を使って住宅専門Ｗｅｂ媒体の売上増進

新潟県 有限会社桝幸酒店 6110002006103 希少価値の高い、お酒の看板設置と、新規顧客獲得へのチラシ配布

新潟県 株式会社ベジ畑 1110001031338 子育て（食育）世代に特化した、ベジ畑サービス周知のための広報

新潟県 株式会社　縁ｅｎｉｓｈｉ 2110001030025 見せるＷｅｂ・パンフを活用した新事業展開と個人への販売拡大

新潟県 株式会社加藤研削工業 8110001008858 Ｗｅｂからの再研磨無料お試しによる新技術の周知と新規顧客開拓

新潟県 モンルル － 「ニュースキャン」導入で、リピーター客増大、客単価向上の実現

新潟県 株式会社中村商店 5110001023199 新規顧客の獲得と情報収集を目的としたワイン試飲会の開催

新潟県 有限会社ヱビスヤ薬局 7110002024839 フェイシャルエステで、５０歳以上の女性に癒しの場を提供

新潟県 澁谷建築相談所 － 水廻り体感スペースを通じたオーダーメイドリフォームの提案

新潟県 有限会社インフラックス 9110002008674 自社情報発信力の強化による省エネ設備の販路拡大

新潟県 有限会社宇田 7110002001037 着物体験による伝統文化世界の認知と地域活性化

新潟県 小林カイロプラクティック － ホームページリニューアルによる広報強化と新規顧客獲得

新潟県 トクモト建築設計室 － ＲＷＤと再ブランディングで売上アップ

新潟県 新潟中央ゼミナール － 効果的な広報活動による新規受講生の入会促進

新潟県 太田醸造株式会社 3110001020223 ＬＥＤによる異物混入対策で関東・関西大手スーパーの受注確保

新潟県 有限会社寿司・割烹　志乃 5110002026259 初来店のお客様が安心して入店できる看板と店頭ボードの設置
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新潟県 エルミタージュ・シエル － ヘアビューザー・サービスと広いキッズスペース設置のＰＲ

新潟県 あじさい － 少人数家族層を獲得する宴席宣伝広告と店内ＰＯＰによる販促

新潟県 有限会社本間酒舗 7110002009757 地酒と日本茶の看板３種類設置による販路開拓

新潟県 有限会社都屋 2110002006486 地酒のネット通販に参入し個人向け売上を５倍増

新潟県 山岸酒店 － 信号待ち・新規客にＰＲ。自店へ誘導する「電子掲示板」設置

新潟県 株式会社中央映画社 4110001003268 業務用ＣＡＭ機材の中古通販サイトで海外販路拡大

新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 製品管理を行う作業スペースの確保による販路拡大

新潟県 有限会社渋木プレス工業所 9110002019390 Ｗｅｂを活用した新たなサービスの構築と新規顧客開拓の仕組みづくり

新潟県 ＲＥＢＩＲＴＨ食育研究所 － 新規顧客開拓のための販売促進の強化～オーガニックＥＸＰＯ出店

新潟県 有限会社よねやま電器 2110002021072 上得意先となり得る新規開拓のためのＨＰ制作とチラシ配布

新潟県 美容室ＪｉＪＩ － 子育てママも安心！託児スペースのある美容ルームの改装

新潟県 天家 － ＬＥＤ照明導入工事による集客力改善と新規顧客開拓

新潟県 株式会社ＳＯＩＬ 1110001029191 新たな販路開拓に向けたホームページの更新事業

新潟県 ビューティーサロン若葉 － 当店の強みを“見える化”価値を伝えるホームページ作成事業

新潟県 ＤＯＵＢＬＥＭ（ダブルエム） － 頭皮ケアメニュー新設による顧客満足度の向上と売上増加の実現

新潟県 カールＨＡＩＲ － 既存客へのメニューの多様化と新規女性客獲得のための店舗改装

新潟県 有限会社ファッションハヤシ 2110002012204 地元企業としての認知度ＵＰ及び新規顧客開拓のための宣伝

新潟県 株式会社サンク 1110001030166 地中熱利用した全館空調住宅の周知・普及による売上向上

新潟県 ＲＩＺＥ　ＨＡＩＲ － こだわりのある男性に求められる当地域にはないサロン造り

新潟県 有限会社一印かまぼこ屋 9110002026560 蒲鉾製品のネット通販サイトの構築とショップカードの作成

新潟県 新和メッキ工業株式会社 8110001019145 新規顧客獲得を目指した英語事業部新サービスの販促活動

新潟県 株式会社コマガタ 9110001024177 お客様の利便性向上並びに新商品販路開拓のための情報発信事業

新潟県 株式会社ミタキハウス 4110001021699 トップヒートバリアー遮熱シートの周知・販路開拓

新潟県 株式会社クーネルワーク 8110001030606 生産者直送のギフトサイト「新潟直送計画」カタログの開発と販促

新潟県 合名会社相沢商会 7110003001721 ペットショップのトータルサービス提供

新潟県 株式会社和佐美 2110001027426 包丁用木サヤの開発・販路開拓

新潟県 炭火焼肉　明 － 情報発信とテイクアウトサービスによる認知性改善と顧客獲得事業

新潟県 株式会社渡辺鮮魚 2110001018301 全国唯一の当社独自製法による新「冬葉」で競争力強化と販路開拓

新潟県 Ｃｈｅｒｉｓｈ　Ｂａｂｙ＊（チェリッシュ　ベビー） － ウェディング・ベビーアニバーサリーのブランニュープラン

新潟県 株式会社ほほえみ治療院 4110001029627 訪問マッサージの販路拡大、治療室認知度向上とサービスの強化

新潟県 合同会社百　織 9110003003162 生食用食肉提供店舗（生肉が食べられる居酒屋）の新規出店

新潟県 新潟センチュリー株式会社 2110001003872 新型輻射式冷暖房機設置による体感型ショールームの改装及び販促

新潟県 北陸クリーニング工場 － カーポート設置で“乾燥した洗濯物をぬらさない”動線確保

新潟県 ＳＥＱＵＥＬ　ｄｅｓｉｇｎ － ＤＩＹの体験を通した販売促進と地域の住環境市場の活性化

新潟県 ＧＲＡＮＤ　ＬＩＮＥ － 高齢者向け手作り教室開催と手作り商品の販売促進事業

新潟県 有限会社関自動車 1110002015208 若年層・女性向け車両点検メニューの開発と店内改装の広報
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新潟県 有限会社島宗フードサービス 2110002031402 安心・高品質志向に対応した“本格和定食屋”への業態転換

新潟県 有限会社一黒屋 4110002000859 振袖・訪問着のリフォームによる新規販路開拓

新潟県 パルスデザイン － ＷＥＢを活用した広報企画による、新潟の伝統工芸産業ＰＲ事業

新潟県 株式会社ＪｏｉｅＳｏｕｒｉｒｅ 2110001029851 受賞歴をアピールしたＨＰでブランディング強化と売上アップ

新潟県 株式会社山谷産業 5110001014792 トリセツムービーを使用し国内外での販促強化

新潟県 ｊａｚｚ喫茶ｂｉｒｄ － 店名ロゴをあしらった新看板・新商品で新規顧客獲得

新潟県 株式会社三条朝野 1110001030620 販路開拓のための情報発信サイトの構築

新潟県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ａｋａ’ａｋａ － さらに子供と一緒に安心して来店できる店づくり

新潟県 株式会社越中屋商店 1110001012503 デジタルサイネージ×店舗リニューアルによる販路開拓

新潟県 関金網株式会社 7110001012712 ＢｔｏＣに向けた当社製品のブランディング化による販路開拓

新潟県 Ｄｏｌｃｉ － 「田舎風おばあちゃんのタルト」の首都圏販売に向けた商品開発

新潟県 株式会社室岡林業 9110001019466 建設資材展への出展を通した新たな販路開拓

新潟県 近藤板金 － 元請工事増のための認知度向上と販路拡大の実現

新潟県 山本建築 － 高齢者向け介護用住宅リフォームの営業による新規開拓

新潟県 ＰＡＳＴｉＭＥ（パスタイム） － 新規顧客獲得への商品開発と看板設置、満足度向上へのトイレ改修

新潟県 おもてなしの宿　石田屋 － 平日ビジネス宿泊客を獲得、売上と利益率の増大を図る事業

新潟県 有限会社吉田屋 3110002021848 ホームページリニューアルによる直販強化と若者世代の集客向上

新潟県 大洋酒造株式会社 4110001018150 大洋盛ブランドラベルの統一化と展示会積極出展による販路開拓

新潟県 印刷＆ＷＥＢエム・プリント － 事務所の路面店移設とスタッフ雇用でフリー客と新事業の受注獲得

新潟県 有限会社皆川合成樹脂 9110002020027 新規開拓に向けた弊社の技術とノウハウの認知事業

新潟県 有限会社新潟ワークステーション 4110002009801 キラキラ印刷＆デコボコ印刷サンプルブック作製事業

新潟県 麺屋　松 － 雰囲気ＵＰ！店舗改修による新規顧客獲得事業

新潟県 株式会社ペーニュ 4110001031120 高齢化社会に向けて大人の増毛エクステの取り組みと販路開拓

新潟県 合同会社花越後 1110003002626 フラワーキャンドルのプロモーション用サンプルと販促ツール製作

新潟県 アジアンヒーリングＷａｔ５１ － メディカルヨガ事業開始に伴う店内改装と販売促進活動の実施

新潟県 株式会社ＬＩＶＥＲＥＡＬ 6110001031168 新潟県佐渡市専門ウェディングプロデュース・情報サイト運営

新潟県 グローカル・キッズ － 放課後インターナショナルスクールのサマースクール実施

新潟県 株式会社長谷弘工業 9110001014582 音楽好が聴き惚れるスピーカーのＰＲと新規客層開拓計画

新潟県 株式会社サトル工業所 8110001031372 下請け企業のＤＶＤ付きパンフとＨＰを駆使した営業活動事業

新潟県 有限会社片力商事 3110002019099 新商品アルミアイススプーン用のギフトボックス開発による販路拡大

新潟県 株式会社イシモク 7110001015153 ギャラリー改装による集客力強化及び温故知新の桐文化復活事業

新潟県 福寿 － 新商品開発及び３分クッキングの配信による革新的広報・支援事業

新潟県 フードライブジャパン株式会社 6110001031473 メディア進出に向けた『つぼいさん』のブランディング戦略事業

新潟県 ヘアープラスリラックス　ネルソー － 隠れ家的プライベートサロンの、更なる顧客獲得のための周知活動

新潟県 株式会社ニイガタ移住計画 6110001031069 コワーキング事業認知と売上増のための海の家ＰＲ媒体作成

新潟県 株式会社英香園 8110001018873 新事業「園芸教室と園芸用品販売」で新規顧客開拓
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新潟県 ＴＡＳＴＥ　ＪＡＰＡＮ － 出汁専門店によるビジネス手土産品開発及びニッチ分野進出事業

新潟県 松吉ワークス株式会社 4110001002047 木工教室イベント実施による地元工務店の受注支援プロジェクト

新潟県 アルバ株式会社 2010001128036 新規顧客開拓の教育システム「未来スタディ」の提供

新潟県 からだ導場Ｌａｕｇｈ／整骨院きよし屋 － 「健康な体づくりと身体能力アップ事業」

新潟県 株式会社エコール国際ネットワーク 1110002017377 燕三条地域でオンリーワンとナンバーワンの通信制高校開校事業

新潟県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅエアー － ハードワークな女性に自立神経を整えるシャンプー設備導入とＰＲ

新潟県 株式会社内山商店 6110001017720 非鉄スクラップの販路拡大への取り組み

新潟県 株式会社精香苑 1110001013550 ユニバーサルデザインの導入と和風内装工事とＨＰ編集

新潟県 マリープラチーヌ株式会社 9110001010573 新商品開発に伴うエステスクール受講者・ユーザーへの広報

新潟県 有限会社坂井工業 9110002017114 事業排出物によるアップサイクル商品の開発・販路開拓

新潟県 株式会社坂源 1100001014142 第１３回国際フラワーＥＸＰＯ出展

新潟県 株式会社丸山製作所 3110001014737 試作品データ及び生産能力値ＰＲによる、新規顧客拡大事業

新潟県 株式会社刷屋 4110001010149 ご当地Ｔシャツのインターネットによる全国展開

新潟県 有限会社田中刺繍 9110002013757 刺繍事業紹介・販路開拓のための展示会出展

新潟県 株式会社サンファーム泉 5110001012367 アロニアの乳酸菌発酵による健康補助食品の開発及び販売促進事業

新潟県 株式会社ＦｒｅｅＤｏｍＣｏｍｐａｎｙ 3110001030890 新潟の漫画文化を活用した結婚冊子開発及び結婚準備システム導入

新潟県 有限会社美裕樹プロ 8110002018146 女性向け当店限定飲食メニュー、大人のスイーツ開発事業

新潟県 株式会社富樫外装 6110001015501 工事依頼先に困っている人をターゲットにＰＲする顧客増加計画

新潟県 株式会社渡辺栄松商店 4110001016468 自社製品ｗｅｂページの新設を軸としたマルチチャネルプロモーション

新潟県 美容室ＮＥＸＴ　ＹＯＵ － 既存顧客の再来店促進と若年層獲得に向けた看板、店舗改装工事

新潟県 有限会社本間産業 1110002019984 炭化水素洗浄の受託加工市場の確立に向けたブランディング

新潟県 有限会社黒姫フードストア 2110002026220 買い物弱者対策　配食・宅配サービス事業

新潟県 猪又酒造株式会社 2110001021536 海外商談会参加による清酒の海外輸出

新潟県 ビノン株式会社 1030001094533 厳選したクラウドサービスの活用トレーニング用ＨＰ構築と広報

新潟県 後藤容器 － 小ロット食材販売開始に伴う、新規・従来顧客への営業・展示会の開催

新潟県 有限会社南日瓦製作所 5110002015352 ホームページ×チラシ×展示架台＝三位一体リフォーム増加計画

新潟県 福顔酒造株式会社 8110001014625 インターネットを通じた三条地酒の全国・海外展開とＥＣ事業展開

新潟県 大滝電気 － 複数電気事業者合同ＨＰ作成による顧客囲い込みと新規顧客開拓事業

新潟県 石田電機商会 － 店舗改装と顧客満足度の向上で街の電器屋さんのファンづくり

新潟県 株式会社新潟プロレス 2110001030917 プロレス道場　プロレス・トレーニング会員の一般開拓事業

新潟県 株式会社オフダイアゴナル 9110001031108 ＭＯイメージングプレート信用獲得のための専門家への販路開拓

新潟県 ホライズン企業合同会社 3110003003201 通販型選挙機材レンタル事業・貿易事業の販路開拓に向けた取り組み

新潟県 株式会社羽賀研工業 3110001018572 ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓事業

新潟県 株式会社オータス 5110001016310 ビジネスマッチングサイトの活用とシステム開発

新潟県 有限会社見桝屋 1110002017690 新潟の美味しい地酒販売の商圏と販路の拡大

新潟県 ｈａｉｒ　ＢＲＡＮ（ヘアーブラン） － 若年層（２０代）新規顧客へのアプローチ・獲得／若手育成
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新潟県 イイヅカカズキ建築事務所 － 積極的な情報発信による「設計事務所、建築家をもっと身近に」事業

新潟県 有限会社ハインズワーク 7110002018709 乱反射を抑えた割れないステンレスミラーの開発・販路開拓

新潟県 株式会社杉田味噌醸造場 9110001019152 新カテゴリー「雪の花シリーズ」の訴求強化による新たな顧客開拓

新潟県 白井産業株式会社 9110001014285 新商品開発・小冊子を用いた国内外市場の販促、販路開拓事業

石川県 フィオーレ　ヘア　デザイン － 顧客のニーズに応える“フェイシャルエステメニュー”の新規導入

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 輪島塗と木製のワイングラス用チャームの商品開発と販路開拓事業

石川県 金城観光株式会社 9220001002270 中高年齢層にやさしい環境作りによる顧客満足度の向上・販路開拓

石川県 株式会社北國寝具 3220001019163 手造りにこだわる真心羽毛布団リフォーム業の受注開拓

石川県 小山箸店 － 国内外向けイラスト入りパンフレット作成よる販路拡大事業

石川県 有限会社春直呉服店 3220002014023 気軽にレンタル・素敵にオリジナル和小物制作で和体験

石川県 有限会社畝田屋 9220002015668 玉虫蒔絵「玉虹」（ぎょくこう）ブランド価値向上事業

石川県 中出精肉店 － こまつ名物こだわりの焼豚のブランド力向上と販路拡大

石川県 夢スタジオ － 高度な撮影専門技術を使った２つの新サービスによる市場開拓

石川県 株式会社マリブデザインファクトリー 1220001018679 自社製品の新市場ヨーロッパに向けた販路開拓

石川県 株式会社金沢ちはらファーム 2220001018455 車いすでも楽しめるバリアフリー型ブルーベリー狩事業の展開

石川県 有限会社澤田建具製作所 3220002015517 安心してゆっくり相談と提案ができる相談コーナーの新設事業

石川県 株式会社リベックス 4220001012588 ＢｔｏＣ販路開拓のための新規事業立ち上げ

石川県 藤八屋 － シンガポール富裕層に対する「輪島塗」の海外販路開拓

石川県 有限会社なべよし 4220002009286 外国人観光客を含めた団体客の誘致

石川県 Ｎａｎａ　ｆｌｏｗｅｒ － 初心者でも製作できる手染め布花アクセサリーの開発と新講座開設

石川県 有限会社ニューフルカワ 9220002015552 当店におけるアンテナショップ「朝市通り店」の販売強化事業

石川県 株式会社Ａｎｔｅ 9220001014183 奥能登珠洲「揚げ浜式製塩法」の製塩事業と雇用創出

石川県 輪島キリモト － 「輪島キリモト・洋食向け漆器の販路開拓事業」

石川県 株式会社フェニックス 4220001018569 中古住宅デザインリノベーション販売

石川県 雑貨＆カフェｍｏｍｏ － 幼児用オリジナルギフトの開発・販路開拓

石川県 株式会社ダイモール 5220001012158 Ｗｅｂサイトを活用した自社の独自商品・サービスの日本全国への販路拡大

石川県 株式会社九谷陶泉 7220001013014 デザイン性と機能性を両立する「クタニボックス（仮称）」の開発

石川県 株式会社太陽 6220001011497 店長の顔が見える看板によるロードサイド店ならではの集客増加策

石川県 有限会社ネオ企画 8220002004507 参拝者が欲しがる『神社からの授与品』開発とその販路拡大

石川県
有限会社大島ビューティードライクリーニ
ング

4220002001598 特殊シミ抜き技術をブログで発信！『プロの技』公開で販路拡大

石川県 株式会社コマロジ 4220001015021 トラック輸送業務に特化した配車支援システムの開発

石川県 有限会社あさ井 7220002016073 周年祭による認知度向上とサービスメニューの再整備事業

石川県 産業印刷株式会社 6220001009137 高級感のあるパール調印刷・金銀印刷の化粧紙開発と販路開拓事業

石川県 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ － 「着物で小松ぐるっと！」～着物を活用した観光事業～

石川県 日本醗酵化成株式会社 3220001016937 「能登ちょんがりぶし」のリニューアルと品質向上による販路開拓

石川県 広田塗装店 － 住宅無料診断及びウェブサイトを活用したリフォーム販路拡大事業
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石川県 合同会社　ｋａｗａｉ 1010001165022 北陸初のものづくりコミュニティカフェの周知強化による集客強化

石川県 手染めや椿姫 － 能登文化を伝える手ぬぐいの商品開発と販売促進事業

石川県 合同会社グッドネイバーズ 6220003001975 日本人ターゲットゲストハウスの新規設立・運営による事業拡大

石川県 株式会社池元 8220001019456 モルタル造形を活用し、新たな工法を県内に普及させたい

石川県 旬味　にしで － 本格的な日本料理を家庭にお届けする新サービスの実施

石川県 有限会社鈴おき 3220002009155 茶懐石のパンフレット作成とお土産製品の開発事業

石川県 ＳＵＮＣＡＲＥ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 5220001017165 元気高齢者のサブ介護スタッフ雇用創出事業

石川県 はまづかストアー － スチームコンベクションオーブン導入による団体向けサービス展開事業

石川県 櫻田酒造株式会社 8220001016899 シンガポール及び関西都市圏へむけた清酒リキュールの販路拡大

石川県 小山屋醤油店 － あごを使った新商品開発とラベル・パッケージのデザイン制作

石川県 有限会社夢華 8220002014167 和カフェのイメージを高め、店の良さ見える化と情報発信をする事業

石川県 宗玄酒造株式会社 2220001016921 隧道蔵オーナー倶楽部の拡大による新規顧客の獲得

石川県 株式会社今井商店 1220001016880 天然珠洲わかめ・奥能登名産原木しいたけの加工品開発・販路開拓

石川県 株式会社御祓川 1220001015750 クリエイティブ人材採用支援の事業化に伴うウェブサイトの作成

石川県 株式会社のとじまファーム 4220001018247 チラシ作成及び広告媒体への掲載による集客

石川県 ｈａｉｒ　ａ℃（ヘアーエードシー） － ヘッドスパメニューの充実および広告宣伝強化による販路開拓事業

石川県 ムーミンなかがわ － 全国でも希少な若い布団職人と若い手作り布団愛用者とを繋ぐ事業

石川県 株式会社丸石 1220001012450 ラグビーＷカップ・五輪開催に向けてソックスの改良と販路開拓

石川県 株式会社ライ・ミィ 4220001015558 ＰＢ開発－「ぽっちゃり女性」のためのファッションを創る－

石川県 ＷＡＹ’ｓ　ＨＡＩＲ － シニアライフを彩る快適な今のヘアサロン、介護対応ＰＲ

石川県 おでん串あげ灘 － エントランスの有効活用による収容力ＵＰと潜在顧客の取込み事業

石川県 株式会社シェヘラザード 3220001017142 目指せ離職率１０％以内！介護施設に向けた企業研修の販売

石川県 有限会社アクアヴィーテ 5220002010128 アロマで長寿！全国の介護施設に向けアロマオイルを販売

石川県 オリジナルサポート株式会社 7220001019515 車いす専門店としてのブランド発信事業

石川県 北沢美容室 － より安心安全なヘアカラーと新メニューの提供による新規顧客獲得

石川県 寿し処　権太郎 － 店舗設備の充実と情報発信による売上増加事業

石川県 株式会社谷口 2220001004174 ＢＯＩＳ（ボイス）ブランドのオーダーメイド注文サイトの立上げ

石川県 床鍋理髪店 － 渋井男の癒し効果抜群！ダブルスパによる新規顧客の獲得！

石川県 カット＆エステＵＥＮＯ － エステサロン部門の設備等充実による出張サービスと顧客満足度向上事業

石川県 織陶苑　典座 － 奥能登観光のニーズを捉えた弁当販売と店舗改修事業

石川県 株式会社吉岡機販 2220001007383 ９９．９９％抗菌！能登ヒバ由来天然成分の新商品開発・販路開拓

石川県 有限会社クリーニングショップ平木屋 4220002007380 石川初！店頭でのシミ抜き実演による新規客の獲得

石川県 ワイズ接骨院小松粟津店 － 「アトピー改善プログラム」施術の販路開拓

石川県 ＢＲＥＳＴ株式会社 5220001018279 ブランディング型ホームページ作成事業の拡大

石川県 炭火やきとりどっかん － 家飲みニーズの取り込み！テイクアウトメニューの開発と販路開拓

石川県 長谷川株式会社 3220001005304 日本初！墓石屋が行う安心相続コンサルティングの開発
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石川県 株式会社ハートハウス 7220001010572 料理教室によるキッチンリフォームニーズの喚起

石川県 グリーンサイクルショップ － バイクトライアル専門店としてのブランディング事業

石川県 株式会社ふとん屋．ｃｏｍ 5220001013791 睡眠アドバイザーによる羽毛布団リフォームのネット販売

石川県 べじチキ － 能登牛ハンバーグの開発と観光客への販路拡大

石川県 株式会社エムアンドエム 8220001019266 介護保険外自費サービスのパッケージ化及び販路拡大

石川県 池澄商店 － 減塩・無添加で豊かな味わいの焼き魚提供による収益性向上

石川県 こまつ町家文庫 － 「こまつ町家文庫」開発商品の販売促進、販路開拓事業

石川県 有限会社　こみみ情報局 4220002014666 スマホ対応とＳＮＳ連動のホームページで、もっと地域情報発信！

長野県 株式会社総合住宅サービス 3100001020133 需要増が見込める孤独死現場の清掃事業の営業エリア拡大

長野県 ユキリリタ技研 － ペタンク競技専用点数表示システムの開発による売上拡大

長野県 小林和宏社会保険労務士事務所 － 「介護事業所特化コンサルタント」への転換

長野県 有限会社大矢塗装店 8100002013791 塗装職人による見て触れてわかる移動型ショールーム

長野県 赤石商店 － 日本家屋を再生した地域初のゲストハウスによる新規需要創出事業

長野県 居酒屋　彩さい － 居酒屋彩さい　新規顧客開拓　～認知度アップで地域に喜びアップ計画～

長野県 有限会社常磐館 4100002012599 きのこの森１階部分における高齢者対策のための多目的トイレ設置事業

長野県 株式会社あんしん設計 7100002002738 長野県限定！住宅ローン借り換え応援プロジェクト（じゅうぷろ）

長野県 カク山木材建設有限会社 6100002031119 看板広告とインターネットをミックスした地域密着の販路開拓

長野県 美容室なりひら － 子育てママを応援！子供と一緒に安心して来店できる美容室づくり

長野県 株式会社レイクガイド 9100001026876 移動販売車による買い物支援の新たなビジネスモデル構築

長野県 旅館静風荘 － ①　集客アップ、リピーター率向上事業

長野県 株式会社こころね 6100001026722 既存顧客の利便性向上と新規顧客獲得の為のネットショップの構築

長野県 Ｎａｇａｓａｋａ　ＩｏＴ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（Ｎ／ＩｏＴＳ） － 小型カメラ、無線内臓ＬＥＤ照明の販路開拓

長野県 竹内毛糸店 － ＨＰ・ミシンで知名度ＵＰ！千曲市あん姫と実店舗の情報発信！

長野県 有限会社村田商店 7100002005204 「どらいなっとう」販路拡大計画

長野県 有限会社タカハシ時計店 9100002026520 店舗直結のゆったり駐車スペース整備とバリアフリー化

長野県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＭＩＮＯＲＩ － ＨＰ作成とバリアフリー対応による４０～５０歳世代への訴求

長野県 ＲＡＫＡＰＯＳＨＩ － 国際特許取得のイアーアートジュエリーで特別な貴女を演出

長野県 有限会社小池ふとん店 3100002036293 眠りのメンテナンスサービスを新規導入して顧客獲得に取り組む

長野県 上郷木材株式会社 4100001022814 個人向け木製小屋の開発、ネット販売の為のホームページ作成

長野県 有限会社硫黄岳山荘 7100002029731 八ヶ岳の魅力と登山客の安全に繋がる気象データ配信で販路開拓

長野県 株式会社Ｒｉｎ’ｓ 1100001027097 肌診断によるアンチエイジング化粧品の提案による販路拡大

長野県 株式会社　地賛地奨屋 8100001028758 ブランド力、生産力、販売力のトリプル強化による雇用の創出

長野県 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｓａｎｃｔｕａｒｙ － 子育て世代のニーズに応える店舗環境の創造・周知および新規集客

長野県 鳥臣 － 出入口扉及び厨房仕切り扉の取り換え・改良

長野県 有限会社西澤研磨 7100002030284 航空・宇宙分野進出のための検査体制強化とＨＰによる販路開拓

長野県 信州駒ケ根いちご園 － 冷凍イチゴ販売による収益向上
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長野県 佐藤製作所 － ミストコレクター導入による品質向上／医療機器部品加工拡販計画

長野県 天竜舟下り株式会社 3100001022600 天竜　竹いかだプロジェクト　（エコツーリズム）

長野県 松山園 － 外国人観光客に向けた英訳パンフレット・盆栽テキスト作成

長野県 有限会社金鵄園茶店 4100002028059 地域資源を活用した日本茶新商品開発による新市場参入

長野県 株式会社ヤマレコ 7011101067169 登山アプリの認知度向上によりスマートフォンユーザーを取り込む

長野県 株式会社佐久平介護保険タクシー 6100001027737 高齢者の買物弱者を中心とする交通弱者への支援事業

長野県 株式会社ＧＵＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ 2100001028318 ＧＵＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ　自社オフィシャルＷＥＢＳＨＯＰ　プロジェクト

長野県 楠わいなりー株式会社 1100001024128 多様な販売促進活動を通じた販路開拓

長野県 株式会社クラインベルク 3100001028837 宣伝用ホームページと販促ツールの作成・商談スペースの整備

長野県 ブック・ジャパン株式会社 9100001028773 針金・糊を一切使わないエコ製本の新たな告知法による顧客拡大

長野県 有限会社三愛商会 6100002001880 新規事業に伴うホームページ作成と店舗外装の一新

長野県 株式会社週休いつか 9100001025787 山羊印スパイス通販の実店舗販売事業

長野県 有限会社飯田観光ホテルよし乃亭 9100002035802 外国人観光客を取り込むための館内改装および情報発信の強化

長野県 株式会社夢家 8100001022109 女性目線で建てる家の販促用チラシの作成・折込と看板の改修。

長野県 タケダ産業株式会社　お食事処ととろ亭 7080001015421 メニュー表のリニューアルと店舗入り口の改装事業

長野県 らーめん食事処ひまわり － 高齢者のお客様の為の手すり設置・入口スロープ設置・ＨＰ作成

長野県 温泉宿　青葉荘 － シニア層の要介護者支援プラン　トイレ付ベッドの部屋で新規事業

長野県 ＫＥＮ．１２９ － 身近なペットシッターへの挑戦！～飼い主様の安心提供を目指す～

長野県 合同会社ふきっ子のお八起 3100003000562 「地元食材の惣菜」販売兼「ほろ酔い処」新規開設による業務拡大

長野県 Ｌａ，ｅｓｐａｃｉｏ － 顧客満足度の向上によるリピート率向上と新規顧客の獲得

長野県 株式会社　人柄 3100001023648 風除室設置による集客力強化と中食強化に伴うスタッフ雇用と販促

長野県 町の便利屋さんファミリー佐久店 － ファミリー佐久店をもっと身近に感じてもらう事業

長野県 ＳＯＣＣＡ － ヘルシーなフレンチメニューの開発で新規顧客の獲得

長野県 Ｆｉｌ　ｅｔ　ｂｉｊｏｕ － 独自技法の刺繍糸アクセサリーのブランド確立による、売上アップ！

長野県 株式会社ＨＡＬＵ 1100001001812 シニア向け災害時のＩＣＴ活用講座の広告強化

長野県 株式会社フル里農産加工 5100001027143 生ジャムの販路開拓で冬場の売上増、客単価強化事業。

長野県 ＭＯＭＯ．ＨＡＩＲ － オーガニック化粧品、作家作品販売のための看板設置及び棚制作

長野県 有限会社ナガタメディカルサービス 6080103001485 革製品全てのトータルリペア事業への挑戦による販路拡大

長野県 小沢そば株式会社 7100001012894 消費者動向に合った商品作りと情報発信による販路拡大事業

長野県 リバース・アイランド株式会社 5100002028685 地域初の太陽光発電システムメンテナンス専門店の新規客獲得展開

長野県 有限会社　ベストケア 7100001026424 地域初。障がい者に楽しいリハビリ、自由な自己表現の場を提供。

長野県 有限会社桜設備 6100002009404 お客様への感謝を地域へ還元！「水回りの匠」ＰＲ大作戦！

長野県 株式会社しなの代行 2100001001217 新会員システム導入による、ターゲット顧客の創造の実現

長野県 ワンダートップ － サンドブラスト事業を促進する営業ツール作成の取組み

長野県 有限会社ベル・リヴィエール 3100002025577 店内の物販事業の強化に向けた陳列用ケース設置とプロモーション

長野県 依田自動車板金塗装工場 － 店舗改装による新規顧客増加事業
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長野県 株式会社日本ソーラーシステム長野 1100001025381 「信州環境フェア」出展で、最新型温水器の売上３０台増を目指す

長野県 Ｃｏｌｏｒｉｓ － 外壁へ看板設置と店舗ＰＲ効果により新規顧客年間１００人獲得

長野県 有限会社坂西カメラ店 9100002031280 七五三の早撮りで全体の平準化・顧客獲得で売上３割増加を狙う

長野県 有限会社スマイル・ラボ 7100002038872 「マニュアル作成アプリをチェーン店に販路拡大する事業」

長野県 来々軒 － 子様連れやお年寄り向けのバリアフリー化による販路開拓事業

長野県 株式会社協和精工 3100001019456 切削潤滑油の新たな販路開拓に向けたＰＲ事業

長野県 犬処ケンケン － ランディングページと検索エンジンの有料広告掲載で集客強化

長野県 球Ｃａｆｅ － 小型冷蔵ショーケースの導入とチラシによる販路開拓

長野県
ビレッジヒル壽番館　手打ちそば処『澤田
の家』

－ 手打ちそば体験宿泊プランと贈答用手打ちそばの販売促進事業

長野県 塩崎農園 － 来園者用トイレの整備とホームページ作成による販路拡大

長野県 江戸前手打ちそば　しおいり － そばスウィーツを取り入れたセットメニュー開発による売上ＵＰ事業

長野県 Ｓｕｒｇｅサージ － 土産用オリジナルドレッシング開発と販路開拓

長野県 パワードライブＲ１１７ － 簡易店舗設置によるアウトドアツアーでの郷土食の提供開始

長野県 旅館　太田家 － バリアフリーのテーブル席の施工

長野県 マッサージ治療院クムリポ － 妊婦さんと育児ママの心身ケアを周知するための看板設置と広告

長野県 株式会社小川オート販売商会 2100001005952 新事業【法人向け会員制車検サービス】の提供による販路拡大

長野県 株式会社クライス 3100001024183 高付加価値のサービス提供とＨＰリニューアルによる販路拡大

長野県 株式会社友愈 1100001027584 よもぎ蒸し市場の普及、全国展開のための売上向上事業

長野県 お菓子工房ル・ポミエ － 五郎兵衛米を使用した和洋クッキー「佐久うめえ兵衛」ＰＲ計画

長野県 株式会社ぐらんふぁーむ 7100001027042 販路開拓の絶対値をネットワーク強化策に見出す！

長野県 株式会社柏屋本店 9100001009708 販売強化のためのホームページ制作

長野県 株式会社アンバーラボ 7100001027356 信州の地域性を反映した信州食医ワークショップ事業

長野県 ヒナタヤ － ＨＰやパンフレット充実による新顧客増加・客単価向上の実現

長野県 くら屋 － 農家へのリスペクトで地域貢献！ほくほくでおもてなし！

長野県 有限会社宮城商店 3100002009571 老舗漬物屋が少し視点を変えたら見えてきた精進料理的惣菜の開発

長野県 有限会社吉沢理美容館 9100002026982 個室とトイレを設け、若い世代を取込み将来の顧客へと繋げる

長野県 ティグレ東京カバン － 地域オンリーワン・「革製かばんの再生工場」販売促進計画

長野県 株式会社千代田ポンプ機械 1100001018484 レスキューライトＬＥＤシリーズのＰＲと販路開拓事業

長野県 有限会社マルニ製作所 9100002028962 自社の認知度向上の為にＨＰ・会社ロゴ・看板を作成する

長野県 株式会社カワタ商店 3100001020224 レトロ感覚なネオン管看板設置と店内内装統一による集客アップ

長野県 ゴロンドリーナ － 新規顧客・取扱店拡大等販路開拓と知名度向上のための個展開催

長野県 すわ湖果樹園 － リンゴ自動販売機を使った通年型販売による売上アップ事業

長野県 有限会社テックドリーム 8100002029292 真空調理機で、美味しい『お持ち帰り商品』を召し上がれ

長野県 居酒屋つくし － 小上りリノベーションで高齢者に優しい店舗環境を

長野県 スーツワンアンドオンリー － 結婚式衣装の仕立て直しサービスによる販路拡大

長野県 有限会社松尾商店 6100002028908 店内環境快適化改修事業
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長野県 麺屋しるし － ・客席稼働率改善による市場拡大事業

長野県 サニーズ － 一次保育所開所事業

長野県 ａｒｕｃｏ － ・新サービスによる販路・市場拡大事業

長野県 ＲＯＯＴＩＮＧ合同会社 8100003003949 リハビリ型デイサービス事業のための広報活動による販路拡大

長野県 ラブ・フォレスト株式会社 3100001025669 脱着式コンテナ方式による低コストなバイオマス利用の販路開拓

長野県 株式会社ＪＯＨＯ 3100001013244 新しい中古住宅取引モデルの構築とシステムの普及による販路拡大

長野県 そば処　種村 － 新規開発冷やしとうじそば販売促進事業

長野県 長坂製菓　杏花堂 － 杏革命！デザートの『杏』を主食の『杏』への挑戦

長野県 岩崎呉服店 2100002010316 桜の香る桜葉染開発と外国人観光客への織り体験案内

長野県 ＣＨＡＡＮＹ（チャーニー） － カホンの販路拡大のため展示会出展

長野県 ｃａｆｅ　Ｖｉｓｉｏｎ － ボンジュール！おうちにパティシエがやってきた！！

長野県 村山人形店 － 来店者への手厚いホスピタリティーによる集客増加事業

長野県 北信濃養蜂場 － 『信州蜂蜜農家が教える健康秘伝レシピブック』作成による販路開拓

長野県 有限会社アソシエ 1100002025538 自社新商品のアピールするＨＰ、スマホによる売上向上事業

長野県 有限会社トップ 9100002036882 健康情報を盛り込んだラベラー機導入による新規顧客開拓と商品開発

長野県 有限会社長寿更科 5100002030294 バリアフリーで誰もが気軽においしい八ヶ岳西麓十割蕎麦を

長野県 株式会社丸中食品 3100001019217 レトルト惣菜事業の本格展開による新規顧客の獲得

長野県 まんま家 － チャイムによる待ち時間の短縮と看板とパネルによる集客対策

長野県 有限会社双葉自動車商会 9100002028855 販売展示場の看板の整備とのぼりの設置による販売戦略の活性化

長野県 Ｒｉ－Ｎ － ＨＰ、チラシ、広告を使った結果の出るダイエットＰＲ集客事業

長野県 リュー美容室 － 着付けと髪セットを売りにした美容室の看板とＨＰのリニューアル

長野県 有限会社化粧屋 6100002028107 より心地よい空間を目指すオープンテラス改装による集客ＵＰ事業

長野県 株式会社ぷらんつ 3100001028572 乾燥粉末青汁・スムージーのネット販売システムの構築

長野県 株式会社エースマシナリ 1100001009616
天然植物素材の洗浄剤“ＳＡＦＥ　ＣＡＲＥシリーズ”で安心生活・水質改善推進
事業

長野県 有限会社松田乳業 2100002026857 自社のこだわり低温殺菌牛乳を使用したアイスクリームで県外進出

長野県 ナチュラルハーベスト － 福袋のようなお楽しみ「おまかせ宅配ブレッド」

長野県 パティスリーＫＥＩＮＯＳＨＩＮ － 洋菓子店におけるチョコレート菓子部門の充実、強化による販売促進

長野県 パドルワークス株式会社 1100001027675 外出困難な高齢者向け、楽しみごはんの宅配と買い物代行サービス

長野県 信州塚田土建有限会社 4100002002212 高性能測量機器とともに織り成す精微な工事による販路拡大

長野県 株式会社いちにこＬｉｆｅ 4100001028456 新築・リフォームにおける収納企画サービスの販売促進

長野県 株式会社オアーゾ 4100001006817 三方良し！ドローンカメラによる人工温泉導入施設の魅力創出事業

長野県 株式会社オサチ 2100001019382 痛み測定装置の海外販路開拓

長野県 ビューティしみず － 「親子・お友達と２人一緒に綺麗を実現する」エステルームの改装

長野県 オブセ牛乳小諸専売所 － オブセ牛乳の販売地域および販売量を拡大する販路開拓事業

長野県 有限会社大賀 2100002002775 「地中熱と太陽光の家」他社にはできない断熱改修の販促ＰＲ

長野県 美容室ＰＬＯＶＥＲ － ご年配層の集客　一目でわかる６５歳以上の方の割引制度の看板
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長野県 世界食道 － 農村の魅力活用で、都市部の商品に付加価値を

長野県 Ｇｒａｎｄ　ｍａ － さらなる強みに、「天然酵母」ブランド化戦略。

長野県 株式会社マール 2100001028045 往診車の内装改造による販路拡大（無医村地区への出張診療サービス）

富山県 青木美術 － 高齢客や旅行客にも優しい地域にねざした店舗開発

富山県 株式会社小林鍍金工業所 5230001010037 アルミニウム、ステンレス素材へのメッキ機械装置の導入による新規販路開拓

富山県 Ｏｇｉｎｏ　Ｇｕｉｔａｒｓ － 世界最大のギター市場・アメリカでのブランド認知拡大と販路開拓

富山県 いそべ家具店 － 家具のリペア（修理）やリユース（再利用）による売上利益向上

富山県 有限会社横谷商店 5230002007908 「百色のきもの　和のグラデーション」の開発、商品色見本の作製

富山県 有限会社たこ八 1230002008959 公式キャラクターを模った“キラリン焼き”による販路拡大事業

富山県 アウルウイング － 安全に快適に暮らせる家を目指す耐震リフォーム工事の促進事業

富山県 下田温泉 － テーブル座椅子席の導入による高齢者に優しい店舗づくり

富山県 ＲＯＬＥ － 『付加価値発信型』ギャラリースペースの開設。

富山県 株式会社はんぶんこ 6230001011918 伝統工芸を自分でつくるという日本の技の普及活動

富山県 株式会社ほまれ 2230001016053 おからグルテンフリークッキーの製造販売と認知度向上

富山県 株式会社縄合屋 8230001013945 高品質「合成繊維しめ縄」の全国展開

富山県 株式会社Ｎｅｉ 4230001015276 富山県産モンモリロナイト粘土を使った洗顔料の中国での販路開拓

富山県 天野漆器株式会社 7230001009655 螺鈿を施したアクセサリー商品の開発及び販路開拓

富山県 関善製作所 － 新商品・修理サービス紹介を伴うカタログ作成による販路開拓事業

富山県 そば処　かすま － 店舗のバリアフリー化及び生産効率アップ・集客ツールの活用事業

富山県 株式会社富山食品機械 3230001014584 パートナーシップ醸成を目指した製菓製パン創業者向け情報の発信

富山県 エステルーム　フェミニン － 幅広い年齢層の来店率・認知度を向上させるエステサロン外装改修

富山県 株式会社ＥＦＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃ 1230001016062 コンプリートエンジン開発・販売促進事業

富山県 株式会社創建社 4230001001425 ツーバイフォー工法の集客強化のためのＨＰ等作成ソフト導入事業

富山県 株式会社アルクトラベル 9230001016138 アクティブシニア層に訴求するためのチラシを使った新規顧客開拓

富山県 有限会社とと屋 6230002007741 とと屋干物商品ブランド化、統一パッケージのデザイン制作

富山県 日本エレテックス株式会社 6230001006067 電磁波シールド材新商品開発に伴う拡販デジタルコンテンツ制作

富山県 寺島呉服店 － 振袖ムービーパンフレットによる新規客の獲得ときもの着方教室の動画配信

富山県 株式会社ＫＫ 8230001014927 新店舗のＡ型事業所「ほまれの家佐野（仮）」の認知度向上

富山県 株式会社暮匠 3230001015995 差別化を図る！工務店のあり方『癒しの空間で繋がる人の輪』

富山県 株式会社ワプラス 6230001015506 空き家の解消でまちを元気にする

富山県 有限会社北島畳店 7230002000910 「ヘリなしカラー置き畳」の商品開発と新規顧客の開拓

富山県 あっぱれ合同会社 4230003000953 シニアマーケット対策

富山県 有限会社津田医療器 2230002012456 医療機器販売業からの新カタログ提案・ＨＰ開設による受注獲得

富山県 株式会社Ｊ－ＷＥＴ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ 8230001016007 スポーツ専用チャンネルでのＣＭ投入でターゲットを絞ったＰＲ！

富山県 有限会社シザーズ・ジャパン 2230002008644 美容師の美容師による美容師のための鋏ノウハウサイトを構築

富山県 生地蒲鉾有限会社 3230002007950 既存商品の形状及びパッケージリニューアルによる訴求力アップ！
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採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

富山県 吉田タイヤ株式会社 4230001007455 新店舗開店に伴う新聞折込チラシ・ＤＭ作成・送付による販路開拓

富山県 株式会社北山物産 2230001015914 北陸新幹線開業～　観光客・ランナー・サイクリストの集客作戦

富山県 株式会社辻建設 8230001007377 無垢材（本物の木）の住宅を若い世代に広めてターゲット拡大

富山県 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 ます寿司店舗兼工場新築に合わせて案内看板等で集客・認知度ＵＰ

富山県 株式会社ハートグリーン富山 4230001015549 富山の天然山菜販売事業

富山県 ｍａｍａｓｋｙ － ｍａｍａｓｋｙのＳＥＯ対策強化、広告によるイベント時の告知強化

富山県 有限会社ディー・エス・フォート 7230002002213 子供の記録写真で格安スマホへの買い替えを勧める広告展開

富山県 株式会社ウイングフーズ 9230001015817 買い物弱者のための弁当配達サービスの付加価値向上事業

富山県 有限会社　鷲塚屋 1230002013868 顧客満足度向上に向けたお客様に優しいお店づくりと販路拡大

富山県 リフォームスタジオ　ステージプラス － 暮らしの相談窓口　住まいのレスキュー

富山県 株式会社タニグチ印刷 3230001012472 オーダーメイドのノベルティグッズの販売

富山県 イケダ － オシャレで明るく楽しい時間の提供に向けたお店づくり

富山県 株式会社夢テラス海王 3230001012448 伝統的な細工蒲鉾作り体験と食べ歩きできる蒸したて蒲鉾の販売

富山県 株式会社ニッコー 2230001002474 工事金額が一目瞭然！外装塗装プランの開発と販売促進

富山県 株式会社ＴＯＣＯ 2230001015518 弁当宅配サービスを利用した「買い物弱者宅配サービス事業」の構築

富山県 日新建興株式会社 1230001002368 利便性とスピードを備えた広告媒体で情報発信力強化

富山県 株式会社カフェフェロー 2230001005510 情報発信力強化で富山を「健康」「元気」に

富山県 株式会社ＥｑｕｉｐｍｅｎｔＱＳＣ 6230001014730 ホウ酸による住宅木部劣化対策システムの普及推進事業

富山県 有限会社寿々屋 2230002001748 お土産を買う人・もらう人の問題を解決する販売方法実施事業

富山県 ガルトエアロサービス － ドローンスクールサービス開始を告知する情報発信力強化

富山県 ハピログ株式会社 3230001015376 日本初！フェイスブックをそのまま本にするサービス提供と周知

富山県 有限会社タイショウ 2230002013280 栄養士と考える「富山流カレー料理メニュー開発・販売促進」

富山県 有限会社氷見麺業美濃屋 5230002013071 自然製法にこだわった「氷見うどん」の新ブランド確立・販路開拓

富山県 朝野東生園 － オーダーメイド茶によるリピータ客増大、および新規顧客開拓実現
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