
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

青森県 株式会社ブライトムーン 4420001016032 越境ＥＣサイト「びじんの森」のお客様満足度向上。

青森県 株式会社エクシェリール 9420001016928 「まちのクリーニング屋さん」としての認知度アップによる新規顧客獲得事業

青森県 有限会社くまばん 4420002013177 工具１本でここまで直す！「職人のさらなる技術革新」ＰＲ事業

青森県 ヒロデン株式会社 8420001010675 低イニシャルコスト＆低ランニングコストな融雪工事の販路開拓

青森県 有限会社ブロック・コミュニケーション 8420002014948 日本が誇るウォシュレットでインバウンドのお客様をおもてなし

青森県 株式会社エデュクリエーション 5420001007872 学習塾の早期集客を目指した広報活動

青森県 株式会社ｍａｊｅ 4420001014754
オリジナル施術の周知と顧客管理システムによる最適なサービス提供による
売上増進事業

青森県 大成堂製菓工場 － ＥＣサイトのフルリニュアルによるネット需要の取込み

青森県 加藤酒店 －
①「量り売り」自動販売機の導入による若者や女性への販売力強化②キャッ
シュレス決

青森県 有限会社黒石観光ホテル　花禅の庄 5420002015536 県内津軽エリアでの送迎付き宿泊及び日帰り宴会の促進事業

青森県 合同会社ＳＦＳ 5420003001452 動画マーケティングを活用した新規顧客開拓

青森県 株式会社ブランデュー弘前 3420001016751 地元メディア、新規営業ツールの活用によるＰＲ活動増進事業

青森県 ナギサカフェ － 新たなテイクアウト商品と情報発信強化による中食需要向上事業

青森県 株式会社ＪＩＮ　ＣＡＲＥ 4420001013252 急速冷凍庫導入による機能性菓子の製造と販路開拓

青森県 石岡　博昭 － ホームページ・パンフレットによる葉とらずりんごの販売促進と顧客満足度向上

青森県 ピットイン合同会社 9420003001829 自社ＨＰ宿泊予約受付開発事業

青森県 有限会社小野産業 5420002012995 快適で集客！観光農園にバイオトイレ導入で顧客獲得

青森県 隆昭園 － 首都圏における新聞折込による、個人宅配販路開拓・拡大事業

青森県 株式会社十和田ポニー温泉 3420001012131 顧客データベース構築とＣＴＩ導入によるリピーターの獲得

青森県 家計のみかたＦＰ事務所 － 公共施設でのマネーセミナー・マネー相談の開催・販路開拓

岩手県 合同会社藤 4370003001913 地域初ＩＴエンジニア輩出のプログラミング教室～販売強化事業～

岩手県 Ｔ－アスリート鍼灸院 － ＥＭＳを使い筋力低下予防、痩身目的の客層への販路拡大

岩手県 活版ディーアイ株式会社 2400001005831 新たな設備導入による納期の短縮と作業の効率化による営業力強化

岩手県 Ｂａｄａｌｏｎｅ（バダローネ） － レストラン２階で運営する宿泊事業（民泊）の什器購入。

岩手県 株式会社キミドリ 6402701000629 ギフト商品開発と販路開拓によるすっぱいりんごファンの拡大

岩手県 株式会社ＣＯＫＡＧＥＳＴＵＤＩＯ 2400001013495 ＳＮＳ連動形の焼き菓子の販路開拓

岩手県 有限会社展勝閣 4400002009540 高度マーケティング機能搭載ホームページ運用による売上向上

岩手県 株式会社Ｋｔｅｃ 2400001003990 メディアミックスによる知名度・信頼性向上、販路開拓

岩手県 清水商店 － 「商品訴求力向上による白樺樹液化粧品の売上拡大」

岩手県 有限会社フォトＥＹＥ 8400602000589 ドローンを使用して新規事業を展開

岩手県 有限会社東北ミネラル産業 9400002009577 就農者に優しいＨＰと雇用環境改善による売上拡大

岩手県 株式会社フリップフード 8400001013936 自社ネットショップの新規開設で新規販路拡大

岩手県 株式会社惣兵衛 9400001005759 発酵飲料の自社開発による「Ｈａｐｐｙ断食プログラム」の付加価値向上

岩手県 Ｃｏａｃｈｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ － 商圏を広げ新規顧客を獲得するためのプロモーション事業

岩手県 アトリエ　北の花籠 － 仏花の販売チャネル拡大と加工技術の価値訴求による販売促進
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岩手県 遥葬祭 － 今こそＰＲだ！地域から安心して任せられる葬儀屋を目指して

岩手県 株式会社ＡＺクリエイト 9400001008324 キャッシュレスによる決済システムの導入と多言語対応

岩手県 丸十丸 － 大船渡ブランド牡蠣の販路開拓、体験で活性化

岩手県 エールホーム株式会社 4400001012875 ホームページ開設による認知度向上と新規販路開拓事業

岩手県 合同会社じゃんぐるジム 3400503000206 コワーキングスペースから始める地域活性化事業

岩手県 株式会社浄法寺漆産業 1400001009131 プレス機導入による漆液増産事業

岩手県 ＯＧＡ　ＧＲＡＰＨＩＣＳ － オリジナルキャラクターを中心としたデジタルコンテンツ事業

宮城県 株式会社一上　美容室クッ・シュ 9370001043275 人幹細胞と近赤外線による発毛サービスの広報と店内改装

宮城県 東北うまいもの市場 － 認知度向上と顧客満足のための情報発信事業

宮城県 おひさま整体 － 病院に行って、良くならない症状を７回パックで希望を与える整体

宮城県 株式会社斉吉商店 9370501000230 首都圏顧客に向けた斉吉商店ＥＣ販売強化による販路拡大

宮城県 蜂屋食品株式会社 6370601000661 コロナを逆手に！自家需要に冷凍餃子をネットで売り込む事業

宮城県 勾当台総合法律事務所 － 受任機会拡大のためのホームページ制作

宮城県 大野澤　潔 － 高齢者の悩み解決！リフォーム相談窓口キャンペーン。

宮城県 株式会社ＭＩＴＵ 7370001041413 農業女子が作ったこだわり「お野菜カルタ」で新規ファン獲得事業

宮城県 株式会社Ｍ．Ｇリレイションズ 3700010237772 ある道のプロ集団が手掛ける快適リフォーム会社の認知度向上事業

宮城県 理容室福の髪 － 「発毛定期サポートコース」開設による新たな顧客創出事業

宮城県 有限会社服亭 5370002018767 独自製品の製造販売と介護事業所職員向けユニフォームの販売

宮城県 フェニックスキャリア開発 － 映像配信によるセミナー・キャリア面談の開発・新規販路開拓

宮城県 株式会社パブリック 6370001005484 飲食サービス売上のみに依存しないコーヒー焙煎事業への参入

宮城県 株式会社エースダイニング 2370001024315 ランチ弁当の開発による新規顧客獲得のための販路開拓事業

宮城県 有限会社ジー・ファクトリー 7370002015432 日本初の東北仕様によるビリヤードキューの製作と販路の拡大事業

宮城県 株式会社カーム 8370301002972 ＷＥＢサイトでのクーポン発行による販路拡大と事業生産性の向上

宮城県 株式会社パレット 4370001041597 ホームページの性能強化による販路拡大と事業生産性の向上

宮城県 株式会社シークエンス 9370002017757 犬カフェの広域集客策とサロンの高品質化による相乗効果の増大化

宮城県 株式会社ＨＡＫＫＡ 8370001023633 心が躍る！集客率Ｕ　Ｐ！強みを生かすイベント空間の創出事業

宮城県 ＷｉＴＨ株式会社 4370001044798 上質な空間と高品質な指導が認知される為の新規販路開拓

宮城県 株式会社シマムラ 1370601002984 未来写真ソフトを活川し新たな提案型営業で販路拡大

宮城県 株式会社アイオーティドットラン 7370001044300 ＩｏＴデバイスＴｉｂｂｏ－Ｐｉの販路拡大と企業ＩｏＴ化の実現

宮城県 Ｍｉｅｌ　ｅｔ　　ｆｌｅｕｒｓ － 手の荒れない美容学校の広報強化による売り上げ増加策

宮城県 株式会社フォーシル 9370001018954 ヘッドスパとネイルの導入による新規顧客獲得と雇用拡大事業

宮城県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＰＬＡＮ　Ｂ 9370001043936 仙台のワーキングホリデー＆語学留学情報サイト制作事業

宮城県 オープンハート － 個人カウンセリングから企業、団体、専門学校への開拓

宮城県 仙台の整体こころや － 会員成約率の向上と会員期間中の離脱率減少

宮城県 株式会社アーパス 1370001013913 店舗アプリ制作事業（デザインアップデート）
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宮城県 Ｒｅｐａｉｒ － ホームページ制作とＩＴ活用による販路拡大と生産性向上事業

宮城県 株式会社気仙沼波止場 3370501001102 友好都市目黒での気仙沼店舗立上げと宣伝・売上向上策の実施

宮城県 ヘアーサロンシュガー － 更なる増収を目指して新規集客ＳＮＳ対応ホームページの導入事業

宮城県 株式会社ジョイント仙台 6370001022579 高齢者、共働き世帯向けの家族団らん弁当・惣菜提供事業

宮城県 ワイティープロダクト株式会社 9370001015563 オリジナルスイムメッシュキャップの販売事業と広告戦略

宮城県 有限会社ダイシュン 9370002018805 レジシステム効率化でスタッフもお客様も笑顔になれる焼肉店作り

宮城県 株式会社ＳＫレストラン 6370001023957 仙台牛の魅力をデジタルビジョンで観光客に伝えようプロジェクト

宮城県 平山ライフプランニング株式会社 7370001025713 ２４時間、布団まで洗えるランドリーがここにありますよ！事業

宮城県 株式会社食むすび 2370001020867 ランチ新メニュー「唐揚げラーメン」等開発＆新規集客事業

宮城県 株式会社サセイ不動産 8370601003464 チャレンジショップを活用した飲食店の出店支援事業

宮城県 スプランディッド　ブランシュ － インターネット、ＨＰ活用による身だしなみ、見た目ＵＰ応援事業

宮城県 株式会社永勘染工場 3370001018729 最大顧客である寺社仏閣の取引先増加に向けた各種広報手段の実施

宮城県 ＲＥｂｏｒｎ　ＰＩＬＡＴＥＳ　Ｓａｌｏｎ＆Ｓｃｈｏｏｌ － 『男性専用サービスの開発による新規顧客基盤の構築』

宮城県 株式会社人事・教育サービス 1370001020117 外国人材を採用したい企業への新規開拓事業

宮城県 株式会社Ｋｏｍｉ＆Ｃｏ 2370001044156 顧客コミュニティーの促進につながるＨＰの試作システムの開発

宮城県 有限会社田中畳店 4370302001523 住宅メンテナンスの悩みを総合的に解決する冊子で新規顧客開拓

宮城県 スタートゲートジム － 女性が利用しやすいジムであることのＰＲ事業

宮城県 スタジオサミュゼ － 音楽イベントの企画等を行うスタジオサミュゼのホームページ開設

宮城県 山野修敬税理士事務所 － 地域中小企業の円滑な事業承継をサポートする生産性向上支援事業

秋田県 株式会社アルテ 6410001003112 コロナに負けない集客装置～エモ・イミ消費を促す快適空間の提供～

秋田県 町家カフェわわわ － 秋田県産秋田杉棺桶「おくりぶね」開発事業による販路開拓事業

秋田県 株式会社ＫＩＴＡ　ＤＥＳＩＧＮ 1410001012407 女性活躍応援ポータルサイトのクロスメディア化とリニューアル

秋田県 ｉｓ（イズ） － 高齢先進県秋田の歩行寿命を延ばす「爪切り」認知度向上プラン！

秋田県 ＣＯＣＯＨＡＩＲ － 「トータルビューティーサロン」の実現へ向けた新メニュー導入事業

秋田県 スプラッシュ － ものづくりＥＣサイト構築によるセルフブランディング

秋田県 太陽印刷株式会社 7410001001619 古い機械を有効活用！「和紙」×「活版名刺」ＥＣサイト大作戦

秋田県 有限会社成美商事 3410002000020 黄色からモノトーンへ。店舗改装から始まる競合店との差別化

秋田県 ねじまき屋 － 酒類メニュー強化による集客力アップと包装機導入による効率化

秋田県 株式会社白神フォレストコーポレーション 7410001007038 秋田杉で作る自然素材「多機能建材フォレストボード」の販路開拓

秋田県 株式会社白神屋 4410001011208 地域ブランド農作物「白神ねぎ」を使用した新商品の開発・販路開拓

秋田県 株式会社アレアール 4410001011050 スリッパの名入れ事業で大口顧客獲得！

秋田県 有限会社いしとよ 5410002012947 魅力ある売場改装による美容感度の高い若年層の新規顧客獲得事業

秋田県 チャンティカ － 「女神エステ」新たな技術開発で新規顧客獲得

秋田県 株式会社ウィズ 5410001003253 スマホによる動物殺処分ゼロ活動と販路拡大事業

秋田県 有限会社サイカツ建設 7410002001601 認知症軽減による高齢者の「Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｏｆ　Ｌｉｆｅ向上」
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秋田県 株式会社横手市民市場 8410001008935 仕出し・食品宅配事業とお客様利便施設拡充事業

秋田県 響屋大曲煙火株式会社 9410001008323
撹拌機と資材倉庫の導入で海外展開に向けた生産性向上と量産体制の強化
を図る

秋田県 ０８ＣＯＦＦＥＥ － ギャラリー・フリースペース「ＨＡＮＡＲＥ」による新事業展開

山形県 株式会社マイウェイ 2390001013068 集客したいターゲットを的確にそして安定的に集客する事業

山形県 ＣＯＶＯ － ランチ導入による業務の拡張及びホームページ整備による販路拡大

山形県 株式会社Ａ＆Ｋ 5390001015631 コロナに影響されない事業強化とＷＥＢサイト立上げで販路開拓

山形県 株式会社Ｈ．Ｍ．Ｙ 5390001015714 パッケージ、チラシ、パンフレットの広告媒体のアイテム作成

山形県 株式会社ＪＰＤ 8390002010876 ｅ－Ｓｐｏｒｔｓによる山形魅力発信と新規顧客の獲得

山形県 株式会社加藤商事 6390001014186 最上鴨販売拠点整備事業

山形県 有限会社新庄小松商事 9390002010685 創業６０年記念ノベルティ製作における来客数増加と新規顧客獲得

山形県 ＣｏｍｍｕｎｅＡＯＭＵＳＨＩ株式会社 4390001015905 ｃｏｍｍｕｎｅＡＯＭＵＳＨＩ　ｗｅｂサイト制作事業

山形県 有限会社グリーンバレー 1390002011435 女性職人が手編みで仕上げる上質な革財布・革小物の販路開拓

山形県 有限会社叶内冷菓 6390002011463 新商品開発及び販売するための改装

山形県 ７－Ｃｏｌｏｒｓ鶴岡ガラスアート工房 － 大口法人受注獲得に向けたＷＥＢ強化とインターネット宣伝広告

山形県 Ｄａｉｚｙｃａｆｅ － グランピングの様な魅力あるテラス席で売り上げアップ事業

山形県 株式会社ホンダウイング荘内 3390001006541 展示試乗会開催！新商圏開拓による販路の拡大！

山形県 株式会社ＡＭＯコーポレーション 390001015043 ＨＰ開設による新規顧客獲得と山形食材ＰＲ事業

山形県 佐竹物産株式会社 6390001000640 ＶＲ技術を活用した疑似体験可能なギフトマーケティング事業の構築

山形県 有限会社安孫子建設 5390002000129 看板・ホームページ制作による超省エネ工法の周知と発信

山形県 株式会社モス山形 1390001002625 耕作放棄地を活用したコケ植物の販路拡大

山形県 株式会社ａｉｌｅｓ 9390001014704 姿勢分析システム（ｐｅａｋ　ａ　ｂｏｄｙ）の導入、ＤＭやチラシでの告知

山形県 阿部派一刀流 － 広告媒体の作成による新規顧客獲得事業

山形県 有限会社ファーム・イン・ビレッジ 1390002005734 桐の米櫃試作開発及びお米とセット商品の販路拡大事業

山形県 安藤畳店 －
明確なホームページの公開と作業効率が向上する機械設備の配置による収
益増大

山形県 有限会社アルセ・エコ開発 1390002005172 天ぷら油の酸化抑制できる新ろ過剤の開発による新規顧客獲得

山形県 有限会社ヴァンビューレックス 6390002005192 取引美容室の商品販売促進システムのホームページ告知計画

山形県 株式会社山形ビニール商会 7390001002090 オリジナルを求める顧客向けネット注文システムの構築

山形県 株式会社セト藤 3390001000998 料理の提供イメージが沸く！飲食店専用ブースの増築と販促活動

山形県 有限会社角征 9390002005339 新規顧客及び売上アップに向けた屋外電光掲示看板の設置

山形県 寿虎屋酒造株式会社 1390001000587 観光名所訪問客向け唯一無二のテロワール醸造の日本酒発信事業

山形県 株式会社大江車体特装 8390001000366 電気式ベンダー購入によるパイプ加工量産化体制の構築

山形県 有限会社加藤建板 3390002012704 自社ＨＰ作成、ＳＮＳの利活用による顧客の維持・獲得強化事業

山形県 Ｆ２Ｒ － 視覚に訴える集客力向上戦略

山形県 有限会社丹埜商事 7390002001620 ＥＣサイト活用による起業家支援パッケージ提案事業の構築

山形県 有限会社金栄堂 8390002015363 完全自社オリジナルアイウェア開発・ブランド化事業
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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

福島県 合同会社コミュニケーションベース 3380003004453 事業所の存在と取り組みをＰＲすることによる販路の拡大

福島県 長久保園 － 販路拡大に向けた、店舗看板の全面改装事業

福島県 株式会社島ケアサポートセンター 4380001030566 認知度向上とお客様がご利用しやすいお店づくり

福島県 株式会社エスケーワイ 2380001010116 外国人留学生の新規開拓に向けた営業力強化事業

福島県 レッスンサロンコオリナ － 生涯学習インストラクターの育成による女性活躍支援事業

福島県 有限会社花季屋 4380002025499 大型看板設置による『はなたく』認知度向上で新規エリア開拓

福島県 Ａｖｉｏｎ － 『フクシマ』のインフラメンテナンスをドローン活用で販路開拓

福島県 株式会社ＴＯＭ 7380001022734 体組成計を活用した疾病予防新メニューのＨＰによる認知度向上

福島県 ＫＵＨコーポレーション株式会社 9380001028374 鬼滅カラーとエクステ付け放題の市内唯一店舗としての認知度向上

福島県 アド・エージェント － ホームページ等の活用による、新規事業の販路開拓

福島県 株式会社ミンナノチカラ 5380001018957 ＷＥＢマーケティングシステムの構築

福島県 イタリアンマシロ － 店舗拡張改装工事とリニューアルキャンペーン

福島県 株式会社セドラホーム 4380001029823 「空き家整理で売主買主スッキリ」顧客獲得大作戦！！

福島県 株式会社ブイモンスター 7380001003916 自社の特化したサービスの拡販強化と、それに伴う環境整備

福島県 ファンギミックス株式会社 8380001025942 ギャラリーシステムの導入による新規顧客の開拓と業務効率の向上

福島県 株式会社　中宏 6380001028468 「ｅスポーツスタジアム郡山はここです」レンタルスペース利便性向上事業

福島県 ヘアースタジオ　ヴィエイト － 新店舗で１０％新規顧客獲得

福島県 自然療法オフィスＲｅＳｔｙｌｅ － 「いわき市で健康改善に取組む女性」の顧客開拓と地域活性化

福島県 丸源水産食品 － 縄文干し魚種カタログの作成・販路開拓

福島県 マイティー整骨院 － 強みを活かした施術メニューの周知とトレーニングメニューの開発

福島県 居食屋　太平楽 － 「会津清酒×旨い魚で客足回復を目指すための調理方法改善」

福島県 ひろみフラスクール － 体験会を開催、フリーペーパーへの広告掲載で生徒数増加を目指す

福島県 株式会社アールエイチ企画 8380001018987 年間１００万人訪れる道の駅ばんだいでの「おにぎり対面販売」事業

福島県 株式会社ＩＴＩ開発 6380001021092 自動化という新たな業務拡大に向けた社内研修・検査体制の充実

福島県 ＴＥＡ　ＴＯ　ＥＡＴ － ブランド力向上と業務委託による製造の確立で行う再建と販路開拓

福島県 株式会社いわきチョコレート 5380001014650 地場産素材のティータイムスイーツ開発・訴求による直営販路拡大

福島県 有限会社久保木畳店 3380002019774 ネットからの本格的な受注生産と畳のサブスクリプション展開

福島県 有限会社ドライブインかなざわ 5380001028675 ウィルス対策リニューアルをＳＮＳ　とフリーペーパーで拡散

福島県 有限会社阿武隈時報社 5380002019566 読者ニーズに対応したホームページのリニューアル事業

福島県 株式会社やま陶 6380001017933 やきものづくりで福島の観光の思い出づくり。

福島県 ライフタイム株式会社 4380001028172 わを楽しむ会の開催とＳＮＳを活用した集客コンテンツの確立

福島県 ＮＰＯ法人プロジェクト福島屋商店 5380005010299 「ふくしまの魅力再発見！　ネット販売ページリニューアル事業」

福島県 オーダースーツ　セレク堂 － オーダースーツ店舗移転と販路開拓

福島県 プティ　リジエール － 中食市場の拡大を視野に入れた販路開拓事業

福島県 美肌屋　‐ｋ‐ － 『美』を意識した来店環境整備による販路開拓事業
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福島県 カネセン水産有限会社 7380002023070 販路開拓に向けた製品カタログとラベルのリニューアル

福島県 有限会社デミアン 7380002002330 『昔なつかし甘食ぱん』、通信販売への新規参入事業

福島県 株式会社システムフォワード 2380001014240 弁当注文ドットコムの媒体での販促用ＰＲ

福島県 有限会社ティクレ 2380002004323 女性の自立をサポートするためのネイルスクール＆サロン事業

福島県 オフィスチハラ株式会社 1380001019918 当院の認知度向上と新規顧客開拓を目的としたＳＮＳ活用

福島県 ＤＵＢ　ＤＥＳＩＧＮ － 県内初、その場で即デザイン・制作で他業種新規顧客の獲得

福島県 ジョブフク － テレビＣＭなどの広報活動とホームページのリニューアル
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