
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

新潟県 有限会社アイデアセキカワ 8110002018848 ホームページリニューアルによる新規受注獲得

新潟県 笠原プレス工業株式会社 5110001015601 『マグカップ取っ手溶接機』導入による生産効率の上昇

新潟県 有限会社紅屋呉服店 6110002019939 ホームページ作成による販売促進・情報発信の強化よる販路開拓事業

新潟県 有限会社本間金型製作所 4110002019973 新規の生産設備導入に伴うコンプレッサーの導入

新潟県 スワオメッキ有限会社 3110002019421 抗ウィルス検査による新分野への進出

新潟県 株式会社ライスグローワーズ 9110001029176 新規ブランディングによる新規顧客獲得事業

新潟県 株式会社カネシン 110002001699 Ｗｅｂからの集客を見込んだサイトリニューアル

新潟県 有限会社山清酒店 6110002023635 店舗家具を改修しての売上向上計画

新潟県 株式会社Ｂｏｎｄｓ 9110001032114 個人消費者の課題解決を目的としたコミュニティ店舗開設事業

新潟県 株式会社バウハウス 6110001008471 Ｗｈａｔ‘ｓ　ＮｉｉＧＡＴＡ～みんなで笑顔あふれる新潟をつくろう～

新潟県 株式会社ニール 1110001010548 ２ブランドのサイトリニューアルと『新潟発Ｒ』広告出稿

新潟県 有限会社サンライフ 7110002018056 一般労働者派遣事業、総合清掃業における新規顧客の獲得

新潟県 加賀の井酒造株式会社 9110001021851 「街を歩く市民をお客様にしよう！」通行人酒蔵誘客推進事業

新潟県 岡田板金 － コイル切断機の導入による作業効率および精度向上による売上増加

新潟県 株式会社アイケー工業 1110001033482 Ｗｅｂサイトの導入による新規顧客の獲得と営業管理の強化

新潟県 Ｇｒｉｌｌ　Ｂａｒ　臣 － 新メニュー「焼肉」の追加による客層開拓と集客

新潟県 さかつめ整骨院鍼灸院 － 新しいメニュー開発による新規女性患者獲得と既存患者への広報

新潟県 株式会社サイト 8110001006820 ダンスユーザーや日本文化ファンをターゲットにしたサイト開設

新潟県 株式会社サニーレイン 110001032361 動画レンタル、自社制作物の物販が可能なネット環境の構築

新潟県 合同会社Ｅ－ｍｕｓｔ 5110003004016 健康といえばＥ－ｍｕｓｔと消費者に認知してもらうための広報活動事業

新潟県 美容室ラフトーン － 新たな顧客層に向けたＰＲツールの製作

新潟県 株式会社ＭＡプランニング 3110001008986 ＷＥＢサイト制作、屋外看板取付等による集客力アップ事業

新潟県 アペロール － 新店舗移転および改装による新たな集客と家賃削減による利益増加

新潟県 コリアンダイニングぽちゃ － テイクアウト事業展開のための内装工事と看板製作での認知度向上

新潟県 株式会社ＴＥＤ　ＨＯＭＥＳ 110001034569 新たな接点を作るための自社ホームページ製作

新潟県 有限会社田辺木工所 5110002018339 伝統技術を活かした木製サッシで販路開拓・新規顧客獲得

新潟県 中営機業有限会社 9110002008162 東京銀座　歌舞伎座、木挽町広場ブース　全国ふるさと広場　出展

新潟県 株式会社縁ｅｎｉｓｈｉ 2110001030025 パートナーシステムを利用した事業展開とフォトプランの販路拡大

新潟県 株式会社笑足ねっと 6110001017852 コミュニケーション能力向上遊具【つなが道（ロード）】の販路開拓

新潟県 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｉｃｈｉ． － 柏崎市で唯一の爪のヘルス＆ビューティー専門店を作る

新潟県 みんなのふれんちＬｅｒｃｈ － フランス料理の新たなデリカッセン

新潟県 ＨＯＳＨＩＮＯ　ｋｏｆｆｅｅ　＆　Ｌａｂｏ． － 新焙煎所兼コーヒー豆直売店改装工事

新潟県 株式会社Ｍ＆Ｍ 4110001031888 チーズメニューの開発・広告と家族料金の広告

新潟県 株式会社ＳＨＩＰ 5110001028850 ８周年！長岡市・上越市での出会いイベント開催と飲食店応援

新潟県 株式会社あおぞら不動産 8110001033154 中古物件の「売りたい・買いたい」を気軽に相談できるようＰＲ
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新潟県 株式会社片力自研 9110001015614 英語表記付きの製品案内書を用いた海外向け新規販路開拓

新潟県 有限会社ボヌール 5110002020955 地域唯一　医療用ウィッグのカウンセリングブースの設置とＰＲ

新潟県 有限会社とらや菓子店 9110002020786 伝統技術に基づく和カフェのオープンとノンアレルギー商品の開発

新潟県 株式会社いしと 5110001017119 老舗割烹店による懐石・ご法要用・健康診断用特別弁当の企画・販売促進

新潟県 株式会社いろはや製餡所 5110001017127 卸売業から小売業へ。オリジナル商品を働く３０代女性に向けＰＲ

新潟県 今代司酒造株式会社 8110001001342 国内外の販路拡大を目指した「錦鯉　丹頂　～Ｒｉｓｉｎｇ－Ｓｕｎ～」の開発

新潟県 指輪工房ｃｅｒｃｈｉｏ － 日本古来の模様を彫金した新製品の開発とＥＣ販売の強化事業

新潟県 有限会社すみや 6110002017265 眠りと健康を発信するプラットフォームとしてのホームページ作成

新潟県 ハヤシ商会 － 真空冷凍機・スチコン導入による生産性向上と新販路開拓

新潟県 ＳＡＫＵＲＡ＋ － 外壁、看板及び食の発信スペース新設【店舗リフォーム事業】

新潟県 ｃａｆｅ　ｃｏｎｆｉｎｅ － ＷＥＢページ活用による、当店への新規来店誘導イベントのＰＲ事業

新潟県 株式会社リプロネクスト 6110001032166 ホームページのメディア化

新潟県 株式会社岡部洋食器製作所 6110001015591 「ＴＥ　ｔｏ　ＴＥ」自社ブランドカタログ制作及び販路拡大事業

新潟県 ＳＯＹＬｃａｆｅ － 中食産業の需要増に伴う自社商品のブランディング及びネット販売

新潟県 美容と生活株式会社 9110001032436 化粧品イーコマース「コスメプレミア」の改良による販売拡大

新潟県 株式会社アル・テックス 3110001016799 外壁もど～るのカタログ製作及び原料の自社調合の為の環境の確立

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 ａｓｈｉｔａ株式会社 2110001034117 シェアハウスの快適な暮らしを提供する機能強化と広告宣伝事業

新潟県 株式会社Ｎｅｗ　Ｌａｇｏｏｎ 3110001032912 ランチ営業開始及びテイクアウト強化による既存店の売上アップ

新潟県 有限会社友愛会 4110002021137 地域初のユニバーサルツーリズム対応および着地型旅行の発信

新潟県 株式会社Ｐｌｏｏｔ 4110001032820 ＨＰ改修によるリブランディング

新潟県 株式会社ｊｕｒａｉｃｅ 7110001017942 レーザー刻印機の設備導入

新潟県 長部農場 － 新規顧客の獲得と売上増加につなげる認知度向上事業

新潟県 有限会社保倉スポット 8110002019986 溶接機導入で工程を省略化、競争力あるアウトドア製品提供を実現

新潟県 株式会社イーラリー 5110001010692 「地域密着ＢｔｏＢビジネス」に必要なコーポレートサイト製作

新潟県 ノルディック・ウォーククラブにいがた － 新たなＢｔｏＢビジネスの周知に必要な販促ツールの製作

新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550 自社ブランド初のファクトリーショップへの集客に向けた動画制作

新潟県 新和メッキ工業株式会社 8110001019145 “魅せるめっき工場”で自社のブランド力の向上と新規顧客の獲得

富山県 割烹　松山 － ＳＮＳの活用とホームページのリニューアルで広報発信力を強化

富山県 Ｃ・Ｓｍｉｌｅ　ｆａｃｔｏｒｙ － チラシ配布及び視覚的効果による集客。キャッシュレス化推進。

富山県 藤澤悠治税理士事務所 － ＡＩチャットボットを取入れたホームページ作成による規顧客獲得

富山県 古道具とれじ － 大型看板の整備による認知度向上と潜在顧客の取り込み

富山県 株式会社ブルーミン 5230001017098 自家製クラフトビール直営カフェの新店舗開業による販路拡大

富山県 いしずや － 店舗アイコンである入り口改善による店内誘導性・居心地向上事業

富山県 森捨商店 － ドローン農薬散布サービスの開発・提供による地域農業支援事業
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富山県 株式会社Ｉｎ　ｓｅｎｓｅ 3230001017950 車も洋服を着る時代。カーラッピングの魅力訴求事業

富山県 有限会社稲荷鉱泉 6230002000382 本館リニューアルを契機としたスマホ対応のＨＰへの改良による新規顧客開拓

富山県 スタジオ・アイル － 富山の名産「呉羽梨」と「加積りんご」の健康スムージー開発

富山県 ぎんなん餅本舗おがや株式会社 5230001011530 全国規模への販路開拓を可能とする和菓子生産体制の構築事業

富山県 株式会社Ａ－ＳＴＹＬＥ 7010601037391 夜の居酒屋利用の増客と観光客への販路開拓

富山県 有限会社天野餅店 3230002009179 地場産のもち米を使った生クリーム大福の安定販売

富山県 株式会社ｐｌｕｓ　ｏｎｅ 3230001015178 海外製特殊塗料のＰＲと塗装サンプル制作による新規顧客獲得

富山県 有限会社石谷餅店 7230002000316 スマートフォンをフルに活用した店舗紹介計画

富山県 株式会社北陸テクノソリューションズ 5230001017189 ＩｏＴを利用した重量検知装置による自動発注システムの開発及び販売

富山県 大仏兄弟株式会社 4230001016951 ３６０度ＶＲカメラ活用による新事業「映像制作・教材作成」展開

富山県 食彩　活采 － 顧客満足度向上によるリピーターの確保と客単価の向上

富山県 株式会社第一興産 230001007121 ＯＢ顧客へ塗装補修部位のドローン映像等による修繕の促進

富山県 有限会社高松園 1230002002029 新市場開拓のためのＨＰ・ＳＮＳを中心とした情報発信力の強化

富山県 株式会社Ｓｗｉｔｃｈ　ＯＮ 3230001015789 ＡＩチャットボット活用による塾生確保強化と保護者満足度の向上

富山県 富山アジア物産 － 海外移住者馴染みの食材を販売する「ＷＥＢマーケット」オープン！

富山県 株式会社ケィ・ディック 6230001006760 他社に先駆けろ！「富山で蓄電池ＮＯ．１」となるためのＰＲ作戦

富山県 株式会社ＩＭＡＴＯ 8230001017384 干物製造会社から、干物販売店への変換

富山県 株式会社赤井建設 8230001012352 常設型モデルハウスを軸とした情報伝達力、魅力発信力の強化事業

富山県 明野静観堂（明神屋） － 表具屋のイメージ改革による新規顧客獲得計画

富山県 株式会社ハートビートライフ・オカ 6230001015670 輝く女性の自己実現を支援するコンサルティング事業の新規開発

富山県 Ｐｏｗｅｒ － 新規来店促進、入店率向上及びサービス向上のための移転改装計画

富山県
ＯＦＦＩＣＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ（吉田登記測量事
務所）

－ 事務所改装による作業エリアの動線確保とお客様への安心の提供

富山県 株式会社大 8230001005760 夜のフリー客の増客と弁当・オードブルの販路開拓

富山県 わび助 － テーブル座椅子席の導入による御客様すべてにおいて優しい店づくり

富山県 株式会社工房ヤマセン辻佛檀 7230001016453 電気炉導入による新製品開発と高品質安定化

富山県 ｆｉｅｌｄ － ＨＰを軸にした新しい足場ビジネスの提案並びに販売促進計画

富山県 丸進商事株式会社 6230001010993 物流機器の導入による運搬業務の効率化

石川県 河崎　龍弘 － アイアン工房新規開業計画

石川県 株式会社加賀ミート 9220001013136 共働き世帯の主婦及び高齢者向けの新商品の開発・販路開拓

石川県 Ｌａｇｏｏｎ － 保育士常駐託児施設付き美容室の新たな集客チャネルの開拓

石川県 スパイスカフェ　エスライン － 顧客満足度向上によるテイクアウト・オードブル販売強化事業

石川県 株式会社ヒラト工業 7220001005548 新型塗材の第一人者としての地位確立に向けたＨＰ改修

石川県 民宿　深三 － 店舗改装による顧客満足の向上

石川県 有限会社エー・ケー・フーズ 6220002001349 不規則な医療関係者の健康に寄与する冷凍食品の開発及び販路開拓

石川県 竹ノコウ本舗‐構造設計室 － 金沢木質都市化に伴う木造建物構造設計新規受注の販路開拓
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石川県 塗太郎 － ＥＣサイト“いい器屋”に対するサイトリニューアル事業

石川県 株式会社金森合金 5220001001887 金沢鋳物”ＫＡＭＡＨＡＣＨＩ”のホテルアフタヌーンティーセット開発

石川県 かなざわ柚子の木接骨院 － 「コロナ自粛・育児・仕事での体の負担をケア！」広報の制作配布

石川県 渡辺企画 － 市民から不安なく相談を受付けられる解体屋さんのＨＰの開設

石川県 ストレンジフルーツ株式会社 2220001003597 ＳＤＧｓ！環境に優しい紙製クリアファイルの全国展開事業

石川県 株式会社ユーアート 2220001007318 老舗製版会社が行う地元工務店に特化したウェブサイトの運営

石川県 有限会社小六庵 6220002010572 老舗料亭が提供する宅配弁当の開発・販路開拓

石川県 株式会社ＲＵＳＥＡＣＡＦＥ 9220001019950 ボリューム感のあるメニューの開発でお客様満足度１２０％

石川県 工房雨ノ木 － 若者、外国人をターゲットとしたネット販売システムの構築

石川県 ココペリ珈琲 － 焙煎機導入による新商品開発・販路開拓事業

石川県 一山楼 － 古民家（町家）を再生した昼の隠れ家的な場での肉鍋料理の提供

石川県 島内畳工業 － 置き畳を知らない人へ訴求ＨＰ・ＳＮＳによる日本全国商圏拡大事業

石川県 株式会社アウトバーン 1220001015255 全自動エアコンガス回収機による新規販路開拓とＳＤＧｓの取組み

石川県 株式会社カトー 7220001001794 客単価アップ！サイトリニューアルで新たな客層からの反響獲得

石川県 株式会社西尾 5220001012281 ホームページのリニューアル

石川県 有限会社明正 4220002005863 ホームページ改良によるブランド価値向上への取組み

石川県 3220002015590 若年層と外国人観光客にターゲットとした販路開拓

石川県 有限会社ディーバ 5220002003073 インターネット広告の効果的な活用とブランド価値の向上

石川県 稲葉塗装店 － コダワリの特殊塗装を活かした営業強化によるニッチトップ戦略

石川県 株式会社錦山窯 7220001011884 ネット販売強化事業

石川県 ジョージ鍼灸院 － 女性の悩みを鍼灸で解決！女性向けＨＰと看板新設事業

石川県 のと栄能ファーム － ホームページリニューアル及び商品梱包の効率化

石川県 Ｅｓｐｒｅｓｓｏ　Ｂａｒ　Ｋｅｓａｒａｎ　Ｐａｓａｒａｎ － 自店グッズ制作及び自店グッズ展開用ＥＣサイトの作成

石川県 有限会社茗荷谷設備工業 1220002011237 自社ホームページ立上げによる販路開拓事業

石川県 ＬＯＲＥ　ｄｅｓｉｇｎ＆ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ － フォトスタジオの販路開拓に向けた店舗改装

石川県 ほくりく針灸整骨院 － パーソナルトレーニングメニューの開発により、販路を拡大する

石川県 ミニストリー「リベカ」 － 全国を視野に入れたオンライン利用の婚活事業で日本を元気に！

石川県 癒し堂ほぐしランド － 安心安全なお店づくりで新規女性客の獲得を目指す事業

石川県 株式会社アスモーター 8220102121899 キャンピングカーレンタルａｓｕｃａｍｐｉｎｇみんな楽しい旅を

石川県 馬守クリーニング店 － 新しく高度なクリーニング技術の開発と高級志向顧客への販路開拓

石川県 有限会社鶴竹 220002015541 商品の付加価値向上と全国的な販路拡大

石川県 株式会社メディカルブレーン 7220001014805 受注件数増による、業務効率化とスリム化の為のシステム導入

石川県 株式会社ＹＯＨＡＫＵ 2220001022861 路線バス広告による「テニショク」の認知度向上と事業化促進

石川県 インプルーブマネジメント株式会社 3220001022225 ｓｏｃｉａｌスペースの有効活用に伴う企画、広告宣伝、改装工事

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 インバウンドや海外・国内市場に向けた輪島塗酒器の広報事業
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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

石川県 井上　栄一 － 金沢のアート文化に則した芸術に特化したホームページへの改良

石川県 有限会社くすりのファミリー 5220002013741 地域の高齢者を対象にした密着型の生活関連複合サービスの展開

石川県 一松建設株式会社 2220001011724 新規顧客・人材確保開拓ホームページ運営事業

石川県 株式会社ウーマンスタイル 7220001014383 おたすけママンのシステム向上による利用促進および利便性の向上

石川県 有限会社神谷ルーフ 2220002014668 屋根瓦リフォーム工事に特化した地域一番店の地位を目指す

石川県 フランス料理Ｍａｋｉｎｏ － 「コの字型」カウンターテーブル導入による劇場型サービスの確立

石川県 Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ － 販路拡大のため、動画ニーズに応える設備と技術の強化

石川県 松本洋人　＋　松山康洋建築設計事務所 － 新ＣＡＤソフトを導入し、新規顧客の獲得と自社のファンを創る

石川県 株式会社スマイルファクトリー 6220001020548 おしゃれママにもっとリサイクルを！店舗改装と販路開拓事業

石川県 有限会社川崎寝具店 7220002008995 布団リフォーム・セミオーダー寝具の提案による販路開拓

石川県 宮島直史写真事務所 － 動画撮影事業の事業拡大及び、売上販路の拡大

石川県 鍼・灸・整体・マッサージ　大聖寺治療院 － 外壁・内装工事によるお客様満足度の改善

石川県 株式会社イナバエンジニア 3220001010097 自社ブランドアウトドア用品「ＩＮＡＶＡＮＣＥ」の販路開拓事業

石川県 有限会社三高リース 8220002002774 新規顧客獲得のための会社ホームページのリニューアル

石川県 有限会社畝田屋 9220002015668 輪島塗（玉虫蒔絵「玉虹」）の海外販路拡大事業

石川県 株式会社アソシエイツ・ジャパン 8220001020307 人材紹介業成約率アップのための求人転職サイトの改修

石川県 よしい木工 － ホームページによる販路開拓

石川県 金沢建具工房株式会社 1220001006618 「開業の窓口」（居ぬき物件等の仲介事業）による新規顧客獲得

石川県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ 6220001011002 ポスティング実施（売上確保）及びＰＯＳレジ導入（生産性向上）

石川県 リッチダッド株式会社 6220001021975 複眼的サロン活用と高付加価値シャンプー機導入をサイトで周知

石川県 株式会社トータルサポート 3220001004396 木製パーテーション等事業での安全安心な空間提供による売上向上

石川県 丸工房 － 工作機導入により、多様化するニーズに迅速に対応、提案力の強化

石川県 株式会社ゴールデンバロール 8220001019828 自社オンラインサイトの環境を整え、売上増加を図る

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 【ＷＥＢサイト×ＳＮＳ】で店舗商圏外の顧客創造！

石川県 ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル株式会社 1220001001932 新型コロナ対策（仮名）プランの作成と販路開拓

石川県 ＪＯＹ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ － 店内改装による顧客満足度向上で新規・既存顧客の来店客数増加

石川県 株式会社ＭＡＬインシュアランス 6220001023336 異なる２つの顧客層に合わせたＨＰ制作による顧客獲得事業

石川県 有限会社いしい食品 3220002016077 まちの皆様がお買い物に訪れる優しい・楽しいお店づくり

石川県 采色屋なか門 － 商品の付加価値向上と全国的ＰＲでの新規販路開拓

石川県 石川たなごころ整体院 － 新たなメニュー開発と店舗移転による販路開拓

石川県 Ｃａｎｄｌｅ　ＺＥＮ（キャンドルゼン） － ウェブサイトリニュアールによる業務効率化と販路開拓

長野県 Ｒｉｎｇａ － 目指せ地域№１“育毛・発毛＝Ｒｉｎｇａ”化事業

長野県 株式会社さつき 2100001026379 ホームページ改修による新規顧客の獲得と採用強化、人材確保

長野県 Ｖｉｔａ　ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎヴィータヘアデザイン － 現代のニーズに応えた新サロンＰＲ

長野県 株式会社オプトアルファ 7100001012903 生産性向上による自社成長戦略事業

5 / 8 ページ



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

長野県 株式会社ローズガーデン 3100001003807 ＩＴを利活用した商品の販売と新規顧客の獲得

長野県 タクミエイト株式会社 3100001031163 超音波観察装置（エコー）導入による新規顧客獲得の実現

長野県 アンドワールド － ホームページを介して行う独自メニューによる優良顧客の集客計画

長野県 ふらんす田舎菓子ヴァンドール － 「より多くのお客様を呼び込むための販促ツールのレベルアップ」

長野県 株式会社リューケンハイム 7100001007985 イベントとＨＰリニューアルによるリノベーション住宅認知度強化

長野県 株式会社バニラ・アウローラ 6100001028693 希少価値の高い、有機バニラビーンズの展示会による販路の拡大。

長野県 有限会社ヤマダプレス 8100002031991 ＨＰ上の周知と生産管理ＩＴ化で認知力と管理力を高め販路拡大

長野県 株式会社加藤鯉店 2100001006109 ㈱加藤鯉店ホームページリニューアル＆スマートフォン対応化

長野県 有限会社ＮＰウォンツ 3100002008268 公開可能な日程管理ソフトのクラウドサービス化による販路拡大

長野県 有限会社徳嵩魚店 5100002003382 食器洗浄機の導入による業務効率化とサービス力の向上

長野県 株式会社アイリーラボ 2100001024432 製造業に特化したＷｅｂ制作会社としての強み訴求による販路拡大

長野県 ネクストデザイン － 新形状の大型耐震テレビスタンドのクラウドファンディング販売

長野県 株式会社すまい一 5100001007987 上田営業所新築移転に伴い、ショールーム化による市場開拓を図る

長野県 有限会社マルヤマシルク 6100002004652 Ａｍａｚｏｎへ誘導する動画付きブランドサイト制作事業

長野県 小島屋 － ブランドとしての姿勢を分かり易く示してファンを増やすＰＲ事業

長野県 九尾の狐 － 人材不足に打ち勝つ厨房システム導入と信州四川料理の販路拡大

長野県 有限会社越後屋菓子店 7100002032561 伊那の文化と伝統を菓子に込めて全国へ発信！

長野県 ａｒｏｍａ　Ｂａｍｂｉｎｏ － 嗅覚を使って、新しいカタチで健康と研修を叶える事業

長野県 三月九日青春食堂 － 中食販売の増設に伴う改装と冷蔵庫購入による顧客満足度アップ

長野県 有限会社ビビッド 3100002033737 中古テレビ撮影機材販売におけるネット販売システムの構築

長野県 株式会社トーメイ 5100001031046 ３Ｄ・ＣＧデータ利用の大画面映像展示を含むプラスαの会場設営

長野県 株式会社ＮＯＭＡＤ 7100001027785 自社ウェブサイト作成によるニット製品の魅力発信と販路開拓

長野県 木内麺業株式会社 2100001007180 自社ホームページリニューアルによる販路拡大と利便性の向上

長野県 マスニ農園 － はちみつのパワーで、農園を活性化し販路拡大！

長野県 株式会社和花 100001024771 ホームページリニューアルによる花屋【和花】ブランド展開

長野県
有限会社ナガタメディカルサービスかばん
事業部：かばんのナカジマ

6080103001485 長野県中南信で一番選ばれるかばん修理専門店を目指す

長野県 南松本ペットクリニック － 動物病院内のトリミングサロン発展のために

長野県 有限会社大西製粉 7100002012316 そば粉の新しい料理を提案する新規ホームページの開設

長野県 ブロードアロー＆サンズ合同会社 100003004272 海外市場の販路獲得拡大と直販路の構築

長野県 株式会社金久 2100001020308 販路開拓と売上増を目指したインターネット販売の強化事業

長野県 旬彩牛亭みなみ － 広大な牧場で「りんごで育った信州牛」の販路拡大事業

長野県 ＯＮＥ　ＢＲＩＤＧＥ － 「コミン家」をイベント会場に利用して地域活性化と販路開拓

長野県 Ｆｕｊｉ　Ｂａｃｋ合同会社 4100003005197 【会員専用アプリ開発、顧客に直接訴求できる環境を整備】

長野県 りょうか － 全国セラピストへの「キリ経絡トリートメント」普及促進事業

長野県 東京装美株式会社 7100001007481 販促動画作成・ホームページ改良によるリノベーションの販路開拓
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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

長野県 株式会社収納企画トトノエ堂 4100001028456 エリア拡大とオンライン対応のためのＷＥＢサイトリニューアル

長野県 ドッグケアサロンクープー － オゾンケアをメインとしたアピールで店舗知名度ＵＰと顧客開拓

長野県 有限会社泉味 3100002026138 多様化する顧客ニーズに応えるためのおもてなし改装事業

長野県 晴和会 － 無限の力を秘める「和太鼓」が創りだす、人々のつながり、活力

長野県 なかじまフォート － 認知度と営業力強化のためのＨＰ、技術機器補完事業

長野県 ＣＨＯＣＯＬＡＮ － 全身高速脱毛機導入による新規顧客の獲得

長野県 堺澤辰弥鍼灸院 － 来院前の顧客意識改革からＬＴＶの高い顧客集客の為のＨＰ制作

長野県 おいまつえん － おいまつえん１７号室　客室改装計画

長野県 アップリズム株式会社 3100001032442
事業立ち上げ時の新規集客を狙ったダイレクトレスポンスマーケティングによ
る集客力強

長野県 中山茶園 － 若年層に向けたテイクアウト日本茶カフェ・喫茶事業

長野県 ｍｏｃｏ　ｄｅｓｉｇｎ － お客様に安心して問合せいただけ、販路開拓できるＨＰ新設

長野県 株式会社ＬＨＲ 2100001032880 展示会開催による自社ブランドの認知度アップと売上げ向上

長野県 株式会社地域経営プラチナ研究所 8100001030912 地方創生・地域活性の事業支援拡大を目的にしたＰＲサイト作成

長野県 ボディメイクスタジオ　ＨＥＲＯ － 中高年層をターゲットとした店舗看板の設置

長野県 株式会社小池寝具店 7100001023363 天然素材にこだわった手作りお昼寝布団のネットショップ製作事業

長野県 有限会社宮坂畳商事 1100002031874 自社ショールームでの集客イベント来場者数増加に向けた告知事業

長野県 Ｔａｉｋｉ工房 －
ＨＰ活用によるの販路拡大「一点ものの金属製品販売とものづくりの尊さを発
信」

長野県 株式会社来琉 9100001030242 新規顧客獲得を図るためのホームページ強化とパンフレット作成

長野県 鈴木　義大 － 企業ＰＲ動画を請け負える制作体制を地域内に構築し、対外的に発信

長野県 有限会社松江工務店 1100002037335 現使用トラックの会社ＰＲ広告の塗装による宣伝力の強化

長野県 有限会社データーランド 8100002036850 テレワークシステムの開発・販路拡大

長野県 有限会社北野家本店 1100002001308 老舗蕎麦屋のパンフレット刷新・ホームページ開設の新規顧客開拓

長野県 有限会社大沢興業 4100002027886 アスファルト・舗装をエンドユーザーに直接お届け！

長野県 株式会社ヴィーヴォ 4100001026600 ウェブサイトリニューアルによるスタジオ事業の売上アップ

長野県 信州あそびの杜学園 － みんなで学校作っちゃおう！～Ｗｅｂフリースクール「いっぽ！」（仮称）

長野県 秀鍵ゼミナール － シェア激化、塾内学習環境のスタビリティ獲得及び広告周知事業

長野県 アフロディーテ － 最新機器導入による新顧客層開拓と販路拡大

長野県 合同会社ティーワイトレーディング 2100003005521 海外メーカーとの交渉も視野に入れた多言語化ホームページの構築

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空中テントで客数をあげる事業

長野県 アタケライフ株式会社 4100001025899 新ブランド「おうちで岩盤浴」で通販ショップＶ字回復！

長野県 有限会社Ａｎｂｉコバヤシ 100002028415 ホームページとチラシ等のリニューアルによる新社名と施術の周知

長野県 Ｍａｄａｒａｏ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｌｏｄｇｅ － 大型洗濯機導入とトイレ改修による顧客満足度向上事業

長野県 合同会社インバンブー 1100003005051 自宅でできるヨガを多くの人へ、外出規制に負けない健康づくり

長野県 パンとお菓子　まるふじ － 信州の作物を使った新商品の開発・オンラインショップの販路拡大

長野県 Ｓｏｐｈｉｌａ － チラシ、割引券等の制作で新規顧客の取り込みと客単価ＵＰ
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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

長野県 株式会社南信装建 3100001032194 ホームページからの雨漏り調査・修繕工事、元請け工事の新規顧客開拓

長野県 そば処種村 － コロナウイルスに負けない！そば屋の魅力度、満足度再発信事業

長野県 有限会社百老亭 9100002021249 高齢者のお客様、団体のお客様、家族連れのお客様の更なる集客力ＵＰ

長野県 有限会社石川 5100002032464 １００周年リブランディングによるホームページ、パンフレットの更新

長野県 パティスリーニューモラス － 看板商品を通した店舗コンセプトの浸透による販路開拓事業

長野県 千穂美容室 － ４０代以上の女性をターゲットにしたホームページによる集客計画

長野県 株式会社ナイト工芸 8100001007464 カーボンステッキの製造販売による「生涯歩行」の実現

長野県 美容温活サロンＣＯＰＡＳＴＩＣＫ － ブライダル妊活コース増設に伴いＩＴによる顧客集客と商品販売強化

長野県 土屋印店 － 的確なホームページの開設により来店できないお客様にも対応する

長野県 有限会社カナイ精密 6100002013892 ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウエア導入による加工プログラムの生産性向上

長野県 株式会社信州畑工房 4100001023977 夏秋いちご「恋姫」のブランドコンセプトの確立

長野県 カフェ＆ギャラリー　月のテーブル － 探して！見て！アレルギーに負けないぞ！キラキラ★輝け自分

長野県 株式会社アドライズ 5100001016311 新規顧客開拓のためのＨＰリニューアルと定期フォロー事業の構築

長野県 有限会社イージーコンプ 4100002015255 ＩＴ　関連機器専門「町医者的サポートサービス」の来店顧客増加事業

長野県 株式会社ＳＰＩエンジニアリング 9100001005087 ロボット用カメラのニーズ把握と販路開拓

長野県 ＩＣＳ－ｎｅｔ株式会社 6100001030550 食品メーカーのプラットフォーム「シェアシマ」のスマートフォン対応

長野県 ＬＥ　ＣＡＤＲＥ － 時短による新メニュー・サービスの開発による高付加価値化

長野県 ビューティ・サロン　バニー － 看板の建て替えとバリアフリー洋式トイレへの改築

長野県 合同会社Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ　Ｗａｖｅ 6100003005303 広告宣伝の改革　～デジタル広告で地域経済の発展に寄与する～

長野県 居酒屋しんざん － 創業４０年周年！宴会から個客集客へ大転換！売上拡大事業

長野県 有限会社早川実業 4100002031681 森林の保守等における間伐材の流通業務拡大

長野県 Ｎ．ｔａｒｏｔ － 自社サービスの周知、宣伝、マーケティングの一環としての看板製作

長野県 株式会社創舎 2100001017510 オリジナル麺「わちがいざざ」ネット通販とＳＮＳプロモーション
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