
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２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 株式会社ぎゃらりい栗本 1110001022386 ホームページリニューアルと、専門的な日本伝統工藝の情報発信

新潟県 すし処福うら － ①分煙対応と②バリアフリー化による全世代対応店舗の構築

新潟県 株式会社あんしんサポート長岡 8110001029243 地域一番の葬儀社としての認知度向上を図る　「野立て看板」の設置

新潟県 長岡やさい耕房株式会社 3110001025899 こだわり野菜を使用した独自ブランドの新商品開発事業

新潟県 新潟健心館駒村毅 － リニューアルオープンに伴いＨＰとＳＮＳで認知度の向上を図る

新潟県 ウィルハウス － 教室内の動画撮影環境を整えオンライン授業を積極的に取り入れる

新潟県 有限会社白金堂 9110002023302 店舗面積拡充に伴う改装及び販売促進広告

新潟県 タテ理容所 － 見やすい看板設置と告知活動で売上向上と新規客獲得計画

新潟県 株式会社カヤバ 2110001001570 ＨＰ活用による販売促進と、ｅラーニングで対象顧客拡大

新潟県 株式会社Ｇａｂｒｉｅｌ 6110001034856 竜どうぶつ病院の魅力を伝える！新規顧客・リピーター獲得事業

新潟県 アロマ・ハート － レンタルスペース併用型カフェ＆スクールサロンの開設

新潟県 株式会社コモンライフ・コーポレーション 8110001028352 不動産情報サイトらくすむ新潟の開発・販路拡大

新潟県 有限会社いわふち写真館 7110002026876 街を元気づける写真館づくりのための店舗・スタジオ改修

新潟県 株式会社大和土地建物 8110001014344 「専門的な情報提供もできる自社ホームページの開設」

新潟県 ヤマキ食品 － 大規模インターネット広告の実施による露出度向上および売上拡大

新潟県 機能改善専門スタジオｔｈｅＲＥＦＯＲＭＥＲ － 外看板の設置による近隣住民をターゲットとした新規顧客の獲得

新潟県 有限会社野島刺繍 1110002018144 弊社知名度向上と新規取引先開拓の為のホームページ作成

新潟県 うれすじ － 小ロット・時短製造による振袖の業者向け販売ホームページの構築

新潟県
フォトスタジオクリエイト株式会社若杉写
真店

5110001016698 外壁看板の設置＆ライトアップで新規顧客獲得

新潟県 新潟美人研究所 － 新しい手法を用いた新規顧客の獲得と認知度のアップについて

新潟県 プラ・オプ合同会社 4110003004066 「調節微動測定装置」の導入による固定客の拡大と新規客の開拓

新潟県 フレッシュ梅津 － 新商品開発の為に必要な冷凍ストッカー及びフライヤー購入

新潟県 有限会社スマイルライフ 2110002026245 企業の潜在リスク回避代行サービス提供による販路開拓

新潟県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒｅｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 1110003003236 オンラインレッスンの充実・ホームページのリニューアル

新潟県 ＩＴサポーターＴｓｕｃｈｉｄａ － 自社サービスの見える化・コンテンツ化による販路拡大

新潟県 有限会社田宮建築 4110002004075 ホームページの改修・強化

新潟県 しまなみ整骨院 －
難治性症状の来院数増加に伴う、柔道整復術の施術効果の高い設備導入事
業の内装工事及

新潟県 ＩＭＴエンジニアリング株式会社 1011101068734 独自技術である陸上養殖システム「ＩＳＰＳ」の販路開拓

新潟県 東北塗装工業株式会社 8110001003520 工事原価管理のＩＴ化

新潟県 株式会社ノイデザイン建築事務所 4110001034536 長期優良住宅化リフォーム補助金制度を活用したリフォームの販促

新潟県 有限会社桐の蔵 4110002018257 「カタログリニューアルで本物の桐たんすをお届けします」

新潟県 株式会社加藤研削工業 8110001008858 新技術に対応し、企業理念、企業姿勢が伝わるパンフレットの製作

新潟県
有限会社エフ・エス・エスフラワーファーム
しろね

6110002010047 直販強化のＢｔｏＣ通販システム・商品開発及びＢｔｏＢ販路開拓

新潟県 株式会社まる五建商 5110001014702 デジタルを活用した提案型営業のコンテンツ作成

新潟県 株式会社大竹モールド工業 9110001033764 最新型油圧機械導入による、砂型の精緻化・複雑化の実現
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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２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 えんたけ芸能社・行政書士事務所 － 動画配信等を使った相続・終活コンサルティング事業の販路開拓

新潟県 アイラッシュサロンＲｉａｎｔ － 歯科医療提携で一都市一店舗のみ認可の歯のセルフホワイトニング

新潟県 有限会社コスモ・スミス 3110002017094 ブランドのイメージアップを図り海外での販路拡大

新潟県 有限会社土屋ベニヤ 1110002008145 倉庫の広さを活かした生産性向上とトイレ・住宅設備機器の販路開拓

新潟県 アイビーリサーチ株式会社 9110002020167 自動オンライン講座による新規開拓と既存深堀

新潟県 吉原写真館 － 写真台紙内製化事業による全国販路拡大プロジェクト

新潟県 ｅｎｓｕｉ（えんすい） － ウェブサイトのクオリティー向上による集客力向上と売上の増進

新潟県 株式会社サンファーム泉 5110001012367 「新しい生活様式」対応の販路開拓と宣伝活動で売上増進

新潟県 株式会社ツボエ 8110001016092 ホームページを利用した新製品の販売促進

新潟県 株式会社新武 8110001015854 作業動線の改善を目的とした作業台・工具の導入

新潟県 有限会社小林研磨工業 9110002017072 樹脂研磨技術をＰＲして販路拡大

新潟県 有限会社三共化研 9110002019325 アルマイト用整流器更新による生産性の向上

新潟県 株式会社山内組 7110001015351 住宅雑誌掲載と住宅会社紹介業者利用による販路開拓

新潟県 有限会社宮幸酒店 8110002026082 ＨＰ、ＥＣサイト開設による県外顧客の獲得

新潟県 レジェルテ － 真空パックのおいしいもつ煮で販路開拓

新潟県 Ｙｕ－ｈａｉｒ － メニューの高付加価値による客単価向上の取組み

新潟県 古時家 － 撮影環境と販売チャンネルの整備による中古家具のネット販売拡大

新潟県 株式会社藤原商店 5110001016293 海外展開の拡大に伴う物流体制の強化のための設備導入

新潟県 株式会社Ｏ・Ｓ 5110001016863 既存事業（ＢｔｏＢ）および新規事業（ＢｔｏＣ）のＰＲのためのＨＰの開設

新潟県 ＣＳプロデュース株式会社 6110001034518 ３Ｄプリンタ導入による新製品の開発及び新規顧客の獲得

新潟県 有限会社広一化学工業 1110002019860 サンドブラスト機導入による事業強化

新潟県 Ｂｅａｕｔｙ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎひーりん － ネイルチップのネット販路開拓

新潟県 魅Ｌｉｆｅ － ＨＰリニューアルによる集客率のアップとリピート顧客づくり

新潟県 株式会社開聞興業 9110001001036 ホームページ作成とＷＥＢ広告活用による自社ブランドの構築

新潟県 まんぷくログ勇 － 電光掲示板設置によるテイクアウトメニュー周知の強化

新潟県 有限会社野崎製作所 6110002019864 内製化による園芸用品の受注拡大

新潟県 日野浦製作所 － 出張研磨・溶接用の設備導入による販路拡大

新潟県 サイクルショップコバヤシ － フィッティングスマートバイクの試乗車とモニター導入・販路開拓

新潟県 山徳自研工業所 － 屋外排風装置の導入で作業環境の改善と生産性向上を実現

新潟県 株式会社ＪｏｉｅＳｏｕｒｉｒｅ 2110001029851 ホームページリニューアルによるスクール生徒獲得強化事業

新潟県 株式会社カラークリエイト 3110001028159 集客力強化のためのホームページリニューアル

新潟県 鎚起銅器職人大橋保隆 － ホームページ改修による業務の効率化および新規顧客の開拓

新潟県 美容室きらら － 看板のリニューアルによる自店舗の周知力強化

新潟県 ｓｐｉｃｅ － ホームページでの新規開拓と炭酸水シャワーでのリピート率向上

新潟県 株式会社ＤｅａｒＳｔａｆｆ 2110001029744 ホームページリニューアルにより企業信用度アップと事業拡大
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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２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 やなはら針灸整骨院 － 認知度向上のための広報活動

新潟県 有限会社綾子舞本舗タカハシ 8110002020184 和モダンスイーツ専門店開業に関わる魅せる「和カフェ」の提供

新潟県 Ａｍｏｕｒ美容室 － ３０ｔｈ感謝祭及び新規客に向けての宣伝

新潟県 株式会社給材 6110001001674 米粉カレーパンの販路開拓

新潟県 ＨａｉｒＭａｋｅｕｐＫｅｉＳａｔｏｈ － 「オンライン教室」と「ＭＹ　ＦＡＣＥ」プロジェクトによる新規顧客の拡大

新潟県 有限会社新柳本店 9110002015175 商品陳列の改善と広告チラシの配布による販路開拓

新潟県 ＣａｆｅｄｕＬａｉｔｉｅｒ － テイクアウトやイベント販売用新メニュー開発と新規客層の獲得

新潟県 カーテック － ジープ、プジョーユーザーをターゲットとした新車中古車受注の増加計画

新潟県 株式会社ＶＩＢＬｉＳＳ 9110001034507 ホームページ内３店舗一元管理と美容のトータルプロデュース

新潟県 ヘアースタジオ拓人 － 「シルバー世代に求められる店舗づくりによる高齢者からの売上拡大」

新潟県 吉川米穀 － キャラクターを活用したＳＮＳによるお米の魅力発信

新潟県 有限会社鶴屋いろは堂 4110002002145
ボンド薬局のブランディング近隣顧客に対する認知度向上に向けたブランディ
ングの周知

新潟県 株式会社英國屋 1110001022353 老舗洋食屋の真空包装機を使用したテイクアウトメニュー開発

新潟県 ＧＲＯＷＲＥＮＣＥ　ＣＡＦＥ － コロナショックで高まるパン需要に向けて新商品の開発と設備導入

新潟県 株式会社アレーズ 8110001032973 自然住宅の良さを伝える「商談スペース整備」と「新規開拓活動」

新潟県 有限会社鈴屋 2110002017260 自社ブランド「レナトス」の寝具類の新製品開発と販路開拓

新潟県 有限会社魚清 6110002018734 お客様来店回復向けた洋式トイレの設置と社内環境衛生の改善

新潟県 株式会社時代の家　ｎｉｉｇａｔａ 5110001008968 地元市民への災害時電力の供給

新潟県 ＣＡＳＵＡＬＤＩＮＩＮＧＥＵＣａｆｅ － 新規顧客獲得に向けた新商品開発と店舗の魅力拡大事業

新潟県 有限会社三陽モータース 5110002002895 新サービス、既存事業の周知に必要な自社ホームページの製作

新潟県 吉野黒板製作所 － 時代に合わせた黒板管理

新潟県 有限会社なかよしミート 3110002028678 めざせ全国へ！長岡の新名物！

新潟県 マギーアマドレーヌ － 月額会員制　インターネットカフェの開業

新潟県 有限会社小菅自動車販売 7110002002398 ＷＥＢシステムを利用したユーザーの開拓及びサービスの強化

新潟県 神田農園 － 関東圏での新聞折込広告を活用した当社ブランド米の売上増進計画

新潟県 豊島園芸 － ホームページ作成で、売上げ！知名度！増進計画！！

新潟県 コジマタイヤ工業株式会社 3110001014084 新規顧客獲得の環境づくりのための設備投資及び作業効率アップ

新潟県 有限会社樋口水道 3110002025790 家屋解体工事に伴う、簡単に取付ができる水栓の新商品開発と直販

新潟県 ＡＵＲＡ　ＰＲＯ － 新潟初、男性も通える総合ケアサロンのホームページ作成

新潟県 Ｇｉｆｔａｔｉｏｎ株式会社 5110001033941 完全非対面で安心して学べるオンライン英会話スクール事業

新潟県 Ｂｌｉｎｋｔｈｅｓｏｌｅｓｔｙｌｅ － ホームページ作成と折込チラシの連動による新規集客

新潟県 株式会社ウスイ 3110001001396 オードブル販売開始の告知

新潟県 ムーア株式会社 8110001032726 ランディングページ作成＋インターネット広告＋販促ツール

新潟県 有限会社ワークス 7110002007059 音楽スタジオ増設によるお客様同士の交流の場づくり

新潟県 合同会社ひなた 8110003004178 発達障害者専門の保険相談窓口の設置
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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２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 有限会社小室建設 1110002027624 新型コロナ対策機械換気量測定サービスによる新規開拓事業

新潟県 有限会社竹内兄弟板金 1110002017352 ＷＥＢ広告と屋外広告看板による認知度向上と販売促進

新潟県 中国菜館萬福 － 料理提供の効率化に合わせた販路開拓

新潟県 株式会社アグリスペース 9110001033129 高付加価値米調製のための乾燥調製設備の導入と販路開拓

新潟県 株式会社さゝ川 9110001017321 売上の柱とするテイクアウト商品の衛生管理及び調理効率の改善

新潟県 マリープラチーヌ株式会社 9110001010573 新商品販売に伴う、新規市場への販路開拓と広報

新潟県 株式会社当世館 5110001003465 飛沫感染防止対策対応シートと製品の販路拡大

新潟県 有限会社ケーアールフードサービス 6110002027470 新商品開発および真空機入れ替えによる生産性向上と販路拡大

新潟県 株式会社Ｇ－ＲＥＸ 5110001010156 新規顧客獲得と新卒採用に向けた情報発信のホームページの構築

新潟県 株式会社フローラル・一花 6110001003919
既存店舗改装による来店客増加および全国向けオンラインショップの強化・充
実

新潟県
自家製ハムソーセージ専門店　メッツゲラ
イ　テラ

－ ハムソーセージ屋さんのホットドック等テイクアウト販売促進計画

新潟県 癒しの総合空間　森の家。 － 音響振動機器を活用したタッチレス・マタニティ整体の販路拡大

新潟県 有限会社笹川餅屋 1110002002800 自宅用笹団子手作りキットとお土産用冷凍笹団子の開発・販路開拓

新潟県 キックボクシングアルンジム － 予約制パーソナルトレーニング会員の新規開拓

新潟県 有限会社前田屋 1110002029133 新潟県の美味しい地酒を全国にＰＲし販路拡大

新潟県 株式会社越後みそ西 8110001017719 ミレニアル世代へ向けた老舗味噌蔵の新たな顧客取り込み事業

新潟県 あさの接骨院 － 総合マーケットプレイス「ツクツク！！」を活用した販路開拓

新潟県 ハピネス － 店内衛生対策強化とチラシ等を活用した販路開拓事業

新潟県 ｅｎ　ｐｅｕ － ナノ炭酸水シャワー導入による客単価アップと新規客獲得

新潟県 株式会社ＷｉｔｈＹｏｕ 5110001030798 法人理念の発信によるＷｉｔｈＹｏｕイズムのブランド化事業

新潟県 有限会社エクボ 8110002027015 ミラーロイド（ヘアスタイル等のシミュレーションミラー）の導入

新潟県 株式会社リバースジャパン 6110001009684 パッケージデザインのリニューアルによる一般家庭向け販路拡大

新潟県 有限会社大谷 6110002032116 小千谷縮、小千谷紬を洋服にする「着物リメイク」の見本の製作

新潟県 株式会社カードレス 6110001029427 蜜を無くす店舗改装・作業効率化・集客力ＵＰ！

新潟県 ウイング － レディースデーの実施による女性客からも愛される店づくり

新潟県 ＬＩＶＥ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － 遺品整理事業ＰＲによる販路開拓

新潟県 ＴＭプランニング － フルリノベーション施工販売の販売促進向けのメディアサイト制作

新潟県 株式会社山崎建築店 3110001005629 「コロナ禍での新スタイルの営業活動に向けたホームページのリューアル」

新潟県 焼肉ひゃら － 居心地向上とこだわりのワインを提供できる店づくり

新潟県 ＲｉｃｈＢａｃｋ合同会社 6110003003586 オリジナルお見舞い専用フラワーギフトの販路開拓

新潟県 北越融雪株式会社 3110001021238 太陽光発電と蓄電池設置の販路開拓

新潟県 有限会社三浦電気 6110002029252 地下水熱を利用したヒートポンプ設備のＰＲ・販路開拓

新潟県 株式会社石崎鉄工所 7110001001236 ＨＰ・ＳＮＳによる加工技術、新商品開発の発信、販路開拓。

新潟県 クルテク － 知恵を育む輸入木製おもちゃの全国普及に向けたネットショップ整備

新潟県 ハシゴデザイン － 紙媒体からウェブサイトへの誘導型集客システムの構築
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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２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 木村塗装株式会社 3110001001660 個人住宅塗装への販路拡大のためＷＥＢサイトを構築

新潟県 株式会社ハマ総合企画 4110001004646 ウェブとパンフのダブルで攻める収益物件に特化した販路開拓作戦

新潟県 ＤＯＵＢＬＥＭ － 新規顧客獲得及びヘアケア商品販促のためのＨＰ制作＆チラシ配布

新潟県 デザイン＆Ｗｅｂ　のこのこワークス － 設備導入・福祉と連携で商品開発！効率・品質・認知度ＵＰ事業

新潟県 新潟県央工機株式会社 3110001033027 商品紹介における３６０度ビューアーの導入と販売力向上

新潟県 有限会社魚河岸 8110002020283 除菌・加湿対応空調設備の導入による店舗空気循環システムの構築

新潟県 四季の料理　彩花 － 利用客向けトイレの改装

新潟県 おんがく室 － 感染症拡大防止の為の衛生管理を意識した音楽教室

新潟県 株式会社大湊文吉商店 1110001015159 ＥＣサイト新規開設による販路拡大事業

新潟県 Ｌ’ＨＥＲＭＩＴＥ　ＢＬＥＵ － 対面型サービスに依存しない、非対面型の売上の確立

新潟県 有限会社かつぼ屋 4110002016970 自社の魅力の発信の伴う、新たな顧客獲得に向けた事業

新潟県 ラ　ファミーユ　スユクル － ３６０度バラで囲む駐車場のガーデン新設工事

新潟県 株式会社ＳＵＰＥＲ　ＦＵＴＵＲＥ 3110001034784 オールニイガタ・フードロス削減プラットフォームの開発・運営

新潟県 有限会社五十嵐本店 8110002022247 「越後バナ～ナ」とジェラートの開発・販路拡大

新潟県 株式会社ＰＣ　ＳＵＰＰＯＲＴ 7110001012316 サーバー契約のオンライン化及び広告

新潟県 株式会社グローアップ 4110001034635 ホームページで、授業内容やサービスの強みを周知する事業

新潟県 旬庭 － テイクアウト商品の充実で、客単価を上げ売上を維持する。

新潟県 からだ導場Ｌａｕｇｈ整骨院きよし屋 － 動画配信設備拡充による周知力向上と、セミナーによる啓蒙

新潟県 株式会社中村 2110001017344 好評であるこだわりの自家製メニューを活かしたカフェ事業の拡大

新潟県 ワンワード － 音楽制作、映像製作の設備拡充による非対面型受注実現と新規開拓

新潟県 Ｓｔｅｍ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｉｍａ － 個人客向け「レンタル写真撮影スタジオ事業」の立ち上げ

富山県 藍菜坊 － アフターコロナをにらんだ安心な店舗づくりと視認性の向上事業

富山県 ｍａｔｅｒｉａ － 体験施設『森のこどもえんトキノイロ』による販路開拓事業

富山県 ｂｒｉｌｌｉａｎｔ（ブリリアント） － 黒部の特選地産品で作ったハーバリウムで地域を元気にする事業

富山県 オートガレージコネクション － 黒部市唯一の輸入車販売プロ店のリフト購入による販路開拓事業！

富山県 めん処　まるぜん － ウイルス対策の換気ための換気扇設置とそれに伴う網戸の設置事業

富山県 ＡＭＯＵＲａｒｏｍａ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ －
モデル店舗へのアロマ設置導入、アロマ事業用ＨＰ、リーフレットを軸に新規ビ
ジネスの

富山県 Ｒｉｃｈｅｒ　ｈａｉｒｃａｒｅ＆ｈｅａｄｓｐａ － 「チラシ→ＨＰ連動、サービス効率化による集客力向上事業」

富山県 上野畳店 － 競争力ある価格での和紙表縁なし畳の一般顧客へのチラシ提案

富山県 ＨＯＲＩＺＯＮ － 会員向け客室の新設による収益拡大と潜在移住者創出事業

富山県 考えるパンＫＯＰＰＥ － バン製造の効率化と衛生・保管の充実、イートインの快適化

富山県 本家かまどや野村店 － 自動精米機とラベル印刷機の導入による生産性の向上と販路開拓

富山県 だらだら屋ファクトリー － 子育てママ向けオリジナルグッズ制作の販路拡大と売上向上計画

富山県 株式会社アンスイ 6230001006141 工事価格と新商品を明確にしたチラシ製作による新規顧客開拓

富山県 大庭工業株式会社 2230001009791 自社技術情報の整理によるＷＥＢを通じた情報発信体制の構築
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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２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

富山県 ガンディ － 新カレー料理の浸透及びテイクアウトを意識した販売戦略の推進

富山県 千庭物語グループ株式会社 1230001017366 モデルガーデンに使用するオリジナルガーデンファニチャーの制作・展示販売

富山県 長守寛之建築設計事務所 － Ａｆｔｅｒコロナ・ｗｉｔｈコロナに向けたＨＰの刷新

富山県 株式会社吉田印刷所 6230001008443 インターネット環境整備による超小ロット超短納期・超小数出版システム構築

富山県 ラフォルマ・アピス － スマートフォンに対応したＨＰ改良とネットによる集客計画

富山県 株式会社マイハラ 9230001012558 抗菌クッション畳「ソフトコ＋」の販売とリフォーム事業の拡大

富山県 杉政貿易株式会社 1230001001329 建機出し入れ窓口を増やして業務効率を上げるための電動シャッターの設置

富山県 合同会社ｆ５ 4230003001456 障がい者グループホーム運営の一般客も利用可能なカフェへの改装

富山県 株式会社Ｈ３ 7230001017328 生活者目線の安心サポートサービスにおけるサービス品質可視化事業

富山県 株式会社太陽堂 5230001012462 くつろぎ空間でのコンサルティングサービス提供力の強化事業

富山県 クラシックス － 直輸入クラフト商品の卸売り事業展開による売り上げ増強計画

富山県 株式会社ヨモギ沢屋 9230001007921 オンライン受注のためのＷｅｂサイトの制作と営業資料の作成

富山県 道端知沙 － 製作風景の見える工房でのやさしく、美しく、温かい陶磁器販路開拓

富山県 株式会社石浦家具製作所 7230001017518 １／５スケール模型事業の周知及び顧客開拓のためのサロン開設

富山県 食楽酒場カスク － 店内のリフレッシュによる新しい環境づくり

富山県 有限会社アサヒヤ 1230002010568 色落ち防止・汗臭軽減の独自のエコ洗剤でクリーニングをＰＲ

富山県 株式会社寿文 9230001016699 新名物「うなぎ」を活用した“持ち帰り・ネット販売”の販売拡大

富山県 有限会社武伸工業 8230002008325 継続的な情報発信と作業環境整備によるイメージアップ事業

富山県 株式会社ヨシエスポーツ 1230001011138 感染対策整備とニーズを捉えた機械導入によるバスケの魅力発信

富山県 スガタ防犯設備 － 電気工事作業効率化による防犯設備・電気設備一括受注の実現

富山県 有限会社オークラシャッター工業 6230002012782 ＨＰ上で気軽に自社診断！つながり創造ＨＰ導入・情報発信事業

富山県 株式会社河島建具 4230002009236 多言語対応ＥＣサイト構築により、中国・欧州への販路拡大事業

富山県 菓子処あん － 菓子製造技術の生産性向上による「おもてなしサービス」強化事業

富山県 株式会社ハートグリーン富山 4230001015549 緊急災害用備蓄薪運用

富山県 株式会社インテリアヨシダ 9230001000265 営業強化と人材確保につなげる当社ブランディング活動の実施

富山県 Ｃｏｔｔｏｎｃｕｐ － フラワーアレンジ教室開校でブランド化と売り上げ拡大

富山県 京きものしおん － 若年層を獲得するためのホームページのリニューアルと看板製作

富山県 ＳＨＯＷＨＡ － 一般ユーザーに繊細な解体技術とプランニングをＨＰで発信する

富山県 北陸道路標識株式会社 4230001010921 感情＋理論が人を動かす！ＨＰに「感情・理論」拡充。集客事業

富山県 株式会社坪川昆布 6230001007833 工場従業員の作業動線の改善による業務効率化、生産性向上計画

富山県 有限会社毛利電工舎 4230002009079 成長分野に向けたＢｔｏＢ新規顧客開拓事業

富山県 株式会社ハリタ冷蔵 2230001007176 通販の顧客管理システムの導入

富山県 株式会社ハマデン 5230001003726 地域の更なるお役に立てる企業を目指す！お助け隊事業の確立

富山県 有限会社エーアン・ティ 7230002006098 高齢者向け住宅の入居募集・介護人材確保に向けたＨＰ開設事業

富山県 サクドウプラン行政書士事務所 － 空き家・相続手続きにおける相談窓口の強化
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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２回受付締切分）
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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

富山県 ＯＭＡ保険事務所 － ＯＭＡ保険の「相続・事業承継の窓口」をＳＮＳとＷＥＢサイトでの広報強化

富山県 Ｓｈｕ－Ｒａｄｉａｎｔ － プラズマ美容機器「リブセラ」の導入による新サービスの展開

富山県 有限会社甲瓦工業 8230002009240 瓦の優位性と当社技術力を発信するホームページ作成

富山県 合同会社葉月 8230003001411 金屋町・高岡銅器を感じられる『民家ホテル「金ノ三寸」』の誘客促進事業

富山県 合同会社未来アセット研究所 3230003000938 飲用水源の二重化による水道料金定額化と災害対応

富山県 炭火串焼　雅楽多 － ～店舗存続を賭けた過去にない宅配　持帰りサービスの追及～

富山県 ＨＡＩＲどれっしんぐ － 店内バリアフリー化による高齢者、身障者顧客の新規開拓

石川県 株式会社セイタロウデザイン金沢 4220001019303 空き物件の収益化や魅力を提案するＨＰ「（仮）金沢空想店舗」

石川県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｔｏｇｏ（サロンドトーゴ） － ハイセンスな外壁と周辺街並みと調和のとれた景観づくり

石川県 株式会社アトラス 7220001013831 除菌液販売事業の売り上げ拡大に向けた販売促進

石川県 株式会社相上漆器工房 1220001016468 店舗改装によるブランドイメージ確立事業

石川県 いまよし － 追加設備の導入による新規メニューの開発と看板・幟旗による販促

石川県 ＣｕｔＨｏｕｓｅＯＤＡ － システムトリートメント導入による新規顧客獲得と顧客満足度向上

石川県 有限会社夢華 8220002014167 呉服店の強みとネットワークを生かした記念写真サービス事業

石川県 株式会社ふらん・どーる 1220001020230 新しいバースデーケーキ開発と提供までの時間短縮による販路開拓

石川県 株式会社コムレイド 9220001012006 強力除菌液「次亜塩素酸水」を利用した安全安心なイベント事業の提供

石川県 株式会社橋本幸作漆器店 3220001017043 新ブランド商品の販売促進のためのカタログ制作、配布事業

石川県 株式会社みやもと不動産 4220001020855 ホームページのリニューアルによるネットの強化と営業の効率化

石川県 西本接骨院 － トータルサポートケアによる販路拡大の為の看板・ＨＰ作成・改装

石川県 株式会社インテトラス 8220001022220 未来が広がる！拡張性の高いロボット教材キットの製造

石川県 金沢電子出版株式会社 3220001009635 ｅラーニングによる教員免状更新事業の販路開拓

石川県 株式会社ＭｉｒａｉｅＣｏｍｐａｎｙ 6220001021918 住宅会社紹介事業の接客オンライン化と富山支店出店の広報活動

石川県 千代野建設株式会社 5220001008742 オンライン見学会と新型コロナ対策をＭＩＸしたホームページ作成

石川県 株式会社あ～と北陸 9220001021997 『壁紙（クロス）メイク』特許施行技術取得・初期機材費用

石川県 スタジオエマネム － 新店舗の発信力強化を狙うホームページの改良

石川県 株式会社すゞらん 9220001003590 自社ホームページと新規販促ツールの連動による販売促進

石川県 朝漁れ一番哲 － 高齢者にも対応したお店づくりで地元新規客を取り込む事業

石川県 株式会社ＳｕｎＣｒａｇｅ 2220001021087 ホームページを活用し他社との差別化を行い新規顧客の獲得

石川県 中橋農園 － 作業効率の向上と供給量増加を目指した草刈機の導入

石川県 スマイルリング － 快適なエステルームの環境整備とホームケア販売によるＣＳの向上

石川県 Ｋ．Ｇｒｅｅｎ － 新型コロナウイルス感染防止の為の密空間改善とウイルス除去

石川県 アクトプラン － 「既存部門＋α新分野における販路拡大」

石川県 有限会社みやな賀 9220002009455 オリジナルケーキをホームページの刷新により周知する

石川県 整理収納アドバイザー田中由美子 － 顧客の新規開拓のため、ホームページをリニューアル制作する

石川県 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｗｏｏｄ　Ｄｉｎｉｎｇ 1220001022276 イタリア人も認めた石窯で焼くピッツァで地域経済活性化に貢献！
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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２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 有限会社とくもと 7220002009283 当店のみ販売している限定酒のＰＲ・宅配事業による販路開拓。

石川県 長谷川株式会社 3220001005304 お墓・埋葬のプロによる「直葬」。認知度向上による販路開拓。

石川県 合同会社ＨＡＴＡＧＯ 5220003002677 ■コンシェルジュのメディア化

石川県 株式会社揚げ浜 9220001019918 店舗改装による新たな顧客拡大及びＰＲ強化

石川県 イーストビレッジ株式会社 6220001021884 ・飲食店において清掃サービスのトータルメンテナンス

石川県 ｔｈｅ　Ｈａｉｒ － 五感にアプローチし、体の中からも癒されるヘアサロンを実現

石川県 株式会社パインズカンパニー 2220001018744 インターネット販売での販売強化プロモーション

石川県 有限会社みなと石材 4220002006820 墓地および墓石の販売促進事業

石川県 ＵＲＵＳＨＩひとしずく － ・工房の改修と朝市店舗の改装

石川県 三井時計店 － 高齢者むけ眼鏡の短納期化を実現し、新規顧客を獲得する事業

石川県 さくら動物クリニック － 動物用ＩＣＵの導入により選ばれる動物病院へ

石川県 ワイン食堂オッチョ － コロナ禍の中で人目を引く存在になるための新看板の設置

石川県 制服リユース　リクル － 制服リメイクバックのオーダーメイドシステム開発・導入事業

石川県 有限会社堀田熔接工業所 7220002005274 町工場の高い技術力。「組立式鉄製階段」の展開・販路開拓。

石川県 株式会社大杉屋 7220003000836 老舗寝具店が行う体に合う寝具選びができる広告配布でエリア拡大

石川県 谷川醸造株式会社 2220001016541 工場内のユニバーサルデザイン計画

石川県 ＴＡＢＩＴＡＩＫＥＮネット － 金沢・いしかわの「自然体感！」ツアーを世界へ発信

石川県 アルテックス株式会社 6220001000888 ＪＡの石川かほく、すずし、の新規取引メガネ　補聴器　販売作戦

石川県 山工株式会社 7220001021116 一般個人向けの足場資材のレンタル事業

石川県 株式会社デライトワン 3220001022539 こだわりのつくねを自宅で楽しむ！テイクアウトメニューの開発

石川県 有限会社つるや 7220002009250 安くてきれいなお宿つるやのリニューアルと情報発信による販路開拓

石川県 有限会社剛配管設備工業 9220002010124 地域密着！配管トラブル未然防止プロジェクトによる売上向上

石川県 ヘアーディレクションディクシー － 高機能空気清浄器の店舗内設置と貸出しによる宣伝効果

石川県 遊漁船金栄丸 － 漁港の看板設置と自社サイト改良による発信強化と新規顧客獲得

石川県 川上商店 － 自社制作カタログにて顧客に直接販売

石川県 サンド専門店ＭＡＭＡ － ホームページ作成による販売促進・発信力の強化

石川県 関節リハビリルームだいち接骨院 － 肩の専門家イチ押しのラジオ波！柔軟な宣伝戦略による顧客獲得

石川県 加賀写真館 － 写真を飾ろうプロジェクトによる子育て世帯集客と付加価値向上

石川県 ＴｒａｎｓｉｔＢｅａｎｓ － 「コロナウイルスに打ち勝つ自家焙煎珈琲の販路開拓及び強化」

石川県 有限会社長池製菓 3220002010971 店舗の認知度向上と集客を目的とした看板の設置とブランドイメージの強化

石川県 株式会社三輪 6220001012470 ハコバックの改良による高級ラインの作成

石川県 ＦＰ酒田　佳幸 － シングルマザーを対象とした豊かな生活提案事業

石川県 株式会社尚古堂 5220001016522 社屋環境向上化

石川県 足健道　さと　足ツボ療術院 － 著書累計１００万部突破のための販路開拓

石川県 株式会社野菜古民家 7220001022411 カフェタイムの集客力向上による地域コミュニティづくりの促進
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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２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 代田蒔絵工房 － 代田蒔絵工房の技術紹介並びに販路開拓

石川県 社会保険労務士　山田事務所 － 新たな採用支援事業に伴うセミナー・相談会とＷｅｂによる販売促進

石川県 布花のアトリエＮａｎａ　ｆｌｏｗｅｒ － ＰＲ効果で地域貢献！金沢箔アクセサリーの開発と販路開拓

石川県 美容室Ｋａｗａ － 増毛サービスの体制確立による他店との差別化

石川県 Ｈｏｌｍ　ｈａｉｒ － お洒落な外観・外構整備で来たくなるお店構えの整備

石川県 中華料理アサヒ軒 － 地元で愛されるラーメンを観光客に向けて発信！

石川県 アライヘアサロン － 外壁のおしゃれ感のアップと入りやすい店舗景観整備

石川県 株式会社ＣＨＥＲＣＨＥＲ 5220001022842 ・新たな顧客層へ認知度向上、新規顧客・リピート率アップを目指す

石川県 株式会社メルカート 6220001020300 動画で集客＆オゾンの効果でウイルス除菌対策強化

石川県 立野千重 － 新商品開発　リラクシング　ホームランジェリーをオンライン販売

石川県 株式会社こはく 4220001022240 将来のプロモーションとオリジナル商品の企画・販売事業

石川県 ビストロ風 － バリアフリー化で清潔感漂う快適なトイレ空間整備

長野県 来来亭　飯田店 － 新型コロナでの外出自粛に対する収束後の増客

長野県 坪井行政書士事務所 － 既存ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得

長野県 レストランくんくん － テイクアウト用新商品開発と生産能力アップによる売上高増強

長野県 有限会社ヤマロク 5100002022036 リフォーム・肥料・農薬事業推進に伴う販路開拓

長野県 株式会社コトブキファームデポ 9100001032321 販路拡大のための集客施設整備

長野県 マーメイズヘア － コロナに勝つ！美容師の負担を軽減！空き時間で新サービス提供！

長野県 細田事務所 － 農地法のプロの強みを活かした農業情報の提供により新規顧客獲得

長野県 有限会社新﨑酒店 9100002008460 美味しい日本酒をお客様に届けたい！徹底冷蔵庫管理！

長野県 ＳＮＫバイオ株式会社 5100001027382 新規フィルター製品の開発とＷＥＢ会議システムの導入

長野県 わけしめ亭 － 愛煙顧客にも女性やファミリー層にも喜ばれる店づくり

長野県 株式会社公害技術センター 3100001000936 ウェブサイトによる民間（一般）、新規、県外顧客受注の強化

長野県 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｍｅｍｏｒｙ合同会社 3100003005462 小売店向け、販売促進用、自社商品オリジナルホームページ作成

長野県 カワノホトリＣＡＦＥ － ケーキテイクアウト販売の販路開拓、新しい生活様式への対応

長野県 株式会社よろず家 1100001031702 「機械浴」導入による利用者満足の向上、新たな商圏確保

長野県 間島佳代子ポピュラー・ジャズピアノ教室 － キッズピアノレッスン及びオンラインレッスン

長野県 プリズムシーオー －
美容師の力でシニア世代、高齢者の心のケアに取り組みリピート率アップにつ
なげる

長野県 バート・ジャパン － 新規顧客獲得へ向けたプロモーション活動

長野県 有限会社星野屋 5100002038602 南信州ナポレンバーガーの商品化で遠山郷地区の地域活性化

長野県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｌｏｕｎｇｅ － インターネット通販サイトの全面リニューアル・商品詳細動画の新規導入

長野県 エーピーエヌ株式会社 5100001018778 顧客アンケートから開発した「揺らぐＬＥＤ照明」の販路拡大事業

長野県 開智学園 － 折込チラシ、ネット広告による生徒募集

長野県 野口建設株式会社 1100001017346 自社ホームページ作成による住宅環境向上ＰＲ事業

長野県 善光寺屋酒店 － ワインの売り場充実と拡売の為の棚とワインセラーの設置
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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２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 ＴＨＥＰＵＰＰＥＺ（ザ・パペッツ） － 全国に笑顔を届ける！ホームページ新設による全国への販路開拓

長野県 ペンションマウンテンパパ － 洗面所改修工事に伴う新規顧客獲得と負のイメージの解消

長野県 株式会社ナガノコネクタ 7100001018553 ベリリウムの加工技術を「見える化」して新規取引先を開拓

長野県 蕎　友月 － 生そばのテイクアウト及びインターネット販売で地域活性化に貢献

長野県 ミツワファシリティーズ合同会社 7100003005558 情報システム導入により業務効率改善と清掃費の低価格化を実現

長野県 ライフマルシェ － 印象に残る肖像写真の専門サービスをＷｅｂで訴求し販路拡大

長野県 マーランド － お客様の満足度向上のための店づくりによる販路開拓

長野県 ＥＹＥメガネ － ＤＭ・ポスティング・Ｇｏｏｇｌｅによる新規・既存顧客の集客

長野県 有限会社ジョイフルいとう 8100002032858 いつでもどこからでも気軽に何でも相談できる贈答品店へ

長野県 株式会社ユー・ピー・コーポレート 7100001010386
ホームページ（会社案内、オンラインショップ）のリニューアルによる売り上げ・
販路の

長野県 整体院　Ｗｉｎｇ － ニーズの少なかった若年層の顧客獲得と新規開拓の取り組み

長野県 つづく株式会社 4100001030313 コロナ対策！濃厚接触回避＆衛生的に相談できる店舗の実現

長野県 健菜樂食Ｚｅｎ － 大町の豊かな自然と食を融合した体験型健康料理の店舗へ

長野県 ナトリウム合同会社 2100003005439 建築×ウェブ　異業種コラボによる店舗開設で新規顧客開拓

長野県 山の瀧澤建設 － 自社全力宣伝！多世代のお客様へ信州伝統工法の神髄を提供！

長野県 株式会社フル里農産加工 5100001027143 ＷＥＢ技術を活用したヘーゼルナッツ関連商品ブランディング強化

長野県 一會建築株式会社 6100001031301 ホームページ作成によるリフォーム事業の認知強化と販路拡大

長野県 ＧＯＴＯＣＨＩ － 店舗の壁を窓に変えて空気を循環させるコロナ感染予防の事業

長野県 こんどう接骨院 － 育児を頑張るママを応援！託児付き整体院の新規顧客開拓

長野県 有限会社小諸パーツセンター 8100002012397 外看板設置・チラシ配布による個人顧客の獲得

長野県 ＯａｋＬｅａｆ － 「コロナ」「増税」「大型モール」重なる逆風に勝つ販路開拓ＷＥＢ戦略

長野県 食彩や旬 － ホームページとＤＭ制作によるアプローチで新規客を獲得する事業

長野県 株式会社グッドグラス 6330001018234 日本茶カフェと畳をコラボレーションさせたＷＥＢ制作で販路開拓

長野県 合同会社ＰＰＣジャパン 4011803001295 コーヒー豆保管方法と展示方法の改善による売上げアップ。

長野県 株式会社ヤジマ 7100001010361 ジュエリーリフォーム市場拡大による売上改善事業

長野県 中央薬局 － 認知度アップと顧客獲得のための告知宣伝強化事業

長野県 パティスリートレゾア － 美味しい国産小麦食パンの開発とパンフレットによる生産性向上

長野県 有限会社丸千 3100002004845 問屋向けホームページの作成とブログによる新規取引先の開拓

長野県 株式会社昇建 5100001020263 『エクステリア×マイホーム』！安心で笑顔をいただける家造り

長野県 有限会社竹葉亭 7100002009469 若女将が展開する新しい和食会席「竹葉亭」

長野県 有限会社フキドウ 8100002031711 新規顧客獲得と定着に向けた販促事業

長野県 ＰａｓｓｏＨａｉｒ － フルフラットシャンプー台の導入による新しい施術提供と集客増加

長野県 緑川自動車 － 作業効率化のための調色管理測色システムの導入

長野県 株式会社アルファネット 6100002019147 非接触型クリニック経営システムの導入拡大するための販路開拓

長野県 堀本写真館 － 視覚や聴覚に訴える映像商品の開発と販売定着化事業
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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２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 松代象山店しんこきゅう（心幸食） － ランニングコスト削減のため都市ガスへ変換、安定経営作りへ

長野県 有限会社細澤建設 9100002004583 新たな会社案内の作成・販路開拓

長野県 ボスコ株式会社 5100001010181 ホームページのリニューアルによる不動産相続関連の新規顧客開拓

長野県 アール＆シー － ＨＰとアプリ導入による売上増加計画

長野県 ＴｒａｔｔｏｒｉａＶｉｅｎｉＶｉｅｎｉ － 新ドリンクメニュー開発による客単価アップと新規顧客獲得

長野県 蘭峰屋倶楽部（ランプヤクラブ） － カクテル作りの演出、品質、生産性向上の為の設備、ツールの導入

長野県 仕出し・惣菜はつ花 － 集客力を上げる為の出入り口の改装・仕事の効率化

長野県 株式会社ともとくつ 8100001032990 既成靴の適合調整とメンテナンスサービスによる販路開拓

長野県 株式会社Ｙ建築設計 2100001016735 看板の設置による認知度向上と店内内装整備によるイメージアップ

長野県 ゲストハウス蔵 － ｗｉｔｈコロナ・アフターコロナの観光を見据えた国内客層開拓事業

長野県 味さい － 地域Ｎｏ．１の「おもてなし」をする宴席会場を目指します

長野県 大牧酒店 － 新たな生活様式に対応した個人客需要の取込みと顧客情報整備

長野県 有限会社大野商店 6100002035994 高機能カーテンの販売促進及びギャッベ展開催による新規顧客獲得

長野県 株式会社ｓｍａｒｔ 2100001032864 新規顧客獲得のための広告宣伝

長野県 大澤建築店 － セカンド住宅のための本格木造新ブランドをＷｅｂで紹介して拡販

長野県 税理士小林和博事務所 － 事務所の方向性をＰＲする“魅せる”オフィスづくり

長野県 ＣｏｕｃｈＰｏｔａｔｏＨｏｓｔｅｌ － 新型コロナで個室需要が増加！快適な個室環境を整えて販路開拓

長野県 Ｍｏｎｔもん － ホームページの立ち上げと看板他による広報活動の展開

長野県 株式会社ＰｌｕｓＯｎｅ 2100001032526 クラウドファンディングへの展開及び楽天市場新規出店事業

長野県 株式会社成瀬材木店 5100001022631 ＨＰとＳＮＳを活用した一般消費者と南信外の新規顧客への販路開拓

長野県 めぐり屋 － 売上および固定客倍増達成のための広告・宣伝強化事業

長野県 株式会社セレーノ 6100001020345 個人事業主向けキッチンカー開業支援事業

長野県 整体テラピーバランスリメイク － 店舗事業継続のための広告クリエイティブと新規集客戦略

長野県 有限会社協立 6100002028065 訪れたくなる！直輸入・自家焙煎・コーヒー店ＰＲ事業

長野県 有限会社北村酒店 5100002001320 「角打ち」スペース設置のための店舗改装

長野県 ＡｍｕＳｅ　ｈａｉｒ － スマホ専用オリジナルアプリでＥＣ販売

長野県 田中佑輝 － Ｗｅｂ制作と映像制作のコラボレーションによる販路拡大

長野県 有限会社カットサロンつねたに 9100002009327 外壁の塗装と看板設置でお店をＰＲしエステサロン事業の売上向上

長野県 のぶじ － 調理時の生産性及び店内環境の向上に対する設備の改善

長野県 株式会社アイワショウ 3100001015505 建売平屋住宅の販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

長野県 合同会社芋井の里 1100003004425 「リカーショップ芋井の里」店舗改装事業

長野県 合同会社わらいみらい 7100003004444 新たな顧客層に向けて、今旬スイーツで市田柿の魅力を伝える

長野県 株式会社峰村電気商会 8100001006251 ユニットハウス導入による直営増加プロジェクト！財政基盤強化！

長野県 ドット・スマイル株式会社 8100001016837 客室の禁煙化による稼働率の改善と業務の削減

長野県 株式会社ナルピー 9100001013791 新サービス「訪問美容」の開始と情報発信強化による販路拡大事業
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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２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 ＫＡＪＩＹＡ － 自社の強みを活かした自然空間で美容事業を展開し売上増大事業

長野県 株式会社ロスレス 2100001033210 スポーツを楽しむ環境を提供するための販売強化策

長野県 下宮伸一写真事務所 － 新しい視点からのインパクトのとある撮影導入

長野県 滿 － 配送可能な食品の開発、販路拡大

長野県 有限会社中村塗装店 1100002031560 快適生活への貢献に向けたハイレベル塗装の実現と販路開拓

長野県 マルチプル合同会社 7100003003421 水耕栽培トマトのネット販売の立ち上げ

長野県 株式会社ヤマテン 8100001024831 山の天気予報の２０２１年版リニューアル

長野県 株式会社ヒートテクニカル 2100001004970 新事業ＰＲにより新規受注先の拡充を目的としたホームページ制作

長野県 株式会社フォレストメンテナンス 7100001028189 在宅時間を癒し時間に変える「信州の庭園作り」

長野県 きのしたマルワイ農園 － 農園の農産物並びに農産加工品の開発・販売促進及び販路開拓

長野県 株式会社ハーバル 1100001029754 口コミ（バイラルマーケティング）の元となるＨＰのリニューアル

長野県 有限会社クボケイ 3100002013854 新事業「熟練工による住宅リペア事業」の広報強化で販路拡大！

長野県 ｍｏｎｂｕｓ － 商品ストーリーをＷＥＢで紹介して通販の売上拡大事業

長野県 のりくら自然保育木のこ － 全国の子どもを対象とした乗鞍高原自然体験プログラムの実施

長野県 リアルドリーム株式会社 5100001032250 チラシ配布で新規顧客の獲得・技術講習で新商品をつくり収益化

長野県 株式会社たねふく 2100001026684 リンゴの形の最中の製造と販路開拓

長野県 ｋｗｏｒｋ－ｓ － ＷＥＢサイトを使った髪質改善ヘアドクターの顧客獲得大作戦

長野県 株式会社マルケイ 7100001022745 初期費用なしで経費削減できる「経費削減パッケージ」サービスの普及促進

長野県 整体サロンＴｏｉ － 革新的設備導入によるコロナ感染防止対策の充実と施術精度の向上

長野県 表六玉 － 空気清浄機設置で安心感ある飲食店の営業再開

長野県 ラ・ネージュネイルサロン － 有効な広告宣伝による売上向上と営業内容と店舗の認知度を上げる

長野県 インテリアトップ － 感染症対策を実施してお客様が安心して来店できる店づくり

長野県 有限会社北村商店 9100002013832 コロナ対策宅飲みセットＰＲとアフターコロナのお客様おもてなし

長野県 株式会社東和レジデンス 1100002026619 出張者等短期滞在者に向けた空室のマンスリー化

長野県 株式会社叶 6100001006708 安全・安心・健康をお客様に提供し施術を行う事業

長野県 ほかぽっかタイマッサージ － 新しい生活様式に沿った「安心・安全」な店舗リフォーム事業

長野県 株式会社エム・ワイ・エス 6100001025716 ホームページ作成・公開により販路の拡張、ＰＲの強化

長野県 えん家 － お弁当注文アプリケーションの開発

長野県 梅花園 － パンフレット作成・配布による販路開拓及び受注発送業務の効率化

長野県 株式会社マスタ 3100001014151 「マルシェレストラン」の進化～松本随一の「地元の食」発信地へ

長野県 株式会社ピュアハウス 5100001017458 「和家」の新規顧客獲得に向けた店内設備拡充と新たな販促

長野県 Ｃｌｉｍｂ☆Ｃｌｉｍｂ － 「くつろぎの隠れ家」と「知名度アップ」両立のための店舖整備

長野県 ＬＡ　ＣＬＡＩＲ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ － ＳＮＳ戦略によるエステサロン新規顧客開拓

長野県 株式会社雅塗装 4100001030635 ＥＣサイト機能がついたホームページの開設と感染症対策による販路開拓

長野県 株式会社マルエー 7100001019213 オーダーメイドプリントＴシャツの販売強化による販路開拓
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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２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 Ｒｅ：ＢＯＤＹ　ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ － 加圧トレーニングジム【Ｒｅ：ＢＯＤＹＭＡＴＳＵＭＯＴＯ】ＶＰＰ戦略

長野県 有限会社ティ・ブィ・フォー 3100002036855 【３６０度動画を使って映像制作】

長野県 Ｋｉｔｃｈｅｎ土野庫 － 安心安全清潔、明るい店内でＮＯ感染　美味しい外食を楽しもう♪

長野県 株式会社インテリアデコ 3100001030883 新設備導入による品質向上と売上増加計画

長野県 アランフェス － 新規客獲得のためのＨＰとタウンメールＤＭの制作・配信事業

長野県 合同会社Ｐ－ｔｈｒｅｅ 6100003004949 ウェブサービスの強化・作成による集客力の強化事業

長野県 株式会社ヤマサン宝飾 5100001021419 手作りページ増築。ターゲット層拡大し、ＹｏｕＴｕｂｅ広告。

長野県 スナック浪漫 － 既存客と浪漫をつなぐ、ラジオとチラシによる情報発信

長野県 大蔵建設株式会社 4100001022293 企画住宅「木のハコ」パンフレット製作による販売促進事業

長野県 株式会社丸共ユニオン 8100001019757 エンドユーザーからの金具指定で受注できる販売ルート構築

長野県 株式会社あずみ野エコファーム 6100001017572 ＬＥＤを活用した効率的人工受精法による生産性向上計画

長野県 有限会社角本近藤材木店 7100002036034 「一歩先行く高断熱信州スタンダード住宅」パンフ・ＨＰ動画作成

長野県 株式会社信州開発研究所 5100001031789 フィットネスジムのマシン拡充による新規会員獲得と維持

長野県 美容室デイジー － 安心と癒しの空間をＰＲし新規、既存客共に来店を促す

長野県 小料理かどめ － 本格和食に合う、デザートメニュー開発による販路拡大

長野県 しなの工房 － ハンドメイドのアウトドア周辺グッズの製作販売、販路拡大

長野県 ＵＳＢレンズヒーター事務局 － こだわり派に丁寧に売り込み自社製品のブランド力を高める

長野県 ルーモア － ウイルス感染症に対応した店舗運営と次世代顧客獲得計画

長野県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｓａｎ　ｓａｎ － Ｗｅｂサイトおよびチラシ、ＳＮＳ広告活用による集客拡大

長野県 トータルサロンＦｉｎｅ － お客様にサービスを快適に受けていただくための店舗内の環境整備

長野県 ＴＴＣ － 【プログラミング思考を育てるロボット教室の新規顧客獲得】

長野県 株式会社エイピース 2100001022015 ホームページリニューアルによる非対面型営業で新規客獲得

長野県 犬処ケンケン － 現代のペット飼育環境に合う新サービスの提供

長野県 Ｒａｃｃｏｎｔｏ／ラコント － 工房を店舗営業が可能な空間に改装。

長野県 株式会社ずくだせ農場 4100005011375 自社ホームページの改良・ショッピングページの充実

長野県 有限会社エース食産 2100002035908 宣伝チャネル拡大による個人客向けの自社事業ＰＲ

長野県 株式会社石の晃和 － 後世に繋がる未来を見据えたお墓づくりプロジェクト

長野県 合同会社Ｆｉｅｌｄｅｒ’ｓ 8100003005648 「たおさん輪シリーズ」の販売用Ｗｅｂページの作成

長野県 桂旅館 － 眞田神社でのオリジナルスイーツ販売

長野県 スズカギターデザイン － 塗装ブース設置による塗装業務の内製化

長野県 Ｐｉｚｚａ＆ＣａｆｅｈｉｋｏｎｏＫｉ － 店舗カフェ部門展開による新規顧客の獲得

長野県 喰庵　しゅう坊 － 屋外に屋根付きガーデンスペースを設置し三密を避ける

長野県 有限会社丸形屋印刷 6100002037371 ホームページリニューアルによる販路拡大

長野県 リヴィエラ － 新規顧客開拓及び既存顧客への情報発信力強化のためのＩＴ活用

長野県 Ｏｈａｃｏ － オンライン関連のアップグレードと景観に調和する外看板の設置

13 / 14 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２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 有限会社丸安田中屋 3100002028522 バリアフリー化による新たな誘客拡大・売上増チャレンジ

長野県 石井自動車 － 開かない金庫を開けるための開錠技術導入で販路拡大

14 / 14 ページ


