
令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

宮城県 ３９’ｓＦｏｒＨａｉｒ・３９’ｓＳｍｉｌｅ － 理美容用電動イス・シャンプー機器等交換による店内リニューアル

宮城県 Ｒｅｐａｉｒ － 実質的な復旧実施と教訓を生かした営業体制の再構築

福島県 フタバクリーニング － 店舗再開記念サービスによる販路回復事業

福島県 メルカート － 多くのお客様に安心して来店できるおもてなしプランの創出

福島県 中村貨物運送株式会社 1380001016048 安全運行とお客様とパートナーシップの強い絆の構築

福島県 有限会社小泉鉄工所 8380002028333 作業効率化によるお客様の満足度アップ事業

福島県 株式会社でんき倶楽部 1380001010884 一般向けパッケージ販売による販路開拓事業

福島県 エステック － 既存顧客掘起しによる売上増進事業

福島県 合同会社ＬＩＢエンタープライズ 9380003003722 新規倉庫・車両を導入することによる生産性向上事業

福島県 株式会社アルストロメリア 4380001024428 アルストロメリア経営強靭化プロジェクト２０２０

福島県 ファンギミックス株式会社 8380001025942 新規サーバ導入によるサイトの表示速度の改善とセキュリティ向上

福島県 納屋カフェ　椿 － 倉庫改装による新規売り場開店事業

福島県 株式会社セレモヤマトいわき 3880001013195 現代葬儀サポート

福島県 ハウスクリーニングＴＫ － 現状復旧及び清掃セットメニューの販売による売上向上事業

福島県 有限会社ジェイプロジェクト 5380002028451 海の幸や山の幸を使った地物料理おもてなしプランの創出

福島県 沖ノ内理容所 － 事業再生と新機材導入によるサービス向上

福島県 株式会社ダイヤモンド・テイスト 2380001019917 日本料理店の究極の血抜き魚料理提供・店舗改装による事業再建

福島県 株式会社丸武商店 3800010006681 地域への資源回収拡大

福島県 有限会社影山酒店 4380002008603 きれいで安心なお店作りと、地域に活力を取り戻す試み

福島県 有限会社美帆 7380002028978 イベント出張で新規のお客様をゲットしよう

福島県 有限会社米山商事 7380002029076 業務用簡易無線デジタル化による販路回復事業

福島県 有限会社ライオン堂 7380002029092 ハイクオリティーサインによる街の賑わい演出プランの創出

福島県 Ａｌｉｃｉａ － 中心市街地店舗移転による事業再建

福島県 有限会社サンワールド物流 4380002015987 顧客ニーズの変化に対応した保冷食品搬送事業

福島県 サインアートキクチ － 台風で被害を受けた車両や店舗の入替修繕による早期復旧事業

福島県 有限会社アイＦＰ保険 3380002027645 台風１９号の浸水被害による店舗再建事業

福島県 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　ｓｔ． － 常連ダーツプレーヤーの来店促進と新規顧客の開拓

福島県 株式会社のぽのぽカンパニー 4380001028511 令和元年台風第１９号による被災からのリスタート事業

福島県 有限会社綿昭 5380002024785 布団小売店舗リフォームによる耐久性向上と事業再建

福島県 佐藤建築塗装 － 機動体制の再構築による受注体制の再整備

福島県 株式会社ナインチャンス 3800010287773 積載車を導入し自動車修理、事故トラブルニーズを取り込む

福島県 ｈａｉｒ＆ｓｐａＡＵＲＯＲＡ － 新サービスの導入による顧客新規獲得事業

福島県 株式会社ＲＯＢＩＮＳＯＮ 8380001017056 倉庫改装による業務効率の改善

福島県 株式会社全商 1380001033185 賃貸ビルのリニューアルによる事業再建

福島県 ＫＥＩＭＡＲＵ株式会社 380001025478 店舗改装による空きテナントの活用事業
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

福島県 佐々木畳店 － お客様のニーズに合わせた畳製造　販売事業

福島県 株式会社福島教材社 7380001001416 適切な在庫管理のための建物等修繕

福島県 株式会社ダイキョウ電子工業 5380001021449 強みを活かし「基板リペア」を全面におした販路開拓事業

福島県 ＲＥＰＲＩＤＥ － サービスの品質向上による顧客満足度向上計画

福島県 ＮＯＥＶＩＲ寺前北営業所 － 男性用美容機器の導入で新規顧客獲得

福島県 伊達プレス － 現状復旧によりものづくり体制の再構築

福島県 有限会社阿部企画工業 5010602032699 お客様の満足度を高めるおもてなしサービスプランの創出

福島県 焼鳥わっしょい － 店舗リニューアル及びサービスプランの創出

福島県 車田工業 － 事業再建に向けた原状復帰事業

福島県 スナックサンキュー － リニューアルしたテーブル・ソファーでの快適な飲酒空間を提供

福島県 有限会社メック 8380002012691 被災コンテナの復旧とイベント用品の購入

福島県 有限会社つむらや 9380002020025 原状復帰に向けた店舗修繕と店内環境向上事業

福島県 日本そば田村屋 － 事業再建に向けた原状復帰と売上回復事業

福島県 有限会社ネモト巧芸社 3380002020113 工場機能の回復と健全化及び技術習得

福島県 満福 － 原状復帰と事業再建に向けた新サービスの提供

福島県 申華貿易株式会社 6380001021704 事務所の改築による業務改善事業

福島県 有限会社田中セメント工業 7380002002215 コンクリート二次製品の生産性向上と顧客へのサービス向上

福島県 美容室スピンスパン － 安全な階段とＬＥＤ看板で、常連客にも新規顧客にもアピール事業

福島県 株式会社アピックス 9380001011124 車いす使用高齢者の安全・快適な送迎事業

福島県 有限会社秋吉農園 9380002019587 作業効率改善による生産能力拡大事業

福島県 有限会社金子屋 2380002021541 被災した設備の原状回復とお客様へのサービスを向上させる。

福島県 熊澤農機 － 自社の原状回復を行い、地域農家の復旧・復興を応援する

福島県 広洋設備株式会社 7380001011209 作業車の復旧による施工体制と売上の回復事業

福島県 有限会社秋山酒店 2380002019577 電気系統修繕および営業再開ＰＲ事業

福島県 モード樹菜 － 新店舗移転による顧客満足空間の整備と情報発信事業

福島県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｒａｐｐｏｒｔｉ － 車両と広告の導入による販路開拓事業

福島県 手打ちそば　吉蕎 － 来店誘導及び落ち着いた雰囲気の醸成・統一による顧客回復事業

福島県 中村印刷株式会社 6380001016051 オンデマンドカラー印刷機導入による更なる短納期の実現

福島県 ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　ＳＬＯＷ － リピート率向上に向けた環境整備事業

福島県 有限会社木村左官工業 7380002016231 超小旋回型油圧ショベル導入による作業効率と売上・利益向上事業

福島県 Ｐｏｌｉｓｈ　ａｎｄ　Ｃｏａｔｉｎｇ　ＡＧＯ － 新規店舗改装とホームページの改装による生産性向上・販路開拓事業

福島県 株式会社菅野工芸 7380001030464 ３Ｄ　ＣＡＤシステム等を活用した新規顧客開拓事業

福島県 有限会社学び舎　須藤 2380002002475 『空き室対策　低予算リフォーム』訴求による販路開拓事業

福島県 株式会社ＩＴＯ　ｔｏｔａｌ　ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ 1380001025362 新規健康事業の実施と広報による販路開拓事業

福島県 有限会社カーライフ福島 9380002000794 原状回復（積載車）
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

福島県 株式会社ＭＨＧ 2380001030254 ホームページ改良とオンライントレーニングの開設

福島県 株式会社Ｒｅｔｒａｉ 1380001022731 介護イノベーションプラス

長野県 有限会社小林溶工 9100002013964 生産能力増強による納期遅延の解消・効率化の構築

長野県 民宿旅館　晴山 － 「民宿なのに贅沢離れ露天風呂付客室」に改装事業

長野県 有限会社魚理喜商店 5100002017028 新規サービスと、法人向け営業活動により経営改善を図る

長野県 ｅ－ＨｏｍｅｓｃｈｏｏｌＩＩｙａｍａ － 塾生数の増加とよりよい教室環境づくり

長野県 株式会社田中屋酒蔵店 5100001011857 奥信濃の地酒「水尾」令和元年水害からの復活物語

長野県 株式会社上村商事 5100001011816 高効率工具の導入と休眠顧客掘り起しによる利益増強事業

長野県 有限会社関スタジオ 2100002017179 家族や友達との大切な記憶や思い出を他社に負けない記念写真の提供

長野県 株式会社きもの処しみず 7100001012457 新たなネット販売の構築とサービス向上で経営改善を図る

長野県 株式会社三和住研 2100001001191 早期事業回復と得意先への迅速な対応に向けた事業再建

長野県 ラブ・フォレスト株式会社 3100001025669 事業の再建と開発事業の強化

長野県 ツチヤ農園 － 商品価値の向上と発信力の強化による売上げ回復プロジェクト

長野県 有限会社一ト　新保商店 2100002017006 個人のお客様と営業品目（惣菜）の拡大で、経営改善を図る

長野県 ずくなし農園 － ずくなし農園再建計画

長野県 株式会社山翠舎 4100001001124 ＣＲＭとＭＡを取り入れたウェブサイトで新規顧客を増やす

長野県 鎌原まんぢゅう － 観光駐車場横の店舗にゆっくりくつろげる休憩所の改装工事

長野県 北信農機具有限会社 6100002004520 ２０１９１０１３水害復旧事業

長野県 株式会社ビーフィールド 6100001031920 積載車購入による迅速なサービスの提供及び事業再建

長野県 美容温活サロンＣＯＰＡＳＴＩＣＫ － 店舗改装とヨモギ蒸しでの相乗効果による新規顧客の創出

長野県 勝福 － 出前業務の強化による早期売上回復及び売上比率の改革

長野県 株式会社西澤書店 4100001010133 台風被害の土蔵を解体。駐車場＆トイレ設置で顧客満足度ＵＰ！

長野県 株式会社吉原設備 9100001028740 お客様や仲間の皆様に頂いた力と勇気を糧に早期事業を再開する。

長野県 飯島板金 － 災害に負けない！溶接技術の匠が挑む再建計画実施！

長野県 株式会社アムテックス 8100001028072 株式会社アムテックス　想像を現実にする無限の可能性

長野県 イベント企画メイクハピネス － 現状復旧及び、オリジナル商品（ブライダルアイテム等）の強化

長野県 有限会社世名トレーディングカンパニー 7100002017992 板金塗装・修理整備設備導入による事業再建

長野県 エスエスロード － 体の内外からお客様を良くする整骨院への転換

長野県 沓掛酒造株式会社 9100001009740 施設修繕による危険性・不衛生対処と酒造イベント再開への準備

長野県 株式会社ジェム 5100001030072 ２０２０年６月の施設再建に向けてのキッチンカー復活事業

長野県 高井工業 － 機械設備の復旧と被災地復興のお手伝い

長野県 ＭＳＧ株式会社 5100001031203 代替機購入による事業継続計画の実施

長野県 株式会社イシワタグラフィックス 3100001006033 生産と人員の見える化及び自動化・効率化による顧客創出

長野県 有限会社三星 7100002002003 重機械の修理、発電機等の購入による被災地の復旧作業への貢献

長野県 株式会社名取製餡所 1100001010128 あんこ屋が新分野へチャレンジ！惣菜づくりで難局を乗り切る！
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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 株式会社森角建材店 5100001007863 再建のためのコンプレッサー購入と新事業機器購入

長野県 粋真工業株式会社 6100001030245 資材置場の復旧

長野県 平林重敏税理士事務所 － 事務所再建による適正申告・適正納税の更なる推進

長野県 株式会社Ｋｎｅｘｔｆｕｔｕｒｅ 6100001031433 うならせる！！これが本物のイタリアンジェラートだ！！

長野県 株式会社ｎａｋａｒａ 6100003000568 災害時に必要なサービスを常備する地域密着型複合施設

長野県 株式会社エルズグランドケアアカデミー 9100001028402 新コース導入と訪問エステによる地域コミュニティサロン事業

長野県 蒸し料理いち － 店舗移転に伴う事業再建の取り組み

長野県 株式会社ハウスプラザ信越 2100001005060 被災地住宅の復旧修繕工事、復興事業及び販路開拓事業

長野県 株式会社中沢組 3100001007444 事務所建物の復旧に伴う修繕と新設コーナーの設置

長野県 丸山自動車 － レッカーサービスでの顧客サービスおよび事業拡大。

長野県 高藤商会 － 車両、工具等購入による作業・運搬業務の効率化。

長野県 ネイルサロンＭＩＹＡＶＩ － メニューラインナップの拡充による収益増加事業の展開

長野県 有限会社淡水魚　鯉西 6100002014352 伝統は俺が守る！必ず再建する！千曲川　味とロマンのつけば小屋

長野県 スマイルデンタルラボ － 笑顔にコミットした歯科補綴

長野県 ＡＰＯＰＣｒｅｅａｔｉｏｎ － オリジナル梱包材の開発と安定した商品供給体制の構築

長野県 オートパーツカジヅカ － 積載車購入で、他社に依存せずにパーツ販売、鈑金事業の再建。

長野県 ヘルシー焼肉（ｓａｉ菜） － 焼肉用生肉の真空パックによるテイクアウト・通信販売事業

長野県 三澤正章 － 水環境維持管理業に必要な機器の新規購入による事業の本格的再開

長野県 株式会社マキノ 4100001010570 設備入替・修繕による被災からの復興と集客イベントの開催

長野県 株式会社エイ・エヌ・エイチ・サービス 9100001007793 台風１９号災害復旧事業

長野県 有限会社長谷川商事 1100002017270 少人数世帯へ向けた小分け商品による販路拡大事業

長野県 美容室やまもと － フェイシャル癒しプランの提供と固定客をキーマンとした売上増強事業

長野県 ヘアーサロンクライ － 炭酸ヘッドスパＰＲ強化と癒しの店舗づくり事業

長野県 小林塗装 － リピーター様に迅速な対応、災害地域での復旧作業のお手伝い

長野県 藤巻整骨院 － リニューアルオープンに向け新サービス提供・ＰＲ事業

長野県 ふじ味 － 日替わり弁当の宅配サービス開始による売り上げアップ

長野県 丸紅クリーニング － 新たなサービスで付加価値を高め、売上増加を図る

長野県 寿印刷所 － オンデマンド印刷を活用した個人向け販路拡大事業

長野県 つるのゆ株式会社 1100001031586 地元食材の魅力の発信と販路の拡大

長野県 魚とし － 地域密着を強化し新規顧客も取り込める店舗づくりの構築

長野県 倉井商店 － 宅配事業による新たな取り扱い地域の拡大により売上アップを図る

長野県 ダブルモーターワークス － 新ファクトリー創設による販路拡大ミッション！

長野県 新井通商株式会社 5100001000174 仕入先・得意先の信頼を守り、発展させる。

長野県 有限会社カットサロンつねたに 9100002009327 設備修繕と広報活動の強化による顧客満足度向上と新規顧客獲得

長野県 海絆興業株式会社 3100001032104 設備を復旧し、被災前以上にお客様満足度を向上させる
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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 ダイワ総業株式会社 4100001001826 送迎車両の増車による団体予約集客の拡大強化事業

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部屋をつくって復旧事業スタート！

長野県 株式会社オビナタ 5100001000570 ＷＥＢ利用した集客効率化並びに現場管理効率化事業

長野県 有限会社さんやそう 8100002007554 おやき梱包機器導入と店舗ＰＲ活動による売上向上計画

長野県 株式会社コンフォート 1100001006662 リピーター、新規顧客を取り込むＮＥＷコンフォートカーズ

長野県 有限会社スーパーあらい 9100002005268 被災店舗のリフレッシュオープン及び野菜・弁当の販路拡大計画。

長野県 有限会社リトルグリーブ 1100002030686 ガイドツアーで使用する桟橋および受付事務所の改修工事

長野県 高橋運送 － 軽トラック購入で完全復活！安全にお荷物お運びします。

長野県 有限会社カネマサ 5100002015262 木材の自然乾燥・保管用倉庫テント改修による事業利益の回復

長野県 有限会社ワンビット 6100002009625 現状復旧！そして、ＣＡＤ導入による業務改善計画

長野県 有限会社インターナショナルフーズ 7100002010030 地域のお客様との絆づくりの再構築と新規顧客の獲得

長野県 株式会社Ｔ．ｐｏｎｏ 2100001032781 新規顧客層に向けたテイクアウトの取組みと店内環境整備

長野県 やまっち未来カンパニー － 保守点検強化計画

長野県 株式会社プレシャール 7100001031449 ペット葬祭サービス

長野県 株式会社文蔵スピリット 4100001009316 被災店舗の復旧と総本店へ経営資源集中による販促促進事業

長野県 内装屋ひづめ － 勇猛果敢に挑戦！車両リニューアルによる事業再建計画！

長野県 株式会社古川 2100001028136 広告宣伝等での周知徹底による集客強化事業

茨城県 矢ノ倉建設 － エアコン工事のパッケージプランの開発及び広告宣伝事業

栃木県 有限会社アソック 7060002035247 屋根修繕による工場スペースの有効活用で作業効率の向上

栃木県 小林樹脂有限会社 4060002036140 現状復旧による地域貢献事業

栃木県 眞板家具 － オリジナル家具工場として、各種機器の導入による更なる精度向上

栃木県 ＹＡＰエンターテイメント株式会社 5060001019814 破損部分の終戦及び店舗改装

栃木県 川崎昭 － 安全性の強化と作業効率の向上で事業復旧

栃木県 有限会社田中水道 3060002036694 車輛購入による水道工事処理能力の増加による売上高の確保

栃木県 株式会社鬼怒川カントリークラブ 60001022722 地元観光産業活性化推進事業

栃木県 ＦＡＳＴ栃木店 － オートバイ修理やカスタム化のための必須機材調達による事業再開

栃木県 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｃｈｏｕ－ｃｈｏｕ － お店のリニューアルによる収益拡大の取り組みについて

栃木県 有限会社丸善工業 3060002032652 オーダーメイド鉄骨ガレージに特化した販売促進事業

栃木県 有限会社石井縫製 5060002035422 機械設備の復旧による製造工程の効率化の実現

栃木県 チャーム・ケンネル － 急な旅行も安心！わんわんホテル事業で新たな顧客開拓！

栃木県 美鴨の癒し － ストレススキャナー機器の導入によりＢｔｏＢでのサービス展開を図る。

栃木県 株式会社ゆめの畳 2060001021153 フォークリフト等の被災設備の原状復帰と作業負担の軽減

栃木県 池頭塗装株式会社 7060001020233 事務所復旧等の原状回復と売上高の持続的増加

栃木県 株式会社茂木 4060001020673 現状復旧及び再生可能エネルギーの早期供給

栃木県 金子建設 － 営業・施工体制の復旧とハウスメーカーとの直取引化
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

栃木県 石臼びき手打そば悠庵 － 安定営業の実現と新規顧客の獲得

栃木県 株式会社Ｒｅｎ音楽事務所 3060001026853 活動のオンラインデジタル化と事業内製化

栃木県 Ｓａｉｃｈｅ　ＺＦＲＯＺＥＮ　ＹＯＧＵＲＴ － 生産体制の復旧と販路拡大

栃木県 いなりすし俵 － 弁当受注・配達サービスの再開、および配食サービスの販路拡大

栃木県 岳設計工房 － 地域へ向けたＰＲ強化と住宅無料相談会による受注拡大事業

栃木県 吉川屋酒店 － 酒類保管の環境の改善と米の精米精度の改善による販売促進

栃木県 有限会社割烹たる池 7060002028168 団体宴会を誘客するため、新メニューの投入と送迎サービス強化。

栃木県 マウナ接骨院 － マウナ接骨院ブランディング対策

栃木県 有限会社高雲堂石材店 8060002038967 墓石の小型化・洋型化に対応した試作・展示品の開発

栃木県 有限会社福助 9060002015841 お客様の要望に応えた洋式トイレ増設による集客強化事業

栃木県 株式会社アドバンス 1060001030527 トリミングのお客様の多様なご要望にお応えするサービスの提供（２９文字）

栃木県 株式会社たかまる 2060001025402 業務転換、宣伝広告による販売促進及び機械修繕による利益向上事業

栃木県 株式会社大和総業 2060001026945 産業廃棄物収集運搬の再開、解体業務の効率化

栃木県 新日金開発株式会社 60001020421 チェスターフィールドソファの魅力創出による法人顧客開拓

栃木県 株式会社セイコー空調 1060001020445 倉庫周りの修繕による倉庫作業の生産性改善

栃木県 Ｇｅｍｉｎｙ － 世界的な有名ワインでもてなすオリジナルワイナリーウェディング

栃木県 有限会社タカオカ 9060002032192 お客様への被災前を上回る上質なサービスの提供を実現

栃木県 株式会社太田エレクトロニクス 6060001020275 ＨＥＰＡ消臭器の試作と除菌・消臭剤の更なる事業拡大

栃木県 やじま印刷株式会社 9060001020685 コンパクト紙折機による特殊折加工の受注

栃木県 合資会社丹波屋 5060003001191 新規販路開拓のための車両購入

栃木県 有限会社三岩 600002040139 店内環境改善と新メニュー開発

栃木県 魚貞 － ＊大型スーパーにはないサービス提供の持続化

栃木県 有限会社太洋堂 8060002039206 店舗復旧及び器材導入による人手不足解消とサービス向上を目指す

栃木県 株式会社井澤電器設備 3060001020229 ラジコン草刈機による太陽光発電設備の管理事業による販路拡大

栃木県 株式会社ａｌｌ　ｏｕｔ　ａｄｖａｎｃｅ 1060001023927 被災設備の復旧と業務効率化による顧客満足度の向上

栃木県 株式会社センティアス 8060001021346 新形態撮影サービスの創出及び提供

栃木県 有限会社スタジオ・アミューズ 7060002039157 遠隔地への撮影サービス及び新アイテムによる販路拡大プラン

栃木県
有限会社グローバルアクションパートナー
ズ

4060002039671 ブランディング戦略と販売促進

栃木県 有限会社モーブ企画 8060002012880 水没した店舗の代替店を作り、業績の回復向上を実現する。

栃木県 株式会社６月の森 1060001021732 新商品開発と通販事業拡充による新規お客様の獲得

栃木県 株式会社ＢＬＩＳＳ 5060001031991 台風被災前より顧客満足度の高い地域密着型治療院の実現

栃木県 山本電気商会 － 事務機器及び車両の導入による業務復活事業

栃木県 福守株式会社 1060001020602 新規顧客獲得＆品質管理水準向上計画

栃木県 青木刺繍 －
◆迅速な事業復旧とレーザーカッター加工機の入れ替えによる裁断業務の受
注拡大

栃木県 早川食品株式会社 1060001020577 佐野の「地ソース」ＰＲと店舗内環境整備
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

栃木県 有限会社宇賀神商店 6060002019614 地域密着スタンドとして更なる顧客満足度ＵＰ！

栃木県 株式会社グルメコング 6060001023609 災い転じて福となれ！被害を足場にビジネスモデルチェンジ挑戦！

栃木県 蔵の街観光バス株式会社 5060001016316 店舗及び休憩施設の改修事業

栃木県 駅前ダイニングさら － 事業再建に伴う整備事業、ワインセラー整備と新メニュー開発

栃木県 株式会社吾妻 4060001020194 日本料理吾妻　令和再建事業計画

栃木県 グランフォレスト － より良い店づくりと魅力的な情報発信

栃木県 有限会社和興縫製 3060002039664 迅速な現状体制の復旧と大型の受注が受けられる体制の構築

栃木県 スキンケアハウス　ニコナチュール － 新脱毛サービス・リリース再開事業

栃木県 株式会社アティクファーム 8060001028168 足利市でのトルコギキョウ生産体制の早期復旧

栃木県 ＯｆｆＩＣＥ　ＭＡＭＩ － ビジネスのオンライン化と集客の仕組み化の構築

栃木県 有限会社せりざわ 8060002040535 トレーニング機器の充実事業

栃木県 株式会社奥木工建設 8060001020744 『気軽に問い合わせができるような会社に！イメージアップ作戦』

栃木県 有限会社松崎屋製麺所 5060002008551 麺の配達事業の原状回復と冷蔵設備付車両導入による販路拡大

栃木県 山越化成工業株式会社 6060001029878 測定機導入による品質向上及び用途開発による新規顧客開拓

栃木県 ヘアサロン　ナガオカ － 理容機器購入による店舗の本格的再開

栃木県 株式会社Ｃｏｌｏｒｓ 9060001019488 倉庫の修繕と営業車両の取得で業績の復活を図る

栃木県 株式会社誠武工業 4060001020112 特殊ガス配管工事の設計力復活による復興からの回復と飛躍

栃木県 食彩工房　Ｃｏｌｏｒｆｕｌ － 顧客満足度向上による売上拡大計画

埼玉県 孫偉 － 川口マンションの大規模修繕の実施

埼玉県 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 り災した教室の復旧事業及び運営の事業再建の取り組み

埼玉県 株式会社セレーネ・タウ 7030001104410 パンフレット・ホームページ作成による集客・入居促進

埼玉県 Ｇｒｏｏｍ合同会社 1030003009539 安心・快適な部屋の提供、広域周知活動による満室化計画

埼玉県 バーベキュースポットさつき － 河川及びキャンプ場施設の復旧工事及び新事業

埼玉県 株式会社アップスタート 1030001094913 原状復旧、及び新たな販路開拓の準備

千葉県 医農野菜の会 － 保存できる加工設備の導入

千葉県 有限会社ナルケ薬粧 9040002081398 脱毛メニュー導入による、新規顧客の獲得及び現顧客の単価増額

千葉県 莇工務店 － サーマルイメージャーの導入事業

千葉県 株式会社ＲＩＳＥ 3040001090182 「水没車両・機材の再導入により、機会損失を防ぎ経営安定化を図る」

千葉県 合同会社ＫＨＡ 604003006613 最新技術を用いた入居者募集改善事業

千葉県 加藤畳店 － 畳製造工場の再建とロボット型両面機の導入

千葉県 株式会社ロフト 8040001055478 カーオークションによる車両仕入・販売強化

千葉県 株式会社ＣＲＹＳＴＡＬ 40001083322 クリスタルアカデミーの設立による新たな顧客の創造

千葉県 ちゃーむはうす － 現状復旧及び既存・新規顧客の来店率を高めるおみせづくりと周知

千葉県 株式会社ブレイン 5040003002547 自社施工可能範囲の拡充計画

千葉県 長谷川木材株式会社 4040001047033 長谷川木材株式会社
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

千葉県 東京ちん味食品株式会社 9040001005226 工場兼事務所の被災箇所を修繕し再建を図る取り組み

千葉県 株式会社パクチー 5040001086617 幅広い年代にやさしい施設へ　廃校活用で地域資源をアピール

千葉県 有限会社ビギン 1040002082073 店舗リニューアルとテイクアウト向け新商品の開発

千葉県 株式会社ルミエール 5040001060407 設備強化による生産性向上とＥＣ進出による販路開拓

千葉県 榊クリーニング － 店舗の復旧により創業１００年を目指す

千葉県 株式会社石橋肥料店 2040001063453 被災農家への対応強化および新規取引先の開拓

千葉県
ハーモニー茂原マッサージはりきゅう治療
室

－ 事業拡充の為の駐車場整備と被災設備の交換による販路開拓事業

千葉県 田邉隼人 － 事業再建へ向け多角形を行うためのリフォーム事業強化

千葉県 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　３ｒｄｋ 40001089777 ＢＣＰ観点で自然災害早期復旧・日常監理強化で筋肉経営の実現

千葉県 株式会社伊新伝芯 2040001107739 地域初ブランド食材に特化した店舗イメージの改装と戦略

千葉県 合同会社マイリアルエステート 4040003010468 入居者募集のオリジナル販路開拓

千葉県 有限会社会津 9040002071977 外装電飾の整備により衛生面と安全面の改善

千葉県 関川勇二 － ＷＥＢページ新規立ち上げによる集客力アップで再建

千葉県 ジュントス合同会社 8040003012023 自社ＨＰの作成による集客プロジェクト

千葉県 株式会社ジュン・コーポレーション 1040001048554 現状復旧し、「既存顧客の深耕」と「新規顧客の開拓」

千葉県 伊藤自動車工業有限会社 2040002065993 ＨＰ整備による被災からの復旧周知と最新設備導入による販路拡大

東京都 合同会社フェリーチェ 4010003023571 「ベルヴィル福生」客付け業者様向け認知向上施策

東京都 深井　賢一 － 防犯カメラ設備及びＷｉ－Ｆｉ設備設置事業

東京都 Ｄｉｏ合同会社 9010503005370 シニア層の送迎サービス付き賃貸業

東京都 サードハウジング株式会社 11601017332 斬新な内装デザイン化×社内生産性向上による収益改善

東京都 合同会社福田事務所 1010003027765 入居付け集客力向上による賃貸事業再建

東京都 株式会社九澤商会 7011101077234 ＨＰ改定によるバイク駐車場契約率向上と、新規物件取得の取組

東京都 株式会社高田プラザ 11801024741 セキュリティシステム設置による新規契約強化事業

東京都 東京アセット合同会社 4011003004900 給水ポンプの破損修理並びに防犯カメラ設置による賃貸業の安定化

東京都 クラウドナイン株式会社 11601018218 差別化されたプレゼンテーションによる入居率向上

東京都 合同会社Ｏ’ｓ建築設計事務所 4010903004976 コンサルティング業務の具体的な商品化と開発強化。

東京都 合同会社ファーストライフ 8011003008699 オフラインからオンライン化による販路開拓事業

東京都 上野　大 － リモート環境整備による事業再建

東京都 深浦朋重 － ＤＩＹ作業環境改善による効率化と経営力アップによる事業再建

東京都 有限会社瓦・造形にらつか 1013302012776 建物現状回復工事事業

東京都 合同会社たけエステート 3020003008655 賃貸の部屋の枠にとらわれず、独自の販売（集客）路線の開拓

東京都 ＯＬＩＶＥ不動産 － 賃貸業貸家におけるＩＴ化対応・宅配ボックス対応へ

東京都 株式会社コミュニティバンク 9011001100911 防災及び事業拡大に向けた事業。

東京都 有限会社ＭＡＳＡ 7020002075528 不動産の再生・アンチエイジング、ＩＴイノベーション事業

東京都 ＆Ｎｅａｒ － 現状復旧及び、頼れる賃貸経営チームの構築
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

東京都 ユート株式会社 5010001186205 自社ＨＰ立ち上げ事業及びウェブ会議システム等の導入

東京都 株式会社ラブバード 1010001173925 自社ＨＰ立ち上げ事業及びホームステージング事業

東京都 株式会社三田コーポレーション 10401066717 ビルのイメージアップによる集客促進と社内の生産性向上

東京都 合同会社セダーズ 2010403012845 原状回復及びイメージアップ事業

東京都 合同会社ハナコーポレーション 3010003023548 新規事業者を呼び込むための区画改装による物件価値向上化事業

東京都 ライフスタイルカンパニー － 災害時に強く安心な住宅提供サービスの実現

東京都 鈴木佳久 － 居住者を孤独にしない、顔の見える大家による安心賃貸アパート

東京都 合同会社安住舎 6010403016917 入居者の退去防止対策及び新規入居者の獲得

東京都 ＭＡＩＳＯＮ　ＤＥ　ＴＥＲＲＥ － 設備復旧・改善し、入居率・顧客満足度を上げることを目指す。

東京都 福島商事株式会社 3010901029670 何年でも住み続けたい快適ホスピタリティアパートメント

東京都 松木総研合同会社 1010903003691 災害リスク分散・強固な経営基盤構築に向けた取り組み

東京都 合同会社ＴＲＥＥＴＯＰ 8010003029169 高崎市乗附町戸建再生計画

東京都 古波倉徳希 － 店舗事務所復帰及び足場業による経営再建事業

東京都 株式会社ＳＡＧＡＳＡＬＥ 8010801027084 新事業「介護用品レンタル事業」のカタログ制作

東京都 北酒場合同会社 5013303004744 新規顧客獲得の為の技術力向上及び経費削減の為の内製化強化事業

東京都 株式会社ドリームクエスト 2011801025975 最新のスタジオ環境へ動画収録及び編集業務を改善する再建

東京都 株式会社桜楓企画 2011401016508 安全安心生活環境提供、女性をサポート及び顧客定着と新規開拓

東京都 合同会社花咲 7011403002542 り災した設備の再建と長期宿泊者獲得に向けた販路開拓事業

東京都 合同会社Ｈ＆Ａ 9021003005364 家主による自主募集に係るコンテンツ制作・システム導入

東京都 合同会社ＳＡＭＬＩＦＥ 8011003009879 より快適で心満たされる空間作りで国内外の旅行客に選ばれる宿に

東京都 合同会社ウエストカンパニ 7012703001416 テレワーク＆連泊の方斡旋

神奈川県 浅見孝次 － 物件の魅力を動画で紹介し常に安定的な入居状況を維持する

神奈川県 株式会社ＡＤＤＲＥＳＳ 1021001050312 事業再建！貸主ダイレクト入居募集による新たな販路開拓

神奈川県 有限会社サクセスオート湘南 5021002014675 中古車買取り業への参入、レンタカー売上増加施策

神奈川県 Ｓｕｎｎｙ　Ｇｒａｃｅ合同会社 8020003012396 事業再建のための設備復旧

神奈川県 納谷建築設計事務所 － 新事務所への移転計画

神奈川県 有限会社島写真館 7021002050512 外壁の修理、出張写真撮影事業の拡大

神奈川県 有限会社大隅屋 1021002031063 ＩＴ化による新規顧客開拓とライバルに勝つリフォーム事業

神奈川県 合同会社Ｓ＆Ａ 8020003009054 コンサルティングで低価格賃貸住宅を増やすぞ作戦

神奈川県 合同会社ビリオン管財 3020003015180 建物を修繕するとともに、物件に付加価値をつけて再建される

神奈川県 ＫＴエステート合同会社 11103007754 リブランディング及びセキュリティアップによる競合力強化

神奈川県 有限会社大島光学研究所 2020002083510 得意先の信頼回復のための設備導入

神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 生活クラブ生活協同組合会員向け商品チラシの配布による売上増加

神奈川県 岡村知忠 － Ｗｅｂ集客強化・無料インターネット導入を通じた賃貸事業再建

神奈川県 株式会社進光モータース 7021001043640 目指せ内製化１００％！シャッター交換事業
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令和元年度 被災小規模事業者再建事業 「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」（１次受付締切分）
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

神奈川県 有限会社よこやま食堂 4021002050705 復旧及び受付看板の設置

神奈川県 瀬尾美羽子 － 地域に共存する安心して暮らせる住宅の提供及び事業多角化計画

神奈川県 ＳＳＫ　ＳＹＳＴＥＭ － モバイル端購入による事業再建

神奈川県 ＲＡＶＥＮ株式会社 2020001103954 門形洗車機更新によるコイン洗車場再建事業

神奈川県 イージーゴーイング － 在宅勤務需要の増加に対応するための生産性の向上・事業の強化

神奈川県 奥村卓矢 － 裸足で過ごす全床畳の家

神奈川県 ＬＩＮＫ　ＳＴＹＬＥ合同会社 5020003013174 ホームページ作成およびウチコミ！を活用した集客事業

神奈川県 株式会社順和 4020001111641 新しい生活様式を取入れた住居提案

神奈川県 勝俣好正 － 擁壁と雨水の排水路建設事業

神奈川県 有限会社丸喜屋 21002050649 原状復旧及び外国人観光客向けの飲食スペース提供事業

神奈川県
３ＣＯＭＦＯＲＴ　ＢＬＤＧ　ＳＡＫＡＴＡ株式会
社

1021001050799 新規不動産物件の調査に十分な対応をするためのシステム確立

神奈川県 合同会社ヴィエント 9021003006189 フロントヒルズ満室化計画

神奈川県 しらゆり整骨院 － より患者に寄り添った訪問診療を行うプランの創出

神奈川県 合同会社三戸浜マーレ 2021003006294 現状復旧事業及び外構（駐車場）の整備、広報事業

静岡県 株式会社トロンコーニ 5011501013261 現状復旧とＨＰと焼菓子販売強化による客単価向上・作業平準化

静岡県 合同会社Ｂｏｇａ 2080003002174 ＤＩＹによる再建取り組み

静岡県 合同会社エターナル・サン 4021003007844 モデルルーム作成による賃貸強化事業及び築古戸建再生事業への進出

静岡県 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 1080103001886 破損被害設備撤去及びダイバーシティ対応事業
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