
平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 川口貸衣裳店 － 訪日外国人観光客取り込みに向けた地域ブランディング活動の推進

富山県 株式会社太陽堂 5230001012462 新開発エンゲージペンダントの地域連携による販路開拓事業

富山県 カイバ工務店 －
大工技術の生産性向上と訴求力の強化による地域リフォーム需要の開拓事
業

富山県 株式会社プロデュース 1230001011781 地域金融機関と連携したインキュベーション施設販路開拓事業

富山県 株式会社フード・プラス 1230001014867 地域ニーズに合致した惣菜商品の開発と提供体制の構築

富山県 頂 － くつろぎ空間の創出による新湊交流人口拡大への貢献

富山県 中川餅店 － コトづくり効果の最大化のための店舗訴求力強化事業

富山県 竹泉堂 －
地域の土産屋としての機能強化に向けた代表銘菓ブラッシュアップとその伝
達力強化事業

富山県 すたじあむ・たけ － 山うにラーメン専門店へのリ・ポジションを実現する広告チラシ作成

富山県 ふれあい牧場フロンティア － 馬運搬車導入による出張乗馬体験・出張ホースセラピーの実施

富山県 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　Ｎａｌｕ － 『安心して来店できるサロン』ＶＲで臨場感溢れるサロン体験事業

富山県 美容室　ＩＴＡＫＵＲＡ － 北陸初「ＨＩＧＵＣＨＩ式頭筋ストレッチヘッドスパ」事業

富山県 雑貨屋ＴＯＢＩ － お名前シールの制作・開発・販路拡大

富山県 株式会社かねみつ 8230001007047 個人通販お客様対応を含めた販売管理システムの導入

富山県 大楠安紀二級建築士事務所 － 木造住宅の耐震診断・改修工事のホームページ作成による受注拡大

富山県 寺島呉服店 － リーフレット作成とホームページ改良による「呉服店の見える化」

富山県 株式会社ライフフィット 5230001015928 オーダーメイド矯正インソール製作事業・販路開拓

富山県 株式会社セラスト 1230001017556 いのしし・しかのジビエの販路開拓の為のホームページ作成

富山県 株式会社ハートグリーン富山 4230001015549 特殊高所作業の空撮事前調査事業

富山県 株式会社坪川昆布 6230001007833 地域密着型直営店舗へ改装することによる集客力アップ計画

富山県 カフェ　シュービーンズ － 情報発信！予約システムで貸切ドックラン利用ができる喫茶店計画

富山県 中川青果店 － ドレッシングの販路拡大による惣菜の新規客獲得と売上拡大計画

富山県 有限会社カネツル砂子商店 8230002008845 ターゲット消費者層の明確化によるＥＣマーケティングの高度化

富山県 ささや食堂 － 黒部川開発１００年記念　宇奈月温泉街の老舗食堂の販路開拓事業

富山県 Ｓｔｙｌｅ・Ｓ沢田工務店 － 「顔が見える安心感」と「日本の伝統的建築工法」による販路開拓

富山県 ＤＯＧＳＡＬＯＮるぱん － 看板設置による、当店自慢ペットトリミングＰＲで新規顧客獲得！

富山県 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 ます寿司製造の技術を生かした「押し寿司」で新規顧客を獲得する

富山県 エステスタジオＮＡＮＯ － 富山県内Ｎｏ．１の美容エステ店を目指す販路開拓事業

富山県 カントリーキッチン － ご当地ブランドを使った新商品「とやま牛カレー」で販路開拓！

富山県 株式会社小倉建築設計事務所 8230001007294 「耐震診断・改修で自分の命は自分で守る」事業で販路開拓！

富山県 エステスタジオ　ルーシャン － エステの新規集客を目指す店舗のＰＲ販路開拓事業

富山県 株式会社アクア機械工業 3230001013677 認定Ｓｌｅｒ取得による競争力強化を軸にした展示会での販路開拓

富山県 藍菜坊 － 時間帯別ターゲット狙い撃ち展開による売上拡大事業

富山県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＲＵＡ － 移転２年目の飛躍！老舗美容室オンリー１施術による販路拡大事業

石川県 株式会社金森合金 5220001001887 生活雑貨「釜八」ブランド開発によるＢｔｏＣ市場への販路拡大

石川県 株式会社片桐商会 6220001019607 『滑り止めテープ・あすはる』の新商品開発とその販売拡大
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石川県 株式会社金沢伝統建築設計 9220001021881 文化財建造物修復業の認知度ＵＰのための自社ＨＰ開設

石川県 制服リユース　リクル － クリーニングチェーン店活用による販路拡大

石川県 株式会社金沢アドベンチャーズ 9220001022608 石川県の地域資源を活かした外国人観光客向けツアーの販路開拓

石川県 野の花 － 独自ルートで入手した摘みたての花と野菜を店頭にて本格的に販売

石川県 株式会社オフィスシュナイダー 4220001022257 「創業応援パック」サービスプログラム確立に向けた集客

石川県 Ｋ’ｚ設計事務所 － ３次元ＣＡＤを導入して新規顧客の獲得と自社のファンを創る

石川県 株式会社松田製作所 1220001006618 来店型店舗に看板を設置し下請から直接受注のへ事業転換を図る

石川県 奥村建装株式会社 2220001018562 『北陸地区初のローラーストーン技術による快適なくらしの提案』

石川県 ＬａＰｅｉｎｔｕｒｅ　（ラ・パンテュール） － 加賀野菜とフランス菓子の融合で、新しい金沢の手土産を発信！

石川県 株式会社マッシュココ 4220001020707 飲食店関係者に対する自社工場の特徴・強みのＰＲ強化

石川県 エム美容室 － 後継者のノウハウを活かすリラクゼーション部門の販路開拓事業

石川県 株式会社ハシモト門扉 8220001005332 業界最大級の大型門扉の運搬施工を基に、販路拡大を図る事業

石川県 ピラティススタジオ　「結」 － パーソナル・短期集中・１ｄａｙレッスンの為の研修と販路開拓

石川県 株式会社ほんまち会計 6220001021967 顧客来訪型ミニセミナーを定期実施する会計事務所への変革計画

石川県 株式会社ネオ金沢 5220001008387 故郷の環境を守りながらの販路開拓事業

石川県 有限会社ネオ企画 8220002004507 ペットの葬儀で使用される【納骨箸】の開発とその販路拡大

石川県 東山印刷株式会社 5220001005475 明治初期から営んでいた屋号「紙屋」を用いた和物印刷事業

石川県 株式会社ウフフ 4220001022439 ママが作る焼成冷凍ドーナツの販路拡大・増産対応とＭＤ提案

石川県 有限会社中谷肉店 9220002004282 ギフト需要拡大を目的とした、カタログギフト制作・ＨＰ刷新事業

石川県 長谷川株式会社 3220001005304 墓石屋による真の終活コンサルティング事業の展開・販路開拓

石川県 無添加パンまつや － トランス脂肪酸フリーで安心な加賀棒茶パンで売上・商圏を拡大！

石川県 葛巻内装株式会社 8220001002478 ホームページ全面リニューアルにより、販路を全国展開

石川県 株式会社杉山真設計事務所 4220001021291 こだわりを持った顧客獲得のためのＨＰ更新による販路開拓

石川県 エキスパート・フラップ株式会社 5220001005731 採用率大幅アップのためのホームページリニューアル

石川県 ＴＡＲＡ　ＧＬＯＢＡＬ － 「訪日観光客向けエステ」ＰＲ事業

石川県 株式会社シブヤコーポレーション 2220001009537 移動スーパー運営ノウハウの営業情報化による営業強化

石川県 紙文房あらき － 和紙・特殊紙と紙細工商品の販路開拓と紙の魅力・文化の情報発信

石川県 一福屋 － 飲めるクーポンｉＰＰｕｋｕの販路・加盟店・周知拡大。

石川県 金沢米粉料理ラボＳＯＭＡ － アレルギーがあっても送れる豊かな食生活

石川県 リッチダッド株式会社 6220001021975 赤外線マイクロスコープの導入で頭髪・お肌診断ができる美容院

石川県 来福海南鶏飯 － 女性ターゲットを狙ったランチタイム後におけるカフェ部門強化

石川県 株式会社わくわくプロダクション 1220001022656 インバウンドの長期滞在を促進するウェブサイトの制作

石川県 陶房ななかまど － オリジナル食器で料理を提供するｃａｆｅおよびギャラリーの運営

石川県 株式会社ｈａｚａｒｄ 5220001014377 ＨＰ・カタログ刷新による企業イメージ構築と自社商品販売増強

石川県 雅税理士事務所 － 面倒な事務作業を丸投げしてもらう新サービスの開発・拡張

石川県 Ｐｈｏｔｏ　Ｋｏｚａｋａ（フォトコザカ） － ７０周年記念イベントを盛大に行い集客アップ
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石川県
Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＳＵＧＩＹＡＭＡ　杉山　裕太
郎

－ ブランドイメージ構築事業

石川県 ジョインプロパティ株式会社 2220001022226 気軽に来店できて相談できるカフェ風の来店型不動産店舗改装事業

石川県 平岡結納舗 － 当店オリジナル細水引を活用した縁結びの新商品開発及び販路拡大

石川県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ　ＩＮＤＩＧＯ － 『酒場』としてのイメージ付けによる男性中年客層の獲得

石川県 株式会社ＴＲＡＵＭ 5220001018659 ＨＰの開設とカタログ製作による輸入アルミホイールの認知度向上

石川県 有限会社れもん 5220002006365 和式トイレから洋式への切換によりＣＳ向上からリピーターの創出

石川県 エイトリペア － 性能向上リフォームを活用した新たな需要への拡大事業

石川県 Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ － 金沢初のヴィーガンソフトクリーム販売により新規顧客獲得

石川県 Ｃｈｉｎａｄｉｎｉｎｇ　宮燕 － 【年配者がゆったりくつろげる本格中華料理店】

石川県 金澤　祇萌 － 店舗トイレ改装による高齢者や女性が利用しやすい環境作り

石川県 レンタル＆フォトスタジオ　カクタス － ウェブサイトの作成による集客拡大

石川県 金沢　コハク　バー － Ｂａｒでの新メニュー提供と観光客増加に対応した販売促進事業

石川県 株式会社アソシエイツ・ジャパン 8220001020307 アジア富裕層向け北陸への医療ツアーのウェブサイト制作

石川県 株式会社ＭＯＹＵ 1220001018828 被災地や老犬のペット用ドライシャンプー開発及び販路開拓

石川県 合同会社ＨＯＫＵＴＯ 6220003002560 家庭菜園で農業体験ができる放課後等デイサービス事業

石川県 株式会社久保 9220001002485 「食料品アクセス問題」に貢献する宅配サービスによる売上拡大

石川県 コーヒーマート － ＳＮＳ連動のＨＰリニューアルと新商品導入による販路開拓

石川県 ｐｌａｔｙｏｕｔｈ － エンドユーザー向けサービスの開発、販路開拓による新規顧客獲得

石川県 整体院シータ － ホームページとネット予約システムの作成による販路開拓事業

石川県 株式会社島田分店 6220001003370 お客様に笑顔と幸せを提供できる空間作りと情報発信強化

石川県 株式会社タカシキ 6220001004014 試作品の開発による空間演出用新素材の販路促進

石川県 Ｄｕｍａｓ　Ｂｉｒａｋｕ　（デュマビラク） － 日本最大級のネット予約サイトを活用した顧客の利便性向上

石川県 ＤＯＧＳＡＬＯＮ　ＴｏｙＳｔｙｌｅ － ホームページ作成とＡｉｒレジ導入による集客ＵＰ

石川県 ステーキ　林 － ホームページ制作による情報発信の強化、新規顧客獲得

石川県 ｅ－Ｓｐｏｒｔｓ＿Ｃａｆｅ　ＨＵＴＡＢＡ － 一般層への認知度向上のための広告活動

石川県 ＝１１　イコールイレブン － 主役と家族・仲間の撮影による感動価値創造事業

石川県 石崎アルミ窓建株式会社 8220001001083 近隣地域ふれあい～住まいのお悩み解消ｄｅ笑顔と受注増計画事業

石川県 株式会社シェヘラザード 3220001017142 管理職者向けパワハラ予防研修ＩＴ活用強化による販路拡大

石川県 床鍋理髪店 － いつものメニューをヘアケアメニューへ！！新規顧客の獲得！

石川県 オフィス・ユアーズ － 金沢成功塾の新規受講生獲得に向けた情報発信の強化

石川県 イトー整体 － エアロバイク導入で整体とパーソナルトレーニングの相乗効果発揮

石川県 焼肉ＧＲＩＬＬ＆Ｂａｒ　ビコロ／メルカート － テイクアウト開始とウッドデッキ設置で認知度・付加価値向上

石川県 ストレンジフルーツ株式会社 2220001003597 世界に一つだけの名刺を作成！形状つき名刺の全国展開事業

石川県 グリーンサイクルショップ － バイクファンも納得！こだわりのバイク預かりサービスの開発

石川県 初華 － 町家暮らし体験！インバウンド層向け宿泊プランの開発と販路開拓

石川県 エステティックリラクゼーションｆｏｒ悠 － 女性エステティシャンが行う男性脱毛コースの開発と販路開拓
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石川県 有限会社鰯組 4220002001210 外国人および高齢者が居心地よく過ごせる環境改善事業

石川県 フィニセット株式会社 7220001022106 採用・制度・研修の新しい商品販売による販路開拓と業務効率化

石川県 シンク・クリエーション株式会社 8220001009770 日本で唯一の英会話教室「ジムリッシュ」の販路開拓事業

石川県 ｏｗｃｉ　オウチ － ・加賀百万石ルート形成に伴う尾山ソフトクリームの開発と観光資源化

石川県 株式会社スマイル・インク 2220001014909 スタジオの「映える」化による撮影利用の促進

石川県 株式会社チャレンジ 6220001014269 下半身強化トレーニングマシン導入による高齢者の新規顧客開拓

石川県 米沢電商株式会社 3220001007440 採用ホームページによる人材確保とニーズ充足

石川県 濱坂映像写真事務所 － 古都金沢のアーカイブ！～歴史を伝えるＬｉｂｒａｒｙ～

石川県 インプルーブマネジメント株式会社 3220001022225 ボディメイクの専門家によるパーソナルトレーニングスタジオ

石川県 プリゼ美容室 － 高齢者にやさしい店舗作りでリピーター獲得

石川県 幸味 － 高齢者、その家族が長くくつろげる店作り

石川県 ＭＵＭＣＡ － 陶器ブランドＭＵＭＣＡの紹介・案内による販路開拓事業

石川県 株式会社げんだフィジカルプラス 3220001020096 痛みを諦めない！むち打ち改善プログラムの開発及び販路開拓

石川県 Ｌａ　Ｓｏｒｂｏｎｎｅ － 肌映えランジェリーコンサルティングのメニュー化・販路開拓

石川県 和餐　伸 － 和食のマナー教室により、若年層の取り込み強化・対策

石川県 ｐｉｓ －
認知度と安心感の向上に夜新規顧客増大および売上および粗利益の向上
の実現

石川県 株式会社北製材所 2220001011906 「ホームページ×インターネット広告」で新規顧客を獲得事業

石川県 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＭｏｏｎ － 「終わりのない美」への追求事業

石川県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＴＡＰＡＳ － 店舗リニューアルによるＨＰの新規作成および広告戦略について。

石川県 九谷もんよう － 九谷焼の絵柄のミニノートの試作、販路開拓

石川県 炭焼屋鳥兵衛 － 若年層を中心として新規顧客を取り込むための店舗改装事業

石川県 株式会社明月堂 4220001013660 「ｍｉｎｏｒｉ」ブランドのファン獲得とＢｔｏＣ部門の売上アップ

石川県 勝木薬局 － 補聴器　取扱品目の拡大、ＰＲ

石川県 家具工房ＬＥＯＮ － 家具職人が作る「長く使える無垢材雑貨」の販路拡大事業

石川県 こまつ町家文庫 － 「こまつ町家文庫」新商品（仮）「北前船：安宅」の開発・販路開拓

石川県 尚軒 － 餃子専門店立ち上げによるブランディング確立事業

石川県 お菓子処　山口堂 － 令和最中の金型作成及び、最中サブレの新作開発と包材の製作

石川県 料亭　まつ家 － 外国人観光客への情報発信よるインバウンド需要取り込みの実現

石川県 合同会社西出酒造 6220003000845 中国富裕層に向けたオリジナル商品の新開発

石川県
ＨＡＲＥ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　（ハレヘアーワー
クス）

－ 新事業の導入と看板、広告、ＨＰの作成　回数券作成　プリンター設置

石川県 宮本農産 － 精米機の導入による販路開拓と作業効率向上

石川県 いす張り工房ＡＭＡＮＯ － パンフレットの製作・配布で「いす張り」を地域に広めたい

石川県 貴寿司 － 地元新規団体客獲得とリピート率向上事業

石川県 さつき － 居心地の良い空間とこだわり手料理を提供するスナック事業の展開

石川県 Ｖｉｌｌａ　ｄｅｌｌａ　Ｐａｃｅ － 廃棄野菜を活用したオイル・ドレッシング開発による新規顧客獲得

石川県 太成工業株式会社 6220001015374 珪藻土コンロＢＢＱセット商品開発と個人消費者向けにＨＰ刷新
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石川県 ナナオ土建株式会社 5220001015549 インターネットを活用した民間販路開拓及び技術者採用強化

石川県 レストランブロッサム － 門外不出ドレッシングを使用した物販商品開発による新規顧客獲得

石川県 有限会社古木重機 3220002014064 ＩＣＴ土木工事（測量）を活用した新規顧客への拡大事業

石川県 きもの処　森善 － 祭り衣裳の専門店の発信と販路開拓

石川県 ムーミンなかがわ － 『働く若い子育て世代を応援する園児用お昼寝布団のリース販売事業』

石川県 清酒織物有限会社 6220002013848 緯糸のコントロールによる新素材を用いた新製品開発事業

石川県 株式会社能登ミルク 5220001019673 「能登ミルク×地元厳選食材」による他企業とのコラボレーション

石川県 ビューティースポットアラヤ － 店のバリアフリー化による高齢層へのアピール

石川県 美総 － 石川県初のベンチプレス専門ジム開設により生涯健康のお手伝いを

石川県 カフェリボン － 絶賛コーヒーを活かした既存顧客維持と新規顧客獲得の両立事業

石川県 有限会社ＲＥＭＣＯ 7220002015397 ＩＴ活用による新しい学習カリキュラムの整備及び広報強化事業

石川県 株式会社ライフプリベンション 5220001022470 当施設と介護予防への関心を高める広報活動に販売促進事業

石川県 朝漁れ一番哲 － 朝漁れ魚と埼玉県出身をＰＲして地域で唯一の居酒屋を目指す事業

石川県 ほくりく針灸整骨院 － パーソナルトレーナー事業の本格化に取り組み販路を拡大する

石川県 株式会社イリオスＮＯＴＯ 1220001021402 Ｗｅｂサイト機能拡充によるマニア層と隠れ洗車需要の取り込み

石川県 株式会社おやゆびカンパニー 8220001021429 新規顧客とリピーター確保のための施設整備事業

石川県 ＦＲＥＥＤＯＭ２　ＲＯＣＫＶＩＬＬＥＧＥ － ファミリー客室増設と飲食店併設の施設改装事業による新規顧客誘致事業

石川県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　ＩＣＯＵ － 生産能力強化とインスタ映え新メニュー開発による新規顧客獲得

石川県 エトランゼ － 美容脱毛によるティーンから２０代の女性を中心とした顧客獲得

石川県 株式会社中越自動車商会 4220001015418 「正確＆迅速、人にやさしい」を伝承する老舗自動車整備業

石川県 うらべ家具店 － 「集客、販売、紹介」サイクル構築のための販促事業

石川県 株式会社橋本幸作漆器店 3220001017043 輪島うるし箸で日本を贈る。企業ギフト、販促品への販路開拓。

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 輪島塗ペット椀の商品開発と販路開拓事業

石川県 器の実カフェ － 顧客満足向上による売上拡大事業

石川県 有限会社宮脇薬店 2220002015617 未病の段階での症状改善、健康で長生きそして医療費の削減事業

石川県 采色塗　なか門 － 塗職人による海外市場をターゲットとした販路開拓事業

石川県 フォトわらびの － スタジオ撮影のレンタル衣装の充実による集客力アップ事業

石川県 有限会社高田本店 2220002015534 地元の蔵元と連携した商品の付加価値の向上とＰＲでの販売促進

石川県 漆の郷交流館 － 輪島塗の良さを海外にＰＲを主とした販路拡大事業

石川県 有限会社新橋　新橋旅館 5220002015523 ツーリング観光客や外国人観光客の宿泊数を増大させる事業

石川県 有限会社角知漆器店 3220002015491 輪島塗の工程や職人の技を発信することでの全国的な販路開拓

石川県 民宿　白塔園 － 石川県のブランド品活用とネット発信での顧客増計画

石川県 株式会社奥能登元気プロジェクト 6220001022494
ＷＥＢを活用して、奥能登初となる障がい者就労移行支援事業を周知し、地
域に根づかせるための認知活動

石川県 大崎漆器店 － ホームページの多言語化リニューアルによる国内外販売促進の強化

石川県 有限会社鶴竹 3220002015541 能登里山里海の食の財産（食財）を加工技術で全国展開事業

石川県 酒ブティックおくだ － 外国人観光客集客強化による店売りの売上アップ
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石川県 民芸御食事処　まだら館 － トイレの洋式化による外国人観光客と高齢者へのおもてなし向上

石川県 株式会社高野商店 1220001013267 駅弁の冷凍による消費期限の長期化による販売促進

石川県 株式会社Ａｎｔｅ 9220001014183 ホームページの改良とネット販売システムの機能強化

石川県 やまや畳店 － 畳の魅力発信につながるオリジナル畳縁及び関連商品の開発・販売

石川県 株式会社エーアンドシー 1220001022689 ホームページ制作。

石川県 4220002013040 熱中症対策の水羊羹開発

石川県 白雨 － スローファニチャーの価値を伝えるＨＰ＆店舗拡充による販売促進

石川県 有限会社すだに酒店 8220002012492 顧客飲食店案内可能なスマートフォン向けホームページ構築事業

石川県 株式会社ヌックグリーン 7220001022444 オリジナルの結婚式を低価格で実現する装花と装飾品レンタル事業

石川県 林　舗道株式会社 9220001016948 地域に根差した企業としての民間工事獲得に向けた情報発信事業

石川県 有限会社新海塩産業 1220002016104 金融機関・商工会議所と連携した国内外向け販路開拓進出事業

石川県 有限会社橋元酒店 1220002016145 温泉銭湯の大広間を活かしたゆったり・のんびり休憩サービス事業

石川県 赤坂建具工芸 － 組子技術の新たな分野への需要拡大事業

石川県 三和建設株式会社 9220001016898 民間工事の新規販路（受注）開拓のためのホームページ開設

石川県 ＭＯＣＣＡ － ＭＯＣＣＡのワークショップで花を楽しむ生活のご提案

石川県 株式会社揚げ浜 9220001019918 惣菜の商品開発及び販路拡大と製造・生産性強化

石川県 株式会社カーライフ中野 3220001017002 測色機と熟練技術の融合による塗装業務の新規顧客獲得と受注拡大

石川県 株式会社のろし 7220001017023 「幻の大浜大豆」関連商品の付加価値向上による販路拡大事業

石川県 みなくちいちご園 － 安心して当園を利用できる体制の整備による新規顧客獲得

石川県 ワダフォトスタジオ － キッズスペースの設置で子育て世代の顧客を獲得！

石川県 ｃｏｃｏｍｉ － 野菜を中心とした魅力のある商品企画開発と情報発信による販路開拓

石川県 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ 7220001021735 顧客利便性を向上するウェブサイト制作見積サイト開発と販路開拓

石川県 新装工芸 － 帽子教室開催とギャラリー整備による個人客を対象とした販路拡大

石川県 南風（ナンプウ） － マレーシア薬膳料理のメニュー開発と広告宣伝強化による販路開拓

石川県 中島企画株式会社 8220001021387 受注増に対応の為の作業場拡張工事と人員の確保及び新商品の開発

石川県 ｎｏｔｔｏ － もっと身近に！もっと手軽に！新たなモノ作り体験サービスの提供

石川県 ＥｄｅｌＷｏｒｋｓ － 造形及び教育現場向け基板開発

石川県 株式会社共和建設 1220001009100 地域ニーズを充足する民間外構工事直接受注のための販路開拓事業

石川県 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269 石川発ソファブランド「ＴＲＥＳ」の魅力向上に向けた店舗改装

石川県 料理　蓮 － 白山づくしの昼懐石プランによる販路拡大

石川県 ヴォワ・ラクテ － 本格フレンチをお気軽に。認知度向上による販路開拓。

長野県 マナ美容室 － 専門美容師による“ウイッグ”で、おしゃれをもっと身近に

長野県 合同会社和苑 2100003004028 松茸の保存システム改善で販路拡大による収益アップ事業

長野県 有限会社岡田フォトオフィス 1100002015266 見せる！魅せる！プロが撮った絶景写真ホームページの認知度ＵＰ

長野県 株式会社名取製餡所 1100001010128 「次なる百年の未来を見据えた顧客＆リピーター獲得作戦」

長野県 有限会社誉工業所 1100002014739 高精度・低価格・短納期！顧客ニーズを小型ＮＣ旋盤で実現します！
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