
採択事業者リスト

新潟県 クルテク 知恵を育む輸入木製おもちゃの普及に向けた実店舗及び広報の充実

新潟県 新潟整体工房 高齢者（６５歳以上）層獲得のための割安コースの新設とＰＲ強化

新潟県 Ｉｔ’ｓ　ＦＡＣＥ新潟店 「オンリーワンの癒しの空間」をコンセプトとする新店舗の展開

新潟県 みどりデザイン研究所 土地４０坪以下のガーデンリフォームに特化した受注システム構築

新潟県 フィニッシングスクールウィルハウス 英会話と新キャリアアップ複合コース開講／立地に即した広報宣伝

新潟県 ａｔ　ＬＵＸＥ 新スタイルの「ジェルポリッシュシステム」の導入と当該システム

新潟県 アルバ株式会社 新クラウドソーシングによる責任あるプロジェクト商品の提案

新潟県 ＲＡＰＰＯＲＴ（ラポール） ミスト・炭酸泉発生器によるリラクゼーションヘッドスパの提供

新潟県 株式会社琴源 大正琴産業のグローバル化に向けたホームページの作成

新潟県 ＥＭＢＡＲＫ　ＪＡＰＡＮ株式会社 現代人の「相棒」を復活させる『ｉＰｈｏｎｅ修理事業』の周知活動

新潟県 Ｌａ　Ｆａｔｔｏｒｉａ 多様化する個室ニーズに対応した店舗改装事業

新潟県 有限会社せかい鮨 「北陸新幹線対策」広報を強化し認知度ＵＰ、新規顧客獲得

新潟県 株式会社グラスドリーム メガネレンズ専門店による、視力回復支援での快適な視生活の提供

新潟県 有限会社一黒屋 男性秋冬向けと新作女性向けのオーダー作務衣の販路開拓

新潟県 有限会社こがね鮨 出前用サイトで売上ＵＰ

新潟県 ヘアメイクアップスタジオマース ＨＰの充実強化、文字媒体を活用した効果的な販売促進策の展開

新潟県 株式会社オルエ 新潟県が世界に誇る加工技術を利用した、『名刺』の広報活動

新潟県 和かふぇべじ家 ホットミール・ケータリング事業の立ち上げによる新販路開拓

新潟県 デアフローラ お客様の気持ちに寄り添う自信と技術をＰＲします

新潟県 株式会社髙橋孫左衛門商店 北陸新幹線開業に伴う新規顧客の獲得を目指したパッケージの開発

新潟県 有限会社　平和堂 和紙に印刷した温もりを感じる商品開発・販路開拓

新潟県 有限会社毛利製作所 パンフレットとホームページのリニューアルによる顧客発掘大作戦

新潟県 洋風の居酒屋ラ・カズ 女性客の集客アップのトイレリフォーム・パウダールーム設置事業

新潟県 株式会社クリエゾン 大人向け竹集成材製グラス名入れギフトの試作と販路拡大

新潟県 株式会社酒商たむらや ネット販売システムの新設による情報発信力強化事業

新潟県 株式会社ホテルリバーイン 新たな顧客層の取り組みを狙ったパンフレットの作成事業

新潟県 株式会社アイセイＰＣ 地方中小工務店応援サイト「ＢＡＩＺＯ」（バイゾー）の構築

新潟県 株式会社　ケイ 写真サービスの展開とバリアフリー化による高齢者層の囲い込み

新潟県 麺や天鳳 野菜がたっぷり濃厚なとんこつタンメンの開発事業

新潟県 大川クリーニング店 ・衣類修理のメニュー化とホームページ作成による販路開拓

新潟県 ＮＩＣＯ　ＨＡＩＲＭＡＫＥ スチーマー増設とガス乾燥機の導入

新潟県 多川米店 当店インターネット通販の売上を増加させるためのＳＥＯ対策

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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新潟県 株式会社コモンライフ・コーポレーション 仮称　らくすむ空家相談サイトの開発と新規運営。

新潟県 Ｋｉｎｔｏｋｏ（きんとこ） ４０代以上の女性の髪と頭皮に優しい白髪染めサービスの拡販事業

新潟県 有限会社パナ・コスモスオオツカ 高齢者向け「聴こえの相談会」「補聴器お試しサービス」の実施

新潟県 ミリオンパック有限会社 新装開店「楽しいパッケージプラザ」の広告宣伝を強化して販路拡

新潟県 小竹屋旅館 オフシーズンの売上ＵＰ策→新体験プログラム開発と効果的なＰＲ

新潟県 ナチュラルメディカル株式会社 フランチャイズ化に向けた、モデル店舗開発

新潟県 株式会社相田合同工場 製品安全対策を施した商品及び販売促進ツールの開発

新潟県 中村精工株式会社 医療用滅菌箱等の開発及び販路の拡大

新潟県 レジエ株式会社 新規カタログ製作による既存顧客の購買意欲促進及び新規顧客獲得

新潟県 株式会社ｉａトキワ 水害から命と財産を守る『加圧式止水板』及び防災対策の周知活動

新潟県 ハーベスト 極上の普通を目指したカフェ店舗設置と木製通い箱による販促活動

新潟県 有限会社メルガーデン 観葉植物・熱帯植物の販路拡大及び冬期の品質保持設備

新潟県 義平刃物 製品カタログの製作と展示会出展による販路拡大

新潟県 指輪工房ｃｅｒｃｈｉｏ ３Ｄ　ＣＡＤを導入したジュエリー再生プランの実施・販売促進事業

新潟県 ら～めん鯉次 快適性を重視したトイレ改装と家族層獲得のクーポン付広告事業

新潟県 株式会社ｎｅａｒ．ｆ 子供服屋が作るおむつケーキの認知度向上による売上及び販路拡大

新潟県 株式会社炭長商店 Ｗｅｂを活用した新サービスの構築と新規顧客開拓の仕組み作り

新潟県 有限会社ハインズワーク 新規顧客獲得の為の分割式軽量マイクスタンドの開発

新潟県 有限会社高橋建具製作所 伝統的な建具を首都圏のマンションに向けて製品化・販路拡大

新潟県 びいどろ 体験型ガラス作り及び外国語標記のＨＰとガラス製品のネット販売

新潟県 有限会社花プラン バラ花束の企業向け従業員誕生日管理とＳＮＳギフトサービス

新潟県 欧伊菓子ドルチ 和菓子の木型で作ったチョコ・焼き菓子の販路開拓

新潟県 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 新発田名産アスパラガスを使った商品開発・販売による販路開拓

新潟県 ビノン株式会社 不動産業者向け中古住宅販売補助システムの開発、販路開拓

新潟県 鳥はし 新業態店新設、クラフトビールと高温で一気に焼上げるピザを提供

新潟県 ＩＳＡＮＡ 試作品の開発、家具職人と染織家が伝える製品見本冊子の作成

新潟県 つばめバランス整体院 キッズスペースの完備と洋式トイレへの改修工事

新潟県 株式会社富田刃物 国内外との取引を円滑にする英語表示可能なウェブサイトの構築

新潟県 株式会社　藤原商店 地場の技術を施したメニューブックによる衛生面強化と集客力ＵＰ

新潟県 有限会社サトウワックス デモンストレーション型広報費とＷＥＢサイトの料理レシピ更新費

新潟県 有限会社関野鋏工業所 海外ユーザー向け製品開発による販路拡大事業

新潟県 石田研磨 販路拡大と生産性向上を図る看板設置
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新潟県 夢きぶん 客層別新メニューの開発と自家栽培野菜の販売事業

新潟県 株式会社イチカラ畑 「農家直送～越後名産「へぎそば」の販路拡大事業」

新潟県 建築白石株式会社 土地付きリフォーム住宅モデルハウスの広報宣伝

新潟県 ビルダーズ嵐誠 遮熱性・遮断性に優れた塗料の導入に伴う自社の広告宣伝強化

新潟県 肉の平沢支店 ロードサイド看板と壁面看板による一般顧客への宣伝強化

新潟県 有限会社善蔵 ～販路開拓のための現代のニーズ対応型店舗・空間創り～

新潟県 無痛整体・鍼灸治療院樹庵 知られていなかった妊婦さんへの整体施術ＰＲ、販路開拓

新潟県 衣料のかみしん かみしんオリジナルタオルマフラー「カカラーヌ」販路拡大事業

新潟県 株式会社シルクワーク ＨＰ・会社案内の活用による絹・麻織物染色加工技術の販路拡大

新潟県 勇屋織物株式会社 段差解消による高齢職人の労働環境改善、工場見学用通路の安全化

新潟県 合名会社文栄堂 上越妙高発かさばらない組立式鉄製スノーダンプの開発販売事業

新潟県 株式会社皆川製作所 「半田技術」「在庫管理」強みを活かした営業活動による新規受注

新潟県 有限会社咲花の里 スマホ専用サイトと予約システム刷新で個人客の集客ＵＰ

新潟県 にのみや プライベート空間でゆったりとおそばを味わうお店づくり

新潟県 有限会社木村生花店 憩いのスペース増設で集客力アップ！目指せ，地域に頼られるお花

新潟県 立川織物工場 広告チラシ作製、配布、設置による新規顧客獲得

新潟県 ポワルのほほえみ 販路拡大を狙った競合店にないバースデーケーキ配達事業

富山県 フロール 高齢、病気、障がいの方々への在宅訪問理美容サービスの提供

富山県 お墓ドクター　高柳石材 遺骨埋葬のトータルサービス（ご遺骨洗浄、粉骨、埋葬サービス）

富山県 株式会社岡本 和装業界「初」となる肌に優しい和装下着の販促事業

富山県 株式会社とやまなび 「選べる！見つかる！塾選び」スマホで探そうＭＹベスト学習塾

富山県 Ｄｃｏｍ株式会社 ジャーサラダをメインとした新コンセプト韓国料理店の開発

富山県 廣瀨動物病院 整形外科分野および眼科分野の設備拡充による高度獣医療の提供

富山県 株式会社西和 無垢材と断熱材を使用した、健康リフォーム工事での顧客開拓

富山県 株式会社オレンジ・ヴォイス・ファクトリー イベント企画における営業支援ツールの構築

富山県 あおき接骨院 アスレチックリハビリテーション外来の開設に伴う専用器具の導入

富山県 木田芳香園 厳選抹茶と県産牛乳を使用した「濃厚抹茶ラテ」の開発・販売促進

富山県 高田屋 三ツ星レストランのシェフが作る純国産ますの寿司の開発・販売

富山県 株式会社室屋 収納プランに特化した古民家風ナチュラルリフォームの展開

富山県 株式会社キレイサービス オリジナル商品「エコ洗剤」の周知及び新市場（県東エリア）展開

富山県 みゅうツーアズ 高齢者（旅行弱者）をサポートするサービスの提供及びサロン開設

富山県 キッチンかきくけこ 詰め・盛り放題と新メニューの看板・チラシ等作成による販路開拓
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富山県 西元自動車有限会社 バリアフリー店舗によるオーダーメイド福祉車輌提供サービス確立

富山県 ガンディ 新カレー料理の浸透及び女性を意識した業態ブラッシュアップ事業

富山県 イタリア料理ボーノペッシェ 洋風惣菜・季節弁当・洋風おせちの開発、製造、販売

富山県 マルカサフーズ有限会社 主力商品と店舗のＰＲ動画（日本語・外国語版）のインターネット

富山県 株式会社マイハラ
北欧スタイルの畳空間の提案と新規顧客獲得のための広告宣伝とＷＥＢサイ
トの新設

富山県 有限会社棚田総石 世界初！コラボレーション墓石（高岡銅器＆ガラス）の開発、販路開拓

富山県 有限会社源七 魚津バイ飯おこわの真空パックによる商品力向上と販路開拓の実現

富山県 株式会社ハマオカ海の幸 ホームページのリニューアルと直売店舗の改装

富山県
伊田直樹建築設計事務所～一級建築士事務
所～

ホームページを軸にした住宅の受注サイトの提案並びに販売促進事

富山県 第一工業株式会社 強みの『地元密着＋女性』にショールーム化を加え、成約率を向上

石川県 株式会社松風園茶舗 セルフ給茶コーナーの設置による棒茶ＰＲとティーバック商品の開発

石川県 株式会社迅技術経営 学都金沢の飲食店を学生が調査するミステリーショッパー事業

石川県 フィオーレヘアデザイン 「ダメージレスなふわふわパーマの専門店」としての専門店化

石川県 ｈａｉｒ　Ｕｎｉｔｙ ライフスタイルにあわせたヘアスタイルを提案する美容室の展開

石川県 株式会社チェンジプロモート キッズ市場開拓のためのコーナー新設とオリジナル商品ＰＲ事業

石川県 株式会社トラベルアイ お客様のニーズにあわせ臨機応変な企画を提案する旅行事業の拡大

石川県 パブキタムラヤ 初めてのお客様も入りやすい「立ち飲み洋風居酒屋」事業の展開

石川県 有限会社寿し栄涌波店 新メニュー開発と店舗施設改善による集客力向上事業

石川県 Ｎｅｒｏｌｉ（ネロリ） オリジナル「アロマ風水トリートメント」サービスによる顧客開拓

石川県 株式会社エイチツーオー 「金箔レースアクセサリー」の販路開拓と商品開発事業

石川県 株式会社ユーアート 下請脱却！カッティングマシーンで作成した商品の提案・販売

石川県 だるまや食堂 高齢者増加に伴いバリアフリーに配慮した洋式トイレへの改修工事

石川県 株式会社堀田眼鏡店 玉型データのデジタル化による業務効率化向上と販売力の向上

石川県
株式会社金沢適応カウンセリング＆研究セン
ター

在宅の青少年並びに若年成人とその家族への、相談支援パッケージ

石川県 株式会社一期大福 眠ってるホームページを働くホームページに変身ツールの販路開拓

石川県 有限会社洗擢工房うえむら 靴・ブーツ・バッグ等革製品の特殊しみ抜き周知事業

石川県 株式会社九谷陶泉 新開発の九谷焼指貫『Ｕｂｉ－ｋｕ（ユビーク）』と一人鍋の販路開拓

石川県 メティサージュ 本格欧州パンの販路開拓と新規顧客発堀事業

石川県 有限会社梅八 高齢者、障害者および女性向け会食場の店舗開発

石川県 うらべ家具店 強みを活かした商品の開発及び集客活性化事業

石川県 陽電機株式会社 自社の知名度をあげ、シルバー世代に絞った販路拡大。

石川県 有限会社白鳥製綿所 環境・人に優しい昔ながらの木綿布団の魅力の情報発信

4/8



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

石川県 Ｋｎｏｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 長時間の施術でもストレスを感じないくつろぎの空間の提供

石川県 鳥居醤油店 自社ホームページのネット販売構築及び国際化を睨んだ海外での醤油のＰＲ

石川県 サロン花みより 楽しく居心地のよいサロンでお客様との『心つなぎ』による販売促進

石川県 一夜干工房海産物ふるくら 情報発信力の向上による“海産物ふるくらファン”拡大事業

石川県 上塗屋中門漆器店 顧客ニーズに合う漆器をホームページにて紹介し販路開拓に繋げる

石川県 垣内漆芸工房 海外での新デザイン製作と国内販売強化

石川県 森田茂伸商店 空き缶選別磁選機による扱い品目の増加と新規顧客の獲得

石川県 中島忠平漆器店 展示場の拡張および充実（ユニバーサル化）と販路開拓事業

石川県 ＩＮＡＤＥ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 個人の一級建築士を核とした建築事業組織体の結成による販路開拓

石川県 株式会社スミタ ワンタッチ長さ調整式杖の市場拡大新商品開発・販路開拓

石川県 株式会社加佐ノ岬倶楽部 昆布巻・浜炒り甘えび・浜炒りめぎすのブランディングと販路開拓

石川県 株式会社夢のと 「アート」をテーマとした旅行商品開発事業

石川県 株式会社アンヨウジ 朝市通りのリサイクルショップ「風ぐるま２７」リニューアル事業

石川県 やまもと寝具店 生活の変化に即した寝具類のレンタル及びリフォーム事業

石川県 岡田モータース 他社ができない細やかなサービス展開に向けた内部効率化アップ事業

石川県 シークタイム ゲリラ豪雨による浸水をストップする防水板開発・販売・普及事業

石川県 有限会社ばんば スマホ対応等、ホームページ全面更新による米の販売強化事業

石川県 ケー・ジー 相談会開催による窓・玄関断熱リフォームの販路開拓

石川県 Ｎａｔｕｒｅ 物販事業を拡大するオリジナルシャンプーの開発・ＰＲ事業

石川県 有限会社グリーンハウス・ユウ 建設業者のニーズに応える緑化材の生産販売

石川県 株式会社フェイス 大人の遊び心を呼び戻す商品を製造するための第一歩

石川県 ＢＲＥＳＴ株式会社 メディカルブランディング事業“ＳＨＩＴＳＵＲＡＩ”を東京に！

石川県 有限会社つるや 安くても大満足！繁盛旅館への変身プラン

長野県 有限会社上松屋旅館 宴会場の設備のバリアフリー化による高齢者向け受入整備事業

長野県 有限会社南條旅館 思い出をムービーにして思い入れ。サプライズで集客アップ事業

長野県 株式会社おとぎの里 ローカルブランドづくり～オリジナルエコバック開発と地域ＰＲ～

長野県 株式会社霜鳥 小規模リフォーム事業のＰＲ活動

長野県 共栄不動産株式会社 住宅診断と相続相談のシリーズ広告を通じた売買仲介の強化

長野県 なかじまフォート 自然な仕草や表情を撮影、母子が安心のセレクト空間への改装

長野県 Ａｊａｒｉ　ｃａｆｅ 新規顧客獲得のためのテイクアウト事業の拡大

長野県 メガネのフォーサイト 遠近両用メガネの販路拡大

長野県 紅茶とお菓子アブリュス 軽食提供開始を広告する看板設置、ＨＰ作成。什器の購入。
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長野県 有限会社　渡来人 新レジシステム導入による店舗経営の強化と広報活動による販売促進

長野県 糸魚川翡翠工房こたき 外国人観光客向けアクセサリー販売用の看板等の販促物作成

長野県 ルピナスネイル 新規客獲得と顧客満足度ＵＰのための内装工事とＰＲ活動

長野県 株式会社カネト小原 ＩターンＵターン予定の若年層に向けた中古物件のＰＲ事業

長野県 松本マフィン 信州のクッキー開発とパッケージ製作によるギフト需要の販路拡大

長野県 ＲａｓｐｂｅｒｒｙＧｉｒｌ ママと子供で楽しむ、手縫い子供服、オリジナルパターンの広告事業

長野県 テレネット株式会社 移動車両用「緊急災害情報配信及び災害用通話」の周知、販路拡大

長野県 株式会社小池寝具店 高齢者の買い物と布団のお手入れを助ける出張販売サービスの導入

長野県 綺麗美容室 高齢者の利便向上の為の店舗入口の滑り止めとスロープ化の導入

長野県 有限会社フクザワオート 借りて楽しむ『レンタルオートバイ（ハーレー）事業』

長野県 割烹小鈴 “信州産手打ちそば”の提供

長野県 在来屋 土産物及び通信販売の強化の為の真空包装機の導入

長野県 株式会社アンダンテ 飯田下伊那の求職者・在職者に実践的な職業訓練を提供する事業

長野県 クロスエーエム有限会社 安心安全な地元素材を活用した料理をホームページで発信

長野県 有限会社山田写真館 ブライダル撮影拡大のためのＰＲ増強

長野県 来々軒 お子様からお年寄りまでがゆっくりくつろげる店舗環境の創造

長野県 有限会社草間商事 修理機械の導入による新たな顧客サービスの提供と新規顧客の開拓

長野県 株式会社諏訪印刷 「アマチュア無線家向けイベント出展および販路拡大プロジェクト

長野県 きもの屋そねはら きもの文化拡大をめざす着付教室快適化のための店舗改装

長野県 株式会社杉浦歌吉商店 看板とパンフレット作成による認知度の向上と新規顧客の獲得

長野県 有限会社田毎庵 商品カタログの作成とネット販売システムの構築で販路拡大

長野県 株式会社　住工房　Ｋ 展示場へ１００組集客からの販路拡大、それに伴うホームページ作

長野県 リラクゼーションサロンプルメリア 述べ来店客数増加事業

長野県 Ｂ＆ＢメグハウスＺｕｋｕ 日本語と英語併記の販促用の自社パンフレットの新規作成と配布

長野県 有限会社九九九匹の羊プランニング 【細やかに管理出来るワインセラーの導入】

長野県 食事処　鐵 『鐵好撰（てっこうせん）』～オリジナル商品ブランド

長野県 カットルームジュミー 最新ヘッドスパシャンプー台導入による新サービス提供の販売促進

長野県 有限会社松野屋 直販体制の確立のための工場内店舗改装と販売促進

長野県 音の木工房・千万音 “心に刻む音を次世代へ繋ぐ”信州発、音響ブランド開発

長野県 おおのだ酒店 差別化商品の導入と新規顧客獲得のための広告宣伝事業

長野県 有限会社センス ・炭入りマッサージオイル「揉油～ＭＩＹＵ～」広告、宣伝事業

長野県 有限会社テックドリーム スチームコンベクションを活用した新サービス提供
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長野県 有限会社ぎん月 女性顧客満足度向上の為の内湯整備と誘客促進事業

長野県 有限会社エクスペリエンス インターネット販売による古本／古着の販路開拓

長野県 信濃ガス株式会社 住宅エコポイント促進キャンペーンとミニイベントの開催

長野県 株式会社小山商会 ＷＥＢカメラで、安心・安全・使い易いコインランドリーに！

長野県 有限会社常盤館 飲食スペースにおける外国人対応のための椅子テーブル設置事業

長野県 有限会社丁子屋 高齢者に対応した座敷席を全席椅子席にする客室改善事業

長野県 天狗温泉浅間山荘 バーベキュー施設増設に伴う炊事棟の増築改修工事

長野県 有限会社大西製粉 「地元広報紙とネット広告を使った新規顧客開拓」

長野県 ゝ芳酒家 月替りて楽しむ中国料理

長野県 有限会社奥村ふとん店 働き盛りの４０代の眠りを変えて、元気を取り戻す事業活動

長野県 駒ケ根ユースホステル ○山岳観光客をターゲットに入口の雰囲気づくりによる宿泊客アップ

長野県 悠合カフェ 唐松林を活かした「オートキャンプ場設置」と「広報活動」

長野県 信州駒ヶ根いちご園 ３０～４０代消費者向け贈答用イチゴのネット販売拡大

長野県 合同会社プレシュアリー 自社用ネット販売システムの構築　及び　そのサイトへの集客

長野県 フィットネスクラブ　リセット 高齢者・介護障害の健康寿命を延ばすジム作り

長野県
木崎湖ＰＯＷ　ＷＯＷキャンプ場＆アウトドアク
ラブ

ティピを利用したキャンプ初心者層を新規顧客開拓

長野県 洋菓子工房たてしなグーテ 地域資源を使用した焼菓子開発と地域ブランド活用による販路拡大

長野県 茅野アスレチックスアカデミー 記録会・体力測定会事業による売上アップと新規会員の獲得

長野県 株式会社ファンクリップ タブレットでＩＣＴ×認知症予防　高齢者向けの新規事業で販路拡大

長野県 有限会社福寿屋酒店 観光立地に特化した地酒・ワインの販売強化と販路開拓

長野県 株式会社ワイ・エム・アイ 農家向け作業用具と再生可能エネルギー活用の自社商品開発販売

長野県 磊庵はぎはら 長寿の里／佐久平発「新製法・どうつきそば」プロモーション事業

長野県 中込カメラ 佐久の魅力を撮るラジコンマルチコプターによる新たな販路開拓

長野県 ヘアーズティピー おしゃれを楽しむ女性用ウィッグの販売促進

長野県 芝宮園 「東立科６，０００坪／生産緑化木・自然木」ＰＲ事業

長野県 有限会社岩崎呉服店 藍草から育てた本藍染のお土産品開発と情報発信

長野県
司法書士・土地家屋調査士・行政書士山際・
竹花合同事務所

専門家と作ろう！私のオリジナル「ワンコイン終活ノート」

長野県 フェリーチェ 佐久エリアオンリーワンの「やみつきヘッドスパ」ＰＲ計画

長野県 有限会社松木商店 幻の酒「帰山」等の地酒紹介コーナー設置による新規顧客開拓事業

長野県 三河屋 すべてのお客様に優しい、佐久鯉地産地消店・バリアフリー化計画

長野県 株式会社アズ 地域に密着した広告制作会社という特性を生かした、学校における販路拡大

長野県 株式会社ローカルシーン 蒔ストーブ設置で「心の栄養」補給の提案と販売
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長野県 アルソリーソ 看板と照明による露出アップと備品追加購入で客席稼働率の改善

長野県 きらら動物クリニック ワンちゃんのしつけ方教室とワンちゃんの手作りおやつの開発

長野県 フォレストデザイン 日本のふるさとを体感する「いいやま里山体験プログラム」事業

長野県 有限会社ホテル　ほていや トイレの改装による高齢者にやさしい店舗改装事業

長野県 有限会社エルム インバウンド客誘致を主体に売上高増加の手段構築と集客力強化

長野県 有限会社ブルーベリー プロモーションビデオとＷＥＢを用いた広告による新規顧客の獲得

長野県 有限会社三光 特価時大量仕入れのための倉庫増設による売上げアップ事業

長野県 株式会社幾久屋 代理店方式による、悠Ｕサンルームの全国展開
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