中小企業パワーアップ補助金
（新事業転換促進支援事業）採択者一覧
No.

申請者名称

所在地

事業計画名

1 新日本製パン株式会社

山形市

レトロハンバーガー自販機導入による新たな客層及び販路の拡大

2 株式会社エナジープランニング

新庄市

精米ライン導入による持続可能な新事業による販路拡大

3 株式会社エポックワーク

山形市

昆虫食を推進するための自動販売機設置

4 平澤養鱒場

東根市

移動販売車を活用した川魚の炭火焼き等による販売促進事業

5 浅野商店

山形市

県産品に特化した酒類専門店への業態転換のための店舗外装工事

6 テーブルスタイル茶道Ochagoto

鶴岡市

物品販売による新たな顧客層の獲得

7 肉そばはくよう

東根市

真空包装機導入で乾麺セット開発による新規顧客獲得事業

8 株式会社山形ミートランド

寒河江市 冷凍自販機導入によるウィズコロナ時代の販売チャネル整備

9 株式会社五十嵐製麺

酒田市

調理場の一部を改修し新たに中華料理のテイクアウト販売を開始

10 有限会社星野カメラ店

天童市

LEDライトを活用した撮影スタジオの新設

11 日栄産業有限会社

鶴岡市

新分野の半導体製造に伴うプラント設備受注に向けた工場整備

12 有限会社むら熊

中山町

新事業分野展開によるビジネスモデル転換事業

13 株式会社オオツ興業

中山町

エクステリア部門展開によるビジネスモデル転換事業

14 株式会社荘内藩

鶴岡市

庄内藩を巡り・遊び・食べる新感覚！情報ポータルサイトの構築

15 おかしのアトリエAlice

南陽市

菓子屋からパン事業への新事業展開

16 株式会社西川インテリア

南陽市

コミュニティハウスを兼ねたオーダー家具の展示場の運営

17 日東商事株式会社

天童市

高品質な商品製造のため、ハーネス事業新規取組

18 株式会社つたや

西川町

燻製工房の創設による燻製商品の開発と販売

19 株式会社北陽

酒田市

新たな半導体製造装置用ハーネス事業獲得に向けた生産環境整備

20 コーネルパン教室

鶴岡市

国産小麦と地元産小麦天然酵母のパン開発とネットショップ販売

21 旬彩うを徳

小国町

地域名物店をめざした新たなジビエ料理と山菜料理のサービス展開

22 有限会社といや

河北町

新たにテイクアウト事業展開による販路開拓事業

23 株式会社長岡製作所

山辺町

3Dプリンターを活用した新分野事業の展開と新規顧客開拓

24 秋子の餃子

中山町

冷凍自販機導入による24時間新たな顧客獲得事業

25 株式会社大江車体特装

山形市

Jシステムを活用したコンサルティング事業の立ち上げ

26 有限会社味の農園

酒田市

県産リンゴ、ラフランス、雪若丸によるお酒の越境ECでの市場開拓

27 企業組合スイーツキッチン

天童市

新製品「地域農産物パウダー」製造設備導入による新事業展開

28 ILBLU遊学館

山形市

地物フルーツのデニッシュパンのネット販売チャレンジ

29 株式会社studio FLASHY

山形市

YouTubeを活用した運用代行サービス

30 といや

ほなみ分店

寒河江市 新商品「半生めん」による保存可能な蕎麦で全国販売を目指す

31 株式会社レホボテ

山形市

看板メニューであるキムチのスーパー向け卸売りによる新分野展開

32 水戸部魚店

天童市

新規冷蔵庫を導入し、大量受注への対応と品質管理の向上を目指す

33 有限会社桝屋商店

南陽市

真空機導入による保存食開発と新ターゲット向けECの再構築
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34 株式会社萬菊屋

南陽市

規格外果実を使用した新たなスムージーの開発・販売

35 有限会社柳田電子工業

金山町

精密プラスチック成型分野への進出

36 有限会社ワールド企画

新庄市

サンプル専門部門設立のための設備導入

37 石山寿司

山形市

江戸前寿司をもっと身近に。「贈呈用いなり寿司」によるテイクア
ウト事業強化

38 株式会社かん石材

新庄市

墓石加工技術を利用した親しみやすい石製品の開発

39 合資会社虎屋西川工場

西川町

新事業ワイナリー見学ツアー開始に向けた工場見学ルートの整備

40 club Eden

山形市

新規事業・美容サロン開店による事業再構築と経営強化

41 有限会社ふたばけんそう

山形市

訪問医療マッサージ店の新規事業

42 有限会社林博商店

山形市

びん商だから出来るリユースびん入り県産ブランド米のネット販売

43 有限会社パル

東根市

24時間いつでも本格ラーメンを！

44 株式会社ナコン

天童市

新たな半医療機器組立事業への展開による販路拡大

45 有限会社舟形マッシュルーム

舟形町

油圧式大型テント導入、テラス席での料理提供で売上拡大を目指す

46 有限会社登府屋旅館

米沢市

サウナファン向けオリジナル商品開発・動画体験事業

47 かくれ庵sasaki

山形市

県産食材を用いた加工品のネット販売

48 土田

山形市

社会問題化している空き家再生事業の構築

49 有限会社ソアリングシステム

南陽市

冬の十分一山で雪景色や雪遊びを楽しんで貰う為の観光商品開発

50 BBクラクション

南陽市

SDGsに向けて3R自動車部品を活用するための倉庫改修事業

51 有限会社ふみや文具店

鶴岡市

鶴岡市街地唯一のクライミングジムで充実のスポーツライフを提供

52 味工房すず

山形市

★新鮮な食材を活用した手作り惣菜を通して幸せな生活のお手伝い

53 株式会社ファイン

高畠町

BtoBのビジネスを成長させるセールスフォースの新規導入

54 ピーアイエス株式会社

東根市

小型ロボットアームを活用した卓上自動装置の開発・販売

55 有限会社COCO夢や

山形市

冷凍自販機を活用した山形ソウルフードどんどん焼きの販売

56 株式会社池田

鶴岡市

新規商材による新規顧客開拓と売り上げ拡大

57 芝電化株式会社

酒田市

オーダーメイドトランス・チョークコイルの販売展開

58 株式会社佐藤新聞店

村山市

駐車場消雪によるワークショップ・イベント広場整備で収益拡大

賢司

59 CUTE

寒河江市 売れ残り商品をリメイクしサステイナブルファッションを実現する

60 株式会社ローズガーデン

米沢市

「ネットオーダーTAKEOUT おいしさ一番おうちde ROSE」

61 株式会社Moment

山形市

自社の菓子にペアリングできる自家焙煎コーヒーの開発で売上UPと
雇用維持

62 株式会社ARUZAMU

山形市

コロナ禍で高まる健康リスクをHIFU活用で改善を図る

山形市

ウッドデッキスペース新設で開放的な屋外飲食の実現

64 合資会社酒井製麺所

山形市

地域課題解決を目指した冷凍食品自販機の設置

65 株式会社セト藤

山形市

シェフと連携、コース料理が楽しめるワンプレートのテイクアウト

66 KMAミュージカルアカデミー

高畠町

オンラインを活用した婚活事業部門の強化による売上拡大

63

コーヒーレストラン真理・セレクトショッ
プSEE-THrough
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67 ここ＆りり

山形市

中国語圏旅行者向け「旅行ガイド事業」実施による売上拡大

68 株式会社米沢キャビネット

米沢市

ECサイトによる木工端材のネットショップ新規事業の構築

69 株式会社出羽工業

鶴岡市

新分野である製薬工場向け大型圧力容器受注に向けた溶接チャック
の新設

70 株式会社三友エンジニア

山形市

ドローンレーザー測量機導入による3次元山林図作成の測量開始

71 有限会社 旅館 松島館

南陽市

地元産契約農家の米を活用した土産もの開発と全国発送事業

72 株式会社ランフォワード

山形市

パーソナルヨガ事業の開発とWEBを使った非対面集客体制の整備

73 肴や太郎

金山町

金山の落花生を使ったソフトクリームの開発

74 Kamui48jp

鶴岡市

施設新設による愛犬家のドッグライフ向上のための新規事業展開

75 八鍬酒店

新庄市

コロナにおける地酒消費拡大にネット販売を活用した販路拡大事業

76 有限会社陶美苑

天童市

山形のおいしさを全国に届ける乾燥くだものチップス販売の新展開

77 有限会社ユーミーズコン

山形市

デリバリーカーによる商品販路、新規顧客の開拓による売上向上

78 柿﨑自動車

戸沢村

新たなサービス、カーエアコンリフレッシュで販路拡大

79 最上川交通株式会社

戸沢村

舟下り下船場バスターミナル内での地元食材活用した飲食店展開

80 フォーエバー株式会社

天童市

山形県産惣菜を活用するオリジナル餃子新規販売ルートの開拓

81 有限会社とらや旅館

長井市

アフターコロナの外国人誘客のためのシャワー室設置

82 古川接骨院

大江町

歯のホワイトニング事業展開により新たな販路を獲得する接骨院

83 株式会社米沢食肉公社

米沢市

食肉セリ市場から加工一発直送のECサイト創設

84 株式会社長沢燃料商事

米沢市

黒炭の「消臭・脱臭用」新商品の開発による利活用拡大

85 株式会社日々

真室川町 リンゴを使った大人のためのノンアルコール飲料開発と販路開拓

86 株式会社ゆきんこ

米沢市

小分け加工業の新分野展開と『ゆきんこ』ブランディング

87 株式会社TabiSona

天童市

旅行グッズ販売の為の海外旅行のプロによるVR旅行イベント開催

88 株式会社髙梨製作所

河北町

半導体製造装置及びロボット向け部品の袋詰めの自動化

89 株式会社LABEL LINK

山形市

蔵王温泉の原点「高湯通り」の賑わいを創出する新店舗のPR

90 斎藤製麩所

長井市

お麩で健康美人！お麩専門店によるヘルシーランチの提供

91 株式会社車屋

天童市

多角型分光測色機の導入によるリサイクル用品の塗装

92 クスリのおおち

村山市

蜂駆除事業のエリア及び駆除方法の拡大で新たな客層の獲得

93 廣谷建設株式会社

南陽市

コロナ禍における『ナチュラル系提案住宅』の新築提案事業

94 合同会社ボタ

山形市

菓子製造室を併設した、テイクアウトが可能な飲食店への転換

95 アロマ癒しサロンAkayu

南陽市

「赤湯温泉」源泉を活用したオリジナルボディクリームの開発事業

96 有限会社厚生館潮音閣

鶴岡市

北欧風部屋を創りカップル客層の増加へ

97 GOOD RADIATOR

酒田市

庄内初、雪若丸や県産食材を使ったスープカレー専門店への転換

98 有限会社サンドーデザイン

南陽市

山形フルーツの無添加ソフトドライフルーツ開発事業

99 板垣養蜂園

南陽市

蜂蜜市場0.1％以下の日本古来のニホンミツバチ飼育と小売販路開
拓事業
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100 株式会社アイオイ

鮭川村

「やまがた最上どり」の販路拡大を目指すブランド化事業

101 株式会社シントー

新庄市

環境衛生製品のサプライ（サブスク）新業種転換による売上・粗利
の向上

102 タバコヤ商店

山形市

ネット通販可能なホームページ導入による新たな市場の獲得

103 株式会社もがみ物産協会

新庄市

コワーキングスペースの設置で、新規層の顧客獲得を目指す

104 株式会社ＪＰＤ

新庄市

新分野展開のカフェ事業で売上向上

105 カムコミュニケーションズ株式会社

酒田市

楽天市場出店による事業のオンラインシフト

106 株式会社アルティジャーノ

鶴岡市

革のバッグ・財布の再塗装と色補正のお直しのカート式ネット販売

107 有限会社シバサキ商事

天童市

次代を見据えた新分野への積極展開による経営基盤の確立

108 株式会社木林森

白鷹町

ゲストハウスの浴場施設新設によるビジネス客獲得事業

109 Entrance Bagel & Coffee

鶴岡市

ベーグルを24時間販売可能な冷凍自動販売機の設置

110 有限会社朝倉商店

山形市

ホームページ作成、新規顧客獲得に向け新エリアポスティング実施

111 黒沼畜産株式会社

中山町

新事業展開によるビジネスモデル転換事業

112 AiPRANA

鶴岡市

更年期世代向け新サービス新商品の開発

113 王様の焼肉株式会社

中山町

店頭の空きスペースを活用した新たな商品販売チャネルの創出

114 カットルーム松田

村山市

メンズエステサービス導入による既存顧客満足向上と販路拡大事業

115 マツダ電気販売株式会社

山形市

超高齢化社会における、「デジタル難民」需要への対応強化

116 有限会社ウッド・メーク

米沢市

新製品のレーザー彫刻による顧客価値向上と売上げ拡大

117 有限会社あん

白鷹町

惣菜部門の立ち上げによる売上拡大事業

118 株式会社SAKANAICHI

山形市

山形県産酒を中心に、県産品を広く国内外にPRし販売する計画

119 キネシオロジーサロン Silky・8

米沢市

安心安全なサロン作りとハイブリット形式のヨガ教室開始

120 株式会社Ｅ旅

山形市

「全国お取り寄せ品物産展」リリースに伴うWEB改修、広告出稿

121 有限会社芦野自動車

村山市

WEB広告強化による特定車種限定新車リース全国販売事業

122 生活工房いしやま

最上町

新商品「秘伝レシピのこだわりしそ巻き」による売上拡大

123 有限会社髙橋木工

尾花沢市 和風照明木枠組立事業への進出

124 ムラタ酒店

東根市

作り手、お客様に寄り添ったこだわりのある酒を売る、今の時代の
「酒屋」を創る

125 株式会社Rose Cheek

村山市

美容新商品の開発、顧客・販売ルート開拓の販売促進事業

126 ベネフィット株式会社

南陽市

地元での人気メニューを長期保存可能化で全国展開へ

127 株式会社AndMERCI

大石田町 歴史的建造物の中、洋菓子店が展開する本格的北フランスカフェ

128 株式会社スカイパスコ

天童市

運搬用ドローンを利用した林業課題解決への取り組み

129 株式会社置環

米沢市

新たなコミュニケーションツールによる顧客開拓と「ととのう」屋
外サウナの活用

130 株式会社肉の旭屋

南陽市

冷凍自販機導入によるオリジナル弁当・惣菜の販売事業

131 株式会社丸松青果

寒河江市 地元山形県産の「冷蔵青果物」の安定供給体制確立による地域貢献

132 グローバルステーション

寒河江市 ネット販売のノウハウを活用したBtoB取引の開始
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133 そば処そば増

寒河江市 そば屋からジンギスカン屋への新たな展開

134 株式会社ASIST

寒河江市 キャンピングカーの製造開始による販路拡大事業

135 Bon coeur

寒河江市 フルーツ王国としてのPRのためのネット販売開始

136 グリーンストア株式会社

遊佐町

EC販売による当社自慢のお惣菜・フルーツサンドの商圏拡大

137 長甚坊

西川町

日帰り観光客獲得に向けた「三山神社の休憩所」開始事業

138 有限会社シブヤ

西川町

移動販売事業スタートに向けた食品鮮度維持の機械導入

139 株式会社創成電子

米沢市

商品開発プロセスの新たな方法による新規案件、新たな顧客の取込

140 株式会社製麺星川

尾花沢市 新商品開発とネット販売強化による新規顧客獲得で売上向上

141 株式会社トップシステムプロダクツ

山形市

ロケーション管理システム構築とOCR連携による新規顧客獲得

142 五十嵐ヒーリング整骨院

酒田市

AT-mini（家庭用微弱電流治療器）のレンタル事業

143 株式会社安心工房

天童市

安心安全な山形県産米を使っての炊飯米の開発と販売

144 Muchas

山形市

フードカートでエコ＆スタイリッシュに新たなフード販路開拓事業

145 合同会社明日は晴れ

新庄市

新庄で湯沢名物が日常に～稲庭うどんが繋ぐ交流事業～

146 Dining Bar Retreat

長井市

キッチンカー導入による販路拡大

147 八重田沢産業株式会社

村山市

山葡萄原液を活用した新製品「山葡萄の酢」の開発製造

148 レストラン西洋葡萄

南陽市

メニューのレトルト商品化による贈答用、お土産品としての新展開

149 ENigMart

天童市

会員制ECサイトから自社ECサイトへの転換と買取分野への参入

150 株式会社Y,s-Beauty-Lounge

酒田市

ネイルサービスの増設

151 阿部スタジオ株式会社

天童市

ウィズコロナ時代の出張型屋外写真撮影サービスをする

152 有限会社山口鉄工所

南陽市

工場新設による塗装分野進出の新たな取り組み

153 KOMOREBI

天童市

エステ機器の導入による美容サービスへの新分野展開

154 有限会社みちのく特産

真室川町 地元産ふきのとうを活用した新たな冷凍惣菜の開発

155 佐竹物産株式会社

山形市

新品種やまがた紅王等新製品販売における予冷・保冷庫の導入

156 サウンド

山形市

スポーツトレーナーが企業の健康経営を見える化する

157 合同会社 Trust Well

山形市

健康寿命を伸ばす新たな検査メニューとメンテナンスシステム導入

158 有限会社寝装こでら

酒田市

羽毛充填機を活用したオリジナル羽毛布団の製造開発

159 和がや

山形市

斎場や病院などの弁当、オードブルの販売、配達

160 株式会社加藤商事

新庄市

LINEを活用した新たな客層の開拓

161 有限会社アール興業

遊佐町

資格取得による自社施工の完結、CAD化に依る省力化

162 株式会社シンセイ食品

米沢市

冷凍自動販売機による冷凍食品の販売

163 くらしnoie蔟

白鷹町

特産品を使用した菓子の開発・販売による新事業展開

164 白鷹観光開発株式会社

白鷹町

日本有数の簗場（やなば）からお届けする新メニュー開発と販売

165 株式会社山から

上山市

キッチンカーによる新たな顧客創出事業
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166 有限会社遠藤製函

南陽市

個人消費者向け焚火専用薪の開発及び製造による販路開拓事業

167 有限会社サイトウ

山形市

オールシーズン手ぶらで芋煮会～芋煮室の設置～

168 合同会社 D.C.T planning

山形市

不用品の無料引取り＆買取⇒リセールの中古品小売業への進出

169 有限会社まるとみ駐車場

山形市

ランチ需要を見込んだパスタメニュー提供による新規客の獲得

170 Daizycafe

米沢市

カフェ営業にプラス朝食！民泊で新規顧客開拓！

171 カワチ製菓

南陽市

金工作品とお菓子の店舗販売＆体験教室の開始

172 ソーインググッズ福屋

米沢市

ビンテージ素材を使用したハンドメイド作品のEC、委託、店頭販売

173 佐藤組

南陽市

溶接機購入によるBtoCへの事業再構築及び新規取引先獲得事業

174 有限会社六味庵

南陽市

菓子屋の菓子パン販売による顧客獲得

175 漆山果樹園

南陽市

冷凍フルーツ・冷凍野菜の商品開発による新分野展開

176 有限会社イル・コーポレーション

金山町

女性向け隠れ家カフェ事業への新規参入

177 天童おそうじテック

天童市

予約システム機能付きホームページの導入

178 便利屋しばた

新庄市

街の家電修理屋さんへの進出事業

179 加藤嘉八郎酒造株式会社

鶴岡市

県産果物入り日本酒カクテルの新たな販売手法の開発

180 京都鉄板焼よしちゃん

山形市

新規設備導入で作業の効率化と新商品の提供、新規顧客の獲得

181 株式会社 誠和

米沢市

アパート賃貸から短期賃貸（1～30日）への新規事業展開

182 株式会社 純華

鶴岡市

地域資源を原料にした加工食品の開発から製造・販売

183 からだメンテナンス・エムズ

寒河江市 AI姿勢動作解析ソフトの導入による新規顧客獲得事業

184 ＮＥＸＴケア株式会社

山形市

Web受注システム構築とチラシ配布によるハイブリット式顧客獲得

185 株式会社ＪＤＡ

山形市

山形県産きのこの廃菌床を活用した新商品（堆肥）の製造・販売

186 有限会社玉貴

西川町

新サービス「団体用持ち帰り料理プラン」開始に向けた冷蔵庫導入

187 まるたか果樹園

天童市

ECサイトで新たなお客様との繋がりと、食卓での感動を与えたい！

188 ARAWASI

山形市

HP制作による幅広い新顧客の確保とサービス認知の拡大

189 株式会社オネスト農産

天童市

高品質の山形県産農作物を取り扱う新たなブランド開発

190 有限会社グッドライフ黒田工務所

寒河江市 オンライン形式の営業で活用する住宅設計アプリの開発

191 HAVE A GOOD SLICE

山形市

長引くコロナ禍のなか野外フードイベント出店事業で地域活性への
取り組み

192 株式会社IKEDA

山形市

ポストコロナ時代における「非接触型灯油配達事業」への進出

193 株式会社牧野洋酒店

米沢市

「ＢｔｏＣ」向けＥＣサイト構築による新市場の開拓

194 有限会社キッチンエコー

山形市

地元産原材料での持ち帰り洋食惣菜の生産システム開発

195 カクイチ商店

大石田町 八百屋が始める山形の旬の果物を使ったスイーツ屋さん

196 株式会社エスパック

上山市

自社新製品をECサイト構築による販売促進事業

197 ナチュラル

天童市

ピンチがチャンス！田舎の小さなスナックのママの全国への挑戦！

198 有限会社桜井木工

天童市

自動縁貼機導入による建具製作の新事業参入と顧客の開拓
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199 建築鈴木

上山市

DIYスペース新設による新プラン立ち上げ

200 株式会社サンノー企画印刷

長井市

フルカラーオリジナルデザインＱＲ付きシステムの提供

201 有限会社大山製菓

山形市

山形県産のバラと米を活用したシロップの開発

202 株式会社クリエイトライフ

山形市

菓子製造業許可の取得による業種転換と販路拡大

203 ごちそうカイトン

鶴岡市

お客様の健康と笑顔を願う鶴岡のおいしいを詰め込んだコッペパン

204 鮨

天童市

アイシングクッキーの提供による売上増強

205 Amic

山形市

置賜初のプライベートサウナを新規導入し、新規顧客で販路拡大

206 立ち食いそばうどん〆や

南陽市

コロナ後を見据えた焼き鳥店の開業

207 酒楽

長井市

液体急速冷結機を活用した家庭用惣菜の冷凍販売

208 ThreeStar

長井市

山形県産木材を活用した建築部門の立ち上げ

209 合同会社Instead

天童市

脱コロナに向けた飲食業への新分野展開

210 株式会社進運貨物

米沢市

遠隔点呼システム導入によるチャーター運送の拡大と収益改善

211 FUN☆K

酒田市

コミュニケーション重視型ECシステム構築事業

212 Lavia-ラヴィア-

鶴岡市

脱毛機器の新規導入のため、空き店舗を改装し新規顧客獲得！

213 株式会社シュナイト

長井市

SDGsへの貢献をめざした森林管理・経営受託事業への参入

214 パーソナルトレーニングジムfamille

鶴岡市

身体の内側からキレイにする【美腸アプローチ】

215 有限会社平成館

庄内町

厨房設備強化による惣菜テイクアウト・イートイン事業

216 GARAGE BULLET

山形市

加工パーツのオンライン注文制作販売と中古車販売

217 菊地だんご屋

天童市

新食感のかき氷機で夏場の売上増加と和と融合したスイーツの販売

218 株式会社鈴木製粉所

山形市

“全粒粉グルテンフリー
拡大

219 株式会社すぎもと 松波店

山形市

スーパーの委託販売強化・新規ネット販売による顧客の拡大

220 株式会社本沢

山形市

自社特製メニューを提供する館内食堂の新設

221 株式会社ジェス山形

山形市

SDGsに基づいた衣料品中心の新規事業体制の構築

222 株式会社エミオン

天童市

新型分包機の導入による地域に根差した『かかりつけ薬局』の構築

223 鉄板焼蝶結

山形市

山形牛を使用したテイクアウト用惣菜の新規販売

224 株式会社板垣水道

鶴岡市

配管技能者の教育システム【イタスイアカデミー】の開発

225 有限会社ファッション四季

三川町

高利益率の「衣類のお直し・リフォーム事業」による新分野展開

浜漁

226 寒河江印刷株式会社

ガレット・菓子用そば粉”の開発と販売

寒河江市 動画制作の内製化と動画マーケティングコンサルティングに挑戦！

227 有限会社よねや百貨店

山形市

ショーケースを用いた山形県のお土産や特産品の販売促進事業

228 有限会社原菊造商店

米沢市

オリジナルプリント商品の開発と販売による新規事業

229 和膳・味よし

川西町

ソフトクリーム機導入による顧客獲得とテイクアウト需要拡大

230 さくらスタジオ双葉

鶴岡市

新サービス展開によるBtoB取引及び新販路開拓

231 株式会社Yoshishin

鶴岡市

ポストコロナ時代における実店舗の進出及び販売促進の拡大事業
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鶴岡市

BtoB取引開始による新販路、新顧客獲得による売上獲得

233 とんとん

高畠町

整体事業とカウンセリング事業とのシナジーによる売上増加

234 株式会社食の力コーポレーション

新庄市

発芽大豆ミートを用いた惣菜を使った「食べる学習教材」の動画・
資料作成
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