平成３０年度山形県中小企業スーパートータルサポ補助金
（小規模事業者持続的発展支援事業）採択者一覧
No

申請者名

所在地

事業計画名

1 株式会社Iｌｏｖｅ

山形市

地域を活性化する不動産情報誌「アイラブ山形 不動産情報」

2 合同会社エフォート

山形市

営業代行とエフォートを周知していただくＰＲ事業

3 株式会社ドリームゲート

山形市

退会抑制及び新規顧客獲得のためのカフェ部門環境整備事業

4 Ｂａｒ Ｂｅｅｒ Ｂｏｎｇ

山形市

時代のネット予約で先に予約を埋めてしまおう計画

5 浜焼太郎 桧町

山形市

地域密着で地元の生産者様とお客様繋ぐを笑顔に告知事業

6 株式会社ｕｎｉｃｓ

山形市

海外展開事業強化と国内事業強化の為の環境づくり

7 レザーテック東北

山形市

ラジオCMにて、知名度向上と売上増を図る！！

8 株式会社マルセン醤油

山形市

新たな市場を狙いお土産用味噌のパッケージングデザイン一新事業

9 寒河江建築

米沢市

動画によるシェアハウスのPRで建築受注の拡大

10 株式会社嶋重機

米沢市

HP作成による知名度拡大と信用力強化による販路拡大

11 株式会社安部利吉商店

米沢市

強みをさらに強くPR，町の電気屋さんの販路開拓事業

12 株式会社ヤマニシ産業

米沢市

３Ｄ-ＣＡＤを活用した新たな提案と効率化及び管理体制の再編

13 美翔ほんだ

米沢市

ストレートな店名への変更に伴う看板設置によるイメージアップ

14 有限会社庄司塗装

鶴岡市

ホームページ開設による自社の魅力発信と事業の販路開拓

15 株式会社仕出し料理あらかわ

鶴岡市

業務用冷蔵庫導入による安全確保と感動のお料理提供事業

16 株式会社産直あぐり

鶴岡市

新たな販路拡大に向けドレッシングの開発による新規顧客獲得

17 山王夢食堂

鶴岡市

町の高齢者のニーズに応える新メニュー中華そばの提供

18 ワールドショップ

鶴岡市

倉庫内の快適空間創出で新規顧客獲得による販路拡大事業

19 鶴岡シルク株式会社

鶴岡市

日本遺産認定の地、松ヶ岡開墾場での集客及び販路拡大

20 エスグリッド

酒田市

地域情報誌を活用した新サービス「保護フィルム加工」の販促強化

21 有限会社金谷商店

酒田市

もっと気軽に、スピーディーに！ 来年の夏までになれる素肌美人

22 港旅館

酒田市

シャワートイレ設置による女性客・外国人観光客の新規顧客獲得

23 レイダン工業有限会社

酒田市

ホームページ開設による空調入替工事等の販路拡大

24 楽食家たちかわ

酒田市

お持ち帰りメニューの開発・販路開拓

25 株式会社堤自動車

酒田市

プロによるシャンプー洗車の顧客満足度向上・作業効率向上事業

26 ウルトラ運転代行社

新庄市

中古車販売と、カークリーニングで売上アップ

27 有限会社帰耕

新庄市

農家と加工業者の仲人！主婦のニーズに応える加工食品開発販売！

28 ヘアーサロン なごみ

新庄市

WEBサイトの開設による情報発信の拡充と新規顧客の獲得

29 丸善住設

新庄市

高齢者・買物弱者に向けた灯油移動販売車を活用した販路拡大事業

30 株式会社山形ツーリスト

寒河江市 新規旅行商品を販売し売上げ増強を図るためのウェブサイト作成

31 半田朱美社会保険労務士事務所

寒河江市 新事業「エニアグラムコーチング」のITシステム化と新顧客開拓

32 株式会社木村ぶつだん

寒河江市 〝買物弱者〟への宅配サービス事業取組み開始による販路拡大事業

33 株式会社丸内

上山市

機械導入による生産性向上と新商品開発で販路拡大
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34 有限会社味の実家

村山市

テーブル・イスの導入による安心とくつろぎを提供できる店づくり

35 佐藤石材店

村山市

石屋さんが手ほどき天然石アクセサリー作り体験工房で販路拡大

36 きもの専科 華

村山市

新規商品の企画製作と売上拡大のための販売促進

37 有限会社金子製作所

村山市

女性が活躍する環境づくりによる高付加価値制御盤の受注獲得

38 エ・アロール

村山市

地元産でわかおりで手打ち蕎麦・お酒も蕎麦も楽しめるスナックに

39 ナチュラル・カジュアル

天童市

スナックの昼の時間帯を活用したカラオケ喫茶で新規顧客開拓

40 株式会社野川宝石

天童市

県内で唯一の「結婚指輪２大ブランド」導入で新規客獲得

41 マズルカ

尾花沢市 帯暖簾設置によるお客様が気軽に入れるお店づくりで販路拡大

42 大沼鮮魚店

尾花沢市 お客様向けトイレ改修によるイメージアップ作戦で販路拡大

43 株式会社鈴木建鉄工業所

南陽市

ホームページとパンフレット作成によるPR・販路開拓事業

44 株式会社南陽総建

南陽市

商談スペース新設と事務所内改修にて業務効率化と契約率アップ！

45 梅津オートサービス

南陽市

中古車展示場の環境整備で新規顧客獲得！

46 有限会社後藤配管

山辺町

ホームページ作成による新規顧客獲得と売上拡大事業

47 株式会社武田組

山辺町

自社イメージアップPR看板設置による新規顧客獲得事業

48 多田輪店

山辺町

カーポート導入による顧客満足度アップと売上拡大

49 阿部産業株式会社

河北町

見学ツアー客及びバイヤー視察受け入れの為のトイレの設置工事

50 ジー・ツリー株式会社

河北町

山形県産農産物のドライ加工プロジェクト

51 ふたばｆａｃｔｏｒｙ 矢ノ目糀屋

河北町

地場産の大豆ともち米を使用した新商品を展開する。

52 食彩遊膳 まる梅

河北町

新規顧客獲得の為の座卓兼用テーブル・イス席の設置

53 ノカタチ食堂

大江町

新商品のＰＲと注文管理システムを導入した売上拡大

54 ウエルスハシモト

最上町

新たな塗装資材及び屋根融雪工事分野への新規進出ＰＲ

55 太陽興産

舟形町

産業用農薬散布ドローンの整備事業所開設による売上拡大

56 佐藤建築

真室川町 騒音・粉塵の減少による発注者のストレス軽減での売上向上

57 大沼養蜂

真室川町 当社営業マンとなるパンフレット・チラシ作成による販路開拓

58 有限会社赤松自動車

大蔵村

移動式簡易リフト導入による全天候型多視覚的新車展示場事業

59 有限会社ほていや商店

大蔵村

新商品ラインナップと銘菓ほていまんじゅうの販売強化事業

60 有限会社亀屋旅館

大蔵村

混浴風呂改装による貸切風呂の新たなサービス提供事業

61 ビューティー和

大蔵村

衛生的な店舗改修から生涯現役の美容室経営持続計画

62 井上きのこ園

鮭川村

企業イメージ向上のための外観整備による取引拡大

63 居酒屋半四郎

鮭川村

希少な天然川魚料理の惣菜加工品による販路開拓

64 合同会社しゃりずむ

高畠町

強力な人脈をもつ従業員を活用し、こだわり農作物の販路開拓！

65 金沢屋

小国町

新規業務サービスのＰＲによる拡販

66 小国食糧株式会社

小国町

店舗正面の改修と店頭販売の拡充による集客力向上で売上アップ
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67 迎田造園

白鷹町

重機アタッチメント設備導入による土木工事の受注強化

68 工房お富久呂

白鷹町

贈答・お土産分野への参入と手作業の機械化による生産拡大

69 大工手塚建築

飯豊町

３６０度カメラの導入とホームページ更新による新規顧客獲得事業

70 有限会社齋藤組

飯豊町

軟弱地盤現場工事の積極的な受注による販路開拓

71 有限会社渡部製材所

飯豊町

保管倉庫改修でコストロスの削減と品質向上による短納期の実現

72 いすゞや商店

庄内町

トイレの改修を行いお客様の快適な空間づくりを目指す

73 プライドテーラー秋葉

庄内町

店頭照明とLEDネオン看板設置で認知度を上げ売上増加を図る

74 はやかわ整体院

三川町

ＤＭハガキで新規患者さんの開拓と再来院患者さんの獲得

75 花ＣＯＣＯＲＯ

遊佐町

オーダー専門フラワーショップの周知で新規顧客開拓事業

平成30年度山形県中小企業スーパートータルサポ補助金
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1 ＳＨ興業

新庄市 寒冷地での一貫した給排水工事サービス提供のための設備導入

2 小国川観光

舟形町 鮎好きファン獲得のための寛ぎ空間づくりとお土産品開発事業

3 有限会社そめや自動車
4 株式会社みかわ屋

真室川町 自社商品広告宣伝チラシ作成・折込による販路開拓事業
庄内町 安全安心に配慮した店内リニューアルと訴求力あるコーナーづくり

