
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 第 2 回締切分採択者一覧 

No 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業の事業名称 

170 青森県 有限会社山のホテル 9420002014633 新 HP をはじめとする「山のホテル」ブランド化と PR 事業 

171 青森県 神武食堂  「神武食堂の味を食卓へ！」テイクアウト部門強化事業 

172 青森県 三沢キッチン ハピワン  来店動機を高めるクラフトビール事業拡大戦略 

173 青森県 合同会社 ツリーワーク 9420003000673 害獣対策から生まれた自家生産食用ジョロキアパウダーの開発事業 

174 青森県 有限会社 インテリア平内 4420002003327 新たなリフォームプレゼン手法によるシニア世代等への販路開拓 

175 青森県 Kill’s Hair（キルズヘアー）  「貴方のなりたい」を叶える男性向けリニューアル広報事業 

176 青森県 笹森ストアー  ニーズの掘り起こしに挑む小規模食品店の隙間商売計画 

177 青森県 株式会社 エビサワ農園 5420001013482 商品パッケージ改訂・商談会による新型コロナ経営危機脱却 

178 青森県 コムラ醸造株式会社 5420001006949 生産性向上のための液体充填機の導入 

179 青森県 大野板金  板金屋のドローンによる見える化で地域のトップランナーを目指す 

180 青森県 サニー美容室  新たな顧客獲得に向けた、店舗環境の整備による販路開拓事業 

181 青森県 
鈑金ショップＣ．Ｃ．Ｃとりぷるくらうん  

車検・整備対応設備導入により、新たな事業を展開し売上アップ！ 

182 青森県 株式会社石豊建設 4420001010299 ホームページのリニューアル及び販促物の活用による新規顧客獲得 

183 青森県 有限会社 デザイン２１ 5420002010677 おしゃれで耐久性に優れたフィルム施工による販路拡大 

184 青森県 幡龍  インスタ映え目玉メニュー開発で女性客アップ！ 

185 青森県 まつみや呉服・酒・建材店  ホームページの活用で地域の生活を守り付加価値 UP をはかる事業 

186 青森県 家具のおだぎり有限会社 5420002012285 「チラシ折込エリアの拡大で販路拡大売上アップ！！」 

187 青森県 麵屋てんやわんや  見える化店舗で、「食を堪能」顧客取戻し新規開拓事業 

188 青森県 有限会社 ストウ酒商 2420002003361 葬儀用盛り籠 PR による販路開拓事業 

189 青森県 有限会社 高村設計 6420002017779 構造プログラム追加導入による経営基盤強化と新規顧客獲得事業 

190 青森県 加福園  「ＨＰと行政広報誌掲載による認知度アップで売上アップ！」 

191 青森県 株式会社マルシン塗装看板店 3420001011694 ドローンを導入した『屋根に上がらず診断・点検・見積り』 

192 青森県 柴田自動車工場  自動車の安全を確保するため、新技術に対応した診断機導入事業 

193 青森県 有限会社ノースロードジャパン 9420002017396 持続化するサービス提供改善・強化による定期的な売上維持の実現 

194 青森県 日新モーター  キッズルーム新設による新たな客層の獲得を図る販売促進事業 

195 青森県 合同会社十文字商店 9420003001580 移動販売車での通年営業化による売上アップ事業 

196 青森県 インテリアいちま  自社技術力向上を図り、新サービス導入による新規販路開拓事業 

197 青森県 おそうじ工房  殺菌消毒及び消臭～遺品整理まで自社の魅力発信による販路開拓 

198 青森県 本間りんご農園  ホームページによる蜜入り大玉りんごの販売促進と顧客満足度向上 



199 青森県 株式会社写真のオクヤマ 8420001011599 激変の時を超え創業 100 周年を目指す写真館の大作戦 

200 青森県 Warung Sunny  地域農産物を活用したヘルシー商品の開発と販路開拓事業 

201 青森県 彗星塾  速読解・思考力講座導入授業による成績向上と新規顧客獲得 

202 青森県 AFRESH 株式会社 6420001016798 看板・宣伝チラシで PR 効果向上による販路開拓・売上増進事業 

203 青森県 有限会社 西幸呉服店 2420002009838 LED 照明工事による誘客促進と新規販売事業による売上増進事業 

204 青森県 なりけん  栄養成分表示に対応したラベルプリンター購入事業 

205 青森県 根岸整骨院  超音波治療器導入による新サービスの提供で売上アップ 

206 青森県 川村美容室  バリアフリー化とシニア向けサービスの PR による販路拡大 

207 青森県 ㈲ハルミ内装 5420002010116 目指せ地域№1 誰からも愛されるたこ焼き屋の顧客獲得戦術 

208 青森県 有限会社野原 7420002009486 「既存事業への遡及効果を狙い立ち上げた新規事業カフェの PR」 

209 青森県 ㈱肉の博明 1420001016266 冷凍加工食品、見て手にして選べる冷凍ショーケース導入 

210 青森県 モンターニュ お菓子のやまろく  生産設備導入による販売強化事業 

211 青森県 ㈱槻の森舎 3420001013303 子ども達が健康で快適に学習できる教室づくりによる顧客獲得事業 

212 青森県 カッパドギア  厨房設備導入で新メニューと店舗改装で快適おいしいランチ 

213 青森県 有限会社 稲垣温泉ホテル 5420002011675 地元住民へ向けた日帰り入浴の販路開拓の為の館内設備改装事業 

214 青森県 有限会社 青森資材 5420002011460 ホームページ作成等による取引先探耕・新規獲得・収益性向上事業 

215 青森県 田舎風和洋食堂 ぎょりん  自立看板設置等による新規顧客・リピーター顧客獲得事業 

216 青森県 有限会社マリンハウス 4420002020017 工場改修による製品陳列ゾーンの確保と誘客促進による売上増進 

217 青森県 新岡自動車整備工場  看板設置、外観改装で入りやすい自動車整備工場へ劇的変化！ 

218 青森県 有限会社 つがる農販 8420002012448 地域一番店をめざして！大型看板設置による新規顧客誘導事業 

219 青森県 イイダ電業  新たなる販路への挑戦！事務効率化大作戦 

220 青森県 有限会社 タカハシデザイン 9420002007604 看板の劣化予防診断、メンテナンス事業強化 

221 青森県 有限会社いした 7420002014552 年末年始の通販カタログ作成による販売促進事業 

222 青森県 館山自動車株式会社 5420001008607 車検整備技術の高度化とキャンペーン実施による販路開拓 

223 青森県 ㈲中坪百貨店 9420002010013 ご当地新惣菜、新弁当開発による客単価アップ 

224 青森県 有限会社山本石油店 3420002016024 大型車両対応の作業場舗装による顧客増加・作業効率向上事業 

225 青森県 今商店  塩辛の新たなバリエーションで競合との差別化による小売展開 

226 青森県 喫茶 あさねぼう  若年層よ集え！開放感あふれるコーヒー・食事スペース設置事業 

227 青森県 株式会社光明葬祭 8420001010709 立地を活かした住民サービスと商店街連携による新会員獲得事業 

228 青森県 山野下建築  「地域のお抱え大工」事業継続維持のための販路開拓計画 

229 青森県 有限会社モット 3420002002965 一般ユーザーを対象とした販売・整備増強計画 

230 青森県 ㈱漁善 6420001013606 壁面看板設置による誘客促進事業 

231 青森県 株式会社アグリ―デザイン 1420001012959 ＨＡＣＣＰ対応の施設新設による業務用の販路拡大事業 



232 青森県 もも美容室  子ども連れの女性がおしゃれを楽しめる美容室 

233 青森県 株式会社 魚忠 6420001012780 看板設置を行い、訴求性向上による新規顧客獲得・売上増進事業 

234 青森県 まつはしクリーニング  店舗外観イメージチェンジで販路開拓事業 

235 青森県 澤橋和男土地家屋調査士事務所  ホームページを利用した技術及び業務内容の周知による集客事業 

236 青森県 株式会社カクダイ 9420001008561 LED 照明設備による店舗イメージの向上に伴う販売促進 

 


