平成29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
№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

1

Visee hair index

山形市 ヘッドスパ器材購入にて、新規サービスの提供と集客増の販促活動

山形商工会議所

2

太田 かおり

山形市 多忙な40代、意識の高い60代女性へかっさレッスンの普及事業

山形商工会議所

3

河田醤油醸造場

山形市 伝統の味を全国へ 顧客の高齢化にも対応、ネット通販で販路拡大

山形商工会議所

4

季和

山形市 伝統と最新の染色技術を活かした商品開発とECサイト構築による販路拡大事業

山形商工会議所

5

小関鋳造株式会社

山形市 鋳造方法の複数化による少量多品種、要望への対応

山形商工会議所

6

株式会社CEP

山形市 新メニューの実施に伴う広告宣伝集中実施による新規顧客獲得事業

山形商工会議所

7

続おそばに

山形市 広報誌掲載、ＪＲ山形駅構内広告による宣伝事業

山形商工会議所

8

高橋サイン企画株式会社

山形市 ＬＥＤ表示機拡販のための展示会出展（共同開催）

山形商工会議所

9

有限会社TAカンパニー

山形市 日本家屋を利用した極小規模婚礼と創作蕎麦店の販路開拓事業

山形商工会議所

10 有限会社ハイスタンダード

山形市 お店の味をそのまま出前！瞬間冷凍ラーメンの開発・販売

山形商工会議所

11 ビストロ&バル ロビンソン

山形市 女性に優しい店創り、及び女性団体客の囲い込み事業

山形商工会議所

12 耳つぼダイエットサロン福耳

山形市 50～60代の悩みは耳つぼダイエットに任せて解消PR大作戦

山形商工会議所

13 Muchas

山形市 今までにない顧客層からの来店、新規顧客層の開拓

山形商工会議所

14 Ys.k KICKBOXING GYM

山形市 ユース層の新規顧客獲得に向けた販路拡大

山形商工会議所

15 株式会社システムボックス

山形市 映像表現の向上による新たな顧客の開拓

16 株式会社エスアンドケイ

米沢市 展示商談会出展による自社オリジナル商品販路拡大と開発技術PR

米沢商工会議所

17 有限会社神田商店

米沢市 米沢牛おこわをアフィリエイト広告で強化し全国に進出して行く。

米沢商工会議所

18

米沢市 企業認知度の向上を図り、施設利用者の獲得につなげる情報発信

米沢商工会議所

19 Daizycafe（デイジーカフェ）

米沢市 「夜カフェ」メニューの開発による誘客と顧客満足度向上事業

米沢商工会議所

20 株式会社キブン

米沢市 女性、家族メニューの開発及び子育て応援企画に伴う情報発信強化

米沢商工会議所

21 株式会社Rest

米沢市 住宅密集地でも気軽に叶えられる薪ストーブライフの実現

米沢商工会議所

22 Garage Creave

米沢市 中古車販売部門立ち上げに伴うHP作成と看板設置による当店PR

米沢商工会議所

23 和・学・美（wa manabi)

米沢市 国内外の受講生募集にあたり、各レベル内容の統一とPR。

米沢商工会議所

24 株式会社米住建設

米沢市 最新型CAD導入によるリフォーム事業の販売促進

米沢商工会議所

25 有限会社百田屋

米沢市 看板設置による既存顧客並びに新規顧客への集客力強化事業

米沢商工会議所

26 有限会社拓芯

鶴岡市 浄水発生土乾燥物（吸着物）の微粉化設備導入による品質向上化事業

鶴岡商工会議所

27 まる伝らぁめん

鶴岡市 新メニューの宣伝及び業務効率化で販路開拓

鶴岡商工会議所

28 パソコンくらぶ たんぽぽ

鶴岡市 新講座開設による「誰もが安心できる教室作り」を通じた社会貢献

鶴岡商工会議所

29 長谷川和紙工房

鶴岡市 和紙生産現場の排水を処理する小型設備を新たに開発する事業

鶴岡商工会議所

30 有限会社木村写真館

鶴岡市 インターネット販売システムの構築

鶴岡商工会議所

合同会社おきたまライフフュージョンおらフ

出羽商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

31 株式会社まんまーる

鶴岡市 山形の農産加工品を使った引出物セットの開発・販路開拓

鶴岡商工会議所

32 和定食居酒家 翠

鶴岡市 大部屋、小部屋を隔てる壁の撤去による解放感ある宴会場造り

鶴岡商工会議所

33 Top-insurance

鶴岡市 新規顧客獲得と販路拡大を図るためのオリジナル商品の周知徹底

34 カットイン上林

鶴岡市 専用機械導入による顧客満足向上と利便性・効率化による販路拡大

出羽商工会

35 菅原畳店

鶴岡市 時代の変化に対応した情報発信と業務効率化による販売促進

出羽商工会

36 こんびにみやざき

鶴岡市 定期的な情報発信とデリバリー強化による圏外への販路拡大

出羽商工会

37 カットクラブＭＡＲＩＮＥ

鶴岡市 「庄内初カット技術革命」で顧客の悩み解消とPR強化で販路拡大

出羽商工会

38 ハヤシワックス

鶴岡市 スキー場へのスウィングバナー設置による新規顧客獲得事業

出羽商工会

39 株式会社出羽庄内

鶴岡市 ホームページ開設による「アミエビ魚醤シリーズ」の販路開拓事業

出羽商工会

40 ＰＯＷＥＲ ＧＡＴＥ

鶴岡市 フリーウエイトマシン導入による顧客満足度と売上拡大事業

出羽商工会

41 株式会社髙橋工業

鶴岡市 商談会出展によるオリジナルブラシ商品の販路開拓事業

出羽商工会

42 三浦雅浩デザイン室

鶴岡市 成功事例を可視化するカタログの制作による販売促進事業

出羽商工会

43 無量庵

鶴岡市 地場産「玄そば」の製粉機導入による商品開発と店舗のＰＲ

出羽商工会

44 株式会社めぐるん

鶴岡市 訪日観光客向け「山伏修行体験型旅行商品」のＰＲ強化で販路拡大

出羽商工会

45 株式会社ジェイファーム

鶴岡市 真空包装機導入による土産品開発・ロス率ゼロ作戦での販路拡大

出羽商工会

46 株式会社板垣水道

鶴岡市 高効率燃焼剤の使用実例を多用した広告宣伝による売上アップ事業

出羽商工会

47 旬菓処 福田屋

鶴岡市 地元の食材を活用したかき氷とお菓子の開発による新規顧客の獲得

出羽商工会

48 patisserir Yoshi

鶴岡市 新商品のショーケース導入とフリーペーパーで販路拡大を図る

出羽商工会

49 株式会社寿得

鶴岡市 ヘッドスパ用専用機材の購入による新サービスの開発で売上増加

出羽商工会

50 有限会社松根屋商店

鶴岡市 マルチ調理器導入による地域惣菜店の商売繁盛計画

出羽商工会

51 株式会社石屋熊出

鶴岡市 受注拡大につながるホームページの作成

出羽商工会

52 有限会社鈴木総合住宅

鶴岡市 空き家に着目した不動産情報構築による新規顧客開拓と増収事業

出羽商工会

53 グリーン加工 五十嵐

鶴岡市 マルチロータリーカッター導入による生産性アップで業績拡大

出羽商工会

54 らーめん食堂 泰

鶴岡市 新規顧客層を取り込むための新メニューの開発と店舗改修

出羽商工会

55 mau HAIR MAKE

酒田市 オーガニック新ヘッドスパ展開と店販強化事業

酒田商工会議所

56 中華そば屋馬場

酒田市 ラーメンを軸とした新たなフランチャイズ化による売上拡大

酒田商工会議所

57 麺屋 新三

酒田市 男子高校生をターゲットにした新メニューによる販路拡大

酒田商工会議所

58 パソコンくらぶアット

酒田市 パソコンとロボットプログラミング教室の新規顧客獲得と普及事業

酒田商工会議所

59 合資会社アイレッツ

酒田市 産直ECサイトのスマートフォン対応による流入顧客増加の実現

酒田商工会議所

60 ヘアーショップ藤井

酒田市 デイサービス利用者への新販路開拓事業

庄内町商工会

酒田ふれあい商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

61 藤谷菓子舗

酒田市 地域性商品の再販による観光需要への新販路開拓事業

酒田ふれあい商工会

62 アウトブルグ

酒田市 スポット溶接機導入によるアフリカ圏への新販路開拓事業

酒田ふれあい商工会

63 有限会社齋藤鋼業

酒田市 橋台、函渠、トンネル施工に特化するための設備導入事業

酒田ふれあい商工会

64 SUNNY Hair Design

酒田市 新サービスの提供に併せた看板設置による誘客強化

酒田ふれあい商工会

65 有限会社やまよフーズ

新庄市 電光看板の取り付けで認知度向上と新規顧客の獲得

新庄商工会議所

66 吉野敏充デザイン事務所

新庄市 ＷＥＢサイトの拡充による販路開拓と売上アップ

新庄商工会議所

67 そば処えびす

新庄市 美味しい蕎麦はソバにある！ポスターとチラシで誘客作戦！

新庄商工会議所

68 有限会社日東商店

新庄市 山形の漬物を全国へ・商品リニューアルによる卸から小売りへの展開

新庄商工会議所

69 Happy

新庄市 店舗認知度アップと新規顧客獲得のためのPR事業

新庄商工会議所

70 ぱん処げたや

新庄市 来店し易い店舗環境の整備とテラス席設置による顧客満足向上事業

もがみ北部商工会

71 ペイント倶楽部

新庄市 「ハウスクリーニング」事業による「きれい」の創造

もがみ北部商工会

72 株式会社山匠エコシステム

寒河江市 「高齢者向け、冬も暖かい高断熱のバリアフリー住宅」のＰＲ

寒河江市商工会

73 株式会社結設計工房

寒河江市 Ｗebサイト等を活用した自社ブランド住宅販路開拓事業

寒河江市商工会

74 寒河江能力開発研究所

寒河江市 平均レベルの学力の中学生に徹底的個別指導で販路拡大

寒河江市商工会

75 株式会社Ｍ・Ｇコーポレーション 寒河江市 ＨＰ、ネットショップ開設による販促・販路開拓

寒河江市商工会

76 有限会社ブールシャンティー

寒河江市 自社ＨＰ開設による新規顧客開拓と販路拡大事業

寒河江市商工会

77 hair space Barney

寒河江市 移動式シャンプー台導入による顧客満足度向上と売上アップ事業

寒河江市商工会

78 CAFFÈ GRANO

寒河江市 コンベクションオーブン導入による新商品開発と販路拡大事業

寒河江市商工会

79 サガエゴルフクラブ

寒河江市 新サービス（ＬＥＤ照明と衛生環境整備）の提供で販路拡大

寒河江市商工会

80 株式会社寝具のさとう

寒河江市 手作り寝具を訴求して新規顧客獲得を図るためのシャッター工事

寒河江市商工会

81 といや ほなみ分店

寒河江市 展示スペース新設によるイメージアップと持ち帰り部門強化事業

寒河江市商工会

82 株式会社さとう電熱

寒河江市 電気設備専用CADソフト導入による見積積算の効率化で営業強化

寒河江市商工会

83 有限会社菓匠かげつ

寒河江市 クッキー・パイ・クロワッサン等の新商品開発と販路拡大事業

寒河江市商工会

84 心みせ 渡辺商店

寒河江市 小売部門強化のための誘客促進策の実施

寒河江市商工会

85 美味しんぼあきば

寒河江市 禁煙室を設け新規女性客・家族客を獲得して売上拡大を目指す

西川町商工会

86 柴田塗装店

上山市 ホームページ及びキャンペーン用リーフレット制作で新規顧客開拓

上山市商工会

87 蔵王産業株式会社

上山市 珈琲専門店開業に伴う設備等導入と広報による新規顧客獲得事業

上山市商工会

88 ペンション エプロンステージ

上山市 インバウンドに対応した新店舗で新規顧客獲得・売上拡大

上山市商工会

89 手織工房 棉屋

上山市 お城と蔵と織の三位一体による新規顧客獲得事業

上山市商工会

90 エコ・ノーサン宮林

村山市 お米の力で新たな商品開発と６次産業化への取組みで売上アップ

村山市商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

91 麻屋魚店

村山市 大正元年創業「町のさかなやさん」が創る弁当販売大作戦

村山市商工会

92 グリーンサービス

村山市 「良い物を低価格」から「付加価値を高めた商品」提供を目指して

村山市商工会

93 株式会社石木花

村山市 付加価値アップで！ブランド力アップで！アピール大作戦

村山市商工会

94 株式会社浅見工務店

村山市 看板・模型の設置による販促強化とＳＮＳによる情報発信

村山市商工会

95 Car Relation IJ

村山市 新設備導入で顧客満足度向上と認知度強化による新規顧客の獲得

村山市商工会

96 株式会社守自工

村山市 屋外LED表示看板の設置による宣伝と集客力向上

村山市商工会

97 お食事の店 満月

村山市 夜限定のメニューの開発とサービスの提供による新規顧客の獲得

村山市商工会

98 原田商店

村山市 ニーズに応えたケータリングサービスの広報強化による販路開拓

村山市商工会

99 平和堂薬房

長井市 もう迷わせない！暗闇でも目立つ看板設置による視認性アップ！

長井商工会議所

100 ねぎびとカンパニー株式会社

天童市 【寅ちゃん餃子】全国展開における販路開拓事業

天童商工会議所

101 株式会社野川宝石

天童市 「（ニュースレター方式）花珠真珠チラシ」新聞折込で新規獲得。

天童商工会議所

102 とんかつ三州屋

天童市 店舗の視認性を高めてとんかつファンを新たに掘り起し

天童商工会議所

103 株式会社カワサキオート山形

天童市 「修理します」の大型看板とライティング設置による来店促進

天童商工会議所

104 有限会社土屋油店

天童市 和式トイレを洋式トイレへ改修し顧客満足・顧客開拓へ

天童商工会議所

105 しさい接骨院

天童市 ウェブサイト作成による企業ブランディングと新規患者開拓

天童商工会議所

106 株式会社フルーツ果乃蔵

天童市 インパクトある和風看板設置によるお客様増と販売額の増大

天童商工会議所

107 Drone+

天童市 山形県の内陸で初めて開校するドローンスクールのご案内

天童商工会議所

108 ひろなり家具

東根市 オリジナル家具を訴求できる看板・サインシートとカタログ作成

東根市商工会

109 伊藤商店

東根市 玄米色彩選別機の導入による米部門の販売強化

東根市商工会

110 アップルハウス有限会社

東根市 ＺＥＨ～ゼロエネルギーハウス～で新規顧客開拓

東根市商工会

111 株式会社二代目高橋商店

東根市 たっぷり煮干しの中華とつけ麺、「お土産用ラーメン」を新開発

東根市商工会

112 食品ストアー かしわくら

尾花沢市 トイレ改修による子→親、お年寄りをターゲットにした販路開拓

尾花沢市商工会

113 有限会社柏屋食堂

尾花沢市 運搬負担軽減→気配りの増加による顧客満足度向上作戦

尾花沢市商工会

114 東の麓酒造有限会社

南陽市 新純米吟醸酒のネーミング及びパッケージングで売上拡大

南陽市商工会

115 佐藤写真場

南陽市 介護施設訪問傾聴写真サービスのPR事業

南陽市商工会

116 阿部工務店

南陽市 事務所改修とPRチラシ配布による「新築２プラン」販路開拓事業

南陽市商工会

117 カフェレストランくれーぷ

南陽市 イメージ一新！リニューアルによる新規顧客獲得事業

南陽市商工会

118 みづき庵

南陽市 蕎麦は美味しく、看板付け替え床を張替え美しく輝く、美２輝計画

南陽市商工会

119 株式会社萬菊屋

南陽市 新規顧客獲得のためのショコラショーケースの導入で売上拡大

南陽市商工会

120 有限会社桝屋商店

南陽市 新商品開発から新規顧客層、新規取引先の拡大

南陽市商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

121 喜代松菓子店

山辺町 最新自動ドア導入によるやさしい店づくりで売上拡大

山辺町商工会

122 株式会社鈴木工務店

山辺町 事務所内設備改修による新規ファミリー層の獲得事業

山辺町商工会

123 秋子の餃子

中山町 専門店確立のための販路開拓事業

中山町商工会

124 田吾作

中山町 新たな店舗による新規顧客獲得並びに売上拡大事業

中山町商工会

125 株式会社成花

中山町 地域性を図る新商品開発販売による新規顧客開拓事業

中山町商工会

126 コーヒー＆レストラン ふれんどり～

河北町 きれいなトイレでお客様のイメージアップと売上向上を図る事業

河北町商工会

127 a hill

河北町 明るい店内と目立つ外壁看板、メニュー表示による誘客拡大

河北町商工会

128 有限会社細矢正之助商店

河北町 新商品「生麩」を販売するための店舗改装事業で売上拡大を図る

河北町商工会

129 ふたばFactory 矢ノ目糀屋

河北町 貸しギャラリー・スペース運用による収益拡大と新規顧客の獲得

河北町商工会

130 まいづるや

西川町 館内の設備をリニューアルし快適空間を提供する新規顧客獲得事業

西川町商工会

131 株式会社出羽屋

西川町 自社ウェブサイトの新規作成事業

西川町商工会

132 上の田丸屋

朝日町 コミュニティ広場の設置で、来店客増加による新規顧客獲得

朝日町商工会

133 トキワ自動車

朝日町 コンピュータ診断導入による売上拡大事業

朝日町商工会

134 工藤板金

大江町 目印となる看板設置による新規顧客獲得及び収益アップ事業

大江町商工会

135 大沼工機

大石田町 新規顧客獲得の為にＨＰ作成及びカタログ版下作成の事業

大石田町商工会

136 カクイチ商店

大石田町 「買い物弱者」のニーズに対応する冷蔵オープンケースの新設事業

大石田町商工会

137 有限会社芳賀工務店

大石田町 家づくりの専門誌の本に掲載して広くＰＲする事業

大石田町商工会

138 株式会社最上自動車整備工場

最上町 新基準ディーゼル排ガス測定器導入で車検日数縮減による販路開拓

もがみ南部商工会

139 山田建設株式会社

最上町 新たな事業展開の販促用ＨＰ新規制作事業

もがみ南部商工会

140 株式会社マルシメ大石

最上町 HPリニューアルとチラシ作成による視覚的訴求力向上販売強化

もがみ南部商工会

141 髙橋油店

最上町 手動可搬式ポンプ導入による安心なライフラインの提案

もがみ南部商工会

142 理・美容アートウェル

真室川町 女性ミドル・高齢顧客獲得のためのメニュー作りと店舗環境の整備

もがみ北部商工会

143 しらうめ

真室川町 調度品の高品質化・高機能化による新たな顧客層の獲得事業

もがみ北部商工会

144 ベジ吉おかめ工房

真室川町 地場産米を活用した新商品開発と販路開拓事業

もがみ北部商工会

145 まるい商店

真室川町 梅漬けの新商品開発・販路開拓と販売用什器導入事業

もがみ北部商工会

146 有限会社ゑびす屋

大蔵村 和モダン内装リニューアルによる観光客新規拡大事業

もがみ南部商工会

147 おおくらむら産業おこし研究会

大蔵村 急速冷凍設備導入による販路拡大事業

もがみ南部商工会

148 居酒屋半四郎

鮭川村 郷土料理の惣菜加工施設整備

もがみ北部商工会

149 矢口農園

鮭川村 真空包装機導入による規格外小粒なめこの商材提供での販路拡大

もがみ北部商工会

150 結城自動車整備工場

鮭川村 スキャンツール導入による「車の定期健康診断」で売上向上

もがみ北部商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

151 ミッチー農園

鮭川村 「最上赤」黒にんにくの高付加価値商品開発

もがみ北部商工会

152 柿﨑輪店

戸沢村 最新タイヤチェンジャー導入による新規顧客の獲得と販路拡大

もがみ北部商工会

153 有限会社矢口人形

戸沢村 「製品試作室」の改修による生産体制の強化・増産による売上増加

もがみ北部商工会

154 株式会社ファイン

高畠町 日本に住む外国人が便利に買い物できるサイトの構築

高畠町商工会

155 早坂鍼灸院

高畠町 スマホ対応ホームぺージ・包装パッケージ作成による新規販路拡大

高畠町商工会

156 まほろば観光ぶどう園

高畠町 新サービス（衛生整備改善）の提供で新規顧客獲得、売上拡大！

高畠町商工会

157 株式会社吉村大工

川西町 “目に残る”ＰＲと多彩な環境整備で売上げアップ事業

川西町商工会

158 角松屋

小国町 食の安全安心ニーズに対応した百貨店・スーパー向けの販路開拓

小国町商工会

159 福龍軒

小国町 山形ブランドの焼肉店が提供する「やまがた地鶏ラーメン」の普及

小国町商工会

160 後藤建築設計事務所

白鷹町 デザイン・設計技術を広く地域に普及させるための講習会開催

白鷹町商工会

161 フラワーショップおおき

白鷹町 40代以下の子連れ女性客が思わず花を買いたくなる店づくり

白鷹町商工会

162 株式会社山形マイスター

白鷹町 測定器導入による作業効率改善と新たな受注獲得による売上増加

白鷹町商工会

163 有限会社ヨシムラ

白鷹町 お客様の回転数の向上による売上増強

白鷹町商工会

164 ダイマル商店

白鷹町 新たな営業店の出店で、新規顧客の獲得

白鷹町商工会

165 置賜センイ株式会社

白鷹町 水中モーターポンプ交換による高品質素材の安定供給と売上拡大

白鷹町商工会

166 丸ト建設株式会社

白鷹町 応接・ショールームの環境改善による受注増加への取組

白鷹町商工会

167 有限会社松下商店

白鷹町 青空市場開催による売上増強事業

白鷹町商工会

168 華宝建設株式会社

白鷹町 高圧洗浄機の上位機種導入による業務効率と受注率の向上

白鷹町商工会

169 さかい食堂

飯豊町 店舗改装による高齢客層の来店頻度向上事業

飯豊町商工会

170 草刈商店

飯豊町 店内環境整備と手書きPOP導入による売上拡大事業

飯豊町商工会

171 株式会社冨永工務店

飯豊町 木のぬくもりを感じる安全な入口空間を創造し新規高齢者顧客増加

飯豊町商工会

172 来々軒

飯豊町 地域特産品を活用した惣菜加工品の製造販売による販路開拓

飯豊町商工会

173 有限会社小池建築

飯豊町 自社の強みである「木造在来住宅建築」をＰＲした販路開拓事業

飯豊町商工会

174 中国料理 あじ彩

庄内町 室内を快適温度に保つために半自動ドアへ改修とエアコン増設事業

庄内町商工会

175 山形新聞余目専売所有限会社

庄内町 店内LED化による作業効率向上と新たな新聞販売店のスタート

庄内町商工会

176 ＣＬＥＶＥＲ

庄内町 専用コンピューター診断機導入に伴う新規顧客獲得と販路拡大

庄内町商工会

177 株式会社マルゼンミートフーズ

庄内町 最新型冷凍肉スライサー導入で新規受注・販路の拡大を狙う

庄内町商工会

178 株式会社 Ｈａｎａ Ｃｌｏｖｅｒ

庄内町 ハーブ蒸留器購入による新商品開発

庄内町商工会

179 割烹はらだ

三川町 トイレ・下水道改修による居心地の良い店舗づくりで売上拡大事業

180 雅建築

遊佐町 駐車場舗装整備に伴う利便性向上による新規顧客開拓事業

出羽商工会
遊佐町商工会

№

申請者名

所在地

事業計画名

支援機関名

181 ＭＡＣ ＴＯＯＬＳ

遊佐町 自動車整備用リフト導入による実演コンサルティング営業強化事業

遊佐町商工会

182 サトウ商会

遊佐町 展示会開催に合わせた周知チラシの配布と来場者記念品の配布

遊佐町商工会

183 佐藤建築

遊佐町 住宅高所への荷揚作業の効率化と手作りチラシ配布による販路開拓

遊佐町商工会

