
1 （有）トラベルプランニング 八戸市
青森県発着のオリジナルツアー商品「元気が出る旅」の
販路開拓

2 福士豆腐店 五所川原市 ホームページ開設による豆腐等のPR及びネット通販事業

3 XTR 青森市
全国への通販を狙うオリジナルアイテム作成による販路
開拓

4 ジェイド建装 青森市 新規顧客獲得、販路開拓のためのホームページ開設

5 （同）SFS 弘前市 オンラインダンスレッスンでの販路開拓と取引拡大

6 （有）弘前キュイジーヌ 弘前市
ご自宅で戴けるレストラン山崎ブランドメニュー開発と
SNS連動型カタログ通販での販路開拓

7 （株）神戸屋呉服店 青森市 新商品開発、ホームページ及びチラシによる販路拡大

8 Happy　Bamboo 青森市
ホームページ充実強化「商品ページ・ネット販売・英語
表記」ネット環境UP委託事業

9 （有）眞心堂 むつ市 チラシを活用した葬儀場の売上、集客の拡大

10 FiveCats 弘前市
看板、のぼりの設置で店舗の位置を積極的にPR、新規顧
客の獲得

11 （株）中道 弘前市 テレビCMを活用した焼肉弁当の販路開拓

12 旅館　小川 青森市 新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

13 （株）エデュクリエーション 八戸市 学習塾PRチラシを活用した集客開拓事業

14 （株）ブライトムーン 弘前市 ECサイトの「びじんの森」クーポン機能システム追加

15 （株）ためのぶストア 弘前市
ソーシャルネットワークサービスを活用した青森県産品
の販路開拓

16 （株）ワールドコミュニケーションズ 青森市
自社運営不動産情報サイト「カウ・カリール」プロモー
ション事業

17 （株）マルヌシ 八戸市 「八戸サバ缶バー」のネット通販機能追加

18 アークプロジェクト（株） 青森市 知名度アップに繋げる見学会開催事業

19 kitchenプルトワ 八戸市 テイクアウト事業の開始に伴う広告宣伝

20 CASAICO 弘前市 販路開拓のためのホームページ充実強化開設事業

21 （株）エイ・ワンド 青森市
店舗直販売強化のための新商品開発と、売上拡大のため
の宣伝広告

22 （株）清扇堂 弘前市 新規顧客獲得のためのホームページ作成

23 （株）青森日商連 青森市
チラシ、DM等の印刷物の外注・発送等による販売促進の
事業

24 焼肉南大門 青森市
生肉販売を新規に開始したテイクアウト業務の強化、新
聞折込での広告

25 （有）エムシステム 弘前市 ドローンスクールPRとしてテレビCM放送の宣伝活動

26 （株）恵比須屋 青森市 利用目的多様化に向けた新パンフレット作成で販路開拓
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27 ふぐ新 弘前市 WEBサイトの開設及びパンフレット作成

28 伝法川魚店 十和田市 インターネット、通信販売による販路拡大

29 鐵の響サフロ 青森市 サフロ特製「にんにく味噌」開発販路拡大事業

30 （株）P－S むつ市 コロナに負けるな！キレイは世界を救う！！キャンペーン

31 （株）稲見建築設計事務所 青森市 Stay Home!!～自宅にいながら住宅相談・住宅見学会～

32 ボワラ 八戸市 新商品開発

33 （株）金剛 八戸市 料理人の味をご自宅までお届けする宅配サービス事業

34 （株）グローバルフィールド 五戸町
インターネット広告による当社通販サイトでの販路拡大
事業

35 （株）お菓子のみやきん 七戸町 新商品販路開拓

36 焼肉きんぎょ 青森市
新規開拓のための商品開発（テイクアウト商品）及び
ホームページの開設事業

37 （同）てんとうむし 青森市 販路開拓に伴うホームページ内容強化事業

38 タクミホーム（株） 八戸市 ホームページ改修事業

39 （株）ケイ・フラクション 青森市 ネットショップ

40 江口治療室 青森市
新規顧客獲得のためのホームページ開設とリログラフ
（福利厚生仲介業者）との提携

41 （株）たか久 青森市 テイクアウトの開始・強化、新メニューの提供

42 （株）盛田庄兵衛 七戸町 海外展開を意識した視覚効果が優れたデザインPOPの作成

43 村岡繊維（株） 八戸市 夏物のきもの、和装小物の販路開拓

44 なるみや 青森市
新規事業（介護衣料品等販売）立ち上げにかかる広告宣
伝を行う。

45 （株）東北すっぽんファーム 東北町
新商品すっぽんサプリメントのHP機能強化による
販路開拓

46 （株）コンシス 弘前市 青森ブランド農産物ネット販売連携強化事業

47 （同）オフィスティンプル 八戸市 新商品開発事業

48 （有）静岡屋 八戸市 作り手の想いが伝わるブランディング事業

49 津軽味噌醤油（株） 大鰐町
青森県にこだわった『津軽焼肉のたれ』のお料理レシピ集の作
成とホームページの充実強化による販路開拓

50 ティポニコーラ合同会社 青森市 ネットショップ強化の為のホームページバージョンアップ

51 オフィス瓢 青森市 テイクアウト販売及びパッケージ強化策

52 PriveateSalon　musicaTmo 藤崎町
新型コロナウイルス感染拡大予防の為のオンラインレッ
スンの整備

53 （株）五戸会館 五戸町 五戸産食材を使用した折詰及びワンコイン弁当の広告

54 リフレッシュyoga 弘前市 感染予防の為のオンラインレッスンの販路開拓

55 きこえ工房いとう 青森市 補聴器ときこえの相談会の為の告知事業

56 A・Zコーポレーション（株） 青森市
青森市民ガイドブックへ広告掲載しリフォーム工事の販
路拡大



57 A.select 弘前市 オリジナルのこぎん刺し新商品の開発による販路拡大

58 （株）光 むつ市 テイクアウトなどを活用した販路開拓

59 （株）エイチケイアール 北海道函館市 新テイクアウトセットメニュー告知事業

60 POLA化粧品エステインMK 五戸町 ホームページ開設による新規販路開拓事業

61 POLA化粧品十和田営業所 十和田市 ホームページ開設による新規販路開拓事業

62 久光社 平川市 ホームページとパンフレットを活用した販売促進

63 割烹　粋楽 青森市 テイクアウトメニューの販売強化

64 （同）カシスジャムの店おおた 青森市 販路拡大のための販促物作成事業

65 漆工房　宮 弘前市
青森県伝統的工芸品「津軽塗」のインターネットによる
販路開拓

66 ピッツェリア　ジーナキッコ 弘前市 イタリアナポリの岩木山　紹介しやすい看板を。

67 （株）CUTE　UP 青森市 新商品開発事業

68 整体のもみ健 弘前市 ホームページの増設、広告チラシの増設

69 （有）岩田広告社 青森市 新規事業の販路拡大を担う情報媒体の刷新事業

70 （株）アレック 青森市
自社サイト再構築による主力事業の広告宣伝強化と新規
顧客獲得を目指した事業

71 （有）むらかみ 青森市 お盆等の会食向けチラシ折込による、新たな販路の開拓

72 （株）ツクリダス 青森市 自社運営ネットギャラリーサイト開設で新規顧客獲得

73 green switch 弘前市
地元産品を活用したギフト開発とホームページ強化によ
る販路開拓

74 加福製麺所 青森市 ホームページ新規作成による麺類販路拡大事業

75 （株）HIRO 青森市 販路開拓のためのホームページ新規開設事業

76 （同）ひろさきマーケット 弘前市
テイクアウト&デリバリー専門エスニックスタンド「ヤオ
ハチスパイス」展開事業

77 四季料理　鯉ぬま 八戸市 老舗料理店の顧客増加に向けた挑戦

78 （株）サンライン 田舎館村 新商品開発事業

79 （株）アットインホテルズ 愛知県名古屋市ホームページリニューアルによる集客力アップ事業

80 フォトスタジオファルス 青森市
誘導効果を重視した看板・のぼり旗等設置による、新規
顧客の獲得

81 コクサイ通信特機（株） 青森市 自社ホームページ作成による新規顧客獲得事業

82 （株）コネット社 青森市 新規事業開始のパンフレット作成及びホームページ作成

83 お洒れ泥棒 青森市 通信販売とタウン誌を活用したグッズ販売強化

84 焼きそば屋しょう太 青森市 青森市民ガイドブックへ広告掲載し顧客開拓

85 Cut in K 青森市 青森市民ガイドブックへ広告掲載し顧客開拓

86 （有）八戸十全物産 八戸市
ホームページのリニューアルによる一般消費者向け販路
確立並びに売上回復事業



87 （株）ツガルサイコー 黒石市 青森県民宿泊誘客事業

88 （有）村井青果 南部町 新商品開発事業

89 （株）和の郷 田子町
地方から全国へ、ピンポイントで行う販路開拓はＤＭが
一番

90 （有）アップルペクチン研究所 弘前市 自社開発アップルオリゴペクチン商品の販路開拓

91 （株）クロックアップ 青森市 飲食店デリバリーサービスの広告宣伝業務

92 （有）レストラン御幸 黒石市 弁当宅配で地域を元気にするための販路開拓

93 Vielba 八戸市 新商品開発事業

94 （有）インテリアヌマタ 十和田市 新規顧客獲得のための広告作成

95 楪瑠（チャルー） 青森市 新商品開発事業

96 barppoi 青森市 新規顧客獲得のためのＨＰ新規作成事業

97 とんかつ米平 青森市
とんかつ米平オリジナル商品開発によるギフト市場販路
開拓事業

98 （有）マルヨシ木村商店 外ヶ浜町 弁当等のテイクアウト事業拡大のための宣伝広告

99 （有）やまはる 八戸市 新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

100 （有）ラクラス 南部町 新しい住宅冷暖房システムの販路開拓

101 Mary Luce 青森市
サロンを周知し新規顧客を獲得するためのホームページ
の開設

102 （有）ワイズクリエイション 弘前市 ホームページの開設による販路開拓

103 若石リフレクソロジー　あしっこ 弘前市
HP開設による若石リフレクソロジー認知度アップ・集客
拡大事業

104 つぼ整体HYGGE 弘前市 オフィシャルHPのリニューアル

105 （有）アート印刷 十和田市 十和田市役所新庁舎内での動画広告

106 （株）百姓堂本舗 弘前市 自社webショップ販売拡大事業

107 シー・エス・ジェー（株） 弘前市
自社ウェブページ「カーステーション」リニューアル事
業

108 （株）きものセンター 弘前市 婚礼、成人式、卒業式で装うレンタル衣裳の宣伝

109 （株）NKプラント 八戸市 ホームページ開設による販路拡大および事業PR

110 オステリアエノテカダ・サスィーノ 弘前市
自社オリジナルワインの開発と、マーケット重視のラベ
ルで販売強化

111 かめや酒店 青森市 青森県産酒のインターネットを活用した販路開拓

112 （株）光城精工 平川市
HP及びSNS、Youtubeを活用したMade in Aomoriオーディ
オ製品の販路開拓

113 新坂製函 南部町
青森県産材（赤松・杉）で作成した組み立て式木箱スタ
ンドの試作品製作事業

114 （株）タナカ塗装店 おいらせ町 広告・一般顧客から法人まで集客アップ

115 （有）大沼ビル 八戸市
ホームページからの商品購入が可能になるためのオンラ
イン決済の導入

116 境建材（株） 青森市 Webサイトの作成による販促活動



117 （有）尾形精肉店 五戸町
ホームページのネット通販システムの充実強化による販
路開拓事業

118 ガーデンキッチン垂穂 十和田市 テイクアウト商品の販売強化

119 ちゃおず 青森市
テイクアウト及び、店内夏期新メニュー、忘新年会の広
告の掲載

120 類家中央整骨院 八戸市
予約システム付ホームページ開設によるホルミシスルーム周知
並びに顧客管理による売上増進事業

121 （株）八戸プラザホテル 八戸市 テイクアウト商品販路開拓事業

122 クローバーズ201総合企画 弘前市 ホームページで新規顧客に向け告知し販路開拓

123 （有）藤幸製麺 弘前市
ホームページ開設による、直営店の周知・情報発信によ
る販路開拓

124 （株）セイユウ 青森市 販路開拓のための広告掲載事業

125 （株）北都 青森市 新規販路拡大のための広告宣伝事業

126 BiAi 青森市
企業の福利厚生指定店舗としてリログラフ、関連倶楽部との提
携、webページ掲載により販路開拓

127 材（株） 三沢市
やませながいも冷凍とろろのFacebook広告活用による販
売促進と新規顧客の確保

128 モザイクスタイル 八戸市 新規顧客獲得、販路開拓のための商品開発費


