令和2年度 被災⼩規模事業者再建事業「持続化補助⾦令和2年7⽉豪⾬型」第2次受付分 採択者⼀覧

令和３年８⽉１３⽇

商⼯会の管轄地域(商⼯会地区)
No

都道府県

商⼯会名

申請者
番号

申請者名

1 ⼭形県

河北町

3352060001 有限会社 ⼀⼨亭本店

2 ⼭形県

河北町

3352060002 藤⽥接⾻院

法⼈番号

5390002015960

補助事業の事業名称

⼦供向け新メニュー開発とサービスの向上により新規顧客獲得事業
来院者の多様なニーズに対応するための施設拡充事業

3 ⼭形県

河北町

3352060003 株式会社河北スポーツセンター

5390001011993

ゴルフ場復旧による健康で楽しむコース整備でゴルファー確保事業

4 ⼭形県

もがみ南部

3352060004 有限会社⾚松⾃動⾞

3390002011128

洗⾞場新設によるメンテナンスサービスの拡充

5 ⼭形県

⼤⽯⽥町

3352060005 有限会社 明電

9390002011972

貯蔵設備等の早期復旧による販路回復事業

6 ⼭形県

もがみ南部

3352060006 株式会社六助

8390001008723

ワーケーション設備導⼊による客室改装⼯事

7 ⼭形県

もがみ南部

3352060007 株式会社 おくやま

9390001008821

滞在型宿泊プラン強化で売上回復!

8 ⼭形県

上⼭市

3352060008 株式会社花⾢

7390001004830

⾃社ホームページ作成等による売上向上事業

9 ⼭形県

⼤江町

3352060009 有限会社庄司林業

6390002016108

不整地⾞導⼊による気象災害対策及び労災発⽣時の救護⽅法の確⽴

10 ⼭形県

もがみ南部

3352060010 有限会社ゑびす屋

8390002011123

肘折温泉魅⼒再発⾒と⽯抱温泉の情報発信による新規顧客開拓

11 ⼭形県

もがみ南部

3352060011 有限会社カネヤマ商店

6390002011133

イートインスペースの改修による販売強化

12 ⻑野県

阿智村

3352200001 有限会社村澤

6100002037495

客室畳及び屋根改修で安⼼・安全・快適な宿づくりによる販路開拓

13 ⻑野県

松本市波⽥

3352200002 株式会社 上⾼地温泉ホテル

1100001015102

お客様⽤共⽤トイレの改修による利便性と集客⼒の向上

14 ⻑野県

安曇野市

3352200003 ⼤⽉ 俊幸

15 岐⾩県

下呂

3352210001 さんとく

事業再建に向け、顧客ニーズに応えるためのトイレ改修事業

16 岐⾩県

下呂

3352210002 ⼤⿅野⼯房

新商品開発と新規事業による売上向上のための設備導⼊

17 岐⾩県

下呂

3352210003 ソラノイエ 農村滞在型の宿

⽇本の農村暮らしをより多くの⽅に体験いただくための改装事業

18 岐⾩県

下呂

3352210004 Resort Restaurant＋Tapas Bar 桜

当店の集客⼒向上とコンテンツを最⼤限に伸ばすための取組

19 岐⾩県

下呂

3352210005 有限会社美松

1200002027400

事業再建に向けた、顧客満⾜度向上のためのトイレ改修事業

20 岐⾩県

下呂

3352210006 有限会社尾張屋製菓

2200002027192

⼩売事業を伸ばすための来店客⽤トイレの改修事業

21 岐⾩県

萩原町

3352210007 株式会社ライフメタル桂川

8200001025927

看板設置による新規顧客の獲得及び販路拡⼤事業

22 岐⾩県

萩原町

3352210008 サンライト⼯業株式会社

6200001025805

豪⾬災害で損害を受けた設備・機械復旧による事業再建

23 岐⾩県

萩原町

3352210009 平⽯商会

本店店内の改修によるパソコン教室のリニューアル

24 岐⾩県

萩原町

3352210010 アルペイン⾶騨

店舗リニューアルによる顧客回帰事業

25 岐⾩県

萩原町

3352210011 昇

真空包装機導⼊による顧客満⾜度向上及び利益確保事業

26 岐⾩県

萩原町

3352210012 いろは建築

安定的経営のための新事業⽴ち上げと販路拡⼤事業

国産絹織物⽣産体制の復旧と個⼈向け販売による販路拡⼤

27 岐⾩県

萩原町

3352210013 有限会社成瀬製畳

2200002027580

機械導⼊による新商品発売及びECサイトによる新規顧客獲得事業

28 岐⾩県

萩原町

3352210014 有限会社⽜⼀

3200002027241

集客増加に向けた店内環境整備事業

29 岐⾩県

萩原町

3352210015 御⾷事処 以和喜

30 岐⾩県

⼩坂町

3352210016 株式会社 都⽵ゴム

9200001025835

新設備導⼊により⽣産体制の安定化と新分野へのチャレンジ

31 岐⾩県

⼩坂町

3352210017 合同会社 ひのきや

7200003002974

災害時における安全対策の整備と集客増加に向けた事業

32 岐⾩県

⼩坂町

3352210018 ニコニコ荘

鄙びた温泉宿でも快適な通信環境整備で新規顧客獲得事業

33 岐⾩県

⼩坂町

3352210019 ＫＢレンタカー

消費者ニーズを満たす環境整備と売上向上に向けた事業

店内環境設備とテイクアウト需要に対応による売上回復事業

34 岐⾩県

海津市

3352210020 有限会社 三宅製畳

3200002014850

個⼈顧客にアプローチ！知識を活かした提案で購買⾏動を喚起！

35 岐⾩県

萩原町

3352210021 株式会社アオキウッド

4200001025798

抗ウイルス需要対応と既存の商品⼒強化に向けた光触媒事業参⼊

36 岐⾩県

萩原町

3352210022 ⼤林建築

機械設備導⼊による⽣産性向上及び顧客満⾜アップ事業

37 岐⾩県

⼋百津町

3352210023 れもん

居⼼地の良い店内環境のための店舗改装事業

38 岐⾩県

萩原町

3352210024 ⾶騨フォレスト株式会社

39 岐⾩県

萩原町

3352210025 幸建

9200001025892

売上拡⼤と業務効率化に向けたホームページリニューアル

40 岐⾩県

萩原町

3352210026 益⽥メーソー

41 岐⾩県

萩原町

3352210027 株式会社⿓の瞳

9200001028573

国道沿いに看板を設置することによる売上回復

42 岐⾩県

萩原町

3352210028 株式会社レストインいちい

6200001025929

顧客満⾜度向上のためのトイレ改修による事業再建

5200003004163

住宅販売システムの導⼊による売上回復
喪失した機械購⼊による事業再建

43 岐⾩県

萩原町

3352210029 合同会社⼤安⾷堂

44 岐⾩県

下呂市⾺瀬

3352210030 ⾺瀬川の⾥すずし野

広告宣伝を活⽤した知名度向上で豪⾬災害からの再起をはかる事業

顧客管理と事業環境整備による売上回復事業

45 岐⾩県

下呂市⾺瀬

3352210031 丸⼋旅館

鮎釣り客を取り戻すための取り組みと新サービスの充実化

46 岐⾩県

⾼⼭南

3352210032 ⼭本商店

47 岐⾩県

⼩坂町

3352210033 有限会社 泉岳館

3200002027530

居⼼地の良い空間づくりとイメージアップで売上向上を図る事業

48 岐⾩県

⼩坂町

3352210034 ⾶州⽊⼯株式会社

3200001025873

廃棄していた⽊材を活⽤し新商品の製造販売と売上向上を⽬指す

49 岐⾩県

⼩坂町

3352210035 ⾶騨⼩坂企画

50 岐⾩県

萩原町

3352210036 株式会社曽我商店

51 岐⾩県

萩原町

3352210037 博建⼯

豪⾬災害とコロナ禍に負けない！地域密着型の⼩売店販売強化事業

提供できるサービスに対応する店舗づくりと新規顧客の獲得事業
4200001025889

棹物専⽤スライサーの導⼊で⽣産効率を向上させ事業再建を図る
排ガス規制対応⾞両導⼊による浸⽔被害からの売上回復

52 岐⾩県

萩原町

3352210038 有限会社⾶騨メンテナンス

8200002027336

3層・4層式タンクローリーの保守点検事業の参⼊

53 岐⾩県

⾦⼭町

3352210039 株式会社コムズ

4200001025947

フードロス削減のためにお菓⼦以外のおみやげ製造に挑戦

8200001016133

内外装修繕および⼀新による新規顧客の創出

2200002027374

来店者数増加のための厨房設備導⼊と看板設置事業

54 岐⾩県

揖斐川町

3352210040 株式会社やこ．はうす

55 岐⾩県

萩原町

3352210041 喫茶 ⿇々

56 岐⾩県

下呂

3352210042 有限会社ママショップ富⼠

店舗リニューアルによる顧客回帰事業

57 岐⾩県

下呂

3352210043 Brasserie＆Deli Rigolo×Rigolo

58 岐⾩県

下呂

3352210044 有限会社斐太企画⼯房

4200002027323

59 岐⾩県

下呂

3352210045 有限会社⽊曽

6200002027230

テイクアウト商品製造体制の整備と情報発信事業

60 岐⾩県

下呂

3352210046 有限会社中村商店

7200002027576

店頭サービス充実のための店内環境整備事業

61 岐⾩県

下呂

3352210047 合資会社やまとや

1200003002757

新事業を展開するための店舗リニューアル事業

62 岐⾩県

下呂

3352210048 有限会社川上屋花⽔亭

7200002027221

情報発信強化と顧客満⾜度向上によるリピーター客獲得事業

63 岐⾩県

下呂

3352210049 マルケイ⼯業株式会社

6200001025912

製品の安定供給を⾏うための設備導⼊事業

64 岐⾩県

下呂

3352210050 有限会社池⽥屋酒店

5200002027165

65 福岡県

久留⽶南部

3352400001 中川ホルモン 久留⽶営業所

66 福岡県

久留⽶南部

3352400002 ⽥中製麺

67 福岡県

久留⽶南部

3352400003 千代海苔株式会社

当店の認知度向上を図るための看板設置事業
企画提案型印刷の充実化に向けた⽣産体制の構築

当社への来店客数増加のための看板設置事業
現状復旧及び精⾁卸の新規取引先の開拓
事業活動の継続に資するEC事業展開

3290001049856

防災対策と衛⽣管理の徹底による新たな販路の開拓

68 福岡県

久留⽶南部

3352400004 株式会社中園⼟⽊

8290001078231

ダンプカー購⼊による収集・産廃作業の効率化

69 福岡県

久留⽶南部

3352400005 株式会社BOOFOOUOOJAPAN

6290001050365

来店不要のお⾞メンテシステム

70 福岡県

久留⽶南部

3352400006 洋菓⼦⼯房ラ・ペ

71 福岡県

久留⽶南部

3352400009 株式会社曙光園

4290001048989

72 福岡県

若宮

3352400010 岡垣興業株式会社

1290801014532

被災による事業再建と事業強化

73 佐賀県

嬉野市

3352410001 株式会社 悠然の宿 東海

3300002006243

館内設備の改善改装&温泉カフェの開業

74 熊本県

球磨村

3352430001 多武商店

75 熊本県

球磨村

3352430002 有限会社 ⼤正建設

76 熊本県

球磨村

3352430003 ⾺氷建築

77 熊本県

錦町

3352430004 株式会社タケダ

78 熊本県

南関町

3352430005 末吉窯

79 熊本県

和⽔町

3352430006 有限会社九州中央観光センター

新商品開発の告知による販路開拓事業
豪⾬被害に負けない新しい活路を⾒いだす事業

豪⾬災害により破損した店舗再建事業
6330002030270

豪⾬災害により被災した重機の修繕事業
建築事業本格的再開による災害復興⽀援

3330001023699

⾞両購⼊による早期事業再建
窯⽤バーナー新調による販路拡⼤

8330002020906

新たな商品開発とECサイト構築による新たな顧客層の開拓

