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有限会社 遠山 インバウンド観光客向けの新規宿泊事業開始に対する集客の促進 天然培養酵母パンBloomingBakery 販路開拓と安全確保に向けたプレハブ型冷凍庫の導入 株式会社 クリエイティス 「里山の朝ごはん」の商品開発とギフト市場への販路開拓事業

J-PLANET ATF交換機と顧客管理システム導入による新規客獲得と販路開拓 キュイエット 新規顧客獲得に向けた情報発信事業 株式会社 AnA ワインの作り手と店主の思いを伝えるホームページ制作で販路拡大

Hair select CHARM カラーリングを通じて新たな若者層の開拓に向けた専用機材の導入 有限会社 アウトバーン 新車個人向けリース販売の新規顧客の獲得に向けた販路開拓 有限会社 イーエムアイ 製造設備の改修工事とSNSキャンペーンを活用した販売促進事業

アルバム 店名「アルバム」のコンセプトをアピールした新規顧客開拓 EXTA SHIMIZU 情報発信による新規顧客獲得事業 ROOSTER 農園イベントを通じたフリーレンジ鶏卵のブランド訴求と販路拡大

くしま整骨院 リハビリトレーニング治療の専用器具導入と高齢者安全対策の実施 有限会社 佐久間板金 会社PR看板と事務所への案内板を新規に設置し取引拡大を図る ペンションHimawari 障害や年齢を問わず安心して滞在できるための施設整備・集客事業

戸塚醸造店 『お酢造り』『こだわり』を伝える場を作り、固定客の確保拡大 清水屋旅館　 屋上を活用した新規の顧客獲得大作戦 west side cafe 森の小さなカフェの利便性と快適性を向上させる販路開拓事業

有限会社 エルフィン・インターナショナル 海外輸出向け新商品開発及び量産体制実現のための設備投資 株式会社 アイメックス 自社ホームページの刷新による新分野進出強化 有限会社 甲斐食品 地場産農産物を有効利用した商品のHPを利用した販路開拓事業

有限会社 ひまわり不動産 ワンストップとコンサルタントサービスによる新規オーナーの獲得 株式会社 ASAHI 新商品の開発及び商品の品質管理・HP作成による販路開拓 学杜会 PRチラシ配布・HP・イベントを連動させた新規生徒の獲得

工芸たけだ 若年層向けコンセプトに基づく品揃えと若年層へのアプローチ 彩羽工藝舎 スマホ対応型ホームページのリニューアルによる販路開拓強化事業 土屋畳店 畳ヘリを使ったバッグ・小物の開発と販売及び畳製作作業の能率化

株式会社 MV Mate 画像検査システムの開発による販路開拓と技術力の広報強化 株式会社 市川工務店 スマホ対応HPを営業効率UPと課題発見ツールとして活用 クラフトバン ラッピング用品とウェブサイトの刷新によるブランド価値向上事業

プランタンヘアーサロン 癒しを求める中高年層の女性のためのヘッドスパ事業の立ち上げ 株式会社 オクルス 男性向け消臭石鹸のホームページ構築による販路開拓事業 石川時計店 補聴器販売店の認定取得に向けた設備投資と顧客囲い込み事業

Quaint(クアント) 天使の輪&天使の羽をあなたに！ 有限会社 ジャッセル 有料会員制の迷子（ペット）サーチサービスの提供による売上拡大 monte sapo yatsugatake 贈られた人も思わずおすすめしたくなるギフト商品開発と販路拡大

森島商店 郡内織座布団の新たな商品開発と電子カタログ等による取引の拡大 アムアムファミリー 作業効率と客単価アップを実現するための設備導入 megane 清里の朝を満喫できるカウンター席改修と宿向け朝食プランの提供

株式会社 中村商事 ワイン搾汁残渣（パミス）の高付加価値商品開発及び販路拡大事業 猫 株式会社 自社で開発した「キャット製品」の販売・販路開拓事業 八ヶ岳セレクト せんのや カジュアルギフト需要向けの商品開発と収益性向上の販路拡大事業

合同会社 ブレス パンフレット・ポスター・ＨＰを活用した販売促進 有限会社 榊工業 自然素材の寝具等で健康ストレス者救済と環境改善で売上UP！ FOOD AGRI NEXT LAB 株式会社 健康経営企業向け社食キットHANAVEGEの販路開拓事業

古都家 KOTOYA インバウンド及び国内旅行者へ「コト」消費の提供による顧客開拓 native surf 販路拡大目的の「NATIVEGARDEN＋」ブランド商品開発 有限会社 オンワード・レディー 体験型イベントとサポーターズ制度での顧客囲い込みと販売促進

株式会社 小林工務店 イベント開催によりケイプロの家の技術を周知し販路開拓に繋げる 株式会社 MAEZAX 施工事例希少な特殊コーティングPRによる販路拡大 あいよし整骨院 健康寿命を延ばす筋力増強の施術を提供し継続通院により売上UP

株式会社 オクワキ精密 ホームページの改善と紙媒体によるブランディング 宝和工芸 チラシ＆HPを活用した「オリジナルジュエリー」の販売強化 株式会社 雨宮 『桐』の販売促進ツールの開発とITを活用したブランディング

LUMBER ROOM COFFEE 季節商品の開発とテイクアウトによる店内誘導の販売促進 ＬＵＣＫ チラシ&HPを活用した「想いが伝わるギフト」のPR 甲斐北原石材店 専門ブランド「満天」による墓じまいワンストップサービスの提供

割烹 い志ばし 女性向けメニューの開発提供と店内環境整備による女性の集客強化 内池商店 「まちカフェ＆マルシェ」への業態変更による売上拡大事業 DIA SCALE ネット媒体以外からの新規顧客獲得・商品周知の為の宣伝活動

チュイール 笑顔があふれる居心地のよい空間の提供による顧客開拓事業 株式会社 プロシア 県内初ICタグ導入による特殊洗浄品の管理及び情報発信 bino felice ヘアーケアを求めるお客様に空気を使ったカールヘアーの提案

大幡建設 有限会社 空き家の悩みを安心解決する専門集団と新サービスづくり total beauty fufla ダイエットマシーンを活用した新施術コース導入による販路拡大 アクセサリーデュエット 広告宣伝による集客と不良在庫の解消による売上向上と経営の安定

株式会社 きっかけデザイン研究所 事業内容、実績、コミュニケーションツールのＨＰによる販路開拓 株式会社 カンジュクファーム 新規顧客開拓及び売上増加のためのECサイト制作 有限会社 江発製作所 顧客の見えない課題の解決を提案するHP作成による売上向上対策

芙蓉ホテルサービス 株式会社 広場・キャンプ場等を活用したファミリー層向けのサービスの展開 有限会社 塩田商店 商圏・新規客拡大に向けた「東京での着物展示販売会」 ノースランドキャンパーズビレッジ 設備機器の導入による顧客満足度の向上と販売促進

和処 天寿 シニア向け店内環境整備と店舗認知度アップによる集客強化 合同会社 スピカファーマシー 「健康相談所・薬局」としての刷新の取組による相談患者数獲得 丹沢畳店 ふちなし畳のOneDayサービスで新規顧客開拓と畳文化の継承

牧丘産業 株式会社 若年新規就農者へのコンサルティングによる販売促進 丸山企画 スタイのカスタムオーダーできる仕組と提供による販路開拓事業 株式会社 イトウ・アット・ホーム 住まいのお困りごとにすぐ対応便利屋＆リフォームによる販路開拓

合同会社 のんきばぁーば インバウンド対応のメニュー表作成とPR看板設置による販路拡大 ALPEN ガストホフらんたん 露天風呂アクセス路整備と閑散期対策で客室稼働率と客単価UP 有限会社 創美社 小規模飲食店向けグリストラップ清掃事業の販路開拓

株式会社 望月農園 加工品のギフト販売と直売力強化による販路開拓 樋泉自動車 車両コンピュータ診断機導入による生産性向上と対応力強化 リフレッシュサロン スギヤマ 未病＆健康チェックの結果を可視化し情報発信により新規顧客開拓

株式会社 Takano Farm フリーズドライフルーツの販路拡大を図る為のブランド力向上 株式会社 飯丘観光 HP作成による新規顧客層の販路開拓事業 株式会社 寿農産加工 美味しいと生産性の両立を提供するカット野菜事業者のPR戦略

株式会社 シェア・ハピネス 箸に並ぶ新規主力商品の開発とパッケージデザインの刷新 As design HPを活用した「豊かな暮らし」づくり提案による新規顧客の獲得 KURUMIハーバルワークス 世界に1つだけの本の制作によるブランド力向上と新規顧客の開拓

株式会社 武井プラムファーム 自社畑で育てた15種類のすももを使ったドライフルーツの開発 株式会社 松田 新規顧客層の開拓を目的にホームページ開設による情報発信事業 由樹 高齢固定顧客の他店流出防止と新規顧客の獲得による経営基盤強化

岩下温泉旅館 宿泊業の顧客拡大と農家の果物直販で双方の売上を伸ばす事業 有限会社 白根ゴルフスタジアム ポイントカード発券更新システム改修による販促強化と業務効率化 有限会社 HITEN 店舗ショールーム化によるアジア家具事業の強化

武井農場 直売所並びにホームページの開設による新規顧客の獲得と売上増 井上染物店 160年の伝統文化及び技術のPRと商品情報発信による販路拡大 hair room Auteur パーマシステム導入、検索・予約Webサイト掲載による売上増加

山梨蒼療整院 地域情報誌と広報広告掲載・WEB制作による販路開拓 なとまる本舗 中古リユース商品販売ノウハウスクールプロモーション事業 食卓Labo88 テイクアウト商品の開発と情報発信の強化

常葉サービス 山梨市内の一般廃棄物適正処理啓蒙活動による顧客の促進 株式会社 カムリードスポーツ HP・看板・チラシを活用したネット販売&リアル店舗の販売強化 有限会社 スタジオアンビエンテ 自社サイト刷新と設計ソフト導入でリノベーション家屋販売強化

EM.Direction 株式会社 キャンプ・アウトドア関連用品のフリマサイト構築による販路開拓 豊自動車工業所 整備場シャッター創設でセキュリティー＆作業効率UPと顧客獲得 ジャルダンアッシュ カジュアルなフレンチレストランとしての認知度向上

光信 ホームページ・地域情報紙・看板による顧客・販路拡大と販売促進 有限会社 田島精工 全数検査を前面に打ち出した新たなサービス提供による受注拡大 とん平 ホームページ（自社サイト）作成による集客力のUP

喜多八 観光客の人気メニューの開発と情報発信による来店客の獲得 有限会社 峡西豆腐工房横山食品 老舗豆腐店の新たな挑戦！直売コーナー創設による看板設置！ 株式会社 OEUF ホームページを活用したイメージ戦略展開による販路開拓事業

甲府電器部品 株式会社 開発したBtoC商品の高級デザインで富裕層への購入促進を図る 株式会社 かさとも 違いの分かるオートバイユーザー向けのHPを活用した情報発信 株式会社 四葉堂フーズ 店舗改装で居心地良さを演出、高齢者やファミリー客の取込み

株式会社 Cantina Hiro 絶景テラスで異次元空間の創出による集客拡大と需要開拓 株式会社 エムエル キッズスペース設置による「大切な人へのギフト選び」の環境提供 有限会社 ワカバ 店内のLED化による買い物しやすい店づくり

株式会社 E-KAT 当社事業のホームページとリーフレット作成による販路開拓 株式会社 マステック 美味しい・新しい・珍しいを創り続ける燻製屋響の新たなる挑戦！ ガーデンマリッジ 国際結婚を成功に導くセミナーの開催で新規顧客を獲得する取組

Isamu de Farm 特産枯露柿の販路拡大に向けた新商品とパッケージデザイン開発 丸玄 新開発「味噌の半製品出荷」による加工の効率化と販売強化 キッチン・カフェ そら 季節の果物や地元野菜を使った新メニューの開発・販路開拓

to-mo 入店しやすい店舗外観整備とメニューブック刷新による売上拡大 アトリエサワ 創業時の思いを再び！高齢化した顧客に長時間施術サービスを提供 有限会社 ミツワ 実店舗との相互送客機能を有するホームページによる売上向上事業

株式会社 誠実堂 遠くからでも行きたくなる魅力的な店作り事業 菓子処 松の屋 新規サービス等によるインターネット販売の強化と実店舗の改装 農業生産法人 株式会社  I JAPAN 健康食品「黒にんにく」の販路拡大のための商談会出展

栄月製菓 岩殿山せんべいの量産体制整備と店舗整備による売上拡大 株式会社 リコペル 雪いちごとアイスベリーのイベント等での販路開拓 WEST MOUNTAIN 新規顧客を獲得し売上増を図る為のHPリニューアルと看板の設置

清水正人建築設計事務所 新規客獲得のためのWEBサイトリニューアル 手しごとや 大豆と地元食材を使った新商品「瓶詰めタパス」の開発・販路開拓 果樹屋Kinsei WEB戦略におけるブランド果実の通販サイト拡充と販路拡大

たつみや商店 雑貨店から地域の米専門店へのコンセプト変更による売上増加 ファームインハンズ サラダセット専用野菜洗浄機導入による量産体制構築及び売上向上 アルプスワイン 株式会社 日本ワインの大都市圏販路拡大に向けた商談会出展

株式会社 万成酵素 玄米酵素の効果を専門誌でPRしECサイトでの購入率UP 八ヶ岳シフォン工房 月のひるね 菓子教室開始に伴う機材整備とIT活用によるマーケティング強化 ヘアーショップPOWER トイレをパウダールームに改装し、美意識の高い女性客の集客強化

株式会社 En manther ピザメニューの拡充とそれに伴うホームページ開設 有限会社 農業法人清里ジャム 「モノ」から「コト」へ、新商品の販路開拓おもてなし促進事業 株式会社 晃秀の和 高齢者を転びにくく、VR機器を用いて楽しく有酸素トレーニング

斉藤理容室 快適な店舗で非日常感を演出し、新たな顧客を獲得する 好日工舎 参加型家具工房の製品、イベント等発信の為のウェブサイトの構築 MYパール 南洋真珠の小売業への完全転身

合同会社 塩澤分店 エステと呉服店とブティックの美の総合店をPRし売上UPを狙う Miyakoベリーファーム 国産有機ラズベリーのブランディングと冷凍果実の商品開発 デリシャス通り あけぼの大豆の豆餅の販売と定期宅配の広告宣伝で集客強化を図る

志村ワークス 出張補修事業の開始と従業員雇用による売上拡大 STANDARD PIZZA 加工品および冷凍スープの小売り販売による販路開拓 有限会社 ホテル甲子園 新たな客層に自社の強みを発信する為のホームページリニューアル

寿司割烹はせ川 居心地の良い店づくりによる売上確保と販路開拓 パスタと肴 MoRimoTo 生ハムワークショップの参加人数拡大による売上向上事業 うつわの鈴木 ホームページと販促ツール制作による日本伝統の器の顧客開拓

株式会社 吉村味噌糀店 「プロによるパッケージデザインで、競争力強化」 有限会社 パンの家エム・ワン 当店自慢の商品ギフトカタログ作成による販路開拓事業 株式会社 LAMUTARA リニューアルオープンした焼肉店の認知度アップと集客強化

Yショップ大月笹子白野店 移動販売への転換による買い物の場の維持と提供 忠兵衛 SNSと工房隣接の直営店で新たなファンを増やす販売促進事業 有限会社 さい喜 消臭ドレスルーム整備による顧客の利便性向上と新規顧客の開拓

株式会社 やおき 働く車をもっとカッコよく便利に!カスタム軽トラックの販路構築 いっぴん工房 いっぴん工房のWEB及びパンフレットの刷新事業による販路開拓 有限会社 葡萄の里 洋菓子店のフォトジェニックな店内改装による販路拡大事業

RAKUSA・縁 新メニュー導入！チラシ配布により新規顧客を獲得し売上アップ！ 株式会社 白州産業 当社製品の魅力を発信するためのHPリニューアル事業 有限会社 うかい商事 宴会場のイス・テーブル設置によるシニア層・外国人の集客強化

カフェバル バナノア チラシ配布や新聞折込で店舗の認知度アップし売上増加！ 甲斐駒開発 株式会社 白砂利の増量普及を図るための機械設備設置及び販路拡大 黎明荘 顧客ニーズに合わせた改装で古民家カフェの快適性向上と集客強化

長谷部酒店 ワインサーバーとバーカウンター設置による角打ちワイン販売 おもちゃ箱イカロス 自社オリジナルゲームの販路開拓と製造効率化による売上拡大 中西農園・ピーチカフェなかにし 自家桃を使ったスイーツ開発と販売促進で安定経営を目指す

ワタナベ自動車修理工場 エアコンメンテナンスサービスの開始による増収と新規客の獲得 有限会社 伊藤石材工業 お墓参り文化を八ヶ岳で守る 期限付墓の新規開発販売促進 STUDIO SEVENⅡ 三次元CADを活用したプレゼン力強化による新規顧客の獲得

リビング工房イマイズミ 地域での存在感を高めることによる新たな販路開拓 そば処なかしま 快適に寛げるテーブル席設置と作業効率化による顧客満足向上事業 栄幸ファーム 自家製ピクルスの製造とメニュー開発による販路開拓の取り組み

佐藤造林 ロープワーククライミングを使った高所特殊伐採による販路拡大 ドゥ・ミール 店舗の客席強化とリーフレット作成による売上向上と新規顧客獲得 有限会社 ムラタアルミ 個人顧客からのリフォーム受注導線を意識した販路拡大事業

坂本寛土地家屋調査士行政書士事務所 新規ホームページ作成・ドローン導入事業 露月 インターネット通販事業立上げによる新たな販路開拓 ENcafe ビーガン、ベジタリアンの商品開発とカフェの認知度向上事業

有限会社 ルビー ホームページ開設による新規顧客獲得と既存客の満足度向上 藤森エンタープライズ 株式会社 基幹事業の転換とデザートフードビジネスによる収益力向上 石和温泉ユースホステル 井戸端を復活させた新たなユースホステルの展開で新規顧客を開拓

株式会社 地域設計 地域資源を活かした観光ツアーバス運行による訪日観光客誘客 メインスプリング ゼンマイ屋 「癒やし」のオルゴール・時計の生産性向上と販売促進強化 カラオケ喫茶Ai 安心してご来店頂くための自社HPの作成、店内環境の整備
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都留市

山梨市

大月市

韮崎市

韮崎市

南アルプス市

北杜市

北杜市

甲斐市

笛吹市



商工会名 事業所名 補助事業名 商工会名 事業所名 補助事業名

笛 吹 市 プチプラム 設備導入とホームページ作成による生産から販売までの効率アップ ヘアーサロンフレンド 新規顧客増加の為のメニュー提案看板設置と店舗のバリアフリー化

有限会社 モリヤ 電子部品の洗浄に特化した強みをアピールした新規顧客開拓 有限会社 ミート・高橋 馬肉ギフト化ラベルデザイン・販促サンプル及びモニタリング

株式会社 QFactry 山梨県産キヌアの販路開拓のためのリーフレット等の作成 株式会社 カザ 中国・アジア圏の販路拡大に向けて香港国際宝飾製造展示会へ出展

株式会社 超音波応用研究所 超音波プラスチックウェルダUP-350の開発 Smile Hair Happy 新規メニュー導入に伴う機器の購入及び顧客獲得の為のHP開設

株式会社 溝呂木構造設計室 得意業務の知名度拡大・受注拡大事業 Peace 新規顧客獲得に向けた店内改装及びパンフレット作成事業

株式会社 流行 無添加ソーセージの認知度向上のための販路開拓事業 陽明国際 株式会社 中国の家具、雑貨の輸入販売のための社内体制整備

ひとつぶの葡萄 倉庫改装によるワイン教室の開催と憩いの場カフェの開業 いったりきたり 工場改装（直接販売窓口の設置）による新規顧客獲得

割烹 あし川 スチコン導入による新メニュー開発による売り上げ確保と販路開拓 Bar Spy ワイン酸化防止機械導入による新規顧客獲得並びに客単価向上

川魚・割烹料理 あし川分店 高齢のお客様をはじめとした来店客数の増加に向けた店内改装 PAINT BOX 多角型分光測色機導入による塗装部門の強化と新規顧客の獲得

マルエス農園 ぶどう等の商品梱包資材の試作と農園の広告用写真の撮影 株式会社 石原グリーン建設 新聞折込チラシを活用した販路拡大事業

株式会社 ヴィンヤード・キクシマ ワイナリーのコンセプトを伝える空間づくり MOSSY’S 様々な利用者に快適に施設を利用してもらうためのトイレ改修事業

有限会社 廣瀬自動車興業 タイヤ販売促進の為のタイヤチェンジャー、バランサーの導入 株式会社 サンセー商会 若年技能労働者の確保と安定的な受注に向けたホームページの作成

株式会社 共和 エクステリア事業と新規参入不動産事業のＰＲのための看板設置 ベリーファーム・A 業務用商品の開発に伴う装置購入と販路開拓のための営業展開

然企画 人と自然にやさしい「柿酢・すゞちゃん（仮称）」の商品化 新寿し 真空包装機による新メニュー開発と販路拡大

デイリーヤマザキ甲州勝沼店 昔の美容院のイメージ払拭と新規メニューPRのための看板設置 啐啄塾 HP作成・新規受講科目チラシ配布・看板設置による新規顧客獲得

株式会社 ワイ・イー・エス 創業者向けオフィス機器レンタル事業の設立及び販売促進事業 Conditioning lab 整体院 ロック 姿勢測定デモンストレーションによる知名度アップと販路開拓

あかぬま鍼灸治療院 小児～中学生で心身を患う層をターゲットとした新規顧客拡大 有限会社 クラタ 本来の味を堪能！チルド冷蔵庫と新メニューで販路開拓

中澤商店 HP開設による販路開拓と、真空包装機設置による小売部門強化 プログレッシブフィールド スクール内容を記載した看板設置による新規会員の獲得

株式会社 Toshin VMDを取り入れた新商品販促用什器とパンフレットの製作 レストランモリエール 看板の設置並びに店舗用冷蔵庫の導入よる認知度向上と販路開拓

RBB 株式会社 協働ロボット知能システムを積極的にPRし、販売強化を図る 総合建設 ウエマツ 空き家再生・リフォームの総合相談窓口の設置による販路開拓

フォトスタジオ キャンパス HP開設を行い、七五三撮影を重点的にPRして販路拡大を図る 写真屋げんぞう君 写真の楽しみ方を伝える看板リニューアルと空間作り

株式会社 SNUG FACTORY 下請体質から脱却する為の自社独自の機能性住宅の販路拡大 深沢はりきゅう整骨院 ”身も心もほっとする”新メニューの開発・PRと新規顧客の開拓

雨宮デザイン事務所 海外向け情報提供サイト運営と輸出代行事業による販路開拓 居酒屋 都 新事業カラオケ営業の開始による新規顧客の獲得

堀田畳製作所 新商品「オリジナル撥水防汚畳」のチラシとWEBによる販路拡大 北の勢堂 旧館トイレリフォームによる非日常空間における日常空間構築事業

有限会社 さ野 ホームページを活用した新たな受注方法による販路開拓事業 株式会社 リトル・トリー MTBトレイル集客力増強事業

有限会社 功刀商店 新サービス「鍵お困りサービス」の認知度向上による販路拡大 渡辺木工 安全性を重視する発注業者に角の丸い厚いエッジ材家具の販路開拓

株式会社 プレジャーコーポレーション 顧客満足度向上を目指した店舗環境改善による販路拡大 株式会社 渡邉商店 カウンセリングとオーダーメイド寝具による眠りの解決の提供

有限会社 ニューポート ホームページのリニューアルによる峡南フレンチのPR 仲野工務店 高気密・高断熱の住宅を低価格で提供するシステムの情報発信

トラストホーム 【透湿型断熱】の重要性を広め、新規顧客の獲得を目指す。 わっぱファーム 無農薬有機生野菜の定期販売と乾燥野菜の量産販売による売上増加

朝日宝石商会 18産地とコラボした漆塗り印章の販売促進事業 有限会社 滝口製作所 鉄道ファン向けお土産キーホルダー販売にむけた金型開発事業

三珠パソコン教室 新規ウェブサイトの制作による販路拡大 有限会社 ユーロ 高齢者ドライバーによる事故防止に向けた安全・安心パックの開発

株式会社 原田晶光堂 海外における印章ブランドの確立と市場構築事業 SPRING GALLERY 若手表現者が集うワークショップ&カフェギャラリーの運営

coworker ホームページ、パンフレット等による販路拡大 株式会社 やまさと 蕎麦店から蕎麦麺製造メーカーへ、世界進出を目指す販路開拓事業

金長特殊製紙 株式会社 新ブランド「糸落水」へのさらなる付加価値の添加及び内製化 鉄板焼き＆ワインの旬宿 夢野樹 サービスページ改訂による閑散期のペンション利用客の獲得

中島動物病院 動物用血液検査機の導入による検査メニューの充実と販路拡大 郷土食と宿 せんでゃー 観光の方への宣伝強化とお客さんの満足度向上事業

Kanaeフードビジネス研究所 自社商品開発によるフードコーディネーターからの業務拡大 有限会社 テイツー 郡内地域への浸透戦略の実施

JPN野生鳥獣研究所 冷凍設備導入による商品提供体制の整備と販路拡大 大森会計事務所 株式会社 宣伝強化と研修による入管取次業務の拡大戦略

日章株式会社 「ふりがな付き浸透印鑑／Myルビー」の販売促進事業 株式会社 白鷹 ホームページの多言語対応＆スマートフォン対応で新規顧客獲得

株式会社 丸富 HPの改修・プロモーションビデオの作成（撮影・編集） La Verdura 自転車愛好家達に対する広告宣伝による新規販路開拓事業

ウパニイの火 農泊における販売促進事業 ペンションスターダスト 顧客の変化に対応する「くつろぎ」創出事業

早 川 町 月夜見山荘 Webサイトの集客・ブランド力向上とターゲットへのアプローチ 株式会社 Go on 宿泊予約をオンライン・オフライン両面で整える経営プラン

不二ホテル 「源泉100％の冷泉とサービス」のPR強化事業 小林建設 株式会社 リフォーム・リノベーション需要を取り込んで販路拡大を図る事業

香苑 逸品PR強化による新規顧客開拓事業 尚耕園 ECサイトを利用した商品PRによる販路拡大と収益増加

有限会社 山十製紙 HPリニューアルによる利益拡大を狙った和紙商品等の販促強化 株式会社 栄正 消費者や卸売業者からの需要増に伴う冷凍マグロ切断機の購入事業

藤田製畳 質の良い畳の近隣地域へのPR強化による新規顧客開拓 合同会社 Create New Value 新規顧客獲得のためのセミナー集客用＋サービス告知用HP作成

中富自動車整備工場 高齢者ドライバーに向けた販売促進から展開する顧客開拓事業 円融農場 地域資源を原材料にしたベーグル製造の生産性効率化と増産

鶴林精舎 体験型サービス拡充と廃棄果物活用による新規客拡大と連泊客増進 Osteria Drammatico 品揃え充実による観光客とリピーター客の獲得

壽屋製麺所 食塩無添加、源泉100％「温泉麺」の観光客へのPR強化 やきとり春一番 外国人向けおすすめメニュー作成で機会損失防止と平日の売上向上

身延竹炭企業組合 観光客等に対する竹炭販売強化のためのパンフレット作成 株式会社 リトルツリー 自社営業マンの役割を果たすホームページ構築で新規顧客獲得

埜村電子製作所 高性能マシニング加工機による高品質加工サービス等のPR強化 精進湖キャンピングコテージ お客様の利便性の向上とニーズにあった宿泊環境の実現と増設

峠のレストラン Le Queon 地域住民への一押しメニューと特典サービス等のPR強化 お好み焼き 遊ゆう 外国人観光客の集客増大と顧客満足度による地元客の増大

有限会社 佐野教報社 地域の特性を活かした書店の専門化と看板設置による販路拡大 garnetpomme 店舗移転およびチラシ配布による新規顧客増大の実現

山印社 印章メーカーのBtoCサイト立ち上げによる販路開拓事業 割烹長濱旅館 自社HPの改修及びスマホ連携等による顧客獲得・売上増対策事業

笠井ふとん店 「快眠」を提供する布団打ち直しの職人技を活かした販路開拓事業 鶏っこ 看板設置およびイベント参加による認知度の向上、新規顧客の増大

株式会社 南部路 消費者目線に立った店舗づくりの推進 KRホーム 株式会社 自社ホームページ開設により他社との差別化図り売上を上げる事業

宅配クック123南巨摩店 「安心と安全を笑顔でお届けする。」 38KAWAGUCHIKO 広告宣伝と顧客満足度を高め、客単価アップの実現を図る事業

入月塗装 地域密着型塗装店の構築のための販路拡大事業 HOSTELみちくさや 宣伝媒体充実による閑散期のウォークイン客、直前予約客の取込み

民宿 山下荘 食堂のリニューアルによる飲食部門の販路開拓 株式会社 光匠庵 業界誌への記事広告掲載で山梨全域へ販路を拡大する事業

香菓堂 安心と笑顔を食卓に届ける「焼菓子」の販路開拓 株式会社 TRIBE 新規ビジネスの取組みによる事業収益の拡大と誘致

青木建築・ケリー 新規顧客獲得と既存顧客の売上単価アップを目的とした厨房の拡張 和牛焼肉よりとも 周辺地域への折込チラシ広告で質にこだわる焼肉店の認知度向上

株式会社 MIGRIDS 地域交流拠点となる宿泊型コワーキングスペース・カフェの周知 有限会社 西湖ドライブイン 西湖の四季をアピールするホームページの作成で冬季集客強化

Auto Garage IMPROVE 大型車の車検整備サービスの提供による新規顧客の獲得 河口湖チーズ工房 ファン獲得を意識したSNS連動機能付加HPによる販路拡大事業

有限会社 アイ・タイム中沢 スマホによる疲れ目の解決サービスによる新規顧客の獲得 有限会社 寿司善 外国語版メニューブックと情報発信型ホームページ作成で売上増加

鈴木畳工業 新商品縁なし畳のサンプル確認による顧客満足向上と新規顧客獲得 大石工務店 ホームページを活用した施工実績のアピールによる新たな販路開拓

いち柳ホテル 有限会社 宿泊と法事のPULL型とPUSH型による新規顧客開拓事業 山本食品工業 株式会社 提案営業型ホームページの新規構築による県外販路の開拓

富 士 川 町

富 士 川 町

昭 和 町

道 志 村

西 桂 町

南都留中部

河 口 湖
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上 野 原 市

甲 州 市

中 央 市

市川三郷町

身 延 町

南 部 町


