
No. 申請者名称 所在地 事業計画名

1 有限会社明電 大石田町 ＨＰのリニューアルで特産品｢自然薯｣の販路拡大を目指す

2 有限会社武田工機 山形市 HPを活用した販路開拓による新規売上獲得と経営基盤の強化

3 株式会社ミサワ車体 山形市 自社ホームページ整備によるオンライン受注窓口新設と販路拡大

4 タカラ重機株式会社 山形市 新規クレーン車両の取得に伴うホームページの改修

5 株式会社岡村工機 米沢市 「ファーストコンタクト」の取れるＨＰリニューアルで業務拡大

6 有限会社寛明堂 鶴岡市 モバイルファーストへ対応するためのWebサイト刷新計画

7 山形県遊技業協同組合 山形市 ホームページによる情報発信の強化と業界のイメージアップ

8 株式会社マルトモ 酒田市 ホームページリニューアルによる販路拡大及び利益率改善事業

9 株式会社庄内溶接 鶴岡市 HP刷新し鉄骨製材工場Rグレード資格周知･PRで新規顧客獲得

10 吉野敏充デザイン事務所 新庄市 地域工芸品販売促進のためのECサイトの再構築

11 株式会社高橋型精 山形市 動画を活用したHP再構築による商品PRとEコマース販売拡大

12 有限会社シーブローズ 天童市 鯨ベーコン製品の認知度向上を目指すSNSによる情報発信

13 株式会社新和設備 酒田市 メンテナンス業務の機動性向上及び情報共有化推進事業

14 利久堂菓子補 上山市 ホームページによる宣伝、販路拡大、顧客の獲得

15 有限会社ヒカルマシナリー 山辺町 一般消費者向け販売へのシフトに伴うECサイト構築

16 株式会社佐藤工務所 山辺町 Webチラシ活用による競合と差別化できる商品の販売強化事業

17 株式会社新月堂 天童市
法人顧客への提案力の強化を目指したホームページによる発信のた
めの改修

18 共和防災建設株式会社 山形市 自社HP刷新、スマホ閲覧対応による新たな顧客層への発信力強化

19 株式会社てるぜん 高畠町 モール型ＥＣサイトでラーメンの通信販売を行い販路開拓

20 有限会社サンエー 山形市 HPのレスポンシブデザイン化による新規顧客獲得と売上向上事業

21 山形県板金工業組合 山形市 HPリニューアルによる業務効率向上と組合PRの推進

22 株式会社あさひ不動産 山形市 自社運用型ホームページ新規構築による新規仲介案件の獲得

23 有限会社菊屋 山辺町 当店オリジナル商品をEコマース活用で新たな販路開拓事業

24 村山酒販協同組合 村山市 公式Webサイト制作による情報発信と新規顧客開拓事業

25 七日町商店街振興組合 山形市 七日町商店街公式サイト再構築事業

26 株式会社安心工房 天童市 安心安全なお惣菜と山形県産米を使っての炊飯米の販売

27 真福クリンサービス 山形市 真福クリンサービス　ホームページ新規構築

28 株式会社花角味噌醸造 米沢市 ウェブサイトの改修≪ホームページ販促素材の入れ替え≫

29 オクト・ベル 山形市 オクト・ベル　ホームページ新規構築

30 舞鶴石油株式会社 天童市 サービス内容を網羅した自社HPを新設し、新たな売上基盤の確立

31 企業組合スイーツキッチン 天童市 ウィズコロナ社会を見据えた農産物加工の企業間取引サイトの構築

32 有限会社石のミウラ 酒田市 非対面でも安心と納得を提供できる仕組みづくり事業

33 有限会社ユーミーズコン 山形市 インターネットを活用した周知活動による子育て世帯への販売促進

34 創作七宝工房　アトリエシャルム 上山市 七宝焼ジュエリーのモール型ECサイトへの出品による販路開拓

35 サンエイ食品株式会社 酒田市 Eコマース販売促進事業
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36 株式会社六歌仙 東根市 ウェブサイト改修及びオンライン広告拡張事業

37 有限会社プリス 川西町 自社ホームページを活用し消費者の皆様に開かれた薬局を実現

38 株式会社米沢食肉公社 米沢市 インターネット広告を活用したECサイトの利用客獲得と売上拡大

39 鶴岡シルク株式会社 鶴岡市 新ブランド立上げとシルクミライ館移転に伴うWebサイトの強化

40 ナナジカ 長井市 ECのサイト、オペレーションの構築とサイトへの誘導動画作成

41 有限会社うめちゃんキムチ本舗 鶴岡市 ホームページ内ネット販売機能強化による新規顧客獲得事業

42 東福産業株式会社 鶴岡市 魅力が伝わり問合せ易いHPでアパレル業界の販売チャネルを大転換

43 有限会社そば処庄司屋 山形市 自社オンラインショップのリニューアルとPRの実施

44 株式会社オードヴィ庄内 酒田市 新ブランドのティザーサイト構築とHP及び各種SNSとの連動

45 株式会社上杉コーポレーション 米沢市 ネットショップにインスタグラムを活用した販路開拓と認知度向上

46 株式会社アーツフィールド 東根市 ホームページ改修による業務内容の周知、人材募集の強化

47 株式会社サンノー企画印刷 長井市 ラッピングコーディネーターが教えるラッピング教室動画制作

48 株式会社東北新光工業 山形市 自社ブランドアウトドア用品を全国へ！Eコマース販路拡大計画

49 有限会社朝日技建 天童市 目的別閲覧できるストレスフリーなホームページの構築

50 玉ノ井エンジニヤリング 山形市 デジタル時代対応のためのホームページ構築事業

51 株式会社セト藤 山形市 専用サイト運営によるスチコンライブイベントへの誘致

52 有限会社門脇石井建築設計事務所 天童市 ホームページ作成によるウィズ・ポストコロナに対応した広報発信

53 LADE　clothing 尾花沢市 ウェブサイトと動画による花笠高原立地のブランド化と販売促進

54 カムコミュニケーションズ株式会社 酒田市 おとりよせネット掲載による自社ECへの導線づくり

55 ジェルシー 山形市 山形産オリジナルニット・オーダーYシャツのネット販売

56 株式会社山形飛鳥 酒田市 「酒田線凍いか」ブランディングを目的とした自社サイト構築事業

57 佐竹物産株式会社 山形市 バーチャルショッピングサイトの構築事業

58 味高フーズ株式会社 尾花沢市 モール型ECサイト事業でネット通販ノウハウの蓄積と販路開拓

59 株式会社結城酒店 南陽市 赤湯産ワイン販路拡大のためのECサイト構築

60 株式会社池田 山形市 「地元山形の逸品」を全国発送するオリジナルECサイトの構築

61 シンエイ工業株式会社 酒田市 HP開設による新規顧客と人材獲得

62 マルシチ米穀株式会社 飯豊町 「飯豊の生あまさけ」等　冷凍商品のネット販売による売上拡大

63 株式会社オーティービー 尾花沢市 着地型旅行商品の販売サイトリニューアルと決済システムの構築

64 株式会社中央会館 長井市 新規顧客開拓や認知度向上を目的とするホームページ改修を行う

65 有限会社肉のすがい 飯豊町 当店おすすめ馬肉商品のEコマース販売による販路開拓

66 株式会社ヌマザワ 新庄市 持続可能なお仏壇店へ変革、ホームページ構築で売上拡大を目指す

67 hair space Barney. 寒河江市 ネットショップ開設による自然派オリジナル美容商品の販路開拓

68 味工房すず 山形市 みんなにとどけ！最高～のおばんざい

69 株式会社あさひ 天童市 自社ホームページの構築による新たな顧客獲得

70 千葉　奈穂子 酒田市 写真書籍販売と活動記録動画ページの追加および既存ウェブ改修
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71 HAYASE 鶴岡市 強みを大々的にアピールするための広報戦略

72 株式会社板垣水道 鶴岡市 どこにいても手の温もりが感じられるようなホームページの制作

73 有限会社つまみ屋 朝日町 ホームペイジ、ECサイト構築でのPR効果と販路拡大

74 有限会社後藤屋 高畠町 ホームページの一新、及びLINE公式アカウントの作成・運用

75 株式会社アジアスター 山形市 販路拡大による海外向けホームページ作成

76 小松花屋 川西町 ECサイト支援事業によるインテリアアートフラワー全国展開事業

77 有限会社大和建設 上山市 ウォータージェット事業への新規参入に向けた販路拡大計画

78 ビューティマニア 山形市 ECサイト強化による顧客拡大事業

79 株式会社深瀬利助商店 山形市 ホームページを活用し、売上比率の低い個人顧客を取り込む

80 協同組合やまがたの木乾燥センター 酒田市 組合ホームページ再構築による宣伝活動の強化と販路拡大推進
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