
　　　　　　 山形県中小企業スーパートータルサポ補助金(コンサルティング活用販路開拓等支援事業)採択事業一覧

年度 No. 受付番号 企業名 所在地 事業計画名

1 県販路29101 株式会社彩静堂 山形市 　やまがたの逸品をセットにしたオリジナル返礼品の開発による新たな販路の開拓

2 県販路29102 株式会社ベスト 鶴岡市 　国内及び国外（輸出）コンシューマー（在宅介護者）向け介護用ソフト食の展開

3 県販路29106 株式会社チャンピオン 酒田市 　地域密着型高齢者向け「買い物弱者」支援オムニチャネルの再構築

4 県販路29107 峰田メリヤス株式会社 山辺町 　自社ブランド「CAST-MINE」（キャスミン）による販路開拓

5 県販路29108 株式会社Ｆ８ 鶴岡市 　女性顧客をターゲットにした大型商業施設での集客コンサルティングによる売上拡大

6 県販路29109 株式会社フューチャーインク 米沢市 　ヘルスケア分野における大面積センサシートの販路開拓事業

7 県販路29113 株式会社メタルプロダクツ 真室川町 　国内鉄骨パーツの販路拡大と海外向け建築鉄骨設計の販路開拓

8 県販路29114 株式会社国際創研 米沢市 　工事写真管理システムPhodomentの改良と販路開拓事業

9 県販路29115 株式会社安部吉 米沢市 　ジャカード織を活用した壁紙の開発及び新市場への販路開拓事業

29 10 県販路29116 株式会社萬屋薬局 山形市 　「べっぴんシリーズ食品」の販売戦略の確立と販売拡大

11 県販路29118 株式会社タカハタ電子 米沢市 　自社商品の欧州市場への展開推進事業

12 県販路29119 株式会社ＪＰＤ 新庄市 　KOKO COLOR（ここから～）を活用した地域観光・物販の活性化

13 県販路29120 酒田米菓株式会社 酒田市 　ユーザーニーズを明確にしたマーケティングの実施と販路の拡大

14 県販路29121 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 戸沢村 　集客力向上の為のランドスケープ計画

15 県販路29122 有限会社舟形マッシュルーム 舟形町 　「マッシュスタンド」・「機能性マッシュルーム」の販路開拓

16 県販路29123 アルス株式会社 米沢市 　木製サッシ「夢まどスタンダード」の販路開拓向けツールの新規製作

17 県販路29124 黒川プレス工業株式会社 米沢市 　当社技術を活かした新規得意先の開拓に向けた営業業務改善

18 県販路29126 株式会社ヤック 山形市 　オリジナルブランドによるドバイ・中東市場の販路拡大

19 県販路29127 株式会社石井製作所 酒田市 　「無コーティング代掻き同時播種機」を中心とした自社ブランド確立と販路拡大

20 県販路29129 株式会社マインド 米沢市 　山形・米沢産ウコギ茶の販売戦略の構築による販路開拓事業

21 県販路29130 株式会社つたや物産 米沢市 　飾り独楽（コマ）の新商品開発および販路開拓

22 県販路29131 有限会社やまがたスリートップ 南陽市 　自社製品の魅力ある商品化によるBｔｏBの販路拡大

23 県販路29132 有限会社奥山メリヤス 寒河江市 　インターネットツールを活用した自社ブランドの情報発信強化による売り上げ拡大

24 県販路29133 米富繊維株式会社 山辺町 　デザインコンサルティングによる企業ブランディング強化と販路開拓
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1 県販路30103 有限会社えんどう肉店 長井市 　当社のカジュアルギフト向け商品のＢｔｏＣ事業の展開

2 県販路30104 株式会社荘内機械商会 鶴岡市 　新商品「枝豆精選別機PITA-mini01」の販路開拓事業

3 県販路30106 株式会社国際創研 米沢市 　現場施工情報管理システムの改良と販路開拓事業

4 県販路30108 アルス株式会社 米沢市 　木製サッシの防火設備認定による販路開拓ツールの整備と展示会出展でのＰＲ強化

5 県販路30109 株式会社庄内クリエート工業 鶴岡市 　癌治療機　高周波式ハイパーサーミアシステム　アスクーフ８の販路拡大

6 県販路30111 株式会社長沢燃料商事 米沢市 　山形・米沢産の黒炭「やまが炭」のブランディングによる販路開拓

7 県販路30112 阿部産業株式会社 河北町 　「ABE　HOME　SHOES」のブランド構築及び販路開拓

30 8 県販路30113 株式会社山本製作所 天童市 　木質ペレットストーブ　都市部の販路開拓

9 県販路30115 有限会社とがしスポーツ 酒田市 　登山用品レンタル事業とそれらを用いたサービスの構築

10 県販路30116 月山酒造株式会社 寒河江市 　ブランド「銀嶺月山」による国内・海外市場への販路開拓の強化

11 県販路30118 株式会社アジアスター 山形市 　日本製「床暖房ＰＴＣヒーター」による安心安全な床暖房の提供

12 県販路30122 酒田米菓株式会社 酒田市 　問屋依存体質からコンシューマ向け販路開拓を図るためのコンサルティング活用

13 県販路30124 株式会社フューチャーインク 米沢市 　印刷型大面積センサシートの販路開拓事業

14 県販路30125 株式会社山形飛鳥 酒田市 　マーケティング調査を踏まえたアジア・欧州の現地ニーズに沿ったイカ加工品の商品改良・販路開拓

15 県販路30127 有限会社肉のさかの 米沢市 　通販事業の「法人ギフト」・「ソーシャルギフト」戦略による売上の拡大

1 県販路31107 神町電子株式会社 東根市 磁気記録媒体ハードディスクドライブ（HDD）データ消去装置SD-MDのUL認証取得

2 県販路31108 株式会社和農産 天童市 天童黒毛和牛「和の奏」のブランド確立と販路開拓プロジェクト

3 県販路31109 有限会社鈴木農産企画 鶴岡市 農薬・化学肥料不使用で育てた県産米「おやじの米」をパックライスにして全国へ販売を行う

4 県販路31112 株式会社半澤鶏卵 天童市 相場に左右されない生卵・加工品の県内・国内・海外への販路開拓

5 県販路31116 有限会社秀機 高畠町 自社開発した「インライン型コンパクトショットブラスト機」のマーケティング戦略の構築と販路開拓事業

6 県販路31117 黒沼畜産株式会社 中山町 宅配バーベキュー事業展開による販路拡大

元 7 県販路31118 株式会社青葉堂印刷 米沢市 ECサイト限定オリジナルデザイン企業名入りカレンダーの販売による販路開拓

8 県販路31119 株式会社メタルプロダクツ 真室川町 建築鉄骨の新市場の販路開拓

9 県販路31120 株式会社マルトモ 酒田市 麩業界初のＪＦＳ-Ｂ規格取得と販路拡大事業

10 県販路31122 株式会社タスクフーズ 米沢市 県産地域資源の食材と、煮炊き技術にこだわった美味惣菜のブランディングによる販路拡大

11 県販路31123 株式会社小嶋総本店 米沢市 ブランディング施策の再構築と、継続的な輸出成長を実現する販路開拓

12 県販路31125 那須電機株式会社 河北町 県内複数企業による共同開発商品の販路開拓と市場展開推進事業

13 県販路31126 有限会社壽屋 東根市 本格醸造りんご酢売上増加４ヶ年計画

14 県販路31127 日本第一工房（株式会社菊地保寿堂・有限会社井筒屋） 山形市 日本の匠の連携による中国での市場拡大
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1 県販路02001 株式会社フューチャーインク 米沢市 医療機器ベッドセンサ「Vital Beats」の介護、医療分野への販路拡大事業

2 県販路02004 株式会社メタルプロダクツ 真室川町 建築鉄骨の新市場（機械式駐車場）の販路開拓

3 県販路02005 有限会社壽屋 東根市 オーダーメイド型漬物キット商品の販売

4 県販路02007 株式会社花鳥風月 酒田市 コロナ不況を回復！メディカルと通販を活用した販路拡大

5 県販路02008 浜田株式会社 米沢市 新商品清酒「フォコン」のブランディングを推進し、販路拡大を目指す

6 県販路02010 宮城興業株式会社 南陽市 マーケティングをベースにした商品政策と営業・販売力の強化による販路拡大事業

7 県販路02011 株式会社六歌仙 東根市 ブランディング業務およびデザイン制作、サイト運営

8 県販路02012 株式会社小島洋酒店 米沢市 オークションを活用したブランディングによる日本酒の新市場開拓

9 県販路02014 株式会社半澤鶏卵 天童市 生卵のリブランディング・非対面販売の強化・お得意様の育成による販路開拓

10 県販路02015 株式会社置環 米沢市(上山市）地域特性を生かした日本初のリカバリー温泉施設によるスポーツ・観光のブランディング構築と販路開拓

11 県販路02017 有限会社たくみまさの 金山町 マナーボードの販路開拓による当社売上の向上

12 県販路02018 株式会社カルイ 山形市 自社ブランド製品の台湾市場販路開拓事業

13 県販路02019 有限会社肉のさかの 米沢市 焼肉業態新規出店に伴うオープニング販促の強化

14 県販路02020 株式会社小国いきいき街づくり公社 小国町 小国町産雑穀加工商品のリニューアルによる販路開拓

15 県販路02021 株式会社小嶋総本店 米沢市 デジタル・トランスフォーメーション（DX)によるEC販路開拓
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