
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
北海道 株式会社Ｓａｖｏｎ　ｄｅ　Ｓｉｅｓｔａ 天然原料で作るスキンケアクリームの製品改良および販路拡大
北海道 株式会社北海光電子 新製品「仕事関数測定装置」の展示会出展
北海道 有限会社ＴＹＲＥＬＬ 商圏内外に対しての冷凍カレーの販売、商圏内の認知度・集客力の向
北海道 サンパックス株式会社 展示会への出展事業
北海道 ひつじや 店舗改装並びにＰＲ活動の強化
北海道 Ｒｅｌａｔｉｏｎ～縁～ ネイルアート部門の立ち上げに伴う店舗改修並びにＰＲの実施
北海道 池田屋 毛ガニとホタテを使った新商品開発・広報
北海道 林福祉タクシー 車両改良並びに販促広告の実施
北海道 株式会社宝水ワイナリー 首都圏でのＰＲ及び販路拡大活動
北海道 株式会社千成家 『ホームページ開設で販路拡大と意識向上　～Ａｃｔｉｏｎ～』

北海道 株式会社東洋肉店
美味しい理由は北海道にあり「とうようのたれ」開発とタレを使用した加
工品の開発

北海道 有限会社丸観商店 ベーグル販路拡大事業
北海道 株式会社中井英策商店 洞爺湖及び支笏湖産ヒメマスを使ったいずし開発と、いずしＰＲ事業
北海道 道南平塚食品株式会社 北海道納豆菌の自社培養による差別化の展開
北海道 有限会社花善 集客力向上を目指した店舗内改装によるバリアフリー化
北海道 有限会社三愛 デザイン墓石導入に関わる販売促進事業



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
青森県 青森環境開発株式会社 自社開発　ソーラーLED「DA‐SLP‐1」街路灯の販路拡大
青森県 フォトスタジオ　メモリーハウス 生前遺影写真の普及推進を主たる要因とした販路拡大事業

青森県 Ｓｍｉｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
店舗改装による業態転換に伴う販路開拓・顧客拡大事業（仕出し店か
ら地場産品を使用した飲食店業）

青森県 有限会社マルサカ煎餅 主力商品パッケージの改良に伴う販路拡大事業
岩手県 ミソノ畳店 国産い草を使った畳表を広く理解してもらうための広報活動
岩手県 有限会社永澤家具店 福祉用具の活用で笑顔支援事業
岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 有機EL材料評価事業の海外展開
宮城県 福乃鳥 女性客を中心とした新規顧客創出事業
宮城県 株式会社Ｌａｔｅｒａｌ　Ｋｉｄｓ 広告宣伝強化による園児数の増加・獲得と雇用拡大
宮城県 株式会社つくる仙台 つくる仙台起業支援広報事業
宮城県 エーエスジョイ株式会社 インドネシア国ジャカルタ州への水リサイクル事業の展開
宮城県 株式会社ハーモニクスデザイン ウェブサイト制作提案書　無料作成サービス

宮城県 reVend
卓上に置いて飾り、倒れても水がこぼれず倒れにくい特許申請済みの
ミニ容器「花束タンブラー」の開発

宮城県 有限会社 ヒーロー 「こめかし」ブランド戦略に向けた調査及び商品開発
秋田県 株式会社Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ 秋田市広報の特徴を活用した広告（事業内容の紹介）掲載
秋田県 印刷通販サイト制作株式会社 独自開発 印刷通販サイト（Ｉｎ　２　Ｓｉｔｅ）の展示会ＰＲ
秋田県 セキネケミカル 自社オリジナル羽球商品の開発と営業パンフレットの作成
秋田県 株式会社本田商店 ブライダル向けベビー服を使った両親感謝状の販売と市場展開
秋田県 ＢＡＲＡＫＡ 特別な方へのお祝い・お返し『ＧＩＦＴ』の提案に伴う販促物作成
秋田県 株式会社ダースエンターテイメント エンターテイメントアカデミーオブアキタの開設・運営
秋田県 株式会社ファンミュージックシステムズ 音楽普及と楽器人口の定着を図る販促イベントの実施
秋田県 小山田設計一級建築士事務所 特許取得の新商品「トイレ ウィング」の広報、製作及び販売
秋田県 ＨｅｒｂａｌＣａｆｅＰＲＡＮＡ（ハーバルカフェプラーナ） 継続的販売戦略における新商品開発とブランディング推進事業
秋田県 株式会社テクニカルマネジメントチーム Ｓｋｙｐｅを活用した英会話、リノベーション事業の新規導入
山形県 鶴岡シルク株式会社 「きびそ」の特性を活かした更なる高付加価値シルク商品の販路拡大
山形県 有限会社登府屋旅館 車いすでも安心して過ごせる宿のＰＲと専門的人材の確保
福島県 株式会社えこでん 節電・省エネ、再生可能エネルギー、蓄電池の普及拡大事業
福島県 有限会社大内豆腐店 集客力を高めるための店舗改装とチラシでのＰＲ
福島県 株式会社白亜館 「水さやか」の販路拡大
福島県 ＳＯＢＡダイニングさくらい さくらセット（平日ランチ、1,000円税込）の開発
福島県 有限会社和光 メガネの和光湯本店、高齢者集客拡大のためのバリヤフリー改装
福島県 ＢａｌｌｏｏｎＡｒｔ　Ｎｏｄ バルーンドレス・バルーンスタンドの開発、教室開講・人材育成
福島県 有限会社オオデラ 包装紙改良による新サービスの提案と新商品開発・アメニティの整備
福島県 株式会社Ｍｅｒｃｉ 新たな顧客開拓のための認知度・付加価値の向上
福島県 サクラ工業株式会社 新たな個人向け受注の獲得に向けた事業構築
福島県 有限会社大島屋 販路開拓及びブランド構築の為の自社改革事業

福島県 有限会社市川乳業
新サービス・農商工連携（S・I・Y）プロジェクト
※S・I・Yは、S(Sekiya)・I(IchikawaMilkroad)・Y(Yagura)の頭文字。

福島県 有限会社王王楼 浄水システム導入による提供メニューの品質向上、ＰＲ事業
福島県 株式会社遊喜 「蔵－ＫＵＲＡ－馬車」運行による喜多方満喫！立ち寄りスポット連携事
福島県 有限会社星幸衣服店 顧客満足度アップ・新規顧客獲得御用聞き配達事業
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茨城県 株式会社ＫＬＥＮＯＴ　Ｒ
①既存店舗の景観改善と集客率アップ　②新規店舗の雇用促進と宣
伝広告

茨城県 伊太利亜食堂　燈屋 本格ナポリピザ開発および販売所設置とデリバリーサービスの提供
茨城県 株式会社ＮＥＭＯＴＯ 新事業「近視回復サポート事業」の広報活動強化
茨城県 わんだふる わんちゃんと飼い主様のおもてなし空間創設
茨城県 リ・オルグ 地域中小企業向け人材育成支援事業
栃木県 株式会社グルメコンガーズ 『新里ねぎ加工品をマーケットの一年生に入学させよう』事業
栃木県 岩船クリーニング商会 クリーニングとリペア（衣類等の復元、再利用）の融合
栃木県 有限会社ニュー霧降 日光酒粕ディップソースのパッケージデザインおよび容器の大幅な改

栃木県 有限会社ヤング
地元日光・鬼怒川の地域資源を活用した新たなメニュー開発と既存人
気メニューの改良による“日光イタリアン”“鬼怒川イタリアン”の発信。

栃木県 大野畳店 日本固有の文化である国産イ草による国産畳製品のＰＲパンフレット制

栃木県 株式会社野沢製作所
製図用コンパスのベトナム国への製品輸出・販売事業拠点設置・製造
拠点設置

栃木県 美容室ブレス 大田原市初の増毛サロンのブース開設
栃木県 丸昌産業株式会社 脱衣料、機能性糸加工の安定した受注拡大事業

栃木県 早川食品株式会社
販促用チラシの作成、配布。のぼり旗の作成、設置。ホームページの
再構築。

栃木県 第一酒造株式会社 海外市場を目指した常温管理可能な発泡性日本酒の開発
栃木県 ブルーベリーファーム有限会社 ネット販売を用いたブルーベリーチーズケーキの自社製品全国販売
群馬県 まほろば司法書士事務所 新たな顧客層を開拓！自分でできる相続手続キット
群馬県 有限会社ＤＹＣ 物産展市場に特化したポータルサイト事業の拡大
群馬県 株式会社彦部科学 糸巻き技術を応用したオリジナルランプシェードの全国販路開拓事業

群馬県 染と織　櫟
新開発の撚糸技術と製織同時染色技法を活用した新ブランド商品開発
及び販売

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや ”県内初”ベビーフォトに特化した、フォトスタジオの新設
群馬県 株式会社アミコ 国産初のフルモードソファー開発による販路拡大
群馬県 株式会社桐生さくらや 織都桐生の職人が作る特選商品に特化したウェブ販売事業
群馬県 株式会社松井ニット技研 国内展示会へ出展による販売促進と感性の高いヤング層の取り込み
群馬県 大内栄＋空間工房 ①注文住宅のWeb受注拡大×②新商品もくべぇの販売促進事業

群馬県 株式会社桐生旅行
旅行業を通じて得た人脈を利用した商品仕入販売促進および「大人・
不良・音楽・自由・本物・個性」を趣味とした顧客へのライフスタイルの

群馬県 株式会社ジャパンアイデアセンター
一般顧客への周知活動による顧客層の広域化および｢贈る文化｣周知
によるおもてなし文化復活

群馬県 下山縫製　有限会社
内製化によるボトルネック解消と、特殊ミシン開発による難加工素材へ
の挑戦

群馬県 有限会社　インカローズ占翠社 着物リメイク教室による顧客層拡大と、“織都”の着物資源確保
群馬県 ブリックブロック 上州メガドッグによる都内での販路開拓
群馬県 伊田繊維株式会社 「和粋庵」「IKISUGATA」ブランド作務衣・甚平で展示会への出展・販路
群馬県 大橋メリヤス 各展示会等の特徴に合わせて行う、新商品開発及び販路拡大事業
群馬県 剣持豆腐店 直販への新規事業での店舗外観の刷新とパッケージリニューアル
群馬県 株式会社Ｆｌｏｓ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝ツールの作成

群馬県 縁
店舗の外観及び看板を設置し店舗の認知度を上げ、集客力のアップを
目指す。

群馬県 株式会社アパートメント・プロ 新素材壁紙「ぐんまロイヤルシルク壁紙」の販売展開
群馬県 有限会社エイ・ティー・エムオフィス 看板設置やチラシ配付による名刺や一般印刷物の販路拡大事業
群馬県 光工芸有限会社 エコ素材と高機能プリンタを活用した新商品開発・販売
群馬県 奥利根自然菜園株式会社 ティッシュ箱として再利用可能なパッケージの開発
群馬県 有限会社ナカッツ 製品の品質精度の向上と、生産プラントの自動化による受注機会の増
群馬県 株式会社福島商店 木質ペレット及び薪用ストーブの販路拡大事業
埼玉県 有限会社大野農場 ネット販売システムの構築
埼玉県 ラーメン　アキラ ネット戦略と女性客増を目的とした事業展開
埼玉県 有限会社鈴木自動車商会 販路拡大及び顧客満足度向上
埼玉県 有限会社メリィ 工場機能の拡張、及び展示スペースの改装による販売力の強化
埼玉県 ジャパニメ有限会社 自社製品の販路拡大の為の海外展示会への出展
埼玉県 株式会社タナクロ ＷＥＢ広告の強化、ＥＣサイト顧客・在庫情報のシステム化
埼玉県 堀内製菓 「メッセージ入り末長く」の新発売に伴う法人営業強化
埼玉県 株式会社炭道楽 常設商品及び新パッケージ製作と販路拡大
埼玉県 株式会社マンモス 色々相談できる保険カフェの新規開設
埼玉県 有限会社三河屋 和菓子・洋菓子部門を統一した、新たなブランドイメージの構築
埼玉県 有限会社煉創 「キュアガーデン」を活用した新たなリアル営業等による、地元顧客の
埼玉県 ウスキングベーグル くつろぎ空間としてのイートイン環境の改善

埼玉県 スカッコマット
新たなターゲットとして「少人数での貸切需要」を取り込むための販売
促進強化

埼玉県 株式会社栄進 保険代理ＪＶ（ジョイントベンチャー）「４社会」



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
埼玉県 日商テレコム株式会社 ゆるキャラを活用した商品包装パッケージのデザイン開発
埼玉県 ｋｎｏｃｋ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＤＯＯＲ ファッションとして楽しめるオリジナルオシャレステッキの販促活動
埼玉県 株式会社ステラコンサルティング 中小企業向け勤怠管理ソフトウェア「勤怠ママ」の開発
埼玉県 エムテック科学株式会社 展示会「国際粉体工業展　東京２０１４」出展
埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 蘭のイベントに「ふらっと遊びに来てもらう」仕掛けの構築
東京都 有限会社岩井精機製作所 海外展開も視野に入れた積極的な情報発信
埼玉県 浅見織物 集客施設出店による売り上げ拡大と利益率の向上

埼玉県 齋藤染物店
「藍染の店舗用のれんに特化したサイト、ai-noren.com（藍のれ
ん.COM）の開設」

埼玉県 和風レストランきむら 高齢者向けの料理の開発及び高齢者が来客しやすい場所の提供
埼玉県 未来塾 「速読」による小学生塾生増員（売上拡大）計画
埼玉県 株式会社ケイズコーポレーション 全国市場を捉えた大規模展示会への参加による販路拡大
埼玉県 有限会社坂部 虹色のじゅうたん展
埼玉県 澤田園 気軽に寄れて茶が楽しめる　中山道深谷茶屋

埼玉県 鮨居酒屋　山人
ホテル宿泊者向け、特選魚介類と地元野菜を使った新メニュー開発と
クリアーファイルを活用した販売促進事業

埼玉県 有限会社彩北 和（座敷席）を洋（テーブル席）へチェンジし、メニューの店頭紹介
埼玉県 株式会社レッドグラッシーズ 日本国内向け、海外向け、少量多品種冊子とカードの自社生産
埼玉県 葵 増席による顧客来店お断りの解消

埼玉県 株式会社かとう
女性客や若者に居心地よく清潔感あるスペース作りのための店舗改装
と店内環境（煙対策）、トイレの美化を改善するための設備交換購入。

埼玉県 屋台酒場　大滝さんち
団塊世代の親子をターゲットとした店づくりを行い、屋台村共通イベント
を開催する。

埼玉県 株式会社デンソン コンクリート省エネルギー養生設備拡販計画。
埼玉県 おおとも接骨院 他院との差別化とその認知

埼玉県 株式会社山一造園
・新しい取り組み「水景の庭、雑木の庭」を広く宣伝する為の広告宣伝・
廃材を利用した薪の製造加工、販売

埼玉県 株式会社吉澤建設工業 リフォーム事業専用ＷＥＢサイトの構築
埼玉県 有限会社弁天 高齢者の特化した配送サービスに関する情報発信
埼玉県 有限会社アイ電気 「下請け工場からメーカーへ！」自社製品（野球表示板）の販路拡大事
千葉県 税理士　中野寛也事務所 金融機関及び不動産業と連携し地域に貢献する税理士業の展開
千葉県 メディアック船橋教室 「iPad講座」の新設
千葉県 有限会社まきの 環境への配慮・生活環境へ変化に対応した販売販路拡大
千葉県 グリーン社会保険労務士事務所 WEBセミナーの提供、教材の販売、会員制度の開設
千葉県 福田海苔店 広告の作成・配布。パッケージのデザイン一新。
千葉県 アローフィールド 中国（上海）でのネット販売システムの構築による販路拡大
千葉県 養神館合気道蒼龍 生涯スポーツとしての合気道普及のための道場環境整備

千葉県 株式会社デファクトスタイル
自転車・車いす用のパンクしない樹脂タイヤ「ＥＶＡＲＴｕｂｅ」のプロモー
ション活動

千葉県 株式会社ベル・ヴォア エンターテイナーバンク（アーティストやパフォーマーの人材バンク）
千葉県 行政書士瀬戸川法務事務所 建設業許可業務のPR強化事業
千葉県 株式会社ボワール 新規顧客の獲得
東京都 株式会社富田染工芸 業種転換事業
東京都 ＭＯＭＯ 表参道ヒルズのギャラリーでの展示販売
東京都 有限会社ランドバッグ 幼稚園・学校カバンの海外市場開拓
東京都 English　Plus Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｌｕｓのサービスの周知と留学サポート事業の拡大
東京都 銀座総合行政書士事務所 シニア起業に関する、起業・経営についての個別相談受付

東京都 リブブリッジ株式会社
・契約生産者数の拡大
・インターネット通販サイトの構築

東京都 株式会社アクアクリエイティブラボ バーチャルリアリティ（ＶＲ）の開発、及び販促
東京都 アンブラグロウ株式会社 携帯型新食感オリジナルサプリメントの開発
東京都 エヌ・ピー産業株式会社 自社ネット販売サイト※の認知度アップと顧客の利便性改善
東京都 ユアブライト株式会社 ＦＡＸと郵送を利用したダイレクト広告の作成
東京都 株式会社 シー、オー、シー合理化センター ＣＤ／ＤＶＤ紙ケースおよび留め具の売上げ増加の方策の実施
東京都 株式会社日本バリアフリー マリンプラセンタ、マリンコンドロイチンの販路拡大
東京都 株式会社ＳＡＴ スポーツ障害者の機能回復サポートサービスの強化
東京都 ゼンドラ株式会社 イドカバネットの消費者周知

東京都 株式会社ツバサ
障がいの性質に応じた事業所で指導する児童・放課後等デイサービス
の展開

東京都 株式会社ドマーチェ ライセンスブランド下着の開発および販売
東京都 有限会社船津塗料店 店舗改装による提案型店頭販売力強化
東京都 株式会社富士越写真機店 店舗リニューアル

東京都 株式会社エクシードワン
ファイル権限デザイナー販売強化のためのホームページリニューアル
および展示会への出品

東京都 ファインテック株式会社 新たな高分子微粉末の販路開拓



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
東京都 有限会社井上鞄製作所 オリジナルブランド「ＷＯＬＦ＆ＤＯＧ］（ウルフ＆ドッグ）の販売強化
東京都 株式会社中江 新聞型メニューブックの開発と配布
東京都 合同会社ｉｎ-ｈｅｅｌｓ キーワード広告の活用によるオンラインショップへの訪問者増大計画
東京都 株式会社無重力 生花入りコップ製品の販売・サービスの販路拡大
東京都 株式会社竹澤古典建築設計事務所 大判スキャナの導入及び会社案内リーフレットの作成
東京都 花いなり 販促用チラシの作成と配布、商品包装の改良、PR
東京都 株式会社Ｍ＆Ｋカンパニー 当初負担０円のカスタム・オフィス・リノベーション事業
東京都 坂井善三商店 オリジナルお土産袋の作成、レジスターの導入
東京都 株式会社和える 『0から6歳の伝統ブランドaeru』海外向け販路開拓事業
東京都 小口尚思 全日本陶器市をニューヨークをで開催

東京都 エスプラス
オリジナル商品量産化と新規顧客獲得のためのサイト構築による販売
力強化

東京都 株式会社プリントワークス 営業から納品までの一貫した短納期対応体制構築による顧客開拓
東京都 株式会社ＦＯＲＫ イベント出展とそれに伴う新カタログの製作及び商品パッケージの改良
東京都 有限会社サンハイド・コーポレーション 自社内での修理による利益率の向上
東京都 ティートサイト プリザーブドフラワーの新商品及び新パッケージの開発及び販売
東京都 アトセンス株式会社 販路拡大に直結する販売促進資料の作成
東京都 有限会社リネーチャー 完全化学物質フリーの健康下着の広告宣伝物の作成

東京都 有限会社大里化工
ビン・ボトル撮影セット「ボトラ」の認知度向上と販路拡大を目的とした
展示会出展事業

東京都 株式会社エヌエフコンサルティング 隠れた日本の陶器、生地の良作の海外展開支援
東京都 株式会社ミドリ 医療連携型就労支援
東京都 ＣＯＬＬＡＤＥＳ（コラデス） LINEスタンプ作成サービスの開発・ネット上の販路開拓
東京都 有限会社アーキデザインクラフト 工務店の戸建て住宅商品企画力・設計力向上サービス
東京都 株式会社ヨシタケ リフォームイベント（感謝祭）及びチラシ
東京都 株式会社TGI インディペンデント 動画就活サイト（ホームページ）の追加開発及びWeb広告
東京都 Ｒ＆Ａ株式会社 クールジャパンと融合したサービス拡充の為の変身写真ニーズ調査
東京都 ヒューマンプロデュース 売れる個人事業ＰＲ講座＆コミュニティの開設
東京都 ハーティー ブライダル専用美容矯正メニューの開発と販売促進
東京都 ユニバーサル・リーディング株式会社 電子書籍レンタルサービス開発・サイト改装事業
東京都 株式会社ローズマロウズ オリジナルリングピローによるブライダルジュエリーショップ開拓
東京都 有限会社十字屋 店前のリニューアル

東京都 有限会社学力会
『進路未定者でも９月都立高校に進学できる！』を東京都内教育関係
者に周知する

東京都 株式会社サウンドファン 代理店、販路開拓事業
東京都 株式会社クリベーション 地方企業に対する都内拠点サービスの認知度向上と顧客満足の向上

東京都 株式会社壽限無
店舗外面表示とスタッフ着衣一新による顧客・潜在顧客へのイメージ・
知名度アップ

東京都 株式会社いしだ屋
「イージーマイクッカー」の販促として、①大阪での展示会出展②東京で
の内覧会③ホームページの改良を実施する。

東京都 株式会社ＡＵＱＷＡ　Ｗｏｒｋｓ インターネット広告、ポスティング広告による集客
東京都 有限会社中央バフ製作所 研磨業務の請負サービス（研磨請負事業）
東京都 株式会社田邊研電 第２６回　国際宝飾展　ＩＪＴ２０１５　出展

東京都 株式会社エイチ・ティー・サービス
顧客からの配車依頼に迅速効率的に応えるためのＧＰＳを活用した配
車システムの開発

東京都 株式会社アイ・ティー・ピー シラスバルーンコートを活用した窓用フィルターの開発

東京都 メンタルサポートマネジメント株式会社
顧客関係構築の仕組みを活用した効果的かつ効率的な運営によるカ
ウンセリング業務の構築

東京都 Ｐａｓｓｉｏｎ
外国語教室Ｐａｓｓｉｏｎ又は英会話スクールＰａｓｓｉｏｎ　4月以降春シーズ
ンに向けて、新規生徒募集のためのチラシ、ホームページ、看板、玄関
入口のリニューアル。

東京都 株式会社Ｔｒｙｆｕｎｄｓ 世界各国の情報を取り扱うウェブサイトの作成
東京都 有限会社サンコー　 ・ウェブサイトでの広告掲載　・展示会への出展
東京都 株式会社ハピネス 幸染めホームページ・コンテンツの作成
東京都 株式会社アルーシャ 集客強化スマホ対応ＨＰ構築＆ネイル関連商品のネット販売
東京都 株式会社ウェイビー Ｅコマースの制作事業の強化、商品開発

東京都 株式会社藤本ニューライフ研究所
ネイルサロン「マカロン」池袋東口店の新規出店および全５店舗の売上
向上計画

東京都 フューチャーサポート株式会社 ＣＭＳのホームページを活用した新たな顧客層の開拓
東京都 株式会社永和 設計・解析請負業務の販路拡大
東京都 株式会社ファーストアセント ベビーシッター事業者向け運用支援サービス
東京都 東京食品株式会社 販売店舗向けの王様ヨーグルト販促物作成と広報
東京都 ノースフィールド株式会社 新郎衣装レンタル事業及び服飾雑貨自社ブランド出展事業
東京都 株式会社マルサ斉藤ゴム 海外向け商品の多言語化
東京都 株式会社Ｆ　ＷＥＳＴ 店舗イメージ向上による顧客拡大事業



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
東京都 レ・ベスパ株式会社 竹繊維とカシミヤ生地・製品開発
東京都 いろいろ好房 超高齢社会の「匂い」のある生活推進プロジェクト
東京都 株式会社しまや出版 コスプレイヤー専門の写真撮影用貸スタジオの構築・運営

東京都 ｂｏｕｎｄａｒｙｓｐａｎｎｅｒ株式会社
「クラウド技術を用いた、ネット版コールセンターサービス：フォンクル」
の品質改善と広報活動

東京都 THINK　OUT　OF　THE　CASE株式会社
首都圏の旅館・ホテルに特化した「メール翻訳つき多言語ホームペー
ジ」の販売促進

東京都 オレンジトーキョー株式会社 国産莫大小（メリヤス）製品の国内外への販路拡大
東京都 株式会社ダイワバッグ ホームページ作成による、知名度向上とリアル店舗への誘導事業
東京都 ガイアモーレ株式会社 自立を目指すプロキャリアカウンセラー養成講座の開講
東京都 株式会社ＴＩＡＮ 新設法人の顧客獲得プロモーション
東京都 モンスーンジャパン合同会社 ケニア産インテリアのＰＲ、販売促進
東京都 キットバイオリン教室 バイオリン工作教室のキャラバンと工作キットの開発
東京都 株式会社ヘクセンハウス インターネットを通じてクッキーをノベルティとして販売する事業
東京都 株式会社イーワイトレーディング ホームページの再構築
東京都 いっしょに株式会社 チェーンストア理論に基づく中小企業の経営サポート
東京都 株式会社ホスピタリティ・ワン 訪問看護事業におけるフランチャイズ本部の立上と加盟店の募集
東京都 株式会社Ａｉｒ　Ｍｅｄｉａ 屋内環境向上のための製品開発
東京都 株式会社友成工芸 アクリル素材を利用した自社ブランド製品の販売促進
東京都 花プロ 花のセレクトショップ「ＢＯＴＡＮＩＣＡ」のブランド力向上及び販売の強化
東京都 株式会社木村不動産鑑定　　 看板設置、ホームページ作成、ちらし等掲出、相談ブース改装
東京都 株式会社エアリーライム 未発見のクールＪＡＰＡＮの魅力を世界に広める電子出版大作戦
東京都 かじまやワークス オタク専門の婚活イベント『オタコ（Otaco）』の企画・運営
東京都 株式会社山乃屋 ネット通販新規顧客獲得及び、実店舗での集客強化事業
東京都 株式会社ハッピーリス 食事介助のための嚥下音確認装置の開発・広報
東京都 株式会社ｅａｔｍｅｅｔ 販路拡大を目標としたサンプル提供と牧場見学による取り組み強化
東京都 株式会社Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ＆Ｐｒｏｄｕｃｅ 「ぼくの絵アニメ」（仮称）
東京都 居酒屋集っこ 店舗内設備老朽化に伴う設備更新事業
東京都 有限会社トゥロッシュ パペット型電子楽器ネコ型・並びに新型パペット開発販売
東京都 株式会社エモーヴ 弊社で形成するコミュニティをＰＲするアプリ開発
東京都 株式会社タコスマイル 増収大作戦
東京都 株式会社コンセプト 大規模画像認識アルゴリズムによる拡張現実感プラットフォーム
東京都 株式会社ケイアイ 座位保持装置キャプスの販売促進
東京都 株式会社葵製作所 ＷＥＢ受注システム（「架台オーダー．ＣＯＭ」）構築事業
東京都 ワタナベホイストサービス 新規開拓に向けた知名度アップのための広告ツール製作事業
東京都 菅清織物株式会社 昭和３０年代の織物工場跡地を利用したロケーション業務のサービス
東京都 八王子辛味噌ラーメン　いっしん 「いっしん辛味噌」ＰＲグッズ製作事業
東京都 株式会社ジェットラグ ネットショップデザイン変更及び商品、在庫管理のシステム化
東京都 有限会社アイ・エス・エフ 迅速な配送・配布によるエリア情報の確認
東京都 株式会社テクノメイト 展示会出展に向けた販促グッズ製作事業
東京都 ピエゾ パーツ株式会社 新商品情報発信を目的としたHPの構築及びカタログの作成
東京都 土居健造法律事務所 法律相談会の広告宣伝による顧客開拓事業
東京都 株式会社テイスティングルーム ワインショップの品揃え充実と、ブランドイメージの向上
東京都 有限会社イワタ精機 複合ＮＣ旋盤の導入による新製品開発
東京都 ソーシャルダイニングルーム・立川 「野菜もたっぷりカポナータ弁当」の開発・普及事業
東京都 ｃａｆé　こもれび家 冷凍惣菜の開発、製品化、販路拡大
東京都 ｈｏｃｃｏｒｉ　＊ｃａｆｅ（ほっこり　かふぇ） 立川野菜＆名品マルシェ
東京都 ペンタメローネ ゆるキャラ「ウドラ」を用いた、全年齢対象ボードゲームの開発
東京都 株式会社ケアラポール 歯科業界での販路開拓の為の医院デザインフェア出展事業計画
東京都 有限会社浅見酒店 東京産にこだわった情報発信やオリジナル商品開発の為の一部店舗
東京都 立川伊勢屋製菓株式会社 多摩・立川コーナー新設に伴う改装・普及事業

東京都 有限会社タカハシ食品
「Summer  Fancy  Food  Show  ２０１４」inニューヨークとモントリオール
でのサラダ昆布試食ＰＲ事業

東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 美容室ｅｎｎにおける100％天然ヘナカラー.の普及促進事業
東京都 ＹｕＮａｉｌユーネイル ホームページ改善、及びその認知のためのサイン看板設置
東京都 株式会社日本ネオライン マテリアセラピスト養成講座を活用した販路拡大
東京都 キャラメリーゼ 商品パッケージ、包装紙の変更
東京都 株式会社ダン・モーリス商会 夢倉庫本店メイン看板ならびに別館サブ看板リニューアル事業
東京都 有限会社ミュー・ジョイント バナー（横断幕・懸垂幕）補強システム製品の普及
神奈川県 銀座セカンドライフ株式会社 シニア起業に関する交流会・セミナー開催
神奈川県 株式会社メディケアー 中国製超音波エコー装置の接骨・整骨院、大学等への販売促進

神奈川県 有限会社スタジオニブロール
メンズファッションブランド「MITSUSHI YANAIHARA」新シーズン商品の
販売促進事業

神奈川県 オフィスジータ
受注増等を目的とした、横浜でのホームページ質問カフェ形式セミナー
の展開



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
神奈川県 トレジャー イン ザ ハート カウンセリングによる思い出の品を取出す遺品整理役務の販路拡大

神奈川県 宮政商店
ワインを楽しめるお店としてのブランド力向上のためのオープニングテ
ント改修工事

神奈川県 横須賀カレー本舗株式会社 よこすか海軍カレー弘前りんご入りの開発
神奈川県 ｄｏｇｇｙ　ｄｏｌｌｙ　ｊａｐａｎ 顧客訴求力を高めるためのショッピングサイトリニューアル
神奈川県 有限会社小林家具店 地域メディアを活用した新規顧客開拓
神奈川県 有限会社森定商店 既存商品のギフト化プロジェクトによる新たな市場への参入
神奈川県 株式会社ぺっとぼーど ワンコイン「ペット健診」サービス
神奈川県 株式会社南信社 個人住宅の耐震診断・耐震補強事業
神奈川県 アースクリーン株式会社 テレビ壁掛けシステムの耐震性試験と実証ビデオ制作による販売促進
神奈川県 株式会社テレメディカ フィジカルアセスメントe-learningシステムの機能拡充による売上拡大
神奈川県 株式会社共栄堂 ホームページリニューアルをしてインターネット通販の充実
神奈川県 株式会社バイオクロマト 化学合成研究を効率化する多検体同時濃縮装置の開発
神奈川県 有限会社おかむら 通信販売可能なホームページの作成とパッケージデザインの新規作成
神奈川県 まるなかベーグル お土産用パッケージの制作と広報活動
神奈川県 Ｂａｓｓｏ１－２－１ 新規開拓のためのホームページ再構築とちらしの製作
神奈川県 有限会社ティーケイトインターナショナル ウェットスーツ製造体験事業の展開と広報活動
神奈川県 株式会社リンクス バイオディーゼル燃料の製造・販売

神奈川県 株式会社メルカード・ポルトガル
・企業向け需要を取り込むための展示会への出展
・自社サイト　通販部門ホームページの強化・リニューアル
・ネット通販に抵抗がある顧客向けの紙カタログ作成

神奈川県 有限会社シノハラ 台湾客家花布化粧箱の開発及び輸出販売事業
神奈川県 食堂ＣＯＢＡＫＡＢＡ 内食＝自宅での家庭料理を支援する食料品雑貨の販売強化

神奈川県 株式会社幻董庵
自社ブランド確立に伴う商品パッケージ等のデザイン一新及びカタログ
製作事業

神奈川県 CURAスタイル CURA新商品展示会・受注会in関西

神奈川県 有限会社クマキ　
① 講習会開催時等での配布用パンフレット等作成 　② ホームページ
リニューアル  ③地理情報サービス(GIS)活用

神奈川県 有限会社大原 海外通販サイトの構築による海外市場浸透と国内でのブランド強化
神奈川県 株式会社日本シンクマスター 台所用人工ゼオライト入り浄水器の販路開拓

神奈川県 ヘアーアトリエ　リリアン
事業名：親子ルーム新設による子育て世代の満足度向上および新規
顧客獲得

神奈川県 株式会社スマートパワーシステム ◎『ＨＥＭＳパワミル制御用分電盤』システムの全国的な販路拡大

神奈川県 株式会社ティーツー
MERC加工による圧倒的短納期な精密電子部品試作の展示会での販
路拡大

神奈川県 トラットリア　メルカート 地場食材のたまご・無農薬野菜を使った特製料理でイベントに出展
神奈川県 ハリマ梱包株式会社 個人向け輸出梱包用木箱販売及び利用促進
神奈川県 株式会社カー・ビューティー・サービス ＢｔｏＣ型総合カーアフターメンテナンスショップの販路開拓
神奈川県 サステナブル・クルー株式会社 お試し品を活用した新規顧客獲得と休眠顧客へ向けた販促展開
神奈川県 有限会社久保田写真館 高齢者を対象としたストーリーアルバム写真集企画
神奈川県 株式会社星山商店 高所作業用安全ハンマーの販売ルート開拓
神奈川県 木俣商事株式会社 車の買取り販売とレンタカーネット予約システムによる顧客数拡大
神奈川県 株式会社つるや呉服店 外国人観光客・在日外国人に対する日本文化体験事業
神奈川県 株式会社おおぬき 「エステをきっかけとした更なる美しさのトータルサポート提案」
神奈川県 株式会社ミトライフデザイン 大型ワインセラー導入とプロジェクター設置によるパーティー獲得
神奈川県 株式会社クリエイティヴパワー ワインメニュー増加と新シーフードメニューの開発
神奈川県 株式会社　Ｍａｍａｔｕｂｕ　Ｐｌｕｓ ギフトラッピングの強化、ギフトページ新設及びギフト商品充実化の告
神奈川県 株式会社トモエレクトロ BGAリワーク・リボール事業の販路開拓
神奈川県 有限会社宮﨑教室 習字の筆っこ　教室　の立ち上げ
神奈川県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｋｉｃｋｂｏｘｉｎｇ　Ｒｅｆｒｅ’Ｋ 『レディースキック/Regkk(レジック)』と『ピラティス』で輝く女性へ！
神奈川県 オフィスコクブン合同会社 通販サイト「ドッグフード案内センター」の新規開設
神奈川県 有限会社アドリブ スマートフォン有線化キット「アトラス」の国内外への販売促進事業
山梨県 株式会社スタンプマート チタン印販路拡大事業
山梨県 株式会社アサヒジュエリー 香港における宝飾製品展示会出展事業
山梨県 株式会社産業革新研究所 「製造業向け生産性向上ビデオ教材の制作・販売事業」
山梨県 株式会社峰岸商会 取扱商品の在庫を顧客に見せる化「特殊鋼加工．Ｃoｍ」サイトの開発

静岡県 シュクール
剪定時に切り落とされる三保地区の若い松葉を使用した松葉入りパン
や焼菓子等の開発・販売

静岡県 株式会社ベルエキップ・プラス
静岡地酒「正雪」純米大吟醸酒粕の静岡酵母と清見みかんの酵母を
使ったベイクドチーズケーキの開発

静岡県 有限会社ももぞの沖工務店
檜や檜葉の経木を様々なデザインに組み合わせて製作する室内装飾
品「経木組細工」の開発

静岡県 豊川商店
静岡産粉末茶を使用し、静岡ならではの特徴を加えた当店オリジナル
「龍の髭」の開発・販売



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 蒲原屋
若者のライフスタイルに合わせた調理方法等、乾物の新たな価値を提
案する老舗乾物店の展開

静岡県 有限会社　ネイティブグラフィック
富士山麓の軽石を使用し加工処理した新商品のWeb販売及び販路拡
大のためのツール作成

静岡県 Ａｎｇｅｌ　Ｓｍｉｌｅ
「ディズニーウェディング」に特化した、結婚式の引出物グッツの販路開
拓事業

静岡県 TENYNEO 実店舗・WEBサイトの認知度やブランド力向上事業
静岡県 渥美尚人特定社会保険労務士・行政書士事務所 社会保険労務士の農業界浸透事業
静岡県 ヤマヤ醤油有限会社 百年企業『ヤマヤブランド』価値再構築プロジェクト
静岡県 株式会社ＩＳＫ 「販路拡大のためのネット予約・販売・顧客管理システム構築事業」
静岡県 鳥居食品株式会社 リニューアルパッケージと工場直売所での試飲試食

静岡県 有限会社コスモグリーン庭好
「うなぎいも」関連製品のイメージキャラクター「うなも」の着ぐるみを活
用したビジネスフェアでの販路開拓

静岡県 有限会社マルハチ金龍丸水産 冷たくてもおいしい煮魚（パック形態商品）の開発、製造、小売直売

静岡県 加倉水産
高級志向向け、こだわりギフトラインの開発および新ブランドの確立と
新商品開発

静岡県 有限会社はらこめや 「みしまのおむすびころりん」の製造販売

静岡県 有限会社松田商会
飽きない（商い）地域の可能性発掘事業　～店舗レイアウト変更、商談
スペースの設置による顧客サービスの向上～

静岡県 有限会社田中家具 工務店などBtoB向け新規顧客獲得にむけた販促事業

静岡県 株式会社グルッペ
みしまから日本全国へ！三島野菜を活用した商品の大規模食品展示
会への出展

静岡県 株式会社高村園 「三嶋縁起茶」、「大杜袋（おおもり・不苦労）販売」等の開発
静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 樹木に予防的観点を提案する樹木ドック事業
静岡県 ゴールデンフィールド株式会社 フリースクール「つくし」(仮称)の運営、通信制高校のサポート業務
静岡県 二宮整骨院 女性客と学生客を新規開拓するための屋外看板による広報活動
静岡県 マスダテクノ株式会社 フィルムラッピングの新しい販売モデルの構築に係る広告事業

静岡県 株式会社ニューハレックス
ランガール等のウェアにマッチするバリエーション豊富なテーピング
テープの販売

静岡県 株式会社ＧＴ　ＣＡＲプロデュース 軽キャンピングカー専用サスペンションキットの開発

静岡県 株式会社ジャストワーク

「短納期、特急品に対応する試作品支援開発事業をPRするための
ホームページ作成」産業用機械や装置の試作等の受注において、緊急
性を必要とする特急品において短納期にて対応する試作支援開発事
業を当社の新事業として着手し、ホームページにおいて積極的にPRを
行ない販路の拡大を目指す。

静岡県 ベルエキップ ダイニングルームの改装
静岡県 有限会社西島木工所 木製皿ｆａｃｅ　ｔｗｏ　ｆａｃｅのデザイン及びパッケージの刷新
静岡県 藤田商店 誰でも簡単に出汁が取れる「無添加だしパック」の試作品改良
静岡県 和洋係 新規顧客を獲得するための展示会の開催
静岡県 株式会社ととや新兵衛 平日、夜の売上アップを図る　販売促進事業
静岡県 マスダグリーン株式会社 ジュエリープランツ制作教室の展開と制作キットの販売

静岡県 青島建設株式会社
『つよいえ（耐震補強）・あったかいえ（断熱補強）』(仮称）の提案および
販売促進

静岡県 プラネットクライミング株式会社 夏休みＫＩＤＳスクール開催の為の新聞折込を利用したＰＲ活動



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
新潟県 Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所 新潟成年後見相談センターの立ち上げ
新潟県 有限会社アートスタジオヴィヴィ キッチン愛のツール作成とTV向けPR活動
新潟県 オフィスケイコムC号　StudyPC.net上越校 新規顧客取り込み、既存生徒満足度向上の為のリニューアル
新潟県 ストレイト 抗菌インク製造や、抗菌商品販売用、宣伝パンフレット作成
新潟県 有限会社ナガオカ工販 バイオトイレ営業用のサンプルモデルの製作
新潟県 有限会社アイエスマック 鉄道車両用の緊急脱出エアーマット式シュートの開発
新潟県 株式会社オアシスガーデン 炭酸泉による新サービス導入とバリアフリー化による高齢者への対応
新潟県 ナレッジメントデザイン 書を通した気づきのワークショップ事業
新潟県 学習塾ＴＴＨ 「寄り道塾」としての学習塾ＴＴＨブランドの確立
新潟県 今井商店 乾物商品の大人かわいいデザインパッケージとレシピカードの企画製
新潟県 日野浦刃物工房 伝統打刃物技術を活用した新マーケット向けの新商品開発事業

新潟県 カネコ総業株式会社
"第４回国際道工具・作業用品ＥＸＰＯ（ＴＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ２０１４）出展事
業

新潟県 ジェイ･ティ･メタル株式会社 デザイン性に優れたピルカプセルのパッケージ製作及び販路開拓
新潟県 ブランディングオフィスアンドオン ウェブショップ販売による新ブランド商品の市場販売
新潟県 中村精工株式会社 プロダクトブランド 感性の道具箱「ＳＨＵＴＴＬ」の販路拡大
新潟県 有限会社石﨑剣山製作所 いけばなスピーカー販売促進事業
新潟県 株式会社ＧｒｅａｔＣｏｍｐａｎｙ 新規顧客開拓に対する広報戦略及び販路拡大事業
新潟県 有限会社四季の定期便 実店舗と通販事業の事業統合
新潟県 マルナオ株式会社 インテリアライフスタイル２０１４出展事業
新潟県 有限会社佐サトウワックス キッチンウエアの販売
新潟県 有限会社フナックス 笹の粉を原料としたプラスチック商品（コップ等）の販路開拓
新潟県 株式会社マルケー ポレーション機器と肌診断機器による最新エステの導入事業
新潟県 株式会社三共セラミックス 新型土壌改良材　「花咲じいさん」　販路拡大事業
新潟県 北越融雪株式会社 ペレットストーブ、ペレットボイラーの販路開拓
新潟県 株式会社トリムコーポレション 新商品（育毛剤、オイル）商品化及びPR
新潟県 株式会社ムラオ 高濃度酸素水の新パッケージ開発による首都圏・海外販路開拓事業

新潟県 有限会社天神屋会館
６０～７０代の健康ランチ（人生９０年を迎えるにあたり、胃と足腰を丈
夫にしていただく長生きランチ）

新潟県 株式会社スマイルファーム
ネットショップの構築、運営、物流サービスを一体的に提供するトータル
パッケージプラン

新潟県 やきとり泰三 厨房ダクトクリーン設置及び店舗内の清掃
新潟県 株式会社土田組 トース土工法施工技術の習得（春　 施工調査）（冬  施工経過観測）計2

富山県 株式会社富山環境興研
宿泊施設のアメニティグッズとしての化粧落とし用酵素食品の開発販
売事業

富山県 株式会社平野綿行 自社のコーポレーションアイデンティの再構築と積極的広報の展開
富山県 株式会社エクス 首都圏広告代理店と連携した販路開拓支援サービスのパッケージ化

富山県 有限会社白山木工製作所
手触り良好！富山県産材《立山杉》を使った家具・小物！全国拡散プロ
ジェクト

富山県 大衆割烹　あら川
北陸新幹線開業を見据えたアンテナショップの開店とネット販売用商品
の開発

富山県 ｍｏｏｈｎｏ リーズナブルなオーダー家具等の製作・販売強化

富山県 株式会社ＤＱＳｏｌｕｔｉｏｎ
『商品開発による地域コロッケの販売力強化と地域イベントのベスト
マッチングによる営業展開事業』

富山県 株式会社庭工房ＳＥＫＩＴＯＨ 新市場展開と周知による販路開拓
富山県 ベジ豚（サムギョプサル専門店） 富山の女子のニーズにマッチした業態ブラッシュアップ事業

富山県 アドバンス・カフェ
『カフェレストランとケーキショップの経営経験を活かした新たなカフェレ
ストランウェディング事業の実施』

富山県 株式会社小菊製作所 展示会「外食ビジネスウィ－ク2014」出展による販路拡大事業
富山県 株式会社アクセスネット情報技研 海外進出企業と翻訳者マッチングサイトの開発事業
富山県 有限会社池上旅館 ホームページの製作　ネット予約・販売システムの構築
石川県 株式会社堀田眼鏡店 両眼視機能検査の拡充と独自の視力検査方法の確立
石川県 有限会社アート薬局 カウンセリング強化事業
石川県 株式会社栄光プリント デジタルサイネージ（電子看板）を利用した販促推進事業。
石川県 アロマ香房焚屋 加賀水引を利用した、香りお土産商品開発事業
石川県 株式会社ＭＯＹＵ 地元密着型の薄毛及びアレルギー改善施術サービスによる販路拡大
石川県 有限会社石川労務研究所 ホームページを活用した経営支援・助成金・補助金サポート事業の開

石川県 株式会社金港堂
入り口の自動ドア改修にともなう来店者の増と高齢者に優しいバリアフ
リー化

石川県 有限会社あずま園
店内で「日本茶を楽しむ会」を開催し、日本茶の良さを再発見してもら
い、顧客層を拡げ売上増大を目指す事業

石川県 有限会社吉野利工具 小売への進出・県外市場への販路開拓に向けた社内環境の整備
石川県 株式会社迅技術経営 後継者・経営者が決算書や計数管理に興味を持つきっかけづくり
石川県 夢スタジオ 販促用パンフレットの作成・発送
石川県 ジェイビーバイクパーツ合同会社 配送用段ボール、オリジナル封筒、ノベルティステッカーの制作



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
石川県 夢らく商事株式会社 販路拡大の為のチラシ作製及び、DM発送
石川県 国際地研株式会社 さく井の見える化及びメンテナンス事業。
石川県 大橋老舗 紫芋シリーズの販売　パイ（紫もってぃ）販路拡大
石川県 北陸総業株式会社 水質浄化浮島と水質浄化剤を利用した鑑賞用植物の開発・宣伝・販売
石川県 有限会社ウィード能登 休眠顧客の掘り起こし。四季ごとにＤＭを送付。
石川県 株式会社田谷漆器店 自社と自社製品のイメージアップで売り上げもアップ事業
石川県 川原農産 奥能登米の消費拡大と販路拡大に向けた取り組み
石川県 中島忠平漆器店 輪島塗（メモリアル商品）の開発と販路開拓事業
石川県 谷川醸造株式会社 『　能登で親しまれるしょうゆの新たな販路の可能性を探る』
石川県 株式会社相上漆器工房 商品パッケージ（包装）の新規作成
石川県 株式会社橋本幸作漆器店 【輪島うるし箸】の全国展開と売り方の提案

石川県 グリル　わら庄
新コンセプト「輪島洋食屋」の看板設置による視認性向上とメニュー刷
新に伴う広告宣伝

石川県 輪島海房やまぐち 「輪島海女採りあわび」を使った『むしあわび』の販路開拓事業
石川県 加賀発条株式会社 関東地域における販路開拓を行うための機械要素技術展へ出展
石川県 株式会社いづみや 展示会の開催により近隣の町や市内における新規顧客発掘事業
石川県 能登・和DINING　SHO‐TATSU 砂糖不使用のテイクアウト型「米こめロールケーキ」製造販売事業
石川県 株式会社夢のと 塩を使った新商品の開発とそれに伴うチラシ・リーフレット制作
石川県 株式会社奥能登塩田村 塩の商品パッケージや包装などのデザイン作成事業
石川県 居酒屋みずほ 親子３世代にご来店頂く居酒屋の店舗改装

石川県 カラオケメイト金沢福久店
お客様のイベントやシチュエーションに合わせたカラオケ利用方法の提
案型の販促

長野県 山口会計事務所 相続税増税に伴う、顧客ニーズにこたえるサービスの広告
長野県 有限会社トランザクト 安心用品シリーズ　新商品発売・販促ツール強化と販路拡大
長野県 株式会社松本微生物研究所 全国の農業関係者へ自社製品を広く売り込むための販路拡大事業
長野県 加圧トレーニングスタジオ　ボアソルチ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝活動と店舗改装
長野県 株式会社ウィルウェイズ 総合求人情報サイト「信州人キャリアナビ」の知名度向上
長野県 まくら屋 まくら屋のオーダーメイド枕の、長野県中南信エリアへの広告宣伝
長野県 有限会社金鵄園茶店 100年続くラベルデザインの変更（大手メーカー・消費税対策）

長野県 株式会社ＩＤＥ
小グループと個室希望者に対応する客席レイアウト改善による客席稼
働率向上事業

長野県 有限会社ケルビム 中国市場への進出事業
長野県 信州ナチュラルフーズ 解体処理工程における衛生強化事業
長野県 鳥梅やきとりコーナー  トイレ、洗面所の改良による店舗利用環境改善事業
長野県 株式会社幸菜 駅前植物工場のドレッシング強化・販路拡大事業
長野県 株式会社かのや 地域に知らせる『あなたの街の保険屋さん』
長野県 有限会社シスターズ 外観チェンジで道行く人も車もＧＥＴ！！
長野県 匠整骨院 耳ツボダイエットチラシ折込およびホームページリニューアル
長野県 株式会社中條製缶 ６次産業事業者向け販促
長野県 北原漆工房 国内、海外向けＷｅｂブランディング事業
長野県 幸せの黄金たい焼き 小諸店 洋菓子風ワッフルケーキたい焼きの出張販売。（旧軽井沢）
長野県 有限会社　ミキ・コーポレーション ①展示会への出展　②新商品ギフト箱の一新
長野県 有限会社中野食糧 信州中野産そばを使用したそば粉１００％の乾そばの開発
長野県 ヴァンドール 高原の喫茶にふさわしい快適空間と新規開店の周知による販売促進
長野県 結美プランナー 新市場顧客（写真撮影顧客）開拓のため広報を実施し売上１０%増を見
長野県 株式会社かつ栄 ①ランチメニューの開発　②ケータリング部門の強化



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
岐阜県 Ｓ＆Ｄトレーディング 高齢者向け住宅への改装とそれに伴う広報活動
岐阜県 ＴｉｍｂｅｒＬｉｆｅ株式会社 セルロースファイバー断熱材の断熱リフォーム市場の開拓

岐阜県 ミラクルマジック
建築業者を対象とした「新築、リフォーム時の整理収納サービス」の販
路拡大事業

岐阜県 秀栄建装株式会社 住宅塗装元請工事の主力事業化
岐阜県 家田紙工株式会社 和紙折紙での欧州市場開拓
岐阜県 横山工業ミシン 株式会社 刺繍入り商品のマーケットリサーチと企画開発
岐阜県 リベルテ 顧客満足向上のための設備投資、新メニュー開発
岐阜県 株式会社南部建装 住宅塗装元請け工事の主力事業化
岐阜県 ライフサポートシャンティ ママのためのカウンセリング拡充のための広報・施設改修事業

岐阜県 滝本株式会社
新たな生徒を開拓する広告・宣伝活動を行い、さらに教室講師、生徒に
よる商業施設等でのコンサートで周知力を高める。

岐阜県 Ａ．Ｌ．Ｃ．Ｃａｆｅ（エーエルシーカフェ） 新たな目玉商品販売による焼き菓子部門強化とその生産体制構築。
岐阜県 株式会社ライフログ クレイアニメ制作キッド及び教材等の開発
岐阜県 有限会社川崎商店 「職人による手作り文房具」　独自ブランド商品の開発
岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家　 せんべいの高級ブランディングに向けてのデザイン強化事業

岐阜県 有限会社まるひゃく
・国内および海外の観光客の方へ配慮したの売り場の改装
・国内および海外の観光客の方へ配慮したホームページの立ち上げ

岐阜県 Ｍｏｎ　ｃｈｉｅｎ　ｅｔ　ｍｏｉ（モン　シアン　エ　モア） 「飛騨高山ワンちゃんと一緒に散策マップ」の作成とレンタルカートの購
岐阜県 アソビトコーヒー 大型看板の設置及び地域情報誌への掲載による認知度アップ事業
岐阜県 有限会社三輪塗装 住宅元請塗装工事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 有限会社ラパンアジル
歩行等が困難な要介護者も本格的なフレンチが楽しめるサービスの開
発事業

岐阜県 いかけん工房 プレスイカ焼きの販路拡大と増産体制構築
岐阜県 有限会社木の店大蔵 HPリニューアル及び角ノミの改修、曲線加工機械の導入
岐阜県 有限会社角富製陶所 パンとコーヒー用仏具“きらら”（仮称）の開発。
岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 「台所と食卓を結ぶ新食器」の顧客価値起点（ユーザーイン）開発
岐阜県 有限会社ヤマ亮横井製陶所 高付加価値磁器食器の開発及びパッケージの製作
岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 「陶磁器と鉱物を融合させた商品”おろし上手”の販売戦略」
岐阜県 有限会社つちや家具 福祉用具の販売・レンタル事業を周知し売上増を図る
岐阜県 三喜屋靴店 「健康靴とサービス」アピール広告の作成折込を行い売上増を図る
岐阜県 コンサルティング・シスト 中小企業向け「自ら考える社員と組織づくり」サポートの販路開拓
岐阜県 ワコールショップ　グー 新規顧客獲得のための情報発信及び安心して試着できる環境作り
岐阜県 有限会社ワイツークリエイト 高付加価値化した魅力ある地元商材のネット販売システムの構築
岐阜県 タグチホーム株式会社 ホームインスペクション（住宅診断）による提案型建築業

岐阜県 Ｉｍａｇｅ　Ｃｒａｆｔ株式会社
新商品(仮)『ありがとうハンガー』の販路開拓及び『ありがとうシリーズ』
の販路拡大

岐阜県 株式会社金山印刷所 新商品を開発した企業に向けての営業ツールの販売促進活動
岐阜県 テクナード株式会社 消臭・調湿製品「シリカクリン」の更なるブランディングの構築と
岐阜県 株式会社パッソ 土に還る骨袋（不織袋）に納める粉骨サービス
愛知県 有限会社エーアイ 中小企業向けの「スキル型賃金」の導入支援
愛知県 後藤労務管理事務所 介護・医療事業を重点分野としたＷＥＢサービス等の提供
愛知県 イヴォルブコスメティック株式会社 ロールカット式あぶらとり紙の販売のためのチラシを作成・配布
愛知県 元気でんき株式会社 　「元気でんき119」事業の地域認知度向上への取り組み

愛知県 有限会社イグナイト
直販サイト立ち上げによるフランス産オーガニック化粧品の小売事業
の実施

愛知県 三陽株式会社
女性を彩るだけでなく、家族を包む着物の開発及び販路開拓(男性用
着物の商品開発と販路開拓事業)

愛知県 中嶋政雄税理士事務所 美容室開業予定者及び開業年数の浅い美容室を対象としたＰＲ活動
愛知県 株式会社ニシオカ 地球と人にやさしい自然素材帽子のネット販売

愛知県 株式会社丸増商会
インターネットシステムＩＴＭ（携帯をかざすだけで動画を配信）を利用し
た新規顧客の獲得

愛知県 株式会社アジャスト 製品開発に最適なＬＥＤ及び関連商材の提案と新規顧客獲得事業
愛知県 株式会社インテルプレス 職業紹介事業拡大のための新規契約企業獲得策
愛知県 株式会社成功電気 省エネ法届出代行業務の効率化及び販路拡大
愛知県 ＣＩＣ株式会社 二層ビールグラス・取っ手着脱式ドリンクホルダー開発・販売促進

愛知県 五万石トレーディング株式会社
国産（三河材）の間伐材を利用した子供用「無垢の組み立て家具」の開
発・製造

愛知県 株式会社八丁魚光 結婚披露宴の料理出張サービス

愛知県 煮込みうどん　二橋
味噌煮込みうどんの通信販売
キャッチフレーズ「売り切れ御免のうどん屋の、売り切れ御免後のこだ
わりの賄い。」

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 床ずれ予防マットレスの新機種開発と販路拡大
愛知県 株式会社リベルタス 日本初上陸スペインワインを食品関連の展示会で出品
愛知県 万事屋 新ビジネス「着ぐるみ出張サービス」の開始



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ こどもメガネのプロモーション強化
愛知県 ヘアサロン　キラリ エアーブラシを使ったメイクアップの新商品による新規顧客開拓
愛知県 稲垣腸詰店 新開発する「猪サラミ」、「猪生ハム」の商品展示
愛知県 ヒカリ販売 団塊の世代向けの広告・宣伝活動
愛知県 合資会社堺　 岡崎プレミアムギフトの企画販売
愛知県 アルコ個別サクセス 新規教場による個別指導塾の既成概念を覆すブランドイメージ確立
愛知県 株式会社トッパ堂 中小企業を活性化する「中小企業特化型社員研修」プロジェクト

愛知県 株式会社ネクスト
ホームページを活用しCFRP（炭素繊維強化プラスチックス）加工技術を
基軸とした高付加価値製品の販路拡大

愛知県 Ｒｅａｌ ＣＡＳＩＴＡ エステとブライダルエステの「空間」と「サービス」の強化
愛知県 株式会社エミシア 訪問サロンサービスを通して多忙な女性の健康と美容をサポート
愛知県 アンジュ株式会社 美心養成講座「美心塾」の開催により潜在顧客の獲得を図る
愛知県 モイスティーヌ一宮サロン 地域コミュニティへのプロモーションで新規顧客を獲得。
愛知県 株式会社いわいハウジング インターネットを活用した商品情報・プラン提案システムの構築
愛知県 サカイｉＴ企画 商工会議所チラシ同封サービスを活用した初の紙媒体によるＰＲ
愛知県 ＫＡＧＵＲＡ 新作木製品開発
愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ キャラクター商品の開発と販売
愛知県 楽山 トイレを洋式に改修し、イメージアップと新規顧客の開拓を図る
愛知県 酒創彩菜　だいだい 店舗内のテーブル席ならびに座敷席の個室化

愛知県 中日本総業株式会社
ＥＣサイト（ネットショップ式）受注システムの開発、自社契約可能なイベ
ント出演者の募集

愛知県 グラススタジオ　バルト 出張体験を三大都市に拡大する為のホームページ大改革事業
愛知県 株式会社蒲郡ジムキ 高度なカスタマイズパソコンの販売

愛知県 ビストロＵＭＥＣＨＩ
店舗移転に伴う営業拡大事業　～　より地域の人に愛される「ビストロ
カフェＵＭＥＣＨＩ」を目指して

愛知県 株式会社カトペン 住宅塗装元請け工事の主力事業化
愛知県 有限会社環境テクシス 食品リサイクルシステムのPR
愛知県 中央通り社会保険労務士事務所 時代のニーズにあった新たな労務管理とサービスの差別化
愛知県 有限会社カルテット 知育玩具取扱説明DVDの製作及び販売促進用カタログ製作
愛知県 上郷接骨院 「オンリーワンサービス開始に伴うホームページの開設」
愛知県 有限会社杉浦熔接 新型ロケットストーブ開発および販路拡大事業
愛知県 ふくろう 看板の新設及びスマートフォン対応によるネット通販の販売強化
愛知県 快足ＡＣ 快足ＡＣ　スマイルランニング教室の開催による販路拡大事業
愛知県 株式会社金魚屋 節句人形の新提案「マイひな人形、子どもから大人まで持つ喜び」
愛知県 有限会社フットバランス 足の計測会や相談会による足育啓蒙と販路拡大
愛知県 有限会社トワニ 高周波温熱美容と波動形空気圧美容の導入による当社認知度ｱｯﾌﾟ
愛知県 有限会社ダンディライオン 唐揚げ専門店による地域密着お弁当及びおかず拡大事業
愛知県 T a r o ’ s   B a r ＰＶ・ＳＮＳを活用した若者世代へのＢａｒ文化普及促進プロジェクト
愛知県 有限会社吉野屋 洋式トイレ設置事業
愛知県 Ｃａｆｅ　Ｂ＋　（カフェビー） アーティストイメージメニュー開発による誘致と販路拡大
愛知県 株式会社タカハシ ◇「本店開業６０周年感謝祭」
愛知県 有限会社サンアール 双方向の美容室「口コミ」システム構築による顧客開拓事業
愛知県 株式会社ムーンフェイス ハイエース総合カタログの制作
愛知県 奥村建築 低コスト国産木材住宅を周知するためのデザイン住宅見学会の開催

愛知県 株式会社山吉
三河木綿と本染めの技術を活用したオーダーデザイン商品のブランド
戦略並びに販路拡大

愛知県 有限会社トータルデリ　グリルれんが亭 ブランドイメージアップのための店舗改装工事
愛知県 株式会社魚とら 高齢者対応を目指した離れ座敷のテーブル、椅子席化
愛知県 三浦モータース 中古車の展示場と商談・サービス専用事務所の設置
愛知県 パンの寺田屋 湯種食パンを食パンの王様に！（売上倍増計画）
愛知県 ヘアーサロン村越 理容室における、平日会員制「エステ・スパ」事業の展開告知

愛知県 有限会社酒井設計室
デザイン性とライフスタイル提案を兼ね揃えた個人住宅の新プラン開発
と販促活動の展開

愛知県 有限会社ジョリィ　鉄板焼き小鉄 新規顧客獲得のための店舗看板の設置
愛知県 有限会社松屋商店こめ蔵パトス 生産者との直接取引による、オリジナルギフト米の開発とPR
愛知県 株式会社エープランナー 未来の教育ラボ
愛知県 株式会社空空 飲食店用写真メニューの販路開拓
愛知県 住健トラスト株式会社 空き家の活用と既存住宅の流通を促すポータルサイトの開発
愛知県 いろり屋 小冊子とインターネットによる食材情報提供及び地域の情報発信事業

愛知県 ほまれ接骨院
サイトリニューアルによるＳＥＯ対策および、既存接骨院と新規治療院
のコース提示

愛知県 わかば接骨院 ＷＥＢマーケティングツール構築による認知度向上と販路拡大
三重県 善永有限会社 伊達式管理方式の拡販で賃貸オーナーの収益力強化を支援する！
三重県 株式会社東万 東万発、グラスハウスを日本全国へ広める事業
三重県 株式会社エコ：トレード 危険な化学薬品を使用しない環境配慮商品の販売促進



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
三重県 レッドエッグ株式会社 三重県未婚者救済間口拡大プロジェクト！

三重県 Ｅプレゼンス
三重の女性起業家が集うポータルサイト「三重の女性起業家．COM」
のリリース

三重県 久友建設有限会社 小さな家でも豊かに暮らせる「３０代で建てる終の棲家」の販売計画
三重県 有限会社明日桧 住まい＋食「健康的な暮らしをつくる工務店」として広報戦略の見直し
三重県 株式会社南景製陶園 想いを伝える商品パッケージデザインの開発で売上向上を目指す。
三重県 株式会社セラテック ＢtoＢからＢtoＣへの販路拡大、消費者向け販促ツールの作成
三重県 小黒硝子店装株式会社 “ピンピンころり”なリフォームの普及
三重県 株式会社グロウアップ・プラス "プリスクール幼保園"というブランドの地域浸透
三重県 日印食品開発有限会社 レトルトカレー、スパイスのパッケージ等改良によるブランド構築
三重県 有限会社ヒラ観光 カフェレストラン内におけるカウンター、ショーケースの改装
三重県 MOMO バリアフリー化に伴う店舗改装とリニューアルオープンしたことをPRす
三重県 株式会社貫じん堂 尾鷲ヒノキの小物開発と体験工房を使った販路開拓事業
三重県 フローラ 園芸店の集客力を活用したエクステリア工事の受注拡大
三重県 シンプラン建築設計事務所 事務所移転に伴う内外装工事と広報活動強化
三重県 西川製菓 商品包装の改良ならびに販促用ポスターの作成・配布
三重県 株式会社薫田工務店 新規顧客開拓のためのチラシ配布事業
三重県 株式会社大田酒造 買いやすいネット販売の構築と蔵直売所（ミニ蔵めぐり）の改装
三重県 市川大楽園製茶 お茶に関するイベントの開催と印象に残り知名度の上がる対面販売の
三重県 ナカヤ玩具店 地域発の独自集客イベント開催によるコアな街の玩具屋ファンの獲得
三重県 ル・マルシエ 地元名産品を活用した新商品並びにパッケージ開発による販路拡大
三重県 有限会社晋開産業 ブルーベリーキッチンカーの有効活用で売上アップ
三重県 有限会社ムラセホームサービス 屋根リフォーム営業を主体とした建物リニューアル工事受注の拡大



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
福井県 美容室　リズム 「ナノスチーム」によるカラー・パーマ・ヘッドスパ施術の付加価値提案
福井県 株式会社山崎漆器商会 国際見本市への出展及びそれに伴う商品カタログ・チラシ等の作成
福井県 株式会社　前澤金型 3次元造形機（3Ｄプリンター）を用いた試作事業の販路開拓
福井県 ヤマイチ漆器店 消費地での個展開催と図録作成
福井県 株式会社サンユー 実店舗にて知名度を上げてからのホームページで世界販売
福井県 有限会社うるし工芸　藤 来店客の利便性・快適さを高める店舗改装
福井県 有限会社ふげつ 「樹脂茶筅」の商品化、現代人にあった茶道具の販路拡大
福井県 クッキング福井株式会社 商品用ギフトボックスの変更
福井県 株式会社北陸濾化 表面改質処理剤（表面改質方法）における商品の新規販売先構築事

滋賀県 有限会社菓匠禄兵衛
和菓子にあう器のギャラリーを併設した日本茶だけではなくコーヒーも
提供する和菓子店の喫茶事業展開

滋賀県 合同会社トレスバイオ技研 アパタイト石鹸・歯磨き粉の販路拡大
滋賀県 有限会社彦根塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化
滋賀県 まえかわ鍼灸院・整骨院 ＩＴと地元情報誌等を活用した集客の強化
滋賀県 タカギ衣料（ＡＸＥ） 店名ロゴ入大円柱及び取扱品目拡大に伴う什器設置
滋賀県 めん処たにむら 外壁工事、屋根工事及び内装改装工事
滋賀県 堀久餃子本舗 インターネット強化の為に商品パッケージ改善

京都府 学習教室てらこや
”学校前ワンストップ習い事教室”になるための教室環境整備と新講座
の開講ＰＲ

京都府 Ｓｏｒｃｉｅｒ（ソルシエ） 新パッケージづくりと販促活動、店内環境の改善
京都府 手染メ屋 効果的なＳＥＭ対策とＨＰスタイルブックによる新作販売促進
京都府 サーカスコーヒー 珈琲豆焙煎機のデータ化システムの導入
京都府 ウェルコ株式会社 「しょうが百花マルセイユせっけん」と「かふうる」の国内販売促進
京都府 森陶商株式会社 首都圏での販路開拓
京都府 アグループ株式会社 商品ラインナップの充実と首都圏での販路開拓
京都府 京都ハラール観光サービス イスラム諸国向け京都観光案内スマートフォン用サイト等運営事業
京都府 Ｎａｇｏｍｉ コミュニティカフェ向けの業務用洋菓子メニューの開発・企画、製造事
滋賀県 株式会社ハウスキューブプラス 「京都・古民家「往時の姿」再生住宅」モデルのＰＲ媒体製作等事業
京都府 株式会社イスト 「京都発・至福の薬膳ケーキ＆薬膳茶」外販商品化事業

京都府 株式会社坂製作所
省エネ・極小型・低騒音「SAKAパーソナルコンプレッサー｣の展示会出
展による販路開拓

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ 英語で行うカルチャークラスの新設
京都府 出立木工所 薪乾燥度の安定化と受注システムの改善
京都府 株式会社木下金物店 ボルト・ナット商品の特化とその関連商品の絞込み事業。
京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ 自社の企画開発力を活かした新たな観光土産の開発と販売
京都府 江戸前握り　華寿司 集客力強化事業
京都府 本庄写真館 撮影スタジオ・撮影背景、リフォーム施工
京都府 株式会社サワダ寝具工業 羽毛仕立て替えのチラシなどによる認知度のアップと新しい市場の開

京都府 エステハウスアンディ
エステティックに関するサービスの販売促進のためのホームページに
連動した新聞折込チラシの配布

京都府 城陽富士工業株式会社 日本 大の専門技術展への共同出展
京都府 泉工業株式会社 メタリック感キープラメ糸「反応ジョーテックス」
京都府 御生菓子司ふたば 地場産業のお茶（抹茶）を使用した新商品の開発と新商品の周知
大阪府 有限会社ガルボプランニング 広告によるバラエティーショップ・ドラッグストアー向け販売促進

大阪府 有限会社種村建具木工所
新しい空間提案　現代の床の間「Ｉｍａｄｏｃｏ」シリーズの販路開拓　「ＩＦ
ＦＴ／インテリア　ライフスタイル　リビング　２０１４への出展」

大阪府 有限会社つるや化粧品店 エステ顧客及び化粧品愛用者の拡大と店内の美化。
大阪府 フローラル花美 お祝い花の専門店に特化した経営基盤の確立

大阪府 焼肉屋マダン
チラシと店外外装の強化による新規集客と内装の美麗化によるリピー
ト率向上

大阪府 有限会社三英舎 汎用性のある下げ札の販売
大阪府 越智社会保険労務士事務所 適性検査ソフトを活用した人材マネジメント事業の創設
大阪府 株式会社ラストステージ 家族葬商品の開発並びに事前相談の大切さのご提案
大阪府 嘉嘉貿易株式会社 新商品のらー麺・餃子の開発／商品販売のチラシ及び製作と広告
大阪府 株式会社ＭＫ翻訳事務所 セミナーおよびセミナー講師業

大阪府 くだもののマルカ商店
フルーツカービングを模した西瓜に生け花などでデコレーションの販売
促進及び販売促進の為の店舗美化

大阪府 株式会社共立百貨 インターネットショップ開店、店舗＆周辺「賑わいスペース」設置

大阪府 カフェ＆ダイニングマリナ
・創作料理の新メニュー開発（茄子のオーブン焼き、豚肉のカリカリサラ
ダ、シイタケのマリネなど）

大阪府 桃 乃 彩 掘りごたつの設置による地元予約客の獲得
大阪府 有限会社テキサス 保存食としても使用できる安納芋の焼き芋パックの販売

大阪府 有限会社アイエルディ
教育事業部：一級建築士製図試験塾「学科製図.com」新イメージ戦略
事業　飲食事業部：ｃａｆé　ｓｅｅｄｓ＋さらにエコなイメージ戦略事業

大阪府 大心 新規集客しやすいリーズナブルな雰囲気の持ち帰り専用窓口づくり。



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
大阪府 ＢａｍＶｉｎｏ 日本初フローズンマルガリータ専門店の新規出店
大阪府 西都速記 民間企業をターゲットとして議事録作成事業の展開

大阪府 島野珈琲株式会社
コーヒーの品質保持を 重要視して、郵便メール便利用の小口販売に
対応する。

大阪府 竹澤ビル株式会社 電子看板を利用したテナント向けの共同宣伝広告
大阪府 株式会社戎 ブランド力を生かし贈答品に特化した戦略的販売の仕組み化
大阪府 株式会社ＭＫオフィス 女性起業家応援のためのレンタルサロンの活用事業の創設

大阪府 Ａｒｉｙａｎａ　アクセサリー
「きれい！可愛い！キラキラアクセでいつもの毎日をワクワクに」をコン
セプトとするアクセサリー商品の広報

大阪府 株式会社山中製作所 展示会への出展

大阪府 株式会社ベストビズシステム
大型展示商談会出展によるプロジェクト管理システム「たすかるナウ」
販路開拓事業

大阪府 とも鍼灸院 高齢者個人宅への保険往療治療の周知と拡充のための広告宣伝
大阪府 株式会社みやびコスメティックス ひあるん玉化粧品のパッケージ改良および販促用ＰＲ

大阪府 株式会社ハウス工芸社
空シャッターガレージを活用した体験型『ガレージショールーム』の展開
における広告宣伝

大阪府 株式会社ほほえみネットワーク竹城 店舗を改装し、地域の認知症に関する困り事を解決する窓口の創設
大阪府 向陵工業株式会社 平行移動式駐輪機「スラーク」の優位性広報事業

大阪府 株式会社ププキン
介護業界シェア拡大用広告材料の作成と、新ニーズ向け医療介護用
品開発

大阪府 桃鼓株式会社 「小中学生演奏チーム」創設による和太鼓スクールの周知広報活動

大阪府 有限会社東阪社
商店街で営業する葬儀社独自の会員制度を導入するためのパンフレッ
ト作成事業。

大阪府 株式会社寿精密 海外展開用のホームページ及びチラシ作成
大阪府 有限会社ガレージオープン 輸入車向け車用品（輸入車用シートカバーと3D立体マット）販売展開
大阪府 ＳＡＳＡＷＡＳＨＩ株式会社 SASAWASHI製品パッケージの一新
大阪府 菓子処ふる里 お客様にとってわかりやすいお店作り
大阪府 有限会社楠本書院 幸せの名前詩(うた)の普及 および 販路開拓事業

大阪府 トップヘアーセブン
髪質で悩まれている20代後半から30代半ばの女性に向けて、インター
ネット上のブランドイメージの確立を行う。

大阪府 有限会社ニシキファーマシー アロマ部門の拡充に伴う店舗改装並びに通販等による販路拡大事業
大阪府 株式会社ＤＢ 新規の部署「仮住まいサポートセンター」の設立
大阪府 株式会社　マイヨーロッパ オーダーメイドのヨーロッパ個人旅行の魅力を周知して顧客拡大。
大阪府 株式会社京都大原野 買い物難民支援のための、オムニチャネル事業
大阪府 株式会社ルオータ・ペル・モンターレ 五感を刺激するオリジナルサラダ・生野菜ジュースの販売
大阪府 株式会社めりーらんど 英会話スクールから英語ＤＥ学べるイベントカフェへの事業展開

大阪府 有限会社ケイエムティエンジニアリング
中古マンションのお庭再生事業『Ａｒｒｉｖｅｄ　Ｇａｒｄｅｎ』（仮称）の開発と販
路開拓営業

大阪府 株式会社大神
家庭向け産地直送便『のんき屋パッケージ』（仮称）の開発と拡販によ
る販路開拓事業

大阪府 リリーアンドデイジー株式会社 ペデイぺドこども靴専売サイトの構築
大阪府 株式会社アイリス 販路拡大・新規顧客獲得のためのホームページ新設
大阪府 株式会社シープロジェクト デザインおみくじ並びに外国語おみくじ販売強化計画
大阪府 寺島義雄税理士事務所 小さくても強い会社をつくる！「江坂No.1社長塾」の運営
大阪府 ぞうさん倶楽部パソコン教室 パソコンを活用して、自分再発見・未来を創ろう・仲間を作ろう
大阪府 有限会社東亜システムクリエイト ガラス塗料ＡＴＭ　Ｓｈｉｅｌｄの販売促進事業
大阪府 株式会社ベッチンヤ 「”装う喜び”おとどけサービス」プロモーション事業
大阪府 美容室ジャルダン 席数増による顧客取り込みと共感型販促によるファン創り促進業
大阪府 株式会社鯖や 飲食店での土産需要獲得と持帰り顧客開拓のための直売所併設事業
大阪府 北摂ワインズ株式会社 地域情報誌「北摂シティライフ」への広告掲載
大阪府 まことの豆富　燈 積極的店舗PRと配達サービス事業
大阪府 有限会社エヌフーズ 店内照明のLED化でのイメージアップによる集客力強化

大阪府 鍼灸香里治療院
自宅での「灸治療」に使える治療着（リラクシングウェア）の企画・開発
による顧客拡大

大阪府 有限会社 トーヨープリント 小ロット対応紙製立体広告物事業
大阪府 木村酒類販売株式会社 蓮のお酒「はすのゆめ」の販路の開拓
大阪府 株式会社ウシオ 関西以外の展示会における紙媒体とホームページの連携営業の確立
大阪府 あんしんケアねっと有限会社 八雲楽楽デイサービス通常規模進化事業
大阪府 株式会社チームスタッフ 学校体育・部活動並びに各市町村教育委員会への参入
大阪府 株式会社ロマンドール 低価格教材の開発による新規顧客の開拓
大阪府 ドーナツデプト 夏場の売り上げ減少を補うジェラートの開発。

大阪府 株式会社Ｋｉｎｄｌｙ　Ｌｉｎｋ
地域包括支援センター、居宅支援事業所ケアマネージャー、病院地域
医療連携室相談員への営業活動の為のチラシ作成及びホームページ

大阪府 ユニバーサルアートミュージック株式会社 第21回　東京国際ブックフェア出店　（2014年7月2日～7月5日）
大阪府 テクテク紅茶や 紅茶の種類とテイクアウト商品の拡充



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
大阪府 ハートフル オリジナルパッケージでギフト販売増強大作戦
大阪府 株式会社　ワイスタイル 「箕面のちいさな宝石屋」店舗チラシによるエリアマーケティング
大阪府 パティスリーワイスタイル 地元イベント出店や雑誌掲載による新規顧客集客獲得事業
大阪府 有限会社フィデス アイラッシュ(まつ毛エクステンション)施術の導入

兵庫県 工房壱
新商品の開発（※１号倉敷綿帆布（極厚物）を使用）　※ちなみに相撲
の稽古まわしは３号帆布であり、もっと厚い帆布を使用。

兵庫県 株式会社御湯所 外国人客誘客のための「３つのおもてなし体験プラン」の実施
兵庫県 株式会社室住設計 電気設計者のレベルアップ教育事業
兵庫県 グランマーマのお針箱 新生児用「ファーストフォーマルスタイ」の開発と販売
兵庫県 ＣＡＦＥ　ＣＯＯＬ 集客力向上に向けた店舗外装（テント張替え）、看板の新設工事
兵庫県 株式会社Ｂｅｅ　ＢＡＬＡＮＣＥ 新規顧客の獲得ならびに既存顧客のリピート率を高めるための広報活
兵庫県 エトワール神戸株式会社 ホームページの改築とオリジナルブランドタグ作成
兵庫県 Ｍｏｖｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 新サービスの提供と「デリバリー・バレエ」の開発・実施
兵庫県 アトリエ・Ｐｅｔａｔａ 未就園児向け保育型アートプログラムの実践

兵庫県 株式会社髙橋
オリジナルアクセサリーの企画販売 ニューヨークで人気のアクセサリー
デザイナーとコラボレーションした弊社だけのオンリーワンアクセサリー
の企画販売

兵庫県 株式会社マジックマイスター・コーポレーション マスコミを活用した地域活性化事業
兵庫県 Ｅ・テック 海外顧客獲得に向けたホームページのリニューアルと販促チラシ等の
兵庫県 株式会社毛利マーク PAST100／NEXT100 毛利マーク 100周年記念事業
兵庫県 株式会社 創喜 ３Ｄフィギュア（生フィギュア）についての宣伝広報活動と撮影機材の拡
兵庫県 ユカクッキングスタジオ Ａｍａｚｏｎ電子書籍に「調理動画付き料理本」を出版
兵庫県 株式会社Ｂｌｏｏｍ 商品PRのための展示会出展

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場
トレーサビリティ・システムを活用した安全・安心な商品による革新的ビ
ジネスモデルの構築

兵庫県 株式会社小林宝飾
宝石鑑定士、時計修理技能士による提案型の宝石・時計の専門店の
確立を目指す事業

兵庫県 有限会社アトリエケー 男性用補正下着の新規販売先開拓
兵庫県 株式会社ＭＩＣＣＡＩＮＴＥＲ 「クールジャパンアイアンで急成長するドバイを狙う」

兵庫県 株式会社グートン
・店舗改装・陳列棚板の増設・新ホームページの作成と既存のホーム
ページのバージョンアップ（スマホ対応）

兵庫県 株式会社日本セメント防水剤製造所

"「建築材料・住宅設備総合展KENTEN2014」への出展
［展示会概要］
開催期間：2014 年6 月11 日～13 日、開催場所：インテックス大阪4 号
館
主催：一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大
阪、他
2009年まで日本建築材料協会主催で隔年で開催されていた「建築・建

兵庫県 安田時計眼鏡店 新測定器の導入と、補聴器お試し会の開催
兵庫県 有限会社ユアーブレーン 新設法人のための“初年度から黒字化する”経営サポート事業
兵庫県 株式会社　攻房 店内パソコンの性能を期待されるレベルへ向上させる為の基盤改装
兵庫県 株式会社経営人事教育システム 企業の個別人材ニーズに対応するオーダーメイド型研修の販路拡大
兵庫県 みのや飼育園 「夏の金魚祭」　金魚先着１００名様プレゼント
兵庫県 Ｒａｐｉｄ テニス地産カップ大会規模拡大と通販事業による販路開拓事業
兵庫県 フランス菓子ドゥーブル・デコレ アイスクリームロシャーベットの製造・販売
兵庫県 有限会社稲上商事 店舗改装、並びにチラシ看板等による集客増大化
兵庫県 有限会社清左衛門 新規顧客獲得事業

兵庫県 リブネクスト株式会社
動画配信やＳＮＳやアンケートなど他社にない機能を備えた自社サイト
構築による集客力の向上

兵庫県 たかたはりきゅうマッサージ治療院 「ゴルフの飛距離が２０ヤードUPする３００ヤードマッサージ」の広報・宣
兵庫県 株式会社アヌシ 天然素材のベビー用ヘアブラシの開発と販路拡大。
兵庫県 中華料理　開華亭 開華亭イメージアップと広報宣伝事業
兵庫県 株式会社タニワキ建装 愛犬家住宅の新築・リフォームに基づく充実したペット生活の提案
兵庫県 有限会社ラヴィーン デリバリー・テイクアウト・通販による販路拡大＆雇用拡大事業。
兵庫県 千原商工株式会社 ＣＩ戦略の実施とネットの受注システムの構築
兵庫県 株式会社アイ．ワールドカンパニー 赤穂の塩麹開発及び百貨店の催事への出店
兵庫県 株式会社カフェバランタイン 百貨店催事出店並びにパッケージのリニューアルによる販売力強化
兵庫県 株式会社お菓子の木 ふじき 三木山バウムクーヘンの市内外への販路拡大
兵庫県 株式会社アートフィア 自社ブランドの展示会開催及び開催時配布の商品カタログ作成
兵庫県 株式会社ダイイチ 組立てマイ・カラーそろばん新販路開拓
兵庫県 金星大島工業株式会社 アスパラパーク無償貸し出しキャンペーン
兵庫県 トシミ理容所支店（バーバーサルヴェ） 広告宣伝と販売促進物作成（女性対象）及び設備（エステベッド）購入
兵庫県 有限会社からっとコーポレーション 女性客向け内装工事及びランチ対応設備導入事業と販促チラシ作成
兵庫県 藤原製作所 パテベラの品質向上。作業効率を上げ、売り上げ増が見込める。
兵庫県 株式会社シャルム ゆるキャラグッズ・オリジナル商品の開発



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
兵庫県 株式会社宝塚すみれ発電 宝塚すみれ発電サポーター／応援団の募集
奈良県 株式会社スペースドットラボ 「町家に暮らす旅」の贈り物販売事業（宿泊券の販売）
奈良県 たこ焼居酒屋 たこのすけ 新商品開発に伴い、宣伝広告と看板の改装で集客アップ！

奈良県  家系図株式会社
　ホームページの（１）リスティング（有料）広告の整備による訪問者数
増。（２）ホームページの改良による転換率（成約率）の向上。

奈良県 株式会社エコノレッグ 新聞広告を利用した健康補助靴下・サポーターの新たな顧客開拓
和歌山県 株式会社宮源 販路開拓及び販促ツール作成の補助事業
和歌山県 株式会社丸歩 高齢者向け宅配弁当のご試食による新規顧客拡大キャンペーン
和歌山県 ワイン･ラボ 仏ワインの販路開拓事業

和歌山県 東村建築デザイン事務所
自社設計による施工状況を魅せながら、収納の仕方・水周り動線・天
然無垢材などを活用し、シックハウス対策を施した自社設計モデルハ
ウスの内覧会による建築設計業務の受注拡大

和歌山県 Ａ’ｓワークス
『天然素材』と『地産地“生”』にこだわったとうもろこし繊維を活用した浴
用手袋等の開発と販路拡大

和歌山県 有限会社ハンプティ･ダンプティ 新作シフォンケーキを目玉に「ケーキの食べ放題メニュー」の充実
和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州漆器の原点である曲げわっぱ技術を活かしたお弁当箱の製造
和歌山県 株式会社Kohane QRコード付スマホカバー「スマQレトリバー」
和歌山県 Ｖ　ＣＯＦＦＥＥ ドリップコーヒーの開発とインターネットによる販路拡大
和歌山県 株式会社アリビオ 社会福祉法人向けセミナー営業による新規顧客獲得事業
和歌山県 プティ・アシェット 集客力を高めるための店舗リニューアルに伴う雇用創出等



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

島根県 株式会社グラス
地元ものづくり企業との連携によるドッリプオンコーヒーの補助器具開
発・販売促進事業

島根県 有限会社アイナ フットワーク力アップマシン「鬼越」ＰＲ事業
島根県 さつき整骨院 治療院の集客力を高める為の販促活動と治療院改装

島根県 山陰日本海　漁師小屋
サラリーマン層をターゲットとする海鮮（貝類）居酒屋（貝鮮問屋　寺町
酒場）（仮称）の新規出店事業

島根県 翆苑 デリバリー業務の拡充と、ドレッシング製造販売による販路拡大

島根県 浅野種苗園
新聞ちらしによる販路拡大と新規顧客獲得のためのコミュニケーション
事業の実施

島根県 有限会社トーハツ おからせんべいの商品化並びに販路拡大事業
岡山県 株式会社海賊 新店舗コンセプト訴求に関する取り組み
岡山県 株式会社みうら 製作費が高くて諦めていた人への格安ホームページ制作プランのＰＲ
岡山県 Ａｔｔｉｃ　Ｊａｐａｎ インテリア業界への販路開拓事業
岡山県 こくたいちょう動物病院 ペット用超音波診断装置導入による迅速な診断サービスの実施
岡山県 タコスタイル 専門家を活用した販促ツールの強化（来店・デリバリー・通販）
岡山県 ネットリンクス株式会社 介護・医療事業への進出
岡山県 株式会社クリエ・ココ 介護業界向けオリジナルサービスの周知
岡山県 有限会社西口ベンダー工業 ホームペ－ジ刷新と会社案内作成配布による直接受注力強化
岡山県 株式会社大塚デザイン 地元企業を対象にした「※みんロゴ」事業のＰＲ
岡山県 株式会社ＳＬＥＥＰＹ　ＫＥＮ アメリカ販路開拓および英語での販売
岡山県 白神商事株式会社 「やねいろは」（webサイト）による太陽光事業の拡大
岡山県 レストラン＆バイシクル 試乗サービスによる販路拡大
岡山県 BE　FREE 名刺事業販路拡大大作戦
岡山県 カフェバー　ジンジ 集客をはかるための店内設備機器整備と店頭サイン、販促物の製作
岡山県 後藤写真事務所 「弊社撮影顧客を盛り立てる広告webサイト」の構築
岡山県 株式会社福川貿易 当社第２の柱！冷風機の輸入販売の取扱開始！
岡山県 有限会社ノグチ 店舗改装で入りやすい店頭、お客様にとって快適な店内作り
岡山県 コニシ株式会社 岡山県産の食材を用いたメニューの宣伝広告
岡山県 アッパービレッジ有限会社 お客様とハガキでコミュニケーション！『ハガコミュサービス』

岡山県 Ｒｉｖｅｒ－Ｓｔｉｎｇｒａｙ
初心者でも簡単に釣ることができる革新的な鯛ラバ、太刀魚釣り用ジ
グの製造販売のための設備投資

岡山県 ａｒｏｍａ　ｒｏｏｍ　ひなな 新規顧客獲得を図るための販売促進策の実施
岡山県 有限会社原ふとん店 自社ブランド「結」の真綿ふとん等の開発及び販売
岡山県 ぐらすたＴＯＭＯ ガラス工芸体験者増に向けた、ＰＲと設備の改善で売上増を図る

岡山県 行政書士　友愛行政法務事務所
知的資産経営支援センター組織の設立による中小企業に対する知的
資産経営支援事業

岡山県 有限会社谷佳 看板新設・トイレ改修
岡山県 株式会社ハートバード シニア向けタブレットサロンの本格稼働による売上の向上
岡山県 有限会社アクティ ビューティーセラピーについての周知及び弊社取扱商品の広告活動
岡山県 花田食品株式会社 新製品（スティックゼリー）に関する、商品デザイン。
岡山県 植田タンス店 高齢者に優しい店舗造りと情報発信による売上アップ
岡山県 玉島味噌醤油合資会社 自社の改装による多目的スペースの創造とPR力強化
岡山県 有限会社山陽クールサービス ネット販売・修理対応企業ホームページの作成

岡山県 有限会社東海建設
顧客目線に立ったローコスト・ハイクオリティーの木造住宅建設の販路
拡大事業

岡山県 小山製麺 岡山県産食材を使用したオリジナル岡山麺の開発と販路拡大
岡山県 フローリスト・萬 インターネットショップ「ブーケの達人」によるブランド確立と販路拡大

岡山県 株式会社高嶋工業
女性市場を狙った博多とんこつラーメン店のチェーン展開に伴なう、ブ
ランドイメージ確立のための販売促進活動

岡山県 松浦花店
お花離れが進む若い世代に向けた店舗作りと花を生かすアフターサー
ビスの展開

岡山県 今川住宅設備株式会社 愛犬家を対象としたペットリフォームによる販路拡大
岡山県 カットハウス　フィスト 高齢者をターゲットとしたユニバーサルデザイン化した美容室の経営

岡山県 お多福旅館
島ならではの“食”への拘りを持った商品の新たな顧客層の開拓のた
めの、商談会・展示会への出展と、集客力を高めるための館内改装

岡山県 シーボーイ笠岡店
大手チェーン店が持つ販売網と付加価値サービスの融合による地域密
着オンリーワン店を目指すための広報活動の展開

岡山県 有限会社井上石材店
満中陰志、及び年忌法要でのギフトの受注と納品を中心とした供養総
合事業

岡山県 株式会社ティーアイシー ウェブサイト運用事業
岡山県 有限会社備前メディアネット 備前カレーのレトルト化と耐火・耐熱備前焼の販路拡大事業
岡山県 Ｃｕｒｒｙ　Ｓｈｉｂａｂｅ 備前焼の器と当店自慢のレトルトカレーのセット販売
岡山県 ナンバ石油株式会社 ガソリンスタンド撤退地域における灯油配達先と車検顧客の開拓
岡山県 ＳＡヘアーウォーク 「自然派美容室」としてリニューアルし顧客を増やす



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 株式会社さつき屋
和菓子・洋菓子各統一パッケージデザイン開発による自社ブランドイ
メージの構築

広島県 有限会社イマモト印刷 付加価値をつける小ロット活版印刷によるＷＥＢ通販事業の実施
広島県 株式会社イリエ歯科商社 広島市内に限定した歯科医師検索サイトの開設
広島県 畑林工業株式会社 学習や作業への集中を支援する卓上型パーティションの販路拡大事業
広島県 きものアトリエ　ずいこ 手描き友禅の販路拡大と、新たなコミュニケーション空間の創造
広島県 Ｃｌｏｔｈｏ 登録スタッフ制度による派遣サービス業務の提供
広島県 有限会社加美優 肌に優しい「泡なしオイル石けん」の販路拡大とヘッドスパの広報活動
広島県 有限会社アイズデザイン そら気分
広島県 有限会社ルーラ空間工房 (仮称)遮熱クロス開発事業
広島県 有限会社大蔵笑 顧客獲得に向けた「似顔絵名刺」の販路拡大
広島県 美遊亭株式会社 広島初のオールハンドマッサージによる販路拡大
広島県 有限会社織田製菓 地元地域の食材を使用した粉末飲料の開発と既存商品のリニューア
広島県 有限会社ブルージュ 人の和・想い出プロデュース事業

広島県 株式会社もみじ水産
主力のちりめんに加え、生しらす、わかめ、鮮魚の地産地消を目指した
販売促進・販路拡大

広島県 株式会社昴珈琲店 高齢者向けフレッシュバッグ使用方法についてのＤＶＤ作成

広島県 株式会社日野折箱店
木製折箱の販路拡大と小ロット多品種への対応・製造工程上の衛生管
理向上

広島県 有限会社たんと
瀬戸内の食材を使ったお土産物や贈答品の開発と店頭を含む販路開
拓事業

広島県 株式会社アモロッソ スマートフォンからの新規顧客の獲得
広島県 株式会社エステック マイガレージ用リフトの知名度アップを目的とした展示会への出展
広島県 松葉製作所 取扱製品の動画コンテンツ充実と宣伝PR活動による販売拡大

広島県 小川工芸有限会社
自社商品の売上比率アップのため、ネット販売システムの構築、展示
会出展

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン ギフト用ラッピングサービスとインターネットを利用した戦略的広報
広島県 和産業有限会社 子供の想像力を養う木製玩具の開発と販路開拓
広島県 豊田産業株式会社 新商品ピアノボックスの開発とＮＣルーター導入による機械化

広島県 くりじん
ツキ板を素材として作ったバッグ、ステイショナリーの販売促進、新しい
ツキ板の開発

広島県 日本料理　魚池 「日曜日1組限定バリアフリー法事」 トイレ改装
広島県 有限会社山口屋 新顧客獲得のため店頭看板等作製事業
広島県 株式会社宇根鉄工所 BCP対策ゲートの販売促進・販路開拓
広島県 有限会社翠寿園 記念樹と石の銘板をセットにしたアニバーサリー商品の開発
広島県 クープードッグシャンプーサービス広島 移動型ドッグシャンプーサービスの認知度向上
広島県 リカー＆フーズ　タナカ 「酒の専門店」としてのブランド力を高めるイメージ戦略展開
広島県 有限会社常藤家具製作所 高級手作り家具専門店「一枚板のテーブル工房　きくら」　のブランド化
広島県 プロデュースパピヨン 自然派商品／自社ブランド商品の販売促進
広島県 株式会社アーチ トイレ改修などによる顧客満足度改善事業並びに収容客数の拡大
広島県 有限会社イーアンドアール 店舗などのトイレの定期メンテナンスによる環境改善提案
広島県 SEAGLASS 各種宣伝媒体を複合的に活用した積極的な販売促進による売上拡大
山口県 有限会社ふじ珈琲 カフェ・喫茶ショー2014（６月18～２０日）出店と販促チラシの作製
山口県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒａｓｓｕｒａｎｔｓ 新規顧客層獲得のための痩身部門強化及び宣伝・広報力の強化
山口県 有限会社福田フルーツパーク バーベキューで飲食部門開発
山口県 創作料理　鞆の浦 新店舗移転で新規の固定客獲得
山口県 澄田卓哉税理士事務所 紙媒体による相続サポートサービス広告宣伝事業

山口県 中川建設株式会社
高性能住宅及び高性能化リフォーム、家守り事業をアピールするため
の広告宣伝

山口県 株式会社ｐｅｒｃｅ・ｎｅｉｇｅ ダイエッター＆健康志向な女性の為の粉末スムージーの商品化



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
徳島県 有限会社日本漢方医薬研究所 医薬品・化粧品のラベル・パッケージの一新
徳島県 ラック マタニティ整体・産後整体を中心としたブランディング転換
徳島県 株式会社鳴門舩本 県外への冷凍送付用作業場設備導入、商品販促関係の実施等

徳島県 ＢＡＲ　ｋｕｋｋｕ
■徳島県食材のカレーパンの量産及び販売促進　■阿波野菜ピクル
スの商品化及び販売促進

徳島県 鳴門レジャーランド株式会社 ＨＰリニューアルと海外ＷＥＢサイトページへの対策事業
徳島県 有限会社春木 自社サイトからの誘客増加のためのＨＰリニューアル事業
徳島県 ナチュラルアイ 独自ブランドの開発とネット販売サイトの構築事業
香川県 株式会社かのん 「増販・増客のためのコーチング」メソッドの開発
香川県 有限会社きゃすけーど・わん ゲストドレス事業の拡大
香川県 山地蒲鉾株式会社 「瀬戸内ブランド」を活用した商品パッケージの改良および販路拡大
香川県 デサロ・ジャパン株式会社 ネイルサロン、リフレクソロジー施設の開設
愛媛県 株式会社スペースチャート スマホ対応型ＨＰ作成システム改良等による販路開拓事業
愛媛県 株式会社スマイル介護機器販売 展示会・見本市などの出展事業
愛媛県 株式会社アオノメガネ バリアフリー化による高齢者支援に対応した店舗作り
愛媛県 サヨリ商店街株式会社 有名バレエコンクールに連動した展示会によるプロモーション活動
高知県 株式会社グラッツェミーレ 野菜で野菜を食べるドレッシングの国内外販路拡大
高知県 ｔｏｍｏｎｉ　ｆｌｏｗｅｒ 「式場装花」および「ブーケ」の安定受注を図るプロモーション戦略の展
高知県 合同会社アグリランド高知 高知県の柑橘類と高付加価値農産品を台湾と香港へ販路開拓を行

高知県 よさこい労務事務所
『１・１・１ヘルプデスク』で届出手続を承ります！電子申請専門の強み
を最大限にいかし新たな顧客を開拓する社労士事務所アクション・プロ

高知県 ライフページキタクボ 新規顧客獲得のために効果的チラシの作成および配布。
高知県 有限会社鏡水旅館 和式トイレの洋式化による顧客満足度の向上。
高知県 有限会社高知製本 ＯＥＭからの脱却するためのターゲットを絞った新商品開発
高知県 草や 夜営業の集客力向上による売上高の増加

高知県 株式会社SOLA
新規出店にかかる従業員増員のための育成環境の整備および新サー
ビスの周知

高知県 株式会社ケイフローリスト 空間プロデュースサービスの実施
高知県 株式会社グラディア レストラン機能の強化
高知県 株式会社毛利電気 一般個人および法人向けの新規事業展開
高知県 トマトエスエフ有限会社 新しいサービス商品の提供（車内の除菌・抗菌サービス）
高知県 菜の蔵 みょうが加工食品の開発および販路開拓

高知県 有限会社丸共味噌醤油醸造場
祝「和食」が無形文化遺産登録　つくろう！家族の味
　～蔵で味噌づくり教室～

高知県 司法書士川北事務所 相続、成年後見等快適老後応援事業
高知県  株式会社アースエイド 葉にんにくを活用した加工食品の生産・販売の拡大



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
福岡県 有限会社和多屋蒲団店 眠りのカウンセリング（オーダー枕売場）を広く告知して新規顧客開拓
福岡県 株式会社トリップインサイト インドネシア及び周辺東南アジア地域向け旅行商品の販路拡大事業
福岡県 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 地域NO.１高音質レコーディングスタジオによる地域活性事業
福岡県 ＤＵＫＵ工房 季節の果実を使った還元麦芽糖ジャムの開発

福岡県 Paw Waw（パウワウ）
専門スタッフの拡充とワンプロ組織の立ち上げ及び自店プロモーション
体制の構築

福岡県 クリスタルアイ アロマスクール開校及び精油販売と卸
福岡県 小西公認会計士事務所 「ママのための起業力アップセミナー」開催等の女性起業支援
福岡県 株式会社すぱいす・１ テレビショッピングへの出店による新規顧客拡大
福岡県 タイ料理カオサン 店内をタイリゾートの雰囲気にするための改装
福岡県 有限会社伽楽 新装開店に伴うカフェスペース・喫茶部門の設立
福岡県 株式会社咲ら化粧品 「咲ら」の販売促進と、更なる顧客満足UPの為の商品リニューアル。
福岡県 河上康洋税理士事務所 創業３年未満の企業を対象にしたワンストップ支援「創業三年生」
福岡県 ジオ・アーキテクツ株式会社 人生の２大買い物「住宅・保険」をサポートする誘致型相談事業
福岡県 株式会社ピュアヘルス アンチェイジングサポート事業
福岡県 有限会社野菜王国 自然薯を使ったとろろ商品の販売促進事業、並びに新商品開拓事業
福岡県 ＪｉＬＬ　Ｈａｉｒ（ジル ヘアー） ヘアサロンを活用した、地域産品マルシェ事業のキャンペーン展開
福岡県 アトリエキャプリーヌ オーダー婦人服販路拡大のためのイメージ構築・ホームページ作成等
福岡県 有限会社アルゴプラン 「茶柱縁起茶」WEBとネットによる広告とECサイトの開設
福岡県 アイ・プルーナ株式会社　 香港における販路開拓のための試作品開発
福岡県 清田公認会計士・税理士事務所 相続・事業承継対策支援のワンストップサービス事業の展開
福岡県 株式会社ウォータームーン 本物志向の女性に向けた最高品質の商材と技術によるサロンの出店
福岡県 株式会社エフ・ティ熱学 ＥＭＳ向け省エネ製品・ＥＮＧ事業の販促活動と販売ルートづくり
福岡県 有限会社ＧＭＧコーポレーション フコイダン等を使った新発想スキンケアの一般市場への販路拡大。
福岡県 有限会社味平 スルメ形メール便『するめーる』の配送
福岡県 北九ネットまちづくり合同会社 “超”地域密着型共同チラシ事業の開発
福岡県 燗晩娘 折尾名物「特ちゃん」復活計画
福岡県 有限会社村本建具製作所 小倉組子販売促進のためのＨＰ改変と展示室の設置
福岡県 有限会社江藤工務店 短納期で安心のトイレ洋式化工事の提供
福岡県 株式会社松尾農園グループ 顔が見える農産物の乾燥加工による農産物の有効活用事業
福岡県 株式会社三宝水産 地域密着型行商システムによる鮮魚の販売
佐賀県 株式会社水匠  スイーツの店内販路拡大・炭焼きハンバーグのメニュー導入とその広
佐賀県 芳水書道塾 カルチャースペース「シロクロ」のプロモーション
佐賀県 有限会社あんじん ブランド力強化と販路開拓を目的とする見本市出展事業
佐賀県 山口製茶園株式会社  伊萬里茶や九州のお茶等の海外への販路開拓について
佐賀県 株式会社大慶 商品パッケージの開発による小売店ルート(GMS)販路の開拓
長崎県 スローフードファトリー 居心地の良い美しい店舗改装による多目的空間の創出
長崎県 ファーマコセル株式会社 ＢＢＢ　キット™の海外市場開拓

長崎県 ブックスれお
古書のインターネット販売の為の店内データベースシステム及びホー
ムページ販売体制の更新

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター 海外並びに都市圏への販路拡大のための営業ツールの製作
長崎県 アルタイの恵 ロシア産非加熱蜂蜜の販売促進
長崎県 ピーシードクター パソコン修理事業の拡大

長崎県 ショップ＆カフェ　とっておき
お客様の要望にこたえる為のバリアフリー等の整備事業と夜間の事故
防止の為の、照明工事。

熊本県 ビオ天粧錦ケ丘 マクロビオテック関連商品に特化したインターネット通販事業
熊本県 株式会社九州情報処理活用支援センター パソコン送付修理（仮称あんしんパソコン修理便）
熊本県 森田コンサルティング事務所 事業効率及び質の向上に伴う新規顧客開拓事業
熊本県 株式会社倉崎 プレス製法によるバリアフリー対応（最薄１０ミリ）置き畳の販路拡大
熊本県 カフェヴィアーレ ターゲット層の拡充と熊本の豊かな自然への意識向上事業
熊本県 自家焙煎珈琲豆専門店　珈琲市場 Café部門の強化とTake out Coffeeの販売開始
熊本県 小料理ＢＡＲ　酒場　梅ちゃん家 新規顧客獲得の為の広報関連事業
熊本県 かき小屋 ファミリー層の顧客開拓の為の施策。
熊本県 中幸旬菜　燕燕 ライト付き看板の導入

熊本県 合資会社まる味屋
新感覚・瞬間フローズンアイスコーヒー【仮称】（注いだら凍る冷たいア
イスコーヒー）

熊本県 バー　フォルチャ（ＢＡＲ　ＦＡＩＬＴＥ） 『人財』育成・新メニューの考案及び顧客の増収
熊本県 株式会社　 皇帝塩本舗 試作した無添加お菓子の広告宣伝

熊本県 株式会社熊本東タカミホーム
高見ホームオリジナル天然素材住宅「REVEN」の宣伝広告及びポス
ティング

熊本県 有限会社山田陶苑 新商品（ミーリー工房「キリム・ギャッベ絨毯」）を九州主要都市で展示
熊本県 有限会社津本屋酒店 オリジナルラベル商品専門店（ホームページ）
熊本県 Ｄｏｉ　ＫｅｂａＢ（ドイケバブ） 外販部門新設による新規顧客の獲得
熊本県 銀座屋 質店における貴金属・リユース品の買取事業の強化



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

熊本県 有限会社HANAKO
ゆったりとした空間でのリラクゼーションエステをお値打ち価格で提供
する事業

熊本県 寿司・割烹　昌六 高齢者にやさしい快適空間の提供
熊本県 株式会社ユノックス 商品情報の整備（総合カタログの作成）
熊本県 薬草園キッチンライフ 薬草「メナモミ」とトマトの種の組合せによるタブレット化による新商品開
熊本県 株式会社ラッシュハート 手元供養品販売事業
熊本県 深野酒造株式会社 熊本県特産品「万次郎かぼちゃ」を使用しての球磨焼酎の製品化及び
熊本県 銘木工房　乙益 希少価値のある銘木で製作した仏壇やテーブルのＰＲと販路拡大
熊本県 樹木の子 私が作った安全な国産キクラゲを安価で食卓へ！！
熊本県 ヤキトリマン 炭火焼鳥場の増設と惣菜厨房の新設
熊本県 イソップ製菓株式会社 1個からできるオリジナルギフト菓子の開発
熊本県 合資会社吉田接骨院製薬所 栄養機能性食品のパッケージ化と通信販売の構築

大分県 株式会社トランスコミュニカ
自社開発太陽光発電遠隔監視システムのアプリ化（スマフォ、タブレッ
ト対応）

大分県 サクラグラフィック ギフトカタログ発刊および広告物設置によるアートグッズ販売事業
大分県 ＲＡ’Ｓ　ＤＥＮ　ＲＥＣＯＲＤＳ（ラーズデンレコーズ） 「小売部門の強化による、新たな顧客層の開拓事業」
大分県 ハートリハ 　ソラ 若手理学療法士の臨床力の向上を目的としたセミナー開催
大分県 日田焼窯元 大規模商圏におけるメイドイン日田の陶器と産品の販路拡大
大分県 株式会社ニシジマ 「修理難民」のための時計修理サービス。
宮崎県 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｈｏｔｏ 写真プリントサービス・雑貨販売
宮崎県 ゆいま～るぱそこん ハッピーネットライフ事業
宮崎県 アトリエｃａｆｅ　ｂａｎｂａｎｈｅｙ 地域密着型『人と人をつなげるコミュニティカフェ』
宮崎県 ワールドワイドトレード株式会社 再生可能エネルギー（パーム核粕）の輸入及び販路開拓事業

宮崎県 株式会社ワゴン

"自社ショートパンツブランドの販路開拓
【ショートパンツブランドコンセプト】
　宮崎には、豊かな自然、海、山が広がり、カジュアルなスタイルを好ま
れるお客様が大勢いらっしゃる。平成５年の創業から現在まで、半歩先
のカジュアルスタイルを提案し続けた弊社は、「28歳独身男女のライフ
スタイル提案」というテーマで経営革新の承認を受けた。
そのコンセプトに基づき、自社店舗の商品構成や、若草通内の自社テ
ナントビルのテナント様の選定を行ってきた。
　その過程において、相当数のお客様がカジュアルスタイルを好むこと
が分かり、ショートパンツの需要があることが分かってきた。
　また、お洒落で着心地がよく、デザイン性の高いメンズショートパンツ
専門のブランドは日本にまだ少なくチャンスがあると考えた。
一年中温暖で過ごしやすい宮崎から日本のショートパンツ文化を創造
し、発信していく気概で取組む所存である。"

宮崎県 ハッピーライフサポート 宮崎県ゆるキャラ「みやざき犬」グッズの製作・販売
宮崎県 相馬印ばん店 一級技能士監修によるセカンドブランドによる新規開拓と’印育’
宮崎県 わかるパソコン教室 ①資格取得対策講座の新設②ホームページ制作のシステム導入
鹿児島県 成尾建設株式会社 高性能戸建注文住宅紹介ホームページ作成による新規顧客獲得事業
鹿児島県 株式会社ＴＳグループ 女性力を活用したイベント出展拡大による宅配水部門・新規顧客獲得
鹿児島県 株式会社カナルファ 家庭の「絆」を大切にした結婚式・葬儀のプロデュースによる営業強化
鹿児島県 有限会社山竹商会 エンドユーザーの要望に応えた新しい釣餌の製品開発

鹿児島県 Ｍ’ｓ ＨＥＡＲＴ
新規顧客を確保するために効果的な広告媒体等を活用した来店促進
事業の実施

鹿児島県 株式会社小田畳商会
多様化するニーズに対応する“畳”商品の売上アップのための販路開
拓事業

鹿児島県 ワインショップ　ヴィーニャ イタリアをモチーフにした魅力的なファサード整備等の改装事業
鹿児島県 有限会社テイクワイズ・コーポレーション ファスティング等に係る新規顧客獲得に向けたシステム構築
鹿児島県 寿幸 土産品用としての商品パッケージのリニューアル
鹿児島県 竹原自転車商会 広告・営業強化と仕入れ開拓による取扱い商品の拡充
鹿児島県 有限会社三愛商事 商品パッケージの新デザイン事業
鹿児島県 株式会社アイテックスマーケティング 滞在型ビジネスホテル進出のための広報及びデザイン
沖縄県 南ノ島の福朗まん 手作り豚まんの冷凍販売(卸及びインターネット販売）
沖縄県 有限会社オービック 名刺・顧客管理システムの営業活動強化
沖縄県 ＩＮＯＲＩヒーリングショップ 新商品「琉球フレグランス」販売での新規顧客獲得
沖縄県 暉義塾高等学院 コミュニケーションプログラムを取り入れた大学進学向け自習支援事業
沖縄県 株式会社ティダフファクトリ 宮古島産規格外農産物の付加価値向上
沖縄県 株式会社パダーム フェイシャルマスクの販売
沖縄県 株式会社クロトン 顧客満足度向上“ワンストップサービス”強化事業
沖縄県 株式会社オフィスハート 木のおもちゃで遊べる「プレイパーク」サービスの普及


