
北海道 エヌビーツーリストサービス株式会社 ロシア極東における医療ツーリズムの展開

北海道 株式会社ＤＭＣ札幌 展示会出展による北海道のＭＩＣＥ産業の促進とプロモーション

北海道 臼井鋳鉄工業株式会社 木製フロントバッフルを活用した鋳鉄スピーカーの開発及び販路開拓事業

北海道 染あとりえ草創 染物を好むシニア層をターゲットに利益率の高い店舗販売拡大に向けた店舗改装事業

北海道 淳工房 休憩スペースの設置及び、屋外ディスプレイの増設事業

北海道 クマックコム 店舗のユニバーサルデザイン化で、高齢者、女性にやさしい店づくり

北海道 株式会社ツムラ 老舗製麺工場の新たな取組みトータルブランディングによる全国市場への挑戦

北海道 株式会社ブルーツーリズム北海道 海外インバウンド旅行客向けのブルーツーリズム販路拡大事業

北海道 Ｃａｆｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　すぷらうと 店舗魅力アップと、新規顧客開拓に伴う販路促進事業。

北海道 株式会社西川農場 美唄産アスパラを給餌した羊製品の開発とブランド化への調査

北海道 株式会社Ｔｈｅ　Ｓｔ　Ｍｏｎｉｃａ 北海道の素材で作る自社化粧品、健康食品の販売促進

北海道 ふじや菓子舗 ・焼き菓子のネット販売システムの構築　・新商品のパッケージ製作

北海道 有限会社笈川刃物工業 全国展開のための日本国際工作機械見本市への出展

北海道 トロリーライン株式会社 地域特色手ぬぐいの開発《第一弾　北海大漁旗シリーズ》

北海道 株式会社諸我石材店 「おしゃれをして快適に生活する高齢者向け介護シューズ」の開発

北海道 株式会社ケイアンドオー 本格ハンバーガー店ならではの、新たな「カツバーガー」の開発

北海道 美容室Ｔｗｉｎｋｌｅ 小樽の観光資源を生かす海外向けウェブサイト構築による販路開拓

北海道 ｃａｆｅ福座 厨房拡張工事

北海道 ＳＨＯ－ＲＩＮⅡ 店内改装による新客層の発掘とデリバリー事業による顧客獲得

北海道 有限会社くら 不動産仲介業者向け中古住宅調査、保証、工事サービスの開発

北海道 日本ディスカバリー 日本で初めての大型クライミング施設の集客促進

北海道 ホワイトベースカフェ 当店スープカレーのレトルト開発と販路拡大

北海道 立喰酒場Ｃｈｏｉ 野菜が２００ｇ入った、ハンバーグ弁当のデリバリー事情

北海道 佐藤建具製作所／Ｓａｍｍｙｓ 全国分布の魚種に対応した実釣性の高いルアーの開発

北海道 リアルタイム株式会社 北海道版「美人時計」のプロモーションイベント『美人ビアガーデン』事業

北海道 ブルガレージ 集客力を高めるためのホームページ作成事業

北海道 いんがい合同会社
食欲不振がん患者など、治療や病気の進行により食事が辛く感じている人が、食の喜びを再び感じ
られる食器セットの開発、販路開拓および広報

北海道 有限会社石崎食品販売 地域特産「勇知イモ＆ホッケ・タラすり身」を利用した製品開発

北海道 カプリヘアーデザイン レディースシェーブＰＲ事業（店舗・ＨＰリニューアル等）

北海道 有限会社アット 誰もが気軽に使える　コミュニティースペース　あいまち

北海道 丸エ寺江食品株式会社 Ｌｕｍｉｅｒｅ－ｓｈｏｐプチ（プチドーナツの実演）の移動販売

北海道 ペットショップＷＯＮＷＯＮ 新店舗の開店と宣伝活動による店の増強

北海道 きんせい堂 宅配サービスによる「完全手仕込弁当」の販路拡大計画

北海道 小舟 顧客のニーズ・ライフスタイルに対応した真空包装機導入による商品力の向上、新商品の開発販売

北海道 リクラス株式会社 空き家住宅を有効活用し賃貸住宅として収益化するサービス開発

北海道 株式会社Ｈｏｋｕｔｏ　Ｆｏｏｄｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 添加物を使用せずに長期保存可能な冷凍・冷蔵加工品の研究・開発

北海道 有限会社森谷 玉葱と白花豆の販路拡大

北海道 ＩＭＳ杉山
自動車整備、販売、鈑金の業務・顧客管理システム導入による効率化並びにＤＭによる入庫促進活
動の実施

北海道 ｃｅｔｔｅ 出資型飲食店（Ｂａｒ）におけるイベントの集客促進と満足度向上

北海道 株式会社北海道スタイル 北海道産食品のブランド化、アジア販路拡大活動

北海道 美容室ｐｕｒｅ ネイルサロン事業導入と顧客満足度アップ事業

事業名事業者名都道府県



青森県 有限会社アルファ・トレーディング 青森サイクリング観光ツアー商品のＰＲおよび販路拡大

青森県 河野商店 インディアンの戦闘食「アピオス」販路開拓事業

青森県 株式会社中嶋総合研究所 インターネットを利用した子供スポーツ動画（ＤＶＤ）販売システムの構築とＰＲ

青森県 株式会社あおい企画 レストランウェディングで婚礼市場の活性化

青森県 株式会社八幡馬 『「八幡馬」製品及び仕掛品を保管する倉庫の環境整備』

青森県 株式会社野舘産業 シート加工の可能性及びシート専門事業者として技術ＰＲによる販路拡大及び震災復興支援事業

青森県 宝成食品株式会社 商品パッケージの一新、新規販促物作成による商品ＰＲ・販路拡大

青森県 ブルーカンパニー株式会社 外国語版 屋形船チラシパンフレット・屋外看板製作による販路拡大事業

青森県 浅井建築サービス株式会社 不動産業開業と組織づくり

青森県 プライベートサロン　ＲｉとＢｉのたまご 会場（提携ホテル等）での、ブライダルエステのサービス

青森県 有限会社黒石観光ホテル　花禅の庄 疑似体験型パンフレットプロモーション事業

岩手県 進学塾ＴｏｍｏＺｅｍｉ 「完全１対１指導」による差別化個別指導の設定・告知

岩手県 村上商店 魅力ある商店づくりのための店舗づくり

岩手県 陶房艸雲窯 大震災を乗り越えて再出発だ！販売拡大するぞー事業

岩手県 有限会社大船渡印刷 「海のまち大船渡」おみやげグッズ制作・販売事業　～わたしもみんなも幸せに大作戦～

岩手県 ＫＡＩＺＡＮ めざせ、地産地消による『新・ご当地グルメ』！

岩手県 有限会社田村工務店 パソコン教室拡張による新規顧客の獲得事業

岩手県 Ｃａｆｅ　Ｕｎｍａ　カフェ　ウンマー 子育てママと美しくいたい女性向けメニューの開発と空間の提供

岩手県 Ｋ－ＳＵＲＦ　ｐｒｏ　ｓｈｏｐ パドルボード体験レッスン・試乗会・レンタルによる顧客増員

岩手県 有限会社大船渡ドック 新規商品「気くばりくん」の東北エリアにおける販路開拓事業

岩手県 アンジェリック洋菓子店 釜石ブランド新パッケージによる販路拡大事業

岩手県 Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 『研修とコーチングを組み合わせた研修プログラム』の販路開拓

岩手県 大森畳店 “安心で、手間いらずな畳替え”の訴求による商圏拡大と新客の創造

岩手県 ファッションハウス　わかたけや 季節商品の提案セールによる販売意促進

岩手県 ハコショウ食品工業株式会社 「呑んべえ漬」のブランド力向上による販路拡大

岩手県 丸正ストアー インターネット販売部門に伴うサーバーシステムの充実化

岩手県 株式会社ドリームスケッチ 子育てがもっと便利に楽しくなる！「子育てノート」ユーザー＆スポンサー拡大事業

岩手県 有限会社佐藤電機 訪問入浴サービス事業者向け折り畳み式浴槽の販路拡大

岩手県 花巻牛乳株式会社 家庭配達顧客開拓の為の家庭宅配商品自社オリジナルパンフレットの製作

岩手県 川上塗装工業株式会社 新規顧客創出のための広報活動とリブランディング事業

岩手県 衆栄商事株式会社 魚介・味噌粕漬け「うんみゃがすと！」シリーズ

岩手県 お菓子の工房　ル・菓恋 顧客と男性客の来店促進と購入促進、リピーター化、新規来店促進

岩手県 ロッツ株式会社 地域在宅医療介護推進のための在宅リハビリの理解と質の向上事業

岩手県 ロマンドーロール 新規ブランドの立ち上げにおけるイメージ戦略と商品開発

岩手県 株式会社伊藤染工場 印染め製品カテゴリー別ホームページによる全国展開

岩手県 フジサワ 軽印刷機導入でカラー印刷による品質向上で収益改善

岩手県 スペシャルキッチン グループ客の集客強化のための店舗改装とチラシによる周知事業

岩手県 プロショップ まいど屋 鮮度を維持して商品をお届けする保冷ボックスの購入・設置

岩手県 釜石観光開発株式会社 『ようこそ釜石へ』おもてなし看板による観光客への販路拡大

岩手県 株式会社三笑 三陸～直送『ご家庭で手軽に握り寿司』寿司ネタネット販売事業

岩手県 有限会社三陸海苔店 第一次商圏外への販売強化事業

事業名事業者名都道府県
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岩手県 エクステリアモミの木 全日本フラワー＆ガーデン選手権出展による知名度の向上

岩手県 北日本外装株式会社 遮熱事業への新規進出による新規顧客の獲得と売上の拡大

岩手県 菓子工房　おおうらや 新商品・新パッケ－ジの製作による新規のお客様の獲得

岩手県 株式会社カントリースペシャルプロダクト衣川 商品パッケージ改良とネット販売・店舗改装による販売強化事業

岩手県 沢口製パン 包装作業の効率化による人員配置見直しで移動販売先の販路拡大

岩手県 きくちや ギフトラッピングの充実とインターネット構築で売上アップ

岩手県 浜の駅　碁石海岸 販売サイト（ネット販売システム）構築と商品パッケージ製作

岩手県 アトリエ金と銀 お客様の笑顔と復興「Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」ギフト売上増加事業

岩手県 まんぷく食堂 ＳＬ銀河等観光客へ三陸釜石の海の恵みを海鮮丼で提案する事業

岩手県 ハウスセレモニー株式会社 家族だけの空間で故人様と向き合う環境整備

岩手県 カフェドカレーＫｏｊｉｋａ レトルト商品パッケージ刷新と従業員の待遇改善による売上アップ

岩手県 株式会社あっとホーム 若い世代とターゲットにした、新しい広告媒体としての現場シートの作成

岩手県 煉瓦家 アイドルタイムの有効活用による売上拡大

岩手県 有限会社押切食品 自家栽培野菜を使用したお土産品の開発及び拡売

岩手県 リビングハウスこんの 高齢者への買物利便性の向上による販売促進事業

岩手県 酒処　幸酔 年配客及び女性客に配慮した安全と癒しを提供する店舗改修

岩手県 アポルテ 店舗が綺麗になる事での来店客増加で売上が上がる改装工事

岩手県 前川民宿 漁師民宿の土産品販売商品化と高齢者も安心利用可能な施設構築

岩手県 あんでるせん 来訪者向けの商品開発による販路展開改善事業

岩手県 レディス山形屋 来街者増加によるプロモーション事業

岩手県 株式会社多田旅館 新宿泊プランの提案と手作りチラシによる新規顧客獲得事業

岩手県 株式会社丸光製麺　一関工場 「海の幸」と、「山の幸」を融合した、新たな麺類の商品パッケージの開発

岩手県 山﨑音楽教室 幸せと喜びの音楽コンサート

岩手県 リカーショップコンノ 「ノンアルコールカクテル（ジュース）の提案から新規顧客の開拓」

岩手県 小山太鼓店 新規顧客開拓のためのホームページ作成とパンフレットの作成及び配布事業

岩手県 リゾート美容室髪髪 顧客の高齢化対策による疎遠客・新規客の拡大

岩手県 健やか堂 魅力的なリハビリ＆リラクゼーションサロンの経営向上戦略

岩手県 美容室結女 店舗の外観デザイン・カラー工事による新規顧客獲得・売上増加　既存顧客離れへの対応

宮城県 株式会社星商事 中古ならびに新古タイヤの広域販売展開ならびに保管メンテナンス機能の整備

宮城県 地球の恵 手作り無添加化粧品の開発とブランディング推進事業

宮城県 有限会社レストラン・リャン 宴会需要の増加と新規客開拓に向けた、店舗改造とブログによる情報発信

宮城県 株式会社シャークス 「オンリーワンの気仙沼産鮫革バック等商品開発と販売」

宮城県 株式会社シーフーズあかま 効果的な販促ツールの作成（同梱物、アンケート、レシピ集やＰＯＰ，）

宮城県 株式会社魚福 観光客向けに贈答にも活用できる新たな商品・パッケージを開発し、販売を飛躍的にアップする事業

宮城県 フェニックスネットワーク株式会社 自社開発製品の構内ＰＨＳ通報装置カタログと製品紹介ビデオの制作

宮城県 有限会社梅花堂 新工場・新店舗稼働に向けた梅花堂復興ブランディング構築事業

宮城県 株式会社パリンカ 健康志向メニューの開発と幅広い客層への来店促進の取組み

宮城県 小野寺商店 『気仙沼　海ごはん　さんまふりかけ』の新商品開発及び販路拡大

宮城県 株式会社キムラ 子供用・新生児用印鑑”ｍｙ ｆｉｒｓｔ ｉｎｋａｎ”の新商品開発と販売促進による業績向上

宮城県 小野繁鉄工所 お客様と共に創り上げる！オーダーメイド特殊鉄工品の提供

宮城県 イル・デスティーノ シニア世代に優しい店づくり



事業名事業者名都道府県

宮城県 株式会社畠茂商店 「高精度軌道ゲージ」の販売促進

宮城県 有限会社玉野化粧品店 超音波フェイスエステを中心とした「化粧品専門店」の告知と販路拡大

秋田県 洋菓子工房パパ・パティシエ 地元食材と野菜使用の『食育スイーツ』で子育てママの市場開拓

秋田県 株式会社大門電機商会 水銀に関するコンプライアンス対応を支援する　照明器具提案

秋田県 株式会社日本木箱 低廉な曲げわっパの開発

秋田県 有限会社モトハシ印舗 正しい印章類のインターネットを利用した販路の拡大

秋田県 株式会社ＫＩＲＡＭＥＫＩ Ａｍａｚｏｎネット販売リピーター率第１位獲得実績のあるオリジナル健康茶の普及拡大

山形県 有限会社原菊造商店 卸売業の既存倉庫を活用した新たな販路の開拓

山形県 有限会社アルセ・エコ開発 花咲きエビ天揚げ器具の試作開発及びネット販売システムの構築

山形県 キッチンマカロニ 店舗改装による団体客へ特化した集客拡大

山形県 ヘアメイクサロン　ピース 高齢者のためのリラクゼーションサービスの出来る訪問美容

山形県 トラットリア　ノンノ シニア層をターゲットとした新規メニュー・コース開発

山形県 クックミートマルヤマ 羽黒緬羊の商品パッケージ等トータルデザイン事業

山形県 有限会社門前売店 山形の観光地からの新しい提案「立石寺で有名な山寺から発信する門Ｃａｆｅ事業」

山形県 庄内ざっこ ワインセラー設置による販路拡大

山形県 京都鉄板焼　よしちゃん 山形に居ながら京都を味わえる鉄板焼店のテイクアウト販売促進化

山形県 株式会社　オンザウェイ 当社２店舗のブランド化・外観統一でのリニューアルによる集客向上事業

山形県 株式会社善べえ
駐車場整備による親子連れ、ママ友会、女子会、年配客等の顧客拡大　駐車場整備による顧客と地
域に密着したお店づくり

山形県 花の店ジョアン 看板設置による店舗の認知度ＵＰおよび店内の配置替え

山形県 有限会社エクストリーム ポリモセンサーユニット試作

山形県 有限会社ビックエフ商会 オリジナル手作りジェラートのブランド化による販路拡大

山形県 つけ麺道　癒庵 つけ麺のネット販売専用ホームページ作成による販路拡大（「自宅ｄｅつけ麺道」プロジェクト）

山形県 やさいろ 若手農家・野菜ソムリエコラボ！地元農産物を生かしたお菓子の開発と首都圏での出張販売事業

山形県 株式会社　ｔｒｅｅ　（ツリー） 障害者のための災害対策用“コミュニケーション絵本”試作開発事業

山形県 有限会社サンエー 鉄道グッズ『新幹線座席生地リサイクル新製品のショースペース』の新設

山形県 エムワイフーズ株式会社 甘酒の新製品の開発と広告宣伝及びネット販売の構築

山形県 株式会社美善 安全に粉剤農薬が撒ける「オラクル散布機」の開発

山形県 株式会社四釜サッシセンター ２０１５　新築．リフォーム住宅フェア大展示即売．商談会の実施

山形県 有限会社二ツ橋商店 空調機器のメンテナンス・クリーニング及び設置工事事業の積極的展開

山形県 夢蔵 高齢者コミュニティー「惣菜・漬物カフェ」の創設

山形県 有限会社萬寿屋 山形県置賜地方郷土食　秘密の食べ物？「みそ餅」の販売促進、売り上げ増加に伴う雇用増加事業

山形県 有限会社とがしスポーツ 株式会社モンベルと地域のＮＰＯと共同した勉強会を通じた新規販路開拓

福島県 株式会社大亀楼 福島の老舗うなぎ蒲焼商品の真空パック販売による売り上げ拡大と販路拡大

福島県 サイバーマジック 健康志向の　「“会津野菜麺” 販売促進事業」

福島県 有限会社赤羽商事 会津初！白虎隊衣装レンタル事業と新食事メニュー開発

福島県 合資会社相馬堂時計店 集客力を高めるための店舗改装と販促イベントによる新規顧客開拓

福島県 ミリオン
イベント（歌謡ショー）開催に伴う販路開拓・拡大及び来店者の収容人員拡大を目的とした円卓テー
ブルの購入事業

福島県 欧風キッチン　ｖｅｇｅ＆ｓｗｅｅｔｓ 福島県産フルーツのスウィーツバイキングの実施とＰＲ

福島県 合同会社栄光マンツーマン学院 田舎だからこそ個別指導で伸びる！会津全域の高校生の夢を支援

福島県 株式会社伝匠 広告宣伝強化及びメンテナンス事業導入による販路拡大と顧客確保

福島県 ヘア＋スパ　バナナフィッシュ 髪へ結ぶ増毛メニューのＰＲ強化と増毛による新規客集客事業



事業名事業者名都道府県

福島県 こまつ果樹園 国産ドライフルーツの通信販売システムの再構築と宣伝広告。

福島県 えの整骨院 新規顧客の獲得と震災で疲れた体と心を癒して頂くための告知事業

福島県 川部自然農園 いわきの自然卵を使用した、新商品の開発と販路開拓のためのＰＲ事業

福島県 ヨシハラ商会 自転車の本来の楽しさを伝えていく。街の自転車店、プロショップ化事業

福島県 ｂｕｏｎｏ　伊太利亜 後継者目線で見た、集客力強化と売上増大を目指した店舗改修

福島県 有限会社イデアコーポレーション 顧客満足向上・新規顧客獲得のための店舗改装事業

福島県 有限会社大善屋呉服店 「新商品開発による提案と世代ニーズを意識した雇用対策」

福島県 有限会社クリエイト 新規販路拡大・婚礼受注システムの構築

福島県 ぬりどころヒロ 会津漆器「職人によるブランドづくり・販路開拓」事業

福島県 レストラン　ポプラ 店舗改装による癒しの空間と集客強化

福島県 海楽亭 干物販売による販路開拓・拡大を目的とした保存機器類等の設置

福島県 有限会社マルミ屋
日本一おいしいお酒が飲める郷会津の地酒専門店への転換と魅力ある売り場作り及び顧客囲い込
み

福島県 ラ・サンテ ヨガレッスン効果を高めるための用具導入

福島県 福島補聴器 補聴器特性試験装置の設置

福島県 株式会社星写真舘 プロの技術で思い出を形に！！高品質出張撮影による顧客拡大

福島県 株式会社でんきや　店名アトム南相馬店 当店独自の工事施工方法を図解した当店独自のパンフレットの作成

福島県 有限会社ヤマザキショップ仲町店 一人、二人用の少人数用おかず、カット野菜・果物開発販売事業

福島県 いわき中小企業労務協会 ①法令等個別相談会の開催　②経営・労務管理セミナーの開催　③助成金等説明会

福島県 有限会社Ｍ．Ｄ．とみやま 「ＭＤとみやま」オリジナルレジ袋による新規顧客獲得事業

福島県 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 浄水デモンストレーションができる体験型店舗

福島県 株式会社渋木茶舗 新感覚３色おにぎり「お茶で握っ茶」新商品開発事業

福島県 岡部板金工業 ＨＰによる雨樋掃除・屋根診断を用いた受注システムの構築

福島県 株式会社ｎｏｂｕ． 若者やカーマニア向けカーボディラッピングデモカーによる販売促進事業

福島県 株式会社アィ・シー・エス 完全サポート付きレンタルパックのサイネージシステム販路拡大

福島県 有限会社ニューキムラヤ 福島銘菓　栗本陣のパッケージの改良と販路開拓

福島県 野村不動産有限会社 森林公園内カフェでの新メニュー提供及び自家農園加工土産品販売

福島県 さかい商事株式会社 小・中動物向け忌避剤のカタログ・ネット販売拡充事業

福島県 株式会社中郷屋 ご当地米で作る抹茶入り玄米茶のティーバッグ作成

福島県 居酒屋北海 「居酒屋」から「居食屋」へのイメージ転換！女性顧客開拓事業



茨城県 有限会社マキプランニング 花苗、寄せ植えを行う『移動販売』の新たな展開

茨城県 高安桐材店 オリジナル桐製積み木の製造・販売・広報活動の強化

茨城県 ひたち薬品水戸 国家資格保持者による自費マッサージが受けられる来店型治療院の開設

茨城県 株式会社ぴーす しつけ訓練済みのゴールデンレトリバーの販売促進

茨城県 株式会社共進舎 放課後児童クラブの認知度向上のための効果的販促

茨城県 株式会社戦略ＭＧ研究所 戦略ＭＧタブレット版戦略の開発・販売に向けての顧客基盤強化

茨城県 株式会社デザイナーズ・アロー 視覚的効果が高く画期的なアートデザインサイン制作事業の設立

茨城県 美容室アンジーヘアワークス 新型パーマ機器導入と高性能鋏によるカット技術の向上

茨城県 有限会社アイエヌエスシー おかず惣菜のテント販売による、近隣主婦層の開拓

茨城県 ＭＲ設計 人に優しく自然との調和を大切にするデザイン事務所への変革

茨城県 有限会社菜香や 本格無添加漬物教室の展開による主婦層の開拓

茨城県 フォト＆デザイン　ロマンディック・ブルー 障害者・シニア向けの撮影用衣裳製作とオリジナルアルバム制作

茨城県 株式会社アーペホーム 店舗兼住宅の販売

茨城県 有限会社湖月庵 若年層と海外顧客の開拓及び海外顧客嗜好のデータ収集活動

茨城県 有限会社内山味噌店 土産贈答品強化のための商品・デザインパッケージ開発

茨城県 株式会社菓匠たけだ 菓匠たけだ　看板商品のブランド再構築

茨城県 株式会社住宅サービス 瓦リサイクルによる寒さ対策サービスの開発と広告

茨城県 ヘアーネモト＆スタイルヴォーグ 高級志向・理容室の開設

茨城県 合資会社米銀商店 夕食弁当、個食宅配システムの開発及び販売促進　暮らしの便利代理店ネットワーク構築

茨城県 有限会社野村甘露煮店 贈答用「鮎の甘露煮」のパッケージ開発及び販売促進

茨城県 満州屋 複合型アウトドア宿泊施設の開設によるアウトドア派観光客の開拓

茨城県 郡司建築工業所 バーチャル展示場による新規集客および受注促進活動

茨城県 美容室マーブル 『ヘアカラー剤の弊害を「中和・除去液」により、軽減する新サービスの導入』

茨城県 有限会社菊水食品 顧客ニーズに対応した販路開拓・商品開発のための直売所新設

茨城県 株式会社ナカザワ 大型プリンターによる小口のＡ２サイズの印刷物作成事業

茨城県 フリースタイル ヘッドスパ・ヘッドデトックス等の施術で極上の癒しを提供する

茨城県 有限会社　河野 商品陳列棚の設置

茨城県 株式会社ケアプログレス 車イス対応型施設改修を主とする販路開拓事業

茨城県 家の守株式会社 既存住宅「診断・改修・保険・アフター」ワンストップサービス

茨城県 神吉商事有限会社 昼間配達及び冷凍品配達の開始による宅配サービスの活性化

茨城県 彩食ダイニング炉蓮 フラッシュ・モブによる婚活イベント活性化の販路拡大を図る

茨城県 ジョイントオートモービル 個性的で経済的な車の提案【モデルカーの製作・展示】

茨城県 笹　　音 １０名収容できる個室を２部屋増設

茨城県 エム・サービス株式会社 近郊（筑波・筑西・小山地域など）企業への販路拡大に向けたＰＲ事業

茨城県 有限会社　杉本 厳選した国産大豆使用の掛け紙の作成

茨城県 有限会社ぬりや 和の空間の演出を強化する広告及び地域産品活用型ギフト商品開発

茨城県 株式会社飛夢 スマホゲームと融合した酒（酒ぐら娘～もえしゅ～）の開発

茨城県 有限会社グローブ 展示スペースの増設によるエンドユーザーの新規獲得事業

茨城県 合名会社丸藤商店 高齢者が買い物しやすく観光客が楽しく買物のできる店舗の実現

茨城県 蔵元小田屋 ｉＴＱｉ、ハラール取得によるイスラム教国販路開拓

茨城県 株式会社増子看板店 シェア広告（チラシ・看板・ＨＰ）の作成・販売

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

茨城県 ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 新規サービス導入による販路拡大と新規客獲得への広報活動

茨城県 株式会社和田塗装工業 改修工事受注拡大のための外壁診断力の強化

茨城県 株式会社沢畠製作所 ブランディング確立事業

栃木県 有限会社ネイチャープラネット
スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）導入による新商品（プログラム）開発及び、プロモーション強化・販
売促進事業

栃木県 スピンオフガレージ 地域に愛され貢献できる地域密着型店舗へのイメージ戦略事業

栃木県 有限会社小池経編染工所 肌に安心安全なシルクニット生地の研究と物性の検証

栃木県 有限会社わびさびや髙野 和素材ジェラートにあわせた和素材クレープの開発と販促事業

栃木県 株式会社　オオワダ 受注安定化のための顧客獲得ＰＲ作戦及び建具参入事業

栃木県 有限会社安心不動産 スマートフォン対応ホームページ及び動画閲覧システムの構築

栃木県 きそば岡本 顧客拡大の為の低コスト店舗リニューアル計画

栃木県 株式会社美膏 ライフサイクルの中での３Ｄ手形足形の販売展開

栃木県 合同会社　風の丘福祉工房 『心と身体をイキイキさせる、自社オリジナル福祉サービスの展開』

栃木県 マシュマロウ おうち雑貨店としてトータルコーディネートが可能なガーデニング部の新設

栃木県 ヘア・サロンＹＯＵ 「新メニューをサロン内外に知っていただくためのＰＲ活動」

栃木県 珈琲の店モカ コーヒー教室の開催と新メニューによる心のやすらぎの提供

栃木県 自家焙煎珈琲　珈の菓 「店舗看板の設置と珈琲ギフトの開発」による新規顧客の獲得

栃木県 株式会社ＣＩＮＱ クリア塗装技術の追加による顧客満足度向上

栃木県 織姫山荘　手打ちそば伊とう こだわりそば店の“まるごと出前”

栃木県 三丁目珈琲　まめ楽
独自商品「カフェコンク」（濃縮珈琲）のオールシーズン販売体制の確立と広告宣伝活動の強化によ
る販売拡大事業

栃木県 お菓子の工房ロージェ 洋菓子店への新陳列台設置と新パッケージによる顧客獲得

栃木県 株式会社ランデヴー 老舗レストランの店内改装とＰＲによる女性客、家族客の客数増加

栃木県 坂本塗装株式会社 個人顧客向けの事業への広告・宣伝・販売促進事業

栃木県 有限会社ブックマート興文堂 ブックストアーｉｎギャラリー・イベントスペース整備事業

栃木県 そば処　一歩庵 セルフキッチン・テストキッチンを併設した他に例のない“マルシェ流直売所”の創出事業

栃木県 パティスリーＫ．Ｆｕｊｉｔａ 洋菓子自店の知名度アップ、ブランド力アップ、収益アップ。

栃木県 Ｍホームサポート ペットの愛好家を対象とした火葬事業の知名度アップとエリア拡大

栃木県 カメダビジネスサポート 農業のサービス化、「わくわく百姓村」事業

栃木県 瑞穂産業株式会社 新たな販売先として、個人住宅の畳需要の掘起こしを狙う

栃木県 有限会社高橋家具センター 快適な睡眠をとれるマットレスの販売促進及び商品開発事業

栃木県 有限会社ユーエスホームディレクターズ 「住宅を資産として残そう！」１００年式『ディレクターズハウス』知名度ＵＰ作戦

栃木県 有限会社有心個別アカデミー
「やる気」の動機づけ強化による学力パワーアップと生徒「人材育成」および将来の目標探し「キャリ
ア教育」事業

栃木県 株式会社旅楽 アンテナショップ機能を有する旅行代理店の展開

栃木県 有限会社クラフトシマダ ステンレスオーダーキッチンとフットケアシンクの受注拡大

栃木県 有限会社岸印刷 自社オリジナル商品の認知度及び顧客拡大を目指した企画とホームページを活かした販路開拓

栃木県 日本料理「蝶や」 老舗日本料理店の「お食い初め・七五三料理」の開発・ＰＲ事業

栃木県 個別指導塾スマイルアシスト 個性を伸ばす個別指導型学習塾のＰＲを展開し、生徒数増加を目指す

栃木県 割烹相乃川 常連客の高齢化と共に人生を歩むための店舗リニューアル計画

栃木県 株式会社昭栄家具センター 本物志向の木製品小物の新規開発と展示会出展による新市場の開拓

栃木県 美容室ＣＵＲＥ‘Ｓ アレルギー体質の方へも安心なヘアカラーを提供する美容室のＰＲ事業

栃木県 株式会社マルキョー 全国にワイナリーを立ち上げた醸造家がつくるワインのユニークな広報活動

栃木県 株式会社富田商店 新看板とチラシ配布でばっちりアピール　新規顧客獲得大作戦



事業名事業者名都道府県

栃木県 ガチャマンラボ株式会社 Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用したインターネット販売システムの再構築事業

栃木県 建築・浦山 地域一番の工務店として知名度の向上による販路拡大

栃木県 株式会社　シダラ 家庭菜園向け「有機培養土」のパッケージ一新による新たな顧客開拓

栃木県 有限会社カノヤ商店 特殊ミシン導入による靴修理の売上高アップと新たなお客様づくり

栃木県 バーバーショップ　グランフォレスト 「高齢者向けデリバリーサービス」及び「店内おもてなしスペース」設置

栃木県 有限会社大地
・自然環境と、自然食材による創作料理の外部発信、露出の拡大　・有機栽培農産物と自然食レスト
ランの販売力の強化

栃木県 有限会社漬物本舗鳥海 子育て世代向け「つけだれ」小サイズ商品等の開発・販路開拓事業

栃木県 生鮮コンビニエンスなかやま 店舗床のビニルシート工事による店内環境イメージアップ事業

栃木県 島田嘉内商店 独立経営飲食店向け高付加価値キャッシュ＆キャリーでの販売開始

栃木県 サイクルショップ　かみやま 地域オンリーワン・スポーツサイクル専門店の新規顧客開拓のためのＰＲ

栃木県 株式会社ダイショウスタッフ 放射能除染作業参入及び人材育成事業

栃木県 株式会社ＣＡＮＥＡＳＹ モルビドスチームの導入による施術スピードアップと作業効果アップ

栃木県 有限会社松月氷室 食育という観点から、日光市内の子供達および観光客に「天然かき氷」を提供する新店舗の展開

栃木県 株式会社伊沢ガラス 個人顧客売上ＵＰに挑む省エネ商品販売促進事業

栃木県 有限会社早見食品工業 自社開発の完熟小麦粉と製麺ノウハウを活用した“焼いて食べる日光麺（焼きそば）”の販売促進

栃木県 有限会社ツカダ 自社取得特許及び出願中の特許の知財を活用した事業拡大

栃木県 有限会社黒田養蜂園 「ご当地はちみつ」の企画・開発・商品化と販路開拓事業

栃木県 ギャラックスビジネス研究所 Ｗｅｂ・ＳＮＳなどの連携による新規顧客開拓、既存客のリピート

栃木県 有限会社マーサーズ ネット通販事業の確立と社内ポータル導入による業務効率改善

群馬県 株式会社小野木商店 レトロ調振袖にマッチしたリバーシブル帯の開発による新規顧客開拓

群馬県 有限会社アイ・ディ 中間部衝撃吸収型防煙垂壁ガラス装置の開発（改良）

群馬県 株式会社ワークステーション ３次元レーザ加工技術でデザイン照明市場への販路開拓

群馬県 株式会社ヤナギ 刺繍技術等を活用した名入れ記念品グッズの販路開拓事業

群馬県 Ｍｅｒｈａｂａ ギフト用需要を狙ったオリジナルガラス商品の販路開拓事業

群馬県 株式会社シミズプレス スクリューパイプメーカーとしての認識の向上プロジェクト

群馬県 有限会社山本農場 自社ブランド商品「和の力」認知度向上・販路拡大事業

群馬県 ｈａｉｒ Ｄｏ Ｓｕｇａｒ ｒａｂｌｅ 炭酸水装置を使ったヘッドスパメニューによる販路拡大

群馬県 第一繊維株式会社 創作菓子の商品パッケージ等の一新による販路拡大事業

群馬県 増田煉瓦株式会社 新規顧客層の獲得のための個人向けの石窯キットのＰＲ、販売

群馬県 株式会社テラテック 「Ｐ－ＢＬＯＣＫ（ピーブロック）」の販売促進活動

群馬県 株式会社創起舎
センサやアクチュエータ（電気によって動作する部品の総称）をコンピュータに接続できるように高機
能化するＩＣモジュールのソフトウェア開発

群馬県 株式会社今井酒造店 酒蔵を多目的スペースとして有効活用し、来客促進を行う

群馬県 有限会社バーバークリタ クリタブランドの発信・浸透（顧客カルテの構築、潜在的ニーズの掘り起こし）

群馬県 キラバ 格安ＷｏｒｄＰｒｅｓｓホームページ制作サービス

群馬県 有限会社カトレア 弱酸性美容とバリアフリー新店舗を活かした子連れや高齢者に優しい店舗のＰＲ

群馬県 カネト水産株式会社 地元食材のＰＲイベント「虹色晩餐会」メニューの商品化事業

群馬県 有限会社井清織物 帯製織技術を活用したインテリア・雑貨市場への販路開拓事業

群馬県 有限会社高建ホーム 新規顧客と売上増加を目的とした宣伝及び展示会の開催

群馬県 菓匠　星野 富岡製糸場みやげに相応しい包装紙等の改良と自社商品の認知度向上事業

群馬県 ＤＥＬＩＧＨＴ 来店を促すポスティングチラシ作成と配布による固定客獲得

群馬県 株式会社ステッチ 新規顧客獲得のために立体広告のスペシャリスト企業になる



事業名事業者名都道府県

群馬県 有限会社賓館 宴会の集客力向上を目指した店舗内給排水設備の改装工事

群馬県 株式会社サンベルデ 植物工場専用ＬＥＤ照明による栽培の向上化、及び栽培設備の開発

群馬県 有限会社ティーエムカンパニー 店舗のバリアフリー及び分煙化による顧客のための快適な空間提供と顧客拡大

群馬県 ｉ４（アイフォー） 簡単にデザインカスタマイズできるＷｅｂ受注システムによる販路拡大

群馬県 株式会社ろけっと開発 ＰｏｓｔＡＲの知名度向上、販売強化と戦略的ホームページ作成

群馬県 有限会社プラスツーリズム 永遠の幸福（しあわせ）をもたらす「オンリーワン・ハネムーン」のご提案

群馬県 イチカワ興業 スマホ専用ホームページ活用によるアウトレット商品販売

群馬県 ＬＥ　ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＨＩＤＥ 新規顧客、取引先獲得の為の販売促進計画

群馬県 株式会社寿々屋 飲食店舗の改装及び宿泊者向け／地域住民向けパンフレットの作成

埼玉県 小松製菓株式会社 ～あなたの想いをバウムにのせて～　メッセージバウムの販路拡大

埼玉県 有限会社あづまや 店舗看板広告の向上による集客効果と店舗イメージアップを図る事業

埼玉県 株式会社コーワ電器 「インターネットを活用した中古無線機販売ビジネスモデルの構築」

埼玉県 文化軽金属鋳造株式会社
川口名物鋳物商品で川口商工会議所認定ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ　ｉ－ｍｏｎｏブランド認定商品「味わい鍋」
の使い方及び作り方の動画訴求による販促事業

埼玉県 三和グランド株式会社 「埼玉県建設資材県産品フェア２０１４」への出展

埼玉県 やーさん輸業 安心・安全な三輪自転車の認知向上と販売促進

埼玉県 株式会社ＴＡＢＡＳＡ 女性スタッフによる出張ブランド買い取りサービス事業

埼玉県 徳竹塗装株式会社 東京ビッグサイトにて行う国際物流総合展２０１４への出展

埼玉県 ＣＯＭＦＯＲＴＡＢＬＥ（コンフォータブル） 企業向けオフィスの作業効率診断と環境改善治療

埼玉県 有限会社川口屋 笑顔であんしん宅配サービスの強化と新サービスメニューの展開

埼玉県 有限陰社東阜 自園茶の国内・海外でのオンライン販売に向けたウェブサイト構築事業

埼玉県 株式会社大雪屋 特許技術を利用した「ストレッチするウエストポーチ」の開発と販路開拓

埼玉県 社会保険労務士事務所フォレスト 社労士が贈る【持続可能な歯科医院経営サポート】　助成金活用提案で顧客１０社獲得を目指す！

埼玉県 株式会社山英 高度な施工技術が必要とされる環境商品群【熱交換塗料・空気触媒】の海外展開事業

埼玉県 有限会社光圀 東京オリンピックへの「おもてなし英会話コース」新設と広告強化

埼玉県 おもちゃのこまーむ 加工機械の導入による保育現場で活躍する木のおもちゃの開発

埼玉県 株式会社リンクス・ホリ 新・生活提案　“茶ノ湯Ｓｔｙｌｅ”への取組

埼玉県 そば御膳むさしや 当店のこだわりである「手打ち」「手づくり」を前面に出した看板の作成

埼玉県 株式会社東都ワンタン本舗 化粧箱入り手づくり惣菜の製造・販売による販路及び売上高の拡大

埼玉県 エデュケーショナルコンサルティング株式会社 生徒の個性のあった個別指導塾の展開

埼玉県 株式会社グラスホッパー 全国初！飲食店向けオリジナル・ボトル彫刻の提案型ホームページ開設

埼玉県 茶ｓａｓａ茶 インターネットを活用したオリジナル茶葉の販売システムの構築

埼玉県 株式会社ダイゴウ 「子育てママ応援宣言　－　自分らしく輝ける毎日をお届けします　－」

埼玉県 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 こだわりのハンバーグとオリジナルソースの贈答用商品の開発。

埼玉県 有限会社ムウズスーパーオフィス 猫まつりイベントへの出展による「猫とも新聞」発行部数拡大事業

埼玉県 株式会社ライドイノベーション 自社ブランド「ｆｌａｒｅ」の販路拡大

埼玉県 有限会社食生活 ＷＡベーグルの「強み、取組の積極発信による売上向上計画」

埼玉県 ライフ鍼灸整骨院 無痛で終わる美容骨盤矯正コースの導入

埼玉県 酒鮮厨房　かず美 一見さんいらっしゃい　～地酒とオリジナルゼリーフライでおもてなし～

埼玉県 株式会社はせがわ農園 お米の新商品開発とインターネット販売システムの構築

埼玉県 有限会社宝来鮨 作業効率向上による新たな料理のメニュー化とプロモーション戦略の展開

埼玉県 株式会社山田屋 オリジナルジュエリーブランドの全国への販路拡大と利益率の向上



事業名事業者名都道府県

埼玉県 写とる写真館 撮影用屋外設備の一新と写真の品質向上　販促用のチラシ作成

埼玉県 株式会社エノマス ロビー内装改装「日本文化体感スペース」設置工事

埼玉県 株式会社玉泉 掲示板、チラシでのＰＲと女性・高齢者に居心地のよい空間づくり

埼玉県 株式会社鳥末本店 「熊谷Ｂ級グルメ大会準優勝の唐揚げ“ピリ辛ハーフチキン”真空パック販売事業」

埼玉県 紅谷行政書士事務所 行政書士による点字名刺普及促進事業

埼玉県 イタリアンダイニングＳＡＹＡＳＯＹＯ イタリアン及びカレーソースの外販用の冷凍商品販売事業（新商品開発及びプロモーション事業）

埼玉県 株式会社　市川寝具 人に欠かせない良い睡眠環境を整える「ふっくらきれいフェア」

埼玉県 株式会社杉栄 新たに提供する埼玉県産小麦を使用した「九一蕎麦」の周知

埼玉県 株式会社ヤングトラスト インドネシア原産ヤシの樹液から精製した「グラメラ紅糖」の国内販売促進

埼玉県 学びｉｎｇ株式会社 「ビッグデータ分析」技術者向け有料トレーニング事業

埼玉県 株式会社エイト メロンパンアイス販売と育児支援のできるベーカリーカフェ店舗作り

埼玉県 日本キャリアート株式会社 「集客機能サイト」と「案内チラシ」により、無料会員登録→情報提供→セミナー参加の流れを構築

埼玉県 広島流お好み焼き七夜 埼玉県Ｂ級グルメ大会出場による春日部大凧焼の知名度向上と新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社刀屋商事 市場の伸張が見込める中高齢層に対する中古品買取ビジネスの強化

埼玉県 有限会社フジヤ 店舗利用のお客様への快適空間及び専用トイレの新設

埼玉県 株式会社Ｋ’ｓ 専門職雇用と設備充実でＣＳ向上を図る機能訓練特化型介護事業

埼玉県 漆宝堂
若年層をターゲットに、漆器に洋食を添えた“漆器作家展”の実施／最も上質な木地“檜”を使用した
当社オリジナル椀の新規製作

埼玉県 株式会社ミサコランド 小松菜パウダーの開発と販売

埼玉県 合同会社ままのえん ＢｔｏＢ事業売上向上のためのＰＲ強化を通じた当社ブランドイメージ向上

埼玉県 株式会社エレマック 既存顧客依存体質からの脱却に向けた自社ブランド製品販売促進事業

埼玉県 アンジー　ヘア＆メイク ５０代女性の美を支えるウィッグ併用の上質サービスでの顧客開拓

埼玉県 北山印刷株式会社 ブライダル向けのシャイニーペーパーアイテムの提供

埼玉県 井上スパイス工業株式会社 新商品開発「インド氷」（甘いシロップ）の開発と販売促進の事業

埼玉県 株式会社荒木工務店 自然素材×ＳＩ工法住宅専用のパフレットの作成

埼玉県 有限会社大塚良江美容室 ＳＰ導入と遠赤外線促進器の導入

埼玉県 レストラン　イーズパッション ひとクラス上の食事時間の提供のための屋外テラスの設置事業

埼玉県 ｍｏｍｉｚｏ インターネット広告・アクセス解析・Ｗｅｂサイト制作を一体とした新事業の宣伝

埼玉県 株式会社トコウ モノの「リペア」「リメイク」「リペイント」「リデザイン」事業

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 網膜中心静脈閉鎖症の手術に用いるマイクロニードルの開発

埼玉県 長寿庵 多言語メニュー等紹介の導入及びトイレ改修による店内環境整備

埼玉県 カーショップＰｒｅｓｅｎｔ、Ｙ 板金工場新設の新規事業

埼玉県 合資会社常盤園茶舗 感謝を込めたお返しにどうぞ！縁起ものプチギフト“祝茶”販売

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 夏場にどうぞ！“涼”和菓子の店

埼玉県 合名会社きん藤 ふっかちゃんの部屋でお子様も大満足！ご家族のご利用アップと繁忙期の機会損失の解消効果

埼玉県 深谷増田屋 出前、お子様大歓迎！あなたのそばにあるそば屋

埼玉県 株式会社アップルサイエンス 新たな演出・集客の実現～低価格プロジェクションマッピング～

埼玉県 有限会社入曽写真館 高齢者層への販路拡大を目的とした生前遺影写真の撮影会を開催する。

埼玉県 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＤＥ 広告媒体の活用によるネイルスクール生の獲得

埼玉県 シオン理容室 売上向上の為の、機械装置購入とチラシ作製・ポスティング

埼玉県 タートルパワー株式会社 中食（お持ち帰り）業態参入！中食メニューの開発で売上拡大

埼玉県 合同会社さくらライフサービス 「お年寄りなんでも相談室」の窓口設置と広報事業による売上拡大



事業名事業者名都道府県

埼玉県 有限会社ダンテプロゲット
“魅力ある日本のおみやげコンテスト準グランプリ”新商品　チーズケーキ『八極』のパッケージのリ
ニューアルと商品ＰＲキャラバン事業

埼玉県 株式会社Ｒａｇｇａ　Ｗｏｒｋｓ クリーンルームにおける清浄度測定業務のＰＲ事業

埼玉県 パン屋麦兵衛 新商品！いるま野食パンと埼玉県産地粉の焼き菓子　パッと目を引くデザインで勝負！！！

埼玉県 株式会社ｃｏｒｏｔ 築１００年以上の古民家の床下大公開　見てみよう！やってみよう！畳下修繕・畳入替大作戦！！

埼玉県 有限会社おぎの フェイシャルエステ強化による顧客満足向上事業

埼玉県 有限会社マルサン眼鏡店 ・新たなファン獲得のための「遠近両用メガネのスペシャル店」＆「ミニ講座開講事業」

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 熟練技術早期向上事業

埼玉県 オオノガス株式会社 「レンジフード簡単取替事業、ガス暖房プレゼントお部屋もあったか事業」

埼玉県 有限会社アシスト 世界基準の盗難防止装置（カーセキュリティー）販売による売上拡大

埼玉県 ホシカワカフェ ホシカワカフェのブランドを強化し、地域を活性化させる事業

埼玉県 フロイントスポーツ ＦＲＥＵＮＤチャレンジハンドボール教室の開催

埼玉県 有限会社新和精機 哺乳瓶ホルダー（新製品）の開発及び試作品製作

千葉県 株式会社テレウス ハンドバイクの需要開拓

千葉県 有限会社　アルプス 特殊／変則ローンと特殊レンタカー役務のメジャー化

千葉県 掛軸工房連 「モダンＫａｋｅｊｉｋｕ（現代風掛軸）」と「モダン屏風」の制作と販売

千葉県 有限会社銚子海洋研究所 「銚子ならではの自然体験を可能とする観光プログラムの提供」事業

千葉県 からだ塾 国の抱える問題の一助を目指す治療院作りの販路拡大

千葉県 合名会社山口製菓舗
新規顧客の獲得および集客力を高めるための幅広い年齢層をターゲットにした「カフェ」スペースの
設置

千葉県 弁当惣菜屋　八千代 『揚げ物惣菜等の宣伝及び製造設備強化』事業

千葉県 株式会社山一ハウス ３Ｄプリンターを使った建築模型の製作

千葉県 有限会社じゅん平 広島お好み焼・鉄板焼の宅配事業

千葉県 昭和プラスチック株式会社 新規顧客開拓を図る為工業系の展示会に出展

千葉県 メディアックパソコンスクール　京成大久保教室 ３Ｄプリンタを用いた子供向け講座の新設

千葉県 エアコン丸洗い株式会社 飲食店厨房のグリスフィルター用洗浄剤の販路開拓の検証試験

千葉県 株式会社すず来
弊社で施工実績のある顧客と一般の人が「集う場」を作り、弊社施工の利点を見聞きしてもらい、新
規顧客獲得と顧客のリピーター化を目指す事業

千葉県 ぴっころ動物病院 しつけ教室の開催および動物介護相談窓口の設置

千葉県 株式会社グッチートレーディング 玄米・雑穀を使用した地元資源を活かした清涼飲料水の商品開発

千葉県 夢を勝ち取る元気組株式会社 女性とファミリー層を取り入れる為の販促と、店内外のイメージチェンジ

千葉県 株式会社シメケン おてがる・簡単・同人通販サイトシメケン・マーケットの展開

千葉県 株式会社飯塚海苔店 新商品用パッケージの開発と商品パンフレットの作成による販路拡大

千葉県
プロフェッショナルグルーマーズスクール　サガ
ン

ワンちゃんお手入れ教室

千葉県 ドックサロン　ケンネル薫 高齢者向けペットレンタルサービス

千葉県 株式会社　太洋自動車整備工場
（１）複合的な広報及び店舗イメージの向上による新規顧客開拓＆ファン獲得　（２）新規事業（福祉
車両分野）への参入

千葉県 株式会社ＢＩプロジェクト 空き家・空き地定期管理業務の広告宣伝

千葉県 ＨＯＴＹＯＧＡｇａｒｂｈａ エキスパートと連携したイベントによるホットヨガの普及と教室運営体制の強化

千葉県 本町治療院 女性・産後女性への治療提供による新規顧客拡大の為の新店舗増設

千葉県 カフェ　キャリオカ 店舗リニューアルに合わせた女性客を取り込むための宣伝とイベントの開催

千葉県 有限会社金松堂 「目と耳のトータルケア」シルバー集客アップ福祉送迎サービス

千葉県 ＩＤＥＡ 大人の女性を満足させる髪と肌がより美しく見えるミラー設置及び新規広告事業

千葉県 イタリア料理　ペッシェ　アズーロ イタリア料理のケータリング（出張料理）事業拡大と認知度向上

千葉県 有限会社真砂 外国人の接待ニーズに応える、和風テイストの店づくり



事業名事業者名都道府県

千葉県 Ｍａｎａ　Ｈａｉｒ　（マーナヘアー） 価格低下による負のサイクルにおいて価格をさげずにお財布に優しい。親子でハッピー計画♪

千葉県 株式会社谷津どうぶつ病院
ＩＣＵ（集中治療室）ユニット等の高度獣医療設備の導入による高付加価値サービスの提供と新規顧
客の開拓

千葉県 ワークパワー株式会社 当社ホームページへのお仕事検索システムの導入（データベースシステムの導入）

千葉県 カフェラビアンヴニュ 本格フランス焼菓子の開発及びネット通販サービスの提供

千葉県 株式会社Ｔａｒｏ 介護用シャンプークロスの販売

千葉県 有限会社　プロショップ カズ マーキング加工用の熱圧着機の１台増設

千葉県 麺屋　風’ｓ 「健康」にこだわった新商品開発と新規顧客獲得のための店舗環境整備

千葉県 快適住まいる ビジュアルでサービスの良さを訴求できる販促資材の開発と販路開拓の強化

千葉県 茂原産業株式会社 新交換回収方式によるバッテリーリサイクルシステムの確立と受注拡大

千葉県 有限会社エクセレントゼミナール 進学塾のノウハウで指導する学童コース（小１～小４）の開設

千葉県 株式会社ｔｏｎｏ＇ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 移動販売車の公開塗装イベントの実施

千葉県 もばら煎餅 オリジナルメッセージ付き商品の開発と新規販路開拓事業

千葉県 株式会社アイボディ 産前産後の骨盤矯正診療システムの開発による新規女性客の獲得

千葉県 株式会社おんだら農園 安心・安全な農産物の生産及び体験農業型複合施設のＰＲと販売促進

千葉県 有限会社オガワ薬局 外国人観光客を含むダイエット漢方薬の販促ツールの充実

千葉県 株式会社アットデル 清掃業、マンション管理業に特化した勤怠管理サービスの販売展開

千葉県 株式会社うまだれカンパニー フレッシュ梨味禅（自社製造の梨ドレッシング）で「三方一両得」

千葉県 フィールドヘアー （１）顧客管理システムの導入　（２）ネット通販システムの開発

千葉県 花工房Ｔｉａｒｅ プリザーブドフラワーのブライダル事業の強化

千葉県 有限会社柏ビーズ 「新店舗用及び画廊用商品の為の販売促進パッケージ制作」

千葉県 和泉庵わかや トイレ改修、高齢者対応工事（バリアフリー化）

千葉県 香取生花店 店舗、商品のバージョンアップと新しい顧客の取り込み

千葉県 らく～ね検見川浜ＰＩＡ店 新たなリラクゼーション空間の創出とその販促

千葉県 合資会社ｋａｚａｘ 全天候型（室内）インラインスケート場を４ヶ月間設置し体験教室を行い用具物品の販路拡大を図る

千葉県 海と大地と炙り焼　海炎 『ＰＯＳレジを使った顧客管理からの販路拡大』

千葉県 自家焙煎珈琲　茶珈香 リキッドアイスコーヒー・ドリップバッグの開発及びＨＰによる告知

千葉県 合同会社ＥＤＧＥ　ＨＡＵＳ 「新規顧客の取り込みに向けた鍵付き個室スペースの新設とＰＲ」

千葉県 うつわｔｅｆｔｅｆ 陶芸教室リニューアルにおけるアトリエ改装事業

千葉県 Ｃｌａｄｌｅｓｓ　Ｓｏｕｎｄ 使用される環境を開発設備に取り入れてより有益な製品を開発する

千葉県 有限会社ＱＷＡＣＣＨＩ ＪＡＰＡＮブランド食品の輸出事業

千葉県 トラストデント佐倉店 集客力向上の為の工場中央の支柱の撤去工事

東京都 株式会社Ｓａｎｔａ　　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ 戦略に基づいた新たな顧客獲得

東京都 株式会社まあるいテレビ
・ブランド認知度を向上させるためのＤＶＤサンプルの制作・新規取引先開拓のための紙媒体による
商品パンフレット、及びホームページの制作

東京都 東京国際司法書士事務所 地元に根付いた地域密着の相続手続き代行事業の展開

東京都 株式会社新日本経済不動産評価研究所 ～相続・相続税の専門家ノウハウの結集による～「オーダー・メイド」相続・相続税対策コンサル

東京都 株式会社アクト　フォー　屋号ビーンズアクト ホームページのリニューアルと周年事業２０１５年版カレンダーの作成

東京都 株式会社柳田織物 オムニチャネル構築に関わる販促費

東京都 株式会社フォースタイル 個人・小規模サロンへのコンサルティングサービス立ち上げ

東京都 Ａｎｇｅｌ　Ｅａｒ ・トイレの改修・脱毛器の購入・広告宣伝　ＥＣＣＯ、リビング新聞、ｙａｈｏｏ　ｂｅａｕｔｙ

東京都 有限会社猪浦プレシジョン 「卓上振動内径ラップ盤」及び「ダイヤモンド電着リーマ」の広報活動

東京都 株式会社ボウンディア
＜デザインｔｏｋｙｏ＞展示会において、デザイン部門での出展を行い、商品知名度を上げ、販売促進
販路開拓を目指す。



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社ウェルクス 治療家に特化した人材紹介事業

東京都 株式会社成　幸 銀座地区小規模・個人店舗向けのハンズオン型印刷サービスの提供

東京都 株式会社リプロモ ＫＯＫＥくんのプロモーション活動

東京都 ブロードデザイン株式会社 国際放送機器展への出展事業およびそれに伴う拡販活動

東京都 株式会社フィールノート 床の強みを生かしたリフォーム店になるための販路開拓・広告宣伝

東京都 リブト株式会社 「当社内視鏡カメラの産婦人科領域への参入（新規市場開拓）」

東京都 田中孝明法律事務所 フリーランスのための“法律入門ホームページ”の開設及び運営

東京都 有限会社ナックジャパン スタートしたばかりの自社オリジナルブランド「Ｐｏｌｌｅｎｓ」の販路開拓

東京都 シングルリード研究室 国際クラリネットフェスタ２０１４でリードマイスター（ＲＭ）の出展・実演国内音楽雑誌への広告掲載

東京都 株式会社エンターテック 法人取引専門の「贈り花」提供サービスの開発

東京都 有限会社やぶそば ①店舗外装の塗装改修による店構えの好印象化と、案内看板の取り付け。②広告宣伝活動

東京都 株式会社オンネット・システムズ Ｏｎｎｅｔ統合業務シリーズの商品説明ホームページの充実

東京都 株式会社モリプランニング 「カクテルスペシャリスト養成講座」開発による新規顧客獲得

東京都 ちゃんちき堂 ちゃんちき堂のひみつ工場Ⅱリフォームプロジェクト

東京都 有限会社越前屋 手ぬぐいによるラッピングサービス

東京都 株式会社ランチ 合同展示会出展費用

東京都 株式会社ラクラスホーム 紙媒体を活用した、現地集客の強化及び企業認知度の向上

東京都 秋田社会保険労務士事務所 労使トラブル予防を目的とした就業規則作成と採用適性検査活用

東京都 有限会社奥州堂 「和菓子折詰用掛け紙の制作」による新規お客様の開拓

東京都 株式会社ｓｏｕｎｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ＯＮ ・ＭＡスタジオ　多角化・編集スタジオ　多角化・音響効果　多角化

東京都 さかな居酒屋日吉丸 『伝説の漁師料理』発掘プロジェクト　～嗜好と思考～

東京都 株式会社セキュリティハウス西東京 街頭防犯カメラ直接取引拡大強化活動事業

東京都 巴電気通信株式会社 ＢＣＰ対応の高品質・安価なリモート監視サービスの提供

東京都 日本エムテクス株式会社 自分で張れる『卵タイル』の開発と販売

東京都 エステティックサロン　マチュール 徹底的にターゲティングしたポスティング作戦で新規顧客獲得

東京都 ネクストゴルフ株式会社 オリジナルブランド「鎬（シノギ）」の販売力強化と販路拡大

東京都 宝来軒 店内の環境整備による来客数増大・売上拡大

東京都 ＨＳ　Ｒｅｔａｉｌ株式会社 販促品の作成とウィンドウディスプレー・ギフト包装の見直しによるプロモーションの強化

東京都 Ｄ－０２オフィス株式会社 ヘビ革を使ったオリジナルブランドバッグの販路拡大

東京都 有限会社ジャムズ
既存取り扱い商品の販売強化に向けた看板・テントの設置と新サービス用のホームページ、チラシ、
各種販促物作成

東京都 ツノダ人事多摩オフィス 多摩エリアの小規模事業所向け特化型就業規則作成サービス

東京都 クライミングジム・ナッツ クライミングジムのリニューアル

東京都 うおん株式会社 タイでの日本産鮮魚と和牛ＰＢの販路開拓

東京都 ヘアサロン　アキ 高齢者及び留学生向けの店内誘導化率の向上

東京都 株式会社アシストクリップ
ＬＥＤライトパネルの認知度向上（専門誌広告、主要ホール内広告）　ＬＥＤライトパネルの生産体制
確認（現在進行中の大型案件受注に向けて）

東京都 レデックス株式会社 ロイヤルカスタマーの増加と販売

東京都 株式会社人財ストレスラボ ホームページの再構築、及び、インターネット広告を活用したプロモーション

東京都 株式会社こころ味　あじなお 新聞折り込みによる宣伝、ダイレクトメールによる宣伝

東京都 株式会社アトリエ・リリー 欧州の服育精神を取り入れた上質でオンリーワンな親子服の卸販売

東京都 株式会社ブルームウィル ～生徒数増加プロジェクト～

東京都 株式会社サンクタム オリジナルジュエリーブランド「Ｌｉｚａ　Ｂｅｌａｃｈｅｗ」の期間限定ポップアップショップイベントの開催



事業名事業者名都道府県

東京都 アップライン株式会社 広告等の制作を受注するためのホームページ構築事業

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 美容難民を救うユニバーサルデザインの美容室事業の販売促進

東京都 株式会社サンナホル 新商品マイクロナノバブルシャワーヘッドＰＲ事業

東京都 株式会社ハウジング・ソリューションズ 復元構法の認知度向上と販路拡大

東京都 ＯＨＢＡコンサルティング ＩＴベンダーやユーザー企業に対する研修・セミナー事業の販売

東京都 村田染工株式会社 商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更・古くなった商品パッケージのデザインを一新

東京都 株式会社アイキューブ クラウド化した「本家シリーズ」のプロモーション強化事業

東京都 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｌａｎｃｈｅｕｒ 「大人上品」なお客様のための店舗環境で提供するネイルサロン事業

東京都 株式会社ビッグキッズ コスチュームレンタル事業の開拓と着ぐるみオーダー事業の展開

東京都 株式会社アング 即戦力となる人材育成のためスチューデントネイルサロンを開設、人材の紹介

東京都 ＳＴＯＣＫＭＡＮ有限会社 自社ネットショップの再構築ならび店舗と複数ネット店舗共通の在庫・商品管理システムの導入

東京都 やまざき労務管理事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

東京都 株式会社りとるジム 音楽家向けのプロモーション活動

東京都 合同会社ＴＡＳＣＡ 平日ディナー客獲得の為の看板設置、調光器設置、ＨＰ開設

東京都 株式会社伊藤バインダリー 自社開発文具商品販路拡大の為の、国内外展示会の出展事業

東京都 株式会社八木長本店 世界中からお客様を呼び込める日本のだしと和食食材の英語のホームページ作成

東京都 株式会社ＳＡＫＡＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ フレンチ薬膳事業エミネンス活動

東京都 有限会社山中亭 お持ち帰り用ピザ等の販売強化事業

東京都 株式会社ＧＨＳ（屋号：スギヤマッサージ治療室） 高齢者をターゲットにした販路拡大のため、高齢者対応の治療室改装

東京都 カインドミュージック 音楽イベントによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社森木ペーパー 和紙の国内向け直販事業展開のためのショールーム及び販売スペースの設置

東京都 有限会社テクノム レンタサイクルによるシニア世代・外国人観光客向けスポーツ観光

東京都 株式会社トランドゥ
Ａ　仕出し業務新規顧客開拓のためのパンフレット作成／Ｂ　飲食店新規顧客開拓に関わる、販売
促進（郵便事業・タウンメール利用）／Ｃ　仕出し業務（福祉施設専門）専門家からの助言指導。コン
サルティングを委託／Ｄ　店舗ファサードのリニューアル

東京都 有限会社サイバープラス 新商品の開発、製造数増加。店舗の待機顧客への環境改善

東京都 マジケ合資会社 上海ＦＢＣ２０１４（日中ものづくり商談会）出展による、製品企画デザインサービス拡販

東京都 真野眼鏡 新規開発の「江戸流手作り眼鏡」ＰＲのための内外装改装と広報強化

東京都 大島社会保険労務士事務所 人工透析患者のための病院探しサイトへのバナー広告出稿

東京都 日本鳩対策センター株式会社 地方での鳩対策施工事例と鳩対策新商品を活用したＷＥＢ販売促進

東京都 ＧＥＮＴＬＥ 新規顧客獲得の為のＨＰ作成と備品購入

東京都 ＰＡＴＲＩＣＩＡＮ　ＳＴＹＬＥ スモッキング刺しゅうの啓蒙活動及びＷＥＢ施策を利用した顧客開拓

東京都 ＳＯＲＯＭＩ 塾用トイレの改修事業

東京都 Ａｍｅｌｉｅ まつ毛エクステ・ネイルサロンのサービス向上・新規顧客獲得

東京都 ＢＥＡＮＳ　ＴＩＭＥ（ビーンズタイム）
ふと立ち寄りたくなる素敵な装飾のオリジナルスイーツのある自家焙煎カフェ　美味しいコーヒー豆が
買えるショッピングサイト

東京都 有限会社クリーン 生ごみ堆肥「めぐみ」の商品パッケージ改良と販路開拓

東京都 ちゃんぽん　大龍軒 集客力を高めるためのちゃんぽん店への特化と店舗視認性向上策

東京都 株式会社東京葡萄酒 高層マンション居住者向け限定ダイレクトメールの発送

東京都 有限会社つくし野マロン オリジナルのマカロン開発と販路開拓事業

東京都 有限会社チバプラス オリジナル商品「お皿まな板」の改良版の開発及び販売促進

東京都 株式会社アドガレージ 「板金塗装業向け業務管理システム」のインターネットを活用した広告宣伝

東京都 有限会社丸ヨ片野製鞄所 「革でつなぐ、もの・コト・人・ｍａｃｈｉづくり」ｍａｒｕｙｏ　ｌｅａｔｈｅｒ　ｌａｂ　ＭＥＷの広報宣伝



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社ＨＯＴａｎｄＯＤＤ 自社メディア「高田馬場新聞」の認知向上による、既存広告代理業の新規顧客獲得事業

東京都 株式会社香音 リラクゼーションサロン事業および、スクール事業の新規顧客開拓

東京都 木本硝子株式会社 『商品コンセプト、ブランドストーリー等』を記載した日本語版、英語版ＨＰを構築

東京都 ＨＡＩＲＳ　ＹＯＳＨＩＯＫＡ 新サービス「メンズエステ」等の開発とその提供

東京都 株式会社　新日屋 日本語／英語二ヶ国語でパンフレットおよびＷＥＢサイトを作成

東京都 リングトレーディング株式会社 スモークハウスとカッターナイフとそのノウハウの営業力強化

東京都 ハニカムステージ
「事業拡大のための店舗整備・販促」及び「クリエイター部（委託業務請け負い）設立のための整備事
業」

東京都 株式会社パルファンサトリ ウェブサイトの海外向け商品ページ作成

東京都 ＤＯＵＢＬＥ株式会社
スエード調コーティングによる高級感あふれる車の内装デコレーションに必要な機械装置の購入事
業

東京都 株式会社ビジョナリークロス 診断ツールを活用した中小企業向けオンライン指導サービスの開発

東京都 株式会社ＳＨＩＢＵＹＡ　ＰＡＲＫ　ＣＡＦＥ 缶詰・瓶詰の開発・販売

東京都 株式会社川西 自社製品であるくすしにがりの販路拡大

東京都 株式会社クボプラ 新規顧客開拓のための展示会出展

東京都 サカ井紙業株式会社 ギフト用ボックス製作及びネット広告販売事業

東京都 アプリールクッキングスタジオ 新講座導入と時間割のリニューアルに伴う広報物の作成

東京都 有限会社ハヴィーナ カジュアルラインの商品開発と販路拡大

東京都 セカンドアカデミー株式会社 キャリア支援講座に特化した講座管理システムの開発・販促事業

東京都 株式会社ネバーランドインターナショナル トピアリーの経営効果を表現した公式パンフレット作成による新規顧客増加戦略

東京都 ブライダルパートナーズ 国内婚姻数を増加する為の３０代男性向け婚活セミナー運営による販路拡大

東京都 株式会社アクアホーム アスベスト処理事業のアピールによる販路拡大

東京都 きものや ろふてい 白金ｓｔｙｌｅ～ヘアセット＆着付けコラボメニュー発信事業

東京都 なかの中華！Ｓａｉ 集客力を高めるための客席及びトイレのバリアフリー化工事

東京都 株式会社感動経営義塾 サムライ経営研修の広報活動強化

東京都 合同会社瑠璃屋 動物用医薬品販売業

東京都 株式会社コンライブ 自社ブランド商品のインターネット販売

東京都 株式会社リペア再生サービス 女性目線による住宅補修再生サービスの販路開拓

東京都 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｄｉｃｈａ　（サロン　デ　ディッチャ） 身体の不自由な方への負担を軽減しながら気軽にケア出来る店作り

東京都 開拓屋 新しい顧客層の開拓に向けた店舗外観イメージの改善

東京都 有限会社有明電装 無機ＥＬ発光素材を使った誘導標識の商品開発

東京都 Ｌｉｎｋ＇ｓ　Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ まつげエクステ・ネイル部門立上げに際する店舗整備、販促事業

東京都 有限会社甘集堂 製品の箱を一新し、その認知度を全国規模に広める

東京都 株式会社日興エボナイト製造所 エボナイト・万年筆事業拡充のための店舗「笑暮屋（エボヤ）」の改装。

東京都 株式会社スイベルアンドノット 地域ポータルウェブサイトの立ち上げ事業

東京都 株式会社コルコル 食育教室・講座開催に伴う広告宣伝・設備

東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ ＨＰ更新と地方のミニ展示会参加による新たな顧客の取込み

東京都 おいしいや　かわいいや 食物アレルギー対応のケーキ・焼き菓子の商品化と販路拡大

東京都 ブーランジェリー　ロラソ ウェブショップ開設とパン・お菓子教室の開講による売り上げアップ

東京都 株式会社Ｖｉｎｏ Ｈａｙａｓｈｉ 個人顧客向けイタリアワイン通信講座の開発

東京都 Ｔｒｕｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｌａｂ． 製品の国内外認知度向上と提携先開拓による需要喚起・販売力の向上

東京都 有限会社新井建設 看板をつけて知名度を上げる地域に根付いた相談のできる親しみのある工務店

東京都 有限会社旭建硝 リフォーム効果買取保証サービスの周知による売上拡大計画



事業名事業者名都道府県

東京都 有限会社伊倉板金塗装工業 ランディングページの構築及び広告宣伝とチラシ制作

東京都 みどり堂整骨院 待合室空間の快適化

東京都 株式会社テクノマックス化研 高性能、高耐久の塩害防止塗料の開発

東京都 株式会社 タナカ 新食感キャンディー（噛めるハードキャンディー）の開発

東京都 有限会社ふたば シャッターの有効活用による情報発信

東京都 有限会社Ｓｌａｓｈ　Ｏｎｅ スマートフォン向け、マイページの制作

東京都 あおいくまメディカル株式会社 歩行強化、矯正、改善に特化した新サービスの提供事業

東京都 ヴィダ　カフェテラ 各種広告および店舗訴求力アップのための改良事業

東京都 ムゲン・サービス株式会社 粗大ごみ及び廃棄物の仕分けに関するウェブページの制作

東京都 葬儀社えぼし本店 販促用カラー広告の作成、配布

東京都 有限会社宮田商店 看板と店内設備改修による環境向上と運営効率化

東京都 株式会社グローカル 行政・観光協会向け集客コンサルティングサービスの提供

東京都 株式会社ｍａｎｉｓ　ｈａｔｉ ジュニアサロンの展開

東京都 Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｌａｂ合同会社 大型タッチパネル導入による受注拡大と顧客サポート充実

東京都 美容室じゅん

白髪染め客集客のためのチラシの制作、及び新聞折込・ポスティング　当店をご存じない白髪染め
客層を、興味関心を抱いて頂き、『一度試しに行ってみよう！』と消費行動を促すチラシを制作し新規
客の集客を図る。主に商圏内の文京区千石、千駄木、を重点的に、対象客が多いとされている本
郷、千駄木５丁目、また近年建ったマンション、一戸建てが多い向ヶ丘、白山、本郷等に対し定期的
に（１００００枚×８回）８万枚の新聞折り込みチラシをお配布する。

東京都 有限会社一力屋そば店 お客様の要望に対応できる客席テーブルの改善（座卓、立脚併用テーブルと椅子２４脚の購入）

東京都 Ｔｈｅ Ｗａｔｔｓ Ｗｏｒｋｓ 効果的な情報発信による３Ｄフィギュアの新規顧客開拓事業

東京都 かなざわ行政書士事務所 建設・宅建業許認可申請サービスのインターネット集客事業進出

東京都 株式会社リードシステム スマートフォン、タブレットを利用した　新セキュリティ、遠隔監視操作システムのプロモーション展開

東京都 大成技研株式会社 展示会出展と雑誌広告掲載で顧客情報をＧＥＴするぞ

東京都 マービン＆ソンズ 展示会の内容充実による売上高の増進

東京都 バンゼン合同会社 特許・情報フェア＆コンファレンスへの出展による販路拡大

東京都 花工房ぴっぴ 「呼び込み新規顧客」レンタルスペースで店舗をＰＲする事業

東京都 株式会社グランツ 医師または医療機関向けの広告、及びＨＰの改正

東京都 合同会社日本伝統文化未来考案室 盆景商品の開発と販促ツールの製作

東京都 株式会社ドゥカンパニー デジタルで本物の感触と感動を伝える！　美術館、向け閲覧システムの開発

東京都 はり灸チェカ 新規顧客掘り起こしセミナー

東京都 株式会社Ｅｎａ・ｆｅｅｌ 【個人顧客を対象としたデザイナーズリフォーム】

東京都 有限会社ユニットクロヨン ＡＲ（拡張現実感）を活用した販売促進コンテンツ制作のＰＲと試作品製作事業

東京都 エレメンツ株式会社 環境負荷の少ない芝育成・農業製剤「ルーツアーマー」の販路開拓

東京都 株式会社響 ユニフォームのコンセプトブック作成による新規開拓事業

東京都 セブンシーズリレーションズ株式会社 海外クルーズ客船の周知活動および新規顧客獲得の為のダイレクトメールと説明会イベント

東京都 株式会社ｓｈａｋｅ　ｔｒｅｅ トイレ改装工事による顧客満足度向上及び固定客化事業

東京都 櫻井釣漁具株式会社 釣具国内外向けの動画を中心としたホームページによる新規取引先獲得事業

東京都 御菓子司　泉屋 食品表示の充実と和菓子教室展開事業

東京都 株式会社さくらドラフトワークス 建築設備ＢＩＭ推進対策／（次代をリードする新しい設備図面サービスに向けて）

東京都 ファイン株式会社 伊賀　「歯ブラシ工房」　開設

東京都 アＱ オンラインショップの改良、オリジナル商品企画による新規客獲得

東京都 有限会社　とみ 「美」と「介護予防」の両立を図る転倒骨折予防下着の販路開拓



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社リンクスタッフ 新マーケット（個人向けの各種代行サービス）への進出および販路拡大

東京都 有限会社エーデルシュタイン東京営業所 ワイン愛好層が喜ぶ我が国未入荷ワインの輸入販売事業

東京都 ＡｎｄＨｅａｖｙ株式会社 音楽総合配信サイト／アプリ（ＢＡＤ８１）の開設

東京都 町田で学び隊 「高齢者施設向けレクリエーションサービスのための販促等事業」

東京都 株式会社ヒューマンリソースマネージメント 医療現場へのメンタルヘルス対策の販路拡大による看護師労働環境改善事業

東京都 有限会社スイング 商流の再開拓と販促ツールの強化

東京都 株式会社アイテーオー 試作開発機の改良及び新製品・技術の潜在需要開拓

東京都 いなりや 「青梅産そば」地域ブランド商品の開発

東京都 株式会社フレンドリージャパン 中国人観光客誘客促進事業①ホテル予約システム　②翼欣クーポン

東京都 株式会社Ｍ＆Ａオークション 美容室スペース貸しサイトの運用

東京都 株式会社ペンネンノルデ 美術展や観光地小売店への営業のためのツール・企画商品開発

東京都 エノテカ　ルーチェ 自社ホームページを導入し、キーワード検索の活用によるインターネット予約の増大計画

東京都 株式会社７６６ ブリックスシステムクッションの開発、宣伝

東京都 ｄｉｎｉｎｇ　ｓｔａｎｄ　ＳＥＭＰＲＥ 店舗改装による店舗視認性の向上および快適性の向上

東京都 株式会社トーク 「カーボンアイ　プラス」他業界向け販路開拓事業

東京都 株式会社ＬＯＴＵＳ　ＪＡＰＡＮ 展示会出展による新商品のリリース及び販路開拓

東京都 株式会社リレーションズ 駐車場コンサル・海外事業展開を強化した企業ホームページの作成

東京都 一之瀬税務会計事務所 新規事業（アスリート支援事業）のＷｅｂサイト構築

東京都 プラナワークス株式会社 近隣住民の健康促進、体質改善のためのヨガスタジオ運営事業

東京都 眼鏡工房たちばな 補聴器のワンストップサービスによる販売強化

東京都 経営創研株式会社 ＯＢ人材を活用した「社長の右腕代行サービス」の開発と販路開拓

東京都 ジーハ防音設計株式会社 舞台照明（演出照明）の工事受注に向けた集客施策の実施

東京都 株式会社おちゃらか 新店舗と新ホームページによる付加価値連動型サービスの提供

東京都 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｓｍｉｌｅ レシピ開発マッチングサイトの販促ツール開発事業

東京都 エヌ・アイ・ティー株式会社 翻訳チェックソフトの海外販売

東京都 前田洸一税理士事務所 外資系企業でも習得できる会計コーチングに伴うナレッジコンテンツサービス

東京都 有限会社礒野商会 「職人手作りジュエリーリフォーム※」の販売促進※以降「ジュエリーリフォーム」と書きます

東京都 エイチフードジャパン株式会社 ショッピングサイト構築とＳＮＳを活用したマーケティング活動

東京都 矢島美容室 記念日　（七五三・成人式等）のヘアメイク、着付け・撮影事業の拡大

東京都 株式会社ｉｓｌａｍａｐ 輸入販売するハラールミートのためのパッケージデザイン・制作

東京都 株式会社ａｄｋｉｔ 「スマホ・タブレットをかざすだけ！画像マーカーで簡単ＡＲ」

東京都 ＥＤＥＮＺＦＥＥＬ株式会社 創業者向けホームページ制作＋ＷＥＢコンサルティングで販路拡大

東京都 ＫＴＣ
①きくち接骨院患者様の教育強化（健康体操教室の開催、パンフレット作成）②きくち接骨院のホー
ムページリニューアル③スポーツクラブＩ－ｆａ内での治療室開業

東京都 株式会社黒河内デザイン事務所 ブランド価値を高める自社ＥＣサイト構築により、卸売から小売への進出

東京都 情 店舗の認知度向上による来店客数と売上の増大

東京都 株式会社ワンエッセス 店頭販促＆折込広告で、「まずは店に寄ってもらう」作戦

東京都 合同会社プラナス
新たな商品開発と販売方式の導入（社会貢献に関する新商品の企画商品開発及びＷＥＢショップの
導入）

東京都 株式会社ＥｌｅｎａＬｅａｆ ギフトとして付加価値の高い紅茶・紅茶関連商品の確立、販路開拓

東京都 せりえ鍼灸室・広尾 産後の女性のトータルヘルスケア支援事業

東京都 株式会社ドクター＆ファーマ ＭａｒｒｙＭｅｍｏｒｙ、カモミールカップルティーの販路拡大

東京都 こども動物教室アニマルシップ 「カルチャースクール」、「プロ・アマチュア認定スクール」、「犬の家庭教師」，「犬語Ｅ－ラーニング」



事業名事業者名都道府県

東京都 漁師直営一心丸 ホームページの新規作成、チラシ投函

東京都 北の和みフーズ株式会社 モンドセレクションの受賞式ＰＲ及び出品申請セミナーの開催

東京都 株式会社ニュースター ＥＣ通販業界専門の人材紹介事業の展開

東京都 株式会社ロケーションズ 新規顧客の開拓を狙った展示会への出展

東京都 東京トレード株式会社 「動画制作事業」の販促用ＰＲ

東京都 有限会社稲垣 馬込文士村土産「パウンドケーキ」「クッキー」商品化事業

東京都 株式会社Ｌｕｘｓｔ　ｔｏｋｙｏ ブランドイメージ確立の為の店舗改装及び広報活動・販路拡大

東京都 Ｒｏｓｙ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ株式会社 琉球畳・国産無垢材リフォームプロジェクト

東京都 株式会社　トニーセイムジャパン 新規顧客とブランド認知獲得を企図した２０１４年秋展示会の開催

東京都 株式会社ＳＯＬ 既存ネイルサロンを活用したメンズネイルサービス

東京都 有限会社Ｙｐｓｉｌｏｎ 広報強化による運営拡大および卸売のためのメニュー開発・拡充

東京都 株式会社サイトビジット 新講座リリースに向けた顧客開拓のための販促活動事業

東京都 株式会社創英 新規顧客開拓プロジェクト

東京都 ＳＬＯＷ　ＬＩＦＥ 小顔頭蓋骨矯正メニューを取り入れた新サービスによる新規集客

神奈川県 株式会社トライフ 革新的な口腔ケア製品の広報及び展示会等出展

神奈川県 有限会社マミオフィス 「原宿音楽教室＆カルチャースクール」の新規顧客獲得＆イメージ向上広告宣伝事業

神奈川県 合同会社サウンドロープ インターネットでの楽器のソーシャルネットワーキングサービスの運営

神奈川県 アプテック株式会社 小額短期保険会社向けオンライン証券発行ソリューションの開発と広報

神奈川県 和風レストラン　静久 和式トイレから洋式トイレへの改修事業

神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 中古精米機と家庭用精米機の拡販と安全で美味しいお米の展開

神奈川県 株式会社銚子屋 ブランド力アップのため販売促進及び新パッケージ・新商品の開発

神奈川県 株式会社あしたみらいず 新製品【ミニ水素ステーション】の医療分野への販路拡大

神奈川県 有限会社　佐々木商事 自転車の展示方法の改善による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社渡邉園 渡邉園今年最後の大売出しキャンペーン広告宣伝・販売促進

神奈川県 あん・プティ・ふる～る 乳製品を使用しないケーキ『Ｓ－Ｓｗｅｅｔｓ』の商品化と販路開拓

神奈川県 ハイベック株式会社 小型脱臭殺菌空気清浄機の開発販売

神奈川県 株式会社スマイルワン 広告の強化による「スマイル＆コミュニケーション」ＰＲ事業

神奈川県 有限会社ストーリー 携帯電話インターフェース・予約管理コールセンターシステムの開発及び広告

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 チャンネルプロデュース事業の販路拡大

神奈川県 コロンバス精機株式会社 モータ用アンプＭＴｍａｔｅの販売促進事業

神奈川県 株式会社ビデオセンター横須賀 既存顧客の掘り起こしと新規顧客開拓のための新たな営業ツールの開発

神奈川県 サロンドラックス ホームページとチラシの作製と看板設置での新規客獲得

神奈川県 株式会社フォーコーポレーション 展示会「東京ギフトショー」への出展による販路開拓事業

神奈川県 有アンド長（みんなのキッチン） 地域密着型イベントの開催及び情報紙発行による販路拡大

神奈川県 優成サービス 福祉バイオトイレカー改修及び身体の不自由な方向け広報代

神奈川県 株式会社古賀電子 医療機器分野の顧客開拓

神奈川県 合同会社フロントビジョンコンサルティング マーケティング戦略立案から映像制作までのワンストップサービスの新規立ち上げ

神奈川県 株式会社かもし堂 新しいロケ弁・お惣菜の開発と販売強化

神奈川県 株式会社ラッキーソフト 介護予防レクリエーション装置「ＴＡＮＯ」の広報活動

神奈川県 横浜情報機器株式会社 Ｗｅｂサイト作成及び販売促進の強化

神奈川県 藤源商店 店舗シャッター更新による店舗イメージ改善・集客力強化事業



事業名事業者名都道府県

神奈川県 パティスリー　プティ　パ 店舗窓ガラスと陳列棚の工夫・改善による店舗づくり

神奈川県 有限会社ヤマダヤビトル 一品からの手作り弁当宅配サービスＰＲ事業

神奈川県 株式会社ケーシー・ジャパン 女性一人でも安心して来店できる店舗づくり

神奈川県 有限会社からくり企画 からくり箱の海外販路開拓のための海外展示会への出展

神奈川県 株式会社Ｎ－Ｌｉｎｋ ヘナ商品ラインナップ拡販およびヘナ染め会の宣伝・告知

神奈川県 有限会社和田商会 小ロット・低価格、地域密着フルカラー名入れカレンダーの制作

神奈川県 有限会社スープ シードペーパー野菜シリーズの開発と販売促進・販路開拓

神奈川県 フレンズ湘南
高齢者をターゲットにした地域密着型便利屋事業の販促ツールの作成（スマートフォンサイトの作
成、検索広告の運用、Ａ３パンフレットの制作）

神奈川県 株式会社コトワ 安定的な介護資格講座の受講生確保

神奈川県 マイクロ・スクェア株式会社 革新的なＵＶＬＥＤ照射器の販売促進事業

神奈川県 有限会社竹脇モーター 在庫中古車を活用したレンタカー事業のプロモーション強化

神奈川県 有限会社アットワン アパートマンションオーナーに特化したコンサルティング「空室対策ＨＰ」

神奈川県 くりーにんぐ　あさの 「ファッションメンテナンスクリーニング」としてのブランドの確立

神奈川県 株式会社ヴェントマリノ 日本の伝統素材（和紙）を使った新素材の開発

神奈川県 株式会社ＬＳＬ かわさきそだちの農産物を市民に広めるマッチング事業

神奈川県 いかりや テイクアウト弁当専用スペース新設と看板設置による売上拡大

神奈川県 将星国際特許事務所 商標レコメンドシステムによる商標登録サービスのＰＲ事業

神奈川県 ＧｒｅｅｎＣｏｏｋｉｎｇ－ＡＢＥ 薬膳マイスター養成講座（通学制）新規開講

神奈川県 有限会社風林堂製菓 新商品「でいらぼっちの足あとせんべい」開発

神奈川県 Ｄ＆Ｉ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 新事業サービス「うつ卒倶楽部」の広報事業

神奈川県 株式会社宝月堂文具店 新設備導入による地域ニーズに合致したオリジナル商品開発力強化

神奈川県 一友ビルドテック株式会社 「外部バリアフリーリフォーム」の販売促進事業

神奈川県 中国料理　昌龍飯店 こだわり餃子の開発と広報活動強化による新規顧客の開拓

神奈川県 スタディＰＣネット川崎パレール校 「介護予防トレーニング講座」の開講

神奈川県 株式会社ａｚｌｏｏｐ 新事業「訪問看護ステーション」の広報活動強化

神奈川県 鳥一番 老舗が贈るジューシー激ウマ焼き鳥丼でランチタイムの顧客ゲット

神奈川県 ｇａｌｌｅｒｙ　ａｎｄ　ｃａｆｅ　ｆｕ 親子参加型ものづくりアートワークショップの広報

神奈川県 合同会社ゆめさり
ゆめさりが障がい者を雇用し、障がい者雇用する企業を増やすための、情報提供Ｗｅｂサイト制作に
よる受注先及び就職先の確保

神奈川県 はりきゅうマッサージ　シーベルズ大磯 分院の開設及び女性向けメニューの導入による販路開拓

神奈川県 有限会社佐藤商店 魅力再発見！乾物の売上拡大事業～新規ギフト化への取り組み

神奈川県 セルモ東有馬教室 「ことばの学校」事業開始に伴うＰＲ強化

神奈川県 株式会社Ｃ＆Ｍフードリンク 店内改修、販促ツール、ネット通販構築による認知度及び顧客満足度の向上

神奈川県 有限会社アトリエ　アイズ 新しいパンフレットを作成し攻めの営業活動と提案書のひな型を作成し経費・労力の軽減活動

神奈川県 マインズ・プラス 子育て支援サービス付きシングルマザー専用シェアハウスの展開

神奈川県 株式会社ワタナベ福祉設計 『介護保険住宅改修事業』のための販促事業

神奈川県 有限会社相和シボリ工業 ヘラ絞り加工を用いた自社ブランド製品Ｏｎａｍｉの販路拡大事業

神奈川県 ハイカラ雑貨店　ナツメヒロ 利益率向上を目的としたオリジナルブランドの新商品開発事業

神奈川県 有限会社子安製パン所
（１）生産性と味の向上のためのドウコン導入（２）包装材料のデザイン一新（３）新たなデニッシュ生
地製法のためのシーター導入（４）お客様の買いやすいショーケースの導入

神奈川県 株式会社グリーンフィールド 「どじょう」の養殖及び販売事業

神奈川県
有限会社グリテックスインターナショナルリミテッ
ド

センサー式太陽自動追尾型太陽光発電装置の販売

神奈川県 Ｏｃｅａｎ　Ｍａｓｔｅｒ 居酒屋→船　船→居酒屋の連携



事業名事業者名都道府県

神奈川県 鎌倉彫金工房 新設する「婚約指輪手作りコース」の広告媒体への掲載事業

神奈川県 フロマージュ 小田原食材を使った焼き菓子のブランド化と販促促進の強化戦略

神奈川県 ｕｎ：ｔｅｎ（アンテン）
ｍｅｍｏｒｙ　ｃｏｌｌａｇｅ　ｓｈｉｒｔ（ヨコハマトリエンナーレライセンスグッズ）を活用した「ｕｎ：ｔｅｎ」のブランド
イメージ伝達プロジェクト

神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス オートロックマンションにおける顧客拡大営業

神奈川県 エクストコム株式会社 革新的構造の小型・高精度エンコーダＥＶ２５シリーズの拡販

神奈川県 株式会社Ａｎｉｍａｌ Ｌｉｆｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ドッグスクールの会員制オンライン動画配信事業

神奈川県 焼き立てパン工房　クオーレ 『和菓子屋さんの手作り焼き立て十六穀クロワッサン』の開発

神奈川県 株式会社 ＭＡＮＯＩ企画 イベント用ロボットのコストダウンによる販路開拓

神奈川県 Ｕ－Ｌａｎｄｓｃａｐｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社
生物多様性保全管理型ワークショップ商材、資源循環型プロダクト及び生物多様性型商品の開発と
販売

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 新Ｗｅｂサービスサイトの構築、運用による販売力の強化

神奈川県 有限会社さかくら総本家 老舗の伝統と革新による和菓子ブランディング戦略

神奈川県 株式会社清水音楽工房 体験用楽器を使っての無料体験レッスン

神奈川県 フーペッツ 『ホームケア習得コース』・『１日観光モデルコース』の作成とその広報ＰＲによる販路拡大

神奈川県 株式会社モノ・ウェルビーイング 北欧式会員制補助器具レンタル・製作サービスによる販路拡大

神奈川県 株式会社マリンブロック 葬儀における【新製品・光のアクリル祭壇】の開発と販路開拓

神奈川県 株式会社スリーハイ 効率的な加温を実現するシリコンラバーヒーターの販路開拓

神奈川県 有限会社三共リブレ ホームページの作成及びチラシの作成

神奈川県 アイ・フレンズ行政書士法務事務所
スマートフォン集客事業の販促ツールの作成（スマートフォン集客専門サイト制作、ＰＰＣ広告運用、
パンフレット制作）

神奈川県 有限会社片山技研
「車イスに乗ったまま運転可能な三輪バイク」コアラの販売促進と、これを使って「走る広告」の運転
手としての雇用促進

神奈川県 かながわ経済新聞 地域経済専門紙「かながわ経済新聞」の電子化事業による販路拡大

神奈川県 株式会社タマレイ 『理学療法士への販売強化とダイレクトマーケティング』

神奈川県 株式会社春芳茶園 新サイト構築と店舗・通販相互利用促進による新規顧客層の取込み

神奈川県 株式会社ノーマ 権利調査チェックシステム開発によるソフトウェア販売事業への新規参入に伴う新規顧客開拓

神奈川県 パソコン教室　ＳｔｕｄｙＰＣ．ＮＥＴ本厚木校 認知症予防カリキュラム「脳若トレーニング」導入によるシニア層の新規顧客開拓

神奈川県 安田ガーデン 個人宅向け造園トータルサービス商品の新規開発とプロモーション事業

神奈川県 フォトストーリー株式会社 七五三・お宮参り撮影用レンタル衣装事業

神奈川県 とんがり知財事務所 独自技術を見つける能力を向上させるゼミ（有料勉強会）の開催

神奈川県 有限会社ミナト商会 施工方法を使い分けたカーペットクリーニングの販路拡大

神奈川県 風来坊 株式会社 有料コース設置により幅広く介護資格者を排出する事業への拡張

神奈川県 株式会社　相模工業 安全・短工期・環境にやさしい制御発破工法の高度化及び広報活動

神奈川県 鉄板焼　志野 より快適なサービスを受けれるカジュアル空間と鉄板焼料理の提供

神奈川県 有限会社ボナペティ 高級食パン開発・販売促進によるリピート率ＵＰ及び新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ｓｔａｇｅ２１ ≪現代の幌馬車≫ｓｔａｇｅ２１軽サイズキャンピングカーの製造販売と啓蒙活動

神奈川県 株式会社カワゾエ 工事業務領域拡大による販路開拓

神奈川県 株式会社メディアプラス
印刷受注サービス改善事業『インプリンティング』（通称：インプリ）　※　改善＝ｉｍｐｒｏｖｅ　＋　印刷＝
ｐｒｉｎｔｉｎｇ

神奈川県 中瀬珈琲店 中瀬珈琲店のシンボルとなるロゴキャラクターの開発による広告宣伝活動

神奈川県 有限会社山口印刷所 最先端オンデマンド機器の導入による短納期・小ロット対応の実現

神奈川県 株式会社ダイショウ 零細町工場で世界基準の品質管理を行うための製品検査体制の構築

神奈川県 株式会社ラムダプレシジョン 省エネルギー社会に求められる安全なリチウムイオン電池の製造技術の開発のＰＲ

神奈川県 株式会社関東メンテナンス 「リノベーション事業専用ホームページ制作事業」

神奈川県 オプトデバイスコーポレーション株式会社 非接触レンズ厚み計測器の海外顧客向け販路開拓



事業名事業者名都道府県

神奈川県 蕎酒季菜玄武庵 蕎麦割烹の店が専門並みこだわりで、ワイン楽しさを提案

神奈川県 株式会社ＢＥＬ－ＣＩＥＬＯ 地域交流と新規顧客獲得を目的とした地域密着型ヨガイベントの開催

神奈川県 東神ハウス住設株式会社 「ペットと暮らすガーデンルーム」を提案するための展示場改装

神奈川県 喜八 販促用のチラシ、ポスター、カードの作成、配布

神奈川県 有限会社ｐ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 外国人観光客向けホームページ作成・パッケージ新・外壁面看板設置

神奈川県 ハドソン靴店 古き良き時代の英国紳士が履く革製サイクリングシューズの開発

神奈川県 株式会社ベルカ 成功報酬型広告事業の企画・開発

神奈川県 セールス株式会社 業務用遊戯機器の低コスト稼働の提案事業

神奈川県 株式会社アツギフードサービス 葬儀料理に高級感・季節感を感じていただくための器・カタログリニューアル事業

神奈川県 パル・ライフサポート株式会社 膝痛に悩む方へのサポーターの医療用と同品質の製造・販売

神奈川県 株式会社アメニティ・テクノロジー 見える化商品の拡販

神奈川県 株式会社エフエムさがみ 公開生放送・災害時放送による新規リスナー及びスポンサーの獲得

神奈川県 株式会社リタトレーディング アーユルヴェーダハーブティーの開発及び販路開拓・広告強化事業

神奈川県 有限会社愛晃電機商会 『全自動トイレ「アラウーノ」の販売促進事業』

神奈川県 協興食品株式会社 消費者に安心と安全を届ける機能性有機野菜開発と販促活動

神奈川県 株式会社秋田屋 安心と付加価値を追求したリノベーションの実施と認知の改善

神奈川県 ＨＫ２　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　合同会社 『アテンド＆エスコート・シェアリングサービス』推進事業

神奈川県 有限会社海守匠 リラックス体験を伝える！ダイビング企画とＷＥＢ広報活動

神奈川県 有限会社共栄硝子工事 新規事業所の開設とブランドイメージ確立による受注拡大

神奈川県 有限会社芝崎葬祭社 お客様が安心して葬儀の相談できる空間の提供と認知率の改善

神奈川県 株式会社クヲルト 猫用遊具　“猫ジムβ（仮称）“　の商品化および市場投入

神奈川県 ずっとキレイな香る花飾り　スタジオ　ボレロ 強みとお客様の声で集客ＵＰ集まる店へ地域密着型新規販路開拓

神奈川県 はりきゅうマザーステラ 介護負担軽減のために！寝たきり予防プログラムの新開発と広報

神奈川県 株式会社現代企画 介護人材の定着率アップ・人材確保・戦力化のための人材育成制度支援事業

神奈川県 御菓子司　村田屋
茅ヶ崎市オリジナル広報キャラクター『えぼし麻呂まんじゅう』の開発。パッケージのリニューアル。店
舗照明のＬＥＤ化

神奈川県 妙宝水産有限会社 商品ブランド力アップとネットショップによる新マーケット開拓事業

神奈川県 季節の雑貨　折折 折折オリジナル　箱根関連柄の布製品の新商品開発

山梨県 山崎織物株式会社 装飾的ニードルパンチ　世界で唯一の織物加工技術の確立

山梨県 株式会社そらのした
福利厚生の充実を望む企業に対して、アウトドアレンタルサービスの年契約予約システムの構築と
販路拡大活動

山梨県 四川龍都 顧客獲得のための少人数向けルーム設置の店舗改装工事

山梨県 有限会社　富士山 新規取引先開拓のためのＰＲチラシ作成

山梨県 株式会社コネクトデスク 国際宝飾展への出展と出展のための製品開発

山梨県 なだや株式会社 富士山世界遺産登録に伴うＰＲポスター・多国語パンフレット作成

山梨県 株式会社アイエデュケーション 山梨県産木材を使った幼児向け机・イス及び知育積木の開発

山梨県 株式会社ユニオン電工 新商品「まめおかき」の開発と販路開拓、及びギフトセットの販売促進

山梨県 三井労務経営コンサルティング 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

山梨県 有限会社銅信 総合的な住宅設備サービスの提供

山梨県 篠原貿易株式会社 国際宝飾展出展による新たな顧客の開拓

静岡県 有限会社ぬくもり工房
小売り事業進出に伴うショップ看板設置＆「綿入れ丹前・半纏」のカタログ作成による売上げ拡大事
業

静岡県 有限会社シロタ 商品イメージ統一に基づく、企業ブランドの構築

静岡県 有限会社岳南塗装デザイン 壁の形状を選ばない塗装網点工法『ＨＴフレックスペイント』の開発



事業名事業者名都道府県

静岡県 株式会社沖友 マイクロ波減圧乾燥機の販路拡大

静岡県 有限会社パパラボ 色々な絵柄・紙だけでも沢山の種類がある包装素材、今回は包装業界へ販路拡大をします

静岡県 介護福祉タクシー　ファミリー 福祉タクシー事業の認知拡充と展開

静岡県 株式会社マクサジア 新商品３輪バイクを核とした新しいバイクライフスタイル提案型店に改装

静岡県 有限会社山田ボデー工業所 ＷＥＢサイト連動型トラック車体パーツカタログの作成とＤＭによる拡販

静岡県 株式会社大塚 聴覚リハビリの啓蒙活動による販売展開

静岡県 岸本挽物製作所 来店客数を増やすための店舗の知名度アップと消費者ニーズに対応した魅力的な商品づくり

静岡県 エデュケーショナル・デザイン ウェブサイトと連動させ次期購買シーンに結び付けるリーフレットによる販促事業

静岡県 株式会社コム・サイド 「ミニピクトのぼり」の開発及びネット販売システム構築事業

静岡県 株式会社マクルウ デザイン性の高いマグネシウム合金パイプ製イスの販売促進事業

静岡県 フェアトレードショップＴｅｅｂｏｍ
新規マーケットを対象にしたインドのフェアトレード生産者による草木染めブロックプリントを活用した
商品のブランド化に伴うパッケージ等の作成

静岡県 株式会社豆乃木 フェアトレードコーヒー及び商品の卸売り・小売り両方に対応したネット販売システムの構築

静岡県 ＨＡＰＰＹ（ハッピー）
「新生」ＨＡＰＰＹ　認知度上昇計画（新規顧客開拓計画）　～近隣住民への店舗存在のアピールと、
若い世代のお客様の取り込み

静岡県 株式会社佐乃春 地産地消品を提供するテナントとの協働による新規宿泊プランの作成。

静岡県 Ｓａｒｒｙ’ｓ　Ｃａｆｅ
ランニングステーションとして利用していただくための更衣室・シャワールームの設置及びそれに伴う
広告宣伝

静岡県 昭和楽器製造株式会社 産業観光で音楽の街浜松とハーモニカ生産をＰＲするプロジェクト

静岡県 株式会社ヒューネット 新卒斡旋事業

静岡県 株式会社インディケート 「文化の情報発信基地」としての飲食店を確立する

静岡県 株式会社きずな 価格明瞭化した家族葬・自由葬の生前相談サービスの提供

静岡県 有限会社宮地養蜂場 ＨＰリニューアルおよびラベル、パッケージ改良による販路開拓事業

静岡県 有限会社青木工務店 住まいのＥＣＯリフォーム事業と販売促進

静岡県 宮原商店 静岡発の横断バッグが救命胴衣に変わる防災バッグの開発及び県外向けへのネット・一般販売

静岡県 株式会社ピアックス ピアノ鏡面塗装技術を活用したピアックスボードの販路拡大

静岡県 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ 新たな進物商品の開発とホームページを中心とした販路開拓活動

静岡県 ｐｏｌｉ　ｐｏｌｉ 卸売事業強化および新規事業の展開による新規顧客の獲得

静岡県 有限会社ひと津 クレープ焼き体験の展開を通じた新規顧客獲得

静岡県 北の麺蔵 北海道から直送する新鮮素材を使った麺蔵夏のキャンペーン

静岡県 ユーツーテクニカ 外壁塗装・防水・修繕工事における「リペア１／２（仮）」事業

静岡県 バーチ株式会社 穀物原料のカフェインフリー有機穀物コーヒーの輸入と販路拡大

静岡県 食の学び舎くるみ（豆ｃａｆｅ） 「管理栄養士の相談窓口のある店舗」という強みを生かした新規顧客の獲得

静岡県
有限会社シェーンヴァッサー　美容室ミルソンズ
ポイント

治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身ともにサポート

静岡県 有限会社加藤醤油 手づくりを体験できる工房見学ツールの充実

静岡県 有限会社トキワサンコウ 直売事業所への改装と広告看板設置

静岡県 ＡＮＧＥＬ ＧＡＲＤＥＮ 静岡県のこだわりのある生産者、製造者を繋ぐ商品開発プロデュース及び、通信販売事業の展開

静岡県 ささ農園 当園、みかんのブランドの確立・販路の拡大

静岡県 株式会社サツ川製作所
不要発泡スチロールの効率的な再資源化事業推進のための集客対策及び広報拡大による販路開
拓

静岡県 ＳＯＢＡ笑 「店舗認知向上と新メニューの普及と販路開拓」

静岡県 健康応園株式会社 健康食品市場における機能性食品ナタマメの周知と広報活動

静岡県 有限会社秋芳堂 プリント饅頭の拡販のためのホームページ改良と受注履歴管理システムの構築

静岡県 株式会社アーステック 自社保有技術製品の他用途応用の完成度を高めた販路拡大事業

静岡県 株式会社コルク 糖尿病の方でも食べられる宅配スイーツ「いとをかし」の商品開発、ＰＲ



事業名事業者名都道府県

静岡県 株式会社竹屋旅館 ＩＴや代理店営業を活用した海外観光客の獲得

静岡県 株式会社グリーンマーク カスタマイズＰＣの販売・設置・保守・引取まで一貫したサービスの提供

静岡県 北極しろくま堂有限会社 『（仮題）子育てがうんと楽になる抱っこの秘密』冊子の作成

静岡県 ペットサロン＆カフェヒサ 業界初　飼育シュミレーション型　子犬販売システム

静岡県 遊酒花房 魚介類及び加工品、調味料の販売・ＰＲによる新規顧客獲得

静岡県 ペンション　スマイル・わん 客室拡張リフォーム事業

静岡県 株式会社丸井商事 自社ブランド「ＲＡＫＵＤＥＳ（ラクデス）」の確立に向けた、販路拡大と商品開発

静岡県 緑守扇　鯉部路 贈答用、婚礼用の伝統織物『遠州綿紬』を活用した扇子の販売と販路開拓

静岡県 株式会社住ケン静岡 知的資産経営導入による経営改革に基づく新しい顧客層の開拓戦略に伴う広報活動の実施

静岡県 ＢｏｏＦｏｏＷｏｏ 視認性の高い看板設置とｗｅｂからの予約率向上システムの導入

静岡県 グランマ 独自開発した沼津銘菓の商品力及びＰＲ強化による販路開拓

静岡県 鈴木製茶工場（ぐり茶の五十鈴園） 販売促進のための、ウェブサイトを使用した情報発信強化対策と新包装用品の作成

静岡県 レクラ　マリアージュ 提携先式場や提携先美容室で、衣裳店紹介時にお客様に配布して頂くパンフレットの作成

静岡県 株式会社ミョウラン 緊急携帯食ＴＨＥ　ＰＡＤの新メニュー共同開発

静岡県 株式会社エヌケイスリー メッセージを書いて壁等に何度でも貼って剥がせるシート「ウォールメッセージ」の開発・販売

静岡県 マツダ食品株式会社 冷チル対応商品の販路開拓

静岡県 富士正酒造合資会社 酒造りへの想いや物語を醸し出す情報発信事業

静岡県 ファンファクトリー有限会社
講師の直接指導と映像教育を融合させた当社の新しいパソコン教育システムのＰＲによる新規顧客
の獲得

静岡県 駿河歩人研究会 次郎長生家売場環境整備事業

静岡県 クラウンズヘア 客単価ＵＰを狙ったヘッドスパ用個室の設置とそれに伴う広報チラシの作成

静岡県 小さなパン屋さんモンプチ 新規店舗の開設による雇用の促進と新規顧客の獲得

静岡県 Ｈｏｂｏ　Ｐｌａｎ‐ｎｅｔ 「型染めを中心とした民芸クラフト製品の開発・販売・広告製作・Ｗｅｂ環境構築」

静岡県 アサヒメガネ シニアグラス専用コーナー開設による５０代新規顧客の獲得事業

静岡県 ファミリーサロン　ミント バリアフリーを目的とした店舗改装と、新規顧客獲得のための広告宣伝

静岡県 リラクゼーション・サロン　風薫 「足反射療法」スクールの開設に必要な設備導入と販促ツールの作成

静岡県 有限会社コジマカメラ スナップ写真のＷｅｂ販売実施による新規顧客開拓

静岡県 サイクルランドちゃりんこ スポーツ車の充実とフィッテイングブース新設に伴う店舗の一部改装

静岡県 中根製茶株式会社 新スタイル茶カフェ「ＵＮＳＵＩ」開業による新しい販路開拓事業

静岡県 株式会社ＥＣＯ環境 社員定着化の為のメンタルヘルス事業の販路開拓

静岡県 株式会社スタジオグローリー ランチ営業を開始するための店舗外装工事

静岡県 有限会社長谷川和洋酒 試飲や一品料理とともに専門知識を提供する一般顧客向けワイン・日本酒専門店の展開

静岡県 株式会社ジャパンエコテック 洗える高効率ステンレスモーター、オリジナルポンプの販路開拓

静岡県 だいいちはむ 富士山の溶岩を使用した商品グレードアップによる販路開拓

静岡県 有限会社よしだ 眠っている着物需要を掘り起こせ！『呉服屋サロン』集客のための販促事業



新潟県 株式会社おだネーム店 フルカラープリントの設備導入によるオリジナル商品の生産強化

新潟県 有限会社がんこ屋 野菜たっぷりのイベリコ豚を使用した餃子の開発と販売促進

新潟県 株式会社岡部洋食器製作所 子供用、障害児向け自助スプーン・フォークの新商品開発と販路拡大

新潟県 株式会社中村 「食器専門店による良質な食器を使った喫茶ブースＯＰＥＮ」

新潟県 有限会社　ミナトシューズ 健康になる為の靴をしっかりと解説、説明する販売方法の開発

新潟県 株式会社横正機業場 白生地の新規利用に向けた商品開発とＰＲ活動

新潟県 菓匠庵　寿堂 いちじく饅頭の個包装パッケージ及び同デザインの箱詰めの帯作成

新潟県 株式会社鋼進 陳列棚導入と商品力強化による一般ＤＩＹユーザー層の新規開拓

新潟県 株式会社微速前進 新潟県内初「介護タクシーによるオーダーメイド旅行」の販売促進

新潟県 Ｋｉｐｐｉｓ７２６５ 実店舗の立ち上げ及び人気商品プレミアム版の開発

新潟県 株式会社みずの
（１）中高年の女性に対し、カウンセリングとメイクアップを通して『なりたい自分』を提案し、その表現
方法を指導する事業　（２）デリケート肌の方に、安心して使える化粧品を無料で試していただく事業

新潟県 阿部酒造株式会社 原酒阿部のギフトパッケージ開発・販促物の作成及び季節商材開発

新潟県 有限会社野島刺繍 展示会出展と刺繍デザインのデータベース化による新規取引先開拓

新潟県 有限会社Ｊ．ｂｌｏｏｄ Ｍａｄｅ　ｉｎ　ｊａｐａｎ　コンパクトパーツの開発による海外販路の拡大

新潟県 ギターショップ　イシヤマ 新潟県で唯一のリペアショップとしての作業・来客環境整備による顧客満足向上と売上増強

新潟県 コーチコム 小規模事業者等を対象とした営業コミュニケーションプログラムの普及ＰＲ

新潟県 合同会社アレコレ デザイン性があるオリジナルの新潟土産の開発

新潟県 株式会社野口電器 高齢者が安心して頼れる『かかりつけのでんき屋』としての販路拡大事業

新潟県 Ｒ－Ｐａｒｋｅｒ． 新規商品（音響メモリアル商材）の広告宣伝、ネット販売システムの構築、意匠登録

新潟県 土田農園 洋梨ルレクチェ販売に伴う新規顧客獲得の為の新パッケージ製作

新潟県 有限会社錦屋酒店 新潟駅直結地酒専門店で唯一！レアなお酒の試飲コーナー設置事業

新潟県 居酒屋つるまる トイレ改装による快適店舗化とリピート率アップ販促

新潟県 株式会社イチカラ畑 生産体制確立に伴う設備導入

新潟県 理容まえだ・女性お顔そり専門店あんじゅ 女性お顔そり専門店のアンチエイジングメニューおよびブライダルメニュー新設による顧客創出

新潟県 ハシモト金属 既存金型を改良した新商品開発（抗菌ドリップ用コーヒーポット）

新潟県 Ａ’ｖｉ コンプレックス解消メニューのＰＲ強化による新たな顧客の確保

新潟県 新潟漆器株式会社 新潟漆器旗艦店の開設による一般消費者への認知度向上

新潟県 中国菜館　朱夏 親子３世代で利用できる飲食店の店舗改装とリニューアルオープン広告

新潟県 創作フランス料理モントルー お客様満足を高める店舗改装工事

新潟県 パティスリーリ・リ 店舗（カフェ）改装による販路開拓・顧客拡大事業

新潟県 株式会社ハイラート 薪ストーブの販路拡大を図るための薪割機等の購入とＰＲ事業

新潟県 有限会社浅野木工所 ＤＩＹ  ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ  ＳＨＯＷ ２０１４出展事業

新潟県 株式会社日本メタルワークス 水産加工関連分野における販路拡大チャレンジ事業

新潟県 神田　長四郎 新聞折込広告を利用した関東圏への米の直接販売

新潟県 株式会社アクセス・ネットワーク 日本の地域資源産業、伝統工芸に従事する、若手職人（匠）のための婚活サービス

新潟県 小木工業株式会社 水周りリフォームショールームの改修

新潟県 ＲＩＳＩＮＧ 他店舗にはない南国気分を味わえるＲｅｓｏｒｔ　Ｂａｒの展開

新潟県 有限会社アイテック トリマー養成校のスペシャリスト育成コース受講生募集企画

新潟県 土の香工房ｃｏｔｏｃｏｔｏ
北陸新幹線開業を見据えた特産品開発のための冷凍庫購入と新パッケージ製作及び首都圏に向け
た営業活動の強化

新潟県 ス　ペンディオ くつろぎの空間づくりと作業効率アップに繋がる設備投資事業

新潟県 プロダクティブ 結婚式での新郎新婦用フィギュアの開発と販路拡大

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

新潟県 株式会社笑足ねっと 自社開発の遊具を複数人で活用する施設向け新サービスのＰＲ事業

新潟県 株式会社ふふふ かわいいを生かした商品開発と販売チャネルの開拓

富山県 リフォームのサイダ 融雪マット等を中心とした住宅リフォーム事業紹介による顧客開拓

富山県 南日味噌醤油株式会社 ホームページのリニューアルと商品ＤＭの作成

富山県 株式会社オフィス城東 自家製ドレッシングの商品開発および販売促進

富山県 株式会社キレイサービス 「家事代行・ハウスクリーニング・整理収納」の無料相談サロンの開設

富山県 株式会社恵味や ぶっかけにしんそば・ぶっかけにしんうどん専用「ニシン甘露煮」の商品化

富山県 有限会社フルーツよしおか 季節限定のオリジナル商品開発と既存商品の販路拡大事業

富山県 オーボン　スーヴニール お中元をメインとした「夏ギフト」の製作・販売促進。機械の購入による生産性の向上。

富山県 株式会社二上
小規模鋳物業が脱下請けを目指して、自社製品開発によるブランド化展開に伴う販路開拓・販売拡
大事業

富山県 石浦家具製作所 「１／５スケールモデル ミニチュア家具・ＬＤＫ空間模型」を活用した事業活性化計画

富山県 オリーブ 地元野菜の活用メニューの紹介及び開発事業

富山県 ボーノペッシェ 氷見寒鰤のフレークと発酵真鰯のトマトソースの開発

富山県 日本エレテックス株式会社 ３Ｄシミュレーション活用で設計した省エネ住宅の認知度向上

富山県 有限会社　伝産工房 ホームページ改善による対事業者サービスモデルの構築

富山県 ドリアリーボ（ドリア専門店） 富山県におけるドリア料理の浸透および多店舗展開に向けた販路拡大事業

富山県 有限会社和工業 家族構成変化等にともなう住宅空き部屋再活用促進事業

富山県 肥塚建築 新築・リフォーム事業のブランディングと販促強化

富山県 有限会社柿太水産 新商品「富山の“本腹”おつまみ＆お土産セット」の開発

富山県 株式会社富山きときと企画 訪日外国人向け「お寿司の握り体験ツアー」による富山の寿司ブランド化事業

富山県 有限会社仁光園 地元（富山）米から生まれた卵加工品による地産他消・地域情報発信の推進

富山県 株式会社スカイ・アイティ 富山県内初のライフスタイルショップ展開事業

富山県 株式会社大野屋 新規顧客獲得に向けた、高岡土産にふさわしいパッケージデザインへのリニューアル

石川県 株式会社ＮＯＲＭＬ　ＧＲＯＵＰ 想いを伝え合うリラクゼーションシステムの開発

石川県 小山箸店 自社ホームページとリーフレットの改良による販路拡大事業

石川県 オアシス れんこん等の地場野菜を利用した名物弁当を開発・販売する事業

石川県 有限会社春直呉服店 ２１世紀　心の時代に、“あこがれの和風感性”を求めて

石川県 吉田漆器工房 直販店「Ｌａ　Ｑｕａｒｔａ　塗師　吉田宏之」のホームページ開設とリーフレット、写真パネルの作成。

石川県 ｐｉｐｐｉｎ　ＨＡＩＲ リーフ作成（新聞折込チラシ作成）、地元フリーペーパー掲載

石川県 大政寿司 堀り炬燵への改修により実現する『ゆったりとくつろげるお店の空間づくり』

石川県 アルテックス株式会社 高齢者、シルバー世代の方々に対するサービス事業（無料の聴力測定）

石川県 酒のぬまた 造りの良いおいしいお酒を適切に商品管理し、お客様に提供する通販事業

石川県 藤村ストアー 冷凍冷蔵庫更新による生鮮食品及び惣菜強化促進事業

石川県 ｂｅｎｌｌｙ’ｓ＆ｊｏｂ 総合送りミシン導入による、オーダーレザーバッグ作り事業参入

石川県 株式会社パインズカンパニー
ヨーロッパ輸入商品（酒、食品、雑貨等）および石川地場産の酒・食品ネットショップ（ホームページ）
の開設

石川県 ＭＡＧＩＣ 地域資源を活用した独自技術「印箔」商品の販路拡大と相乗効果

石川県 株式会社エアシフト 新規事業として自動二輪の販売・整備を行い新たな顧客の獲得

石川県 有限会社白鳥製綿所 布団製造ノウハウを活かした新事業（羽毛リフォーム事業）の情報発信

石川県 北陸フォーム株式会社 ＨＰ改良・会社案内作成により認知度向上・新規需要獲得を目指す

石川県 村元酒店 ネット販売システムの構築と広報ツールの作成

石川県 御菓子司　十三屋 新商品開発・店舗イメージアップ・イートインコーナー設置による販路開拓



事業名事業者名都道府県

石川県 バーバーショップ　ループ 「清潔感のある男」を育て、広めるための見直し

石川県 えびす堂 えびす堂（えびす様）の町興し　～情報発信ツールの開発及び癒し空間の提供

石川県 有限会社夢華 呉服店が既存店舗を改装し、新たに甘味を提供した販路拡大事業

石川県 株式会社高砂屋 「兼六園」の商品開発と「兼六せんべい」のリニュアル２点のセット販売

石川県 有限会社メディアワークス 中国茶館（中国茶喫茶）の営業

石川県 真洋創商株式会社 通信販売事業における新規取引先開拓及び既存顧客掘り起こし

石川県 すぃーとはぁと ヘアケア商品・炭酸美容法・ミニウエディング企画の顧客数増加に向けた情報発信

石川県 エステスペースＳｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 革新的サービスの導入による販路拡大

石川県 株式会社辻屋商店 辻屋商店劇場的エンタテイメント向上計画

石川県 株式会社オーシャンドリーム キャンピングカーの魅力を見て、さわって、知ってもらう事業

石川県 有限会社割鮮のむら ３世代でホッとする「魅せる素材料理」を味わうための店舗改装

石川県 Ｎａｔｕｒｅ 気軽に買える少量パック、詰め替えパック用のパッケージ変更

石川県 橋栄醤油みそ株式会社
来春の北陸新幹線金沢開業に向けて・「地元金沢の特色がある新商品「生姜ぽん酢」の開発」（既存
のぽん酢商品のリニューアル、シリーズ化）

石川県 飲処喰処酒肴まつうら 全国の日本酒を楽しむ「酒肴まつうら日本酒会」組織化事業

石川県 ヘアカットノハラ 高級志向のお客さんが集まる理容室の情報発信、顧客満足改善事業

石川県 イルピアットハタダ 新オリジナルソースと生パスタの開発及び新セット商品による販路開拓

石川県 寿し一 『七尾・等伯・寿司』のマッチングによる『すし王国』の再建

石川県 ＫＡＫＵＭＡ　ＮＯ　ＨＩＲＯＢＡ 中小企業と学生の連携を促進させる長期実践型インターンシップ事業の広報

石川県 のどつぐウェディング株式会社 能登の伝統儀式「花嫁のれんをくぐる心」を体験～能登スタイルの結婚式を挙げてもらう～

石川県 うらべ家具店 インテリア好きに特化した店舗開発及びその販売促進

石川県 ムーミンなかがわ 自社工場による羽毛布団リフォーム事業拡大と休眠顧客の掘り起こし

石川県 有限会社金谷酒類販売 甘酒の新商品開発（商品名、パッケージ）

石川県 ライトアップ 需要創出特化型ホームページの販路拡大事業

石川県 ティ・アイ・エス株式会社 新規顧客事業獲得・集客数増大　広報事業

石川県 卸はまがた 能登半島の流木・石を利用した商品開発事業

長野県 株式会社ＳＰＩエンジニアリング 工業用内視鏡の販路開拓

長野県 有限会社睡眠ハウスもりたけ 健康寝具販売のための新規ネットショップ構築事業

長野県 合同会社ライトハウス・キーパーズ Ｕターン就職啓発キャンペーンの実施

長野県 有限会社武井工芸店・門前茶寮弥生座 販売促進のための広告とチラシ、リーフレットの製作

長野県 株式会社ライフマスターコーポレーション ・介護福祉人財の育成及び橋渡し事業による地域福祉の活性化

長野県 株式会社世界最速試作センター 先端三角折り機能付全自動トイレットペーパーホルダーの販促活動

長野県 ホッグハウス有限会社 希少価値の高いバイク及びバイク用トレーラーの輸入販売強化

長野県 株式会社スリック
新型「Ｇ－ＭＥＮ」シリーズのカタログとマニュアル（海外対応版）の作成とホームページリニューアル
による「更なる販路拡大」

長野県 合資会社成迫 ヘッドスパ導入と美容皮膚科クリニックと連携した頭皮ケアメニュー開発で髪の美と健康を提供

長野県 株式会社宮坂製糸所 新たなショップでの自社ブランドのシルク化粧品の販売

長野県 共栄不動産株式会社 ホームインスペクションとＨＰ開設による老舗不動産屋の再生

長野県 てくてく カタログマガジンを使った「冷えとり」健康法関連商品の販売促進

長野県 あったか子育て応援住宅株式会社 一千万円以下で建つ超ローコスト パターン型住宅の販売促進

長野県 横文 集客効果を狙った店前改造事業

長野県 有限会社百老亭 外国人観光客、女性客、高齢者のお客様の更なる集客力ＵＰ

長野県 有限会社セキ理容所 ヘッドスパのグレードアップのためのリアシャンプーの導入とＰＲ



事業名事業者名都道府県

長野県 Ｋｅｙｐｈｏｔｏ（キーフォト） 新規撮影プラン「３世代撮影プラン」の構築

長野県 有限会社ライムコーポレーション 「外食ビジネスウイーク２０１４」出展による宣伝と受注の確保

長野県 有限会社若宮糀屋 ブランドイメージを高めるパッケージの一新と広域的な宣伝広知

長野県 有限会社スーパーあらい １００ｍ先からでも、一目で見れば良くわかる「看板」設置事業。

長野県 信州松崎和紙工業有限会社 手漉きのオリジナルオーダー和紙製作販売サイト、自社ＨＰの開設

長野県 ベーカリーテテ 夏場にも対応出来るコッペパンの開発・サービス環境の整備

長野県 株式会社ＢＲＡＩＮ　ＷＡＶＥ 金型製造技術である［拡散接合］を転用したゴルフクラブの製造と販売。

長野県 スタジオママル 新型・木のキッチンの開発、および販促用パンフレット等の制作

長野県 信越電気管理株式会社 インターネットを使ったＢＧＭ配信取次事業

長野県 有限会社上松屋旅館 青ナンバーバス送迎付き宿泊プラン宣伝による県外団体客誘致

長野県 有限会社クローバーデザイン デザインによる地域の６次産業化推進事業

長野県 株式会社おとぎの里 アンテナショップの展開によるオリジナルスイーツの開発と販売

長野県 手づくり洋菓子店　ノエル 地元素材を使ったブランド・商品強化による顧客開拓

長野県 有限会社丁子屋 団体、高齢者に対応したトイレの利用環境改善事業

長野県
合同会社夢倶楽部しらかば　信州カウンセリン
グセンター

拡げようメンタルケアを。企業へ・男性へ

長野県 合同会社モノゴ ダンボール製日光カメラ（ＤａｎＣａｍ０１）及び、ダンボール製品の販路開拓

長野県 有限会社角本近藤材木店 「自然素材平屋プラン」広告チラシ・案内板とリーフレット作成

長野県 在来屋 店頭販売の強化をするための広告宣伝及び売上増と販売先の分散化

長野県 株式会社グラフィシア 披露宴映像を手作りするアプリ「ウェディングエフェクト」のブランド強化施策

長野県 東信電気土木株式会社 メニューリニューアルと広告・宣伝強化事業

長野県 （有）新橋屋飴店 松本土産の定番を目指し、パッケージシールのデザイン刷新

長野県 おそうじ本舗 松本中央店 家事代行サービスの広報活動による事業拡大

長野県 信州銘醸株式会社 顧客獲得のため、展示・商談会への参加強化活動

長野県 有限会社マルイ産業 伝統技術と最先端技術の融合による新商品「ヘリ無し畳」販売拡大

長野県 株式会社ＴＣＯ 溶接機導入と雇用確保による自社内加工の向上と販路拡大事業

長野県 Ｂａｒ　Ａｍｂｉｅｎｃｅ（バー・アンビエンス） 高濃度炭酸を使用しての「爽快なハイボール」の開発による集客力アップ

長野県 有限会社ピッコトラディショナル ジェラート・ロールケーキ・プリンの卸売り販売の構築

長野県 ケーキ屋Ｓｕｎ 地域振興の為の「ケーキ屋Ｓｕｎのワッフル」の露店販売

長野県 有限会社中信紙工 販促用チラシの作成、配布、ネットによる販売システムの構築

長野県 テレネット株式会社 大地震時のエレベータ閉込事故の防止装置の設置推進事業

長野県 アイテック株式会社 新商品「製品完結型の高齢者見守りシステム（ソフトウェア）」の開発

長野県 キノファクトリー オリジナルベースの開発と販売

長野県 株式会社藤澤蒔絵 仏壇蒔絵技術を活かした装飾品等の海外への販路開拓事業

長野県 やよい農園 健康志向に応えた安心安全な惣菜やお弁当製造販売事業の開始と販路拡大

長野県 サラダ館飯山常盤店 認知症対応型グループホーム及び個人宅向け介護食の宅配事業

長野県 米持製菓株式会社
ホームページの開設と北陸新幹線飯山駅開業にむけた新商品のパッケージデザイン公募および販
路開拓事業

長野県 有限会社東信ビル 「東信ビル１」３０２号室リノベーション事業

長野県 有限会社　下平工務店 『ＳＵＭＩＫＡ』プロジェクト―「理想の間取り」キャンペーンの展開

長野県 シスマック株式会社 ＡＳＥＡＮ市場の販路拡大による国内製造販売拠点の発展と雇用拡大

長野県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＳＵＮＲＩＳＥ 障害者やご高齢者のニーズに対応する「福祉理美容併設サロン」の構築

長野県 有限会社総合教育 中学３年生を対象とした受験説明会実施事業



事業名事業者名都道府県

長野県 茅野アスレチックスアカデミー 幼児向け運動・遊びクラブの新設による会員拡大

長野県 株式会社宮沢工務店 子育て世代向け新住宅商品と本社キッズスペースの設置による販路拡大

長野県 有限会社白馬美容室 増毛

長野県 株式会社丸ト大塚商店 信州佐久十二蔵のみくらべワンカップセットの開発

長野県 有限会社大西製粉 ユーザーの利便性向上をめざすネットショップ構築

長野県 有限会社あるとふぁごす 新店舗の知名度向上に向けたＰＲ事業

長野県 株式会社薬師平ホテル 自然豊かな環境で味わう地元の旬な食材を生かしたバーベキュー・燻製の提供

長野県 手作りケーキの店　タルト 真田氏家紋入り『六文銭ロール』を上田の定番土産にする事業

長野県 世界食道 欧風オープンカフェ新設と営業時間拡大による、新サービスの開始

長野県 甘味処みつばち 空間プラン最適化と質の高い空間デザインのための店舗改装事業

長野県 有限会社ＧＥＮＫＩ 平日客室稼働率アップ事業

長野県 Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＡＷＡ 顧客ニーズに対応した店舗造りと販路拡大

長野県 丸萬　加藤商店 主観で信州を伝える信州の地酒専門店「通販機能付きのサイト」

長野県 株式会社ホテルやまぶき 慶事宴会向けパンフレット作成、同級会プランチラシ作成と広告宣伝

長野県 原田商店 焼き菓子「ダックワーズ」の開発事業



岐阜県 ミヤケ写真館 衣装レンタル拡大事業

岐阜県 宮部建設株式会社 新築住宅請負工事事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 有限会社山王プロジェクト 美濃和紙と絹を合わせた裂き織りの洋服の開発

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ 高齢者女性に周知されるための雑誌掲載を中心とした広報活動

岐阜県 株式会社　助六 「料亭の閉じられた世界」と「日本文化」を発信する、助六公式パンフレットの製作

岐阜県 マルヤマ 地元地域で認知度の向上を図り新規顧客を獲得する広告宣伝事業

岐阜県 ヘアーメイクパーソナル ハイエンド層のお客様を取り込むためのプロモーション活動

岐阜県 有限会社ブライダルサカエ 七五三の前撮り周知ＰＲ活動

岐阜県 ＢＯＧＬ
・ムルーア×ＢＯＧＬまつ毛エクステと業界初のまつ毛エクステ専用の椅子を導入して新規市場を開
拓する。・従業員を増やして雇用促進を図る。

岐阜県 ガルエージェンシー岐阜第一 「調査の即日対応」に関するチラシ作製及び配布

岐阜県 こやま接骨院
ホームページの作成と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プロスポーツ
選手に認められたトレーニングを提供するサービスの広報活動

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 売上促進事業

岐阜県 株式会社ＭＬＣ 来店アップ施策と新規販路開拓によるディナー顧客拡大事業

岐阜県 にぎり寿し勝 新規メニューブック作成およびショップカード、パンフレット作成

岐阜県 株式会社イーエスピー企画 全国規模の展示会出展、技術雑誌広告掲載による事業拡大

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｉｎｃｅｒｅ　ヘアーデザイン　シン エアウエーブパーマ導入による既存客販路拡大・新規開拓事業

岐阜県 株式会社センチュリー 香港マーケット開拓に向けた和食器カタログ作成事業

岐阜県 株式会社ＨＲＴ　ｉｎｏｖａｔｉｏｎ 店舗訪問日から結婚式までを記録する、「メモリアル　ストーリー　ブック」の作成

岐阜県 株式会社山三　三宅 ＨＢ（ハイブリッド）磁器で再現する漆器（彫漆・堆朱）調の商品開発・販売

岐阜県 有限会社宗山窯 海外展開を目的とした「品質強度向上の試験研究」と「販路開拓」

岐阜県 有限会社エキップ 営業形態の変更に伴う新事業「ワインショップ」設置とそれに伴う店舗改装

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） 「サロン及び訪問美容における新規客の獲得と地域への周知と定着」

岐阜県 山都印刷株式会社 スマートフォンに連動した飛び出す動画印刷物（ＡＲ）企画提案

岐阜県 保険タイム株式会社 「保険を売る」から「保険を買っていただく」ための販売促進事業

岐阜県 民宿　桑谷屋 スマートフオン用ＨＰソフト及びレンタサイクル購入

岐阜県 株式会社花の店岩田 店舗横に庭を造り地域に合ったランドスケープデザインの提案事業

岐阜県 マリエクチュール 飛騨地方“初”「結婚式用オーダードレス」の販売促進事業

岐阜県 有限会社糀屋柴田春次商店 ラベルプリンター導入による季節限定商品の販売強化事業

岐阜県 ＮＡＩＬ‘ｓ　ＳＰＡＣＥ　ｇｌｉｔｔｅｒ 地域での認知度を向上させるためのネイルサロンの販路開拓事業

岐阜県 有限会社ひぐち 新規顧客を獲得し、Ｃａｆｅを５０年続けるための改装計画

岐阜県 ｒｕｎ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ（ラン・トゥギャザー） 若年層の独身女性が対象の自動車カスタマイズマーケットの拡大

岐阜県 株式会社ギフ建 住宅完成後に顧客と信頼関係を構築することによる販路開拓事業

岐阜県 那加印刷株式会社 小ロット・低コストを両立したウインドウフィルムの製造・販売事業

岐阜県 ダイニング・バー　ブレス 情報発信により気軽に楽しいダイニングバーへの集客を目指す

岐阜県 キッズゴルフジャパン大垣 ジュニアゴルフ教室の新規生徒獲得のための無料体験教室開催とそのプロモーション活動

岐阜県 アクア・プランニングスタジオ 介護事業スタッフのお困りごとを解決！！リクリエーションで使える『手作りキット』ＰＲ活動

岐阜県 有限会社ウスイ商会 創業６０周年老舗企業の認知度向上に向けた顧客増大化事業

岐阜県 ｕｎ　′Ｐｉｌｉｅｒ 世界初、特許取得のカット技法で地域初、高価値サロンのビジネスモデルの展開

岐阜県 吉田製菓株式会社 味・見た目に楽しんで頂ける新『おかき』の事業展開に伴う販路拡大

岐阜県 有限会社川登屋 特産品を自社内生産し販路開拓する事で経営の安定に繋げる事業

岐阜県 株式会社美光技研 異業種交流展示会へ出展し、新しい顧客の獲得を目指す。

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

岐阜県 技建・エンタープライズ 認知度向上による水廻り特化型リフォーム元請工事の主力事業化

岐阜県 有限会社マツイデンキ 高齢化社会に合わせた家電の提案・販売促進事業

岐阜県 ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　ＭＡＫＯＴＯ ランチ及び食事需要を開拓するための看板設置・ＰＲ事業

岐阜県 株式会社イトウ建材店 地域住民（一般顧客）への当社の積極ＰＲ

岐阜県 若葉株式会社 ３００年続く地酒「若葉」が飲んでみたくなるパンフレット作成

岐阜県 有限会社ヤマサ坂井陶器 高デザイン・高品質商品開発とＷＥＢＳＨＯＰ構築による販路拡大事業

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所
次世代リーダーを育成し、業績をＶ字回復させ、オンリーワンを実現するコンサルティング・プログラ
ムの販売促進

岐阜県 カネヤマ株式会社 自社開発商品・掃除機スタンド“タッタ君”の販売促進

岐阜県 江西社会保険労務士事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

岐阜県 有限会社加古彫刻 金属彫刻技術を高度化、活用した新商品開発を行うことによる新市場開拓

岐阜県 すし処　山藤 客席をイス席、座卓へ簡単に切り替えできるテーブルの導入

岐阜県 人生物語ワークス 「中小企業のブランド構築ワンストップサービス」確立・販路開拓

岐阜県 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 自社塗替え工事の受注強化としてのＰＲ

岐阜県 有限会社万寿実家具センター こだわりの家具店が未開拓地域の富裕層を狙った販路開拓事業

岐阜県 豆屋珈琲 新空間で売上ＵＰ！コーヒー豆販路拡大計画

岐阜県 洋食亭ＫＩＳＡＫＵ 自家製プリン（デザート）のテイクアウト販売

岐阜県 株式会社三輪酒造 外国語版ホームページの作成及び海外展示会への出品販促

岐阜県 力寿司 新規顧客獲得のための、チラシポスティング・店舗改装・新メニュー開発事業

岐阜県 カトウ綜建株式会社 化学物質を排除した家つくりを体験型見学会で子育て世代にＰＲ

岐阜県 ディスポート株式会社 企業及び店舗向けブランディングパッケージの販売事業

岐阜県 有限会社ペン・テック 住宅の塗り替え元請工事のエリア拡大とブランディング

岐阜県 伊集院まさ盛有限会社 マヨ唐チキンの販売強化を行うためのネット販売システム構築

岐阜県 小町酒造株式会社 米国での販売強化の為に展示会に参加し、「和食」文化を広める

岐阜県 エステサロン　ビューティプラス 現代病（メタボ・ストレス・更年期障害）改善事業（出張サービス）

岐阜県 有限会社さかえや化粧品店 シニア世代に憩いの場を提供する為の店舗改装、広告宣伝

岐阜県 こつぶｃａｆｅ ・体験型複合カフェ「ヤギカフェ」への経営伸展による販路拡大

岐阜県 株式会社ヤマト 訪問看護周知活動に伴う営業・広告戦略

岐阜県 株式会社タケコシ 営業利益安定確保と縫製工場稼働率向上のための自社商品拡販の仕組み作り

岐阜県 有限会社太田化学工業所 販路拡大のための簡易ドリップ専用カップの開発と周知

岐阜県 タイラー株式会社 海外向け自社サイト構築とシステム刷新による発信・販売力強化

岐阜県 菓子工房オアシス 百貨店催事出店とネットショップによる新たな販路拡大

岐阜県 ＦＭラインウェーブ株式会社 「ＦＭらら」ＰＲ活動の為の販促品製作

岐阜県 株式会社パカラ ヘッドスパサービスの充実と新リラクゼーションサービス開発事業

岐阜県 福岳産業株式会社 「伝える・伝わる」仕組みづくりによる来店頻度の向上

岐阜県 株式会社小坂酒造場 古い釜場を改装して、限定されたお客様だけの限定された「百春」の試飲場の創設

岐阜県 株式会社三井陶器 「ロゴ入り食器提案に特化した新規顧客の開拓」

岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 築約１００年の酒蔵直売店の改装による販売力強化事業

岐阜県 有限会社建築工房ビス 『家族とともに成長する家～Ｓｔｙｌｅ＠ＨＯＭＥ』の営業拡大を行う

岐阜県 山川酒店 バナー広告による新規顧客確保事業

岐阜県 ブリリアント 髪にやさしい天然素材をつかった、カラーリングサービスの提供

岐阜県 有限会社　ヒシカ加藤 フレンチにあう酒器の開発および輸出業者への提案



事業名事業者名都道府県

岐阜県 割烹　堀部 和テーブルの導入で４０～６０代の女性客に好まれる雰囲気の店づくり

岐阜県 どれっしんぐ 理容室から真のサロンへ、女性客の求めるリラックスに応えていく

岐阜県 株式会社天野企画 職業訓練校設立運営に伴う男女別トイレ・洗面改築工事

愛知県 有限会社ブッシュドプーレ 新規顧客の獲得

愛知県 三浦　崇志 集客力を高める為の立て看板及びベンチソファーの設置

愛知県 有限会社阿羅比加 カフェと洋菓子店　併設型店舗リニューアルに伴うマーケティング戦略

愛知県 ニューブリーズ株式会社 「ｅｅ－Ｄｅｍａｎｄ　Ｒｏｂｏ　広告ＰＲ」

愛知県 株式会社ハグリネット 新たな５つのホームページによるサービス拡充と顧客拡大事業

愛知県 株式会社イノウエ商会 飲食　ホームページやＳＮＳを使ったあんかけスパゲティの広告販売

愛知県 有限会社ぷちトマト
従来の福祉・介護業界の広告・イメージを払拭したデザインカタログの製作と、装飾テント下に商品
を陳列することによる売上・入店機会の増加を図る

愛知県 株式会社ふぇりちった しあわせビアガーデン

愛知県 株式会社モーション・ビジュアル・ジャパン マルチコプターによる空撮サービスの販売促進用ホームページ作成

愛知県 パン工房　七人姉妹 卵なし！牛乳なし！添加物なし！おいしいオリジナル食パンのＰＲ

愛知県 株式会社ブランテ ＬＥＤライトとメール配信システムの導入による来店頻度の向上

愛知県 旬和風食彩　さとう お客様のニーズを反映し顧客増加を図る客室の改装工事

愛知県 株式会社明城 全国展開する住宅メーカーとの競争力を有する総合カタログの作成事業

愛知県 プライマリ・メタ・ワークス株式会社 次世代ＩＤ証のインターネットを活用した広告宣伝

愛知県 株式会社ソハード シート類を細密で複雑な形状に切り抜いた新製品の商品化と販売

愛知県 有限会社鈴木板金 防災・減災主力４商品の販売促進

愛知県 株式会社玄氣
ネット通販強化に向けて　新市民病院内動画広告制作と広告看板リニューアル　～健康に気を遣う
方々へのインターネットＰＲ戦略～

愛知県 有限会社梶原タイヤ商会 オフシーズン中のタイヤを預かるための保管庫の拡張、増設

愛知県 山本機工製作所 空間の魔術師　配管工の魅力を発信

愛知県 株式会社アイエコアップ ホームインスペクションセミナー開催のための広告宣伝

愛知県 串の家和城 チャンスロスを防ぐための少人数掛けテーブルへの変更

愛知県 ダイヤテック株式会社 工具『切れるンジャー』の知名度向上による問屋の新規開拓。

愛知県 株式会社プロカレント 企業内講師養成の為のインストラクションプログラムの開発と拡販

愛知県 有限会社オオマエデザイン 「レシピカード・和食レシピカードお箸セット」製作販売で顧客開拓

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ バルーン装飾で催事演出を提案するコンセプトショップのＰＲ

愛知県 ＫＹコーポレーション株式会社 店舗イメージ向上と提案型店頭販売強化でシニア層顧客拡大

愛知県 ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　鍛冶 リペアの認知度を高める事が集客＆売上ｕｐに繋がる！！！

愛知県 ジョイ　アンド　トラスト　（Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ） Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ　認知度向上プロジェクト

愛知県 池田自動車販売 自社ブランド【ＫＵＭＩ】のチタンマフラーの開発・ＰＲ

愛知県 株式会社　エム＆プラス 「美容室　おもてなしの心」　研修ＤＶＤ開発

愛知県 プリズム スポーツシューフィッターによる新規顧客拡大イベント事業

愛知県 フラワーハーモニー桜想 フラワー商品の認知度向上のための宣伝事業

愛知県 サン食品株式会社 コンニャクダイエットスイーツ食品の製造・販売事業

愛知県 ＢＯＤＹ ＬＡＢＯ ＩＺＵＭＩ 「空間演出による新たな女性客の取込みの為の、店舗内装リニューアル事業」

愛知県 カナザワ工業株式会社 「薪焚き式バイオマスボイラー」のカタログ・ホームページ製作事業

愛知県 有限会社愛岐共販社 新カタログの作成・商品ＰＲ用インターネット向け動画作成・ＦＡＸＤＭによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社亘陽 ホームページの作成

愛知県 Ｍｅｄｉａ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｄｅｐｔ　あいうえお
商品買取システムを含む　独自販売ホームページの制作運営による中古市場での新規集客と販路
開拓



事業名事業者名都道府県

愛知県 合資会社カネ三商店 東京ギフトショー秋２０１４へ出展し、他業種の新規顧客獲得及び販売ルートを拡大する事業

愛知県 スタジオリスペクト 触ってもらい、体験できるクラフトフェアーへの出店と瀬戸焼きの特色を活かした商品開発。

愛知県 ＣＯＣＫＮＥＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 英語の話せる美容室

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 新感覚！「常温」「温め」「蒸着」チーズケーキの開発

愛知県 プレジールヘアーデザイン
広報を強化し、新メニューをＰＲすることで、２０代の新規顧客の増加と、それに対応するセット面の
増設。

愛知県 米真商店 ギフト米のリーフレット制作から地域密着を担う。

愛知県 和ｃｏｕｔｕｒｅ 「吉祥ドレス」＆「みかわり帯」の商品開発と販売事業

愛知県 株式会社霞仙 ネット世代を対象とした料理の器の開発とＷｅｂギャラリーの開設

愛知県 理宝株式会社 ストップフリー機能等を備えた高機能ボールネジの販路開拓事業

愛知県 株式会社モワノー ３Ｄプリンター造型サービス拡張に付随させた専門研磨サービス

愛知県 株式会社アドミックス ジョンマスターオーガニックでの売上倍増

愛知県 レガーレカフェ栄 コワーキングスペースを利用した起業家による“起業家のため”の結婚相談所

愛知県 ダイビングショップ　オズ ライセンスカード取得と連動したツアー広告の作成

愛知県 フェイシャルエステサロン　ルシル 商圏と客層の拡大による新規顧客の獲得

愛知県 Ｄｏ ｌａ ｖｉｅ （ドゥーラ・ヴィー） 新規顧客開拓に向けたブログ誘導型看板の設置

愛知県 スズオキデザイン リーズナブルな動画撮影サービスで販路拡大

愛知県 ヒライ商店
小売部門の売上強化を図るべく、広範囲で周知を行えるフリーペーパー（広告媒体）を活用した周
知と顧客獲得。

愛知県 東鮓　共和店 出張寿司と宅配寿司のチラシ販促と入りやすい店舗作り

愛知県 有限会社京屋 「地域に親しまれる金物屋づくり」

愛知県 株式会社黒柳塗装店 戸建住宅塗替えの受注件数を２倍に拡大する営業活動強化事業

愛知県 有限会社ヨクナル リンパセラピーの良さを正しく伝えて、客数増加を図る販促事業

愛知県 株式会社小幡建設 「キャリアハウス２０」をＰＲするホームページ・広告チラシ制作

愛知県 有限会社ナガサカ建窓 「夏涼しく冬暖かいエコリフォーム」を西三河で販売促進

愛知県 イナバヘアワークス 予約システムを整備し、新たな顧客獲得と単価アップを図る

愛知県 株式会社ＴＯＭ創屋 外壁塗装ショウルームの完備（屋外広告看板含む）

愛知県 大寳製版株式会社 「Ｄｉｇｉｔａｌものづくり工房」のＰＲ・ブランディング構築事業

愛知県 有限会社サンコー 老朽化対策及び、バリアフリー化　新規顧客獲得の為の広告・ＤＭの送付

愛知県 有限会社大幸 『活気ある店内で思い出に残る食事を』

愛知県 有限会社メガネのナイトウ オリジナル高付加価値メガネセットの開発と実店舗への横展開

愛知県 積木工場わつみ 近隣のご家庭に商品を認知していただく為の広告宣伝

愛知県 有限会社和穀 玄米加工品のチラシ、パンフレット、情報誌掲載などによる販売促進事業

愛知県 合同会社桂 「機能強化型訪問看護ステーション」体制に向けての基盤構築

愛知県 ありみず治療院 新技術と国家資格技術を宣伝する為の看板設置と院内環境設備

愛知県 小島食品製造株式会社 油脂分入りジャムの拡販

愛知県 カワシマ株式会社 愛知“モノづくり“を海外へ！企業展出展と海外での販路開拓事業

愛知県 有限会社洋品のクリムラ 「高齢者顧客の買い物サポート」と「買い物難民の顧客転換」事業

愛知県 株式会社とやま洋服店 会議所会報へのニュースレター折込によるテーラーメイド需要開拓

愛知県 株式会社浅井鋳造所 個人向け３Ｄプリンタを活用した体験型ものづくりサービスの展開事業

愛知県 プランニングオフィス・ラグーン有限会社
【ソーシャルグッドデザインショールーム】の開設によるＣＳＲ（企業の社会貢献）ビジネスプラット
ホームの構築

愛知県 有限会社ＭＧＪ サービス内容が見える！結婚相談所の新規会員獲得動画。

愛知県 桜島塗装 環境や経済的にやさしい「エコ塗装」の販路拡大事業



事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社昭和写真工業所 『デジタル＋ＩＴ＋職人技術』を活かしたＷＥＢ環境構築による大型フィルムの販路拡大事業

愛知県 リブレ 製品化問い合わせ窓口用のホームページの作成による販路拡大

愛知県 有限会社佐野花火店 新たな顧客を開拓するためのカタログ製作及び販売促進事業

愛知県 有限会社フォックシー 自社独自のネイル技術とサービス提供の宣伝活動による販路拡大

愛知県 株式会社アルコム 減速帯（保安用品）による道路・駐車場全国安全化事業

愛知県 豊川印刷株式会社 新のＡＲ技術の導入による営業促進と販路拡大

愛知県 木工房　すえひろ 『木とふれあい、木に学ぶキッズルームの開設』

愛知県 有限会社小川屋米穀店 今日はコレ！料理にあうお米選びのための店舗改装

愛知県 Ｓｔａｉｎｅｄ　ｇｌａｓｓ　Ｎｉｊｉｉｒｏ 事業者向け販路拡大のための展示会出展と受注体制の構築事業

愛知県 輝商物流株式会社 個人向けペットタクシー事業の拡大

愛知県 やまき総合法務事務所 英語広告媒体を利用した、外国人ビジネスサポートサービス

愛知県 株式会社クリニカルサポート 携帯型エコーを用いた在宅医療超音波セミナーによる販路拡大

愛知県 株式会社シベール 「対消費者向け抗アレルギーケーキの開発・販売・販促プロモーション戦略」

愛知県 株式会社マルハート 新規取扱商品・赤ちゃん用窒息死防止寝具（グロバッグ）の販売促進

愛知県 ２代目よこやま接骨院
当院が提供するサービス（特に当院の強みである骨盤矯正やむち打ち治療など）を周知し、来院患
者数増加を図る

愛知県 Ｍｙ　Ｓｔｙｌｅ オフィス・ウォーキングプログラム等の普及

愛知県 シェカズ ホールケーキ販売拡張、及び新たなギフト商品の開発とＰＲ

愛知県 株式会社創基 ハウスレスキュー〈家と暮らしのレスキュー隊〉

愛知県 ｓｔｕｄｉｏ　ｔｙｔｙ 新規会員獲得、店舗拡大に伴う、新規顧客拡大プラン

愛知県 Ｈａｐｐｙ　Ｂａｋｅｒｙ　ＴＡＫＵＴＡＫＵ 販売拡大に向けた機械器具導入

愛知県 竹・庭垣のやじま 天然竹素材の竹垣展示公開及びホームページ新規作成による顧客開拓

愛知県 株式会社ビーリンク 移動販売車の「知多娘。」デコレーションと販売商品増加

愛知県 パティスリーしあわせのえき 店舗入り口改修事業と店内ディスプレイの増設

愛知県 ＹＵＩ ニーズに合わせた地域のみやげ菓子の開発で売上アップ！

愛知県 合資会社鳥居種苗店 立地特性を活かした店舗改装による販路拡大・販売促進事業

愛知県 日本エムティ株式会社 新工法によるドライ潤滑コーティング加工の販路拡大

愛知県 株式会社岡崎電工社 セルロースファイバー断熱材を使用した省エネ、低燃費住宅の提案

愛知県 株式会社風外虎餅 豊田市の定番となる、オール豊田によるお土産物の開発

愛知県 染と呉服とみたや 呉服販売事業の不振を補う写真撮影事業の強化

愛知県 有限会社照美 記念撮影サービスを新たに開始させ、お客様の“美しさ”に貢献する

愛知県 ヤマカ杉田商店 ＬＥＤ照明によるコスト削減、競争力強化事業

愛知県 株式会社サイエンスインパクト 知的財産権関連業種向け「機密情報暗号化送受信システム」の展示会出展による販売促進

愛知県 アオイ設備工業株式会社 新たなリフォームパックプランの開発とＰＲ強化による販売促進

愛知県 有限会社マサル産業 美魔女向けメガネ用シリコンゴムパットの開発および販路開拓事業

愛知県 有限会社クズハラゴム ビジネス「縁」獲得ホームページ＆社内営業管理ツールで顧客開拓

愛知県 株式会社ＣＤＪホールディングス 当社電動アシスト機能付サイクルスポーツの拡販事業

愛知県 トリイ建築 既存住宅プラスｏｎｅリフォーム事業

愛知県 株式会社ミカワヤコンフェクト ネット販売のためのホームページ作成（販売カート方式）

愛知県 株式会社グローバルステージ 海外在住女性を活用した企業向けマーケティング情報提供サービス

愛知県 ウェルフォワード
リファービッシュ複合機にオリジナルメンテナンス契約を付帯した初のリサイクルトナーカートリッジ
販売活動

愛知県 株式会社ヒロセ 電気料金削減事業の総合ＰＲ



事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社財務ファクトリーさくら 美容サロンに特化した経理代行サービスの提供

愛知県 株式会社ＳＯＴＡＣ インドネシアでの自社ブランド製品販路開拓事業

愛知県 宮島好弘税理士事務所 お客様の明るい未来へ向けてのライフプラン・相続サポ－ト支援

愛知県 株式会社ノーサイド 「家庭でデキる子ども整体法」、「夜泣き解消プログラム」のネット通販事業

愛知県 リトルビーチ 若い子育てママの集まる地域一番店を目指す

愛知県 有限会社近繁 お食い初め（おくいぞめ）祝い膳の提案

愛知県 株式会社石川第２接骨院 超音波治療器導入による診療メニューの充実と地域アプローチ開拓

愛知県 株式会社水野商店 消費者へのインターネット通販（手焼きさきいか、いか姿焼き他）

愛知県 有限会社チェルビック企画 本格焼酎と、蔵の空気をそのままに

愛知県 Ｐｏｎ Ｐａｄｄｙ ｈａｉｒ ｌｉｆｅ 瀬戸在住３０～４０代の有職の主婦を対象としたネット集客

愛知県 アムトラック 直輸入台湾茶の販売拡大のためのパッケージ開発及び販売促進

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 地産材料の特性を活かした冷凍餃子等の製造販売事業

愛知県 田中智之法律事務所 グレーゾーン解消制度の照会申立支援事業及び同事業の販促活動事業

愛知県 行政書士ステラ法務事務所 遺言作成のきっかけとなるパンフレット・ポスターの設置広報

愛知県 有限会社スギ設業 新の太陽熱温水器の国内普及に向けた研究開発

愛知県 アシストーン株式会社 石材の特殊洗浄システム・封孔コーティング剤の開発・販売

愛知県 三峰園窯 オーダーメイドによる陶器の制作と販売　～器で笑顔を広げる仕組みづくり～

愛知県 めん処　丸長 洋式トイレおよびアメニティスペース設置による快適性向上事業

愛知県 ２アンド４サービスショップ　ピット 店舗・展示場・作業場の拡張による車両回転率向上による売上拡大

愛知県 蒲郡ファミリー整骨院 露出度ＵＰ（野立看板とスマフォ活用）による新事業の販路拡大

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 スマフォを活用した市民環境調査ツールのエコプロダクツへの出展

愛知県 伊藤保険株式会社 プレシニア世代の相談件数増加を目指した個人相談ルーム開設

愛知県 株式会社三河シーエルイー 看板・チラシ作成と店舗のバリアフリー化による新規顧客開拓事業

愛知県 シントール薬品株式会社 競走馬及び競技場の市場獲得を目指す為の馬用マッサージクリームの試作開発事業

愛知県 アフリカ工房 業務用シアバターの効率的な生産体制の確立及び販売促進

愛知県 有限会社ビッグバレー 貴社の社外会議室。落ち着く空間で、会合はかどるカフェの運営

愛知県 株式会社ＭＯＲＥ　ＴＨＡＮ ハーブで薄毛のお悩み解消！育毛・増毛コース

愛知県 株式会社蒲郡製作所 海外顧客獲得のための英語版ウエブサイト構築とサンプル品製作

愛知県 株式会社サンショク 地域農産物を使った自社開発商品のインターネット販売体制の構築

愛知県 とうふプロジェクトジャパン株式会社 「豆腐マイスター認定講座」申し込みシステム構築による一般消費者に向けた販売強化

愛知県 イタリア料理らぱん 病院との提携による快気祝い、退院祝い、出産祝いの新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 営業講習会活動事業

愛知県 有限会社小野金型 ３Ｄプリンタで金型の打ち合わせをわかりやすく！

愛知県 広島風お好み焼・鉄板焼きの店　ＦＲＥＥ ＢＩＲＤ 高齢者、単身赴任者に向けた地域密着型のお好み焼の宅配サービス

愛知県 有限会社近江屋本舗 プチ贅沢！身近に老舗和菓子の味を体感するための販路拡大計画！

愛知県 株式会社イーズライフ 人出不足一発解消プロモーションビデオ作成による代理店開拓事業

愛知県 株式会社ＬＩＤＥＣ 「非婚化・晩婚化解消の鍵は結婚相談所を知り選ぶ事の啓蒙」の広告

愛知県 有限会社飯田商店 建財・廃財・人財　モッタイナイ削減プロジェクト

愛知県 きもの和楽かね宗 結婚式場でヘアメイクして憧れの礼装きもの体験＆展示販売会

愛知県 ヘアヴァーゴ アラサーアラフォー向けプラスワンメニューの開発による販売促進事業

愛知県 有限会社　いーぐる 自慢のオムライスをＰＲする店舗看板を設置することによる新規顧客の獲得



事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社すぎやま商店 ＰＯＳ連動ラベルプリンタ導入による競争力強化・コスト削減事業

愛知県 メキア加藤商会株式会社
看板のＬＥＤ照明の取り付け及び販促品からの口コミ効果拡大、インターネットからのエリア拡大に
よる廃車依頼強化

愛知県 株式会社ＡＢパートナーズ 空きビル・空き家再生事例を広く周知し、スクラップアンドビルドストップ事業

愛知県 パティスリー　メリ・メロ お客様の笑顔に繋げるオリジナル袋の製作と広報活動

愛知県 ｃｏｕｔｕｒｅ　ｍａｍａｎ 「ウェディングトータルコーディネート提案」のイベント開催のためのＰＲ活動

愛知県 有限会社９４ 高齢者に対応した客席の改装

愛知県 有限会社カジウラビジネス 商談スペース及びグラフィック提案窓口併設による売上アップ

愛知県 有限会社高丸食品 買い物難民救助に向けた顧客訴求強化と来店客へのＰＲ改善

愛知県 株式会社ぐっとくるダイニング
客単価および客数向上のための①個室の造作及び、店舗情報開示と求人のための②ホームペー
ジ作成事業

愛知県 スマッツ株式会社 ロボット組立教材「ロボスプリント」改良版の試作及びホームページリニューアル

愛知県 縞治株式会社 ふんわりやわらか三河木綿多重織ガーゼタオルの開発と販売促進

愛知県 株式会社Ｍ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ 交通事故治療ならびに自賠責保険適正使用の認知

愛知県 名古屋エスシー 睡眠時無呼吸症候群簡易検査サービスの開発と販路拡大

愛知県 株式会社スピード 現役トップクリエイターが教える！３ＤＣＧ塾

愛知県 有限会社あさひ
鉄道マニアが注目するパンフレット作成及び販促戦略鉄道模型モータークリーニングマシーンの開
発及び商品化の推進

愛知県 株式会社ＮＣネットワーク名古屋 中部地区の製造業連合「中部ものづくりＵＮＩＴＥＤ」の運営と、機械要素技術展へ共同出展

愛知県 和食と炙り　縁 店舗全面リニューアルと新顧客層獲得戦略

愛知県 西三通信建設株式会社 水素水サーバーの導入

愛知県 ｆｌｏｗｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ　ＦＩＯＲＥ 自社オリジナル和装髪飾り事業の新設とＰＲ

愛知県 英語屋さん 「気軽」「安価」「親しみやすい」英語教室の運営

愛知県 株式会社オフィッコス 中古の賃貸オフィスビルオーナーを支援して仲介市場を活性化する事業

愛知県 ローゼル ホームページ制作および情報発信によるフィトセラピーの普及

愛知県 森の花畑 やおやレシピ付野菜セットの販売と店舗移転及び改装

愛知県 鶴林古 ファミリー層をターゲットにした蕎麦打ち体験による販路開拓

愛知県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｃｕｒｒｙ　ＷＡＹＡ フレンチトーストと新商品ＰＲによる新顧客開拓

愛知県 タージ・ベンガル カレー出張調理販売の為の移動販売車への改造

愛知県 中野看板 看板職人のＩＴ活用等による新規顧客とリピート顧客拡大事業

愛知県 株式会社セント・ロード 学習塾向けシステムのパッケージ化

愛知県 昭和塗装店 新取扱商材を活用した提案型営業による販路開拓と経営基盤強化

愛知県 旭光撚糸有限会社 技術カタログの作成及びホームページの内容再検討と多言語化対応

愛知県 有限会社アイズ 自社製作できる機械設備導入のための専用作業場増築工事

愛知県 株式会社ジーエム ３Ｄプリンタ導入で、販路拡大

愛知県 有限会社ハヤシ商店 広報活動整備による販売代理店制度の確立及び販路拡大事業

愛知県 ＳＫ－Ｔｒａｄｅ 大須万松寺通店収容人数、回転率大幅アップに向けた店内改装工事。

愛知県 有限会社セトセラミック 瀬戸焼を利用した自社新ブランド商品開発事業

愛知県 エーシーネットワーク株式会社 シニアヨガ講師養成講座プログラムの開発・広告・生徒募集

愛知県 株式会社かねまさ ＨＰを情報発信基地にした「かねまさ」ブランドイメージの構築

愛知県 株式会社ＭＧＪ 「小学生低学年から始めるグローバル教育」を強調した広告物作成

愛知県 株式会社匠オフィス 高卒資格未取得者の卒業支援と不登校児童の学校復帰事業

愛知県 黒野晃司税理士事務所 税制改正に伴い増加する相続税の納税者向けのＰＲ事業

愛知県 サムギョプサル専門店　テジ カップル席増設による週末の機会損失解消。売上の拡大



事業名事業者名都道府県

三重県 有限会社千代田園芸社 女性庭師よるお庭診断と安心お庭サポートの提供

三重県 有限会社ナカジマ設備 プチリフォームで、地元 終消費者に安心安全な暮らしを提供

三重県 株式会社エース設備 卓上型ディップスピンコーターの開発

三重県 Ｋｅｙｔｏｓｍｉｌｅ株式会社 デザイン力ＵＰによる、ウェルカムボード販促活動

三重県 料理茶屋松風有限会社 集客力向上のための店舗改装事業

三重県 ワン’ｓｌｉｆｅ 広告宣伝ｌ効果のＵＰと新規顧客獲得！！

三重県 世古美装店 Ｈ２６サイト改善事業　スマホ対応化によるＢｔｏＣ競争力の強化

三重県 有限会社喜太八時雨本舗 伝統の商品と技術力を活かして、高齢化・個食化市場の新規顧客開拓

三重県 平松産業株式会社 ５４年間継続した手作業全量検品技術を「見える化」して売上向上

三重県 醉月陶苑 陶芸教室とホームページを活用して急須文化を伝え売上増に繋げる

三重県 ＰＯＬＩＳＨ 独自のワンストップサービス（ネイル　エステ　整体）ＰＲ事業で新規顧客獲得

三重県 株式会社佛英堂 ネット広告を活用した通販サイトでの位牌の販路拡大

三重県 トータルアシストプラン株式会社 「コン活高床式住宅」で安心安全な住まいづくりをＰＲする事業

三重県 大一塗装株式会社 フリーペーパーと折込チラシによる広告宣伝活動での販路拡大

三重県 下津醤油株式会社 海外展開に向けた販路開拓事業と醤油工場見学の魅力向上事業

三重県 ＪＤスタイル 入店しやすく看板テントの設置と広告でアピール新規顧客獲得事業

三重県 マリモ 新たな土産物商品開発と、思い出に残る顧客向けオーダープリント

三重県 マイランド・有限会社 新規集客イベント開催による成約へ向けたフロー構築

三重県 グリル片山 伊勢海老スープ等の物品販売によるグリル片山のブランド化

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒａｄｉａｎｃｅ 居心地の良い空間で提供する、新しい素材で爪を傷めない高品質ネイルサロン

三重県 有限会社かねき伊藤彦市商店 関宿の暮らしと日本茶〔伊勢茶〕の体験の場となる店舗づくりのための改装

三重県 創和マネジメント Ｍ＆Ａ事業承継の選択肢のひとつとするための企業づくり支援

三重県 リンドヴィルム 店舗のバリアフリー化とアイドルタイムを活用した高齢者市場開拓

三重県 有限会社ウオーン・アウト・ガーメント ・「伊勢木綿」イメージブックによる価値創造・販路拡大

三重県 株式会社みなとや呉服店 １００年企業の殻を破ったオリジナル商品をウェブで全国に展開

三重県 有限会社深川屋 老舗和菓子屋が作る新食感「シャリシャリあんぱん」の全国展開

三重県 パスタソースキッチン 『子育てママ用カタログ通販における広告手法の確立』

三重県 ジパング舎 新たな演奏家、伝統芸能アトラクションの開発による受注獲得

三重県 有限会社ディスプリュースラ・ヴォーテ 高齢者向け施設への出張型エステサービスのＰＲ活動と実施

三重県 川口商店 熊野のソウルフード「生節」の食べ方提案による全国展開

三重県 平井農園 消費期限の延長とデザイン変更で、観光客・帰省客の購買拡大

三重県 整体・ほぐしマッサージ　いやし処　ほぐし庵 高齢者・育児家庭向け新サービスの検討並びに店舗移転

三重県 株式会社中尾呉服店 振袖・留袖・袴のネット宅配レンタル事業

三重県 尾鷲シーサイドビュー ホームページリニューアルによる集客力アッププラン

三重県 有限会社北村商店 ホームページ再構築による尾鷲産「旬の干物」自社販売強化プラン

三重県 株式会社夢小袖 店舗に一度来てほしい！洋服店のような呉服店　若者（顧客）獲得事業

三重県 パン工房　アンジュール 店舗移転に伴うＰＲと新商品販売促進とイートインコーナーの設置

三重県 株式会社タートルエデュケーション 夏期講座とそこから繋がる秋入会者増を目的とした販路開拓事業

三重県 やすなが整骨院株式会社 新商品　「デザインフェイスマスクの試作・開発」事業

三重県 株式会社保田商店 「桑名もち小麦」パンケーキミックス粉による新市場開拓

三重県 小川調味料株式会社 国内 大の水産物展示会に初出展、画期的新商品を目玉に販路拡大



事業名事業者名都道府県

三重県 フットサルエリア名張 施設を活用した新イベントの企画、専門ネットショップの開設

三重県 アイホーム 三重県排水設備工事責任技術者免許取得に伴う新規顧客開拓事業

三重県 株式会社今西マシーンテクノ 二輪業界初となる「生涯顧客化」に特化したホームページ変更

三重県 株式会社坂本商店 洋式トイレ化で急増する高齢者と家族連れをターゲットに集客

三重県 ホームプラス 「伊勢ワッフル」の新シリーズ「あおさワッフル」、「黒糖ワッフル」等の開発プラン

三重県 有限会社マルシゲ清水製茶 品質とかぶせ茶カフェの知名度を生かした新ブランド立上げ

三重県 株式会社ｉＣＡＰ三重ＣＯＡＲＡ ミーティング可能なキッチン型スタジオの設営による受注拡大の実現

三重県 株式会社フルカワ商店 雑草シャットアウト工法ＷＥＢとチラシで知名度ＵＰと販路拡大

三重県 クローバー　カイロプラクティック 赤ちゃんが欲しい方への不妊症改善骨盤矯正新メニュー導入事業！

三重県 株式会社太田洋服店
「スーツリスタイルＰＲ事業で新規顧客倍増」洋服仕立て職人が一人一人に合ったスーツにリサイズ
（サイズ直し）リスタイル（着こなしを提案）します

三重県 株式会社オカトモ 創業１３０年超の実績・伝統技術・ノウハウを全国に向けて発信！

三重県 株式会社萬来トレーディングコンサルタント 参加型戦略コンサルティング及びビジネスプロデュース事業展開

三重県 中沢青果 野菜・果物の魅力を伝える野菜ソムリエのいる小売店出店

三重県 有限会社森　電機 オンリーワンになれる特殊車両のエアコン出張修理市場の開拓

三重県 オレンジエッグカフェ 就学前のお子様を持つお母さんも満足！店舗改装プロジェクト

三重県 若松自動車 外国人顧客を対象とした販路拡大の為の外国語サイトの作成

三重県 Ａｆｒｉｃａｎ　Ｈａｎｄｓ アフリカ人ペインターの絵画実演、新商品の開発と調査

三重県 株式会社かわらだオイルサービス 輸送の「ロス」を強みに「新潟コシヒカリ」の自宅配送サービス！

三重県 うれし野ラボ株式会社 黒にんにく等の県内地域資源を活用した調味料の県外での販路開拓

三重県 カレーのてちや 席数による制約を克服しより広域に訴求するカレーの移動販売事業

三重県 和菓舗若木屋 尾鷲産無農薬甘夏蜜柑を使用した和菓子の開発

三重県 イル・レガーロ 観光客目線の魅力あるご当地スイーツの開発による来店客数ＵＰ

三重県 竜宮料理の宿八島 ヨガレッスンツアー・合宿をターゲットにした新規顧客の開拓

三重県 有限会社酒のお店もりした 「ＳＡＫＥ”おもてなし”シュミレーション」サービス事業

三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 バリアフリー化から始まる鳥羽１番街（鳥羽観光会館ビル）の躍進

三重県 有限会社豊浜 「海女文化を活用したインバウンド対策強化により、さらなる高みへ」

三重県 栗原モータース 伊勢志摩初のワンナイト車検の実現と地域特性を活かして売上ＵＰ

三重県 有限会社木下茶園 看板商品『三重県産抹茶特濃ジェラート』開発・テイクアウト事業

三重県 Ｅ－ｓｅｌｅｃｔ 全商品トレーサビリティ可能。未流通三重県物産の販売促進事業

三重県 小山商会 重機専用燃料「グリーン燃料Ｂ」の巡回給油サービス開始ＰＲ活動

三重県 株式会社コーチング・システムズ 『共創コーチ育成のためのコーチングスクール』開設

三重県 ラーメンいたろう イベント出店での販売促進強化と「１５」にちなんだキャンペーン

三重県 上田染工 新規顧客獲得のための営業案内パンフレットの作成及び配布

三重県 有限会社牧野商店 新たな食のシーンを展開できる新食感こんにゃくの開発及び販路拡大

三重県 株式会社Ｗ 利用者に生きがいを！居心地の良いデイサービス実現で利用者拡大

三重県 丸田商店 消滅の危機にある地域の番茶文化を支えるオンリーワン商品の開発

三重県 株式会社三重木型製作所 国内展示会の出展による柔らかボディの販路拡大事業

三重県 ユメビトハウス 外国人旅行客誘致を目的としたＷｅｂおよび店舗のリニューアル事業

三重県 いせ丸 遷宮後対策として新規出店・商品開発によるいせ丸ブランド化事業



福井県 有限会社上杉商店
「若狭小浜の特産品　小鯛ささ漬を全国の食卓に広げよう！」　個人消費者向けに特化した販路拡大
のパンフレット制作事業

福井県 株式会社横山工藝
オリジナルのよさこい衣装を受注制作販売するネットショップ「オーダーよさこい屋」のリニューアル事
業

福井県 有限会社山本呉服店 訪問着、留袖、喪服レンタル事業の立ち上げ

福井県 野尻コンクリート工業株式会社 建設・設備工事用コンクリート製品の販路拡大、直販体制への移行

福井県 有限会社あまから 飲食店から「食」の企画・総合提供事業へ老舗の味ドレッシング工房事業

福井県 株式会社環境Ｅ・Ｍ・Ｃプロジェクト 福井市中央卸売市場一般開放に合わせた福井の味飲食店併設事業

福井県
カフェ　イル　ヴェンティチェッロ　ヒーリングアロ
ママッサージ

サロンのホームページの作成とカフェとサロンの広告掲示

福井県 田嶋酒造株式会社 ＲＩＣＥ　ＷＩＮＥ（らいすわいん）と新商品（地場産本みりん）の本格的販売に向けた販路開拓事業

福井県 株式会社ウタ 昆布と日本酒を使用したアイス、昆布リキュールの販路拡大

福井県 パッムージファーム株式会社 プラセンタ配合有機肥料「Ｐサンサンみなもと」のＰＲ・販路拡大事業

福井県 リラクゼーションハウス・ゴールドマイン プレママにやさしいサロンとしてのブランディング事業

福井県 毎川金花堂 各地の地産品調査と試食アンケートによる地産新商品開発

福井県 株式会社ケイプラス 純チタン製箸とカトラリーの新商品開発・販路開拓

福井県 株式会社ウチイケ ネットショップ事業推進による販路開拓・拡大事業

福井県 魚よし シニア層開拓に向けた膝に優しい高座椅子・テーブルセットの導入

福井県 株式会社中村加工所 既存サッシ枠をそのまま使える超薄型複層ガラスの販売促進事業

福井県 有限会社ガーデントーク モデルガーデン展示場の設営

福井県 有限会社宝永旅館 新サービスメニューの県外ＰＲ、ホームページ再構築事業

福井県 株式会社グロウプス 販促・プレゼンツールの提案による顧客単価向上と、新規顧客獲得

福井県 ＮＳＫＯ株式会社 生産拡大に向けた刺繍パンチソフトの増設及び刺繍技術の継承事業

福井県 有限会社　タマムラ ＷＥＢを活用したレンタル商材の東京への市場開拓

福井県 株式会社吉光工業 省エネリフォーム効果がわかる、設計施工のワンストップサービス

福井県 パン＆菓子工房ｋｕｎｉ
福井県立恐竜博物館の観光客をターゲットにした化石発掘地域産の雑穀の入った勝山恐竜クッキー
のブランディング

福井県 タツマ・アーキテクチャーデザイン コミュニケーション重視のデザイン提案　知名度アップ事業

福井県 株式会社森健 ＪＡＰＡＮ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ２０１５　への出展を通じた新製品ＰＲ事業

福井県 モータリングうえき 地域密着車屋の知名度アップ事業

福井県 大浦自動車株式会社 就業時間内対応安心・安全・低価格車検サービスの提供による新規市場の開拓

福井県 株式会社ヒロ産業 転倒事故を防止する床面滑り止め加工事業の施工テスト及びＰＲ事業

福井県 ハートランド株式会社 ハイセンスな国産眼鏡をお客様に企画提案するための店づくり

滋賀県 株式会社わたなべ陶器 新たな時代の変化に対応した新複合業態となる「ハイブリッド型ギフティング」の確立

滋賀県 有限会社カイロプラクティックさかい ４０～６０代女性を中心としたカイロプラクティックの認知度向上

滋賀県 株式会社たかはし 住まいと人生のクオリティーを高める　プロジェクト

滋賀県 有限会社清元楼 老舗料亭が作る滋賀発ギフト新商品の開発と販路拡大

滋賀県 キヨシ商会 「キヨシ商会」というブランドを築く為の戦略を実行する事業

滋賀県 ＳＵＰＴＮＩＣ 女性に人気のイタリアンレストランが提供する“男性客おもてなし”プロジェクト

滋賀県 有限会社アイ・エス・エム 地元住民への「利便性」と「専門性」ＰＲ強化による販路拡大

滋賀県 株式会社ナカエ 農業関連機械のレンタル

滋賀県 株式会社Ｔｈｉｎｋ　シンク 建物をスクリーンにしたプロジェクター利用の３Ｄマッピング広告

滋賀県 株式会社清原
若年層向け「ふくさ」と自社ブランド「和奏（わかな）」新商品の販路開拓のためのカタログ・パッケージ
製作

滋賀県 ルーチェ鍼灸整骨院 女性院長による女性目線の高齢者や働く女性にやさしい鍼灸整骨院の開設

滋賀県 株式会社ちゃんてぃ ネットテレビ生配信用の可搬型放送中継システムの構築

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

滋賀県 有限会社螺鈿三寶堂 螺鈿蒔絵を施した位牌の販売システムの構築と販路拡大

滋賀県 林フォーム工業株式会社 ＯＡ環境整備によるプレカットシステム導入とプレカット工法の周知

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 配達・出張販売強化とそれらを円滑に行うための生産体制の整備

滋賀県 株式会社テクロム 車室内装備品分析用装置の販路開拓事業

滋賀県 株式会社大橋木工所 現代のライフスタイルを踏まえた試作品開発とお洗濯のＰＲ

滋賀県 株式会社住吉製作所 補修機器及び調査用カメラの展示会出展

滋賀県 グリルストーブ 出来立て洋食のテイクアウトとサンドイッチメニューの開発

滋賀県 ＳＴＹＬＥ 『質の高いキレイ』を求める女性への『プロボディデザイン』の認知度アップ

滋賀県 合資会社　魚　和 和室への椅子・テーブル席の導入による高齢者向け法事会食、宴会の取り込み

京都府 株式会社ビークル 学会展示会への出展とサンプル・小冊子配布による販路拡大

京都府 有限会社西デンキ 高齢者へのＩＨ調理器具普及のための実演システムの導入

京都府 らくらく株式会社 自社オリジナル「ＥＣサイト×メディアサイト」の開発

京都府 光章 「ＫＯＳＨＯ」ｏｕｇｉシリーズの販路開拓

京都府 有限会社シナプス 「視る」「聴く」共に　快適で豊かな生活を提供します

京都府 京都電工株式会社 「京都の街の親切なでんきやさん」サイト構築

京都府 カフェ　デ　コラソン 珈琲豆小売り用及びギフト用品のパッケージ等の作成並びにＰＲ看板の設置

京都府 有限会社豊明 展示会出展での、新規卸先・取扱い店舗の拡大

京都府 株式会社スタジオニクロム 「障害者優先調達推進法」対象事業者への広報ツールの作成と営業活動

京都府 平井株式会社 小規模事業者、高齢者・女性起業家向け事業支援サービス付事務所

京都府 有限会社Ｐ－ｌｉｎｅ 『髪のコーディネイトセット商品により新たな顧客層を開拓する』

京都府 まつい樹木メンテナンス お庭サービス（造園業務）、樹木医業務、特殊緑化業務の宣伝広告事業

京都府 株式会社つえ屋 シンガポール高島屋「日本職人工芸展フェア」（２０１４／１１／１２～２０１４／１１／１９）

京都府 株式会社いづみ 小売強化と、新しい顧客層の開拓

京都府 丸染工株式会社 職人の手仕事による男着物の開発と販売強化

京都府 イケダ労務管理事務所 女性の活躍促進　職場でなくてはならない存在を目指す塾の開設

京都府 ＡＺＵＬ電器 展示会（商談会）出展と新規顧客獲得のための当店ＰＲ事業

京都府 ｋａｉｃａ（カイカ）城陽市役所南教室 ｉＰａｄ出張講座の開始・脳若トレーニング講座導入及びそれに伴う販売促進事業

京都府 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｈａｒｕｋａ ３６０度全方向が動画提供できるパノラマ動画制作サービスの展開

京都府 株式会社ウェディングプロジャパン 「京都で愛を誓い直すバウリニューアル」事業

京都府 有限会社エフシステム 消防設備分野における一体的業務の対応のための体制確立

京都府 有限会社ゼン パソコン・バイク等の修理業務開始と中古品の仕入・販売の強化

京都府 オフィス・モモ 「大人かわいい文化」を京都から発信！ＨＰとフライヤーを一新

京都府 京洛工芸株式会社 本社ショールームの開設、及び常駐専任社員の新規雇用事業

京都府 株式会社タニムラ ３ヵ国語対応（英語、中国語、韓国語）のチラシの作成、広告掲載、外国語ポップ作成

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 京都小鉢シリーズ（京都発盆栽）および産地直送花卉の販売促進

京都府 株式会社比良多 新商品「むげん餅」の販売促進

京都府 藤平陶芸有限会社 京焼・清水焼の本場で行うバイリンガル作陶体験教室による集客

京都府 髪結処　ａｉｍａｎｔ（エマン） 「新規集客に向けてのチラシ制作及び新聞折込、ポスティングの実施」

京都府 株式会社ＤＦＣ フローケミストリー入門キットの試作開発

京都府 有限会社西デンキ木幡店 アフターサービスで地元に貢献し、まち一番の電気屋さんを目指す

京都府 株式会社コトノスタイル 健康志向、節約志向の消費者ニーズに応える京もの雑貨商品の開発および販路開拓



事業名事業者名都道府県

京都府 有限会社フットクリエイト 空間演出した新フットケアサービスと靴お手入れコーナーの新設

京都府 白糸酒造株式会社 アニメコラボ商品の展示販売・ギャラリー

京都府 かっぽう　仙羽亭 フグの皮から抽出したコラーゲンを主成分とした、美肌効果のあるサプリメントの開発、販売

京都府 Ｃｒｅｐｅｒｉｅ　ＣＵＯＲＥ～創作クレープ専門店～ 創作クレープの移動販売に要する広報、及びＰＲ活動

京都府 株式会社ジェイエムユウ 自社ホームページ・ブログの構築とネットショップ開設

京都府 Ｈａｕｔｅ Ｃｏｕｔｕｒｅ Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅｒ 京都の理容店初！髪が傷みにくいクリープパーマを中心に販売促進

京都府 株式会社ケイ・ワタベ 「４０代からの住まいづくり」　自分で創る住まいマイホームデザイン教室の開催

京都府 有限会社ティーエスピー 地域メルマガ＆スマホ利用・顧客管理システムの提案・販売

京都府 ライトアイランド
ボディ・フェイシャルに利用するシアバター、オイル量り売り販売※シアバター（シアの木の種子から
製造するボディ・フェイシャルクリーム）

京都府 バーバーショップ　テト 移転オープンする団塊ジュニア向けメンズサロンのプロモーション

京都府 味人（あじと） 増床による座席数確保のための店舗改装

京都府 プラ・ビダ 冷蔵商品充実のための冷蔵ショーケース更新とＰＲ強化

京都府
株式会社辰馬コーポレーション　京料理　せん
しょう（屋号）

京料理の高齢者向け「柔らか食」の開発

京都府 多文化人材情報センター 中国顧客参加型・日中２言語ホームページ（ポータルサイト）の立ち上げ事業

京都府 京都　雲楽窯 工房見学者に配布及び高級ホテルに設置する英語パンフレット及び英語版ＨＰの作成

京都府 Ｊ．Ｊゴルフスクール 「ゴルフ婚活事業」のための情報収集および広報活動

京都府 うゑちゃん 店内外の照明と客席障子と格子の新設による新規顧客獲得

京都府 株式会社丸嘉 古材を部材化して組み合わせたオリジナル家具類の販売促進事業

京都府 有限会社音羽鮓 新商品「味好みいなり」キャンペーン事業と店舗商品パネルの更新

京都府 株式会社ＣＡＳＡ ｄｅ ＭＩＣＨＩＣＯ 弊社妹ブランド、“ｐｅｔｉｔ ｃａｓａ”の本格展開に伴う商品の販売、ＰＲ

京都府 有限会社クラフトカフェ インターネット販売の、より効率的な受注処理システムの導入

京都府 株式会社金生堂 和菓子の小ロットで製造可能な個包装とネットを使った製品紹介の新たな取組

京都府 ｍｉｓｏ 共同オフィスを併設した伝統工芸メーカー支援型ショールーム事業

京都府 株式会社弥栄 十二単和装小物『弥栄（ＩＹＡＳＡＫＡ）』の開発と全国へ情報発信！

京都府 株式会社石川建設 舗装用両面粘着テープ（アステープ）のアイテム拡大に伴う販路開拓

京都府 株式会社メディアクリエイツ京都 外国人受け入れ飲食店向けＨＰ「日本食　食べ方大辞典」の作成

京都府 有限会社匠建装 「遮熱塗料クールテクト・クール君」の塗装工事の拡大キャンンペーン

京都府 株式会社ＧＳクラフト 東京Ｇｉｆｕｔ　Ｓｈｏｗ出展による販路拡大、企業連携事業

京都府 美容室　美姫 時間外対応・訪問施術等、新サービス強化及び最新機器導入による売上増加策の推進

京都府 株式会社レスキュージャパン プロモーションルームの改装と５Ｓ定着化

京都府 瞬彩　やの 京都市北区における当店コンセプトの訴求

京都府 ｋｙｏｄｅｎ衣笠店 「提案できる街の電気屋さん」の実現のための倉庫改修工事

京都府 株式会社ユーサイド 海外での展示会、商談会への参加。海外での栄養表示分析

大阪府 株式会社日本プロトン 新規顧客獲得の為の「関西機械要素技術展」への出展

大阪府 有限会社新栄精器 海外販路拡大用のホームページ及びチラシ、パンフレット作成

大阪府 巷談舎 百貨店（美術画廊）・店舗での個展開催等による販売促進事業

大阪府 有限会社清水営繕興業 販促用パンフレットと新製品パッケージの作成

大阪府 株式会社泉州ベアリングサービス ウェブ作図ソフト導入および自社ウェブサイトの機能向上

大阪府 ステラマリス株式会社 『ステラマリス　ネイル』の開発・開始による新たな顧客層の開拓

大阪府 株式会社Ｃｒｏｓｓ 「楽棚」「出荷の達人」「見える化推進計画」の海外販路開拓

大阪府 株式会社松電舎 光学機器と耐熱内視鏡の展示会出展等による海外・国内販路開拓



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社画屋 企業の販売力を高める漫画制作業務受託強化事業および漫画レンタル事業の推進

大阪府 美食屋　こころ こだわり料理とお酒での集客にむけた店舗改装

大阪府 配夢 「内職事業」開設に伴う改装工事

大阪府 船越鍼灸整骨院 足に優しいウォーキングシューズとインソール（中敷き）の販売

大阪府 株式会社丸和 老舗店舗の職人技術を生かした、高級毛皮コートのよみがえり事業

大阪府 北京閣 和式トイレの洋式トイレへの改装

大阪府 株式会社シェアウィズ オンライン教材販売サイトの開発及びＰＣスキル研修教材の獲得

大阪府 有限会社八百源来弘堂 肉桂餅（ニッキモチ：生菓子）の個包装化［商品パッケージ（包装）の改良］

大阪府 株式会社ＡＡインターナショナル ファックスＤＭとＨＰ強化を利用した東南アジア言語翻訳通訳サービスの新規顧客開拓

大阪府 株式会社クラスタープラン 法善寺横丁の横丁焼ブランドの確立による販路拡大事業

大阪府 株式会社ポジティブライト 「地域で一番便利な写真・印刷・販促屋さん」という３つの柱を確立する事業改革

大阪府 ユニバーサルマネーコンシェルジュ株式会社 やりくり上手教室の実施

大阪府 株式会社ＡＲＩ大阪 世界初！小型ノイズキャンセル（騒音低減）機器の開発と販路開拓

大阪府 株式会社コラボレーション 折込チラシやダイレクトメールを活用した販路拡販事業

大阪府 有限会社ファーストシーン 段ボール製キャリーバッグ等新商品の展示会出展による販路開拓事業

大阪府 すこやかキッチン合同会社 ネット通販や直販店舗を通じての健康補助食品の商品開発販売事業

大阪府 サンドイッチピコリ 販売ツール（チラシ他）による販路拡大

大阪府 ルシェルシェ 親子３代・母親が満足して頂ける地域密着型サロンの仕組み作り

大阪府 尾生自動車 店舗改装による「コミュニティー型・街の車屋さん」の実現。

大阪府 水間焼伏原窯 高品質化と時短（スピードアップ）の為の電気窯購入

大阪府 小川機械 防音室設置による売上、粗利の向上

大阪府 心晴（こはる）鍼灸院・整骨院 鍼灸院のオンライン・オフライン集患の拡充と一部店舗改装

大阪府 Ｈｏｐ　ｙｏｕｎｇ ヘッドスパを軸とした新規顧客獲得のための販促

大阪府 株式会社エムテイシステム ブランディング強化を目的としたギフト用ジャムのパッケージ（包装）の改良

大阪府 カフェドコロンビア 自動ドア及びトイレの改修工事宣伝力アップのためのチラシ作成

大阪府 株式会社オーリュクス ＡＢＣａｒｔｅ販促手法の改革（ソフトウェア販売販促手法）

大阪府 株式会社グローバルワーク 「Ｖｉｂｒｏ ｗａｌｋ」と言うウォーキングシューズの効果・効能の検証による販路開拓

大阪府 株式会社若狭屋紙商店 介護離職を防ぎたい企業へ向けた大人用「おむつ定期便」事業

大阪府 サクセスプランニング株式会社 『展示会出展により商品の認知度並びに販売アップを目指す！』

大阪府 株式会社河原商店 コンサート、イベント等で販売、使用するグッズの新商品開発及び販路拡大

大阪府 株式会社ピュアクオリティ ＴＶショッピングとの相乗効果を最大限に生かした自社通販サイトの運営

大阪府 有限会社新家葬祭 販促用のチラシ作成・ポスティングとトイレ改装

大阪府 株式会社ベン 現役自衛隊向けの「宇宙でたったひとつ」の自衛隊フィギュア事業

大阪府 夜長堂 店舗の充実で世界に発信！ニッポンの乙女モダン雑貨の紹介

大阪府 アクシスカイロプラクティック カイロプラクティックベッドの増床で患者の回転率向上

大阪府 株式会社登プリント社 専用ホームページ等を活用したオリジナル商品等の販路開拓

大阪府 株式会社ビクター特販 蒸気使用ユーザーへのエコモルダー（蒸気廃熱回収装置）普及事業

大阪府 有限会社ハイ・メタル
ライトユーザー向け製品（歴史的建築物のペーパークラフト）の開発並びに楽しみ方提案による新規
取引先の開拓

大阪府 株式会社デザインプラス 包装資材を小ロットで製作販売する事業「楽らく小ロットシリーズ」

大阪府 有限会社武美屋 快眠マットレスをＰＲ強化することにより、新規顧客開拓および主力商品にする強化事業

大阪府 高瀬貴金属工芸社
ブライダル情報誌「ゼクシイ」を活用して、二人だけの結婚式を模索中のカップルへの、究極のオリジ
ナルジュエリーのＰＲ、及び販売計画



事業名事業者名都道府県

大阪府 中西美装店 家事代行事業の展開における既存事業への相乗効果と売上拡大

大阪府 株式会社カツラギロジテム ネットショップの開設によるプラスワンの販路提供システム

大阪府 株式会社フィール プレミアムサンドイッチの開発と販売システムの確立

大阪府 株式会社雨風 和食調味料の土台であるこうじと関連商品のレシピ開発とその周知

大阪府 株式会社スピカ 不動産の空室を解消させるインテリアコーディネート付家具販売

大阪府 株式会社ＮＯＷＨＥＲＥＳ 『セルフネイルスクール』の開講・広報活動による新たな顧客層の開拓

大阪府 株式会社みなと 老舗会社のイメージ刷新を図る販路開拓事業

大阪府 オシャレサロンハタダ 「カッコイイ大人のオトコ」サービス開発・拡充と広報活動の徹底

大阪府 株式会社クレオ 電車運転士用小型運転士訓練シミュレータの拡販のためのデモ機開発

大阪府 ビューティプロジェクトＦｕｊｉｋｏ メイクアップをプレゼントする「メイクアップギフト」の拡販

大阪府 株式会社ＴＷトレジャー 和紙（手漉き紙と組紐）　雑貨部門『しゅ・わ・りん』シリーズの新展開による販路拡大

大阪府 株式会社ＴＫランド スイーツ小売店舗のオープンと新商品開発

大阪府 株式会社林塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

大阪府 株式会社ソリダリティ・ムー 新規顧客獲得とファンづくりのためのコミュニティーの構築

大阪府 長谷川金網株式会社 デザイン金網「メタル・ファブリック」を使用した立体切紙キットによる販路拡大

大阪府 一宮物産株式会社 ３本の矢による、家庭焙煎の認知度向上とブランドイメージの確立

大阪府 司電機産業株式会社 植物育成装置のプロモーション作成及びホームページリニューアル

大阪府 エムレオン株式会社 介護事業所向け介護用品小口宅配事業「介護のこまわりくん」

大阪府 ひので食品 料理に合うお米の少量パックの展開とＥＣサイトの構築

大阪府 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　ＣｏＣｏＷａ 女性専門サロンにおける新規顧客獲得とツールの作成事業

大阪府 有限会社プレジュール ①　店内のリニューアルによる販売促進力の強化　②　クーポン割引チケットの配布

大阪府 カラーズ・ジュエリー オリジナルイベント実施による新規客獲得

大阪府 光楽堂光國 売筋商品　フルーツ大福餅　のメニュー拡充と詰合せプチギフト販売

大阪府 株式会社ユメホーム 愛犬家の為の住宅事業の開発と販売促進

大阪府 ヨクスル株式会社 品質工学を活用した中小企業のための短期製品開発セミナー事業

大阪府 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　ｓｐｉ☆ｒｉｃａ 新サービス・商品のチラシとＤＭ・ホームページによる販売促進

大阪府 株式会社山口寝装店
弊社の「強み」を引き出したＷＥＢサイトのリニューアル、ＷＥＢサイトへの顧客誘導を図るための折り
込みチラシやフリーペーパーへの掲載

大阪府 藤井写真館 藤井写真館ホームページリニューアル及びリーフレット小成

大阪府 ＬＢプランニング シニア層をターゲットとした、相続対策、資産運用・管理サービス

大阪府 ヘアーサロン　メトロ すっぴん＆艶髪美人プロジェクト

大阪府 カドヤ こだわり野菜キムチセットの本物志向消費向けネット販売事業の開発

大阪府 株式会社三上 新製品開発に伴う関東、中部、九州方面への販路拡大

大阪府 有限会社ビックバン フルカラーでビジョン看板設置による新規もんじゃファン創造事業

大阪府 合同会社サンキュ パーフェクトダイエットコースの認知・新規顧客の獲得ツール事業

大阪府 株式会社大木組 新事業・通関業で、ワンストップで総合物流サービスを提供します

大阪府 みやざき地頭鶏専門店　門出 みやざき地頭鶏を身近に気軽に。

大阪府 和風ダイニング　心（しん） 地産地消立呑みコーナー増設で、売上・客数・利益ＵＰ！！！

大阪府 ＦＡＮＩ　まつうら 今一番元気のある中高年女性好みの高級感演出に伴う売上の増加

大阪府 ローズ電化株式会社 リフォーム部門のネーミング、ロゴ、看板、オリジナルチラシの作成

大阪府 株式会社ネクストフェイズ 士業向け【付加価値ノウハウ】の動画配信サービスの提供

大阪府 株式会社三和製作所 新商品を全国へ販路拡大するための展示会出展



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ＡＬＣ 求職者目線での求人ポータルサイトで確実に集客・売上の向上！

大阪府 株式会社トリ風土研究所 幻の地鶏「ひょうご味どり」発信のための食育イベント開催による販売促進事業

大阪府 株式会社菊川モータース 初心者練習用レンタカーのレンタルと、その車で教習を行う事業

大阪府 ハッピークリエイト 処分される梅の種を活用した靴下等の商品開発事業

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ アイアン雑貨新商品開発

大阪府 株式会社グランマ 長期優良住宅化リフォーム事業

大阪府 ネイルサロンＰ＆Ｂ ケアネイルスクールの生徒を募集するためのホームページやパンフレットの作成

大阪府 有限会社　マイ夢 ヘッドスパ・育毛メニューの導入による、新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社丸福 業界初、２００種類のシーズニングカタログの作成

大阪府 株式会社ＨＩＴ ヤング向け帽子・雑貨ブランドの企画・開発・販売

大阪府 有限会社経営キーワークス インターネット会計を活用した「翌日決算システム（資金繰り円滑サービス）」広報宣伝

大阪府 株式会社森安 遺族が故人を偲んでゆっくりお送りできる小規模葬儀会館

大阪府 栄光技研株式会社 「自動車部品加工ＥＸＰＯ」出展による販路開拓

大阪府 株式会社中野鉄工所 エアハブ販売促進ＣＤ製作・配布、エアハブ付自転車直販

大阪府 中尾食品工業株式会社 展示会出展による木灰こんにゃくの認知度向上と販路開拓

大阪府 株式会社ネクサス 高齢者を対象とした「見守り・御用聞き」付加による販路拡大事業

大阪府 Ｊトップ株式会社 自動再生型活性炭ろ過設備の普及拡大拡販事業

大阪府 やまねの森 収容客数増加と、回転率向上のための店舗改装

大阪府 ゆりや化粧品店 化粧品専門店から安らぎを提供する空間へ店舗改装

大阪府 株式会社アッシュファブ デザイナー発掘プロジェクト。テキスタイル界でデビュー・オリジナル生地を販売

大阪府 鮓　信 日本の伝統ある寿司とアメリカから逆輸入の寿司のコラボ事業

大阪府 株式会社リバイタライズ ＤＭ及び展示商談会出展を活用した、廃棄物適正処理事業所の拡大事業

大阪府 ごまめや 韓国子供服通販サイト開設　実店舗でのカード決済導入

大阪府 桜塚パーキング 女性やシニア層が利用しやすい駐車場へのリニューアル事業

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社 予防接種受付予約システム「ちゅうしゃうっ太郎」の機能強化と販路拡大

大阪府 モティーブ株式会社 独立開業希望の代理店オーナー支援事業

大阪府 株式会社アジズ 日本米から製造された「ノンフライスナック菓子の販売及び個包装」の開発

大阪府 有限会社ベイリーフ ウィンタースポーツ用プロテクターの普及活動による販売促進

大阪府 株式会社モリタ 体験教室を通じ一般客と接点を増やし販路拡大に繋げる

大阪府 細川毛織株式会社 自社ブランドの発信・販売を目的としたウェブサイトの構築

大阪府 株式会社メディコスパートナーズ 新しい技術を用いた脂肪溶解ローションの製造販売

大阪府 株式会社つーる・ど・堺 オリジナル紙雑貨の広報およびネット販売サイト構築

大阪府 株式会社つつみ屋 食品・鉄鋼・建築業界及び地域イベントに特化した販促用チラシの作製・配布

大阪府 有限会社千総 自社栽培原料を使用した商品開発とブランドイメージの強化

大阪府 株式会社ブラザーテック ダイレクトメールと動画を活用した自治体向け有害獣（イノシシ等）捕獲器の販路拡大

大阪府 ３．ＣＡＦＥ（サンドットカフェ） 地元味噌ベースの新商品開発と設備増強で集客、販路拡大

大阪府 株式会社鳥居 他店との差別化を図り、集客力向上の為の店舗改装

大阪府 木のめ舎 子育てに関する様々な世代の女性を応援するカフェ事業

大阪府 株式会社ユニオン環境 高圧洗浄機を使用した落書き洗浄業務の展開

大阪府 お喜奈 菓銘、店名の入った包装材の見直し

大阪府 株式会社サインズスクエア 医科・歯科・整骨院へ“看板・外観ごとリニューアル”を提案



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　Ａｍ．ＡＣＳ カンボジアの極上シルクを日本で手染めする、新製品開発事業

大阪府 株式会社カーチョイス 店舗の改装・及び販促用チラシの作成・配布

大阪府 ゴトーたたみ製作所 オリジナルキャラクターによるブランド化で販路を拡大する事業

大阪府 株式会社ファッショニスタ 地域の潜在顧客にスクールの存在を認知させる本町駅への広告掲出

大阪府 ちまちま工房 販路拡大のためのお豆腐プロジェクト販促ツール事業

大阪府 株式会社　ホット 独自に考案した新しい装身具ベルト用留め金具の試作品開発

大阪府 Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　Ｅｑｕｉｐｅ お店の外観のリニューアルによる　ディナーコースの新たな客層の開拓

大阪府 美脚職人 天然素材！なでしこさぷり販売に向けての広告戦ｌｌｌ

大阪府 ＴＡＶＥＲＮ　３１７ 商品ラインナップ強化と女性客集客獲得を目指す販路開拓

大阪府 自習室うめだ スマートフォン利用者及び近隣住民への新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社エスタス管財 空室解消ツールのブランド化による管理紹介ルート（販路）の確立

大阪府 ＤｏｗｎＴｏｗｎ
パブリックビューイング・各種イベント・パーティーにおいてホール内のムービングライトやスポットライ
ト、ビデオミキサーによる演出強化

大阪府 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 外食産業向け展示会出展による飲食店向け産地直送野菜販売強化事業

大阪府 多田米穀店 「精米番長キャラクター」の創造による精米番長ブランドの確立と情報発信力強化

大阪府 タウ・ステーション
明るい雰囲気の中で気軽に健康相談ができるコーナーの強化を図り、自店のブランド力を高めるた
めの店舗改装

大阪府 株式会社ｅＷｅＬＬ 訪問看護のスタンダードを目指す「ｉＢｏｗ訪問看護システム」の販促活動

大阪府 大岡株式会社 婦人服製造卸業の新規顧客獲得による販路拡大

大阪府 株式会社美さいん 飲食業界に特化した店舗前看板をネット販売するための広告宣伝

大阪府 株式会社アイ テニススクールコート建屋改修工事・照明工事・ネット広告宣伝による販路拡大事業

大阪府 あっと株式会社 店舗用血流観察ＰＲの販促ツール及び血流観察啓蒙ツールの制作事業

大阪府 Ｋ＆Ｍトレーディング 中古車輸出業界初の「お探し専門ディーラー」事業

大阪府 個別指導Ａｘｉｓ　今里校 未来の子供達の人生と夢を創造するＡｘｉｓ今里校の新規販路開拓

大阪府 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｃａｆ　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ お食事ワッフルの開発

大阪府 株式会社淀川製作所 オーダーメイド電気ロードトレインを始めとする電気自動車の販路開拓

大阪府 花あずき 専門学生とコラボしたオリジナルパッケージ（包装）の作成

大阪府 神子エンタープライズ 健康増進に配慮した漢方成分配合１６種健康茶の販促活動

大阪府 有限会社ハーバ・ファーム “自分の免疫力、見てみませんか”看板、ＨＰによる新規客の開拓

大阪府 株式会社シーガルボストン トレーニングに伴うスポーツサプリメントの開発

大阪府 有限会社アルファ・スクール 受講生獲得における情報発信のためのＨＰ・販促ツール・看板作成

大阪府 有限会社アイフコンピューティング
パソコン・タブレット出張授業（安心スペシャルサポート事業）～年をとるごとに若返り、健康になろう
～

大阪府 株式会社Ｔ．ｃｒｅａｔｅ 『放課後等デイサービス』の開設に伴う販路拡大事業

大阪府 株式会社プロテクティア カテキン誘導体ＣａｔｅＰｒｏｔｅｃｔを活用した製品の販路開拓

大阪府 有限会社ティ・エス・ディ 新規顧客開拓の為のホームページ再構築

大阪府 新町クラブ 麻雀をつかって健康の増進と地域コミュニティ強化。健康麻雀教室

兵庫県 アーキテック株式会社 雨漏り赤外線診断事業「雨漏りドクター」

兵庫県 株式会社佐竹商店 足からの健康づくりを、靴と中敷きでできることのＰＲ

兵庫県 株式会社メイワインターナショナル イランＦＡＲＨＡＤＩＡＮ社製手織り絨毯　プレミアムギャベの販路拡大

兵庫県 有限会社デザインルームいわなが シニア向け高級婦人服の開発と販促用カタログ作成

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 住宅塗装元請け工事の主力事業化に伴う企業変革

兵庫県 株式会社トータルリンク ｐｃ－ｓａｆｅアドバイザーによる新規顧客開拓事業

兵庫県 髪心和処（かみごころ・なごみどころ）
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業



事業名事業者名都道府県

兵庫県 神戸山手法律事務所 Ｂ型肝炎給付金訴訟の専門ウェブサイトの作成

兵庫県 有限会社アクセスコーポレーション 「印刷し放題プリンタ」のＨＰ・チラシ・看板等を用いた顧客拡大

兵庫県 花川製麺 インターネットと看板、紙媒体を使った集客力強化事業

兵庫県 株式会社アルファ商事 可動する永久磁石ネオジムを内蔵した家庭用磁気治療器の販路開拓

兵庫県 癒やし空間なちゅらる 新規集客に向けての、折り込みチラシの制作、及び新聞折り込み、ポスティング

兵庫県 とみおか鍼灸接骨院 市外からの転入者への広報、宣伝活動による経営安定

兵庫県 有限会社ケイ・アンド・ケイ ヘッドケア循環システムを活用した、新美容器具の開発・販路拡大

兵庫県 マルシン 顧客満足度向上のための体験コーナー設置による遠近両用メガネ拡販事業

兵庫県 ｊｏｕｉｒ（ジュイール） フェイシャルと酵素ジュースの導入による全身トータルケアの提供

兵庫県 山田鋼材株式会社 少量プレス製品の代替としての、レーザー加工金製作による販路拡大

兵庫県 えなみ鍼灸整骨院 地域の高齢者を元気にする「訪問鍼灸サービス」の提供

兵庫県 株式会社ナカオストアー じゃこやき御進物で、どうだい？大作戦

兵庫県 有限会社かき庄 高齢者が行きたくなる、ゆったりと過ごせる店づくりとＰＲ活動

兵庫県 株式会社たなか酒店 「輸出事業拡大の為の現地マーケティング活動及び海外ＷＥＢサイト構築事業」

兵庫県 炭火焼肉　呼友 座敷を掘りこたつへ改装する

兵庫県 川福 店舗前階段のスロープ化と手摺り、座敷内に手摺りの取付事業

兵庫県 株式会社アドバンテージ アジア３カ国へ事業展開する企業をサポートするためのパートナー開拓

兵庫県 ビッグホーム流通有限会社
「町の不動産屋」が行う、「小口顧客専門（４，８００万円～８，０００万円の相続財産層）」の相続税法
改正に対応した不動産有効活用の無料相続セミナー・相談会の開催による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ウエシン 「家屋とお庭のトータル・リノベーション」開拓事業

兵庫県 ｍｏｃｃｏ（モコ） ３Ｄ　プリンター導入に伴う新たなサービスの提供及び当店認知度アップに伴う利用促進

兵庫県 ロジ・コンビニエンス株式会社 「ロジコン　物流システム相談所」の開設

兵庫県 株式会社　アルフィット 学生制靴に対するメディカルサポートシューズの開発

兵庫県 株式会社ＵＦコンツエル 乗降客数の多い駅近立地を活かした集客力強化事業

兵庫県 大分・中津からあげ　たんでん からあげ屋が始める「焼き鳥」部門事業

兵庫県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＢａｍＢｏｏ イケパパ委員会　頭皮と一緒に若返りプロジェクト

兵庫県 株式会社　アートプロ 世界初の仕様となる「ブレスレット装着補助器具」の販路拡大

兵庫県 紀祐産業株式会社 様々な顧客ニーズに対応した受託充填加工品事業による販路拡大

兵庫県 上野　裕史
専門家による相続関連のセミナーを開催して、潜在的ニーズを喚起し、その直後に生命保険の有用
性を説明することで、顧客獲得を目指す

兵庫県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＴＲＥＡＴ
３部構成ＰＲチラシ作成によるファン創り事業　～ハーブカラー、エアウェーブの提案及びお子様チャ
リティカットの開催～

兵庫県 長崎伸栄堂 夜ケーキ需要開拓及び知名度向上事業

兵庫県 有限会社クルーズ 「宝塚銘菓　宝塚フィナンシェ」　宝塚大劇場ショップに置く商品サンプルの製造とＷＥＢサイトの構築

兵庫県 株式会社食品館わかさの 「地元野菜の販路拡大に向けた展開」

兵庫県 有限会社市場印刷 集客効果を高める新商品「ポケットチラシ」による販売促進活動

兵庫県 有限会社キョーヒメ
地域密着型・インテリア設計士による「目で見て解る＆触れて解る・住空間の新しいカタチと居心地
良さ」新築・リフォーム総合プロデュース事業

兵庫県 有限会社アイプラ 一般ユーザー新規顧客獲得のための新たな店舗づくり

兵庫県 ルパルタージュ 在住外国人新規獲得に向けた外国語対応のホームページを立ち上げる

兵庫県 有限会社栄光社 『かっこ新しいスタジオ』事業向けの新規顧客開拓の為の販促宣伝

兵庫県 下村産業有限会社 業界初の見る方向により異なる表示が見えるゴム製道路標識の開発

兵庫県 小田鉄工株式会社 ロートアイアン教室の新設と受講生としての新規顧客開拓

兵庫県 安富建具製作所 広域な商圏を実現したビジネスモデルの高度化による新規顧客開拓

兵庫県 エルソル広告相談所 地元女性のための起業・開業・営業応援イベント開催



事業名事業者名都道府県

兵庫県 梅桃企画 ３Ｄプリンター導入による電子機器開発業務の高度化と販路開拓

兵庫県 株式会社中西工作所 車屋だからこそできる介護タクシー開業サポート事業！

兵庫県 有限会社ユアブレーン 中小企業幹部・従業員向けマネジメントゲーム研修事業の販路開拓

兵庫県 ＦＬＯＷＥＲＳ ＹＵＣＡＮＤ 地域住民参加型のフラワーイベントで地域一番店を目指す

兵庫県 ＧＧエンターテインメントサービス株式会社 西宮店のファミリールーム開設とそのＰＲ強化によるファミリー層獲得のための事業

兵庫県 ジャンリュック動物病院 小動物のシャンプー・トリミング事業

兵庫県 株式会社 ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ ランチ客拡大のためのテラス席の整備

兵庫県 定方　真悟
独自システムでニーズを把握し商品を開発する、オリジナルブランド日本伝統工芸品の国内・海外
ネット販売

兵庫県 つついカイロ 新規顧客開拓のための広告宣伝事業

兵庫県 パソコンスクールこねくと 小中学生向けコンピュータプログラミング講座の開設及び教室のＰＲ事業

兵庫県 株式会社ＢａｙＴｒｉｐ マリーナ保管に不可欠な「船台」のリサイクル・販売事業の販路拡大

兵庫県 Ｌａ　Ｃｈｉｃ　（ラ　シック） 新規客獲得のための折込みチラシ作成、ポスティング・駅前での配布活動

兵庫県 みなべ国際行政書士事務所 国際業務サービスの広報拡充と法人向けサービスの展開

兵庫県 コミックバスター西宮駅前店 ランチメニューの充実でＣＳアップと、新規ビジネスマンの獲得

兵庫県 ＫＩＮＧＬＹ　ＣＯＦＦＥＥ 開業２周年およびネットショップオープンセール

兵庫県 茨木酒造合名会社 海外販路拡大のための小容量製品（小瓶）プロモーション事業

兵庫県 有限会社トーメー 薬剤を用いないシロアリ駆除のホームページ集客強化事業

兵庫県 ＢＵＹ　ＭＡＲＴ（バイマート） 染み抜き機材の取り入れによる出品業務の効率化

兵庫県 浜焼酒場　はましん 軒先の席数増加による地産地消と販売販路の拡大

兵庫県 ヘアースペース　Ｂｅｌｌ　ｄｅ　ＴＩＡＲＡ
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業

兵庫県 ペガサス園田教室 新メニュー「理科実験」「四字熟語カルタ」による新入生獲得

兵庫県 有限会社アドバンスオール 「達成感が得られるＤＩＹサービス」開始による販路拡大

兵庫県 ｓｋｉ経営サポートオフィス 介護事業・運送業に特化し、助成金を入り口としたｗｅｂサイトの開設

兵庫県 有限会社アイエヌインターナショナル 世界と戦うためのブランディング構築とラベルデザインのリニューアル

兵庫県 セバスチャンＤＩＮＩＮＧ ぐるナビ・ホットペッパー・動画でウエディングパーティー事業を強化

兵庫県 ベースボールプロショップＷＩＮ ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを新設し、リスティング広告、Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を使って新規顧客獲得

兵庫県 株式会社　播磨紙粧 クールジャパン戦略を活用した和紙クリアファイルの海外展開事業

兵庫県 株式会社　クリエイション 介護・福祉業界の評価制度・賃金制度構築サービスの拡販

兵庫県 コロンビア珈琲株式会社
パンフレット作成及び広告宣伝事業＊当店の魅力をわかりやすく解説したパンフレット作成＊雑誌、
新聞、インターネットなど、あらゆる媒体での広告宣伝

兵庫県 のーとる 『日本土産屋としての専門店化』英語表記の商品説明カード作成・風呂敷（名入れ）ギフトラッピング

兵庫県 甲東ミルクファーム 当社商品・サービスの強みを伝えるＨＰの追加とレジ袋の作成

兵庫県 株式会社はやのや 女性が着物で歩くまち姫路！１０代～２０代の女性をターゲットとした着物ファン作り

兵庫県 合資会社ＳａｋｏｈａｎａＷｏｒｋｓ “武庫川の方のため”の『Ｓａｋｏｈａｎａ アイラッシュ 』の開発と広報活動の徹底

兵庫県 うはら特許事務所 知的財産支援の空白地域解消計画

兵庫県 株式会社荒木商店 外出が難しい高齢者の為に自宅へ日用必需品をお届けするサービス

兵庫県 坂本商店
日本の伝統技術である「鞣し（なめ）」と「漆塗り」の技が融合した姫路黒桟（くろざん）革（がわ）による
異分野への進出について

兵庫県 榊原行政書士事務所 「専門家チームによる手続・遺言手続き相談ワンストップサービスの販路拡大」

兵庫県 有限会社中口漬物 低温スチーム加工による『野菜ドレッシング』の販路開拓

兵庫県
合同会社グローバルエデュケーショントワーズ
トゥモロー

新規Ｗｅｂサービス（サービス名：カナダ留学ノート）の顧客獲得

兵庫県 剣松産業株式会社 特殊チップソーと新開発自走式ブレードの全国的ＰＲと販路開拓

兵庫県 八朔建築
営業エリアを限定した新規顧客獲得のためのイベント開催と営業力強化のための販促ツール制作事
業



事業名事業者名都道府県

兵庫県 リラクゼーションサロンＴＥＴＥ
ビジネスウーマン・オシャレ女子に人気ＮＯ，１雑誌への掲載　「リラックス＆ビューティー」をテーマに
癒し・健康・美容のイベント、スクール活動

兵庫県 株式会社マルサ商店 ホームページ開設、活用による販路拡大

兵庫県 靴専科苦楽園店 劇的にきれいに修理クリーニング、プロ技仕上がりＰＲ事業

兵庫県 ２３３ 週を通してのランチ営業による新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社スーリール 地元小西酒造の清酒を使用した商品開発による『白雪バームクーヘン』事業

兵庫県 ｃａｆｅ　Ｍｏｎ パンケーキ＆フレンチトーストの商品開発と販路拡大に伴う「おもてなし」大作戦

兵庫県 株式会社アイコン ＩＣＴ×認知症予防事業

兵庫県 株式会社ロッコーエンジニアリング 国内自動車メーカー用コンテナ輸送デモ架台の製作（改良型販促デモ機・マザーラック）

兵庫県 株式会社アンジェリーナ．ｊｅ おしゃれ拘束服事業の展開と販促強化

兵庫県 ＳＡＩＪＯ 当店オリジナルの「神戸のお土産の定番」となる新商品開発

兵庫県 株式会社ＭＢＡ ホームページリニューアルと複数店舗一括登録管理システム構築

兵庫県 紅茶専門店・紅茶教室ラクシュミー 紅茶レッスン拡大のための教室整備と広報強化事業

兵庫県 カフェ　ラヴニール 日本屈指のＱグレーダーが厳選したスペシャルティコーヒーの販促事業

兵庫県 ヤマジ工房 地元播州織生地を使ったオリジナル商品の開発・販売による顧客・販路開拓

兵庫県 株式会社創輝 高品質無機塗装による販路開拓のためのチラシ配布と垂れ幕作成

兵庫県 ごはんや凸、からころ凸 ご当地コロッケ・唐揚げ、飲食店販路開拓とさらなる商品開発

兵庫県 けんしん亭 葬儀・法要顧客獲得のパンフレット作成及び店内リニューアル

兵庫県 はぎはらモーター ネット再構築、電光看板設置による商圏拡大・顧客開拓

兵庫県 株式会社ＫＳコンサルティング 路面入口に設置する立て看板の製作・設置

兵庫県 株式会社プロネット 音声応答システム（ＶＩＣ）の開発事業

兵庫県 株式会社アメニティ 一人暮らしを始める女性が安心して相談できる『街の不動産屋さん？』事業

兵庫県 二コ・ファームうえだ イチゴ農家６次産業化、及びネット販売によるブランド確立

兵庫県 和食御馳走ごはん　あの頃 懐かしい昭和を感じていただける“あの頃”事業

兵庫県 株式会社ボディライト ①ＯＬ集客４０％ＵＰの広報と快適空間作り。②新店舗の広報関連

兵庫県 介護ライブラリ デイサービス専用のＪｉｍｄｏテンプレートを使ったホームページの販売

兵庫県 株式会社トライス 新しい情報伝達ツール「デジタルスタジオ」事業

兵庫県 ｍｕｍ株式会社 独自染料または釉薬の開発によるオリジナル食器の企画販売

兵庫県 Ｆａｔａ オリジナル商品の魅力アップと周知

兵庫県 ＬＵＣＯ オーガニックコットン製品のイメージチェンジによる顧客開拓

兵庫県 有限会社ウェルビー 付加価値創造による、販路拡大と顧客満足度の向上で売上アップ

兵庫県 マルタ産業株式会社 ガソリンスタンドを基点にした車のトータルサポートサービスのＰＲと顧客開拓

兵庫県 株式会社市井屋 再発見！ＮＩＰＰＯＮの農力

兵庫県 えんゆう株式会社 「ひょうごイナカフェ・ビアガーデン」実施による新規顧客の拡大

兵庫県 株式会社ＺＩＰＡＮＧＵ－８ 老舗珈琲店が創り上げたおもてなしスイーツのブランド力及び認知

兵庫県 ＪａｐａｎＯｒｔｈｏｐｅｄｉｃｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＬａｂ． 設備導入によるインソール（靴の中敷き）の製造コストの削減、ならびに出張販売の展開

奈良県 株式会社中谷堂 外国人観光客を魅了する和テイストの店舗作りと安全の確保

奈良県 割烹　一心
新規顧客層として「近隣の食にこだわる高齢者層」をターゲットに現在、奈良県内に２店舗しかない江
戸前鰻料理を提供し、掘りコタツで味わってもらう為の店舗改装事業

奈良県 やきとり鶏子 「やきとり鶏子」店舗改装事業

奈良県 奈良やまと株式会社 正倉院文様のオリジナルペルシャ絨毯の企画・販売

奈良県 株式会社奈良オートセンター 個人向けトランクボックス賃貸業

奈良県 株式会社オザキ 『地域情報誌への継続掲載と店内快適化でおもてなし強化』



事業名事業者名都道府県

奈良県 和モダンキッチン　にこすたいる 古都奈良の観光地「ならまち」の飲食店が行う販売促進活動と快適な空間提供への取り組み

奈良県 有限会社エンジェ 地元マスコットキャラクター「みくちゃん」ケーキの企画・開発

奈良県 株式会社　ウエムラ 販路開拓のため展示会「第１７回関西機械要素技術展」へ出展

奈良県 大卯商店 看板の改良とチラシによる「食のセレクトショップ」ＰＲ事業

奈良県 株式会社バロン ホームページの改良による販路拡大及び転換率（成約率）の向上

奈良県 株式会社加藤商店 うねび漬（白瓜奈良漬）の需要促進を図る少量パッケージ化事業

和歌山県 漆屋はやし 紀州漆器伝統工芸士として自社高付加価値漆器製品のＰＲ販売促進

和歌山県 地酒みゆきや お酒の熊野めぐりシリーズ化の構想・構築

和歌山県 株式会社おたすけママ 自宅でも、一人でも栄養管理ができる健康応援弁当のＰＲ、宣伝

和歌山県 有限会社樽の味 ネット広告宣伝事業

和歌山県 株式会社野上屋 レストラン・ウエディングパーティー

和歌山県 有限会社畑中香房 展示会への出展による販路開拓、拡大事業

和歌山県 株式会社コーゾー 伝統的な紀州産シュロ製品の開発及び新規販路の開拓

和歌山県 ｍ’ａｆｆａｂｌｙ（エムアファブリー） 「いよいよ和歌山に行ってみようキャンペーン」でＰＲ

和歌山県 ＲＥＩ ＣＡＦＥ 地元の素材を活用した新ジェラード商品の開発と店内バリアフリー

和歌山県 和味 通販サイトの新設、及び地場産品を使ったジェラートの開発

和歌山県 黒　潮　堂 少子高齢化と増加する観光客に対応した快適な売場づくり

和歌山県 おかしのどんぐり 糖質抑制素材と地場産素材を活用した健康で安全な新商品の開発

和歌山県 白井スタジオ 写真技術と写真印象向上一体型パンフレット制作・広報事業

和歌山県 ハマバタ 弁当・惣菜お持ち帰り用商品の販売促進・集客のための改装プラン



鳥取県 大阪屋　田中商店 地域に密着した高齢者に優しいたこ焼き・たい焼き屋の店舗づくり

鳥取県 株式会社山陰経済新聞社 セミナー拡大による新聞購読者及び広告出稿者の獲得

鳥取県 株式会社Ｋ＆Ｓコーポレーション 遊休地活用実例・太陽光発電による売電事業、モデルステーション提案

鳥取県 株式会社神田 エステルームの改装によるリピート顧客数増加

鳥取県
アロマテラピーサロン＆スクール　アロマティコ
★

新規顧客獲得の販促および、既存顧客の定着化するための販促事業

島根県 有限会社海士物産 菌検査機導入による品質保証と新パンフレット配布による販促事業

島根県 有限会社フラッシュ 移転１０年記念改装リニューアルオープン事業

島根県 有限会社ブライダルセンター雅 提案力・宣伝力強化のためのホームページリニューアル

島根県 有限会社岩﨑目立加工所 自社生産「インサートチップ刃」の販路開拓

島根県 ｃａｆｅ住留 心和む空間と地元食材が充分に堪能できるよう店舗の増改築

島根県 一宮酒造有限会社 店舗改装及び看板設置による集客力の向上

島根県 有限会社せと 高齢者の見守りと買い物支援、生活サポート等の新事業展開

島根県 有限会社竹内畳店 畳の良さを再認識するワークショップ開催と啓蒙広告展開事業

島根県 金山工業株式会社 デザイン墓石の販路拡大のためのＰＲ看板設置事業

島根県 美容室ＡＬＯＨＡ 託児施設の広報活動強化による新規顧客拡大

島根県 合同会社益田自立支援センター 農福連携によるマルシェ強化事業

島根県 長岡海事代理士事務所　小型船舶免許センター 海事代理士業務のＰＲと船舶免許更新手続き代行の顧客拡大

島根県 有限会社ミカミ 美容所登録に伴う店内設備改装

島根県 松島屋有限会社 少量サイズの無添加醤油及び関連製品の開発製造、販路開拓事業

島根県 有限会社カートピア石橋 デジタルサイネージを活用した情報発信による個人客の誘客

島根県 建設興業タイムス社 「建設産業イメージアップ委託による広告収入・購読者数獲得増加事業」

島根県 株式会社むらたや 情緒的な付加価値の提案プロモーションによる顧客の囲い込み

島根県 荒木建具店 木製内窓「いずもシャット」及び　「透かし入りスリット建具」販売促進事業

島根県 有限会社岡伊三郎商店 商品パッケージ改良及び展示商談会出展と直売店舗改装事業

岡山県 株式会社エフピー通販 食品のパッケージ改良と広報による販売促進と売上向上

岡山県 株式会社ニッコーテック 医療機器製作の高精度化とリードタイム短縮による販路拡大

岡山県 水島スズキ販売株式会社 女性・シニア層の方でも、入りやすく停めやすい駐車場の整備

岡山県 株式会社タカハシカメラ ＬＥＤスタジオを自社導入し一般客と写真関連店への販路拡大事業

岡山県 池田電業株式会社 「住まいのおたすけ隊池田電業」のブランディングとサービスの訴求

岡山県 小林産業株式会社 ８つ切り商品開発と“一番摘み”のネット通販・チラシで販売強化

岡山県 石原田園ギャラリー 新規顧客開拓、来店促進、商品・サービスの魅力発信を目的とした広報事業

岡山県 株式会社クレソン 高齢者向け花モチーフ（花飾り）付介護シューズの試作・開発

岡山県 Ｐｒｏｆｕｍｏ 店舗改装と新メニュー開発で近隣の医療関係者の利用の拡大を図る

岡山県 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ（ジェラテリア）一休 新商品「アツアツワッフル＆ジェラート」の開発と販売促進活動

岡山県 きびコンサルタント 不動産に関する相続や事業承継等の相談及び鑑定業務の販路拡大

岡山県 坂本織物有限会社 真田紐の広域展開及び児島産業観光の集客力向上対策

岡山県 株式会社Ｇｌｏｂｅ ｆｉｔｎｅｓｓ ＆ ｓｔｕｄｉｏ 適正カロリー摂取で身体の内から綺麗にする健康オープンカフェ事業の展開

岡山県 自活支援塾　香レント 実就労部門（サブサポート）の新規展開に向けた広告宣伝

岡山県 スマートハウス 専用測定機を使用した太陽光発電設備メンテナンス事業の広報宣伝

岡山県 株式会社オハヨーミルクネット 「魅力ある商品カタログの作成とカタログを活用した営業強化」

岡山県 テスターズⅡ フィッシングプロの釣れる情報提供とＩＴを活用した来店客数の増加事業の実施

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

岡山県 株式会社中国楽器 ホームページを活用した新規顧客層開拓で、教室生徒数の拡大による売上向上

岡山県 有限会社アン企画 集客力アップによる新規顧客獲得と顧客との強い絆づくり事業

岡山県 ＨＩＲＯＭＵ株式会社 業界情報誌への広告、看板設置による販売促進事業

岡山県 アイフィット 新事業展開に伴う広告宣伝

岡山県 ハラ時計店　益野店 地域での認知度向上とお客様の要望を取り入れた店舗営繕の実施

岡山県 ディスカウントかなみつ ネット・紙媒体を使った中古着物の認知度向上

岡山県 株式会社西日本マックス 中小企業者に特化した産業廃棄物事業のワンストップサービス事業

岡山県 江尻アルミセンター 建設関連業種から６次化産業へ、菊芋加工品の販売促進

岡山県 株式会社佛心堂 仏壇修理業の存在の周知・販路拡大事業

岡山県 中華快席　福幸 高級志向の本格中華弁当の販路開拓

岡山県 有限会社シャロン 焼き菓子ギフトの増販事業

岡山県 アグロ厨房 「新規顧客獲得のための販促事業」

岡山県 あっとくれーん株式会社 自社製造消臭剤の広告宣伝強化による認知度向上

岡山県 株式会社大江紙器 紙製体験式玩具“知育キューブ”の販路開拓

岡山県 同和商事株式会社 店舗改装等による紳士服「卸売業」から「小売業」への転換

岡山県 合同会社三五八 洋式トイレへの改修工事を含めた販売促進の実施

岡山県 有限会社とみや水島 太陽光発電システムのアフターサービス充実による顧客拡大

岡山県 瀬戸内クルージング 瀬戸内牡蠣船屋～瀬戸内オイスターを食べる船旅！～

岡山県 リバティーブライト “ペットのプレミアムおやつ”の大都市圏への販路開拓事業

岡山県 西家工房 オリジナルデザイン家具の販路拡大事業

岡山県 ミツハタアーキテクト 施工品質、低価格を実現するリフォーム事業の販売促進戦略

岡山県 パティスリーココロ ショーケースの導入及び新商品開発と新パッケージによる売上向上

岡山県 株式会社みゆきやフジモト 岡山県産果物を活用した新商品の海外販路開拓事業

岡山県 豪渓開発株式会社 顧客の快適性を追求した洋式水洗トイレへの増改築による売上アップ

岡山県 合同会社Ａ＆Ｍ　Ｂｒｏｏｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ 顧客ニーズに沿った新たなサービス技術の習得による新規顧客の獲得と販路拡大

岡山県 株式会社岡山直売所ネットワーク 岡山県産果実及び農産物加工品（主に乾燥野菜）の輸出

岡山県 ラグロフ設計工房 防災技術と三次元化を融合した技術の周知と広報による販路開拓

岡山県 菊池酒造株式会社 菊池酒造の会社・商品案内パンフレットの作成

岡山県 エコ・ロジ　ネットワーク ＥＬＮアカデミーサービス強化と生徒増加による地域国際活性化事業

岡山県 リージョン株式会社 ウエブ、ＳＮＳ広告を活用した成功報酬式就職支援サイトのＰＲ

岡山県 割烹さかもと 新規顧客・リピーター獲得のための店舗改装、販売促進の実施

岡山県 難波酒造株式会社 清酒の更なる品質向上に関する設備導入並びに全国販売用リーフレット広告作成

岡山県 お好み工房Ｓａｎｔａ 客層の高齢化に伴う高齢者の方にやさしい店舗作りによる収益向上

岡山県 ｃａｆｅ＆雑貨　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 駐車場の整備（アスファルト舗装）とチラシ配布による販売促進

岡山県 Ｋｏａｒａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 真空商品の強化ともち粉パン開発で売上増加！

岡山県 株式会社ヒーリングガーデンアイル 働く女性のための美と健康応援事業

岡山県 パソコン教室ひだまり パソコン教室「自分史作成プログラム」で２ｋｍ以内のシニア層を呼び込む

岡山県 有限会社オギノ商事 大学で行われる学会・学校行事への出張販売事業による売上拡大

岡山県 有限会社Ｎ＆Ｋ 総合販売管理システム開発による業務効率化と売上拡大への布石

岡山県 総社妹尾電気工事有限会社 「困りごと解決」に特化した広告宣伝活動による新規顧客の獲得

岡山県 有限会社　鈴木建具店 デザイナーズ建具（ドア）による販路拡大事業



事業名事業者名都道府県

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ 児島ジーンズストリート発　ライダースブランド“ハイロック”の新製品開発と販路開拓

岡山県 全権興業株式会社 ジーンズの「選ぶ、飾る、組み合わせて個性を楽しむ」を提供するネットショップの構築

岡山県 毛利織物株式会社 現物見本とインターネット写真集を駆使した畳縁の提案のための仕組みの提供

岡山県 Ｆｒｉｐｏｎ＇ｓ（フリポンズ） ニーズ変化による商品構成に合わせた店舗改装で売上向上をはかる

岡山県 有限会社キイデンキ 家電プロフェッショナルとしてスマホ等を利用した新しい住宅リフォームの提案

岡山県 有限会社ぷろだくつ 知名度向上のための高感度チラシの新聞折り込み

岡山県 薔薇ｎｉｃｏ（バラニコ） 薔薇専門店の薔薇関連雑貨の新規取扱い開始を告知、販売増を行うための販促策実施

岡山県 株式会社タッチ 合同展示会ＤＯＯＲＳに出展、新規取引先獲得計画

岡山県 ヒューマン・リンク社労士事務所 専用ホームページを活用した広報強化による新規顧客の獲得と販路の拡大

岡山県 有限会社宮雀 岡山県内の食材を使った新しい和菓子ブランドの開発と販売促進

岡山県 ＣＬＲ 「木部の磨きサービス」の集中広報戦術で新規顧客獲得と収益改善

岡山県 岡山新堀ギター音楽院 「津山新堀ギター音楽院移転オープン」生徒募集計画

岡山県 株式会社ターゲット ＷＥＢを活用した求人チラシ作成システムの構築（ＷＥＢサイト名称：岡山の求人チラシ特急便）

岡山県 株式会社田岡仏壇店 販促パンフレットの開発による既存顧客を活用した口コミ集客強化

岡山県 有限会社橋本管工事 消費者に親しみやすいロゴマークで会社の認知度を上げる

岡山県 株式会社つながる手 介護求職者の掘り起こしとサービス告知強化事業

広島県 株式会社流通プランニング研究所
支援コンテンツの動画配信システムの構築（保有する支援ノウハウを動画で配信するための体制整
備）

広島県 ラーメンくまごり ラーメンスープで地域事業経済活性化プロジェクト

広島県 株式会社谷岡保険事務所 キッズスペースの創設

広島県 美容室ｐａｚ  －ぱす－ 展示品の購入、及び、店舗改修（展示棚設置と試着スペースの確保）

広島県 有限会社　なか川 首都圏進出！「瀬戸内なか川麺ブランド」プロモーション拡販実動

広島県 株式会社坂昆 新商品を開発し、ホームページ・カタログを活用した販路拡大

広島県 メディカルコート株式会社 顧客管理の向上と新商品オーガニック石鹸による販路拡大

広島県 株式会社ライフパートナーズ 個人事業主に特化した経営情報サービスの発信および保険サービスの提供

広島県 三国酢造株式会社 販路拡大、新規顧客獲得に向けたイベント出店計画

広島県 株式会社Ｃ’ｓ　ＰＯＲＴ
当社開発ツール「職業はつらつ診断」による地域密着型、不調者を出さない元気でいきいきとした職
場づくりの販路拡大と開発システムの改良

広島県 プレシャスサービス株式会社 大人のための会員制読書ラウンジ創設事業

広島県 有限会社峰和 機能性ドッグフード（犬用サプリメント）の新規製造販売

広島県 美容室　リッシュ 新メニュー『まつげエクステ』の導入及び新メニュー導入に伴う店舗改装

広島県 あおやま会計事務所
あおやま会計事務所　認知度向上プログラム～効果的な広報活動等による新サービス体系の普及
促進～

広島県 有限会社千幸堂
子宝に恵まれるための東洋医学の知恵をまとめた小冊子並びに腸内環境をキレイにして健康増進
する快便セットのチラシの作成・配布

広島県 ロイヤルインテリア株式会社 ＨＰや会社案内等の有効活用で、既存客のリピート率と追加工事アップ、新規顧客の開拓事業

広島県 広島焼き鳥処よし坊 高齢者・女性客のための、ユニバーサルデザインを取り入れたトイレへの改修

広島県 有限会社ユニリース広島 契約につながるＨＰの製作とチラシ・広告による自社の認知度アップ

広島県 株式会社大成自動車 『ＨＰとＤＭを活用した販路開拓と新規顧客獲得事業』

広島県 株式会社ＴＡＮＥＭＡＫＩ（たねまき） 接客力を活かした養成スクールにより、新たな顧客を創出する事業

広島県 有限会社セカンドグリッド 海外販売体制の構築並びに「日本茶」ブランドのブランド力向上事業

広島県 株式会社ＴＡＸインフォメーション 販路拡大・新規顧客獲得のためのセミナーの実施とそれに伴うＨＰの改善

広島県 松浦本店 オリジナル包装紙による贈答用地元産野菜ケーキの販路拡大

広島県 フリージーネット 独自の保守モデルの周知により、顧客開拓と販路拡大を図る事業

広島県 ｐｏｏｌ　ｃａｆｅ　ＮＩＣＯ カフェスペース活用による地域住民と高齢者の憩いの場として集客取組事業



事業名事業者名都道府県

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 空気清浄器の医科歯科医院に対する販路拡大推進事業

広島県 株式会社こでまり 地域ナンバーワンのあなご専門店になるためへの改革

広島県 株式会社食元 農業者、実需者、中間業者間の情報交流促進のための自社ＨＰ作成

広島県 有限会社シーマーケット 自社ブランド商品「けん玉関連グッズ」の本格的な販路拡大

広島県 サロンえいこ つまづき防止のための、段差解消スロープの設置

広島県 株式会社ライフハック 高品質高糖度トマトの商品販促手段の開発と販路開拓

広島県 株式会社サード 新たに女性客を獲得するためのブランディング向上プロジェクト

広島県 有限会社西山水産 府中市「道の駅」基本計画に伴い本社移転による事業拡大推進事業

広島県 株式会社芦田水道工業所 顧客満足を高める為のシステム構築と広報活動強化による売上向上

広島県 素肌美容研究所ＡＮＥＡ福山 販売促進資料の作成とお試し品を活用した新規顧客獲得事業

広島県 大和屋製パン工場 給食ぱんラスクの製造販売における生産体制と広報戦略の強化

広島県 有限会社中林商店 顧客ニーズに対応した加工品のＰＲと販売の強化

広島県 パティスリーパンセ カフェスペースの改良と駐車場のバリアフリー化事業

広島県 手打ちそば　廉 ①持ち帰り用蕎麦の製造販売開始にむけた商品開発、試作、テストマーケティング

広島県 ジンジャーダイヤモンド セミオーダーメードの生姜シロップ販売事業

広島県 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｂａｒ　ｉｌ　Ｇｉｏｒｎｏ 和食の技法で作るイタリア料理『イノベーティブイタリアン』でジビエ料理提供リストランテに刷新

広島県 有限会社シャルム菊寿堂 お土産に適した新商品開発とパッケージ改良による売上拡大事業

広島県 きはる 店舗販売体制の強化と地場産品を使った中食の開発による売上拡大

広島県 うちだ 太陽光発電を安価で安心して導入していただける仕組み作り

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 備後地場産品の専門店としての店舗改装

広島県 株式会社本家中村屋 アグリフードＥＸＰＯへの出展による全国へのＰＲ活動

広島県 株式会社カエルカンパニー 飲食業界で活躍する人材を育てる「メニュープランナー講座」の開設

広島県 浅数興産有限会社 新規顧客獲得のための新規ＨＰ開設ならびに広報活動

広島県 株式会社広通 身体に優しい「本格中華料理」を女性客にアピールする体制作り

広島県 レトワールフリヨン 広島の天然酵母パン屋「レトワールフリヨン」のブランド力向上と認知

広島県 ＳＵＰＩＮ 新規顧客獲得のための運動教室ならびにセミナーの実施

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 新聞折込広告での集客と観光客用無料休憩スペースの整備

広島県 株式会社広瀬印刷 印刷デザインのクラウドサービスと受注システムの開発

広島県 株式会社ジョイナス 営業エリア拡大に伴う新規顧客開拓のための広報事業

広島県 株式会社リシェス 上顧客様限定特別ＶＩＰルーム新設　紹介ツールの作成

広島県 有限会社シマタニ時計店 『しあわせの時計』　ブライダル特化プロジェクト

広島県 株式会社福々庵 パッケージや販促物等を統一したトータルブランディングの実現

広島県 Ｌｅ　Ｒｅｖｅ 未開拓の若年層をターゲットとした美容室の経営改革

広島県 株式会社西本ミシン 既存法人顧客の継続から個人向け新規顧客の販路開拓

広島県 有限会社　東山 高齢者や外国人に優しいお手洗い改修工事

広島県 株式会社アシスター 工場へのお客様窓口を作ってのカウンセリング型販売の開始

広島県 チャイサロンドラゴン 集客拡大とお客様の満足度ＵＰの為の店舗イノベーション及び新商品開発

広島県 ｂｉｅｎｖｅｎｕ 働く女性客が、子供を連れて安心して通える美容院にするための店舗改装

広島県 浅野味噌株式会社 視認率と取り扱い易さを改善したパッケージの開発

広島県 株式会社ヤスダ 通販向け商品カタログの作成による販路拡大事業

広島県 ＤｏｇＨｏｕｓｅ・かのん 顧客満足度を向上させファン拡大を目指す！



事業名事業者名都道府県

広島県 有限会社シリウス 一般消費者向カラー選択自由な組立式スチール製ボックスの開発

広島県 志和住設株式会社 新規顧客を取り込む為のチラシと既存客へのＤＭの配布

広島県 白銀 店舗のバリアフリー化と高齢者向けメニュー提供による集客事業

広島県 髙橋佛檀店 ＷＥＢと店頭でのイベントを組み合わせた新規顧客開拓事業

広島県 昇高建設株式会社 「わたしだけの一畳空間ＢＯＸ　」の開発及び販売促進

山口県 うさみ労務経営事務所 〔グッド・バランス・ラボ〕コンサルティング事業の展開

山口県 杉の湯 誘導サイン（看板）の設置工事並びに休憩室の改装による集客増

山口県 山城屋酒造株式会社 山口の数少ない酒造会社が取り組む　自社ブランドの再構築

山口県 株式会社前田石油 石油定期配送の「はいたつハッチ」

山口県 株式会社インテリア紅葉 熟練社員による「輸入壁紙」の提案型営業

山口県 有限会社末廣 刃物メンテナンスと買回り品を集客エンジンとした新規顧客獲得とファン化

山口県 Ｃａｆｅ　ＣＨＩＡＣＣＨＩＥＲＡ　（カフェ　キアッケラ） オリーブオイル普及のための専用売場設置・販促事業

山口県 株式会社エボリューシュン 追加受注強化と、インターネットと会社概要作成による販路拡大

山口県 Ｍｉｌｌｅ　Ｄｅ’ｌｉｃｅｓ 光市特産の果物を原料としたドライフルーツで作る洋菓子

山口県 有限会社太陽商会 販路拡大のための新商品ＰＲの折り込みとポスティングチラシの作成

山口県 マルヤマ水産有限会社 田作りの新商品開発と販売促進事業（店舗改装・商品デザインの統一）

山口県 株式会社Ｇｅａｌ ｉＰｈｏｎｅ修理事業

山口県 株式会社グリーンハート 栄養医学を取り入れた人間ドックの提案とヘルスツーリズムの宣伝

山口県 有限会社レンタックス 「ちょっといいな！　灯り」イベント企画

山口県 株式会社村上組 新規家具販売事業のブランド構築による販路開拓

山口県 三井ヘルプ株式会社 「お父茶んへ」、「ヤーコントコロテン」の売上拡大

山口県 廣華楼 時間が経って美味くなる？プロがつくる本格中華料理の宅配事業

山口県 ＢＥＬＬＥ 「男性エステ最新マシン導入で理容業主体から５年で売上１３８％達成」

山口県 Ｙａｍａｔｏ＇ｓ　Ｗｅｂ　Ｇａｌｌｅｒｙ インターネットを使った販売及び認知・ブランディング

山口県 ＲＩＤＥ　ＴＯＴＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ 新商品・サービス「ＲＩＤＥカスタムハーレー」開発事業

山口県 有限会社スミヤ 全国初「珈琲の花蜜で食べる珈琲ゼリー」新開発

山口県 タキテクノ お客様の安心と信頼に応える地域密着型店舗のオープン

山口県 サンフォト　タケノ 建築写真撮影ニーズへの対応による新規顧客の獲得

山口県 周南造園株式会社 造園技術を駆使したカフェ、雑貨ショップの開設

山口県 株式会社ヤマウチスポーツ 卓球で楽しく集える店に！

山口県 株式会社　帆万里 ホームページとパンフレットを活用した平日新規顧客の開拓

山口県 株式会社流王 巌流島飲食季節営業

山口県 とくぢ味噌株式会社 販売拡大を目標とした、みそ商品パッケージの改良

山口県 有限会社　小松 こまつ会館の新パンフレットの作成

山口県 有限会社金子植物 花が枯れて土だけになった「プランターの土買い取り事業」

山口県 Ｌｏｃｏ　ｃａｒ　ａｕｄｉｏ　ｓｈｏｐ 自分だけの移動式オーディオルームの提案



徳島県 有限会社前田食糧 中京・関西圏への戦略的ポスティングによる販路拡大

徳島県 ココクラブ
・自社ホームページ作成による健康やウエルネスに感度の高い女性客への情報発信と地域におけ
る自社認知度向上事業・自社制作の認定「とくしまバーガー」の知名度向上及びテイクアウト販売に
よる売上向上事業

徳島県 とらや 徳島県の名産「鳴門金時」と「和三盆糖」を使用した新しい菓子の製造。

徳島県 中央環境クリーン株式会社 人と環境に優しい安心工法を用いた害虫駆除サービスの認知度向上と販路開拓

徳島県 有限会社カメラのクワハラ 店舗敷地内屋外スタジオ新設事業

徳島県 小川屋食堂 厨房器具導入による製造能力のアップと販促用チラシの作成、配布

徳島県 株式会社茜庵 徳島地産の“和三盆糖”を使った一口羊羹「和三玉（わさんたま）」の改良新発売

徳島県 有限会社和田の屋 徳島の名所化に向けたＨＰ作成、パッケージデザインの一新・広報

徳島県 ハイメール化成株式会社 ＰＰフィルム袋の片面穴あけ加工による高度な顧客ニーズへの対応

徳島県 上野写真館 衣装展示スペースの改装によるサービス向上と販路拡大

徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所 半自動竹粉作製装置の開発、及びその販売促進活動

徳島県 かず接骨院
他機関と連携した交通事故サポートに関する広報事業および交通安全、自動車任意保険加入の呼
びかけ

徳島県 有限会社　三和 手造り冷凍惣菜を使用した新メニュー開発及び新規顧客開拓

徳島県 井関製菓 新商品取扱い並びに販売による販路拡大・売上増加

徳島県 おいし工房 オリジナル商品を活用した新レシピ提案パンフレット作成事業

徳島県 株式会社エーシーネット お見合いサービスホームページ等作成（特設サイト・パンフレットの作成）

徳島県 株式会社菜々屋 オリジナルパッケージサービス／野菜の中身見える化サービス

徳島県 三芳菊酒造株式会社 首都圏、海外向けブランドの開発及び営業アイテムの作成

香川県 吉川和良税理士事務所 相続税概算計算の個人向けＨＰ作成等による相続サポート

香川県 釜出しさぬきうどん　めん一 バリアフリー化等の店舗改装

香川県 株式会社杢創社 無垢材挽き板エンジニアリングウッド商品群によるブランド化「Ａｒｉａ＆Ａｕｒａ」

香川県 株式会社ミスター・クリーン 地域密着を目指した個人顧客新規開拓

香川県 すまいる学習塾 「勉強の苦手な子も通える塾」という認知度を上げる広報活動

香川県 株式会社サンクラッド 通販サイトの構築及び機会ロス減少のための店舗改装

香川県 ＴＩＫ株式会社 貸し手と借り手の想いをつなぐ街中古民家再生プロジェクトＰＲ事業

香川県 菓子処　坂口屋 地域初の土産商品を開発！安心、安全な和菓子の提供！

香川県 有限会社ケーアンドケーカンパニー リフォームコニー「キッチンスタジオ」広告宣伝

香川県 サントラベラーズサービス有限会社 行ってみよう！やってみよう！シルバーエイジ感動再体験！

香川県 株式会社三豊印刷 小部数、短納期、高品質、名刺（カード）印刷技術を活用した販路拡大

香川県 有限会社今屋老舗 水出し番茶に特化したホームページの作成

香川県 ダイエークリーニング 洋服のリフォームメニューの充実と靴クリーニングの技術の習得

香川県 株式会社大地の響 新規顧客獲得！地元地域での認知度アップを図るＰＲ事業

香川県 有限会社高木果実店 地産地消　〝さぬき讃フルーツ〟普及の為の看板工事

香川県 丸亀被服株式会社 理美容業界の展示会に出展し、弊社製品クールクロスをＰＲする

香川県 有限会社寿司伝 坂出ブランドの素材を使った弁当・寿司の店頭販売ブースの新設

香川県 株式会社お寿美 お好み焼き　お寿美ブランドの復活

香川県 有限会社山本縫製工場 建設業・農業等の熱中症対策商品「サマーベスト」の販売促進事業

香川県 森江綜合法務コンサルティング 行政書士合格ネット塾・半サラ起業ネット塾

香川県 株式会社請川窯業
地域の町並みにマッチしたファンタジア瓦の混ぜ葺きを勧めるパンフレットの作成・ダイレクトメールを
利用したパンフレット・見本の配布による営業活動

愛媛県 株式会社オトガ 弊社オリジナル「熱中飴・しおとあめ（仮名）」販路開拓事業

愛媛県 株式会社ＣＯＣＯユニオン シニア世代の写真需要の確保　～あなたを１０歳若く美しく撮りましょう～

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

愛媛県 ＴＯＰＡＺ　（トパズ） たもぎたけの全国への販路拡大

愛媛県 鉄板焼き　火ダルマ 「愛媛・松山代表」として自社オリジナル商品を日本全国へ

愛媛県 サンエレクトロニクス株式会社 デコレーションキャンドルの開発事業

愛媛県 ＡＢＣ　Ｒａｉｎｂｏｗ＋Ｓｔｕｄｙ 新規顧客層を定めた体験キャンペーンの展開により販路拡大事業

愛媛県 Ａｌｂｅｒｏ プレミアムトリートメント・スカルプケアヘッドスパの提案

愛媛県 株式会社八久茂 新商品の開発に伴うメニュー及びメニュー表の改定と仕出し部門の強化

愛媛県 株式会社ＳＯＵＮＤ　ＧＡＲＤＥＮ うれしい！たのしい！こどもの音楽教室「こどもウレタノ！」

愛媛県 有限会社沢田酒店 コーヒー、紅茶の販売と新規顧客獲得のための販促強化

愛媛県 Ｓａ－Ｒａｈ 定番服とコーディネートできるデザインの服やアレンジの服作り

愛媛県 株式会社一笑堂 販路拡大のための工場見学と新商品開発

愛媛県 株式会社しまなみコットンファーム 展示会出展での販路拡大事業　新製品の開発　販促用ＰＲ

愛媛県 株式会社ウイン・ドゥ 東予地方の農水産品・加工品を、自店舗ブランド（プライベートブランド）商品として開発、販売促進

愛媛県 焙煎珈房ＮＯＮＡＫＡ 認知度ＵＰの為の自家焙煎珈琲ドリップパック・リキッドベース開発

愛媛県 有限会社スタイリッシュガーデンみたか 「しまの　和」　結婚　－幸せになろうプロジェクト－

愛媛県 いろは工務店 窓からできる省エネ工事で快適住まいを手に入れよう

愛媛県 有限会社上野サイクル スポーツ自転車のトータルコーディネイトができるディスプレイ

愛媛県 ｃｏｓｈａ ポーターズペイント体験イベントの開催

愛媛県 リリーフ 忙しい女性を応援するための時短美「エステ・ネイル融合事業」

愛媛県 株式会社エルパティオ ママセレクトお中元カタログ製作ならびに自社ブランド立ち上げ

愛媛県 四季香るｄｉｎｉｎｇ　たきざわ 外国人観光客向けのメニュー開発とメニュー表の作成

愛媛県 小笠原写真館株式会社 縮小する記念撮影マーケットに対し「親孝行マーケットの創造による売上アップ」を図る

愛媛県 暁　工　房 真珠製品のプライベートブランドの立ち上げ事業

愛媛県 株式会社ひめ美じん 愛媛県産の温州ミカンのエキスを使った新商品クリームの販路拡大と広報事業

愛媛県 三侊スタジオ 出張フォトサービス

高知県 飲み処食べ処　　くもん屋 女性や県外客などの新規顧客の獲得を目的としたトイレ改装やメニュー開発とＰＲ

高知県 ブルースカイ バイク部品、グッズの製作の為のフライス盤の導入と新規顧客層への新たな取り組み

高知県 清水商店 弁当、寿司、惣菜などの中食ニーズをとらえるための冷蔵高湿ディスプレイケースの購入

高知県 石  松 女性客と高齢者層客等の新規顧客を獲得するためのトイレ改装と座敷用テーブル、イスの導入

高知県 だるま味噌株式会社 新顧客獲得のための無添加商品の開発にともなう新ブランド立ち上げ

高知県 蒟蒻芋
団体客獲得のしやすさを目指した店舗カウンター改修と新規顧客獲得のためのチラシ、サービス
カードの作成

高知県 株式会社Ｐ＆Ｐ 循環型リサイクルシステム構築による環境負荷軽減のグローバル化

高知県 宗田鰹作物販売株式会社 宗田肥料及び宗田肥料を使用して栽培した、農産物の販路開拓

高知県 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 「選択機能を強化する新パッケージの開発および効果的ＰＲ方法の確立」

高知県 ペンションサライ 動物と憩える場の創出とお客さまの利便性・快適性の向上

高知県 株式会社エールデジタルデザイン
スマートフォンカバーの製作・販売の為の３Ｄ昇華プリントシステム導入と、新規顧客層への新たな取
り組み

高知県 ゆみちゃんストアー 超高齢化の地域を宅配と見守りで支える

高知県 遊食多囲 農家と漁師から直接食材を調達する子育て世代応援型居酒屋の創業にかかる販売促進

高知県 株式会社ＩＣＵ 「見込み客の発掘を行い、作業の標準化を図る簡易ＨＰパックサービスの導入」

高知県 ココフーズ 大津工場「直販所」の周知

高知県 釣吉釣具店 新規顧客獲得を目指しルアー釣りに重点を置いた陳列の見直しと店舗改装

高知県 フェデリコフーズ株式会社
「石窯ピザ」のネット通販開設のためのコンテンツ作成とホームページのリニューアル並びにネット販
売用メニュー開発



事業名事業者名都道府県

高知県 有限会社はたやま夢楽 個人向けリーフレットと商品価値を高めるパッケージの開発

高知県 高知食鶏加工株式会社 四万十鶏とシチメンチョウを使った新商品開発と販路の拡大

高知県 武政商店 無添加でタウリンたっぷり、家庭で手軽に使える「宗田節」の商品開発と販路開拓

高知県 鳥よし 焼き鳥製造能力アップによる新規顧客開拓と売上拡大

高知県 中央印刷株式会社 全国ゴルフ場向け印刷物の販路拡大

高知県 ふるや酒店 オリジナルビール（ＰＢ商品）の開発による新規取引先の開拓

高知県 有限会社陶器のみやざき 地元芸術家等の作品展示場設置事業

高知県 有限会社新谷商店 宗田節関連商品のパッケージ改良　商品紹介パンフレット制作

高知県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｒｏｏｍ　いるかのジャンプ 外遊びイベントの実施による集客力強化

高知県 有限会社せいぶ印刷工房 高知県西部地域活性のための販路開拓・広報事業

高知県 環境企業　エコボロン高知西 「健康被害を起こさないホウ素系防蟻工事の普及拡大」

高知県 ウェアプリントショップ　ぷりん太 冬物ウェアの品ぞろえと、交果的ＰＲ方法の確立

高知県 有限会社クラフトハート 介護職員初任者研修のコース開設

高知県 エクスガーデンズ エクステリア展示場への集客を図るための効果的ＰＲ

高知県 矢野運送有限会社 「ワークライフバランスを推進する、新サービスのプロモーション強化事業」

高知県 株式会社愛光 効果的アプローチによる潜在顧客の掘り起こし

高知県 有限会社下田食品 「量販店で販売しない豆腐」シリーズを扱う小売店の開設

高知県 光の種 チャンスロスをなくす生産体制の構築（生産能力の向上）

高知県 株式会社ニュートンズ 新商品「屋外用ゴルフパット練習マット」の開発・販売

高知県
総合歯科技工所　有限会社ワールドラボラト
リー

インプラント治療に特化した受注の拡大

高知県 株式会社上町池澤 関西圏業務筋への産地直送ＰＲ

高知県 山長 高知県夜須町栽培の『エメラルドメロン』の食べ頃提案の再構築事業

高知県 ひろせ食堂 新規顧客獲得のための店舗外装リニューアル

高知県 有限会社鍋島工芸 下請けからの脱却！　オーダーメイド家具工房としての販路開拓



福岡県 大石英治製茶 高齢者とその家族が入店しやすい店舗改装

福岡県 有限会社ゼッツコーポレーション 医療現場における環境衛生を目的とした新商品開発プロジェクト

福岡県 サンキュウ株式会社 エコ洗浄剤の実証分析データ取りと販路拡大のためのカタログづくり

福岡県 有限会社インヴォイス 日本人が発掘出来ないレアな本物志向のブランドを紹介！

福岡県 カラオケリースＤＳＫ 筑豊ご当地アイドル「Ｓｍｉｌｅ」のアーティストグッズの開発

福岡県 Ｓｐｕｔｎｉｋ カーゴバイク＆ユーティリティバイク拡販ＰＲ作戦

福岡県 有限会社アイテールハウス 看板や情報誌を使った「塗替銀次」のＰＲによる新規顧客の獲得

福岡県 株式会社　アリエル 新規顧客の開拓、顧客満足度の向上

福岡県 房飲房食「にぎやか」 見せる「いけす」の設置による、見て、楽しみ、鮮度を感じる魚料理の提供

福岡県 兼定興産株式会社 塩化カルシウム液の開発及び製造

福岡県 株式会社タケマン 当社オリジナル商品「熟成めんま」のＤＭとネットによるＰＲ

福岡県 染織工房シルクトーン ランダム織生地の特許取得及び「パリコレ」への事業展開

福岡県 株式会社テレバイス 「しごとっぷ」の認知度向上及びマッチング率強化への取り組み

福岡県 薩摩やき鳥　てんがらもん 『“博多発”水炊き・オリジナルドレッシング等の販路拡大事業』

福岡県 株式会社リクト 自社運営サイト新設に伴う、ＰＲ強化

福岡県 株式会社イチニチ・イチリキ イベントの実施によるＰＲの強化と、サービス拡充に伴う新店舗開業。

福岡県 有限会社　ピアネット 多世代共生ハウス【高齢者とシングル子育て世帯】の入居者募集に関するプロモーション事業

福岡県 かんまる家 女性１人でも行ける健康的で美味しい“熟成赤見肉”専門の焼肉の開発と店舗のＰＲ

福岡県 みのりや 健康食・治療食宅配事業の新規利用者獲得及び販売網づくり

福岡県 ３ｐｏ　ｃａｆｅ 当社オリジナル商品の開発・製造と小売店・飲食店への販路開拓及びＷＥＢによる個人客の開拓

福岡県 株式会社エムエイケイ 日本女性の肌にあう「神楽」化粧品の開発・販売に伴う製造・広告

福岡県 有限会社石橋屋 「雑穀こんにゃく麺」の海外向けパッケージ及びポスター等の製作

福岡県 誠環境株式会社 事業所様向けごみ分別の意識改革を促す広報パンフレット類の作成

福岡県 ＡＦＣ・てる合同会社 ドライフルーツ「くだものほしや」の商品開発

福岡県 有限会社タケシゲ 全国展開に向けた商品力の強化と販路拡大

福岡県 松山櫨復活委員会 全国初の櫨蝋を使った化粧石鹸開発と展示会出展

福岡県 株式会社オフィスビンアダチ 訴求力の高いデザインと地域食材を活用したブランド力強化事業

福岡県 株式会社Ｆ＆Ｓ 手作りイタリアンジェラートの販売

福岡県 株式会社ＴＲＵＥ　ＵＰ デジタルサイネージとスマホアプリを利用した集客戦略事業

福岡県 株式会社種商 当社オリジナル商品拡売の為の全国規模展示会への出展

福岡県 野口食品株式会社 安全・安心・健康・美容ニーズに応える三池高菜漬商品の販路開拓

福岡県 花畠自動車板金 塗装工程の時間短縮化に向けた塗装設備用ファンの能力向上対策

福岡県 レストラン加里部 店内でのベーカリーの提供及び、テイクアウトによる顧客の拡大

福岡県 木下木芸 「組子ランプシェード」など当事業所の技術力紹介パンフレットの作成

福岡県 有限会社グレマ 全国大会優勝のエステ技術ＰＲ看板とＬＥＤ証明での癒し空間作り

福岡県 有限会社ソバックス オゾン除菌脱臭機器販売・施工・メンテナンスを当社の柱に替える企業変革事業

福岡県 Ｋ’ｓ ＳＴＹＬＥ 営業時間延長サービス（早朝と夜間）、新規顧客開拓と現顧客へのサービス向上

福岡県 有限会社シャカ 訪問出張美容　自宅及び施設への美容室業務の出張

福岡県 株式会社 潑剌 『低料金会員制による通い放題プラン』中学生集客拡大事業

福岡県 ＢＩＳＴＲＯ ＩＵＫＩ ケータリングの確立により幅広い客層のニーズに応えるレストラン

福岡県 馬力魂 地域初の女性限定個室付焼肉店で女性の集客力を拡大

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

福岡県 有限会社　ヒロユキ ２階に宴会場を整備・改装し、宴会を誘致

福岡県 株式会社 Ｕｎｉｔｅｄ Ｈｏｍｅ’ｓ インテリア・雑貨オンラインショップ事業の拡充強化と実店舗計画によるブランド化

福岡県 Ａ－ＷＩＮＧ株式会社 自然エネルギーを利用した淡水化装置の販路開拓事業

福岡県 有限会社玉寿司 プロジェクト　メニュー作戦　メニューの確立でお客様拡大

福岡県 四季の味　麻以虎 割烹料理謹製の、ワインに合うクリームチーズ豆腐の販路開拓事業

福岡県 株式会社ＶＩコンサルティング 女性プチ起業に特化した通信教育講座（動画配信サービス含む）の開発

福岡県 レストラン　シャンフレーシュ ・真空低温調理システムの導入による新メニューの開発と広告宣伝によるＰＲ。

福岡県 岩永悠税理士事務所 オーダーメイド型　相続・事業承継対策の提供

福岡県 デコルーチェ 暮らしの明かりオリジナル『ゆるり灯ＢＯＸ』の販路開拓プラン

福岡県 カミヤ　ラクウ 地域初、美容師が異業種と協力し「貴方らしさ」をプロデュース　訪問美容の新サービスの提供

福岡県 有限会社クルーザーガレージ アダプテーションパートナー（当社代理店）募集と新規顧客獲得に向けた販促強化

福岡県 有限会社インターリンクジャパン ネットショップでの販路開拓

福岡県 楽子 出産・ペット用ギフト『小倉織×抱っこひも』のＰＲ・全国展開

福岡県 酒菜　まつげん 高齢者や女性、家族連れが安心して食事を楽しめる店創り

福岡県 らん萬 炭火焼き鳥店による「さばサンド」の提供と店内外装の整備

福岡県 有限会社イマヤマ マグネットがつく不燃建材の見本帳作成と配布

福岡県 メゾン　ド　ウエノ ウエディングシューズの販売促進と業界への販路拡大

福岡県 こだわりの米　小野屋 大分県玖珠産の本物の高原野菜・米を食べて頂く為のチラシ、ギフト作成販路拡大

福岡県 株式会社ケーワン 特許取得『ケーワン工法』営業ツールの見直しによる営業効率化

福岡県 株式会社オーラテック 当社ホームページの商品サイトの英語版作成とパンフレット、取扱説明書などの英語版作成

福岡県 株式会社博多の味本舗 天然素材のみで造る醤油とだしぽん酢の完全無添加商品の開発

福岡県 宅配クック１２３筑後店 新商品ボリューム弁当の発売を機に広報営業と接客力強化の展開

福岡県 重光造園 「集客効果を生むチラシ」と「庭を作りたくなるパンフレット」で『重光造園を庭のブランド化』へ

福岡県 ＲＡＫＵＰＡ（ラクパ） ニュースレター作成代行サービスの見込客づくり

福岡県 お菓子のキタハラ 主力商品と新商品の販売促進ツールの製作と販売用什器の導入

福岡県 一級建築士事務所　ののデザイン 新リノベーション規格プラン『木ノべーション』販売促進事業

福岡県 Ｓｈｉｎｏｂｕ　Ｓｐｏｒｔｓ　＆　Ｒｉｄｅｒｓ オリジナルブランド商品の販売強化とネット販売システムの構築

福岡県 有限会社贈酒田中屋 「三方よし」による喜ばれる新製品開発事業

福岡県 ＲＳ　ｐｈｏｔｏ 記録に残そう！撮影データお渡し型スタジオの販促事業

福岡県 株式会社アキヤマインダストリー 地域木材の木造・木質化を最大限に活かした建築設計・施工の普及

福岡県 プロライト株式会社 新照明「エコ太郎バージョン３」の開発及び、宣伝戦略と製造管理システムの構築事業

福岡県 ハートフルスプーン 新商品の開発及びイートインスペースの設置で集客増を図る

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ 新・天然素材「スイゼンジノリ」化粧品のアプローチブックの開発

福岡県 カリフォルニアベイブ ヨガウェアの一般女性向けの販路拡大のための広告宣伝

福岡県 株式会社ごとう醤油 １００年続く醤油醸造元の”こだわり調味料のブランド化”事業

福岡県 ｉｌｏ　ｉｔｏｏ 商品の安定供給を目的とした日本とグアテマラでの生産体制の確立

福岡県 株式会社稲永ガラス店 携帯型のサーモグラフィー（熱感知装置）診断装置の導入

福岡県 株式会社夢クリエイト 『マンション型レンタルオフィス事業』　販路拡大のための広告宣伝

福岡県 弁護士　中村亮介 日本企業の海外進出及び外国人・外国企業の対日投資に関する販路

福岡県 有限会社セブンドリームス チタンリングを中核とする販路開拓

福岡県 株式会社エクストプランニング ポスティング管理地図システム（ソフトウェア）の導入



事業名事業者名都道府県

福岡県 天神北整骨院 本場タイで学んだオイルマッサージのホームページでの集客活動

福岡県 荻原　高 商品販売や販路開拓に向けた顧客の販売支援用ツールの制作

福岡県 匠アーツアンドクラフツ 新ブランド＜匠＞のイメージづくりと販売拡大事業

佐賀県 株式会社　エムズ 髪を傷めない新しいカラー剤「ベリーずカラー」のプロモーション

佐賀県 食事処　一成 新メニュー開発と店舗改修で女性のお客様のリピート率アップ

佐賀県 安田染工場 和の伝統「手染め」。その新たなファンを獲得するための広報活動

佐賀県 有限会社前田ボディリペアーセンター 高張力鋼板対応の新型溶接機械を導入し、売上アップを図る

佐賀県 株式会社川副青山 「青山窯ネットショップ」の立ち上げ

佐賀県 有限会社トムズカンパニー 伊万里で業界初となる、『お洒落＋美と若々しさ』を提供する会員制組織の立上げ

佐賀県 株式会社エ・ラベル 「ライフプランから考える住まい購入」ＦＰサポート事業

佐賀県 サラダ館若楠店 お客様との「出会いの方程式」を補完する情報発信と商品企画開発

佐賀県 有限会社テイクワンフーズ 外壁店舗看板の付け替え及びテラス照明設置

佐賀県 株式会社テイスティフーズ 地域の素材を生かした女性向けのスイーツ風おむすびの開発

佐賀県 岩本商店 唐津産煮干しいりこ及び無添加干物のブランド化による販売促進

佐賀県 株式会社まんてん 「オープンセサミプロジェクト」立ち上げによる新商品「鍋島小紋」シリーズの開発・販路開拓

佐賀県 株式会社北島商店 地元産規格外・余剰野菜を利用した乾燥粉末野菜の販路開拓

佐賀県 有限会社れんげどう 交配用ミツバチ産地直送のパンフレット製作および発送

佐賀県 株式会社モンデン 顧客の若返りに向けたブライダル強化とネット環境の充実

佐賀県 マツキン醸造株式会社 海外市場参入のためのＷＥＢサイトリニューアル

佐賀県 Ｌｕｎａ（ルーナ） 今までにないカジュアルな唐津焼の箸置きの開発と販売促進事業

佐賀県 古伊万里酒造有限会社 ネットとリアルでの広報活動と販路拡大

佐賀県 ポアソン洋菓子店 鳥栖米ヒノヒカリを使用した塩ブッセを男性へ販売促進する

佐賀県 株式会社弥生が丘養蜂園 「蜂蜜で体がよろこぶ朝食スタイル」の提案及び商品パッケージ改良

佐賀県 有限会社佐賀メイト マニュアル等ビジュアル化と提案営業による保育園等への販路開拓

佐賀県 ＴＯＭＡＴＯ　ＨＥＡＤ 伊万里市内初の本格ピッツェリアで「ミックス（集客）」戦略

佐賀県 ＴＢサロン・Ｍａｒｙ プチＶＩＰメイクアップルームで新サービス導入と収益アップ

佐賀県 丸秀醤油株式会社 子育て世代に向けた食物アレルギー情報発信のためのＨＰ作成

佐賀県 有限会社ビューティック二葉 新規がん患者・高齢者用プライベート美容スペース（個室）によるサービス向上を目指します

佐賀県 カーウォッシュワン チラシポスティング・ホームページ工事・紹介チケット配布による売り上げＵＰ

佐賀県 有限会社弘文社 壁面広告看板設置及び店内当社及び他社製品比較展示スペース拡充

佐賀県 株式会社アズハート おもてなしの心で日本の介護を変えるプロジェクト

佐賀県 カレーカフェサブロー 店舗立地を活かした結婚式の２次会・３次会トータルプランの販促事業

長崎県 株式会社山本電器 「街の電気屋さん」がお届けする　単身赴任者等のための生活不安解消リース事業

長崎県 有限会社鈴屋 過疎地域への出張販売の構築（街のお買物便）

長崎県 合資会社山崎本店酒造場 発泡性酒類の製造

長崎県 有限会社上田自動車 マイカーコンサルショップ

長崎県 有限会社　くさの惣菜 情報発信強化に伴う、商品カタログ・ホームページの充実

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 県内初・少子化対策を担う本格婚活セミナーの周知及び実施の強化

長崎県 シャディサラダ館日野店 佐世保産品でギフト商品「佐世保の贈り物」の企画開発と販路開拓

長崎県 チャイオーン株式会社 新商品開発に伴う機械購入と新規顧客獲得の為のチラシ作成と配布

長崎県 有限会社メガネのポイントセンター ショップブランディングの確立（ファッション性を追求する顧客への情報発信）



事業名事業者名都道府県

長崎県 硝子屋 ステンドグラス工房設立とガラス商品の販売促進のシステム構築

長崎県 学童保育ドリームキッズ 良質な学童保育の提供と学童空白地区の児童獲得による待機児童の解消

長崎県 有限会社更紗 「希少な天然クエの鍋セット」等通販用商品の開発と販売

長崎県 株式会社ヘルシーラボ スマホ対応ネット販売システムの構築と販促素材等の製作

長崎県 有限会社広井テント 介護用移動補助具の製品改良と、販促ツール強化による販路拡大

長崎県 株式会社九州アイビーシーコーポレーション 月桃、グァバを活用した新商品の開発とネット販売システムの構築

長崎県 株式会社臥牛窯 「関東地区顧客向け直売作品展の実施」

長崎県 有限会社丸一薬局 一般医薬品・健康食品の拡販及び同宣伝広告

長崎県 レストラン ペーパームーン パッケージのデザイン一新と販路拡大のチラシ制作

長崎県 有限会社モンアミ 新長崎名物　トルコライス春巻きのお土産としての開発、製造。

長崎県 ハンバーガー＆クレープショップ　トミーズ ’’月刊１０，０００本売れた！’’トミチキの通信販売の開始

長崎県 株式会社りぼん 布ナプキンの新規パッケージの製作と認知度拡大事業

長崎県 有限会社草加家 長崎県産さつまいもを使った、赤ちゃんから高齢者向け商品のパッケージ作り、販促品作り

長崎県 株式会社クラーク 子どもたちのやる気を引き出す「児童英語教室」

長崎県 マカ・ナチュラリー 手作り石鹸の良さを活かした「椿油入り化粧石鹸」の高付加価値化

長崎県 株式会社エスプランニング 「九十九島とらふぐ明太子」等の商品開発

長崎県 丸阿蒲鉾有限会社 ブランド力向上による福岡都市圏への販路拡大事業

長崎県 酒井タタミ店 新型畳表折曲器導入による販売促進事業

長崎県 株式会社トゥスタート 「空きスペース」の新しい活用提案を通じた主軸商品サービス「アシストマップ」の広報強化、売上増

長崎県 株式会社米粉屋 販売促進・生産効率化による安全・安心「米粉のパンケーキ革命」事業

長崎県 布団の丸洗い あらいちゃん 小規模グループホームをターゲットとした新たな市場開拓に向けての広報宣伝

長崎県 洛美屋 医療用ウィッグの販売強化と新規レンタル事業のプロモーション事業

長崎県 有限会社今福屋商店 低温保管と展示によるワイン愛好家の販路開拓・拡大事業

長崎県 合同会社てあーて・ながさき １）介護予防事業（お手軽フィットネス　、高齢者の知的財産サポート事業、足湯、フットマッサージ

長崎県 藤村昆布海産有限会社 地場特産品を主としたインターネット通販システムの再構築事業

長崎県 角田大吉かまぼこ店 商品パッケージの一新と土産用化粧箱の作成

長崎県 長田食品 地域資源を活用した商品（無添加だしパック）の販売促進

熊本県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＲＯＳＳＯ 外国人客の獲得を目的とした販促物の作成と認知度の高い告知方法の開発

熊本県 サプライズ居酒屋南国食堂ヤシの樹 満足度向上による循環型顧客増客事業

熊本県 るるわ珈琲 カフェインレスコーヒー豆のパッケージ作成・販売促進活動

熊本県 五島石材店 次世代に続く安全な墓石づくり

熊本県 エーニット
工房を「男の編物作家が実演している手づくり和素材ニットショップ」へ店舗改装して日本の伝統技術
の良さをアピールする事業

熊本県 有限会社長嶺リフォームセンター 地域密着型中古住宅管理事業における資産価値向上の提案と周知について

熊本県 ブリッジリッジランゲージスクール 園児向け「紙芝居＆五感で学ぶ英会話講座」の提供

熊本県 ＧＩＮＲＩＮ　健軍店 ガイド付きレンタサイクル事業「わくらくレンタサイクル」による新規客獲得＆リピート率アップ策

熊本県 宮崎ハウジング 世代間安心住み替え推進事業

熊本県 株式会社山一 お茶より喜ばれる法事向けギフトのラッピング刷新

熊本県 株式会社ＡＰＬＵＩ
セミオーダーラインの確立とＪＵＮ　ＯＫＡＭＯＴＯブランドの強化、そしてこの２つをリンクさせることに
よる新しい販売モデルの為の販売戦略

熊本県 ライムライト 店舗周知及び集客効果を狙った経営戦略事業

熊本県 有限会社サンパレス松坂 大浴場男女トイレ、フロント・宴会場男子トイレ改修事業　高齢者に優しい施設づくり事業

熊本県 有限会社吉ふく 新たなメニュー表作成と店舗改装に係る販売促進事業



事業名事業者名都道府県

熊本県 株式会社ブレス 価格競争から提案力を品質競争へ脱皮するためのプロモーション戦略の実施

熊本県 橋本醤油合資会社 熊本県産大麦を活用した新商品（大麦麹飲料及び、大麦麹食品）の、首都圏に向けた販路開拓

熊本県 有限会社ソルト・ファーム 熊本県産の「塩」と「農産物」をマッチングし食材に合う新しい形の調味料の開発と販売促進

熊本県 あいだデザイン／ＡｃｔＦｉｌｍＪａｐａｎ 既存ＨＰを短期間、低コストで動画化する販売促進支援事業

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 食事パイのテイクアウト販売のための店舗塗装とプロモーション

熊本県 有限会社神戸屋 「地元密着のサンドイッチ専門店が提供するこだわりサンドイッチ販路拡大事業」

熊本県 ノアノア電気センター 太陽光発電設備に係るトータルサービス

熊本県 ＷＡＶＥ　ＡＣＴ ＳＵＰ（スタンドアップパドル）体験クルージングによる商品販促

熊本県 有限会社幸村製菓 八代産トマト・晩白柚を使ったお菓子の開発と販売

熊本県 ワイケイソーイング 上下送りミシン導入による、品質安定性および生産効率の向上、受注拡大。

熊本県 サンアメニティ 木成り完熟甘夏みかん・日本蜜蜂を使った本物志向商品　開発・広報

熊本県 株式会社ハーベストタイム 天草大王の販路開拓に伴う新商品開発及び販売ツール構築事業

熊本県 株式会社シゲスミス アクセサリー作家へのギャラリーレンタルスペース

熊本県 ビデオスター 宅配レンタルビデオ＋貴金属等の出張買取り事業の開発

熊本県 株式会社ディカーナ イベント機材の宅配レンタル事業の開発と販路拡大

熊本県 有限会社よねはくビル 「鍋もち」「朝食もち」による新たな食文化創出事業

熊本県 株式会社バース セルフ卓上調理＋食べ放題スタイルの焼き鳥店の開発・展開

熊本県 株式会社エナ 障がい者（知的・精神・身体）、難病者への安心サービス提供事業

熊本県 株式会社グロースンドリーム 電動バイク販売促進とレンタル事業の開設

大分県 アグリコ株式会社 にんにく練酵素の開発　にんにく練酵素の販路開拓

大分県 さこう整骨院 キッズルーム改装・周知　女性に優しい院内整備

大分県 有限会社八宝堂 若い方も、大分の美味しい椎茸を、気軽に使ってみて、食べてみて！

大分県 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ ウェディングブーケ、小物・ドレスレンタル事業と既存事業の広報

大分県 佐久間建設工業 近隣住民を対象とした外壁塗装“勉強会”開催による新規顧客獲得戦略

大分県 有限会社せれくと 「カーコーティング事業の拡充及び、業務用ケミカル製品の研究・開発」

大分県 株式会社　お茶屋お福 もっと気軽に訪れることのできる料亭づくりと販路開拓事業

大分県 有限会社旅館関屋
東京五輪へ向けて、海外からのお客様に別府温泉の良さを知ってもらい、別府市への海外からの旅
行者を誘致するためのホームページリニューアル事業

大分県 焼肉レストラン平安閣横尾店 新メニューの作成とその広報・宣伝による新規顧客獲得と売上向上

大分県 有限会社タケダ 新規起業家向けシェアオフィス事業のＰＲ（利用者・入居者の募集）

大分県 有限会社別保自動車整備工場 「安全でエコな４輪電動バイクを大分で売り出す大作戦」

大分県 有限会社ジャグハウス 店舗への誘導看板設置・ファサードのイメージ向上による販促事業

大分県 株式会社　ルージュフィル 新規顧客を増やすためのイベント開催と販路開拓事業

大分県 株式会社アルマナ９９ デジタル口腔撮影装置及び真空攪拌機導入による自社ブランド確立事業

大分県 タウトナコーヒー ＱＲコードを利用したパッケージ導入による珈琲豆販売の販路拡大

大分県 株式会社キャリア・コンシェルジュ大分 電子書籍の出版で支える、大分県の女性起業家発展支援

大分県 はりとお灸の笑豊堂
「一家に一人整体師」家族の為のセルフケアを習得！６回１クールの施術プログラムの販路開拓事
業

大分県 ペットシッター　かまって。 地元紙折り込みで認知度アップ！販路開拓事業

宮崎県 有限会社かつかい州 店舗外周りの竹垣等及び看板のリニューアルによる新規客獲得戦略

宮崎県 古澤醸造合名会社 純米焼酎の八重桜へのブランド一本化

宮崎県 有限会社ユー ＰＢ商品開発による低価格商品で新規出店し、新市場開拓をはかる

宮崎県 笑福舎 ・新商品の開発（試作品の原材料、デザイン、加工など）・来店客の増加をねらい店舗一部改築



事業名事業者名都道府県

宮崎県 有限会社飯干商店 ＦＳＣ認証乾しいたけ台湾販路開拓推進事業

宮崎県 合名会社高橋水産 特許取得の乾燥技術と個包装設備の導入による「土々呂天然だしパック」の試作開発

宮崎県 城山ふとん店 加熱蒸気システム導入による新規需要の開拓並びに貸しふとんの顧客満足の向上

宮崎県 有限会社緑の里りょうくん 国産グレープフルーツ・レモン・日向夏等のピューレ販路拡大事業

宮崎県 オートフィールド 低価格志向の宮崎観光・サーフィン客向け格安レンタカー提供事業

宮崎県 株式会社クレハ 地域密着の既婚女性をターゲットにした新規顧客層の開拓事業

宮崎県 浅井万十店 地域発（初）新商品とデザインの融合によるギフト提案拡大事業

宮崎県 有限会社利榮商事 宮崎初！変身写真館の広報とオリジナルメイク道具の販路開拓事業

宮崎県 片平タイヤ工業所 「車ピッカピカのポリマー加工で新規客を獲得する」

宮崎県 ｇｉｎ　ｚｏｕ 靴の伸張器導入による顧客満足の提供

宮崎県 有限会社アキ オリジナル婦人服ブランドの展示会出展による販路拡大事業

宮崎県 ＮＳファーム 新鮮な完熟マンゴーの直販システムの構築、加工品の開発

宮崎県 モイスティーヌ日南サロン 新規顧客を増やす為のカウンセリング強化と販促ツール構築事業

宮崎県 有限会社高田造船所 工場の拡張工事による、かつお船一本釣り漁船の受注拡大事業

宮崎県 Ｙａｃｈｉｙｏ 和風デザイン／ツートンカラーデザインの開発及び販売促進事業

宮崎県 株式会社アーム 「劇的に変化させる内装デザイン　＋　使いやすさ抜群のシステムキッチン」提案事業

宮崎県 株式会社東謄写堂 事務所改修工事による快適な空間作りとブライダルブース拡大事業

宮崎県 ＳＯＮＮＥ 屋外席新設による、新たな利用価値創出事業

宮崎県 山元酒店 店舗のファサード及び店内の陳列棚整理等による来店誘導

宮崎県 アドリイヴ合同会社 宮崎産杉で作るカルトナージュ専用箱『ＤＥＣＯｂａｋｏ』の販促

宮崎県 株式会社百姓隊 既存商品のバージョンアップとピクルス等の新製品開発・販路開拓事業

宮崎県 ｍｉｎｉｍａｌ 子供向け教材・環境学習発電セットの開発

宮崎県 Ｈａｉｒ Ｅｓｐａｃｅ サロンパンフレットとニュースレターの作成

宮崎県 四季菜　和がや 親子三世代で楽しめる地域密着型飲食店展開に係る認知度向上事業

宮崎県 有限会社プロックス 規格外のラッキョウを加工した「大玉おやつラッキョウ」の開発販売

宮崎県 お菓子屋ｍｉａ 新しいフレーバーを使った、新たなアイシングクッキー作品の開発と販売体制の強化事業

宮崎県 有限会社松本花屋 顧客の花注文を楽にする独自リーフレットによる販路拡大事業

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ シモン製品の新商品開発、及びデザインの企画・作製

宮崎県 有限会社ワイエーエム 海釣りの魅力発信のためのカレンダー作成及び看板製作

宮崎県 有限会社まつおか すっきり・ぐっすり　ねむり体験によるＰＢ商品の販路拡大

宮崎県 ナストーヨー住器株式会社 サーモグラフィーカメラによる窓の省エネ診断・窓省エネ製品販売

宮崎県 株式会社マスジュウ エンディングサポートみやざきブランド化事業

宮崎県 スマイルヘアーヨシダ 癒しの空間づくり事業

宮崎県 リューヌ・ドゥ・プランタン オリジナル３Ｄケーキの販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 有限会社Ｐ．Ｒ．Ｄ 一人でも気軽に来れる本格ナポリピッツァ店の開店に伴う広報・店舗改装

宮崎県 有限会社東京庵 店舗１階のホール改装による個人客の拡大事業

鹿児島県 美容室　Ｔｏｕｒｔｒｏｗ 癒しと共感が胸を打つ。思わず足を運びたくなる美容室大作戦！

鹿児島県 ブーランジェリー・クープ 子育て応援地域１番店を目指した店舗レイアウト等変更事業

鹿児島県 有限会社ナイスファーマシー 専門薬剤師による完全予約制の不妊・子宝（こだから）漢方相談

鹿児島県 ねぎらーめん 店舗改装による集客力向上とＨＰ作成等による情報発信事業

鹿児島県 湯砂菜企画 鹿児島版ノンアルコールビアテイスト飲料の開発
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鹿児島県 有限会社トモヤ 新規顧客獲得に向けた効果的な広告によるＰＲ・来店促進事業と展示会参加

鹿児島県 一庵エッチングスタジオ 「ＡＲ入りメッセージ焼酎の販路拡大」

鹿児島県 有限会社　明豊エコ・テクノ この指とまれ、ライセンスで「廃棄物、活かして使えばバイオマス」に貢献

鹿児島県 ヴァリーヘアー 「動く散髪屋さん」の新規顧客の発掘計画

鹿児島県 株式会社ＫＡＩ－ＳＨＩＮ 「レストランウエディング事業」の積極的展開に向けた販促強化

鹿児島県 株式会社フジ薬局 オーダーメードのダイエットを強化した新店舗の設立

鹿児島県 児玉ホームサービス 自動壁紙糊付機の導入によるクロス張り替え工事の獲得事業

鹿児島県 株式会社クロノス 美容レッスンを中心とした若年層新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社親和興業 ミセス＆シニア向け健康・エコリフォームバスツアー事業

鹿児島県 株式会社ＡＥエンジニアリング 医療機器専門の電気工事とメンテナンスに特化した新事業の展開

鹿児島県 有限会社ＳＷＥＥＴ ＬＡＢＥＬ 鹿児島の食材を活かした婚礼引き菓子、ギフトスイーツの商品開発

鹿児島県 株式会社デンセツ工業 エンドユーザー向け電気のトラブル解決事業「エレクル」のブランド化

鹿児島県 有限会社美来空間 ブランディング戦略に不可欠なツール制作と販路拡大のための営業

鹿児島県 有限会社御菓子司鳥越屋 統一された魅力あるデザインの開発

鹿児島県 株式会社黒桜 夏場需要対策の製氷機等の導入による客単価・利益率向上事業

鹿児島県 オフィスメイキッシュ 経営者の理念を従業員に伝わりやすくする「経営ビジョンプログラム事業」の顧客開拓

鹿児島県 和裁工房きぬ屋 教室の宣伝広報・映像コンテンツおよび顧客管理テンプレートの作成

鹿児島県 有限会社尾塚水産 自社ウニ製品の販路拡大事業

沖縄県 川上　食品
「美味・安全・新鮮で付加価値のある豆腐」を近隣地域住民へ直接販売する」ことで新規獲得し販路
拡大するための直売所の設置及び広告戦略

沖縄県 株式会社からだ元気治療院 高齢者・障がい者の社会問題を解決！　からだ元気治療院ＦＣ全国展開事業

沖縄県 合名会社Ｐｅａｒｌ　Ｒ 新・観光土産　県内初【国産米粉１００％ちんすこう】の販売・販路開拓

沖縄県 株式会社沖縄ゴールデンファーム 既存商品の和装箸袋のブラッシュアップと全国区として通用する新商品開発のための素材開発

沖縄県 株式会社ＡＲＳ  ＬＯＮＧＡ 「レストランの味を青空の下で」新規ケータリング、移動販売事業のブランディング及び販促ＰＲ活動

沖縄県 株式会社イッセイナナ産業 近隣交流イベントの為の人員増加とそれに対応する店舗の改装

沖縄県 ｄｅｓｉｇｎ ｃｌｉｐｓ 新しいカフェスタイル ！人が集い、情報や技術が集まる「学びのカフェ」プロモーション事業

沖縄県 合同会社浦添印刷 地域密着型広告事業

沖縄県 ブリリアンテ　モトブヒルズ 沖縄の輝く宝石のような果物・野菜を全国へ

沖縄県 アントレ 「県産ブランドあぐー豚まん」お土産、通販販売商品の開発

沖縄県 株式会社レキオ・ウイング 愛犬家・愛猫家を対象としたペット管理事業及び新規顧客の獲得

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） 沖縄発ＮＥＷデザインブライダルリングの開発と新顧客獲得のためのインターネット販売

沖縄県 株式会社アピアランス 葬儀の営業展開・新葬儀プランの作成、広報ツールの作成

沖縄県 合同会社オムニバス コンテンツ制作用スタジオ整備で撮影サービス・機材の販路拡大

沖縄県 キッチンバルＬａ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ コンセプト見直しと告知。ニーズに応じた店内改装

沖縄県 ＬＯＶＥうちなー家 トッピング方式とスチーマー導入によるイカ焼き販売促進

沖縄県 みやぎストア トイレ改修事業

沖縄県 アロマリライフ 福利厚生としての企業内アロマエステによるリラクゼーションサービスの展開

沖縄県 株式会社大賀企画 就活のための資格取得講座支援事業


