
採択事業者リスト

北海道 株式会社小樽地鶏本舗 小樽ブランド確立に不可欠なツール制作と販路拡大事業

北海道 北宝堂株式会社 地方都市からオリジナル新商品開発による販路拡大

北海道 山上菊池商店駅前店 事業拡大に関わる調理関連機器の購入

北海道 合同会社Ｓｔａｙｌｉｎｋ バーラウンジ兼体験スペース併設のゲストハウスによる販路開拓

北海道 株式会社セーコー 徘徊感知用ベッド端センサの開発と販路拡大

北海道 菓子遊煎株式会社 チーズケーキ専門店の催事とネット販売を連携させた全国直販事業

北海道 ｍｉｎｏｍｕｓｈｉ　ｄｅｓｉｇｎ ホームページリニューアルによる道内小規模会社に絞った新規顧客開拓

北海道 株式会社　ウェルアー 「ＳＡＰＰＯＲＯななほし屋」セレクション販売事業

北海道 ＣＯＴＡＮ 中小企業のＩＴ化障壁を解消する低価格アプリのネット販売事業

北海道 有限会社エーアンドケー 販売ＷＥＢサイト開発・販路開拓・新商品開発

北海道 株式会社アシストタイム メディア事業「キタラボ」新規サービスの開発・広告

北海道 株式会社北の貴船 児童デイサービスのＨＰ製作等の営業活動・サービス内容の充実

北海道 Ｎａｉｌ　ｓｐａｃｅ　Ｓｏｌ　（ネイルスペースソル） ネイルサロン店舗の拡大・改装・ポイントカードの導入

北海道 ＴＨＥ　ＥＮＤ　ＣＡＦＥ 道産素材を使用したフレンチトースト及びカリーによる販路開拓

北海道 たにうち 冷凍スムージーの開発と果物ギフトの販路開拓

北海道 株式会社リプロール 北海道加工食品の更なるブランディングと、台湾向け販促事業

北海道 ＭａｋｅＯｎｅ インターネット通販における、撮影機材の販売事業

北海道 株式会社セピア 北海道産素材を活用し開発した、オリジナル化粧品の販路開拓事業

北海道 安藤商店 配達業務の拡張及び新規顧客開拓を目的とした広報事業

北海道 株式会社ＦＵＬＬＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ コミュニティを軸としたシェアハウスの拡販事業

北海道 株式会社シェアデザイン コワーキングスペース新規利用者向け技術修得のたえの工作機械導入

北海道 中村まいこ社労士事務所 会社の法令遵守と自立した社員を育成するＤＶＤ教材の販売促進

北海道 株式会社エム・ジェイ・ブレーン 晩婚化、少子化を止めるための結婚相談所の新規開設と販路開拓

北海道 合同会社　道産子英雄企画 地元ヒーローの全道的広報と、キャラクター商品の開発＆試作

北海道 有限会社くら マンション運営費のコスト削減提案と相談サービスによる販路開拓

北海道 カットショップはしもと シニア層へのチラシポスティングによる「訪問理容」のＰＲ事業

北海道 有限会社ＴＹＲＥＬＬ 新商品の開発、ＳＮＳ施策、ＨＰのスマホ対応化、ＳＥＯ対策

北海道 キッチンマカロニ 洋食屋のデリバリー事業の開始とＨＰ作成による宣伝・受注事業

北海道 アンサーズ法律事務所 オンライン法務サービスシステムの新規開発

北海道 合同会社キュアライフ 精神と身体のリハビリを目的とした通所介護事業

北海道 株式会社サッポロミルク 北海道の牛乳を使用して独自の製法と配合で作る直営店出店事業

北海道 有限会社ＡＳＫ 遊漁船事業開始に伴う広報および集客力向上の為のサービスの実施

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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北海道 有限会社よつばのクローバー
部門売上２００％達成の「動物クッキー」を軸とした、売れ筋商品の販路拡大事
業

北海道 旭川ふるさと旅行株式会社 台湾の現地サーバーを活用した、海外販路拡大事業

北海道 有限会社大雪窯 販売機会ロスの低減に向けた陶芸体験スペース改装事業

北海道 ケエブズ株式会社 自社を最大限に売るダイレクトマーケティングチラシ事業

北海道 株式会社ＷＯＯＤＢＥＬＬ 当店メニュー表記追加と販路拡大及び広報

北海道 有限会社蘭たん亭 カレーラーメンＰＲキャラクター看板設置・イルミネーション設置

北海道 ＫＩＣ企画 スポーツジム内でのリラクゼーションサロンの開業

北海道 有限会社鵜ノ澤内装工業 高齢者向け内装リフォーム事業の展開

北海道 合同会社釧路麺おいしい研究所 地場産品メニューを拡販する店舗アピールに特化した販売促進事業

北海道 有限会社ファミリークリーニング 自社サービスの特徴をかした市場販路拡大

北海道 エイトリンクス 訪問販売ツアー＆近隣エリアへの販売促進

北海道 Ａｇｒｉ－Ｆａｓｈｉｏｎ 買い物弱者への農産物並びに加工品の移動販売事業

北海道 コジマクラフト ３Ｄデータを用いた高品質なルアーの開発及び量産

北海道 株式会社おかだ商産 十勝の食材と首都圏飲食店等とのマッチング事業

北海道 株式会社丸吉 集客力を向上するためのユニバーサルデザイン化及び店舗増改築

北海道 株式会社ちから 自社ヨーグルト入りフローズンアイスのセルフ式販売促進

北海道 株式会社ロジカル 中心市街地コワーキングスペースにおける産業人材育成事業

北海道 やの組 厳寒と猛暑！地域の気候に合った省エネ住宅相談窓口推進事業

北海道 株式会社サロマ鮮魚店 ″浜直”オホーツク海産物の地方と都市の架け橋プロジェクト事業

北海道 小林米穀店 ・つきたて米を使用した贈答米の販路拡大事業

北海道 株式会社楠目牧場 パンフレット等を活用した「オホーツクあばしり牛乳」の販売促進

北海道 株式会社てっぺん 稚内産「勇知いも」のスイーツフライドポテトの開発と販路拡大

北海道 有限会社ケンゾーコーヒー社 オリジナルバッグで知名度アップ作戦

北海道 株式会社丸日 産業廃棄物を利用した融雪剤、病害虫忌避剤の販売促進

北海道 木工弥しまだ
地元特産品をモチーフとした、高付加価値な木製クラフト製品の開発と販路開
拓

北海道 株式会社紋別ニューシティ開発公社 店舗出入口に自動ドアを設置し、高齢者等の集客を高める店づくり

北海道 有限会社かど 洋式トイレ（ウォシュッレット）設置と手すり取り付け事業

北海道 写真工房ふらの
新しい当店主軸事業としまして「かわいい衣装写真館」の効果的な遂行を目指
しま

北海道 有限会社とみ川 当店自慢の安心安全な本物志向のお土産用ラーメン全国販売プロジェクト

北海道 ふらのスパゲッティ ふらのスパゲッティ販路拡大ＰＲと改装による再来店促進

北海道 株式会社力一 ＊自ら畑で収穫した採れたて有機野菜で作る至福のピザ体験＊

北海道 荒木農場 「オホーツクの塩トマト」の販売促進
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北海道 株式会社中井英策商店 北海道産昆布を使った昆布湯呑み開発と昆布ぐいのみ販路拡大事業

北海道 有限会社土屋建設 天然木材で創る健康住宅の新規顧客開拓に向けたＰＲ事業

北海道 ＆Ｂｌｏｃｋ’ｓ　（アンブロックス） ヘッドスパ＋まつ毛エクステを取り入れ販路・事業拡大を目指す。

北海道 Ｇｒｏｏｖｅ．ｂ 「スマートフォン対応型予約システムアプリ作成」

北海道 合同会社かがやく未来 車いす利用者に配慮した施設設備工事事業

北海道 株式会社のぼりべつ酪農館 チーズおよびホエー豚加工食品の開発・販路開拓

北海道 リラックスカイロ　ノトアン 新コース設立に伴うＰＲ事業
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青森県 株式会社　天の川 ベリーの販売における管理・保存体制の構築と販売戦略

青森県 足立絹織株式会社 館内の禁煙化に伴う内装工事、及び喫煙コーナー設置工事

青森県 株式会社マルマツ 高齢者にやさしい店づくり（バリアフリーの丸ごと老人天国）

青森県 ナギサカフェ 外国人に特化した県産食資源ＰＲのための広報物の作成

青森県 配食のふれ愛　八戸売市店 高齢者向け弁当の配送エリアの拡大・惣菜や食材の店舗販売

青森県 株式会社エデュクリエーション
高校生対象のテレビ会議システムを利用した「学習塾授業システムの構築とＰ
Ｒ

青森県 未来環境開発有限会社 営業マンなしで住宅を販売するパンフレットの制作

青森県 福士豆腐店 新商品「豆腐いかメンチ」の販路開拓及び緑黄食野菜豆腐の商品開発

青森県 むつドライブイン 下北発！大湊海軍コロッケ＆鳥くんからあげ販路開拓事業

岩手県 こうや呉服店 新規顧客獲得とリピート化のためのプロモーション事業

岩手県 おばちゃん 女性客・女性グループの集客強化による売上増加事業

岩手県 ＣｒｏｉｓＳａｌｏｎＳＡＫＵＲＡ 顧客の高リピート化実現への空間づくりとプロモーション事業

岩手県 日本美容室出版岩手 見込み客獲得から契約成立に向けてのプロモーション事業

岩手県 株式会社あっとホーム 住宅業界の新しい販売モデルとなる、事務所兼展示場での販売促進

岩手県 ＨＯＴＯＲＩほとり企画 ホームページ改善によるイベント部門の拡充

岩手県 ＬＵＣＹ リラクゼーションの向上とｗｅｂと広告のスタイル＆メニュー撮影プロモーション

岩手県 株式会社クロス・クローバー・ジャパン ｎｅｋｏｚｕｋｉブランドと商品力の強化

岩手県 美容室ｃｈｉｎｏｎ 抗癌治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身共にサポートする

岩手県 有限会社寿し廣 トイレの改修と座敷設備の購入で新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 Ｔｒｕｅ　Ｈｅａｒｔ インターネットで新規顧客獲得＆来店数ＵＰプロモーション事業

岩手県 釜石観光開発株式会社 地元の工事事業者に認知度を上げ新規顧客の集客

岩手県 釜石どうぶつ病院 「しつけ教室」の実施とリニューアル＆１０周年記念イベント開催

岩手県 ハウスセレモニー株式会社 自宅に居るような通夜場の環境整備と雇用によるサービス向上

岩手県 前川民宿 復旧・復興ステージと環境変化に対応した顧客受入体制整備事業

岩手県 ダイアナｃｈｉｚ 立地移転による売上改善事業

岩手県 沢口製パン 環境変化に対応した新ターゲット発掘による販路開拓事業

岩手県 フジサワ 専用軽印刷機の導入で多種多様な用紙に印刷し収益改善

岩手県 有限会社小島製菓 新規来店者獲得に向けた新サービスの展開と店舗再構築事業

岩手県 チャレンジＳＴ 幼児コースの新設と特別講習による柔軟性と体幹づくり

岩手県 エスエスファクトリー ＴＩＧ溶接機導入による技術力アピール、工賃売上の向上

岩手県 創作農家レストランこすもす 団体客の受入れ強化による収益改善及び人事組織強化

岩手県 有限会社千田商事 厳選健康志向の自社カタログチラシ作成による商品提案事業

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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岩手県 有限会社菊鶴商店 新工場復旧に向けた販路開拓事業

岩手県 有限会社翁堂 店内外での販売力強化と集客力を高める店舗構築事業

岩手県 有限会社東電 フルハイビジョンを取り入れたブライダル撮影事業

岩手県 株式会社釜石旅行センター 来店しやすく快適で居心地の良い店舗の提供

岩手県 まつ本 新巻鮭「並塩仕立て」の復活とお歳暮に向けた取り組み事業

岩手県 フードパック株式会社 売上向上のためのプロモーション事業

岩手県 株式会社花輪橋自動車教習所 新規顧客対策により、売上向上をねらうプロモーション事業

岩手県 有限会社藤田屋 新商品提供と試食による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 和Ｌａ伊
ご来店お客様に「いごこち良い」店舗を提供し、回転率とリピート率の向上をま
い進する

岩手県 ヤマザキマリン株式会社 新店舗ＯＰＥＮによる新規顧客の獲得と、来店顧客アップ事業

岩手県 有限会社川原田商店 パッケージ刷新での宣伝、商談での売上向上。

岩手県 さとう衣料店 魅力ある店舗作りのためのディスプレイ改装と売上アップ作戦事業

岩手県 ＨｏｌｉｓｔｉｃＢｅａｕｔｙ　ｙｏｇａ＆ａｒｏｍａ　Ｋａｚｕ 新感覚ヨガの導入と、スタジオ改修で集客アップ事業

岩手県 きものサロン初恵 店内バリアフリー化による、高齢者集客力アップ事業

岩手県 有限会社カーセンター丸正 来店機会と来店頻度の増加に対応したプロモーション事業

岩手県 有限会社　リフレミヤコ 新サービスによる新規顧客の獲得及び売上の向上

岩手県 株式会社美黒 美黒の黒にんにく　発売促進事業

岩手県 株式会社三陸海風 自社ホームページの制作・ネット販売システムの導入

岩手県 有限会社坂兼商店 最新の機械を導入し作業効率と商品ロス率を改善

岩手県 有限会社エコー機器販売 除雪機夏季お預かりサービスのＰＲ事業

岩手県 株式会社　かんな 花巻の特産品を使った洋菓子２点の開発

岩手県 有限会社　菊昭旅館 景観対策とビオトーブ施設による集客事業

岩手県 ＰＩＣＫ＆ＲＯＬＬ　（ピックアンドロール） 宣伝ＰＲ強化並びに世代ニーズに対応した新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社　阿部製材所 個人向けリフォームダイレクト「Ｋｉｄｕｋａｉリノベーション」事業

岩手県 プロショップまいど屋 買い物弱者の要望に応える販売車両の購入

岩手県 有限会社　マイエッチツオー 新メニューの開発とＰＲ＆イメージアップによる新規顧客の獲得

岩手県 有限会社天悠舎 「同級生の絆」翌朝仕上げの記念誌作成サービス

岩手県 株式会社プロフィット ネット広告で集客、ユニバーサルデザイン設備導入でメニュー拡充

岩手県 有限会社アルバ 原材料の品質維持によるえごま商品の開発と販売促進

岩手県 フォレスト岩手きたかみ 環境配虜の薪ストーブ・ペレットストーブと薪・ペレットの拡販事業

岩手県 有限会社丸福自動車 ＣＶＴミッションに特化した販路拡大と売上増強

岩手県 焼屋咲十 店外販売と折り込みチラシによる新規顧客の獲得

2/5



採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岩手県 有限会社タイコウ 三陸産社蠣と海鮮寿司の商品開発及び販路開拓

岩手県 乾燥フルーツｃｏｍｅｃｏｍｅ ラッキーアイテム入り新商品と、野菜チップの商品開発・販路開拓

岩手県 ｏｉｓｅａｕ　ｓｗｅｅｔｓオアゾースイーツ オンリーワンクッキー（新商品開発）

宮城県 シュプリーム 独身の子を持つ親ならびに結婚支援者向けのホームページ開設

宮城県 株式会社Ｄｕｍｐｌｉｎｇ チルド・冷凍の中華饅及び餃子などお持ち帰り・ご贈答品の開発・製造

宮城県 株式会社旅エール
旅エールそよ風ツアー　販路拡大プロジェクト　『旅を通じてホッできる関係を
結びます

宮城県 ＹＥＮＩＳＨＩ 目と舌で楽しむ地産地消にこだわった店づくり

宮城県 株式会社ＣＯＭ消費生活創研 消費者マーケティング調査の地元お客様開拓と、ＰＲ・販売支援

宮城県 Ｈｉｇｈ　Ｆｉｅｌｄ社会保険労務士事務所 クレドからの人事制度構築と個人情報管理体制訴求による販路拡大

宮城県 仙台ソレイユ法律事務所 女性依頼者増加のため離婚男女トラブル解決の専門性をアピール

宮城県 有限会社いわい洋菓子店 看板商品の産生拡大とパッケージ見直しによる販路拡大

宮城県 株式会社Ｃｏｍｒａｄｅ 美容と健康にホルモン。女性向けメニュー開発と発信で働く女性を応援！

宮城県 焼き菓子ｋｏｃｃｉ　ｂｙ　ｓｐｉｃａ ケーキ冷蔵ショーケース等設置の為の増設事業

宮城県 珈琲まめ坊 珈琲を愛する全ての方が珈琲を更に気軽に楽しむことができる事業

宮城県 ホワイトローズ 癒しのスペシャリスト・アロマセラピスト育成事業の宣伝強化

宮城県 株式会社本田土地建物 小規模立体駐車場の生き残り作戦

宮城県 モービルジャパン株式会社 電気トライク「イーグル」販売促進のための認知度アップ事業

宮城県 岩沼屋 古民家風な宴会場の開設

宮城県 株式会社Ｉｖｉｎｉｔｙ ・販促用チラシの作成、配布・移動販売、出張販売

宮城県 株式会社トレウェラ サイトの新設、ホームページの刷新と無料冊子作成による顧客拡大

宮城県 唐揚先輩 中高年・シニア層向け小分け袋の開発及び販売促進

宮城県 有限会社ギフトのキムラ
大崎産のこだわり商品の開発及び都市部への販売。それらに伴う営業機会の
増加

宮城県 日本総合衛生科学株式会社 衛生管理コンサルティングの認知度拡大及び、洗剤等の販路開拓

秋田県 有限会社千秋商事 生きた証を大切にする遺品整理・特殊清掃のＰＲ・販路開拓

秋田県 ニューマーケット株式会社 シンガポールにおける品質確かな秋田米の提供

秋田県 株式会社　管通 日本初シェーブドライアイス洗浄サービスの認知度拡大・新規顧客開拓事業

秋田県 佐藤漆器専門店 雑貨店感覚の漆器専門店を目指した店舗外装・看板リニューアル工事

秋田県 有限会社ボナペティ 保存食としての缶詰・瓶詰洋食メニュー開発と広告宣伝強化

秋田県 東天閣 高齢者層に老舗中華料理店の味を楽しんでもらうための空間づくり

秋田県 理容・美容Ｏｐｅｒａ メンズエステメニューを軸とした販路拡大と新規顧客獲得広報事業

秋田県 かわせみ 居酒屋親父のこだわりランチ提供に伴うカウンター増設

秋田県 キエリーズ オリジナル商品“愛犬用首輪＆リード”の展示会出展
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秋田県 ＨａｉｒＬａｂ．ＭＯＵ ヘッドセラピーによる新メニューの展開

秋田県 株式会社ツバサ 地域産品の翼～あきた農家１００選を持産品サイトで全国展開～

秋田県 ユーロペーパージャパン株式会社 日本初！世界最高レベルの高品質・ローコスト写真用紙の販路開拓

秋田県 カメラの明光堂 「ＷＩＦＩで簡単スマホプリント・フォトブック」による新規顧客獲得事業

秋田県 髪技工房越中谷 ゆったり個室で疲れを癒す“ドライヘッドスパ”導入で新客層獲得

秋田県 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ 新たな市場エリアに限定したダイレクトメールによる介護事業ＰＲ

秋田県 ワークス・ギルド・ジャパン株式会社 自社製木製品の販路開拓と新商品のマーテケィング事業

秋田県 有限会社クロスリンク 中国内陸部富裕都市への秋田県稲庭うどん・日本酒等の販路開拓

秋田県 旅館平利 季節限定企画とギフト商品開発及び販売促進

秋田県 株式会社横手市民市場 新規小売部門店舗の店舗施設整備と既存中卸店舗の改修事業

秋田県 金紋秋田酒造株式会社
企業及び商品を海外に紹介し、海外との商談のきっかけになる多言語（英語・
仏語）ホー

山形県 有限会社マルコー渋谷建築 高齢世帯向け減築住宅提案、体験型家づくりの提案による受注拡大策

山形県 株式会社ベルホソヤ 山形名物「どんどん焼き」の移動販売業態の開発・販路開拓

山形県 株式会社ミールサービス 特別食とカット野菜の販路開拓・独居老人等への配食サービス

山形県 佐竹物産株式会社 倉庫セキュリティーアップリノベーションによる高級顧客層獲得

山形県 なべくらファーム 自家野菜直売、惣菜・加工品・弁当の販売・販路開拓

山形県 有限会社エス企画 庄内豚の腸詰めの開発販売と伝える！繋がる！ホームページ制作

山形県 株式会社東光の酒蔵 蔵元直営店への業態変更に伴うＷＥＢサイト・ＷＥＢショップ刷新

山形県 味処すずき 女性視点から進める新規顧客獲得の為の店舗改装

山形県 株式会社ゆきんこ 新ニーズ対応の商品開発と首都圏や他地域への雪割納豆の販売拡大

山形県 有限会社羊肉のなみかた 新メニュー作成と新規顧客開拓のためのドリンクコーナー整備

山形県 新保株式会社 “１００％仕入からの脱却！！”オリジナル商品の開発と一貫製作

山形県 ＨａｎａＣｉｎｅｍａ株式会社 映像専門ショールームの設置による映像コンテンツ制作の一般化

山形県 今野醸造
「県外大消費地の購買力のあるターゲットに向けたアプローチによる販路拡
大」

山形県 合資会社山一醤油製造所 団体観光客を受け入れ可能にする為のトイレ施設の新設

山形県 ヘア＆リラクゼ－ション　ＫｏＭａＴｓｕ 駐車場整備による新規お客様の獲得

山形県 有限会社ミヤカワ企画 空き店舗活用型インキュベーション施設の設置

山形県 株式会社中央会館 女子会（女性客）をターゲットにした堀ごたつ式個室への改装

山形県 インテリアサトウ ガラスコーティングサービスの拡充と新規販路開拓

福島県 古山果樹園 競争力のある強いブランディングの構築による販路拡大

福島県 イノシシデザイン株式会社 福島におけるデザイン業のアピール・販路拡大事業

福島県 カレー屋☆流星軒 福島市の地産地消のカレー屋の新規顧客・リピーター獲得事業
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福島県 金券ショップのスマイルチケット 店舗改装による集客力強化事業

福島県 行政書士髙橋法務事務所 「介護業界新規参入総合サービス」の認知度を高める広告事業

福島県 株式会社フーズネット福島 「たっぷりきくらげとホタテ貝柱の食べる健康スープ」の開発事業

福島県 有限会社デザインプラス
建築ギャラリーに併設型カフェによる、心地良い空間と触れ合うショールーム
型広報事業

福島県 株式会社長門屋本店 新自社ブランド創造に伴うパッケージデザイン及び販路拡大事業

福島県 株式会社会津カーセンター 中古輸入車の注文販売と整備サービスのＰＲ事業

福島県 株式会社喜春 「店舗の移転に伴う宣伝活動による集客力アップ」事業

福島県 自然療法オフィスＲＥ　ＳＴＹＬＥ いわき市内で働く３０～４０代女性の新規顧客開拓と地域活性化

福島県 株式会社ｄｒｅａｍＬａｂ ホームページを活用し、情報発信力強化・子育て支援窓口開設

福島県 株式会社大黒屋 「だるま最中」の価値を時代の一歩先へ進めるリニューアル事業

福島県 フラウ株式会社 １，８００通りから選べる！シャツ修理のセミオーダーサービス

福島県 アーティジャングル 「メイド・イン福島」の婦人服の開発・販路開拓・顧客獲得。

福島県 有限会社峰の雪酒造場 世界最古の酒「ミード酒」のラインナップ増強による販路開拓事業

福島県 有限会社蔵見世 歴史ある蔵造り店舗の設備整備による快適空間の創出と集客強化事業

福島県 有限会社若喜商店 「うちの醤油を知ってほしい」ブランド力・ＷＥＢ強化事業

福島県 寺岡畳店 お客様も得する期間限定サービス（割引）事業

福島県 株式会社亀饅 規格外野菜を活用した新商品「野菜生マカロン」の販路開拓

福島県 合資会社　ナチュラルワークス 新サービス「フットケア」提供による稼働率向上及び新規顧客獲得
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新潟県 クルテク 知恵を育む輸入木製おもちゃの普及に向けた実店舗及び広報の充実

新潟県 新潟整体工房 高齢者（６５歳以上）層獲得のための割安コースの新設とＰＲ強化

新潟県 Ｉｔ’ｓ　ＦＡＣＥ新潟店 「オンリーワンの癒しの空間」をコンセプトとする新店舗の展開

新潟県 みどりデザイン研究所 土地４０坪以下のガーデンリフォームに特化した受注システム構築

新潟県 フィニッシングスクールウィルハウス 英会話と新キャリアアップ複合コース開講／立地に即した広報宣伝

新潟県 ａｔ　ＬＵＸＥ
新スタイルの「ジェルポリッシュシステム」の導入と当該システム専門特化のサ
ロンへの

新潟県 アルバ株式会社 新クラウドソーシングによる責任あるプロジェクト商品の提案

新潟県 ＲＡＰＰＯＲＴ（ラポール） ミスト・炭酸泉発生器によるリラクゼーションヘッドスパの提供

新潟県 株式会社琴源 大正琴産業のグローバル化に向けたホームページの作成

新潟県 ＥＭＢＡＲＫ　ＪＡＰＡＮ株式会社 現代人の「相棒」を復活させる『ｉＰｈｏｎｅ　修理事業』の周知活動

新潟県 Ｌａ　Ｆａｔｔｏｒｉａ 多様化する個室ニーズに対応した店舗改装事業

新潟県 有限会社せかい鮨 『北陸新幹線対策』広報を強化し認知度ＵＰ、新規顧客獲得

新潟県 株式会社グラスドリーム メガネレンズ専門店による、視力回復支援での快適な視生活の提供

新潟県 有限会社一黒屋 男性秋冬向けと新作女性向けのオーダー作務衣の販路開拓

新潟県 有限会社こがね鮨 出前用サイトで売上ＵＰ

新潟県 ヘアメイクアップスタジオマース ＨＰの充実強化、文字媒体を活用した効果的な販売促進策の展開

新潟県 株式会社オルエ 新潟県が世界に誇る加工技術を利用した、『名刺』の広報活動

新潟県 和かふぇべじ家 ホットミール・ケータリング事業の立ち上げによる新販路開拓

新潟県 デアフローラ お客様の気持ちに寄り添う自信と技術をＰＲします

新潟県 株式会社髙橋孫左衛門商店 北陸新幹線開業に伴う新規顧客の獲得を目指したパッケージの開発

新潟県 有限会社平和堂 和紙に印刷した温もりを感じる商品開発・販路開拓

新潟県 有限会社毛利製作所 パンフレットとホームページのリニューアルによる顧客発掘大作戦

新潟県 洋風の居酒屋ラ・カズ 女性客の集客アップのトイレリフォーム・パウダールーム設置事業

新潟県 株式会社クリエゾン 大人向け竹集成材製グラス名入れギフトの試作と販路拡大

新潟県 株式会社酒商たむらや ネット販売システムの新設による情報発信力強化事業

新潟県 株式会社ホテルリバーイン 新たな顧客層の取り込みを狙ったパンフレットの作成事業

新潟県 株式会社アイセイＰＣ 地方中小工務店応援サイト「ＢＡＩＺＯ」（バイゾー）の構築

新潟県 株式会社ケイ 写真サービスの展開とバリアフリー化による高齢者層の囲い込み

新潟県 麺や天鳳 野菜がたっぷり濃厚なとんこつタンメンの開発事業

新潟県 大川クリーニング店 ・衣類修理のメニュー化とホームページ作成による販路開拓

新潟県 ＮＩＣＯ　ＨＡＩＲＭＡＫＥ スチーマー増設とガス乾燥機の導入

新潟県 多川米店 当店インターネット通販の売上を増加させるためのＳＥＯ対策

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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新潟県 株式会社コモンライフ・コーポレーション 仮称　らくすむ空家相談サイトの開発と新規運営。

新潟県 Ｋｉｎｔｏｋｏ（きんとこ） ４０代以上の女性の髪と頭皮に優しい白髪染めサービスの拡販事業

新潟県 有限会社パナ・コスモスオオツカ 高齢者向け「聴こえの相談会」「補聴器お試しサービス」の実施

新潟県 ミリオンパック有限会社 新装開店「楽しいパッケージプラザ」の広告宣伝を強化して販路拡大

新潟県 小竹屋旅館 オフシーズンの売上ＵＰ策→新体験プログラム開発と効果的なＰＲ

新潟県 ナチュラルメディカル株式会社 フランチャイズ化に向けた、モデル店舗開発

新潟県 株式会社相田合同工場 製品安全対策を施した商品及び販売促進ツールの開発

新潟県 中村精工株式会社 医療用滅菌箱等の開発及び販路の拡大

新潟県 レジエ株式会社 新規カタログ製作による既存顧客の購買意欲促進及び新規顧客獲得

新潟県 株式会社ｉａトキワ 水害から命と財産を守る『加圧式止水板』及び防災対策の周知活動

新潟県 ハーベスト 極上の普通を目指したカフェ店舗設置と木製通い箱による販促活動

新潟県 有限会社メルガーデン 観葉植物・熱帯植物の販路拡大及び冬期の品質保持設備

新潟県 義平刃物 製品カタログの製作と展示会出展による販路拡大

新潟県 指輪工房ｃｅｒｃｈｉｏ ３Ｄ　ＣＡＤを導入したジュエリー再生プランの実施・販売促進事

新潟県 ら～めん鯉次 快適性を重視したトイレ改装と家族層獲得のクーポン付広告事業

新潟県 株式会社ｎｅａｒ．ｆ 子供服屋が作るおむつケーキの認知度向上による売上及び販路拡大

新潟県 株式会社炭長商店 Ｗｅｂを活用した新サービスの構築と新規顧客開拓の仕組み作り

新潟県 有限会社ハインズワーク 新規顧客獲得の為の分割式軽量マイクスタンドの開発

新潟県 有限会社高橋建具製作所 伝統的な建具を首都圏のマンションに向けて製品化・販路拡大

新潟県 びいどろ 体験型ガラス作り及び外国語標記のＨＰとガラス製品のネット販売

新潟県 有限会社花プラン バラ花束の企業向け従業員誕生日管理とＳＮＳギフトサービス

新潟県 欧伊菓子ドルチ 和菓子の木型で作ったチョコ・焼き菓子の販路開拓

新潟県 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 新発田名産アスパラガスを使った商品開発・販売による販路開拓

新潟県 ビノン株式会社 不動産業者向け中古住宅販売補助システムの開発、販路開拓

新潟県 鳥はし 新業態店新設、クラフトビールと高温で一気に焼上げるピザを提供

新潟県 ＩＳＡＮＡ 試作品の開発、家具職人と染織家が伝える製品見本冊子の作成

新潟県 つばめバランス整体院 キッズスペースの完備と洋式トイレへの改修工事

新潟県 株式会社富田刃物 国内外との取引を円滑にする英語表示可能なウェブサイトの構築

新潟県 株式会社　藤原商店 地場の技術を施したメニューブックによる衛生面強化と集客力ＵＰ

新潟県 有限会社サトウワックス デモンストレーション型広報費とＷＥＢサイトの料理レシピ更新費

新潟県 有限会社関野鋏工業所 海外ユーザー向け製品開発による販路拡大事業

新潟県 石田研磨 販路拡大と生産性向上を図る看板設置
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新潟県 夢きぶん 客層別新メニューの開発と自家栽培野菜の販売事業

新潟県 株式会社イチカラ畑 「農家直送～越後名産「へぎそば」の販路拡大事業」

新潟県 建築白石株式会社 土地付きリフォーム住宅モデルハウスの広報宣伝

新潟県 ビルダーズ嵐誠 遮熱性・遮断性に優れた塗料の導入に伴う自社の広告宣伝強化

新潟県 肉の平沢支店 ロードサイド看板と壁面看板による一般顧客への宣伝強化

新潟県 有限会社善蔵 ～販路開拓のための現代のニーズ対応型店舗・空間創り～

新潟県 無痛整体・鍼灸治療院樹庵 知られていなかった妊婦さんへの整体施術ＰＲ、販路開拓

新潟県 衣料のかみしん かみしんオリジナルタオルマフラー「カカラーヌ」販路拡大事業

新潟県 株式会社シルクワーク ＨＰ・会社案内の活用による絹・麻織物染色加工技術の販路拡大

新潟県 勇屋織物株式会社 段差解消による高齢職人の労働環境改善、工場見学用通路の安全化

新潟県 合名会社文栄堂 上越妙高発かさばらない組立式鉄製スノーダンプの開発販売事業

新潟県 株式会社皆川製作所 「半田技術」「在庫管理」強みを活かした営業活動による新規受注獲得事業

新潟県 有限会社咲花の里 スマホ専用サイトと予約システム刷新で個人客の集客ＵＰ

新潟県 にのみや プライベート空間でゆったりとおそばを味わうお店づくり

新潟県 有限会社木村生花店 憩いのスペース増設で集客力アップ！目指せ，地域に頼られるお花屋さん！

新潟県 立川織物工場 広告チラシ作製、配布、設置による新規顧客獲得

新潟県 ポワルのほほえみ 販路拡大を狙った競合店にないバースデーケーキ配達事業

富山県 フロール 高齢、病気、障がいの方々への在宅訪問理美容サービスの提供

富山県 お墓ドクター　高柳石材 遺骨埋葬のトータルサービス（ご遺骨洗浄、粉骨、埋葬サービス）

富山県 株式会社岡本 和装業界「初」となる肌に優しい和装下着の販促事業

富山県 株式会社とやまなび 「選べる！見つかる！塾選び」スマホで探そうＭＹベスト学習塾

富山県 Ｄｃｏｍ株式会社 ジャーサラダをメインとした新コンセプト韓国料理店の開発

富山県 廣瀨動物病院 整形外科分野および眼科分野の設備拡充による高度獣医療の提供

富山県 株式会社西和 無垢材と断熱材を使用した、健康リフォーム工事での顧客開拓

富山県 株式会社オレンジ・ヴォイス・ファクトリー イベント企画における営業支援ツールの構築

富山県 あおき接骨院 アスレチックリハビリテーション外来の開設に伴う専用器具の導入

富山県 木田芳香園 厳選抹茶と県産牛乳を使用した「濃厚抹茶ラテ」の開発・販売促進

富山県 高田屋 三ツ星レストランのシェフが作る純国産ますの寿司の開発・販売

富山県 株式会社室屋 富山県産ほたるいか黒とろろの開発および富山の”食”の魅力発信

富山県 株式会社キレイサービス オリジナル商品「エコ洗剤」の周知及び新市場（県東エリア）展開

富山県 みゅうツーアズ 高齢者（旅行弱者）をサポートするサービスの提供及びサロン開設

富山県 キッチンかきくけこ 詰め・盛り放題と新メニューの看板・チラシ等作成による販路開拓
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富山県 西元自動車有限会社 バリアフリー店舗によるオーダーメイド福祉車輌提供サービス確立

富山県 ガンディ 新カレー料理の浸透及び女性を意識した業態ブラッシュアップ事業

富山県 イタリア料理ボーノペッシェ 洋風惣菜・季節弁当・洋風おせちの開発、製造、販売

富山県 マルカサフーズ有限会社 主力商品と店舗のＰＲ動画（日本語・外国語版）のインターネット配信

富山県 株式会社マイハラ
北欧スタイルの畳空間の提案と新規顧客獲得のための広告宣伝とＷＥＢサイ
トの新設

富山県 有限会社棚田総石 世界初！コラボレーション墓石（高岡銅器＆ガラス）の開発、販路開拓

富山県 有限会社源七 魚津バイ飯おこわの真空パックによる商品力向上と販路開拓の実現

富山県 株式会社ハマオカ海の幸 ホームページのリニューアルと直売店舗の改装

富山県
伊田直樹建築設計事務所～一級建築士事務
所～

ホームページを軸にした住宅の受注サイトの提案並びに販売促進事

富山県 第一工業株式会社 強みの『地元密着＋女性』にショールーム化を加え、成約率を向上

石川県 株式会社松風園茶舗 セルフ給茶コーナーの設置による棒茶ＰＲとティーバック商品の開発

石川県 株式会社迅技術経営 学都金沢の飲食店を学生が調査するミステリーショッパー事業

石川県 フィオーレヘアデザイン 「ダメージレスなふわふわパーマの専門店」としての専門店化

石川県 ｈａｉｒ　Ｕｎｉｔｙ ライフスタイルにあわせたヘアスタイルを提案する美容室の展開

石川県 株式会社チェンジプロモート キッズ市場開拓のためのコーナー新設とオリジナル商品ＰＲ事業

石川県 株式会社トラベルアイ お客様のニーズにあわせ臨機応変な企画を提案する旅行事業の拡大

石川県 パブキタムラヤ 初めてのお客様も入りやすい「立ち飲み洋風居酒屋」事業の展開

石川県 有限会社寿し栄涌波店 新メニュー開発と店舗施設改善による集客力向上事業

石川県 Ｎｅｒｏｌｉ（ネロリ） オリジナル「アロマ風水トリートメント」サービスによる顧客開拓

石川県 株式会社エイチツーオー 「金箔レースアクセサリー」の販路開拓と商品開発事業

石川県 株式会社ユーアート 下請脱却！カッティングマシーンで作成した商品の提案・販売

石川県 だるまや食堂 高齢者増加に伴いバリアフリーに配慮した洋式トイレへの改修工事

石川県 株式会社堀田眼鏡店 玉型データのデジタル化による業務効率化向上と販売力の向上

石川県
株式会社金沢適応カウンセリング＆研究セン
ター

在宅の青少年並びに若年成人とその家族への、相談支援パッケージ

石川県 株式会社一期大福 眠ってるホームページを働くホームページに変身ツールの販路開拓

石川県 有限会社洗擢工房うえむら 靴・ブーツ・バッグ等革製品の特殊しみ抜き周知事業

石川県 株式会社九谷陶泉 新開発の九谷焼指貫『Ｕｂｉ－ｋｕ（ユビーク）』と一人鍋の販路開拓

石川県 メティサージュ 本格欧州パンの販路開拓と新規顧客発堀事業

石川県 有限会社梅八 高齢者、障害者および女性向け会食場の店舗開発

石川県 うらべ家具店 強みを活かした商品の開発及び集客活性化事業

石川県 昇陽電機株式会社 自社の知名度をあげ、シルバー世代に絞った販路拡大。

石川県 有限会社白鳥製綿所 環境・人に優しい昔ながらの木綿布団の魅力の情報発信
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石川県 Ｋｎｏｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 長時間の施術でもストレスを感じないくつろぎの空間の提供

石川県 鳥居醤油店 自社ホームページのネット販売構築及び国際化を睨んだ海外での醤油のＰＲ

石川県 サロン花みより 楽しく居心地のよいサロンでお客様との『心つなぎ』による販売促

石川県 一夜干工房海産物ふるくら 情報発信力の向上による“海産物ふるくらファン”拡大事業

石川県 上塗屋中門漆器店 顧客ニーズに合う漆器をホームページにて紹介し販路開拓に繋げる

石川県 垣内漆芸工房 海外での新デザイン製作と国内販売強化

石川県 森田茂伸商店 空き缶選別磁選機による扱い品目の増加と新規顧客の獲得

石川県 中島忠平漆器店 展示場の拡張および充実（ユニバーサル化）と販路開拓事業

石川県 ＩＮＡＤＥ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 個人の一級建築士を核とした建築事業組織体の結成による販路開拓

石川県 株式会社スミタ ワンタッチ長さ調整式杖の市場拡大新商品開発・販路開拓

石川県 株式会社加佐ノ岬倶楽部 昆布巻・浜炒り甘えび・浜炒りめぎすのブランディングと販路開拓

石川県 株式会社夢のと 「アート」をテーマとした旅行商品開発事業

石川県 株式会社アンヨウジ 朝市通りのリサイクルショップ「風ぐるま２７」リニューアル事業

石川県 やまもと寝具店 生活の変化に即した寝具類のレンタル及びリフォーム事業

石川県 岡田モータース 他社ができない細やかなサービス展開に向けた内部効率化アップ事業

石川県 シークタイム ゲリラ豪雨による浸水をストップする防水板開発・販売・普及事業

石川県 有限会社ばんば スマホ対応等、ホームページ全面更新による米の販売強化事業

石川県 ケー・ジー 相談会開催による窓・玄関断熱リフォームの販路開拓

石川県 Ｎａｔｕｒｅ 物販事業を拡大するオリジナルシャンプーの開発・ＰＲ事業

石川県 有限会社グリーンハウス・ユウ 建設業者のニーズに応える緑化材の生産販売

石川県 株式会社フェイス 大人の遊び心を呼び戻す商品を製造するための第一歩

石川県 ＢＲＥＳＴ株式会社 メディカルブランディング事業“ＳＨＩＴＳＵＲＡＩ”を東京に！

石川県 有限会社つるや 安くても大満足！繁盛旅館への変身プラン

長野県 有限会社上松屋旅館 宴会場の設備のバリアフリー化による高齢者向け受入整備事業

長野県 有限会社南條旅館 思い出をムービーにして思い入れ。サプライズで集客アップ事業

長野県 株式会社おとぎの里 ローカルブランドづくり～オリジナルエコバック開発と地域ＰＲ～

長野県 株式会社霜鳥 小規模リフォーム事業のＰＲ活動

長野県 共栄不動産株式会社 住宅診断と相続相談のシリーズ広告を通じた売買仲介の強化

長野県 なかじまフォート 自然な仕草や表情を撮影、母子が安心のセレクト空間への改装

長野県 Ａｊａｒｉ　ｃａｆｅ 新規顧客獲得のためのテイクアウト事業の拡大

長野県 メガネのフォーサイト 遠近両用メガネの販路拡大

長野県 紅茶とお菓子アブリュス 軽食提供開始を広告する看板設置、ＨＰ作成。什器の購入。
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長野県 有限会社渡来人 新レジシステム導入による店舗経営の強化と広報活動による販売促進

長野県 糸魚川翡翠工房こたき 外国人観光客向けアクセサリー販売用の看板等の販促物作成

長野県 ルピナスネイル 新規客獲得と顧客満足度ＵＰのための内装工事とＰＲ活動

長野県 株式会社カネト小原 ＩターンＵターン予定の若年層に向けた中古物件のＰＲ事業

長野県 松本マフィン 信州のクッキー開発とパッケージ製作によるギフト需要の販路拡大

長野県 ＲａｓｐｂｅｒｒｙＧｉｒｌ ママと子供で楽しむ、手縫い子供服、オリジナルパターンの広告事業

長野県 テレネット株式会社 移動車両用「緊急災害情報配信及び災害用通話」の周知、販路拡大

長野県 株式会社小池寝具店 高齢者の買い物と布団のお手入れを助ける出張販売サービスの導入

長野県 綺麗美容室 高齢者の利便向上の為の店舗入口の滑り止めとスロープ化の導入

長野県 有限会社フクザワオート 借りて楽しむ『レンタルオートバイ（ハーレー）事業』

長野県 割烹小鈴 “信州産手打ちそば”の提供

長野県 在来屋 土産物及び通信販売の強化の為の真空包装機の導入

長野県 株式会社アンダンテ 飯田下伊那の求職者・在職者に実践的な職業訓練を提供する事業

長野県 クロスエーエム有限会社 安心安全な地元素材を活用した料理をホームページで発信

長野県 有限会社山田写真館 ブライダル撮影拡大のためのＰＲ増強

長野県 来々軒 お子様からお年寄りまでがゆっくりくつろげる店舗環境の創造

長野県 有限会社草間商事 修理機械の導入による新たな顧客サービスの提供と新規顧客の開拓

長野県 株式会社諏訪印刷 「アマチュア無線家向けイベント出展および販路拡大プロジェクト

長野県 きもの屋そねはら きもの文化拡大をめざす着付教室快適化のための店舗改装

長野県 株式会社杉浦歌吉商店 看板とパンフレット作成による認知度の向上と新規顧客の獲得

長野県 有限会社田毎庵 商品カタログの作成とネット販売システムの構築で販路拡大

長野県 株式会社　住工房　Ｋ 展示場へ１００組集客からの販路拡大、それに伴うホームページ作成

長野県 リラクゼーションサロンプルメリア 述べ来店客数増加事業

長野県 Ｂ＆ＢメグハウスＺｕｋｕ 日本語と英語併記の販促用の自社パンフレットの新規作成と配布

長野県 有限会社九九九匹の羊プランニング 【細やかに管理出来るワインセラーの導入】

長野県 食事処　鐵 『鐵好撰（てっこうせん）』～オリジナル商品ブランド化事業～

長野県 カットルームジュミー 最新ヘッドスパシャンプー台導入による新サービス提供の販売促進

長野県 有限会社松野屋 直販体制の確立のための工場内店舗改装と販売促進

長野県 音の木工房・千万音 “心に刻む音を次世代へ繋ぐ”信州発、音響ブランド開発

長野県 おおのだ酒店 差別化商品の導入と新規顧客獲得のための広告宣伝事業

長野県 有限会社センス ・炭入りマッサージオイル「揉油～ＭＩＹＵ～」広告、宣伝事業

長野県 有限会社テックドリーム スチームコンベクションを活用した新サービス提供
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長野県 有限会社ぎん月 女性顧客満足度向上の為の内湯整備と誘客促進事業

長野県 有限会社エクスペリエンス インターネット販売による古本／古着の販路開拓

長野県 信濃ガス株式会社 住宅エコポイント促進キャンペーンとミニイベントの開催

長野県 株式会社小山商会 ＷＥＢカメラで、安心・安全・使い易いコインランドリーに！

長野県 有限会社常盤館 飲食スペースにおける外国人対応のための椅子テーブル設置事業

長野県 有限会社丁子屋 高齢者に対応した座敷席を全席椅子席にする客室改善事業

長野県 天狗温泉浅間山荘 バーベキュー施設増設に伴う炊事棟の増築改修工事

長野県 有限会社大西製粉 「地元広報紙とネット広告を使った新規顧客開拓」

長野県 ゝ芳酒家 月替りて楽しむ中国料理

長野県 有限会社奥村ふとん店 働き盛りの４０代の眠りを変えて、元気を取り戻す事業活動

長野県 駒ケ根ユースホステル ○山岳観光客をターゲットに入口の雰囲気づくりによる宿泊客アップ

長野県 悠合カフェ 唐松林を活かした「オートキャンプ場設置」と「広報活動」

長野県 信州駒ヶ根いちご園 ３０～４０代消費者向け贈答用イチゴのネット販売拡大

長野県 合同会社プレシュアリー 自社用ネット販売システムの構築　及び　そのサイトへの集客

長野県 フィットネスクラブ　リセット 高齢者・介護・障害者の健康寿命を延ばすジム作り

長野県
木崎湖ＰＯＷ　ＷＯＷキャンプ場＆アウトドアク
ラブ

ティピを利用したキャンプ初心者層を新規顧客開拓

長野県 洋菓子工房たてしなグーテ 地域資源を使用した焼菓子開発と地域ブランド活用による販路拡大

長野県 茅野アスレチックスアカデミー 記録会・体力測定会事業による売上アップと新規会員の獲得

長野県 株式会社ファンクリップ タブレットでＩＣＴ×認知症予防　高齢者向けの新規事業で販路拡大

長野県 有限会社福寿屋酒店 観光立地に特化した地酒・ワインの販売強化と販路開拓

長野県 株式会社ワイ・エム・アイ 農家向け作業用具と再生可能エネルギー活用の自社商品開発販売

長野県 磊庵はぎはら 長寿の里／佐久平発「新製法・どうつきそば」プロモーション事業

長野県 中込カメラ 佐久の魅力を撮るラジコンマルチコプターによる新たな販路開拓

長野県 ヘアーズティピー おしゃれを楽しむ女性用ウィッグの販売促進

長野県 芝宮園 「東立科６，０００坪／生産緑化木・自然木」ＰＲ事業

長野県 有限会社岩崎呉服店 藍草から育てた本藍染のお土産品開発と情報発信

長野県
司法書士・土地家屋調査士・行政書士山際・
竹花合同事務所

専門家と作ろう！私のオリジナル「ワンコイン終活ノート」

長野県 フェリーチェ 佐久エリアオンリーワンの「やみつきヘッドスパ」ＰＲ計画

長野県 有限会社松木商店 幻の酒「帰山」等の地酒紹介コーナー設置による新規顧客開拓事業

長野県 三河屋 すべてのお客様に優しい、佐久鯉地産地消店・バリアフリー化計画

長野県 株式会社アズ
地域に密着した広告制作会社という特性を生かした、学校における販路拡大
事業

長野県 株式会社ローカルシーン 薪ストーブ設置で「心の栄養」補給の提案と販売
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

長野県 アルソリーソ 看板と照明による露出アップと備品追加購入で客席稼働率の改善

長野県 きらら動物クリニック ワンちゃんのしつけ方教室とワンちゃんの手作りおやつの開発

長野県 フォレストデザイン 日本のふるさとを体感する「いいやま里山体験プログラム」事業の展開

長野県 有限会社ホテル　ほていや トイレの改装による高齢者にやさしい店舗改装事業

長野県 有限会社エルム インバウンド客誘致を主体に売上高増加の手段構築と集客力強化

長野県 有限会社ブルーベリー プロモーションビデオとＷＥＢを用いた広告による新規顧客の獲得

長野県 有限会社三光 特価時大量仕入れのための倉庫増設による売上げアップ事業

長野県 株式会社幾久屋 代理店方式による、悠Ｕサンルームの全国展開
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採択事業者リスト

茨城県 ＢＡＣＫ　ＰＡＣＫＥＲ オールシーズン対応ビアガーデンの実施に伴う屋上テラス席の整備

茨城県 トーマスカフェ ソファー席導入とメニュー表示の改良による新規客層の集客力強化

茨城県 合同会社みと楽企画 飲食店街「みと楽横丁」の集客力向上による歓楽街賑わい創出事業

茨城県 株式会社エナジー３１１ 電気主任技術との連携による「電力見える化」サービスの販路開拓

茨城県 株式会社今橋製作所 「難形状加工」「難削材加工」の技術力向上、および販売促進向上事業

茨城県 有限会社緑川塗装店 低価格帯事業の新設による販路開拓事業

茨城県 有限会社シオタ電器 地元工務店と連携しリフォームを絡めた家電商品の販路開拓

茨城県 株式会社　Ｋダイニング 筑波山周辺の豊かな地場食材を活用した地域活性化と販路拡大

茨城県 エステサロンマーヴェラス エステ併設ＡＥＡ認定校を設立し、顧客増加・雇用拡大を図る

栃木県 有限会社丸善工業 新商品「おれのガレージ」「わたしの小屋」周知展開

栃木県 有限会社中沢製麺 創業来の看板メニュー、二度ぶかし焼きそばの名物化事業

栃木県 有限会社釜屋 歴史と伝統、食へのこだわりをストーリー化・見える化する事業

栃木県 有限会社ＭＥＥＴカンパニー 高齢者向けに特化した新規美容室出店に伴う設備導入・販促事業

栃木県 有限会社Ｊ－ＢＬＵＥ
中古ジェットスキーの海外向け販路拡大に関するＷＥＢの制作と販促物の作
成

栃木県 加藤ブラシ工業株式会社 製品カタログの刷新に伴うブラシ製品の販路開拓

栃木県 アロハシャンティヨガ 健康寿命を延ばし、充実した日々を自立して過ごす為のヨガ教室。

栃木県 イシカワ技研株式会社 弊社オリジナルのレギンス「寒がりキラー」を全国に発信し売り込む

栃木県 福田土木造園株式会社 新品種ヤブランの品種登録と商標登録による競争力の強化

栃木県 坂本電装株式会社 顧客獲得のためのウェブサイト構築およびモニター機器導入

栃木県 ソウムラ労務管理事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

栃木県 株式会社アクシス
ホームページ並びにセミナーを活用したネットワークセキュリティ製品の販売促
進

栃木県 坂本水道工事店 ＣＡＤソフト等の導入による事務作業の高度化及び宣伝の強化

栃木県 株式会社ＪｃＴクリエーションズ 複数媒体を使った強みの周知と店内の雰囲気アップによる顧客獲得

栃木県 株式会社シトロン 新商品化による焼き菓子の売上向上とカフェリニューアルで集客向上

栃木県 ポムドテール 「心に届く、手造りの味」の追求！そして発信！

栃木県 ａｓｉａ 炭酸泉を利用した頭皮洗浄と薄毛に悩む女性を応援する育毛サービス

栃木県 株式会社ＡＰ　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ・二周年記念に伴う知名度の飛躍的向上による売上高向上プロジェクト

栃木県 美容室テディ・ボーイズ 地域で唯一のツヤコシの出る低温ホット系パーマとカラーの発信

栃木県 ＬＴＳ研究所 地域密着の商業者の応援団として、オリジナル販促品を作ります。

栃木県 オプトウエア株式会社 新規顧客開拓に関する取組み～画像センシング展２０１５出展

栃木県 自家焙煎珈琲珈の菓 「小型焙煎機の導入とネットショップの開設」

栃木県 勢鮨 高齢者とヤングファミリーの方も廻らないお寿司をゆっくりと

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

栃木県 みえ接骨院 「身近に頼れる接骨院」の認知度向上のための看板設置計画

栃木県 便利屋Ｄｅｋｏ 可動式蓄電池付照明器導入での受注拡大と知名度拡大のための広報

栃木県 有限会社ミツワ 季節メニュー導入に伴う店舗改装と広報宣伝の強化

栃木県 ひかりヘアースタジオ ユニセックストータルヘアサロン　リラクゼーション＆ヒーリング

栃木県 株式会社晴れ晴れ 店頭改装、オープン告知・通信販売チラシ作成・配布

栃木県 ヘアーメイク紗来 髪の艶を最大限に引き出す技術のＰＲ事業

栃木県 株式会社マルキョー 来客数、売上金額の増加を目指した売場改修プラン

栃木県 株式会社ユートピア企画 ダイレクトメールによる新規客、休眠客への販売促進

栃木県 レボルト合同会社 自社製品と環境衛生商材（弱酸性次亜塩素酸水）の市場への販売と開拓

栃木県 株式会社ＬＩＦＥ 地域と繋がり地域をきれいにする生涯顧客化。始まりの第一歩

栃木県 レストランゆり 店舗外観のイメージアップで顧客の世代交代を図る

栃木県 株式会社ハマダ 新規メニュー開発と大量顧客対応および看板設備充実事業

栃木県 寿司和可奈 住宅街にある和食割烹料理店への誘客、宴会場の稼働率向上事業

栃木県 株式会社大貫塗料 戸建住宅塗装事業の拡充と新規事業のＰＲによる販路拡大

栃木県 大坂屋 ミニ箒手作り体験教室パワーアップ事業

栃木県 有限会社紀州屋 鹿沼市の贈答品といえば「彫刻屋台の街」新銘菓推進事業

栃木県 ＩＴＳｕｐｐｏｒｔパソコン太郎株式会社 リモートでパソコン業務をサポートする新サービスの実施

栃木県 有限会社ヘアーサロンサイトウ 新事業「床屋が行うヒゲ脱毛サービス」のＰＲによる新規客開拓

栃木県 有限会社ヤナカ 居心地の良いガソリンスタンドで自動車商談成立アップを目指す

栃木県 サロン・ド・ヌーヴォー ４０代の新規顧客獲得を目指した看板、炭酸シャワー整備事業

栃木県 山いち お土産用「本格炙りチャーシュー」の開発・販売促進

栃木県 株式会社あさきん 空間演出による接客向上と新しいライフスタイルの提案

栃木県 ｎｏｕｇａ オーダーメイド受注の拡大とオリジナルブランド商品の開発

栃木県 株式会社丸栃銘木センター ペレットストーブの新規販売ルートの開拓と売上拡大

栃木県 てっぱち 小山駅周辺活性化に資する、サラリーマンに特化した居酒屋事業

栃木県 ひかるん家 新規顧客開拓のための販売促進の強化と地域での知名度アップ

栃木県 有限会社ミスターハイコック 新規顧客開拓、既存顧客向けの広報による販売促進事業

栃木県 株式会社美彩たむら
地元食材を使用した安全、安心かつオリジナリティのある“日光プレミアム・デ
リカ（

栃木県 有限会社佐々木設計企画 ＢＩＭを導入して小規模事務所が業務の効率化と事務拡大を目指す

栃木県 Ｓ＆Ｓ合同会社 学習方法の“見える化”による販路拡大と地域の教育力ＵＰ

栃木県 株式会社渡邊佐平商店 店舗認知度向上のための看板設置及びリーフレット作成

栃木県 ぎゃらりーかふぇ扇屋
ぎゃらりーかふぇにおける、昔懐かしい「とち餅」「そばかき」と石臼挽きの香り
ゆたか
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

栃木県 クライミングジムアーク 新規顧客開拓とリピーター増加の為の宣伝活動と設備改装

栃木県 理容　河田軒 女性客獲得とリピート率持続化のための店舗改装事業

栃木県 株式会社槐工務店 「ＡＳＪ那須スタジオ」イベント実施による顧客獲得

栃木県 カメラの山口 化粧室を整備して記念に残る写真を提供、ＰＲにより新規顧客増

栃木県 ＭＯＤＵＬＥ（モジュール） 顧客管理システム導入によるリピーター獲得と宣伝広告強化事業

栃木県 株式会社魚本陣志ぶ家 無形文化遺産「和食」をＰＲ！外国人観光客の集客アップ

栃木県 有限会社高橋家具センター 身体障害者や高齢者でも利用しやすい店舗の改装事業

栃木県 理容シャーレンＫ 地域貢献と確かな技術とパワープレートの効果をあなたへ！

栃木県 スガイジム佐野 「初飛行の記憶の商品化と利用空間の改善」

栃木県 株式会社井上製作所 「マシーンエイド拡販の為の展示会出展準備事業」

栃木県 第一酒造株式会社 『地元条例に対応した得意先飲食店との共存共栄作戦』

栃木県 島田嘉内商店 ゆるキャラグランプリ王者さのまるをプリントしたカップ甘酒発売

栃木県 カメダビジネスサポート 「違いの分かる米の食べ比べギフト」商品開発事業

栃木県 株式会社野のファーム 野菜ネットショップとチラシの制作及び店舗内装工事

栃木県 佐野ラーメン　くにや 「ラーメン玉製造効率向上の為のコネ機導入による売上ＵＰ作戦」

栃木県 ウルフマン株式会社 オリジナルポマード、オリジナルコームの作成

栃木県 有限会社藤沼人形本店 『３Ｄプリンター購入による“おひな様”の頭の制作及びＨＰ作成』

栃木県 有限会社オカベ薬局 簡易血液検査測定器の設置による成人病予防サービス事業の構築

栃木県 ベリーベリースープ栃木真岡店 デリバリー事業強化による売上ＵＰのための販売促進ツールの作成

栃木県 有限会社暮田商会 音楽教室生徒数拡大のための販売促進内容の改善

群馬県 ｆｉｔｃｕｒｅ 『カフェ＆フィットネス事業～もっと手軽に運動を～』

群馬県 アクアセブンスシーズ 大型特殊水槽で温度変化に弱い海洋生物の通年飼育を行う

群馬県 上原インテリア デザイナーによる「畳」デザイン特化計画

群馬県 ラ・シュシュ 「幸せいっぱいの婚約指輪＆結婚指輪」リモデル製作事業

群馬県 有限会社吉田園 日本茶ジェラート（抹茶、緑茶、ほうじ茶、玄米茶）の開発及び提供

群馬県 株式会社　スカワ 「高齢者が安全安心に生活できる環境を実現するリフォーム事業」

群馬県 キラバ ホームページから簡単に利用できる写真のレタッチサービス

群馬県 福カフェ 群馬県産小麦１００％ベーグルの販路拡大に向けた量産体制の強化

群馬県 ユアーブリッジ・コンサルティング 美容室向け集客代行サービスの販路開拓

群馬県 株式会社リードプランニング オンライン校正システムによる六次産業パッケージデザインの提供

群馬県 株式会社シミズプレス パイプ塑性加工技術を医療・福祉に」オリジナル製品のＰＲ

群馬県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｃｏｃｈｏｎｎｅｔ 集客力強化策としてのなじみのある商圏への折込広告
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

群馬県 有限会社ハリックス 金種判別器ビルーラ法人向けノベルティ版試作開発及び販促事業

群馬県 森秀織物株式会社 国宝織技術を用いた織物製アニメ掛け軸の販路開拓事業

群馬県 ＯＨ！ＨＡＰＰＹ　ＷＥＤＤＩＮＧ 地域密着型ウエディングプロデュース・ウエディングアイテム販売

群馬県 株式会社クリエイトフューチャー クリーンルーム整備による医療用サージカルマーカー事業への進出

群馬県 有限会社フジクニ 自社商品“土産用アカスリ”の販売拡大事業

群馬県 須田設備株式会社 ラーメンスープ用寸胴鍋へのバルブ取付サービス事業の展開

群馬県 木のおもちゃと手仕事屋かばんねこ 親子が良いおもちゃと出会う機会の創生・販路拡大事業

群馬県 ｉ４ ハローキティと伝統工芸品・桐生織のコラボによる新ブランド開発

群馬県 株式会社むらかみ商店 桐生産にこだわった環境負荷の少ない雛人形用箱屏風飾りの開発と拡販

群馬県 株式会社テキスタイル昌 ギブス下に装着する医療用素材の開発と販路開拓

群馬県 Ｒｅｗｉｒｅ 織物を巻く紙管を再利用したアップサイクル家具の販路開拓事業

群馬県 イタリアンジェラートショップミラノ 地元産ボイセンベリー・アイスクリーム新商品の開発と販路開拓

群馬県 伊田繊維株式会社 ①自社製“作務衣・甚衣”の販路拡大と②寺院向け受注拡大事業

群馬県 株式会社ユーホー 成人式・卒業式・七五三市場をターゲットしたネット販売事業

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや 地域の観光資源を活用したフォトウェディングツアーのＰＲ事業

群馬県 株式会社新浜せんべい ホームページ作成による新規固定顧客創造と売上増加

群馬県 有限会社根本製作所 新規案件の受注獲得を目的とした自社ホームページ刷新事業

群馬県 有限会社一婦美 ホームページ作成とチラシ配布による観光客・地元新規顧客創造

群馬県 とうふ工房味華 豆腐カフェＣａｆｅＳｏｙＳｔｏｒｙの新規出店事業

群馬県 村田捺染加工有限会社 高価格帯商品購入層に訴求する紙箱パケージと封入しおりの制作

群馬県 大木紙業株式会社 段ボール製“猫ちぐら”を始めとする自社商品のネット販促事業

群馬県 有限会社アズ・イズ 英語版サイト作成と海外向けメールマガジンによる海外市場開拓

群馬県 有限会社マイウェイ 新規客獲得のための看板作製とホームページの更新

群馬県 サロン・ド裕理 新規顧客獲得のための販売促進策の実施

群馬県 縁 高齢者等身体的弱者に配慮した店舗に改修し新規来客者の増加

群馬県 株式会社ワールドアクシス 新規顧客獲得のための特殊塗装・彫金を周知するホームページ作成

群馬県 有限会社アイ・ディ 手指挟まれ安全シートカバーの開発（改良）

群馬県 奥利根自然菜園株式会社 新製品開発と販売促進による新規販路開拓事業

群馬県 有限会社コトブキ印刷 地域住民の利便性向上と広告を兼ねたＪＲ列車時刻表の制作の配布

群馬県 としこドライアート 当社で開催する販売促進展示会による新規顧客獲得事業

群馬県 高田食堂 地元農産物を使った創作料理「こしねカレー」開発に伴う販路開拓

群馬県 株式会社青沼貴金属店 海外需要開拓と一貫流通体制確立に向けた国際宝飾品展示会出展

4/29



採択事業者リスト
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群馬県 株式会社ビーフインデックスジャパン 群馬県内観光地およびロンドン向け販促物開発による取引拡大

群馬県 青梅屋建材株式会社 ガーデンルーム展示場看板設置と広告で販路開拓

群馬県 株式会社福島商店 ショウルーム活用によるペレット、薪ストーブの販路拡大事業

群馬県 蕎麦凜 新メニューＰＲによる顧客層の拡大と店舗認知度の向上

埼玉県 ウィル動物病院 動物眼底カメラ（クリアビュー）の導入による新規患者の獲得

埼玉県 アトリエ　ド・オール お洒落で上質なパールアクセサリーの販路開拓、拡大

埼玉県 株式会社ディラ 集客で選ばれ続けるＩＴ効率化と顧客視点重視の販促強化事業

埼玉県 美味しいお肉の店　やまの 客席数増加工事による売上最大化事業

埼玉県 ＪｕｎｏＷｅｄｄｉｎｇ（ジュノウエディング） マタニティーウエディングプロデュースメニューの促進

埼玉県 有限会社コスモリブレ スマーフォン対応のホームページの立ち上げで販路拡大

埼玉県 株式会社右官
高齢者・身体障害者用手摺取付補助具の改良開発・販売促進及び新規顧客
の獲得

埼玉県 株式会社ベッツリンク オリジナル小冊子で、知識豊富で良質な犬猫ブリーダーを育成する

埼玉県 株式会社ダイロク ポータルサイトの新規作成による「カリカリーナ」の販売促進事業

埼玉県 スマイルてえぶる 新規客の獲得と顧客の囲い込みのための宣伝広告・販売促進

埼玉県 ココミル治療院 自社サービスの認知度向上及び顧客拡大を目指した企画と広報事業

埼玉県 アイケイ食品株式会社 日本伝統食おこわとちまきの情報発信・新規販路開拓

埼玉県 徳竹塗装株式会社 住宅受注強化　チラシ、折込、ポスによる見積り依頼・勉強会集客

埼玉県 有限会社水品建工 新規顧客獲得のための広告ＰＲ強化事業

埼玉県 有限会社築地住建 リフォームを訴求する見学会と、セミナー等の実施による販売促進

埼玉県 洋菓子店Ｌｅ　Ｓｕｃｒｅ 看板設置、チラシ配布によるお店の認知度アップと誘客を促すファサード整備

埼玉県 ＮｏＯｎｅＳｔｙｌｅＣａｆｅ オーガニックコールドプレスジュースの開発とモニターテスト

埼玉県 原靖税理士・行政書士事務所 「相続なら、はら会計」ブランドの構築

埼玉県 株式会社うぇぶ屋 ＡＲ（拡張現実）を活用した、ＷＥＢ集客支援サービスの販路拡大

埼玉県 美容室ヘアークープ 車椅子対応バリアフリー美容室の展開と広報活動

埼玉県 シゴトラボ合同会社 孫のケアが楽になる『抱っこふとん』の小売店への販路拡大事業

埼玉県 清香株式会社 クリーニング店による子供服のリユース・リサイクル事業の開始

埼玉県 株式会社ママスマ 会員数増加のための開発、販路開拓

埼玉県 彩ノ国総合研究所合同会社 保育園・幼稚園に特化したＢＣＰ作成広告宣伝事業

埼玉県 株式会社アルナ 実物が想像できる新カタログ製作と販路が弱い地域への展示会出展

埼玉県 株式会社アズマカラー 部分用マスクのジェルシートパックの開発（ラインナップの拡充）・販路拡大

埼玉県 ＨＡＩＲ－ＭＩＸ　ＫＡＴＯ お顔そりのＰＲ事業及び心地よい理容イスでのサービス提供事業

埼玉県 株式会社銀虎 一般家庭の潜在的ニーズ開拓によるひのさくら畳工事拡販事業
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埼玉県 イーリスペットクリニック ペットの生命を救うために必要な医療設備の購入

埼玉県 漆宝堂
①新たな顧客ニーズに応えるための蒔絵識器の制作　②若手作家作品の積
極的推進

埼玉県 株式会社ワイヱス工業所 受身型企業からの脱却を目指す、ホームページ作成と展示会出展

埼玉県
古川カイロプラクティックセンターさいたま整体
院

専門コース新設に伴うチラシ宣伝によるベッド稼働率向上、売上増加

埼玉県 中華楼 高齢者顧客に対する、新メニューの開発と店舗のバリアフリー化

埼玉県 ｃｏｇｍａｒｅコグマーレ 病院営業による販路開拓、医師向け学術学会出展の実施。

埼玉県 Ｓｗｅｅｔｓ－和甘 商品開発のための施設と機材の充実

埼玉県 二八そばと名古屋めし愛知家 ３０品目が摂れる仕出し弁当の販売

埼玉県 三富株式会社 薄ウエハ搬送用支持基盤開発にあたっての特許出願

埼玉県 株式会社ぷらす 焼肉店および牛タン店舗での持ち帰り商品の販売

埼玉県 北山印刷株式会社 さいたま発のシャイニー名刺で全国の経営者へ高い価値を提供する

埼玉県 エドライフ 日本一のインテリア展示会出展、新規顧客獲得及び販路の開拓

埼玉県 株式会社ユニバーサルバリュー カウンセリングサイト「インナーピース」の販売促進活動

埼玉県 渋谷米穀株式会社 日本銘柄米の販路拡大及び店頭精米のイメージアップ事業

埼玉県
社会保険労務士事務所ステラコンサルティン
グ

名古屋での障害年金無料相談会の実施

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　美しく－をお手伝い」

埼玉県 日商テレコム株式会社 可動式電源タップの販路拡大と認知度向上事業

埼玉県 夢工房みわ 健康敷布団無料お試しで、寝具の悩みを解決し、安心の睡眠を提供

埼玉県 サンレンタルシステム 買物・通院難民高齢者のための新しい電動カート提供システム事業

埼玉県 よの本町接骨院 高齢者向け接骨＆痩身、新プログラムの開始及び広告宣伝活動

埼玉県 志水製畳店 新規個人顧客獲得を目指し、ＨＰ・チラシ・ＤＭを作成する事業

埼玉県 株式会社ヒカリコーポレーション ラッピングサービスなどで差別化する欧米製香水、化粧品の販売

埼玉県 小西税務会計事務所 「創業融資を必要としている法人に対する販路開拓事業」

埼玉県 株式会社武甲養蜂場 店舗・インターネットによる販売強化とノウハウを生かした事業への本格展開

埼玉県 新啓織物
外部デザイナーと連携した新しいほぐし織り製品の開発と来て（着て）見て秩
父の魅力を

埼玉県 株式会社秩父ファーマーズファクトリー 秩父産葡萄を活用したワインの製造販売と農家レストラン展開のた

埼玉県 富田製畳所 畳の張り替え需要喚起のためのマーケティング戦略の実践

埼玉県 こいずみ 収益性の高い行楽弁当・ロケ弁当受注の獲得及び販路拡大

埼玉県 有限会社秩父そば 顧客ニーズに対応した設備導入と宴会稼働率向上への取り組み

埼玉県 株式会社ワン・ユー 販売促進ツールを活用した営業戦略の実施とＩＴ戦略の展開

埼玉県 株式会社丸山工務店
デザイン開発力と温熱設計技術を核とした地域内シェア向上とエリア拡大戦略
の展開

埼玉県 高山園 自社ブランドの構築および販促チラシによる新規顧客開拓
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

埼玉県 有限会社宮側中央薬局
高度な顧客管理システムの導入によるセルフメディケーションの推進と販売促
進戦略の展

埼玉県 目白美容室 高齢者に優しい美容室づくりと訪問美容

埼玉県 株式会社むかさ商店 高齢者や若い世代に新鮮なお米の少量パック販売事業

埼玉県 株式会社那のつ 埼玉県産黒豚を使用したミルフィーユカツサンドの開発・商品化

埼玉県 株式会社はせがわ農園 美味しいのに美容と健康にいい！地産地消のアイスのネット販売

埼玉県 秩父家 若いファミリー向けオリジナル餅菓子開発＆手土産パッケージ開発

埼玉県 さかもと商店 リーフレット配布による体験学習機材の販路拡大

埼玉県 庭福樹園 子育て世帯「庭育」ＰＲ＆高齢者世帯「癒しの庭」ＰＲプロジェクト

埼玉県 割烹魚豊 高齢者に優しい老舗うなぎ屋へ～イス席の導入と健康膳の開発～

埼玉県 ネクサス　オート 試作、特注品製作機器導入で工期短縮、新規受注、売上拡大事業

埼玉県 有限会社瀬山農具製作所 レンタル農機具で顧客拡大！新規就農者へのお気軽農業参入事業

埼玉県 竹ノ谷工務店 プチリフォーム事業の立ち上げ、周知及び隙間産業への参入

埼玉県 有限会社満る岡
座敷席で利用可能な椅子・テーブルセットの導入、ＰＲチラシの作成で売上拡
大

埼玉県 岡田行政書士事務所 『士業連携による気軽で利用しやすい法的サービスの提供』

埼玉県 有限会社ハッピーライフ 高齢者等にやさしい家事代行と掃除メンテナンス業への進出

埼玉県 Ｌｕｌｌ（ラル） 中高年の体の変化に合わせたメタボ対策による新規顧客獲得

埼玉県 有限会社　シーピーエス 女性がＩＣＴスキルをおしゃれに学べる社会進出支援プロジェクト

埼玉県 株式会社サンムンホーム 人も愛犬も共に安心・安全・快適に暮らす『愛犬家住宅』事業

埼玉県 スターダスト株式会社 カーリペア事業の販路開拓及び整備事業の作業環境整備

埼玉県 株式会社ケントアイ 小学生向け英語教育実施事業と支持地区へのドミナント開校

埼玉県 きんぎょや 高齢者及び障害者が来店しやすいお店づくり

埼玉県 有限会社ハタヤスポーツ 足からはじまるパフォーマンスアップ！足底測定システムの導入

埼玉県 パナハート　クボデン　カミシバ ＩＨクッキングイベントを通してオール電化・リフォームへのアプローチ展開

埼玉県 カフェ花見 店舗看板の設置と新メニュー開発による新規顧客の獲得

埼玉県 高橋秀与ゴルフコーススクール 初心者女子のゴルフ関心向上、継続ファン化

埼玉県 Ｋメガネ 検眼車でおじゃまします！あなたに寄り添うメガネ屋さん

埼玉県 有限会社寺田商会 チラシで大幅告知！！中古農業機械買取／売出し大作戦！！！

埼玉県 お菓子の店ねだち みんなを元気に「健康スイーツ」の開発及び販路拡大

埼玉県 深谷もんじゃ酒蔵 郷土料理（深谷もんじゃ）の取扱店を深谷のオンリーワンになるＰＲ事業

埼玉県 株式会社オプライズ 高単価商品を扱う営業向け顧客コミュニケーションツールの開発

埼玉県 株式会社ところざわ産業 「省エネ住宅エコポイント」の普及促進チラシ配布による販拡実現

埼玉県 株式会社畑中 展示会出展による「食品サンプルアクセサリー」の拡販
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埼玉県 わらびＦｉｔ整骨院 元Ｊリーガーの夢を叶える身体作りメソッドとＷＥＢトレーニング

埼玉県 オフィスタケウチ 個店売上に直結する新しい商品街イベント「まちアド」の試作開発

埼玉県 田村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

埼玉県 ラッキー理容館 スカルプ（頭皮）診断によるヘアケア個室相談室

埼玉県 坂労務コンサルティング・オフィス 中小企業向けＥＳ型人事評価制度の導入で安定経営と目指そう

埼玉県 有限会社日之出商会 「究極の染み抜きシステムの導入による販路拡大」

埼玉県 有限会社清水商会 展示販売ではもう古い！専門店だからできる提案型自転「車」店作戦

埼玉県 有限会社シーアンドシー コーヒーの知識・情報を広めるための映画作成

埼玉県 アイティサポート株式会社 パソコン教室生徒増加の為の看板、ＷＥＢを使った販売促進

埼玉県 ＭｏｖｉｎｇＳｈｏｐ株式会社 動画映像デジタル情報再生装置を実装した広告システムの販路開拓

埼玉県 有限会社アイ電気 インターネット時代の電子工作キット企画・製造・販路拡大

埼玉県 株式会社森商店 テラス席の増設

埼玉県 美味しんぼ葵 顧客ニーズに対応した店舗改装による満足度向上と売上拡大事業

埼玉県 たつ吉うき舟 ライティング誘導による店入率の増加・高サービス利用の促進

埼玉県 らーめんさいか 看板リニューアル効果とシニアシフトで売上拡大

埼玉県 株式会社筒屋 みんなが育てた農作物の「新鮮産地加工販売」で地域経済を活性化

埼玉県 福島畳店 地域との関係性を築く為の看板設置・刃物研ぎサービス

千葉県 宮内電器株式会社 顧客満足及びホームページ開設による集客事業

千葉県 ＡＳＩＡ　ＴＡＢＬＥ スタンディングで手軽に飲食できるレストラン

千葉県 有限会社虎屋 超微粒子餡及び新らっかせいダックワーズ開発

千葉県 有限会社ＱＷＡＣＣＨ 国内外企業との連携によるココナッツオイルを使用した新製品の開発

千葉県 マインドリンク ＷＥＢのクチコミ効果による認知度向上と顧客獲得を図る販路開拓

千葉県 株式会社ＳＫＩトレーディング インキュベート店舗の認知度向上と集客アップ計画

千葉県 板倉商店 フランス産品質認証はちみつ販売手段及び新規取引先の開発・開拓

千葉県 柳川建設株式会社 火山灰堆積物を圧縮成形した芝用緑化ブロックの販路開拓

千葉県 手刺繍工房ラジュー株式会社 刺繍職人の実演による製作工程の紹介。ＨＰと展示会で集客アップ

千葉県 有限会社ブルーレース 高級感のある彫刻名入れプレートの開発と販路拡大

千葉県 ワイン酒場あるびぃ 『新規潜在顧客掘り起こし事業』

千葉県 合同会社ガジェット ＩＴ武装で成功率を高める女性のための起業応援ビジネススクール

千葉県 株式会社空設計 「耐震＋省エネ」人と地球を守るリフォームの提案

千葉県 ハスメック株式会社 福祉車両の包括的サービス「福介」のフランチャイズ業務

千葉県 滝不動設計 改良型電子スクラップ装置の開発・販路開拓
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千葉県 行政書士さくら事務所 専門ウェブサイト開設による販路拡大

千葉県 有限会社大福 高齢者や外国人のお客様に対応できる集客力向上のおもてなし設備

千葉県 有限会社ホームベーカリーサンシャンテ 親子でつくる！！キャラクターパンづくり体験イベントの開催

千葉県 株式会社ピンエイト 鴨治部煮らーめん及び豚キャベらーめんの開発・販路開拓

千葉県 株式会社美人家 当社オリジナル製品の販売拡充による利益率増加

千葉県 エボルブ 「サーフテイスト」を楽しめるアパレルの生産体制導入と販路拡大

千葉県 茂原産業株式会社 業界初！バッテリー劣化度の数値化によるリフレッシュ事業の拡大

千葉県 黒船 主力商品を活用した異業種連携委託販売による新規顧客獲得

千葉県 株式会社アーティエンス・ラボ 世界初の照明内蔵型ホログラム商品の販路開拓のための周知活動

千葉県 株式会社セントラルサーベイ 空き家を対象とした地域企業協力コンサルティング事業体制の周知

千葉県 有限会社北斗観光バス 農業体験・健康増進バスツアーのモニターツアーによる販路拡大

千葉県 アローフィールド 中国最大ＳＮＳでの広告宣伝・チラシの街頭配布等による販路拡大

千葉県 きんざ食堂 お客様の要望にこたえ新商品を揃えるためドリンク冷蔵庫の設置

千葉県 小王子製作 ＰＶ・イベント撮影・映像中継・ライブ配信・映画制作・販路開拓

千葉県 自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ エスプレッソマシンでのドリンク販売、販路開拓

千葉県 株式会社五香刃物製作所 千葉県指定伝統的工芸品「関東牛刀」のブランド・生産力強化

千葉県 ヘアーガーデンａｃｏ 末永く通えるサードプレイスの提案。高齢者対応のヘアーサロン

千葉県 しののめ有限会社 国際化に対応した英語教育実施事業

千葉県 有限会社修学舎 小学生英語能力向上のための新規コース開発事業

千葉県 株式会社ミニオン 業界の常識を変える鉱石を配合したマッサージクリーム試作

千葉県 ＮＯＭＡＤＯ株式会社 クールジャパン／インバウンド需要を狙った合同展示会出展

千葉県 株式会社Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ オンライン家庭教師を軸に据えた新しい不登校生支援サービス

千葉県 ヘアーサロンクリエイト 新規子供客等を獲得するための快適なサービス環境を整備する取組

千葉県 山本印刷株式会社 招待状・席次表など婚礼製品をメインとした印刷通販事業開始

千葉県 株式会社Ｃｕｒｅ　Ｌａｂｏ 脳梗塞のマヒ改善に特化したデイサービスの広告宣伝と販路開拓

千葉県 シルギス株式会社 『ワインに合う他料理からの顧客獲得による販路拡大』事業

千葉県 有限会社小澤市場 『オーダーメイドによる健康靴の販路開拓』事業

千葉県 自家焙煎珈琲Ｃａｆｅふくろう オリジナルユニフォームを活用したブランド力強化・販路拡大事業

千葉県 スフィンクス株式会社 就職に困難や不安を抱える大学生対象の「就職塾」の展開

千葉県 大和田オフィス株式会社 障がい児対象の学習支援事業の展開

千葉県 ＭＴＡＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 低圧で排水管洗浄する装置・洗浄サービスの販路を拡大する事業

千葉県 Ｓｕｇｉｗａｇｏｎ イベント参加（プロ野球、Ｊリーグ開催地での出店）
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千葉県 有限会社越後屋焼蛤店 贈答品対応の包装紙、販促チラシの開発とＥＣサイトの再構築。

千葉県 有限会社亀山温泉ホテル シアタースペース新設による顧客満足度向上と宿泊及び地元顧客の獲得

千葉県 株式会社ロボインク テレビ番組制作チームが作る、企業・商品ＰＲ映像コンテンツ事業

東京都 株式会社カレアコーポレーション 商品を立体的に動かせる電子カタログを用いた販路開拓

東京都 株式会社ヤマレコ 登山者の登録者数増加と有料プランへの販路開拓

東京都 株式会社大和 産業用消音器の営業体制強化による販路拡大事業

東京都 有限会社岩井精機製作所 顧客提供図面の試作品開発による販路拡大

東京都 日本の手仕事百貨店 日本伝統工芸と海外文化の融合した新価値商品の創出

東京都 株式会社公募ガイド社 出版コンテンツを活用したクラウドソーシング事業（２３文字）

東京都 ＮＡＮＡＬＡ ハワイアンマッサージ「ロミロミ」のインストラクターコース新設

東京都 株式会社バースト 移動販売車を使った「唐揚げ　渓」の屋外イベント進出事業

東京都 ＫＡＮＯＹＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ 屋外イベント用ウェルカムゲートの企画開発とプロモーション事

東京都 株式会社東方食堂 世界初の生煎（焼小龍包）の専用パッケージ化とデリバリー販売

東京都 株式会社Ｌｅａｆ－ｕ 「タダ婚」を地方へ展開するための基盤構築・販路開拓

東京都 ｔｏｕｔｏｕｓｅｒｖｉｃｅ 店舗のブランディング・販促活動

東京都 株式会社やまなか 新聞折込みチラシと協力施設でのパンフレット設置による販路拡大

東京都 カーマイン株式会社 ｃａｒｍｉｎｅブランドの海外認知度向上によるブランド育成事業

東京都 株式会社リアルジャパンプロジェクト 伝統工芸品を世界へ発信するウェブサイトの開発

東京都 心愛治療院 「新たな視覚化サービス」開始により、来院数の増加に繋げる。

東京都 ＹＡＰＦ ブランディング強化および顧客拡大事業

東京都 ｔｅｔｅ 『ユニークで値ごろ感のある』革製品の開発と販売先の拡大

東京都 サニーサイド ウエディングジュエリーのブランド力向上による販路拡大

東京都 ウェディングハート株式会社 離婚手続きや離婚式のお手伝いをする円満離婚プロデュース事業

東京都 有限会社浜新
設備投資等による高級感の演出とそれによる客数増・客単価の増大・低価格
競争の回避

東京都 株式会社スルシィ ビニールコーティングしたラフィアで織った生地で、バッグを製作

東京都 株式会社カイロス ファミリー層を照準にしたトランクルーム事業の販促広報の強化

東京都 エスアイシイ株式会社 軽くてソフトなレザーウェアーの開発・販促活動と受注会の開催

東京都 ａｑｕａ　ｂｌａｎｃａ 出張販売におけるオリジナルブランドの認知度アップと顧客の拡大

東京都 株式会社ラ・ヴェール ＷＥＢ情報発信強化・手土産需要対応によるパンの販売促進

東京都 有限会社学力会 業務効率化のためのＷｅｂお問い合わせ・顧客管理システムの導入

東京都 株式会社萬年堂 金花糖を使ったプチギフトの開発とウェブサイトの再構築

東京都 株式会社ノーズフー 新商品のプロモーション強化による販路拡大
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東京都 株式会社新日屋 訪日外国人観光客向けコンテンツの英語ＷＥＢサイト制作

東京都 有限会社人智開発研究所 小学生英語教育事業に新規参入することによる経営の多角化

東京都 株式会社レジーナクローゼット ブライダルの街青山から花嫁へ贈るスタイリッシュなカラードレス

東京都 有限会社モカジャバコーヒーロースター ３ｒｄウェーブコーヒーのブランディングと販路拡大のための店舗改良

東京都 株式会社ステージアップ 印刷工場直結の価値を活したシェアオフィスの入居促進

東京都 真壁登記測量事務所 新サービス【土地分割計画図作成】の告知、宣伝活動

東京都 三友社出版株式会社 セット商品の組替えと販売促進・付随商品の開発事業

東京都 株式会社ＫＩＴＡＭＵＲＡ 女性専用ブラキャミアクセサリーの海外進出に向けた国内販路開拓

東京都 文京子育て不動産 文京子育て不動産の子育て世帯に特化した販路拡大に関する事業

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ優ｆｏｒ　ＹＯＵ 新パッケージ開発によるはちみつの高付加価値化と贈答市場開拓

東京都 カクタ販売株式会社 顧客ニーズに合わせた治具ユニット設計・製作による販路拡大

東京都 ＹＫＧ株式会社 地方都市での販売プロモーションの重点的な展開

東京都 株式会社アミーチ １人でも気軽に立ち寄れるイタリアンに改装し集客力をＵＰ

東京都 株式会社いなばや商店 製炭者と顧客をＩＴでつなぐ新たな国産備長炭の顧客開拓

東京都 みんなのパン 低糖質の健康パン「ふすまパン」の販売強化

東京都 株式会社泰陽不動産 働く女性向け足のケアから体質改善に寄与する新サービスの展開

東京都 うおん株式会社 販促・受発注システム「ｕｏｎマート」普及による鮮魚輸出増加

東京都 ドレスさら オーダーウェデイングドレス受注促進用ＨＰ、動画、サンプル制作

東京都 ミレイネ ヴィーガンスイーツの販路開拓のための老舗百貨店テナント出店

東京都 株式会社東京ギャムインターナショナル 顧客ニーズにマッチした機能性化粧品の販路開拓

東京都 株式会社Ｍｇｒｏｗｔｈ 高齢者住居施設で展開する高付加価値で清潔感溢れる訪問美容事業

東京都 株式会社ケープルヴィル 「ケープルヴィル写真館＆カフェ」店頭工事

東京都 ＯＫＯＺＥ 地域コミュニティ創生における認知・集客向上の為の宣伝・改装

東京都 ダン株式会社 外国人観光客向けパンフレットと試供品の制作による販路開拓

東京都 あすなろ企画株式会社 舞台照明を活用した葬儀演出手法の開発

東京都 五葉コンサルティング株式会社 女性創業者向け立地評価メニューの開発・販路開拓

東京都 株式会社ヒーリング・メッセンジャー 外国人集客の為のコンセプト創りとサイト掲載等販促・内装改修

東京都 株式会社吉報商会 ＦＡＱ集中整備サービスの顧客開拓

東京都 株式会社ライクアス
バリ島ヴィラウエディングサービス提供における販路開拓及び商品（サービス）
開発

東京都 株式会社ＦＯＯＤ＆ＣＯＭＰＡＮＹ 有機食品初心者の新規開拓と啓蒙活動

東京都 株式会社弘機商会 ホームページやカタログの充実による新製品の効率的販売促進

東京都 ケレン株式会社 障害者が造る、楽で簡単！３秒ネックレス金具の開発と販売促進
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東京都 合同会社目黒慶應研究会 慶大医学部生による慶應各校の過去問１０年分解説ＤＶＤ制作販売

東京都 株式会社碧嘉ジャパン 集客とコンバージョン率を高めるためのウェブ・販売広報力の強化

東京都 ｎａｔｕｒａｌ　ｃａｆｅ　ｇｏｅｎ 物販（対面販売と通信販売）の販路拡大

東京都 Ｔａｍ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ＪＡＰＡＮ 輸入ベッドリネンのオンライン卸販売サイト導入で販路拡大

東京都 株式会社Ｂｏｎ２２ アロマとヨガを組み合わせたＹｏｇａｒｏｍａ事業の販路開拓

東京都 有限会社船津塗料店 コンサルティング・提案営業による機能性塗料の販路開拓

東京都 株式会社ｍａｎａｓ 無料情報誌「アーユルヴェーダ通信」発行による潜在需要の喚起

東京都 株式会社一十八日 自社開発商品（一十八日ブランド）、空間プロデュースの市場開拓

東京都 オレンジトーキョー株式会社 莫大小（メリヤス）製品のインバウンド需要向けた直営店舗展開

東京都 加藤貿易株式会社 シニアに向けアンダーウェアの開発

東京都 岐阜精器工業株式会社 精密深絞り加工のＵＳＢコネクタ分野への応用ＰＲプロジェクト

東京都 株式会社オリーブ＆オリーブ ママのための料理教室を運営・告知するＨＰ、チラシ作製

東京都 株式会社グッドトゥゴー 説得力があり、安価な動画制作を中心としたｗｅｂ販売促進企画

東京都 株式会社モバイルサービス ポスティングを活用した新規顧客開拓

東京都 有限会社ぶんしょう屋 デモゲームの開発により広告宣伝力を強化し販路開拓する

東京都 株式会社オギコーポレーション ビジネスマンの転居の煩わしさを解決するワンストップサービス

東京都 株式会社ヘクセンハウス 棒のついたアイシングクッキーの開発・製造・販売に関する事業

東京都 ＶＩＮＩＣＫ 「新しい古着」のアプローチと「プラスワンアイテム」の販売

東京都 エコエナジー株式会社 「ＥｃｏＦｉｔｅｎｓｓ」・「知省式・省エネコンサルティング」の新規顧客の開拓と販

東京都 タカセ会計事務所 接骨院など健康に関わる開業支援事業「経営戦略塾」の展開

東京都 株式会社寿大 和テイストの本革製お土産品開発販売

東京都 株式会社アーツエイハン 中小企業が利用可能なクロスメディア広告支援サービスの提供

東京都 株式会社地方の宝物 雹害りんごジュースの企画開発・店頭誘致・販路開拓

東京都 株式会社Ｖｉｎｏ　Ｈａｙａｓｈｉ タイムリー且つ豊富な情報提供を実現するための商品カタログの電子化

東京都 株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ フェアトレードによるコットンＴシャツの国内展開と販路開拓

東京都 瀧島商事株式会社
防災意識の高まりに対する井戸掘削工事及び井戸メンテナンスの法人向け販
路拡大

東京都 ハンドメイド・カンパニー株式会社 ハンドメイド材料の学校向けポータルサイトの立ち上げ

東京都 エヌ・ピー産業株式会社 ＳＥＯ対策を取込んだホームページ更新とＤＭ用パンフレット作成

東京都 丸良興業有限会社 クレーンと高所作業の一台二役作業車の開発・小業化及び販路開拓

東京都 ゼンドラ株式会社 クリーニング専門新聞のデジタル化とネット販売システムの構築

東京都 株式会社ｓｈｕｎｙａ ２０１６年ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ海外合同展示会出展

東京都 サロンソーシャライツ 過密競争業界でも結果の出る新規集客及び新プロジェクトの構築
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社インサイトパワーズ 企業の次世代リーダー育成研修、管理職研修の新規顧客販路開拓

東京都 税理士法人ハガックス セキュリティ機能を追加したクラウド活用での顧問先サービス強化

東京都 Ｂａｒ＆Ｇｒｉｌｌ　ｍｏｔｔｏ 四つ星ホテルの元料理長が作る絶品料理を気軽に楽しみたい皆様へ

東京都 株式会社バースデザイン ２次利用ができるクラッチバッグ型パッケージの開発及び販路開拓

東京都 巴電気通信株式会社 暗号化ＱＲコード発行と解読するＱＲコードリーダの開発

東京都 森公認会計士事務所 日本へ進出する外資系企業向け起業支援サービスの提供

東京都 かもめカフェ 人と動物のふれあいを通じて地域コミュミティを形成する取組

東京都 淺井写真スタジオ ３世代思い出づくり家笑結（ｋａｗａｙｕｉ）の開発・販売促進

東京都 山口電機株式会社 高度な設備維持・管理体制確立のための振動分析計導入

東京都 株式会社フクヤ 店内レイアウト変更および照明のＬＥＤ化・中国語ＰＯＰの設置

東京都 Ｒ＆Ａ株式会社 地方の旅行代理店との連携による団体顧客の開拓

東京都 大日本衣料株式会社 国産・安全指向ファッション愛好４０代女性の集客販路開拓

東京都 有限会社シー・ブリッジ 紙・ＷＥＢ・ｉＰａｄを連動させた営業現場の見える化支援

東京都 株式会社２ＨａＵＳ 多様なハンドメイドコミュニティーと自己実現のトータルサポート

東京都 株式会社Ｃ６０ 日本のＩＴ業界に火をつける人材即戦力化研修のＷｅｂプロモーション

東京都 ユナイテッドドリーム株式会社 増加するアプリ向け需要に最適な音楽クリエーターを提供する事業

東京都 有限会社江戸家井上商店 ビジネススーツを卒業した団塊世代が通い詰めたくなる店づくり

東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 身体支持併用盲人安全杖による補装具費支給制度未利用者への拡大

東京都 株式会社ビーンズ オンリーワン「アレルギー対応食品」の販路拡大と開発

東京都 宮子労務管理事務所 中小企業向け「会員制労務情報付加価値・事例」提供サービス

東京都 株式会社Ａｃｔｉｖｅｎｏｄｅ 動画で技を磨くスマートフォンアプリのＰＲ事業

東京都 アクセス行政書士事務所 「日本のお酒の素晴らしさを世界に発信！」クールジャパン支援事業

東京都 株式会社ユナイテッドリバーズ コンテンツマーケティングの実施運営代行事業の広告宣伝

東京都 株式会社ＳＥＶＥＮ 事業所への録音ブース設置による販路開拓と売上拡大

東京都 ボート免許講習センター株式会社 講習回数増加のための検査機器増設と個人顧客の開拓

東京都 株式会社ＶＯＹＡＧＥ 法人向け出張リラクゼーションの販路開拓の為、展示会への出展

東京都 マジケ合資会社 展示会出展による中国語案内デザインサービス拡販

東京都 株式会社日本電子音響 イヤホン用のリケーブル（交換用ケーブル）の開発、販売

東京都 株式会社トマーレ 「透析情報共有システム」の販路開拓・拡大

東京都 株式会社元気屋いくどん 店内の一部改装による売上拡大策

東京都 有限会社ミトミ 中古住宅の流通促進を図るバイヤーズエージェント事業

東京都 エミリア オンセラエステの認知度向上による顧客開拓
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社サングッド
海外美容院への就職希望者向け　海外（シンガポール、フィリピン）就職体験
ツアーの展

東京都 株式会社スリーワイズエデュケーションズ 「インターネット広告」および「販促物配布」と「広報紙への広告出稿」

東京都 高橋　幸久 くせ毛専用シャンプーの製品化と販売促進

東京都 Ｕｎ　Ｃａｆｅ　Ｓｕｃｒｅ株式会社 カフェインレスのスペシャルティコーヒー商品開発と販路拡大

東京都 株式会社レスポンスアビリティ 中小企業にＣＳＲ教育と環境管理を普及するための宣伝広告事業

東京都 あすか理容室 フェイシャルケアマシーンを使うレディース＆メンズシェービング

東京都 沼田三紀枝税理士事務所 不動産特化型事務所としての周知・新規開拓広告

東京都 株式会社マインドプラス 起業家向けスクールの新規顧客獲得および講師育成事業の展開

東京都 有限会社大山園 折込チラシ等の活用による日本茶サロン教室の認知・利用の促進

東京都 株式会社ワンストップ 世界で活躍する子供を育てる「英語ｄｅダンス」の事業拡販

東京都 株式会社Ｏｎｅ　Ｂｉｔ イルミネーション装飾業務の販路開拓

東京都 ＨＩＳＡＧＯＴＥＩ 赤ちゃんがはじめて履く「ファースト・シューズ」による需要創造

東京都 高千穂物産株式会社 若い子育て世代にむけた新ブランドと連動した食育事業

東京都 クピド！ 防飲防食のすすめ事業　※栄養を重視した惣菜及び惣菜パンの販売

東京都 株式会社ユーピーエフ 個人情報保護法強化に対応しＰマーク取得支援を全国展開する取組

東京都 ウィザード 法律事務所向けコンサルティング事業とリサーチ事業開始の告知

東京都 ＳＷＯＴ有限会社 中小企業経営支援のための支援メンバーおよび支援希望企業の開拓

東京都 ＡＳグローバルマネージメント株式会社 ドバイのショッピングモールにおけるキオスクの出店事業

東京都 Ｉｔ　Ｇｉｒｌ＇ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ スマホと動画の最適化によるインポート服通販サイトの販路拡大

東京都 アイアンドアイ株式会社 ドバイと中央区馬喰町の卸問屋をつなぐマッチングサイトの展開

東京都 株式会社ｆ’ｂｌｏｏｍ ダイヤモンド代実質無料のダイヤモンドネイルレンタル事業の広報展開

東京都 株式会社アキチ カフェ開業ワンストップサービス事業

東京都 株式会社モアール アボ豚を使用した新メニューの開発、新規客獲得の広告、販売促進

東京都 株式会社スターバレー 歯科向け指先装着型口腔内ライトの開発（口腔ケア用）

東京都 ＦＵＤＯ合同会社 消費者の声フィードバックサービスの開発・販路開拓

東京都 株式会社響 新しい制服デザインの試作開発事業

東京都 ＣＡＲ　ＰＥ　ＤＩＥＭ ヘッドスパとまつ毛エクステの新サービスの開発・販路開拓

東京都 グロリアタイム株式会社 働く女性を輝かせるためのコミュニケーション研修の開発販路開拓

東京都 株式会社Ｍｅ－Ｒｉｓｅ コールセンター地方化支援に特化したＨＰ改修

東京都 Ｍｏｄｅｒｎ　Ａｒｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 和ｒｌｄ　プロジェクト：和柄スーツで日本文化を世界に発信する事業

東京都 株式会社ヴェルト Ｗｅｂ改修および代理店支援ツール導入による販売促進

東京都
有限会社イデア・クリエイション　ＣＡＦＥ　ＴＲＩＯ
ＤＥ

集客のための店舗改装「オーディオ・プロショップコーナー増設」
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 有限会社ヒマル ７つの特珠印刷による名刺事業展開による増客、増収、増益の実現

東京都 株式会社ＥＤＧＥ 不動産賃貸仲介の新キャンペーン企画・開発と販路拡大

東京都 株式会社アイクラウド 新サービスＧｏｏｇｌｅアナリティクス研修をＰＲして販路拡大

東京都 株式会社ビンゴ 集客力向上のための広告作成・配布およびポータルサイト構築

東京都 ＫＩＭＯＮＯ　ＰＨＯＴＯ　ＳＴＵＤＩＯ　和（Ｗａ） 来日、在日外国人向けと日本人向け着物の新プラン開発・広告

東京都 有限会社匠クラシック 契約農家の野菜直売所を併設する地域密着型レストランへの改装

東京都 株式会社オールウェイズ 日本各地の良品販路開拓のためのツール作成及び販促活動

東京都 株式会社マサヒロ ペットの高齢化に伴う予防医療と健康事業の販売促進

東京都 株式会社ライナフ 不動産の時間借りを可能にするスマートロックとアプリの改良

東京都 株式会社未来貯金 確定拠出年金情報サービス「みらいナビ」の法人契約拡大

東京都 エールズ行政書士事務所 行政書士による貿易サポート業務の新規顧客獲得

東京都 株式会社オブシディアン クラウドソーシングを利用したゴルファー向けインテリアの開発

東京都 日本橋梁工業株式会社 新製品である簡易鋼製ジョイントのＰＲ及び販路開拓、ニーズ調査

東京都 またたび企画株式会社 子育て・介護等で離職した女性人材を活用した業務代行

東京都 合同会社ベイワークス 公営住宅等住居者を対象とした特注綱戸の組立・取付・販売業務

東京都 株式会社江東堂高橋製作所 海外展示会出展による異業種への新規販路開拓

東京都 株式会社本島椿 ハラール認証の取得による事業拡張

東京都 合同会社ＨｉｇｈｅｓｔＣｏｍｍｏｎＦａｃｔｏｒｙ 特許商品の販促用ＰＲ（業界紙、特設ＷＥＢサイトでの広告）

東京都 株式会社ラフズジャパン きめ細かい対応を実現するための顧客管理

東京都 インターソリューション株式会社 災害救援車ＴＸ－１４Ｐのダイレクトマーケティング

東京都 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 女性による軽貨物配送「おとどけなでしこ」のＰＲ事業

東京都 スカイダイエット 健康美容産業におけるブランディング再構築及びセミナー事業展開

東京都 株式会社ＳＡＫＡＭＡ 鮮魚仕入アプリ「ＳＡＫＡＭＡ」の開発

東京都 有限会社旭建硝 騒音診断に基づく騒音対策リフォームの売上拡大プロジェクト

東京都 Ｌｕｃｙ　Ｐｏｐ 展示会出展によるオリジナルアパレル製品の販路拡大事業

東京都 合同会社ファルマプラン勝野 在宅医療での訪問薬剤管理指導業務の拡大と無菌調製注射剤の提供

東京都 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ プロモーション強化による美髪サプリメントの顧客開拓

東京都 株式会社イーグルケミカル 清掃会社のノウハウが生み出した部位別のこだわり洗剤の全国拡販

東京都 日本ヒロク株式会社 名称変更および業態転換のための看板架け替え工事

東京都 株式会社インプレッシヴ ヘッドスパ導入による客単価向上と休眠顧客の掘り起し事業

東京都 株式会社福島典昭写真事務所 次世代クリエーター育成及びマネジメント事業の販路拡大

東京都 しずく屋 鏡開き樽のレンタル事業とオリジナル名入ラベル日本酒の新規展開

15/29



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社マグナ 新商品発表会に特化したプレゼン能力向上研修の開発と受託

東京都 岩本和裁株式会社 新規事業で立ち上げる新ブランド「キサブロー」の販路の開拓事業

東京都 株式会社Ａキャリア Ｗｅｂコンテンツ制作による売上及び利益アップへの取り組み

東京都 肉菜処　和心 こだわり素材の訴求と産地見学会開催による再来店率向上

東京都 ＤＲＣマーケティング株式会社 ランチパスポート神保町水道橋御茶ノ水出版事業の販促

東京都 ＣＲＵＮＣＨ　ＴＩＭＥ バッグをメインとした自社ブランド「ＣＲＵＮＣＨ　ＴＩＭＥ」の素材開発・販路開拓

東京都 ＰａｌｅＡｑｕａ こうのとりプロジェクト～赤ちゃんをのぞむ女性への心身サポート

東京都 株式会社ＳＰＥＫ 新規生徒集客のため、広告・チラシ配布による販路開拓

東京都 大友不動産有限会社 不動産の売る・貸す・建てるをマンガ小冊子で楽しく学ぶ

東京都 ユニバーサルスタンダード株式会社 『自社商品』健康サプリ『タイシャップＲ４０』の販路開拓

東京都 ａｙａｎｏ　ｆｕｋｕｍｕｒａ　ｇｌａｓｓ　ａｒｔ　ｊｅｗｅｌ 新素材ガラスを活用したガラス工芸品の試作および販路開拓

東京都 整体院ＢｏｄｙＣｏａｃｈ 近隣の富裕主婦層に痛み治療＋α の新しい整体サービスの提案

東京都 ファ－スト・ランニング株式会社 老化の原因であるＡＧＥの量を測定する器械の開発

東京都 ＵｐｐｅｒＬｉｐ 金沢店内を改装し、Ｓｐａ＆リラクゼーション部門を開設。

東京都 株式会社アシター商事 ＬＥＤ付ベスト・ＬＥＤ付ウェストポーチ製品の広報販売促進

東京都 株式会社ルリアン 新規利用者獲得のための施設内改装とリハビリ設備の充実

東京都 株式会社ＬＭ＆Ｃ 「中小企業事業者向け」成功事例ノウハウの動画配信等提供事業

東京都 カラビンカ 店舗運営リニューアル事業および新事業展開。

東京都 軽印刷ＮＯＭＯＴＯ 点字用紙の端紙を使用したクラフトキットの販売事業

東京都 株式会社オズクリエイト インａｎｄアウトバウンドマーケティングでのムスリム対策サポート

東京都 株式会社明石鉄工所 食品関連企業への新たな顧客開拓・提案での営業・販路拡大

東京都 株式会社エタニティエモーション 劣化させない独自洗車方法による高級車向け出張洗車及び洗車用品販売

東京都 ＢＭＣエンタープライズ株式会社 本物の役者を目指す若者を募り、芸諾界で活躍するための広告展開

東京都 有限会社足立ケア２１ 第２店舗と新研修事業開設のための広報と研修用備品の購入

東京都 ＳＫＹ　ＷＩＮＧＳ 大人を対象としたチアダンスの新サービス展開

東京都 株式会社クロナチュール サロンの販売応援・農家の地域支援も含めたマルシェ企画

東京都 株式会社ワカール 情報漏洩防止機能付翻訳サービスの認知度向上による普及の推進

東京都 株式会社森木ペーパー 世界の美術品を守るＷＡＳＨＩ見本帳製作と欧洲での販路拡大事業

東京都 株式会社ジュエルタタン 新規獲得のための「ＣＡＤでその場で原型製作」提供の販売促進

東京都 株式会社Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ 買い物弱者、顧客層、サービスエリア拡大事業

東京都 アットコンシェル フィリピン人中心の外国人高度人材就労支援事業コンサルティング

東京都 グラフツーピース スーパーリアルＣＧイメージの技術開発・販路開拓
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社エイチアールグロウス 求職者向け採用サービスの開発・販路開拓

東京都 暁法律事務所 タクシー会社残業代不払い問題弁護活動に伴う告知事業

東京都 有限会社赤坂ビューティー・サロン・中山 ふれあいの街・地域の名店主が推す！地域の逸品相互紹介ラリー事業

東京都 株式会社メグエンタープライズ 差別化の出来る新作バッグ開発による新規販路の開拓事業

東京都 株式会社ナノ 新規市場における新たな販路開拓

東京都 酵素ラボ 酵素風呂から食べる酵素への展開～米ぬか酵素サプリの販売促進

東京都 ボニンアイランドシェフ 高齢者が利用しやすい店舗づくり

東京都 株式会社つたや ユニバーサルファッションアイテムの企画販売

東京都 ＣＥＲＩＳＩＥＲ 販売促進体制の整備による新規顧客の獲得

東京都 株式会社クロスタウン テイクアウト販売用のガレット開発とパッケージ制作と販路開拓

東京都 株式会社ＲＥＡＬ クリエイター向け自社サービス「ＧＡＬＬＥＯ」の広告宣伝事業

東京都 株式会社茶禅 海外での茶禅オリジナルお茶道具及びお抹茶等の販売。

東京都 株式会社フェイスアップジャパン 日本初フードサービス特化型クラウドファンディング　ＩｋｉｔｓｕＫＥ

東京都 エネ・タント株式会社 蓄電池、オール電化、太陽光発電カーポートの地域密着型拡販

東京都 セドナグローバル株式会社 マンゴースウィーツ店の新業態（高速ＳＡ）への事業展開

東京都 株式会社フロック もう足のにおいで悩まない「毎日洗うインソール」の広告事業

東京都 株式会社タシカ 子育て世代応援！子育て環境と不動産情報マッチング事業

東京都 株式会社ユーア 皮革小物商品の開発・販路開拓

東京都 シティライツ 新ブランド作成でお土産需要への販路開拓

東京都 芳とも庵 そばの外販（三越に１日２０食を販売）事業に力を入れ強化する。

東京都 株式会社エクセリーベ 高齢者向け遠隔ケアサービス「見守りん」の新規開拓・全国展開

東京都 有限会社ＣＲＩＥ 漫画モーションピクチャ導入による広告訴求効果改善

東京都 株式会社ワールドビジョンプロ
当事務所所属タレント４月末のデビュー前後に発生予定の専門家レッスン料、
チラシ等の

東京都 岩嵜　浩之（個人事業主）
ファッションにこだわりの強い団塊の世代向けの機能性アウトドア用品の開発・
販路開拓

東京都 下町ケバブ 下町ケバブ～本格的チェーン展開を見据えたセカンドステージ進出

東京都 星田税務会計事務所 事務所ロゴマーク制作及びリーフレット作成による販売促進

東京都 株式会社　ビサイド ＩＴビジネスの起業家向けオフィスの環境整備による会員の獲得

東京都 株式会社エルバージュインターナショナル カフェサービスの開始による客数増と売上拡大

東京都 治療屋 スポーツを愛する高齢者を応援する治療院のＰＲ

東京都 株式会社メジャメンツ 中堅企業向けＷｅｂページ品質管理ソフトの機能拡充と広報活動

東京都 ハトヤ トイレ改装による快適性の向上と滞在時間の延長による収益の改善

東京都 ガイアモーレ株式会社 ＷＥＢを活用した個人事業主向け集客システム「ミラナビ」の販促
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東京都 株式会社メンタリスタ メンタルトレーニングの普及と顧客開拓のための企画開発とＰＲ事業

東京都 株式会社ＥｌｅｎａＬｅａｆ 新茶産地の開拓・商品開発・販路開拓＆紅茶のライフスタイル提案

東京都 株式会社音はこ 体験型音楽教室の実現と宣伝

東京都 太陽エネクス株式会社
展示会を活用した大企業、大学、中小企業等への自社製品（防災用品）の販
売拡大

東京都 ファミリーヒストリー記録社 事業承継に直面する中小企業へファミリーヒストリー記録社のＰＲ

東京都 株式会社ＷＥ　ＡＲＥ　ＹＯＵＮＧ 集客システム構築（ＰＲマーケティング）

東京都 Ｅ．パートナーズ経営労務管理事務所 月５，０００円からのお手軽労務相談サービス

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 髪と頭皮のお悩みを解決する、ヘアケアサイトの作成・販路開拓

東京都 ＭＥＡＬＢＯＸＸ バックリブを用いた肉ビストロへの業態転換と新顧客の開拓

東京都 合同会社空まめシステム 子供の安全遊具認知度向上３段計画（ホップ編）

東京都 塚田展久税理士事務所 お金の悩みを解消したい経営者に向けたサービスの販路開拓

東京都 株式会社ＭＡＧＪＳ キャラクターグッズ商品化に向けた調査・宣伝広告・商談等

東京都 株式会社エネルギーソリューションジャパン
ＷＥＢコンテンツの製作、および、それらを活用したエネルギーソリューション
ネットワ

東京都 株式会社キャンプフラワー 有機認証牛肉・チーズ等によるハンバーガーの開発・販路開拓

東京都 株式会社催事市場 地方創生に役立つ催事市場システムの販路開拓

東京都
有限会社飯田都之麿建築デザイン一級建築
士事務所

伝統工芸「唐長」等の家具・什器のアートピース販売事業

東京都 株式会社いしい旋盤製作所 自社に展示品オープンショールームを開設し、販売促進を強化する

東京都 株式会社クリアネス リスティング商標管理サービスの拡販

東京都 ノービル・インストルメント株式会社 小型多機能充電器とＮｉ－ＭＨ電池のＢｔｏＢサービスの広告宣伝

東京都 株式会社ラテン マタニティフォトのＰＲチラシ作成・配布

東京都
株式会社ヒマラヤンジョブエクスプローラジャ
パン

現地調査に基づくネパール人技能実習生受入企業の新規開拓事業

東京都 有限会社日本アイ・オー・シー 社外報制作サービスの広報活動を通じた販路開拓

東京都 渡辺裕人 「若年層向け」、「小規模事業者向け」の新規コースの開設

東京都 居酒屋集っこ 事業承継後の顧客満足度向上プロジェクト

東京都 株式会社ベスプラ 『ＴｈｅＴＩＭＥＳＡＬＥ（ザ・タイムセール）』スマホアプリの飲食店への普及活動

東京都 株式会社レッドフロッグズ ボディオイル＆クリームの新規顧客獲得

東京都 リブト株式会社 当社内視鏡用ビデオカメラ（医療機器）の海外展開（タイ進出）

東京都 ｃａｆｅ　ＲＯＭＡＮ 最新の液体凍結機で煮かつサンドを急速凍結し日本全国に流通させる。

東京都 有限会社丸吉 羽毛ふとんの性能診断およびリフォーム事業

東京都 ＮＥＯ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ 他にはない新作の開発・ＰＲ・展示会などによる販路拡大

東京都 株式会社桃屋美術 高齢者にやさしい肖像写真撮影による販路拡大事業

東京都 有限会社平野オートボディー ランディングページの構築及び広告宣伝とチラシ作成
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東京都 はちまん鍼灸院整骨院 往診の強化による来院困難な顧客など新規顧客の開拓

東京都 株式会社ケイアイ 新規顧客獲得及びリピーター増加のための顧客管理ソフトの開発

東京都 重宗玉緒 ファッションとしてのおしゃれな着物の販路開拓と価値創り

東京都 株式会社大久保工業 自然素材住宅の家を新築リフォームするための集客広報活動

東京都 株式会社オリィ研究所 分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅの介護者向けサービス事業

東京都 有限会社宝飾ホワイト ジュエリーリフォーム用サンプル・小冊子作成と、誘引サイン設置

東京都 株式会社フォーハート 結婚式、外出等の付添介助「ケアエスコート」事業の拡大展開

東京都 アレテー株式会社 一般アスリート向け、高機能性弁当の企画・開発及びテスト販売事業

東京都 朝日株式会社 フェイスラインベルトの完成品のパッケージ設計開発・販路開拓

東京都 はちまん堂 新開発の冷凍まんじゅうのネット販売及び贈答用パッケージの開発

東京都 合同会社ハヤザム 小規模事業者向け助成金・就業規則のトータルな提案と体制の構築

東京都 株式会社Ｂ７ 新たな電子商材の取扱いと広告事業の展開

東京都 うどん白石 「うどん屋で日本酒を」日本酒の販路拡大

東京都 有限会社儘多屋 ウェルカムベビー！乳幼児連れ顧客獲得の為の改善事業

東京都 株式会社佐藤スポーツ 店内装飾と商品メンテナンスによる顧客開拓

東京都 株式会社東山園 樹木医による樹木の相談・特殊伐採事業のＰＲ

東京都 有限会社寿司忠 和室でのテーブル席設置と配達用メニューの作成と配布

東京都 マシェリーアンジュ スイーツ店が地域特産の果物で作るかき氷での新規顧客獲得事業

東京都 ハワイ雑貨ＬｅａＬｅａ 商品開発とホームページ、チラシでのＰＲによる顧客開拓事業

東京都 多摩製作所 ＤＩＹ用テーブル脚等　新製品試作・開発及び販路開拓

東京都 株式会社セレブレディア
多摩エリア初の地域密着型婚礼コンサルティングサービス事業『＠ウェディン
グ』の販路

東京都 株式会社エム＆カンパニー 美容室から始まる「素敵・簡単・便利」な着物生活

東京都 声となり空間 「９９％効果が現るボイストレーニング＆キャリア相談」販路拡大

東京都 岡田ふとん店 古くなった羽毛ふとんの無料診断による集客事業

東京都 有限会社ジェイシステム 販促活動の強化によるコーヒー豆小売の販売増加事業

東京都 株式会社ＮＯｉＳ 子供乗せオリジナル自転車の小売りから卸売り、海外販売への販路開拓

東京都 デンタルデザインラボコミュニケーションズ 歯科技工のプロが伝える中小歯科医院を活性化するセミナー事業

東京都 キレート 高齢者や身体の不自由な方に対して行う訪問美容

東京都 有限会社エイワン・プランニング ＰＡＭリキッドアイブロウの容器の品質改良による拡販

東京都 株式会社ＡｎｙＤｅｓｉｇｎ 新型気泡菅式デジタル精密水準器の信頼を得て販路拡大

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗ　Ｃｉｎｅｍａ 東京国際映画祭上映作品・口コミを使った新しいウェブ宣伝

東京都 株式会社コネクター・ジャパン 宿泊予約サイトにおける新規参画施設開拓営業代行サービス
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東京都 有限会社大塚商店 インテリアを楽しむカーテン買替え需要の新規開拓事業

東京都
Ｌａｂ．ＢＬＡＮＣ（ラブ．ブラン　ドッグトレーニン
グ）

ホームページのスマートフォン対応化による新規顧客獲得

東京都 わたなべ森の整骨院 町田・相模原エリアにおける広告宣伝活動

東京都 スマイルボディスタジオ 『英語で親子ヨガ』レッスンプログラムの導入による新規顧客獲得

東京都 合資会社木と字の神林 木製看板及び筆文字デザインの販路開拓

東京都 みどりヶ丘整骨院 『姿勢・体型調整』と『ＥＭＳ機器による痩身療法』のスタートとＰＲ活動

東京都 株式会社日本ネオライズ 製品特徴別のランディングページ制作とネット販売システムの構築

東京都 株式会社タウンツアーズ 「学校団体向けのＤＭ用旅行パンフレットの作成」

東京都 株式会社ブックローバー 古書をメインにしたアンティークなスタジオ造作

東京都 東京エレクトロン株式会社 交換式芳香器の開発販売による販路拡大事業

東京都 株式会社カンザキメソッド 小中学生向け学習塾新規開校に向けたイベントにおける広告・宣伝

東京都 株式会社キョウドウ 中量処理洗浄機の販売促進のためのホームページリニューアル

東京都 株式会社メタバーズ 人工知能会話サービス「Ｂｏｔｂｉｒｄ」の販路開拓

神奈川県 株式会社ＳＵＲＥ 『マッチメイク』の会員獲得プロモーション

神奈川県 愛嬌酒場えにし 店頭・店外イベント展開と告知

神奈川県 株式会社トランプス カフェ・喫茶ショー２０１５での展示販売および拡販計画

神奈川県 創栄青葉有限会社 文部科学省の英語教育改革内容に合致した小学生向け英語事業

神奈川県 株式会社ゼオシステム 光発電による無電池ワイヤレス通信装置のＭＲＩ室への応用

神奈川県 有限会社耕伸 客単価向上策と顧客分析

神奈川県 株式会社パレードコーポレーション 伊豆農家と地域活性化のため開発したサプリメントの新規販路開拓

神奈川県 株式会社アイクリーク 眼精疲労セラピスト養成講座新規開設と眼精疲労グッズの販路拡大

神奈川県 有限会社ＭＡＮＮＡ　ＪＡＰＡＮ 中国人観光客獲得と高齢者向けのメニュー開発

神奈川県 株式会社ガーランドフェア パーティー装飾スクールのＰＲとホームページリニューアル

神奈川県 アラテン株式会社 営業力強化ソフトウエアパッケージ“ＺＯＯＭ”販路拡大事業

神奈川県 株式会社ａｒｃｈ 子供の美容師職業体験などワークショップを介した売上集客の強化

神奈川県 有限会社市原産業 新しい造花仏花と晴れの日造花ギフトの見本市出展による販路開拓

神奈川県 レオスクール 世界を翔る（かける）未来っ子を育てる小学生英語教育事業

神奈川県
Ｎｏ．１マーケティング株式会社（スターＢＯＯＫ
ｓ横浜店）

中古本・中古カメラなどの古物出張買い取りサービス、及びインターネット販売

神奈川県 株式会社ライフィズ 本気のアマチュアスポーツ愛好家応援ドリンク

神奈川県 株式会社渡邉園 お茶の外商と来店客の優良顧客化

神奈川県 株式会社フィギュアネット ワークショップ『就職へのすべての道はローマから通ず』

神奈川県 若杉公認会計士事務所 月次試算表を活用した予実管理の経営診断サービス開発・販路拡大
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神奈川県 Ｍａｌｔａ　Ｇｌａｓｓ　Ｊａｐａｎ 半年間でマルタガラスファンを５０００人に増やす販路開拓

神奈川県 株式会社ディサプライング ワイヤレス給電機器のギフトショー秋出展による販売チャネル多様化

神奈川県 ヘアカペリーサ 子育てママさんのためのキッズヘアアレンジ講習会

神奈川県 ＯＳＳパソコンスクール 新教室確保とパソコン設備を利用した資格取得支援教室の販路拡大

神奈川県 Ａｆｒｉｃａ　ｅ　ｔｓｏｔａｎｇ 南部アフリカ製品の新たな商材の拡充による販売強化

神奈川県 株式会社ピースダイヤモンド ダイヤモンドの新しい選択基準「４Ｃ＋ＦＴ」認知向上と販売促進

神奈川県 有限会社小島石材店 会報紙電柱の広告、海外国産高品質石材の調査、建設業の事業計画

神奈川県 有限会社福屋尾崎商店 リニューアル店舗告知と新入口通路計画による来店促進

神奈川県 株式会社カラフェ フェイシャルスクール人材育成事業の体制整備・スキンケア商品販売強化

神奈川県 株式会社ファースト・スパイク 新規ブランド商材開発及びＷＥＢサイト構築による販促事業。

神奈川県 山一機械株式会社 積極的営業スタイルのホームページ制作～提案・販路開拓

神奈川県 株式会社ウエルネス・ラボ ・プラセンタ化粧品及びサプリメントの販路拡大事業

神奈川県 株式会社ビュード 地方需要堀の起こしの為の展示会出展と「体感デモ機」の制作

神奈川県 平山社会保険労務士事務所 企業のマイナンバー、個人情報管理コンサルティング

神奈川県 有限会社テイクスペース 日本全国の手作り関連商品を販売するための売場改装と販路開拓

神奈川県 株式会社第一鈑金 鈑金の新成長産業への販路拡大事業

神奈川県 株式会社クロスウェル 起立動作に着目した新たな心拍変動解析技術の開発および販路開拓

神奈川県 株式会社　ラトリエ１９５９ 天然酵母パンを使った自然派創作料理の開発による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ライフドキュメンタリー パンフレットリニューアル＆見本市出店

神奈川県 株式会社正直屋 河豚ポン酢「浜の下町の河豚ポン酢」等新商品の販売事業

神奈川県 株式会社ターミナス 営業メールコンサル事業

神奈川県 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｂａｒ　ｐｅａ キッズスペースの拡充・安全確保及び宣伝広告

神奈川県 株式会社ＢＲＥＣＥ（ブリース） 自動車電装品パーツ及び印刷商品の新商品開発と販路拡大。

神奈川県 株式会社ＷＤＨ ガラス・陶磁器の新製品開発と新規取引先獲得の展示会出展。

神奈川県 株式会社ＵＰ・ＤＵＥ オフィス専門買取店の立ち上げと販売促進強化

神奈川県 株式会社ネットプロ ホームページリニューアルによる広報力強化事業

神奈川県 株式会社住快 中古住宅に耐震補強工事他を実施し耐震・優良化した住宅を増やす事業

神奈川県 プリズムゲート株式会社 デザインテンプレート型Ｗｅｂ制作【プリズムＷｅｂ】

神奈川県 株式会社ゆず 音通信による位置情報サービスの展開

神奈川県 薬膳カフェ旬 薬膳メニューのプロモーション強化と惣菜・弁当の店頭販売

神奈川県 有限会社三富屋 地元食材を使った夕朝弁当、惣菜ＰＲ及び宅配事業の推進

神奈川県 Ｓｕｚｕｋｉ 『見える化』による受注量増加及び新規獲得の為のＷＥＢ構築
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神奈川県 ＡＮＡテック株式会社 産学協同によるインテリアデザインコンペ

神奈川県 有限会社ナカショウインターナショナル 新商品いちごソープ「フルーティー」の開発・販売事業、

神奈川県 こひさまコーヒー ハワイ・沖縄産コーヒー豆の販売及び地域メディアによるＰＲ事業

神奈川県 辻飼料園芸部 コンビニ注文　コンビニ受け取り　お花屋さんの「通販サービス」

神奈川県 有限会社上海亭 新規顧客獲得（特にファミリー層）のための広告宣伝活動

神奈川県 有限会社森定商店
顧客ニーズを掴む「食べきり」「調理が簡単」のこんにゃくを加工する特殊カッ
ターの導

神奈川県 株式会社エムアイシー 高齢者が安全に加入できる「高齢者あんしん保険サイト」の構築

神奈川県 コスモスカイロプラクティック 子ども向けケア事業の強化のための効果的なボディケア事例集作成

神奈川県 妙宝水産有限会社 商圏分析データを活用した潜在する魚好きな新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社松本製作所 「香る携帯カバー」の商品化に向けた包装パッケージの開発と販路開拓

神奈川県 ＥＡＳＴ　ＣＡＰＥ　ＬＩＴＴＬＥ　ＲＥＳＯＲＴカフェ 新規顧客獲得・既存顧客流出防止の為の、内外装の改善活動

神奈川県 株式会社エフ・プランニング 中国上海「国家会展センター」内商品展示コーナー設置

神奈川県 株式会社ぺっとぼーど 「ＣＡＲＥ＆ＳＰＡ／ケアスパ」ブランドへの変更に伴う店舗改装工事とＨＰ構築

神奈川県 株式会社ソート・プランナー 鉄板カウンターの設置及び業態変更における宣伝活動

神奈川県 学習コーチＯＮＥ 不登校生を対象とした学習支援のための内装変更と販促活動

神奈川県 エーポートコミュニケーションズ株式会社 外国人とのコミュニケーションを支援するアプリの販売・販促

神奈川県 有限会社浜寿司 アメフトの街　川崎の新ブランド「アメフト稲荷寿司」

神奈川県 有限会社リカーショップ京町セソール 希少価値の高い商品の導入と新規顧客獲得の為の広報事業。

神奈川県 有限会社早川製作所 錠剤成形機用金型の製造技術の確立と新たな販路開拓

神奈川県 株式会社ＬｉｎｋＳｐｏｒｔｓ マイナースポーツ普及とマイナースポーツアスリートの知名度向上

神奈川県 北欧雑貨空 小冊子とワークショップで、お客様にわくわくをお届け

神奈川県 株式会社ｍｉｅｕｓｅ 田崎真也フランスワインセレクションの販売事業

神奈川県 合同会社ゆめさり コネクトの就職先開拓のための冊子の作成

神奈川県 株式会社Ｃ．Ｅ．ユナイテッド オンラインターゲット広告による新規クライアントリーチ・獲得

神奈川県 落合和雄税理士事務所 相続のワンストップ化とＨＰのスマフォ対応

神奈川県 村田土地家屋調査士事務所 『境界トラブル相談センター』の開設

神奈川県 オフィス・ルーム ホームページの改善強化・販路開拓

神奈川県 株式会社健康美 鍼灸マッサージ「安悠治療院」新設

神奈川県 株式会社ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ 出張型体操教室の新規お客様開拓及び新サービス開発

神奈川県 有限会社栗田 高齢者向けそばメニューの導入と真空パック商品の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社セイリング 学童預りサービスによる、スイミングスクールへの入会促進

神奈川県 四季和膳もえり 看板設置による新規顧客獲得と、ＤＭ等によるディナー売上向上
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神奈川県 有限会社箱根屋酒店 地酒メインの店舗としての訴求力を高め販路拡大の為の看板改修

神奈川県 株式会社田代吉右衛門本店 顔認証システムとＡＩＲレジ融合による来店頻度・売上向上事業

神奈川県 ＴＡＢＩＹＡ’Ｓ 箱根の食材を使用したピザを目玉商品とし新装開店する事業

神奈川県 和颯（わそう） 未病市場の新規顧客開拓と地元食材の健康志向商品による販路拡大

神奈川県 株式会社旧三福不動産 旧三福不動産「空家・空店舗再生リノベーション」ＰＲ事業

神奈川県 有限会社山一住宅 ニューファミリー層開拓のための広報及びキッズルームの整備

神奈川県 有限会社遠藤商会 見せるメンテナンスによる顧客獲得戦略

神奈川県 株式会社オルビス プラスチック展示会の出展および販路開拓

神奈川県 株式会社Ｓｃａｒｌｅｔｔ 自社製品「カメリアオイル」のイメージ戦略による販路拡大

神奈川県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｃａｃｈｅｔｔｅ 空き家を活用した統合療法サロンの展開

神奈川県 株式会社湘南マリーナ スタンドアップパドルボード事業への進出に伴う施設改装

神奈川県 株式会社エウレカ 正月・ひな祭り・イースター向けイベント菓子の企画開発

神奈川県 株式会社バイオクロマト 『前処理なし質量分析サポートデバイス事業化』の為の展示会出展

神奈川県 ｂｉｋｅｐｏｒｔ 都市型新店舗の追加と社内ロジスティクスによる販路開拓

神奈川県 有限会社ケイ・エス・ケイ製作所 ＮＣ旋盤加工機でのメートル台形ネジへの対応と販路拡大

神奈川県 リングハート 飲食店（レストラン）向けブライダルプロデュース事業の販路開拓

神奈川県 朝日印刷紙工株式会社 アートとグラフィックデザインを活用した「デザイン個展」の開催

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 新規事業「コマーシャルソング作成」の湘南地区での販路拡大

神奈川県 Ｐｒａｎａｖａ　Ｌｉｆｅ 独自カウンセリング・プログラム開発と新規ホームページ開設

神奈川県 株式会社アゴラインターナショナル 食品業界での新風呼び起こし隊新提案事業。

神奈川県 ｓｈａｍｓ（シャムズ） 海外への販路開拓と商材不足解消による既存顧客満足度アップ

神奈川県 Ｕｒｂａｎ　Ｆｕｔｕｒｅｓ　Ｌａｂ 最新の建築ソフトの習熟・オンライン、オフライン両方での販路拡大

神奈川県 ＳＯＧＡ株式会社 燃料触媒、鉛バッテリー再生触媒を使用した経費削減ソリューション

神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス 顧客拡大を増進させながらコストカット　新営業スタイルの実現

神奈川県 ちがさき整体クリィニク 地元茅ヶ崎認知度アップ戦略　情報誌・看板・名刺による広告宣伝

神奈川県 株式会社リンクス 軽油代替燃料の配達小売事業

神奈川県 有限会社富塚豆腐店 豆腐おからハンバーグ等お惣菜・弁当の生産強化と販売促進

神奈川県 株式会社和楽 展示会を活用したネットとリアル店舗の融合販売方式の確立。

神奈川県 パン食堂はるひ 夜営業の強化とケータリング事業への参入による新規顧客開拓

神奈川県 ＩＫＥＡｎｉｍａｔｉｏｓ ４Ｋ対応格安ハイクオリティコマ撮りアニメーション販路開拓

神奈川県 寿司割烹すずき 医師への高級デリバリー弁当の開発と販路拡大

神奈川県 女性専用整体院ココロモ 新メニュー追加・リラックス空間づくり・広報強化による販路開拓
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神奈川県 寿屋酒店 純米酒専門のホームページ制作及びＦａｃｅｂｏｏｋページ開設

神奈川県 お菓子工房サラ 認知率・入店率向上のための店舗外観改装による新規顧客の開拓

神奈川県 有限会社ジュエリー工房藤 ブライダル商品販売強化のための若者向け店舗看板づくり

神奈川県 有限会社アンドリアン 秦野名物「弘法山ピーナッツクリーム　ブッセ」販売

神奈川県 有限会社エドヤ 補聴器の良さを広く告知し、新規顧客を獲得する

神奈川県 株式会社ＳＡＵＮＡ リユース事業の自社販売（買取）サイトの制作による売上拡大事業

神奈川県 株式会社鎌倉蓮 看板やショーケース等の設置による認知度・集客力アップを目指す取り組み

神奈川県 将星国際特許事務所 サウンドロゴ商標登録の新市場における新規顧客開拓事業

神奈川県 シェケンタロウ 店舗改装及び看板設置による販路開拓事業

神奈川県 株式会社エンジョイワークス ウェブサイトとパンフレットによる「スケルトンハウス」の販路拡大

神奈川県 徳元整体 待合室拡張により、妊産婦さんとお子様連れの方の安心と健康に貢献。

神奈川県 鎌倉佳人 自社ホームページによる通販顧客へのデジタル＆アナログ広告での深耕開拓

神奈川県 アクティブ株式会社
車椅子使用者や高齢者等の外食弱者に対応した、店舗バリアフリー化による
販路開拓

神奈川県 有限会社稲村亭
ブランド力向上のためのパッケージデザイン一新及び通販サイトのリニューア
ル

神奈川県 株式会社クローネ 小売店向けポータルサイトの作成および商品カタログの改定

神奈川県 鎌倉彫二陽堂 新商品開発、ＨＰ・パンフレット・ロゴの制作による販路拡大

神奈川県 ブーランジュリーカルヴァ
通販商品「プラチナ・クロワッサン」生産販売拡大のための業務用冷凍冷蔵庫
導入事業

神奈川県 株式会社銀の鈴社
カタログ作成による、ミュージアムグッズ部門の販売力強化と販路拡大事業の
実施

神奈川県 有限会社ホテイ産業研究所 ブランディングを主とした地域密着型の広告と展示会出展

神奈川県 有限会社リンクコンサルティング 何度も足を運びたくなる、店内改装（お得・快適面談ブース）による販路開拓

神奈川県 株式会社メルカード・ポルトガル 通販受注システムの刷新およびギフトパッケージの新規作成

神奈川県 株式会社Ｉｍａｇｉｎｅ 低糖質シリーズのテイクアウト・ネット販売用商品の開発

神奈川県 合同会社サンダースポーツ
アウトドア・スポーツマーケットへの販促プロモーション事業とその材料となるド
イツで

神奈川県 Ｌｕｈａｐｅ ＥＣサイトリニューアルと自社販売サイト構築による海外販路の拡大

神奈川県 盛華園
カラーチラシ印刷、店舗壁紙、スクリーンロール刷新による既存顧客、新規顧
客創造

神奈川県 株式会社ヘリオス 環境技術のアジア市場への訴求：破砕機のアジア市場販路開拓

神奈川県 株式会社シー・ユニオン 高級志向・簡便化志向向けパッケージ改良による新規顧客開拓

神奈川県 三富染物店 予約不要で大漁旗の染付体験を可能にする設備導入と広告宣伝

神奈川県 公海 高齢者向け贈答品開発による販路の拡大

神奈川県 有限会社オクト 『美容院を髪の病院に』の実現のために…講習説明会の開催

神奈川県 株式会社京和 普及率の高い羽毛布団を再利用するリフォーム事業の継続・拡大

神奈川県 ミクロ吸盤応用研究所 カラーレーザー出力用ＬＥＤ光拡散フイルムの市場開拓
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神奈川県 石丸商行有限会社 ホームページによる販路開拓とＤＭでの買換促進、販路拡大

神奈川県 株式会社クフウシヤ 獣医師向け「動物医療器具」のＷＥＢ販売システム構築による販路

神奈川県 えいごのあそびばハッピールーム 英語教室における情報発信力の強化および新規顧客システムの開発

神奈川県 ルビーデザイン プロから学べる☆初級者向けデザインワークショップ新規事業

神奈川県 エバーグリーンカフェ株式会社 菓子工房設置によるテイクアウト販売体制作りおよび売上強化

神奈川県 ＫＯＫＯＲＯＰＯＲＴ　ＴＲＡＤＩＮＧ イタリア製インテリア雑貨の販路開拓に向けた展示会への出展

神奈川県 株式会社マハロ 幸せで健康的な身体作りを支援するリラクゼーション事業の実施

神奈川県 株式会社トモエレクトロ ダイレクトレスポンス販促物による精密電子部品の再生事業の拡大

神奈川県 フクヤマ画廊 フクヤマ画廊「大絵画市」の開催による市内新規マス顧客の開拓

神奈川県 株式会社松本地盤技研 国内・海外の新規顧客獲得に向けた戦略的ホームページ作成

神奈川県 ｎａｒｕｃｏ　Ｃａｆｅ カフェでハンドメイドという新しい価値観の提供とネット販促活用

神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 健康志向ニーズを据えた玄米・地元農産物のネット販売と促進

神奈川県 らーめん一番ぼし らーめんなのに美と健康？懐かしくて、あったかい新時代へ

神奈川県 株式会社ヨシ・ウェブ・サービス 「簡単更新システム」のスマホ対応化を通した新規顧客開拓事業

神奈川県 ヘルスロード株式会社 自然食品を贈答品に昇華させる取り組み

神奈川県 有限会社ＭＹＪホーム 空室を埋めたいオーナーと引越したい高齢者を結ぶ架け橋事業

神奈川県 株式会社サーテック 地域活性化を狙った業界慣例打破による取引先拡大

神奈川県 有限会社今村仏具店 仏具と防災グッズを合わせた安心・安全の新商品で販路拡大

神奈川県 有限会社信濃屋牛山酒店 新規顧客獲得の為のデジタルサイネージ導入事業

神奈川県 燕商店 日本人顧客増加に向けた飲食サービス及び、認知度向上策

神奈川県 コガスクール 「新規生徒獲得のための宣伝広告の充実」

神奈川県 栄養サポートネットワーク合同会社 動画配信による管理栄養士スキルアップセミナー集客強化事業

神奈川県 個別指導塾ＬＥＡＤＥＳＴ 夏期講習時期に合わせた生徒募集策の実施による地域浸透化の実現

神奈川県 鳥一番 地元が支えてくれた３４年におもてなしと地元酒蔵の情熱で恩返し

神奈川県 ともえ コロッケ等のお惣菜の店頭販売による新規顧客獲得

神奈川県 エクストコム株式会社 ＪＡＸＡと共同開発した変調波レゾルバの認知度向上と拡販策促進

神奈川県 有限会社寿美吉 「高齢者ニーズに対応した店舗環境改善及び新メニュー開発事業」

神奈川県 株式会社ＣＯＣＣＯ 話題性！！巨大なやきとり立体看板の設置で集客力ＵＰ！！

神奈川県 タクカフェ 時間帯別メニューの開発・販路開拓による閑散時間帯の活性化

神奈川県 有限会社篠崎薬粧 いつまでも美しくありたい貴女のための美容講習会と店づくり

神奈川県 はりきゅう院紗会 女性とこどもが安心して来院できる鍼灸治療の啓蒙事業

神奈川県 有限会社ダイコウ 屋根・外壁塗装の勉強会の企画・開催
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

神奈川県 富澤行政書士事務所 相続・遺言を中心とした士業合同無料相談会の実施による地域貢献

神奈川県 和工房　ひより 地元食材と地酒を使った料理イベントの開催と人材登用

山梨県 遠藤米穀酒類店 葬儀用供物「ドリンクフラワー」（意匠登録取得済）の販路開拓

山梨県 ジュエリー　ホセ　マリア ジャパンジュエリーフェア２０１５への出展・新規取引先の開拓

山梨県 空海 商品の迅速な提供と回転率の向上を図る機械装置等の購入。

山梨県 ガーネットファンズ
『ガーネット専門店』のＷｅｂサイト再構築と広告・パンフレットによる新規顧客
の開拓

山梨県 株式会社昇公 展示会への出展と自社商品を使用した「新しい食べ方」の提案

山梨県 株式会社ウイッシュ メンズ、レディース用キャスト組立型ネックレス開発、販売促進用ＰＯＰ

山梨県 セブンフルーツ山梨株式会社 顧客データの収集とリストを活用した新鮮果物の販路拡大

山梨県 ケイカンパニー有限会社 甲府近隣御高齢の方々向けの「美と健康」推進・浸透プロジェクト

山梨県 ナチュラルグレース有限会社 動画と連動したスマホ対応ホームページで出張者・観光客を集客

山梨県 山崎織物株式会社 ギフト市場における富士桜工房ブランドの販売促進

山梨県 株式会社そらのした 外国人旅行者向けのレンタル登山用品の受注体制整備と販売促進活動

山梨県 なだや株式会社 県内外展示会出展による販路拡大と取引先へのＨＰによる情報提供

山梨県 エクィップ株式会社 小口ユーザー向け、２ｔ車サービスカーによる出張タイヤサービス導入

山梨県 ｔｅｅｎａ　ｆｌｏｗｅｒｓ エクステサービスを紙媒体やＨＰで発信することによる新規女性顧客の開拓

山梨県 ポークライスショップ 気軽に立ち寄れるバル形態のディナー営業開始と店舗改装

山梨県 有限会社テンジン リネン織物のセミオーダー製品の展示会出展による販路開拓

山梨県 株式会社長田興産 富士山麓で、田舎暮らしを希望する人向けのプロモーション活動

山梨県 株式会社前田源商店 自社オリジナルブランドの統一感のあるパッケージの開発

山梨県 有限会社権正畳店 下請けから個人客へ。高品質畳と和のトータル空間の提案発信。

山梨県 有限会社羽田忠織物 自社ブランド製品の販路開拓のための展示会出展

山梨県 パソコン教室ｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｓｔｅｐ プログラミングによるこどもパソコン教室の認知拡大と集客

山梨県 有限会社富士エコトープミニアム 省エネ体験展示スペースオープンによる省エネ住宅販売促進

静岡県 株式会社メディカルプロジェクト 高齢者住宅・在宅向けの見守りセンサーシステムの販路開拓

静岡県 株式会社アートプランナース 江戸文化と「江戸しぐさ」をコンセプトにした旅行事業の拡大

静岡県 川京 座敷テーブルセット設置による高齢者のお客様の顧客化への取り組み

静岡県 株式会社Ｅｕ－ＢＳ（ユービス） 白金ナノ粒子業務用除菌剤の効率的・効果的な営業体制の構築

静岡県 ＢＣ留学ステーション ＷＥＢを最大限に活かす留学プログラムの販売システムの確立

静岡県 清栄コンピュータ株式会社 印字検査機「プリントチェッカー」の販路開拓

静岡県 株式会社石川総研 低温調理器の自社ブランドを確立する販促ツールの作成

静岡県 株式会社シモムラアレック 仕上がりにこだわるプラモデルファンに向けた製作工具の開発
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

静岡県 ファクトリープライム有限会社 火気使用が困難な屋内外での金属製品の溶接修理

静岡県 株式会社小島康平商店 「顧客のニーズから逆算した」本山茶ブレンド茶の普及と販路拡大

静岡県 株式会社エピ 「デザイン・アートフラワー」の認知と動画配信による販路拡大

静岡県 株式会社ｅｍｒｉｋｉ シニア層に向けた終活動マガジン「月天心」の発行

静岡県 薬陽園 オリジナルハーブティーの開発及びネット活用による販路開拓

静岡県 有限会社コスモグリーン庭好 ゆるキャラグランプリ参戦による「うなも」関連商品の全国展開

静岡県 篭定釣具店 ネットコミュニティツール活用によるオリジナル釣具の販路拡大

静岡県 株式会社丸守 濱松豆富の販路開拓、販売促進

静岡県 ふくしえん社労士事務所 介護業界に特化した人事制度策定塾の開設

静岡県 株式会社フレックスマム 「落ちない看板」の認知度を高めるための販促・ＰＲ活動

静岡県 株式会社　ゴトー理研 最初の一歩を刻んだメモリアルファーストシューズの販売

静岡県 有限会社アイディール シニア犬向け原材料にこだわったペットフードセミオーダーの販路開拓

静岡県 川ます 高齢者の笑顔を増やすうなぎ料理店を目指した販路拡大事業

静岡県 有限会社豊岡クラフト 高度な組木技術を用いた女性向け木製バックの販路開拓

静岡県 おしゃれ工房Ｙｏｕ友 シミ抜き技術の告知。綺麗にできなければ代金頂きません！

静岡県 株式会社ピアックス
ピアノ鏡面塗装技術のＰＲ強化を通じた当社ブランドイメージ向上による販路
戦略の展開

静岡県 アトリエＲＯＢＥ 団塊の世代をターゲットとした個別指導型洋裁教室の販路拡大計画

静岡県 株式会社ワルツ 地域中小企業向け新卒採用業務代行のパッケージ化と販路開拓

静岡県 株式会社祭すみたや ＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯ　ＰＡＲＩＳへの出展による欧州での販路開拓

静岡県 カフェコローレ 地元食材で作る本格パスタソースの製造開発とインターネット販売

静岡県 株式会社ジャパンエコテック 日本初の洗えて運べるアラウンダーポンプの販路開拓

静岡県 株式会社メーワテック 女性が安心して呼べる女職人～水廻り修理から女性工事人の育成～

静岡県 大野ビジネスサポート事務所 ゲーム感覚で取り組めるカードを用いたビジネス研修の受注拡大

静岡県 ブラウニーギフト オリジナルラッピングツールによるギフトの販路促進

静岡県 Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　ＳＵＲＦ 陸トレーニングスクール、オリジナルサーフボードの販路開拓

静岡県 手づくりパンひらの 店舗に視線を集める看板、魅力や情報を発信する立て看板の設置。

静岡県 株式会社サン・ラファエル 食品疑似ケーキ及びシューラスクの開発と販路拡大事業

静岡県 株式会社エコア 蓄電池付ソーラーＬＥＤ災害対応型照明ＳＯＬＡＲｉＳの販売拡大事業

静岡県 昭和楽器製造株式会社 映像と音による音楽の街浜松と昭和楽器製造のハーモニカＰＲ

静岡県 株式会社ｏｄｉｃｋ デザイン的付加価値をつけた間伐材バリケードの販促活動。

静岡県 株式会社食文化倶楽部 ２０代～４０代女性をターゲットにしたオリーブオイル魅力発信事業

静岡県 株式会社丸源竹内組 省エネ対策工事に特化したワンストップ事業の広報・販路拡大
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

静岡県 がやがや 地元食材料理の「新鮮で美味い！」が視覚的に伝わる販促物の制作

静岡県 株式会社コンセイユ 静岡県へのＵ・Ｉターン転職を希望するエンジニアの採用支援事業

静岡県 有限会社　宮本肥料店 一般家庭向け肥料のパッケージ開発による販路開拓

静岡県 株式会社真琉貿易 輸出販売事業とバンニング事業の一体化提供による新規顧客獲得

静岡県 山坂工業有限会社 オーダー自動計測機の販路拡大に向けた営業ツールの開発

静岡県 レクラマリアージュ 海外ブランドの新規開拓とそれに伴う店内改装と宣伝ツールの作成

静岡県 株式会社川崎石材商店 消費者ニーズに対応した低価格霊園の企画・販売・営業活動の実施

静岡県 株式会社朝日鉄建 住宅販売シリーズの開発・顧客発掘

静岡県 アンジュローブ アルカリ温泉水を使用した新商品の開発及びカフェ事業の展開

静岡県 メルティンポット 自社製添加剤の開発、販売、付加加価値付サービスの提供

静岡県 株式会社ニューハレックス アジア圏ランナーを対象とした海外展示会を通じてのテーピングテープの販売

静岡県 株式会社ＧＴ　ＣＡＲプロデュース 「軽キャンピングカー専門部品」の広報・販路開拓

静岡県 デザインスタジオ株式会社 地域を守る繋げる～相談できる寄り合いの店づくり

静岡県 アロマサロンコキリ 腸セラピーのサロン導入と普及

静岡県 有限会社ツルヤスポーツ店 店舗外観をリニューアルし、集客力の強化を図る

静岡県 お菓子工房Ｓｏｎｏｋｏ ホームページ作成、新パッケージの製作等による全国展開

静岡県 株式会社玉華堂 新たな銘菓開発のための顧客調査事業

静岡県 リゾートホテル“Ｍ倶楽部” ３世代（乳児・両親・祖父母）旅行の新規受け入れ事業

静岡県 ミラコロ
本当に大切な人と過ごす「大人のウェディングパーティー」の販売ツール製作
事業

静岡県 有限会社西島木工所 多様化する供養のスタイル、手元供養の試作と新提案

静岡県 株式会社　福屋百貨店 新規顧客開拓のための店舗改装と陳列レイアウトの刷新

静岡県 山上水産株式会社 おかず感覚でパンに塗るジャム「シーフードジャム」の販売促進

静岡県 道原石油有限会社 「茶キ茶キスプレー」の販路開拓

静岡県 株式会社ｓｕｎｎｙ　ｖｏｉｃｅ 手触りの良い高級男性用下着の主要都市への販売網の確立

静岡県 まるましらすや 新商品の販売促進と生産性アップの為の加工場拡張工事

静岡県 株式会社沖友 「沖縄産・静岡発」海ブドウを藤枝市から本州へ販路を拡大

静岡県 株式会社キマルスペース 販売促進に係る店内外改装と広報事業等による新規販路拡大

静岡県 有限会社ゑび寿亭 「富士の国ゑび寿亭」のブランディングと商品開発・販路開拓

静岡県 有限会社ミヤジマ ・春のわくわく菜園フェア

静岡県 有限会社フレスコ 究極の個室型集中力アップデスクの試作・開発・販売促進

静岡県 名倉メロン農場 温室カフェの魅力ＵＰ！とお土産メロンスイーツ開発

静岡県 だいこん亭 飲み屋イメージから料理屋イメージへの転換
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

静岡県 有限会社スルガヤ商店 高齢者向け介護用品及び日用品の宅配ビジネスの販路開拓。
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採択事業者リスト

岐阜県 結の舟 長良川の若手漁師による川魚を活用した六次産業化の実現

岐阜県 宇野カバン店 インターネット広告等の活用によるランドセルの販売促進事業

岐阜県 株式会社ＩＴｒｅａｔ 新商品「ＩＴサポートサービス」の顧客獲得

岐阜県 株式会社Ｕ－ｕｐ 発達障がい等の子どもむけ専門家庭教師事業の広域顧客開拓事業

岐阜県 ８０８　ＪＡＰＡＮ リピーター顧客の獲得と新規客開拓ツールの改善事業

岐阜県 有限会社おきなや総本舗 外国人向け和菓子作り体験事業強化のための洋式トイレ設置

岐阜県 株式会社泉屋物産店 自社ＨＰリニューアルと、外国語メニュー・リーフレットの作成

岐阜県 パティスリーニコ 店舗移転に伴う広告並びに包装資材制作

岐阜県 Ｒｅ－Ｆｅｅｌ 新規顧客開拓とサロン改装事業

岐阜県 株式会社ネクスト名和 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 株式会社桐山 ゲリラ豪雨、水害被害対策製品「止水板」拡販事業

岐阜県 ラ・パティスリーりぼん デコレーションのオリジナルパッケージを作り販売数増加を目指す

岐阜県 株式会社バディプロダクション 広告宣伝サービスと通販サービスのＷｅｂ広告

岐阜県 ペンギンブーツ ブランド力向上と新規顧客開拓のためのモノづくり市出店事業

岐阜県 有限会社金川五十四ビル ミニスペース「やながせ倉庫団地」の開設と入店を高める販促

岐阜県 株式会社Ｇｒｏｗｉｎｇ デイサービス・接骨院の近隣の認知度向上と新規利用者開拓事業

岐阜県 なまずや県庁前店 新規客獲得のための広報と顧客定着のためのトイレ改装事業

岐阜県 モアビルメンテナンス株式会社 新市場（介護付有料老人施設）に対する居室清掃サービス展開事業

岐阜県 有限会社カプリス チーズを主体としたスイーツのテイクアウトとテラス席増設事業

岐阜県 株式会社ミユキデザイン リノベーション事業の開発・サービス提供と販路開拓

岐阜県 株式会社ビースタイルファクトリー ランチメニューの開発と営業開始による集客力強化事業

岐阜県 株式会社長良川観光ホテル石金 高座椅子・座卓の導入によるテーブル会食の拡大とＨＰでの広報

岐阜県 三敬株式会社 我が社のブランドの知名度アップして、売り上げを増やすこと。

岐阜県 ｎａｉｌｓａｌｏｎＬｉ－ｆｒａ ３０代から４０代をターゲットとしたネイルサロンのＰＲ

岐阜県 ウェディングプロデュースｃａｎｏｗ オーダードレスの製作による販売促進事業

岐阜県 ディスポート株式会社 岐阜市観光サイト制作

岐阜県 敷島珈琲店 敷島珈琲店におけるリピーター客獲得及び新規顧客開拓事業

岐阜県 エステティックサロン空間スタヂィオ 顧客満足度をあげるための機器導入と新規獲得のための広報活動

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 既存のホームページの大幅なリニューアル

岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家 自社製味噌の使用開始に伴う煎餅の包装デザイン改変とネット通販

岐阜県 有限会社福田屋 地域密着発信型染め屋のＨＰリニューアルによる販路開拓

岐阜県 株式会社理想精密 炭素繊維複合材における高精度加工技術の販路開拓

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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岐阜県 株式会社ＯｎｅＬｉｆｅＢａｓｅ 販路開拓の為の広告・宣伝事業。

岐阜県 株式会社ハヤシ電器
看板設置及びチラシ配布による自社サービスの認知度アップ事業（販路開拓
事業）

岐阜県 株式会社のはら家電 看板設置及びチラシ配布による自社サービスの認知度アップ事業

岐阜県 有限会社大橋量器 新商品ＨＡＫＯＭＡＳＵとインテリア雑貨商品などの販路開拓

岐阜県 Ｓ有限会社 新顧客層開拓！エクステンションで変身プロジェクト

岐阜県 有限会社恵比寿 「飛騨高山そばの実ぷりん」「特製めんつゆ缶」の販売強化事業

岐阜県 ルナソル株式会社 アクアリウムセラピー（水槽レンタル）事業の販路開拓

岐阜県 魚幸 昔ながらの魚屋事業と魚屋の手作り弁当販売開始による販路開拓

岐阜県 株式会社ひだ高山総合事務所 ホームページ開設と不動産無料査定による不動産取引業の活性化

岐阜県 株式会社ゴーアヘッドワークス 集客広告と事業主へのデザイン勉強会開催による販路開拓事業

岐阜県 飛騨高山よしま農園 農園直売店舗新設による顧客の利便性確保と販路開拓

岐阜県 Ｆｒｕｉｔｓ　ｃａｆ´ｅ　ＬＵＰＯＳ 顔の見える農家さんの果物を使った商品とギフトパッケージの開発

岐阜県 オフィスコトノハ株式会社
女性起業家向けコミュニケーション講座の企画とスマホサイトを活用した販路
開拓

岐阜県 株式会社ジフロ 動画共有サイトを利用し、当社の映像を定期広告する計画

岐阜県 ｃａｓｈｉｃｏ＊　ｃｅｒａｍｉｃ　ｗｏｒｋｓ 試作用小型電気炉導入事業

岐阜県 有限会社ゼルポティエ 心和むデザイン重視で生活雑貨の商品開発と販路・売上拡大事業

岐阜県 株式会社Ｒｉｓｅ ファミリー婚需要に対応した店内フロアと陳列什器の改修

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ 地域の企業と連携した活動で、地域に根付いた店舗づくりを進める

岐阜県 株式会社オートライン 安心・安全・良質なカーライフを提供する車検の販売促進強化

岐阜県 有限会社寝装のわた勇 「オーダーメイド枕、敷きふとん」販路拡大のための陳列什器設置

岐阜県 有限会社アイファクトリー 潜在顧客の掘り起しとその固定化事業

岐阜県 有限会社文昌堂 顧客ニーズに対応する為の商品撮影サービスによる販路拡大

岐阜県 ｔｉｅ　ｈａｉｒ ４０～５０代の『髪のドクター』を武器とした顧客獲得の為のＰＲ活動

岐阜県 有限会社かさや 『若返り』をテーマとしたリ・ストア

岐阜県 古民家宿＆カフェ陽がほら
ホームページ（ＰＣサイト）のリニューアル、新規スマートホンサイト製作、およ
びイン

岐阜県 清水屋酒店 地域資源とヴィンテージワインを活かした集客

岐阜県 有限会社一山製陶所 次世代型耐熱鍋「セラ・キュート」の一般消費者販路開拓事業

岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 『おろし上手』のブランド構築と食器以外の新分野への企画開発

岐阜県 陶磁器卸商カネワカ商店 ４ヶ国語表示による外国人向け和陶器カタログの製作

岐阜県 神明モータース有限会社 アレルギー患者乗車に適応した自動車クリーニング事業

岐阜県 みづの酒店 高齢者のための店内改装及び移動販売ＰＲ事業

岐阜県 有限会社イズワークス オリジナル陶磁器商品のブランド力強化事業
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岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 「麹を使った甘酒」の製品化及びネットショップ販促事業

岐阜県 株式会社見谷陶器 特殊機能を持った新素材陶器の販路開拓事業

岐阜県 ミヤケ写真館 外出困難な高齢者や多人数に対する出張撮影と写真教室の拡大事業

岐阜県 三喜屋靴店 高齢者の足元から健康を支える靴屋の出張訪問等による販路開拓事業

岐阜県 株式会社中央ビジネス
新規顧客層の発掘と地域活性化を目的としたパーソナル文具販売拡充の為
の店舗改善

岐阜県 有限会社日本料理　鳥安 あったか弁当の出前と看板ライトアップ販売促進事業あったか弁当

岐阜県 嵯峨乃や ＧＥＴＡＬＳ（五本指下駄）の健康文化産業界への新規参人

岐阜県 とこや十字路 『頭皮ジム』育毛システム強化プログラム

岐阜県 株式会社土田屋呉服店 地域密着型呉服店の販売促進事業

岐阜県 株式会社クンダ無線 取扱商品・新サービスＰＲ事業による新規客開拓

岐阜県 ワコールショップ　グー 「訪問販売・買い物送迎車」活用による買い物弱者の買い物支援

岐阜県 株式会社日本温浴研究所 高齢者など弱者に向けて転倒防止に配慮した店舗改装事業

岐阜県 ヘアーフォルムオンダ 老若男女が居心地よい空間を実現させ、集客力向上を図る

岐阜県 ＶＡＬＩＳＥ　ＢＡＧＥＬ（ヴァリーズベーグル） パッケージを含めた商品開発、販路開拓・拡大と作業効率向上

岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ 高価格帯の付加価値の高いグッズ開発と新規顧客開拓

岐阜県 御菓子司　大島屋 伝統の味を守り、顧客に支持される和菓子屋への展開

岐阜県 株式会社ライフテック 工場・店舗向け屋根の遮熱対策新工法の販路開拓

岐阜県 ｍａｎｏ　ｍａｎｏ タウン誌への広告掲載による新規顧客獲得と分かり易い店舗作り

岐阜県 株式会社エコア舎 小麦アレルギー対応商品（グルテンフリー）で贈答品市場へ参入

岐阜県 Ｐｉｌｉｌａｎｉ 来客店ニーズ対応ならびに集客力向上に向けたトイレ改修事業

岐阜県 大幸住宅株式会社 地域に愛される“地場工務店”のカタチ創り

岐阜県 おそうじ本舗各務原蘇原店 ハウスクリーニングの周知

岐阜県 有限会社なん天 地産素材を使ったオリジナル万能ソースとソースグルメの販路開拓

岐阜県 有限会社八松堂 集客効果を高めるパンフレット作成・チラシ印刷

岐阜県 ヘアーメイクパーソナル トータルビューティサービスを周知・浸透させるＰＲ活動

岐阜県 ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社 『魔法のスカートハンガー　スカットちゃん』の販路開拓と拡大

岐阜県 伊集院まさ盛有限会社 岐阜からあげ「マヨ唐チキン」普及のためのイベント出展事業

岐阜県 加藤電気愛岐ヶ丘店 リフォーム事業周知大作戦

岐阜県 山川酒店 【今すぐ欲しい】に応える新規顧客獲得通販システム導入

岐阜県 メリ・メロ 様々なシーンに対応する個室の設置と体に負担の少ない椅子の購入

岐阜県 七田チャイルドアカデミー　可児教室 ０才児・１才児に入室いただくための販路開拓

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 若年層の販路開拓のためのホームページへのリニューアル
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岐阜県 株式会社ＯＡビジネスサポート 業種別開発システムのカタログ作成、配布による販路拡大

岐阜県 Ｊ．ＫＥＲＤ株式会社 新しいスタイルのポイントカードの導入企業・店舗の開拓

岐阜県 デゾーロ　ヘアーアンドラブ 「ライフスタイル×ファッション性のあるヘアスタイル」をＰＲ

岐阜県 有限会社礎 「チラシと看板作成で地域の潜在顧客の獲得」

岐阜県 ＺＥＡＬ（ジール） 「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

愛知県 株式会社ユメココ 社会で輝きたい女性応援「ユメココプロジェクト」広報推進事業

愛知県 ジェミニデザイン 顧客満足の高いジュエリーリモデルを実現するための仕組づくり

愛知県 株式会社近藤印刷 アニメ市場に向けた学生との新商品開発と東京市場への販路拡大

愛知県 有限会社タチ紙器工業 オンデマンドプリントの高級化粧箱の販路の拡大

愛知県 有限会社アイディック 花粉の入らない花粉症用メガネの開発、販売

愛知県 株式会社ＧＵＴＳ 未就学（小学生以下）の発達障がい児向け幼児教室の開校

愛知県 ＨＡＲＲＹ　ｈａｉｒ ヘアサロンのサードウェーブ！ユニバーサルデザインと高付加価値

愛知県 合資会社大矢蒲鉾商店 おやつにおかずに最適！ＷＥＬＣＯＭＥママ＆シニア事業

愛知県 株式会社ディッセターレ アロマを活かしたスポーツマッサージオイルの認知と販路の拡大

愛知県 伊藤米穀有限会社 新触感！栄養満点！子供に食べさせたい和スイーツで集客アップ

愛知県 株式会社児玉塗装 ショールームを活用した来店型営業で受注件数を２倍にする事業

愛知県 株式会社イシダナゴヤ マグロを容易に計量、固体識別する秤システムの試作と販路開拓

愛知県 整体＆ヨガｓｏｖａ 癒し・ストレスケアとしてのヨガと手技療法の融合による顧客開拓

愛知県 有限会社山征 電気料金削減業務事業

愛知県 秋葉商事株式会社 高齢者向宅配弁当の３食トータルメニュー開発・販路開拓

愛知県 元気でんき株式会社 中古エアコン販売事業による建設業から小売業への進出

愛知県 スタイルイノベーション株式会社 中古住宅仲介と複数のリフォーム会社が連携するポータルサイト

愛知県 株式会社ブリッジエンジニア 航空機エンジニア向け英会話教育事業

愛知県 株式会社サンケン 「老朽化排水管の復元機能付ステンレス鋼板補修工法」の販路開拓

愛知県 バースデーチキン 新しい誕生日ギフト「名古屋コーチンのバースデーチキン」の開発

愛知県 Ｉ－ＭＡＫＥ名古屋名東校 Ｉ－ＭＡＫＥ名古屋名東校のサービス内容を知って頂くための宣伝

愛知県 オフィスオオシマ 新規地域開拓及びインターネット広告による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＵＦテック 航空機・他輸送機器の新材料ＣＦＲＰ加工に伴う新工具開発のＰＲ

愛知県 株式会社シナジー 「女性のための治療院」集客及び継続促進３ｓｔｅｐプラン

愛知県 有限会社ゑぐち お客様に価値・感動を提供する和装バッグ・草履のお誂え加工ＰＲ

愛知県 株式会社月安企画 名古屋型友禅で染めた石底布生地で作るバッグ等の政策と販路開拓

愛知県 キラキラママプロダクション 売上アップの為新会員の増強と企業等との関係強化をはかる
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愛知県 飛田司法書士事務所 起業家応援！スタートアップ、全力バックアップ！！

愛知県 株式会社やくだちや アウトレット（＝Ｂ品・ハネモノ）食器を活用した飲食店支援事業

愛知県 ワールドギフトコーポレーション 新たな顧客管理システム導入による新規顧客創造と顧客満足向上

愛知県 プレゼンジャパン グローバルに活躍する為の子ども対象「声・話し方講座」ＰＲ事業

愛知県 有限会社ｂｅａｕｔｙ　ｐａｒｆａｉｔ 「子どもの個性と才能が伸びる」インテリア見本帳の作成

愛知県 リラクゼーションサロンフルーレット ダイエット＆ボディメイク「スリムデトックス」開発・販路開拓

愛知県 有限会社ウォーターベル 自社開発の建材・福祉リハビリ・杖ご利用者環境製品の販売促進

愛知県 内川設計事務所 新築及び改築住宅の販路開拓

愛知県 有限会社小川屋米穀店 買い物弱者を救え！「米屋のおにぎり」プロジェクト

愛知県 有限会社葵サンサン カバン職人育成のための塾生獲得及び小ロットＯＥＭ生産事業

愛知県 ことばこ 小学生に自立型学習を提供するため宣伝・広告・新規塾生獲得

愛知県 行政書士法人優総合事務所 終活支援事業

愛知県 合同会社マイ・マザー
女性によるトラガール（女性トラックドライバー）用仮眠カーテンの開発・販路開
拓

愛知県 有限会社エンビ 女性の夢を実現する、「早く」「安く」「爪を傷めない」ワンデイネイルの展開

愛知県 株式会社イーヤス 企業向けのリラクゼーションサービス全国展開への広報ＰＲ大作戦

愛知県 辻冷機工事有限会社 ご遺体保管冷蔵庫の販売と付随工事の販路開拓

愛知県 カムサ株式会社 売上げ構成５０％にする人材育成コンサルティング事業の企画開発・販路開拓

愛知県 ＣｈａｔＮｏｉｒ（シャノワール） オリジナルブランドのＳｉｌｖｅｒ　Ｖｉｎｅの新商品制作＆販路開拓

愛知県 ブライトハート 新ツールを用いたパーソナルカラー診断講座のＰＲ事業

愛知県 株式会社クラフトワーク 『理美容品の安定仕入れを行い　持続的な経営を行う事業』

愛知県 株式会社アイキューブテクノロジ 自社開発・画像処理機能内蔵カメラの海外販路開拓

愛知県 株式会社ドリームポケット キッチン・カーによるクレープ移動店舗ＦＣ加盟店の募集

愛知県 アサ倉工業株式会社 会社案内、サンプル帳の整備とホームページ開設による売上拡大

愛知県 株式会社美和乃輔 おもてなし満足度をあげ、地域に愛される飲食店創造プロジェクト

愛知県 ＣＨＩＰＳ 年長者、情報弱者、外国人をターゲットとした商品カタログの制作

愛知県 レイズペットセレクション株式会社 ペット用品でもクールジャパン！日本製ペット用品の海外輸出

愛知県 株式会社大伸製作所 プロジェクターを用いた金型商談ルームの新設による販路拡大事業

愛知県 シアターカフェ 新規客の来店増加のために認知度向上施策を実施する事業

愛知県 橋本司法書士事務所 新たな常識。相談者の法律問題にずっと寄り添うホームローヤー。

愛知県 有限会社デジタルリサーチ 燃料電池関連の新しい定期刊行物の普及拡販及び新規ユーザー開拓

愛知県 株式会社ネクスト ＡＲ（次世代広告媒体）活用サービス事業の広告宣伝

愛知県 ステンダース名古屋
『女の子をＨａｐｐｙにする会社』にする会社作り　女性の『やってみたかった』を
叶
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社伊藤彰産業 地域での認知度を向上させて新規販路開拓をする事業

愛知県 美容室マリオネット まつ毛エクステンション用の個室への改装と新技術メニューの広報

愛知県 藤工業株式会社 ＰＣＤ（ダイヤモンド）耐摩耗治工具の早期市場認知と販路開拓

愛知県 ｊｅｗｌｏｗｅｒ魔法のフラワーアクセサリー 成人式髪飾り販路拡大・商品サービスの強化・スクール事業開講

愛知県 ＤＩ 外出の困難な方へ、ご自宅で「訪問カットサービス」事業の販路開拓

愛知県 Ａｖｅｎｕｅ　ＨＩＧＡＳＨＩＹＡＭＡ 最新ヘッドスパ導入による、新規・既存顧客の売上ＵＰ

愛知県 やべ鍼灸接骨院 新たなサービスとして「薄毛施術」に対応するための院内改装

愛知県 Ｄａｙ　Ｓｐａ　ａｐｉｓｈ ４０代後半から５０代くらいの新規顧客獲得のための新規事業

愛知県 ダイヤテック株式会社 切断砥石『切れるンジャー』の新規拡販と認知度向上

愛知県 有限会社大須賀商事 ＩＳＳのサンプル設置で認知度・売上アップ事業

愛知県 株式会社エルデザイン 当社オリジナルシャンプー・トリートメント等の商品販売促進事業

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 【岡崎上里本店のリニューアル及び販売促進の強化】

愛知県 有限会社榊原 高品質の三河帯芯の高付加価値化と見本帳の充実で販路開拓事業

愛知県 有限会社鈴村米穀店 カルゲン玄米だんごの販売による販路開拓事業

愛知県 合資会社池田屋 ところてん・こんにゃくの消費者への直接販売の確立、強化

愛知県 プレゼン・プラス株式会社 分析機器業界特化型動画制作パッケージの販路開拓

愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ 設備投資による眼鏡調製の精度向上と技術力の宣伝のための事業

愛知県 有限会社原田電工社 電気工事の「レスキュー・なんでも工事」で販路拡大・下請脱出

愛知県 グローバリッシュ ＴＯＥＩＣ対策専門スクール：スコアが上がらない方の駆け込み寺

愛知県 スプラッシュ キッズ＆ＯＢ、ママのための店舗リニューアル

愛知県 株式会社フィット・プラス 「想い出プロジェクト」の展開による販売促進活動の実施

愛知県 株式会社リベルタス ＷＥＢ販売強化とスペイン専門展示会で一般・業務販売の販路拡大

愛知県 株式会社三方よし 仏壇リフォームのビフォーアフター機（デモ機）と広告倍増で受注ＵＰ　事業

愛知県 フィットネススタジオリバー パンフレットや設備投資で結婚式に向けた新規コース設立

愛知県 美ＴＲＥｘ 教室増室と販促強化による新規生徒開拓事業

愛知県 安心創企株式会社 監視カメラのユーザー開拓及び、監視カメラの認知度向上事業。

愛知県 キラリ 新たなスパメニュー「オーガニックスパ」の提供と顧客開拓

愛知県 グリーンロゼット 新たなダイエット向けの商品開発と顧客開拓事業

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 介助者の負担を軽減する介護用移乗リフトのデモ機製作と拡販

愛知県 株式会社ブランテ 店舗外観イメージと視認性の向上による新規客・生徒の獲得

愛知県 有限会社神谷商店 大型看板を設置し、新規顧客の獲得を図り新規雇用に繋げる事業。

愛知県 株式会社Ｎｉｎｅ’ｓ 無地Ｔ－シャツの開発、販売開拓
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 フロックス 機械に左右されない独自のエステメニューの発信で新規顧客を獲得

愛知県 ＣｌｅａｒＨｅａｒｔ 新規女性客の集客可能な広告媒体作成と高級感のある環境作り事業

愛知県 株式会社Ｆａｒｍｅｒｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｊａｐａｎ ママさん手作りフルーツキムチのオンライン通信販売

愛知県 株式会社アエ・テルン スマホ対応のホームページとポップ型看板による集客アップ事業

愛知県 有限会社林美建 業界初の“住宅ローン解決祭”による新たな顧客層の開拓

愛知県 株式会社イマージュ広告 ホームページの作成による販路拡大・イメージアップ事業

愛知県 治療院ハレノヒ 治療院インターネット対策による集客力アッププラン

愛知県 株式会社ジェラートサンタ 新規顧客の取込・既存顧客の来客頻度向上を図る店舗販売強化事業

愛知県 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ ロコモの予防を行う少人数制フィットネスジムの集客・売上アップ

愛知県 株式会社ナツメ別館 トイレのバリアフリー化で地域住民が安心して集える場の提供

愛知県 株式会社イチハシスタジオ スマホ対応のＨＰ作成によるＬＥＤイルミネーションの売上アップ事業

愛知県 有限会社光田屋 快眠のご提案と“体験できる”売り場づくりで集客力アップ事業

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 塾・習い事・児童クラブの融合「学習クラブ」のＰＲで売上アップ

愛知県 オザキ整骨院 「患者集客向上」のための広域広報事業

愛知県 丸金渡辺商事有限会社 趣味のパッチワークをいかす“手作り防災クッション”の企画開発

愛知県 リラクゼーションルームＲ シアセルマスクール顧客拡大事業

愛知県 有限会社フルーツクリエイト 品情報のタイムリーな発信と顧客分析による顧客満足度の向上

愛知県 エコウットテック有限会社 可変性の高いエコット工法の魅力を伝える提案型営業体制の構築

愛知県 有限会社エッグ とんかつ専門店の「強み」を伝える看板制作による集客アップ計画

愛知県 有限会社アクト電気 電気の地産地消を実現する蓄電池と太陽光発電を組合せた営業展開

愛知県 オフィス菰田 就業規則作成等労務コンサルティング業務拡大計画

愛知県 有限会社ＣＳプランニング 問合せが増える「動画」と「ホームページ」の制作

愛知県 Ｒｅａｌ　ＣＡＳＩＴＡ
若年層の販路拡大とお客様へトータルビューティーを提供するための脱毛の
導入

愛知県 株式会社大羽ミシン ミシンを使用した手芸教室を通じ地域の活性化を図る事業

愛知県 株式会社アーキＨＩＬＯ 高齢者特化型新築注文住宅の広告戦略による認知度と販路開拓

愛知県 有限会社再生計画 植物活性液「ピュアグリン」の販路拡大するための展示会出展事業

愛知県 中国料理慶華楼本店 和式から洋式へキレイなトイレでイメージアップ。高齢者や女性の顧客獲得

愛知県 Ｈａｉｒ’ｓ　蒼 顧客満足度アップのための店内改装と認知度向上のためのＰＲ事業

愛知県 イナバヘアワークス 理容室には少ない『女性専用個室』で顧客満足と新規客獲得

愛知県 髪処Ｕ 幅広い層にエイジングケアを広める広報活動

愛知県 株式会社いわいハウジング 地域型ブランディングによる集客システムの構築

愛知県 ブライダルサポートＤｏｏｒｓ愛岐 新規会員様用、独自イベント付きリーフレット作成と情報発信
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社蘇東電機商会 家電屋さんから脱皮！「住まい暮らしのまるごとサービス」の提供

愛知県 イタリア料理ベルコルノ ラテアート販売に関する外部認知向上と、教室開催、通販の拡充

愛知県 ＡＢＣｔｅｘ 新製品の販路開拓のための展示会出展事業

愛知県 ラ・エスペランサ 地域を支える４０歳代を中心とした働く女性に対する認知活動事業

愛知県 日本料理　江美 快適に「和ウェディング」を利用していただくための内装の充実

愛知県 株式会社矢田モータリング 輸入車を中心とした２４時間引き取り出張車検事業

愛知県 ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 高品質な豆を使用した「オフィスコーヒーサービス」の実施。

愛知県 株式会社アイロン 「問題集作成システム（ドリラー）」の体験ホームページの制作

愛知県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｃａｆｅ　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 空きスペースを有効活用した子育て支援並びに顧客拡大

愛知県 電子出版社ハッカドロップス 世界に向けて安価で楽しく自己表現が出来る、電子出版事業の展開

愛知県 ビストロプティル 介護者、要介護者に優しい、駐車場のバリアフリー化。

愛知県 株式会社ｙｕｋｏ－ｎｅ 頑張る主婦の方々とそのお子様に憩いの場を

愛知県 小金屋 コンクリート工事関連の資材・工具のインターネット販売事業

愛知県 株式会社アツシ タイヤチェンジャー導入による作業時間短縮と顧客満足度の向上

愛知県 合同会社オフィスグローカルズ 海外資産の遺言作成・相続サービスの構築と、広報

愛知県 有限会社エグロン 若い女性に自慢のオムライスを食べてもらうために看板を刷新

愛知県 楽山 若年層を中心に、新規顧客の増加を図る

愛知県 焼肉はやかわ バリアフリー化にともなう顧客獲得の為の事業

愛知県 有限会社新鮮市場いせや 新たな惣菜商品として、シニアメニュー・生活習慣病メニュー開発

愛知県 宮下ファーム チーズ製造施設整備と宣伝広告事業

愛知県 有限会社米祐商店 餅・赤飯・おこわ・おにぎりなど米飯加工品の製造販売

愛知県 株式会社まるたか水野コーポレーション 展示場リニューアルとその告知チラシカタログの寺社への配布事業

愛知県 陶華 ３０～５０代女性向けアクセサリーの商品開発と販路開拓

愛知県 有限会社アージュインターナショナル 中国のネイルサロンへのＪＡＰＡＮ品質のネイル用品輸出事業

愛知県 ｔａｌｏ－Ｋ ワークショップ開催回数増加とオリジナル商品で知名度アップ

愛知県 彩り工房優 ポーセリアンアート制作教室の運営

愛知県 オフィス・キャラバンサライ 家族写真撮影サービスにおける新規販路開拓と新商品開発

愛知県 喜楽　梅むら 歴史を閉ざすな！狙うは新規女性客！そのためのＰＲ事業

愛知県 有限会社ライフ・オオナカ 水廻り商材を軸としたリフォームの販路拡大

愛知県 鳥静 内臓肉を使用した惣菜商品販売に向けた店舗作り

愛知県 有限会社石黒商店 変わり種えびせん是蔵　直営店開店及び自社サイトの開設

愛知県 太田哲也司法書士事務所 「相続財産承継のワンストップサービス」の販売促進
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社カネモふとん レンタル寝具の新規顧客開拓　～三代目老舗専門店の強みを生かして

愛知県 カネイ接骨院 若年層に向けたトータルフットケア事業の販路開拓

愛知県 稲葉製綱株式会社 遊具メンテナンス事業の新市場開拓～テーマパークＥＸＰＯ出展

愛知県 株式会社ＧＯＬＤＥＮ　ＡＧＥ 新商品開発及び御贈答用のパッケージ作りとネット販売網の構築

愛知県
株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ　ＣＯＦＦＥＥ　ＦＡ
ＲＭ

産地、品種に左右されない魔法のコーヒー豆のさらなる販売促進

愛知県 末広ライフパートナーズ株式会社 団体保険の割引制度のＰＲおよび販促活動。

愛知県 トータルビューティサロン　ドゥーフェイス 理美容業界における禁断の薄毛問題とその対策

愛知県 ｈａｉｒ　ｉｍａｇｉｎｅ　ｐｓｙｃｈｅ 販促ツール・予約システム付ＨＰの制作による競争力強化

愛知県 さぬき路 ＳＮＳを意識した看板で売上ＵＰ！～看板で課題克服～

愛知県 豊川資源株式会社 非鉄金属顧客拡大事業

愛知県 美容室Ｃ．Ｌａ．Ｐ ホームページ作成後の販路拡大と求人対策

愛知県 デジタルバンクジャパン株式会社 相互ポスティングを活かした地元情報紙によるＰＲ活動。

愛知県 愛光屋花心亭 少人数対応可能な宴会場分割によるＣＳの向上と販路開拓事業

愛知県 サンダンス デッキスペース設置で新規客層開拓と売上機会損失の削減

愛知県 株式会社　サイドカー 中古スノーボード買取・販売を訴求する為の新規ＨＰ作成

愛知県 オーディオスタジオ 販路開拓（Ｂ　ｔｏ　Ｂ）の為の真空管オーディオ・フェア出展

愛知県 株式会社ドルフィンスクエア レトロ＆モダンなデザイン空間（部屋、ガーデン）の販路開拓

愛知県 株式会社亘陽 メタルレス車椅子・点摘スタンドのデモ用機製作

愛知県 リラクセーションサロンｆｌｅｕｒ 健康的に美しく痩せる！セルライトケア新サービス開始と広告展開

愛知県 有限会社長生軒　豊田プレステージホテル 多言語表記を含む、多機能を持たせたホームページ再構築

愛知県 株式会社バンブー苑 金魚が泳ぐ雨水タンクの販路開拓とマニュアル作成

愛知県 ｎａｉｌ＋ｃａｒｅ　Ｓｕｇａｒ　＆　Ｓｐｉｃｅ ・アイラッシュ

愛知県 株式会社ＴｏｗａＬｉｎｋ 「宅飲み」安らぎのひと時のための通信販売用商品開発事業

愛知県 株式会社ｈｕｇ＆ｌｉｎｋ 豊田市における高齢者世帯に対するペットシッター業務の販路拡大

愛知県 株式会社ＳＭＩＲＩＮＧ 移店に伴う、職員人材の確保　施設整備や広報活動による販路開拓

愛知県 井上自動車販売 トイレを増設。福祉分野に販路拡大

愛知県 ＰＵＮＣＨ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ ランチデリバリーの開始に伴うＰＲ事業

愛知県 そば処ほていや 「本物の手打ち蕎麦をご家庭で！！」プロジェクト

愛知県 株式会社鳥居造園 既存顧客を見直すことで、新規事業へ繋げる「リ・ガーデン」事業

愛知県 株式会社丸繁製菓 食べられる器「ｅ－ｔｒａｙ」を魅力化し、環境意識向上と笑顔創造事業

愛知県 株式会社一心舎 新しい「表現」の開拓による差別化事業

愛知県 着物の店ちた屋 レンタル新規商圏、若年層への販路拡大の為の宣伝ＰＲ事業
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 タナヲ屋呉服店 成人参り動画作成・ホームページ強化事業

愛知県 有限会社綿桂 高齢化社会における地域密着型寝具店の変革事業

愛知県 小笠原製粉株式会社 即席中華めんの新規既存チャネル・顧客への拡売促進事業

愛知県 テレフォンショップＪＯ’Ｓ スマートフォン体験；使い方教室！携帯料金節約術！

愛知県 株式会社クリーン商事 お客様が喜んで集まるクリーン商事（ダスキン）へチェンジ！

愛知県 有限会社三喜屋 サービスの見える化！「昼夜で異なる魅力のカフェ」ＰＲ事業

愛知県 株式会社丸杉 「産地を学ぶ」集客イベントの開催で販路拡大

愛知県 株式会社ＴＯＰ－ＲＩＳＥ こだわり鉄板料理による、大人の記念日・結婚式二次会獲得事業

愛知県 株式会社イヨダホーム 西三河地域でハイブリッド住宅２型の新規顧客を獲得する広告宣伝

愛知県 東海エコ工業株式会社 電源不要！「エコ自動ドア」の製品改良および市場創出事業

愛知県 テールファクトリー ジオラマの楽しめる鉄道模型専門店の認知向上による売上拡大

愛知県 桃源楼 「四川料理（麻婆豆腐等）ＰＲによる顧客開拓＆弁当販路拡大事業」

愛知県 メガネの杉友 最高峰の職人技術をご自宅で！大手眼鏡チェーンとの差別化事業

愛知県 ＣａｆｅＬＡＴＴＥ（カフェラテ） ギフト商品開発で売上アップ大作戦

愛知県 カイロイズム腰痛バスター安城 新規メニュー導入をＰＲするチラシ配布等による新規顧客開拓

愛知県 Ｅｎｃｈａｎｔ 新商品開発を店舗改装とパンフレット紹介による新顧客開拓

愛知県 株式会社伊藤商店 伝統食材鰹節の魅力ＰＲによる既存顧客の強化と新規顧客の開拓

愛知県 ロミロミサロン　Ｋａｙａｓａ 三河初！アロマキャンドルオイルを活用したロミロミ需要開拓事業

愛知県 ＴＡＫＯＹＡまんぷく 「新コンセプトたこ焼き」の普及促進による手土産市場の獲得事業

愛知県 有限会社エムエヌエバーコーポレーション 「新商品ドリップコーヒーによるエバー珈琲販路開拓事業」

愛知県 百百ちゃんぎょうざ 商品特性を活かしたインターネット販売強化による新規顧客開拓

愛知県 株式会社アイエーシー 乗換＆紹介キャンペーンと特典付与で顧客開拓

愛知県
ブライダルエステと上質エステの「ｎａｔｕｒａｌｉｖｏｒ
ｙ」

新メニュー「妊活エステ」でリピート客へ誘導！全身脱毛で新規客獲得！

愛知県 株式会社金魚屋 ネット時代の高齢者買い物支援と新規顧客開拓

愛知県 プランエイチ株式会社 新規顧客獲得のためのショールーム化　改装事業

愛知県 ＡｑｕａＲｅｖｕｅ（アクアレビュー） 水槽レイアウトの情報発信による販路拡大

愛知県 株式会社ＷＥＢサービスＩｉｄａ デザイン講座促進による新規顧客開拓

愛知県 さとまち接骨院 ピラティスや骨盤矯正をＨＰ作成により紹介し新規顧客開拓

愛知県 有限会社明誠館 新教育システム「高校受験コーチ」のＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 林帯芯工場 帯芯の販路開拓に向けた工場見学会の開催およびＰＲの実施

愛知県 Ｒｏｃｋｅｔ　Ｔｈｕｎｄｅｒ ワールドビールに対する認知・周知活動・販路拡大

愛知県 東海特許事務所
ウェブページの多言語化・モバイル対応・デザイン改新による海外顧客獲得拡
大事業
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社太田自工 お客様のあらゆる車関連の要望に迅速対応可能な店舗改装事業

愛知県 有限会社松屋商店こめ蔵パトス 来店客増加に向けた海外米及び地元ゆるキャラとのコラボ商品開発

愛知県 合資会社坂辰商店 顧客拡大のための寝具フィッティングコーナー改装計画

愛知県 朝日園製茶工場 利益率向上を目的とした、直接販路獲得のためのＰＲ力アップ事業

愛知県 コスモＥＭタウン 口コミ宣伝による販売促進のためのマンガ冊子の作成と配布

愛知県 株式会社小岸屋 ＤＩＹに取り組む方向け自社工房の設置による来店客増加への取組

愛知県 株式会社山吉 三河帯芯生地と本染めの技術を活用した雑貨類の販路拡大

愛知県 株式会社ガーデンポット デザイン提案型展示場の新設工事

愛知県 平坂丸富（菓匠　富貴） ＊西尾産抹茶を使用したロールケーキの開発、それに伴う店舗改装

愛知県 株式会社たかはら 体圧測定器を利用した「オーダー枕・マットレス」のＰＲ事業

愛知県 三河タイヤ 大型ショベルタイヤを出張先で迅速なパンク修理。

愛知県 まつだ整骨院 安全・簡単・効果的で楽しい機能改善運動による売上拡大。

愛知県
社会保険労務士ひらやま年金・労務綜合事務
所

給与計算のＩＴ革命。小中規模事業者向け「すっごい楽になる」給与計算システ
ム提供

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ燦－ｓｕｎ－（スタジオ　サン） 「Ｓｔｕｄｉｏ燦－ｓｕｎ－」のホームページ、パンフレット、プロモーション用ＤＶＤ

愛知県 カテキン堂 新規顧客獲得で売上増加を図るための新商品ＰＲ事業

愛知県 石川建材株式会社 地域貢献に向けた会社案内作成による新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社酒井設計室 個人住宅部門でのマーケティング・提案・受注プロセスの高度化

愛知県 有限会社氷屋川久 直営かき氷店繁忙期における臨時店舗の開店

愛知県 有限会社いわま楽器 看板新設・広告による知名度アップと貸出楽器による教室運営強化

愛知県 日本ダイナミックス株式会社 生徒募集チラシ及びインターネットによる生徒募集媒体の強化

愛知県 株式会社トラント ＬＥＤ電球の製品開発と自社製品及び電子部品のネット販売

愛知県 有限会社ファーム 看板の新設・紙媒体の活用による地元地域の認知活動、販売強化

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ禅－７９３８ アーユルヴェーダサロン（インド医学に基づく健康サロン）の周知

愛知県 中華そばはる樹 オヤジもお嬢さんも満足、また来たいお店力アップ計画

愛知県 株式会社さくら総合サービス 高齢者に特化した新規顧客獲得のためのチラシ宣伝集客事業

愛知県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ★Ｂｒｏｔｈｅｒ６９
ファミリー層獲得の為の周知ＰＲ強化　移動販売での販促強化及び店舗誘導
の垂れ幕設置

愛知県 株式会社エイジレス ストラップ普及による地域活性化を目指す新規開拓

愛知県 ベルエアー株式会社 ウェブ制作の要件定義と運用工程の強化、商圏拡大による販路開拓

愛知県 セイ行政書士事務所 ≪終活イベント≫と販促物で新規顧客獲得

愛知県 株式会社ケイエーシステム 製造業向け３Ｄプリンターセットの販路開拓

愛知県 メキア加藤商会株式会社 移動広告及び店舗でチラシ広告による廃車依頼強化

愛知県 有限会社小川　きものサロンやまき 近隣地区へのチラシ配布によって、当社のサービスを広告
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 エモーショナルマネジメント ＨＰを使った新たな販路開拓

愛知県 株式会社カラフルコンテナ ミニコンテナ「ＨＡＮＡ・ＬＥ」（離れ）の販路開拓

愛知県 岩井印刷 販路拡大のためのニーズへの対応と業務プロセスの改善

愛知県 寝窓工房ユーキ株式会社 体型測定システムを用いたオーダーメイド枕の広告宣伝

愛知県 福住美建 エアコン・ハウスクリーニングによる生活環境改善の提案による販路開拓

愛知県 歩み進学塾 成績向上を体験・実感してもらうための体験生・講習生募集事業

愛知県 メガネＢＯＸかなもり オーダーメイド補聴器の周知ＰＲによる販路開拓事業

愛知県 レストランクックハウス ファミリー、高齢者、女性に優しい安心で快適な店作り

愛知県 ピッツェリアマンジャーレ イタリアンモーニングカフェ《フォカッチャモーニング》の展開

愛知県 小弓鶴酒造株式会社 「移動販売車（ドラフトカー）による出張ビアガーデンの展開」

愛知県 株式会社オオイ みんなで気軽にゴルフを楽しみながら練習できるゴルフショップ

愛知県 いろり屋 自家採りはちみつ関連新商品の広報及びロゴ新デザイン投票キャンペーン

愛知県 からあげ！ごっち 唐揚げ専門店としてのブランド力向上と新規顧客獲得のＰＲ事業

愛知県 合同会社知多農場 バリアフリー化とオープンテラス設置による景観を生かす店舗作り

愛知県 東鮓共和店 幅広い客層に合わせた座敷スタイルへのリニューアル

愛知県 ＫＵＮＩ池田自動車販売 「見る」から「体感」へ！レーシングシュミレーター導入による顧客獲得

愛知県 有限会社オーシャンサイド・ジャパン キャラクター（「くまのがっこう」）公式ショッピングサイトの再構築

愛知県 ばんの行政書士事務所 あなたのアイディア打ち上げます！事業による新規顧客獲得

愛知県 座間経営支援事務所 「女性が輝く日本」シングルマザーの創業応援プロジェクト

三重県 有限会社内山製陶所 おひつとカメ（梅鉢）の販売促進による通年商品の売上確立

三重県 ワカショクワカヤマショクヒン 無着色、天然着色料にこだわった洋菓子店の販路拡大

三重県 有限会社エフティーデザイン ２０１５年秋冬アパレル合同展示会ｒｏｏｍｓ出展による販路拡大

三重県 有限会社藤総製陶所 四日市萬古焼の新製品「出汁鍋・出汁ポット」の新市場開拓事業

三重県 株式会社アクト 自社生産による良質な「薪」販売と環境と体に優しい「薪ストーブ」の普及

三重県 ミヤマ燃設商会 高齢者などの買い物弱者支援として積極的に灯油を移動販売する

三重県 造家工房・亀井
坪５０万円！伝統工法建築の家「ビタミンハウス」のＨＰリニューアルによるＰＲ
と新規

三重県 株式会社チューブ 小規模デイサービス生き残りをかけ、男性利用者獲得大作戦

三重県 丸英陶器株式会社 近隣の企業様の販促品や個人様の贈答品を展示した小売部門を作る

三重県 清水屋軍団合資会社 店舗改装及びイベント出展による新規客獲得と継続的来店の促進

三重県 ５５カフェ オーブンで調理する中高年層向けのメニューを充実して収益を向上す事業

三重県 有限会社大台 少年少女が大人になっても行きたくなる店作りマーケティング

三重県 贈り物本舗じざけや有限会社 女性、高齢者をターゲットとした珈琲豆の拡販事業
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

三重県 下津醤油株式会社 女性力を活かした商品開発と直売（通信販売）での販売拡大

三重県 十字屋 シューケア用品と講習ＤＶＤをパックにした靴磨きサービス

三重県 有限会社ヒラ観光 カフェサンチェのトータルイメージのデザインプラン作り

三重県 臼井織布株式会社 海外展示会・外国人観光客向けパンフレット作成事業

三重県 さん喜ち 多くの産地との取引実績を生かし、鮮度管理、解凍技術で売上向上

三重県 ボノボ ビスケットネックレスの若者世代及び外国人観光客向け販売促進

三重県 株式会社あかり屋 地域密着型施設による地域の魅力発信と新たな顧客獲得事業

三重県 自家製麺讃岐うどん中村屋 創業期からの脱却！安定した集客と『讃岐うどん』の定着を図る

三重県 炭火焼肉しらぎ苑 店外ライトアップ・フローリング改修による店舗イメージアップで集客促進

三重県 ＴＭＪ高校部 理系に強い塾としてのイメージの認知を高めることで売上を向上

三重県 有限会社福和 「グットらくらく」で歩き姿を美しく、足・靴のお悩みに朗報です

三重県 みて株式会社 伊勢茶の海外市場での嗜好ニーズに合わせた新製品の開発と販路開拓

三重県 ブロッコリ 後継者育成に効果的な、『催事出店強化』と『出店ブースの充実』

三重県 ウイングロード株式会社 故人の尊厳を配虜し、培った技術の湯灌で人々を癒す事業

三重県 株式会社イワキコーポレーション 「イワキシリーズ」のレシピ開発とプロモーション展開

三重県 ＭａＤＥＵ 三重県指定伝統工芸品のウエディングドレスによる商圏拡大

三重県 伊勢くすり本舗株式会社 伊勢みやげとしての『萬金丹』等の伊勢伝統薬の地元顧客回帰

三重県 株式会社そらゆい 新規顧客獲得と販路開拓のための『商談展示会』への出展

三重県 麺工房柿右衛門 バリアフリー化とそば打ち体験コーナー設置による顧客増大事業

三重県 株式会社酒徳昆布 進物需要を囲い込む専用ツールによる売上の拡大と平準化

三重県 有限会社ふらんす 洋風化時代の流れにそった新伊勢みやげの販売力強化とアピール

三重県 株式会社ウェザイン 新事業による自社のウェディングサービスラインナップ拡充のＰＲ

三重県 株式会社メディアコア デジタルサイネージを活用した、広告・宣伝事業の展開

三重県 株式会社真夢農和 農家の女性７人ではじめた農家レストランとこだわりの加工食品の販促

三重県 リンドヴィルム まつ毛への施術とヘッドスパ導入でトータルビューティーを実現

三重県 インノースデザインオフィス デザインを活用し、お父さんの「仕事部屋」提供と起業支援で経営安定

三重県 中山酒造株式会社 自社の個性的な日本酒を首都圏と三重県でＰＲ及び販売拡大

三重県 遺品整理終活支援　アーリア 「終活」の周知とセミナーを活用した新規顧客開拓事業

三重県 パワープロ住健 住宅外壁塗装事業の主力化、及び地域シェアの拡充

三重県 有限会社快楽亭 催事弁当の販売による新規顧客の獲得と既存客のリピート率向上

三重県 ハウスプランナー 徹底したチラシＤＭ戦略で既存顧客の深堀と新規顧客開拓

三重県
松阪腰痛センター井坂カイロプラクティックオ
フィス

電動式椎間板用カイロプラクティックベッドで新規患者数を増やす
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

三重県 三重マルシェ 松阪市原産地呼称管理制度第一号認定松阪赤菜の漬物を全国販売

三重県 Ｊｏｉｅ 商品リニューアルに合わせて開業後４年目にして初めての外部発信事業

三重県 株式会社みろく 空き家管理サービスの立ち上げに伴うＰＲ事業と販路開拓

三重県 サンエイケミカルカンパニー ショールーム・ホームページで獲得した顧客を対象にリフォーム市場の開拓

三重県 株式会社山下鶏園 鮮度の良さをウリにした高付加価値品の開発と商品パンフレットで販促

三重県 有限会社牧野商店 新たなターゲットに向けた新食感蒟蒻の新提案及び販路拡大

三重県 株式会社ウェルフード 糖尿病・生活習慣病患者様向け低糖質プリンの開発・販路開拓

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ 顧客獲得のための広告製作・配布、単価アップのため機器購入事業

三重県 床屋　まえだ お顔そり美容法・ヘッドスパの認知度アップと新規顧客獲得

三重県 株式会社　宮崎建築事務所 空家マッチング事業の為のリノベーションモデルルーム整備

三重県 行政書士佐藤のりみつ法務事務所 許認可業務と民事業務の専門ＨＰ立上によるウェブサイトでの広告

三重県 有限会社ラベンダー 「アパレル小売業と本格的な写真撮影スタジオの融合」事業

三重県 やすなが整骨院株式会社 新商品「寝具・寝返りマットレスの試作・開発」事業

三重県 桑名米商株式会社 新たな米生産者との直接取引開拓による販路拡大プラン

三重県 桑名電装株式会社 自社の技術・品質水準を宣伝する製品パンフレット・ＷＥＢの制作

三重県 株式会社Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 「お客様持ち込みカー用品の取付け新サービスＰＲ事業」

三重県 ＷｉｓｈＨａｉｒ 診察室で生まれたドクタークリニカルケアでアトピー肌改善集客！

三重県 藤本会計パートナー 高齢者の不安を解消する「相続対策サービス」による顧客開拓！

三重県 株式会社保田商店 東京青山で行う「桑名もち小麦」収穫祭開催による知名度向上

三重県 有限会社千代田園芸社 お庭女子にお任せ、庭の手入れが楽になるお庭リ・デザイン

三重県 和菓子工房まっちん 伊賀産米粉を使った「まっちんクッキー」の開発・販路開拓

三重県 トラットリアイルテルノ
“特別な夜はイルテルノへ”ディナータイムの楽しみ方のご提案とＰＲ活動の強
化

三重県 ロカヴォア株式会社 ・受託加工ノウハウの蓄積による満を持してのＢｔｏＢからＢｔｏＣ直販への転換

三重県 大平畳製造所 看板設置による広報・集客活動による競争力強化事業

三重県 株式会社一六プロダクション 国内外消費者への販路開拓のためのインターネット事業の実践拡大

三重県 有限会社カネタ産業 地元材（尾鷲ヒノキ）を活用した商品開発・販路開拓

三重県 株式会社堀口建築設計 民間企業・個人向け構造計算、耐震診断、耐震補強サービスの新規

三重県 スイーツリングカフェ
２０歳代後半から４０歳代の女性客をターゲットとした新ランチメニュー開発とＰ
Ｒで集

三重県 森のレストランアーチ 地元食材の燻製とワイン・クラフトビールを中心としたディナー営業開始。

三重県 鴨企画合同会社 空き家を広告とＨＰで募集し整備して子育て世代を中心に入居者を募集

三重県 有限会社美さき・美さき旅館 新たな宿泊スタイルの提供と自社宿泊予約システムの構築

三重県 かめや 明確なコンセプトの打出しとインバウンド対策で客室稼働率ＵＰ！
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

三重県 理容まえだ 男性、女性問わず「自分らしく美しく年齢を重ねる」美顔エステ！

三重県 有限会社珍海堂 「縁起もの貝しぐれ３点セット」で百貨店ルートを新規開拓。

三重県 お好みはうす好きやねん 地元食材の「あわびステーキ定食」が女性観光客の胃袋を鷲掴み。

三重県 海辺の宿うえじ 「現役海女・漁師の宿　インバウンド消費を取り込む販売促進」

三重県 ミュゼア　遠藤 地産原料スイーツ＆パンの商品開発による売上ＵＰ事業

三重県 向井ふとん店 三重県の伝統工芸「市木木綿」の魅力を伝えて集客力アップ計画
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福井県 株式会社中村加工所 手軽に出来る窓の遮熱・紫外線・西日対策サービスの販路開拓

福井県 ウメダ機械 店舗改装による一般客取込強化と林業関係者の情報交換の場の提供

福井県 スキット株式会社 少部数（１００部未満）に特化したポケットフォルダーの販路拡大

福井県 越前ソバテリア お蕎麦屋さんのガレットカフェ事業

福井県 加畑水産株式会社 ＰＯＳシステム導入による顧客管理・販促の実践と作業効率の改善

福井県 株式会社ハニカム・リテーリング Ｗｅｂ販路開拓と高品質ブランドへの転換

福井県 有限会社グラヴィ 新サービスメニュー、新商品の導入による販売促進事業

福井県 呉服のさか井 親子３世代着物管理システム「みんなのタンス」事業実施および販促

福井県 有限会社小林畳工業 洋間にも手軽に合せられるオーダーメイド畳の販路開拓事業

福井県 株式会社森健 サンプル帳作成による販路拡大とリピート対応向上事業

福井県 家庭教師のオアシス 教師の評価を閲覧できる家庭教師マッチングサイトの開設と販路開拓

福井県 有限会社イッセイホーム 既存ホームページを再構築し、需要創出特化型ホームページの作成事業

福井県 株式会社横山工藝 高メッシュの製版を異業種へ販路開拓するサイトリニューアル事業

福井県 ハッピーフラワー 企業の福利厚生用バースデーフラワーギフトの開発と販路開拓

福井県 有限会社　朝倉プラン 上下掛け替え可能な老眼レンズ付偏光サングラスの販路開拓事業

福井県 ハローサービス 空き家管理サービスのＨＰシステム構築・広告宣伝・販路開拓事業

福井県 株式会社ケンコウ 「折りたたみができる拝敷のインターネット等を活用した全国販売」

福井県 株式会社ブリッジ 個人および少人数レッスン用等研修に向けた対応による顧客開拓の実施

福井県 株式会社ライティングアース ＬＥＤ高照度軽量薄型看板・フレキシブル高照度看板の販路開拓

福井県 天たつ 「越前仕立て汐うに」の欧米への販路拡大事業

福井県 有限会社あまから 「簡易吐瀉物処理セット『ノンパニック』」の販路開拓

福井県 株式会社プロデュース ボクシィー新規会員増加推進事業

福井県 焼肉家優 幻の焼肉！短角和牛・杜仲茶ポーク・あじわい林檎ポークの普及

福井県 有限会社　アネックスホテル福井 屋号リニューアルによる新ブランドの立ち上げとウェブサイトによる販路拡大

福井県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＴ 空き家リノベーションによる不動産事業のＰＲ強化

福井県 株式会社宗近 中高年向け　自宅で食べられる本格八割そばの販促・販路開拓

福井県 クリーニング　ヤギ 高級衣類に絞ったテキスタイルケアサービスの販売促進

福井県 セデイ ワンストップ靴修理サービスの販売促進と店舗改装事業

福井県 婦人服フクダ ハイミセスファッション専門店としての知名度向上および販売促進

福井県 株式会社ＨＬＭ 認知症カフェ（認知症介護相談事業）の開催による販路開拓

福井県 株式会社湯本商店 ＷＥＢ販売の強化のための物流管理体制（受発注業務）の構築

福井県 白山経営
森林切だし後の林地残材を活用したバイオマスチップ、ペレットの製造、展示
販売

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

福井県 有限会社広晴 漆器・漆グラスの開発・販路開拓

福井県 美容室アンジェ・ドゥー 市内で唯一の認定技術と最新設備の相乗効果による販路開拓事業

福井県 リメイク
寺院仏閣に使う特殊洗浄剤の開発販売。金箔の洗浄や艶だし剤、金具の洗
浄剤や仏具の洗

滋賀県 串揚げ三昧　ｈｏｎｏｂｏｎｏ 滋賀産食材の良さを活かした創作串揚げのＰＲによる新規顧客開拓

滋賀県 幻の中華そば加藤屋県庁前もり～んの章 顧客の“ワクワク”を高める『自社デザイン』店外サインへの刷新

滋賀県 ＣＡＮＢＥ リゾートファッションに特化したオリジナル商品の開発・拡販

滋賀県 安心コンサル有限会社 住宅ローン見直しコンサルティング業務の販路・業績拡大

滋賀県 Ｎｉ７ 働く男性に癒しを与える個室理容室の認知度向上による顧客開拓

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｄｏｃｔｏｒ　ＡＬＭＡ 『ＡＬＭＡ』ヘアケアサービスのポテンシャルアップと広報活動の徹底

滋賀県 株式会社ロジ・ウエイズ ギフト通販における差別化された物流を生かしたギフト商品開発

滋賀県 株式会社タグチ 犬用品ｗｅｂサイト販売促進事業

滋賀県 有限会社ふれあいサポート 高齢者の生活の質を高める浴槽座布団開発・販売システム構築

滋賀県 株式会社にっこう 通販事業拡大のための店舗設備導入

滋賀県 オランジュ合同会社 暮らしのお手伝いサービス、住宅改修工事受注の拡大事業

滋賀県 株式会社　やす井 英語版ホームページの作成でインバウンド客に日本の心を提供

滋賀県 有限会社吉田松蔵商店 新商品「位牌：囲み」開発、販売促進ツール製作、首都圏への販路開拓

滋賀県 有限会社彦根塗装 地元安心企業が行う住まいの悩み相談会開催事業

滋賀県 株式会社テクロム 自社開発・設計・製造製品の展示会出展による販路拡大

滋賀県 中川畜産 ネット通販とカタログの予約販売事業で小売販路を拡大

滋賀県 村井水産有限会社 自社主力商品「鮒ずし」を、地元中心の販売から全国・外国人へ展開する事業

滋賀県 ｅＮ ランチ営業による販路開拓

滋賀県 ＣＲＯＳＳｈａｉｒ×ｓｃａｌｐ 薄毛、ハリ・コシに悩む４０～５０代の女性を救うメニューのＰＲ

滋賀県 藤田工務店株式会社 地域密着、かかりつけ工務店のドブ板販路開拓

滋賀県 株式会社千紀園 抹茶菓子の包装資材のデザインを一新してブランドをデザインする

滋賀県 株式会社アイエムテイー 綿と弊社ＰＥＴを組合せた紡績糸サンプル顧客に無償提供。

滋賀県 株式会社横江ファーム 自社生産野菜の　ブランデイグ強化で　販売拡大

滋賀県 ぱん工房ｐｏｋａｐｏｋａ 地域の新しい住民に対する店舗ＰＲと安心・安全な店舗作り

滋賀県 近江牛ホルモン焼肉結～むすび 「各物メニューと居心地の良さで地元客に愛される焼肉店造り」

滋賀県 ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ ３０代・４０代を中心とした主婦が子どもと一緒に来店できるサロン作り

滋賀県 遠藤醤油株式会社 希少性のある手作りの醤油の配達販売強化による販路拡大

滋賀県 京滋ピアノ調律 スティムフュチャー（ｓｔｉｍｍｆｕｔｕｒｅ）の普及と販路開拓

滋賀県 三福商店 バリアフリー化にて高齢者の「憩いの場」の創造による利用促進。
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

滋賀県 ＤＯＧ　ＳＩＬＶＡ ３０～４０代女性のプチ起業支援を行うトリマー教室の認知度向上

滋賀県 京都宿泊寧々 晩婚・再婚の方向け結婚写真の撮影サービスの販路開拓事業

京都府 有限会社西デンキ “蛍光灯ひとつからの家電品”何でもお困りごと相談事業

京都府 田村ふとん店 コンサルタント寝具の販路拡大及び寝具リフォーム事業推進

京都府 株式会社ディー・メイクス 外国人および日本人観光客の着物体験・宿泊客増を促す販路

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ 英語検定試験対策クラスの新設

京都府 にほん酒食堂しずく 日本酒専門店における日本酒工程図ならびにパンフレットの作成

京都府 和次元滴や 外国人観光客向け男性用「袴」の試作と販路開拓

京都府 ブロシェット 男性の顧客を増やす販売促進

京都府 相川建工 独自開発「伸縮モルタル目地枠」の新規販促による潜在顧客の獲得

京都府 ジェイファニチャー有限会社 無垢で勝負　日本の伝統産業「お箸」へ新たな挑戦

京都府 丸染工株式会社 「男着物ガイドブック」のデザイン一新リニューアル

京都府 正尚堂 一般顧客向け着物販売力の強化を目的とした販売促進事業

京都府 株式会社中嶋象嵌 外国語パンフレットおよびＨＰでの情報発信による販路開拓

京都府 ギタープロショップグウィン 修理・改造「工房」から、商社機能も併せ持つ「事業所」を目指す営業活動

京都府 株式会社ブライダル・ポート 高品質、低価格結婚式をプロデュースする事による美容売上の向上

京都府 都舞手合同会社 きもの革命への大きな一歩～都舞手仕立の普及で街の着物姿を倍増

京都府 ＶＩＥＴＮＡＭ　ＦＲＥＮＣＨ　ＸＵＡＮ－スアン－ 当店オリジナルドリップバッグのベトナムコーヒーの商品開発

京都府 ヤスイスーパークリーン 店舗統合により「願うように衣類を甦らせる」衣類の総合病院へ

京都府 株式会社　絞彩苑種田 京輪出し絞り技法に特化した新商品開発と販路開拓事業

京都府 五明金箔工芸 「箔押し」実演を兼ねた修理相談会開催による市場開拓

京都府 有限会社アジルモーヴ 機器等の導入により、幅広い年齢層の男性顧客の新規獲得

京都府 ＩＳＯ茶房 新規ランチ開発、坪庭改造、宣伝強化による開店２周年記念事業

京都府 皆幸一番株式会社 おもしろポスター・カード・ＨＰを融合した企画広告の開発・販促

京都府 株式会社ジュネス 私立幼稚園～小学生のママをターゲットとしたオーダーサロン新設

京都府 マルトシ珈琲株式会社 家庭用コーヒーの小売商品開発販売

京都府 株式会社ミブ自動車販売 自社ホームページによる地域顧客の囲い込み

京都府 有限会社りんよ工房 「白井ベル」のパリ展示会出展とネット通販で高級自転車市場進出

京都府 長谷川商事株式会社 健康麻将教室における新サービス開始のための機器導入と宣伝広告

京都府 すまい家　ＴＡＫＡＭＯＫＵ工房 ホームページ作成による新規顧客獲得と販路拡大

京都府 株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 外国人観光客の販路開拓を目的とした多言語スタッフの臨時採用

京都府 株式会社フェリーチェ 「インディバ」によるブライダルエステのＰＲを強化する
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

京都府 プリムスフード株式会社 ライフスタイル市場をターゲットとした輸入食品の新規事業開発

京都府 株式会社カンバシ ホームページ作成による強みの強調、ネット広告による販路開拓

京都府 有限会社ボイスバーバー 地域の社会人男性に対する当店コンセプトの浸透と新規客獲得

京都府 株式会社らくよう総合研究所 事業再生領域のＢｔｏＣチャネル開拓の為のＷＥＢマーケティング

京都府 株式会社ＬＯＶＥＳ　ＢＡＧＥＬ 新商品開発とホームページの再構築・運営及びレジ袋の制作

京都府 田村寫眞館 ３０代家族連れの京都観光客をターゲットにした営業・広報活動

京都府 徳田印刷株式会社 「危機管理対策事業商品」の新商品開発及び販路開拓

京都府 株式会社ヤマザキ ベビー＆キッズＥＸＰＯの出展による新規販路開拓事業

京都府 小皿中国料理よかっと 安心・安全な店作りと、新規メニューの開発及び、顧客の新規開拓

京都府 株式会社京都造園 「匠の造園外構工事」普及推進・販路開拓

京都府 萬転 看板設置による地域顧客獲得と、地方顧客の販路開拓事業

京都府 株式会社ＫＡＨＡＬＡ 若者女性や観光客が短時間で気軽に学べる「町家デコ教室」事業

京都府 ウェルコ株式会社 「しょうが百花」の新規ユーザー開拓のための販促及び営業活動

京都府 学伸アカデミー 校舎改装とチラシ・パンフレット作成による新規顧客開拓

京都府 株式会社朝日商事 介護予防プログラム導入による販路開拓事業

京都府 大坪屋彦七 座敷の改装によるシニア層及び家族・団体の集客拡大

京都府 イロハデザイン 造園緑化事業の販路開拓、サービス内容の拡充

京都府 株式会社ＤＩＹＳＴＹＬＥ 世界一小さい道の駅「ミニの駅」生産体制構築と土産物販売事業

京都府 有限会社昇苑くみひも 伸縮可能な機能性を持った絹組紐の開発及び商品の販路開拓

京都府 有限会社み彌け 京人形の製作技術を活用した洋装品、室内装飾品等の開発

京都府 株式会社ナンゴー 旋盤加工における顧客ニーズに対応すべく新規雇用および販路拡充

京都府 イルチブレンヨガ宇治スタジオ 期間限定キャンペーン実施とチラシ・看板製作による新規顧客開拓

京都府 株式会社ロジック 最高級シェービングクリーム＆和アロマ消臭ミストの開発、告知

京都府 株式会社ライトウェイ 顧客の要望に応じた新製品の開発及び舗装補修サービスの展開

京都府 しん相ＰＲＯ城陽長池井上接骨院 しん相療法の認知拡大のための広告宣伝

大阪府 有限会社ビックバン ３０％増加した新規客の顧客化による安定経営実現事業

大阪府 丸福精肉店
「伊賀忍者」デザインをフル活用したイメージ戦略による、店頭でのギフト用「伊
賀肉」

大阪府 株式会社Ｅｔｅｒｎｉｔｙ フランチャイズ独立に伴う新エクステンション独自店舗の展開支援

大阪府 キューズ コーディネート型代理店チャネル開拓の広報・販促ツールの整備

大阪府 株式会社田中科学 新製品の化粧品の販路開拓・販売促進活動。

大阪府 株式会社ＵＳ建築デザイン研究所 設計事務所のノウハウを活用した不動産コンサル事業の販売促進

大阪府 株式会社　３ａｉｄ 食品に機能性表示の付加価値をつけ、販売促進を支援する共同事業
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社グリーンリーフ 整骨院のための目からうろこな講座動画配信で新規顧客の獲得事業

大阪府 ＦＰオフィスｗｉｌｌ 世界で１つのマネーブックの作成とセミナーサイトによる顧客開拓

大阪府 株式会社ｉ．ｌａｄｙ 働く女性を応援する家事代行ワンストップサービスの提供

大阪府 真田山法務事務所 空き家問題への法的サポート事業

大阪府 東洋整体クイック大阪心斎橋店 観光サイト立ち上げによる外国人観光客への販路拡大

大阪府 中野表具店 伝統と近代が融合した「和モダン」な掛軸・パネル等の製造販売

大阪府 株式会社Ｒｅ－ｆａ 店舗休業なしで椅子・ソファを張り替えることによる販路の開拓

大阪府 ユニアス株式会社 ワクワク体験！小学生ロボット簡単プログラミング講座

大阪府 株式会社シェアウィズ 充実したオンライン研修教材の受講生に対する販売

大阪府 株式会社繊維社 英語版ＨＰ　の作成と過年度の月刊「加工技術」の目次の翻訳

大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 ３Ｄ（立体物）スキャナを活用した、ＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ビジョンクエスト 「ドゥードゥルパンダ」のブランディング強化による販路拡大

大阪府 キヒラサービス株式会社 トイレリセット市場の創造とブランド強化・ＰＲ・新規取引開拓・販路拡大

大阪府 イデアルシーズ株式会社 一般消費者を対象とした新サービスの企画・提供・販路拡大

大阪府 Ｊａｐａｎｅａｓｙ 本サービス販路拡大のための広告宣伝活動等に関する事業

大阪府 カッフェチャオッペ 大型焙煎機の導入とネット広告の掲載に伴うコーヒー豆の販路拡大

大阪府 味力亭 高齢者・障がい者等の外出困難者向けデリバリーサービスの確立

大阪府 フローリストナナ 女性のキャリアアップを目指すスクール「ナナイズム」の認知

大阪府 株式会社あご匠松井商店 「お手軽粉末あごだし」の販路開拓と「あごだしつゆ」試作品製作

大阪府 株式会社六花 店舗改装による新サービス導入と顧客管理による集客

大阪府 株式会社スイーツラボ 飲食店向け冷凍ケーキ、カタログ送付による販路拡大

大阪府 株式会社グローバル・ビズ・ゲート ｅラーニング講座の新講座開発と既存講座の販路開拓

大阪府 クワハラ印刷株式会社 「救急問診票２１言語対応」の東京等の医療機関等への販路開拓

大阪府 有限会社カジタニ金属 戦国武者レプリカ甲冑によるレンタル事業の販路開拓と甲冑開発

大阪府 ゲンクリエイティブ 「壁かけスマホキーパー・ＹＵＲＩＫＡＧＯ」の販路拡大。

大阪府 ＨＥＪ　Ｈａｉｒｃｏｌｏｒ＋Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｒａｂ 『ＨＥＪ』オリジナルアイテムの開発と、市場投入によるブランド力の強化

大阪府 くつろぎ和食輝楽家 働く女性も「ホット」一息、夏の海鮮まつり！

大阪府 株式会社テックメイト ＤＴＰ　通販を確立し全国へ販売領域を展開する

大阪府 ＫＩＭ法律事務所 地域に貢献する無料法律相談の充実

大阪府 双葉塗装株式会社 顧客の課題解決を目指す、販路開拓のための「塗装専門サイト」の構築

大阪府 柏菱商事株式会社
ディスプレイ、撮影用洋書レンタルサービス　中古デザイン書籍の買取および
販売

大阪府 アムール 画一的では満たされない女性達の救済サロンを目指した環境整備
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社菊川モータース 営業時間外に無人でレンタカーを貸出し、返客却も可能にする事業

大阪府 セイコー運輸株式会社 顧客レスポンス反映型ｗｅｂサイトの開発による新規事業の開拓

大阪府 ミネルヴァ経営合同会社 女性による営業代行の販路拡大

大阪府 株式会社ドーモラボ Ｍａｃｈｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ（街工場）及び雲龍商品の拡販

大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 女性起業家向け電子書籍出版事業の設立・販路開拓

大阪府 株式会社小林物産 飼い主さんも食べられる、ペットと一緒に楽しむケーキの販売促進事業

大阪府 株式会社経士会 ビジネスマッチンググループの創設による会員制度化事業

大阪府 株式会社資格センター 資格取得、ビジネススキル講座の【動画学習講座】の提供

大阪府 株式会社Ｆｕｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ レッスン用楽器の導入により生徒数を増加させる事業を展開

大阪府 アステージ社労士・行政書士事務所 障害福祉事業・訪問看護専門ＨＰの新規作成による販路拡大事業

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｏｃｏ 顧客満足度の向上によるリピート客増加とウェディング事業の強化

大阪府 有限会社チームワーク 脳科学を活用した実践的メンタルヘルストレーニングの販路拡大

大阪府 Ｇｌａｄ　Ｐｌａｎ野口税理士事務所 もっと相談したくなる『相続３分診断』機能付き相続専門サイト

大阪府 サイクルショップフリー 「こんな自転車屋ができたんや、便利になるで」周知事業

大阪府 虎屋カメラ 贈答品・趣味としての販路開拓本格的なスタジオ撮影への転換

大阪府 ＩＴＡＬＬＩＣＡ 前菜メニューやデザートのテイクアウト販売と販路開拓

大阪府 有限会社芋忠本店 芋忠多目的ホールにモニター設置と終活セミナー事業

大阪府 カフェ＆バー　トリプル 外国人観光客のハブステーション化で売上アップ

大阪府 関西総合保険サービス 専用ホームページ開設等によるマンション火災保険の販路拡大

大阪府 有限会社ヤマカ 快適な音環境を創造する『減音抗菌パネル』の販路開拓および拡大

大阪府 アップライズカイロプラクティック 在宅患者に特化した出張カイロプラクティックを提供し販路開拓

大阪府 まなびパートナー 少人数集団授業増強による新規入塾生徒獲得事業

大阪府 株式会社ウェルバランス ワンコインセミナー導入による新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ＳＰＬＥＮＤＩＤ２１ シームレスなシステム連携の開発・新販路開拓

大阪府 カドヤ 大阪もん野菜キムチ開発・カタログ販売販路開拓

大阪府 ｋｉｉｓ 金属を用いた≪うつわ≫の制作および販路開拓

大阪府 有限会社種村建具木工所 オリジナル組子のモダン建具の開発と展示会出展

大阪府 サン電材工業株式会社 お客様の優しいカタログの製作・販路開拓広報事業

大阪府 株式会社ベイルインテリア 整理収納サービスのブランディングによる新たな販売ルートの確立

大阪府 株式会社ネットオン 中小企業の人材不足を解消するインターネット求人広告の普及推進

大阪府 ＢＡＲ　ＣＨＯＩＣＥ 看板の新装とボトルキープ棚の設置

大阪府 フローラｋｏｋｏｍｉ 都会で働く女性を元気にする「ポーセラーツスクール」の運営

6/17



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社トータルビューティーＳａｌｏｎｄｅ輝 世の中にキレイな女性を増やす「しみ抜き」事業

大阪府 株式会社ＭＫ翻訳事務所 多言語知財翻訳事業

大阪府 江山産業株式会社 インクジェットプリント皮革財布小物の企画開発発表

大阪府 本通鍼灸整骨院 交通事故被害者のための後遺症認定、休業補償無料相談会の実施

大阪府 エコバシ株式会社 エコバシ販路拡大及びその他の大学生向け広告の開発・販路拡大

大阪府 上田雄一税理士事務所 資金調達力格段アップ・経営の悩み丸ごと相談サービス

大阪府 株式会社レボルメ 眠ったホームページを呼び覚ます活用コンサルティングの広報活動

大阪府 こう行政書士事務所 ＬＧＢＴ（性的少数者）を対象とした法的支援サービスの提供

大阪府 株式会社ワラフ 関西シェアハウス専門ポータルサイト運営

大阪府 あっとクリエーション株式会社 既在商品のパッケージ化による訴求力アップ力で販売力強化

大阪府 有限会社ウン・エー 堀りゴタツ席の改修に伴う宴席の快適化。稼働率アップ。

大阪府 株式会社ディーファ 美容室事業者に特化した会計サービスの開発と提供・顧客開拓

大阪府 ｃａｆｅ　ｇｌｏｗ（カフェグロー） ・ランチの回転率向上化と新たなメニューによる販路拡大

大阪府 株式会社ＳＨＡＰＥ　ＤＥＳＩＧＮｓ 営業力強化によるお客様満足度向上と販路拡大

大阪府 Ｄｅｃｏｓｈｏｐ　Ｌｉｃｉｅｌ－リシェル－ 新商品と新技術の導入、店舗改装により販路拡大と売上増加を実現

大阪府 Ｎａｔｕｒｅナチュール美容室 「着物ワンストップサービス美容室」の認知向上事業

大阪府 有限会社葉月写真工芸社 写真デジタルデータ化サービス「フォトスキャン」

大阪府 有限会社ライフデザイン 人生を豊かにする講座の運営による積極的店舗ＰＲと販路拡大事業

大阪府 美容室ワールド 体に優しいＣＴＦメニューで新たな販路開拓

大阪府 株式会社とと屋 トイレ改装によるカップル・ファミリー層集客強化

大阪府 有限会社風花 外国人観光客向け「美味ヘルシーな和食」の販売促進の創出

大阪府 髙田釦貿易株式会社 新商品の企画開発と展示会出展により販路開拓

大阪府 田中人事・労務設計事務所 インターネットによるマルチ士業ビジネスの展開

大阪府 株式会社ジー・ワイ・リアルエステート 空き賃貸部屋を活用した外国人向け宿泊マッチングサイト起ち上げ

大阪府 ネイルシー ネイルシー

大阪府 ピーチビューティー心斎橋店 外国人観光客向け美容店マップ・ＷＥＢ予約システム構築

大阪府 株式会社グローバルエージェント 大阪初！ネットセキュリティ機器の販売展開による販路開拓事業

大阪府 株式会社ビーワンフード大阪支店 ㈱ビーワンフード　販路開拓計画

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 なのはな ＨＰリニューアルに伴うスマートフォンサイト及びチラシの作成

大阪府 膳のすたいる 堺で食せる「泳ぎイカの姿造り」の提供環境整備と集客促進事業

大阪府 マッサージ・はり治療院らく ネット及びチラシでの広告宣伝による新規患者の集患・獲得
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 カレー・ブーメラン 『店舗改装と、新メニュー提供による売上高のアップ』

大阪府 株式会社ププキン 在宅介護市場に向けた、衛生的かつ安価な新製品の開発

大阪府 株式会社よしや 女性の感性を生かした広告配布、商品・包装でカワイイを地域に！

大阪府 株式会社ベストビズシステム 中小企業向クラウド版プロジェクト管理システムの開発・販路開拓

大阪府 永福株式会社 外国人観光客向け広報ツールの作成

大阪府 アンフレール アイラッシュスペース改装、および販路開拓

大阪府 株式会社ＣＬＯＶＥＲＳ ペット用スリング・ベッドのオリジナル商品の開発と販路開拓

大阪府 株式会社ザメディア 販売促進及び新色の開発によるエミトップ・ケアネイルの普及事業

大阪府 株式会社ＷｏｒｌｄＦｒｏｎｔｉｅｒ 楽器ケースの納期短縮及び、ＨＰとパンフレットによる販路開拓

大阪府 バランス整体院エール 「ミネラルを絡めた新施術」による新規顧客開拓のための情報発信

大阪府 ほっともっと堺南長尾店 深夜営業時間延長の告知、駐車場完備の告知、宅配事業の告知

大阪府 有限会社藤川樹脂 ３Ｄプリンター活用による新分野顧客層の獲得

大阪府 株式会社ＴＯＲＩＫＯ 既存店舗（鶏小幸）の業態変更とそれに伴う販路開拓

大阪府 べにや 新規客獲得のための店舗入口の改修及び折込チラシと広告掲載

大阪府 エフケイハウジング株式会社 新規顧客の集客を目指して、ホームページのリニユーアル

大阪府 有限会社関西貿易 ホームページリニューアルによる販路拡大と労働力確保

大阪府 株式会社リサインズ 看板業におけるロープアクセス施工の確立　そのための広報活動

大阪府 ｇｏｏｄｃｉｒｃｌｅ ＨＰ更新の自動化プログラムの構築と新規販路開拓

大阪府 ＲＵＦ　ＨＡＩＲ 外国人観光客への日本美容サービス提供の拡大

大阪府 株式会社フロントクロス アルミ専用プライマー缶（みやこあるみ）販売拡販計画

大阪府 株式会社クリエ 医療機関に向けた、清掃業務を通じた【障害者雇用機会創出】事業

大阪府 ＧｒｏｗｔｈＰｌａｎｎｉｎｇ ネット通販商品の認知拡大コンサルティング

大阪府 ブティックえいきゅう 新規のお買物袋とチラシを作成してブランドイメージを確立

大阪府 有限会社遊学社 海外在住者の子女に対するオンライン学習指導

大阪府 ヨクスル株式会社 レーザ装置販売会社と連携したＦＢＧ専門のコンサルティング事業

大阪府 ハイフィールドコンサルティング バイオベンチャーへの販路開拓支援のための当社販促物の作成

大阪府 株式会社Ｓ・Ｓ・Ｓコーポレーション 料理特化型デイサービスの集客・リピート対策による利用者の増加

大阪府 株式会社二和商事 女性、高齢者向けヘルシーメニュー開発。販路開拓。

大阪府 株式会社Ｐｒｏ　Ａｓｓｉｓｔ 遺品整理・生前整理の集客強化

大阪府 エステティックＲｅｉｎｅ（レーヌ） ３５歳からの健康美『おしゃべりデトックスダイエット』広報活動

大阪府 ＮＥＸＴ　ＪＡＰＡＮ 折込チラシの配布及びタペストリー設置による来店率アップ

大阪府 株式会社イート・ビー 「グランドオープン生募集キャンペーン」戦略的広報事業
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ステップ 新施策従量制課金倉庫サービスの確立と販売促進

大阪府 株式会社グラフィティー 反響を得やすいチラシのデザインや構成を企画提案するサービス

大阪府 株式会社レイ・クルーズ ウェブサイト「医師転職コンシェルジュ」の新規開設

大阪府 ｈｅａｌｔｈ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ　ｗｉｔｈ 産前産後の女性のサポートプログラム

大阪府 ファニービー吹田 地域情報誌への広告掲載及び「医療と美容セミナー」実施による販路開拓

大阪府 株式会社ブルーム 海外での査定価格により高価買取りができる中古車店サイトの構築

大阪府 ＫＵＫＵＲＵ 健康志向スイーツの開発・販売と地域イベントでの販路拡大

大阪府 株式会社ＷＩＮＧＥＤ　ＷＨＥＥＬ 灯と温もりのある生活を提案するオリジナルランプの販路開拓

大阪府 ドクターベルツコンフィスイート 新提案型サービス「からだコンシェルジュ」の事業展開と販路開拓

大阪府 株式会社小西樹脂工業所 意匠性に優れた３Ｄスマートディバイスケース製造と直販展開

大阪府 株式会社ナセバナル 中国ネット通販の運営代行サービスの販売促進

大阪府 スタイリングショップスファイス 『スファイス・エイジングメニュー』の拡充と販促活動の徹底

大阪府 有限会社ファーストシーン 飲食等小売店向け、低価格デジタルサイネージの販路開拓

大阪府 株式会社鯖や サバグッズ開発とサバグッズ通販カタログ開発及び販路開発

大阪府 宮脇治療院
マンガ小冊子と販促用リーフレットを活用した豊中市内へのシニア女性層の集
客強化

大阪府 富士パッケージ株式会社 超小ロットにも対応できる、梱包資材受注体制の構築と販路開拓

大阪府 ＩＤＥＡＬ リラクゼーションサービスの価値向上事業

大阪府 トータルビューティースペース　ウイウイ 育毛商品及びサービスの開発・シニア向け販路開拓

大阪府 株式会社ガッツ お客様を巻き込んでの小型財布「小さいふ」新型開発と販路開拓

大阪府 株式会社是空 住宅メーカーと提携した住宅購入者向け清掃サービス

大阪府 ＲＥＡＳＯＮ 医療福祉施設での５Ｓ活動の導入を目指した講師業の販路開拓

大阪府 造形工房四次元 自社ブランドのデザイン監修依頼と透明樹脂板を使った新商品開発

大阪府 株式会社ヴェック 「防塵防水耐衝撃性に優れた非常用蓄電池の販路拡大事業」

大阪府 株式会社フィトライフ 販路拡大に向けた施工事例写真の素材の蓄積とＰＲ活動

大阪府 美容室Ｊａｒｄａｎ シニア層が安心して来店できる、美容室ユニバーサルサロン化事業

大阪府 ＦＵＮ　Ａｔｔｅｎｄ（ファンアテンド） １８０日ステップメール付ブランドセミナーを活用した新販売戦略

大阪府 ＧａｌｌｅｒｙＣａｆ’ｅ　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ
お食事ワッフルサンドや、ワッフルラスク等のテイクアウト商品の開発及び販
売

大阪府 株式会社リホープ 高齢者の昔の写真から想像して美しくカットする訪問理美容

大阪府 妊産婦心理カウンセリング室 妊産婦心理カウンセリング室の本格的な宣伝活動

大阪府 株式会社ライフケアキッチン 「インバウンド観光客に向けた　各種多言語表示　販促物による集客」

大阪府 藤原織布有限会社 多層織物である「八重織」商品の開発と販路開拓

大阪府 合資会社ブランプラン 「クリニックに対してアートと３Ｓの院内環境の提案を行う事業」
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ジェイエスシー 新規顧客の集客及び知名度の向上計画

大阪府 有限会社ＯＥＨ 屋外大型看板広告設置による英会話関連事業のＰＲ

大阪府 宮本自動車販売株式会社 地域に根ざした店づくりと来店型店舗への体質転換

大阪府 株式会社ＳＯＬＩＤ お客様の満足度・安心感を高めるためのネットショップ再構築事業

大阪府 株式会社ライツェントベアー 新規顧客の獲得、及びリピーター化とインバウンド市場の開拓

大阪府 池田珈琲 コーヒー専門家監修コーヒースイーツの開発・販路開拓

大阪府 アイエスセブン法務事務所 遺言・相続専門の行政書士事務所・販路開拓

大阪府 ｃａｆｅ　ｚａｋｋａ　ｇａｌｌｅｒｙ　ＦＬＡＧ ギャラリールーム改装によるさらなるサービス・顧客満足度ＵＰ事業

大阪府 中国料理北京閣 固定式４人掛けテーブルから可動式２人掛けテーブルへの様式変更

大阪府 吉村メディカル福祉株式会社 自社開発商品医療機器「ながら灸」のネット販売システムの構築

大阪府 ａｆｆｅ＋（アフェプラス） 年配者・乳幼児連れのお客様が来店しやすい個室空間造り事業

大阪府 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＶＯＲＥＬＯ ネット予約システム導入とタウン誌やちらしを利用した新たな宣伝

大阪府 株式会社マスダ ＷＥＢサイトの新規作成による販路開拓

大阪府 株式会社ナガト デジタルサイネージ（電子看板）による新たな宣伝広告

大阪府 枚方テクノカレッジ 理科教育教材としてのスピーカーの開発・販売の販路開拓

大阪府 木村酒類販売株式会社 下町の名物サロン。集客＆宅配で、販路開拓と売上アップ！

大阪府 株式会社ジートップ 子育て世帯のニーズを形にした「子供向け靴の名札」販売促進事業

大阪府 株式会社アーキシステム 建築専門家による遺品整理（査定）・特殊清掃事業の販路拡大

大阪府 美容室ＧＡＶ 高齢者にやさしい美容室サービスの確立

大阪府 メゾンドガトーミュール ゆずサブレの開発・専用パッケージの制作・販路開拓事業

大阪府 株式会社モリタ 一般消費者とプロ職人をつなぐマッチング事業による販路開拓

大阪府 ケミカルエンヂニヤリング株式会社 展示会出展での医薬業界向けニーダーのＰＲと新規顧客の開拓

大阪府 お好み焼き店「せんしゅう」 チラシ作成・配布による「お好み焼き宅配サービス」の販路開拓

大阪府 サンパーソナル治療院 不妊治療に特化した会員制の治療コースの開発及び販路開拓

大阪府 株式会社Ｃｏｕｐ　ｄｅ　Ｂａｒｒｅ 家庭用編機を使用したセミオーダーブランドの開発、販売促進事業

大阪府 ｃａｆｅ　ｄｅ　１０番　箕面市役所前 物販スペースの新設とドリンクテイクアウト需要の獲得

大阪府 からすの労務管理事務所 事務所内応接の充実によるホスピタリティ向上・販売促進事業

大阪府 株式会社山田製作所 ワイデクル管理ボードの拡販と事業拡大

大阪府 株式会社ファミリー 卓上型自社ブランド浄水器の開発、販路の開拓

大阪府 株式会社バールポースト ランチメニューの充実と電照ポスター等による訴求力の向上

兵庫県 株式会社アクティブ 画像による特注自動検査装置の広報強化・販路拡大

兵庫県 炭火焼肉新日本 焼肉店の粗利向上に寄与する為の姉妹店居酒屋改装工事
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 株式会社御湯所 兵庫の風土が香るフレーバーティー開発を軸とした新顧客創造事業

兵庫県 株式会社ジェノワーズ 移動販売チャネル強化による売上拡大と利益率向上の実現

兵庫県 有限会社ＨＲ 売上のＶ字回復のための、新規生徒を大きく獲得する事業

兵庫県 株式会社インプルーヴ 新規事業「女性用ユニフォームニットブラウス」ＰＪＴの販売促進

兵庫県 株式会社計装サービス 吊り荷の水平維持装置（レベラー）、他吊具の販促活動事業

兵庫県 カワチドライクリーニング クリーニング店と地域との新しいコミュニケーションのカタチ。

兵庫県 ＨＩＧＡＭＥＧＡＮＥ株式会社 結婚式用眼鏡のレンタル・販売の促進事業

兵庫県 山本行政書士事務所 交通事故被害者支援事業の顧客拡大

兵庫県 あおい整骨院 クラニオセイクラル・セラピー（自費施術）の市場浸透について

兵庫県 株式会社喜市 兵庫県産皮革を使用した、イージーオーダー財布の販売事業。

兵庫県 神戸ビジネススクール株式会社 外国語面での総合的派遣コンサルティングサービス事業

兵庫県 会社ソウルメイト モバイルアドベンチャーのパンフ作成、営業強化による集客増

兵庫県 有限会社三和クリエイト 新商品ハウスクリーニング用ウエストポシェットの拡販

兵庫県 有限会社オーバー・ザ・トップ ＨＰのスマ対応による売上増と、成長戦略として学会展示を実施

兵庫県 楽偶 着物地を使った洋服の国内・海外販路開拓

兵庫県 株式会社ホジョセン 生活者共創アイデアプラットフォームＣｏＣｒｅ（こくり）

兵庫県 株式会社トレイル 認知症行方不明者を救う国内初ＧＰＳ機器内蔵可能靴の販売

兵庫県 ユカクッキングスタジオ 丹波焼と地産地消をターゲットにした「丹波地産地消講座」の開設

兵庫県 株式会社イメージテック 撮影画像のネット販売　ダウンロードシステムの開発・販路開拓

兵庫県 耳つぼサロン「花葉」 顧客獲得、系列店舗拡大のための女子力ＵＰセミナーの開催

兵庫県 みやた整骨院 自費収入の増収による、健康保険制度に頼らない整骨院の実現

兵庫県 株式会社ＰＬＡＳＴ 無料体験会と医療関係者向けのセミナーによる販路開拓事業

兵庫県 唐揚げ専門店揚匠しげ盛 通信販売及びイベント催事（百貨店等）の強化

兵庫県 株式会社のどか 選ばれる事業所を目指した、新規利用者獲得プロジェクト

兵庫県 ヘアブランド　エテリア 認知度の向上及び新規顧客獲得のための広報ＰＲ事業

兵庫県 株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ 立体的な「板チョコ」デザイン本革製品のブランド認知と販路拡大

兵庫県 有限会社花萌 神戸ブランド構築によるプリザーブドフラワー商品の販路拡大

兵庫県 神戸フードラボ 冷凍生餃子の販路拡大

兵庫県 感動空間研究所 楽しくわがままな家づくりを実現する、ワンストップアシスト事業

兵庫県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｚａｋｋａ　ＳＨＥＬＢＹ カルチャー教室やランチ等による新規客層の取り込みと売上拡大

兵庫県 ダイニング居酒屋鶏バル テイクアウトブースの増床と店内環境改善での新規顧客の開拓

兵庫県 ビストロ・ア・ヴァンレ・ヴィーニュ 神戸の魚介のブイヤ・ベースで顧客獲得と大震災の記憶を後世に。
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 エトワール神戸株式会社 オリジナル本店サイトのオープンとチラシ広告作成

兵庫県 有限会社ジェーシー産業 国際観光都市神戸における外国人を対象とした広報活動

兵庫県 有限会社ビルボード 広報活動による新規顧客獲得と生産効率向上による売上増加事業

兵庫県 浴室再生職人会 不動産業者への広報活動による受注獲得

兵庫県 ｉＰｒｅｓｅｎｃｅ合同会社 お客様への営業力、サポート力強化に伴う販路開拓、人材雇用

兵庫県 宮崎税理士行政書士事務所 起業家に原理原則を伝える【けいえいしょうがっこう】の広報事業

兵庫県 やまと建装株式会社 地域密着型「こだわり手塗り塗装チラシ」による販路開拓事業。

兵庫県 株式会社神戸洋服 ＥＣサイト構築によるオーダーメイドスーツの販売拡大

兵庫県 ラメカカメラ堂 撮影データの品質向上による客単価の向上と新規顧客の開拓

兵庫県 ブーランジェリコヤマ 冷凍食塩無添加パンの販路拡大

兵庫県 株式会社安信 防災家具（地震対策製品）の販路拡大及び知名度向上

兵庫県 株式会社ファシネートジャパン 新規顧客獲得のための広報ＰＲ活動の強化

兵庫県 有限会社フィールド コーディネート提案による新たなブライダル商品の開発と販売促進

兵庫県 株式会社アットグロウ 洋菓子メーカーを対象とした商品企画・開発支援及び販路開拓支援

兵庫県 ヤマヨ山本商店 既存店における付加価値向上と新規チャネル開拓

兵庫県 株式会社ｅｓｔ 手作り無添加のシフォンケーキとしろまるひめプリンの販売拡大

兵庫県 現場イズム 業務システム開発者の養成講座の受注拡大

兵庫県 田靡製麺株式会社 彩り鮮やかな「野菜パウダー入り乾麺」シリーズの全国展開事業

兵庫県 有限会社播州ハム工業所 姫路産豚を使用した常温保存可能な食肉加工品の開発・販路開拓

兵庫県
ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ（ラテアートバル
ゼロ

コーヒーカップの中の芸術　ラテアートの魅力発信！

兵庫県 かずひら鍼灸院 「お母さん向けダイエット治療」の市場開拓・リピート創出

兵庫県 株式会社ワンズ 引越・片付けの販路開拓事業

兵庫県 株式会社うめや キレイに装いたいポッチャリさん集まれ！

兵庫県 ヘアーズゆうの
「ついでにサービス」につながるヘアカラー会員制度の広報強化・新規顧客獲
得事業

兵庫県 株式会社ワークプラン 携帯電話・スマホの先生がいる携帯ショップ！の認知度アップと販路拡大

兵庫県 有限会社東光舎 「マンガを使ってＰＲ」企画による販路拡大事業

兵庫県 小西製畳株式会社 寝転んで良し、正座して気持ちが落ち着く「国産イ草畳」ＰＲ活動

兵庫県 家具のたにがわ 「代々伝わる家具の再生事業の拡大による販路拡充と売上向上の実現」

兵庫県 株式会社バース ネット広告並びにＳＥＯ対策の強化による新規顧客開拓事業

兵庫県 城北プライベートスクール 地域初の新制度導入並びに当社の強みを活かした新規顧客開拓事業

兵庫県 西村美容室 新規顧客獲得増と顧客満足度向上を目指した広報展開の実施

兵庫県 有限会社魚田米穀店 米粉の製造と販売による新規顧客開拓と客単価向上の実現
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 株式会社イノベーション・アイ 手軽に購入できるオリジナルフィギュアの新規市場への参入事業

兵庫県 有限会社神戸アグア 理学療法士等と連携したサポート体制による販路開拓事業

兵庫県 有限会社はまもと オリジナルアイスコーヒーパックの開発による新規顧客獲得の実現

兵庫県 Ｌｅｈｕａ　Ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ 三方良しで、トータルビューティーを提供するサロンの告知

兵庫県 有限会社ハヤシ工務店 自社モデルハウスを活用したイベント開催による販路拡大

兵庫県 和庵いっしん 新メニュー「姫路城海鮮瓦焼き」のＰＲで観光客と新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社マーキュリー 店舗デザインを生かした家造り（リフォーム等含む）の販路開拓

兵庫県 株式会社東原畜産 姫路ブランド豚「桃色吐息」ブランドイメージ向上戦略事業

兵庫県 株式会社信和ダイニング 伝統とモダン！強みを全面に打ち出した広告宣伝による顧客開拓

兵庫県 有限会社オフィスサポート 地球環境にやさしいエコトナー使用のプリンタ普及推進事業

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 高収益型農業ビジネスに向けた顧客開拓事業

兵庫県 株式会社ヒカリ　ヒカリメガネ 「人にやさしいメガネ・補聴器外販」事業

兵庫県 株式会社セプテンバー１ やぶ家グループの本格自家製品の開発・販路開拓事業

兵庫県 株式会社ブループリント セルフ出版を活用したパーソナルブランディング支援・販路開拓

兵庫県 有限会社エイムランド キッズ・リトルキッズ向け新プログラムの開発・宣伝広告販促事業

兵庫県 スクールＫＧ 小学生向け「聞ける耳を育てる英語教室」の開始・促進事業

兵庫県 株式会社攻房 深夜客の要望に応えるシャワー設備設置による新規顧客開拓

兵庫県 ひろ整骨院 育児・家事・仕事に頑張る女性の健康と美容を守る街角エステ事業

兵庫県 有限会社ユアーブレーン 中小零細企業の資金繰りを円滑化する財務部長代行及び育成事業

兵庫県 毎日屋クリーニング店 お客様のことを考えたクリーニング集配サービスを作る

兵庫県 にしむら整骨院 出張マッサージによる新規顧客開拓に向けたホームページの作成

兵庫県 ペガサス園田教室 高齢者向け「パソコンを使った頭の健康教室」の開発・販売事業

兵庫県 カラダケアサポート治療院 無動力歩行支援機「ＡＣＳＩＶＥ」導入によるリハビリ分野強化

兵庫県 株式会社茶の道 看板リニューアルによる集客力の向上をはかる

兵庫県 松岡社会保険労務士事務所 障害年金のサポートについての販促活動及び制度の啓蒙活動。

兵庫県 株式会社デミックケア チラシ、ホームページによる集客及び自費治療の新メニューの告知

兵庫県 株式会社ホライゾン 周囲に知られない「シークレット補聴器」販売促進事業

兵庫県 パイオニアエッセンス 動かして遊べるダンボール機関車の工作キットの販売促進事業

兵庫県 有限会社トリニティ 高齢者向け衣料品の商品開発（自社ブランド名称：ココわく）

兵庫県 合同会社　ライズサービス ハウスクリーニング・ハウスダストクリーニングで顧客開拓！

兵庫県 保育所ちびっこランド甲子園 西宮初！外国人体操選手による体操×英語教室！課外教室の展開

兵庫県 株式会社タジマ工業 マイクロ小水力発電機（せせらぎ）販売促進事業
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 ロマンティックロールビーンズ　苦楽園口店 焙煎珈琲豆の自転車での宅配サービス

兵庫県 株式会社ニッコー技研 一般消費者向け自社ブランド製品の販路開拓の為の展示会出展事業

兵庫県 すなはま米店 近隣顧客向け小ロット店頭精米及び減農薬玄米の販売

兵庫県 Ｆｏｒｅｓｔ　ｓｐｉｒｉｔ 新しい精油の製造と新商品開発・販促。

兵庫県 ペットコミュニティ花鳥園 高齢者世帯向け訪問型ペットサービス事業

兵庫県 有限会社豆匠 豆匠ファンの形成による顧客ＵＰ

兵庫県 髙山産業株式会社 住宅設備機器の販路拡大

兵庫県 株式会社　Ｒａｄｉｃａｌ 近隣主婦・ファミリー層集客のための店舗プチ改装事業

兵庫県 テクサジャパン株式会社 事故を未然に防ぐための「自社開発機器」の製品化と販路開拓

兵庫県 津山銘木有馬本店 銘木を活かしたテーブルウェアの開発と広報。

兵庫県 つついカイロ 事業ターゲット拡大に伴うホームページ改修とインターネット広告

兵庫県 ＦＲＡＭＥ＊ フォトパネルの販売開始と販路開拓

兵庫県 松原珈琲・珈琲挽売専門店（珈琲香房の豆） 若年層への挽き売り珈琲文化啓発事業

兵庫県 上野　裕史 士業によるセミナーを利用した相続関連商品販売プロジェクト

兵庫県 有限会社ＹＯＵＫＩ 「店舗改装による席数増加・広告効果アップのための販売促進事業

兵庫県 ｎａｋｉｒｉ 新店舗認知度向上事業

兵庫県 どん・ライフ株式会社 屋台席増設により新たな家族層・団体客を確保する事業

兵庫県 リフレッシュハウス 店舗のＰＲと癒し空間の提供のよる新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ボディライト 媒体広告費をかけずに新規顧客を集客

兵庫県 株式会社ヤムチャ・フーズ・サプライ関西 「朱さんの飲茶亭」出張ホームパーティ等開催による拡販事業

兵庫県 おいもや芋笑 新商品（スイートポテト等）開発、提供と焼き芋の販路拡大

兵庫県 藤本整骨院 施術メニューの充実と出張指導による診療単価、来院数向上の実現

兵庫県 東野商会 カタログ見直しによる販路開拓

兵庫県 元町通り３丁目 キーマカレー専門店の冷凍カレー通販事業

兵庫県 ｃｈｏｃｏ＊ｔ タブレット用ふくさの開発・新規販路開拓

兵庫県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ　ターブルドール 男性教室・花嫁教室など実習を伴う新講座の開講

兵庫県 猿蟹合戦 京丹後の郷土料理（丹後のバラ寿司）の販路開拓

兵庫県 河村水産株式会社 米国商談会参加によるペットフードの販路開拓

兵庫県 みたか株式会社 エイジングケア商品を主力とした販売促進と販路開拓

兵庫県 株式会社Ａｓｉａ－ＰａｃｉｆｉｃＰｒｏｄｕｃｅ 現地語の生鮮品のパンフレット・ポスター等による販促活動

兵庫県 株式会社アヌシ 安心清潔な滅菌済個包装デンタルフロスピックの製作と販路開拓

兵庫県 ｍｕｓｉｃ＆ｃｕｌｔｕｒｅ　ｎｅｏｎＭ 定期レンタル専用スタジオ申し込みサイト制作及び開拓事業
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 有限会社レスプランディール 従来の美容室からヘアー・まつ毛エクステ・ネイル複合サロンへ

兵庫県 株式会社藤井酒販 地元播州織を利用したラッピングサービス提供による顧客開拓

兵庫県 株式会社匠工房 ペットと暮らす住まい・リフォームを求める顧客への販促活動

兵庫県 有限会社ｋａｊｉｔｓｕ プリントフードの商会ＤＭ発送等による個人・法人客の販路開拓

兵庫県 有限会社ホーライカメラ店 高品質写真の提供とネット販売システムによる顧客開拓

兵庫県 ブティック＆サプリメント葉月 主力ブランド「アルベロベロ」新規ファン獲得＆育成キャンペーン

兵庫県 文具センターテラカワ ネットを活用した西脇市以外の商圏向け新規取引先開拓事業

兵庫県 有限会社ファッションクリエイト森本 出産後の髪のお悩み解決！子育てママをターゲットにした販路拡大

兵庫県 総合葬祭業ｃｅｒｅｍｏｎｙ　ｐｒｏｄｕｃｅかなでＡｉｏｉ 故人を尊重した心優しい葬祭サービスの提供へ向けた事業展開

兵庫県 健生カイロプラクティック プライマリーケアの充実と施術器具等の刷新とＨＰによる販売促進

兵庫県 武田食品冷凍株式会社 「淡路島産天然わかめ」の販路拡大のためのブランディング

兵庫県 有限会社衣川クリーニング カバンクリーニング工房キヌガワ　Ｏｎｌｉｎｅ受付サイト構築による販路拡大

兵庫県 有限会社スローライフ 古民家斡旋から再生へ事業分野拡大、それに伴うＰＲ力強化

兵庫県 山本社会保険労務士事務所 看板設置及び医療福祉業界専用広告にて認知度・差別化強化

兵庫県 パソコンスクールこねくと 故障パソコンからのデータ復旧等パソコンサポート事業の開始ＰＲ

兵庫県 かすや法務行政書士事務所 新規就農からの農業法人設立まで農業経営支援の特化型事業

兵庫県 株式会社ムサシ 国際道工具・作業用品ＥＸＰＯ（展示会出展）園芸販路再開拓

兵庫県 ＴＨＥ　ＧＲＡＴＥＦＵＬ　ＢＵＲＧＥＲ 淡路島で行われるひょうごバーガー博覧会への出展

兵庫県 いしだサポートオフィス 外国人観光客に対応できる飲食店を増加させる為の研修事業の販売

兵庫県 有限会社田中カーサービス 作業場入り口に店舗看板の新設と冬タイヤ無料預かりサービス

兵庫県 有限会社井上製材所 断熱性の見える化で快適生活をお客様に発信する販路拡大事業

兵庫県 キャラメルカフェ株式会社 「宝塚珈琲」の自家焙煎コーヒースタンドを開店し新規顧客開拓

兵庫県 創作フレンチビストロ　嶽 スープ・ソース・カレーなどのテイクアウト商品の開発とルート開拓

兵庫県 ８ｃｏｆｆｅｅｒｏａｓｔ パッケージ作業の効率化

兵庫県 株式会社宝塚すみれ発電 「市民の力で太陽光発電所を建設」ウェブサイト上での共感寄付募集事業

兵庫県 菓子工房　宝塚　英ＨａＮａ 「毎月届く焼き菓子の頒布会」と「簡単オーダー」でＥＣ強化

兵庫県 出口総合コンサルティング Ｇｏｏｇｌｅウェブ広告（リスティング広告）で新規集客数を２倍にする。

奈良県 髙井ニット株式会社 自社ブランド立ち上げと消費者ニーズに応える受注システムの構築

奈良県 株式会社スペースドットラボ 新規顧客開拓の為の催事「奈良より」を台湾、東京で開催

奈良県 株式会社朱雀技研 ロボット部品のカスタマイズ提供による高付加価値化と販路拡大

奈良県 株式会社ＲＡＨＯＴＳＵ 看板設置と玄関改修による誘客アップ・顧客からの要望の商品化

奈良県 革遊び　ＨＡＲＵＨＩＮＯ 集客力アップによる新規顧客の獲得とコラボによる新商品の開発
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

奈良県 イクラデザイン インテリアデザイン事務所がサポートするＤＩＹ支援事業

奈良県 株式会社岡井麻布商店 ここにしかない手織り麻製品の開発

奈良県 株式会社ａｙａｎａｓｕ 着物トータルアドバイザー育成・新規顧客開拓

奈良県 護電気サービス 「まちの電気屋」からの脱却、トータル設備サービスの提供

奈良県 イタリア料理　レプレ トイレの洋式化及び正面玄関とワイン棚工事による新規客開拓事業

奈良県 住み直し企画室 活動実績紹介及び、空き家の情報提供による販路開拓

奈良県 株式会社ＴＡＢＩ・ＳＱＵＡＲＥ フランス・パリでの自社単独展示会及び販路開拓営業

奈良県 和洋遊膳ほおずき 観光客と常連予備層の来店を促進する広報ツールの作成

奈良県 株式会社アンビション 奈良版もんじゃ焼のメニュー開発と観光客誘引の販促事業

奈良県 行政書士ディア法務事務所 「暮らしの無料法務相談会」の拡大実施

奈良県 花魁体験スタジオ　やまと桜 インバウンド及び新規顧客獲得の為の新プラン・新サービス

奈良県 株式会社　加藤商店 「うねび漬」の認知度アップと飲食店への販路拡大を図る事業

奈良県 株式会社エコノレッグ 歩きやすく・疲れにくいビジネス靴下で新しい販路を開拓する

奈良県 株式会社のぎす リニューアルした商品　「ころりんスライダー」の広報・宣伝

奈良県 太陽ニット株式会社 新たな情報収集と蓄積技術による新商品開発と販路転換

奈良県 株式会社岡田工務店 自社ホームページ製作等による耐震・省エネリフォーム顧客開拓

和歌山県 株式会社ワイン・ラボ 地域振興ワインイベント開催及び他府県ワイン販路開拓

和歌山県 有限会社松房電機 商圏拡大、販路開拓のための出張料理教室事業

和歌山県 株式会社シーフラッグ ネット販売システムの構築

和歌山県 有限会社島本化繊起毛工場 「起毛加工」の新規顧客獲得のためのＢｔｏＢサイト構築

和歌山県 東本肥料店 オリジナル配合肥料の新デザイン（小袋化）商品による新販路開拓

和歌山県 みやこ 安心安全食材でヘルシーな調理法による「新手作り餃子」販売促進

和歌山県 株式会社サイエンス和歌山 新環境計量測定機器導入による工程の迅速化効率化と新規顧客獲得

和歌山県 焼処まろ蛸 キッチンカー導入による新たな販路開拓事業

和歌山県 南風亨 店舗拡張による顧客サービス向上と販路開拓広報事業

和歌山県 日乃出塗装工業 店舗拡張による顧客サービス向上と販路開拓広報事業

和歌山県 花工房　ｈａｃｃａ プリザーブドフラワーなどのレンタル事業と教室事業の販路開拓

和歌山県 株式会社シーエイト 新事業販路開拓広報事業

和歌山県 株式会社新宮不二 新宮初！安心安全の地産池消型ファーストフードで顧客獲得事業

和歌山県 お食事処まえ田 新商品「ロール寿司タワー」を目玉とした仕出し・弁当の販売展開

和歌山県 日本料理谷の花 外国人観光客に向けた英語表記看板等の整備とホームページ作成

和歌山県 萩原きもの総合学院 「世界遺産の地・熊野で平安衣装結婚式を」の広報宣伝事業
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和歌山県 岡庄みかん畑 自店ブランドみかん「千のゆかり　縁」の販売促進、広報活動事業

和歌山県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｋｈｉｉ（スタジオキイ） 新商品の開発と展示会出展による販路開拓事業

和歌山県 まるわ トイレ改装とキッズスペース設置による“くつろぎ空間”づくり事業

和歌山県 菓子工房喜多亭 地元食材にこだわった、焼き菓子とフリュイ・コンフィ等の新商品開発
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鳥取県 合同会社Ｈｏｎｅｙ　ｃｏｒｅ 送風機導入による業務効率化・看板設置による販路拡大

鳥取県 ドゥ　ヘア　ドレッサーズ 防水デジタルパーマと炭酸シェービング導入による顧客拡大

島根県 ペットサロン　リボン デザイン性の高いトリング技術ＷＥＢ発信による新規顧客開拓事業

島根県 松江製版有限会社 デジタルサイネージとコンテンツのパッケージ提供による収益拡大

島根県 Ｍｉｓｓ　ＡＧＡＴＨＡ Ｍｉｓｓ　ＡＧＡＴＨＡ　Ｆｉｌｍ．ｓ

島根県 有限会社えんや呉服店 『集客増加を目指し、社員全員でのおもてなし体制のための改装事業』

島根県 スリーロードボクシングジム 開業五周年記念事業による新規会員の獲得

島根県 Ｔｉｍｅコレクション 紅茶の自社ブランド開発とその展開

島根県 梅津テニス教室 高齢者にショートテニスを広める事による、生きがい作り並びに会員増強。

島根県 株式会社しじみ屋 ネット販売システムの構築及び新規顧客獲得

島根県 有限会社ながさこ ＨＰリニューアルと顧客管理システム（ポイントカード）導入事業

島根県 有限会社シャルル
（今までの固定観念と全く発想を変えた顧客ニーズ発掘に対応するための）山
陰バーチャ

島根県 のなか動物病院 入院、歯科設備の充実による飼い主様の満足度向上の実現

島根県 有限会社ハタケヤマ 卸形態から小売形態への強化による新規顧客開拓事業

島根県 有限会社オーリー 中古タイヤ需要増に伴う買取り強化ならびに認知度アップ事業

島根県 有限会社カジコスメ 自社オリジナル化粧品のＰＲ事業

島根県 有限会社大廣建設 「アクアフォーム」を利用した新築・リフォーム販路開拓

島根県 株式会社魚徳 Ｐｅｓｃｅ　Ｖｉｒｕｔｕ　お魚ごはんとスープの販路開拓事業

島根県 ＩＣＨＩＲＩＮ 高齢者のための快適なサロン作り、トイレ増設工事

島根県 すのうはっと 徹底的な地元での市場浸透戦略と大都市圏における多角化戦略

島根県 有限会社太田建材 アクアフォーム・スカイライトチューブ販路拡大事業

島根県 小松　正嗣 神々の國から「神様の果物」西条柿を皆様のお手元に

島根県 有限会社岡茂一郎商店 見学できる醤油蔵への改装と来店客増加に向けたＰＲ強化

島根県 有限会社ＳＡＮＢＥ　ＢＵＲＧＥＲ 「地産地消」をテーマに「地域の宝」を活用した販路開拓事業

島根県 株式会社育英商会 店頭販売強化と健康ノルディックウオーキング普及による販促事業

島根県 有限会社ＮＥＯ－ＬＩＮＫ 動画コンテンツ、映像制作部門強化による販路開拓事業

島根県 和田造園 「苔」を柱とした、空間（庭）提案による販路拡大事業

島根県 佐々木左工店合同会社 情報発信強化による風力発電事業の新規顧客開拓

島根県 有限会社みどりや 婦人服のＯＥＭ生産取引先の新規開拓による販路拡大事業

島根県 有限会社水明館 新鮮な鮮魚を生かした外販可能な商品開発

岡山県 イワサキケイコキカク 農業従事者向け職業服ブランド設立による販売サイト制作

岡山県 株式会社ＴＯＤＡＹＡ 自転車利用者の為の安全と健康促進事業

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 中山下　チロ鯉 ２階席の活用による団体顧客の獲得する為の事業

岡山県 株式会社藤廣 新店オープンに伴う来店促進、販路拡大、新規顧客の開拓事業

岡山県 有限会社積和 健康マージャン事業の拡充でシニア、レディース層の顧客獲得

岡山県 立岡麻子 大人女性のためのベリーダンスビューティスタジオのＰＲ事業

岡山県 有限会社佐野実商店 「縁Ｊｏｙ！Ｆｕｌｌプラン」開発による新規個人顧客の開拓

岡山県 ひのまる給食有限会社 新感覚・和風サンドイッチ『わさん堂』の知名度向上と販路開拓

岡山県 有限会社岡山県農商 県農商野菜ブランドの発信力強化による販路開拓事業

岡山県 今八ふたわ 日本の伝統文化とモダンな和菓子の情報発信

岡山県 Ａ＊Ｍ　Ｐｈｏｔｏ 衣装の強化による３スタイルによる新メニュー強化に向けた販売促進の実施。

岡山県 株式会社エコース 新規顧客獲得の為のサイト運営及びウェブ動画の配信

岡山県 きもの乃＝縁＝ＹＵＫＡＲＩ “親子で来ていただける店”としての広報事業

岡山県 株式会社Ｂｏｎａ・ｄｅａ オリジナル化粧品の新商品開発と販売促進事業

岡山県 山本食品有限会社 広告媒体を強化し、豆腐への関心を高め、新たな需要の創設

岡山県 合同会社　Ｋ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 保育所が主催する、子育てを頑張るママの為のイベント運営

岡山県 ヒューマンカンパニー おかたづけサービス（生前整理・遺品整理）の展開と販路開拓

岡山県 株式会社エアー．プラス 業務用レシピ開発強化及びこれをＰＲする為の販促ツール整備事業

岡山県 フラワーレーベル 法人向けギフトフラワー販売普及事業

岡山県 ウェブティ株式会社
選挙支援システムサービスシステムの構築及び伴う販促制作（ＰＲサイト・パン
フ）

岡山県 自活支援塾香レント 移動教室の展開を目指した、受講生のニーズの高い教材の開発

岡山県 株式会社ココロエ 中古物件活用希望者を対象とした、リノベーション推進事業

岡山県 株式会社辻吉商店 店舗高級化のための改装（床の張替え、看板設置）による販路拡大

岡山県 有限会社泰平産業 ＨＰ開設・商談ルーム改装により団塊ジュニア層の直需を取り込む

岡山県 株式会社創・和 エコバックを活用した新需要開拓事業

岡山県 リージョン株式会社 オリジナルチラシの発行による、成功報酬式就職支援サイトのＰＲ

岡山県 合同会社イノバース 中小建築業界の競争力向上のための３Ｄモデリングサービスの提供

岡山県 株式会社Ｆｏｏｌｉｓｈ ピザ宅配による新規顧客の販路開拓事業

岡山県 株式会社ＧＬＯＷ 新サービス「まつ毛エクステ」の開発と周知

岡山県 エルガルディ株式会社 レディース専用コーナー・フィッティングルームの新設

岡山県 移動トリミング　くるり ペットや飼主に優しい、高齢者向け移動トリミングサービスの提供

岡山県 有限会社　三香堂 販路開拓、新規顧客獲得の為にＷＥＢを用いた新たな販売方法の展開

岡山県 住宅工房なごみ 耐震補強工事を伴う住宅リフォーム市場への新たな進出

岡山県 株式会社トイどらごんのひみつきち 実店舗への親子連れの来店を促進する居心地のよい店作り事業
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 有限会社ツクミクリーニング 店舗改装により、入りやすい店頭と快適な店づくり

岡山県 株式会社建築工房いづき インターネット広告で古民家再生事業

岡山県 株式会社つながる手
「介護求職者掘り起こし及び新規メンタルヘルス事業に係るサービス告知強化
事業

岡山県 Ｃｈａｌｅｕｒ（シャルール） 独立志向、生徒様向けスクール事業

岡山県 株式会社シリウスリレーションズ 新規事業の周知による販路拡大事業

岡山県 株式会社ウエザイ 県産材を活用したリフォーム事業への参入

岡山県 Ｔｅｐｐａｎ－ｙａｋｉ弥勒 鉄板焼専門店が作る接待・祭事用高級弁当の周知と販売

岡山県 いではら社労士事務所 マイナンバー情報のホームページ開設とセキュリティ体制の構築

岡山県 池田促成青果有限会社 商品情報の提供とメニュー開発の支援を重視した青果店へ改装

岡山県 株式会社和楽 プロモーション強化による地域住民への介護情報発信と認知度向上

岡山県 株式会社インスタイル 起業家を支援する実践型起業塾及び経営塾の集客促進事業

岡山県 リベラルマーケティング株式会社 新規開発した割安片付けサービスの西日本エリア展開事業

岡山県 株式会社藤エンタープライズ 環境事業　初期費用０円レンタルシステム『節水くん』

岡山県 朝霧元晴司法書士事務所 コンサルティング業務、相続関連セミナー・相談会の実施

岡山県 株式会社キュビズム 『店舗プランニング・設計・施工の一括受注』事業への取組強化

岡山県 Ｐｏｎｔｅ 害獣駆除された鹿革のペア製品の開発と販路拡大

岡山県 岡山眼鏡店 スポーツ愛好家中心とした雑誌広告及びフライヤーによる来店誘導

岡山県 株式会社服部時計店 高価格帯腕時計の若年層新規顧客獲得セール実施

岡山県 有限会社やまね 高齢者向け手作り弁当惣菜移動販売を通じた買い物弱者支援事業の実施

岡山県 株式会社皆成 県内外への広報強化による集客拡大

岡山県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ　ＷＯＲＫＳ ”中小企業支援に特化したビジネススクール・個社研修の販路拡大

岡山県 株式会社　　なちゅふぉと 持ち運べる「ＬＥＤミニスタジオ」等の開発及び全国販売展開

岡山県 近藤発動機株式会社 ＹＯＵＴＵＢＥ動画広告や、ネット広告を利用した販売促進

岡山県 Ｔｉｍｅ　ｄｅｓｉｇｎｅｒ　ｓｈｉｐ 交流サロン＆資料閲覧室の新規開設と新ウェブページでの情報発信

岡山県 株式会社Ｄ－ｃｒｅａｔｅ ４０代～６０代のお客様に向けた店内外のイメージ変更による販売促進

岡山県 アッパービレッジ有限会社 顧客の強みを見える化する提案型ブランド戦略業務の開発・販路開拓

岡山県 有限会社ソガワ印刷 新事業「まんがで販促」による新規販路拡大

岡山県 株式会社ハートバード 人材力も稼働効率も上げる「介護事業アカデミー」の開発と販売促進

岡山県 株式会社Ｏｒｂ 中国人向け会員価格販売サイトによる売上増加事業

岡山県 有限会社馬場足手店 設備導入による縫製製品の製造・販売の拡大

岡山県 株式会社ヤマカワ商事 リハビリサポートマシンの販売促進による売上拡大

岡山県 有限会社食器のみつはた 外国人観光客への全国窯元のうつわ博物館としての陶芸品の提供
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 有限会社Ｋｌａｘ－ｏｎ 定番商品のカタログ製作と雑誌掲載により売上拡大を実行する

岡山県 万料理みずぐち リーズナブルな本格会席コース料理の提供

岡山県 株式会社ヤマニ 看板を設置し、認知度向上を図ることによる売上拡大

岡山県 東万繊工株式会社 新商品・ギフトセット開発と販路拡大

岡山県 株式会社　倉敷ぎょうざ本舗 ホームページのリニューアルによる販路・売上拡大

岡山県 有限会社原ふとん店 「正しい睡眠」の普及と「体験型店舗」による新規顧客の獲得

岡山県 フューチャーヒャクカフェ 看板設置による通行人へのＰＲ強化とギャラリーの充実

岡山県 株式会社リショウ ポータルサイト「ｄｏｎｂｌａ．」のスマホ化による売上、利益アップ

岡山県 孔雀株式会社 一般住宅用定礎板の新規開発及び販路開拓により売上向上をはかる

岡山県 株式会社クラテックス イタリア製ソファカバーの調達先開拓と商品の充実による販路拡大

岡山県 株式会社ＣＤＬキャリアデザイン研究所 新規事業（人材表彰制度）展開にともなうＨＰ作成と情報発信

岡山県 ピタゴラス進学塾 発達障がい生徒対象の専門派遣家庭教師部門の設立・販路開拓

岡山県 株式会社エージェックス 厨房整備による給食事業強化を行い、売上拡大を図る

岡山県 補聴器ショップ倉敷 補聴器の試聴貸出の広告宣伝による販路・売上拡大

岡山県 あっとホームサービス株式会社 企業の新規顧客獲得を促すポスティング代行サービス

岡山県 有限会社坂本接骨院 ２１世紀をサポ－トする外反拇趾サポ－タ－の販路拡大計画

岡山県 三日月家 安心・安全・美味しいパンで地域の輪・人の輪を広げる事業

岡山県 株式会社備中屋 備中屋販売用自社サイトの新装

岡山県 有限会社ジョイント・エフ 施設改善と販売促進による外国人・女性の集客向上

岡山県 おいえはり灸院 女性向けサービスを特徴とした児島分院の開設と地域へのＰＲ活動

岡山県 再来 団体向け外出サービスの開始と利用者獲得のためのＰＲ

岡山県 理容あさの 定額制サービスを中心とした新規顧客の獲得のための情報発信

岡山県 うどん館 集客を目的としたロード看板設置と店舗改装

岡山県 珈琲屋３２ 女性が来やすい喫茶店のための環境整備と多店舗展開に向けた準備

岡山県 株式会社ＬＡＰＯ ウランガラスを使った雑貨・アクセサリーの制作と販路開拓

岡山県 坂本織物有限会社 ハンドメイド商品のデザイン性向上による販路拡大事業

岡山県 ティーツーケー株式会社 “９９円からはじめるネットショップ”ＥＣサポートシステムの構築

岡山県 有限会社信和 安心・安全な下津井ブランドの水産加工食品の全国展開

岡山県 レイヤード・ジャパン 事業継続・発展のための新サービス・販売ルートの構築

岡山県 株式会社ＳＰＹ ヒーローに捧げる一本、児島発ヴィンテージ・ジーンズの提供

岡山県 ジンバ株式会社 働く女性のヘルスケアサイトでのワークウェアと骨盤グッズの提供

岡山県 合同会社佐藤プランニング 工場丸ごとデジタル化サービスによる下請けからの脱却
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 ＥＮＤＯＲ 「岡山県産オリジナル生地の販路開拓に伴うホームページの作成」

岡山県 あじ菜 高齢者向けのメニュー開発と新商品の販路拡大

岡山県 酪農Ｃａｆｅ　Ｍｏｕ－ｍｏｕ－Ｋｉｔｃｈｅｎ 全国初「初乳」を使ったスウィーツ開発による販路拡大

岡山県 オオモトクリーニング リペア・メンテナンスの常設メニュー化。

岡山県 青山茶舗 『デザインの地産地消』と『プレミアム商品の開発』

岡山県 島宿　三虎 瀬戸内海！地元の魚を使用した加工土産品の開発による販売拡大

岡山県 カーリフレッシュ　タハラ ウッドテラスを活用したイベント開催による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社大本 「塗装のプロが教えます！」用途・材質に合った塗料の販売拡大

岡山県 有限会社丸新麺業 真空包装機導入による笠岡ラーメンの販路開拓、新商品開発

岡山県 一心整体 視認性向上！清潔店舗のＰＲによる新規顧客の開拓

岡山県 小山製麺 雑穀物語「美人うどん」のネット販売による販売拡大

岡山県 お多福旅館 「日本夕陽の宿百選」の宿！集客力を高めるための館内改装

岡山県 井原石材有限会社 自社の強みや新たな取組をＰＲするための販売促進ツール構築事業

岡山県 有限会社フードスタイリング 食器洗浄機導入による顧客回転率の向上

岡山県 ＢＯＵＬＤＥＲＩＮＧ　Ｔ：７ ボルダリング愛好者の拡大

岡山県 株式会社岡本テキスタイル インターネットを利用した販路拡大事業

岡山県 みのり 開業して６ヵ月、リピーター確保のための販促事業

岡山県 株式会社ティーアイシー 求職者の為の就職ガイダンスと合同説明会の開催

岡山県 森商店 英国にて展示会を開催し、備前焼の新規販路開拓をはかる。

岡山県 合資会社五郎辺衛 【デザイナーと窯元のコラボ　備前の新たな販売ルート確立のために】

岡山県 株式会社タイガーインターナショナル オーダーメイドタイルの新製品の販売促進及び販路開拓事業

岡山県 リサイクルワタナベ 自社ホームページのユニバーサル化及び個人情報管理の徹底

岡山県 株式会社山雅ファブリカン 情報発信力強化による個人直取引スキームの構築で収益ＵＰ

岡山県 有限会社総社ランドリー 地域最安価格を提供するキャンペーンで新規顧客を獲得する。

岡山県 ｒｅｃｈｅＲｃｈｅ（ルシェルシュ） 顧客管理ソフトの導入でファン顧客づくりと売上アップ

岡山県 金亀 地産地消弁当の開発とヘルシーな精進料理の情報発信で集客拡大

岡山県 吉備建創株式会社 アパートオーナー様向けの効果的販促ツール活用による売上拡大

岡山県 リサイクルストアあかつき ネット販売管理システムの構築と活用による販売力強化

岡山県 創作料理　菜茂家 新サービス「テイクアウト」の広告宣伝活動による売上向上

岡山県 株式会社ナルミ 販促ツール及びホームページ制作で売り上げアップ

岡山県 株式会社ビリーブ ５０～６０代にターゲットを絞った広告宣伝によるリフォーム事業の拡大。

岡山県 株式会社トングウ 潜在顧客へのテストマーケティングによる売上アップ
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 窪津真果園 「食べきり新規格商品の販売に伴う広告宣伝による販売開拓」

岡山県 新見らーめんいぶき 高性能な食器洗浄機を導入し、女性客も入りやすいラーメン店を目指す。

広島県 株式会社ＡＫＩコーポレーション デジタルサイネージの導入とチラシ作成及び配布による販路開拓

広島県 ｔｕｍｕｇｉ 新たな集客のためのワークショップの開催と各種イベントへの出展

広島県 広島観光事業株式会社 健康と地域コミュニティの空間に拘った、健康麻雀教室の出店

広島県 有限会社広島米倉 メンタルヘルス事業において法人顧客の開拓で売上増大を目指す

広島県 株式会社エフツー 広島限定　住宅リフォーム潜在ニーズ　見える化プロジェクト

広島県 Ｐ－ＢＥＲＲＹ おいしいカフェインレスコーヒーの認知向上・販路拡大事業

広島県 三十八花堂 介護事業所の介護職員と利用者の為のメンタルヘルスケア事業の展開

広島県 株式会社坂昆 広島産レモンを使った地産地消の新商品開発と販売促進活動

広島県 吉島合同事務所 産廃業特化で８年。今こそ業種特化型行政書士の存在周知を！

広島県 合同会社フォーユー タブレットで電子化した飲食メニューの開発

広島県 株式会社デザインビズ 税理士専用顧客ニュースレターの販売促進のための営業展開事業

広島県 スワ食品 知名度のある地域資源を絡めたネット販売の構築

広島県 讃岐うどん専門店やまふじ 女性客の来店増加を目的とした販売展開の実施

広島県 株式会社ＳＩＧＮＴＹ（サインティ）
オリジナルヘアゴム「ａｎｎｉｅｕ（アンニュ）シリーズ」の商品開発と既存商品の販
路

広島県 大同防水工業株式会社 外壁塗装、屋根塗装、防水リフォーム工事の販路開拓

広島県 Ｅｉｂｉ 美容品とネイルの顧客ニーズに対応した環境整備と宣対事業

広島県 アドジャパン 伝統的工芸品熊野筆の技術を活用した商品開発と販路拡大事業

広島県 寺町漢方薬局 漢方薬局の専門性をＰＲするための店舗改装とオリジナル販促物の制作

広島県 有限会社オキノストアー 高齢者にやさしい店舗作りと無料配達サービス活性化による売上向上事業

広島県 広島食鳥有限会社 「廣島赤鶏砂ずりせんじがら」、「手羽元の醤油焼き」商品化、販路開拓事業

広島県 有限会社グリーンブリーズ
『Ｇｒａｎｄｅひろしま』の販路拡大用の営業ツールと定期講読者獲得のためのＨ
Ｐ開設

広島県 一級建築士事務所Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｄｅｓｉｇｎ
新規顧客獲得のための機械導入による商品の付加価値向上、ならびに広報
活動

広島県 広島あゆみ保育園なかひろ 園内改装による業務効率の改善とインターネットを活用した広告宣伝

広島県 メディカルコート株式会社 新商品の化粧水・美容液による販路拡大と卸業務の展開

広島県 株式会社ソアラサービス 広島（宮島）の観光資源を活用した「守り砂」の販路拡大

広島県 一級建築士事務所みらいプラス住宅検査 住宅検査に特化した第三者検査事務所による住宅検査サービス

広島県 有限会社中尾商店 新規彫金教室開設による男性層の顧客獲得事業

広島県 株式会社アスルート アスルート「ＫＯＢＡトレ」拡大プロジェクト

広島県 株式会社ジョブマッチ 自社の強みと安心感が伝わるＨＰを作成し若年層を取り込み売上拡大

広島県 クラシックミュージックパブオクターヴ． クラシック音楽パブ強化に向けた、メニュー、認知、客単価の向上
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

広島県 株式会社トレカンテット 広域営業推進によるショップ認知度の拡大及び新規顧客の集客

広島県 三代屋 店舗拡張による顧客の取り込みと売上げ増加

広島県 サルトリアヌォーヴォ 客層拡大と購買率・再来率アップを図るための現物サンプル作成

広島県 株式会社ワークジェイ 転職マーケットに特化した求人サイトの運営周知及び販路拡大事業

広島県 有限会社光立建設 ホームページ作成、チラシ作成およびポスティング配布による新規顧客の開拓

広島県 株式会社吉村店内創美 パンフレット等による集客と、リフォーム部門確立のための改装

広島県 有限会社エルドー 出逢い創出やＩＴ戦略により『チャンス』を自ら創る事業

広島県 株式会社プラスコーポレーション 予防保全サービスと補修部品製造の販路開拓

広島県 パスワ スイーツふくやま＆備後のパン屋アプリの販路開拓と認知拡大

広島県 株式会社ソワール 新規開拓に向けたイベントの開催とホームページリニューアル

広島県 水呑ＣａｆｅＢｏｎｅｕ “お家でＢｏｎｅｕ”カフェが始めたお弁当事業の強化

広島県 株式会社こんどう電器 「家まるごと活性化事業」の基盤整備とＰＲ展開による販路開拓

広島県 新生タイヤ販売株式会社 老朽化している店舗内外装の改修による新規顧客の販路開拓

広島県 お好み焼き・鉄板焼わっしょい。 うずみ焼き、だしお好み焼きによるファミリー層のとりこみ

広島県 有限会社交和商会 重量物運搬サービスの導入と販路開拓

広島県 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ オリジナル家具のカタログ製作による販路拡大

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 飴菓子商品力強化のためのパッケージ改良

広島県 フェニックス トイレの全面改装、階段手すりの設置で売上増加の実現

広島県 合同会社　カスリラ 備後絣を使った絣商材（カスリラブランド）の販路を拡大する。

広島県 有限会社リニューアル仁 新築和風モダン社宅の認知活動と集客活動

広島県 米マイフーズ株式会社 米粉商品の販路開拓・商品開発支援　米粉の普及　新技術開発

広島県 有限会社清吉コーポレーション 認知度アップの広報活動と法改正に対応する為の改善

広島県 株式会社水工房リアル 「すぐ来てほしい…。」お助けマグネット事業

広島県 株式会社府中家具の館中島 「世界にひとつだけの家具」無垢一枚板（自社製）の販路開拓

広島県 コタニコーヒー コミュニティ型コーヒー店（コーヒー豆製造販売・喫茶）の開店

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン 端材を使ったオーダー型オリジナル木製まな板の開発と販売

広島県 株式会社ヒラメキカンパニー 地域ポータルサイトＡＳＰのサービス強化と販路拡大事業

広島県 小川工芸有限会社 そば打ち道具のターゲットを絞ったＷＥＢ広告、パンフレット制作

広島県 松葉製作所 高品質のパンフレット作製および展示会出展等による販路開拓

広島県 株式会社アペル 若年層の顧客に対応した新たな情報発信の構築

広島県 株式会社みやわき建設 打合せスペースのオープンスペース化改修事業

広島県 木のおもちゃＨＡＮＡ 顧客サービス拡充に伴う店舗設備の整備と販売促進資料の作成
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

広島県 有限会社中野自動車 一般個人客へのコンサルティングブース設置

広島県 有限会社吉岡企画 ・和密を使った高単価商品開発による販路開拓事業

広島県 オカダサイクル 「移動修理自転車店ＰＲ」新規顧客獲得のチラシ、ホームページ作成

広島県 有限会社藤川 高齢者・福祉利用者の新規顧客開拓事業

広島県 農家レストラン西野 「おかずでがんす“竹原まんま”」事業

広島県 株式会社川崎フードモデル 糖尿病模型の広告、蜂の巣、ネックレス、お供えセットの販路拡大

広島県 株式会社スポーツショップワタナベ
○地域の柑橘類を販売するホームページサイトの立ち上げ。○現在のイン
ターネット通販

広島県 株式会社宇根鉄工所 大都市の地下空間の浸水災害を防ぐＢＣＰ対策ゲートの販売促進

広島県 木村哲也建築デザインオフィス 空き屋削減のための古民家リノベーション促進事業

広島県 丼丸渡部 早急に店舗の認知度を高めるためのプロモーション展開

広島県 株式会社ｐｌｕｓｂｏｘ シニア犬専用サプリメント販売事業の立ち上げ及び販路拡大

広島県 集いの杜福の神 団体客をターゲットにした「広島流お好み焼き」積込サービス事業

広島県 ｃａｆ′ｅ　Ｌｅｎｔｅ 併設店舗稼働による厨房機器の拡充及び屋外席上部にテント設置。

広島県 有限会社翠寿園 簡便な計測機械を用いて、樹木の倒木を未然に防ぐ技術の開発と提案

広島県 ＡＭ　Ｆａｒｍ 店舗改装等によるブランドイメージ強化事業

広島県
ｇｅｌａｔｅｒｉａＢＡＣＣＡＮＯ（ジェラテリア　バッカー
ノ）

世界遺産「宮島」で、観光客を路地への誘導・集客事業

広島県 株式会社ミライハートベンリー甘日市店 認知度向上・来店頻度を高めるための店舗看板の改善

広島県 株式会社旭工務店 企業イメージを高めるデザイン性の向上と積極的なＰＲ活動事業

山口県 廣田養蜂場 下関産天然生蜂蜜の商品デザイン改良とネット販売システムの構築

山口県 株式会社伸和精工 温度解析～予測変移システムの導入による新販路開拓

山口県 ｖｅｒｙ０００２ 女性の社会進出を後押しする機能性マタニティウェアのＯＥＭ生産

山口県 焼鳥一力 食べログ等の利用による集客、経営戦略に関する専門家への相談

山口県 いっぺい堂 冷めても美味しいバラエティーから揚げの提供による多店舗展開

山口県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｕｐｌｅ キッズスペース・着付室の新設による新規顧客の取り込み

山口県 株式会社マイルーム 「建物診断付の中古住宅売買仲介業」の立ち上げ・販路開拓

山口県 有限会社れんげ 買い物弱者向け「置き惣菜」商品開発と販路開拓

山口県 茶房はせ 通行者への店舗周知と、モーニングの周知による新規顧客の獲得

山口県 株式会社モンシェール 『不妊症・更年期障害改善』の新メニューで新規顧客を獲得

山口県 原田総合システム 登録商標“こらぼる”の商品化とビジネスモデル構築・販売促進

山口県 合同会社アグリプロジェクト 有機農産物・有機食品のコラボレーション新規販路開拓事業

山口県 有限会社ひわだや 社寺クリーン事業「社寺きよら」のサービス開発と販路開拓

山口県 桑田醤油有限会社 新機能商品の認知向上・ラインナップ強化による販路＆売上拡大
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

山口県 幸の芽オフィス 「記憶に残る」新しい結婚式スタイルの提案

山口県 有限会社福田フルーツパーク 親子が農園で楽しむフィールドアーチェリー事業と販路開拓

山口県 株式会社グリーンハート 医師が行うアンチエイジングサービス「Ｒｅ・Ｂｅａｕｔｙ」の販売促進事業

山口県 株式会社Ｓｅｒｏｒｉ 参加型・体験型で楽しめるお抹茶・日本茶のサービス開発

山口県 ＫＯＪＡＲＥ ヘッドクリームバスの新規メニュー化

山口県 防長建材株式会社 一般顧客獲得に向けた店舗改装と人材のスキルアップ

山口県 レストハウス・たんぽぽ株式会社 岩国特化したデザートの販促事業

山口県 有限会社アイティーキューブ 「ごくー不動産システム」の開発と販路拡大

山口県 内山順天堂 剣先するめの個包装改良による販売促進事業

山口県 木村水産 剣先いかの塩辛、田作りの開発・販路開拓

山口県 有限会社にこにこサービス 新規開設する在宅型有料老人ホームの顧客獲得事業

山口県 ３Ｇｒａｎｔｓ（スリーグランツ） 美容液エステの普及で小さくても強い価値で存続するサロン作り

山口県 イラストレーターＮＯＢＵ．
「栄養士の資格を持つイラストレーター」としてのブランディング強化、及び営業
活動

山口県 Ｗｏｏｄ　Ａｒｔｉｓｔ　Ｈｉｋｏ 地方から発信するアンティーク家具製作効率化の為の設備導入と販路拡大

山口県 株式会社まつもと 「お中元期に合わせたふるさと山口のギフトセットの考案と販売促進

山口県 エムテックス有限会社 新製法蒟蒻麺と蒟蒻麺一貫生産装置の販路開拓

9/9



採択事業者リスト

徳島県 テイク 結婚披露宴のインターネット中継サービス提供

徳島県 ハイメール化成株式会社 新商品「吊下げ具付ＰＰフィルム袋」の開発及び広報事業

徳島県 株式会社ソフィアズインターナショナル 学習塾における不登校・学習障害児への子育て支援と学力保障

徳島県 Ｓ．ＶＭＯＢＩＬＥ．ＳＥＲＶＩＣＥ 地物の商品で栄養バランスを考えた「アスリート養成弁当（仮称）の製造

徳島県 株式会社蓮菜 個室増設による新規顧客の獲得

徳島県 有限会社西岡産業 徳島県の勝占いちごブランド普及事業

徳島県 株式会社グローヴ スマートフォン世代のウェディング顧客の獲得～「ナシ婚」層へのアプローチ～

徳島県 有限会社白水園 旅館内のＷＩＦＩ設備充実による顧客満足度向上及び新規顧客獲得

徳島県 城南整骨院 「ポータブル治療器と予約システムの導入による顧客サービスの向上

徳島県 ベジキッチン 「徳島産（四国産）の野菜・果物の販売と新たに加工品の新工場の設置

徳島県 アロマスタディＹ’ｓ　Ｌｅａｆ 店舗用リフォーム（特に水回り）・集客システム販路開拓

徳島県 エル・エム・ピーデザイン株式会社 光造形式３Ｄプリンターを活用した販路開拓及び販売促進

徳島県 合同会社一華 介護支援事業所のＰＲ促進とスタンド看板の設置・介護ソフト借料

徳島県 有限会社豊田商店 他社と差別化できるオリジナル商品のブランド化と販路開拓

徳島県 鳴門レジャーランド株式会社 「モアナ　カフェ」増設と地域１次産品販売による売上向上

徳島県 ザ・コーヒービーンズ 浸出方式コーヒー用ポットＮａｔｕｒａｌ　Ｄｒｅｎｃｈネット展開

徳島県 井上味噌醤油株式会社 当蔵店頭での販売強化と伝統製法のＰＲによる客単価の増加事業

徳島県 リサホリスティックセラピー 新メニューによる既存客へのサービス拡充と新規顧客開拓

徳島県 珈琲院ピーベリー 高齢化社会に対応した店舗強化　及び　珈琲専門店のテイクアウト販売実施

徳島県 おこめパン工房 新商品の投入で販路拡大

徳島県 株式会社ロゼッタコーヒージャパン オリジナルギフト商品の開発とその販路拡大事業

徳島県 有限会社麻植商店 消臭剤の製造販売・販路開拓

徳島県 Ｆｌｏｓ　ｆｅｒｒｉ　（フロスフェリ） 店内の工房での刻印加工、およびロジウムコーテイングの実施。

徳島県 ｂｏｏ　ｂｅｅ　ｂｉｒｄ　Ｈａｉｒ 駐車場整備と自光式看板の新規設置で安全で明るい店舗外装工事

徳島県 マリンイベント企画パーレイ スタンドアップパドルボード・シーカヤックでの海遊び

徳島県 有限会社片岡工務店 「ＦＰの家」販売促進活動

徳島県 ｈｅｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｃｏｃｏｒｏｎｅ 「マツゲエクステ」開始を機に新店舗を再アピールするための改装

徳島県 有限会社あけぼの ネットから直接貸衣装が借りられる、スマホ用ホームページの作成

徳島県 リトルバード有限会社 手提げ袋でファンを増やす！歩く広告塔「夢の手提げ袋」事業

徳島県 株式会社Ｎｅｐａｒｉ 地方から世界の花きブランドを目指して！知名度ＵＰ・販路拡大

徳島県 四国建設株式会社 独自特許技術とエネルギー管理技術による災害に強い家づくり提案

徳島県 有限会社マーキュリー 「移動スーパーとくし丸」事業のための新規移動販売車の製作

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

香川県 堀得感堂 表装技術を活かした帯・着物リメイク商品の開発・販路拡大

香川県 株式会社　ホリ 自社ホームページ及びギフト用パンフレットの作成

香川県 有限会社エビスヤ本店 くつろぎ空間を演出する店舗改装で、人と人の繋がりを深める事業

香川県 株式会社スカイファーム 外国人観光客向け香川県下の観光農園めぐりを企画・ＰＲする事業

香川県 有限会社谷澤数光商店 惣菜用冷蔵ショーケース導入による客単価増加並びに廃棄ロス減少

香川県 トラットリアボンウーノ 女性１人でも安心できるイタリアンｄｅ赤ちょうちんＢＯＮ　ＵＮＯの販路開拓

香川県 安田伊知郎行政書士事務所 「おひとり様」「現役世代」への相続手続き啓発及び販促ＰＲ

香川県 有限会社スエヒロ銀波亭 Ｗｅｂを活用した新規鴨料理顧客の開拓、および既存活性化

香川県 株式会社達人会議 「親の会かがわ」のイベント開催とチラシやホームページでのＰＲ活動

香川県 株式会社ピリコ 災害用浄水機のＰＲによる受注拡大と、新商品開発による差別化

香川県 （有）ヘアーサロン宮武 訪問福祉理容美容サービスのＰＲで売上高２０％アップを実現

香川県 メンホリック 新設備導入によるイタリアンレストラン、パスタ専門店への生パスタの新提案

香川県 王龍ラーメン ＣＳ，ＥＳを向上させる古くて快適な店作りで年商４１０万円増加

香川県 ｗａｂｉ－ｓａｂｉイタリアン 坂出市特産の坂出金時人参を使用したドレッシング開発、販路開拓

香川県 株式会社常磐 ステップボーンカットの新規顧客獲得のためのプロモーション事業

香川県 有限会社末沢写真館 振袖中心の成人式から、カタチに残る「写真」中心の振袖レンタルへ

香川県 森川ガーデン株式会社 個人見込客の来店頻度を高めるための店舗改装事業

香川県 有限会社　ゆ組 店舗と営業内容のリニューアルによる売上拡大事業

香川県 株式会社　行天食品 精肉店と焼肉店の相乗効果を狙った売上拡大事業

香川県 有限会社西田オート 小型・普通貨物自動車のスピード車検による販路開拓

香川県 為五郎 地域密着！ＪＡふれあい産直市出店による販路拡大と営業利益向上

香川県 有限会社エイブル 多度津町内最大の児童数、豊原小学校区への新教室開業

香川県 株式会社パワーネット
子育て女性対象に経理専門派遣＋紹介、代行事業および人材の募集・育成
サイト構築

愛媛県 Ｋｏｋｏ’ｏ 瀬戸内の島育ち　甘酸っぱい「柑橘ジュレ」のギフト商品化

愛媛県 ヤマショウ株式会社 誇りを刻む。感謝を贈る。オーダーメイド退職記念品の販路拡大

愛媛県 みよし整骨院 愛媛初！股関節専門治療院！難治療に明日の希望を！

愛媛県 有限会社カフェー工房松山 県産健康食材を使用した坊っちゃんティーバッグの加工、販売事業

愛媛県 株式会社ＩＡＢ ライスミルクを使用したスムージーの開発および販売。

愛媛県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＣＯＲ ミドルエイジ世代の為のスペシャルアンチエイジングメニューの展開

愛媛県 ＳＬＤ　Ｈｏｍｅｓ 中古住宅を活用した「異文化交流シェアハウス」の簡易リノベーション

愛媛県 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓｐａｃｅ　２１２ アロマビューティケア（オイルを使用したケア）販促強化　【７０分…９２００円

愛媛県 キッズコンパス 学習障害の子どもたちに対応する学習支援施設（学童保育付き）の実施
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愛媛県 有限会社ビーンズ 特許取得のＣＴＦメニューで新たな販路開拓

愛媛県 株式会社ヒロ建設工業 集客型店舗開設（商圏開拓）・性能・機能向上型リフォームの提案

愛媛県
有限会社クリエイティブ　インシュアランス
コーポレーション

地方代理店によるハイブリッド型インターネット自動保険販売

愛媛県 有限会社味蔵 おいしさを食卓に届け、家族の笑顔を増やす事業

愛媛県 新居浜ジャンドール 「寺院ライトアップイメージＢＯＸ」による販路拡大プロジェクト

愛媛県 株式会社ＣＯＣＯユニオン 愛ある県から全国へ、お財布にやさしいネットで貸衣装レンタル

愛媛県 行政書士ほしくま事務所 １年間修正無料の高齢者向け公正証書遺言ワンストップサービス

愛媛県 株式会社住工房たかせ 新聞型広告・見学会案内チラシの見直しとＨＰリニューアル

愛媛県 創造アトリエあぷりこっと 人間力・地域力復活のための教室リニューアル

高知県 株式会社ケンセン３５ 「消費者と直接取引を強化する珊瑚専門ギャラリー事業の実施」

高知県 株式会社アークリエイト 特許所得技術のＷＡＷＯ構法、ＫＫ－ＯＮＥ工法の販路開拓

高知県 株式会社ＥＰＩＣＵＲＥ 経営力強化を図る”もちもちピザとスイーツの店”への業態転換

高知県 本山印刷株式会社 ウェディングアイテム充実による関東圏の市場開拓

高知県 有限会社　大協工産 防災ＢＯＸ販路拡大プロジェクト

高知県 サロンドシェリ 料理教室の新設の講座のための設備導入とネット広報予約システムの作成。

高知県 株式会社ライフ・カラーズ 不動産起点の家づくりを推進する建築集団「きりん組」の展開

高知県 ｔｏｍｏｎｉ　ｆｌｏｗｅｒ 新サービスの開発と、ブライダル企業連携による新規客発掘大作戦

高知県 村井衣料品店 商店街の衣料品店が行う「顧客の世代交代」を目指す販路開拓事業

高知県 有限会社西川写真 新規顧客獲得を目的とした新たな取り組みと高齢者向けのトイレ改装

高知県 ＲＡＣ 光装飾の集客力を活用したイベントの企画および実施

高知県 有限会社室内装飾リベラル
カーテンのリフォーム修理と小物製作サービスのための職業用ミシンとロックミ
シンの購

高知県 渡辺写真事務所 高知初、写真スタジオのテーマパーク化

高知県 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 「”タコライスとコーヒーがおいしいカフェ”への転換とＰＲの実施」

高知県 ａｎｄ　ｐｈｏｔｏ 「イメージカット」による新規顧客開拓

高知県 ＩＳＥＹＡ 新ブランド取扱いに合わせた売り場面積拡張および販売促進の実施

高知県 良水 「域内初の懐石料理ケータリングサービスの実施とハレの日の演出

高知県 藤田屋 清流四万十川でとれた青のり煎餅の新パッケージ開発・販路開拓

高知県 デイナズ　フレンズ　英会話クラブ 世代を超えたサロン的な英会話クラブ

高知県 株式会社井上保険事務所 企業賠償保険啓発

高知県 有限会社はたやま夢楽 個人客を対象とした商品価値を高めるためのデザインの統一化

高知県 有限会社有光酒造場 海外販路開拓、及び取引先との関係強化事業

高知県 株式会社陽和工房 陶芸の楽しみ、暖かさをもっと知ってもらうためのＰＲ活動
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高知県 株式会社アースエイド 葉にんにくを活用した加工食品の開発

高知県 レモレモカヤックス お客様目線による四国アウトドアポータルサイトの構築

高知県 トマトエスエフ有限会社 地球環境にやさしいカーエアコンサービスの提供

高知県 工房刻屋 地方小規模工房の販路開拓作戦！

高知県 株式会社須崎プリンスホテル お客様満足度向上作戦　宿泊環境の向上、飲食スペースの拡充整備

高知県 合資会社森商店 顧客にとって最適な自転車ライフをＨＰやイベント等により提案

高知県 釣吉釣具店 業務用真空パック機の導入及びパッケージデザインの開発

高知県 有限会社吉永 通信販売事業の販路開拓
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福岡県 株式会社たんぽぽ 東洋医学でつわり解消！快適なマタニティライフ（＊＾＿＾＊）

福岡県 テキスタイル長尾 生活空間を彩る染織品による販路開拓、染織体験ギャラリー活性化　事業

福岡県 持田総研株式会社 シール・切り文字の内製及び新規印刷加工品の販路開拓と商品告知事業

福岡県 アジア総合法律事務所 「交通事故の整骨院向けマーケティングセミナーの開催」

福岡県 有限会社吉井商事 グリーンツーリズムによる手作り野菜「サラダ便」の販売促進

福岡県 西日本電元株式会社 専門技術の出番だ！急成長のスマートフォン修理市場を開拓せよ！

福岡県 アイ・プルーナ株式会社 海外展開のための自社オリジナル商談ツール制作・試作品製作と商談会参加

福岡県 株式会社メリーグラシス 「色彩講演・セミナーを活用した靴・足関連商品販売促進」

福岡県 ＰｏｕｒＶｏｕｓ 「弱酸性美容法」と「送迎サービス」がある美容室の広報活動

福岡県 株式会社パークウエスト 店舗の付加価値向上に向けたイートインコーナーの設置事業

福岡県 旭東洗化有限会社 シミ抜き技術を切り口にした新規・継続顧客獲得事業

福岡県 グルーヴセンス株式会社 映像をベースにしたブライダルプロデュース事業立ち上げに伴うＰＲ事業

福岡県 研機株式会社 新型乾燥機ＫＥＮＫＩ　Ｄｒｙｅｒの国内外拡販のためのＰＲ事業

福岡県 エフエスメンテナンス株式会社 空家保守管理事業による地域活性化のための大分県での販路開拓。

福岡県 ＴＬＣ株式会社
着付け不要で誰でも一瞬にして美しい着姿になれるオーダーメイド着物の販路
開拓

福岡県 ボン・ルパ ペットフードの無添加おやつに特化した事業の新商品開発と販路拡大

福岡県 株式会社グラシズ 自動Ｗｅｂアクセス解析レポートシステムの開発・販路拡大

福岡県 有限会社スタディオパラディソ 運動指導者になりたい人集合！新設サテライト養成コースで販路拡大

福岡県 アールクラウン まつげエクステスクールの事業とＰＲ強化

福岡県 株式会社ＲＥＥＨＡ 通所介護利用者増加のための拡張とパンフレット作成

福岡県 株式会社とり祥 「水たきセット」をメインとしたネット通販による販路拡大事業

福岡県 株式会社ＩＫＵＴＡ　Ｋｉｔｃｈｅｎ のりジェノベーゼの商品開発と販路拡大

福岡県 ベビーズママ 産前・産後の女性に対するベビー用品のレンタル商品の販路開拓

福岡県 アイラッシュサロン　ｈａｌ＋（ハルプラス） 好きなことを一生の仕事にできるまつげエクステスクールの開校

福岡県 有限会社タケシゲ 料理レシピ投稿機能等を付加したホームページの情報発信力強化

福岡県 株式会社ＡｌｉｖｅＣａｓｔ 通販アプリＥｘＯｒｄｅｒ（エクスオーダー）の販路拡大

福岡県 株式会社ルネサンス・プロジェクト 生きたＬＧＧ乳酸菌入りヨーグルトリキュールの企画・開発及び販路拡大

福岡県 株式会社キバックスインターナショナル 日本初！ポジティブ教育を導入する子供英会話教室の販促活動事業

福岡県 スピードモーターガレージ 「ミニモーターショー」開催による三輪バイク試乗体験型広報展開

福岡県 グリーンストリート株式会社 目線で植物を飾れる植栽装置の普及、販売のシステム構築事業

福岡県 株式会社Ｅｌｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｇｏｏｇｌｅインドアビューオンライン販売事業

福岡県 株式会社デザインアンドテクノロジー レゴブロック教室で幼児層を増やすための改装とチラシの作成

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

福岡県 ＧＵＳＫ 海外広報を推進する大学教授に特化したポータルサイトの構築

福岡県 託児ルームアンジュブラン 子育て中のお母さんに気軽に利用してもらえる託児所周知事業

福岡県 弁護士　後藤　健太郎 相続関連分野に特化した広告事業

福岡県 株式会社Ｋａｎ－Ｚ
メタボリックシンドローム予防、妊娠応援をメインとした個人向けの献立Ｗｅｂ
サービス

福岡県 株式会社うまみ 明太生ジャーキーのパーソナルギフト用のデザインと販路開拓

福岡県 ウィズ・パートナーズ株式会社 新時代の営業ツール制作による販路拡大及び雇用創出事業

福岡県 石橋武道具店 武道具店閉店地域で営業活動を強化し、新規顧客獲得と利便性改善

福岡県 Ｔｒｅｅ　ｏｆ　ｏｎｅ（ツリーオブワン） 情報誌に「結婚」のテーマを加え、新規販路・読者開拓に繋げる。

福岡県 有限会社博多ビジネスセンター 女性・シニアのための「スタートアップオフィス」の販促展開

福岡県 株式会社エイトミリオン ＡＳＰ型コールセンター業務管理システム販路拡大に伴う販促

福岡県 アトリエあるふぁ
流行を追わず、自分らしい道を！！リノベから始まるオリジナルファッションの
ＰＲ

福岡県 Ｙｕｍｉｃａｆｅあなたとつくるキャラ弁教室 キャラ弁教室、実演等とキャラ弁当販売のための販路開拓事業

福岡県 西日本事務センター 福岡市の起業者支援のための事務代行業ＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社　シー・アゲート 門司港から博多の名物へ！宅配事業開始による、店舗改装・ＰＲ活

福岡県 株式会社ｔｅｋｓｔ 鳥用の消毒・掃除スプレーの新規開発・販路開拓

福岡県 株式会社ＮＯＫＹＤ 創業１０年の経験と実績を基にしたＰＲ事業と顧客拡大

福岡県 ビリーブ行政書士事務所 顧客ニーズに合わせた障害福祉サービスに特化した販路開拓事業

福岡県 山王ひなた美術教室 地域に根差した美術教室実現の為の店舗改装及び販路開拓

福岡県 執行　大輔 身体のほぐしを通しての、ストレス緩和と不眠の解消の普及

福岡県 ＰａｋｉｒａＡｒｔＤｅｓｉｇｎ 製造業向け営業支援サービス「ＰｒｅＺｅｎ」の販売促進

福岡県 株式会社ＬＯＮＧＴＡＩＬ 「交通事故に遭われた患者様のいち早い回復」を目指す当院への集患事業

福岡県 ＬｉＢ　ｏｆ　Ｈａｉｒ ホットペッパーでネット広告掲載・チラシ配布

福岡県 子宮温活サロンＭｏｔｈｅｒＭｏｏｎ 妊活をスムーズに行う為のサポートアプリ制作・販促

福岡県 株式会社綾蔵 紙の和雑貨ブライダルギフトのカタログ販売・販路開拓

福岡県 株式会社翔進産業 ヌタウナギの仕入先開拓及び販路開拓

福岡県 株式会社マイサ Ａｒｃｈｉ　Ｓｋｉｎの新商品の開発と新規顧客開拓

福岡県 株式会社プリムス 幅広い年代層をターゲットとした新規顧客の販路開拓事業

福岡県 藤吉盛樹園 店舗のグリーンテーマパーク化の推進による顧客獲得機会の創出

福岡県 クライミングジムＪＯＹＷＡＬＬ 生涯スポーツとして楽しむファンユーザーの為のクライミング施設

福岡県 株式会社ウォータームーン 新たな顧客・雇用の創出とスクールの開校と店舗ブランディング

福岡県 焼鳥日吉丸 女性客・家族連れにやさしく、愛されるための店舗改装

福岡県 有限会社三瀬製材所 住宅リフォーム事業の販路拡大。
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福岡県 株式会社オリーブアカデミー 九州産オリーブ葉オリジナル商品のネット販売のためのサイト構築

福岡県 シャディサラダ館到津店 ギフト商品販売強化サービス開発とその販路開拓事業

福岡県 株式会社今村工務店 お客様とより良いお付合いを続ける為に経営を安定化する事業

福岡県 １５０年のぬか床保存会 ぬか床のメンテナンスサービス「ぬか床お助け隊」の開始

福岡県 ＆ＧＲＡＣＥ 健康と美意識の高い新顧客獲得によるエステ・整体サロンの新展開

福岡県 有限会社フィーノ 海外の趣味人男性に向けた木工のまち大川の和モダン家具のＰＲ

福岡県 合資会社妹尾商店 老舗の和菓子店のおもてなしのカフェ事業

福岡県 株式会社まるじゅう 宅配事業販売促進

福岡県 タックルベリー八幡西店 他店在庫引取販売による売上げ拡大

福岡県 株式会社ブルーリング ペット健康管理アプリのＤＬ販売システム構築等による販路開拓

福岡県 洋菓子のミロ 開業５０周年記念イベントの立案・周知、販路開拓

福岡県 株式会社ケイエス企画 ドローンを利用した釣り場空撮と動画配信によるＰＲ・販売化事業

福岡県 ニコニコキッチン門司店 ポスティングによる販路開拓の実施

福岡県 有限会社　藏元 新しいオーダーメイド自転車ショップの新規顧客開拓事業

福岡県 マフレン株式会社 ベルトクリーナーの販売拡大

福岡県 株式会社禱繊維紙工 新システム導入で、着物お手入れのデモンストレーション＆ＰＲ

福岡県 あとりえ温 オリジナルギフト『緑瓦』の改良・ＰＲを通してのブランディング

福岡県 総合探偵社ドッグ 探偵・行政書士ワンストップ民事慰謝料相談センターの発足

福岡県 介護ぷらす 「介護保険を頼らずに」高齢者の生活を支援する業務等の普及活動

福岡県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｂｒｉｑｕｅ（カフェドブリック） カフェドブリックＢＡＲ展開による新規客層の開拓

福岡県 パブリックハウスブラボー 未知との遭遇！地ビールをもっと知って欲しいプロジェクト

福岡県 株式会社機能性食研 新機能性表示食品の届出可能な「鰻油入りソーセージ」の商品化

福岡県 株式会社リブート 若年層の未経験者を対象とした、技術職への転職支援事業

福岡県 掃除戦隊キレインジャー 新規開拓を狙った新しいターゲットごとへのＰＲ２種計画

福岡県 エヌテック株式会社 人工大理石に使用する添加剤の受託加工（粉砕・分別）

福岡県 エムアールフーズ 江戸情緒溢れる景観を活かしたコミュニティカフェのオープン

福岡県 レクサー合同会社 トイレと浴室改装工事による顧客満足・顧客安定化事業

福岡県 新正モータース タイヤチェンジャーの導入とカスタム化による新規顧客の開拓

福岡県 近藤文具店 専門商材や勉強会をワンストップ提供ができる文具店へチェンジ

福岡県 株式会社よしなが企画 ・高齢者見守り強化に向けての販路開拓

福岡県 ウメノ商店 『おちゃ胡椒』『ライスミルク』新商品開発と販路開拓

福岡県 株式会社松尾農園グループ 顧客生涯価値向上のための地域農産物による商品開発及び市場創造
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福岡県 有限会社たにがわ亭 メインターゲットシニア層の更なる獲得に向けた店舗改装

福岡県 味の番頭田蔵 「田川マイスターショップオープン・マイスター商品の開発拡売

福岡県 有限会社天心堂 オリジナルの漢方入門ガイドを用いた漢方薬の普及・販路拡大

福岡県 有限会社清柳食産 自社製造冷凍カレーのレトルト化に伴うパッケージ開発

福岡県 いろは食肉店 一頭買い鹿児島黒牛（和牛）等の新冷凍商品開発による販路開拓

福岡県 大川精工株式会社 海苔生産者向け会社概要・製品パンフレット及びホームページの作製

福岡県 若波酒造合名会社 若波酒造ブランドの認知度向上と販路開拓計画

福岡県 有限会社丸惣 ＷＥＢによる家具のＢｔｏＣのブランディングとエンドユーザー直販

福岡県 ナカヤマ木工 ストーリーのあるショップにするためのホームページ改良事業

福岡県 ヘアーステージオネスト 高価格サロン化の為のＷＥＢ予約とホームページの改良

福岡県 あや末 筑後広域で栽培される果物を使った特産フルーツ大福の新商品開発

福岡県 近本畳工業所 有機減農薬イグサを使用した「天然イグサの癒し畳グッズ」の開発・広報

福岡県 まるしんうどん 「店舗入口看板設置による新規顧客獲得と常連さんへの誘導」

福岡県 大石青果 地元農産品を使ったカット野菜の販売

佐賀県 丸秀醤油株式会社 直販部門に特化した商品開発およびパンフレット作成

佐賀県 有限会社忠兼総本社 バイヤーを意識したパッケージ変更による自社商品の再ブランド化

佐賀県 有限会社サガ・ビネガー ６次産業化商品の販売活動と情報発信（ネット活用）を一緒に行います。

佐賀県 サイクルショップブリット
認知向上による新規顧客の増大、および作業依頼の増加による工賃売上向
上の実現

佐賀県 株式会社美穂野 インターネット販売と海外客をとりこむ為のチラシ作成

佐賀県 染・呉服みゆき有限会社 着物の悩み解決！往診サービス充実化に向けたＨＰの新規作成

佐賀県 コピーヌ 顧客満足度を高める「癒し」と「健康美」の個室空間の創造

佐賀県 有限会社あんじん 営業補助及び販路開拓を担うウェブサイトの再構築とその展開

佐賀県 さかえ菓子舗 商品のリニューアル、店舗工場のリフォーム等による販路拡大

佐賀県 有限会社川原食品 新商品のホームページを立上げて、ＢｔｏＢによる販路開拓事業

佐賀県 株式会社ＥＶＥＲ　ＦＯＯＤ 鶏生ハムの商品紹介・販促用チラシの作成

佐賀県 カレーカフェサブロー 人気Ｎｏ．１の「佐賀牛カレー」を注目スポットでワンコインにより販売する事業

佐賀県 株式会社プラザリ 新規市場開拓のための増店とスマホ販売チャネルの開拓

佐賀県 美容サロンＷｉｔｈ 洋から和への変身サロン開設及び講師養成プレミアムコース設立

佐賀県 株式会社ＳｈａｍｐｏｏＬａｂｏ 顧客名簿から３，２００人を選び、サンプルＤＭを配布し販路拡大

佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 有田焼新商品を世界に販売するための海外向けパンフレットの製作

佐賀県 有限会社一休舎 地域密着からの信頼関係を生かした潜在顧客へのアプローチ

佐賀県 株式会社大慶 オリジナル商品を主としたネット販売システムの構築と販路開拓
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佐賀県 陶祖李参平窯 有田焼創業４００周年に向けての新商品（お土産）の開発

佐賀県 有限会社有田タクシー 子育てタクシー運行開始にともなうＰＲ事業

佐賀県 株式会社ラグジュリアス 有田焼を用いた本格的なジュエリーの開発、制作、販売

佐賀県 大串翠紅堂 『ショッピングサイトを活用した有田焼上絵具の販路開拓』

佐賀県 有限会社金照堂 法人ギフト市場参入のための「販促ＥＸＰＯ」展示会出展

佐賀県 株式会社田清窯 新ブランド立ち上げに対するパッケージ及び制作展示室部分改築

佐賀県 有限会社福泉窯 外部デザイナーによる家庭用テーブルウェアの総合プロデュース

佐賀県 サンディア 高齢化する地域の消費者へ癒しと交流の場を提供　来店促進戦略

佐賀県 佐藤農場株式会社 販路開拓と新しい個人の顧客の獲得

佐賀県 居酒屋わらべ 高級居酒屋志向に対応する個室空間の整備

長崎県 株式会社冨美屋園 「レトロ衣装」および「かんたん着物」レンタル＠眼鏡橋

長崎県 有限会社京弥 クローゼット用着物ハンガーの販路開拓による着物の売上増加

長崎県 割烹としポン酢株式会社 ブランド力向上のためのパッケージ変更に伴う販路拡大

長崎県 有限会社丸一薬局 一般医薬品・健康食品などの販売拡大、及び宣伝広告

長崎県 有限会社Ｔ．Ｍエンタープライズ
新種の抗菌消臭能力を持つ微生物を用いた自社ブランド抗菌消臭製品の販
路拡大

長崎県 Ｌａｐｉｓ　Ｎａｉｌ 長崎県内初【身だしなみとしての爪のお手入れとクリニック】の普及拡大

長崎県 有限会社梅寿軒 新規顧客層獲得のための容器およびパッケージの更新

長崎県 株式会社　介護の泉 介護移送支援事業のＰＲ拡大による顧客拡大事業

長崎県 酒楽房ととろ 笑顔の女性客が集い、シェフの洋食の技が輝く店舗へのリニューアル

長崎県 有限会社髙野屋 観光客および若い世代への「からすみ」の販路拡大

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 動画作成・屋外広告看板設置による事業周知・販路開拓

長崎県 株式会社新生 治療効果の「見える化」による来院の動機付けと顧客の維持・拡大

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター ドイツ国ヘッチェンス陶芸博物館における展示及び体験拠点化事業

長崎県 はり灸大丸健康院 鍼灸院と漢方薬店の融合による新たな付加価値の創造

長崎県 有限会社嘉泉製陶所 お客様のより豊かな生活に寄り添う本物の器を発信するＨＰ制作

長崎県 つながる雑貨屋てとて舎 フェアトレード商品の認知度向上、啓発活動による販路開拓

長崎県 株式会社東明 元請け戸建て住宅の受注を２倍に拡大するための広告強化事業

長崎県 シューレスキューアルク 機械導入による新規顧客獲得と既存顧客の満足度ＵＰ

長崎県 株式会社　玉乃舎 主力商品の販路拡大事業

長崎県 美容室レイジー 新システム導入における利益の確保と新規客の開拓

長崎県 美容室Ｍａｒｓ 抗ガン治療者等の患者や高齢者客への福祉的美容サロン事業
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長崎県 かきごや　こんねこんね 港町灯り一つ。女子も背広も旅人も懐かし居酒屋、こんねこんね！

長崎県 株式会社志佐ガス 災害時対応ガス器具販売の為のウェブサイト構築事業

長崎県 松尾農園 長崎初！種苗店の『新野菜直売所』を開設！

長崎県 エディオン　ナガタ電器 商品陳列の改善により購買意欲の促進とリピート顧客創出の事業

長崎県 ｇｒｅｅｄｙｇｉｒｌ（グリーディーガール） まつ毛パーマ・エクステ、ヘッドスパ新サービスによる新規顧客獲事業

熊本県 イタリア料理トレ・ステッレ 『親子で食育、本格イタリアン』熊本唯一の食育レストラン事業

熊本県 スカイリテイル株式会社 専門サイトと動画活用で車離れ世代等の潜在顧客誘導戦略事業

熊本県 株式会社ユーロヒュース 「施工事例ＰＲキャンペーン（仮）」による、見込み顧客獲得事業

熊本県 乳菓子屋 若年層を狙ったネット予約システム構築とメディアミックス戦略

熊本県 株式会社グリーンキューブ ブランド『かぐや鯛』をダイレクトマーケティングで販売

熊本県 創作からあげの新星 広宣活動の強化とヘルシーからあげ等の新商品で潜在顧客の開拓

熊本県 メイキット ドクターフィッシュの繁殖技術確立による原価低減と販路拡大

熊本県 天神整骨院 顧客間の口コミを狙うために必要なツールとブランドの作成

熊本県 リボンガス株式会社 温水床暖房販売促進支援ツールの作成

熊本県 有限会社Ｂｉｚ　Ａｓｓｉｓｔ 顧客毎にアレンジ可能な低糖質・高食物繊維質パン等の販売

熊本県 ｃａｆｅ＋ａｎｔｉｑｕｅｓＫＯＫＯＰＥＬＬＩ Ｅｎｇｌａｎｄに出会える里山－アンティーク家具の販路開拓－

熊本県 株式会社モリシマ 黒川温泉の「名物土産物」開発及び集客強化事業

熊本県 キーメーカー 業務用金庫開錠施工の受注に向けた業務拡大展開策

熊本県 株式会社談 中国人観光客をターゲットにした免税店情報提供サイトの運営

熊本県 株式会社山一 おだし教室を軸とした販路拡大に向けたＨＰ刷新とイベント開催

熊本県 有限会社日子 自社ホームページの機能強化による中国人顧客獲得等による売上拡大

熊本県 クロッカス 「ママの名刺」テンプレートデザイン販売サイト制作

熊本県 あだち株式会社 空間リニューアルに伴う新規顧客の開拓事業

熊本県 株式会社中央マテリアル 羽衣台墓園での小規模墓石の販売を通した顧客ニーズの収集

熊本県 有限会社アワデント 自社サービス認知度向上のための自社ＨＰの一新とＤＭおよびメディア広告

熊本県 株式会社ＩＤＥＡコーポレーション 『野菜豚巻き串のチーズフォンデュ』の販路拡大

熊本県 有限会社蓮 ニーズに沿った個室の整備。目指せ！売上機会ロス０の取組み。

熊本県 チャイナダイニング天翔 高齢者と女性の心を掴む新メニューの開発と店舗外観の改修

熊本県 青山株式会社 水前寺地区における古材を再利用したリフォームの発信事業

熊本県 有限会社一坊 百貨店への出店による新規顧客開拓と店舗・商品ブランド力の向上

熊本県 ムス・ラボ ＳＮＳ活用のためのコミュニケーション開発事業のＰＲと顧客獲得

熊本県 デコラーレ 食品、ワイン保管の為の冷房空調設備、セラーの新設
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熊本県 株式会社Ｌｕｎａ　Ｒａｉｎｂｏｗ スチームコンベンションオーブン活用による新商品開発で販路拡大

熊本県 株式会社フラットビート アメリカンスタイルの集約型店舗による販売促進事業

熊本県 株式会社森羅万象堂 新製品「桑の葉ゼリー」のインターネットでの広告による販路開拓

熊本県 ＷＩＤＥ　ＯＰＥＮ 染色技術を応用した特殊加工皮革製品の製造に伴う販路開拓事業

熊本県 社労士事務所ＨＩＫＡＲＩ 企業のマイナンバーの適切管理を支援することによる顧客拡大

熊本県 株式会社倉崎 敷かない畳！畳の新たな活用方法を提案「壁掛けファブリック畳」

熊本県 日本お米協会 無農薬米をはじめとする産品の生産者直送と店舗販売事業

熊本県 ｏｒａｎｇｅ・橙書店 若者のための文化的場所づくり

熊本県 九州進学研究会　熊本校 高認試験（旧大検）を経ての大学受験フォロー計画

熊本県 株式会社平成不動産 家主、顧客向けサービス向上のための店舗改装と広報活動による販路開拓

熊本県 有限会社エージースクエア カービングスクールの新規受講生獲得のためのＰＲとネットショップ開設事業

熊本県 有限会社オートリパイヤー・オカザキ ホームページによる広報と販路開拓

熊本県 日奈久水産株式会社 水産物問屋が取り組む安くておいしい加工品製造販売事業

熊本県 問天パソコン教室 高齢者の情報格差解消によるハッピーライフ事業

熊本県 八代観光株式会社 店内デザインの統一感による「白馬ブランド」再展開事業

熊本県 Ｌａｖｉｅｎ　Ｃｈｅｒｉｅ株式会社 親子で体験する模擬ウェディングと婚活イベント事業による未婚者層開拓事業

熊本県 株式会社ゴールデンリバー 既製品にはできない世界で一つネームネックレスの開発・販路開拓

熊本県 株式会社ユニバーサルアカデミー 幼児・小学生の視覚トレーニングの認知・販路開拓事業

熊本県 プレスファクトリー 飲食やおしゃべりを楽しめる”ふれあいデッキスペース”の設置

熊本県 有限会社球磨川ＡＢＣ 野外ＢＢＱの価値を高め、海外客を誘客し地域を盛上げる事業

熊本県 有限会社太陽住宅設備 他にない斬新なデザインのトイレを開発ＰＲし観光地を盛上げる事業

熊本県 株式会社山德 こだわりのお茶・椎茸のネット販売による地場産品の販路開拓事業

熊本県 株式会社人吉旅館 外国人観光客誘客の為のスマートフォンサイト制作とＷｉ－Ｆｉ設備の充実

熊本県 合資会社宮崎一心堂 既存の書店内に地産地消型Ｃａｆ´ｅの併設

熊本県 株式会社水俣葦北オーガニクス 作業能率の向上のためのディフュージング商品の開発

熊本県 サンアメニティ 日本蜜蜂養蜂を活かした商品のブランド確立と販路開拓

熊本県 佐野写真館陣内スタジオ 七五三・成人衣裳の充実と、衣裳＆撮影のセットキャンペーン実施

熊本県 株式会社たいよう福祉会 家族のための利用者見守りシステム構築事業

熊本県 まくろびカフェひより 天草初！玄米焙煎茶の量産化とそのパッケージの開発及び販路開拓

熊本県 合資会社栄美屋旅館 天草ならではの新鮮な魚と安らぎの時間の提供及び情報発信

熊本県 株式会社グリーンフィールドプロジェクト 国内初のヨーロッパ有機認証「有機種子」の販路開拓

熊本県 和牛焼肉だんだん 乳幼児や高齢者連れ家族客をより一層集客するための店舗等改良

7/11



採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

熊本県 有限会社歩産業 安価な田んぼ見守りシステムの開発と販売促進

熊本県 株式会社ヴェルジェ 骨盤の歪みを改善＆メタボ健診をパスし健康美へ！

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 買い物弱者への配置ロコモ製品のパッケージ化と販売方法の構築

熊本県 有限会社つばめ薬局 設備投資及び、医療機関への啓発に伴う、在宅医療市場の開拓事業

熊本県 アワヤクリエイトカンパニー有限会社 電光掲示板設置等による新規顧客獲得事業（見直す和の心）

熊本県 八十八夜 オリジナルブランド大豆「八十八夜豆」の開発、販売促進

熊本県 Ｓｏｒａｍｏｍｏ　Ｍａｎｌｙ 店舗移転拡張に伴う、新店舗建設事業

熊本県 共楽園＆Ｐｉｘｙ 近隣ギフト店との相互連携による集客アップとリターン客の確保

大分県 はちみつ工房芳苑 九州自動車道開通を機に、新たな観光客誘致のための視認性強化

大分県 関西風鉄板焼き大阪 新商品・新サービスの提供による新規顧客開拓事業

大分県 御宿　温泉閣 通販用プリン及びレーズンを使用した氷菓と焼き菓子の開発・販路

大分県 有限会社山地食料品店 老舗八百屋が提案する新しいカタチの「８０８（やおや）」の展開

大分県 ＭｏｗＬｉｆｔ 枠組みを越えた新しい取り組みを、当店舗から大きく発信

大分県 うな重 高齢者に優しい店づくりを通した新規顧客獲得と既存顧客層の深耕

大分県 株式会社高山活版社 高山活版室新ブランドの商品開発および販路拡大

大分県 ＭＫヴォレ株式会社 新規客層の獲得に向けたテラス席の改装

大分県 株式会社アドグラフィー 宿泊施設向け写真撮影込みのホームページ制作サービスの販路拡大

大分県 コモンヘアデザイン ホリスティックビューティーヘアサロンの認知度向上

大分県 ＭＨＳ音わか 「音わか」の広報・宣伝による認知度の向上

大分県 アルテユース社会保険労務士事務所 内縁関係・事実婚の妻の遺族年金代行サービス事業のＰＲ

大分県 大分クライミングジムＤＡＩＢＵ 看板設置とシティ情報誌の広告による地域の顧客獲得

大分県 髙橋塗装株式会社 ポスティングチラシからの集客・ホームページへの誘導及び集客

大分県 有限会社せれくと 新製品の拡販と社内コーティング場の作業環境改善

大分県 ＣＨＯＵＣＨＯＵ　ＬＡ　ＳＹＬ． 周辺近隣住民を中心とした新規顧客の獲得

大分県 Ｃａｒｄｉｎａｌ 広報・宣伝による新規客獲得と新規老人介護施設獲得

大分県 有限会社桜木硝子店 「すぐ来る」ガラス・ドア・サッシの修理・補修サービスの展開

大分県 ハロー！パソコン教室フレスポ春日浦校 高齢者・障がい者向けパソコン学習支援サービスの拡充

大分県 染矢インテックス有限会社 新商品「手作り餃子の素」の販路拡大による、業態転換の成功

大分県 ママサン号河野 地域高齢者の憩いの場を兼ねた移動販売

大分県 さいきりーふ 佐伯市うまいもの特産品の商品開発、販路開拓および発信強化事業

大分県 金只建材工業株式会社 遮熱シート施工で光熱費削減を提案し、新規法人客の開拓

大分県 有限会社野上畜産 移動販売事業・範囲拡大による買物弱者支援強化
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宮崎県 三愛製薬株式会社 「低分子水溶性キチンキトサンＳＡⅢ」の商品化および販路開拓

宮崎県 ＰｏｋａＰｏｋａ アレルギーの方に喜んで頂けるお菓子やケーキの販路拡大

宮崎県 有限会社ギャラリー二一二 本店オンラインショップのホームページリニューアル

宮崎県 株式会社都城田中家 しいたけ収穫体験型サービスの展開及び販路開拓

宮崎県 柳田酒造合名会社 本格焼酎の海外向け商品パッケージ、販促資料作成とＷＥＢ構築

宮崎県 彩コレクション 服飾展示会開催による新たな需要の創出事業

宮崎県 クロマツ設備株式会社 地域の方に求められ、必要とされる会社にる為の広告戦略！

宮崎県 キトサン食品工業株式会社 ペットサプリメントの市場開拓

宮崎県 株式会社服地のサカモト 老舗の強み（立地と人材技術）を活かした３Ｈソーイング教室の促進

宮崎県 いちりゅう南宮崎店 子ども連れの家族の来客数を上げるための広告戦略事業

宮崎県 Ｌ．Ｉ．Ｂ株式会社 遺影と展示会及び出張ヘアメイクサービスによる販路開拓

宮崎県 株式会社サトウ毛糸店 手作りフェアーの開催による販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 リリー・イン・ザ・フィールド 自社商品の開発及び販売促進と「婚活講座」の普及

宮崎県 有限会社ボールパークドットコム 試用からアフターまで一貫した少年練習用竹バットの推進事業

宮崎県 株式会社ワゴン 期間限定展示会開催とカタログ配布による商品の販路拡大事業

宮崎県 株式会社ＡＰ 新サービス導入による店舗改装および広報による新規顧客獲得事業

宮崎県 株式会社南九州プロジェクト １００％宮崎県産無添加無加糖ドライフルーツの消費拡大事業

宮崎県 エムビーアール 宮崎初！世界一流の空から視野３６０°

宮崎県 海汐プロダクション 生徒増加の為の事務所改装と看板設置・新事業に伴うサイト更新

宮崎県 やまぐち橄欖（オリーブ）店 宮崎初！オリーブ専門店の認知度向上及びファン獲得の為の施策

宮崎県 ｓｉｅｎａ－ｓｈｉｎｏ 農家定期取材を土台にした日台レシピ考案業務の認知度向上事業

宮崎県 有限会社宮崎潜水 エンリッチドエア充填設備設置・サービス開始・販路開拓

宮崎県 水研テック株式会社 「目に見えない地下漏水」を新工法で「見える化」事業の推進・販促活動

宮崎県 株式会社延岡シネマ 映画をツールとしたティーチインカフェスペースによるにぎわい創生事業

宮崎県 城山ふとん店 既成概念を打ち破る！伝統を継承した素肌ふとんのブランディング

宮崎県 ショップｎｏｉｃｈｉｇｏ 心温まるオリジナル書を通じ、全国へ笑顔の輪を発信♪

宮崎県 ｍｉｌｕｍｅ ＵＳＥＤドレスのレンタル・販売事業の開始、並びに顧客満足度の向上

宮崎県 ベーカリー原田 山間地域へ作り立て・焼きたてパンの出張販売事業

宮崎県 福祉タクシーわかば 福祉タクシー利用の交通弱者向け買い物補助・観光案内サービス

宮崎県 ペットショップＲＡＭ＆ＪＵＡ 飼い主とペット双方の高齢化を見据えた「ペット総合サービス」の展開

宮崎県 清香堂 旬・地元の食材を使った週替わり（５２週）スイーツメニューの開発

宮崎県 有限会社飯干商店 自社包材開発による中間所得層向け商品の台湾販路開拓事業
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宮崎県 川長物産合資会社 細島イワガキを活用したローカルソウルフード販売普及事業

宮崎県 高鍋パソコン教室 子供の安全と家庭教育に役立つタブレット講座の認知度アップ事業

宮崎県 株式会社ヤミー・フードラボ リパッケージングによる新商品開発および販路拡大の実現

宮崎県 ビッグスポーツ平原 オリジナルグッズ作り提案とイメージ戦略による販路開拓事業

宮崎県 有限会社福岡生花店 芳香剤いらず！！本物の花の香りがするフローラルトイレ事業

宮崎県 アロハレインボー アロマエステサロンあらため、ヘナ＆アロマ美容室経営へ

宮崎県 有限会社松浦工務店 自社オリジナル企画住宅「次世代省エネの家」広報宣伝販売

宮崎県 株式会社　侑 スマホでスタイリッシュに予約できるスマートＢａｒ事業

宮崎県 ながつみかん園 こだわりレモンのスイーツ開発と店舗ディスプレイ改善

宮崎県 小玉醸造合同会社 伝統的手造り（手麹）焼酎の輸出を通じ焼酎文化を伝え売上増をはかる。

宮崎県 合同会社五和 “食の安心、老いの安心”買物弱者対応全国初の書店内農産物直売事業

宮崎県 有限会社黒潮市場 宮崎県特産品の高級ギフトショップへの特化事業

宮崎県 ニュー・クリエイティブ 高齢者を対象としたＤＶＤ映像制作と地域密着サービス

宮崎県 古澤醸造合名会社 ホームページとパンフレットの作成によるブランド力強化事業

宮崎県 山元酒店 認知度向上の為の屋上及び屋外広告とホームページリニューアル

宮崎県 有限会社久保自動車 多忙な子育て世代に、清潔で安全な車内空間を提供する事業。

宮崎県 サッシガラスカワノ 高齢者世帯への防犯対策に特化したサッシガラス・鍵・面格子の普及

宮崎県 株式会社こめや陶堂 防災用セラミックマーカーを全国販売する為のパンフレット等作成

鹿児島県 パティスリー　ティー　タビラ 地元活性化のための「元気マドレーヌ」販売展開事業

鹿児島県 株式会社さばくる スマートフォン向け専用サイトで体験プランの販路を拡大する

鹿児島県 株式会社デーアンドエーデー デザイン戦略で差別化！鹿児島食のブランドコンサルサービス

鹿児島県 有限会社わくわくコーポレーション 医療施設向け安全啓発マンガポスターの拡販事業

鹿児島県 株式会社津曲商店 新たな販売システムの構築と個客満足度の向上を図る

鹿児島県 株式会社ＴＳグループ塗装防水専門東翔 塗装職人を安定高収入な憧れの職業にする、直売職人集団化計画

鹿児島県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　Ｋ 顧客増・継続受注増に繋がる展示スペース等の拡充・整備

鹿児島県 餃子専門店まる千餃子 ネットショップシステムの構築と販売店舗開等による販路開拓

鹿児島県 とりしょう 新規顧客獲得に伴う看板設置、店舗改装、機材購入

鹿児島県 ミリオンシールド株式会社 ミホちゃんブランドの確立と、それに伴うＨＰ等の整備、刷新。

鹿児島県 ＴＲＵＮＫ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ お年寄りを美容で笑顔に！元気に！福祉的出張美容サービスの展開

鹿児島県 有限会社三翔 空きテナントの創業者むけのシェアオフィスへの改装

鹿児島県 有限会社しらゆき 簡易な店舗改装で新規顧客獲得を狙い地域１番店を目指す！

鹿児島県 ｋａｓｈｉｗａ　ｆａｒｍ 新商品開発（ドライフルーツの作成）商品ラベルの改良
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

鹿児島県 株式会社西尾 鹿児島の郷土料理「豚肉なんこつの煮物」の全国発信及び販路拡大

鹿児島県 行政書士恒盛隆事務所 エンディングノート作成支援　《あなたの幸福が私の幸福です！》

鹿児島県 有限会社パン工房麦穂 鹿児島県知事賞優秀作品での新規顧客獲得と店のブランディング化

鹿児島県 株式会社いぶすき紬 お蚕チョコレート・シルクスイーツの開発と顧客開拓

鹿児島県 だいにんぐ味彩 美肌女子会メニュー開発と厨房作業効率アップ事業

鹿児島県 株式会社エー・アイ・コーポレーション 栄養士監修の「ちょこっとさくら弁当」宅配及び広告強化事業

沖縄県 南方資源 海ぶどうの活性化養生設備の導入と消費期限延長方法の確立

沖縄県 南西食堂株式会社 沖縄初の全世界ベジタリアン対応のレストラン開発

沖縄県 株式会社オリエンタルホビー 展示会出展での販路拡大と新店舗での販売力強化

沖縄県 キューカンパニー株式会社 「スポーツする世界の肌を、沖縄の自然の恵みでサンブロック」

沖縄県 長浜商店 アロエベラ商品開発・販路開拓

沖縄県 合同会社浦添印刷 経営の多角化による商圏の拡大と新商品の提案による販路の拡大

沖縄県 ＷｅＭＡＳＨ（ウィマッシュ） ブラスト加工で世界に一つ！記念泡盛ボトル等の開発・県内外販路開拓

沖縄県 株式会社トマス技術研究所 小型焼却炉及び廃熱利用設備の販路開拓

沖縄県 株式会社ＦＩＮＥＳＳ 『沖縄の理美容業界を元気にするＷｅｂプロモーション事業』

沖縄県 株式会社美・カーナ 沖縄発祥の海水療法を県内外へ開拓を視野に入れた店舗づくり

沖縄県 アイリス音楽教室 コンセプトに合わせた媒体・店舗イメージの統一と新規集客
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