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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 まるます 屋外席の新設事業

北海道 カメラのタカハシ スマホ全機種対応「写真プリント受付機」導入で店内賑やかに!!

北海道 スナック純 店舗改修及び新規サービス実施による顧客獲得事業

北海道 有限会社そば地蔵 広告物等の外国人対応策による販路拡大及び知名度アップ事業

北海道 エステサロンリジュール 脱毛やエステ・ネイルケアで「美・心・健康意識」の底上げを図る

北海道 有限会社ホテルしばた 利尻島の夜空に輝く星空観賞会

北海道 ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵﾊｳｽﾙﾚｰﾌﾞﾙﾘｴ 次代に対応した設備導入によるサービス向上・顧客新規開拓事業

北海道 きのした菓子舗・七福堂 新幹線開業による店頭看板の改修及び買い物袋のデザイン作成

北海道 有限会社薫製工房ハントヴェルク 小売用市場における自社ブランドの確立事業

北海道 株式会社ホテル地の涯 宿泊者の高齢者・障害者及び外国人対策設備導入事業

北海道 株式会社阿部電気商会 店舗改修によるワントゥワンマーケティング

北海道 有限会社シナジーこしみず 魅力ある観光地へのサービス向上と宣伝媒体による新規顧客の開拓

北海道 有限会社サンヨー工業 高齢化に対応するかぼちゃ収穫新鋭機による労働力劇的改善事業

北海道 あべ美容室 高齢者対応型シャンプーチェア導入で寛ぎと快感度アップ

北海道 有限会社宮原デンタルラボラトリー 新たな技工用材料の採用による商品付加価値の向上

北海道 汲田石油商会株式会社 低扁平タイヤ装着車等へのホイールバランス測定

北海道 鮨処漁灯 新設備導入による客単価向上と顧客の増加

北海道 ラッシュ・ヘアー 新型シャンプー椅子入替工事

北海道 学研しべつ教室 顧客満足度向上による生徒数増加の実現

北海道 有限会社リカ－ショップかまだ 店舗内サロンの設置

北海道 愛創株式会社 IT化対応による営業販路強化・社内管理システムの導入

北海道 株式会社ホテルニューえさし 外国人観光客に対応した新たな設備の導入

北海道 有限会社人形社 江差ならではのお土産品試作・商品開発事業

北海道 有限会社マスナガ商事 新たな客層をターゲットとしてホームページのリニューアル

北海道 株式会社丸松スーパー 高齢者にやさしい店舗づくり

北海道 かどや食堂 店舗内装及び厨房機器導入事業

北海道 有限会社ゼン 店舗改装工事（パーティルーム床暖房設備工事）

北海道 炭火やき地鶏亭 小上り席の堀コタツ化とトイレ改修による飲食店の快適空間提供

北海道 保科金物店 合鍵作製による新事業展開

北海道 くさかガス設備 事業所外壁・看板のリニューアル化販路開拓・地元実施の展示会への出店販路開拓

北海道 株式会社リプロメタル ホームページ開設と新規顧客開拓の為のチラシ製作

北海道 有限会社ネイチャーライヴ イベントを通した天売島の野鳥ブランド化とエコツアー推進事業

北海道 株式会社宇野牧場 販路拡大を目的とした販売促進用ツールの整備

北海道 ナチュラルサロン花南 エステとアロマ＆ハーブのスクール実施による顧客確保

北海道 有限会社末廣軒 北海道新幹線開業に合わせた新規土産品開発とプロモーション強化

北海道 有限会社三井水産 インターネット通販での新規顧客獲得による売上向上

北海道 ちいさな街のパンやさん 地場産素材を活用した「こだわりのパン・ドイツパン」と販路開拓

北海道 株式会社おおともチーズ工房 商品パッケージのリニューアルと販促用チラシ作成、WEBの更新

北海道 矢内菓子舗 食品表示法に対応したラベルプリンターの購入

北海道 有限会社すがの商店 機械器具導入による生産性向上と販路拡大事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 しじみラーメンの店ウインズ お土産用しじみラーメンの開発及び販路拡大

北海道 有限会社北﨑食品 品揃えの充実によるお客様満足度向上事業

北海道 きらの宿すばる きらの宿すばるの宿泊ＰＲならびに道東観光の広報のための事業

北海道 株式会社丸木舟 提供する料理の鮮度向上と売上げ増加事業

北海道 フットルース シューフィッターによる足や靴に悩む「靴難民」救済PR事業拡大版

北海道 ＢoulangerieＮishio 地方発送向けの商品掲載パンフレットの作成

北海道 協栄自工有限会社 高齢者・障がい者のための店舗敷地の整備及び店舗イメージの美化

北海道 有限会社大塚ファーム 有機農産物を使った少量多品目の加工品の開発の為の第２加工場の増設

北海道 福龍飯店 客席数増加および快適な食事環境提供のための店舗リニューアル

北海道 ふじ坊 道の駅利用者を効果的に店舗に誘導するためのプロモーション展開

北海道 川瀬牧場 集いの場を地域に提供「来て観て食べて楽しむ牛屋カフェ」経営

北海道 多田製作所 新規設備導入による作業効率の合理化に伴う顧客サービスの拡充

北海道 株式会社北海道食美樂 ペットフード事業展開（製品開発、販路開拓）及び事業所整備

北海道 増田興業有限会社 大人数対応可能設備の導入及び看板設置事業

北海道 函館麺工房嵐 看板・広告事業

北海道 ヒッコリーウインド デザイン看板設置による集客力向上

北海道 大雪漁業 看板設置による認知度アップと新規顧客の獲得事業

北海道 CarShopT・T・K PR広告看板設置による新規顧客獲得と販路拡大事業

北海道 お食事処さつき 厨房内の換気対策と衛生環境の改善事業

北海道 ateliernipek 美瑛町観光地でのブライダル撮影の強化による新規顧客層の獲得

北海道 三つ星整骨院 地元食材にこだわったカフェ事業展開のための積極的な広告宣伝

北海道 生そば藤 手打ち田舎蕎麦を持ち帰りや宅配等で家庭で食べられる事業の展開

北海道 セラーズひらの 地域高齢者が快適に利用できるコミュニティスペース整備事業

北海道 有限会社ヒエヌキ 木古内町の地域資源を使ったコロッケのプロモーション強化事業

北海道 株式会社海峡の宿然 店内環境改善および閑散期の稼働率向上による喫茶部門の強化

北海道 株式会社丸興産業 産業廃棄物を再利用した堆肥「グリーン・フェイバー」の販路開拓

北海道 pavan-ti(ﾊﾟﾊﾞﾝﾃｨ）
店舗開店後の認知度を高めるための広告宣伝活動とオリジナルアイテムの商品開発および販路拡大のための
展示会出店

北海道 株式会社てんげつあん 焼き菓子類のパッケージ一新と販路拡大を目指すための情報ツールの制作

北海道 有限会社松家農園 発芽雑穀を使った新商品の開発とネットショッピングサイトの構築

北海道 有限会社デリシャスフーズ
コードレスチャイム（EBMVOI１６－１）ソネット君導入による迅速な接客対応・メニューの一部刷新に伴うメニュー表
の作成（英語表記等）に伴う新規顧客開拓事業・ホームページの改訂によるPR事業の推進による販路開拓事業・
ショップカード作成により健康志向に対応した安心な豚肉使用店としてのPR事業

北海道 あらい商店 お好みに合わせた分搗き精米の店頭販売による新規顧客の開拓

北海道 有限会社靴バックイシハラ シューフィッターのいる店・健康靴の認知度向上と販売地域の拡大

北海道 丸富士三浦建設株式会社 自社の強みである省エネ住宅の広告・宣伝強化により他社との差別化とともに新規顧客を開拓事業

北海道 ミートショップ小久保 「小久保ラムジンギスカン」の商品パッケージ改良による新たな顧客の確保

北海道 株式会社ハイク 画像無線送信機能付き自動撮影カメラの出展プロモーション

北海道 有限会社健康堂薬品 ＨＰとチラシによる新規顧客満足度を高める店づくり

北海道 カントリーパブサウストップ トイレのバリアフリー（洋式化）と小部屋座敷席の掘り炬燵化

北海道 SHIPPINGEARTH インターネット販売における商品開発及びクリック広告による集客強化

北海道 シュプールワシノ ヘッドスパメニュー展開＆個室化による満足度向上と新客層獲得

北海道 北出靴店 オーダーメイトインソールＰＲ及び店舗内環境の改善事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 しれとこくらぶ お年寄り、こどもが心地よく過ごせる空間の整備事業

北海道 ぱんやベッキー 名入れ袋による販促とＷｅｂ販売導入による新規顧客獲得

北海道 株式会社協和温泉 新商品「入浴パスポート」発行とチラシ作成及びＨＰのリニュアル

北海道 山崎電機株式会社 間接活線工法機材の購入に係る施工品質及び生産性向上事業

北海道 株式会社道下産地 新規直売所・直営農家レストラン広報による新顧客層獲得

北海道 山本建業株式会社 新しい商品である「趣味を生かした提案住宅スコーグの家」の販路開拓

北海道 株式会社丸金前田・北本店 ネット通販と実店舗販売シナジー効果のための広告宣伝事業

北海道 有限会社十勝太陽ファーム ネット直販と産地情報発信による販路拡大事業

北海道 有限会社松月堂 シフォンケーキの包装袋刷新及び広告宣伝による集客拡大事業

北海道 スナックサライ くつろぎの空間づくりのための空調改修

北海道 田中商店 看板改修と店内照明のLED化による新規顧客の開拓

北海道 有限会社アドナイ 自社製乳製品を使用した焼き菓子・パン製造設備の導入

北海道 株式会社大地のMEGUMI 安心安全な農産加工品の販路拡大事業

北海道 山本農産 自然農法で栽培した野菜を原料にした農産加工品の製造、販売

北海道 ペンションポーチ ホームページ作成リニューアル事業

北海道 有限会社菱畜フーズ 設備導入による生産能力拡大と顧客ニーズ対応で売上・利益拡大事業

北海道 有限会社カー・プラス 新規設備導入による外注から自社工事への転換で売上・利益拡大

北海道 ヘアメークヴェルジェ 専門知識を活かした頭皮頭髪の悩み解決で新規顧客獲得

北海道 こだわりの店はらっぱ 報徳訓（ほうとくくん）十勝豊頃羊羹パッケージ＆チラシ作成事業

北海道 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾌﾟﾚｰﾙ～そら。～ 焼き菓子ギフト詰合せ箱デザイン＆販促チラシ・ＰＯＰ作成事業

北海道 かふぇぬかない 店舗営業サインと熱い料理を美味しく召し上がる快適空間の構築

北海道 ＭＯＲＩＹＡ鉄工 酪農家向け家畜用効率的餌採取用連動スタンチョンの開発・普及

北海道 有限会社加藤物産 三三五五の味を家庭へ（通販・お土産店への出店）

北海道 学伸舎 学伸舎「標茶スクール」新規開校

北海道 有限会社摩周植物園 公共事業に頼らない事業改革

北海道 有限会社ハッピネスデーリィ 各種コンテスト参加でジェラートの知名度向上による販路拡大

北海道 ワインの国 ヒツジと触れ合える設備投資と新たな客層を増やすための宣伝事業

北海道 居酒屋寿楽の息子 メニュー表・ホームページの新規作成とオーダーエントリーシステムの構築

北海道 麺屋北物語 ピザオーブン導入による宅配ピザ販売促進事業

北海道 株式会社しらおい菓子工房まいこ 店舗集客の為の看板設置などによる販売促進強化事業

北海道 コーヒーハウスからし種 交流スペースとして活用できる空間づくり事業

北海道 タック・オート・オトベ 新設備導入による新規顧客の獲得

北海道 有限会社十勝しんむら牧場 販路開拓・情報発信に伴う自社サイト統合事業

北海道 HD企画 特産品（ハスカップサイダー）の売上増加のための店舗改装事業

北海道 安田商事株式会社 環境配慮型商品拡販による売上拡大のためのホームページ開設事業

北海道 株式会社イーエスシー ミニトマト狩り観光農園の入口看板の設置

北海道 有限会社坪田呉服店 新規顧客獲得のための店舗改装と高齢者に優しいコミュニティ空間の創設

北海道 有限会社長万部造園 店舗の照明器具のLED化

北海道 久保農園 お米の真空パッケージ商品の開発・販路開拓

北海道 有限会社三枝商店 イートインコーナーの充実による弁当・総菜販売強化と来店促進
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 株式会社大樹農社 湖水地方牧場製品のパーッケージデザイン事業

北海道 喫茶麦 店舗改修による新たな顧客層の開拓

北海道 有限会社カネセ桃野商店 低温貯蔵庫の導入による販路開拓とネット販売の迅速な対応

北海道 有限会社丸三真鍋 家族で食事を楽しむ為のトイレ改修及びそば粉を使った商品開発

北海道 株式会社木村建設 住宅建築需要拡大を図る家具製作機器の購入

北海道 司法書士・行政書士添谷事務所 国道234号側看板作成及び設置事業

北海道 熊石深層水株式会社 新商品のパッケージデザイン作成及びホームページのリニューアル

北海道 見市温泉旅館 温泉旅館に癒しの新サービス「美容室」設置事業

北海道 株式会社士幌タイヤサービス 出張修理サービスカーの作業能力強化による販路拡大事業

北海道 北日本環境エナジー株式会社 検査機器の導入による分析情報のサービス提供での販路開拓事業

北海道 合同会社十勝野スイーツ 地域資源を活用したスイーツの商品開発と製造環境整備

北海道 有限会社ノザワ物産 個人客への販路拡大を目指すための新商品（石鹸）を含めた商品パンフレット制作

北海道 豊浦S.W.FABRIK ハム・ソーセージのＰＲ動画作成事業

北海道 有限会社さんおん 業務用ＤＶＤラベルプリンター導入・ホームページ作成事業

北海道 Ｗｅｂ工房ＳＡＫＵＲＡ デザイン性の高い名刺のネット販売事業

北海道 有限会社市原精肉店 既存顧客のリピート率向上と新規顧客獲得のための広告戦略

北海道 株式会社丘の上のわくわくカンパニー 北海道鶴居村の魅力発信による外国人旅行者の誘客と消費拡大

北海道 株式会社リクラス 新聞広告掲載(北海道新聞札幌本社版：石狩、空知、胆振、後志他)

北海道 hairgrace 薄毛・抜け毛ケアの新技術導入をPRすることで来客数増大を目指す事業

北海道 大橋自動車整備工場 大型車両用インパクト購入による新規顧客獲得事業

北海道 株式会社ログハウス二十一 自然派住宅建築過程で排出される建築端材の有効利用と事業化

北海道 株式会社C・P・S 高齢者等のニーズに対応した新サービス提供に関するＰＲ活動事業

北海道 株式会社昭和新山給油所 観光情報等提供による、おもてなし・売上強化対策事業

北海道 有限会社田渕自動車興業 ＰＲによる市場獲得とお客様との関係性浸透事業

北海道 ヘアーサロンナカオ 顧客の増加、客単価アップの為のフェイシャルエステ等の新サービス提供

北海道 bouiangerieGiovanni パン発酵機材新規導入による生産受注数強化および販路開拓

北海道 株式会社勝田工務店 ホームインスペクションツールの導入による新規顧客や販路の開拓

北海道 有限会社あすなろファーミング 十勝の魅力あるホームページ作成による新規顧客の獲得と販路開拓

北海道 有限会社陸別自工 作業効率化による環境整備と看板設置による新規顧客の獲得

北海道 森田屋 新規顧客の獲得を目指す店舗改装事業

北海道 ボックス 少人数向け木箱製造装置導入による新製品の開発及び販路開拓事業

北海道 株式会社マルニ薬局 憩いの場がある、健康と美容、福祉の専門薬局・新サービス展開事業

北海道 柴田石材工業 ホームページによる宣伝強化および石材店のノウハウを活かす新規事業開拓

北海道 ナチュラルフロンティア株式会社 新たな自社ブランドパンの広告宣伝及び店舗イメージ向上事業

北海道 ソーケシュ製パン×トモエコーヒー ＷＥＢサイトを活用した自家製無添加パンの販路拡大

北海道 チーズ工房タカラ チーズの新商品開発と生産量増化の販売促進事業

北海道 手打ちそばもも木 高齢者が快適に利用できる店舗改装

北海道 有限会社ヤママル勇内山鮮魚店 既存の直売店施設の活用と鮮魚店の強みを発揮した飲食事業の展開

北海道 有限会社ボデーショップ八雲 新幹線開業・札幌延伸を見据えたレンタカー事業の看板設置事業

北海道 有限会社檜山ハイヤー 地域課題解決に向けた事業領域拡大推進事業

4



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 株式会社魚勝 大型ショッピングセンターからの動線確保のための看板設置と広告

北海道 yoshiyuki プライバシーを重視するニーズに対応するための造作および客席増

北海道 竹内養鶏場 商品価値の定量化およびプロモーション強化による新規顧客獲得

北海道 おとふけフィットネスセンター ダンススタジオの託児室拡大による子育て主婦の需要の取り込み

北海道 一厘 チーズケーキの製造工程を改善するための機械導入と広告宣伝

北海道 goody お客様満足度の向上で客数アップの実現、および新規顧客の獲得

北海道 ﾊﾟﾌﾞｽﾅｯｸshe'ｓ２５ お客様の居住性向上とスタッフの資質向上を目指す店内環境整備

北海道 はんなり 弁当の宅配・店頭販売・惣菜の店頭販売・仕出し

北海道 有限会社ファミリー電器 特売売上の最大化事業

北海道 サンタの街のお菓子屋さん光香堂 サンタさん関連の新商品の開発

北海道 有限会社松波商店 真空包装装置による商品アイテム増加と販売促進

北海道 五陣屋 仕出し部門の強化で販路開拓

北海道 広州屋台 地元野菜を活用した新メニューの開発と快適空間の提供で集客力強化

北海道 鉄板焼の日々 新商品と土産品の同時開発で販売力強化

北海道 有限会社トータルプランニング童夢 インバウンド対策強化で販路拡大

北海道 有限会社前田商店 ゆっくりと楽しくお買物ができる環境を整備して集客力を強化

北海道 有限会社渡辺商事 美顔サロンコーナー新設で化粧品の販売力を強化

北海道 株式会社有楽ホテル ホテルイメージを変え新規客を獲得するための看板改装

北海道 MINAMI音楽アカデミー 好きを増やして成長させる「幼児・児童のための早期音楽教育」

北海道 L'atelier-K 新メニューの考案と周知により知名度を高め、新規顧客の獲得

北海道 有限会社クリーニングドレッセ 立体手動包装機導入による顧客満足度向上に向けたサービスの提供

北海道 中野特殊刃物工業株式会社 看板と試し切り作業台の設置による集客増加

北海道 有限会社リヴェール エイジングケアメニューの導入による新規顧客獲得

北海道 アオバ薬局 新規顧客（20代～30代）獲得のための店舗外装リニューアル

北海道 有限会社レークヒル牧場 洞爺湖観光客入り込み客数増大プロモーション事業

北海道 美容室ルシア 店頭看板リニューアルによるイメージアップと店内環境の改善

北海道 東洋炉材株式会社 木製木型の導入による製造コストダウン及び販売価格の引き下げによる販売促進

北海道 ウッドクラフトきこりの家 ウッドクラフト制作体験・参加事業実施による店内改装と環境整備

北海道 お食事処味心 外国人観光客の集客力向上を目指す店舗改装事業

北海道 有限会社阿寒リゾートマネージメント 新商品『幸福のリング』の試作品開発による新規販路開拓

北海道 イシダ建創 ホームページの作成、看板の設置とキャンペーン事業の周知

北海道 ヘアーサロン朝霧 若い世代のお客様獲得に向けた美容機器の導入

北海道 株式会社松屋 地元カフェの開設と新商品ジェラート（乳製品）の販売

北海道 有限会社オオツ 若年層及び高齢者を含む団体客利用促進の為の魅力ある施設づくり

北海道 有限会社泰都 女性宿泊客の満足度向上に向けた客室設備の充実化

北海道 有限会社兼芳新潟屋前商店 くしろ海藻ぶたまんの新パッケージ開発と広告活動による販路開拓

北海道 釧路中央自動車株式会社 広告強化による車検拡充事業

北海道 株式会社ニッセン産業 クラウドシステム活用による販路拡大

北海道 トランスポーター株式会社 町内外への効果的な情報発信システムの構築による顧客の取込み

北海道 LightStyle 整備の効率化に向けたリフトの増設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 十勝岳温泉株式会社 レストラン新メニュー事業

青森県 やきとりパクパク 野辺地駅前外構工事に伴う駅前景観マッチング事業

青森県 有限会社メガネの伊勢屋 遠近両用メガネが得意なお店プロモーション強化事業

青森県 中島自動車整備工場 新装置導入と看板設置による顧客拡大事業

青森県 美容わかまつ 高齢者にやさしいバリアフリーサービスによる販路開拓促進

青森県 くつろぎダイニング哲 お客様へ快適な空間の提供連鎖で販路拡大

青森県 中畑鉄工所 溶接設備導入による出張業務改善と利便性向上による販路拡大

青森県 岩木戸クリーニング 真空パックサービス付クリーニングの提供による新たな顧客獲得

青森県 Ｂ-style ネットde予約導入で新規顧客獲得

青森県 メビウススポーツ株式会社 「いつまでもイキイキと自分らしく生きていく」～シニアライフ～事業

青森県 Yショップおくでら商店 葬儀・盛篭告知のためのレイアウト変更と宅配サービス事業

青森県 谷野生花店 笑顔と賑わいの華づくり創出事業

青森県 高増食堂 女性客及び家族連れを取り込む店づくり

青森県 大佐賀工芸 売上向上に向けた販路開拓及び顧客拡大事業

青森県 神武食堂 店内改装で「津軽百年食堂」繁盛プロジェクト

青森県 有限会社天間林流通加工 青森県産にんにくを活用した新たな加工品の開発及び販路開拓事業

青森県 株式会社魚忠 さらなる多くのお客様の食卓へ！大間マグロ宅急便販路開拓

青森県 有限会社はとぽっぽ 店内照明のＬＥＤ照明への改修による売上アップ事業

青森県 Ｙプロジェクト株式会社 函館からの誘客を狙う着地型ツアー商品の開発

青森県 米沢ガス興業株式会社 地域生活をサポートシステムバス販売と看板設置による新規客獲得

青森県 企業組合広福丸 海鮮おやきの広報事業

青森県 株式会社サテライト六戸 顧客獲得に向けての無料送迎タクシー運行と駐車環境整備

青森県 味処たなか 鹿児島産の黒豚スライス、自家製黒豚チャーシューの開発・販売

青森県 まるほん旅館 女性客及び年配客に配慮した旅館を目指したトイレの改修

青森県 川島商店 米粉の認知度向上及び利用拡大による経営安定事業

青森県 八戸商店 食品加工施設の改修に伴う販路拡大並びに新商品開発事業

青森県 佐々木旅館 光溢れる開放的な空間の提供「エコ窓リノベーション事業」

青森県 家政商店 仕出し料理パンフレット作成による販路開拓事業

青森県 越膳タイヤ商会 スペース確保による展示販売並びに販路拡大事業

青森県 お菓子工房じゅうもんじ屋 地域資源を活用したご当地バーガーの開発と、飲食スペース設置

青森県 幡龍 地域の家族が寄り添い、集う店舗にリニューアル事業

青森県 株式会社ＮＳアグリネットワーク 深浦町を中心とした青森の農産物「無農薬米等」の販路開拓

青森県 ラーメン金太郎 地域密着移動式ラーメン屋台事業

青森県 居酒屋坊’nzu ネット配信による情報発信及び外国人おもてなし事業

青森県 株式会社ハイジェニックス 微生物制御による社会貢献事業の拡大

青森県 株式会社ひらの洋服店 航空自衛隊員の「作業服用氏名札」販売の全国的展開

青森県 株式会社かね屋 本加賀友禅ブランド化と、振袖インターネット集客

青森県 グローバルキッチン 『子育て世代が集まって話題づくりをするお店』の情報発信事業

青森県 有限会社ヒーローネット 街の活性化計画「E-Menu」おもてなしプロジェクト

青森県 やまはた整骨院 エリア独占！チラシによる高齢者のケガ予防医療サービスの告知
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

青森県 株式会社不動産パートナーズ 新規介護事業ＰＲ用営業ツール作成と不動産事業のニーズ掘起し

青森県 カムカム 新規需要開拓及び顧客開拓への新たなアプローチのための設備導入

青森県 株式会社三沢綜合チャームスクール 「60歳から始める癒しのフラダンス」周知のための宣伝事業

青森県 赤羽屋磯辺商店 青森県西海岸の海産物を中心とした水産加工品の販路拡大事業

青森県 加藤鮮魚店 日本海で獲れた新鮮魚介類消費者のニーズに対応できる販路開拓

青森県 尾崎酒造株式会社 昔ながらの製法で手間のかかる「山廃純米酒安東水軍」の開発

青森県 ラーメンショップ木造店 こだわり、付加価値、安心をテーマにした地域一番ラーメンの構築

青森県 有限会社真木工務店 デザイン住宅を活かす、家具製造トータルコーディネート事業

青森県 有限会社アラコウ水産 ホタテ直売所から前進する、六次産業化によるブランド確立事業

青森県 そしあるカルダン 津軽海峡の恵みと漁火による飲食サービス、旅情の提供

青森県 有限会社小笠原 高齢者・身障者及び外国人旅行者に優しい店舗集客力向上事業

青森県 有限会社鹿渡商店 厳選食材こだわりスイーツの開発・販売事業

青森県 有限会社まるそう 新規業務による売上向上並びに取引拡大事業

青森県 藤田商店 新規洗車機設置に伴う温水器取付による売上げ利益率アップ

青森県 株式会社アグリーデザイン 観光ぶどう園の店舗リニューアル及び広報活動による販路開拓事業

青森県 株式会社坂本印刷所 印刷補助機械導入による作業効率アップ大作戦

青森県 TuBocafé ラベル変更による新たな顧客獲得及び一部店内改修事業

青森県 有限会社滝和商店 目指せ！B級グルメ「ヒラメのヅケ丼」販路開拓事業

青森県 有限会社佐々木雑貨店 オリジナルホームページ作成とネットショッピングシステム構築

青森県 藤元自動車 店舗敷地内整備と看板の架け替えによる新規顧客誘導事業

青森県 アトリエＭＵＴＳＵ 髪と頭皮の傷みに悩める女性の為の弱酸性美容法啓蒙事業

青森県 有限会社ハタナカ ゴールデン・ブティツクおしゃれをたのしむセラピー

青森県 有限会社勝商事 店舗改装による団体客受入強化事業

青森県 清水屋 館内改装と集客イベントで利用者拡大事業

青森県 ホームプラザモリシン商店 介護用品取扱と高齢者向け便利屋への業態転換事業

青森県 池田ファーム 「田子牛」専門店のイメージと付加価値向上事業

青森県 有限会社堰向管工事 水道屋商売に農家向け土壌改良水事業を加えた顧客獲得事業

青森県 CARPREVAILKINGDOM トイレハウス設置に伴う環境改善による集客率アップ

青森県 福寿 店舗外装工事による店舗ＰＲ及びチラシ広告ＰＲによる顧客開拓

青森県 有限会社丸一石油商会 車受取り出張サービス車検による販路拡大事業

青森県 岩木山養蜂 レシピ作成と料理教室によるファンづくり販売促進事業

青森県 有限会社いした 通販カタログ作成による販売促進事業

青森県 有限会社小島旅館 高齢社会に対応した人に優しい宿づくり事業

青森県 有限会社ときわねっと ときわにんにくを使った黒にんにくの新商品開発事業

青森県 株式会社ためのぶストア ホームページのリニューアル及び海外販売向け外国語ページの作成

青森県 花形モータース 車買取り事業のＰＲ、宣伝による販路拡大事業

青森県 太郎寿し 駐車場看板の設置事業

青森県 株式会社光明葬祭 顧客管理一元化に伴う見積り管理システムの開発・導入

青森県 建築設計Ｍｉｙａｂｉ 大判プリンターを取り入れた広告デザイン部門強化事業

青森県 有限会社大鰐振興 青森特産地鶏『青森シャモロック』パンフレット製作事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

青森県 株式会社三浦組 自社ホームページの大幅リニューアル制作

青森県 造形工房ｍ－art 看板新設による認知度アップと顧客拡大のためのサロン改装事業

青森県 株式会社ＲＥＣＩＰＥ 不動産売買諸費用を透明化したことを周知するための宣伝事業

青森県 メガネフラワー有限会社
津軽塗を活用した世界初の眼鏡商品を核とした新規顧客獲得事業

青森県 HapGarden 販路開拓に向けた新規顧客獲得周知事業

青森県 株式会社エーアイサイン 情報共有システム導入による看板メンテナンス事業の構築

青森県 有限会社太田住建 紙面媒体を活用し新規顧客獲得を目的とした販路開拓事業

青森県 みなと株式会社 世界のみなとへの第一歩！！新規ＨＰ製作事業

青森県 鎌田トーヨー住器株式会社 サーモカメラ活用による提案型新規顧客獲得事業

岩手県 橘山工業有限会社 プラントメンテナンスにおける新たな加工法による販路開拓事業

岩手県 江戸の湯 駐車場整備による遠方からの新規顧客の開拓

岩手県 浄法寺漆器工芸企業組合 高品質・低価格漆器の実現による若年層顧客の開拓

岩手県 森のそば屋 森のそば屋ユニバーサル事業

岩手県 有限会社プロフィット 英語版カタログ作成による海外メーカー取引先開拓事業

岩手県 お食事処さくら 食の匠が作る郷土料理の提供による販路開拓

岩手県 平泉町観光ガイド事務所 デジタル無線導入による着地型ツアーの造成

岩手県 仙華園 集団客増加とピークタイム以外での集客作戦

岩手県 ジェス・ブランド緑生有限会社 粒経種対応と運送運搬利便による関東方面への新規顧客開拓

岩手県 駒木米穀店 長期保存可能な贈答用パッケージ導入

岩手県 有限会社堀口呉服店 従来の布団と羽毛布団のリフォーム事業と健康に良い寝具の販売

岩手県 白鳥時計眼鏡店 高齢者に向けた新たな看板設置による新規顧客の獲得

岩手県 旧家レストランうらら亭 「御所野縄文遺跡」の世界遺産登録を控えた為の店舗改装

岩手県 ﾍｱｻﾛﾝＡＬＷＡＹＳさとう ﾌｪｲｼｬﾙﾏｯｻｰｼﾞ器導入による明日への活力提案事業

岩手県 Ｈｅａｒｔｖｅｉｌ スポーツエステ体験サービスの提供による販路開拓

岩手県 ホテル三陽 施設パンフレットの企画・作成

岩手県 美容室シェイプ ヘッドスパ・ヘアエステサービスによる若年プチセレブ層の開拓

岩手県 ササキデンキ 多ﾁｬﾝﾈﾙ化に依る音響業務拡大販路開拓事業

岩手県 有限会社旅館アイリス悠 職場体験付宿泊プランの提供による販路開拓

岩手県 有限会社昆石材店 パウダールームの改装整備による５０代以上の女性顧客の獲得

岩手県 権七園 センサー選別を用いた高品質りんごでファンを増やす事業

岩手県 有限会社一戸写真 高性能機材導入と店舗改装によるスタジオ撮影客の獲得

岩手県 株式会社結 トイレのバリアフリー化に伴う新規顧客の獲得

岩手県 松嶋家 高齢者や身障者が快適に寛げる飲食スペースの整備による販路拡大

岩手県 ＣｏＣｏ美容室 高齢者の体に快適なサロン環境の整備による販路拡大

岩手県 お菓子工房ｅａｔ＋ 菓子の製造環境の強化による増産体制の構築及び販路拡大

岩手県 有限会社髙橋旅館 旅館・葬祭会館入口のバリアフリー化による快適向上及び販路拡大

岩手県 吉田石油 環境循環型最新フロンガス交換装置の導入による販路拡大

岩手県 大西ファーム株式会社 真空保存機を導入した品質向上と安定供給による業務用市場への進出

岩手県 有限会社割烹旅館おぼない ホームページとパンフレットによるマーケット別新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社ビッグイン イートインコーナー整備による新規顧客の開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 まつば時計店 気軽に出前撮影、ロケーション撮影による顧客拡大事業

岩手県 キクチマリーン ＦＲＰ加工の迅速かつ技術力を活かした販路拡大事業

岩手県 株式会社普代衛生社 迅速な水質管理で、水再生をアピールする顧客開拓事業

岩手県 株式会社山口建設 一般住宅施工数ｱｯﾌﾟによる職人ＯＪＴの効率化事業

岩手県 株式会社うわの 鶏舎遠隔監視システム設置による生産効率の改善

岩手県 鶴飼内装 「壁紙糊付け機」の増設による作業効率の向上と売上拡大

岩手県 焼肉レストラン中山 川魚を利用した新商品開発による売上拡大事業

岩手県 坂久保塗装 看板用カッテングマシンの導入による需要拡大と販路開拓

岩手県 大野自動車整備工場 IHデントリペアシステム導入による新規顧客獲得事業

岩手県 喜楽庭 芝・草刈り機の導入による新規顧客の開拓

岩手県 株式会社みなもと 自動車排ガス測定器とエンジン診断機の導入による新規顧客の販路開拓

岩手県 株式会社野田造林 通年雇用の確保と効率化機械の導入による新たな販路開拓

岩手県 三本木工芸 山葡萄蔓工芸のブランド事業

岩手県 株式会社みちのくクックサービス 便利屋的機能も付加した配達サービスの実施

岩手県 工房中村 「倣い装置」の新規購入による量産体制の確立

岩手県 有限会社大久保商店
高齢者のための買い物商品事前予測サービスによる新規顧客の開拓

岩手県 株式会社ミナミ食品 WEBサイト新設による、30代～40代顧客の開拓

岩手県 柏木自動車工場 大型車点検整備用の装備導入による販路開拓事業

岩手県 むらやす商店 買い物弱者支援のための移動販売用車両購入

岩手県 株式会社重次郎 地元産野菜と小麦の食事パン開発並びに店舗レイアウトの改良

岩手県 株式会社TACT興業 釜石産金属加工品を活用した製品開発及び販路開拓・雇用創出事業

岩手県 有限会社村上写真館 証明写真の品質向上及びお客様の満足度充実による販路拡大

岩手県 写真倶楽部 のぼり旗・横断幕ＰＲ看板等作成事業

岩手県 餅工房むらかみ 真空包装による餅菓子の賞味期限長期化事業

岩手県 府金商店 ＬＥＤ照明等による新規顧客獲得及び固定客の増加

岩手県 刺子誂処よし純 機械導入による生産体制の確立とネット環境整備による販路開拓

岩手県 菊池牧場 パッケージラベル等の作成によるイメージ戦略と販路開拓の強化

岩手県 株式会社髙幸 町産間伐材を活用した低価格オーダー家具の製作による販路拡大

岩手県 岩手オートサービス株式会社 展示環境の整備・改善及び営業時間の延長に伴う新規顧客の獲得

岩手県 ＦＤＡ設計事務所 一次エネルギー消費量及び外皮性能計算サービスによる販路拡大

岩手県 あづまぁる 店舗の改修工事による顧客受入れ体制の強化及び販路拡大

岩手県 廣田酒造店 清酒移動用ポンプの導入による作業効率化と品質向上

岩手県 有限会社竹花電気 CAD導入による作業の効率化と施工数増加による販路開拓

岩手県 居酒屋華月 顧客ニーズに合わせた店舗改修とリピーター率の向上や販路拡大

岩手県 株式会社ループラス 女性の防災セット「小町」の商品改良と販路拡大

岩手県 有限会社岡市左官工業所 土間施工工事の作業プロセス強化による満足度向上及び販路拡大

岩手県 カットハウスＫＡ.ＳＵ.ＭＩ バリアフリー化及び新サービスによるリピート率の向上と販路拡大

岩手県 高橋建装 ホームページ開設での新サービス提供による北上、奥州地区の顧客開拓

岩手県 有限会社キリ美装 オリジナルジャンパーやＴシャツ製作・販売による店舗施工・イベント事業の販路拡大

岩手県 美容室アーツ ＨＰでの当社強みのＰＲと予約システムの設置・ＤＭ発信による20～30代の女性新規顧客の開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 レストランコレット 自家農園産の野菜を使った「ヘルシーで美容につながる料理開発」による若年女性客に向けた取組

岩手県 すずみ食堂
比内地鶏ラーメンをアピールした店舗看板改装によるサラリーマン、トラック運転手への顧客増加を目的とした取
組み

岩手県 有限会社ファーストコートサービス 研磨加工プロセス構築による新分野進出及び販路拡大

岩手県 遠藤鶏卵 ギフト商品の開発による新規市場の開拓と豊洋卵ブランドの構築

岩手県 天然温泉の宿安暖庭 利便性の向上とオーナーこだわりの体験プランによる高付加価値化

岩手県 民宿たちばな 工事関係者を対象とした長期滞在者サービスの整備による受注拡大

岩手県 株式会社ナカムラ 二次会宿泊付女子会プランの提供と快適施設の整備による顧客拡大

岩手県 温泉民宿かわの 高齢者対策・客室シャワートイレ設置による温泉民宿の市場拡大のための販路拡大事業

岩手県 企業組合八幡平地熱活用プロジェクト 「八幡平マッシュルーム」のウェブサイトの構築による販路拡大事業

岩手県 有限会社タンデム 合宿研修の市場開拓と利便性の向上事業

岩手県 あっぴ亭 地域高齢化等の弁当提供宅配サービス事業

岩手県 有限会社安比まいたけ 大都市圏にむけて本物指向の顧客新規開拓事業

岩手県 ペンションSTEP 新サービス提供による三世代ファミリー集客と販路の開拓

岩手県 有限会社高橋電器 業務用エアコン事業による法人をターゲットとした販路拡大

岩手県 きよせ 新メニュー開発による若年層の新規顧客の開拓

岩手県 株式会社わしの尾 酒蔵ツーリズムに対応する環境づくりによる新たなファンづくり

岩手県 corekucafé&antique 若年層顧客の獲得にむけたホームページ・SNSからの情報拡散と集客力向上事業

岩手県 株式会社パルクトミー ホームページの開設と製麺業界への販路開拓

岩手県 ペットショップRicky 自動孵卵器レンタル事業の周知、顧客拡大

岩手県 株式会社利宏商事 インターネット広告と新サービスを活用した販路の拡大

岩手県 株式会社パティスリー津志田 滝沢スイカゼリーの販路開拓によるパッケージ開発事業

岩手県 工房Pulcini 滝沢市の特産イワナを使った生ふりかけの開発及びホームページ開設事業

岩手県 有限会社関添食品工業 密閉容器を活用した新商品開発及び販路拡大事業

岩手県 鶴乃屋菓子店 商品の訴求力を高めた売場作りによる土産品市場の販路拡大

岩手県 有限会社アウトバーン遠野 トイレ改修に伴う顧客満足度アップによる販売機会の創出

岩手県 有限会社アサクラ酒店 配達サービスに特化したWEB注文システムの構築

岩手県 あやおり種苗店 オリジナルアートフラワーアレンジメントの販路拡大

岩手県 有限会社安部商店 生鮮商品の包装方法見直しによる、品質の向上と販路拡大

岩手県 OdashimaGuitar 国産材と日本の木工技術を生かしたギターの海外販路拡大

岩手県 有限会社小原商店 「健康」をテーマとしたセレクトショップへの転換

岩手県 柏木平レイクリゾート株式会社 外国人観光客をターゲットとしたホームページの作成

岩手県 有限会社グランドインテリア 高機能設備による機能性クロス施工技術力向上と沿岸部への販路拡大

岩手県 魚っこや 法事法要会食プランの設定による顧客獲得

岩手県 笹村精肉店 地域密着型女性主婦層に喜ばれる惣菜・精肉店

岩手県 手芸の店ルピナス 手芸教室の満足度向上による新規顧客の開拓

岩手県 株式会社鈴陶 水回り総合アドバイザーを活かしたＢtoＣへの販路開拓

岩手県 レディースタケヤ・紙風船 保存設備の改善による安心・安全な商品の提供

岩手県 手元供養興福舎 手元供養容器『六角舎利』の東北・全国への販路拡大

岩手県 遠野味噌醤油有限会社 青なんばんペーストの商品開発・販売と粉末青南蛮の商品開発

岩手県 ばんがり 遠野産そば活用による中高年層客の獲得
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 パンション菊池 学生を専門とした下宿施設防犯強化のためWEB監視カメラの設置

岩手県 ビッグライフ有限会社 共働き女性（３０代～４０代）を店舗へ誘導するフラッグ街灯設置

岩手県 有限会社藤岡建設 甘熟黒にんにく「はやちね女神」生産設備強化による販路開拓

岩手県 ヘッドスパヘア&フェイスアトリエ遊 ヘッドスパサロンとしての周知と新規客の獲得

岩手県 ホテルきくゆう 禁煙ルーム整備によるビジネス客確保

岩手県 有限会社松田酒店 遠野市上郷地区高齢者をターゲットとした灯油販売拡大

岩手県 有限会社まん十や 天ぷら饅頭の開発と揚げ饅頭の個包装化による店頭販売の強化

岩手県 門前おくでらブルーベリー園 ブルーベリー製品の「プレミアムブランド化」戦略による首都圏への販路拡大

岩手県 リラクゼーションスペースｆｅｌｉｃｅ 癒しの空間演出によるマッサージ店の販路開拓

岩手県 株式会社いわ井 ＰＯＳレジ導入による顧客管理の高度化及び売上向上

岩手県 ひころいちファーム 米粉麺の量産体制の構築による販路の拡大と雇用の維持・拡大

岩手県 有限会社神原自動車整備工場 女性客を対象に快適空間の提供をアピールしたチラシ等の作成

岩手県 有限会社橋勝商店 新業種・業態の地域密着型展開に向けた販売促進強化事業

岩手県 キャピタルホテル1000株式会社 高付加価値型宿泊プラン企画造成・販売システム構築事業

岩手県 有限会社小島麹店 チラシ作成による宣伝及び商品製造タンク増設による販売体制強化

岩手県 ロードランナー 車・バイク展示用カーポートの設置による誘客促進

岩手県 旭自動車工業有限会社 認証工場資格取得に向けた店舗内装工事

岩手県 アート美容高田駅前店 七五三、成人式等の記念写真撮影フォトサービスの提供

岩手県 山根新聞店 業務負担軽減と他店との差別化につなげる販売促進事業

岩手県 菅久菓子店 パンフレットと商品掛け紙刷新による販売促進力強化

岩手県 スマイルオート 土間工事とカーポート設置によるサービス力強化

岩手県 オートセンターかんの タイヤ販売等促進強化に向けた敷地舗装並びに設備導入事業

岩手県 御食事処魚定 浜辺の「立ちもっきり（立ち飲み）」による販路拡大

岩手県 有限会社カネシメ水産 生産ライン効率化による首都圏市場開拓

岩手県 カトウ写真館 高品質、短期納品を創る撮影業務拡大による販路開拓

岩手県 ササキアトリエ サンプル縫いと大量生産を可能とする販路拡大事業

岩手県 三船製菓店 新たな「街のパーラー」としての顧客獲得と販路開拓事業

岩手県 有限会社山田清掃社 新たなごみ収集ステーション無料貸出しサービスによる販路拡大

岩手県 有限会社渡辺製材所 リフォーム工事獲得と顧客囲い込みのための広告戦略

岩手県 ＪＵＫＥ３００ ワンランク上のメニュー開発による５０代・６０代への客層の拡大

岩手県 花兵衛 POS管理による顧客ニーズ徹底把握及び最適なサービス提案

岩手県 ビューティショップなかの 店舗の魅力アップによる集客及び売上増加

岩手県 箱長商店 玄米食で提案する高齢者単身世帯の健康サポート事業

岩手県 ヘアーサロンダンヒル レディースシェービングで開拓する新たな活路

岩手県 有限会社山口屋 看板リニューアルから始める！三陸産海産物店の来店誘導

岩手県 上あめや 「男味ホルモン鍋」の冷凍商品提供による販路拡大

岩手県 工房森の木の実 染色技術で輝きを増すドライフラワーの色彩美

岩手県 目時電気 太陽光発電設備の高度なメンテナンスによる販路開拓

岩手県 有限会社志賀煎餅 岩手県産南部小麦100％使用したこだわり南部煎餅の首都圏市場開拓

岩手県 株式会社工藤健一商店 店内滞在時間を延ばす休憩スペース増設による集客・売上アップ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 株式会社軽米町産業開発 かるまいブランド認証商品詰合せギフトの開発による帰省客の取り込み強化

岩手県 中家建設 高齢者と地球にやさしい住まいづくりの提案型営業の強化による高齢者の取り込み

岩手県 山崎とうふ店 店頭販売から配達と営業強化による販路拡大

岩手県 有限会社高常商店 雑穀加工品販売所のイメージ改善と雑穀料理簡単レシピの紹介による主婦層の開拓

岩手県 工藤自動車整備工場 工場内のバリアフリー化とチラシ作製による顧客の維持獲得

岩手県 大黒醤油株式会社 ホームページリニューアルによる市場拡大

岩手県 内まる屋 座敷用テーブル、イスの導入による高齢者にやさしい食堂づくり

岩手県 インテリアホーム 最新自動糊付機導入により作業の効率化を図り沿岸地域の受注拡大

岩手県 えびす寿司 イベント参加者等をターゲットとした「岩魚の押し寿司」販売のための設備強化事業

岩手県 萬鷹旅館 すっぽんフルコースプランの販路拡大（シニア層獲得）のための設備強化事業

岩手県 工藤菓子店 商品リニューアルに伴う店舗改装事業による販路拡大（若年層向け）

岩手県 有限会社千勝 鮮魚加工設備導入による新メニュー・テイクアウト商品の開発

岩手県 ｴｰﾗｳﾝｼﾞﾋｰｽ ヘッドスパによる癒しとくつろぎ提供事業

岩手県 大坂屋菓子店 包装工程改善による販路拡大事業

岩手県 自然派厨房凛々家 真空包装機を利用した商品提供による売上増加事業

岩手県 中野輪業 ホイールバランスサービス提供による新規顧客の獲得

岩手県 下田機械 顧客の農作業スケジュール提案による小規模農家への販路開拓

岩手県 小林フォト 季節感溢れる風景ポスター掲示によるポートレート写真需要の開拓

岩手県 ナカノ自動車板金塗装 自動車の下回り防錆塗装サービスの提供による新規顧客の獲得

岩手県 白木屋クリーニング 若年層顧客に対する来店対応の改善及び集配サービスの創設

岩手県 のだ焼 商品のオーダーメイド化による付加価値の向上及び販路開拓

岩手県 有限会社大沢菓子店 生産力強化によるお土産・贈答品市場の開拓

岩手県 有限会社玉川石油 停電対応設備導入による顧客信頼度の向上及び新規顧客の獲得

岩手県 有限会社野田衛生社 排水管洗浄サービスの視認性向上・定期点検実施による販路開拓

岩手県 有限会社北末 情報発信力向上と高付加価値商品の視覚効果向上による販路開拓

岩手県 ヘアーガーデンルノン 認知度の更なる向上と商圏拡大及び利便性あるシステムの構築事業

岩手県 タカユウ有限会社 市販全雨樋に対応した開発治具（取り付け具）の認知度向上のための販売促進（製品ＰＲ）事業

岩手県 有限会社ツーワンライフ 新規顧客確保のための利便性を考慮したホームページ改善事業（受発注から精算までのシステム構築）

岩手県 株式会社ストイック・エーピー 台湾への販路拡大における展示会及び調査

宮城県 若草寿司 本格お寿司をご自宅で・お店で気軽に楽しめるチラシ周知事業

宮城県 有限会社マルタ水産 贈答用商品による一般消費者への販売力強化事業

宮城県 小熊生花店 新店舗移転に伴う新規顧客獲得のための看板設置広報事業

宮城県 有限会社丸七佐藤水産 店頭販売力強化に伴う商品群訴求のためのチラシ広告事業

宮城県 そば処田舎 夜間新規顧客取り込みに伴う看板照明器具、屋上看板改装事業

宮城県 ヘアメイククリア １５周年からの顧客掘起しと電子トリートメントのＰＲ

宮城県 遠藤輪業商会 新規顧客獲得及びサービスメニュー向上のための排ガス測定器導入事業

宮城県 有限会社インテリアほり 継続的チラシ広告により、エンドユーザーへのアプローチと直需アップへの取り組み

宮城県 株式会社森景商店 お年寄りにも優しい商品陳列棚、平台の配備による「買い物しやすい店づくり」

宮城県 仙台バスツアーズ株式会社 新しい観光旅行の「元気応援ツアー」事業の展開

宮城県 まごころ弁当岩沼店 岩沼市内への高齢者向け配食の周知と広報活動
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 レストランドゥ・ラパン フランス料理の楽しみ方や当店の魅力を発信してファンを増やす

宮城県 株式会社Interund 動画再生可能ホームページの作成と看板・チラシ広告による新規顧客の開拓

宮城県 三国商会 Ｗｅｂやカタログ通販による日本伝統品の販路開拓

宮城県 有限会社村上自動車商会 車両チェックシステム導入による整備効率性向上と新規顧客の開拓

宮城県 カラオケコーラス 看板設置とトイレ改装による新規顧客獲得と顧客固定化促進事業

宮城県 笠松呉服店 店内改装及び名入れ刺繍ミシン導入による販売力強化事業

宮城県 工藤土地家屋調査士事務所 新商品開発に伴う、商品説明用リーフレットの制作

宮城県 池田畳工業株式会社 畳業者が行う解体作業の広域広報活動による販路開拓事業

宮城県 有限会社エー・プロジェクト 発毛・育毛メニューの提供

宮城県 有限会社樹絵留 新市場開拓のための広域広報事業

宮城県 有限会社杉山建材店 専門性の高い取扱い商品のチラシを作成しＤＭで販売促進を図る広報事業

宮城県 齋藤魚店 魚介類宅配・調理加工サービス等の強化により商品の付加価値強化

宮城県 齋藤種苗店 新たな高級野菜の宣伝強化と包装のブランド化により市場開拓

宮城県 石塚養蜂園 養蜂体験ツアーを実施して地元産蜂蜜の新たな顧客層の開拓

宮城県 草刈米穀店 高齢者向け宅配強化と米穀の相談コーナー開設で売上向上

宮城県 有限会社中村電気工事 除染作業等の実績を基に地域の「なんでも」軽作業請負事業を創出

宮城県 マルコー食品株式会社 新米めん主力商品の包装一新と宣伝強化・実演販売により売上拡大

宮城県 有限会社引地製作所 小型高精度金型加工実績等の「みえる化」により新規顧客開拓

宮城県 カフェつぶっこ 体験、交流カフェの情報発信強化と新メニュー提供で新規顧客開拓

宮城県 遠藤産業株式会社 ざおうさまの白石蔵王温麺作りと新パッケージによる積極的な販路を拡大する

宮城県 株式会社クレオ ブランド力を強化し受注拡大を図るための展示会への出展と販売促進

宮城県 株式会社佐藤建業 地元の食材を使用したコロッケ等新商品を仮店舗で販売する為の設備と販促活動

宮城県 有限会社木村商店 地域を越えた斬新なこけし関連商品の開発とイベント展開

宮城県 株式会社丸実屋 新商品・仙台真田の郷の「味付玉こんにゃく」パッケージづくり

宮城県 酒の九州大河原店 「無料精米」・「計り売り焼酎」コーナーの充実と販売活動

宮城県 まるきぬ呉服店 大震災から生まれたブランド「craft蔵布杜」プロジェクト

宮城県 有限会社菓子匠喜多屋 商品の大幅リニューアルによる販路拡大

宮城県 ホルモン焼肉ぷるぷる メニュー、看板、店内ブラインドのリニューアルよる飲食需要の開拓

宮城県 株式会社プロキオン ペットフード及び処方食のネット注文システムの構築

宮城県 山専酒店 販路拡大に伴うパッケージ作成とＰＲ

宮城県 蕎麦処千寿庵 自然豊かな風景を眺望しながら地元産蕎麦を提供する「和風コーナー」の整備

宮城県 渡辺長治 地元産の蕎麦・小麦の生産と石臼による加工および宣伝による受注拡大

宮城県 有限会社大永商店 納豆ヌードル・納豆パスタの改良・販路開拓(首都圏・海外展開）

宮城県 有限会社渡建 事業所移転によるショールームの建築

宮城県 株式会社白石ハウビング 「北のゆずケーキ」の開発

宮城県 有限会社花升園 生花難民救出のための配達及び新たな顧客獲得のための情報発信

宮城県 ジェットインターネット株式会社 「JET光」広報事業

宮城県 スマイルカット 町内地域一番店を目指した看板とチラシによる集客作戦

宮城県 みちのく工芸 経営革新計画

宮城県 株式会社アムス療育・研修センター 自閉症スペクトラム障がい児に関わっている家族や支援者へのセミナー開催事業による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 株式会社トニー クイック買い物代行サービス

宮城県 株式会社木村スタジオ イメージアップのための集客アクションプラン

宮城県 有限会社ひょうたん カラオケができて飲んで食べられるやすらげる場所の提供

宮城県 ルヴォワール株式会社 森の菓子工房ＭＯＯＮＤＥＥＲ売り上げ促進計画

宮城県 有限会社はままつ 被災した事業所の営業再開にともなう誘導看板、のぼり設置による周知事業

宮城県 ファッションビレッヂゆたか ゆったりサイズ（LL判、３L判等）の婦人服カテゴリー強化による商圏拡大及び顧客獲得

宮城県 阿武隈産業開発株式会社 産直食材を使用した惣菜販売による新規事業開発

宮城県 株式会社岩見組 新商品「里山マット」の広報、販路開拓事業

宮城県 菊地食品店 作業導線の改善で回転率を高める為の厨房リフォームとブランドイメージの確立事業

宮城県 食事処だいもん 朝食を開始案内用の「のぼり」と日替わりメニュー等を掲載できる電光掲示板の設置事業

宮城県 白井商店 新規事業開発における店舗改装及び倉庫設置事業

宮城県 末家焼窯元ひろ窯 リーズナブルな陶器の開発と商品化及び看板・パンフレット制作等の広報事業

宮城県 ほぐしのお店さいとう 上級ホテルのスィ-ツと料理で集客効果を高めるための調理環境整備及びＰＲ事業

宮城県 作間屋支店 生産設備（アタッチメント）の導入による生産効率及び生産量向上事業

宮城県 田所食品株式会社 新商品の市場導入及び、販路開拓のための販促事業

宮城県 サロンドカフェマンナ 看板製作＆店舗改修による紅茶専門店の集客促進事業

宮城県 合同会社mag 東北ずん子ショップ＆コワーキングスペースmag看板設置、店内改装

宮城県 HAIRGRACE 男性向け新サービス（エステ・脱毛）の提供による販路拡大事業

宮城県 株式会社ＭＯＲＩＴＡ 金管楽器用消音器のバリエーション拡大による販売拡大プロジェクト

宮城県 株式会社ＳＴＯＲＹＩＮＳＴＯＮＥ 店舗（外）に設置するオンリーワン墓石広告用看板の設置

宮城県 有限会社赤間正米穀酒店 オリジナルラベル商品の宣伝強化による販路拡大

宮城県 ＶＥＣ ホームページを利用した商品・出店場所の情報発信

宮城県 アールデザインラボ株式会社 外装工事専門事業「ガイソー」の立ち上げ及び販路開拓

宮城県 はたごや 短角牛を前面に打ち出した広報活動による販路開拓

宮城県 株式会社Evergreen 天然石アクセサリーの販売力強化と教室運営

宮城県 株式会社エムアールロック セキュリティ機能の高い特殊合鍵の製作を通じた地域貢献事業

宮城県 株式会社ライフブリッジ 事業拡大に伴う自社サービス広告促進事業

宮城県 杜のパソコン教室 仙台駅前朝市分校の販路開拓･拡大

宮城県 サン工業株式会社 子育て世代向け住宅の開発、店舗改修による住宅事業の拡大・強化

宮城県 EX-TECH株式会社 提案型商品（ガーデンルーム）展示による、一般顧客獲得事業

宮城県 ホームインテリアウエスト ホームページおよびチラシ・カタログ・ＤＭ・看板の設置

宮城県 海馬ガラス工房 戦略的ＷＥＢ構築とリンクする２０周年記念事業の企画・実行

宮城県 株式会社かたくりの宿 温泉旅館のＨＰ整備による新規顧客の獲得及び利益率の向上

宮城県 株式会社コムコム 食用油酸化抑制装置『カラット君』新電極板に伴う販路開拓

宮城県 熊野洞 地域ネットワークを活用したイベント開催による販路拡大事業

宮城県 大貫建築株式会社 工務店のHPを活用した売り込まずに売れるファンクラブ構築事業

宮城県 コトリコーヒー コトリコーヒー新規顧客獲得事業

宮城県 タガの柵 店舗外観改装と古代米スイーツの販路開拓

宮城県 焼肉とんちゃん亭 女性・ファミリー層を取り組むためのメニュー開発と、くつろいで食事を楽しんで頂けるための店内の環境整備

宮城県 有限会社いとうや 店舗外販促の強化と、店舗内環境の整備・販促強化による、若い世代の新規客獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 CONTAINERCAFÉJ'ｚ 七ヶ浜産の魚介・野菜を使った新商品・ピザの開発

宮城県 星のり店 安全・安心な海苔を多くの方々に…新商品開発と既存/新規顧客の獲得

宮城県 ジェラートＳＨＯＰポポロ 観光客向け【松島ジェラート】の開発・販路拡大事業

宮城県 有限会社福田金物店 錠金具部門（キーの複製含む）の充実とサービス強化

宮城県 アック東北株式会社 国内バルブメーカー及び米国メーカーとの特許実施権許諾契約又はＯＥＭ契約の営業展開

宮城県 株式会社アステラ 新店仙台巻き爪矯正院泉院＆新事業「健康靴」の新規顧客獲得！売上アップ！作戦

宮城県 杉原功商店 高齢者が安心して使用いただけるトイレ等のバリアフリー化

宮城県 ｓｐｉｃａ パン捏ね用ミキサーの導入で、生産量を増産し売上アップ！

宮城県 丹野商店 調理設備を整えて地域住民からの要望に応える事業

宮城県 有限会社ホテル浦島荘 創業50周年記念宿泊プランの企画と自社ＨＰでの集客による販売促進

宮城県 株式会社かえで建築工房 規格型住宅「染樹・そめぎ」プロジェクト

宮城県 有限会社ニンナ・ナンナ ホームページ更新による店舗と通販の売上向上

宮城県 アクアケミカル株式会社 看板と新聞と販促チラシによるマリンゼオライトのＰＲ

宮城県 ぐるめ茶屋 お子様連れ顧客の獲得に向けた取り組み

宮城県 株式会社グローバル・ブリッジ 空室情報の発信と団体客の発掘に向けた取り組み

宮城県 ヒーリングガーデンプレイス 新規顧客獲得の為の看板作製・情報誌掲載・ネット広告の掲載

宮城県 ヘアーサロンけい 顧客管理システム導入によるプロモーション強化戦略と販路拡大活動

宮城県 ヘアーサロンフラワー チラシ・ホームページの活用による新規顧客の獲得

宮城県 ゆうな施術院 集客チラシ・出張イベントによるカイロプラクティックのＰＲ

宮城県 有限会社玄創 若年層とファミリー層へ蕎麦文化発信の取り組み

宮城県 美容室コッコロ 店舗情報発信のためのホームページ作成

宮城県 美容室リラックス 老年者にやさしい店舗づくりと店舗内のイメージアップ促進事業

宮城県 中華料理北京 顧客の利用しやすい店舗設計の取り組み

宮城県 有限会社新星 店名の統一化でブランドイメージの強化及び店舗改装

宮城県 株式会社ケイジ 自宅兼事務所の完成見学会開催

宮城県 株式会社柳川製作所 居心地よく、また来たくなるSSを目指したお客様スペースの改善

宮城県 荒井酒店 旨い地酒と地場産品を発掘・ＰＲして「地元力」を発信する事業

宮城県 三嶋八百屋 オリジナル商品「みみ揚」の商品パッケージの改良と販売促進

宮城県 庄司左官店 展示スペースと快適な接客空間を備えた事務所への改装

宮城県 菅原硝子株式会社 一般ユーザー向けサービスのＰＲと商品展示体感室の設置

宮城県 有限会社伊藤写真館
還暦以上の年齢の対象の方へ
高級肖像写真の啓蒙の普及

宮城県 有限会社クリハラ薬局 オリジナルカタログによる受注・配達でのリピーター増人

宮城県 株式会社笹喜 季節の食材等を使用した本格ランチ提供による新規顧客の獲得

宮城県 有限会社おじまや 鳴子なる卵の新商品開発販売と販促拡大

宮城県 大新館 会館周囲の環境整備とスペースの新たな活用による販路拡大事業

宮城県 有限会社やまびこ 温泉とエステによる癒しを活かした企画周知による販路拡大事業

宮城県 有限会社ジャンボンメゾン 自社トップ・ブランド「和ハム」のブランディング化と販路拡大

宮城県 愉多工房 店舗内環境整備とメニュー開発による新たな販路開拓事業

宮城県 鳴子林業・こんぱ 店内環境整備と看板新設、チラシ等での周知による新規顧客の獲得

宮城県 株式会社旨い豆 地域ネットワークを活かした新たな郷土食の提供及び周知による販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 株式会社大沼旅館 地域内連携とコミュニティと活用した情報発信による集客及び販路開拓事業

宮城県 有限会社大沼総合学習塾 見届けメールの導入と各種デバイス対応情報発信による販路拡大事業

宮城県 野菜ジェラート専門店なるこりん なるこりんブランドイメージ向上、販促策、店舗集客

宮城県 石崎屋 人気商品「チーズケーキ」の新たな付加価値付けによる、販路拡大および集客力アップ

宮城県 いしざわ商店 店頭での野菜苗及び、特売品販売コーナーの新設

宮城県 すみれ美容室 新規客獲得用店舗看板設置、高齢者用入口スロープ設置・床整備

宮城県 チバフォート マイナンバー制度個人カード需要取込を図る撮影機材導入

宮城県 株式会社ホリマン 高級洗車（カーコーティング）需要の掘り起こしとリピーターの創造

宮城県 花の店とみた 生産能力増強を図る第二作業所・資材置き場化改装工事

宮城県 角田瓦祥久 ローコストリフォーム事業展開による売上増大事業

宮城県 暮しの衣料さすけ 介護衣料販売促進のためのオリジナルチラシ事業

宮城県 宝の森ガーデン ウッドチッパーを導入し、営業の幅を広げ、新規顧客を獲得する

宮城県 有限会社オオバ ホームページとＱＲコードを活用した自転車販売と修理業務の拡大

宮城県 有限会社ホンダバイパス鈴木 最新整備機器を導入し、来場促進、作業内製化を図る事業

宮城県 カネサ(オーガニック味噌工房) 自家製有機米糀を使用した甘酒・甘酒アイスクリームの商品開発

宮城県 パン工房ラプラタ 心とおなかを満足させる食提供の寛ぎ空間拡充

宮城県 有限会社成澤商店 業務用食材の小売販売周知用看板作成による新規顧客獲得

宮城県 縁起堂 「家族葬」「葬祭事前相談」ＰＲパンフレット作成事業

宮城県 フラワーショップいとう 若い年齢層向け、新メニュー開発と店外改装による販路開拓

宮城県 株式会社ＡＳＫ 屋外飲食設備設置による新規販路開拓事業

宮城県 株式会社今野電気 下請体質からの脱却を目指した直販型オール電化パッケージ事業

宮城県 有限会社コスモハウジング 顧客ターゲット絞り込みによる新規事業実施に係る広告事業

宮城県 箟岳観光株式会社 イベント開催による需要の平準化と滞留時間延長策による売上増

宮城県 株式会社協和オート商会 高度化するサービス内容・ニーズに対応する事業環境の整備・周知

宮城県 有限会社京ヶ崎 ＨＰ改善による新規顧客の獲得と魅力周知による既存顧客の囲込み

宮城県 株式会社さぶん酒店 若者に向けた東北の地酒の情報発信による若者顧客獲得事業

宮城県 警察犬松本訓練所 商品の魅力周知に係るパンフレット作成とタグの製作

宮城県 四季彩たき 店舗周知方法の整備及び店舗利用機会増に向けた新サービスの実施

宮城県 三浦京染店 振袖専門雑誌「振袖日和」掲載柄を中心とした新規顧客開拓

宮城県 株式会社レジリエンス 地域初！カフェ感覚でくつろげる介護サービス提供事業の展開

宮城県 株式会社久我 女性による女性下着専門サービスの情報発信による販路開拓

宮城県 中庄商店 米屋の新たな挑戦による菓子部門の販売拠点づくり

宮城県 有限会社わか柳葬祭 ご遺族の不安とニーズにお応えする「フリージア」による葬式トータルサービス

宮城県 有限会社及川印刷 印刷技術のフルサービス提供による販路開拓

宮城県 志んこや 当店コンセプト及び商品ＰＲによる新規顧客獲得

宮城県 小野文商工株式会社 大崎エリアにおける新聞折込チラシによる新築住宅事業の新規顧客獲得

宮城県 Ｋ美容室 新サービスの提供によるトータルビューティＰＲ事業

宮城県 エビスヤ家具店 和室で使える脚もの家具の生活提案型陳列とチラシによる販売促進

宮城県 トータルビューティパリス ブライダルエステと癒し空間の提供による集客事業

宮城県 ヘアサロンむつ床 高齢者にも優しい快適なサービス提供による販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 有限会社ほうゆう 荒砥沢・文字地区の地域資源および自社養殖のキャビアを生かした温泉施設の集客拡大事業

宮城県 有限会社高松自動車商会 冬季タイヤ需要期の早期対策ＰＲによる販路拡充事業

宮城県 迫屋・文照堂 ＩＴに弱い女性や高齢者向けサービス強化による販路開拓

宮城県 有限会社菅原オート商会 自動車の適正に合った整備サービスの提供による販路開拓

宮城県 クリエィティブヘアーエィス 出張カットサービス事業への参入による高齢者層の販路開拓

宮城県 サウンドアリーナ 高齢のお客様向けサービス向上による高齢者層の集客アップ

宮城県 株式会社鈴屋 『井戸端スペース』の有効活用による、新規来店者数ＵＰへの挑戦

宮城県 松本接骨院 広告宣伝強化による新たな顧客開拓とお客様に配慮したサービス提供

宮城県 有限会社ＧＦいとう企画 オリジナルブランド【ネイルアートはんこＴＡ＿Ｎa】新規開拓事業

宮城県 有限会社シンエイ 高齢者をターゲットとして・不動産よろず相談の不動産相談事業

宮城県 有限会社すぎ岡 新商品サービスを周知するための看板・パンフレットの作成事業

宮城県 有限会社ほし茶園 イベント開催による新規顧客の獲得と入店し易く居心地の良い店作り

宮城県 有限会社角長商店 コーディネイト教室等イベント開催による集客及び販売促進等

宮城県 株式会社湘南 地方発アニメ・キャラクター商品を活用した郊外型書店の事業革新

宮城県 タイヤショップかんの 駐車場舗装整備工事と駐車場を活用したタイヤ店頭販売

宮城県 株式会社くらふす 新商品の開発とオンラインショップ創設による販路拡大事業

宮城県 佐藤鈑金塗装 スキャンツールを導入した新サービスでの新規顧客開拓

宮城県 精進スイーツ結び 地元農産物を使用した健康志向の新メニューの開発と販路開拓

宮城県 有限会社関野材木店 直送販売方式と工場直販方式による販路開拓と看板広告の設置

宮城県 有限会社石森観光タクシー 配車時間短縮によるサービス向上と夜間予約対応による売上アップ

宮城県 とよまだんご 夏季シーズンを中心とした新メニュー開発よる販路開拓事業

宮城県 株式会社ＧＡＴＩ 自家焙煎豆の製造と店頭販売の強化及び通販、移動販売による販路拡大

宮城県 津山食堂 省エネ型業務用冷蔵庫導入とＬＥＤライト型屋外看板広告の設置

宮城県 有限会社高信種苗店 小売店の自動発注システム開発とホームページ改良による販路拡大

宮城県 有限会社望遠閣 外国人旅行者をターゲットにしたＨＰリニューアルによる販路拡大

宮城県 カフェレストラン花蓮 高齢者層を取り組むため登米市産食材の新メニュー開発と店舗改装

宮城県 株式会社八木自動車 作業効率向上の為のクレーン車改造事業

宮城県 LIKEFOOD株式会社 油麩の真空包装による鮮度品質保持及びネット販売による販路拡大

宮城県 NARIDAヘルスポート 商品ブランド力アップと営業戦略による販売拡大

宮城県 有限会社加藤工務店 情報発信力強化により個人顧客からの受注拡大を目指す！

宮城県 清水畳店 カラー畳で作るオリジナル和室のＰＲによる畳需要の掘り起こし

宮城県 旨い食処あごら 地域特産物を活用した女性向けメニューの開発と認知度の向上

宮城県 エナステージ株式会社 「ほや」の新商品開発による販路拡大プロジェクト

宮城県 かみの家 東松島産フグの新商品開発と既存商品リニューアルによる販路開拓

宮城県 コイノニアカフェ カフェと英会話の連携サービス強化のための関連製品・設備の強化

宮城県 ヘアーサロンヨコタ 高齢者・障害者に配慮した店舗改装による販路開拓

宮城県 株式会社あさの保険サービス ホームページの作成と新聞折込による販路開拓

宮城県 株式会社温故デザイン 販促効果の高い『売れるデザイン物』の提案を行う販路開拓

宮城県 株式会社大建ホーム 地元ラジオをでの自社ソングの配信・及びメディアを駆使した広報

宮城県 千葉トーヨー住器株式会社 CADを活用した外構・エクステリア提案による売上拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 有限会社ダイシン食品 原料副生物等による高効率生産製造及び拡販のための工場改修工事

宮城県 有限会社松岡生花店 店名シール・商品袋の作成、チラシ・リーフレットの作成・配布

宮城県 アベフードシステム株式会社 宅配業務の効率化と営業力強化による新規顧客獲得

宮城県 ガレージアオキ 機械装置を導入することでの作業の効率化と充実化

宮城県 永孝 きめ細やかなサービスで若い顧客を新規獲得するための販売戦略

宮城県 株式会社木村水産 宮城県産アワビ・ホタテを活用したメカブ商品の開発と販路開拓

宮城県 丸幸電器 アフターサービス地域１番店を目指す電気店の新規顧客獲得戦略

宮城県 丸正水産 地場海産物の買い物を楽しめる直売部門の新設による販路開拓

宮城県 石巻自動車整備工場 新聞広告・ノベルティ配布による販路開拓

宮城県 有限会社おかだ 自社サイトでのネット販売サイト構築・看板リニューアル

宮城県 株式会社草新舎 「畳の取扱説明書」刷新と英語版作成による販路拡大

宮城県 株式会社あべガーデンメンテナンス チラシ・看板を利用した事業所移転先地域での顧客開拓

宮城県 株式会社おとこざわ 店内見える化並びにチラシ折込による新規顧客獲得と高齢者対策

宮城県 民宿あたみ荘 四季折々の新鮮料理による新規顧客開拓事業

宮城県 活魚ニューこのり 店舗ブランド形成と知名度向上の為の広報戦略・新規顧客獲得事業

宮城県 有限会社民宿高倉荘 地元向けプランの創設と高齢者等向け施設改善を通した販売促進事業

宮城県 オーイング菓子工房RYO 仮設商店街新規出店と販促活動による新規客獲得

宮城県 株式会社マルアラ 浜直強化による冷蔵保管庫設置による流通の円滑化と販売の強化

宮城県 株式会社千葉商店 商品サイズのコンパクト化によるお土産品の開発

宮城県 佐藤印刷株式会社 新規ノベルティグッズ開発ならびに新規販路開拓事業

宮城県 志津川漁業資材合同会社 看板による新規客誘客と見やすい陳列によるリピート率向上

宮城県 有限会社下道 新プラン導入に伴うパンフレット作成事業及びお土産袋作成事業

宮城県 有限会社津の宮荘 新宿泊プランによる安心・安全・満足度アップ事業

宮城県 有限会社雄新堂 地域シンボルを利用した新商品開発による販路拡大事業

宮城県 珈琲神社
新サービス導入（持ち帰り珈琲）に係る新マシン導入及び既存客満足度向上に向けた本格メニュー提供に係る機
材導入事業

宮城県 株式会社マルセン食品 タコの未活用部分利用による付加価値向上ならびに販売拡大事業

宮城県 有限会社山証 ホームページ制作活用による健康ヘルシー志向海藻食品の全国展開

宮城県 宮嶋タイヤ商会 大型ダンプのタイヤ交換、修理への対応による売上の向上

秋田県 有限会社三幸商店 農業機械の無料洗浄による販路拡大事業

秋田県 三浦電子株式会社 訪問営業と連携した魅力あるホームページで情報発信＆販路拡大！

秋田県 有限会社トガシ製作所 リードタイムの短縮による競争力強化から新規売上・販路拡大！

秋田県 有限会社ミケーネ 書店・塾・農産品の魅力をアピールした相乗効果による顧客獲得

秋田県 ヘアーサロンタカハシ 高齢者・障害者の方へ配慮した快適空間づくり

秋田県 有限会社佐々木米穀店 「食の安全」強化による「健康志向」の顧客層への販路拡大

秋田県 有限会社大綱食品 『大綱漬』のブランド化確立による販路開拓

秋田県 小野喜酒店 自慢の漬物を全国へ！自社製造漬物商品化で新規顧客と販路の開拓

秋田県 伊藤理容所 店舗改装によるイメージ刷新と新規客へのサービス充実で顧客開拓

秋田県 手打蕎麦福来 集客力を高めてスタートダッシュ！そば屋の売上ＵＰ作戦

秋田県 丸駒食堂 老舗寿司屋の挑戦弁当配達事業への参入

秋田県 みちこ美容室 ロールオーニング＆広告でアピール＝「新たな顧客の開拓！」
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 ゴリラのはなたば 介護福祉士の資格を活用して高齢者・障害者の新規顧客獲得を!!

秋田県 有限会社高橋土木 雪下ろし世帯への「命綱固定金具」設置促進事業

秋田県 有限会社佐藤食品 食品衛生保持と作業効率向上のための工場搬入口改善事業

秋田県 有限会社中仙オート 顧客満足度を高める快適な商談スペース構築事業

秋田県 浅利酒店 西明寺栗の甘露煮を大人向け高級品に転換し首都圏で販路を拡大!!

秋田県 堺商店 日本一大きいと言われている「西明寺栗」を使った販路拡大作戦！

秋田県 株式会社カトレア 若年客に伝えたい地域オンリーワン高品質化粧品ＰＲ徹底事業

秋田県 株式会社藤井工務店 ｢伝統の技を見て触れて実感！木使いの展示場」開設で販路拡大

秋田県 ヨシヤ材木店 材木店なのに、こんなことできる！こんなもの売って配達も！ＰＲ

秋田県 Café岳 高齢者層開拓のための店舗入口階段のスロープ化と電光看板の設置

秋田県 株式会社ベストアドバンス かゆい所に手が届く！遺品整理で問題解決

秋田県 株式会社e-MOTIONs 他施設と一線を画す、「新しい介護、介護予防施設」を周知する

秋田県 山中吉助商店 「内蔵」への誘客を実現するための生活・文化空間創出事業

秋田県 木村酒店 ネイル・まつげエクステンションの導入による酒店の複合化

秋田県 隠れ家caféSYANA(シャナ） 秋田伝統野菜「山内人参」等のピクルスの開発、販路開拓

秋田県 一般社団法人東北高齢者サポート協会 「訪問マッサージ」の認知度向上と新規顧客獲得のための広報活動

秋田県 福みつ 割烹料理店の生き残りをかけたリニューアルの宣伝活動

秋田県 HairCutRire 店舗前面の改修によるイメージアップで低料金サロンの料金見直し

秋田県 有限会社桃太郎 ペットホテルの充実でペット高齢化時代のサービス需要の掘起し

秋田県 丸福旅館 個人旅行型観光客へのアプローチによる経営の方向転換

秋田県 株式会社フジプランニング 直接販売スタイルの確立と広報戦略による顧客拡大

秋田県 有限会社ふく屋 高級納豆ギフト市場拡大事業

秋田県 お茶の田村園 看板設置とホームページ改良による小売部門強化

秋田県 サバ―ビアヘアデザイン ドアから開かれる上質で癒しの空間でさらなる高付加価値化の演出

秋田県 有限会社菅原電装 お客様の安全を守る車両故障診断で潜在的危険をキャッチ

秋田県 日の丸醸造株式会社 観光来蔵客をターゲットとする「複合パンフレット」等の新規作成

秋田県 食い道楽 食文化「マタギ＝ジビエ」イメージアップによる販路拡大

秋田県 有限会社斉藤石材店 広告宣伝ツール作成・活用によるＰＲ強化・顧客増大

秋田県 株式会社秋田モールド 金型製作の顧客へアプローチする情報発信ツール制作

秋田県 横山整骨院 院内改修工事による新規顧客獲得事業

秋田県 有限会社大湯観光りんご園 市外へ発信！生産者の顔が見える鹿角リンゴジュース

秋田県 トザワ写真室 商品の魅力が本当に伝わる「広告撮影サービス」事業

秋田県 株式会社西村林業 林業事業PRのための自社ホームページ作成事業

秋田県 栗山飯店 お客様への快適空間の提供事業

秋田県 小伸製作所 受注拡大に伴う工場内レイアウトの効率化事業

秋田県 AUTO-BODY阿部 整備事業高度化対応プロジェクト

秋田県 CaféFucyabino 新規開店に伴う広報活動などによる顧客の獲得

秋田県 ビューティースタジオシルク 店舗改修による新規顧客獲得事業

秋田県 有限会社和美寿 比内地鶏食品開発と販売開拓

秋田県 株式会社茅茹荘 高齢者、身障者の為のトイレ改修とメニュー提案事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 アルス株式会社 新規顧客獲得の販促チラシ作成事業

秋田県 有限会社男鹿葬祭 「事前相談」の場の提供による単価アップと潜在顧客の囲い込み

秋田県 リトルマザーハンズ 男鹿発(初?)ものつくりファッションブランド、全国へ発信プロジェクト！

秋田県 早口木材株式会社 天然乾燥秋田杉「ecoスギ」の香りに包まれた生活を提案します！

秋田県 長谷川企業社自動車整備工場 タイヤでＨＡＰＰＹ～地域「超」密着事業～

秋田県 有限会社秋田第一ガーデン フラワーショップが行うシルバー世代向けの販路開拓！

秋田県 三笠写真館 動く写真館として出張サービス環境整備による顧客ニーズ実現

秋田県 PhotoOffice-K 法人向け、商業写真分野に特化した営業戦略

秋田県 有限会社金森建築 ４０歳代以下世代を開拓！当社の強みを遡及した販売促進

秋田県 有限会社米内沢中央印刷 オリジナル商品の企画・制作・販売で顧客満足度の向上と販路拡大事業

秋田県 千羽寿司 新規顧客開拓の為の高齢者や障害者に配慮した店舗づくり

秋田県 有限会社あけぼの農園 ふれあい体験広場併設による子供連れで気軽に楽しめるお店づくり

秋田県 有限会社三國剛俊商店 店舗前ゴミ箱のゴミの規定量超過を通知する装置の開発による売上促進

秋田県 次男坊 平日個人客の集客、及び利便性と衛生環境向上事業

秋田県 Ｌｉｎｋ 来店者向上によるエステ部門及び化粧品部門の売上増強事業

秋田県 佐金酒店 老舗酒屋の来店率向上事業

秋田県 遠田米穀店 店舗環境と外壁看板デザイン一新による集客力と知名度アップ

秋田県 有限会社金商 高齢者にやさしい相談薬局で集客力アップ

秋田県 株式会社小町園 新規顧客獲得に向けた「小町堂」を臨む和風宴会空間の創出事業

秋田県 加藤實漆器店 ～これが「本物」～『手仕事の風景』を魅せる新規顧客開拓事業

秋田県 有限会社稲庭宝泉堂 ＩＴを活用したコミュニケーション戦略の実践による販路開拓

秋田県 株式会社関小市商店 ディスカウントから専門店へ「酒屋リニューアル事業」

秋田県 株式会社ＭＫｐａｓｏ ワインショップに向けた店舗改装による販路開拓と顧客の増加

秋田県 有限会社小沼運輸 商談環境整備による機密向上からの物流スムーズ化提案

秋田県 有限会社中田工務店 秋田の季節を知り尽くした匠のビジネスチャンス広報事業

秋田県 株式会社アイビー トリミングサロン新設による顧客満足度向上と売上拡大

秋田県 かやぶき山荘格山 茅ぶき古民家の魅力アップによる、新規顧客とリピーターの獲得

秋田県 有限会社オートカンパニー 自動車の販売・修理・買い替えまで一貫したサービスを提供します

秋田県 株式会社ローソンファーム秋田 ベビーリーフと地域の果菜を使ったピューレサラダの開発

秋田県 有限会社丸一食品 個人向け販売の強化による店頭販売コーナーの設置

秋田県 有限会社ＡＣＣＥＳＳ 業務内容の周知徹底と新規市場参入による販路拡大

秋田県 ボディープラン 鈑金塗装店が取り組む整備事業開始による新規顧客の獲得

秋田県 福禄寿酒造株式会社 五城目朝市に連携した観光客の満足度向上に向けたリニューアル

秋田県 舘岡工務店 高齢者のリフォーム受注獲得にむけた事務所改修・パンフレット作成

秋田県 ｶﾌｪ＋ﾍﾟﾝｼｮﾝサウンズグッド！ 多目的工房設置による「体験型宿泊プラン」強化による集客アップ！

秋田県 ログハウスの宿仙人 体験型宿泊飲食店の新規顧客獲得事業

秋田県 有限会社八郎潟自動車整備工場 国道沿い看板リニューアルによる新車販売・技術サービスＰＲ事業

秋田県 株式会社環境のＹＯＳＨＩＤＡ 楽天市場内のホームページを改良し環境・人体に安全な洗剤をＰＲ

秋田県 学習塾ビスタ 生徒数増加による「持続的発展」を実現するための販路開拓事業

秋田県 ａｌｆａ 新規顧客獲得に向けた新商品のパッケージ開発と販路開拓事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 いやしろち 製造工程の効率化・量産体制の整備に伴う陶芸教室受入強化

秋田県 あきた乗馬クラブ 新たな販売スペースの確保とその広告活動事業

秋田県 有限会社エスケイホーム オリジナル木工製品提案に伴う住まいの機能性と価値の向上

秋田県 佐伊商店・バナフィショップ 「軒下朝市」開催に伴う集客力促進と顧客の満足度の向上

秋田県 株式会社杉のや 地酒売上倍増計画「空港レストランのビジュアルマーチャンダイジング作戦」

秋田県 ヘアメークおれんじ 「お友達にも教えたい！」白髪染め地域№1美容室化計画

秋田県 お菓子のアトリエア・ドゥマン 秋田でも食べれる～本場フランス仕込みのアップルパイ（ショーソン・オー・ポンム）～

秋田県 PCSUPPORT 「データ復旧サービス」の強化及びＰＲによる新規顧客開拓事業

秋田県 PETITGRAIN（プチグレン） 予約時間の平準化による施術利用者の販路拡大

秋田県 よしこの店五厘 山菜を活用したドレッシングの新商品開発と販路の開拓

秋田県 轟工業株式会社 秋田のはちみつブランド化！顧客別広報の強化による顧客層拡大！

秋田県 株式会社アームズ 成人式需要を獲得！一貫サービスと1/2成人式の開発・提案事業

秋田県 理容石川 高齢者向け来店環境の整備とヘアケアの施術等提案による営業強化

秋田県 EyeSweet 広告宣伝強化による店舗ＰＲと若年層の販路開拓

秋田県 カイロプラクティック・コシカワ整体院 サラリーマンの疲れを癒します！休診日見直しとＰＲ作戦

秋田県 有限会社北島土地管理 新感覚アートを由利本荘から全国へ！販路開拓戦略

秋田県 地球屋太田亭 中高年層を囲い込め！～新サービス展開とＰＲ作戦～

秋田県 HAIRSPACEPERSONAL 店舗リニューアル及びカウンセリング・提案力強化による販路拡大

秋田県 カフェテラス紫陽花 商圏内顧客ニーズを捉えた来店環境整備とサービス構築・広報強化

秋田県 有限会社民芸さいとう 伝統工芸品「御殿まり」のアピールと後継者問題に注力

秋田県 愛和商事株式会社 サークル参加で固定客ＵＰ！身近なお店のイメージで販路開拓！

秋田県 田口菓子舗 地元産食材の特長をいかした「お土産商品開発」

秋田県 漆工房攝津 川連漆器（蒔絵付）によるシガーケースの販路開拓

秋田県 有限会社阿部旅館 オールシーズンフル稼働を目指して！湯治イメージ脱却と新規開拓

秋田県 稲庭吟祥堂本舗 新商品「お湯を注ぐだけの稲庭うどん」の販路拡大

秋田県 有限会社アベ建 ホームページ開設で顧客獲得『アベ建ブランド』売込作戦！

秋田県 ドリフトウッド・ファクトリー我流慕 オーダーメイド『ペット位牌』のＰＲと販売促進

秋田県 株式会社佐藤商事 オーダーメイド展示台製作及び暖簾を刷新することでの販売促進

秋田県 有限会社ヤマダ商事 地区内需要を把握した新たなサービス確立事業！！

秋田県 株式会社たつみ企画 和モダンルームからの“やすらぎ”提供

秋田県 株式会社エミファ－ 月イチ”得々デー”実施で新規顧客獲得事業

秋田県 株式会社エムアンドエス ”デットスペース”の改善によるお客様回転数増加作戦！

秋田県 園食堂 やさしいトイレでお客様“安心”

秋田県 でんべいかれい生産グループ 海の恵みを閉じ込める！プレス機導入による新商品の開発

秋田県 有限会社サンコー 高齢者・体の不自由な方々にやさしい施設整備事業

秋田県 有限会社佐藤自動車商会 地区住民が集う「まちの自動車屋さん」へ！！

秋田県 みや蔵 ”ラーメン屋が提供するファーストフード＆スイーツ”で顧客増加事業

秋田県 マサオ電気 外部環境をクリアして、売上増加のための再チャレンジ事業！！

秋田県 CAR'ｓ－ｃｒｅｓｃｅｎｔ カーポートの設置による納車日数短縮事業

秋田県 木肌のぬくもり社 木材需要喚起による売上向上計画

21



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 日本白神水産株式会社 ホームページの改修と野立て看板設置による誘客と売上向上計画

秋田県 しらかみカフェ 果樹農家レストランの地元特産品を使った新商品開発とＰＲ

秋田県 三四郎旅館 トイレ改修による新規顧客の獲得とリピータ率の向上

秋田県 Beech株式会社 新規店頭およびネット販売業者開拓に向けた商品総合パンフレットの作成

秋田県 コニシ登記測量事務所 事務所-現場オンラインリンク化事業

秋田県 ラーメンショップAjiQ協和店 トイレの洋式化及び車いす対応トイレ増設で新たな顧客を呼び込む

秋田県 株式会社ろくごうめでぃかる 「訪問看護事業」を在宅と介護事業に浸透させる為の媒体作成

秋田県 夢積工房 工房兼店舗の導入による事業基盤確立と販路開拓による売上増進

秋田県 セカンドデザイン 設計品質の向上及び設計時間短縮のための試作サービスの導入

秋田県 有限会社高橋造園土木 発生材の有効活用と加工品の販売展示場の導入

秋田県 進藤電気設計 体験工作室「できます工房(仮称）」の実施カフェ部門の開始

秋田県 KomachiPlusJapan株式会社 タイに秋田牛の魅力を伝えたい！秋田牛輸出拡大プロジェクト

秋田県 サイン・メディカルケア株式会社 訪問看護ステーション立上に伴う事業内容の宣伝による販路拡大

秋田県 有限会社渡部畳店 チラシ広告による畳販売需要の掘り起しと売上アップ

秋田県 おらえの家甚 居酒屋オヤジの女性客確保のための経営促進計画

秋田県 ヤマザキデイリーストア昭和町店 宝くじ販売による新規顧客の開拓と既存事業周知による販路拡大

秋田県 りつこ美容室 無料送迎・高齢者の憩い美容室のサービス向上事業

秋田県 有限会社佐藤徳太郎商店 贈答品を多く利用する首都圏の４0代以上をターゲットとした販路開拓事業

秋田県 鍼・灸・マッサージ院リバースかたかみ 気軽に入りやすい治療院をめざし、院内外のバリアフリー化の推進

秋田県 渡部整骨院 矯正治療の新規顧客の掘り起しと既存顧客の囲い込み

秋田県 岩谷製パン有限会社 贈答用パッケージとおすすめ商品のポスター作成による売上向上事業

秋田県 カーショップわかまつ 大手メーカーとの差別化！攻めに転換した革新サービスで顧客獲得

秋田県 株式会社フィールドイノベーション ハラール認証米及び食品のイスラム圏への輸出・販路開拓事業

秋田県 本多麴屋 高付加価値３０年の無農薬米を使った「発芽玄米甘酒」の商品化

秋田県 有限会社ナチュラルファーマーズ 6次化技術を活かした新商品「食べる甘酒」の開発事業

秋田県 株式会社でんろく 比内ヒルズ内の新道路の舗装と駐車場の整備に関する事業

山形県 手織工房棉屋 裂織厚手布の商品開発並びに海外販路拡大事業

山形県 佐藤写真場 生前に遺影を笑顔で撮影する事業の確立と宣伝、販売促進活動事業

山形県 有限会社松屋旅館 「居心地の良い空間づくり」美意識向上化粧室改修工事

山形県 角松屋 新潟市内スーパーへの卸売参入による販路開拓

山形県 飲み食い処ゆるりや 鮮度抜群・海鮮中心居酒屋ＰＲ大作戦による新規顧客獲得事業

山形県 ヘアーサロンあべ お年寄りに優しい店舗づくり事業

山形県 有限会社長門屋 オリジナル商品の販売拡大のための店作り

山形県 森の湯旅館有限会社 高齢者に優しい旅館へ ユニバーサルツーリズムへの新たな進出

山形県 有限会社遠藤製函 顧客ニーズに応えるための新たなサービスの導入

山形県 HairSalonw.a 地域に愛されるユニバーサルデザイン美容室への転換

山形県 サンクリーン清流 中古物件をターゲットにした除雪分野への進出

山形県 有限会社松下商店 顧客の自社利用度アップによる売上増強事業

山形県 髙橋魚店 伝統の味に特化したオリジナル弁当卸売と惣菜開発で販路拡大

山形県 割烹ひさご 料理とサービスの強化及び店舗改装で来店回数増加による売上増強
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 ダイマル商店 管工事にともなう製品加工分野への挑戦で受注拡大

山形県 建築児玉 納期短縮による新規取引先の獲得事業

山形県 船山シーリング 安定した売上確保のための新分野進出事業

山形県 合同会社大蔵わさび わさび加工品製造効率化及び商品ラインナップ改新による販路拡大

山形県 理容コマツ 快適性の高い理容椅子導入による顧客満足度向上事業

山形県 小笠原建具店 最新除雪機導入による作業効率化と手づくり建具の販路開拓事業

山形県 ベジ吉おかめ工房 最上地域の食材と食文化を活用した農家民宿と加工品の販路開拓

山形県 株式会社川前製作所 展示会出展による新しい業種の新規顧客獲得事業

山形県 有限会社あん 自然に囲まれたオープンテラスの改修

山形県 ヘアメイクカシス リラクゼーションルームの設置による顧客満足向上事業

山形県 アイビークリーニング 衣類と身体に優しい乾燥機導入による顧客開拓事業

山形県 有限会社後藤商店 包装紙、紙袋、シールの開発による販売体制の構築

山形県 株式会社戸田薬局 お客様満足を叶える店作りと宣伝力強化による販路拡大

山形県 焼肉夕月 高齢化した常連客と女性客に優しい店舗作りとメニュー作り

山形県 株式会社伊藤造園土木 作業効率と持ち込み者の利便性を上げ販路開拓と雇用増加を図る

山形県 舟山建築 ソフト導入で設計、見積、提案までにかかる時間を短縮し販路拡大

山形県 株式会社工藤 テレビ受信工事の作業効率化による継続的受注の確保及び販路拡大

山形県 株式会社マイ・ロビー ＨＰ活用による家族をつなぐリフォーム、リノベーション事業拡大

山形県 カットイン上林 『理容室とエステサロンの融合』事業によるエステサービスの拡販

山形県 有限会社フレンズショップタムラ 大型看板による新生「ビジネスサポートコンビニ」ＰＲ強化事業

山形県 今井鮮魚店 看板誘導と庄内海鮮串のイートインによる観光客の取り込み

山形県 喜代松菓子店 新パッケージ作成及びリニューアルとその商品のPR事業

山形県 鳥や 鳥やオリジナル新商品開発に係る新規顧客獲得事業

山形県 有限会社古瀬商店 自社の源泉で作った温泉卵を地元の名物にする為の製造体制とＰＲ

山形県 佐藤屋茂八 新メニューの開発及び広告宣伝

山形県 武田農園 新たな農園運営経営の為の産地直売所の新設

山形県 ウルトラテイスト株式会社 山形県産果樹の販路拡大と北海道産海産物の新規販路開拓

山形県 和食葉月 高齢者・身障者の方でもご利用できるバリアフリートイレの新設

山形県 株式会社鶴亀 「ふるさとフォトウェディング～やまがた～」サイトの作成・運営

山形県 株式会社多茂登 漬け魚の加工商品製造と新パッケージによる引き出物の販売促進

山形県 Be-Style 女性や若年層を新規開拓する為の店舗改装

山形県 大泉写真館 店舗外観リフォームによる宣伝強化を活かした顧客獲得事業

山形県 有限会社山形第一不動産 自社ＨＰのスマートフォン版用サイト構築による新規顧客開拓事業

山形県 有限会社十五屋本店 冷凍和洋菓子の新商品開発に係る新規顧客獲得事業

山形県 株式会社ざおう 巨石運搬・据付け事業の受注促進

山形県 新サン電子株式会社 超音波洗浄機の受注促進

山形県 菓子処やりみず 最新自動ドア装置導入、及びお菓子改良による新規顧客開拓

山形県 ﾍｱｰｻﾛﾝｵﾘﾝﾋﾟｱ本店さくらだ 顧客ニーズに応える空調設備改善による販路開拓

山形県 株式会社つばさ 店舗外観リニューアルによる集客アップ事業

山形県 創作工房パーソニファイプリミティブ 工房の所在を明確にし集客するための看板設置事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 渡部鯉店 観光客におもてなしの心で接し集客アップ事業

山形県 今間畳店 畳についての品質や情報を重視した広報による販路拡大事業

山形県 芳賀半助商店 店舗改装による高齢者の女性向け展示会開催による集客アップ

山形県 川上塗装店 発電機の導入による商業施設への販路拡大事業

山形県 有限会社トムテックスジャパン 溶接加工の強化による新たな市場拡大

山形県 萩モータース オフシーズン期間の商品保管・メンテナンスによる売上増加

山形県 大島屋 高齢化社会に対応した店舗改装による来店客と売上増加計画

山形県 織田家具建具店 快適空間のコンサルティングサービスとワークショップ開催事業

山形県 株式会社近岡商店 パレット導入による米倉庫作業効率化と米の販路拡大事業

山形県 竹川屋商店 商品倉庫拡充改修による在庫管理効率化と販路拡大事業

山形県 加藤設備 地元食材を活用した乾燥野菜の開発・販路開拓

山形県 佐藤コヨシ商店 仕出し料理の鮮度向上と販路拡大のための業務用冷凍設備増強事業

山形県 有限会社オオバ電子 生産性向上とマコモ茶ティーパックの開発

山形県 現寸のアベ 受注拡大のための３ＤＣＡＤシステムの購入

山形県 アーゼロン有機庄内 販路開拓のための機械装置の導入と袋用ラベルデザイン開発

山形県 三好屋 『明るく・見やすく・美しく』見せる店内空間の創出

山形県 萬来屋酒店 ワイン特設ブースと顧客・商品管理による提案力強化事業

山形県 株式会社さとう電熱 製造業向けに新たに取組むサービス「生産設備のメンテナンス」の販路開拓

山形県 株式会社五十嵐製凾 販路開拓を目的とした自社ホームページ作成

山形県 ますもと 昭和レトロの店舗改装による新規顧客開拓事業

山形県 小林青果 野菜・果物を加工した軽食の提供による新規顧客開拓事業

山形県 有限会社肘折温泉元河原湯旅館 客室防音対策によるプライベート空間整備事業

山形県 料理青柳 チラシ作成による新規顧客開拓

山形県 丹鮮魚店 特注焼台を活用した店頭販売促進

山形県 和牛料理はんだ 顧客満足度向上を図る機械装置設置事業

山形県 ヘアスタジオ・アート 田舎の床屋を女性向けお洒落サロンにビフォーアフター☆

山形県 ヘアーサロン・スガイ 炭酸発生機器と顧客管理ソフトを取り入れた新規顧客開拓事業

山形県 さかたや青果 商品の鮮度保持のためのエアコン設備設置と販促品による販路開拓事業

山形県 中国料理あじ彩 ホール改修と看板設置等の販促強化による受注拡大事業

山形県 かっとはうすさあど お客様駐車場の舗装整備と駐車場案内看板の設置

山形県 株式会社ジェイファーム 「ローマの休日」気分で過ごすためのカフェドリンクの提供

山形県 有限会社丸石産業 しな織製品のネット販売システム構築とシニア世代新規顧客の獲得

山形県 髙橋バーバー 店舗外装の改修によるイメージアップとサイン効果の向上

山形県 有限会社堀口建築 自社新工法による「快適・あったか次世代省エネ住宅」販売促進

山形県 株式会社産直あぐり 地域の農産物で作る農産加工品の販路開拓

山形県 和膳・味よし メニュー改善・器の購入とＰＲによる販売促進事業

山形県 資生堂チェンストアラピス 看板設置及びチラシ配布と地域ケーブルテレビＣＭ放送

山形県 ホワイト美容室 ケアが必要なお客様のための店舗環境快適化に向けた改装工事

山形県 丸三羽根田酒店 高齢者と女性に優しい店舗づくり

山形県 カトウ美創 駐車場スペースの確保による「こだわりの塗装工事」提案
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 わたや商店 新鮮美味です！真空米で販路開拓

山形県 株式会社平山家具店 「予防介護」の健康教室開講のためのトイレ改修

山形県 千歳産業有限会社 高速電子本縫ボタン付けミシンの導入

山形県 本間金六畳店 ＷＥＢサイトによる販売拡大と看板のリニューアル

山形県 四釜畳店 「来て見て触って選ぶ」畳販路開拓のための舗装工事と展示事業

山形県 有限会社大三燃料店 ペレットストーブ体験スペース設置による集客アップ

山形県 寿し飛鳥井 女性客や子供連れを取り込むための快適な店づくり

山形県 株式会社若松屋 介護リフォーム分野へ本格参入し、一般客の獲得を図る

山形県 倉寿司 主婦層を狙った真空包装での惣菜、漬物等の新規販売、宅配事業

山形県 野川食品 国内外観光客への手作り豆腐体験事業と新たなＨＰによるＰＲ事業

山形県 有限会社蔵王ウッディファーム 個性豊かな樽の購入による新商品開発及び新規顧客開拓事業

山形県 ペンション木いちご 新メニュー開発の設備導入と店舗改修による新サービスの提供

山形県 有限会社オールフーズ山形 可変式テーブル用補脚導入による多様な新規顧客獲得事業

山形県 黒田建設株式会社 来店促進のための看板の設置

山形県 大沼魚店 顧客満足向上を図るための椅子テーブル設置と洋式トイレ改修

山形県 さんぱつや 新シャンプー台の導入で癒しメニューを販売し売上増加を図る

山形県 株式会社東雲観光グループ 「いつまでも旅を楽しみ・旅で元気になる」家族旅行のような旅の提案

山形県 カクイチ商店 町のアンテナショップ的機能を併設した店舗への転換

山形県 そば吉峰 お子様連れ家族誘客ＰＲ及び冬期間対策を行う為の店舗改装

山形県 いげたや庄司醸造株式会社 全国の人達に山形の食文化を広める為に新規顧客、販路拡大を図る

山形県 高橋家具センター 家具販売店から「暮らしの困りごと総合解決企業」への転換

山形県 有限会社玉貴 快適空間の演出のための空調整備導入による新規顧客獲得事業

山形県 山竹商店 オリジナル商品宣伝等による新規客獲得・販路開拓

山形県 株式会社設楽酒造店 イギリス・ロンドン市場における、高級志向日本酒販売拡大事業

山形県 サガエゴルフクラブ 新環境提供への取組みによる顧客満足度向上と販路拡大

山形県 Vervehair＆relax 強みを活かす新カットメニュー開発とホームページによる販路拡大

山形県 三ッ丸種苗店 店舗看板設置と店舗照明改善による新規顧客の拡大事業

山形県 株式会社富士奴 ホームページ作成による知名度アップと販路開拓

山形県 ふたばFactory矢ノ目糀屋 ショップインカフェ開業に伴う設備導入による販路開拓

山形県 横山スタジオ キャンペーン告知広告と写真プリンターの導入による顧客開拓事業

山形県 笹原魚店 女性や高齢者の方より高いリクエストがあるトイレ改修工事

山形県 株式会社板垣水道 体験型展示場による対応力強化と安心納得の商品・サービスの提供

山形県 株式会社大高根協働社 惣菜加工業の許可を申請し買い物弱者に対する移動販売の売上向上

山形県 リラクゼーションルームセレンディップ 新たなコンセプトによる高級マッサージ店への転換

山形県 カフェアルドーレ 農家との共同規格野菜を取り入れた「新メニューの開発と提供」

山形県 株式会社石木花 ネットショップ開設による販路開拓と新サービスによるリピート率の向上

山形県 KONAスタ 老若男女が気軽に楽しく食事の出来る店外食事スペースの設置

山形県 株式会社浅見工務店 展示室設置による周知広報と新規顧客の獲得

山形県 有限会社佐藤商店 天然蕗やきのこ山菜の乾燥商品の開発・販路開拓

山形県 農事組合法人りぞねっと 県産米粉100％原料のパスタマシーン導入事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 株式会社池田興業 看板設置で会社所在と事業内容をアピールする受注機会創出事業

山形県 楯岡焼窯元 看板設置・店舗入口改装と新商品ＰＲによる集客及び販促活動

山形県 陶修窯碁点焼 藍色陶製品の周知拡大と販路開拓及び陶芸教室の環境改善

山形県 株式会社太産土田製作所 高品質な溶接技術導入による一貫生産システムの構築と競争力強化

山形県 ウェルスハシモト 新規顧客獲得のための販促計画構築と「コンセプトブック」製作

山形県 五十嵐要商店 「少量」「多品種」対応するための無洗米精米機の導入

山形県 理容・美容テツカ 落ち着きのある「くつろぎ」の空間づくり

山形県 最上の荘園 高品質「自然有精卵」のブランディングとＨＰ開設と販路構築

山形県 有限会社松田製麺所 関東地区における当社（松田製麺所）のファンづくり

山形県 秋場設備株式会社 新たなイメージ戦略と若者客獲得のための広告戦略

山形県 肉料理あんどう 後継者に近い年代の新規顧客の掘り起しとリピーター率の向上と衛生設備の改善

山形県 株式会社氏井写真館 「アニバーサリーフォト」の周知活動と写真教室での新規顧客開拓

山形県 株式会社辰ヶ湯旅館 当館への誘導を図る看板の刷新と高齢者向けテーブル・イスの取得

山形県 柿﨑輪店 顧客管理ソフトの導入による営業力の強化

山形県 有限会社旅館孫六 インターネットを活用した「おもてなし」発信による売上増強

山形県 十文字 高齢者にやさしいバリアフリー化による販路開拓

山形県 福龍軒 誘導看板設置とトイレ改修によるサービス向上と顧客確保

山形県 株式会社若松建設 ＨＰの刷新によるブランド力の向上・内覧会への誘導

山形県 阿部京染店 オリジナルデザインの着物染め替えによる販路開拓

山形県 京呉服きのうち ワンコイン着付け教室開催による若年層への和装文化普及

山形県 ベニバーズおおさき 地域貢献や観光案内と融合し、独自の銘菓等商品紹介の看板

山形県 ナギノニット 廃棄高級ニット編地をペット服への新ソリューション

山形県 有限会社鈴木印刷 看板設置による認知度アップ・顧客開拓、利用しやすい店づくり

山形県 株式会社製麺星川 作業効率改善システム導入による催事出展増→顧客・売上増加事業

山形県 青木自動車 新車ディーラー客の獲得による顧客増大事業

山形県 オステリアエスト 新店舗での物品販売観光客、地元客に向けての販路拡大

山形県 BarMORE トイレ改修工事で女性客の「満足度」向上で集客UP

山形県 株式会社ベネフィット 地元女性客から支持をうける居酒屋への挑戦

山形県 梅津オートサービス 副産物である中古タイヤ等活用による新たなビジネスモデルの構築

山形県 小林豆腐店 新パッケージ開発

山形県 有限会社川井設備工業 下請からの脱却と新規顧客獲得のためのホームページ開設

山形県 美容室クレア 店舗スペースの拡大と専門サービスの提供による新規顧客の獲得

山形県 有限会社エレワック 下請け業者からの脱却と新たな価値の創造

山形県 三幸商事株式会社 地元特産品を使ったオリジナルギフトの開発による販路開拓

山形県 いさば家 新規客開拓の為の、店舗外観改装とリーフレット配布

山形県 アスペック株式会社 クレーン増設により作業環境を整備し、受注の拡大を図る事業

山形県 サトウ商会 高性能スキャンツール導入で、ハイブリッド車ユーザーの新規獲得

山形県 雅建築 エコ住宅！高断熱材を使用した住宅の見学会で販路開拓

山形県 有限会社齋藤総建 発電機の導入による受注拡大と利益確保

山形県 ヒサエー美容室 着付けサービスがひと目でわかる看板設置による新規顧客開拓
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 有限会社ワンツー mocoブランド商品開発と販路開拓事業

山形県 株式会社だるまや 店舗前掲示ボックスと店内看板の設置

山形県 プロティア パン屋のおやつ製造販売所設置による新規顧客獲得事業

山形県 穂積繊維工業株式会社 展示販売室の整備と直接販売拡大

山形県 有限会社コマツ塗装 浴槽・浴室塗装で新たな販路開拓

山形県 しんぼり食堂 素敵なレストルームのある食堂

山形県 シュエット株式会社 木製カッティングボードのブランディングと販路拡大

山形県 有限会社西浜タイヤ 女性や高齢者も来店しやすい明るく快適な店舗への改修工事

山形県 有限会社コクボ ホームページ新設による自慢のお米のネット販売で販路拡大

山形県 来々軒 自家製無農薬野菜のＰＲと健康志向客向けの店舗づくり

山形県 有限会社福増建具店 洋室にも合う、こだわり木製品の認知度アップで販路開拓

山形県 守谷写真館 トイレ新設と床張替えによる小さな子供向けのスタジオづくり

山形県 株式会社本田食品 ネットショップ開設による販売促進

山形県 喜楽 旅館の稼働率アップのための新規顧客の誘客計画

山形県 電化ショップ梅津 家電のメンテナンスお預かりサービス事業による販路拡大

山形県 株式会社香月 道の駅への出店、告知の取り組み

山形県 精美堂 入りやすく・見やすく・買いやすい店づくり事業

山形県 さかい食堂 店舗改装により新規顧客獲得事業

山形県 菅原貞夫商店 昭和の香りがする店舗改装と看板設置

山形県 松浦衣料店 看板改良による誘客とお客様が憩える店づくり

山形県 花のアトリエしまtoくろ オープンアトリエ開設による新規顧客の獲得

山形県 株式会社ライズ・イン お米、農産物のギフト商品開発と自社ネット販売システムの構築

山形県 有限会社原田住宅設備 高齢者住宅リフォーム工事推進による新規顧客開拓事業

山形県 太陽農場 未利用農産物の付加価値加工

山形県 食料品みやざき 配達コスト低減による買い物弱者への配達サービスの提供

山形県 株式会社羽黒特産物研究センター お客様に優しい利便性向上のための環境整備事業

山形県 有限会社三沢写真館 ポストカード作成機導入による新商品の自社開発と販路拡大

山形県 まるぼ製麺所 生産量アップと顧客ニーズ対応による売上げアップ

山形県 渡部たたみ内装 縁無し畳のネット販売による若者をターゲットにした販路拡大

山形県 株式会社アベ技研 飲食店及び農産加工者向けフォーミングマシン開発に伴う販路開拓

山形県 新丸七商店 店内作業場改修による作業効率アップと販路拡大

山形県 魚豊味 店内改装で顧客満足度を高め売上増大を目指す

山形県 農家レストランこしゃる 新業種進出の為の許可条件を満たすため施設改修で商圏拡大

山形県 有限会社松乃枝商店 明るい店内でおもてなし、停めやすい駐車場で集客と売上増

山形県 ヘアーサロンながおか キッズコーナーと待合室の充実で利用客と売上増を目指す

山形県 はが酒店 店内照明、看板の改装による出羽三山観光客への販路拡大事業

山形県 斎藤商店 無人売店事業の開拓ツールの作成と開拓先データの獲得

山形県 有限会社ウォーターシステム シニア層に向けたＨＰの構築と住環境コーディネート事業

山形県 月山軒 女子トイレの改修による快適性の追求

山形県 有限会社紅葉館 館内のバリアフリー化実施による高齢者利用促進事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 株式会社黒坂鉄鋼 事務所改装による取引先拡大事業

山形県 有限会社遠田技研 スチールカーポートＰＲによる販路開拓事業

山形県 株式会社ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾂｰﾙ 自社専用ＥＣサイト開設による自社独自製品の販路拡大事業

山形県 結城自動車整備工場 自動車修理部門の「見える化」取組事業

山形県 井上きのこ園 店舗兼事務所内のトイレ改装による顧客利用頻度向上

山形県 ケロ家浪漫 宴会部門のＰＲ強化による集客数増加事業

山形県 三大住建 住宅リフォーム快適空間ＰＲ事業

山形県 有限会社松葉荘 高齢者や女性客をターゲットにした設備環境整備事業

福島県 株式会社新白河国際教育学院 日本語学校への留学希望者の新規開拓に向けた営業力強化事業

福島県 株式会社古川石材店 墓石用絵柄ソフト導入及びチラシ・ラジオを活用した販路拡大事業

福島県 富士美容室 新施術導入による新規顧客獲得事業

福島県 斎脩絹織物有限会社 天使のリズムの拡販をめざし当社のブランド価値の向上を目指す

福島県 株式会社白いアトリエ 高齢者向けの商品開発とデットストック商品の販売

福島県 とうふ屋豆の子 豆腐屋による「アーモンドミルク」の製造及び対面販売

福島県 野村整骨院 美容エステ部門進出による新規顧客獲得

福島県 株式会社ユー企画創建 ホームページとチラシの制作による販路拡大（新規個人客の獲得）

福島県 カブ理容所 シャンプー台及び看板の新設による新規客の獲得

福島県 かぶ理容所赤橋 シャンプー台の新設によるスパメニューの開発

福島県 清野理容 シャンプー台の新設及びリフォームによる新規市場開拓

福島県 渡辺豆腐店 移動販売車による買い物弱者への豆腐・油揚げ訪問販売

福島県 持石商店 地域に必要とされる小売店事業の展開

福島県 くいもんや暖 店頭訴求力の向上と手作り料理を活かした飲食店事業の展開

福島県 有限会社谷地電気 展示体験スペースの設置による大口関連需要の獲得

福島県 希林 食に関心の高い顧客層が食事を楽しむことのできる店舗づくり

福島県 いづみや 工場改修による生産効率の向上及び広報活動強化による販路拡大

福島県 FineBarSora 音楽イベントを増やし顧客増強、売上向上の為の音響機材の強化

福島県 株式会社ヨシハラ 福島発☆心踊る省エネサポート商品『ガイアパワー』販売強化事業

福島県 有限会社加藤木工所 古家具リフォーム事業による販路拡大と売上向上

福島県 食工房 ご来店・ご利用頻度向上プロジェクト

福島県 焼肉居酒屋きよ乃 お客様が居心地良く、楽しく交流できる空間づくり

福島県 高橋理容所 高齢者や身障者に優しい“おもてなしスロープ・イス”の新設事業

福島県 ヘアーサロン新田 給湯・排水容量アップ、炭酸シャンプー導入での顧客満足度アップ

福島県 えちご家 看板照明と滑らない床板・レイアウト変更で、お客様の満足向上

福島県 美正写真館 「あなただけのオリジナル動画」作成サービスの開発

福島県 カフェレストランオリーブ 「あぶくま高原の大自然を満喫できる店」のイメージづくり

福島県 先﨑農機商会 「地域の農業ステーション＜農率アップ＞」開設に向けた店舗改装

福島県 有限会社小町の湯 ビジネスマンを集客する為のインターネット利用環境の整備

福島県 吉田クリーニング店 「その場で受け取れる！特急しみ抜きサービス」の開発・提供

福島県 有限会社安斉工務店 オリジナル商品「ＡＢＣ工法」棲家の販売促進による販路開拓事業

福島県 舟木商店 店舗改装リニューアルによる買い物利便性向上事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 カントリーイン雲のアルルカン シニア層、高齢者家族にゆったりした時空間提供のための部屋改築

福島県 有限会社キクチ自動車工業 半自動溶接機導入による車検整備での多様な溶接業務の受注拡大

福島県 スナック雅 女性や夫婦が気軽に入れる店舗イメージの向上と新メニューの提案

福島県 そば酒房「はし家」 女性をターゲットにした新規顧客の獲得

福島県 株式会社クニヒロ・ホームテック 一般客向けの「新築・リフォームフェア」開催におけるチラシ折込

福島県 美容室ＨＡＬ メニュー拡大とそのＰＲによる新規顧客獲得と顧客満足度アップ

福島県 大竹時計眼鏡店 新規テント作製と広告による新規顧客の発掘

福島県 武藤合名会社 新規味噌とはちみつ味噌のパッケージ開発事業

福島県 有限会社上野屋 監視カメラのデモシステム構築とチラシ作成、ホームページの作成

福島県 わたや佐藤 店舗内の仕立場移設による、新たな売り場面積の確保と販売促進

福島県 企業組合ぴかりん村 自社商品の安心安全をＰＲし販路拡大するためのパンフレット作成

福島県 きのことマサ 自社商品の三和町おやき・エゴマケーキのＰＲ及び店舗情報発信

福島県 おの建築設計事務所 業務効率化による増築・リフォーム需要への対応強化

福島県 橘内軍一畳店 縁無し畳の品質向上、効率化及びＰＲによる新規顧客の獲得

福島県 有限会社八島食品 福島産アスパラで作るアスパラピクルスの開発・販売・販路拡大

福島県 ヘアーサロンＫＯＮＮＯ 男性・女性へのワンコイン朝らく＆簡単フェイスエステの提案

福島県 有限会社ぬか茂菓子店 地元特産物を使用した和・洋生菓子の販売強化による販路開拓事業

福島県 有限会社日の出写真館 日本文化（和）を取り入れた新規婚礼プランによる販路拡大事業

福島県 御稲プライマル株式会社 料理専用米・高機能米の提案による米価値向上及び販路開拓事業

福島県 有限会社大倉商店 個人向け“ギフトボックスで贈る卵”の宣伝、販路開拓

福島県 矢吹デイリー 原発事故からの帰還する買い物弱者への移動販売事業の展開

福島県 玉野屋本舗 全国の消費者に向けた商品パンフレット制作

福島県 有限会社大東ファーム 贈答用高食味米の販売とそれに伴うPR活動の強化

福島県 株式会社創作家 新築住宅・リフォームの受注の増加と、自社の知名度向上事業

福島県 株式会社カノウヤ コンパクトハウス・スマホ版ホームページ新規開設事業

福島県 引地工務店株式会社 住宅性能計算ソフトの導入によるエコ性能の見える化事業

福島県 有限会社テラシマスタンプ 特殊印刷機の導入による新たな販路開拓

福島県 ＣＬＯＶＥＲ オリジナル技術を駆使して、どこにもないサロンを創りあげる

福島県 居酒屋本陣 女性客をターゲットにしたランチサービスの提供事業

福島県 株式会社ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ 復興需要に対応し地域復興に貢献する受注拡大事業

福島県 有限会社中畑有機農産 新商品「情熱トマト」の生産・販売による販路拡大事業

福島県 白英舎クリーニング 新規顧客獲得及び作業効率向上の為の貯水タンク設置工事

福島県 橋本商店 新規事業「フルーツパーラー」立ち上げによる新規顧客の開拓

福島県 有限会社くりさき 新たに3Dでの深視力検査を導入。潜在顧客へアピール！

福島県 合同会社ガレージ商事 ＩＨデントリペアシステムによる外販パネル修理事業

福島県 有限会社石井薬局 健康サポートで地域における健康支援拠点事業

福島県 有限会社佐久間パン店 店舗改装と道の駅向けの新商品開発

福島県 ヘアーサロンワタナベ 若年層や女性への高付加価値の新サービス提供による販路拡大

福島県 株式会社カミカワ服飾 クールビズフックタイの商品開発に係る販路開拓事業

福島県 マルニ看板 看板保全システム導入による地域活性化プロジェクト
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福島県 ベンリー佐藤 安心安全な自転車を！子どもとシニアに特化した新しい販促の展開

福島県 釜めしやふじ 会食メニュー「あぶくま高原野菜のしゃぶしゃぶ」開発と店舗改修

福島県 福島バーミ株式会社 自社きのこ「ブランド化」に向けたネーミング・デザインの制作

福島県 株式会社会津物産 生協、百貨店、スーパーならびに海外市場の販路開拓

福島県 割烹祇園 高齢者等個人客が快適に過せる料理店のトイレ改修とチラシ広報

福島県 北星木材工業有限会社 入口商品づくりを通じた新規顧客とリピーター確保

福島県 三浦屋菓子店 季節限定商品を開発し、大量生産から多品種適量生産へ方針転換

福島県 田中屋 宴会プラン確立による販路開拓事業

福島県 有限会社丸滝 出前味噌講座とオーダーメイド味噌講座事業の展開

福島県 志学白雲館 志学白雲館の市場開拓事業

福島県 株式会社ＬＩＶＥＳ ライフスタイル提案型家づくりのための広告宣伝事業

福島県 有限会社佐藤製麺 海外への市場拡大へ向けた販路開拓事業

福島県 渡辺板金 屋根のリフォーム事業に取り組むための広告宣伝事業

福島県 有限会社コーワ商事 販促ツール改善での顧客獲得、既設建物におけるサービス内容強化

福島県 美容室あみす 自社の強み（貸衣装・着付け）を生かした新サービスの展開

福島県 有限会社五十嵐商店 バイク修理業務による新サービスの提供

福島県 有限会社くつわた商店 店舗の地域交流拠点化と新規顧客の取り込み

福島県 有限会社遠藤総合保険 看板を使ったマーケティング事業

福島県 げんじろう針灸接骨院 院内改装による集客力アップ・チラシによる訴求力強化

福島県 泉屋こんにゃく店 店舗・作業場の外観改装（店舗小売部門の強化による販路開拓）

福島県 有限会社フナデン 当店オリジナルキャラクターを使用した、集客アップ事業

福島県 有限会社しんみせ 取り扱い商品の専門店化強化の為の店内改装事業

福島県 株式会社ユアシス 動画制作技術の向上による企業向け新サービス開発事業

福島県 株式会社環境未来 BN菌を活用した新商品の開発および販路開拓

福島県 企業組合にしごう村夢プロジェクト 新規顧客獲得に向けた新メニュー商品開発と試食コーナー設置

福島県 有限会社飯田製作所 繊細な形状部品専用の緩衝材開発による販路開拓事業

福島県 有限会社花月庭園 女性をターゲットとした店舗改装とヘルシーメニューの提供

福島県 鈴木薪炭店 屋外トイレ設置による炭焼き体験受入れ環境整備事業

福島県 会津山都蕎麦蕎邑 新たな顧客確保へ向け、高齢者等に対応した店づくりを！

福島県 ワタナベプリント 転写名札、帽子印刷等の商品開発と販売促進

福島県 豊國酒造合資会社 デパートでの商品販売と海外での販路開拓

福島県 株式会社米ハウス 小分･真空包装による精米販売の差別化とネットでの販売強化事業

福島県 株式会社メガネの幸福堂 「パーソナルカラー」を用いた販売方法での他店との差別化を図る

福島県 有限会社カネダイ 米の真空包装商品開発および自社ホームページ・ＥＣサイト開設

福島県 山里食加工所 パッケージデザイン改良及びロゴマークの作成による販売戦略

福島県 有限会社村岡自動車工業 高齢化地域の自動車整備業の生き残り戦略

福島県 有限会社西田製陶所 誘客看板と体験メニュー充実による新規顧客の集客力増強事業

福島県 丸山印店 地域唯一のはんこ屋を積極的にＰＲ～はんこ屋はここにあるよ～

福島県 株式会社和ごころ 特許「イオン化ミネラル」を使ったオーガニックな美容室

福島県 遠藤建具店 シリアルナンバーと業務管理のソフト導入で売上・作業効率向上へ
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福島県 有限会社多田車販 除雪機、シニアカー、発電機のＰＲチラシ及びＤＭ発送事業

福島県 合同会社ツースリー ホームページの作成による新規顧客獲得事業

福島県 株式会社Lifestyle工房安斎建設工業 3次元CADソフトにより、イメージ提案の拡大と販路開拓事業

福島県 有限会社遊佐造園 パンフレットを活用した販路拡大事業

福島県 としカイロプラクティック 出張施術会開催による販路拡大と看板設置事業

福島県 ヘアクリエイトスウィーツ ６つの販路拡大策による付加価値型サロン移行事業

福島県 プラネットわかしば 大切なお客様のために顧客満足度を重視した集客率向上事業

福島県 ビューティーサロンラミー 店舗遊休スペースと地域資源をコラボした新規事業の立ち上げ

福島県 美容室やなぎや まつ毛エクステンションサービス導入による販路開拓事業

福島県 リバーサイド 本宮発レンタルルーム（空間の提供）サービスによる販路拡大事業

福島県 有限会社宮原商店 原発事故区域再編に伴う帰還住民等への買物の場の提供、環境整備

福島県 にしきや 新郷土料理と伝統の食器による女性客向けの販路拡大

福島県 総合造園会津緑化 木屑、枝葉を肥料や、パレット燃料にするための粉砕機の導入

福島県 伊勢屋 古民家の趣を残しながら衛生設備を改修

福島県 分家玉屋 ネット販売の導入と地元住民が日常的に利用できる店作り

福島県 落合食品 ホームページを開設し周辺の自然公園の様子も含めて発信する

福島県 そば処大川 「会津地鶏そば」看板を設置し会津地鶏をアピールし、誘客する

福島県 民宿いなりや 高齢化に対応した、安心安全なふれあいとぬくもりのある民宿

福島県 株式会社インポートプレナー 東北への販路拡大に向けての市場調査とカリキュラムの考案

福島県 有限会社ハルツ 食品・人にやさしい店舗環境を整備し集客ＵＰを目指す

福島県 株式会社本宮烏骨鶏 「本宮烏骨鶏を使用した絶品食材、鶏節の開発」等事業

福島県 ヘアーサロンサンペイ 20代から40代向け付加価値理容サービス提供

福島県 有限会社国崎薬局 ４０才代以降の生活習慣病予備軍を減少させ、健康寿命を伸ばす

福島県 石井ふとん店 ふとん打ち直しの魅力発信による個人顧客の販路開拓

福島県 株式会社ワタナベ産業 ３Ｄプリンターを導入した樹脂スペーサーの製品開発

福島県 紫陽花整骨院 独自の施術サービス提供による「郡山健康応援団宣言！」

福島県 有限会社日乃出屋物産店 会津名物天ぷらまんじゅうの土産用箱の改良と、個包装袋の導入

福島県 株式会社観光経済研究所 パンフレットの作成と動画（YouTube,DVD）を利用した販促

福島県 株式会社オールリゾートサービス 自社ホームページのスマートフォン対応システムの導入

福島県 ヘアーサロンジン 顔剃りフェイシャルエステ技術及びクレジットカード決済導入事業

福島県 理美容BienVenu 人・環境に優しい店舗の改装と化粧品販売カウンター設置

福島県 住吉館 「秘湯の宿」への誘い…新規顧客獲得の為の看板設置事業

福島県 天蕎庵 団体客獲得の為の宴会場の改装と広報宣伝事業

福島県 ベーカリーＪａｍ 冷たいスイーツのようなパンの開発

福島県 有限会社ケイエス企画 新規店舗開業に伴うＰＲ活動の実施による販路開拓

福島県 郡山教材株式会社 情報・解決策の「セレクト提供サービス」による幼稚園等市場開拓

福島県 有限会社郡山シャッターサービス 「特典看板」と「お役立ちステッカー」を活用した販路開拓

福島県 鈴木（豊）自動車鈑金塗装 自動車修理業界のイメージ払拭による個人顧客の販路開拓

福島県 有限会社オフィスダイコー 高齢者や障がい者団体にやさしい送迎付きカラオケサービスの提供

福島県 居酒屋みなみ 高齢者や女性客をターゲットにした店づくり
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福島県 有限会社みよし堂 店舗内バリアフリー及び化粧品コーナー開設による新規顧客獲得

福島県 有限会社モガミオート 女性客をターゲットとした店舗環境づくり

福島県 ヘアーサロン熊田 高齢者にやさしい店舗作りによる販路拡大事業

福島県 中華飯店萬ん里 おひとりさま歓迎の店づくりで新規顧客獲得

福島県 若清水酒造株式会社 季節限定商品の販売強化による新規顧客獲得事業

福島県 小粋空間 女性向け新メニューの開発による新規顧客開拓

福島県 須藤輪業商会 「身近なレンタカー」の看板・広告設置による利便性向上事業

福島県 つのだ美容院 ヘッドスパと店内改装による顧客満足度の強化事業

福島県 有限会社総合葬祭おかべ 仏壇・仏具の専門店の開設と看板設置による営業展開力の強化事業

福島県 株式会社栄和興産 ホームページ作成による「玉ちゃんドレッシング」の販路開拓事業

福島県 水野林業 休業日を生かした新たな販路開拓ＰＲ事業

福島県 やどかり保育園 ママも安心～保育園環境整備事業

福島県 アルファスタイル 大学生をターゲットにしたカーシェアリングサービス事業のＰＲ

福島県 マルマン醸造株式会社 福島民友新聞への広告出稿による新規顧客拡大計画

福島県 吉田写真館 もっと楽しくなる写真館プロジェクト

福島県 若松屋 高齢者がくつろげる空間の提供による販路拡大事業

福島県 有限会社岩瀬不動産ホーム 新企画商品「デザインハウス那須白河」の効果的なＰＲ方法の確立

福島県 ファミリータウンきたむら シニア層やファミリー層の更なる顧客拡大に向けた店舗づくり

福島県 スズキサイクルモーター商会 シティサイクルのカスタマイズ事業による新規顧客の獲得

福島県 光明蕎麦耕房 入りやすさを重視した店舗改装及び広々駐車スペース設置事業

福島県 アートポップマシコ ショールーム開設による販路拡大事業

福島県 有限会社田部林業 森林施業プランナーの森林計画プロデュース広報活動

福島県 有限会社常豊工務店 建築現場での大型シート等を活用したＰＲと職人との交流事業

福島県 本多設備工業株式会社 ベトナム国を初めとして浄化槽設備を海外展開する販路開拓事業

福島県 藤田良子 美容と健康への効果を体感できる下着商材等の展示会開催事業

福島県 有限会社ファミリータクシー 顧客管理システム導入による「お客様安心受付サービス」事業

福島県 有限会社十字堂薬局 ＰＢ商品販売促進のためのチラシ事業による販促

福島県 会津レンタカー 観光客・地域生活者向けレンタカー活用提案事業

福島県 アルカディア チラシ・広告による商圏拡大と新規顧客の開拓

福島県 株式会社大桃建設工業 ＨＰ強みのコンテンツ追加＆スマホ対策による新規顧客獲得

福島県 Ｎｉ-Co 景観にマッチしたＣＡＦＥ看板の設置による新規顧客の開拓

福島県 株式会社星工務店 消費者のライフスタイル意識変化に対応した高性能住宅の販売

福島県 山魅 生産性・効率性向上のための農産物加工所改築

福島県 株式会社ひのえまたツーリズム 自社ウェブサイト構築による魅力ある観光体験プログラムの提案

福島県 民宿白木屋 駐車場舗装とトイレ改修による高齢者、体の不自由な方の新規顧客獲得

福島県 有限会社竹原 お客様の受け入れ体制整備と店内POPの刷新

福島県 有限会社フローライシダ 高栄養価農産物のネット販売による新たな販路開拓事業

福島県 有限会社坂本ドライブイン 民宿の案内看板設置と民宿専用の洗濯機と乾燥機の設置

福島県 有限会社フォトスタジオ原 撮影メーキングＤＶＤの作成と動画付きホームページによるＰＲ

福島県 有限会社スズキ印刷 業務内容の屋外ＰＲで新規顧客を獲得

32



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）1/5

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 有限会社岩田 当店オリジナル紐付手さげ袋の開発と販売促進

福島県 みのり果樹園 みのり果樹園認知度向上と集客力アップのためのパンフレット作成

福島県 山中スポーツ 新規顧客獲得のためのテント看板設置による商品ＰＲ強化事業

福島県 合同会社かわうち屋 クロスメディアによる販売開拓

福島県 川内村原木舞茸研究会 舞茸を使った6次化産業への発展

福島県 塙豆腐店 川内村美香ちゃんの手作り豆腐、油揚の販売車

福島県 ホシトモ 労働力不足に対応した販路開拓体制の整備

福島県 ドッグサロンkun-kun 高齢・多頭飼い・猫トリミング特化と来店頻度向上への取り組み

福島県 有限会社椏久里 珈琲店ほか小売業者共同ECサイト・カタログ制作販路拡大事業

福島県 株式会社佐久間自動車ガラス いわき市内初の『カーボディーラッピング』の販売力強化事業

福島県 大喜建築有限会社 自社オリジナル空間『The"和"Style』の販路開拓事業

福島県 いわきカイロプラクティックかばちゃん整体院 集客プロセス構築に向けた市内初の設備導入による販路開拓事業

福島県 株式会社アスク オーディオ機器修理ホームページの新規開設による販路開拓事業

福島県 三雄モータース 車輌整備体制構築による販路拡大事業

福島県 田子商事株式会社 まごころ満タンを継続し、買い物弱者のお助けマンを目指せ！

福島県 有限会社小松瓦店 受注拡大のための戸別訪問とＷＥＢ活用事業

福島県 株式会社日本きじ牧場 ジビエ需要に対応した首都圏等での販路拡調査事業

福島県 株式会社ひたち 行列対策に向けての顧客満足向上事業

福島県 合同会社ノリーズ 学習指導プランの発信強化による新規顧客の開拓

福島県 mogu.mogu 焼菓子とタルトの生産量を増やし、販路開拓

福島県 橋本広司民芸 ３Ｄプリンターによる「オリジナル張り子サービス」の普及活動

福島県 まるまんストアー 高齢者を対象とした季節の素材を活かした『旬の惣菜』の販売

福島県 丸和自動車整備工場 既存の整備工場のイメージ払拭とニーズにするための店舗改装事業

福島県 鈴木醤油店 地元原料にこだわった新商品開発事業

福島県 有限会社瀬和建設 ガーデニングハウスの施工例をPRした新規顧客の獲得

福島県 有限会社天栄湯 山深い秘湯の中での心と身体の癒しを誘うＷｅｂサイト構築事業

福島県 北畠畳店 置き畳製造販売と畳需要増大計画事業

福島県 ペンションプルミエール 自然とアロマによる癒し空間の提供事業

福島県 えびす食堂 女性客獲得のための環境づくり事業

福島県 有限会社大木住宅建設 内覧会用のPR強化による新規顧客の獲得

福島県 シェフリー松月堂 シェフリー松月堂ブランド化計画～店内の魅力向上～

福島県 うろこや分店 和式から最新のJapanへ！女性と高齢者と外客へのおもてなし

福島県 有限会社ライヴリィエムズ 『女子会』『いざか族』取り込みへ！女性の「個室」空間演出！

福島県 丸忠ストアー 主婦層や高齢者を対象とした主力商品の販売強化と店舗改修事業

福島県 有限会社永井のくわ 女性を対象とした健康食品の開発による販路拡大事業

福島県 有限会社白友 ファミリー層を対象とした商品の販売力強化と店舗改修事業

福島県 福福堂 地域特産品「山ぶどう」を活用した新商品の開発及び販路開拓

福島県 株式会社アクティブモンド 見る聴く味わう三楽講演会

福島県 有限会社ガレージホンダ 高齢者にやさしい自動車販売・整備事業の展開

福島県 株式会社カタソネ マルチコプターによる“観光地空撮事業”の展開
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福島県 プラネットタテヤマ 「高齢者に優しい電気店」の位置付け擁立の為の店舗改装事業

福島県 合同会社みよた 座敷用イス・テーブルの導入と和式トイレの洋式化事業

福島県 遠藤有機農園 ブランド米の少量パック販売による販路拡大

福島県 株式会社ステラフーズ ホームページ開設による顧客満足度向上及び販路開拓事業

福島県 有限会社肉の秋元本店 新商品「トマト豚まん」販促による白河高原清流豚ブランドの向上

福島県 相良園 買い物環境の向上と新たなリピート客の獲得

福島県 原慶呉服店 店舗環境の整備とお年寄りのコミュニティ創出による新規客獲得

福島県 有限会社ライフショップきたの お客様目線の店づくりと滞留時間増による売り上げアップ

福島県 有限会社ホシ造形 景観にあう屋外広告広報のためのＨＰ及びパンフレットによる活動

福島県 目黒麹店 こだわり抜いたみそ『極・秘伝みそ』の開発・販路開拓

福島県 有限会社菊地農園 東北初の「猛禽カフェ」オープン１周年記念ＰＲ事業

福島県 只見鍼灸治療院 新規顧客獲得のための「エコ鍼灸・出張サービス」情報発信事業

福島県 ペンションカレワラ 顧客拡大のための全天高感度カメラ設置による情報発信の強化

福島県 合名会社高砂屋商店 会津伝統野菜加工の為の加工場整備工事

福島県 有限会社イソメ写真館 時機を捉えた広告掲載と特典付きチラシによる新規顧客の獲得

福島県 紋平茶屋 快適なトイレ空間提供のための改装工事

福島県 フタバ鶏卵株式会社 動画を利用した温泉たまご等の通信販売サイトによる販路開拓

福島県 弘德進学塾 双方向コミュニケーション機能付情報発信型ホームページ開設

福島県 新妻ガラス建窓 老前リフォームを提案した新規顧客開拓事業

福島県 株式会社大和田縫製 クリーニング業を立ち上げて地域再生に貢献

福島県 ＪＨＡＩＲ 頭皮洗浄で頭皮と髪の悩みを解決する販売促進事業

福島県 株式会社いわき遠野らぱん マルシェの定期実施により高機能加工食品の販路開拓

福島県 ファミリーレストランみつほ 地域の実情に合わせた高齢者・身障者のためのサービスの拡充

福島県 Tayutau 美容業界最大のマイナス要因である「待ち時間」の差別化

福島県 佐藤畳店 相双地域からの避難者ニーズに対応した畳のリフォーム工事

福島県 食処くさの根株式会社 店舗力強化による集客率向上

福島県 本多商事株式会社 核家族、小人数向け「刻み昆布」の販路開拓事業

福島県 食事処うなぎ八丈 「ジャンボ天丼」による若者、家族連れ客の新規獲得

茨城県 美芳園 提案型の造園展示スペース作成

茨城県 COLORS株式会社 「太田ザンギ」のテイクアウト・弁当強化に伴う厨房改装

茨城県 食楽したまち 高齢者向ニーズに合ったメニューの提案と高齢者の憩いの場の提供

茨城県 志な乃 トイレ改装と洋式化のアピールで女性客と外国人客の新規獲得

茨城県 かるむヘアー デザイン駐車場でお客様感謝イベント開催、紹介新規顧客獲得

茨城県 ビューティーショップＡＮＪＵ 愛用者歓談スペース確保のための店舗改装による売上拡大

茨城県 桜井商店 高齢者顧客の開拓による売上拡大

茨城県 まるいち海産物商 地元住民と観光客を対象としたイートインスペースの提供

茨城県 かねと商店 高年齢者に対応した店舗づくりの確立

茨城県 有限会社一真堂 桜川市を代表する縁起物和菓子シリーズの商品開発提供

茨城県 株式会社FREEFiT 中国で委託生産したスマホ用アクセサリーの販路拡大

茨城県 民宿土佐屋 釣り客向けサービスプログラム開発による新規顧客開拓
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茨城県 株式会社鹿南AW ペット同伴可能席の新設による新規顧客開拓

茨城県 株式会社出澤産業 ホームページをスマホ対応、新商品の開発と提案

茨城県 株式会社ひとみ観光 新プランの提案と提案型商談スペースへの改装

茨城県 有限会社桂雛 インテリア向け新ブランド雛人形の商品力強化による販売拡大事業

茨城県 持丸自動車修理工場 店舗改装及び内装改善による新規女性客獲得事業

茨城県 有限会社新月堂 小型卓上ミキサー導入によるアレルギー対応製品の開発及び販売

茨城県 株式会社茨城の石本舗 ＱＲコード付見本石と純国産製品の良さがわかるカタログの製作

茨城県 鈴木自動車 ３Ｄプリンター及びフライス盤の導入による欠損部品の作製事業

茨城県 株式会社生井電気 省エネ対策による提案営業と電気工事業者ネットワークを活かした経営による販路開拓事業

茨城県 株式会社SHIBATotalScreen 個人クリエーター向け製品の試作開発と販路開拓

茨城県 髙﨑商店 顧客の利便性向上による販売促進事業

茨城県 有限会社吉村サイクル 軽自動車・普通自動車の簡易整備事業

茨城県 竹垣自動車 大型車所有顧客を確保する為の整備工場増設

茨城県 （同）ペットサポートみどりの ペットの感染症検出系としてのPCR検査系の開発・販路開拓

茨城県 株式会社シー・テック 顧客のニーズに合わせた受注と作業場内の安全と効率化の向上

茨城県 浜庄 女性客・高年齢者を獲得するための改修工事

茨城県 海鮮や辰海 恒温高湿庫の導入により惣菜の製造量を増やす取り組み

茨城県 株式会社おおしま フィッティングスペース設置によるスポーツ自転車の販路開拓

茨城県 東風舎 新奇性の高い新たな器の開発と販売の強化

茨城県 魚福寿司支店 地域資源と食をテーマにした個室の設置等による販路拡大事業

茨城県 小池商店 自店オリジナルのモダンミニ盆栽、魅力拡大事業

茨城県 有限会社グリュイエール 観光バスツアー等の団体客新規獲得に向けた店舗改装事業

茨城県 えびさわ商会 ＯＥＭ新商品製造に伴う冷暖完備倉庫の設置

茨城県 株式会社十王銘産観光 ポポー新商品（ワッフル）の開発と販売事業

茨城県 nina 販促チラシ・フライヤーによる集客力アップ

茨城県 とんかつつかもと 販促チラシ及び発見率・視認性の高い看板等による集客力向上

茨城県 北澤洋品店 学生衣料専用コーナー設置によるお客様満足と売上増の計画

茨城県 有限会社筑波ハム 筑波ハム自然味工房レストランリニューアルによる売上拡大と収支改善

茨城県 浅野物産株式会社 各種エクステリア工事例及びショールーム設置事業の広報活動

茨城県 BODYMAKEStudio創 つくば初ピラティスインストラクター養成講座の開設

茨城県 SmartSolutions株式会社 広報用簡易クラスタマシンの構築

茨城県 紫峰自動車サービスセンター 屋根付き洗車場で新たな洗車サービスの提供と顧客満足度の向上

茨城県 株式会社撫菜 あしたば佃煮・とろ～りあしたばのセット販売・ＰＲ・販路拡大

茨城県 株式会社ライズクリエーション 若い夫婦向け中古住宅リノベーション事業の推進

茨城県 株式会社宝島ジャパン モンゴルウール製品のオリジナルブランドの立ち上げと展開

茨城県 鮨・旬の味おおのや 店舗情報や新メニューによる平日の稼働率向上と売上拡大

茨城県 如月亭 高齢者向け新サービスメニューの開発による顧客数の拡大

茨城県 有限会社クリエイト 業界初の高齢者・女性をターゲットに「御用聞きレーン」を整備し新規顧客の獲得を目指す

茨城県 ヘアクラブマツザワ 高齢者向け「美と健康」を提供する福祉理容サービスにより新規顧客開拓を目指す

茨城県 羽成商店 自社ブレンド米の販路開拓による売上拡大
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茨城県 ギフト井川 当社オリジナルカタログによる顧客の開拓

茨城県 農事組合法人白鳥干いも生産組合 干し芋Ｂ級品を原料とする、ペットフードの新商品開発・販路開拓

茨城県 株式会社ヤマザキ 当店紹介販促ツールの充実による茨城県全域での新規顧客開拓

茨城県 くるみや分店（旅館くるみ屋） フリー客向けサービス開発による宿泊客の増加

茨城県 小川珠算計理塾 新たな入退室メールシステム導入による販路開拓事業

茨城県 菓笑堀江製菓 茨城町特産菓子贈答品の開発と包装デザイン等による商品価値向上

茨城県 株式会社茨城荷役運輸 物流ソリューションサービスのWEB・チラシ媒体での販路開拓事業

茨城県 克ソーラーファーム株式会社 太陽光発電施設メンテナンス代行業務の新規開拓

茨城県 パソコンスクール水戸 中高年・シニア向けわくわく出張パソコン教室

茨城県 有限会社沼田製畳 洋室に合った畳空間の提案とチラシ等によるＰＲ

茨城県 茨城環境理化学有限会社 人材派遣事業部ホームページ作成

茨城県 株式会社涸沼ハーブの里 無農薬・無化学肥料で栽培するフレッシュハーブの通年生産と販売

茨城県 ヘアーサロンフクダ ヘッドスパ等の導入による髪と心のリラクゼーションの提供

茨城県 山水苑江美 高齢者向けおよび女子会プランの開発とくつろげる環境の整備

茨城県 焼肉牛若丸 可動式間仕切り設置による快適な食事空間の提供と販路開拓

茨城県 有限会社永寿堂 新商品「栗まろ」の開発による収益強化

茨城県 有限会社好文堂 団子とかき氷の専門店の開店

茨城県 有限会社澤屋都市開発 朝食に作りたて郷土料理・家庭のくつろぎ空間を提供することでファミリー・シニア層の囲い込みを行う

茨城県 須田石油店 「洗車地域１番店を訴求し売上増強・利益増進を実現する」事業

茨城県 タネのハシモト株式会社 農家指導による生産性アップと新規事業（芋焼酎開発）展開

茨城県 辺田商店 製品（検査）工程の改善と透明化による量販市場売上拡大事業

茨城県 株式会社高橋電機 店舗に無料給水所を設置し商品力をアピールし売上を拡大する事業

茨城県 霞美装 無料外壁診断事業を立ち上げ､新規顧客開拓を狙う｡

茨城県 カザマゴルフ練習場 未経験者からのインドアジュニアゴルフスクール事業

茨城県 有限会社成田製作所 工場内の明るさアップによる新製品受注拡大・効率アップ

茨城県 高須自動車工業 レッカーサービス事業強化、新規顧客獲得への取組み

茨城県 有限会社横山フード 店舗改修により製造小売を強化し経営体質改善を図る事業

茨城県 カーセールスプレステージ 中古車のインターネットを使った詳細画像・動画で販路拡大

茨城県 株式会社ワポーター 伝統工芸のPR事業

茨城県 株式会社菊池製作所 摩擦制御技術によるメンテナンスフリー化した自社新製品と販売促進策

茨城県 笠島造園 廃棄物転用の薪販売、営業機会増加による新規受注と薪関連商品の販売

茨城県 有限会社田中屋 「お直しサービス」による30～40代女性の開拓

茨城県 秀栄自動車 最新設備の導入による車のトータルサポートの実現

茨城県 メガネサロンみなば 「サバエブランド」告知看板作製による知名度拡大と収益の向上

茨城県 遊び処っぱん家 新商品開発による新規顧客開拓と販路拡大

茨城県 中野一秀 「ピギー＆マメコ」のためのマーケットのセグメント化事業

茨城県 株式会社中島商店 茨城県つくば市産米の宅配による販路拡大事業

茨城県 アンリエット 低カロリー低糖質パン等健康パンの販売促進事業

茨城県 株式会社磯 設備導入とタウン誌掲載による顧客サービスの向上と新規顧客獲得

茨城県 茨城ベーグル 親子でくつろげる食事空間とニューファミリー層の顧客満足度向上
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茨城県 有限会社川手自動車鈑金工業 緊急時に備えた安心感の提供と新規顧客の獲得

茨城県 黒川畳店・インテリアハーツ 新たな設備導入による和室のトータルコーディネート営業の展開

茨城県 酒のだいます スマホ対応ホームページで販路拡大

茨城県 有限会社山びこ 高齢者向け椅子席で新規顧客の獲得・地域密着情報誌で売上アップ

茨城県 株式会社倉持工業所 雇用増加と省エネ住宅設備モデルルームで販路開拓

茨城県 有限会社サイトウストア 真空パックによる新商品で販路開拓と看板設置で売上アップ

茨城県 ケーアイ通信システム株式会社 ＨＰとスマホで工事進捗をリアルタイム発信・顧客満足と顧客開拓

茨城県 株式会社NexasBank 顧客ニーズに対応したHP制作により信頼性向上で更なる売上拡大

茨城県 常陽新聞株式会社 地域内のスポーツチームと連携した本紙スマートフォン版のPR

茨城県 株式会社常成 再処理困難な「発砲塩化ビニール」のリサイクルルートの構築

茨城県 細田塗装店 雨漏り調査事業の実施体制の構築及び広告宣伝

茨城県 にこにこハンバーグひまわり 特別な日「記念日」に心に残るおいしいステーキを食べよう

茨城県 さとう自動車 冬タイヤ預かりサービスと快適事務所を核とした女性客の開拓

茨城県 たつごそば ちょい飲みサービスセットを導入し、シニア層への販路を開拓する

茨城県 株式会社滝口ボデーショップ 視認性・発見率が高い看板設置による新規客の店舗誘導力強化

茨城県 ライツ 新リペア事業による顧客ロイヤリティ向上と新規客獲得による売上向上

茨城県 株式会社佐藤石材店 ペットの手元供養墓の開発と販路開拓

茨城県 有限会社ワタルエンタープライズ 弁当の生産能力向上と店内環境改善による顧客数増加

茨城県 有限会社インテリア工房Ｈitomi 自社施工の軽天工事を含む全内装工事の一括受注・施工体制の構築及び新たな顧客開拓

茨城県 ほかほか弁当セントラルビル前店 仕出し弁当事業による新規顧客の開拓

茨城県 花喜園緑化 「お庭カルテ」を使った庭整備サービス提供による新規顧客開拓

茨城県 ボイス 出張トリミングサービスによる新規顧客開拓

茨城県 有限会社GlobalPrepSchool 知名度向上と授業内容充実による新規受講生獲得

茨城県 株式会社エディケイン 訪問看護ステーションを新設することにより新規顧客を獲得する

茨城県 シリウススクール 「バイリンガルそろばん」の本格展開とＰＲ活動

茨城県 魚源 新住民・高齢者アピール強化による新規顧客開拓

茨城県 ちどり 新メニュー開発による新規顧客の開拓

茨城県 有限会社高津屋酒店 低温管理室設置とポスシステム導入による顧客カード発行事業

茨城県 わいずみ 鮎料理メニュー開発での鮎茶屋化による集客力向上事業

茨城県 ごふくや 山・川の天然食材料理を提供できる民宿として集客力の向上を図る

茨城県 割烹ちのね 惣菜部門強化と人々が「集まる」スペースを提供する居酒屋への展開

茨城県 株式会社美和交通 海外来日旅行客をターゲットにした”おもてなし”運転サービス事業

茨城県 美容室アトリエ玄 炭酸ヘッドスパ導入による新サービス提供と訴求力向上のための看板設置事業

茨城県 ファインオート サービス向上のための機械購入及び広報の充実による中古車販路開拓

茨城県 株式会社メモワールしおん 遺品整理の事業拡大～遺品が語る遺族と故人の想いを共有する事業

茨城県 大竹自動車工業所 自動車車検・分解整備に係る安全保安点検整備

茨城県 おざわ冷機 新システム導入による及びコスト削減及び販路拡大

茨城県 波羅門 店舗改装及び新メニューの再構築による販路拡大事業

茨城県 鈴木電気工事 個人客層との接点を強化するための体験型販売スペースの設置

茨城県 長谷川コーポレーション 空倉庫の柔軟な貸し出しサービスの開始と電光掲示板によるＰＲ
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茨城県 有限会社マスヤ 地酒・本格焼酎の売上を本年度１５％増加するための販促事業

茨城県 株式会社アイモールイチカワ 店舗レイアウト改良、デリバリー事業導入による新規顧客開拓

茨城県 セイコーマートおぬまや店 厨房増設とレジカウンター移設で、店内調理分野を強化

茨城県 友常石材株式会社 高齢者や女性でも扱いやすい家庭用ストーンミル（石臼）の開発

茨城県 株式会社イサカホーム ITを活用したリフォーム・リノベーションのワンストップサイト事業

茨城県 株式会社うまい栗焼酎をつくる研究会 栗焼酎の新商品開発と商品PR

茨城県 株式会社ティック 女性による女性のための「輝きライフ」リフォーム

茨城県 株式会社ピーエス商事 ＨＰを使った省エネプラントのＰＲと相談窓口の開設、新規見込み客（医療施設関係）へのＤＭ発送事業

茨城県 有限会社とむとむ 珈琲豆やとむとむ龍ヶ崎店駐車場のアスファルト化及び歩道よりのスロープ化

茨城県 らぁーふ 上質な広告配布による客単価向上ならびに効率の良い売上増加

茨城県 茨城消毒 ハクビシン対策フルパッケージの商品化と拡販PR

茨城県 デジタル情報サービス 国語力・読解力を高める読書教室で、小学生顧客の囲い込み

茨城県 有限会社ヘアーサロンマインド 快適に長居できる環境整備による高齢者・障害者市場の開拓

茨城県 印度飯屋カレーハウス 夏イベント参加によるチーズ入りカレーパンでファンづくり

茨城県 日本料理もりがね 四季折々の看板（中板入れ替え式）の作成・のぼり旗の作成

茨城県 有限会社ウェアウッドワーク ウェブ販売システム構築及び店舗改装による八溝塗の販路開拓事業

茨城県 睦建材 外構デザインの魅力発信による販売促進・ブランド力の向上

茨城県 株式会社岡崎酒店 ひとめでわかる「酒」看板と内装リフォームによるイメージアップ売上向上事業

茨城県 丸林商店 レイアウトと内装のリニューアルによる手に取りやすさを向上

茨城県 株式会社富貴楼 本場中華料理のオーダー式食べ放題メニューによる顧客獲得

茨城県 フライパン 地元食材を活用した無添加手作りオリジナルドレッシングの販路拡大事業

茨城県 木村信次商店 高齢世帯向け自家製手作り惣菜の移動販売

茨城県 有限会社石﨑建設 丸太梁りあらわし大空間の家販路拡大に向けたホームページリニューアル

茨城県 有限会社美和亭 高齢者や身障者が安心して利用できる店への改装

茨城県 よしだや 山・川の幸メニュー提供と居酒屋による集客力向上

茨城県 根本酒造株式会社 消費者への直接小売枠を推進、拡大する為のパンフ・ＨＰの拡充

茨城県 美容室スキップ フェイシャルエステサービス提供による集客力向上

茨城県 株式会社ライフケアサービス 車イス対応のトイレ改修

茨城県 株式会社内藤工務店 舗装工事見積システムを導入したＨＰ等による民間工事増注事業

茨城県 株式会社セーフティライフ 中古住宅の安全診断から販売までのワンストップサービス

茨城県 有限会社清水石油 タイヤ交換サービス向上による油外商品販売拡大事業

茨城県 有限会社橋本旅館 高齢者向けの宴会場改善と宴会メニュー改良による販路開拓事業

茨城県 有限会社尾形工務店 新設備導入による機会ロスの解消と新サービスに伴う販路開拓事業

茨城県 石井産業有限会社 効果的な販促活動による竹林伐採・整備事業の新規顧客獲得

茨城県 ひかりモータース こだわり栽培のつぼ焼き芋、干し芋を使用した販路拡大事業

茨城県 株式会社夏海造園 庭園展示場での薪販売サービス

茨城県 株式会社urban 商談室の体感型スペースへの改装とHPやチラシでの広報力向上

茨城県 ヘアーショップフタバ 店内クロス張替とシャンプー台の入替による快適空間を創出

茨城県 ハマヤ 安心して来店できる店への店舗改装と自社商品のPR掲示板設置

茨城県 有限会社アルファサービス 新技術のアオコ処理装置試作品開発・販路開拓事業
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茨城県 株式会社菅沼薬局 「漢方不妊相談」の広報活動

茨城県 株式会社タカダ 高齢者が暮らしやすい家へのリフォームを提案する広報活動

茨城県 ヘアーサロントジマ 来店しやすい店づくりのための店舗改装と広報活動

茨城県 株式会社スズモク 打ち合わせスペースのショールーム化

茨城県 森建築設計事務所 商談スペースを確保することで信頼強化と快適空間の創出を図る

茨城県 ばんどう紅茶園 ホームページ作成とパッケージリニューアルで新規顧客獲得事業

茨城県 京月亭 当店と当店取扱い商品、駐車場の存在を看板等で知らせる

茨城県 クリーニングオオヤマ 他店では真似できない水洗いクリーニング技術の情報発信事業

茨城県 ローズカシェット 有名雑誌に当店記事掲載とサロン専用POSレジ導入で顧客獲得

茨城県 アユタヤ 屋根工事と店内改修工事をする事により更なる快適空間を創出

茨城県 中村自動車鈑金工業 高度な技術と知識をフルに活かせる設備の導入

茨城県 浦島太郎 家族連れが来店しやすい居食屋への店舗リニューアル

茨城県 株式会社メディコムきむら 「太陽光発電・蓄電池・HEMS」の拡販のための広報活動

茨城県 谷ケ崎工業 ＣＡＤ導入によるニーズの迅速対応と既存事業との相乗効果を図る

茨城県 アイアイネットジャパン パソコン・タブレットを利用した英会話・TOEIC対策講座

茨城県 日本企画印刷株式会社 建築業者向けの提案型チラシによる販路拡大事業

茨城県 和菓子工房きくや 助六弁当を利用した顧客開拓事業

茨城県 ギフトショップきむら 店舗イメージ変更と新サービス提供による顧客開拓

茨城県 リフォメックスナカヤマ有限会社 窓からはじまる性能改善リフォーム

茨城県 株式会社つくば薬草研究所 健康機能性シャクヤク茎葉茶の商品開発と販路開拓・広報事業

茨城県 和食かつら 宴会場のリニューアル改装・チラシ販路開拓

茨城県 有限会社ハトリ 和室の新たなカタチとして、高齢者に優しい和洋室としての活用

茨城県 理容タカマツ エグゼクティブエステの実施による新メニューづくり

茨城県 株式会社久江運輸 トラックの荷台を使ったペインティングによる企業のイメージ転換・イメージアップ及び営業活動事業

茨城県 株式会社Be-Brave 新事業PRのためのホームページ・販促チラシ製作による新規集客と顧客待機所の改装

茨城県 四季膳 地元食材利用和食サービスの安心価格提供による被災地活性化

茨城県 タカクＰＣスクール 高校生を主要ターゲットにした資格取得教室の新設による販路開拓

茨城県 有限会社やまに郷作 超高齢化社会を迎えるにあたって、市内初の旅館型デイサービス事業を展開

茨城県 丸川商店 地域住民の需要に応えるための設備導入

茨城県 カットハウスステップ 「おもてなし」と「癒し」空間の提供のための店内改装

茨城県 君嶋畳店 小さなお子さんがいる家庭向けにカラー縁なし（和紙製）畳の拡販

茨城県 ヨシザワ印刷社 出張活版印刷ワークショップによる新規顧客の開拓事業

茨城県 風の森動物病院 当院の特徴を明確にしかつアクセス改善の為の誘導案内看板の設置

茨城県 株式会社イーズNCO 厳選素材を使用した女性向けランチメニューによる販路拡大ＰＲ事業

茨城県 株式会社ベルファーム 自社で生産加工(特許取得）した製品の自社ブランドの確立

茨城県 駒村清明堂 水車線香と笠間焼香立てセットのパッケージ開発

茨城県 有限会社野村瓦店 瓦屋根の無料診断によるＯＢ客・新規顧客からの受注増

茨城県 スターワンクリーン 一般向けダクトクリーニング工法の開発及び新サービスの提供

茨城県 小口設備工業株式会社 太陽熱温水器設置販売による新たな受注獲得

茨城県 有限会社さくら介護センター 介護対象者やケアマネージャーに対する営業展開
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茨城県 有限会社ハッピーコーポレーション 中古外車の全国販売と整備事業の充実化

茨城県 （同）オー・ゼット 作業効率の向上による増産体制の構築

茨城県 株式会社おみたま農園 自社栽培米(こしひかり)を使用したお米の新企画商品開発事業

茨城県 有限会社平賀石材店 新サービスによる商圏拡大、および顧客開拓による受注増の実現

茨城県 さまた接骨院 年齢層比率改善に対する予約施術・個室施術開始及び自費施術拡大に対する広告事業

茨城県 株式会社テンダーハウス 在庫管理から品揃えまでの環境の改善による外商の強化

茨城県 株式会社エダテック 新規顧客獲得の為のＷＥＢサイトリニューアル広報活動強化

茨城県 有限会社テクサ 新規オーダーメイド商品の販売体制の構築および広告宣伝

茨城県 瀧本電設工業株式会社 小冊子・ＨＰを活用し、家を守り続ける為のノウハウの提供事業

茨城県 有限会社日商丸博 ホームページをスマホ対応にリニューアルし新規顧客開拓

茨城県 玉喜屋本店 観光客をターゲットとしたお土産品開発による新規顧客獲得事業

茨城県 檜山酒造株式会社 商品価値を高められるワイン用１本入りカートンの作成

茨城県 （資）剛烈富永酒造店 少量オーダーメイド製造事業の販路拡大施策

茨城県 PhotographicStudioぽーすぽろすｋａｍｉｙａ 新たな撮影プラン策定による販路開拓

茨城県 翠春堂 想いを届けるかな料紙手作りキットの開発販売

茨城県 株式会社里山ホテル ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得事業

茨城県 株式会社トップスポット HP再構築と中国国内ネットTV進出による中国国内マーケットの拡大

茨城県 有限会社鯨岡商事 地魚を活用した新メニュー開発による販路開拓事業

茨城県 有限会社神永製作所 新商品開発に係る設計試作の内製化

茨城県 いなば生花店 現代風東屋「ガーデニングテラス」の新設による顧客へのPR強化事業

茨城県 株式会社アイヤマ観光 要介護者並びに主支援者の為の送迎及び企画旅行の提案

茨城県 有限会社鳥末食品 新商品販売とHP作成によるネット販売で売上アップ

茨城県 チャイニーズレストランおおとり 高齢者に安心安全を掲げた店作り

茨城県 長治園 ○新商品、日本茶を使ったスィーツを日除け幕にＰＲ

茨城県 高橋美術工芸 カッティングプロッターを導入して、品質の向上、販路開拓

茨城県 株式会社風實 風實オリジナル燻製調味料開発に伴う顧客及び売上の増加

茨城県 本橋石材店 地震に強い墓石加工技術の積極的な広報活動による顧客及び売上の増加

茨城県 大塚工務店 在来工法の積極的な広報による顧客及び売上の増加

茨城県 株式会社プライム 北寄貝とアンチョビのパスタソースの販売による売上拡大

茨城県 株式会社agrinewwinds 農産物のペーストや一次加工の新商品開発による販路拡大

茨城県 有限会社花寿司 女性・家族客の獲得による売上拡大

茨城県 鈴嘉旅館 大小浴場の２４時間利用による貸切風呂サービスの実施

茨城県 株式会社鈴和 太陽光発電所におけるパネル保守メンテナンス事業の顧客開拓

茨城県 新橋製作所 電気料金削減および工場の｢５Ｓ｣の強化

茨城県 エイトデザイン ショールーム兼事務所のリニューアルによる顧客満足度のアップ

茨城県 スリーツリーズ株式会社 『葬儀業者向け飲料専門ケータリングサービス事業』

茨城県 政木屋 新規顧客獲得のための駐車場整備及び店舗PR事業

茨城県 藤究流 日本国内、世界に向けて日本文化の豊かな心と技の継承・開拓事業

茨城県 焼肉みよしの 網自動洗浄機の導入によるサービスレベル向上事業

茨城県 居酒屋京ちゃん 通行人を立ち止まらせ引き込むための看板導入事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 和知畳店 捨て草を活用した「畳表のご祝儀袋」の製造体制の整備と販売促進

茨城県 高田商会 新規客を呼び込む店舗外観づくり事業

茨城県 寿司割烹志んや 観光バスをメインターゲットとした店舗改装による新規顧客開拓

茨城県 川井商会 小中学生向け学校教材・文房具のあんしんゼロ円補償サービス

茨城県 株式会社ＳＧＳ 地元野菜の飲食及びコミュニティの為の空間造り事業

茨城県 ヤマイ水産 新設加工所を拠点とした加工受託事業及び加工品販売販路開拓事業

茨城県 関野商店 山百合の里おもてなし戦略における食用ユリ根の商品販路開拓事業

茨城県 新網鮮魚店 主婦層を中心としたオーダーメード型商品提供による販路拡大事業

茨城県 大輪水産 不世出の茂七の佃煮小売開始と新商品開発による新規顧客獲得事業

茨城県 大橋モータース タイヤチェンジャーを活用した新規顧客獲得に伴う販売促進事業

茨城県 ケイ美容室 顧客管理システムを導入し、新規のお客様の獲得を図る事業

茨城県 有限会社森永洋品店 本店LED化による内外観の向上とディスプレイ・照明演出の改善

茨城県 有限会社希望園 維持管理が容易な庭の提案事業と新サービス外構工事

茨城県 有限会社大包 新メニューの開発とトイレの改修による女性客、家族客の新規開拓事業

茨城県 有限会社水戸インターネット ニセ電話詐欺対策アダプター販売出張設定サポート

茨城県 CaféPORTO ドッグカフェ増設による県内外の新規ユーザ獲得

茨城県 株式会社M'SPLANNING こだわりの女性顧客のための、「全天候型ガーデニングセレクトショップ」の構築

茨城県 株式会社大久保 めがねつくり体験教室の開催による顧客発掘と集客事業

茨城県 お好み焼きふうふう 地元鹿島灘で捕れたハマグリが入った卵焼きを中心に卵焼き専門屋台事業を展開する

茨城県 株式会社内田新聞店 新聞アカデミーの開校による若年層と高齢者層の開拓

茨城県 鹿嶋パラダイス 店舗の付加価値アップで鹿島神宮参道を元気におしゃれにする

茨城県 有限会社やぐら 特別メニューの開発による高齢者と女性客の開拓

茨城県 有限会社ステーキハウス赤坂 看板リニューアルによる集客力アップ事業（別紙２参照）

茨城県 関自動車工業所 アルミ素材外板パネル修理対応による新規顧客獲得と販路拡大

茨城県 有限会社グリンハウス小山 新事業のギフト販売に係るカタログ作成で販路開拓！！

茨城県 有限会社金谷商店 新規顧客開拓及び販路拡大を実現するための機械設備導入

茨城県 有限会社中戸屋 LED照明及び壁面看板の設置による女性客獲得事業

茨城県 篠崎板金工業所 ステンレス材の溶接加工工事業

茨城県 カットハウスオチアイ 昔からの床屋さんなのに美容施術の為の設備導入で新規顧客獲得

茨城県 株式会社トーセキ 石材及び建築物洗浄保護事業のホームページ作成よるＰＲの拡大

茨城県 株式会社紫尾製陶 暗渠排水用素焼き土管の改良販売

茨城県 有限会社ペンギン 車両を改造した移動販売車にて、自家製ジェラートの販売

茨城県 株式会社タサキ洋品店 高齢者にやさしい快適空間づくりの開発事業

茨城県 ミヤモトスポーツ桜川店 店舗壁面看板取付けによるイメージアップ事業

茨城県 有限会社折原自動車整備工場 タイヤチェンジャーの導入及び周辺サービスの開始で受注拡大

茨城県 株式会社エクサライフ 高齢者向けオリジナル体操の開発とプロモーションの実施

茨城県 砂場 若年層や女性客獲得の為の新メニュー開発及び店舗改装事業

茨城県 お茶のさる山野口園 贈答品開発・ＰＲと認知度向上による小売部門強化事業

茨城県 株式会社染谷油店 買い物弱者対象「便利屋・御用聞き」事業展開による新規顧客獲得

茨城県 株式会社やまとく 販路開拓のためのウエブサイト・電子カタログ作成と新商品開発
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 有限会社村上 買い物弱者向け事業拡大とネット販売業務強化による販路開拓事業

茨城県 有限会社新鮮 高齢者向けメニュー強化と客席改善による新規顧客獲得事業

茨城県 （同）ケイ・ディー・エス 個人客へのアプローチを図るための業務改善・広告宣伝活動の実施

茨城県 介美容室 親子向け新サービスの開始・ＰＲによる新規顧客獲得事業

茨城県 真美善大串 シニア男女性層をターゲットとしたメニュー開発とくつろげる店づくり事業

茨城県 有限会社鈴木屋本店 オリジナル贈答品の開発とホームページ作成による販路開拓事業

茨城県 美容室chouchou 中高年層をターゲットとした広報活動による新規顧客開拓事業

茨城県 もちや パンフの作成とパッケージを一新した商品力の向上

茨城県 株式会社サクライ 車の高級コーティング「キーパー」の導入で利益の改善を図る

茨城県 大黒屋菓子店 袖看板のデジタル化により新規顧客に安心感を提供する

茨城県 有限会社ふとんの関 清潔な寝具で快適な眠りを提案し販売促進につなげる

茨城県 藤和ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 事業所向けＵＶ照射機を使った防滑コーティング

茨城県 ヘアサロンGrantMinako 貸衣裳のディスプレイ販売とフォトウェディング広告

茨城県 ばりゅう工房 大口受注オリジナルキャラクター缶バッジ製作事業

茨城県 根本自動車整備工場 ｽｷｬﾝﾂｰﾙ導入による顧客ｻｰﾋﾞｽの向上と新規顧客獲得

茨城県 田舎のおもてなし・岩倉鉱泉 和モダンでお洒落な空間作りによる顧客満足度向上と魅力発信事業

茨城県 株式会社STYLEdeSTYLE 当社オリジナルボックスフラワーの開発・拡販と男性客市場の開拓

茨城県 大衆割烹武子 レディース割烹への転換による女性への販路拡大事業

茨城県 ヘアーサロンしまな 高齢者、障害者をターゲットにしたヘアケアサービスの販路開拓事業

茨城県 菓子工房たつご 卵屋さんのロールケーキ、イメージ戦略による店舗集客事業

茨城県 古時計 まぼろしの唐揚げ、ゆずみそ、ソフトクリーム、焼き鶏の店頭販売

茨城県 有限会社KAMIYO 広告掲載による近隣商圏への取扱いブランドの認知向上

茨城県 NicoHairDesign CIの確立と炭酸スパ導入による認知度アップと集客力強化

茨城県 ＤＡＭＡＨＡＩＲ 「オートネイル」を使った低価格ジェルネイルサービス

茨城県 （同）にこにこ北茨城 光る看板・ライトの設置による利用者や歩行者の夜道の安全確保

茨城県 ヘアーサロンOonuki 自社の得意な、女性の「お顔そり（シェービング）」でアンチエイジングを提供する

茨城県 有限会社マッサキ商会 地元零細企業向けのＰＣ運用の代行とＰＣ保守サービスの販路開拓

茨城県 カットサロンササキ 高齢者に安全な店舗づくりによる販促事業

茨城県 株式会社ふじ屋 業務プリンシリーズ開発に伴う顧客・販路の増加及び「つくばプリン」ブランドの更なる向上

茨城県 有限会社塚田商店 当社看板商品の開発による地域密着型の店舗運営

茨城県 有限会社守谷すたいる 「見せる化」ワクワク大作戦〜発信力強化で集客・販売力増強！！

茨城県 サンライジング株式会社 発酵食品を使用した新しい菓子の開発

茨城県 株式会社BinDigitalCommunity 稼働生徒数増加を目的とした新講座開設及び販促活動

茨城県 株式会社プラチナコーティング 来店型塗装店「リフォーム相談室」周知による顧客増加計画

茨城県 株式会社フューチャーライフ しゃぶしゃぶ食べ放題での需要拡大及び看板変更・新設により商品・価格の周知拡大

茨城県 素材酒場一笑一盃 姉妹店あしびなーの改装による売上の向上

茨城県 エイティーファイブ 「店外ディスプレイ変更、椅子変更、メニュー改善」による顧客拡大

茨城県 有限会社スパークル 「美と健康の情報館」の認知度アップと中高年層の販路開拓

茨城県 有限会社中村建設 顧客ニーズに沿った解体業の強化開拓、新規顧客獲得と解体工事ＰＲ、売上を拡大していく事業

茨城県 あたりや食堂 トイレ改修に伴う顧客利便性向上による集客力・売上高ＵＰ
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茨城県 有限会社ジャパントップス ＨＰを活用した新規顧客獲得及び機材強化によるサービス品質向上

茨城県 有限会社富田商店 可動式看板兼案内板設置で集客力アップ

茨城県 セレモニー博善株式会社 感性に訴える革新的な空間デザインでの葬儀プランの開発

茨城県 株式会社中島製作所 線径0.4mm未満の押しバネ製品開発製造による新規顧客の開拓

茨城県 有限会社清原 お客様駐車場整備による来店誘導・利便性向上で来客数・売上ＵＰ

茨城県 酒のひなや 地域住民に愛されるための店舗改造計画

茨城県 河合畳店 お客様の求めるスタイルの畳を効率よく製造する為の機械設備の導入

茨城県 株式会社パレストラ サンスポーツキッズ体操教室１周年記念入会促進事業

茨城県 株式会社ＳＫファーム 新規集客施設や新製品・イベント等を地域顧客へ周知する広報事業

茨城県 株式会社常陽クリエイティブ 常陽小学生新聞特別号発行と配布エリア拡大による新規クライアント獲得事業

茨城県 焼肉すぎうら ランチの回転率向上と空気のきれいな焼肉店で利用客アップ

茨城県 帯津三敬病院養生塾ミトコンドリア細胞呼吸学園 事業内容をＰＲした看板とチラシの作成で認知度と生徒数の向上

茨城県 ロッキー接骨院 ３方向屋外看板の設置で認知度と集客数の向上を図る

茨城県 株式会社敬明 歴史散策マップを作成して「歩き」を通じて健康予防の指導を行い施設をＰＲする

茨城県 アットホーム 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

茨城県 常陽エリアマーケティング研究所 士業等に特化した販促ツールのパッケージ化と販路開拓事業

茨城県 株式会社牛久ジャンボゴルフ練習場 ゴルフスクール事業案内のための看板設置

茨城県 欧風菓子カマンベール 焼菓子商品強化による販路開拓事業の展開

茨城県 和光商事有限会社 高齢・ファミリー層顧客の来店促進対策実施による収益性向上事業

茨城県 セブンイレブン茨城八千代一中前店 店舗駐車場拡大・整備による「朝市イベント」開催と大型車専用駐車場設置による集客力アップ事業

茨城県 酒菜家 バーベキュー場リニューアルに伴う小規模宴会プラン提供

茨城県 株式会社岩田商店 ワインカルテを作成しお客様に一番合ったワインの提供

茨城県 有限会社アルブル パッケージの刷新による顧客満足度の向上

茨城県 穣建築設計事務所 空き家住宅等のリノベーション設計事業による地元市場開拓

茨城県 有限会社大新 接遇改善に向けた店舗リニューアルとチラシ・販促物の作成による売上向上

茨城県 セレブリーナ貝原塚 環境整備による「新規集客」「リピート率ＵＰ」「売上ＵＰ」

茨城県 CAFEGARDENAMI バラをコンセプトとした『カフェガーデン』のリニューアルと、パーティーメニュー新設による売上向上

茨城県 カイロプラクティックきらめき 美と健康のための姿勢矯正と睡眠環境改善による若年女性の集客

茨城県 リトルピアニスト ピアノシューズ販路開拓のためのスマートホン専用サイトの開設

茨城県 カイロプラクティックかがやき チラシ・ネットを使った新規顧客の集客と美容カイロの拡大

茨城県 株式会社つかもと 新市場向け甘納豆新商品開発による販路開拓及び売上拡大事業

茨城県 株式会社ネモ建築設計 事務所のイメージアップによるリフォーム需要の開拓

茨城県 株式会社長谷川商店 品質の高い国産豆の小分けによる個人客の開拓とブランドの構築

茨城県 深田陶工房 ギャラリー、イベント、スクール空間増設

茨城県 有限会社飯野屋 インターネット通信販売事業の確立による売上向上

茨城県 株式会社アオイ 福来みかん氷りと筑波みかん氷りの販路拡大の為のＰＲ事業

茨城県 株式会社プリマベーラジャパン シニアシッター事業開始のための介護用車両改造および広報活動

茨城県 欧風レストランカウッパトリ テイクアウト事業の推進と店舗看板等リニューアルによる広告宣伝

茨城県 韓国料理・炭火焼肉ミン 『テーブル席の増設による高齢者の不便さの解消』

茨城県 （同）フロンティアファーム 農家民宿の開業によるターゲット顧客の拡大事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 おそうじ本舗つくばみらい店 高齢者世帯を元気にする家事代行＆訪問医療マッサージサービス提供

茨城県 株式会社ハンド 作業効率の改善（店舗改装）による、雇用と集客の増加

茨城県 サカエ印刷 新設備導入による受注内製化及び新サービス受注体制の構築

茨城県 ピュア運転代行 業者イメージ改善と飲食店マップ作成による受注拡大と賃金処遇改善

茨城県 株式会社モリモト 加工機の改良のよる依存型経営からの脱却

茨城県 株式会社ウエノ 電気スチームオーブンを使用した新商品開発と販路開拓

茨城県 藤成建装株式会社 商圏内顧客への当社得意技術の周知を行い新規顧客の獲得を目指す事業

茨城県 木村時計店 新商品(補聴器、ハンコ）の看板設置による販売促進事業

茨城県 株式会社アロー住建 新商品「KS構法住宅」の広告宣伝による販路開拓事業

茨城県 ファミリーショップおおさと 「手打ちそばの実演コーナー」新設による販路開拓

茨城県 有限会社沼田農機 中古機械の展示場開設とホームページによる販路開拓

茨城県 株式会社サンエンジニアリング スマホ対応webサイト新設による防雷システムの販路開拓

茨城県 有限会社山昭商会 日本人男性とアジア及び中南米女性との結婚斡旋事業

茨城県 株式会社Ｙ－ビレッジ 事業再編で増加傾向のキヤノン従業員の顧客取り込み事業

茨城県 ラ・ベルフォンテーヌ ショコラティエの高級チョコとハーブアフタヌーンティー提供事業

茨城県 有限会社平沢瓦店 瓦の良さを再確認。ミニ瓦でOB客の掘り起し事業

茨城県 千葉機械株式会社 オーダーメイド部品と生産ライン最適化支援サービスによる製造力強化事業のPR

茨城県 セルフィーユ 地域のブランド豚「バナナポーク」を活用した新商品の開発と提供

茨城県 株式会社アレイト 売れる仕組みに特化したウェブサイトのコンサルティングサービスの開発と提供

茨城県 坂入社会保険労務士事務所 マイナンバー制の導入に伴う会社取扱規定の開発と提案事業

茨城県 株式会社ホットハッチ コンパクト欧州車販売による「お洒落な新興住宅住民」の開拓

茨城県 有限会社トヨプリントサービス シルクスクリーン印刷機・製版機を使った、新印刷方法の導入

茨城県 串揚げ家ぼらんち ライトな飲酒スタイルと新作串揚げに合うワイン提供事業

茨城県 正和工芸社 新規顧客の獲得と販路開拓のための商品サンプル製作事業

茨城県 タカノ金型設計 ３次元ＣＡＤ・ＣＡＥを用いたプラスチック射出成形金型の構造解析による設計最適化サービスの展開

茨城県 有限会社鈴木燃料店 高齢者向け「ライフラインワンストップサービス・＋1（プラスワン）」の開発と提供

茨城県 有限会社桂工務店 ゼロエネルギーハウス、認定低炭住宅の提案効率化・販売促進

茨城県 有限会社ダイヤフーズ 高齢者の特性分析と嗜好把握による「新低カロリー商品」の展開

茨城県 居酒屋がってん 高齢者の特性分析による「新健康セットメニュー」の展開

茨城県 服部商店 地域コミュニティの創造と天然かき氷による地域活性化事業の展開

茨城県 ミズヨハウス ブリーダーから地元地域へのトイプードル販売強化事業（地域浸透戦略）

茨城県 株式会社アップライズ ヨガレッスン中の時間活用した「家事軽減サービス」の開発と提供

茨城県 株式会社楽美 女性専門型本格リラクゼーションサービス事業の展開

茨城県 鶯鳴堂株式会社 見込み客への広告による自社ショップ売上・リピーター獲得事業

茨城県 株式会社ペットの郷 新事業『ドッグマッサージ』を当社情報誌で周知して販路を拡大する

茨城県 株式会社坪井自動車 女性客の来店を促し店舗満足度向上を実現するための環境整備事業

茨城県 アスタック株式会社 付加価値の高い生活援助サービスの開発・提供

茨城県 有限会社鈴木屋 女性客の来店を促すできたて惣菜の充実と環境整備事業

茨城県 有限会社モーハウス アジア地域における授乳服の新規販路開拓事業

栃木県 サエール美容室 高齢者層及び足の不自由な方の来店時安全を図るための店舗改装
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 やまぐち薬局 店舗外装工事

栃木県 リエ洋菓子店 看板設置・店舗是正による販路拡大とまた来たくなる洋菓子店作り

栃木県 鳩山整骨院 和式段差トイレを洋式バリアフリートイレに改修することで快適な待合室を

栃木県 A.T.guitars ギター販売促進媒体の開発と国内外への販路拡大

栃木県 株式会社アツェット ホームページ及びスマホ専用サイトの作成による新規販路開拓

栃木県 有限会社大森商事 店舗リフォームによる顧客満足度の向上及び売上高の拡大

栃木県 革工房フルサワ 工場の一部を店舗に改装し、“新たなる販路拡大”を図る

栃木県 有限会社おおがね肥料 栃木県北の「特A認定米」のファンを作る情報提供型ネット販売

栃木県 和食処ふみ お客様への快適な環境の提供と来店したくなる仕掛けづくり

栃木県 佐藤中薬局 「２店舗の一体化」と「事業の継承」を繋ぐ新階段の施工

栃木県 うすねストアー 真空パックの新商品開発とＰＲ活動事業

栃木県 有限会社北條製作所 女性を中心とした「アールスロー」販売促進広告事業

栃木県 永島畳店 高齢者に優しい「バリアフリートイレ」への改修工事

栃木県 中里建設株式会社 配水池内部の調査を可能にする新技術の確立と宣伝事業

栃木県 株式会社カバーランド インターネットに不慣な人でも商品を買いやすいホームページ作成

栃木県 早乙女靴店 「新たな顧客層を狙って商品パッケージ用「掛け紙」の開発

栃木県 ガレージ古郡 自動車修理の可視化による差別化と顧客接待

栃木県 有限会社マキ 「まるごとトマトのコンポート」パッケージ開発と販路拡大

栃木県 落石釣り堀 高齢者の来店頻度を上げるための店舗改装事業

栃木県 坂田工務店 自社サイト新設･受注体制整備による商圏の拡大

栃木県 セルシオール株式会社 快適・省エネが標準の健康住宅‘セルシオールone雅‘の開発・販路開拓

栃木県 新関東観光株式会社 旅館の集客と地域自然を活用し、光にこだわった人物撮影

栃木県 有限会社奥塩原高原ホテル プロモーションビデオと外国語サイトの作成によるホームページの強化と訪日外国人獲得

栃木県 有限会社ホテル福久寿苑 宿マークの看板設置・トイレ改修と新規顧客獲得のDMチラシ発送

栃木県 有限会社カレーナコスメティック EC導入と顧客満足の向上による、自社ブランド化粧品の販路拡大

栃木県 株式会社ホームメイド茂呂 新規顧客獲得の為の知名度アップ広報活動事業

栃木県 オーエムラボテック株式会社 新規顧客獲得のための販路開拓

栃木県 株式会社鈴木屋木材 商品カタログ等作成、消費税率の再引き上げに向けた販促事業

栃木県 株式会社リフレックスサービス 健康と食をテーマに自然栽培米麹についての情報提供と自家製ニンニク麹のネット販売による販路拡大

栃木県 ＣｏＣｏ-ｈｏｕｓｅ株式会社 女性目線を重視した建設会社の認知度を拡大させる事業

栃木県 株式会社さくらメンテナンス 給排水工事・水廻りリフォーム・電気工事の自社施工で販路開拓

栃木県 岡本観光ヤナ 鮎の釣果情報の配信・販路開拓のHPの作成

栃木県 有限会社ロイヤルホーム 若い世代に向けた集客率・営業力強化による契約棟数増加事業

栃木県 有限会社万葉 女性客を取り込むためのスイーツ開発事業

栃木県 寿司処あすか ご高齢者や身体障害者にも対応できる店舗内改装工事

栃木県 ゆりがねのやな 田舎でほっと一息できる店舗づくり

栃木県 フィーユ 店舗アピール看板設置事業

栃木県 有限会社宇都宮ピカット 超音波洗浄機によるブラインドクリーニングのＰＲによる顧客獲得

栃木県 有限会社藤浪商店 地域密着型、高齢者・買い物弱者向けの宅配支援

栃木県 ホワスト お客様への提案力とサービス向上による売上と利益拡大
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栃木県 蕎麦割烹嵯峨野 地域ＮＯ１の品揃に向けてワインセラー設置・新メニュー表作成

栃木県 ヘアーサロンハシモト 看板型兼用ベンチ作成と販促グッツで新規顧客獲得！

栃木県 じざい 体験教室や展示を通じて若年層の集客増加に繋げる改装事業

栃木県 お食事処金太楼 新規顧客獲得と固定客定着のための店舗内改装と新メニュー開発

栃木県 ウイング自治医大駅前教室 考える力を育むプログラミング教室

栃木県 薬師堂株式会社 漢方パワーをスマホ対応ホームページで公開し販路拡大

栃木県 山本庵 集客力アップを図る広報及び店舗内の環境づくり

栃木県 有限会社昭栄工業 栃木市広報広告掲載と製品パンフレット作成で販路拡大

栃木県 合資会社中田農機具店 販促グッツ配布し知名度アップと口コミ客で販路拡大

栃木県 いろり焼きBuu 新規顧客獲得のための広告掲載と店舗改修事業

栃木県 有限会社大出園芸栃木植物園 国道293号線に向けた大型看板設置で存在感アップ！

栃木県 アルスクラウド・プロダクション 表現力豊かな動画制作とスタジオ改装による販路売上拡大

栃木県 株式会社タカノ農園 ジャンボニンニクに付加価値を与え６次産業化の為の設備導入

栃木県 ｻﾛﾝﾄﾜﾎﾞﾃﾞｨ 幅広施術用ベットの導入で新たな顧客・既存客のリピート率向上

栃木県 住いるホーム 工務店支援及び自社PR活動

栃木県 レストラン隆 観光客にも安心して来店頂くための店づくりときっかけづくり

栃木県 細野行政書士事務所 ホームページを最大限に利用した、業務拡大と外国人顧客の集客

栃木県 ビジネスホテルつるみ 全室インターネット回線工事で顧客満足度向上を目指す

栃木県 株式会社COMODO建築工房 ミノタケプロジェクト

栃木県 アキコ美容室 ホームページを新規開設し広告宣伝による新規顧客獲得を目指す事業

栃木県 そば処松 真空包装機導入による食品鮮度維持＆テイクアウトで売上向上戦術

栃木県 有限会社サムディー 事務所移転に伴う認知度向上と販売促進事業

栃木県 株式会社アイムホーム 家族全員参加でつくるファミリーコミュニケーションリフォーム（ファミコミュ）

栃木県 かんばやし整骨院 整骨院からの新提案！「お買い物ついでの本格格安美容エステ」

栃木県 なっちゃんままの焼き菓子 事業所に販売・喫茶室を設置して、来店客を増やす集客増大事業

栃木県 蕎川庵高瀬 待たない駐車場作りとおすすめメニュー作成で売上アップ

栃木県 有限会社津久井石材店
お客様によるご紹介サイクルの強化・維持に役立つ情報発信事業

栃木県 合同会社ホンマツ 教室の改装による授業環境の改善と広告による集客の増大

栃木県 有限会社元泉館
全客室のWi-Fi化とタイ語ホームページ製作による新規顧客の開拓

栃木県 スタジオｍｍ９ 店舗の魅力向上のための撮影セット建て込み及びネット集客力向上

栃木県 マルヤ デジタル化導入で販路拡大ＰＲ及び市場減少対策！

栃木県 有限会社サガラ陶管 暮らしのお手伝いのホームペーシ・チラシ作成

栃木県 居酒屋あづま 女性・高齢者の憩いが出来る居酒屋づくり

栃木県 有限会社小峰窯 年齢を問わず使える大広間への改修

栃木県 株式会社SOSEI リサイクルステーション開設に関する一般家庭へのＰＲチラシの配布

栃木県 リップルマーク・ヘアー 新規顧客獲得のための大型電光掲示板設置

栃木県 株式会社ＵＩ志援コンサルティング 「栃木県内」「創業」に特化した創業支援総合サイトの制作・運営

栃木県 荒川モータース 快適な店作りによる顧客満足度の向上と新規顧客獲得事業

栃木県 和食処ちそうまる真 指先で軽く開く店舗入口ドアへの改修工事

栃木県 有限会社佐々木製作所 オリンピックまでの建設需要を捉えた販路の開拓と受注能力向上
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栃木県 株式会社厚木商会 イメージアップと福祉事業のアピール看板設置(照明付)

栃木県 らぁ麺神成 迷わず行けるよ隠れ家ラーメン店

栃木県 有限会社大森組 ワクワクする移設式「仮囲い看板」で子供から大人までＰＲ

栃木県 有限会社ハヤセ 家族みんなでつくる”賢い省エネ住宅”ＰＲ

栃木県 Ｒ・コーポレーション株式会社 県内では当社しか取扱いの出来ない塗料のＰＲ活動による受注拡大

栃木県 Ｋ’ｓエクステリア デザイン力と技術力で選ばれる外構工事店を目指して

栃木県 人形の宝春 賑わいの地域交流カフェとバリアフリー店舗改装による集客アップ

栃木県 株式会社金子材木店 木造建築に係わる材料見積り支援

栃木県 有限会社パーソナルホームズ 当事務所に施工例を！来店増と受注増、単価アップで一石三鳥！

栃木県 有限会社日出海家 作業場増設で製造台数ＵＰ！雨ニモマケズ風ニモマケズ売上拡大！

栃木県 株式会社のざわ屋 赤ちゃんでも安心して暮らせる家づくりの宣伝広告

栃木県 タヌマ内装 集中力が増す壁紙リフォームの提案による新規顧客の開拓

栃木県 PancakeMama（合）森のvoivoi サービスの効率化による新規顧客と売上を増加させる設備導入事業

栃木県 美容室ＴＯＭＯＴＯＭＯ お客様の髪に合った提案とサービス・店舗床工事でイメージアップ

栃木県 有限会社秋山洋装 機械導入による断熱材縫製の技術向上

栃木県 有限会社町井モータース 車検整備短納期化の取り組みによる顧客増大

栃木県 小林工務店（サロンド・トモコ） 高齢者が安心安全に美容を楽しめるための店内の改装

栃木県 株式会社ワタナベ土木 ホームページ開設とリアルタイム情報発信で新規顧客獲得

栃木県 有限会社宮川商事 芳賀町民のタイヤ全て任せてくださいプロジェクト

栃木県 ふくら 栃木県産小麦を使用した安全安心で身体によいパンの通信販売確立

栃木県 有限会社一心亭 地域NO,1への挑戦！集客力アップのための店舗改修事業

栃木県 有限会社クリエイト 出入り口バリアフリー化と宅配用外看板設置による販路拡大

栃木県 株式会社臼井住建 デカモク材使用と連続的現場勉強会による販路開拓事業

栃木県 アールイーシースタジオ 長岡流写真術アカデミーイベント出展によるPR

栃木県 小板橋薫司法書士事務所 直接依頼のお客様にも「伝わる」看板の設置で新規顧客獲得

栃木県 有限会社ハネプラ 試作室設置による新規取引先の獲得事業

栃木県 鈴木工芸 一般顧客が注文しやすい店づくりきっかけづくりのためのＰＲ事業

栃木県 有限会社飯田農機具店 お客様とのコミュニケーションの場を整備し、来店客数の増加を目指す

栃木県 MARO-UP 足に特化したwebサイト等作成による顧客拡大への取り組み

栃木県 橋本屋食料品店 高付加価値日本酒のインターネットによる拡販事業

栃木県 ジッカヘアー 子供連れの新規顧客獲得及びエステメニュー等の販売促進

栃木県 株式会社アクアウェイ 多機能倉庫の設置による、顧客満足度向上と品質保持

栃木県 ぱん工房ぶろーとりんで ダイレクトメール「かもめタウン」を利用した新規顧客の開拓

栃木県 有限会社ｼﾞｪｲﾋﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 梱包用パッケージ、デザインの開発で新規顧客獲得

栃木県 癒やしのサロンFleur 今までなかった！ママと子供が一緒に通える地域初の脱毛サロン

栃木県 有限会社高梨呉服店 チラシによる新規顧客開拓とLED化で高梨呉服店・復活！

栃木県 有限会社エステート鯨岡 既存建物「わが家お助け隊」リフォーム(リノベーション)事業

栃木県 有限会社菊地市郎商店 新商品(プライベートブランド）の開発と販路開拓

栃木県 エイショウテクニカ トイレの設置による来店しやすい店舗づくり

栃木県 有限会社もの語り館 客室の畳替えと大浴場脱衣場の壁紙張替えによる顧客満足度向上
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 ポンポネット 駐車場補修及び店舗入口バリアフリー化による固定客数の増加

栃木県 株式会社onestory ホームページ活用で顧客ニーズに応じた、ペット販売市場を席巻事業

栃木県 うどん匠人岡本 テラス席の改装による集客の増大と物販カフェスペースの新設

栃木県 大日光クラフト工房 “大日光”販路拡大として木工体験工房ＰＲ事業

栃木県 有限会社玉生石材センター ガラス装飾品デザインニーズへの対応とその内容のウェブ発信

栃木県 株式会社アルシス 建設事業部開設に伴う自社ホームページの全面改良

栃木県 株式会社相互企画 外遮熱二重通気工法の家と高性能遮熱材の販売促進事業

栃木県 有限会社岡モータース お客様用トイレの新設による新規顧客獲得事業

栃木県 人形の宝山 陳列棚改善による高級感の演出と新規顧客の獲得

栃木県 炉ばたれんすとらん生留久 くつろぎの時間を提供する店舗作りによる少人数グループの開拓

栃木県 らーめんの秀龍 来店者確保の駐車場拡張事業

栃木県 大金設備 触れて納得！ショールーム型提案営業

栃木県 有限会社田口化粧品 チラシ折込で主婦層の集客アップ～「キレイ」のお手伝い～

栃木県 ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｯｼｮﾝつるや 折込みチラシとＤＭの発送による健康グッズの販促

栃木県 有限会社サワヤ金物建材店 店舗イメージアップに向けた看板の設置による集客力向上

栃木県 シンアイ建設 大工の伝統を守りつつ、若者向けの家づくり、人生づくり

栃木県 有限会社皇海麺藤谷商店 新商品「茹で干し麺」を製造するために必要な冷凍冷蔵庫の購入

栃木県 美容室ベレッツァ リラックスできる店作り・マッサージメニューの充実による販路拡大

栃木県 有限会社匠栄技研 墓石等のシーリング技術及び耐震特許技術の提供

栃木県 株式会社ELEMENTS 伴走型の広告販促支援をするためのWEB連動型地域情報紙の開発

栃木県 株式会社ゴールデンアークカフェロルモ 新規顧客（外国人観光客等）を獲得する特色ある多言語メニュー等の制作

栃木県 株式会社アップル 『住宅改修及び古民家再生』事業の取り組み強化

栃木県 株式会社マロン 体系に悩みを持つ女性に安心感がある「礼服」の認知度向上事業

栃木県 ひらさわ菓子店 ＬＥＤ照明導入によるイメージアップと広告での需要の掘り起こし

栃木県 株式会社Nassun.E 新規緑化システムの開発、販路開拓

栃木県 株式会社飯沼 小売部門強化とイベント開催、展示会等出展による新規顧客獲得

栃木県 有限会社たておか商店 レジシステム改善によるお客様ニーズの把握と品揃え改善による顧客増大

栃木県 さわやか保険プラン株式会社 地域住民に最適な保険を提案するための個人顧客来店促進事業

栃木県 有限会社星茂 高齢者中心のお客様に配慮した店舗改装による販売拡大事業

栃木県 星のや商店 ネット有料ターゲティング広告の展開により安定的売上を確保する

栃木県 合同会社福松 強力集客・売上ＵＰのためのホームページ制作とＷｅｂ宣伝

栃木県 有限会社鈴木住建 新看板設置による若い世代の顧客の開拓と会社のイメージ一新

栃木県 株式会社オーガニックスタジオ ブランド化戦略体感型展示場に事務所改装（顧客の定着）

栃木県 近江屋 新規顧客獲得のための看板設置事業

栃木県 株式会社臼井工務店 「当社の売り」を明確にＰＲ・新規顧客獲得に向けた販売促進活動

栃木県 株式会社リフォーム21 PR看板を活用した知名度向上による販路開拓

栃木県 有限会社柳屋米穀肥料店 農業者が安心して委託できる店づくりのためのＰＲ事業

栃木県 谷中興産株式会社 ホームページ、広告等による個人顧客の販路開拓

栃木県 株式会社木村土建 一般顧客向けエクステリア工事受注増加のためのＰＲ事業

栃木県 淀川肥料店 大規模六条大麦生産者を顧客獲得するための事業所整備
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 御食事処ふじ 女性･高齢層へのサービス向上による新規顧客獲得事業

栃木県 株式会社カドヤ
【生産技術向上化】【新規顧客獲得事業】

栃木県 有限会社森田造園 空き家問題に関する広報活動を通じ地域環境の改善整備に対応

栃木県 株式会社鳥亀 集客力を高めるための鳥亀オリジナル看板の製作

栃木県 ヘアーサロンカトウ 人に優しい設備と毛髪の悩みを気軽に相談できる空間プロジェクト

栃木県 株式会社ブリジック 自社施設における英会話クラス開催のための施設改装

栃木県 箱の森あーと 製作器具増数によるオカリナ増産に伴う売上の拡大

栃木県 有限会社梅宮塗装店 漫画をまじえたチラシでお客様のハートを掴んで業績アップ

栃木県 小梅や 顧客システムを使ってのＤＭ等の販促、リピート顧客の囲い込み

栃木県 さんしょう家 特産品山椒を活かした商品保管機器購入及び自店ホームページ作成

栃木県 有限会社トチモク 自前の住宅リフォーム展示場とホームページ開設で広告宣伝し、新規顧客獲得を目指す！

栃木県 ゲストイン悠香里 屋根・外壁の改装工事による高級志向の集客と顧客満足度の向上

栃木県 jeangenie&hungryfreaks,daddy 世界市場を視野に入れた、ブランド力向上による売上げアップ事業

栃木県 株式会社高田建築 新規顧客を取り入れる為のチラシ作成配布活動

栃木県 那須トチノ木会館有限会社 「葬儀無料相談センター」の開設と販売促進物の作成

栃木県 政木屋食品株式会社 『看板設置と新メニューの考案・周知』親子連れ客を狙い販路開拓

栃木県 Tieshair&makeupplace Tiesプロパガンダ活動

栃木県 小料理きぬや ファミリー客向けの新メニュー追加による既存客の固定化と新規客の獲得

栃木県 有限会社くろ麦 人が人を呼ぶ！既存ビジネスの突出と進化！

栃木県 有限会社三河屋 ＬＥＤ照明導入とテント新設による明るく綺麗な店舗づくり

栃木県 エレガンスやしろ 快適な店内空間の維持及び外観のイメージアップ

栃木県 有限会社学遊舎 新規顧客獲得のためのＰＲと高齢者に寄り添ったお店づくり

栃木県 株式会社ピヨ ナポリピッツァをみんなの日常食に！

栃木県 藤田社労士事務所
看板と顧客管理システムの導入による知名度とサービスの向上計画

栃木県 紅葉製菓 紅葉製菓知名度好感度アップ大作戦

栃木県 居酒屋のびろ 安全・安心にくつろげる店舗づくり

栃木県 有限会社タナカオート 顧客を知ることで、顧客満足度を大幅アップ

栃木県 英国の森ホテルクイーンズマナ ペンション顧客の利用目的別に訴求できる魅力あるホームページの制作

栃木県 株式会社ニットー お客様への見える化を追求したホームページ作成事業

栃木県 蕎麦処浅野屋茂兵衛 新規顧客獲得事業としてのホームページ開設及びトイレ改修

栃木県 宮﨑電気管理事務所 検査器具購入でサービス料金低減化による新規顧客獲得

栃木県 鈴木理容店 カラ－・パ－マ促進機の活用による既存客への販売促進と新規顧客確保

群馬県 くれよん 新規顧客獲得を目的とした看板設置及び美容院多角化への取組み

群馬県 有限会社小島屋 ホームページ作成及びパンフレット作成によるPR

群馬県 株式会社二葉 来店客増加のための壁紙、床張り替えの内装工事

群馬県 有限会社草津フード 省エネで鮮度の高い商品提供を実現するための冷蔵設備の整備事業

群馬県 らーめん壱番 設備投資による調理時間の短縮と新メニューの開発

群馬県 株式会社月乃井 新規顧客獲得のためのホームページの作成と店舗改装

群馬県 とんかつの店とん香 シニアのお客様にくつろいでいただける空間を提供する取組み

群馬県 CaféASPEN 外国人観光客にアピールする英語標記の整備とトイレの改修
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 有限会社目沢商店 集客アップに繋がるペイント看板の設置で販路拡大

群馬県 株式会社タケウチ 来店する『きっかけつくり』大型看板設置で集客ＵＰ

群馬県 有限会社はなりき ２世代顧客への広告媒体活用による認知度向上と新規顧客獲得

群馬県 有限会社緑光園 作業環境の整備による顧客満足度向上と新たな付帯サービス提供

群馬県 有限会社栄樂屋商店 シニアを中心とする顧客の快適な空間を創出する為の椅子席の導入と売上アップ事業

群馬県 有限会社赤尾工務店 木造住宅を求める顧客と群馬県材等国産材との出会いの場の創出による販路開拓事業

群馬県 有限会社里見電気製作所 ステンドグラス照明のパンフレット作成と検査機器導入で販路拡大

群馬県 有限会社新栄物産 HP作成で店舗及び駐車場の紹介による団体・個人客の集客販促事業

群馬県 有限会社山木商事 店舗待合室改装によるお客様快適空間設置及びチラシ・パンフレット作成事業

群馬県 株式会社みなとや 消臭の文化と概念がない中国に向けた、オリジナル消臭剤の販売

群馬県 佐藤商会 商品提案力をさらに活かすための屋根付屋外展示場の整備のよる売上向上事業

群馬県 岡田菓子店 新商品『絹肌餅』開発による販路開拓事業

群馬県 有限会社ふじや 家族連れや女性客向けのメニュー開発と清潔で安心な店づくり

群馬県 有限会社奥原洋品店 効果的な看板を活用した販路拡大及び新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社大利根漬 ホームページ開設による群馬県産白加賀梅の全国展開

群馬県 有限会社シュンコウ堂 広告による周辺地域への宣伝と設備改修事業

群馬県 有限会社おゝみや商店 地域資源を活用した和菓子の創作とネットによる販売体制の構築

群馬県 有限会社あづまや 個人顧客に特化した食事の提供方法の改善および「睡眠環境」のサービス向上

群馬県 有限会社小倉自動車 自社一貫加工により利益率を高める自動車鈑金塗装設備の導入

群馬県 瀬谷自動車整備工場 高性能化を続ける自動車の整備対応力確立と顧客満足度向上

群馬県 灯屋煙火店 音楽花火を取り入れた進化型花火大会における規模対応力の向上

群馬県 有限会社中里鉄工 施工工程の可視化による顧客満足度向上と新規受注機会の拡大

群馬県 株式会社スリーエム 環境整備による作業効率アップと顧客要求達成（コスト削減）事業

群馬県 株式会社えちごや 高齢者がおいしくパンを味わうための本店改装事業

群馬県 介護タクシースマイル 小型介護タクシー車両の増車による通院等生活困難者への支援

群馬県 REALGRACEJAPAN 小規模・ベンチャー企業向け社員研修キャンペーンで顧客倍増計画

群馬県 ペンションすこやか 宿泊客の通年獲得へ向けたヘルスツーリズムのための施設整備

群馬県 芹の湯 ゆったりほんわか集客事業

群馬県 長井屋製菓 新規来店客増加による売上向上と地域の憩いの場提供事業

群馬県 株式会社英技研 展示会出展による新販路開拓と市場占有率の向上

群馬県 小平精肉店 売上アップを目指し、清潔感のある店舗改装・惣菜アピール事業

群馬県 ＡＲＡＧＯＮ 景観のいいデッキを活用し、癒しやくつろぎを求める顧客増加事業

群馬県 銀河高原ファーム 有機食材の乾燥野菜を開発し新事業・冬季の六次産業化と販路開拓

群馬県 勝美内臓調整療法院 バリアフリー対応強化と販売促進機能強化による新規顧客開拓

群馬県 有限会社スタイル ＡＲ(拡張現実)技術導入による収益率の向上

群馬県 ツリートップ三望 産業廃棄物の資源化（薪の移動販売）

群馬県 ＭＹＵデザイン工房 事業拡大に係る機器性能向上対策

群馬県 有限会社浅日堂 販路拡大に伴う商品力の強化（成分表示ラベラーの導入）

群馬県 金達磨味噌 重点商品販売促進強化のためのデザイン作成

群馬県 株式会社つかさフードサービス 観光団体食受注の為のセールス手法の確立と推進事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 株式会社テッシン 外注部分内製化による仕事の多様化とそれに伴う販路拡大

群馬県 株式会社和田石材 スマホ対応のHPにリニューアルで新規顧客獲得事業

群馬県 合同会社こもん 新規顧客獲得のためのHP・チラシ作成事業

群馬県 有限会社高橋製作所 絹入り泡立てネット広報による外国人観光客の販路拡大

群馬県 南牧自動車整備工場 顧客安定と農産物の販路拡大を目的とした農産物集荷場所整備事業

群馬県 中澤建設株式会社 新規顧客獲得のためのホームページ作成事業

群馬県 Sign104 グッドリギングコントロールシステム導入による販路拡大

群馬県 胡桃屋 新規顧客開拓のためのローフード弁当配達事業と販売促進の展開

群馬県 有限会社中村新聞店 新事業特産品販売と販売促進活動強化による新規顧客開拓

群馬県 SSR佐藤学習教室 新形態の授業を導入し知名度を上げ、収益アップを図る

群馬県 齊藤精肉店 ホルモン・肉類の真空袋詰めによる鮮度確保と販路拡大事業

群馬県 株式会社敷島堂 新規顧客開拓「健康志向生活総合提案」展開と販促・体制強化

群馬県 敷島電子株式会社 強みを活かして地元包装梱包需要を獲得する看板設置と口コミ促進

群馬県 株式会社建築工房アイ 住宅無料診断サービスによって新規顧客を固定化する

群馬県 うぶかた 顧客満足度向上及び売上増に向けた店舗内改装事業

群馬県 石原とうふ店 売上及び利益の増加に向けたごぼう切機導入事業

群馬県 イクボ 新規顧客開拓のための供給体制強化と口コミ販売促進事業

群馬県 ヤナイ宝飾 新規顧客開拓のための販売促進と新商品実用新案権取得

群馬県 髙橋技建工業 設備導入による製図部門強化並びに作業の改善及び経費削減事業

群馬県 けい月 新規顧客開拓のための宅配事業展開と販売促進強化事業

群馬県 堀口精肉店 生産量を倍増して販路拡大・売上増加を図る作業場拡張事業

群馬県 株式会社岩井工建 顧客対応力を高めて新規業種に取り組むための作業場建設事業

群馬県 齋藤石材店 新規顧客獲得の為の展示場改装と新デザイン商品の展示

群馬県 美と建築・三好設計事務所 事務所の環境改善による顧客拡大事業

群馬県 ドグタウン工房 宣伝広告によるドッグスポーツの認知度と質の向上を図るプラン

群馬県 株式会社北毛久呂保 既存製品の新デザインと新商品のデザインによる販路開拓事業

群馬県 高橋モータークリニック 塗装ブース整備による自動車ニーズへの対応

群馬県 壱乃蔵 昭和村産そばのブランド力向上と壱乃蔵のこだわり蕎麦ＰＲ事業

群馬県 尾瀬紀行株式会社 当社イメージアップ・新規顧客獲得・乗務員確保で地元に貢献

群馬県 株式会社仙郷 新規顧客獲得のための心地よい空間の提供

群馬県 株式会社望郷 売場面積を拡大し新規顧客獲得による売上アップと地域貢献

群馬県 戸丸和夫事務所 無料相談会の開催による広報・宣伝及び受任・受託活動

群馬県 米山建設 新規顧客対策ＨＰでの不動産紹介・詳細住宅プレゼン

群馬県 有限会社ホテル楽善荘 日帰り客獲得のための新メニュー及び老神アンテナショップの開店

群馬県 有限会社金龍園 ホームページ開設による新規顧客開拓

群馬県 鈴木アップル園 新規顧客獲得のための誘導看板の設置とトイレ改装事業

群馬県 泙川食品 特産品となる新商品開発・販路拡大事業

群馬県 さかうえフルーツ農園 新規顧客の獲得と農産加工品の高付加価値化

群馬県 株式会社観山荘 インバウント招致に向けての海外営業活動と館内整備事業

群馬県 株式会社コバコー ぐんまリビングフェア2015に出展による新規顧客開拓
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群馬県 株式会社吟松亭あわしま SNSユーザーの新規獲得のためのWi-Fi設置事業

群馬県 有限会社ホテル伍楼閣 SNSユーザーの新規顧客獲得のためのwi-fi設置事業

群馬県 おいがみ舞茸園 新規顧客獲得のための新商品開発とパンフレット作成と配布

群馬県 パンカーラ 新規顧客獲得のためのトイレ改修事業

群馬県 ペンションエデン ペット同伴娯楽施設改善によるリピーター獲得事業

群馬県 有限会社加藤工芸 ペタンク競技の情報サイト制作によるペタンク計測器の販路開拓

群馬県 セキデン 展示会・見学会集客事業

群馬県 株式会社古月堂 顧客誘導する看板・サイン等の設置事業

群馬県 株式会社小林新次郎商店 コンニャク精粉販売を効果的にＰＲするホームページ制作事業

群馬県 ぶぉるが 店舗快適空間リニューアル事業

群馬県 有限会社おかた茶屋 荒船風穴関連商品と地場産品の販売拡大事業

群馬県 株式会社神戸万吉商店 有機桑の葉茶の販路開発および新商品の開発

群馬県 タキガミ 展示会等でのプロモーション事業

群馬県 株式会社サトウスチール 製品保管倉庫・社名看板・照明新設で効率向上・ＰＲ・販路拡大

群馬県 有限会社味角寿司 お客様目線での本館・別館リニューアルによる新規顧客獲得

群馬県 中村屋 安くて美味い田舎食堂をセールスポイントとした観光客集客強化

群馬県 赤城豆腐すみれ屋 豆乳アイスとチーズ豆腐等新商品開発と新規顧客開拓

群馬県 MA・COCORO整体院 健康と美容効果を求める新規顧客獲得のための販路開拓事業

群馬県 tonbicoffee ホームページ改変とDMによる情報発信と店内改装による販路開拓

群馬県 ヒロ・モーター 自動車販売整備の高品質、短納期化による販路拡大

群馬県 加藤労務コンサルティング 新規顧客開拓のための介護事業所向けＨＰ作成及び顧客ＤＢ構築

群馬県 有限会社矢島商店 ネット販売からの集客を活かした体験型販売で新規顧客獲得

群馬県 有限会社割烹車屋 新規客増加の為の高品質な店つくりを目指す店舗改修工事

群馬県 かなめ屋 ホームページ刷新等による集客広報、卸売先新規開拓事業

群馬県 有限会社嬬恋薬局 自店のアピールのための看板製作とパンフレット作製

群馬県 キックボクシングスクールMAX 実感・体感・納得キックボクシング体験会で生徒拡充

群馬県 大手時計店 通行する消費者へ店舗の存在と認知向上のための電灯看板設置事業

群馬県 高台旅館 群馬西の魅力的体験旅を目的別に提案するホームページ等の制作

群馬県 株式会社ドリームクリエイト 「シンプルモダン」注文住宅を強調したＨＰ作成で新規顧客獲得

群馬県 高嶋屋 集客力アップのため快適な食事スペースを提供する店舗改修と広告

群馬県 上原写真館 スタジオ撮影設備の多様化による新規及び若い世代の顧客開拓

群馬県 美容室モリヤマ 新規顧客獲得と顧客満足度向上のための新サービス提供事業

群馬県 有限会社板橋製作所 製品展示ショールーム設置及び工場の見える化による新規顧客獲得

群馬県 大町写真館 新サービスによる家族層顧客の新規獲得と来店機会の創出事業

群馬県 ペンションペチカ 新規顧客獲得の為の施設改装及びホームページリニューアル事業

群馬県 ペンションクレソン 「安心安全」なサービスの提供と顧客の要望に応じた対応

群馬県 有限会社白根ドライブイン トイレ改装による新規顧客開拓及び顧客満足度向上

群馬県 株式会社オートショップ荒木 新規顧客獲得及び顧客満足度向上のためのタイヤ預り倉庫の増築

群馬県 ペンションつかさ 屋外スポーツの緊急避難場所の改装による販路拡大事業

群馬県 くつろぎのお宿金井 新規顧客獲得の為のパンフレット作成及び施設改装事業
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群馬県 有限会社梅沢電気商会 顧客満足度及びサービスの向上を目的とした電動機器の導入

群馬県 焼肉待夢 新メニュー開発と店舗改装による顧客満足度向上事業

群馬県 よろづや 顧客満足度向上による新規顧客開拓事業

群馬県 ペンションソネット 販路開拓事業に伴う新商品の開発

群馬県 ロッヂ白い鳥 顧客の要望に応じた快適かつ清潔で居心地の良い宿

群馬県 ペンショングリーンエイジ 新規顧客獲得の新宿泊プラン企画とホームページリニューアル

群馬県 ペンションラパン ラパン営業の旅行業務部門「プラネット」ホームページ作成

群馬県 まるみつ荘 新サービス開始に伴う利便性向上の環境整備事業

群馬県 尾瀬しんこう荘 新規顧客獲得に伴う新サービスと環境整備事業

群馬県 川場村農産加工株式会社 工場見学用改修に伴う新規顧客獲得

群馬県 株式会社ミート工房かわば 新製法「和の生ハム」商品化によるブランド力強化と販売拡大事業

群馬県 永井酒造株式会社 当社直営店「古新館蔵カフェ」の広報強化による集客アップ事業

群馬県 株式会社ひらかた 無料送迎とトイレ改修で買物支援による新規顧客開拓

群馬県 有限会社田熊造園土木 新規顧客と取り逃し客の獲得を狙った商談スペースの改修設置

群馬県 道楽堂 店舗外観改装および看板改装による新規顧客獲得

群馬県 お食事処あぜみち 「千代田饂飩®」の名物化を図るための看板設置と調理器具導入

群馬県 株式会社治田造園 新規顧客開拓に向けたホームページ作成と工事機械導入

群馬県 グリーンスコーレ株式会社 来場来荘者の安全面と位置の分かりやすさ・街灯新設事業

群馬県 有限会社中曽根組 総合的な土木工事事業への参入のための機械装置購入

群馬県 岡田総業 新規顧客獲得のための新商品開発および設備導入・看板設置

群馬県 佐野オートサービス 新規顧客獲得のための認知度向上と快適商談空間を得る店舗改装

群馬県 丸新鉄工 アルミニウム溶接機導入による新規需要獲得

群馬県 グンマワーク 店頭看板リニューアルによる新規顧客開拓

群馬県 有限会社篠原住建 新規顧客獲得の為の自社商品「だんかいはうす」の販売促進事業

群馬県 温熱整骨院原澤 整骨院での膝関節運動強化事業による新規顧客とリピーターの獲得

群馬県 糀屋徳茂醸造舗 新規顧客獲得のためのアンテナショップ改装事業

群馬県 有限会社ロカーレ・ジェラート 地元食材を使ったジェラートの開発およびＰＲによる販路開拓

群馬県 日本シンコー株式会社 新規顧客開拓のための新３ＤＣＡＤ導入とホームページ作成

群馬県 有限会社小堀うなぎ店 リピート率改善を目標とした店内インテリアの改装

群馬県 株式会社亨厨房 真空パック保存器の導入及びネット販売による販路拡大

群馬県 有限会社RODEIOGRILL 新規顧客獲得のための新サービス開発と店内改装

群馬県 グリーン薬局 写真スタジオＰＲと新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社大丸 花豆「塩」甘納豆をイメージとした直売店の店舗改装及び販路拡大

群馬県 有限会社エサキ看板塗装 簡易看板製作に係る生産性の拡大と「思い出の保護」サービス創出

群馬県 有限会社藤井屋 情報掲示看板設置による販売促進強化と生産性及び安全性の向上

群馬県 まちだ美よう室 店舗改装による認知度向上とサービスの創出による集客促進

群馬県 美容室ボックスニューズ 階段昇降機の設置による高齢者の利便性向上及び来店意欲の促進

群馬県 髪職人こばやし バリアフリー化工事と送迎及び出張サービスによる需要開拓

群馬県 はやぶさ食堂 新規顧客開拓のための電気掲示板・看板設置と業務用オーブン導入

群馬県 株式会社桑原縫製 インターネット店舗での検索ランキング上位表示・新規顧客開拓
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群馬県 有限会社WealthIncorporated ＨＰをスマートフォン対応にし、サイト機能充実で新顧客獲得

群馬県 六花 店舗設備の拡充による顧客サービス向上とペット同伴客の獲得

群馬県 群馬アスパラ株式会社 竹チップえのき茸の販売促進ツール活用による新規顧客獲得事業

群馬県 写真のミナミ 客の安全確保のためのひな壇設置と新規顧客獲得のための広告宣伝

群馬県 有限会社デザイン・ゲン 群馬県産食材を使用したシチュー・スープの開発と新規顧客開拓

群馬県 有限会社パリジャン ファン獲得のための新メニューに合った挽き立てコーヒーの提供

群馬県 想や メニュー強化と癒し空間の創造により顧客増を目指す

群馬県 リード工業株式会社 個人、法人、デザイナー向け簡易オーダーシステム構築と販路開拓

群馬県 有限会社新井肥料店 新規一般顧客獲得のための新商品パッケージの作成と販促用ＰＲ

群馬県 おーとてっくハヤシ 新規顧客開拓のための最新総合診断機導入と販売促進展開

群馬県 有限会社清水モータース 固定客獲得のためのコンピュータ診断機導入事業

群馬県 caféyotacco 新規顧客開拓のための店舗・イベント設備導入事業

群馬県 民宿旅館不二野家 新規顧客獲得のための館内施設及び客室ＬＥＤ化で集客力アップ

群馬県 eneco株式会社 畜産向け排水処理設備のデータモニターシステムの開発

群馬県 長沼石材店 新規顧客獲得のための石材展示場の整

群馬県 有限会社林造園 広告及びイベント参加による「江戸水琴窟®」事業の拡大

群馬県 洋麺酒場Naruze 団体顧客獲得のための店内改装による販路拡大事業

群馬県 イシカワデザイン 新規顧客開拓のための縄文美術を取り入れた新商品陶器開発事業

群馬県 ハウスエステ 当社初の宣伝チラシ作成配布による新規顧客獲得事業

群馬県 鉄板キッチン喜人 女性をターゲットに安心安全を提供する店舗改装・顧客獲得事業

群馬県 有限会社群馬包装トーフ ドーナツカッター導入による機会損失回避及び販路開拓

群馬県 株式会社石井工業 新規顧客獲得のためのＨＰの改訂と自社説明会の実施

群馬県 陶芸教室清山 シニアと地球に優しい陶芸教室作り

群馬県 有限会社シナガワ食品 店舗を刷新、手作の自社製品を中心に専門店化し売上増加をはかる

群馬県 さかもとグラフィック 『WEBサイト・リーフレット・似顔絵名刺パック』の販路開拓

群馬県 有限会社ナル・コーポレーション 高齢者と女性にやさしい掃除用具の開発と販路拡大

群馬県 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ絆～kizuna～ 自社サービスＰＲのための広報活動による新規顧客獲得事業

群馬県 Ｔ・ガレージ デントリペア機材導入による新サービスの提供と販路拡大

群馬県 株式会社アルファー・エイト 医療ガス分野参入のための機材導入による新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社小堀時計店 フリーペーパーへの自社技術ＰＲ広告掲載による新規顧客獲得事業

群馬県 関口電設 機材導入によるＢｔｏＢ強化と看板設置による地域からの受注増強

群馬県 株式会社ＮｅＸＴ 高齢者の生活の質の向上を図る出張専門美容室の新たな展開

群馬県 有限会社ニチエイ ６次産業化農家への応援製品サンプルとＨＰ開設による売上向上

群馬県 福島農園 箕郷産の青梅を用いたご当地サイダー開発による売上向上事業

群馬県 有限会社中野スポーツ 取扱商品の情報発信で、来店客増加を図るためのテント張り替え

群馬県 株式会社新栄 リフォーム事業強化のＰＲイベント開催による新規顧客の獲得

群馬県 有限会社住まいる 新規顧客獲得の為の、看板設置とホームページのリニューアル

群馬県 浜田薬局 シニア層の安全性を配慮した駐車場舗装と店舗入口のバリアフリー化

群馬県 有限会社俵屋 誰でも気軽に立ち寄れるお店へ「俵屋グレートアップ」事業

群馬県 ブティック・バンビ シックな外装とレストルームの刷新で店舗ブランド力アップ
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 トピックキタ 「電器と暮らしまるごと」困った修理難民を救え！

群馬県 有限会社日新堂 来店しやすいような店外環境の改善と店内環境の改善による販売拡大事業

群馬県 有限会社トータル寝具おおのや 自分に合った枕をその場でオーダー「ピロースタンド」オープン

群馬県 有限会社佐藤商店 気楽に立ち寄れる安心、安全な憩いの空間づくり

群馬県 笠懸自動車整備工場 大きなサイズのタイヤ交換を希望する新規顧客の開拓

群馬県 岡村畳店 新規顧客獲得と既存顧客の再来を促す販売促進事業

群馬県 株式会社やながわ 独自のチラシ制作による新規の顧客開拓と既存客の掘り起こし

群馬県 有限会社メディアグロース オリジナルデザインを表現した商品サービスの販路開拓

群馬県 合同会社黒保根 障害者の喜びと就労継続支援業務を維持するための情報発信事業

群馬県 有限会社加豆フーズ 新規取引先獲得のためのそのまま食べられるスティック納豆の開発

群馬県 有限会社ミヤマ全織 女性のニーズを取り入れた新製品販売による商品の多角化を図る

群馬県 Ｃ−ｃｒａｆｔいわさき 新製品提供による新規顧客獲得と既存顧客深耕および来店客増加の取り組み

群馬県 株式会社三智 ホームページ開設及び看板の設置による新規顧客開拓及び固定客化による販路拡大

群馬県 株式会社Good ホームページを開設し新規顧客獲得による販路開拓事業

群馬県 ファームエナジー合同会社 外注作業の内製化で迅速なサービス提供を実施し販路拡大を図る

群馬県 ヘアーサロンマツシマ 来店客(若い年代層)増加のための看板・LED照明・街灯作製事業

群馬県 永井屋 自社ネットショップの売上倍増計画

群馬県 タカハシ種苗株式会社 認知度の向上、来店客を増やすための店舗内外の改装

群馬県 有限会社高木組 個人客からの直接受注を得るための販売促進事業

群馬県 株式会社ユウテックス 新規顧客獲得のためのホームページと看板作成事業

群馬県 斎藤自動車工業有限会社 自動車クリーニング事業新設による販路開拓

群馬県 有限会社ワンダーランド 新規顧客獲得とリピーター率を高める快適追及のための店舗改装

群馬県 あんじゃむ 機械装置等導入で素材を生かした商品提供による新規顧客獲得

群馬県 CUTINY's-理容ワイズ- 人と地域に優しい自分を目指して！私と相棒（店舗）の再始動計画

群馬県 亀井工業株式会社 受注増につなげる事務所５Ｓ活動推進事業

群馬県 有限会社シー・エス・トップ 屋根のある作業場設置による新規客の獲得及び来店客の固定客化

群馬県 有限会社トネニット アイロン仕上げ工程開始による販路開拓並びに小売販売の強化

群馬県 株式会社テラウチ 新商品開発及びＳＮＳを使ったブランド向上ＰＲ事業

群馬県 割烹明養軒 地域特産品を使用した新商品開発及び広告作成による集客拡大事業

群馬県 有限会社エアコンサービス ビルエアコン配管工事における新開発吊金具の販路開拓

群馬県 やきそば・たいやきの愛家和 集客力と売上増加を図るための飲食施設の設置

群馬県 碓日のお宿東京屋 自分で作った作物で安心、安全な食材作りと快適宿泊プラン

群馬県 有限会社樹林 エコ建材とエコ施工技術の実演による展示会出展による販路開拓事業

群馬県 株式会社今芳商店 スケールメリットを生かした新たな「エルバパートナー」の展開

群馬県 有限会社アン・エディ 新規顧客獲得のためのプロモーションの強化

群馬県 津久井フライス 新規顧客獲得のための品質管理体制強化

群馬県 カットハウスボブ 居やすい空間作りを行い、効果的なＰＲを行うことで集客する

群馬県 ナチュラルソフトクリームcaféMiRUKA 新メニュー提供と看板・チラシ・広告による認知度及び集客アップ

群馬県 新井商事有限会社 観光客が気軽に立ち寄り、休憩できる空間で集客する

群馬県 和光石材 オーダーメイド墓石の営業力を強化して販路拡大
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 あいみつ苑 顧客満足度向上を実現する店舗改装とメニュー冊子作成

群馬県 ＨＡＩＲ’ＳＬＩＬＵＴ 高齢者に配慮した安心安全バリアフリー化事業

群馬県 宮代米穀店 店舗案内の大看板を設置し、新らたな顧客開拓と売上アップ

群馬県 フラワーショップ花の月夜野 来店客増加の為の看板設置と、パーゴラの作成で売上増を目指す

群馬県 ペンショントップス 魅力あるホームページの更新と、くつろぎ空間の提供で売上アップ

群馬県 有限会社山本自動車工業 新規顧客の販路拡大並びにくつろぎのある事務所改装事業

群馬県 有限会社シー・アンド・シー 顧客ニーズに対応し新規顧客開拓するためのホームページ開設

群馬県 ツアーズメルシー 提案力強化を目的とした新システムの導入と顧客サービスの充実

群馬県 大沢商事株式会社 女性・高齢者層の来店数と顧客満足度を高めるサービスと改修工事

群馬県 南雲書店 顧客満足度向上のための明るい店舗作りと新規顧客獲得

群馬県 松家 健康増進に寄与する機能成分を含んだメニューの開発と販売促進

群馬県 サイトウグンマ 新規顧客獲得を実現する自社広報とWEB構築事業

群馬県 キュービック アマチュア無線見本市出展による新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社マルエ石油 新サービスの開始準備、販路開拓

群馬県 美髪院モンキースタイル 高技術サービスの周知による、新規顧客獲得

群馬県 ＳｕａｙＬｏｍ サービス内容の周知による新規顧客開拓

群馬県 産直ひまわり 惣菜事業新規参入により、販路拡大

群馬県 株式会社クリエイティブヨネオカ 新市場の開拓準備、販路開拓

群馬県 カーショップブルーガレージ 自動車整備の新サービスの提供による、販路拡大事業

群馬県 有限会社ステップ山口 経営革新計画商品の宣伝広告、新規顧客獲得

群馬県 有限会社タムラ商会 店舗環境の整備と宣伝広告での販路拡大

群馬県 ケイ美容室 若年層をターゲットとしたサービスの提供、販路開拓

群馬県 橋本プロパン ガス器具販売分野の拡大、販路開拓

群馬県 バーバー松田 美容サービスの新規展開による、販路開拓

群馬県 有限会社アダムとイブ 新サービス提供開始の周知による、新規顧客開拓

群馬県 からっ風 自慢の商品の広報活動、新規顧客開拓

群馬県 オムヘアープリュウス 女性向けの新サービスの提供、販路開拓

群馬県 クリーニングこまつ 新設備導入による高付加価値サービスの実現

群馬県 有限会社遠藤建設 和風建築文化の粋を継承する家づくりで販路の開拓

群馬県 有限会社たかせ シニア層への付加価値商品強化とバリアフリー化で販路開拓

群馬県 まるひろ農園 ホームページ開設とパンフレット作成による販路開拓事業

群馬県 株式会社ホテル湖城閣 新たな顧客増加の為のトイレ改修事業

群馬県 石芳苑 開業後の認知度拡大のための看板設置・チラシ・ＨＰの作成

群馬県 塩原工務店 安心感と実績を知らせるためのホームページ作成

群馬県 地野建築 広報・PR活動強化に向けたホームページ作成

群馬県 有限会社ガルニ・コーポレーション 歴史的価値の高い書画の展示による新規顧客開拓

群馬県 気ママ屋 オープンカフェの整備と看板設置、折込チラシによる顧客獲得事業

群馬県 小さなレストラン彩絵 新規顧客獲得に向けた情報発信と環境整備事業

群馬県 ベルツリー コンテンツの拡充・強化による新規顧客獲得・販路拡大事業

群馬県 有限会社莞山 滞在環境整備による新規顧客獲得・クチコミUPで売上UP
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群馬県 株式会社ホテル松葉荘 テラス席の設置とバーベキュー会場の整備による新規顧客獲得

群馬県 関越ボディーファクトリー 車検整備の内製化による収益拡大・顧客獲得事業

群馬県 そば処ひ乃き 新規顧客獲得用ＰＲパンフレットの作成と店内改修による販路開拓

群馬県 有限会社清野旅館 バリアフリー対応入浴用手摺り設置工事と浴槽内滑り止め加工工事

群馬県 水上石油株式会社 ガソリンスタンド内トイレ洋式化による顧客満足度向上・販路開拓

群馬県 みなかみや 外看板設置による新規客獲得と店内居心地の向上による販路開拓

群馬県 モンキーマウンテン 障がい者向け新規木のぼりツアー実施による新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社フォレスト 業界活性化と営業利益拡大のための大型キャンペーン

群馬県 吉田建築店 自社のホームページ作成及び事業所前への看板設置

群馬県 赤城山忠治温泉株式会社 宿泊客に快適に過ごしてもらう為のトイレ洋式化計画

群馬県 ノブテックモータリング ガラスリペア事業でサービスの向上と売上アップ

群馬県 株式会社上州農産 看板増設と店内改装による直売売上の向上

群馬県 株式会社高橋商店 新生児用商品の開発とホームページ更新による販路開拓

群馬県 株式会社ライム ホームページ・カタログ・ラベルデザイン刷新による販売促進事業

群馬県 渡邉ファーム 自社加工場での通年販売実施による集客アップ事業

群馬県 BonCuore 新規顧客獲得の為の看板設置及びホームページ並びにチラシの作成

群馬県 有限会社山本屋 新規顧客開拓のための看板リニューアル・新設事業

群馬県 ATELIERN（アトリエエヌ） ウェブサイトリニューアルによる県外受注によるコネクターハブ化

群馬県 有限会社川田屋 バス利用者の来店促進を狙う快適な自転車置き場の設置と店舗改装

群馬県 ヘアーサロンさいとう ヘッドスパの導入による顧客確保と営業力強化及び売上の向上

群馬県 株式会社ヤリ田工務店 顧客層を明示化した広告戦略による集客力及び売上の向上

群馬県 水口屋 買い物弱者向け惣菜商品の開発・拡充を目的とした調理器具導入
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埼玉県 きくたや 店舗外装デザイン刷新とイベント開催による新規客獲得

埼玉県 住まい塾 「ご存知ですか？」リーフレットの活用

埼玉県 有限会社つるや 高齢者・買い物弱者のための配達販売事業

埼玉県 酔串 高齢者・ファミリー層に配慮した改装と認知度向上の為の看板設置

埼玉県 有限会社キングショップ誠屋 こだわりの酒専門店として知って頂く為の改装

埼玉県 Nature 腸育で女性を笑顔に！腸セラピーで健康づくり

埼玉県 フランス料理オ・ラ・ラ 鶴ヶ島特産サフランの焼き立てパンをアピーした集客力強化事業

埼玉県 お茶の田村 健康食材として「もて茶って」の展示会出展での販売促進活動

埼玉県 さかい屋 高齢者のお客様がくつろいで買い物する為の駐車場と看板作り

埼玉県 ティーシーエス株式会社 高精度・コンパクトな「ＴＣＳグリーン散水システム」の販売促進

埼玉県 優しい集合住宅 みんなに優しい集合住宅への転換（学生からシニア、障害者まで）

埼玉県 響進フードサービス 焼立て「鮪の串焼き」等のパーシャル化による持ち帰り需要の促進

埼玉県 伊奈あきたや のぼり旗の設置とトイレの改善

埼玉県 NaNa 介護の必要な高齢者や障がい者に向けた訪問理容サービスの提供

埼玉県 ライト･モビリティ設計 理科工作教材用木製電動キットカーの製作、販売

埼玉県 有限会社ボルタック 銀イオン水の水耕栽培利用と安全データ取得による販売促進

埼玉県 有限会社松本工務店 耐震・断熱性能向上リフォーム事業充実のための設備投資と宣伝

埼玉県 K-CRAFT ホームページリニューアルで認知度向上での新規顧客の勧誘

埼玉県 あゆわら株式会社 壁掛け伝統工芸・壁掛け桜皮細工（かばざいく）の拡販、新作開発事業

埼玉県 パティスリーポムホッペ チラシでＰＲ～ふらっと羽生へあの人に贈るスイーツを買いに～

埼玉県 市川商店 LPガスの良さと食育・火育の大切さを広める為の料理教室の開催

埼玉県 ヘアーサロンＡＳＡＮＯ 新メニュー顔剃りエステ・育毛サービス提供による付加価値向上

埼玉県 宮乃入興産株式会社 再生可能資源のリサイクル意識向上活動による新規顧客の獲得事業

埼玉県 合同会社ホームスパイス ネット＆ワークショップよるユーザーとのコミニュティづくり

埼玉県 株式会社スターワークス リターンライダーを呼び込む！川越街道への看板設置・集客事業

埼玉県 太田屋掃除店 汚れすっきり、心身共に健康促進、啓蒙活動で新規顧客開拓事業

埼玉県 株式会社伊勢宇 お客様の好みに合わせたお酒を提案！ポイントカード導入事業

埼玉県 むじな庵製麺所 地元食材モロヘイヤをアピールした販促活動による集客強化

埼玉県 有限会社大杉自動車興業 外壁・看板のリニューアルと独自の販売手法活用で売上アップ！

埼玉県 越後屋旅館 法事利用客拡大を狙った大広間の床のリフォームと営業活動の展開

埼玉県 星野ビル シニア向けパソコン教室を併設したコミュニティサロンのＰＲ事業

埼玉県 清水商店 精米機設置によると精米サービスと米の卸販売による新たな販路開拓

埼玉県 株式会社ＴＫキャリア 新卒予定者を含む３０歳以下を対象にした合同面接会の実施

埼玉県 有限会社DOGNEWS シニアドッグウェルネス事業

埼玉県 パスタハウストマト 屋台ラーメンの販売及びトマトラーメンの開発

埼玉県 株式会社ヤマグチ 小売店や一般客のニーズに答える販路開拓スペースの確保

埼玉県 漬けもの処たかはし 当店の「強み」を最大限に活かした営業展開

埼玉県 新井ビニール工場 テーブルクロスとこたつカバーの量産化を図るための体制作り
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埼玉県 有限会社浅見製麺 自社の強みを最大限に活用し観光地「長瀞」で飲食業に進出

埼玉県 陶芸広場いっき お越し頂いた全てのお客様に更なる満足感を味わって頂くための取り組み

埼玉県 株式会社東武店舗企画 スーパーアリーナの展示会にてパンフレット等配布による販路開拓

埼玉県 レストランイデウラ 入店し易い外観づくりと居心地の良い店舗空間づくり事業

埼玉県 大宮建設株式会社 空家対策特別措置法に伴う空家、空地管理サービス新事業の展開

埼玉県 鹿の子 今後のターゲットとなる女性客・高齢客向けの店舗改装

埼玉県 株式会社大畠種苗 高齢化した農家支援による自社育苗事業の展開と苗の小ロット多品種の実現

埼玉県 のまっしょ元 店舗外装リフォームと味覚の秋食欲キャンペーン事業

埼玉県 ヘアーサロンエム・ｍ 新規メニュー導入とコミュニケーションによる相乗効果で売上ＵＰ

埼玉県
社会保険労務士法人あおば労務経営事務所

組織活性・問題解決型セミナー専用ＨＰ制作による顧問先拡大事業

埼玉県 エイワシステム有限会社 新規集客の為折込チラシと電飾看板設置及びＰＲシールによる宣伝

埼玉県 靴のシバタ 売り場改装による、高齢者・足の不自由な方の新規顧客の開拓

埼玉県 Laughstyle サロン・クリニック向け動画制作とサービスメニューの強化

埼玉県 有限会社魚徳 新商品「焼きうなぎり」の販売強化と新店舗移転の展開

埼玉県 株式会社モリテーラー “気やすく、来やすく、着やすいモリテーラー”情報発信事業

埼玉県 有限会社柴田製作所 プレス加工の複合技術の情報発信により新たな事業分野へ展開する

埼玉県 共栄産業株式会社 コンテナハウス販売事業の推進の為のモデルルームの開設

埼玉県 根岸畳店 縁無し畳の若い世代への販路拡大、自社存在感をアピール

埼玉県 株式会社コデンエナジーバンク 健康・衛生関連機器の商品開拓と販路開拓を推進

埼玉県 有限会社CarBodyShopVicky 新サービス「車検パック」の開発・宣伝

埼玉県 紡ぎの家大島 古民家を活用したギャラリー・ライブホールへの改修

埼玉県 有限会社花吹食品 高品質水を使用した新製品開発事業

埼玉県 和風レストラン俊 好評自家製麺の新製品開発、新規顧客の獲得、販路拡大

埼玉県 コクボスポーツ 少数受注、格安オリジナルアイテムTシャツ等販売・販路開拓

埼玉県 有限会社茶工房茶久楽 手もみ茶の実演販売・新規顧客層の開拓

埼玉県 株式会社ピュアカンパニー
飲食事業
白いたいやきの店舗リニューアル改装及び宣伝広告による新規顧客の獲得

埼玉県 スターカット工業株式会社 レザー・プラズマ加工に於ける溶融物薬剤処理による販路拡大計画

埼玉県 株式会社JangleJim ビアガーデンスタイルとBBQで地域交流の場を提供で売上UP

埼玉県 株式会社彩和 年間を通じて利用できるイートインスペースの設置

埼玉県 有限会社リアルシステム 廉価製品による顧客満足度の向上と販売促進事業

埼玉県 ガリレオ・キッズ 英語教育の新規導入及び新教室の設立・宣伝（生徒募集）

埼玉県 ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪﾘｰおひさまぱん 屋外イベント出店時のオリジナルテントと看板、広告費

埼玉県 有限会社協同防水 雨漏り修繕事業の販路開拓

埼玉県 株式会社ロケットエンジン 海外市場浸透の為のローカライズ化と国内ユーザーの新規開拓

埼玉県 eラーニング・フロンティア リニューアル後におけるチラシとＨＰの連携による集客モデルの構築

埼玉県 株式会社啓和 日本製電子部品を海外へ輸出販売する新規事業の宣伝

埼玉県 池野健建築設計室 地域ナンバーワンの設計事務所を目指す設計事務所アピール計画

埼玉県 アロマシュテルン 自然と人にやさしいイベント＜ナチュラルセラピーフェア＞の企画運営

埼玉県 もものえ舎 ＡＲチラシ・商品カタログ作製による「ポケかわ」の販路拡大
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埼玉県 Beautyworksaroma 女性の髪を美しく魅せるⅯ３Ｄヘッドスパの新規導入

埼玉県 有限会社イトー寿薬局 高齢・買物難民を含む顧客の方の生活向上のお手伝い

埼玉県 株式会社ジェイシーエヌ 「猫用」の歯と腸の健康維持と糞尿悪臭改善するサプリを開発する

埼玉県 株式会社寿技研 縫合トレーニングパッド「トレパッド」の販売促進

埼玉県 有限会社鴻巣人形製作 縁結びびな製造販売による、未婚男女の母親への販路開拓事業

埼玉県 ぶんぶん堂 「ネットショップ」リニューアルによる販売事業拡大

埼玉県 有限会社髙栁製麺所 新店舗の改装・増築および冷蔵庫の購入

埼玉県 有限会社ウエマツ電気 「安心・快適な生活をお手伝いする」を実現するための店舗改装等事業

埼玉県 バルーナッツ バルーン商品の魅力を高めるカタログ制作による受注拡大

埼玉県 フローリスト木田 LED照明化によるプリザーブドフラワー販売拡大の為のショップリニューアル

埼玉県 割主烹従魚けん 新規団体客獲得に向けた高齢者向け店内設備とサービスの提供

埼玉県 夢菓子工房プレザン・パッセ インターネットを活用した贈り物ギフトの開発

埼玉県 有限会社嶋田石材工業 石屋さんだから出来る、石のある『心』豊かな生活へのお手伝い

埼玉県 有限会社曽和製作所 手作り鋳物薪ストーブＰＲ活動（ホームページ等）による販路開拓

埼玉県
整体＆足つぼサロン
charmofamber姫宮店

大人の女性がくつろぐ隠れ家的な空間づくり

埼玉県 トミィ健康堂 新規訪問施術による攻めの販路開拓

埼玉県 有限会社南天 IT弱者にも容易に使えるCMS管理画面の制作事業

埼玉県 Hanaya余暇 楽天誕生日広告によるギフト用商材の売り上げ増加及び販路拡大

埼玉県 螺鈿と漆のジュエリー 国内外の顧客に繋がる販売業者獲得に向けた展示会出展事業

埼玉県 システムオプティクス株式会社 ３Ｄデータを活用した案件受注に向けた設計ツールの高度化

埼玉県 有限会社栗こま娘本舗亀屋 異業種イベントの開催で顧客をファンにする優良顧客増加事業

埼玉県 有限会社山喜電器 お年寄りにやさしいエコリフォームの生活提案型展示と販売促進

埼玉県 関本屋株式会社 行楽客からの集客を狙った店舗改装と看板設置による売上強化事業

埼玉県 有限会社ウェック 環境に良いペレットピザ窯の認知度を高める大型展示会への出展

埼玉県 トーザイアテオ株式会社 キャンピングトレーラー、モーターホームの販路開拓

埼玉県 有限会社水野鉄工所 高難度試作品の完成による量産品の受注獲得

埼玉県 ビクトリースポーツジム 駅利用者をターゲットにした看板設置による集客力アップ

埼玉県 有限会社松音屋 宴会場改装の告知とクーポン付きチラシ配布による利用率アップ

埼玉県 株式会社アイムホーム 潜在ニーズを掘り起こす新規顧客獲得事業

埼玉県 とんかつぼたん 新商品味噌だれ餃子等のテイクアウト販売による新規顧客開拓

埼玉県 丸橋食品 がんもどき・油揚等イベント商品充実の為の設備導入による販売促進

埼玉県 スダプランニング 店頭看板とＷＥＢ構築による新規来店者の促進と売上増進

埼玉県 有限会社西倉製菓 五家宝の実演販売を核とした団体客誘致の為の快適な店舗空間作り

埼玉県 タイ古式セラピーyurun ４０代女性の癒しと健康維持の為のタイ式マッサージの販売促進

埼玉県 有限会社ジーティーケー つけ麺デリバリー事業への参入

埼玉県 服部税理士事務所 訪問営業による顧客開拓、様々な広告媒体による認知度向上

埼玉県 株式会社ジーエムデザイン 設計支援事業における測量調査業務体制の確立

埼玉県 有限会社細谷内装 クロス張り用自動糊付け機械の導入による直接受注の販路開拓

埼玉県 砂風呂屋孳（ふゆる） 新規御利用者様を増やす為の、お客様に解り易いサインづくり
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埼玉県 Ｎｅｘｔ 工事現場周辺からの外装工事の新たなる販路開拓事業

埼玉県 プレザン・パッセ 新商品「幸手明幸手幸幸手マドレーヌ」の開発販売と販路開拓、夏場の里帰りギフトの強化

埼玉県 株式会社樋口ダイカスト 加工のワンストップ化により受注を増やすための施設の改装

埼玉県 有限会社田島製作所 産学官連携によるペルーのお土産プロジェクト

埼玉県 ファインビークル 貸トランポ事業の販売促進活動

埼玉県 有限会社きもの処つるや 安心安全で商品が見易く心地よい店舗となる為の店舗改装

埼玉県 アンドナーサリー 広報活動による民間の学童保育(放課後ルーム)の実施

埼玉県 株式会社ビジネスホテル陣屋 ビジネスホテルから民宿へ転換！外国人を含めた観光客獲得事業

埼玉県 丸栄食品有限会社 インパクトある店舗看板設置による新規顧客獲得大作戦！

埼玉県 ＭａｒｒｉａｇｅＬｉｎｋ 「定額制ウエディング」の広告宣伝による販路開拓事業

埼玉県 株式会社ピー・ワイ農園 園内施設「森のホール」改善による新集客事業

埼玉県 小林工務店 未開拓地の顧客獲得への広告・看板・ホームページ設置

埼玉県 有限会社村田商会 インターネット・カラーチラシを使った新規顧客開拓事業

埼玉県 居酒屋のんべえ 女性でも家族連れでも安心して入店できる店づくり

埼玉県 埼玉産業寺井製畳 畳材料の製造販売元の当社が、一般の畳工事一式を請け負う為のPR用看板の制作・設置

埼玉県 ニューライフねぎし 高齢者や来店が困難な方へのメガネ・補聴器の外販事業

埼玉県 榮ラーメン 地域密着！！ラーメン屋さんオリジナルかき氷の開発

埼玉県 田中製麺株式会社 工場直売のリニューアルとPRの強化

埼玉県 ホルモン・焼肉とらいち 女性集客を目的とした設備購入と修繕

埼玉県 好田精肉店 精肉、惣菜、やきとりの一括販売

埼玉県 河内たこ焼妻沼 店舗移転に伴い新規店舗へお客様の誘導を促す看板設置広報事業

埼玉県 小山接骨院 巻き爪矯正施術ＰＲによる新規患者の獲得事業

埼玉県 有限会社ミヤワキ自動車 自動車の軽鈑金及び塗装部門の新サービス導入による販路開拓事業

埼玉県 つたや トイレのバリアフリー化による宴会利用客獲得事業

埼玉県 有限会社篠塚商店 「サンドイッチ通信」の作成、配布による販路拡大事業

埼玉県 有限会社ケア・パートナー 介護者家族へ「安心」を伝える情報提供サービス事業

埼玉県 有限会社ライフ・サポート 特定エリア集中型防除作業の広告宣伝事業計画

埼玉県 有限会社高橋企画 プロモーション・ミックスで新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社正木製型 ホームページ作成による新規顧客販路開拓

埼玉県 焼肉三千里 高齢者にもすごし易い店舗改装による集客力強化事業

埼玉県 富士屋酒店 ロードサイドからの新規顧客獲得を目的とした看板設置

埼玉県 有限会社こづち商会 欧州車顧客を取り込む新規サービス事業

埼玉県 有限会社日藤商事 テーブル席設置と御膳の出前でファミリー利用客等の新規獲得

埼玉県 ＨａｉｒＳａｌｏｎ充esthe&spa アデノバイタルブースター薄毛改善メニューによる売上倍増計画

埼玉県 三代目魚徳 高齢者(独居老人･買物弱者)向け宅配事業のエリア拡大

埼玉県 コーニーオートパーツ 外国車ディーラーの販路強化に向けたホームページ改修PR事業

埼玉県 茶ぽっと くつろぎ空間で安心安全な店づくり

埼玉県 砂場そば 差入野菜のストックで顧客をストック

埼玉県 天空の楽校 動画とＤＭで顧客拡大＆ライトアップで売り上げアップ大作戦
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埼玉県 有限会社友秀 店内の環境改善と売上拡大により、パート従業員の雇用を増やす

埼玉県 ゆたか堂せんべい 越谷の特産品「慈姑」を練りこんだ『越谷慈姑煎餅』の開発

埼玉県 天使の林檎 店舗内外装の高級感イメージ演出による富裕層獲得事業

埼玉県 株式会社PRINCEGLOBAL バイクマフラー開閉式サイレンサーの部品開発

埼玉県 フルムーンライツ アロマ化粧品販売＋敏感肌改善レッスン「敏感肌卒業プログラム」

埼玉県 豆工房ラヴィ 集客を狙った駐車場確保と珈琲豆専門店のイメージづけ事業

埼玉県 有限会社丸福遠藤工務店 ﾘﾌｫ-ﾑ事業における受注力の向上

埼玉県 株式会社ほりこし 広告としてのＬＥＤ表示機看板設置と早期注文キャンペーン事業

埼玉県 株式会社MORIHOUSE サンプル品を活用した販路開拓

埼玉県 嬉乃 フードショー出店によるビジネスマッチングと店舗改修事業

埼玉県 有限会社ウエルネスフィールド Ｏ脚改善コースを新設、顧客サービスの向上と売上アップ

埼玉県 家カフェスキル青山八潮 絵画講師認定試験・資格のテキスト製作及びＷｅｂシステムの構築

埼玉県 有限会社川田薬局 超短波治療器を用いた新規健康メニュー導入プラン

埼玉県 株式会社塚田設計 バーチャル空間と３Ｄモデルによるプレゼンテーション力の強化

埼玉県 株式会社ヒート ナースコール連動型介護機器の開発・販路開拓

埼玉県 有限会社ファンテック 繁忙期、ラフティングツアーでの集客効率を上げるための取り組み

埼玉県 そば処むらた 来店客のピーク時、お客様にご満足頂き、しかも売上をアップさせる取り組み

埼玉県 レストランしののめ 町内サークルへの弁当配達事業の開始

埼玉県 吉田材木店 製材機改良による、新規製材加工追加事業

埼玉県 焚き火屋 増えつつあるニーズに対応する為のチェーンソー導入と動画による情報発信

埼玉県 阿久沢治療院 在宅マッサージ事業の開始及び告知事業

埼玉県 理容室ぷろぺら 高齢固定客目線での優しい店舗づくりと衛生力向上事業

埼玉県 中井屋 地域住民が活き活きと生活するためのカルチャーセンター整備事業

埼玉県 有限会社手島興業 テント倉庫を設置しての作業スペースの確保・作業環境の改善

埼玉県 株式会社アーミーフィットネスジャパン 自衛隊式プライベートトレーニングの開発・提供・新規顧客獲得

埼玉県 美容室木の葉 新メニュー考案と給湯システムの導入、チラシ作成による販路開拓

埼玉県 パティスリーくるみ 店内レイアウト変更、陳列棚増設の店内小規模改装事業

埼玉県 株式会社カネザワ モデルガーデン開設による外構を取り入れた家造り事業の推進広報活動の展開

埼玉県 株式会社イシイ 白ベン自販機のオリジナル化と設置先の新規開拓および販売数増加

埼玉県 北本接骨院 高齢者向け、自立した生活を送る為の機能訓練を行える環境作り

埼玉県 手打うどん・そば子亀 介護施設利用者への快適な空間づくり

埼玉県 有限会社ウチダ 当社への誘導用及び新規顧客獲得の為の看板設置事業

埼玉県 ヘアーサロンなかじま 女性客獲得の為の美容サロン用椅子の設置と癒しの空間作り事業

埼玉県 有限会社和泉屋酒店 記念日に喜ばれる数十年熟成したワインの全国発送用ワインセラー

埼玉県 からだすまいる本舗 美容・リラクゼーション系との業務提携で新たな顧客窓口を作る

埼玉県 有限会社須藤酒店 見知らぬお酒と地元の良さを発信していく事の出来る店作りとＰＲ

埼玉県 有限会社油理 24時間持込OK！最新熱処理でお客様の悩みを解決！

埼玉県 ＲＥＬＥＤＥＮ 新規顧客流入の為の看板、エントランスの整備と商品陳列棚の整備

埼玉県 緑屋樹木医事務所 樹木医とツリークライミングによる巨木のケア＆メンテナンス業務
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埼玉県 株式会社もり 完全無農薬で水耕栽培した新鮮で安心安全な野菜の提供

埼玉県 Ｎａｔｕｒａｌｃａｆｅそら 仮眠もできるサイクリストのオアシス・カフェ店への挑戦

埼玉県 ＨａｐｐｙＴｉｍｅ お客様完全オーダーメイド焙煎珈琲豆の一般消費者向け販売

埼玉県 株式会社誠 新規事業開拓＆福祉における地域内ブランド化戦略

埼玉県 株式会社スマートツール ＳＭＴ完全ブランド新商品の市場投入による需要開拓

埼玉県 株式会社エムラ精工 第２工場をミクロン加工の量産専用工場化する新たな取組み

埼玉県 ヘアサロンアルト 新規顧客収得に向けた店舗イメージ向上の為の店内リニューアル

埼玉県 鳥政 観光資源を活用した小さい子どもを持つ女性への販売促進

埼玉県 Lingy 販促ツール強化で顧客増加！母子×地域で介護に笑顔の花が咲く！

埼玉県 有限会社深谷園 商業施設来店客導線に向け緩やかな商品配列する改装と商品チラシ

埼玉県 食楽本舗 クレープ・揚げ物・アイスなどの移動販売

埼玉県 有限会社トキワスーパー スーパー店舗内の高齢者向け休憩室の拡充で来店客と売上の向上

埼玉県 焼肉レストラン東大門 くつろげる空間の創出によるお客様満足度の向上

埼玉県 有限会社戸田乳業 「作りたて牛乳」の直販にむけた看板・ポスターの制作

埼玉県 有限会社ミヤタガス 看板を活用したリフォームサービス強化と新規顧客獲得戦略

埼玉県 株式会社白石工務店 地域の住医を目指して！～高齢者が集う空間のある工務店づくり～

埼玉県 八木司法書士事務所 ホームページで集客する「身近な法律屋さん」の構築

埼玉県 株式会社パンダドリーム パンダを中心に、女性の患者さんの人生を創る

埼玉県 株式会社小林建設 住宅お悩み窓口、老後をケアするリフォームの提案と施工

埼玉県 マナベル株式会社 高齢者に支持されているパソコン教室が家電難民を救う

埼玉県 有限会社インテリア佐藤 「超スピード対応」「技術革新対応」に特化した内装工事

埼玉県 株式会社田部井電気 町工場のお助け！「電気ドック」「電気ホームドクター」事業のＰＲ

埼玉県 株式会社下総屋 健康茶を商品開発しインターネット通販で販路拡大と新規顧客開拓

埼玉県 青木屋本店 加須市の和菓子文化を伝えるコミュニケーションツールの構築

埼玉県 長濵自動車 あなたのニーズに合わせます、自動車よろず相談室

埼玉県 わかば ツーリング客・シニア・女性向けランチ弁当開発と駐輪場の新設

埼玉県 株式会社亀沢屋 入りたくなる明るい店舗にリニューアルする

埼玉県 双立プラスチックス工業有限会社 自社製品の開発によるサプライヤー向け販路拡大事業

埼玉県 久喜整骨院 高齢者向け当院オリジナル健康手帳による健康寿命の長期化支援

埼玉県 ボルテージ 「低価格でも納得の品質」オリジナル鈑金サービスの開発とPR

埼玉県 有限会社湊家 女性グループの新規顧客獲得に向けた女性に優しい店舗作りの実施

埼玉県 株式会社ショーシン 高齢者の入店ストレス軽減の為のバリアフリー化工事

埼玉県 有限会社菊田建設 独創的な提案を最大限に活かすことによる販路拡大

埼玉県 有限会社アールキューブエコ 有機米を使用した健康でこだわりのある日本酒の販売

埼玉県 DINING美豚 個室スペースの整備とランチタイム営業開始で新規顧客を獲得する

埼玉県 田中園芸 顧客管理システム導入及びバリアフリー駐車場新設事業

埼玉県 有限会社スリーエス精工 新たな加工方法の開拓による販路拡大

埼玉県 安藤工務店 自社（安藤工務店）のブランド化PR、そして顧客獲得事業の実施

埼玉県 株式会社ケアソリューションズ 車椅子利用者のためのトイレの設置
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埼玉県 株式会社岩商 家族葬の販売促進と高齢者や車イス利用者のためのアプローチ改装

埼玉県 株式会社石井真テニスアカデミー ホームページリニューアルによる集客率の向上（離脱率の減少）

埼玉県 有限会社あさか 『防音工事施工』―満足度の向上による顧客増・稼働率向上へ

埼玉県 ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｯｼｮﾝマサキヤ 高価格帯・アクティブシニアの趣味関連商品を扱い新規顧客の開拓

埼玉県 朝日ゴルフセンター 日没後限定サービス新設による新規利用者の創出と育成

埼玉県 株式会社ＵＴソリューションズ 「ＢＭＳ－ＭａｓｔｅｒＪＸ」の販路開拓プロジェクト

埼玉県 森田自動車 新規顧客開拓の為のHP開設と商談スペースリニューアル事業

埼玉県 おそうじ本舗ふじみ野亀久保店 保存版オリジナルメニュー表で、宣伝・訴求作戦！

埼玉県 長谷川接骨院 看板設置と保険外診療の導入による地域住民健康増進計画事業

埼玉県 ファミリーサロンユニット 理容室と認識させるための店頭告知物及びチラシ製作事業

埼玉県 もみの木接骨院 「効果的な施術」を目指した新サービス提供による販路開拓事業

埼玉県 関東建設株式会社 打合せ室リニューアルに伴うサービス向上による販路開拓事業

埼玉県 有限会社サタケ工業 植栽・造園分野への進出に関する販路開拓事業

埼玉県 株式会社リサイクルソリューションズ 練習用カットウィッグ美容室への販路開拓

埼玉県 農産物直売所ひなた 杉戸の小さな農家を応援する移動販売事業

埼玉県 有限会社横沢家具 高齢者向け無料健康体験コーナーの新設と家具メンテナンスの充実

埼玉県 松本ハウジング 高齢者向けリフォーム工事強化のための販路開拓事業

埼玉県 株式会社リードビジネス 既存印刷メニューの発信と新規印刷メニューの展開

埼玉県 株式会社ヨコテ 患者のプライベートを守る相談ブースの開設と強み発信販路開拓事業

埼玉県 東協包装工業株式会社 製袋工場前室、エアーシャワー室設置事業

埼玉県 株式会社イズミ お客様の要望にとことんお応えする屋根リフォーム相談所設置事業

埼玉県 株式会社三星社 ユネスコ無形文化遺産の細川紙に印刷可能な機械設備を導入

埼玉県 竹澤木工所 応接室の整備とショールーム化

埼玉県 株式会社メディアプライムスタイル テレマーケティングシステムの開発および販売

埼玉県 株式会社PANORAMAVISION 販路開拓、ブランド確立の為のチラシ・パンフレット制作

埼玉県 株式会社藤自動車 屋根付きガレージでキャンピングカーを最適管理する

埼玉県 美容室ヴェイス ホームページの作成と看板・テントのリニューアル

埼玉県 まごころ弁当戸田店 注文型イートインランチカフェ

埼玉県 Luce-Beads&GlassAccessorySalon- 新規生徒を獲得するためのPR事業

埼玉県 Ｂｒｉｓｋ 集客システムづくりと販路拡大

埼玉県 株式会社美・Masika ネイル、ビューティスクールカリキュラムの宣伝

埼玉県 株式会社アジェクト 運送業の強みを活かした長野県産リンゴの販路開拓

埼玉県 株式会社エステック 「エステックお客様幸せ向上計画」～品質向上の章

埼玉県 株式会社パルパル 観光地における旅行者をターゲットとした貸し電動カート事業

埼玉県 美容室ChouChou（シュシュ） エステ、着付、訪問もできる地域初総合美容室をPRして顧客開拓

埼玉県 株式会社ピーススタイル ”こだわりの住宅をこだわりのある人へ”想いをつたえるHP構築

埼玉県 ル・ココロアンジュ 女性のライフスタイルサポート「マリアージュ」の展開

埼玉県 ふじみ接骨院 待ち時間を治療時間に！！ビジネスマン応援事業

埼玉県 有限会社フジヤ 老舗化粧品店が三世代にワンコインで伝える「美のコツ」
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埼玉県 ビズガーデニング株式会社 通行者からの認知度強化と商品展示の為のモデルガーデン設置事業

埼玉県 有限会社かのと １日葬の認知度を高める。新規顧客の獲得を目的とした販促活動

埼玉県 株式会社KTコーポレーション 高齢者向け地元食材を中心とした移動訪問販売

埼玉県 大島建装 雨天対応型塗装ブースの設置で安定工期を実現し顧客獲得を狙う

埼玉県 株式会社フォリオデザイン 最新技術を使ったピッキングカートを紹介するホームページ制作

埼玉県 株式会社ＭＧＣ 高齢者も参加し易いバリヤフリーツアーの定着

埼玉県 有限会社ティー・イー・エス 空調フロン回収再生機器の導入による販路開拓事業

埼玉県 麺Diningつぐみ 一目瞭然！「埼玉県幸手市発祥の特製濃厚ラーメン店」のＰＲ

埼玉県 有限会社小森谷菓子店 小口「高齢者層」の配達を充実させるため荷さばき施設の改善を図る

埼玉県 まるみや化粧品店 店舗差別化のためエステ導入とゆとり接客サービスによる顧客の新規獲得

埼玉県 有限会社柳沼建材 DIYのお手伝いを目指すDIY広告展開事業

埼玉県 木村豆腐店 「復刻油揚げ」を中心とした新規顧客獲得事業

埼玉県 HairCreationVersus 「おもてなしサロンＰＲ計画」による新規顧客獲得事業

埼玉県 斉藤畳店 自動のり付け機導入による短納期化実現で新規客獲得事業

埼玉県 株式会社レアレック 快適な学習環境を提供するリニューアルオープンに伴う広告宣伝強化事業

埼玉県 株式会社eco-1 自社開発商品インテリア壁掛け仏壇「鏡壇」のプロモーション強化

埼玉県 株式会社べにがま タブレットPOS端末導入による分析管理型の顧客・売上拡大事業

埼玉県 やきとりりん 農商工連携地元食材を使用したオリジナルみそだれ開発・販売

埼玉県 合）施無畏工房（屋号：麦の香） 蕎麦やのそば粉クレープ開発伴う顧客層拡大と店舗認知度の向上

埼玉県 TSUKINOWINE モーニング営業開始に伴う、認知度アップとブランドの構築

埼玉県 有限会社エイムクリエイツ 新規ＥＣサイトへの集客・ブランド力強化のためのイベント出展

埼玉県 八木理容店 リラクゼーションメニューの導入に伴うサービス環境の整備

埼玉県 有限会社そば処更科 蕎麦屋が織りなす「スイーツ」とともに癒しのひとときを

埼玉県 日本ジョイントシステム株式会社 多摩地区・埼玉西部地区での給湯器のエコ替えの為の販売促進

埼玉県 パサルキッチン 店舗イメージの確立と笑顔促進事業

埼玉県 NFS中村フードサービス 付加価値のある料理教室販促強化と新たなサービス提供による顧客獲得大作戦

埼玉県 岡野建設 新規顧客獲得の為の新たなサービス普及に伴う看板設置及び広告新聞折込事業

埼玉県 杉田塗装 「カラーシュミレーションソフト」を使った色彩の提案による営業力強化事業

埼玉県 株式会社竹内寫眞館 ベビー＆マタニティ専門スタジオオープンに伴うホームページ開設

埼玉県 株式会社モビリアなかじま 若年層をターゲットとしたモダンテイストなカーテンショップＰＲ

埼玉県 株式会社花結び 鳩山町の買い物弱者のための配食サービスと買い物代行

埼玉県 有限会社共和木材 野立て看板設置及びポスター掲示による耐震エコリフォームの促進のための宣伝事業

埼玉県 apsi 南アジア諸国のニッチなパッケージツアー商品の開発

埼玉県 有限会社ナカダナ 綿布団・羽毛布団の打直し販路開拓

埼玉県 デントリペアーズ埼玉北 個人から直接デントリペア依頼を受けて売上を拡大させる為のＰＲ

埼玉県 ラーメン食堂かまだん 客数回復のための販促強化による売上アップ

埼玉県 ビクトリーカーサービス 新サービスの導入により、顧客からの更なる信頼を勝ち取る事業

埼玉県 長瀞ガラス工房聡 懸案事項を克服し、顧客満足度をアップさせリピーターを増やす取り組み

埼玉県 オリハラフォト 建築撮影における狭小領域撮影対策事業
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埼玉県 株式会社ＳＡＫＵＲＡＩ 大型物件・エンドユーザー販売促進

埼玉県 晴建築工房株式会社 地域型企業への転換のための古民家再生等PR事業

埼玉県 株式会社ハツアイ 高齢者に優しく、主婦層にも居心地の良いサロン空間の創造

埼玉県 有限会社グローバルハウス 交流スペース整備による地域密着型店舗改修事業

埼玉県 有限会社岡安製麺所 極上麺（生うどん）による全国展開事業

埼玉県 株式会社ピュアスタッフ
人材派遣事業般11-300630・職業紹介事業11-ユ-300314
派遣先の開拓による求人案件の拡大に伴う求職者の応募獲得の拡大

埼玉県 民友印刷社 「印刷で作るオーダーメード家系図」の宣伝活動と売上向上の実現

埼玉県 朝霞リハビリ治療院 緊急通報装置、見守りサービスの宣伝による、新規患者の獲得

埼玉県 Beauty&RelaxationSalonわたあめ キッズスペース及び商品棚を含む待受室の設置・新規顧客獲得

埼玉県 カットハウス3A ここに来れば美のすべてがそろう！女性が安心できる店づくり

埼玉県 ほどよい 新規顧客開拓のためのホームページ制作・チラシ制作

埼玉県 エムケイネクスト 楽器印面ネーム印・楽器イラストスマートフォンケース販売

埼玉県 株式会社賀寿吉 「蕎麦打ち体験」をきっかけとした父親懇話会の設立事業

埼玉県 株式会社マイカー三喜 リースプランによる車両販売を促進する戦略的ホームページの作成

埼玉県 株式会社ロジン 小型低価格慣性センサのＤＭ展開と販売事業への環境作り

埼玉県 株式会社Ｔ・Ｙサッシ インターネットでのＹＫＫ製品の取り扱いによる販路開拓

埼玉県 ＣＵＴＤＥＰＴ 理容椅子の増設による待ち時間の短縮と来店獲得のための広告

埼玉県 KOBATEC ホームページ、案内看板整備による新規顧客獲得事業

埼玉県 ＳＨＵＮＡＢＥ NZワインを広めるためワイナリーの新規開拓と業者試飲会の開催

埼玉県 株式会社茶茶 渋谷の若年女性を和菓子店に採り込むためのパウダールームの設置

埼玉県 トヨダ建設株式会社 cafe2345からはじまる家づくりのための販路開拓

埼玉県 カレント ホームページの製作とチラシによる宣伝

埼玉県 株式会社ＡＮＧＥＬ 車の買取りを入り口とした新規顧客の開拓事業

埼玉県 株式会社元倉呉服店 高齢者を対象とした宅配・訪問サービス事業

埼玉県 食事処鶴麗 自慢の刺身・海鮮物を活かしたランチへの参入事業

埼玉県 有限会社パーチェ ワイン紹介コーナーを設置し、ワイン注文増加による売上拡大事業

埼玉県 ほほえみ 越谷初の民間による患者等搬送事業（民間救急）の認知度UP事業

埼玉県 株式会社シェーネ 靴と足の健康指南パンフレットの作成・配布による新規顧客創出

埼玉県 JAPANESEDININGNANA コースメニューの開発と和モダンな店内改装による新客の創出

埼玉県 株式会社高建 団塊世代対象コンパクトリフォームによるセカンドライフの提供

埼玉県 パティスリーティンク 焼き菓子パッケージ改良による「ちょっとした贈り物」需要獲得

埼玉県 手漉き和紙たにの 細川紙のユネスコ遺産登録を契機とした海外向け和紙PR活動

埼玉県 ホルモン神戸屋 ホームページ作成や既存の看板を外し、新しい看板に変更する事業

埼玉県 北野建築
小冊子を活用し、家を守り続けるためのノウハウをお客様に提供

埼玉県 株式会社ナチュラルポークリンク
ブランド食材販路拡大・アピール事業・飲食店提案型販売事業

埼玉県 株式会社キリン自動車 自動車の楽しみを体験してもらうイベント企画とその販路開拓

埼玉県 尾崎農園 気軽に農業体験。観光農園から始める「尾崎ブランド」確立事業

埼玉県 ヒロノ時計店 新規顧客獲得のための宣伝＆イメージアップ

埼玉県 鮨幸KO-NO乃 看板設置による集客力強化と居心地の良いライトアップ事業
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埼玉県 関口化粧品店 店舗リニューアルと新たなサービスの提供による販路開拓

埼玉県 髙波建設株式会社 家～庭～畑「住まいづくり」と顧客との親睦交流事業

埼玉県 寺島建築 工期短縮を図る新サービスの構築及び広告宣伝による販路開拓事業

埼玉県 Applice(アプリス） ポータルサイトサービス「光の森テラス」の運営事業

埼玉県 株式会社フジタカ HPと看板を活用した地域内外顧客への自社事業のアピール

埼玉県 すぎた床ば 社交場で生まれる新たな地域の交流による販路開拓事業

埼玉県 嶋田製作所 生産技術向上に伴う高品質・短納期・低コストによる販売促進事業

埼玉県 Porcellino（ﾎﾟﾙﾁｪﾘｰﾉ) テラス改装から始めるゆったり空間、客数UPプロジェクト

埼玉県 株式会社ハンダ 急速冷凍加工による、長期間栄養成分保存可能な冷凍茶葉の開発

埼玉県 株式会社リフレケア 新メニュー「骨盤ダイエット整体」の新設による販路の再開拓

埼玉県 株式会社食と酒いち 気の利いた魚をツマミに選りすぐりの日本酒を見せて売る！

埼玉県 脱毛サロンミュー２ 高齢者メタボ対策エステをご提供する為に痩身メニューを加える

埼玉県 有限会社長州 老若男女を引き付ける新しい大衆居酒屋プロジェクト

埼玉県 えんまん おひとり様呼び込み事業

埼玉県 お茶っこサロン一煎 狭山茶料理とお茶を味わう「お茶っこサロン一煎」の認知度を高め、新規顧客の開拓を目指す

埼玉県 杉江製作所 新規取引先獲得の為の防虫対策工事

埼玉県 有限会社埼玉林業種苗農園 直売強化のための看板設置と自社圃場の見本庭園化

埼玉県 有限会社おぎの蘭園 ホームページのリニューアルとリーフレット作成による販促強化

埼玉県 山口タイル工業 タイル工事に加えコンクリート工事・外構工事の受注獲得活動

埼玉県 リトミコヘア アンチエイジングのためのパーマへの付加価値提案

埼玉県 有限会社みな寿し 店内環境改善のトイレの洋式化、ＬＥＤ化、タッチ式ドア

埼玉県 有限会社ニュータイムス社 Webサイトと新タイプＰＲ冊子連動型の広報事業

埼玉県 エリーどうぶつの病院 医療機器等の貸出と往診によるペット在宅医療の推進と顧客開拓

埼玉県 有限会社エコーエンタープライズ 老朽化した店舗外観を刷新し店舗価値を高めて集客力強化を行う事業

埼玉県 株式会社あや 現在も未来も、美しく。エイジングケアサロン宣言チラシ広告事業

埼玉県 Ｒａｍｂ’ｓｅａｒ ネット注文発送の新顧客開拓と新規看板で通行者に認知増！

埼玉県 ナルミナス・キャリア株式会社 FP技能士試験講座のeラーニングによる、教育の機会均等,販路拡大

埼玉県 ３５５２食堂 「ココロとカラダにやさしいごはん」を届けるための店舗認知度向上

埼玉県 株式会社サダナ デリバリーサービス、イベント等への出店を開始し売上・認知度の向上を図る

埼玉県 LeTempsSerein キッズルームを併設したアロマ、ハーブ、ネイル教室の販売促進

埼玉県 有限会社フクシマデンキ長瀞店 顧客が寄りやすく、増加する需要に応じた店舗改装・駐車場整備

埼玉県 長栄建設株式会社 そば栽培の設備導入による生産能力及び販売能力の向上

埼玉県 長瀞リース有限会社 新たな顧客開拓のための当社売上向上および長瀞観光振興策

埼玉県 合同会社上州屋製菓 店舗前面の段差解消による誘客力拡大と顧客満足度向上

埼玉県 大沢建材有限会社 道路舗装工事設備の導入による売上と顧客のつながり拡大策

埼玉県 有限会社髙橋工務店 コンクリート工事設備の導入による事業拡大と顧客満足度向上

埼玉県 シンテック株式会社 長瀞の河川汚染対策のための水洗式トイレ導入の改善提案

埼玉県 楓庵 本当の長瀞のそばを提供するための機械設備の導入

埼玉県 株式会社ＨＯＩＺＵＭＩ 新規顧客開拓と車検整備部門充実のための看板設置・設備導入
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埼玉県 株式会社イノウエ 「長瀞の肴」プロジェクト

埼玉県 株式会社kanshas.jp(カンシャス) 動画によるカタログギフトのネット通販ショッピングモール展開

埼玉県 はな動物病院 見える医療で安心と信頼の動物病院を目指す新サービスの提供

埼玉県 美容室Calling.b ヘッドスパに「頭をもむと病気が治る！美顔になる！」を導入

埼玉県 髙柳工務店 古材を利用したリフォーム提案による体験型情報発信事業

埼玉県 BACKPACKER'SLUNCH 新メニュー開発及びティータイム営業による新サービスの提供

埼玉県 農事組合法人男衾食肉加工組合 新規販路開拓に向けた定期イベントの開催

埼玉県 のみくい処春 地産池消による新メニュー開発と店舗リニューアルによる販路開拓

埼玉県 有限会社タカハシ商店 既存事業のＰＲと新規事業お掃除事業立ち上げの広告宣伝

埼玉県 美容室凛 美容室によるフェイシャルエステ

埼玉県 株式会社永純創工 内装屋の整理・収納アドバイザーによるリフォーム事業のＰＲ

埼玉県 BARBERSHOPCROWN
新メニュー
気になりだしたら始める「頭皮のスキャルプエイジングケア」

埼玉県 慎美興業 地域初のサービス「水道管の詰まりの特定」工事の低コスト化提案

埼玉県 lithe株式会社 多角的マーケティング活動によりコンサルティング受注の実現

埼玉県 株式会社つばめ学院 長時間の学習指導を低コストで実現する「すららコース」の設立

埼玉県 島田工務所 町内建築関係事業者との活性化拠点事業

埼玉県 有限会社大竹製作所 ホームページ等を活用した新規顧客の獲得と商圏域の拡大事業

埼玉県 アットシステム株式会社 制作依頼及び保守管理受注ＷＥＢサイトの開発・得意先の開拓

埼玉県 hanacafé(ハナカフェ） 「あさかの逸品」あさからあげとオリジナルケーキの開発・販路拡大

埼玉県 イトウデンタルラボラトリー 歯科技工所のメタルフリー製品の研究・開発

埼玉県 芳光園 販売所開設に伴う職人オリジナル看板の作成

埼玉県 居酒屋ほりぐち 自家製サラダドレッシングの製造販売による売上の柱の増加

埼玉県 有限会社マロン
次世代パッケージとＨＰで郷土人気ギフト商品の販売増

埼玉県 株式会社吉田建設 天然(有機)素材による健康省エネ住宅建設の告知

埼玉県 ＨＵＳＵＰ株式会社 環境に配慮したエコウッドチップ除草計画

埼玉県 盛華飯店 お客様の要望に応え、顧客満足と客数・客単価増を実現

埼玉県 有限会社清水造園土木 「庭チャンネル」を広く浸透させるためのPRイベント大作戦

埼玉県 SWITCH.HAIRT.ES 超自然派‼お客様にとって良いもの紹介キャンペーン

埼玉県 有限会社安野自動車整備工場 お客様用駐車場の設置と気軽に入れる店頭作りによる新規顧客開拓

埼玉県 誠和印刷株式会社 小ロット印刷物のスピードアップサービスによる販路開拓

埼玉県 有限会社松崎栄作商店 高齢者・身障者の住宅リフォーム受注獲得にむけて！

埼玉県 株式会社ＫＥＮＳＨＯＷ 新規顧客獲得のための事務所有効活用、および集客率アップ

埼玉県 有限会社戸塚製作所 精密鈑金技術を生かし3分野で自社製品を展開、下請体質を脱却

埼玉県 あらい化粧品店 アクティブシニア層の販路開拓によるエステ「癒しの空間」の拡大

埼玉県 ペンギンカフェ ランチで満足！ケーキバイキング計画

埼玉県 有限会社あらやま “親子三代”家族団欒プランの展開

埼玉県 有限会社髙田食品 工場直売の新規顧客獲得計画

埼玉県 ショービ 駐車駐輪場整備による「ちょっとした買い物」ができるお店計画

埼玉県 株式会社齋寅 社内で魚介類を加工し付加価値をつけた商品の開発、販売
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埼玉県 有限会社奈雲商店 店内休憩スペースにおける女性が入りたくなるトイレ、化粧室の整備

埼玉県 有限会社関口商店 山の魅力満載！中高年登山客の増客と安心・快適な観光バスの旅

埼玉県 株式会社加藤建設 サービス付高齢者向住宅および訪問介護事業の立ち上げ

埼玉県 ホリエカーサービス 整備用リフトの導入による販路開拓、整備事業の提携先開拓

埼玉県 株式会社ＦＵＫＵ 牛すじシチュー、牛すじ辛口煮込みの販路拡大

埼玉県 合同会社HAIRSALONYONEYAMA 頭皮の課題を解決する最先端育毛システム導入で売上アップ

埼玉県 株式会社IdealofOrientalMedicine 訪問はり・きゅう・マッサージの新規事業展開による売上拡大

埼玉県 有限会社稲荷屋 宿場の趣と入り易さを重視した店先改装による新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社バイクショップハラグチ マン島レース出場サポート及び車検認証工場の取得に関わる設備投資

埼玉県 株式会社Glory 車両点検に高性能診断機を用いて品質水準の高いサ－ビスを提供

埼玉県 ジェイメイカーズ 異業種参入の為のカーボンシャフトローラー開発

埼玉県 StudioMutter メイン道路からの集客を狙った看板設置と広告宣伝で集客力アップ

埼玉県 トリミングサロンエル チラシ広告「今のペットサロンのサービスに満足してますか？」

埼玉県 便利屋お助け本舗埼玉越谷店 販促チラシのポスティングによる新規客の利用回数増

埼玉県 焼き処ホーセン 多くのお客様を呼び起こす為の、広告案内看板の設置

埼玉県 有限会社池田物産 美と健康で新規客獲得の為のイベント・講座開催に伴う店舗の改装

埼玉県 水村畳店 ①縁無畳の事業拡大②内装業務の事業拡大

埼玉県 有限会社ワタナベ 販路拡大の為のポスターと店頭用旗（のぼり）の作成

埼玉県 有限会社峯尾農機 ウェブサイトによる販路拡大

埼玉県 株式会社オキエイシステム ウェブサイト・看板による販路拡大

埼玉県 株式会社ワタナベ オンラインショップでの通信販売による販路拡大

埼玉県 株式会社ダイコウ設備 「騒音」の削減による地域住民へ配慮した工事体制の確立

埼玉県 株式会社ヤジマ自動車 大型タイヤに対応したタイヤチェンジャー導入による受注拡大事業

埼玉県 有限会社鳶建 仮設工事関連企業を対象とした新商品の売込みと知名度の向上計画

埼玉県 吉川製作所 新製品の試作品開発製造及び、顧客開拓のためのチラシ作成

埼玉県 ＣＰウィズ入間川サロン ペアエステキャンペーン『さくらんぼＤＡＹ』による新規顧客獲得

埼玉県 ＦＬＯＸ株式会社 民間企業への販路を能動的に開拓する為のパンフレット作成

埼玉県 有限会社藤美園茶舗 中高年世代誘客促進と介護施設向け法人営業の強化

埼玉県 合同会社経理デザイニング 海外展開企業や海外会計を持つ会計事務所等への顧客開拓

埼玉県 堀造園 イングリッシュガーデン設計・施工のPR事業

埼玉県 有限会社シンエイ 不良品対策による時間活用および新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社寄居銀扇堂 近くにあった電器屋さん！街で発見！ネットで発見！見てみて安心

埼玉県 酒井文具店 チラシ・看板設置による広域的な販売促進や売上アップをねらう

埼玉県 株式会社UNITY 販売ルート拡大による新規顧客の獲得

埼玉県 大木商産株式会社 水廻りリフォーム主体のホームページ開設による集客力アップ

埼玉県 株式会社エースクオリティ 顧客年齢層の拡大をはかるアジャストメント

埼玉県 有限会社岡部自動車工業 鈑金塗装工場の整備・拡張による集客力強化事業

埼玉県 正喜バル 店舗リノベーションによる分煙環境の整備を通じた販路開拓事業

埼玉県 シバサキ建築工房 団塊世代を対象としたDIYで作る夢の小屋組立キット製作販売
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埼玉県 株式会社フジサワホーム かなえ住まいるラボで地域の暮らしに笑顔をもたらすセミナー告知

埼玉県 株式会社アクセプト 新機能デモ版の開発とカメラシステムの拡販事業

埼玉県 有限会社ｵｰｼｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ３Ｄプリンターで製品再生、荷物用電動階段昇降機導入で取引獲得

埼玉県 御菓子司せきね 顧客ニーズに沿った地場産米使用の新商品開発・新規顧客拡大事業

埼玉県 マルツ食品株式会社 深谷ねぎ漬物工場直売計画

埼玉県 有限会社高田園 主力事業強化計画と新事業開始のための作業効率化

埼玉県 Re-style リフォーム市場を視野にした整理収納コンサルティングの販路拡大

埼玉県 株式会社池田 生前から葬儀まで「一貫サポートサービス」の実施

埼玉県 旬彩浜やゆう輝 増席工事で、お客様によりくつろげる場所の提供と売上増を目指す

埼玉県 焼肉寄居亭 駐車場のリニューアル及び新メニュー発案による集客力の強化

埼玉県 ショップくわのみ 楽天市場主催の特別イベントへの参加とオリジナル商品箱等の作成

埼玉県 有限会社魚七 ホームページ作成と宴会新メニュー開発・法人・団体用窓口のご案内

埼玉県 石工房山源 イメージを忠実に再現する墓石用3DCADシステムの導入と提供スピードの向上

埼玉県 株式会社Re-Wire 参加型広報活動の展開

埼玉県 株式会社オーシマ 機械設置に伴う作業効率化、新規事業参入計画

埼玉県 ビューティーサロンプラスアルファ103 アレルギーでお悩みの方の新規販路開拓計画！！！

埼玉県 お食事処久保田 宴会件数1.5倍増、ランチ開始によるＰＲ・周知計画！

埼玉県 有限会社市川商店 店頭分搗き専用精米機導入で差別化とサービス向上を計る

埼玉県 株式会社ネオ企画 加工品販売と親子３世代憩いの場提供農園プロジェクト！

埼玉県 ワンズワンコーヒー 顧客拡大に向けた快適環境の店づくり

埼玉県 有限会社Edu-Est 新聞折り込み広告制作と配布による販売促進活動

埼玉県 やきとん夢限 販促強化及びメニューにより売上拡大を目指す

埼玉県 株式会社朝日工務店 家計と環境に優しい新たなオリジナル住宅規格の開発・PR事業

埼玉県 株式会社ケンウィルコミュニケーションズ 地域情報発信サービスの広報ツール制作

千葉県 有限会社嶺久庵 新メニュー提供とおもてなし向上による新規顧客獲得

千葉県 おしゃれのシシクラ 顧客満足度の向上によるリピータ客の増加及び客単価向上の現実

千葉県 エザワフルーツランド ブルーベリーゼリーPR事業

千葉県 有限会社八幡工務店 ２次元と３次元の世界から、ＰＲ活動による売上ＵＰ事業

千葉県 ニイジマ写真館 お客様の満足度が満点の『まちの写真屋さん』を実現します！

千葉県 株式会社利左エ門 低利用・未利用魚を活用した新商品生産ラインの構築による売上げ向上

千葉県 金井石油 観光案内所となった「車の駅」づくり大作戦

千葉県 洋菓子のいとう 新規顧客獲得！イメージ刷新看板リニューアル事業

千葉県 平山洋品店 店舗入口のバリアフリー化工事

千葉県 有限会社ラ・プラス 安心価格の少人数個別指導コース広告宣伝強化による販路拡大事業

千葉県 株式会社理想郷 氷温貯蔵による農作物の品質保持と食味向上による売上拡大

千葉県 新都 ＨＰのリニューアル及び、宴会場を椅子席でも利用できるようにする事業

千葉県 亀の家三愛 顧客満足度の向上によるリピーターの拡大と小団体の獲得事業

千葉県 有限会社沖見屋 地元の食材を使った新メニューの開発による来店客数の向上を実現

千葉県 カットハウスベル 高齢者と要介護者・障害者に対応する美容室への改修とＰＲ広告事業
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千葉県 AIHUBSAKURA 子育てファミリー層集客事業

千葉県 有限会社西川金松商店 ホームページを活用した当社特性のひじき等の販路開拓

千葉県 有限会社川畑建築 伝統構法で作る木組みの家の広域販売促進事業の展開

千葉県 有限会社石渡製菓 鴨川の新たな銘菓「包みどら焼き鴨川の四季」の開発とブランド化

千葉県 アトリエFlowerFlower フラワーアレンジメントデザイナー派遣事業強化に向けた広報活動

千葉県 PCナンでもサポート 地域の企業・個人向けIT「お抱えドクター」サービスの顧客開拓事業

千葉県 ミチル英語・英会話教室 広告宣伝（ポスティング、新聞広告）集客による赤字経営からの脱却

千葉県 株式会社たていち ホームページ開設による新たな顧客の開拓

千葉県 有限会社岩井製作所 医療機器市場参入に向けた自社高精度加工技術の広報戦略の策定

千葉県 株式会社千倉館 快適なくつろぎ空間の創造と自社サイトリピート率アップ向上事業

千葉県 高尾観光株式会社 インディアンティピでの宿泊を目玉とした夏の販路拡大事業

千葉県 民宿まきの スポーツ合宿等、団体客増客事業

千葉県 株式会社フローラ 時化等で生じる来店客の機会損失防止、及び顧客満足度の向上

千葉県 有限会社ストアー房店 ＨＰ作成による認知度向上、及び宅配サービス等の外販強化

千葉県 デルフィーナ 南房総市産きんせんか（カレンデュラ）オイルの開発及び販路開拓

千葉県 有限会社大徳家 地元客・観光客の利用度向上につながる店内改装及び顧客誘引の看板設置

千葉県 有限会社髪サロンワタナベ 店舗照明改善により、お客様に優しい空間の提供による顧客満足度向上事業

千葉県 有限会社かわなストア きらきら輝く商品と女性に美の装いを

千葉県 小泉建築 ＰＲ活動と加工技術の向上で売上の増加を実現

千葉県 民宿政右ヱ門 外国人観光客を自慢の日本食で「おもてなし」するためのＰＲ事業

千葉県 温泉民宿しあわせ荘 ２０２０年より先に外国人を「おもてなし」する事業

千葉県 小沢ペイント 高性能機器の導入とＰＲ活動による受注件数増加の実現

千葉県 らあめん花月嵐 客席のレイアウト変更、増席工事、販売促進による新規客数アップ

千葉県 陶芸工房「間」 日本語・英語・中国語対応のＡＲパンフレット作成

千葉県 有限会社小林釣餌 オリジナル釣餌商品の販路拡大を目指したホームページの制作

千葉県 誠実不動産株式会社 マイホーム借上げ制度を中心とした総合空家対策の広告活動

千葉県 株式会社小松屋農機商会 農地及び耕作放棄地の草刈作業を軽減する為の自走式草刈機のレンタル及びＰＲ事業

千葉県 日建ホーム株式会社 リノベーション事業部立ち上げによる販路拡大・新規顧客獲得事業

千葉県 法楽不動産株式会社 空家管理業務受託による新規顧客の獲得

千葉県 有限会社小川重機 樹脂製敷板の導入による収益向上と受注の増加

千葉県 株式会社丸屋 老舗呉服屋の充実したサービスの振袖レンタル事業強化

千葉県 オートプラザ京葉 輸入中古車取扱い開始によるこだわりの顧客獲得事業

千葉県 有限会社南条自動車 気軽に立ち寄れる地元のトータルカーサポート工場への転換

千葉県 割烹一條 店舗リニューアルと新規ランチ営業による新規顧客開拓

千葉県 有限会社太田商店 ポイントカード機、顧客管理ソフト導入による固定客増加、来店頻度向上事業

千葉県 株式会社海辺里 仮称「カキ殻天然塩」を用い旭市特産のお土産品“塩辛”の商品化

千葉県 鮮魚あさひ丸 旬の鮮魚を食べやすく調理してお届けする「鮮魚デリ」

千葉県 有限会社石毛雑貨店 ホームページ作成による手作りサンドイッチ・おにぎりの販路拡大

千葉県 有限会社旭液輸送 新規顧客開拓のための宣伝、広報
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千葉県 ミカドデンキ 地域密着小規模事業者向け省エネコンサルティング

千葉県 有限会社栗山ブロック工業所 高強度のコンクリートブロック製造による売上の拡大

千葉県 ハッピーペンション九十九里 快適性の向上による売上拡大

千葉県 株式会社ハヤシ工務店 お客様と距離をちぢめる注文住宅受注の仕組化事業

千葉県 K.I.Surf（ケイアイサーフ） 団体向けサーフィンスクール事業部の立ち上げ

千葉県 小久保畳店 ホームページのリニューアル（スマホ対応）新聞折り込みチラシによる新規顧客獲得

千葉県 株式会社マナベル 習うだけじゃない、形に残せるパソコンスクール

千葉県 株式会社材平商店 展示室兼商談スペース構築事業

千葉県 有限会社河太郎 高齢者、病院通院者に対するバリアフリー化による新規顧客開拓

千葉県 株式会社セフティランド 廃蛍光管リサイクルとＬＥＤ販売・工事の相乗効果のある販促活動

千葉県 中華七福
分かりやすい入口案内と店外広告による新規顧客獲得

千葉県 有限会社一真企画 店舗正面さがり壁への名物料理入り看板設置とチラシ作製による広告宣伝

千葉県 ＺＯＭＡ 信用度と知名度ＵＰ！実店舗の開店とオリジナルロゴ作成事業

千葉県 美食茶屋 カラオケ事業立ち上げによる新規顧客獲得

千葉県 有限会社ツイキ ｢一貫生産型｣をアピールしながら販路拡大

千葉県 山田建築 緊急・小ロット対応梱包事業進出に伴う生産現場整備及び販路拡大

千葉県 株式会社白鳥丸水産
飲食施設兼土産物店「白鳥丸水産」ウェブサイトの構築

千葉県 ペア学習塾 訴求力信用力のあるチラシとホームページの連携による生徒倍増事業

千葉県 理容ワラビ
世代交代に向けた若者女性が気軽に入れる美容室風な理髪店

千葉県 有限会社さかた 高齢者の顧客に安心して食事を提供する事業

千葉県 髙野内建設株式会社 リフォーム工事専門ショールームの開設

千葉県 釣り船長栄丸 海辺のロケーションでレンタルバーベキュー事業の展開

千葉県 有限会社大野荘 「御宿天然温泉」宿としてのＰＲ事業

千葉県 有限会社つるおか工務店 雑誌への広告掲載で受注件数増加事業

千葉県 株式会社スズヤス 安心安全な農産物の生産とＰＲによる販売促進と雇用確保事業

千葉県 有限会社ニュー阿波屋 テーブル席による高齢者に優しく和める食事空間の創出

千葉県 株式会社大谷商店 平日・シーズンオフ対策。ビジネス客集客アップ事業

千葉県 パソじゅく 顧客ニーズに合わせた動画編集事業及び講座内容の一新

千葉県 藤井荘 高齢者・家族客・障がい者用貸切個室風呂新設事業

千葉県 有限会社マタエム ホームページリニューアルによる新規顧客の開拓

千葉県 株式会社滝口設備 業務の迅速対応による新規顧客獲得及びリピート率向上事業

千葉県 HARLEMstore サーフボード製造業から小売業への事業拡大

千葉県 有限会社あじろカーサービス エコカーの故障診断サービスの事業の実施

千葉県 居酒屋葵 顧客満足度向上のための店舗改装事業

千葉県 花﨑整体院 新たな施術メニューの追加及び新規ターゲットへのＰＲ事業の実施

千葉県 フルカワ工業株式会社 資材置き場を卸売機能付き施工モデルとして活用！自社技術のＰＲによる販路拡大事業

千葉県 有限会社エージェントオダカ 中古車仕入強化事業・お客様の購買意欲を高める為の店舗設備整備事業

千葉県 手打ちそば処風 そば大好き人間集客事業

千葉県 有限会社宇野沢楽只堂
家じゅうまるごと困りごと訪問解決サービス事業
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千葉県 富士無線機材株式会社 樹脂成形の高品質、大型成形品、低コスト化への生産設備の導入

千葉県 株式会社サイトウクリーニング お気に入りの衣類を安心・信頼しておまかせ出来る高品質クリーニング店の販促計画

千葉県 鰻お賀川
鰻調理のオープンキッチン化による客単価引上げ及び新規顧客獲得
オープンキッチン化による生きた鰻の魅せる調理で新規顧客を獲得

千葉県 有限会社ライフサポート 地域住民のための「健康ステーション」設置による来店頻度の向上

千葉県 いつもの処 漬物教室開催による「いつものところ」に来てもらうためのＰＲ事業

千葉県 有限会社堀江呉服店 着物(洋服)保管サービス事業の開始

千葉県 ポルトメゾンル－ムス 犬だけでなく猫も受け入れ可能な喫茶＆ペンションＰＲ事業

千葉県 ユアシセイドウおおき 相乗効果を活用した来店客数の向上事業

千葉県 磯部米穀株式会社 「個別対応精米サービス」および「多品種量り売り」による店頭販売強化

千葉県 有限会社緑奉未来 高齢者に優しい店舗を目指したコインランドリーのリニューアル事業

千葉県 有限会社なぎさ 地元の味を活かした新メニュー販売で、鋸南町の魅力発信事業

千葉県 有限会社吉川商事 新規転入してきた若い母親層をターゲットとした新規顧客獲得事業

千葉県 株式会社ＫＲＡ 新ＰＲで地元密着、住宅の生涯設計リフォームで売上増大

千葉県 有限会社わかな造園 カフェ機能付き商談スペース運営事業

千葉県 有限会社野口自動車 週末閑散日におけるタイヤ特販＆愛車点検キャンペーン実施の為のコンプレッサー設置事業

千葉県 株式会社土気エンタープライズ ゴルフ練習場における若年層顧客獲得プロジェクト

千葉県 有限会社ボン・カフェー 看板設置と広告による新規客獲得と店内改装による固定客獲得事業

千葉県 有限会社アグリ・プロダクツ スリランカカレーのインターネット通販における新規客獲得事業

千葉県 株式会社ＣＨＵ 既存サイトのキーワードデータを元にした売上促進の施策

千葉県 やまざき商店 「出張バーベキューサービス」による新規顧客の獲得

千葉県 木下理容店 訪問福祉理容サービスと高齢者が来店しやすい店づくりによる顧客獲得

千葉県 川幸園 「来て・見て・体験できる」植木と庭のプロショップ化による新規顧客獲得

千葉県 中華料理集安 「何度でも食べたくなる」ヘルシー中華メニューによる中高年新規顧客の獲得

千葉県 石橋菓子舗 女性向け新ブランド菓子シリーズの開発による新規顧客の獲得

千葉県 有限会社アバンティー 本格的中華料理をメニューに取入れた販路拡大計画

千葉県 株式会社エコメディ トイレや水回りのバリヤフリー工事

千葉県 有限会社まきの 店頭店名入看板・照明のリニューアルとイベントによる販売促進

千葉県 坊ノ内養蜂園 自社商品のブランディング及び広報販売強化による販路開拓事業

千葉県 株式会社のうえんプランニング 女性客及び観光客獲得のためのトイレ改修事業

千葉県 笑福 我孫子市キャラクター「うなきちさん」シリーズの新商品開発・販路拡大事業

千葉県 有限会社矢原荘 高年齢者にやさしい宴会場の整備事業

千葉県 パームヴィレッジ キッチン付ペンションへの改装による自炊型宿泊施設への転換

千葉県 株式会社紋屋旅舘 赤ちゃん子育て世代向けの宿泊プラン販売強化事業

千葉県 白浜海洋美術館 万祝（まいわい）の新たな活用方法と広域からの観光客受け入れ体制の構築

千葉県 有限会社羽山商店 インターネット等の活用による自社開発商品の販路開拓

千葉県 有限会社銀鱗荘ことぶき バリアフリー化による顧客満足度の向上を実現

千葉県 有限会社泉市商店 旬な食材を旬なチラシでＰＲして売上の増加を実現

千葉県 有限会社アイワコーポレーション チラシのポスティングによる、新規顧客開拓と遺品整理事業の強化

千葉県 株式会社うの丸住設 高齢者向けリフォーム工事の販路開拓事業
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千葉県 有限会社相和不動産 弊社HPのリニューアル

千葉県 ワンワンハウスさくら 看板、ホームページで新規お客様を増加対策

千葉県 (名）滝口製材所 在庫の常備確保と材料出しの効率化事業

千葉県 有限会社ライフアロー 未婚の子供がいる親御さんをターゲットにした結婚相談所ＰＲ事業

千葉県 有限会社世渡 新住民をターゲットにした家族で集まる明るい店舗づくりによる集客事業

千葉県 株式会社創食ゆば喜 国産優良大豆を使用した、ゆば喜・搾りたて豆乳カフェの開発とブランド化事業

千葉県 関塗装工業 新事務所の設立及び広報販売強化の為の案内看板設置事業

千葉県 有限会社太陽工務店 建替・リフォーム工事のお荷物はトランクルームに預けて安心便利

千葉県 なかざわ 学販部門を強化し、在庫をできる限り持たない仕組みの洋品店事業

千葉県 炭火焼鳥御嘉家゛ ご当地餃子の開発・ＰＲ及び販売

千葉県 有限会社奈良輪豊月堂 お客様のための店舗へ改築～顧客満足度向上事業

千葉県 CAFÉDEPUBフレンド 居心地の良い空間創りを行い、新規顧客の獲得を狙う

千葉県 有限会社アチーブメント ペット美容及び宿泊のWEB予約システムによる販路拡大事業

千葉県 澤岡塗装 下請からの脱却！一般家庭から直接受注するための広報事業

千葉県 有限会社光栄 売上拡大のための居心地の良い店舗作り事業

千葉県 スワン電器株式会社 カタログによる宣伝を強化し、伸長する国内ホテル向けにＰＲ

千葉県 スナックその 女性でも気軽に入れるスナックの空間づくりとＰＲ事業の実施

千葉県 ili（イリ） 花屋店主が実施する花屋店舗で行うフラワーアレンジメント教室

千葉県 有限会社エヌ・ワイ・ティ 職人技術を活用した新メニュー開発による新たな顧客獲得

千葉県 株式会社ｍａｒｉｃｈｉ 小さなお子様とママルームで一緒にキレイになろう

千葉県 株式会社永治郷土園 地産商品の魅力を活かした食品のブランド化

千葉県 トータルリペアＨＡＴＴＯＲＩ 宣伝広告とＨＰ開設による新規顧客の開拓

千葉県 福島園 見て、触って楽しむ盆栽の魅力をもっと多くの人に

千葉県 月刊千葉ニュータウン 地域密着情報をネットで発信、情報提供・交流の場を構築する

千葉県 有限会社井原モータース 展示スペース増設による売上拡大

千葉県 株式会社ハヤシダ 自社宣伝のためのパンフレットの作成

千葉県 柏屋 トイレ改修にる高齢者のための店づくり

千葉県 中澤興業株式会社 新市街地への認知度強化及び販路拡大のための看板設置

千葉県 みなり設備工業 高齢者世帯に配慮したパンフレット作成と新規ホームページ作成

千葉県 株式会社小髙モータース 新型検査機器導入等による顧客満足度の向上及び新規顧客獲得

千葉県 カットスタジオ・イシイ 理容店コンサルティング事業の新規立上げのための販売促進

千葉県 大下アルミ有限会社 真空ガラスを活用したエコ住宅リフォームの販路拡大

千葉県 ｻﾝｽﾞ･ﾌｧﾐﾘｰ･ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ｹｱ･ｾﾝﾀｰ 保育と学習塾の機能を併せ持つ新サービスの立上げと集客

千葉県 齋藤建築工房 古民家再生事業の円滑な営業活動とイベント集客のための販売促進

千葉県 有限会社山小塗装 生産性アップを目指した静電ハンドガンの導入

千葉県 ラーメン豚頂 店舗拡張によるランチタイム回転率向上とディナータイム需要開拓

千葉県 外房車体興業株式会社 新サービスの大型看板設置、チラシ作成折込による新たな顧客獲得

千葉県 有限会社ヤマトヤファーマシー インターネットを活用した介護用品の販売配達事業による顧客獲得

千葉県 有限会社ぼうまた水産 「ぷりぷり」シリーズ製品拡充によるブランド化と消費者直販拡充
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千葉県 有限会社石井青果 コンビニ販売を通したブランド力の向上と販路開拓

千葉県 有限会社昭和堂 地元スイーツの販売促進による顧客獲得

千葉県 株式会社半兵衛エンタープライズ 取付業務・買取業務強化の為の看板設置及び広告宣伝戦略

千葉県 株式会社ソフケン 「テンションフレーム」の開発販売事業

千葉県 有限会社とん亭九十九 高齢者等身体的弱者の負担軽減によるリピート率の向上

千葉県 矢木製作所 切削精度、作業効率向上を目指したデジタルリニアスケールの導入

千葉県 スポーツジムドリーム シルバー層獲得の為の店舗改装とトレーニングメニューの策定

千葉県 有限会社スズフジ電気 点検と洗浄を併せたソーラーシステムのメンテナンス事業進出

千葉県 有限会社伊藤家具 ターゲットを絞った効果的な広告宣伝による新規顧客開拓

千葉県 山柄荘 アクティブシニア層を対象とした観光コースの策定と設備改修工事

千葉県 有限会社越川材木店 技術力周知と認知度向上による新規顧客の開拓

千葉県 株式会社ボンアトレ くつろぎスペースの提供と高齢者・乳幼児連れ顧客の取込事業

千葉県 有限会社とさや酒店 印西のおいしい野菜・果物販売計画

千葉県 有限会社小澤製作所 航空部品産業や環境部品産業への進出

千葉県 美容室ナチュール 高付加価値サービスを導入による新規顧客の拡大

千葉県 カーテックＹ’ｓ 新しい車検プランの提案と安心の金額設定で新規顧客の獲得！

千葉県 株式会社Joys 利益増加の為の新メニュー開発、業務改善事業

千葉県 有限会社畠山金属 東京オリンピックの為の商談ルーム増設による営業方法の改善

千葉県 有限会社司 ネイルサービス等の総合美容メニューの拡充による顧客囲い込み

千葉県 コネクト 女性顧客新規獲得を目的としたホームページ等広告媒体の一斉刷新

千葉県 リラクゼーションスペースミュウ 新たなニーズに対応するラジオ波美容機器導入による新規顧客獲得事業

千葉県 有限会社川きん 「貸別荘ご利用プラン」充実によるオフシーズンの新規顧客開拓事業

千葉県 有限会社川崎洋品店 おしゃれなステージ衣装のＰＲで新規のお客様を呼び込む事業

千葉県 有限会社未来企画 新規顧客誘引の為の地元産品ＰＲ看板設置並びに店内照明改修事業

千葉県 はりきゅう東陽治療院 自社ホームページのスマートフォン対応化による通院利便性の向上

千葉県 株式会社共生 施設設備への補助器具導入による要介護者受入に向けた環境整備

千葉県 牛たん市川藏
ログハウス活用したイメージアップによる集客事業
(ログハウス写真は、別紙資料)

千葉県 ヘアサロンラッキー リアシャンプーによる癒しメニューでのおもてなし

千葉県 家具工房つなぎ
素材にこだわった顧客満足の向上および新規受注ルートの開拓

千葉県 有限会社若林製作所 水道公共工事の新規受注獲得のための新設備導入事業

千葉県 イイノ産業有限会社 耐免震装置の需要増に対応した工場設備の改善と生産工程の見直し

千葉県 かめやま特許商標事務所
知的財産のフル活用～企業の付加価値向上のために～

千葉県 有限会社ジェットストローク ランディングページの構築及び広告宣伝とチラシ制作

千葉県 株式会社グリーンマウス トリマー専用ハサミ「ＰＩＯ」開発に伴う広報戦略の展開

千葉県 株式会社タイセー ホームページの多言語対応化によるＲ＆Ｄ支援事業の海外進出

千葉県 自然医学療法センター橋本 自分で更新できるホームページの作成と活用による新規客獲得事業

千葉県 株式会社柏﨑写真 顧客管理システム導入によるアフターサービス強化による顧客獲得

千葉県 有限会社ユアサポート ＰＲ活動で気軽に来店するお客様数の増加による新規契約の獲得

千葉県 株式会社米屋 当社のイメージアップをして、新規顧客の獲得を実現する事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）2/5

千葉県 ツタヤ美容室 子育て中のママをキレイに!そして笑顔に♪

千葉県 株式会社ル・ファーレリゾート 外国人の顧客獲得のための販売促進ツールの強化

千葉県 鮨四季波 来店客数と出前注文の増加による販売拡大で業績アップ計画

千葉県 有限会社青倉亭 『プライベート温泉旅館』としてターゲットを明確化し売上アップ

千葉県 株式会社小幡工務店 リフォームモデルルームを通じて「安心」と「信頼」を提供します！

千葉県 有限会社椎名クリーニング店 クリーニング品の保管場所拡大に伴う売上促進及び新規客獲得戦略

千葉県 株式会社メニーガ ４Ｋカメラ・大判カメラによる新演出商品開発事業

千葉県 有限会社末廣 コンビニ事業撤退に伴う地元に根差した地酒専門店化のＰＲ事業

千葉県 株式会社鳥いち 幅広い年代層に対応した快適空間で地域を元気にしよう大作戦!!

千葉県 カービジョン・サカモト 心地よい待合スペース設置で地域のお客様を増やす

千葉県 山形の手打ちそばかなうち 省力化と新メニュー開発による新規顧客開拓のための電動フルイ機の導入

千葉県 磯野モータース 外部診断機導入によるカーディーラーと同等のサービスの提供事業

千葉県 ワールドポール株式会社 新規顧客開拓への取り組みによる下請けビジネスモデルからの脱却

千葉県 有限会社シーガル商会 施設のバリアフリー化による高齢者客の客数、来店頻度向上事業

千葉県 株式会社Boot's 薄毛・抜け毛に悩む中高年顧客向け育毛・発毛トータルソリューション提供

千葉県 株式会社e-Jeen アプリ「地理力プリンス」リニューアル

千葉県 有限会社鈴木部品 競技用自転車部品「ペグ」の新商品開発による新規顧客獲得

千葉県 株式会社ウイングワン ３６５日バーベキュー大作戦

千葉県 株式会社礒屋呉服店 3世代が寛げ、着物に触れることが出来る新サービスによる新規顧客の獲得

千葉県 有限会社小川豊商店 製品パッケージ刷新事業

千葉県 守屋酒造株式会社 地域資源の酒蔵見学、地酒購入のための駐車場の整備

千葉県 有限会社しんあみ 顧客満足度高付加価値サービス・コインランドリー機器の設置

千葉県 株式会社アールブレスト リンパマッサ－ジ部門の確立

千葉県 DiningMunchies 防音工事及び店内の空間向上による新規及びリピーター客の獲得

千葉県 P-tech（ﾋﾟｰﾃｯｸ） 設備器材の導入による業務効率向上化及び迅速化事業

千葉県 株式会社宮内ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ お客様満足度とリピート率の向上、新規お客様の獲得

千葉県 中国料理香妃 ファミリー客層をターゲットにした看板デザイン、外装塗装によるイメージの変更

千葉県 美容室パザパ カット方法のPRによる需要開拓及び顧客満足度強化事業

千葉県 アサダ水産 目立て！浅田屋！アピール大作戦！

千葉県 ダイニングバー長谷川 ダイニングバー長谷川（ココにあるよ！！）アピール作戦！

千葉県 つけもの秦 こだわりキムチの工場直販事業の開始

千葉県 株式会社アグリファーム鴨川 あんしん・あんぜん鴨川野菜販売促進・宣伝事業

千葉県 関自動車有限会社 事務所内装、外装工事による新規顧客獲得及び販路拡大事業

千葉県 有限会社小倉ブロック 販路開拓の為のHP・ポスティング・販促グッズの活用

千葉県 マルコンペイント 施工現場見学会実施による塗装需要の獲得

千葉県 秋葉タクシー有限会社 配車クオリティの地域一番化によるお客様満足度の向上

千葉県 umikagu 店舗看板の設置とエクステリア整備による近隣来店客増加

千葉県 バードサーフ（BirdSurf）
予約システムの構築より集客力アップ

千葉県 有限会社山野辺自動車 新車・中古車販売と車輌トータルサポートの強化
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千葉県 大衆肉料理悠久 テーブル注文システム導入による客単価上昇

千葉県 株式会社鍋屋商店 販売促進のための米ギフト開発とブランディング戦略

千葉県 合資会社大網サイクル商会 バイク診断機の試験的運用による販路開拓

千葉県 有限会社磯山観光いちご園 いちご加工品バリエーションアップの為の試食用冷凍ショーケース設置

千葉県 福寿し 販路開拓用の看板設置とトイレ改修による洋式バリアフリー化

千葉県 昇月ビヤスタンド 高齢者層を意識した店舗施設改修事業

千葉県 株式会社セーフティ 東金市への出店による、さらなる顧客サービス向上と新規顧客開拓

千葉県 横芝光法律事務所 山武・東金地区の販路開拓，システム導入による業務の円滑化

千葉県 萩原畳店 ＩＴシステムを利用した和モダンテイスト畳と機能性畳の販売促進

千葉県 海女小屋やきやき亭 「海女小屋やきやき亭」を皆様に知ってもらおう！

千葉県 株式会社エフ＆エフ 買い物難民の手足となる介護タクシー

千葉県 久保薬局 「ゆかいなびじん」の姉妹品化粧水「きよすみびじん（清澄美人）」の開発

千葉県 フレーム 新機能付き額縁製造機の導入による集客力向上事業

千葉県 有限会社山田石油 両面給油型計量機の導入による集客力アップ事業

千葉県 ボックスブレイン株式会社 豪雪地帯における新融雪装置「ひさし君＆つららちゃん」開発事業

千葉県 グラン・フォッセ 店舗案内看板設置による集客力向上

千葉県 化粧品店Ｂｌｏｏｍ 地域開拓の実施と新規拡大の実現をめざす

千葉県 有限会社丸善整備 メンテパックサービス開発とホームページ改修による新規客獲得

千葉県 Ｔ－factory株式会社 ギフト商品の充実をはかり新規販路の開拓

千葉県 有限会社塩谷 店頭での新商品提供による売上・顧客満足度アップ事業

千葉県 有限会社滝口商店 自社ホームページリニューアルによる販路拡大

千葉県 株式会社メガネのイシイ 取引拡大のための新規設備導入

千葉県 株式会社安井工務店 リゾート地へのＰＲを強化し、集客・依頼増加を目指す

千葉県 中村（健）塗装工業
付加価値による売上増加
～防音型高圧洗浄機の導入～

千葉県 株式会社サラヤ保﨑商店 もったいない魚を利用した新商品開発と地産地消のすすめ

千葉県 有限会社ニュー山中荘 エントランスホールの改装とバリヤフリー整備による利便性の向上

千葉県 ラ・サレッタ 看板およびホームページ設置によるレストランへの集客事業

千葉県 合同会社木村オートサービス 社内整備・チラシ作成による販路開拓を行い下請からの脱却を図る

千葉県 株式会社川岸 充実したおもてなしによる販路開拓

千葉県 有限会社村松商店 ネット集客と店舗イメージ向上による商圏の拡大・来店客の増強

千葉県 株式会社テコ 広報宣伝活動を行うことによる電動バイク販売の持続的発展

千葉県 アップライズ 新規顧客獲得のためのチラシ作成・配布とスマホ用サイトの制作

千葉県 花祭り本舗 契約数増加のための商談スペース整備事業

千葉県 株式会社Ｇ－ｉｎｇ 大判プリンター導入による図面印刷費削減および即時印刷対応事業

千葉県 有限会社平田組 アメリカンテイストのガレージ・小屋・住宅の広告宣伝及び販売促進事業

千葉県 株式会社吉川自動車
長期使用自動車のエンジン燃料系を環境に配慮した燃費改善、性能回復、排ガスクリーン化に対応した洗浄機
の導入

千葉県 ワイテックコーポレーション 新開発商品の紹介と新規販売先の開拓の場としてDIYSHOWへの出展

千葉県 みはらしやクリーニング店 洋服のお直し、修理、可愛いくリメイクで新たなニーズの獲得

千葉県 株式会社オバタ 飼料用米導入による水稲農家の所得向上と新規顧客獲得
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千葉県 メガネのＲ＆Ｇ 眼鏡の出張販売事業の開始

千葉県 平山ぶどう園 バリアフリー農園のＰＲと観光客誘致を目指した看板設置事業

千葉県 ヘアーサロンサトウ 顧客カルテシステムの導入及び簡易写真アルバムの提供

千葉県 株式会社オオノ農園 自社製落花生を活かした製品の首都圏への販路開拓

千葉県 青のインテリア 老舗畳店の再ブランド化事業の実施

千葉県 鮨どころ大和 和のおもてなし空間づくりによる新たな客層の開拓事業

千葉県 レストラン＆バル多利庵 待ち受けから、地域発信による個性豊かな店へ変貌を遂げる事業

千葉県 株式会社エイチテクニカ 新規事業デザインコンパクトハウス『スモールスクエア』のPR事業

千葉県 岩瀬塗装店 建築物外装の高品質塗替工事の販売促進事業の展開

千葉県 沼南測量設計株式会社 公共事業に依存しない民間需要増加のための商談スペース設置事業

東京都 株式会社中村建築設計事務所 独自ブランドのデザイン商品の設計製作と販売

東京都 東京あきる野アウトドアリゾート株式会社 外国人観光客向けホームページによる新規顧客開拓事業

東京都 千成寿司 高齢者向けツーウェイテーブル導入による新規顧客開拓事業

東京都 flat 店舗の認知度を高めるちらし配布と集客できるホームページ作成

東京都 ECCベストワン国立谷保校 宣伝広告による進学型個別指導塾としての認知度の向上と集客

東京都 北村淳建築設計事務所 フォレストドーム：間伐材丸太を使ったドーム型小屋つくり

東京都 株式会社ミライカ 自社開発製品の集中告知

東京都 ３０’Ｓ 喫茶スペース設置による売上アップ事業

東京都 株式会社ミューテクノ MetalArtCraft市場展開のための販路拡大事業

東京都 株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 雨天時におけるアクティビティ充実に資する取組事業

東京都 有限会社中藤商事 新聞折込広告およびインターネット販売構築による販売開拓事業

東京都 有限会社バディー 情報発信による新規顧客獲得と教室の運営強化事業

東京都 くれよん 製麺機等導入による島唯一の本格うどん・そば参入事業

東京都 ライムス 若年層開拓と全国への販路拡大事業

東京都 株式会社eimatsumoto 展示ギャラリーのLED化促進と照明デザイン・アドバイスの営業

東京都 Sitwell 新たなライフスタイルとしての家具リペアの提案と実例

東京都 株式会社クラビット オタク業界への新たな広告商材提案による新規顧客拡大事業

東京都 シャルキュトゥリーモエ 自家製シャルキュトリーの少量パックニーズに対応した新商品開発

東京都 前川新宿事務所 交通事故被害者サポートワンストップサービス構築による集客強化

東京都 株式会社スプリームスハウス建築工房川口・工務店 世界に一つだけの家具で差別化、リフォーム元請比率の向上を図る

東京都 マルベリーフィールド オープンカフェ利便性向上と、商品の差別化による新規顧客獲得

東京都 有限会社R&M'カシマ 福祉・介護の為のリフォーム事業の販路拡大

東京都 株式会社廣瀬 「鞄で変わる素敵な大人へ」選べるお店への誘客強化事業

東京都 有限会社仲景 予防介護事業での要支援者及び中程度要介護者の受け皿の拡大展開

東京都 株式会社ボナカジャパン エキストラ・バージン・ココナッツオイルの輸入・販売

東京都 株式会社ＲＯＳＳＯ ホームページを媒体とした個人間の車両売買の斡旋

東京都 株式会社ＪＥＮＮＡ 新ライン（本革バッグ）を加えての展示会出展による販路拡大

東京都 クサジマ電器株式会社 家電品の店頭販売＆アフターサービス事業の拡充

東京都 株式会社せきや 専門性をＰＲしワインＳＨＯＰ地域ＮＯ．１を目指す事業
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東京都 多摩川クラフト有限会社 危機管理産業展に出品し、立体看板を海外に宣伝する

東京都 有限会社山﨑材木店 来社誘致での新規顧客開拓を可能にする、ショールーム設置事業

東京都 伊豆大島ホテル&リゾートマシオ モバイル環境、インバウンドに対応したＰＲツールの制作

東京都 54CAFE 男性客及び高校生を対象とした移動販売による販路開拓事業

東京都 株式会社アサヒ 飲食店事業者等へのHP制作サービスによる販路開拓事業

東京都 株式会社プルワリ キッチンカーを使ったハラル対応料理の配達と実演調理販売事業

東京都 庄司会計協働事務所 新規開業者向けセミナー開催と参加者誘致のための情報発信力の強化

東京都 インテリアイハラ 広報活動強化でオーダーカーテン受注拡大計画！

東京都 セブンイレブン三鷹武蔵境通り店 差別化商品の品揃えを充実させ売上拡大につなげる

東京都 株式会社ティ・エス・エイッチ 個人宅向けシーツのリース事業

東京都 有限会社アンビルインターナショナル エイジング世代顧客増加のための新メニュー宣伝

東京都 TOHNODANCESTUDIO ダンスキッズ（小学生）層掘り起し拡大事業

東京都 株式会社アジアンモータース LEDウインカー制御ユニットのパッケージリニューアル

東京都 株式会社アシスト 高齢者介護・看護・リハビリの一体型訪問サービス事業の展開

東京都 有限会社東信包装 商圏拡大のためのチラシの配布事業

東京都 株式会社プライムネット Webサイトを活用した純水装置のリユース販売・新規顧客開拓

東京都 株式会社蓮見ガーデン 園芸土、植木鉢、プランターの回収事業とそれによる得意先拡大

東京都 有限会社高尾 Wedサイトを活用した販路開拓

東京都 有限会社青木ガラス BtoCへ事業拡大し下請脱却を図るためのプロモーション施策

東京都 ほぐしや 「ＳＫテクニックコース」の新設と看板、チラシによる集客強化

東京都 有限会社サンファームズ ワイヤーハーネス部門の立ち上げによる一社依存からの脱却

東京都 スナックエデン トイレ改修と女性向けメニューの開発で、高齢の女性客を獲得

東京都 株式会社ICHIMURA 個人注文販路の開拓及び制作技術の拡充・革教室の開催

東京都 有限会社ラルジュ フェイシャルエステと顔ヨガ導入による営業所の拡大

東京都 有限会社ＮＳインテリア 対一般向けのプロの技術によるリフォームの販売促進事業

東京都 ラヂオキッチン ワインとフランス郷土料理で、アダルト層ゲット作戦

東京都 有限会社スリースターズ 借りる・貸す・売る・買う・相続まで寄り添うコンサルタント業

東京都 有限会社研数会教育研究所 「昔ながらの老舗塾」から「最先端の老舗塾」へと変貌を遂げる仕掛けづくり

東京都 セルモ国分寺西元町教室 学力強化システム導入による既存講座の充実と新講座の設立

東京都 株式会社澄プランニング 信頼できる地域密着の遺品整理業拡大による新規顧客獲得

東京都 尾又産業株式会社国立グリーンヒルテニスクラブ スマホ対応で顧客の利便性向上且つテニス無関心層の掘起し事業

東京都 株式会社OFFICEMIRAI 炭酸を使ったヘアーケア、頭皮ケア、スキンケア

東京都 株式会社エイワース ３ＤＣＧ事業他分野の参入（３ＤＣＧアプリケーションの導入）

東京都 株式会社TeraDox 振袖ポータルサイト「Ｍｙ振袖」の知名度向上のための販促活動

東京都 学園ゼミナール 小学生対象に海外での実体験を通して話せる英語教室の開講

東京都 トゥビーデザイン 店舗展開及び販促物作成による新規顧客獲得・販路拡大事業

東京都 株式会社ＥＩＧＨＴ タイヤチェンジャー導入による若年層の新規顧客獲得

東京都 株式会社a-SolJapan 在海外日系工場向け生産管理システム販路拡大、現場カイゼン指導

東京都 有限会社美建 顧客向け特殊加工品の紹介用HP制作と商品パンフレットの作成
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東京都 ふぐ・すっぽんすゞき 集客増加・集客機会損出削減の為の店舗改装

東京都 カッティングパレスヒロシ 高齢者に適したリラックスできるセットイスの導入と販路開拓

東京都 有限会社アヴァンツァーレ サイドスリップテスタによる新規顧客開拓と顧客満足度の充実

東京都 安藤畳店 新聞折込チラシを活用した新規顧客開拓事業

東京都 キューピット平本 店舗改装による地域住民顧客の開拓

東京都 有限会社手打ちそば河邉 店舗入り口およびトイレの改修工事

東京都 株式会社アースブルー 皮膚保護クリームの新製品の開発、及び普及のための広報活動

東京都 有限会社佐藤製作所 受注機会拡大を目指す、新鋭工作機械導入に備えた空調設備強化

東京都 株式会社フォレストバーウッド 販促チラシの作成配布及び展示会出展による新商品の販路開拓

東京都 ライフ.クリエイション株式会社 特許申請中還元活性絹成分を活用した無添加化粧品の販路拡大

東京都 東京リフレス株式会社 WEB漫画と動画を使ったリフォーム受注の新たな顧客の販路拡大

東京都 有限会社ティアーズコンピュータ 『システム開発ガイド』を用いた営業による販路拡大

東京都 佐五兵衛 中高年層の利便性・顧客満足度向上効果を高める、お座敷整備事業

東京都 油屋旅館 新たな客層の獲得、来店客リピート率向上の為の宿泊施設整備事業

東京都 株式会社かえる不動産 お住まいに対する顧客のニーズ分析にもとづく販売促進策の推進

東京都 株式会社キャンピングワークス 小型発電機の保守・メンテナンスサービス

東京都 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞﾙｰﾝｻｰﾋﾞｽ 熱気球体験搭乗イベントによる展示商談会の実施

東京都 株式会社ウチノ板金 職人が伝える市民の為の屋根のリフォーム勉強会による販路開拓

東京都 株式会社ラザレ 健康素材を使った新商品の試作開発と、その販路拡大の為の宣伝

東京都 アクセス総合法律事務所 ネット上の法律問題特化型事務所としてのＨＰによる顧客開拓

東京都 有限会社ブライト 遺品整理業の宣伝・広告

東京都 KKテクノロジーズ株式会社 自社開発、国内生産の超長寿命LED電球の海外市場獲得事業

東京都 司法書士アクセス総合事務所 高齢者を中心とした個人顧客向けテレビＣＭ広告による顧客開拓

東京都 株式会社白川 大型並の音質を有する超小型次世代スピーカーのブランド確立事業

東京都 有限会社小桜 特殊品・オンリーワン製品の受注強化システムの構築及び組織強化

東京都 TAJIソフト開発 Windows10発売目前！パソコン講座でシニアを救え！

東京都 モナミ株式会社 新製品ムートン手袋のアピールによる売上・販路拡大

東京都 株式会社ストリームダイニング 新規開店する洋菓子・ケーキ路面小売店の販売促進

東京都 合同会社コンテンツツーリズム振興機構 ミャンマーからのインバウンド旅行受注拡大事業

東京都 株式会社アルマイト触媒研究所 消臭石鹸新技術のベトナム市場獲得と技術供与

東京都 キーナスデザイン株式会社 販路開拓・売上拡大のためのホームページ、販促資料作成

東京都 YamatalkEnglish ネイティブ講師による親子で楽しく学べる英語教室の周知

東京都 有限会社ベルクリエーション 家事代行サービスと整理収納サービスの提案による販路開拓

東京都 株式会社東京乳母車 喜びの育児をもたらす乳母車「プスプス」の新規販路開拓

東京都 オステリアジュリエッタ 前菜・肉料理・パスタのキラーコンテンツの開発・販路開拓

東京都 Monpetitchezmoi 国際イベントや地域イベント出店による柴崎の中のフランスPR

東京都 シェアジャパン株式会社 ルアー初心者に向けた取扱い説明用動画の製作

東京都 サンマロー 画廊喫茶からくつろぎカフェへの転換に伴う看板設置事業

東京都 わいん場 グリル肉料理の開発によるファミリー層への販路開拓事業
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東京都 株式会社やまぐち 地域密着型宅配サービスに取り組むための環境整備事業

東京都 てづくり倶楽部おたすけママ 「お手ごろ価格のオーダーメイド」に徹した代行サービスの宣伝

東京都 合同会社納々屋 無農薬野菜と無添加食材だけでつくる安心安全なカフェの開設

東京都 書の工房一空 新規顧客獲得につながる販路開拓事業

東京都 ノイラ リーフレット制作、ポスティング、ホームページ拡充

東京都 ラブ・アニマル・ジャパンペットシッター 24時間対応シニアペット短期宿泊施設「ラブ・シニア」事業拡大

東京都 安堂株式会社 あずきや安堂のキラリナ吉祥寺店の広告宣伝強化による認知度向上

東京都 株式会社Polaris 地域に根ざしたワークシェアスペース・テレワーク拠点の立ち上げ

東京都 有限会社シュミッツの森 地域顧客獲得に向けた新レッスンプログラムの導入とPR

東京都 株式会社グッドスマイルハウス 中古マンションのリノベーションパック商品の開発、販路開拓事業

東京都 イノベーションハック株式会社 ＷＥＢ広告を活用中の企業向けマーケティング支援サービス

東京都 株式会社オリーヴドゥリュック オリーヴ他、輸入食材の販路開拓に伴う展示会出展

東京都 ギルドハンズ合同会社 施術者個人コースの大規模展開と健康増進セミナーで地域医療貢献

東京都 アフター保育はぴぴねすと 子育てママの認知度アップのためのPR活動

東京都 針灸院仁祐堂 積極的広報活動と設備拡充による目・耳の鍼灸治療事業の拡大

東京都 有限会社岡元建具店 木製パズル「ものつくり棒」（特許製品）による娯楽事業への展開

東京都 暮らしのアートギャラリーもえぎ 「オンラインＳＨＯＰもえぎセレクト」開設による販路拡大

東京都 有限会社内山牛乳店 チラシの折込とインターネット対応による販路開拓事業

東京都 有限会社東京ドリーム 豆腐新商品の開発およびネット・広告宣伝による商品の販路拡大

東京都 株式会社内田コーポレーション ケーブル結束工具の海外販売開拓及び販売促進事業

東京都 工房mimaru 天然石パーツ加工品のテストマーケティングと自社のブランド化

東京都 株式会社総和ｅ－ｔｅｃ より快適な暮らしを実現するエコリフォームの提案・導入

東京都 有限会社バックフィールド 超伝導計測用極低温クライオスタットの海外販路開拓

東京都 ECCの個別指導塾ベストワン小川校 新規顧客層開拓のための秋のチラシの作製と配布

東京都 株式会社エスフードプラニング 都心の古民家風居酒屋スペースを改装し、土日ミュージシャン向けに開放

東京都 田中葉子社会保険労務士事務所 介護事業所に対する「役割期待対応型賃金制度」の普及

東京都 株式会社ＦＩＮＤ‐ＨＯＵＳＥ 不動産事業者向け物件情報管理システムの顧客開拓活動

東京都 DrumRescue ギター・ベース・ヴォーカル教室の開講による事業の拡大

東京都 株式会社西多摩新聞社 AR(拡張現実）広報のためのパンフレットとホームページの制作

東京都 アースコンシャス株式会社 「自然派入浴剤」ブランド確立による新規顧客開拓

東京都 ファミリーレストランBIG ＣＡＳ凍結商品の販売、営業及び販路拡大事業『島の大海』

東京都 株式会社海野技研 板金筐体向けスクリーン製版の一貫製造化

東京都 柳屋 ホームページ作成及びチラシ配布による新規顧客獲得事業

東京都 トータルサービス お年寄りや片付けられない症候群の方達のハウスクリーニング事業

東京都 有限会社柏屋 「冷製キウィそばがき善哉」の商品力強化と販路の拡大展開

東京都 武蔵野ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社 ２つの新市場（ファンクラブと専門学校）での新規顧客獲得活動

東京都 髙谷行政書士事務所 雑談にこそ、アイデアあり！宝箱シートによる見える化で顧客獲得

東京都 株式会社歩 引きこもり高齢者向けの「お出かけ支援イベント」の開催

東京都 株式会社そら 女性ヘルパードライバーの育成および女性顧客の新規獲得
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東京都 株式会社ディーワン 漢字検定のＣＢＴ（新システム）導入による新規顧客向けの塾改装

東京都 大野崇 富裕層向けパーソナルトレーニングメニュー開発・会員獲得

東京都 有限会社一龍 高齢の元常連客が来店しやすい店舗バリアフリー化による販路拡大

東京都 有限会社石川そば店 新規改装店舗への女性とファミリー顧客獲得大作戦

東京都 吉山商店 若い世代にくさやを知って頂き吉山商店の固定客化する店舗販売事業

東京都 ビューティサロンアミューズ 高齢女性の来店頻度を上げる送迎と快適性向上による客単価の向上

東京都 きろく 建物改修により新規釣り客を取り込み民宿稼働率向上を実現

東京都 ARKVILLAGE 来店困難なお客様に満足感を味わって頂く訪問理美容事業

東京都 民宿船見荘 ダイビング客の安全を確保するために行う、舗装工事や設備拡充

東京都 オーシャンクラブNUMBER3 厨房の改善・強化により食事の魅力を高め、島内で差別化を図る

東京都 ふくまる商店 御蔵島産のあしたばを活用したお土産用食品の開発と販路開拓

東京都 オーベルジュサトウ 小笠原パッションドレッシングの開発・販売

東京都 有限会社パパスダイビングスタジオ エンリッチドエアー導入による顧客及び講習生獲得事業

東京都 株式会社ジェイロード 新規ECサイトで、テーピングテープの直設販売拡大

神奈川県 メディアック二宮教室 店頭への電子看板設置でICT弱者救済に繋がる情報を常時提供

神奈川県 株式会社ｉｉｃｏｔｏ 広告強化及び既存商品へ波及効果を生む新商品開発による販路拡大

神奈川県 有限会社ふじの 地域特産品としての認知度向上と商品取扱店の販売力強化による売上拡大

神奈川県 有限会社ロッキーマリン ボート遊びを知らない新しい顧客層を獲得する事業

神奈川県 株式会社ＴＳＵＫＵＭＯ 日本製ビーチサンダルの新商品開発及び販路開拓事業

神奈川県 似顔絵屋さんポトレト 似顔絵簡易店舗の最適化とネットショッピングへの連動

神奈川県 株式会社ＭＭＳ 海のウエルカムボードの販路開拓

神奈川県 スタジオタチバナ 「綾打ち」のバリエーション強化と周知

神奈川県 山口米店 買い物弱者(高齢者・障がい者）の皆様が集える店舗への改装事業

神奈川県 株式会社友月堂 店舗誘客力を高めるための看板改修事業

神奈川県 緑生環 小さな緑・緑豊かな剪定の販路開拓、事業実施道具の拡充

神奈川県 有限会社小松屋 『デコ三味線じょんデコ』の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社製菓キヨ 顧客開拓と新製品をアピールするためのネット通販の仕組、小売事業拡大の工場整備

神奈川県 スーパー大丸かとう 新旧住民の集う惣菜の美味しい店づくりのためのファサード改修

神奈川県 きしストアー 出張商店街での販売効率改善のための車両積載什器の製作

神奈川県 株式会社アイ・ビー・シー研究所 ネット通販事業化へのホームページの拡充と刷新

神奈川県 株式会社マインズプラス 視認性を高めた看板作成と魅力ある店舗改装で若年顧客層の獲得

神奈川県 Natrium ハワイのバッグを通じた卸売業への進出

神奈川県 有限会社八百辰寿し リニューアル看板作製と新ケータリングメニュー作成

神奈川県 有限会社加藤モータース販売 店舗の美化とトイレの洋式化による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社創進 床暖房の導入で賃貸物件の質の向上を図り、新規家主の獲得を目指す

神奈川県 真鶴榮寿司 新規顧客の集客の為の宣伝広告

神奈川県 有限会社千秋園 インターネットホームページ作成による情報発信強化事業

神奈川県 株式会社東神 自社製｢消臭糸｣の活用による、高級感と消臭機能を備えた｢消臭今治タオル｣の新規開発

神奈川県 三留不動産株式会社 広告看板作成・設置による販路開拓事業
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神奈川県 有限会社コンドー 日本酒・ワインのセレクト店としての認知度アップと新規顧客獲得

神奈川県 殿村金型 作業所の徹底した温度管理による新しい生産体制の確立

神奈川県 株式会社プランニングアデイ 貸切ワインミーティングルーム設置化事業

神奈川県 有限会社ハヤシ美掃 新型光触媒(抗ウィルス・抗菌コーティング)サービスの導入

神奈川県 株式会社グリーンカンパニー 認知度向上と入り易さ改善、差別化した売場作りによる販促事業

神奈川県 レストランパセリ トイレを和式から洗浄便座付きの洋式に改装して顧客満足度の向上による来店頻度の増大

神奈川県 サンキホーム有限会社 「座るだけで血行促進できる畳」による健康産業部門開拓事業

神奈川県 株式会社トータル・オートサービス 車検整備サービスとタイヤ・ホイールの品揃えPR強化による収益拡大

神奈川県 株式会社ノキオ企画・制作 ホームページ開設による新規顧客開拓と売上拡大

神奈川県 焼肉龍 テラス席を有効活用した新たな顧客の開拓と認知度アップの為の広報戦略

神奈川県 川崎屋
インターネット買取サービスにおけるホームページアクセス数アップ、ページ読込時間の短縮、お客様の不安、問
い合わせ工数を除く為のホームページインターフェース改修

神奈川県 すどう農園 ハーブ茶・ハーブ精油の開発（体験講座/商品化）と販路開拓

神奈川県 合名会社鈴木商店 灯油宅配拡大事業

神奈川県 清水酒造株式会社 清酒ラベルの解りやすくモダンなデザインへの変更とパンフレットの作成

神奈川県 株式会社ホテルあかね 中国人を中心とした外国人観光客招致による販路開拓

神奈川県 有限会社水光苑 顧客訴求力を向上させるための店舗外観デザイン改装

神奈川県 株式会社ケイツープリント オリジナル和柄Tシャツ、トートバッグの開発と販路開拓

神奈川県 湯河原貨物自動車運送有限会社 カタログ２種、ホームページのリニューアルで行う販路開拓

神奈川県 生粋の源泉宿大観荘 湯河原温泉の泉質を活かしたユニバーサルで快適な宿を目指して

神奈川県 恵比寿茶屋
販促用チラシ作成設置配布・国道沿い・お店入り口に看板設置による集客効果
交通量調査（湯河原町調べ）
この交通量のうち10％１００人の集客を見込む

神奈川県 有限会社創美 新事業展開と顧客獲得の為の看板及びウェブサイトの整備事業

神奈川県 ネイルサロンﾌｧﾃｰｼﾞｱﾝ 新規ホームページ作成、商品ラック照明導入による販路開拓事業

神奈川県 社会保険労務士事務所こどものそら舎 保育園の労務管理をすっきりおまかせ「園外労務センター」推進事業

神奈川県 バレル 新調理システム導入によるケータリング事業の拡販

神奈川県 エス・ビー石油有限会社 タイヤのコンサルタント事業

神奈川県 大衆酒場め組や 客単価上昇と新規客層拡大を相乗させる業務用空調設備の導入

神奈川県 有限会社武井設備 移動式足湯を使ったFacetoFaceで顧客獲得をめざす

神奈川県 有限会社魚伝 家屋をイートイン型カフェとして利用するために内装工事を行う

神奈川県 カフェクレープリー 「ホームページ作成とのぼり旗」による集客アップ作戦

神奈川県 有限会社正徳 集客力向上を目指した店舗内改装によるバリアフリー化

神奈川県 有限会社山荘なぎさ リピーター客増大に向けた食事場所の環境整備事業

神奈川県 有限会社つくし 顧客の来店動機アップと、機会ロスを低減する店舗づくり

神奈川県 有限会社丸興商会 女性にやさしいサニタリー空間の創造による、集客力の向上

神奈川県 株式会社洗車の王国 台湾での中間層向け洗車ブランドの商標登録による競争力強化

神奈川県 株式会社三益 金属パイプ生産設備の３Ｄ動画による技術説明で販路を拡大する

神奈川県 有限会社花小代 もっと明るく、優しく、街と暮らしをお花で応援

神奈川県 有限会社セイタ写真館 出張撮影での肖像撮影分野の充実と拡大

神奈川県 株式会社TripleWin 「速読」と「総復習」と「先取り」講座の新規開講およびPR

神奈川県 有限会社つばき米店 小型精米機購入で少量からの精米サービスで顧客獲得・売上アップ
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神奈川県 ＳＷＩＴＣＨ－ＲＥＬＡＸ－ スマートフォン対応へのＨＰ更新と連動ＰＲポストカードの作成

神奈川県 ハヤマサンデー ショップカード、販売カタログによるＰＲと商品開発で売上アップ

神奈川県 TIDEPOOL（タイドプール） 近隣に対してのチラシ配布・ＨＰデザイン更新による新規顧客獲得

神奈川県 アーキット株式会社 雑誌記事・ＨＰリニューアル・リスティング広告による顧客獲得

神奈川県 ｱーｷﾗﾎﾞ一級建築士事務所 葉山古民家シェアオフィスのホームページの新規開設で顧客獲得

神奈川県 有限会社チャハット 新規女性向け商品開発と冊子制作、ワークショップ開催による販路拡大

神奈川県 有限会社ノガミプロジェクト レーシングデミオ公認キャラクターの制作

神奈川県 近徹 出張撮影サービスの宣伝告知強化

神奈川県 有限会社長島屋 オリジナル焼印入りまんじゅうの拡販

神奈川県 合資会社魚勝 新たな外国人客とシニア客獲得のための「純日本和風ダイニングサービス」の創作

神奈川県 株式会社逗子スポーツクラブ 高齢者向け健康体操教室への”癒しスペース”の新設

神奈川県 有限会社真張 新製品による売上増加を目的とした帽子製作用専用ミシンの導入

神奈川県 スマイル・イングリッシュ・アカデミー 英会話教室の移転に伴う集客力向上の為の取り組み

神奈川県 有限会社津久井自動車 次世代自動車に対応した販路拡大のための事業

神奈川県 ソリューションパートナーズ株式会社 急増する買い物弱者に、食料品を配達する宅配スーパーマーケット

神奈川県 チェチリア工房 地域ニーズにマッチしたカジュアルコンサート事業の為の販売促進

神奈川県 ペンションまつが アイスクリームのデザインを刷新し販路を開拓

神奈川県 有限会社アキモト印刷 私の街のプリントショップオープン事業

神奈川県 株式会社エコナノクラブ 木工品シリーズの商品充実とHPを含む販売促進

神奈川県 有限会社東栄商事 創業５０周年手作りチルド餃子の配送販売新システムで顧客満足度向上を図る

神奈川県 有限会社竹林石材店 石材クリーニング用の設備の導入とＨＰでのＰＲ強化

神奈川県 NicoRide 「NicoRide」のブランド強化事業

神奈川県 株式会社遠藤青木事務所 EC事業P／L改善の顧問型コンサルティングサービス事業

神奈川県 有限会社俵屋 宅配業務拡大の為のホームページ作成と広報コンテンツ強化事業

神奈川県 富士ウッドワークス株式会社 特注家具のセミオーダー化によるブランド確立及び新規顧客の開拓

神奈川県 calmsea 高齢者の健康促進・自立を目的としたイスヨガ教室新規シニア獲得事業

神奈川県 株式会社あしがら金太郎商会 神奈川県産オリジナル米によるネット通販売上増加

神奈川県 真壁畳店 中高年主婦層の畳縁ファッションから本業の畳需要を開拓する事業

神奈川県 有限会社オノザワ 地域木材や銘木利用を促進するための社屋ファサードの改修等

神奈川県 ワイズ お年寄りや地域住民を犯罪・天災から守るフィルム貼りの広報事業

神奈川県 glasscalico 小田原に新たな吹きガラス文化を根付かせる体験・展示施設の整備

神奈川県 ﾌｭｰﾁｬｰｱﾝﾄﾞｴｺﾛｼﾞｰ株式会社 老人/ペット施設内をウィルス等室内空気清浄化で新規販路開拓

神奈川県 湘南ウィッチーズ ウェブサイトの制作とチラシの制作・ポスティング

神奈川県 五十鈴学苑 HP作成による顧客開拓と女性指導員の募集、新サービスの提供

神奈川県 株式会社ピリカイ 中高年向けダイビングコース開設による販路拡大

神奈川県 有限会社魚一商店 新惣菜の開発

神奈川県 有限会社丹沢 特殊伐採の効率化・安全性促進事業

神奈川県 スマイルシャトル ＨＰによる集客システムの作成と視認性を高める看板作り

神奈川県 BeerCafeWeh キッチン設備の整備と食事需要受け入れのメニュー開発、雇用の促進
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神奈川県 りゅあまむ スマートフォン対策・ＳＥＯ対策ホームぺ―ジリニューアルによる販路開拓

新潟県 エヌデン 省エネシステム及び差圧流量計測の調整、保守点検業務の収益拡大

新潟県 株式会社五十沢板金工業 元請受注の窓口になるの為のＡＲシステム構築事業

新潟県 株式会社アスカ創建 身体とお財布が喜ぶ上越ＮＯ１住宅誕生！

新潟県 焼肉みずほ 客単価を向上させる店舗改装とメニューの改変

新潟県 有限会社コトヨ醤油醸造元 表彰盾（醤油使用の証）提供によるブランド・販売力の増強

新潟県 冥加屋ハウス 外国人誘客の為ホームページの改良と外壁（玄関看板含）の改装

新潟県 和風ジェラートおかじ 看板設置での誘客と素材の良さを伝え農家とともに販売増を目指す

新潟県 有限会社櫻家旅館 スマホ専用サイトとランディングページで集客ＵＰ

新潟県 有限会社萬寿堂 インバウンド受入体制強化と集客力強化、店舗入口、トイレ改装

新潟県 酒のフクヤ ウェブショップ開店と実店舗の新規客集客＆リピート強化事業

新潟県 ヘアースタジオかとう 高齢者・女性・移住者地域を繋ぐ“やさしい”理容店づくり

新潟県 Farming 普段使い出来る価格帯のプリザーブドフラワーの素材加工事業

新潟県 株式会社弥右ｴ門農園 強烈CM作成で、農家の想いのこもったお土産品販売

新潟県 御料理仕出し魚寅 トイレ改修による高齢者・身体障害者等のお客様の呼び込み事業

新潟県 ふじの井酒造株式会社 小瓶への酒の充填作業の生産性向上と新たな顧客層の開拓

新潟県 泉住 くつろぎスペースによる販売促進

新潟県 有限会社平澤設計 お客様に感動を与える3DCGプレゼンによる業務短縮

新潟県 ムービーワークス・モーリー ドローン[小型無人航空機]を使った撮影事業の商品開発

新潟県 株式会社ＮＣサポート 新技術メニューと新商品の新規導入と拡販

新潟県 株式会社長吉 「野鴨」を広くＰＲするための客室整備と取組み

新潟県 居酒屋仁 貸切専用客室の改修によるリピーター客拡大および客単価向上

新潟県 魚梅 割烹料理屋を現代的風に発展させ、新たなお客様を開拓する事業

新潟県 有限会社カーフェイス チラシ広告効果の再検証による新規顧客開拓への取組

新潟県 ペンション夢民 施設の利便性の向上とゆとりのある客室へリニューアル

新潟県 株式会社魚沼須原スキー場 魚沼の魅力あるスキー場実現事業（お客様ニーズ対応）

新潟県 大丸建設 サーモカメラによる高性能住宅の検証とウェブによる広告戦略

新潟県 有限会社佐藤時計店 機能性サングラスレンズの体験サービス展開事業

新潟県 有限会社たいせいや 「モノからコトへ」心のこもった接客、提案のできる店内へ改装

新潟県 トータルリペアアガルライフ 作業所兼店舗イメージアップ工事

新潟県 有限会社リフォーム一一九 片付けセミナー開催とパンフレット・ウェブサイトの作成、更新

新潟県 明星社印刷所 事務用封筒専門サイト内での完全自動見積システムの構築

新潟県 美容室Reets 新人スタイリストと訪問出張美容のＰＲ、新発毛メニューの開発

新潟県 有限会社亀代食品センター 外国語標記の看板設置と外国人向け料理の提供で宿泊客を獲得

新潟県 シャンビー美容室 キレイになってみんなもキレイに

新潟県 ラ・ナチュリッチ 店内リニューアルと新メニュー投入で新規顧客を獲得する事業

新潟県 有限会社中俣電装 高性能自動車コンピューター診断機による車両健康診断サービス

新潟県 山﨑糀屋 地元から発信する糀・味噌セミナー

新潟県 あらかわ荘 露天風呂付き貸切風呂の整備改築
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新潟県 亀徳泉 テーブル席の増設とトイレ改修による高齢者と女性に優しい店づくり

新潟県 有限会社小山呉服店 居心地のいい店内作り

新潟県 株式会社ａ＆ｖｅｉｎ 太陽光発電はＤＩＹ時代へ･･･信頼と情報豊富な販売サイトを構築

新潟県 割烹旅館室町 村杉温泉来訪客への認知度向上と利用促進の案内看板の設置

新潟県 有限会社佐藤商会 「まちのでんきやリフォーム」の認知度アップ・商圏エリア拡大

新潟県 松井時計眼鏡店 脱プロパー商品、顧客満足の高いオリジナルモデル開発

新潟県 株式会社越季 年間通して楽しめる！食の魚沼魅力発信事業

新潟県 駒形建築 3DCADソフト導入による福祉住環境で医療福祉と建築の連携

新潟県 有限会社萩野 新規客の集客を促す居酒屋スペース増設事業

新潟県 有限会社はじめ 高齢者同伴客の来店を増やすための店内改装と車椅子導入

新潟県 株式会社アクアス刈羽 コインランドリー利用者へのポイントカード利用宣伝

新潟県 株式会社コバヤシ 実需者との結びつき商談会出店並びに自社ブランド販売米の小袋化

新潟県 GreenAqua インターネットページのスマートフォン対応と商品紹介ページ新設

新潟県 わらや
開業5周年、顧客の囲い込みと女性をターゲットに地元の新鮮な食材を活用した料理の提供とＬＥＤ照明導入で明
るく清潔感漂う店舗づくりで売上ＵＰを図る

新潟県 村山大介陶芸研究所 ホームページとカタログ制作による販路拡大事業

新潟県 有限会社大滝食品 薄切り肉を使った新メニュー開発と消費拡大でみんな元気に！

新潟県 有限会社安田興和農事 「贈答用商品開発」「チラシ作成・配布」「ホームページ見直し」による新規顧客開拓

新潟県 利光建材 エクステリア展示場の設置による新顧客創造事業

新潟県 割烹酒田屋 和室での椅子・テーブル席会食に対応し、リピート率向上を目指す

新潟県 宮崎建築 高齢社会での工務店の役割「断熱・耐震改修」の周知と販路開拓

新潟県 和可山 高齢者に優しい店づくり「洋式トイレへの店舗改装」

新潟県 有限会社プレイトプレイス 女性一人で入れ、がっつり食べたい女性客を誘客する為の看板作り

新潟県 株式会社植木電機 「お掃除ロボット」のお試し貸し出しによる提案型営業の強化

新潟県 アールクラフト塚原板金有限会社 遮熱工法による省エネを切り口にした工場・店舗など改修受注

新潟県 有限会社今井技巧 超精密仕上に適応する作業環境の２４時間温度管理及びクリーン化

新潟県 株式会社Ｓｗｉｎｇ 新素材「黒水牛印材」圧縮成形に関わる金型製作

新潟県 有限会社ネットワーク・ジャパン 介護サービスをわかりやすくする動画サイト構築で集客向上

新潟県 ワンピース スプーンやフォークに名前やロゴを刻印する彫刻機の導入

新潟県 伊藤整備工場
自動車から生活必需品の修理は、伊藤整備工場まで、多種多様なお客様の要望・我ままに即時対応するため操
作性に優れた、薄板溶接機（アーク溶接機）を導入する

新潟県 有限会社鷹の巣館 シニア世代と高齢者とそのご家族に優しい宿づくり

新潟県 （資）寿荘 本館新看板設置、ライトアップと国道沿い案内看板設置による新規顧客獲得のための旅館PR事業

新潟県 男子専科ワクイ オープン40周年記念Tシャツ・エコバックプレゼント企画

新潟県 有限会社新光園 ホームページのシステム移行及びスマートフォン対応のシステム構築

新潟県 杢工房しもとり 伝統技術継承の為の自店ピーアール看板設置事業

新潟県 たかじん鍼灸接骨治療院 訪問患者新規獲得を狙った「攻め」の広報事業

新潟県 株式会社ナカシマ 販路開拓による企業体質改善のための基盤形成

新潟県 美よし タペストリーの作成及び商標登録

新潟県 切り文字屋オッケイ 当社を知ってしまったら楽しさが伝染してしまう作戦

新潟県 五十嵐工務店 新基準（高気密・高断熱）住宅における高透湿性健康住宅の周知
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新潟県 有限会社卯八 チラシ・パンフレット等を活用した情報発信と介護保険制度の周知

新潟県 笠原製麺所 製麺業者の強みを活かし地域資源である米を使用したスイーツ開発

新潟県 四季肴酒家きなり ゆったりとした時間を愉しんでいただけるような空間への店舗改装

新潟県 典子モダンダンススタジオ＆ＪＷＳ HipHopダンスの踊りやすいスタジオの整備による新規生徒の獲得

新潟県 八百久 陳列用冷蔵庫等導入に伴う店舗改装による売上向上

新潟県 リラクゼーションサロン楽Ne 店舗に来れない方（自営業の方、育児ママ、高齢者、企業勤めの方）に対する出張リラクゼーションサービス事業

新潟県 オートショップ二輪館 エントランス改修と専用顧客管理ソフト導入による集客向上

新潟県 今板温泉湯本舘 外国人観光客向けホームページの改良による販路開拓

新潟県 株式会社越乃森 店舗直販の売上向上と認知度向上による経営の安定化

新潟県 株式会社カネキ屋工務店 「心動かす提案力」３Ｄ建築ＣＡＤシステム導入による販路開拓

新潟県 有限会社こうじや やさしい建具、突起のない取手「やさしい取手」による販売力強化

新潟県 合資会社柳家商会 健康づくり支援メニュー「きくばりメニュー」と快適空間づくり

新潟県 青代工務店 快適な住まいをイメージさせる未来型ＨＰの作成及び情報発信事業

新潟県 桜井輪店本店 出張修理部門の立上げとＨＰの開設事業

新潟県 小林板金店 正しい板金の知識を伝え、受注を増やす事業

新潟県 有限会社日の出そば へぎそばブランドによる新商品の提供と地域特産品としての確立

新潟県 株式会社外山酒店 買い物弱者支援のための新規顧客獲得

新潟県 五十嵐食品 一般消費者向け店舗直販部門設置に向けた改装工事事業

新潟県 佐渡健康アシスト株式会社 温泉整備による子育て家族支援日用品販売による買い物弱者支援

新潟県 岩室リサイクルセンター&バラエティショップ 販促ターゲット初回店舗誘導のための３つの施策

新潟県 有限会社角屋悦堂 周知宣伝による新規顧客獲得及び店内整備によるリピーター客確保

新潟県 有限会社小松屋 お座敷用テーブルと椅子で高齢者もゆったり満足温泉旅館事業

新潟県 株式会社丸屋製菓 四季を感じるガーデンテラスで付加価値を高めた販売サービス開発

新潟県 有限会社モードクボイチ ソニックエステPRによる新規顧客獲得

新潟県 株式会社カワシマ エージング塗装技術を活用した個性派一般住宅の販路開拓

新潟県 有限会社環翠楼 結婚式プランのパンフレット作成、周知用ホームページの改良

新潟県 松之山温泉合同会社まんま
豪雪期間の販路開拓事業（インバウンド）および雪資源の活用、松之山温泉ふぇすてぃＢＡＲの開催（春節に合わ
せた開催）

新潟県 大雲沢ヒュッテ 設備・サービスの整備による「自然愛好者に優しい宿」の実現

新潟県 ロッジハンター インバウンドの宿泊客新規受入れ宿へ設備修繕により集客力強化事業

新潟県 有限会社好月 苗場山麓ジオパーク認定に伴うギフト菓子の開発及びＰＲ

新潟県 藤岡染工場 独自のネット通販導入とＨＰリニューアルによる新規顧客の獲得

新潟県 有限会社長谷桂 お客様の要望に応えるための、より高度なしみ抜き技術の開発事業

新潟県 有限会社あわづや 地元企業との菓子共同制作による新規販路の開拓

新潟県 聴風庵 地元密着型の店舗へのリニューアル

新潟県 やまさく商店 日配・要冷蔵品の取り扱いで酒類販売促進との相乗効果を実現

新潟県 有限会社ヒラセ酒店 厳選した希少10銘柄を訴求する地酒専門店としての店舗改装

新潟県 リフォームジャパン 商談スペースの充実化による新規顧客獲得

新潟県 有限会社金井食品 ㈱ぐるなび等展示会及び新潟フェア参加出展事業

新潟県 VideoStudioJ-cys 最新機器を使用した映像による販路拡大事業
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新潟県 株式会社きもの泉三 店舗魅力アップ、着物コンシェルジュによる新規顧客獲得事業

新潟県 合同会社セイゴーシステム 宅建業のための業務支援システムの開発と販路開拓

新潟県 岡美容院 超音波を使った新メニューとブライダルエステの新規客の開拓

新潟県 株式会社ダイショープロジェクト 当店オリジナル「元祖おろしつけ麺」の魅力を女性客に広げる為の広報事業

新潟県 有限会社浅乃橙 店舗入口のバリアフリー化による高齢者等が来店しやすい店づくり

新潟県 有限会社住吉屋 英語版・中国語版によるＰＲ看板の設置

新潟県 釣り具のトミー 釣りエサの種類等の充実による新規お客様の獲得

新潟県 おもちファクトリー もっとおもちを食べよう！餅パッケージリニューアル

新潟県 中野左官 ホームページで塗り壁をＰＲし売上向上

新潟県 株式会社シーエス川西 ショールーム改装による新規顧客獲得

新潟県 山口屋商店 川西産コシヒカリの高付加価値化と販路開拓

新潟県 株式会社ふぁっぴー ネット以外の集客に向けて

新潟県 有限会社ネットウェブ 急増するスマホ・タブレット難民を救え！内野ワンダーランド

新潟県 有限会社モノクローム新潟 業務内容の周知を目的とした看板設置及びチラシ作成事業

新潟県 Creative-SD株式会社 米穀卸売販売における集荷業務の拡大と品質保持で売上アップ

新潟県 焼鳥ひろ 機械導入による発送用メニュー等新たな商品開発と課題解決

新潟県 Kitchen&Bargoogoo ワインセラー設置、ワインの情報発信による新規顧客獲得事業

新潟県 肉の鶴久 買い物弱者対策と真空調理法の研究、開発、販売

新潟県 株式会社モンブラン シニア向け新メニュー開発及びケータリングサービス開始による販路拡大事業

新潟県 合資会社越南プリンティング お客様ルーム新設による販路拡大及び売上高増加事業

新潟県 有限会社清花園 「オシャレ」化パッケージ導入によるブランド力向上事業

新潟県 サロンドフルベール大浦店 フェイシャル集客増加・訪問エステによる売上高増加事業

新潟県 有限会社高七 中高年客が編物・手芸をしながら楽しく過ごせる場の提供

新潟県 バーバーヒロシ 店舗改装によるバリアフリー化実現でシルバー世代売上ＵＰ事業

新潟県 株式会社米山工務店 若年子育て世代向けのスマートフォンサイトを活用した営業展開

新潟県 居酒屋響 店舗改修と店舗入口看板外壁改修による高齢者・新規お客の獲得

新潟県 旅館初音 安心して宿泊・来館いただける設備を！二階女性用トイレを洋式化

新潟県 有限会社山﨑板金 機器導入による作業精度、作業効率の向上と新規販路の開拓

新潟県 有限会社梅田軒 みんなが集まりやすく気軽に立ち寄れる店づくり

新潟県 有限会社シロキヤ 折込チラシを活用した積極的な販売促進による新規顧客獲得事業

新潟県 有限会社門山電機店 町の電気屋さんだからこそできる、お家丸ごと提案型店舗の展開

新潟県 割烹横綱 お客様の安全・安心な店作りとバリアフリーによる高齢者顧客の開拓

新潟県 有限会社たかゆう 安全に入浴のできる露天風呂改築工事による客室の魅力向上事業

新潟県 丸勝会館 足の不自由な方、高齢者に優しい館内づくりを目指し、トイレ改装

新潟県 土屋畳店 魅力的な広告で顧客獲得を目指す販路拡大事業

新潟県 お食事処苗名滝苑 高齢者や身障者が安心して使用できる洋式の水洗トイレへの改装

新潟県 環境新潟中央 生ゴミ堆肥装置を呼び水としたエコ活動推進による来店頻度増加策

新潟県 小出寝装株式会社 寝具のメンテナンスと自分だけの寝具を提案する事業

新潟県 有限会社笹川誠商店 交通量の多い道路に広告看板を設置し新規顧客を獲得する事業
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新潟県 ケーピー運送株式会社 費用の抑えられる葬儀や家族葬のＰＲによる当社霊柩売上の向上

新潟県 クリーニングmoco ユニフォームレンタル事業開始に伴う広告宣伝事業

新潟県 ユニトライク株式会社 需要の高まるドローン専用バッテリーの販路拡大のための展示会への出展

新潟県 ＫＡＷＡＭＵＲＡ ホームページとチラシで自社の強み商品の販促事業

新潟県 社労士ミトオフィス デジタル×アナログによる積極的情報発信

新潟県 有限会社櫻井メリヤス工場 自社ブランドでの新デザイン開発及び海外への販路拡大

新潟県 有限会社桑原宝石店 本店（宝石店）と支店（眼鏡店）の相乗効果を活かした夏祭り！

新潟県 有限会社建石畳店 畳の魅力発信で受注獲得を目指した新ホームページ作成事業

新潟県 ウッキーマート合同会社 高齢者層の生活維持と、主婦層のニーズをも満たす店舗の確立

新潟県 株式会社匠の夢 継続的提案型高付加価値織物の受注体制強化

新潟県 有限会社SASエンジニアリング 通信環境弱者へのメンテナンス業務や最新通信設備販売の新規開拓

新潟県 ヤマギワ建築設計 新商品「夢をかなえる我がまんまハウス」の販路開拓事業

新潟県 有限会社山喜屋 和スイーツによる販売力強化とＨＰ作成によるお取り寄せ販売事業

新潟県 丸由茶舗 次世代ティーバッグ茶の開発による若者向け販売促進事業

新潟県 ダイカネ 天然乾燥木材の魅力を伝え、木工品から受注拡大ＰＲ事業

新潟県 株式会社ＦＵＪＩ 活き活き集いのスペースとゴロゴロ健康見守り事業

新潟県 有限会社セントラルコーポレーション 新潟に数少ない福祉車両ビジネスによる販路拡大

新潟県 矢沢建設 新規顧客獲得のためのホームページ作成による情報発信事業

新潟県 株式会社くりや商店 夜間でも店舗名と駐車場が確認できる立看板

新潟県 手打ちらーめんさっぽろ食堂 アイキャッチで伝わる店舗屋外照明の設置

新潟県 平野屋豆腐店 ブランディングによる地域の豆腐屋を印象づけ消費拡大を図る

新潟県 岸本商店 「オリジナルラベルのワイン」の開発とインターネット販売

新潟県 稲村文具 あえて書籍販売をＰＲして、読書好きの高齢者の囲い込みを行う

新潟県 株式会社l'escargot ブランド力向上のためのデザイナーによるラベル、パッケージ刷新

新潟県 ヤマガ工務店 ＣＡＤシステム導入と周知力向上により頼られる街の大工を目指す

新潟県 中央ラジエーター工業 塗装ブースの新設による工場改築事業

新潟県 寿司清鱗 店内環境の向上による快適空間の提供

新潟県 エス・ヘアー 介護福祉理容ＰＲおよびエコなサロンづくり

新潟県 有限会社ゆきぐに企画 ホームページとラベルリニューアルによる販路開拓事業

新潟県 株式会社マンバ ミセス志向の新コーナー設置と高齢顧客の為の店舗改造計画

新潟県 観光開発嵐渓株式会社 海外宿泊客の誘致及びおもてなし事業

新潟県 有限会社尖閣湾揚島観光 佐渡観光を支える施設のイメージアップ事業

新潟県 笹川流れすみれ工房 高品質の竹炭増産による「食品用竹炭パウダー」の販路拡大

新潟県 革工房アバッリ 展示会・ネット広告による販路拡大、工房の水道設備導入

新潟県 有限会社でんき屋 高齢者向けグランドゴルフ・宴会・ゆけむりプランＤＭ大作戦

新潟県 ワンダースリー 木の看板設置と音楽合宿メインのパンフの作成、配布で顧客獲得

新潟県 Ｋｉｋｕ膳 「しそ味噌」販売で「生涯現役人生」をひろめ隊プロジェクト

新潟県 株式会社小山工具 趣味の物づくりの集客を促すための店舗改装、サービスの強化

新潟県 株式会社関原塗装 チラシとWEBサイトによる新規開拓事業
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新潟県 有限会社ビーアンドダブリュ（共同事業代表） 機能性を追求した犬の服の開発・販売

新潟県 有限会社高野製作所 外国人観光客の誘客を計る為の中央口店の広告看板作成

新潟県 有限会社宝巌堂 新コンセプトを伝えるパンフの作成送付、ＨＰの改良、看板の設置

新潟県 株式会社ゆのたに荘 新たなランチバンキング企画の継続による顧客創出事業

新潟県 有限会社蘭奈 地元商品を活用し新デザート商品で、女性・子供客単価向上

新潟県 有限会社笹川流れ観光汽船 笹川流れの天日干し干物情報発信事業と魅力的な商品パッケージ開発

新潟県 ブーランジェリーダイゴ コッペパンの開発と販売による新規顧客獲得事業

新潟県 有限会社日本海企画 伝統的なイメージからお洒落で可愛らしくパッケージ開発

新潟県 有限会社加藤タイヤ商会 大型車リフトアップ作業の安定化事業

新潟県 株式会社脇坂園芸(共同事業代表） 植物工場ユニットの開発とエディブルフラワーの販路拡大

新潟県 有限会社ラ・オープル ラスクを含めたパンの新商品開発・販路開拓・顧客の満足度アップ

新潟県 カサイスタジオ 店舗入口の段差（４階段）を無くすためのバリアフリー工事

新潟県 パナ・コスモスアマノ 入口の自動ドア化で、高齢者に優しく明るい居心地のよい店舗作り

新潟県 株式会社ホイミ 自家製米を使った新しいポン菓子の制作・販売

新潟県 有限会社桂屋 インターネット経由での集客のための自社ホームページ整備

新潟県 株式会社竹田工務店 パンフレット作成と工事現場看板の活用による顧客との接点作り

新潟県 有限会社吉田屋 カフェコーナー活用による「来店のきっかけづくり」で販路開拓

新潟県 桑原商店 生産者連携・最良の商品販売と顧客管理、新商品展開のHP作戦

新潟県 平井ファーム 妙高山麓産～コシヒカリ～の販路拡大事業

新潟県 蕎麦処一郷庵 蕎麦打ち工程時短で量産、新規摘み草メニューと宣伝で販路拡大

新潟県 うぐいすの初音 高品質な熟成牛宿泊プランのための設備導入と新規顧客獲得事業

新潟県 有限会社ビューティコダマ エステ＆ヘッドスパの個室サービスによるお客様満足度向上事業

新潟県 合資会社竹田酒造店 海外コンテスト「ＩＷＣ最高賞」を宣伝するＨＰで取引拡大

新潟県 有限会社丸山事業 本格的薪窯による安全・安心・健康志向のピッザ販売と販路開拓

新潟県 株式会社熊木商事 広報活動による販路開拓

新潟県 株式会社世伸堂薬局 相談販売力強化の為、ホームページの全面リニューアル

新潟県 とき和 客数増の為の看板設置、客回転率向上のための器具導入

新潟県 朝日カイロプラクティック 新規顧客獲得のための看板と外装のリニューアル事業

新潟県 うららの森 移動カフェ実施チラシと当店ＰＲのための小型チラシの作成

新潟県 レストランプルミエ 当店の料理を味わう機会を創出し来店者の増加を目指す

新潟県 Ｐｅｅｋ－ａ－Ｂｏｏ 新メニュー販売と看板、パンフレットの活用による販路開拓

新潟県 大吾菓子舗 広域的な商品流通に耐えられる「おひとり様用パック商品」の開発

新潟県 盛永 若者・家族連れ獲得のための店舗改装事業

新潟県 株式会社山佐 ヒートポンプを用いた省エネ住宅の若年層向け体感型見学会の開催

新潟県 小山塗装 チラシによる一般住宅塗装知識普及によるリフォーム提案

新潟県 有限会社本間青果 青果卸売業から提供する新鮮かご盛り事業

新潟県 有限会社タカライ・フォト・スタジオ 動画撮影サービスの提供による、顧客満足向上と新規顧客の獲得

新潟県 ホワイトハウスマスエン ホームページ改良による新規客の獲得と既存客への再アピール

新潟県 登川フィッシングパーク 冬季期間でも営業可能な釣池の増設事業
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新潟県 有限会社アベ設計室 大規模木造建築物構造設計ソフト導入による受注開拓

新潟県 衣料のタカカツ 地域観光資源をシャッター塗装でイメージアップ

新潟県 株式会社高三織物 小千谷縮新図案製作のための柄図道具を考案、試作して販売促進

新潟県 株式会社信濃や 新潟県産オリジナル漬物開発に必要な増員・設備投資事業

新潟県 より処かこみ 料理の食材、お酒の種類を目で見て楽しめる提供方法への変更事業

新潟県 有限会社山波農場 当社ホームページの拡充とインターネット広報による販路拡大

新潟県 ㈾小村屋商店 鮮魚コーナーの特化にかかる看板の改装事業

新潟県 加賀田米穀店 観光客向けの店舗改装と看板の作成

長野県 トレスホームズ株式会社 パッシブハウス&オリジナル蓄熱温水暖房システム開発・提案事業

長野県 有限会社巣山 配達力強化による既存顧客の利便性向上と新規顧客の獲得

長野県 おぎはら司法書士事務所 高齢者向けの相続サービス事業による販路開拓

長野県 iCafe 気軽に立ち寄れるIT相談所iCafeのPR強化と集客率向上

長野県 株式会社ヒロタヤ 商談展示ルームの新設による商品提案サービス向上対策

長野県 有限会社中田スクリーン印刷 ３Ｄプリンターを利用した新商品の試作・提案と治工具の内製化

長野県 合同会社インスピレーションワールドエージェント ランチ営業開始に伴う宣伝と店舗環境整備

長野県 株式会社山岸産業 小容量・カスタマイズ・訪日観光客向け土産パッケージ作成

長野県 有限会社フェアウインドコレクション 「ＭＹブランド・ＭＹライフ」自前ブランドで私生活を楽しむ

長野県 有限会社東屋商店 靴を通じた健康を提案する店舗づくり

長野県 つるや商店 商談スペースの新設、商品カタログ・チラシを活用した販路拡大

長野県 有限会社鳥居川自動車 スキャンツール（故障診断機）導入によるサービス向上と新規顧客の開拓

長野県 小佐加 高齢者や身体不自由な方が利用しやすい店舗内外の改装

長野県 いぶき養鱒場 自社生産魚の食品とした保全と販路拡大事業

長野県 株式会社池上酒店 ＩＴを活用した宝剣岳でのお土産セット販売システムの構築

長野県 池田屋商店 高齢者のお客様の自宅への個別訪問販売による買い物弱者支援事業

長野県 株式会社軽井沢ＩＴ経営センター ＩＴ活用買物受発注システムによる高齢世帯買物弱者へ宅配事業

長野県 梨子田松川店 自家製焼肉タレによる他店との差別化・冬季商品開発による販路拡大

長野県 有限会社佐久ガラスアルミセンター ホームページの作成および広告宣伝強化による新規顧客獲得

長野県 カントリージョー 温泉をイメージした温泉風浴室改修工事による外国人宿泊客の誘客

長野県 ニチノウ食品株式会社 地域素材を生かした漬物の素の開発のしくみ作り

長野県 有限会社フィット・ラボ 設備改造による大口径、小径レンズ用原器生産の技術確立と販路拡大

長野県 有限会社パルみやじま より良い住いの提案・困りごと相談解決事業

長野県 吉村電気 なぎそねこ小売店舗の開設事業

長野県 有限会社カネキン小椋製盆所 南木曽ロクロ細工スピーカーのラインナップ拡充と販売体制強化事業

長野県 稲石 中高年齢者用イス・テーブル設置で料亭復活事業

長野県 有限会社トップカンパニー 「商談コーナー」を新設して保険商品提案力向上による誘客対策

長野県 ペンション風のうた 林の中での足湯、足つぼ歩行で癒しの旅をさらに充実

長野県 藤原建築 顧客獲得を目指す舗装事業強化と環境にやさしい透水性舗装推進

長野県 有限会社タカギプランニング 住宅設備機器建材資材の展示会による売上・認知度ＵＰ！

長野県 有限会社丸幸宮澤商店 高齢者・買物弱者対応のための店舗改造
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長野県 シェリーマリエ スマホサイト構築と、ワークショップ開催による新規顧客開拓

長野県 有限会社風 当社新業態店舗（定食屋）開設による新規顧客開拓事業

長野県 有限会社倉田設備 水道管の漏水個所の迅速な検出技術導入による受注拡大事業

長野県 ロッヂフリーラン 「夏季限定３大プラン！の作成と告知強化」による集客強化

長野県 田村自動車 輸入車のカスタムに興味がある方を対象にしたホームページの改修

長野県 かりん国際知財・行政書士事務所 外国企業・外国人をターゲットとした知財・行政書士業務販路開拓

長野県 有限会社ブライダルやまと 成人式レンタル振袖展示会の開催による販路開拓

長野県 有限会社松尾製綿 改良テンセル使用寝具のモニター販売開始に伴う折込広告の実施

長野県 有限会社うめのや 店舗イメージアップによる顧客満足と、若い客層の集客力向上

長野県 株式会社LIONSGATE スノーボード体験広場による市場拡大と販路開拓

長野県 有限会社ブーレ 軽井沢の歴史と文化を感じながら、往時の逸品と出会える店づくり

長野県 すずめカフェ 広告宣伝強化およびエアコン、ソファーセット購入

長野県 美容室Dahlia お客様からの口コミ紹介による新規顧客の誘客対策

長野県 有限会社飯田三菱電機サービス 新サービス「全身マッサージ」による顧客満足度向上と誘客対策

長野県 工房菜や 注文機能付きホームページの新設による販売促進

長野県 南国飯店 高齢者に対応したトイレリフォームによる誘客対策

長野県 小池手造り農産加工所有限会社 取引農家への防草効果のある木チップを無料配布と広報活動

長野県 株式会社日本屋 自社ＨＰ作製で技術と実績をＰＲし、顧客管理で需要開拓する事業

長野県 有限会社ＳＴＥＲＮ 大相撲関取顔入りクッキーの製造受託事業

長野県 深澤酒店 来店促進と個性的な品揃えをアピールする店舗看板及び袖看板の設置

長野県 有限会社山林舎 販促用リーフレットの作成と試作品ストーブ製作による販路拡大

長野県 ますだ屋 新規顧客獲得のためのパンフレット作成と高齢者に優しい改修工事

長野県 俵屋 集客を高めるための高齢者に優しい設備

長野県 理容ホリウチ 高齢者や生活弱者に優しい長期間顧客であるための施設改修

長野県 キーショップネクスト 特殊キーの作成可能枠拡大による新規顧客増加策

長野県 クローバーヴェール 高齢者向け「なごみの空間」プラスワンで販路拡大

長野県 有限会社トノムラヤ薬局 認知症予防を含めた「未病先防」・・・予防と養生の積極的な提案

長野県 TriangleWin 中小零細事業者に安価・簡便な広告手段を提供するネット広告事業

長野県 株式会社ちりめんや 広告利用による顧客早期獲得と関連業者との連携による新規客開拓

長野県 有限会社フロム・エス 和食を通じて、顧客満足度の向上による新規顧客創造の実現

長野県 七りん亭 パンフレット作成・配布や店頭掲示板設置による新規顧客の開拓

長野県 CANOA ヨガをメインとした総合美容ケアの情報発信による新規顧客開拓

長野県 八ヶ岳食工房合同会社 全天候対応型カフェテラスへの改修による販路開拓事業

長野県 原村の清水さんち ベリー園を一望できるカフェと摘み取り体験のPRによる販路開拓

長野県 ロッヂカナディアン ロッジのテラスサイドでＢＢＱスタイルの食事提供

長野県 有限会社マルス建築舎 「小屋フェスティバル2015＠茅野」への出展・販路拡大

長野県 有限会社萬屋酒店 ワンランク上のワイン市場獲得のためのワイン品質管理機器の導入

長野県 有限会社IncredibleQuacks 遠隔地と地域に同時に訴求するHP・看板の設置、折込広告配布

長野県 アルガーデン 「脱」下請け！個人顧客獲得のための広告・ホームページ作成
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長野県 granne 信州産栗材を使用したガーデン用木製三脚の開発

長野県 有限会社りんどう 店舗看板改修とチラシによる認知度向上と新規顧客獲得

長野県 有限会社BIGWAVE 展示会出展を中心とした販売戦略の構築

長野県 那須野画材工業株式会社 お客様参加型のネット上ギャラリー開設と販売サイトの構築事業

長野県 合同会社ヤドロク 顧客ターゲット毎の広告媒体を利用した集客力強化

長野県 有限会社山本館 ホームページ再構築による自社サイト集客力の向上

長野県 有限会社古久屋ホテル 英語・日本語版ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ専用ﾍﾟｰｼﾞの構築で集客力アップ

長野県 有限会社ホテル山楽 お客様が自由に使えるランドリールーム設置による顧客獲得強化

長野県 有限会社渋ホテル 英語版ﾓﾊﾞｲﾙ端末専用ｻｲﾄの新設で外国人客集客強化

長野県 幸鮨本店 空間の改善で顧客の確保

長野県 株式会社ホテル・ジャパン志賀 ホテル館内丸ごと美術館化による集客力の向上

長野県 株式会社アローブ ネット販売システム構築による販路拡大とブランディング

長野県 株式会社唐澤工務店 機動力を活かしたリフォーム事業のネットやメディアでの広報活動

長野県 DANKE
まつ毛エクステンション部門の新設・サービス開始による販路開拓

長野県 株式会社伊那炭化研究所 高級インテリア用木炭・竹炭の低価格量産化による販路開拓

長野県 有限会社笑栄システム 顧客のニーズに合わせた超小型制御マイコンの開発・販路開拓

長野県 北原ファーム 美味しい野菜のうま味アップ！ドライトマトの開発・販路開拓

長野県 メイヤの樹 ワインの品揃え強化と洋菓子等の開発・販売による新規顧客獲得

長野県 有限会社山加塩原書店 配達サービスの強化と看板設置による新規顧客獲得

長野県 Studio雨てらす 上伊那地域の需要開拓と映像技術の高度化による販路開拓

長野県 花まめや 創業による顧客確保の為の商品ピーアールと販路開拓

長野県 喫茶・食事処ぶんぶ～ん 「街のご飯屋さん」への変革によるＣＳの向上とリピーターの拡大

長野県 APOPCreation 諏訪、上伊那地域への体験型研修事業のPRによる販路開拓

長野県 天龍糧食工業株式会社 新規顧客開拓に向けたイートインコーナー(店内飲食)の設置

長野県 パティスリー・オー・スガ 看板・フラッグ設置及び新メニュー開発による新規顧客の創出

長野県 有限会社明月堂 ホームページ作成による本店への顧客誘致事業

長野県 システム管理株式会社 ホームページ新規開設による「若い世代のお客様」への誘客対策

長野県 ひるがみ茶屋 雨天にも対応できる屋外販売スペースの新設による誘客対策

長野県 有限会社園原観光 豆腐製造卸部門強化と御幣餅改良による売上向上事業

長野県 株式会社五龍舘 星降る夜空と自然の大地に触れる北アルプス本格キャンプ体験

長野県 お食事処ちとせ 看板設置による新規顧客へのＰＲ及び駐車場のバリアフリー化事業

長野県 ナガセ美容室 フラット式洗髪用イスの導入による、高齢者向けサービスの向上

長野県 車屋ミヤジマ 認証工場取得による販路開拓とＥＶ事業参入事業

長野県 日本装置開発株式会社 自社製工業用Ｘ線ＣＴスキャナーの拡販のためのホームページの製作

長野県 あづみ野炭火焼ふーさん 誘客の為の外装リニューアルと新たなメニュー展開による販売促進

長野県 NaturalHairあおいろかぶとむし 「本質美」を追究するプライベートサロンを確立するための増床

長野県 わくわくパソコン教室 e-脳トレ、ローマ字入力メソッド導入による顧客満足度の向上

長野県 レストランボンヴィヴァン ウッドデッキを活用したお客様のニーズに対応する為の客席増設

長野県 カフェバリエ エスプレッソマシン導入による笑顔広がるコーヒーメニューの開発
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長野県 有限会社三友電機 ホームページリニューアルにより直接販売先の販路拡大及び単価向上の実現

長野県 ペンションクラーレット テニス初心者を誘客するための壁打ちの設置と衛生環境の改善

長野県 ラトリエ・デ・サンス イベント・パーティー需要に対応するための音響機器の購入

長野県 パンの店ニコ・テイル 新規来店客獲得と店舗認知度UPのための『店舗外観』の環境整備

長野県 米っ子寿司龍巳 地域ブランドを使用した食材でＷＥＢ化を睨んだ内外への情報発信

長野県 てんりゅう治療院 耳つぼ探知機の開発及び販売

長野県 リラクゼーションエステルーチェ 長野県内唯一のバリエステ宣伝による新規顧客獲得事業

長野県 CalsRock 環境整備による品質向上とお客様満足度向上からの新規顧客獲得

長野県 一般社団法人ＶＣ長野クリエイトスポーツ ネット販売システムの構築による販路開拓

長野県 株式会社宮坂建設 『リフォーム工房』におけるリフォーム宣伝広告事業

長野県 グローバルトレーディング株式会社 自社製品”ミニモト”のブランド力強化と時計のアピール強化

長野県 有限会社ナカガワ 高齢者の「困った！」を解消する為の設備導入による業務効率改善事業

長野県 ペンション遊基地 体験型宿泊メニューの充実とＷｅｂ発信力の強化による集客増

長野県 有限会社窪田モータース 高齢者にやさしい商談スペースの提供

長野県 有限会社肉の鈴木屋 店舗改装による分かり易い商品陳列とチラシによる販路開拓

長野県 メゾンドソラマメ 什器入れ替えによる店舗イメージの統一事業

長野県 お食事処十郎太 自然豊かな平谷村に合った、緑に囲まれる食事処作り

長野県 有限会社まる文 直売所改装による販路拡大とホームページを使った販路開拓の構築

長野県 草如庵 集客力向上のための店舗及び厨房設備の改善

長野県 恵比寿屋商店 【手書きチラシ】配布の範囲拡大による商圏拡大

長野県 宮下写真館 高画素カメラによる文化財のデジタルアーカイブ化

長野県 安藤玉松堂表具店 ホームページ制作・広告パンフレットによる販路拡大営業活動

長野県 有限会社石の澤屋 時代に則した集中的PR大作戦

長野県 湯沢雲揚堂 和文化の伝承啓発により、表具への関心を高め受注に繋ぐ取組み

長野県 hairGlanz（ヘアーグランツ） 新規客のネット予約での集客窓口強化事業

長野県 株式会社いしかわ ベトナムへ「漬物」の輸出と販売ルート構築

長野県 株式会社吉商ホールディングス 新規出店による販路の拡大と売上増加

長野県 有限会社桜井商店 真田線、小島田沿線沿いの店舗案内看板設置・販路開拓事業

長野県 有限会社エム･ワイ･シー 高齢者のためのタイヤの交換＆保管サービス販売促進事業

長野県 飛翔塾元和道場 新規会員増員、キッズクラス開設宣伝活動事業

長野県 有限会社若ぎ里寿司店 デッドスペースを利用した収容客数の拡大

長野県 合資会社酒屋旅館
自社ホームページの改修と英語版作成※スマートフォン対応も含む

長野県 株式会社寿命延 自社スマートフォンページ作成（日本語サイト、英語サイト）

長野県 AngloJapaneseBrewingCompany合同会社 メンバー登録制度による限定ボトルの小売販売の開始

長野県 株式会社ドリームシップ アウトドアアクティビティーの紹介・説明に要する空間整備事業

長野県 有限会社でんべー インバウンドゲストの販路開拓

長野県 有限会社しげの家 シニア向け宿づくり「完全バリアフリー」のための玄関改修工事

長野県 有限会社宮久商店 看板作成及び店内改装による店頭販売力強化事業

長野県 合同会社文屋 専用ホームページ制作によるプレム・ラワット氏の著書及び全国縦断講演会等販促ＰＲ
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長野県 酵素風呂きらら 余暇時間に余裕のある酵素風呂利用者に向けた滞在の為の施設整備

長野県 とおみね技術士事務所 だん暖ライフの環境にやさしいペレットストーブのPR

長野県 今井建設株式会社 民間工事受注と映画制作部門ＰＲの為のホームページ開設

長野県 株式会社フェローズ 自社人気商品の機械導入による作業能率向上と販路開拓

長野県 羽田時計眼鏡店 新規顧客獲得の為の若者・女性への拡売施策

長野県 株式会社エスケー精工 医療機器やロボット産業に向けての技術提案営業による販路開拓

長野県 株式会社ボーテ・ディマージュ・レイ 音調装置よる体調の視覚化提供による販路拡大

長野県 有限会社丸子ラベル印刷 自社製品の試作と販路拡大施策

長野県 有限会社信州ワタナベ 自社ＨＰ（スマートフォン連動）ＳＮＳの構築（による顧客獲得）、レシピ提案による顧客獲得事業

長野県 有限会社ＮＯＴＥＳ 店舗整備とネット活用による広域展開を目指した販路開拓

長野県 P.O.PHouse 地域の特徴を生かしたリアルな情報発信メディアの提供

長野県 有限会社ライブ・ファーム ラジオ広告による『黒い堆肥』の直販促進事業

長野県 訪問看護ステーション・ふれあい株式会社 緊急訪問を可能にする新拠点整備とチラシ作成配布による販路開拓

長野県 ＪＡ清内路店 高齢買物弱者への宅配・送迎用車両購入事業

長野県 木下祐一左官店 チラシとサンプルで特殊な左官工事の新規顧客開拓

長野県 有限会社西部インテリアハマシマ 大型サンプルに対応したショールーム新設による個人客の誘客対策

長野県 あづみ野バザール若松屋 独自商品により、新たな客層を誘致し客数、利益の増大を図る

長野県 合名会社奥村ラジオ店 新サービス取扱いのための店舗改装と顧客情報共有による満足度の向上

長野県 山賊焼きと地酒の専門店居酒屋花風 新サービス導入・営業日拡大による差別化の宣伝と新規顧客開拓による売上拡大

長野県 株式会社プラザ安曇野 安曇野産食材を使用したオリジナル加工食品（惣菜）の開発及び販路拡大

長野県 もみやま土地家屋調査士事務所 山地測量ソフトの導入による作業効率化改善と顧客満足度及び認知度向上

長野県 株式会社キバチ堂 オンライン受注による受発注・顧客管理システムの導入による販路拡大

長野県 有限会社南安鐵工所 型鋼加工能力の周知による販路拡大

長野県 奥原不動産鑑定事務所 大量案件データ処理ソフト導入による売上比率改善と新規顧客開拓

長野県 有限会社大気堂 布素材への印刷可能な設備導入による販路拡大

長野県 株式会社中部住研 ホームページリニューアル・看板設置による情報発信強化と新規顧客獲得

長野県 株式会社辰巳 特産信州サーモン入りオレンジ色のクリームコロッケの開発

長野県 サロンド・テ・フルーヴ 店舗を活用した展示会などのイベント強化による非ピーク時への顧客誘引

長野県 プリンセスジュエリー さくら真珠ブランド化と真珠専門家アピールによる新規顧客獲得

長野県 有限会社ユーズポイント 中古車に塗装技術をプラスをＰＲして新規顧客を獲得する

長野県 木曽オールプリント株式会社 お客様の思い出や証しを形にする新たなサービス提供事業

長野県 有限会社小松 地域コミュニティーを考えた店づくりとお客様の要望に応える事業

長野県 ファームよしかわ製作所 自然循環栽培作物の生産販売

長野県 株式会社トモノ 住宅のラインナップ・性能を記載したパンフレット制作及び印刷

長野県 株式会社桑田館
自社ホームページ作成（日本語、英語サイト）による販路開拓
（※スマートフォンサイト作成も含む）

長野県 松本木材株式会社 オーダーキッチンの開発・住宅リフォーム工事による販路開拓

長野県 お喜夜 新たな顧客獲得に向けた営業形態の見直しと店舗改装等の実施

長野県 飯田建設株式会社 南信州初ペレットストーブ専門ショップ、「木ねん堂」開店

長野県 有限会社スワ内装 チラシ及び地域情報誌の活用とフォロー営業による新規顧客の開拓
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長野県 いたこ庵 大河ドラマ「真田丸」に向け地鶏真田丸を使った新メニューによる顧客開拓

長野県 有限会社マルイチフードサービス 作業室の新設による製造技術の蓄積と自社ブランドの育成

長野県 有限会社上野製作所 展示会を最大限活用した加工技術ＰＲによる成長分野への参入

長野県 岡本商店有限会社 タウンメールの活用と自社ＨＰ改良による新規顧客開拓

長野県 有限会社産直いいやま インターネット販売につなげる自社ＨＰの構築と企業ＰＲ用会社案内の制作

長野県 株式会社木島平みらいエンジニアリング 「電気設備保守点検業務への本格参入」による事業の拡大と地域雇用の拡大

長野県 工坊般若 新商品紹介、販路拡大のためのギャラリー出展

長野県 有限会社増田自動車鈑金 新規顧客獲得に向けての店舗PRと作業場改善事業

長野県 有限会社昼神食品 保冷車購入による買い物弱者への食材提供事業

長野県 株式会社バンブー 高精度内径測定器導入による顧客ニーズへの対応と販路開拓

山梨県 武藤クリーニング店 老舗の匠が行う着物のシミ抜き技術を広告媒体等を活用して販路拡大

山梨県 明杏産業株式会社 糸で繋がる産地連携プロジェクト

山梨県 有限会社暁星観光開発 WEBで「おもしろプラン」を発信する顧客販路拡大プロジェクト

山梨県 Linda-club（リンダクラブ） カラオケバーからスポーツバーへ、映像機器導入と改装による業種変更

山梨県 有限会社エルフィン・インターナショナル 安定供給と量産体制のための設備拡充による全国展開プロジェクト

山梨県 株式会社N&K 店舗環境を改善し、集客力向上による販路開拓

山梨県 風来坊 家族連れや学生にも入りやすい店舗イメージアップ対策

山梨県 ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝマハラジャ 本場コックの大きいナンと日本人に合うカレー店の移転周知と販路拡大

山梨県 森島商店 郡内織の夏座布団生地の安定供給と新柄開発による販路開拓

山梨県 都留カイロプラクティック整体院 ２４時間年中無休！お悩み相談窓口開設の為のＨＰリニューアル

山梨県 株式会社日の出商事 賃貸仲介顧客をターゲットにしたレンタカー・中古車販売事業の展開

山梨県 ライトシール印刷 新規顧客に「お手軽シール印刷」を訴求する販促ツール作成と販路開拓

山梨県 株式会社小林工務店 女性目線の家づくり相談窓口「ｋ＿ｐｒｏｊｅｔ」の開設と運用

山梨県 クボタ電子有限会社 ホームページ開設による自社LED蛍光灯の販売強化

山梨県 東部環境サービス株式会社 自動車解体事業開始に伴う広告媒体を活用した認知度向上と仕入強化

山梨県 株式会社イーライフ・パートナー 営業効率と業務効率アップによる新規顧客開拓の強化

山梨県 株式会社Ｇｒａｐｅｓ 新校の英会話事業設置と窓を利用したＰＲ強化、日本語学校の改装

山梨県 ワコールショップサンワ 売上アップと、顧客満足度向上を目的としたカウンセリング強化

山梨県 中沢畳店 安全・安心かつ耐久性の高い国産畳にこだわる畳店としてのPR強化

山梨県 株式会社ﾗｲﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 女性来店客が快適な環境で相談できる｢ライフプランルーム｣開設

山梨県 有限会社マエダ産業 女性ﾄｲﾚ設備改修による顧客満足度ｱｯﾌﾟによる顧客開拓事業

山梨県 有限会社ワイ・エス・ケイ 法令上に基づく倉庫・展示場所・商談場所、来客用トイレの新設

山梨県 株式会社アイエデュケーション お年寄り向け指先を使った教材の開発

山梨県 SunnyFruits（サニーフルーツ） 自社通販サイト立ち上げによる利益率増加と顧客満足度の上昇

山梨県 有限会社心匠 大量生産を可能にする為の機材の購入と拡張・レイアウト変更工事

山梨県 有限会社ピーチ専科ヤマシタ 山梨の果樹で作ったジェラートの更なる販路拡大と個人客向けへの販路開拓

山梨県 手打ちそばはな花 商品の宣伝販売促進のための看板設置、雑誌媒体による情報発信

山梨県 CantinaHiro(ｶﾝﾃｨｰﾅﾋﾛ) パンフレット作成と箱・ラベルのデザイン統一

山梨県 株式会社くだもの厨房フクヨシ カフェ新メニュー開発と、節約、効率化による安定経営
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山梨県 ツタキ織物 大月唯一の「オリジナル製品」の販路開拓事業

山梨県 株式会社誠実堂 「こんなこともやってくれるの？」高齢者の苦手代行サービス事業

山梨県 有限会社クリーニングベル ～自社工場と技術はお客様のため～クリーニングの販促強化

山梨県 白石ガラス工房 トイレや洗面台の整備による体験教室における受入態勢の改善

山梨県 勝の家 バリアフリー化と誘導看板のリニューアルによる集客力の向上

山梨県 ﾌｧｲﾝ･ｻﾞ･ﾋﾞｭｰﾃｨｰ 広域的なフリーペーパーでの広告による新規顧客の来店促進・開拓

山梨県 友鮎加賀 ネットを活用した攻めの情報発信（待ちの営業からの脱却）

山梨県 株式会社丸越 ティアラ双葉店の店舗改装による購入単価及びリピート率の向上

山梨県 有限会社野田ホーム 新規導入の３Ｄプリンターで作成した建築模型での顧客開拓事業

山梨県 有限会社飯丘自動車工業所 高度化された最新の車両用診断装置の導入による販路拡大

山梨県 株式会社山十産業 ３Ｄを用いた解り易いプレゼンテーションで販路拡大を図る

山梨県 ヘアーサロン中込 理容イス（バリアフリー兼用）導入による満足度の向上と販路開拓

山梨県 もものさと治療院 南アルプス市の中高年女性をターゲットにした認知度ＵＰのためのリーフレット作成、配布

山梨県 家具・インテリア館オーク Win-Win-Winで3者満足の早割キャンペーン！

山梨県 メタデータ ワンソース・マルチユース番組録画装置のInterBEE出展

山梨県 河崎足技整体院 新たな電子治療器の導入による整体療術の治療効果の促進と広報活動で新規顧客の開拓

山梨県 株式会社イング空調システム 自社の商品サービスを全国にも発信し知名度を高めてゆく

山梨県 有限会社岡田工建 健康防蟻材（エコボロンプロ）散布サービスのチラシ印刷、折込事業

山梨県 とんかつかつ金 バリアフリー化による高齢者や子供連れ家族客に優しい店舗づくり

山梨県 株式会社カインズ 社内にカフェスペースを設け、入店・相談しやすい雰囲気を作る

山梨県 有限会社化粧品ないとう 中高年齢層向け新サービスの特典付き広告チラシによる新規顧客獲得

山梨県 第一自動車工業株式会社 待ち時間を商機に顧客ニーズに応えるトイレ新設及びクーラー設置

山梨県 株式会社ウチダ 展示会おいて独自の装飾とチラシ作成を活用した新たな受注開拓事業

山梨県 川手牛乳販売店 テレアポ活用による顧客獲得とチラシ作成配布による新商品の拡販

山梨県 株式会社Ｙ－みらい心理創造所 集客力向上のためのチラシ作成配布と顧客満足度向上のための施術用ベットの導入

山梨県 株式会社オクルス オールインワンスキンケア製品の開発・ブランド認知と販路拡大

山梨県 有限会社エンドウ工務店 新たに家具の開発作成販売と告知活動、販路開拓のためのホームページの新規作成、

山梨県 ひといき荘アウトドアサービス 顧客満足度向上に向けた、物販事業とツアーデスクの設置

山梨県 株式会社まんまる 健康管理を考えた高齢者が喜ぶ弁当開発と宅配による販路開拓

山梨県 株式会社ワザーリ 希少な新商品「有機栽培した苗」の販路拡大に向けた展示会出展

山梨県 フラワーズ・フォー・レナ 農閑期の販路開拓と設備改善によるドライフラワーの品質向上

山梨県 有限会社良工房 当社製品の魅力伝えるための製品カタログの作成による販売強化

山梨県 ハイム・デ・パウゼ カフェレストラン事業の立上のための改装による冬期売上向上事業

山梨県 GEN建築工房 ウッドデッキ設置によるスモールハウス展示場機能向上と販促強化

山梨県 やまもと 高齢者に買い物の楽しさを提供するための送迎・配達事業

山梨県 有限会社あおいとり フットパス事業の集客増加のためのガイドブック作成事業

山梨県 TPプロダクション オリジナルキャラクター関連商品の開発と販路開拓

山梨県 癒しのクリニック えごまの商品化に伴うパッケージのデザイン作成と販売ルートの確立

山梨県 有限会社オーチャードハウス 外国人旅行客獲得のための積極的営業促進事業（台湾への営業）
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山梨県 株式会社八巻酒造店 海外への販路拡大に伴うラベル・パッケージデザイン開発事業

山梨県 ときざきまごころ農園 農園の野菜とお客さまが出逢い食し語らう場のテラスルームを設置

山梨県 ペンションわっ 薪小屋の整備と開放型薪ストーブならではの癒やし体験の提供による需要開拓

山梨県 café&goodsfoo 高齢者（買物弱者）向け弁当宅配サービス事業

山梨県 おもちゃ箱イカロス オリジナルゲーム｢ノイ｣のホームページ強化と販促活動

山梨県 八ヶ岳蜂蜜 山梨県産蜂蜜を使った関連商品の開発と販路開拓

山梨県 株式会社タビゼン 「タビの手帳」（仮）を活用したリピート率アップによる売上向上事業

山梨県 AutoBodyandPaintWorksPISTOLS 新規顧客獲得に向けた新技術半田引出鈑金工法導入ＰＲ事業

山梨県 清里ペンショングランデール ペット同伴観光客向けのガイドブック制作と販路開拓

山梨県 白木屋 八ヶ岳南麓産スモークチーズと玄そば茶の成分調査による販路開拓

山梨県 清春アンデルセン 八ヶ岳の自然環境の優位性を活かした売場改装による販売促進事業

山梨県 アウル 未利用遊休スペースの店舗化改装工事に伴う集客力アップ事業

山梨県 メリーゴーラウンドカフェ メリーゴーラウンドの見えるテラス席の屋根設置による集客力向上

山梨県 株式会社マルベリーファーム ロゴマーク・映像・ラベルシール等の販促ツールの作成配布

山梨県 YUKIHARISPORTHORSES 乗馬ウエアの販売の強化に伴う顧客満足度の向上事業

山梨県 ペンションファニーポケット 利益倍増化計画における「食堂の快適空間作り」

山梨県 株式会社ピー・エス・ワイ バリアブルソフトとカッティングプロッターによる印刷の新提案

山梨県 自家焙煎珈琲豆の店「彩香房」 有機珈琲（焙煎豆）の加工精度向上と差別化販売による販路拡大

山梨県 オルケア株式会社 八ヶ岳コミュニティーホールの建築と新築住宅・リフォームの販路開拓

山梨県 良味屋 「惣菜」「弁当」の提供による販売促進事業

山梨県 有限会社農業法人清里ジャム 八ヶ岳ブランド創造とビスコッティ等の新商品開発販路開拓事業

山梨県 パティオ造園土木 提案型造園サービスのＨＰとパンフレット作成による新規顧客開拓

山梨県 株式会社ＪＳパートナーズ 男性客、女性客を対象にしたメニューの広告媒体を利用した販路開拓

山梨県 有限会社黒富士農場 「オーガニック卵」をＨＰや広告媒体を活用した新規販路開拓事業

山梨県 株式会社パールハンズ ホームページの整備によるアジア市場の開拓

山梨県 有限会社富士ポリエチレン工業 展示会に出展するメーカーへの「キャスター付プラ段ケース」の開発による販路開拓

山梨県 株式会社ＩＴＫプランニング 「幻の米農林48号」を使用した煎餅の開発と販路開拓

山梨県 貴美車 開発した子供用キャディバック保持具のHP等による販路開拓

山梨県 藤巻酒店 贈答品向けフルーツゼリーの販路拡大と安定供給

山梨県
ビルディング・ワークショップ
一級建築士事務所

「建築構造検討支援ツール」の提供のためのウェブサイト開設

山梨県 セレディピティ 高満足リラクゼーションとブライダル新メニューの提供・販路開拓

山梨県 ドレス工房五萬円館 卒業袴のビジネスルートの開拓

山梨県 株式会社TOPs'ハート 梅炭サプリメントの広告媒体を使った販売促進

山梨県 チャイナハウス龍健 バリアフリー対策及びトイレの洋式化による来店客の増加

山梨県 ニッチ創造株式会社 『立体加工物レーザー彫刻機』の市場形成と販路開拓の実施

山梨県 フルヤクリーニング チェーン店や家洗いに対抗し、上質なお客様を獲得する広報活動

山梨県 株式会社アフロインターナショナル 二郎ファン集客のためのオリジナルじろう麺の開発・販促戦略

山梨県 株式会社ＳＰＣ インバウンド観光客コミュニケーション向上ツールの開発と販売促進

山梨県 有限会社一ノ瀬瓦工業 「瓦素材を使ったオシャレデザイングッズ」の開発と販売促進
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山梨県 有限会社ミツワ オリジナル商品「ストラーチェ」の首都圏販路拡大のための商談会出展

山梨県 ケルンコーヒーいちのみや店 自家焙煎コーヒーとフルーツマカロン製造販売による売上アップ対策

山梨県 カルタロット株式会社 オーガニック野菜の宅配PRツールの制作と販促活動強化

山梨県 有限会社うかい商事 非日常空間を作るための館内ロビーアートギャラリー化（ArtsTheUkai）

山梨県 有限会社前島園芸 トレーサビリティー情報の表示サービス開始の周知案内

山梨県 田舎割烹江戸屋 椅子席への変更と自家製商品PR用インフォマーシャル制作

山梨県 食彩酒房月のうさぎ お客様満足度の向上によるリピーター客や観光客の増大計画

山梨県 居酒屋魯山～ROZAN～ 路面看板と店頭幕で当店を知り、ファンになってもらう取り組み

山梨県 甲斐路フルーツ中西農園 日本一の桃の郷、桃と地域の魅力が発信できるホームページ作成

山梨県 株式会社沢田屋薬局 さわたや健美薬膳茶の製造販売

山梨県 戸塚醸造店
新商品のラベルデザイン、販促用のパネル・パンフレットの作成

山梨県 コサカ時計店 小型聴力測定器・試聴器導入による出張相談・販売の実施

山梨県 有限会社しゃるまん 当店の魅力・利点が伝わり易い販促用パンフレットの作成及び配布

山梨県 株式会社三幸 電動トイレットペーパーホルダー「ラクトル」のホームページ開設

山梨県 ｸﾞﾗｽﾊｳｽＮＥＮ 地元の一般客や家族層に楽しめる体験や工房を紹介できる看板設置

山梨県 アオゲラの森キャンプ場 洋式トイレへの施設改修整備を図り快適利用環境を提供する！

山梨県 リュバン 冷凍庫の増設による冷凍商品のストックヤード確保と販売数増加

山梨県 麻屋葡萄酒株式会社 ＨＰリニューアルによるネット販売強化及び麻屋のこだわり発信

山梨県 株式会社タタミワールド 知名度向上と新サービス告知の為の販売促進用チラシの作成・配布

山梨県 内田フルーツ農園 訪日外国観光客に対してのＨＰ制作とチラシの制作による販路開拓

山梨県 一等席 「オリジナルだし醤油」の販売と料理の提供による販路開拓事業

山梨県 Ｄ・Ｍ・Ｃ山梨株式会社 天井クレーン設置による車両の架装・架修作業サービスの充実と新規受注促進

山梨県 塩山洋酒醸造株式会社 ワイン文化を満喫してもらう試飲室の新設

山梨県 広瀬豆腐店
豆腐店が挑戦する食料品の移動販売による販路開拓

山梨県 甲進社ワイン店 オンラインのショツプの開設による多様な購買ニーズへの対応

山梨県 田口青果 ジャム屋のイメージに合ったファサードと店内の改装

山梨県 宿沢フルーツ農園 自家農園の完熟フルーツを使ったドライフルーツの製造販売

山梨県 おさかな屋きたい 高齢者向け、銀鮭の味噌漬け・鯖の味噌煮・白醤油煮の開発、販路開拓

山梨県 bstyle バリアフリー化と分煙による快適空間と看板リフォームによる集客

山梨県 株式会社セーユーコーポレーション 非鉄金属スクラップ選別機の導入による高品質商品の安定供給

山梨県 有限会社古柏園 観光葡萄園の広報活動と６次産業化商品ＰＲによる新たな集客・販路開拓

山梨県 皆吉 座敷イス及びアクリル障子導入による高齢者に優しい店舗づくり

山梨県 鉄板家Ａｃｔ ビアガーデン開催による販路開拓、および顧客満足度の向上

山梨県 然企画 当社独自商品である「紅露柿」の販売促進にむけたプロモーションツールの作成

山梨県 竹井農機具 農機具レンタルとＨＰ作成による待ちから攻めへの経営転換

山梨県 ステ－ショナリ－遠藤 中央市「青春のトマト焼そば」の事業化による継続的な販路開拓

山梨県 オートリ工業 ＨＰによる認知度向上とショールームに設置による新規顧客開拓

山梨県 さとう整体院 タウン誌掲載による当院の認知度向上による新規顧客開拓

山梨県 株式会社Ｔｏｓｈｉｎ 開発力・技術力・品質を海外や大手企業にアピールするためのホームページ開設
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山梨県 株式会社彩真 店舗改装・販促用チラシの作成・配布、ホームページリニューアルによる新規顧客開拓

山梨県 obje 2極化した顧客ニーズに対応した店舗改装による新規顧客獲得

山梨県 有限会社功刀商店 特殊な合鍵の作製機導入による短納期サービスの提供

山梨県 せりざわ 宴会用客席の改修による中高年と女性に優しい店づくりで顧客獲得

山梨県 美俊 店舗ファサードの改修と玄関まわりのバリアフリー化による顧客獲得

山梨県 理容美容ムラマツ 新メニューで客層もお店も若返り！！プロジェクト

山梨県 一瀬クリーニング店 あなたのズボンの折目きれいですか？正しく付いていますか？

山梨県 アシザワ衣料品店 店舗改装により、店内を明るくし来店客の人生も明るくする事業

山梨県 ヨイアサー屋 ヨイアサーってなんずら？認知高めて新規顧客を獲得・ファン増加

山梨県 渡辺理容室 新しい空間で負担も少なくリフレッシュ事業

山梨県 亀鶴 鮨・割烹店が新たに取り組む富士川天然スッポンのまるごと商品開発・販売促進

山梨県 水明荘 環境改善による集客力UP清潔、快適な水洗洋式トイレ導入

山梨県 有限会社佐野工務所 「小さく建てて豊かに暮らす」当社の規格住宅を知ってもらおう

山梨県 有限会社タチカワ 「花火の里の花火直売店」オープンの為の店舗改装と広告宣伝

山梨県 甲府大勝軒 ブランドの再構築に向けたプロモーションの強化

山梨県 有限会社富士川屋商店 顧客開拓につなげる快適な空間づくりのためのトイレ改修

山梨県 株式会社富士川倶楽部 パンフレットによる中学生・高校生の教育旅行誘客事業

山梨県 有限会社武州屋 企業ロゴ等を活用した店舗看板の刷新で集客数販売力を上げる事業

山梨県 船山温泉 「ワイン市場」拡充に向けたワインサーバー機器の導入

山梨県 仙洞田理容所 店舗内バリアフリー化による高齢者顧客の新規開拓

山梨県 いち柳ホテル有限会社 新規顧客獲得のための施設利用者向け、用途別案内パンフレットの作成

山梨県 立よし 顧客目線に立ったパッケージ改良による販路拡大

山梨県 有限会社竹林堂 本店にお客さまを呼び込む看板の設置事業

山梨県 有限会社忍沢養殖場 「甲斐あかね」「やまめ」の加工品販売、販路開拓

山梨県 Amid’enfance 自社ブランド確立による販売体制整備と販路開拓

山梨県 BRANDNEWDAY 来店客数の増加を図るための店舗リニューアル

山梨県 Ｒｏｏｍ３３８ 顧客滞在時間を増加し売上向上を目指す店舗リフォーム

山梨県 オートエリアＳ リーフレット・HPの作成と手洗い洗車の体験会による顧客確保

山梨県 株式会社エボリューション 外部クリエイターとコラボしたLINEスタンプ作成・販売事業

山梨県 株式会社森工業写真社 ハコテキスタイル事業の都内展示販売による全国的な販路開拓

山梨県 写真屋げんぞう君竜王店 最新機能を有した注文受付機の導入による顧客の増加と売上アップ

山梨県 昭和動物病院 動物医療における安全性を向上した全身麻酔による治療の拡充

山梨県 有限会社アウル 心と体の健康増進提供事業

山梨県 有限会社グラシア 「姿勢を守る椅子」の周知・販路開拓

山梨県 郷土料理棡原 障害者にやさしく、家族全員が楽しめる店づくり事業

山梨県 Cafe＆Auberge里休 サイクリングの提案、サイクリング客対応による売上アップ

山梨県 有限会社ティツー お肌診断の実施による顧客満足度向上とネットによる広告宣伝

山梨県 タイヤショップワイズ 設備導入による新作業実施と広告宣伝による顧客増

山梨県 有限会社丸一高村本店 ネットショップ事業での新規顧客獲得を目的とした販促ＰＲ事業
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山梨県 有限会社さんさい ペット同伴の店舗改装工事とＷｅｂサイトによる周知ＰＲ事業

山梨県 有限会社サンスペースアメニティ 山中湖の代表的な土産品への第一歩とするパッケージのリニューアル

山梨県 株式会社渡辺工務店 バイオマスエネルギーによる暖房機器の普及事業

山梨県 飛遊人（ヒューマン） 鹿肉バーベキューによる提供による集客力アップ

山梨県 Bakery&CafeESOLA カフェスペース開設、リーフレット配布による観光客へのアピール

山梨県 フレッシュ・ウォーター 座敷の和式テーブルから洋式テーブルへのリニューアル

山梨県 pensionMoonLight 販路拡大によるＨＰ新設、パンフレット作成、フローリング改修工事

山梨県 小海荘 音楽室の防音工事における顧客満足度のアップ

山梨県 アイランドワークス オリジナルコースの開発及び新店舗移転の宣伝

山梨県 ペンションぴ～ぷる ペンション内客室改装工事

山梨県 ペットホテルバディーズ ネットによる予約システムの構築事業

山梨県 株式会社東屋ミートセンター 店舗簡易改修事業

山梨県 株式会社Ｊバウンド 富士山ならびに富士河口湖の魅力発信店舗「富士山マルシェ」の出店

山梨県 平山キャンプ場 ＰＲ看板設置事業

山梨県 株式会社佐藤農園 年間を通じたプレミアムジャムの製造・販売体制の構築

山梨県 有限会社ぶどうばたけ 勝沼で獲れたぶどうを使って作るお菓子や飲料の開発と販売

山梨県 菱山中央醸造有限会社 県産ワイン・ぶどうの海外販路拡大・香港展示会・渡航

静岡県 西光エンジニアリング株式会社 マイクロ波減圧乾燥機を利用した新感覚ドライフード等の販路開拓

静岡県 アラカワ お客様が求めるアフターサービスの徹底と宣伝で新規顧客獲得

静岡県 自家焙煎珈琲屋コスモス 新規女性客の獲得の為のギフト商品の開発

静岡県 松一 店舗外観に和風の塀設置と出入口のバリアフリー化

静岡県 ポロネーズ 中高年女性に好まれる植栽、照明の取付によるイメージアップ向上

静岡県 株式会社いとう時計店 健康生活相談会の開催と初めての老眼鏡チラシの作製

静岡県 明電工業株式会社 マルチ打合せスペースを導入し、短い納期へ対応させる販路拡大

静岡県 はまだや 高齢者向け長期滞在型宿泊プラン設定によるトイレの洋式化工事

静岡県 株式会社桜井 無線愛好家をターゲットとした特別無線室による宿泊プランの提供

静岡県 ピッツアなお 顧客拡大のためのピザ焼き体験教室サービスシステムの構築

静岡県 株式会社沖金物店 一般顧客向け展示場新設の店内改修とトイレのショルーム化工事

静岡県 有限会社大和屋製菓舗 贈答用菓子の開発によるリピート客増大と客単価向上の実現

静岡県 ＭＡＲＵＳＡＫＵ オーダーメイド家具・木工雑貨製品開発による販路開拓事業

静岡県 三信印刷株式会社 地元中小企業向け試作品支援サービス導入による顧客開拓

静岡県 はまな司法書士事務所 司法サービス拡大と地域起業家等の需要に応えるサービスの導入

静岡県 株式会社奥浜名湖レジャーランド 貴重な植物「ササユリ」を見せる為の通路整備及び広報事業

静岡県 株式会社エスケートラスト 県内需要にマッチした本格的一括揚重システム構築による顧客開拓

静岡県 ヘアーサロン松本 店内改装に伴う女性客の新規獲得

静岡県 タマキ洋品店 高齢者にゆったりとした駐車場新設事業

静岡県 有限会社石田茶店 新商品を広く告知するための商品パンフレットの作成と新規顧客開拓

静岡県 木田建築工房 ブランドイメージの確立とネット広告により新規顧客開拓

静岡県 有限会社美里住建 ＤＩＹ教室およびモデルルームの開設とＨＰ・看板による情報発信
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静岡県 有限会社関本家具装芸 一般顧客へ鏡台ドレッサーを販売拡充する為のネット活用販売戦略

静岡県 かど万米店 藤枝スイーツ甘酒シリーズ店頭販売用ミキサー導入及び周知ＰＲ

静岡県 magdesignlabo 店舗増床・改修による新規顧客獲得・リピート率改善事業

静岡県 有限会社しま田 テーブル席を増席し３つの強みを活かして高齢者の新規顧客獲得

静岡県 ヤマ美容室 美容用車イス導入による高齢者・障がい者に優しい美容環境の提供

静岡県 大川屋 自慢の関西風うなぎを高齢者顧客にも快適に提供可能な店舗改装

静岡県 有限会社まいさか丸三 全国1位の地域食材を用いたしらす2次加工品の新開発と海外展開

静岡県 かぶと ホームページの開設とイベント開催で新規顧客の獲得

静岡県 クレオ新坂屋 新しいお客様のわかりやすい当店への誘導

静岡県 合資会社吉田商店 浜松応援米「やら米か」のアピールによる新規顧客獲得

静岡県 喜三衛金寅 生クリーム大福の開発、販路開拓

静岡県 株式会社グランベルク 「出張ジュエリーリモデルカウンセリングサービス」の展開

静岡県 株式会社オプトメカエンジニアリング 中部圏へ販路拡大：レーザー加工分野にチャレンジ！

静岡県 有限会社みさくぼアグリ倶楽部 天竜茶と有機ハーブによる新たな緑茶ハーブティの開発と販売促進

静岡県 みつば美容室 洋式トイレへの改修による高齢者等が利用しやすい美容室づくり

静岡県 ヨコタ金物店 昭和の町の一環となる金物店として店頭変更と観光客対策

静岡県 堂ヶ島食堂 ＳＮＳ活用とパンフを併用した販路開拓事業

静岡県 有限会社山本スポーツ新居店 展示品の劣化を防ぎ、より鮮やかに見せるための店舗改装事業

静岡県 有限会社いさごや 贈答品用手提げ紙袋導入によるファン獲得事業

静岡県 カネテ養鰻場かわべのうなぎ 浜名湖産うなぎ加工の内製化による低コスト化と販路拡大

静岡県 有限会社マルスフーズ 高級スーパーへの販路拡大のための『しらす』製造ラインの改善

静岡県 七滝茶屋 観光客に訴求効果のある「苺のスイーツ」看板設置と店内演出

静岡県 港月堂 ”チーズどら焼”の付加価値向上の為のパッケージデザインの一新

静岡県 ワタナベ化粧品店 エステの宣伝強化による顧客獲得と地域女性へ「美と活力」を提供

静岡県 有限会社臼井呉服店 キャラクターや取扱品目のＰＲ看板による観光顧客の獲得

静岡県 メロンショップマエシマ有限会社 メロンの更なる拡販を目指した新規商品の試作と販促活動の実施

静岡県 杉卓洋品店 お迎えサービスを基盤とした高齢者に優しい店舗、サービスの拡充

静岡県 魚清 飲食店対応の惣菜加工厨房の増設と宅配サービスの本格導入

静岡県 有限会社平野建築 新築・リフォームを考える子育て世代が気軽に訪れる事務所づくり

静岡県 ふとんの丸高 若い世代に向けて、新たな羽毛敷布団をＨＰ等を活用し販売開始

静岡県 いけそば 座敷席をテーブル椅子席へ改装することによる顧客開拓

静岡県 タイヤのＴＡＤオオイシ 創業20周年記念感謝祭開催による女性客の獲得事業

静岡県 有限会社山下オート商会 福祉車両の点検・修理サービスの開発による、福祉・介護事業者への顧客開拓

静岡県 株式会社クリーニングのカドタ 皮革製品のメンテナンス需要創造スレや色ハゲも直ります

静岡県 古橋織布有限会社 取引先や一般消費者に遠州織物を直販するための事業所の環境整備

静岡県 株式会社LACASA 地元食材を使ったレストランウェディングの引出物・ギフトの販売

静岡県 株式会社アポロ コンサルタント営業強化による個人向け保険商品販売の拡大

静岡県 和食かなざわ 家族向けのプライベート空間を重視した食事環境のための店舗改修

静岡県 サロン＆スクールbi*briller(美*ブリエ） ボディケアサロンの顧客開拓と新たなセラピスト育成
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静岡県 有限会社芝崎商店 利き酒師が教える本格的な酒選びのための商談スペース設置事業

静岡県 株式会社山十佐野製作所 「極厚ロール曲げ加工技術」の認知度向上による新規販路の開拓

静岡県 株式会社大成社 地域へのリフォーム塗装ＰＲと店舗存在のアピール

静岡県 南岳堂 地域内外の様々な人の集える憩いの店舗整備

静岡県 株式会社沙羅 オゾン装置活用によるVOC高濃度汚染調査法と浄化法の宣伝強化

静岡県 株式会社石川園 贈答用の利用を高める新たなカタログ作成と新規顧客開拓

静岡県 森のどうぶつ病院 ドッグランの看板設置と環境整備による高齢者、共働き世帯の新規顧客開拓

静岡県 光栄理容店 理容店の施設設備サービス戦略による癒しの提供と新規顧客獲得

静岡県 有限会社中村園芸 店舗入口の改装と看板設置による事業の「可視化」で新規顧客開拓

静岡県 中国料理好 法事需要を取込み高齢者に優しい環境整備と薬膳メニューの導入

静岡県 ＡＩＺＡＷＡ 『ペットと安心して泊まれる貸別荘』の為の施設環境整備

静岡県 有限会社かわづの里 当宿オリジナル金目鯛塩釜焼の真空パック販売による販路拡大

静岡県 有限会社ゆがの薬局 「心と心の通うサービス」を訴求する新聞広告による販路顧客拡大

静岡県 湖西テストラボ合同会社 自動車内装材評価需要の開拓事業

静岡県 月花(ルーファ) 毛髪、キューティクルの復元サービス(ヘアーホスピ)の広報

静岡県 合資会社水谷綿行 睡眠の悩み総合相談所としての姿勢を体現した看板の設置

静岡県 株式会社魚秀 学生との共同開発による新しい商品のパッケージデザインの作成

静岡県 有限会社共楽荘 家族団欒の空間のスペースの提供

静岡県 アトリエりすの森 ウエディングフラワーのトータルプロデュースの情報発信

静岡県 有限会社マルマ中塩商店 地元新鮮食材を手軽に購入でき、食事もできる店舗の開設

静岡県 有限会社西遠商会 作業小屋建設による板金塗装顧客の獲得

静岡県 ヤマ惣堀内商店 こだわりのパンフレットと自社サイトの作成による販路開拓

静岡県 有限会社稲鳥化粧品店 百貨店に勝つ！魅力ある接客と広告宣伝で新規登録会員の獲得

静岡県 喜楽 稲取産天草を生かした「トコロポンチ」知名度向上と新規顧客開拓

静岡県 味どころ今半 あらゆる年齢・文化の顧客に対応できるトイレ改装による新規顧客開拓

静岡県 ペンションマスカレード ＢＢＱガーデンとシャワー設備の充実による団体客向け販路開拓事業

静岡県 株式会社廣川組 地盤改良工法の周知、販路開拓

静岡県 株式会社天竜膳三好 庭園ライトアップと四季のイベント開催による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社フィロンドール ジュエリーフェアを機に営業スタイルを静から動に変更し販路開拓

静岡県 有限会社アットイーズ 小学生を対象とした「木の文房具」の開発とインターネット販売

静岡県 美容室アアロット
ヘッドスパメニューの強化による頭皮ケアサービス事業の展開

静岡県 鈴木畳店 畳の機能、風合いを活かしたオーダーメイドい草カーペットの開発

静岡県 株式会社テーラートミヤ 市場調査による店舗の魅力的化とWEBを活用した情報発信事業

静岡県 ラーメンろたす 新規顧客獲得（女性客）を目指す個室等の飲食スペースの設置

静岡県 毎日牧場 3世代ファミリー層集客のため新メニュー告知チラシの制作及び折込による販路拡大事業

静岡県 有限会社山之内建設工業 民間外構工事の新規顧客開拓を目的とする看板設置

静岡県 有限会社山本鉄構 熟練工による多種多様に答える溶接技術のＰＲと販路開拓事業

静岡県 有限会社シノザキ設備工業 新規顧客獲得のためのトラックコンテナ倉庫設置事業

静岡県 理美容セブン 買い物弱者への理容品出張販売･訪問サービス事業
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静岡県 株式会社立道鉄工所 高精度で高付加価値の部品製造を可能にするＮＣ円テーブルの導入

静岡県 株式会社北田木材 新規顧客への直接販売用木材ストックヤード整備事業

静岡県 株式会社ホーユー 中小企業向けタブレット端末販売をする新規卸先の開拓

静岡県 桃林堂 地域ファミリー層を狙った大判焼き実演販売による新たな顧客開拓

静岡県 萩埜園 直売所としての事務所改装による小売販売の強化

静岡県 イチゴイチエ石神農園 若い女性客開拓のためのイチゴを使ったプチギフトの開発と販売

静岡県 有限会社アロエランド テレビＣＭを活用した30～40代向け新商品の広報及びチラシ・動画の作成

静岡県 株式会社カーケア中原 鉄道利用客へのレンタカー利用の宣伝と予約システムの構築

静岡県 有限会社やまだ 「酒屋のピザ」のイベント出店の頻度を上げる為の設備拡充事業

静岡県 有限会社やましち 一般個人客をターゲットとした店内改装事業

静岡県 株式会社カネジョウ 新規ターゲット獲得のための商品デザイン・ネットショップ改良

静岡県 庵昇堂 新規顧客獲得のためのポイントシステム等導入事業

静岡県 カセラクルート 焼きたてパンと小島町の自然を楽しむイートインスペースの設置

静岡県 株式会社オートサービスシンエイ 新車販売促進のための看板設置とHPの作成

静岡県 伏見醤油合資会社 贈答需要に対応した新たな販路開拓

静岡県 宮様まんぢう本舗潮屋 老舗感を醸し出す暖簾と視覚による購買意欲向上による販路拡大

静岡県 フローレンスＫ 情報発信と広告宣伝による当店とさとう式リンパケアの知名度向上

静岡県 富士食品株式会社 積極的な情報発信による健康食品ＯＥＭ製造受託

静岡県 コミュニティキュレーション 住み替えサイト新設による移住・定住促進事業

静岡県 大生機設株式会社 オリジナルチーズの小ロット製造に取組む飲食店等への販路拡大

静岡県 ダイモンアイアンワークス アイアン家具の魅力発信と効率的な製造への取組

静岡県 株式会社ソマウッド 積極的な情報発信による薪の消費拡大

静岡県 株式会社アクト・フォ 天然緑茶エキスを使用した緑茶香水の開発及び販路開拓

静岡県 有限会社福田織物 ストールやシャッ製品等の開発・販路開拓

静岡県 株式会社田中商店 干し芋パウダーの販路拡大

静岡県 ヘアースプリンク 親子で使える、貸し切り理美容室による販促活動

静岡県 みなとまち接骨院 介護施設で働く人向けの出張施術事業

静岡県 ヘアサロンたけした 女性の新規顧客獲得のための店舗改装事業

静岡県 藤右ヱ門 「地産地消」へのこだわりと顧客目線に立った商品販売事業の展開

静岡県 有限会社はな工房きたの 法人顧客へ商品の付加価値向上で外販強化とリピーターを増やす

静岡県 株式会社源馬 フルーツコロッケとフルーツ餃子の開発及び販路開拓

静岡県 有限会社カワシマハネー 蜂の駆除に空家の管理まで組み合わせた新サービスのホームぺージの開設

静岡県 有限会社浜名工販 ゴム製品のオーダーメイド専門通販サイトを使った販路開拓

静岡県 有限会社マルワ住建 健康志向の家族に向けたこだわり自然派住宅販売と顧客開拓

静岡県 株式会社スクード 省エネ・防災対策品であるガラスフィルムの宣伝広告の展開

静岡県 Ｓａｖｉｇｎｙ 席数・バックバー増設による新規顧客とグループ利用の開拓

静岡県 株式会社晴々 ホームページからの集客と新６次産業事業

静岡県 はまなこみんなのカフェ シニア世代向け「憩いの場」の提供による新規客獲得

静岡県 有限会社島野鉄工所 当社の強みを活かし、プラスチック加工の販路を拡大する
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静岡県 ナツメ製作所 受け身の受注生産体制から脱却、短納期提案による受注体制の構築

静岡県 居酒屋英 高齢者女性に配慮したトイレのバリアフリーにより新規集客を図る

静岡県 有限会社加藤縫製 快眠へ誘う手触りの良い寝装具の販売網の確立＆防災意識の向上

静岡県 ぱすた屋ＲＥＢ 「見て、選べるオードブル」を陳列する冷蔵ショーケースの導入

静岡県 有限会社つず美湯元園 県外からの観光客への韮山反射炉大砲ロールPRの為の手提げ袋作成

静岡県 渡辺憲二スタジオ 仏教寺院各派を対象にオリジナル「釈迦誕生仏」ブロンズ像の販路開拓

静岡県 株式会社尾﨑組 首都圏の別荘地オーナーが安心して工事依頼できる住宅情報提供

静岡県 株式会社イイダ 買換え需要に向けたTVCMと広告によるＰＲ戦略での富裕層の顧客獲得

静岡県 村上養蜂 蜂蜜の販路拡大に向けた若年顧客層開拓のための商品開発

静岡県 有限会社高野コミュニティー 介護関連事業と入居テナントとの相乗効果を上げ、入居率アップ広告宣伝事業

静岡県 ベイサイドクラブ 大人の女性向け店舗改装と入店しやすい店作りによる新規顧客開拓

静岡県 サン・ヴァンサンファーム ピオーネの原木という付加価値を付与するパッケージ（包装化粧箱、ラベル）づくり

静岡県 千歳木材 静岡以東、埼玉神奈川富山の寺院にエコ塔婆をHPとDMにて宣伝

静岡県 有限会社クリーニングショップ白洋舎 剣道防具等革製品の丸洗いサービスの導入

静岡県 株式会社だるま 韮山反射炉ブランド認定商品「万枚漬」「おし寿司」の販売促進

静岡県 有限会社諸田製茶 若者向けオリジナル川根茶の開発とネット販売システム構築

静岡県 株式会社富田工務店 川根育ちの杉で造る「黒壁の家」普及の為の広報宣伝活動

静岡県 グリーンバー アメリカのルート６６のロードサインを庭に設置計画

静岡県 Lavata 当サロンの認知度を高め、顧客満足を高めるための販売促進事業

静岡県 株式会社グリーンジャケット ワンストップストアーとして弾道測定器設置による新規顧客の開拓

静岡県 有限会社鈴六鉄工所 自動車部品加工会社による、動作保障した中古機械修理販売の促進

静岡県 うまいもん空海 楽天市場内での広告及び商品ページ作り込みによる販路拡大

静岡県 有限会社丸吉 新規顧客を呼び込め！「深海魚食べ物図鑑」魅力発信事業

静岡県 株式会社レイライン 外国人のネット検索キーワードを生かしたインバウンド誘致戦略

静岡県 株式会社まるげん 小売直販部門を強化するための販売促進戦略

静岡県 よし川 新規団体客(遠方及び外国人)獲得のための情報発信事業

静岡県 古郡商店 スマートフォンサイトの製作と通販ＷＥＢサイトのリニューアル事業

静岡県 有限会社レッツはせがわ 写真・家電販売の販路開拓のためのチラシ配布および看板リニューアル

静岡県 バカ盛りらーめんＴＡＢＯＯ 地域食材を使った他店にないオリジナル自家製麺の提供

静岡県 アイシャイン 特殊ホイールのタイヤ交換を可能とした外国車整備の取り込み

静岡県 有限会社マルハチ金龍丸水産 駿河湾産１本釣りの太刀魚の炙りお刺身と干物の開発、商品化

静岡県 株式会社年英堂 人目につく看板・チラシ広告で近隣の高齢者の集客を図る

静岡県 株式会社天城カントリー工房 「移動可能。カスタマイズできる小屋KIBAKO」の新たな販路拡大

静岡県 有限会社カミヤ洋品店 子供服販売及び”町の裁縫屋”をＰＲする為の看板設置と広告掲載

静岡県 ひまわり接骨院 中高生の部活動を通じた顧客獲得の為のＰＲ看板等の設置

静岡県 SEIYADesign ラッピング広告と個展開催によるデザイン受注の拡大

静岡県 伊豆ばら園 バラの香りと散策型ガーデンショップのＰＲによる販路開拓

静岡県 有限会社大村屋酒店 旨い酒を伝える試飲イベントや店内改装による若者層顧客開拓

静岡県 有限会社エステック オーダーメイドケーブル販路開拓の為のDMとホームページ作成
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静岡県 有限会社タカミツ看板 オリジナル商品のサンプルを制作し、HPと看板設置による顧客開拓

静岡県 有限会社サスネット キャリアカウンセリングによりシニア・女性・障害者満足度向上事業

静岡県 株式会社Victory 車屋の忙しい主婦に安心と綺麗と癒しのネイルサロン

静岡県 Ｃｕｏｒｅ 今までパーマが施術できなかった方も施術できるデジタルパーマ機の導入

静岡県 株式会社高柳製茶 若年層女性販売促進のためのホームページ改装及びスマホサイト作成

静岡県 有限会社サンフランシスコパイハウス 直接販売強化のための配送システムと、ホームページの整備事業

静岡県 有限会社髪空間 理容ニーズに応える独自専門サービスによる顧客の拡大

静岡県 株式会社ＬaＬaカレージャパン スリランカカレー文化を発信する「ララカフェ」来店促進事業

静岡県 有限会社ｹｲｴﾑﾂｰﾎﾞｰﾄｸﾗﾌﾞｶﾅﾙ 浜名湖での遊覧事業とイベント開催により新規顧客獲得

静岡県 株式会社まつや 和式トイレから洋式トイレに変更し、快適な飲食サービスの提供

静岡県 株式会社フューレン 個別学習支援の効果を向上させる電子教材の独自開発と活用

静岡県 有限会社湯楽里 運動もリラックスもできる多目的温泉プールへの誘客事業

静岡県 朝日製粉 製粉代行及びそば打ち商品を掲載したパンフレットの作成

静岡県 HAIRDESIGNRimu 女性の髪の悩みを解消する新施術プランの設定と新規顧客開拓

静岡県 有限会社鈴精機 高精度保証を担保する精度保証体制の広報活動と新規顧客獲得

静岡県 すずまる塗装 新規顧客開拓を図るための塗装シュミレーションソフトの導入と看板設置

静岡県 スタジオ・ラップス 小売店向けへのホームページ改良と看板設置による新規顧客開拓

静岡県 斉藤園 若年層向けに茶葉を活かしたギフト商品の開発と販売コーナー作り

静岡県 合資会社石川商店 「炭火焼焼豚」の安定製造と店頭実演販売による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社アクティブモコ 買い物弱者対策応援WEBサイト構築と簡易利用マニュアル作成

静岡県 対秋楼「ゆずカフェ」 都市から女性客を！老舗旅館からオールディーズカフェへの変身

静岡県 本多屋菓子舗 春野伝統和菓子「あおねり」の看板設置による町外者への販路拡大

静岡県 株式会社すずしょう 新商品開発や店舗環境整備による若者やこだわりの新規顧客開拓

静岡県 鈴木洋服店 ブライダルオーダースーツ専門店への変換に伴う店舗イメージ変更

静岡県 民宿木屋 お菓子作り宿泊体験プランによる新規顧客獲得事業

静岡県 松本石油販売 既存のガソリンスタンド施設を利用したセミセルフスタンドの営業

静岡県 リカークラブ鰺岡 店舗視認性を高め顧客のほりおこしと酒の情報提供力による売り上げ拡大

静岡県 くらさわや 桜えび料理の通信販売における商品開発と仕組みづくり

静岡県 株式会社田中石油店 国内での買取強化と海外への販路開拓に向けたチラシの作成

静岡県 藤田商店 ２０～３０代の新規女性客獲得のためのオシャレなカタログ戦略

静岡県 マルイエ醤油川根本家 新商品「本格石窯ピザ」の開発に伴う新規顧客開拓

静岡県 藤枝ダンスアカデミー ４０代～５０代の女性に向けた新コース開設とPR強化事業

静岡県 御菓子處桜屋 Ｗｅｂ等を利用した季節商品の情報提供による集客拡大事業

静岡県 中山ユニット ユニットバス設置を応用した浴槽リフォーム提案事業

静岡県 池田商店 書込式看板で季節毎のアドバイスを掲示し家庭菜園の新規顧客獲得

静岡県 食彩工房 生産者の名前まで分かる安心安全な餃子を企業で働く女性に販売

静岡県 口笛 犬のしつけ教室（訓練）教室スペース設置による顧客サービス拡大事業

静岡県 石原屋 ご当地グルメ「おはたき肉まき」の提供とご当地メニューの展開

静岡県 玉本屋 旬の食材を楽しみ、お客様に快適に過ごしていただく為の店舗作り
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静岡県 有限会社モリサワ 『家族写真需要』創出のためのHP開設・新サービスの提供

静岡県 フジタ塗装 契約率向上に向けたシュミレーションソフト等の導入

静岡県 つるたけ 高齢者の要望に応えられる店作りと新しい宴会需要の開拓

静岡県 デンキドー豊田 「聞こえ」の相談窓口設置による補聴器販売事業

静岡県 有限会社峰写真館 知名度のアップを図るパンフレット作成及び節電・宣伝効果を高める電飾灯の設置

静岡県 株式会社深田建築工房 日本の伝統工法を取り入れた新たな南欧風住宅「モカルハウス」の開発および販売促進

静岡県 株式会社ＹＡＫＩＮ ホームページ開設・ネットショップの構築と農林業マシン拡販事業

静岡県 箱根の恵みビバレッジ株式会社 箱根の恵みビバレッジ株式会社

静岡県 櫻井商店 街ゼミの実施による酒類愛好者の新規顧客獲得事業

静岡県 家庭教師八転九起の会 過年度生（高校浪人生）と高校早期中退者への家庭教師派遣事業

静岡県 株式会社PrincessCO． 新メニュー考案によるシニア世代の顧客獲得と顧客管理の徹底

静岡県 有限会社とみだ配管 在宅療養の支援としての訪問看護ステーションの周知

静岡県 フローラ遊 店舗改装とスクール開講によるお花好きな新規お客様の開拓

静岡県 ひととき工房 ホームページ・現場見学会等で木造住宅顧客の開拓・獲得

静岡県 和食処なかや 静岡県産食材をふんだんに使用した来店客メニューの開発及び販売

静岡県 有限会社曽根田工業 海外販売を視野に入れた英語訳入り総合カタログを活用した販路開拓

静岡県 ティーエフシー株式会社 新製品ＰＲのための企業ホームページ、パンフレットの刷新

静岡県 有限会社エスピー楽器製作所 ピアノ修理事業拡大に伴う宣伝・広報活動

静岡県 株式会社エンジン 座敷席へのダクト設置による子供連れ客や団体客への満足度の向上

静岡県 リードマネジメント 女性活躍推進コンサルティングの販路開拓事業

静岡県 ヘアデザインＲｅｌｙ（リライ） 子育て世代の新規顧客を増やす為のキッズスペースの改築工事事業

静岡県 有限会社オフィスルー・ド・メール 新規出店による販路拡大の為、看板の設置、パンフ等作成事業

静岡県 合名会社澤田行平商店 洋菓子にあうお茶の開発による新規顧客開拓

静岡県 にく友食堂 桜なべの写真広告看板で夕食営業の新規顧客獲得！

静岡県 株式会社ミカサ 昔ながらの箱型写真館を庭付スタジオへ改装して若い客層を開拓

静岡県 株式会社テックダイナ 高齢者向けのトイレと洗面台のセットパッケージプランの販売

静岡県 サイクルショップやまもと 高校と連携した通学自転車の出張即日修理・無料点検サービス

静岡県 サロンアヴァンス 20代30代の「美容ジプシー」へ向けた新たな基礎美容法の情報発信

静岡県 ｋｏｋｏｒｏｍｉ 地域小規模事業者に向けた事務関連書類の整理業務のＰＲ展開

静岡県 株式会社ＡＹＡＲＩ オリジナルエッセンシャルオイルのPRと全国販売

静岡県 伊東スポーツ 卓球経験のないシニア層向け、「卓球競技」の体験型サービスを通じた販路開拓

静岡県 ＡＰＲＯＪＥＣＴ ロゴから店舗までワンストップで請負う総合デザインサービスの展開

静岡県 有限会社グラスアーツ レンズ交換が容易な子供用スポーツゴーグルの開発とＰＲ展開

静岡県 ＱｕｅｅｎＢｅｒｒｙ 天然石を使用したオリジナル刻印を施したブレスレット制作と販売

静岡県 SAN'SHAIRSALON 天然素材使用のノンシリコン頭皮用トリートメントの開発と販売

静岡県 株式会社エージェンシースギタ 独立した空間を創り出す組立型オフィスルームキットの開発展開

静岡県 有限会社デザインスタジオスリーズン 販売促進用パッケージ企画の効果的PRにより販路開拓する

静岡県 株式会社ESLCollege 浜松地域の帰国子女をケアするサポートスクール事業のＰＲ

静岡県 有限会社内藤材木店 ３０・４０代に人気の南欧風住宅販売への進出による新規顧客開拓
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静岡県 コインランドリーむらまつ 周辺地域で唯一のドライクリーニング設置と汚れ落ちの良さをPRし販路開拓を目指す

静岡県 J-wire 静岡産オーガニック抹茶の海外用商品開発と海外進出サポートＰＲ

静岡県 有限会社うなぎの井口 自宅食向けハーフサイズ「旨み熟成うなぎ」商品化と販路開拓

静岡県 株式会社クリート波多 生コンクリート均し専用トンボ開発販売と施工コンクリート展示場設置

静岡県 有限会社マサル織布 多重層に編んだ立体布の綿ガーゼ商品の開発と販売

静岡県 株式会社フルーツワールド 家族葬を行う小規模葬祭場向け段ボール製組立盛篭台のＰＲ展開

静岡県 明治屋醤油株式会社 景観賞受賞醤油工場見学のＰＲ及び外国人観光客の受け入れ開始

静岡県 有限会社村松商店 古民家を活かした憩い場の提供と米屋のおにぎり販売の実施

静岡県 有限会社エス・エヌ・イー総合研究所 国産モリンガと岩石ミネラルを配合した男性用石鹸「渋男」の販売

静岡県 有限会社ライフワーク 高齢者向け空地・空家の管理・保守事業のＰＲ展開

静岡県 ジャシック浜松 小規模事業者向け販売促進サポ－トカフェの開設とＰＲ

静岡県 株式会社十八屋 地域公立学校の学校販売衣料のネット注文システムの構築とＰＲ

静岡県 有限会社杉山米店 米の少量販売「合売り」による各家庭の好みの食味の提案

静岡県 有限会社アンズ 最先端の技術で働く女性の美へのニーズを満たす新規顧客開拓

静岡県 株式会社マルエム 安全と環境面で地域貢献を果たす保安機材の販売と営繕事業のＰＲ

静岡県 有限会社ぬくもり工房 「遠州綿紬」を使用した和風デザインの冬用外出着の開発と販売

静岡県 株式会社インデコ 創業者向け創業支援カフェの開業とＰＲ展開

静岡県 株式会社PEER 実店舗の患者支援ノウハウを活用した乳がん患者向け通販冊子作成

静岡県 朱磨子の家 一般・地元客受け入れ開始によるチベット式足圧の新規顧客開拓

静岡県 イケヤ工業株式会社 一般木造住宅への低価格制震工法による地震対策での減災普及事業

静岡県 有限会社コスモＭ・Ｓテクノ浜松センター 専用目的に開発した譜面台新商品を核とした、新販路構築

静岡県 有限会社田中シルク 転写プリントシステムの販売とプリントサービス

静岡県 有限会社竹泉浜北店 百貨店を中心とした富裕層へ販売するための商品のブランド化

静岡県 株式会社グリーンスペース 物流コスト削減に繋げる輸送協力企業ネットワーク事業のＰＲ

静岡県 株式会社レッツリフォーム 洋服修理と特殊クリーニングの全国受注体制構築による顧客開拓

静岡県 株式会社内山建装 法人向けの塗り替えリフォームを開始し新規顧客開拓をする

静岡県 長谷川製茶株式会社 オーガニック健康市場を獲得するためのブランド広報媒体の整備

静岡県 ナガイ モデルルーム新設による自社の認知度アップで新規顧客を開拓する

静岡県 有限会社ナツガ 健康八穀米の品質向上・容器とラベルの開発・販路の開拓

静岡県 株式会社アイ・リンク 士業向けセミナー開催によるパートナー作りで新規顧客を開拓する

静岡県 kitchen&bar明天
御殿場の食材を活かした持ち帰りメニューの開発及びイベント出店

静岡県 株式会社小野園 老舗深蒸し茶専門店特製「水出し煎茶ティーバッグ」の販路拡大

静岡県 有限会社ふじい 名代炭焼豚の販売サイズ変更のＰＲと新規顧客の開拓

静岡県 Ｂｕｄｏｕｙａ うどん屋が医食同源をテーマとした韓国料理専門店に生まれ変わる

静岡県 岳麓接骨院 最新治療の導入と情報発信の相乗効果で若年層患者の来院を誘う

静岡県 おかめ トイレや個室の改装、本格的日本料理の提供による新たな顧客層の開拓

静岡県 株式会社正木屋 寝具体感用ベッドと陳列ラック導入による健康敷き寝具の顧客獲得

静岡県 まる定園芸資材店 ファミリー向けイベント開催による植物との暮らし提案と顧客開拓

静岡県 Spiral（スパイラル） 小冊子と宣伝車両の整備による浜松産デニム商品の販路開拓
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静岡県 アロエ食品株式会社 若年層のアロエユーザー獲得のためのインターネット活用とＰＲ

静岡県 パティスリーモリヤ スマホ対応型ＨＰの作成による地場産品使用惣菜パンの情報発信

静岡県 共立建設株式会社 土木屋が始めたエクステリア事業の認知度ＵＰと顧客開拓事業

静岡県 株式会社ＫＩＴｇｒｏｕｐ 上海とのネットワークを活用し日本製美容商材の海外販路開拓

静岡県 株式会社エス・マルシェ 駿河湾水揚げの朝獲れ生シラスの販路開拓事業

静岡県 陽だまりの樹株式会社 新たに日常動作訓練を介護メニューに加え新規顧客を開拓する

静岡県 きっずらんどすまいる 働く母親応援サイトの構築と施設周知による新規入園児の獲得

静岡県 かつ一 とんかつのデリバリーを開始し新しい顧客を確保する

静岡県 株式会社杉本組 バス広告、チラシ作成による農地改善プランのＰＲと販路の拡大

静岡県 磯料理みなと家有限会社 宴会場及びトイレのバリアフリー化による顧客利便性の向上

静岡県 食広場ジャビバ ＨＰ構築による無店舗販売の弱点克服と新商品開発で新規顧客獲得

静岡県 グローインウッド 品質とデザインに拘った純国産オリジナル鞄の実店舗販売を開始

静岡県 イーストエムズ デザイン事務所が発信する記念日Tシャツの販売と新規顧客開拓

静岡県 蒲公英 出張で訪れる方に向けたホームページ作成及び中国人観光客の取り込み

静岡県 セレクトショップ・サニーズ プロテオグリカンの認知度ＵＰによる新規顧客の獲得及び販路拡大

静岡県 佐野製麺株式会社 商品改良に伴うパッケージリニュアル化とＷｅｂ戦略強化

静岡県 カネキ物産 南伊豆産ひもの及び生魚の長期冷凍化による利用・販路拡大

静岡県 コテージ伊豆.com 新規顧客層に向けたスマートフォン・ホームページ制作

静岡県 ねぎや商店 スウィーツメニュー提供による既存客単価向上及び新市場の開拓

静岡県 弓ヶ浜いち番館 カラオケ喫茶の非稼働時間活用における新たな客層の獲得

静岡県 民宿紺屋荘 長期滞在温泉療養プランによる新たな顧客獲得

静岡県 川八 「かくれうなぎ」ブランド向上による販路拡大・売上増加策

静岡県 扇屋製菓 市場規模拡大を実現させるテナント出店による売上向上策

静岡県 有限会社みなみ工芸 デザイン力を活かしたオリジナルＴシャツ・ユニフォーム作成事業

静岡県 西岡ストアー 看板の作成や店内整備、宅配サービス拡充による新規顧客の獲得

静岡県 有限会社福世オートサービス 「女性が来やすいオートサービス」による販売促進

静岡県 アイアート 熱転写機を用いたユニホーム等のトータルコーディネート

静岡県 吉重 居心地良く快適な環境でフェイシャルエステを受けて頂く空間創りによる新規顧客獲得

静岡県 有限会社みつばち牧場 ホームページを活用した30代～40代女性層の新規顧客開拓とネット販売事業

静岡県 BodyShopNao ワントップサービスを可能にさせる自動車診断サービス導入による新規個人客の獲得

静岡県 有限会社割烹魚徳 シニア世代の集客を図るための店舗ユニバ－サルデザイン化

静岡県 菜彩ファ－ム ホ－ムペ－ジを活用した食品表示システム構築による、新たな販路開拓事業

静岡県 有限会社神仙堂薬局 小冊子の作成・インターネットサービス利用等による新規顧客獲得

静岡県 有限会社成岡ファーマシー かかりつけ薬局の提案とサロン開設による新規開拓

静岡県 有限会社花月製菓 販路拡大の為のHPリニューアルとネット受注システムの構築

静岡県 絹の会 雛のつるし飾り発祥地で営業する当店の情報発信と新規顧客の獲得

静岡県 たたみ工房ときわ 日本文化の象徴とも云われる畳を色んな小物製品を作りPRする

静岡県 はまべ荘 希望の摂取カロリーに応じた海鮮料理と健康宿泊プログラム提供

静岡県 アクトテック株式会社 保守の負担を格段に軽減したプレカット用切削カッタの販路開拓
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静岡県 ビューティーハウスペピーノ 高齢者向け送迎無料サービスとバリアフリースロープ等の新設

静岡県 有限会社大原屋商店 高齢者の買い物を助ける配達サービスの導入と惣菜コーナーの新設

静岡県 ミココリエ 原産地に拘った女性向けギフト専用オリジナルロールケーキの開発

静岡県 株式会社ティーエージェントジャパン 「緑茶フェイスパックの」販路拡大とプロモーション推進

静岡県 株式会社三中製茶 素材提供企業へ転換することでの新製品販売で販路拡大

静岡県 有限会社伊平観光 平日の昼間の時間＆スペースの有効活用による新規顧客獲得

静岡県 株式会社舩越 化学薬品不使用（有機含む）の農薬肥料販売強化による販路拡大

静岡県 株式会社イツワ不動産 20代～30代の若年層世代に向けたI-town事業の販路開拓

静岡県 DanceStudioLife イベントへの積極的参加による知名度向上及び販路拡大

静岡県 株式会社エムスクエア・ラボ 農産加工品の発掘とリデザイン及び新規商品開発プロデュース事業

静岡県 株式会社グランロード 工業系企業向け3DCGコンテンツ商品開発による販路開拓

静岡県 株式会社河原﨑商事菊川 インターネットショップによる販路拡大

静岡県 Ｄ.Ｐ.ＳＡＰＥＸ 抗菌・防カビ加工を施したケータリングカーの試作車の開発

静岡県 えびら堂 季節を彩る付替え看板による集客

静岡県 株式会社ブルーベリー 単身生活者をターゲットにした新たな家事代行サービスの展開

静岡県 有限会社アルジス パソコン&スマートフォン用オリジナルネットショップの開設

静岡県 一合一笑居酒屋蓮華 営業マンに向けたランチ営業による販路開拓

静岡県 株式会社アイデア 「スラックライン」を武器にイベント運営を請負う方程式を創る

静岡県 株式会社東海サイエンス 顧客ニーズを反映した結合度標準化による満足度向上と売上増加

静岡県 有限会社南天園

静岡県 株式会社服部蒟蒻 新食感「バタ練り、缶蒸しこんにゃく」の販売

静岡県 やまもと接骨院 明るい看板、明るい店舗で集客

静岡県 循白lingerie オーガニックコットンの刺繍装飾ランジェリーの開発・販路開拓

静岡県 レストラン＆優カフェLitenLycka 新規顧客獲得のための多機能厨房機器の導入事業

静岡県 佐藤金型株式会社 ホームページを活用した独自金型技術の販路開拓事業

静岡県 有限会社小原建装 空撮による新サービスのＰＲ強化

静岡県 カネショーギフト有限会社 地元の来店困難な方々への出張ギフト承りサービスを開始する

静岡県 ビジネスホテル大井川 宿泊目的別パンフレット・ＨＰ作成による新規顧客の開拓

静岡県 中村自転車店 自転車のトラブルを２４時間対応で受付新規顧客を獲得する！

静岡県 ふらっとねっと やさしいＩＴをテーマにした地域シニア向け情報交流サロンの開設

静岡県 山一園製茶株式会社 先進的ＷＥＢ手法による女性向け静岡茶の新規販路開拓

静岡県 株式会社いけがや会館美萠庵 完全予約制の和食店が始める外国人観光客の受け入れとおもてなし

静岡県 ティアレ 美をテーマにシニア向け出張リンパ施術を開始し新規顧客を獲得

静岡県 HappyMonster マルチメディア広告のワンストップサービスの販路開拓

静岡県 シャレー今井浜 赤ちゃん連れ旅行者用の設備、及び宣伝の為のウェブサイトの作成

静岡県 有限会社袴田建設 平時の防災目的の水道耐震化と災害時の迅速な復旧に対応する事業

静岡県 暁モータース タイヤの空気圧無料点検を広くＰＲするための看板設置事業

静岡県 バイラビ お客様の買い物環境の魅力アップと、体験教室のための屋外デッキと看板の設置

静岡県 S-Factory(エスファクトリー） 事業所に向けたARシステムの導入を促すためのサンプルとノベルティグッズの作成
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静岡県 有限会社魚兼商店 地元食材を使った「三ヶ日牛メンチカツ」等で販路拡大

静岡県 三ヶ日製菓有限会社 地域資源を活かした新商品開発と店づくりで、新たな顧客獲得

静岡県 Ｔ－flow トイレ設置により女性やファミリー層の新規顧客獲得

静岡県 有限会社勝美 うなぎを食べやすい価格帯にする為の養殖システム開発・販路開発

静岡県 有限会社宝山荘ゑびすや 海外からの旅行者の利用促進を目的とした宴会場への畳用テーブル・椅子の導入

静岡県 三鈴建設株式会社 地域住民の手助けとなる宣伝広告（新規顧客開拓への道）

静岡県 いさぶや印刷工業株式会社
地域観光資源や新築住宅等の空撮サービスの提供

静岡県 株式会社朝香建設 市内農家・定年後の再就農者に向けた情報発信と受注拡大

静岡県 有限会社西島建築設計工務 ３DCGダイレクトデザインシステムの販路開拓

静岡県 株式会社はなぶさ旅館 外国人宿泊者を獲得するための広報活動の展開

静岡県 有限会社伊豆プラ 小規模UV印刷事業者への印刷製品及び冶具の販売による販路開拓

静岡県 株式会社正治組 当社開発土壌改良材と土壌改良施工法をHPを通して業界へ宣伝

静岡県 有限会社トリイ オーダーブラインドに特化したネット販売システム構築で販売促進

静岡県 有限会社友和丸 地場産品の桜えび、いわし削り節を使用した新商品開発・販路開拓

静岡県 島津ふとん店 布団再生による品質向上の為の布団打直し機の機械強化策

静岡県 フラワー大石 事業所や福祉施設へのミニブーケ定期契約の販路開拓

静岡県 株式会社望月米穀 米と花・野菜等異業種ミックスによる小売強化のための販路開拓

静岡県 株式会社五十嵐鉄工所 熱交換器リチュービング技術の認知拡大

静岡県 森の手作り屋さんかたつむり 女性客をターゲットとした本格フランス菓子の販売

静岡県 有限会社ヤマモトフードセンター お惣菜部門の効率化・専門化と地元農産物の六次産業化

静岡県 有限会社東栄電気 簡単操作の防犯カメラ販売・レンタル事業による販路開拓事業

静岡県 株式会社まる久旅館 全館Ｗｉ－Ｆｉ化による外国人宿泊客の獲得

静岡県 有限会社ラポサーダ インターネットを利用した集客、ハラペーニョの販売

静岡県 鈴木石材店 高齢者や遠方在住者に向けたお墓のお掃除代行事業の販売促進活動

静岡県 有限会社湯本館 川端康成書の伊豆の踊子執筆の宿の魅力を伝える販売促進事業

静岡県 大見管工 高齢者の住まいの悩みを解決する総合建設業への事業転換

静岡県 有限会社でぐち ショップ機能付きホームページの開設による新規顧客の開拓

静岡県 株式会社ナカハラ ホームページ作成による販路拡大と「薪」販売コーナーの設置

静岡県 有限会社ケイ、アイ、サービス 外国人観光客開拓のための外国語表記の販促ツールの整備

静岡県 フジ鍼灸接骨院 「高齢者、障害者にやさしい診療院」誕生と広報

静岡県 静岡やすま園 「最大級観光地」での実演販売とチラシ配布によるネット顧客獲得

静岡県 尾張屋呉服店 「きものクリニック」コーナー開設による新規顧客獲得事業

静岡県 ひので軒 「くるまの街湖西市」の土産品「くるまもなか」の販路開拓

静岡県 株式会社長谷川電気 当店のサービスを盛り込んだオリジナル看板の設置、他店との差別化を図る

静岡県 株式会社アグリ浜名湖 自社栽培オリーブ使用の新商品(化粧品等)発売に係る販路拡大

静岡県 J.DinerKAMACHI 外国人客獲得のための写真つき外国語メニュー作成事業

静岡県 きむら工務店 子育て世代獲得のための無垢材リフォームPR事業

静岡県 有限会社三ノ和鉄工所 2.5D-CAD/CAM導入による複雑形状治具製造への対応と新規顧客獲得

静岡県 株式会社Ｓｐａｃｅ創 湖西市内におけるツーバイフォー工法による住宅工事の拡販策
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静岡県 DOGGARDENCherryblossom 新サービス体験・ステップアップチケット配布による新規顧客の開拓

静岡県 しゅうまい屋四十六番 しゅうまいの「真空パック冷凍化」による冷凍焼けの防止

静岡県 アオゾラカフェベイス 雨天時でのバーベキュー開催を可能とする簡易屋根と炊事場の設置

静岡県 鈴木製畳 悪徳業者から消費者を守るサービスの安心・安全周知事業

静岡県 中嶋工業株式会社 国内回帰する重要保安部品加工のための加工治具・刃具の開発

静岡県 黒田家具工房 地元産材を使った新商品開発とHP、リーフレットの作成

静岡県 有限会社佃工建 災害時、トイレに変わる女性と環境にやさしい1坪家庭菜園の周知

静岡県 ヤマモト サンテラスを設置し雨天時もお客様の憩いの場を創出する

静岡県 中村土建株式会社 ＨＰを利用した若年層向けオリジナル住宅による販路開拓

静岡県 有限会社寺脇精工 "脱下請け”農産物等の搬送作業省力化装置の開発、製造、販売

静岡県 AZUドアポスト豊橋/湖西店 折り加工一貫サービスによる新規顧客獲得

静岡県 有限会社白鷲製作所 救命から生活へのコンセプトとした金属製収納箱の広告宣伝

静岡県 F3デザイン事務所 50代から始める大人の為の美術・クラフト教室の新規開設

静岡県 東明塗装 地域の状況に配慮した販売促進による新規顧客開拓事業

静岡県 たちばな 新設駐車場の看板やホームページ等による幅広い商圏の顧客開拓

静岡県 有限会社遠州ネット 小規模アパレル向けの新たな生地企画製造商品の販売促進事業

静岡県 有限会社神千堂 若年者に向けたスポーツ障害治療により新規顧客開拓

静岡県 福田入河屋 銘菓の開発を主軸に広域の顧客獲得に向けた販売促進事業

静岡県 カイロプラクティックベリー 産後ママと子育てママ向けの心身ケアサービスによる新規開拓

静岡県 有限会社ぐるめ 新型オーブンと新サービスの導入、看板の改装による新規顧客の獲得

静岡県 barbourbon ダイニングバーイメージ統一及び新メニュー開発による顧客獲得

静岡県 カネタカ石田株式会社 設備の改良による新商品開発を核とした販売促進事業

静岡県 やまに 年配客や女性客の宴会需要を取り込むためのトイレ設備の改良

静岡県 ICRAFT ヒストリックカー愛好家への補修体制の提案と商談スペース等の環境整備事業

静岡県 相曽ガラス店 近接地区の環境変化を商機と捉え自店をPRし新規顧客を開拓する

静岡県 手作りサンドイッチサン太郎 認知度向上のための看板製作及びチラシの作成及び、ホームページ作成による認知度の向上を図る

静岡県 グラヴュ－ル 当社の加工技術による装飾を施したオリジナル品の販売促進事業

静岡県 サイノウ塗装 ＷＥＢサイトのリニューアルによる新たな顧客の開拓

静岡県 安松自動車 診断機によるクラシックカー車両状況診断での販路拡大事業

静岡県 坂本竜馬整骨院 リンパドレナージュのリーフレット作成と広告掲載に伴う顧客開拓

静岡県 GREENREST タンブラー型カップとショップカードによるNewプロモーション
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 Digital-Free株式会社 安価で早く、安定したWebサービスの構築

愛知県 八ツ藤工業有限会社 お客様に解りやすいサンプルを作る

愛知県 株式会社PEACE 簡単設定！～女性にやさしい防犯カメラサービス～

愛知県 威風堂々 「バーベキュービアガーデンで店のにぎわいを取り戻すぞ」

愛知県 有限会社啓心社 シニア層に対するパソコンを使用した新カルチャースクールの販路拡大

愛知県 有限会社丸昇 自社内縫製ラインを作ることによるOEM製造事業部の確立

愛知県 とり屋 看板設置にて来店促進・脱着可能座敷を作り受け入れ可能枠拡大

愛知県 ワタヘイインテリア 従来とは違う世代の集客と満足度アップの体験型販売を行う

愛知県 株式会社おはな健康福祉会 わかり易い広告宣伝と立ち寄り易い空間作りで地域に貢献

愛知県 ケイアンドエム 感染症予防に対応した車両の清掃・消毒技術の確立と契約先開拓

愛知県 株式会社川村屋 新たな季節限定商品（いちご大福）開発に向けた調理設備の導入及び整備

愛知県 足助両口屋 足助伝健地区に合致した新商品（土産品）及び手提げ袋の企画・開発

愛知県 ウェルゴット 「イタリアのバールのように」自然の中で飲食する事業

愛知県 有限会社とろろ庵 自然薯を身近な食材に～すりおりし自然薯の認知向上と販路拡大～

愛知県 エアークリスタルフラワー 顧客自らが花束をウェブ上でデザインし発注できるシステムの開発

愛知県 日本機械ネツトワーク株式会社 マップ対応型、顧客情報一元管理クラウドシステムの導入

愛知県 STRAWhair 顧客管理ソフトを使った戦略的広報活動による顧客拡大

愛知県 オダ新不動産 『住宅総合プロデュース』事業周知のための広告宣伝活動

愛知県 豊屋酒店 ギフト業に重点をおいた店内改装及び折込広告による新規顧客獲得

愛知県 寺本饅頭本舗 「効果的な営業をするための商品パンフレット（栞）作り」

愛知県 株式会社かじ綱金物店 スマートフォンに対応したホームページによる販路拡大

愛知県 有限会社カネマツミルクセンター 地域の夏祭りにおける「氷販売」を通じた認知度拡大事業

愛知県 合同会社ソレイユ 町内の高齢者を認知症にさせないためのデイサービスの周知事業

愛知県 株式会社BBS 高齢者を意識したアイシン電気認知度アップ事業！

愛知県 プラスワン学習塾 自立学習応援型学習の普及事業～あなたも出来るビリギャルからの大逆転～

愛知県 ヘアーケアサロンララ 雨の日でも入店しやすい高齢者・障がい者に優しい美容院

愛知県 東洋療法総合治療センター 鍼灸治療院のリラクゼーションメニュー導入による患者獲得と宣伝強化

愛知県 ガレージハイウェイスター 新規のお客様を取込む為の情報発信と店舗のイメージアップ

愛知県 有限会社アートランダム 明瞭料金表等の作成による、受注促進営業ツール作成

愛知県 髪だいきち 店舗内等のリニューアルと、その効果を生かした集客事業

愛知県 株式会社クアトロ 空き家活用で資産に変わる。空き家をワクワクの素にしよう

愛知県 有限会社阿部鉄工所 当社の設備・技術・機動性のＰＲによる新規受注獲得計画

愛知県 八百賢新館 地元のお客様の“また来たいね”を実現するためのお店づくり

愛知県 バーバーフジイ 新規客獲得へ向けた周知宣伝強化と「頭皮ケア」メニューの開発

愛知県 株式会社ヨーヨーカンパニー 東京で初開催されるヨーヨー世界大会に向けたプロモーション

愛知県 有限会社いわた 国産天然はちみつとアイスクリームのコラボレーション

愛知県 有限会社ナカネセラム 竹パウダーを利用した新たな軽量タイルと農業肥料の製造販売

愛知県 株式会社川本組 自社開発商品で足場工事業界全体の安全性向上と経営基盤の強化
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愛知県 有限会社吉野建築 認知度向上・新規顧客獲得のためのホームページ改良と広告事業

愛知県 有限会社シャルル ＳＮＳ連動およびＰＯＳ連動のホームページで販路拡大

愛知県 株式会社ミウ・ミント・インターナショナル 東京国際キルトフェスティバルへの出展及び広告

愛知県 エンジェリックスマイル 子育て支援事業育脳幼児教材セットの試作開発と販路開拓

愛知県 永和堂製菓舗 観光客へ商品の魅力を伝えイメージアップを図るための看板の設置

愛知県 有限会社エム・アイ・シー 顧客増加のためのフリーペーパーを用いた有料広告・宣伝活動

愛知県 有限会社坪井化成 集客率と受注率アップの為の「見学型工場」へのリニューアル

愛知県 株式会社幸富エクステリア 造園工事の商品化とネット販売サイトの構築による販路開拓

愛知県 大地株式会社 ポータブル溶接機・切断機導入による現場対応力強化の販路開拓

愛知県 有限会社中むら 設備増強による新メニュー開発とチラシ配布による新規顧客獲得事業

愛知県 太平堂釣具店 ＨＰ開設・看板改修・店舗清潔感アップによる新規顧客獲得

愛知県 さとう経営研究所 地域活性化に向けた従業員や異業種向け教育・セミナー開催事業

愛知県 らーめん夢笑 こだわり具材を使った持ち帰り商品の開発・販路開拓と回転率向上

愛知県 小野田養蜂場 自身が飼育している日本蜜蜂から採取されたハチミツの商品化事業

愛知県 有限会社信友建設 WEBサイト強化・活用を強め幅広い世代顧客の獲得

愛知県 サロンドCOCO ギャラリースペースをHPで公開し、集客と知名度アップ

愛知県 有限会社ジークラフト 関東圏・海外進出展開を目的とした自社ホームページの多言語化

愛知県 合同会社NSEマネジメント 賃貸住宅の募集を電子媒体とフリーペーパーを介して直接発信

愛知県 株式会社Laラナ 名古屋市中心地区への新規店舗の出店とその広告宣伝活動

愛知県 株式会社リジカーレ 業態、屋号変更による顧客満足向上と新規顧客開拓事業

愛知県 Kazeiro美容室 美意識が高い高齢者の顧客化づくり

愛知県 松栄軒製菓舗 旭観光協会とのコラボ商品の情報発信による販路拡大

愛知県 ひだや ホームページ開設による老舗和菓子店の販路拡大

愛知県 やよい 当店手作りの「川魚料理の真空パック」のネット販売による販路拡大事業

愛知県 田畑智美税理士事務所 HP・看板を活用した早朝勉強会により巻き込むセミナー営業

愛知県 ジャパンエンザイムプロジェクト エステサロンへリニューアルするための店舗改装と広告宣伝

愛知県 有限会社ビューティーサポート愛知 女性のお顔剃り事業拡大による新規顧客の開拓

愛知県 杉江畳店 ゆるキャラを使った懸垂幕・のぼり旗等による地元へのPR活動

愛知県 山口接骨院 開業4年目での新たな飛躍のための積極的PRと新サービスの導入

愛知県 Anelaキョロ 看板改修、ホテル設備充実化によるペットホテルの販路開拓事業

愛知県 合同会社祖父江商工販売 日本一の銀杏の郷イチョウの落ち葉パッケージ開発事業

愛知県 だいきち接骨院 接骨院によるボディケアで女性患者の開拓と根本治療

愛知県 あずきプランニング 共同営業チームの為の新たなシステムの構築

愛知県 活粋食堂 高齢者向け「食べやすいお弁当」と介護食器の充実による販路開拓

愛知県 株式会社山田製作所 販路拡大に向けたホームページの活用及び製品の受注体制構築

愛知県 行政書士奥村法務事務所 ＨＰやチラシ等を使ったＩＴとアナログ両面からの多角的販路開拓

愛知県 株式会社竹田嘉兵衛商店 絞りバッグ・絞りデニム・その他新規製品の販路開拓

愛知県 有限会社フローラルコマース 中小企業活性化！マスコミ取材獲得サービスの販路開拓

愛知県 日本太陽光発電株式会社 「小売電力自由化」に伴う、電力供給事業への新規参入
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愛知県 備長扇屋尾西開明店 顧客ニーズに即した店舗空間のリニューアルと創作料理の開発

愛知県 かねき米の郷 若い女性達を魅了！お米ギフト・アイキャッチ看板大作戦

愛知県 株式会社金田工務店 耐震していますか？リフォームして安心な住まいにしよう！

愛知県 東春酒造株式会社 「あいち銘酔会」酒蔵元による共同頒布会＆イベント試飲付展示会

愛知県 株式会社PFライフサポート ホームページ構築（リニューアル含む）と広告宣伝強化

愛知県 株式会社満楽 共同住宅の知名度アップにより、直接入居者獲得

愛知県 しすたあ美容院 高齢者のための快適・癒しの空間づくり・新規事業ネイルサロン

愛知県 株式会社アースクリーン ホームページリニューアルによる新規顧客獲得

愛知県 藤建設株式会社 耐震診断を基に住宅リフォームのHPを立ち上げ販路の拡大

愛知県 アクシビジョン株式会社 新商品の環境作りと販売促進新校舎における販路拡大

愛知県 有限会社ニューいらご 旅館による高齢者が自分らしく生きれる介護コミュニティ事業

愛知県 小久保ふとん店 使い捨て布団にはない究極の寝心地が手作り木綿布団にはある

愛知県 村瀬社会保険労務士事務所 介護事業サポートを中心としたHPの作成とDM発送

愛知県 南国キッチンアジア 駐車場一部を整地。オープンカフェ設置による新規顧客の誘致

愛知県 株式会社アイエス 新開発した半導体製造装置に要する環境負荷低減製品の販路開拓

愛知県 柴垣毛織株式会社 ３店舗の相乗効果で小グループ向けのおしゃれな宴会を誘致

愛知県 有限会社小澤商店 白い発芽にんにく味噌で地域を元気に「いなぶ元気プロジェクト！」

愛知県 美食Produce空 グリーンカレーの製造用・販促用設備の導入とその広報

愛知県 有限会社カネヨシ製菓 食品展示会への出展による、新規顧客の獲得と、認知度の向上

愛知県 磯谷自動車商会 夜間電飾照明付き看板設置による事業ＰＲと顧客誘致

愛知県 株式会社ティシュラー 自社オリジナル家具の新商品開発とカタログ製作による販路の開拓

愛知県 有限会社善雅 高齢者等集客向上のための店舗改善事業

愛知県 株式会社日栄ゴム商会 整備品質向上ツールの取得と整備品質＆技術力PRによる販路開拓

愛知県 海鮮居酒屋よって金 店舗新装・店名変更・ランチも営業等すべてが変わった周知大作戦

愛知県 沖縄ダイニングじーる 沖縄料理店の販路開拓

愛知県 スタジオゆう これからの時代に必要とされる訪問美容事業

愛知県 ポルポ 新規メニュー開発とテイクアウト事業への新たな取り組み

愛知県 有限会社オアシス 異業種と連携可能なメニュー開発とスキルアップによる売上拡大

愛知県 朝日屋 チラシデザインの一新と阿久比米PRで、新規顧客の獲得

愛知県 有限会社竹内総合研究所 クラウド型メンタルヘルス管理システムの開発及び販売促進事業

愛知県 丸一酒造株式会社 女性・若年者対策販路開拓事業

愛知県 真明流アカデミー 大人限定・低価格！フィットネストレーニングコースの新設

愛知県 新美株式会社 知多木綿ブランド化戦略販路開拓事業

愛知県 有限会社半田モータース 数値でわかる！愛車の健康診断サービス

愛知県 ヘアークラブプロローグ オーガニックフルボ酸を使った新ヘッドスパと育毛の提案とＰＲ

愛知県 ファジーチューニングクラフト カーライフを楽しむ為の、カスタムライフデザイニング事業

愛知県 株式会社中村工務店 新規顧客獲得に向け、リフォーム部門を強化するための宣伝事業

愛知県 株式会社松浦紙器製作所 マーケティング調査を基にした「ＰｏｐｐｙＢｏｘ」の販路開拓

愛知県 リペアガレージ WEB制作及び看板設置等から展開する新規販路開拓事業
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愛知県 えび屋 配達ノウハウを活用「高齢者向け」弁当配達＆安否確認サービス

愛知県 はとやネーム 刺繍商品展示からの提案販売による顧客のニーズ獲得・販路拡大

愛知県 アンジュール 地域活性化と特産品、地産品の販路開拓、振興事業

愛知県 つくし学園 生活体験型英語教室活性化のためのアクティブプラン

愛知県 みのや 新メニューで原点回帰～地元の皆様に末永く愛されるお店を目指して～

愛知県 パントリコ 看板設置による新規来客者の増加と卸先の開拓

愛知県 高章食品株式会社 メイドインジャパン、オンリーワン高級蒟蒻の海外販路開拓事業

愛知県 ノーマ農園 直販型の農業におけるネット販売システム構築による新規顧客開拓

愛知県 株式会社NET.COM Webコンサルティング事業（ホームページの分析・改善提案）営業強化

愛知県 リバーストーン アイドルタイムと空きスペースの有効活用促進事業

愛知県 株式会社高浜ホンダ レースイベント企画運営とその周知活動を通じての新規顧客の開拓

愛知県 ガレージアイエス 地域住民に対する当カーショップ利用の販促強化事業

愛知県 株式会社麩屋銀 若い女性や母親、年配客が来店しやすく居心地の良い店舗づくり事業

愛知県 株式会社雅 全戸配布型情報誌を活用した多様化する葬儀についての情報発信事業

愛知県 株式会社米友カメラ 新規顧客獲得の為のカード作成プリンター導入事業

愛知県 ハヤシ美容室 美容室の認知度向上の為の外観・内装リニューアルとＰＲ事業

愛知県 有限会社パピヨン 洋菓子店の認知度向上に向けて、店舗改装事業

愛知県 有限会社マルワ瓦工業 プロはここにいる。安心の屋根「お元気ですか？」事業

愛知県 株式会社和み人 漢方相談専門薬店の認知度を高めるための広告事業

愛知県 株式会社イブリティー 顧客満足・地域密着・知名度・新規顧客獲得活動

愛知県 合資会社靖和鐵工 環境整備による見える化とエネルギー関連の新規顧客の獲得事業

愛知県 有限会社風恋人 集客ＵＰをねらうＰＲ広告と快適性ＵＰを図るオーニングテント

愛知県 やえくら接骨院 最新治療機器を導入した高齢者の健康維持体操教室の開設

愛知県 まつ寿司 店内改装により「新たな店づくり」の出発と新規顧客の獲得作戦

愛知県 株式会社七福 ホームページ作成で中古着物市場のシェア拡大を図る

愛知県 CHAPTER08 店舗のシンボルとなる看板広告・HPを作成し顧客の増加を図る

愛知県 株式会社武 ホームページ作成・チラシ配布・試食会開催・店内バリアフリー化

愛知県 エヌブリッジ航空コンサルティング 外国人ネット書込みの収集分析による観光施設向けコンサルの販促

愛知県 有限会社わかお 言葉を超える動画ＣＭでネオハイブリッドの販路拡大を図る

愛知県 micora 機器導入とチラシ、HPにより単価と顧客数アップ

愛知県 株式会社知奈美 地元野菜と手作り弁当を紹介したパンフレットで地元中小企業を応援する

愛知県 やわらかとんかつ彩 お子様連れ女性客に好印象店舗へのリニューアルオープン

愛知県 葵コレクション株式会社 買物弱者を対象に地場野菜を活用した惣菜加工による販路拡大事業

愛知県 大幸工芸 ホームページの新規作成による下請業者から個人販売への販路拡大

愛知県 カフェ＆レストラン田園 自家製オリジナルドレッシングを新規商品化し食事部門の売上向上

愛知県 フラワーカンパニー花ことば 看板・屋根・ステージによりお洒落で気軽に入りやすい店づくりをする

愛知県 株式会社玉露軒 地元手土産用商品の開発とホームページ作成による新規顧客開拓

愛知県 hair&makeEJINBARA株式会社 地肌ケアーから得る、美髪・育毛・発毛に取り組む事業

愛知県 鈴木瓦業務店 屋根工事業における新規顧客獲得のためのＰＲ事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）3/5

愛知県 有限会社呉服のすぎうら 休眠着物買取の提案及びPR

愛知県 株式会社髙岡屋佛壇店 仏壇に使われている技術を盛り込んだ新商品開発・販路開拓

愛知県 介護・福祉サービスみかわ 医療設備の導入、チラシ・車両看板広告による販路拡大

愛知県 株式会社コーワメタル マンション竪樋支持金具の販路開拓と売上拡大

愛知県 藤原造園 高所安全剪定技術における特殊伐採事業開始と販路開拓

愛知県 シンカ工業株式会社 作業環境改善による機械加工精度の向上、医療分野への販路拡大

愛知県 総合塗装興業 今後３年間で遮熱塗装工事を中心に元請工事比率を向上させるための販路開拓

愛知県 凛 手作りの温かさを伝えるネットショップ運営による販売促進事業

愛知県 nona 販路拡大のためのホームページ制作

愛知県 株式会社ダイトー ホームページを活用した表装（掛軸製造）の直接取引による拡販

愛知県 有限会社カネカ神田 移動するおさかな屋さん～ケータリングカーによる鮮魚販売～

愛知県 株式会社ばんのベーシック 折込チラシエリア拡大とホームページリニューアルによる販路開拓

愛知県 有限会社山善糟谷海苔店 三河湾の旬採れ一番摘み海苔の「旨い」をお届けするプロジェクト

愛知県 株式会社石川家電商会 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

愛知県 渡辺石油店 カーケアのホームドクターを目指したＧＳの拡販展開事業

愛知県 合名会社中定商店 試食ブース及び休憩スペース新設による顧客固定化・販路拡大

愛知県 スカイバーアイラ オープンテラス風ウッドデッキによる販路拡大事業

愛知県 田中接着所 新規取引先獲得へ向けた生産量増加事業

愛知県 エイタックス税理士法人 地域密着型相続トータルサポートサービス広告宣伝事業

愛知県 南蔵商店株式会社 古杉桶を再利用した商品陳列テーブルと椅子の製作

愛知県 株式会社米利 テント新設による店舗イメージ改善事業

愛知県 有限会社スタンドアップダブル ロゴを活用した看板設置と情報誌掲載で新規顧客獲得

愛知県 行政書士やまき法務事務所 これなら書ける！！エンディングファイル知多半島限定バージョン

愛知県 三浦企工 奇跡の野菜『ヤーコン』の加工品開発、販路確保

愛知県 美容室パナシェ 信号待ちの車列の注目の的！！立体文字でインパクトありの店名看板の設置

愛知県 株式会社たいようリハビリセンター 機能訓練に特化した、リハビリデイサービスの展開

愛知県 ClubAtleticoGIRASOL 新規入会者･イベント参加者獲得のためのチラシとホームページの作成

愛知県 はる鍼灸整骨院 特殊治療機・装具導入による治療効果の向上・保険外収益の拡大

愛知県 アイチ技研株式会社 耐震用シェルターベッド普及の為の販売促進活動

愛知県 有限会社フラワーショップヤマイチ 集客向上を図る為の店舗外装のリニューアルと販売促進事業

愛知県 アコー（Gurio） 集客力向上の為の店舗運営の改善を図る販売促進事業

愛知県 UMofhair リラクゼーションサービス強化を図る為の販売促進事業

愛知県 秋本ネット 網・ロープ・船具の新たな販路開拓のためのホームページ制作

愛知県 ガラス工房グラスバレー 商品製作効率向上のための酸素バーナー導入

愛知県 まんらく 店舗設備導入による利用者の増加

愛知県 清美屋 顧客満足のため洋式トイレへの改装と自社ＰＲ用看板の設置

愛知県 野本建築 ホームページ新設による販路拡大

愛知県 株式会社ハートリフォーレ 訪問看護事業・12月開所予定の精神福祉施設の周知と利用者獲得

愛知県 えびす治療院 漢方・健康食品の新規顧客獲得とSEO対策ネット販売



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）3/5

愛知県 株式会社ユニークセリング・プロポジション 新サービス【社外宣伝部長（R)】の販路開拓および、広告ツールの制作

愛知県 有限会社ヤマセ土地 “来店につながる”店舗改装と看板設置

愛知県 株式会社人形の天神屋 看板のＬＥＤ照明化・デザイン変更による知名度の向上

愛知県 ヨサパークボニー 体質改善トリートメントを看護師のカウンセリングで差別化

愛知県 haircomfy 地域に密着した心身ともに心地よい癒しの空間プロジェクト

愛知県 株式会社日本高周波 施設園芸業界及び酪農業界に向けた独自製品の開発・販路開拓

愛知県 サラダ館小坂井店 来店客数増加のための看板設置事業

愛知県 株式会社味研連 「あまっ娘」野菜直販の為の自社宣伝用ホームページの作成

愛知県 マル伊商店 「ミーナの恵み」を活用したしらす干し商品のブランド化

愛知県 pàtisserieàpic テイクアウトドリンクの提供、カフェスペースの設置

愛知県 いこい 観光客へのサービス拡大によるリピート化に向けての事業

愛知県 ポワンポワンスタジオ 音楽教室の遠方からの顧客の取り込みを狙った宣伝広告および駐車場等の整備

愛知県 カントリーワーカー ガーデンメンテナンスの顧客範囲拡大による販路開拓事業

愛知県 hairsalonPorto 髪や頭皮と本気で向き合うマイクロスコープケア診断事業

愛知県 株式会社INOA 揺れる雲梯、肋木による子どもの体力強化事業

愛知県 ７カラーズ株式会社 オリジナル・エアー看板で実店舗の売上アップと地元商店の活性化

愛知県 KFBサポート ＢtoＢ専用ホームページによる“光る氷器”の全国展開事業

愛知県 仏壇工房しげ 一般顧客掘り起こしの為のプロモーション事業

愛知県 リカーショップいとり 薄利多売からの脱却するための、販売戦略ＰＲ事業

愛知県 内海生花 自社ホームページの新設、紙面媒体広告事業

愛知県 ハーブ農園リッコ 顧客が安全かつ楽しく過ごせる農園の為の整備事業

愛知県 有限会社平山ショップ ㈲平山ショップ及び家田畜産の豚におけるブランディング事業

愛知県 合同会社ありがたや 滞在満足度向上による施設評価の向上とリピーターの獲得

愛知県 おかしの実 インターネットなどによる広告と新商品（地産を使用など）開発のための調査

愛知県 ニケンハウジング株式会社 新商品（コンセプト住宅）開発による販売促進・販路開拓事業

愛知県 株式会社ケイズプランニング レンタル業務から掘り起こす厨房機器の新たな販路開拓作戦

愛知県 有限会社OREO 子育て世代の女性をターゲットとしたヘアサロンの展開と販路開拓

愛知県 株式会社めい バリアフリー化による車椅子利用の顧客増大事業

愛知県 株式会社久野金型 金型修理顧客獲得のためのＨＰおよびサンプルプレート作成とＰＲ

愛知県 日本料理やま十 日本料理店が創る豚角煮の一品から逸品へのブランド化事業

愛知県 有限会社木村農園 金時生姜HP販売用の動画作成及びアップ

愛知県 冨永農園合同会社 自社ブランド商品ラベルの統一と販路拡大のためのデザイン作成

愛知県 宮崎園 海外での販路拡大を目論んだ英語、中国語ウェブサイトの整備

愛知県 有限会社山本鉄建 鉄以外の加工機の導入による新規顧客獲得と売上増への取組み

愛知県 ヘアースタジオタカハシ 60歳でもかっこいい～「-10歳計画」への取り組み

愛知県 有限会社フワラーショップあさおか 沿道通行車へのアイキャッチ及び店舗外スペースの拡充

愛知県 鈴木製茶 有機栽培「茶」のプロモーション強化による新規顧客開拓

愛知県 鈴木達也行政事務所 対面販売を意識した「終活サロン」による高齢者マーケティング

愛知県 株式会社小林建装 損害保険(火災保険)代理店業務の開始に伴う告示
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愛知県 有限会社吉良屋 高付加価値かつ衛生的な持ち帰り料理販売による豊橋店の売上向上

愛知県 大文字 お店の味を家庭で！お持ち帰り惣菜販売開始で新規客獲得

愛知県 株式会社アイシンドウ リサイクル部門の店舗およびネット販売強化による収益力の向上

愛知県 有限会社旭屋 高齢者にも優しい店作り～旭屋の心からのお・も・て・な・し～

愛知県 株式会社ベルテック ポリプロピレン樹脂製ソーセージクリップの開発・販路開拓

愛知県 天紫の羽根 安全・グルテンフリー「米粉パスタ」「米粉ピザ」国内海外販売

愛知県 セレンディピティ 名古屋唯一「心体のストレス緩和」と「姿勢矯正」可能な整体院の販路開拓

愛知県 株式会社ファイナンシャルプランナーズ 小規模事業者を倒産から救え、危機的状況回避システムの販路開拓

愛知県 和諷瑠 開店２０周年を機に店舗イメージアップと新商品導入で購買意欲促進

愛知県 株式会社ライフスタイル・ウーマン キャリアトランプ事業のブランディングのための独立サイト構築

愛知県 NuZeeJAPAN株式会社 カートリッジコーヒーの新商品開発・販路開拓

愛知県 株式会社安田製作所 軽カーゴトレーラーの認知度向上と販路開拓事業

愛知県 浅井養魚 ＨＰリニューアルと金魚袋詰結束機導入による販路開拓事業

愛知県 株式会社丸一電器 コミュニティースペース設置及びトイレの段差解消・販路拡大

愛知県 MAKOメディカルサロン 尾張で唯一「腸マッサージと食育指導」で未来の体を改善する整体院の販路開拓

愛知県 渥美半島百笑一喜 飲食営業・イベント販売による地元農産物のPRと販路拡大

愛知県 株式会社そら 安心安全な無肥料無農薬の自然栽培米の販路拡大事業

愛知県 株式会社ソ・ラボ 新規事業こどもキャリアパーク「ミラコラ」の開発と運営

愛知県 有限会社三興サービス 「そうじのチカラ」ブランド化による販路拡大戦術

愛知県 有限会社ケーカンパニー 店舗改装による顧客獲得と持ち帰りメニューによる販売促進事業

愛知県 名古屋フィジカル・フィットネス・センター 「トータルフィットネスツァー」企画による新規顧客開拓

愛知県 株式会社あんしんクリエイト 保険の販売代理店から購買代理店への変革事業

愛知県 美容室SORA 高齢者にやさしい店舗改修・看板設置による顧客獲得事業

愛知県 わだちかぜ 計算教室及びカルチャー教室の新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社タカゼン ＬＥＤ照明工事及び太陽光発電の販売・設置工事販路開拓事業

愛知県 株式会社タクミ 運動を通じて地域を元気にする「タクミフィットネス」

愛知県 株式会社スタジオマイハウス ホームページリニューアル及び小冊子作成による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社加藤製畳店 ジャパンブランド・畳文化の情報発信とＷＥＢサイトの活用

愛知県 樹庵 Ｃｉｅｌ（空）カフェ～癒しの風プロジェクトパート１～

愛知県 ニコニコホールディングス株式会社 積極的な広報によるマーケット拡大と紹介営業の連鎖

愛知県 平田畳店 ヘリなし畳の生産効率・販売比率を上げることによる売上増加計画

愛知県 有限会社ユーアイ企画 デジタル教材を活用した学習塾開講による集客力の向上

愛知県 有限会社泰匠 環境改善の強化でイメージアップ、その先に各業種へ販路拡大

愛知県 ヘアーサロンタロー ウイッグの広告宣伝による対象市場の拡大及び客単価向上を目指す

愛知県 大正屋商店 「高齢者等への配送サービス開始による新たな顧客開拓」

愛知県 江本塗装店 既存客と新規顧客の認知度向上のためのプロモーション事業

愛知県 株式会社みなと観光サービス 電光掲示板の設置による発地型観光・着地型観光の需要掘り起こし事業

愛知県 有限会社ヤマセイ造園 成分分析評価に基づいた安心安全なにんにく商品を広める事業

愛知県 魚料理杉 店舗バリアフリー化で、高齢者等に優しいお店づくり
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岐阜県 株式会社玉井産業 １年以内に来場者数１．２倍を目指すゴルフ練習場の広告事業

岐阜県 株式会社美山観光やな 店舗改装で家族連れや高齢者に優しいヤナを目指す！

岐阜県 高牧商店 地域特産品・害鳥獣対策商品の購入プロモーション事業

岐阜県 山田木管工業所 楽天市場でのサーチワード広告を活用した売上アップ戦略

岐阜県 有限会社藤岡木工所 女性を笑顔にするオーダーキッチン提案カタログ作成事業

岐阜県 有限会社ミートショップミカド こだわりの飛騨牛を地元のお客様に・・・パンフレット事業

岐阜県 株式会社佐村建設 新規市場拡大のための営業チャンスを活かした広告配布事業

岐阜県 野々村建設株式会社 民間の新規顧客獲得による売上向上で経営安定化！！

岐阜県 有限会社市川造園 モデルガーデン「欅の森」、緑っていいね！販路拡大事業

岐阜県 あずま整骨院 インソール療法の認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 大栄ストアー 地域の需要に対応した店舗ＰＲ及び店づくりによる新規顧客の開拓

岐阜県 珈琲たなか くつろぎの空間作りと地産料理の新たな提供による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社昇平楼 夜の庭園の魅力向上による、夜の需要喚起と新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社アムールハウス 当社独自の新開発商材である『エコヌリ』のPR・販路開拓事業

岐阜県 HairDesignCindy 開業以降の新規顧客獲得に向けて認知度向上を図る看板作成事業

岐阜県 田口浩章商店 お客様ニーズの生鮮食品を品揃えした買い物弱者支援移動販売事業

岐阜県 奥飛騨酒造株式会社 直営店である国道売店の洋式トイレ改装による売上拡大事業

岐阜県 有限会社いまいプラザ 「高齢者にやさしいお店づくり」による顧客獲得プロジェクト

岐阜県 有限会社金山電設 高齢者の多い地域に密着した新サービスの実施と販路開拓

岐阜県 有限会社こばやし 聴力検査室設置による補聴器専門店への転換と販売促進

岐阜県 アイコーメガネ 防音室の設置工事等で、補聴器の新規顧客開拓と顧客満足の向上

岐阜県 みふく 集客力強化のためのお客様目線の看板設置事業

岐阜県 有限会社エヌケー リフォーム・高付加価値商品の増販及び新規客獲得の為のＰＲ事業

岐阜県 ＭＩＧＯＲＯ 「男子塾」の広報活動強化による生徒数、開講数の拡大事業

岐阜県 中華食堂梵 顧客満足度を上げるための環境改善及び新規顧客の来店促進

岐阜県 旬魚旬菜すいか チラシ、リーフレット作成により口コミでの集客を図る

岐阜県 株式会社榮氣堂 メンテナンス会員募集のための月刊情報誌でのＰＲ事業

岐阜県 かしここ株式会社 製造品卸売の販路開拓

岐阜県 そば処三八屋 店出入口のバリアフリー化とこだわり食材の情報発信事業

岐阜県 株式会社ウイニングホーム 年収３００万円でマイホームの夢を実現する超ローコスト規格住宅

岐阜県 八百彦ガス株式会社 新規客獲得効果を高めるパンフレット作成・チラシ印刷

岐阜県 株式会社杉山塗装店岐南営業所 顧客獲得と売上拡大のためのＨＰの再構築、チラシ、パンフ作成

岐阜県 バーバーナカジマ 体の不自由な高齢者向け訪問理容サービスによる販路開拓事業

岐阜県 千成寿司岐南分店 旬なものを食べていただく寿司居酒屋としてのイメージ刷新事業

岐阜県 ジャッキオートモービル 新規顧客獲得のための看板設置と塗装ブースの新設事業

岐阜県 パソコンくらぶスマイルズ パソコン・タブレットを活用した認知症予防講座のＰＲ

岐阜県 島唄心（シマウタグクル） 沖縄の料理と音楽で島人（しまんちゅう）になれる店

岐阜県 喫茶なでしこ 看板による新規客に対する店舗の宣伝

岐阜県 有限会社ファイブオール 「在日外国人」を対象とした「介護施設」への職業紹介派遣事業
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岐阜県 長瀬菓子店 地域消費者ニーズに応えた品揃えと利便性を備えた店づくり

岐阜県 株式会社笠松天領の駅 インターネット販売と安心・こだわり商品の販路拡大と充実化

岐阜県 有限会社甲斐 看板設置とポスティングチラシで集客・HPへ誘導で新規顧客獲得

岐阜県 パソコン教室わかるとできる羽島 スマートフォン・タブレット講座に伴う販路拡大事業

岐阜県 竹中時計店 時計修理事業強化と下請けからの脱却のための広告ＰＲ事業

岐阜県 訪問美容安寿 介護施設向けの営業ツールの整備による新規契約獲得

岐阜県 マックスポイント 来店促進のための看板改訂とブランド体験装置により売上拡大!

岐阜県 パソコンくらぶたじみ.net 教室周辺地域での認知度向上・新規顧客獲得に向けた広告宣伝事業

岐阜県 イースト企画 新商品の特徴を活かしたパンフレット作成による販路開拓事業

岐阜県 ミスタータイヤマン笠原 「あなたの車のホームドクター」として認知度・売上高向上事業

岐阜県 有限会社マルス写真店 デザイン性の高いオリジナルアルバムの製作販売による売上アップ

岐阜県 田上農園 スマホ対応ＨＰと販売・予約ページのリニューアルオープン

岐阜県 大鹿野工房 地元地域での知名度向上のための自社工房開放型イベントの開催

岐阜県 あゆみキモノ学院 国内外からの観光客に向けた、着物レンタル事業の広報活動の強化

岐阜県 家具のマルケン 当社の独自商品「リノベーション家具」のＰＲ強化事業

岐阜県 有限会社柏屋酒店 飛騨の地酒を前面に出した、下呂温泉観光客向け広報活動強化事業

岐阜県 ニックニックバーバーショップ リアシャンプー導入により新規顧客獲得・既存顧客満足度向上

岐阜県 株式会社カネヒロ もっとカネヒロを知って、使ってください！！在庫表のDM発送

岐阜県 珈琲物語 更なる飛躍！ツキを呼ぶ幸せギフト計画

岐阜県 季節料理山びこ 「吟味された食材・きめ細かな季節料理」認知度拡大展開

岐阜県 喜多川商会 ニューファミリィー層の新規獲得、店の存在を意識してもらおう

岐阜県 ボデーショップやまおか 「自動車関連トータルサポート業」認知度向上と新規顧客開拓

岐阜県 テラ・コンディショニングルーム 「スポーツ整体」事業ＰＲによる新規顧客開拓・売上向上事業

岐阜県 有限会社水野製材所 「ＨＩＲＡＹＡ」住宅ブランドの事業ＰＲによる認知度向上事業

岐阜県 京屋家具店 「創業二百年の老舗オーダー家具専門店」事業ＰＲとブランド化

岐阜県 越前屋岐阜工場株式会社 「継ぎ目ゼロ・表裏無し細織物」製品の試作開発

岐阜県 ほぼ事務所 『高齢化に伴う法律手続き受注のためのＰＲ事業』

岐阜県 四季七彩こころ 今のお客様のニーズに合った店舗改修及び新規顧客獲得事業

岐阜県 有限会社大橋酒造 「スパーリング日本酒」を中心としたPR活動の強化と販路拡大

岐阜県 有限会社奥田石材店 新規事業となる「墓じまい」サービスのＰＲ活動

岐阜県 早川建築株式会社 雑貨カフェ併設事務所開設に伴う広告PR事業

岐阜県 株式会社上見屋 折込チラシ・リーフレット作成による新規需要開拓事業

岐阜県 北原建築 「地元に根差した建築屋」実現のためのＰＲ強化事業

岐阜県 早川写真館 「写真・映像の楽しさや可能性」を伝えるための情報発信事業

岐阜県 安江工務店建築事務所 省エネ住宅を柱とした受注増加を図るための情報発信強化事業

岐阜県 フードショップヤマニシ 食品小売業の自家製品・惣菜・こだわりの逸品の情報発信強化事業

岐阜県 片田建築工業 情報発信強化と平屋建て住宅に特化した販売戦略

岐阜県 聚楽 空家を活用した地域コミュニティの創出による販売戦略強化事業

岐阜県 合同会社ひのきや 誰にも気兼ねせずに食べられる個室化の空間に向けた店舗改修工事
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岐阜県 合同会社マウントブルー 飛騨の地酒を取扱う専門店としての販路拡大事業

岐阜県 三島建具店 郷土の歴史再発掘と世界伝統文化遺産継承提案及び販路開拓事業

岐阜県 有限会社合掌森崎 インバウンド観光客へのおもてなしと地域PB商品販路拡大事業

岐阜県 有限会社こびき屋 外国人観光客が喜ぶ“おもてなし”対策提案と販売強化事業

岐阜県 有限会社まるじん 地域密着型店舗の特長を地元に周知する広報事業

岐阜県 有限会社双葉屋 「御用聞き」で買い物難民対策、併せて販路拡大

岐阜県 飛騨ともえホテル 外国人旅行客誘致に向けての販売促進整備事業

岐阜県 有限会社蒲酒造場 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ販路拡大

岐阜県 株式会社グリーンポケット飛騨 県産カヤを地元特産品として内外に周知させる認知度向上事業

岐阜県 有限会社いたばし生花店 アレンジメント教室の開催による地元客が集う花屋さんへの転換

岐阜県 有限会社牧成舎 牧成舎ブランドイメージの構築とギフト商品の販路開拓

岐阜県 有限会社ヤマハナ 他地域に向けた融雪工事のＰＲによる新規顧客獲得

岐阜県 ひだコロッケ本舗 地元の方にも食べてほしい！地元向けＰＲと販売促進事業

岐阜県 有限会社シンエイ地所 入居後も暮らしをサポートし続ける地域不動産店の認知度アップ

岐阜県 福田木工舎 「なんちゃって家具職人養成合宿サービス」の広告宣伝事業

岐阜県 すみれ荘 お客様にゆっくり食事を楽しんでいただくための食事環境の整備

岐阜県 みづの荘 自慢の「どぶろく」で誘客促進！グリーンツーリズム広告宣伝事業

岐阜県 久蔵 地元地域で認知度の向上を図り誘客とリピート促進で売上アップ！

岐阜県 キナリ木工所 滞留型ショールーム設置と情報発信による誘客・認知度向上策

岐阜県 株式会社今村商会 福祉用具の認知度向上と提案力強化による販路開拓事業

岐阜県 株式会社大装 脱下請け！エコ塗装のPRによる新規顧客開拓事業

岐阜県 株式会社龍の瞳 龍の瞳の認知度向上と輸出拡大を図る海外展開事業

岐阜県 有限会社南ひだヘルスファーム メッセージ性の高い看板による集客力・認知度向上と販路開拓事業

岐阜県 橋本建築 他社にない建築サービス「協働の家づくりサービス」のPR事業

岐阜県 有限会社吉田屋 ホームページ再構築と吉田屋の知名度を上げるためのＰＲ事業

岐阜県 有限会社岩下製畳所 「住まいのお困りごと解決事業」サービスの積極的なＰＲ活動展開

岐阜県 有限会社サカイ食品 情報発信ツールの構築・充実によって、営業活動を強化する事業

岐阜県 山岳木工 山岳木工の主力ブランド製品づくりとその製品ＰＲイベントの開催

岐阜県 ＣＡＦＥＭＵＳＴＡＣＨＥ 英語版メニュー＆ショップカード作成とトイレ洋式化で客単価ＵＰ

岐阜県 有限会社Ｂｕｄｄｙ キャンピングカーのレンタル事業を元気よくキックオフする！

岐阜県 有限会社孫九郎 シニア世代の心を掴め！「音楽浴」で癒される温泉旅館のＰＲ事業

岐阜県 有限会社奥飛騨不動産 外国人宿泊者を対象とした里山百姓暮らしを満喫プランＰＲ事業

岐阜県 株式会社中林工務店 外国人バックパッカーの集客に向けた英語パンフレット等整備事業

岐阜県 株式会社乗鞍山頂銀嶺荘 海外からのお客様に満足いただけるロッジを周知する広告宣伝事業

岐阜県 株式会社タナカ技建 住宅解体後の土地・資産活用までをサポートする解体工事提案事業

岐阜県 きもの＆宝石クリニックたかい 新規顧客獲得に向けた、展示会・チラシ・ＤＭによる周知力ＵＰ

岐阜県 株式会社ＯＲＩＢＥ 新築住宅及びリフォーム工事件数増加に向けた販売促進事業

岐阜県 炭火焼肉たつみや ≪ターゲットとする高齢者やお子様の来店増につながる店舗改装≫

岐阜県 有限会社ジーツー 看板による集客率向上と店舗改装による顧客満足度の追求
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岐阜県 料理色彩多季 人気スイーツのネット販売システムの構築

岐阜県 有限会社岡崎設備工業 会社の存在感向上と事業のＰＲによる潜在意識の発掘事業

岐阜県 表装工房来生堂 来店客増加に向けた看板設置及び体験教室事業

岐阜県 有限会社角禧大野分店 情報発信による新たな「角禧」ブランド構築及び新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社ダイコウ 地元地域での存在感の向上と、カラー塗装の受注促進事業

岐阜県 小川エクス企画 連動性をもたらす販促ツールの活用で受注拡大

岐阜県 アズム 店舗のイメージアップと顧客満足度向上事業

岐阜県 株式会社和工 地域の新規顧客獲得に向けた広告宣伝事業

岐阜県 クリーニングのすぎやま 店舗の形状を活かした電飾看板の設置

岐阜県 エクステリア木戸 集客力アップを図るための展示場設置の販売促進の第一歩

岐阜県 杉原酒造株式会社 ”世界中の人々から愛される「日本一小さな酒蔵」”の挑戦

岐阜県 株式会社ＡＱプランニング 新規顧客獲得のための各種宣伝と専門家監修

岐阜県 株式会社一鉄 リーフレットの製作、配布による販路拡大

岐阜県 藤井商事株式会社 タウンメールやフリーペーパーを活用した新規顧客の集客

岐阜県 有限会社丸善薬局 「美と健康の転換期」世代の新規顧客開拓

岐阜県 株式会社パーチ 世界に通用するジャパンブランドの確立、海外販売の促進

岐阜県 K'sSchere チラシによる新規顧客開拓

岐阜県 中増株式会社 商圏拡大に伴う新規顧客獲得のための店舗・商品・サービスのＰＲ

岐阜県 cachecache フリーペーパーによる新規顧客開拓

岐阜県 株式会社澤頭建設 新築及びリフォーム見込客に対する広告宣伝による販売促進事業

岐阜県 堀田時二郎畳店 地元密着の商品開発とHP開設による、お客様へのアピールと販売

岐阜県 天然温泉湯元湯華の郷 当施設の強みの訴求による新規顧客獲得に向けたＰＲ活動

岐阜県 有限会社ニシカワ 「まちの電器屋さん」のＰＲによるリフォーム事業の強化

岐阜県 有限会社ティーツー 地域社会に浸透するための宣伝広報活動及びSNS等の活用

岐阜県 藤田商店 移動販売により、春日地区に美味しく楽しい食を日々くまなく提供

岐阜県 カネマタ食品工業株式会社 自社サイトの全面スマホ対応により、情報量・販売力を強化する！

岐阜県 有限会社弓削銘水堂 顧客の来店促進と満足度向上のための店舗環境の改善・整備

岐阜県 株式会社好文堂本店 ＰＣサプライ事業のＰＲ強化で揖斐川町のデジタルライフを応援！

岐阜県 寿司・仕出し安兵衛 揖斐郡の「お祝い」掌握大作戦！

岐阜県 株式会社立花屋 海外客をアップするインバウンド向け販促ツールの作製

岐阜県 有限会社プロスパー
お客様の笑顔あふれる展示会2015

岐阜県 お食事処だるま パニーニの認知向上及び、移動販売車での販売促進事業

岐阜県 寺井サービス 明るく過ごしやすい店内改装・お客様との“絆”強化事業

岐阜県 楠米穀店 自社の強みを再認識してもらい地域の米食文化に貢献する事業！

岐阜県 萬福 椅子席の導入で、滞在時間と客単価をUP!

岐阜県 窪田ゴム車輛 他社に先駆けた新ISO対応大型車ホイ－ル短時間取付けサ－ビス

岐阜県 メガネ・宝石・時計の細野 空調設備と照明設備の取替による店内環境改善と顧客満足度の向上

岐阜県 桔梗屋 ”移動販売だ”農山村を駆け巡り、お年寄りの信頼を得よう！

岐阜県 株式会社多和田家具店 高齢者を中心としたキャンペーンの開催とチラシの配布
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岐阜県 田中平和堂薬局 街の相談薬局（かかりつけ薬局）としての機能強化と宣伝活動

岐阜県 小畑畳店 お客様に畳の良さや品質を理解していただくための店づくり

岐阜県 有限会社富田鉄工所 新規顧客獲得に向けたテクノルームの改装及び看板設置

岐阜県 株式会社匠建 デザインコンクリートウォール・フロアーの販路開拓

岐阜県 アトリエ風音 集客力向上のためのプロモーション事業

岐阜県 合名会社大友商店 顧客満足度を高める“快適ガス生活”の認知度向上及び販促事業

岐阜県 城西設備 地元唯一の水道工事店としての存在感向上と自社受注強化事業

岐阜県 喫茶モントレ 店舗立地を活かした新規客の来店促進と顧客満足度向上事業

岐阜県 富士綿業 「トータルな眠りのコーディネート」が出来るお店の認知度向上

岐阜県 合資会社大和屋薬局 かかりつけ薬局としての機能強化の為の新検査機の導入とPR活動

岐阜県 株式会社ComtepsEducation 新規生徒獲得の為の広告宣伝

岐阜県 足立理容店 タウン誌・かわら版への掲載による周知力を向上及びエステ客増加

岐阜県 株式会社材半建設 新ブランド立ち上げによる若年層顧客の取り込み

岐阜県 海津はりきゅう接骨院 看板とチラシにより当院の周知力を高める販売促進事業

岐阜県 海老塗装店 “まちの塗装店”を意識したホームページによる新規顧客獲得事業

岐阜県 メンズヘアークレイ 町内初の『男性専用の付加価値型サロン』としての店舗作りとPR

岐阜県 結い実の会 新規会員獲得に向けたセミナー開催及びＰＲ活動

岐阜県 BOULANGERIEUNPAIN 「高級感」のある店舗にする為の店舗内外装の一新とフェアの実施

岐阜県 株式会社ウエルテクノス 障がい者の就職支援プロモーション事業

岐阜県 株式会社ロワ・エ・レーヌ ケーキ用ショーケース導入により付加価値向上を図る

岐阜県 焼肉亭ばりきや 店舗内外での情報発信及びベビーカステラを利用した集客向上事業

岐阜県 かなぶ 中山道赤坂宿の歴食ＰＲに伴う販路拡大事業

岐阜県 ニリンハウスキタムラ 他店と差別化を図る当店のサービス・強みのＰＲと看板設置事業

岐阜県 山内時計店 他店と差別化を図る取扱商品看板設置と新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社おぐら 看板設置とライトアップによる認知度の向上及び顧客の獲得

岐阜県 有限会社ビーンズ 雑誌広告・カタログ製作における顧客取得とブランド力の向上

岐阜県 有限会社みどりや 店舗改装による売上向上事業

岐阜県 ＯＫコンピューター 新規顧客開拓のためのＷｅｂセミナーサイト開設

岐阜県 株式会社西脇電器 顧客増加に向けたプロモーション事業

岐阜県 株式会社笹屋 「快眠空間」コーナーによる新規顧客獲得ＰＲ事業

岐阜県 古今珍品情報流通センター 海外観光客からの売上向上のための店舗改装

岐阜県 岩瀬電気 「広告シャッター」設置によるセキュリティ強化と元請受注促進

岐阜県 手づくり工房あめんぼ 大型ディスプレーシート＆オリジナルのぼりによる集客アップ大作戦

岐阜県 北村製作所 顧客ニーズを満たした経木折り箱製造・販売事業

岐阜県 農家ペンションリトルパイン 農家ペンションが育てる鶏の「けいちゃん」の商品化・販路開拓

岐阜県 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾚｽﾄﾗﾝＫＯＤＡＣＨＩ バーベキューハウスを地元と郡上市外のファミリー層にＰＲする

岐阜県 株式会社マツダクリエイト お洒落に敏感でお庭を楽しむ富裕層客獲得に向けた広告・宣伝事業

岐阜県 株式会社澤建築 在来工法を活かしたモデルハウスと情報発信強化による販路拡大

岐阜県 株式会社丸昌醸造場 治郎兵衞「郡上みそ」の販路開拓事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）3/5

岐阜県 白鳥印刷 得意先・新規顧客に向けた、印刷から派生した新サービスPR事業

岐阜県 designstudioKatachi 対事業者に向けた、「katachi」ブランドの魅力周知事業

岐阜県 有限会社すぎ山 郡上八幡への観光客に周知する店舗ひさし型広告幕設置事業

岐阜県 穂積株式会社 都市の主婦層に対し郡上産天然水の認知度を上げ新規顧客を獲得

岐阜県 訪問美容Ａｎｉｍｏ 要介護者世帯へ『地域初の訪問美容』をチラシとＣＭでＰＲ事業

岐阜県 わさび屋株式会社 商品開発のため設備導入及び統一パッケージによる販路開拓事業

岐阜県 株式会社のだみつ花店 高齢化に適した「バリアフリー化」と新規イベントＰＲによる集客

岐阜県 武芸川町特産品開発企業組合 農家レストラン「つるや」への集客を増すために行う広告事業

岐阜県 四季路とTriKocky チェコ共和国の料理専門店として新規販路開拓と顧客の注文増

岐阜県 後藤建築 動画を利用した伝統技術を用いた家づくりPR事業！

岐阜県 有限会社杉島荘 「大ます寿司」の商品開発及びパッケージ作成による販売促進事業

岐阜県 下之保木材有限会社 「地域に根差す会社」としての認知度向上のための広告宣伝事業

岐阜県 有限会社山本木工所 人工大理石特殊加工品のホームページを利用した新規顧客獲得事業

岐阜県 栄屋 自慢の鰻料理、売上げ増のため看板・トイレの改装事業

岐阜県 まりやオート商会 展示場の改装による自動車販売促進・サービス向上事業

岐阜県 マルヘイ株式会社 地元産ゆず果汁配合｢ゆず美容クリーム｣全国販路開拓ＰＲ事業

岐阜県 有限会社家電サポートさかい 展示用モデルトイレによる売上強化と新規顧客獲得強化事業

岐阜県 トマト工業株式会社 ショールーム設置による周知向上による売上拡大事業

岐阜県 岡崎製材所 自然素材を用いた木組みの木製ＰＲ看板の製作と設置

岐阜県 トータルリペアＷＩＺ 新規顧客獲得のためのＰＲ強化

岐阜県 花盛酒造株式会社 酒蔵の景観を復元し、固定客の増加につなげるための店舗改装

岐阜県 有限会社藤乃屋 快適空間作りの為の店舗改装及び焼き菓子の新商品開発・試作

岐阜県 美濃白川麦飯石株式会社 農業専門誌の広告とホームページによる「麦飯活土」の売上拡大

岐阜県 寿し幸 中国料理店内で、和食の会席料理を提供する

岐阜県 松川屋 新聞チラシと店舗改装で新規顧客の増加とリピーター率の向上事業

岐阜県 白川菓匠大黒屋 『白川菓匠大黒屋』ブランドのイメージアップ

岐阜県 栄伸木工 『（気）木を使うお仕事』ＰＲ事業

岐阜県 松葉屋薬品 大型店に対抗！店舗改装による新規顧客とリピータ－の増加事業

岐阜県 紅屋 こだわりの商品を持つ「紅屋」ＰＲ事業

岐阜県 梅村酒店 地元のお客様の満足度とサービス向上の店づくり

岐阜県 堀建。 インパクトの強い看板と現場の足場のタネ幕看板で販路開拓

岐阜県 株式会社丸信住宅産業 木の温もり感じるリフォーム・リノベの販路開拓、ＰＲ事業

岐阜県 有限会社タケイチホーム 世界でたった一つのオンリーワンデザイントイレを作りませんか？

岐阜県 有限会社サンアイ 日本全国の住宅からＳＣキーパーⅢでムカデ撃退

岐阜県 株式会社アースリー不動産 自社のブランド化と知名度向上のための販売促進事業

岐阜県 アイ・アーキテクト 女性建築士が推奨する「自然温度で暮らせる家」の販路開拓

岐阜県 有限会社平井製作所 「頑張る町工場」受注獲得のための情報発信事業

岐阜県 佐賀石材株式会社 デザイン墓・ガーデニング墓などの提案と販売促進事業

岐阜県 有限会社新井組 認知症対策！「特殊下敷き楽々おぼえ～る」販開拓事業
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岐阜県 味和居江戸川 地元で唯一の「女子会」のできる和食レストランのＰＲ事業

岐阜県 ラ・プロヴァンス 地元高校生との共同開発商品「あずさクッキー」の販路拡大事業

岐阜県 やまだ業務店 塗り壁の魅力発信！「左官職人の店」広告宣伝事業

岐阜県 柴田米穀店 「信頼ある地域お米専門店」復活をかけた広告宣伝事業

岐阜県 魚邦 中山道各地の歴史と季節を味わえる中山道弁当の販促ＰＲ事業

岐阜県 有限会社ウィズドライブ 滞在型店舗への転換のためのお客さまスペース整備事業

岐阜県 ロザリエッタ マルシェによる外販事業強化での売上と周知度アップ事業

岐阜県 郷部（ごぶ） 地域情報誌掲載の広告による新規顧客獲得事業

岐阜県 有限会社蘭丸亭なかえ 美少年武将の集客グルメプラン戦略

岐阜県 ヤマツ大橋食品株式会社 新商品「味付角麩」の開発による全国販売

岐阜県 有限会社藤井浴槽設備 看板設置とチラシによる認知度アップに伴う販売促進事業

岐阜県 有限会社オオタニ オリジナル家具での販路開拓、ネットショッピング開設事業

岐阜県 西村呉服店 創業１００年祭に向けたチラシとＤＭによる販売促進事業

岐阜県 桜井米穀 新規顧客獲得に向けた新商品開発とパッケージの作成

岐阜県 有限会社ティアラ 「可児店１周年」タウン誌による認知度向上と新規顧客獲得事業

岐阜県 石原不動産株式会社 利用しやすい店舗づくりによる新規顧客開拓

岐阜県 幸陽印刷有限会社 魅了的で斬新なホームページと看板設置による販売促進事業

岐阜県 湯浅木工所 看板設置による新規顧客の発掘及び顧客誘導の販売促進事業

岐阜県 カフェルーチェ 岐阜県産食材を活かしたこだわりパスタＰＲによる新規客獲得事業

岐阜県 川辺米穀有限会社 店舗のリニューアルにおける新規顧客獲得事業

岐阜県 みおんリトルスクール 「難関私立小学校受験対策クラス」開校ＰＲ・新規生徒獲得

岐阜県 たつみ亭 店舗ＰＲによる新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社川湊の里 五周年で記念リニューアルオープンと販促強化

岐阜県 交告硝子店 店内イベント開催と接客・販路開拓

岐阜県 SQUADRAMURASE&Co. 木製家具の新商品制作による販路開拓事業

岐阜県 吉田襖店 「表具の専門店」のＰＲによる新規顧客獲得を図る販路拡大事業

三重県 若乃電気商会 愛船に安全・安心と希望を載せて、目指せ大漁！応援プラン

三重県 かわちや旅館 地元産魚介類を活用した新商品開発による老舗料理旅館の復活計画

三重県 はなのみせ花みやび 店の認知度を高め、新規顧客獲得と法人需要の拡大を目指す

三重県 有限会社白山自動車工業 自動車展示場の開設による新規顧客の獲得を目指して

三重県 牛清 自社製品の販路確保と魅力を伝える販売方法の確立

三重県 三吉丸冨乃屋食堂 地の利と最新の設備・最新の漁法を活かし女性客と夜釣り市場の開拓

三重県 株式会社南勢水産 伊勢志摩の魚を現地加工し鮮度を落とさず飲食業者へ届ける事業

三重県 里の駅ないぜしぜん村 「南伊勢町ポスターショップ」

三重県 有限会社山藤 地元、伊勢志摩の魚を使った「骨なし串ひもの」の海外展開事業

三重県 グリーングリーン 不要になった幼稚園のピアノを使ったライブ実施の為の店舗整備

三重県 珈琲塔ファイブ 地元女性とシニアに支持される健康提案メニューの提供と店舗改装

三重県 フラワーセンター花久 当店のサービス内容周知とイベント実施による新規顧客獲得

三重県 カフェ・ド・ボンボン日永カヨー店 自家焙煎コーヒーのブランド化・販売強化に伴う経営強化
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三重県 株式会社丸八水産 断熱壁設置による工場内温度管理の高度化と売上拡大・経営安定化

三重県 株式会社カネカン中村商店 サンマ・アジの干物の工場直販開始による売上高と利益率の向上

三重県 志代寿司 地域社会のだんらんの場を提供する店づくりのための店舗改装

三重県 森永ミルクセンターなんとう 牛乳だけじゃない！安心安全な地元商品の宅配で販路拡大を図る

三重県 魚よし 集客効果を見込んだ新店舗の改装及び広告の実施

三重県 正丸（まさまる） 海上で「女子会」or「ファミリーパーティー」大集合

三重県 山岡住宅設備 地域一番店の知名度と信用力の高さを強みに「ショールーム化」に向けた店舗改装

三重県 やまちょう 既存部門を活用した、もっと地域に愛される企画小売店への転換

三重県 げんさく 看板の新設並びに移設及び日除け幕設置による機会ロス対策事業

三重県 丸太水産 食のサプライチェーン構築による熊野灘産魚介類の拡販事業

三重県 藤原鉄工所 創業１００年に向けて新たな事業の挑戦！新規顧客の創造

三重県 有限会社タキハラムセン 高齢化地域にも、もっと身近に「ＩＴ」を！事業

三重県 中食家たこきよ 立ち退きに伴う新店舗移転を契機とした新事業展開による経営改善

三重県 うどん・そば処宮路 新規顧客獲得のためのリーフレットとホームページの作成

三重県 中世古設備 解体工事用設備導入に伴う新事業展開による売上向上対策事業

三重県 奥村自動車整備有限会社 ＥＶ・ＨＶ事業への本格的進出による販路開拓とシェア獲得

三重県 伊勢永田 生花祭壇をＰＲし、縮小傾向にある葬儀部門の売上向上をめざす

三重県 matdesign 商談及びデザインスペースの改装による新規顧客開拓事業

三重県 YOURSむとう 「太陽光パネル見守り隊」サービスで新規需要開拓事業

三重県 杉谷モータース 新規顧客獲得のためのイベント実施と居心地がよくなる店内改装

三重県 ＢＡＧＥＬＦＵＮＳ 業界初のベーグルギフト商品開発・販路開拓によるブランド化事業

三重県 フードセンターおたいや 地元農水産物を使用した惣菜で、経営強化と高齢者用食提供プラン

三重県 BarberWESTMOUNTAIN(ｳｪｽﾄﾏｳﾝﾃﾝ) 3,40代男性のエイジングケアＰＲによる顧客空白地区撲滅対策

三重県 さくら治療院 訪問マッサージの認知度向上による新規顧客獲得と高齢者支援

三重県 光和自動車 時間短縮・粗利益率向上、ハイブリッド及び電気自動車への新規顧客獲得事業

三重県 有限会社稲垣商店 街の情報ステーション。来店機会の拡大を通じた売り上げ拡大

三重県 office369番地 個人向け人物撮影用スタジオの整備

三重県 ぽぽらぁとあうら 脳トレーニング事業の地域への認知・拡大

三重県 千代寿司 宴会場の改修及び座席数拡張に伴う宴会ニーズの獲得と販路開拓

三重県 有限会社美容室FRIENDS 腰痛対策のカット椅子と首を圧迫しないシャンプーボールの導入

三重県 合同会社ファミリア ＨＰの新設・リニューアルと昇降機・スロープ設置による車イス対応で顧客層の拡充

三重県 井澤屋 ＷＥＢホ－ムペ－ジの充実とＤＭを活用した顧客の拡大

三重県 有限会社服部製菓舗 広報活動・イベント実施による工場直販所の存在感向上と販路開拓！

三重県 ガーリックハウス ファミリー層の個室志向に合わせた空間作りで新規顧客獲得

三重県 ブランジュリーゼンゾー 作業効率化を図り多様化する顧客ニーズに対応する店舗づくり

三重県 ホテル槇之木 高齢者、インバウンドに対応したオーベルジュへのトイレ改修工事

三重県 株式会社NRT トイレのバリアフリー化とサラマンダー導入による新メニュー開発

三重県 山芳工務店 志摩市周辺地域における地域防災・景観保全を建築業から守る事業

三重県 清水自動車 強みのワンストップサービスを発展させ、立会い車検実施による新規顧客獲得
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三重県 美珠庵 女性カイロプラクターによる女性の求める美と健康の創造

三重県 有限会社旅館橘 プチリニューアルで、高齢者と外国人観光客を積極誘客

三重県 松尾印刷 自社の長期的広告と新規受注による売り上げアップ

三重県 丸源 鮮度をそのまま真空パックで閉じ込め冷凍で直送販路開拓事業

三重県 株式会社山﨑 希少価値のある真珠貝柱を使った商品の認知度向上

三重県 有限会社べんのや酒店 地酒商品力強化と販売量拡大の為の冷蔵保管スペース拡大事業

三重県 花の里ふぁみりぃ 販売量増加に対応する為の生産用ハウス兼商品保管場所の増設

三重県 株式会社伊鈴屋 三重県南部地域の旬をテーマとした加工食品を販売する事業

三重県 DogSalonQueue～クゥー～ ペットホテル事業参入による住民の利便性および売上アップを図る

三重県 株式会社T＆T 加熱加工による新たな魚介類加工商品の開発販売

三重県 ヘアーガーデンN.Y ユニバーサルデザインで、子育てファミリー・高齢者をやさしく応援

三重県 ぢがみや旅館 旅館店主が作る志摩のお土産一品と業務の効率化で売上ＵＰ！

三重県 湊石材店 自社ロゴ（ＣＩ）製作による新たな販路開拓へのイメージ戦略

三重県 みつる屋 ホームページ・販促チラシを活用した、顧客開拓及び事業の再構築

三重県 カツ家 店内リニューアルによる顧客満足、サービス向上計画

三重県 株式会社エフ・ワイ 伊勢志摩林農プロジェクト

三重県 つばや菓子舗 新イメージキャラクターを活かした店づくりとPR

三重県 有限会社ヤマショー 買物弱者の利便性と温暖化防止に対応した店舗設備の改装を図る

三重県 魚匠海人 真空包装器と冷凍庫による鮮度保管・安定供給を目指した販路拡大

三重県 和栄丸 夜のイカ釣り遊漁船の安全面の強化による新しい客層の獲得

三重県 有限会社貞丸水産 地域資源・真鯛養殖を活用した商品開発と新たな販路開拓事業

三重県 株式会社サポート 買い物弱者への自社PRと取り込みによる販路拡大

三重県 有限会社おそうじ一番 「福の神」の販路拡大のためのホームページの新設（第一段階

三重県 うなぎ与八 待合室及び喫煙コーナー新設による新規顧客獲得事業

三重県 有限会社三愛岐 ターゲット別パック商品の開発・販売とHPリニューアル

三重県 ペットホテルCAROカーロ ハード・ソフトの充実によるワンランク上のサービス提供で新規顧客獲得！

三重県 合資会社早川酒造部 老舗酒蔵の知名度上昇策の展開とオリジナルカートンによる直販比率の向上！

三重県 有限会社丸正伊藤酒店 商品の見せ方のレベルアップと新たな顧客獲得

三重県 イナガキ産業株式会社 店舗スペースの改装及びストックヤード増築による施主・顧客の満足度向上！

三重県 おおしま家大工店株式会社 おおしま家大工店！情報発信力強化事業

三重県 有限会社大河内 彫刻機を活用して製品に企業情報を刻印しブランドを確立する事業

三重県 ネイション産業株式会社 アニメキャラクターグッズ製造販路開拓事業

三重県 西金商店 漏水探知機導入とチラシ・パンフレットを作成し顧客拡大を狙う

三重県 焼肉おどり場 真空パックによる新鮮なお肉を提供し、持ち帰りで売上向上を目指す

三重県 下出木材 桧オリジナル商品を入口にネットによる国産桧内装材の販路拡大

三重県 ラーメン亭さつま カフェタイムの新設とサイドメニューの開発による販路拡大

三重県 坂谷木工 レーザー名入れ対応時計・メモリアルグッズの開発・販路開拓

三重県 有限会社すかや呉服店 企業イメージの統一と看板設置による商品・サービス情報発信事業

三重県 株式会社ニシコー 販促ツールを活用したＤＩＹ材・オーダーメイドの新規顧客獲得
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三重県 米倉自動車 工場改築によるスピーディーな車両整備と納車による新規顧客獲得

三重県 岡島屋 浴室リニューアルと情報発信による熊野古道巡礼者等顧客の獲得

三重県 カフェドとうへん木 店舗改装、バリアフリー化による若年・高齢者層の来店動機の向上

三重県 トガワ自動車 ロードサイド沿い看板と一時受付機能による新規顧客の集客

三重県 元坂酒造株式会社 魅せます呑ませますこだわりの三重の酒！展示会参加で販路開拓

三重県 株式会社かきうち農園 冷蔵庫導入による販売チャンスロスの解消

三重県 西田歯科技工所 DSデンチャーシステムによる高効率、高品質義歯での販路開拓

三重県 勘次郎屋分店 観光土産用小瓶商品の開発及びラベルデザイン製作

三重県 河村こうじ屋 「味噌作り体験教室」での販路拡大と店頭販売の充実

三重県 民宿あづま 石釜及び調理場建屋の設置による新たな事業イメージの創出

三重県 合名会社村井呉服店 着物選びからアフターケアサービスのチラシ配布による顧客拡大

三重県 株式会社紀伊長島 三重の伝統料理「手こね飯の素」の製造販売及び全国発信事業

三重県 みやまや あおさ海苔を全国へ！「みやまや」小売りへの挑戦！！

三重県 ペピーズホースフィールド 馬を通して地域の子どもたちを幸せにするための販路開拓

三重県 やまりん株式会社 地域密着！「田舎暮らしを再発見」拡販支援ツール活用でＰＲ

三重県 うを由 スチコン導入による顧客ニーズの変化に応じた惣菜・弁当などの提供

三重県 谷本建築 ホームページ作成による新規顧客の獲得と大工の手づくり家具ＰＲ

三重県 有限会社角屋 新商品「みえジビエを使用したソーセージ」の広告宣伝とネット販売システムの構築

三重県 パティスリーコモノ 設備導入及びホームページ作成による新規顧客獲得

三重県 株式会社アクア 今後主力となる小松菜・レタス・水菜のパッケージ変更と版下の作成

三重県 株式会社アコール チラシ発行による店舗PRを行い新規顧客獲得

三重県 彩電館あまかわ 雑貨部門の知名度向上による集客アップ

三重県 檜作建築 オリジナル物件施工事例紹介による売上増進計画

三重県 有限会社藤原築炉 耐火物の専門家が製造した石焼ピザ窯の新規製造販売事業

三重県 株式会社ふじた農産 6次産業化へ向け、野菜収穫機による大量生産体制の構築事業

三重県 ヘアーサロンイトウ 事業承継に伴う店舗イメージ変更による顔剃り女性客獲得事業

三重県 麺屋すみか 「思わず行きたくなる」ホームページで魅力を発信！販路拡大

三重県 ユートイン 照明改装による顧客満足向上と新規顧客入店促進事業

三重県 陽光ビオファーム株式会社 Webサイトを活用した６次産業化商品の販路開拓事業

三重県 株式会社安心食品の店 自家栽培生芋を使った安心安全な蒟蒻製造販売事業

三重県 半蔵 新メニュー「いなべのちゃんぽん」導入による顧客層拡大事業

富山県 アイシン株式会社 シンプルな祭壇で多くの人にもお参りして頂ける新たな家族葬の提案

富山県 青山彫刻 木彫刻伝統技術の作品を広く周知するため広告宣伝事業

富山県 長田神具店 富山県伝統井波神殿・神棚ホームページ開設に伴う販路拡大

富山県 有限会社アスカ商事 遺品整理サービスの広告宣伝強化

富山県 料理旅館紋左 テーブル椅子セツト導入によるおもてなしサービスと広告宣伝費

富山県 料亭月見家 顧客満足度の向上によるリピート率向上事業

富山県 ナチュラルスィーツぽんぽん 来店客向けトイレの改装工事および飲食サービスのための店舗改装事業

富山県 株式会社亀山石材 亀は万年お墓も万年亀山の倒れないお墓をつくる
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富山県 ライフカフェキャトル パッケージデザイン制作等による特産「里芋加工品」販売促進事業

富山県 ドライブイン小牧 全自動コーヒーマシン導入によるテイクアウトの拡大・拡充事業

富山県 イタリア料理エルバッチャ 中高年齢者が快適に寛げる空間提供のための店内改装事業

富山県 有限会社桂樹舎 『型染め』のブランド開発と、浸透にむけたホームページの改訂

富山県 有限会社松崎自動車工業 急増する次世代自動車に対応するため、最新型故障診断機の導入

富山県 株式会社清水そばそば峠 道の駅機能を付加した店舗整備事業

富山県 ウラヤマ考業 自社開発商品と依頼された試作開発費のコスト低減とスピードアップ事業

富山県 高野屋商店 新商品開発に伴うパッケージデザイン

富山県 有限会社竹島板金工業 雨漏り修理工事の営業強化のためのプロモーション事業

富山県 西野クリーニング 衣類の補修・リフォームサービス導入による売上向上

富山県 旭鉄筋株式会社 橋梁耐震補強工事受注拡大に向けた新規案件獲得事業

富山県 林工房 ＨＰを使った情報発信と商談スペース設置による提案営業の強化

富山県 メルシーメルシー 高齢者・障害者に優しい店づくりを実現するための店舗改装

富山県 株式会社新富電機製作所 社内の新生産管理システム導入に合わせたホームページからの情報活用事業

富山県 美容室Ａｍｉ 新メニュー普及させる為の看板及びチラシの作成

富山県 松嶋建設株式会社 新規無人ヘリコプター事業拡大のための販路開拓

富山県 ワイズシステムデザイン 認知度向上と販路拡大のための広告宣伝事業

富山県 有限会社梅香園 観光農園（梅香のお庭）サイン設置事業

富山県 有限会社石森石材 住宅関連事業強化のための販促ツール作成事業

富山県 紺田糀味噌醸造所 若い女性層をターゲットにした、商品パッケージデザイン開発事業

富山県 ｏｌｕｏｌｕ 県産フルーツを使った新商品開発及び女性顧客獲得

富山県 株式会社橋本テクニカル工業 新製品の開発により従業員の処遇改善に取り組む事業

富山県 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ リハビリ特化型デイサービスの利用枠拡大ならびに新規事業パーソナルジムの開業

富山県 株式会社ヒルツ 無料点検サービスからの水回りリフォーム受注率向上事業

富山県 こけ山 高齢者や障害のある方が安心して来店できる為のバリアフリー改装

富山県 ヘアープロデュースUPLips．W 肌診断から始めるハッピーエイジング創出事業

富山県 有限会社ダイゼン石材 施工技術を立体的に提示するプレゼン事業と精神文化の伝承

富山県 有限会社舛谷解体工業 空き家問題や土地活用を考えるエンドユーザーに向けての広報事業

富山県 デリーズ春田 酒専門ＤＳからの脱却とまちゼミ手法を取り入れた販売促進

富山県 株式会社村山製作所 展示会での成約率アップを狙ったＷｅｂシステムの構築

富山県 有限会社八尾興業 住宅解体需要をターゲットとした広報物の作成による販路開拓事業

富山県 株式会社アースクリエーション ｢国際農業資材EXPO｣出展による商品の販売促進・販路拡大事業

富山県 楽家 三味線人口拡大に向けた外観整備事業

富山県 四方蒲鉾株式会社 富山湾ブランド食材を活用した商品パッケージの開発及び販路拡大

富山県 株式会社ティー・ツリー・コミュニケーションズ 北陸新幹線開業による「九宝茶」と「エコツアー」の販路拡大

富山県 株式会社クロダ電機 高齢者にやさしい店づくりとチラシ配布による新規顧客開拓

富山県 石畠株式会社 販路拡大にむけて施工能力を向上させ新工法を提案する

富山県 可部谷建築事務所 「幸せの持続可能（SUSTAINABLE）」化事業

富山県 料亭美よし 銘々で食べる一人おせちの販路拡大と当店ＰＲパンフ作成事業
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富山県 株式会社ヨネナガ
「情報とイメージ戦略で新規顧客獲得で販路拡大」

富山県 UProject株式会社 新商品『北陸新幹線・ご当地キャラクターコラボ記念切手』製作において販売PR事業

富山県 杉野味噌醤油株式会社 洋風メニューにも合う新しい「調理味噌」と「レモン胡椒（ごしょう）」の開発と販売

富山県 あおい鍼灸接骨院 ホームページ新規制作により、北陸で唯一の技術の発信と集客へ

富山県 畑醸造株式会社 観光団体客の積極誘客による物販直販ショップの売上拡大

富山県 おばた食堂 新顧客の獲得に向けた新メニュー開発並びに広報活動

富山県 古民家の宿おかべ 導入口のバリアフリー化による新規顧客獲得と利便性アップによる顧客満足度の向上

富山県 和泉家具製作所 立ち寄り易いｼｮｰﾙｰﾑ作りに向けた店内改装及び一輪挿しの販売強化

富山県 ameagua（アメアグア） 造花のレンタルフラワーのカタログ制作

富山県 旅亭みや川 インターネットを利用した販売促進事業

富山県 株式会社ライフアップ 新聞を取っていない若い世代の認知度をアップし、新規顧客を開拓する

富山県 理容鈴木 くつろぎ空間作りと女性エステシェービングの宣伝、顧客拡大

富山県 株式会社ふくみつ華山温泉 「顧客分析」「新サービス」を核とした集客アップ、リピート率アップへの取組み

富山県 ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰハバワールド 既存商品の販路拡大と南砺市特産干し柿C級品利用の為の機器導入

富山県 レストラン花月 洋式トイレへのリニューアルと改装記念セールで集客

富山県 合同会社太陽 新しい施術で女性を元気にし集客アップへ繋げる

富山県 株式会社平原堂 仏像DVD販売における開発・販路開拓

富山県 匠雲堂 来店客の製作現場見学環境の改善と集客力を高める店舗改造

富山県 荒井建設合資会社 世界遺産に訪れる外国人客に対応した新商品投入と環境整備

富山県 MasaGarage ラッピングと内装張替によるお客様の思いのつまった愛車提供事業

富山県 株式会社元気工房 各種の情報ツールを活用した店舗広告による新規顧客獲得事業

富山県 味処まる嘉 お客のニーズに寄り添った新たなサービスの提供と顧客開拓事業

富山県 オキタ塗装店 多業種の工事施工能力を活かした販路獲得事業

富山県 ゆうざき寝装 加工技術ＰＲ・商圏拡大による販売促進事業

富山県 有限会社薪の音 ブランド力と地域資源を活かした商品開発と販売及び集客の促進

富山県 ＥＣＣジュニア城端教室 掲示板設置にる認識度の向上と総合支援体制による新規受講生の獲得

富山県 有限会社安居商店 新商品企画による店頭販売促進事業

富山県 有限会社寿司恵 店舗改修及びコース料理の新設によるグループ顧客の獲得事業

富山県 有限会社ライル ＷＥＢサイトによる販売促進事業

富山県 有限会社誠文社 昇華プリントシステムの導入による販促品制作事業への進出

富山県 伸幸塗装店 「在庫管理システム」ＰＲ事業

富山県 株式会社アパッチ北陸 『バイク関連部門』を伸ばす情報発信事業

富山県 有限会社大島建設 公共事業分野への参入計画事業

富山県 松原清松堂 当店自慢の越中弓の清水（しょうず）「六芳焼」を全国へ届けたい

富山県 本田くん 高齢者の安心・快適な住まい実現に向けた新販路の開拓・展開事業

富山県 堺谷建築 広報力の強化と不動産業者との連携による再生型分野への進出

富山県 銭座瓦店 屋根から始まる快適な住環境を提案する事業

富山県 戸出町観光案内所（戸出ジェラート） 原材料アピールパネルおよびパンフレット作成事業

富山県 よし紀 メニュー開発と畳とイス等の刷新により女性層の誘客を図る
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富山県 ふじ・とこや 家族揃ってクールビズヘアの推進及びクールビズサロンづくり

富山県 仏壇洗浄一新堂
クールジャパン和柄・金襴ネクタイ、蒔絵アイフォンカバ―開発

富山県 有限会社石倉工業所 コミュニティサロンスペースの新設とＰＲパンフレットの作成

富山県 風月 トイレ改装と新聞折込チラシによるPR活動で売上拡大を図る

富山県 中川外装 高齢化世帯に優しい建築リフォームの提案と技術革新

富山県 越中和膳秀庖 「北陸新幹線で富山へようこそ！新鮮な魚料理でおもてなし」

富山県 有限会社呉羽土木興業 雨水タンクの試作開発によるエコ住宅の推進と普及による顧客確保

富山県 高野林業 GRCSを使用した樹木伐採の普及とホームページの開設による新規顧客の獲得

富山県 美容室るる 古民家再生の異空間で癒しのトータルビューティサロンを提案する

富山県 焼き鳥テッちゃん 県内初、本格炭火焼き国産焼き鳥の真空パック化による商品開発

富山県 桝カフィ 県内初の焙煎と試飲を体験できる空間を提供する珈琲店

富山県 有限会社山崎自動車 テスター導入による自動車整備能力の強化

富山県 有限会社創鉄工業 多機能型半自動溶接機の新規導入による売上高拡大

富山県 滝写真館 小スタジオの開設による｢顔ビジネス」「家族写真」の売上拡大

富山県 株式会社北田製作所 工場内の照度環境の改善による多品種小ロット生産能力の強化

富山県 株式会社道峰 ピンラック式巻上機の新規製作及び販路開拓

富山県 タカギ工業 庭メンテナンス軽減に向けた広範囲にわたる提案型土間施工事業

富山県 美容室フィオーレ 女性、高齢者にも優しいオイルヘッドスパ、エステ導入事業

富山県 福岡館 少人数に対応した法要新プランサービス導入事業

富山県 はちや 女性客向け郷土料理ランチメニュー提案と快適な店舗づくり事業

富山県 大道塗装 環境に優しい塗装の実現と外壁クリーニングの新事業展開

富山県 株式会社フジタ CNC三次元測定機を活用した異業種分野への新規参入事業

富山県 株式会社レストハウスサンエール ニーズの高まる訪問在宅介護充実に向けたサービス向上事業

富山県 大矢服装（福岡町下蓑2245-1） JAPANブランドのアパレル商品・コラボ商品を見える化した販売促進事業

富山県 大根の花 看板の視認性向上によるメニューの魅力度＆集客力UP

富山県 カイロケア・つっちー 運動機能の数値化により個々の症状にあった施術メニューの提案

富山県 新瓦 安心安全な瓦葺き拡充と和型瓦のカラーバリエーション提案で販路拡大

富山県 WaveLunch SUPの普及を通じて「環境」「健康」「地域」づくりに貢献

富山県 株式会社松村紙工所 片面ダンボールを使った新商品開発及び販路開拓のためのPR

富山県 ＦＣＳウォール ジム内の環境改善とチラシによるPRで、新規客を獲得する事業

富山県 株式会社まるき 新聞折込チラシによる販売促進活動で新規顧客と売上増加事業

富山県 丸善醤油株式会社 独自の販売ブースによる試食販売を軸とした営業システムの構築

富山県 株式会社ZAXFOX 新コンセプト店舗展開とパートナー開拓に向けたブランド強化事業

富山県 寺崎酒米店 価格競争に巻き込まれない特徴的は酒販店を目指す

富山県 料亭新橋 ソフトとハードの改善を図りながら新たな顧客を獲得する

富山県 泉造花店 新たな演出効果で遺族の心に残る葬儀を提供する

富山県 有限会社はな膳 高齢者向け宅配弁当サービスの販路拡大プロモーション事業

富山県 有限会社ドリームハウス 高座椅子・テーブルを導入し、ファミリー専用客室の機能アップを図る

富山県 有限会社丸善交通 介護タクシー利用者の乗降時環境を改善する待合い事務所の改修工事
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富山県 有限会社清八楼 イメージダウンを招いている大宴会用客室の空調環境を改善し、来店満足度を高める

富山県 岡本畳店 和紙畳やこだわりの畳表具などの常設展室及び商談コーナーの開設等、店舗2階改築工事

富山県 喫茶ＴＩＭＥ モザイクタイルを仕様したトイレの洋式化工事

富山県 おおぎや 店頭ファサード等改修工事

富山県 酒場音次郎 イベント向けケータリング・サービスの確立

富山県 北川木工所 作業効率を改善する軸傾斜小型万能横切盤の導入

富山県 城山荘 客室改装による清潔度及びセキュリティ向上事業

富山県 有限会社名越養鯉場 お客様のニーズに応える錦鯉を商品化するための、稚魚池の改良計画

富山県 米丘電機食料品店 店舗改装•ホームページの作成で顧客維持及び新規顧客獲得事業

富山県 有限会社イージー・エンジニアリング インターネットを通した首都圏・北関東の新規顧客獲得事業

富山県 金山物産株式会社 空き家解体,家財処分の広告看板設置とお客様用説明書作成事業

富山県 株式会社秋山クリーニング 着物の認知度の向上と顧客満足度による新規顧客の獲得実現事業

富山県 シー・ティ・エス株式会社 高気密高断熱高防火木製引き戸拡販のための新ブランド構築

富山県 玉旭酒造有限会社 主力商品パッケージデザイン変更による地元消費拡大と観光客誘致

富山県 餅とお菓子ほんごう 地元産苺を使用した苺の和菓子の開発と店舗改装による客数増と売上拡大

富山県 株式会社ゆずリハビリ 市内「初」のリハビリ特化ディサービスの認知度向上による新規顧客獲得事業

富山県 有限会社ホワイトウェイ 「とやま」展示＆サロンスペース設置とイベントでの新規顧客開拓

富山県 土佐電器 高齢者向け省エネリフォーム事業の営業広告強化による新規顧客開拓

富山県 むらさき園 「呉羽梨・葡萄」のCMS・販売システムを活用した販路開拓事業

富山県 リラクゼーションサロン「リラシス」 リラクゼーションサロン「リラシス」の販路開拓

富山県 酒井外装 髪と頭皮にやさしい施術の宣伝広告と販促による認知度向上と新規顧客の獲得

富山県 豚鶏歓 新規顧客獲得・固定客化に向けた、ホームページ開設とポイントカードシステムの導入

富山県 坂田通商株式会社 効果的・効率的マーケティング活動の実施によるレアメタルリサイクルの促進事業

富山県 和風味工房逸樂 新しいランチメニューと“暖かさ”のＰＲによる集客力向上

富山県 Ｄｏｇ・ＣａｔＣａｆ'ｅ＆Ｓｈｏｐパウ 「平日限定」サービスに特化にした地元固定客の増加計画

富山県 歩寿司分家多聞 食と清潔サービスで女性客を満足させる和洋折衷寿司店を目指す

富山県 café青葉 飲食店の経営資源を活用した婚活事業新規参入に伴う広告宣伝事業

富山県 有限会社沖鉄工所 プラズマ切断機による切断コストの低減・品質向上

富山県 KOHEIGLASSSTUDIO凛 首都圏からの需要に応える独自製法によるガラス製品の新開発事業

富山県 ヒーリー農園 富山県産のベリー類を使用したオリジナルスイーツの開発

富山県 株式会社宮内松月堂 ”高齢者が喜ぶ”美味しいこだわり餡の生産性向上と新商品開発

富山県 有限会社村製作所 生産性と精度の向上を実現する成型研削用インバーターと永電磁式チャック等の導入

富山県 村田畳製作所 琉球畳表の曲げ加工と塗装技術融合による業務用化粧箱の販路開拓

富山県 有限会社協伸電機商会 受注拡大の為のN社製発電機制御盤の製造技術ノウハウ修得と開発

富山県 整体院スマイルライフ 競合店との差別化を図る二本柱のサービス導入

富山県 パタータ 顧客の呼戻しと新規客へＰＲのための店舗リニューアル

富山県 株式会社ケアカーズ 福祉車輌の利便性の認知活動と販路開拓

富山県 株式会社ＴＡＰＰ 純日本製のF.R.P.製カヌー、カヤックの開発・試作とＰＲ活動

富山県 割烹田舎 射水市の食の魅力を詰めた宝箱「いみず鮨」の開発、販売
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富山県 ＩＢモータース有限会社 ターゲット顧客層の明確による品揃え戦略・店舗戦略の構築事業

富山県 エコーウッド富山株式会社 とやま県産材を使った図画工作用学校教材の販路開拓

富山県 立山ケース株式会社 ホームページの英語表記・リニューアル・販路開拓

富山県 藤岡酒店 『きららか梨』販売支援のパッケ－ジ改良等とシステム構築

富山県 株式会社日吉プランナー 富山を潤す『伝統あるわら工品技術』の情報発信

富山県 株式会社ＮＥＸＴ・Ｉ 大型食品サンプルと３Ｄプリンター導入で販売力向上

富山県 株式会社コクスイコーポレーション 台湾、地元百貨店及び日本食品問屋への日本酒ＰＢ商品「泉」の販路拡大

石川県 カラオケキャビンエーワン 個室で食事ができるエーワン看板設置と食堂の外壁・屋根リニューアル

石川県 理容室ミヤザキ 高齢者、障害者にも優しい店舗整備

石川県 ご飯処かどや 加賀れんこん入りお好み焼きの紹介を主体にした看板設置等

石川県 有限会社笠原 当店を広く深く知ってもらうための仕掛け作りとしてのHP作成

石川県 焼肉居酒屋あさひ 真空包装機導入でメニュー拡大・ファン増加

石川県 伊藤九商店 食材のうまみが増す加工方法（美川の糠漬け）の開発

石川県 御祖酒造株式会社 HPとパンフレット制作で販売数促進と海外輸出増を図る

石川県 有限会社瑾齋 新市場へ向けてのカタログおよびホームページ制作

石川県 高領石油 エステ事業による複合型サービスの導入で差別化と相乗効果を図る

石川県 波涛園 高齢者にやさしい店づくりとリーズナブルな宴会プランの販促事業

石川県 能登金剛遊覧船有限会社 能登観光のコンシェルジュ機能を備えた観光案内所をオープン

石川県 カワダサイクル レンタサイクル事業の展開によって新たなマーケットを開拓する

石川県 中島石材店 石を素材としたオリジナル商品の開発及び販売促進事業

石川県 HaircutstudioCouleur 発毛・育毛ヘアケアのメニュー化及びその周知

石川県 hairHappiness 新感覚エクステ（おしゃれ増毛）導入による顧客満足、および客単価向上

石川県 民宿能登島荘 サービス向上によるスポーツ合宿常宿化＆新規学校獲得事業

石川県 遊漁船オオクボ 安心、快適＋α でイルカウォッチングの満足度向上事業

石川県 有限会社リカフーズさいとう 起死回生、家業継続に向けた経営体制整備事業

石川県 株式会社中村とうふ店 こだわり「揚げ浜塩田にがり」をアピール、パッケージ改良事業

石川県 ヘア＆リラックス嬉楽 低価格戦略に対抗した差別化サービスの強化と集客事業

石川県 有限会社CORAZON 自社ブランド『BLESS』の魅力発信と直販事業

石川県 八幡屋 小グループ向け商品（会食・打上げプラン）の開発及び店舗改修事業

石川県 有限会社成田モータース 女性客の満足度を高める整備メニュー、店舗施設のリニューアル

石川県 有限会社岡田製網所 主要取引先を対象とした製品在庫情報提供サービス

石川県 有限会社小坂電気管理事務所 24時間監視設備の導入で顧客満足度上昇及び事故発生ゼロに挑戦

石川県 家族コテージノトイエ 英語にも対応した公式ウェブサイトとパンフレットの作成

石川県 新出商店 ごまみそ・ゆず麹のリパッケージング＆情報化と販路開拓事業

石川県 のとカイロプラクティック院 リラックスして施術を受けていただくための女性フロアー設置事業

石川県 有限会社福昌 時代に合った快適トイレリフォームで顧客満足度アップ

石川県 民宿花藤 新鮮さとボリュームを活かした観光客向け日帰り宴会昼食への進出

石川県 山下サイコセラピス美容研究所 個人情報漏洩防止の為の駐車場整備事業

石川県 株式会社河北亭 誘導看板の設置及び宴会場のリニュ―アルによる集客力強化事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）3/5

石川県 八伸化成株式会社 プラスチック製品へのプリントビジネスによる新事業展開

石川県 焼肉長兵衛 ファミリー層の笑顔を囲い込む焼肉店新サービスの提供・販促活動

石川県 IKK株式会社 ヘルスケア向けビジネスパートナー探しのホームページの作成

石川県 味処あだち 団体顧客獲得による販売促進に向けた店舗内外環境の整備

石川県 中村敦夫税理士事務所 クラウド会計と相続対策サービスの提供による販路拡大

石川県 株式会社胡蝶 安全で安心して過ごすことのできる癒しの空間創り

石川県 有限会社畑漆器店 ブランド確立の為の新規展示室及び商談スペースの整備

石川県 有限会社前端雅峯 新幹線開業に伴う国内外個人客誘致の為店舗整備・展示会開催事業

石川県 カノ－株式会社 物産（お土産）市場用新商品の販路拡大。雑貨ＥＸＰＯ見本市出展

石川県 九谷焼酒井百華園 流通を見据え卸にも利用できる多言語化したカタログ製作の実施

石川県 有限会社ヤマダフォト ハレの日以外の撮影需要創出とかかりつけ写真館への店舗改修事業

石川県 株式会社エコシステム 簡単に施工できる砂利固化剤の拡販事業

石川県 ヘアースタジオ杉村 美しい髪を維持できる女性向け新サービスの提供及び顧客開拓事業

石川県 有限会社八太郎漬本舗 創業時からのオリジナル漬物を改良し再主力商品化

石川県 美食倶楽部きたもと 経営のピンチをチャンスに！増客受入れ体制整備事業

石川県 有限会社エーアイケー 新分野の防汚コート剤の開発と施工法の構築・販路開拓事業

石川県 大工集団欅 ヤギに会える喫茶店が作る「ヤギ乳石鹸」の開発

石川県 有限会社出口商店 “豆腐スイーツ”の開発と誘客用屋外看板等による販路開拓事業

石川県 木下商店 買い物弱者及び観光客に対する新分野（酒類販売）販路開拓事業

石川県 一般社団法人白山ふもと会 ジビエ事業の効率化と地産地消のPR促進による販路開拓事業

石川県 有限会社満升 外国人観光客を狙った施設整備及び特産メニューの販売促進事業

石川県 山本接骨院 使いやすいトイレへの転換による快適空間の提供で来店増

石川県 株式会社鼎建設
「そのまま食べられるレトルト発芽大豆」の奥能登塩田村の揚げ浜千年塩・能登の農産物と連携した加工調味レト
ルト発芽大豆の商品開発および販路開拓事業

石川県 あんがとう農園 ～自然農法野菜の加工品をたくさんの人に～野菜品質保持事業

石川県 山岸建設工業株式会社 ホームページおよび会社案内パンフレットの刷新による販路拡大

石川県 株式会社滝川組 「ホームページ新設による商圏および販路の拡大」

石川県 有限会社あらいえ動物病院 犬猫の凍結他家幹細胞移植技術の応用による顧客満足度の追求

石川県 手作りケーキのお店HAPPY 店舗正面の壁へのイメージ描画及び店頭看板を活用した認知度向上事業

石川県 カフェ・マダム・ルロワ 北陸初のリール・フランスワッフルの開発による売上増強事業

石川県 焼肉たかちゃん 顧客にとって居心地の良い店作りと新規顧客獲得に向けたPR事業

石川県 株式会社根上印刷所 １冊から作れるオーダーメイド小冊子印刷事業の受注拡大

石川県 有限会社キダニ 桜貝を活用した新商品（アクセサリー等）開発及び販路開拓事業

石川県 プラージュ シニアレディに支持される店舗の刷新と品揃え、展示会等の実施

石川県 バニーファミリー 「バニファランドのとじま」観光施設としての魅力向上、PR事業

石川県 株式会社イシケン 新たな切り口による地域特産品の需要拡大

石川県 株式会社サンワード北陸 若者向けドライ洗剤ブランドの構築とホームページ刷新による販路拡大事業

石川県 ガラス工房蕾 ガラス体験教室の宣伝媒体の強化と金銀拍を用いた新商品の開発

石川県 有限会社和田屋 電球色の明かりを利用し、日本らしさ・その美しさを演出する事業

石川県 有限会社梶金物店 機械工具の下取りとリサイクル品の品揃え強化による販路開拓事業
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石川県 有限会社河原タイヤ店 燃料向上効果のある窒素ガスをPRすることにより新規顧客の獲得

石川県 株式会社ハイディワイナリー 輪島産の柚餅子（ゆべし）とワインのマッチングと販路開拓事業

石川県 シンヤ写真館 新たな撮影パターンの導入で客単価向上を図る森の写真館の取組み

石川県 有限会社きものふくしま ワクワクする革新的デザインの加賀友禅帯の開発と広告宣伝

石川県 株式会社まえじゅう漆器 ジャパン（漆器）イブニングバックを海外のファッション市場へ

石川県 株式会社カメダ設計 EMC試験による制御装置の付加価値向上事業

石川県 株式会社石川金物 省エネ窓診断リフォーム工事による提案型営業強化事業

石川県 有限会社沖野自動車 外装修理が上手な車屋さんとして高齢者に選ばれやすいお店作り

石川県 合資会社石川中央労務研究所 外部情報を活用した介護・医療事業所への人材育成業務の拡大事業

石川県 ふくべ鍛冶 自社HPによる商圏拡大と移動販売による地元顧客満足事業

石川県 藤田建設運送有限会社
生食対応の国内唯一のきのこ「能登マッシュ」と、能登の農水産物を使った、瓶入りレトルト加工の「能登アヒー
ジョ（仮称）」の商品化及び販路開拓事業

石川県 山田食堂 家族三世代皆が満足するためのメニューの作成と空間づくり

石川県 焼肉ホルモン三千里 トイレと照明の刷新によるお客様快適計画

石川県 貸衣裳・フォトスタジオはしもと フォトスタジオ改装（リニューアル）とチラシ作成

石川県 株式会社富来ストア 地域ニーズ応えるため移動販売事業を拡大し買物弱者を支援

石川県 鍵又 観光客の土産・贈答用に新たな特産和菓子を開発し、販促を実施

石川県 食事処とよ島 高齢者に優しい「空間」づくりを目指して

石川県 陶房独歩炎 電子レンジ向け新作陶器開発及び体験型個展の開催による販路開拓

石川県 有限会社芦本菓子舗 瞬間冷凍機導入に伴う作業所改修工事で生産拡大と販路拡大

石川県 トラがりくんneo 「赤ちゃんカット・毛髪筆」と「育毛ケア」の広告宣伝による新規顧客獲得

石川県 有限会社ワタナベ 自社の強みを強化し、既存顧客の深耕と新規顧客開拓事業

石川県 有限会社ナカシマ 健康維持をサポートする弊社の存在を広く周知するための広告掲載

石川県 ファーストレース有限会社 装置導入により弊社における新ジャンルの撚糸製造に挑戦する

石川県 有限会社山崎酒店 お客様が当店に来店したくなる店舗づくり実施による売上増加実現

石川県 香里庵 新規・既存顧客獲得実現のための事業所PR活動の新たな取組実施

石川県 八橋ぱん 能登地区産の高品質の牛乳と卵を使った新商品開発および販路開拓事業

石川県 田畑塗装店 医療業務用食器の高重量化に伴う床・塗装台の強化、衛生面強化

石川県 EnglishPort 幼少期世代をターゲットとした新規顧客獲得と店舗づくり

石川県 大森ストアー 新鮮な食材と利便性をお客様に提供するための最新設備導入事業

石川県 BetaComputing株式会社 店舗オリジナルの０２０アプリ開発サービスの販促および新機能の開発

石川県 わかな 専用駐車場大型看板設置と「刺身と創作料理の店わかな」PR事業

石川県 株式会社太陽 WEBサイトおよびECサイトによる自社小物商品と生地の販売・販路開拓

石川県 合同会社jes 新分野進出にかかる太陽光パネルメンテナンス事業

石川県 みやざき薬局 後発薬の販売促進のための調剤室の拡張及び認知度向上事業

石川県 有限会社小山カバーリング ”肌にやさしい”５本指靴下の商品開発及び販売促進事業

石川県 有限会社森自動車 幹線道路に看板設置とHP作成による集客UPで売上UP事業

石川県 株式会社コイズミ IT力強化による自社開発製品の販売システム構築事業

石川県 株式会社長柄測量 信頼と温もり空間創造による顧客獲得事業

石川県 お食事処あきら ミドルエイジ層をターゲットしたメニュー開発及び集客事業
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石川県 ペットアロマサロンDOGFAMILY トリミング仕上がりの差別化、スピードトリミングと情報発信

石川県 有限会社エルダーシステムコンサルタンツ マルチコプターによる赤外線画像調査・拡大事業

石川県 アンダンテフォトオフィース株式会社 メモリアルフォトムービー開発制作及び販路拡大事業

石川県 株式会社WORDROBE 石川県の美意識で世界の女性に祝福を贈るネイルパフュームオイル

石川県 獅子家 テイクアウト新商品「冷めないカレーうどん」による新規顧客拡大

石川県 旬彩もみじ屋 快適なトイレへの改修工事に伴う女性客、高齢者の集客アップ事業

石川県 有限会社広田電機工業 機能的な「グローブ型・はんだ供給器具」の開発

石川県 cherche 自社の高付加価値サービスの無料提供による販路開拓

石川県 ハレ接骨院 電気治療器の導入と看板や広告媒体による新規患者様の獲得

石川県 ラーメン味道楽長谷川家 県内一の豚骨ラーメン店を目指すための販促プロモーション事業

石川県 ファブールののいちサロン 看板がないサロンが生き残るための新しいコンセプトの看板と広告

石川県 焼肉処びーとん 食肉販売業と新商品開発のための店舗改装

石川県 チルアウト 商圏内外の顧客の集客を目指し、当店と取扱品の認知度を上げる

石川県 株式会社くろはし チラシ配布とホームページ開設による個人客の販路開拓

石川県 髙澤醸造株式会社 能登の発酵食品（平家とり鍋味噌）の宣伝と消費者ニーズ調査

石川県 寺の駅寿福 寺の駅「寿福」の安心安全食材による能登のおもてなし事業

石川県 有限会社藤田テント商会 テントはぎれを利用した販促ECO商品とネット活用で販路拡大

石川県 あさお樹庵 当店をまだ知らないお客様に向けた屋外看板設置と店舗改装による集客力・サービス向上事業

石川県 コアフュールマジュール ヘア、まつ毛エクステとネイル設備の導入と販促事業

石川県 カフェ夢喰庵 本格フレンチディナーの開始による経営改善への取り組み

石川県 有限会社西洋民宿山海荘 ５００円朝食プランの新設

石川県 そば処浄楽 集客を図るための案内看板及びチラシ等の作成

石川県 有限会社ダイリカ レンタル商品専用カタログとトートバッグの作成

石川県 栄和功芸 最新カッティングプロッタ導入による作業効率化と新分野販路拡大

石川県 株式会社宮本仏檀店 インターネットを利用した小型仏壇・仏具等の販売事業（もっと面白いものを）

石川県 有限会社カワシマ商事 チラシ折込みによる自社認知度UPと新規顧客獲得

石川県 山崎麻織物工房 能登上布・最後の織元への誘客大作戦

石川県 川島写真館 異業種連携による婚礼スナップ写真事業への取り組み

石川県 らーめんla.la.la 看板設置で認知度向上を図り、新規客獲得から常連客獲得へ

石川県 焼肉五臓六腑 顧客に優しい、安心、高サービスの店づくりでファン増加

石川県 ナスカライン 商圏エリアの拡大と認知度アップのための魅力発信事業

石川県 アルソア静蘭 カウンセリング・メイクが対応可能なエステルームへの改装事業

石川県 アメリカンピザハウスハローデイズ ラップサンド開発による販路開拓の取り組み

石川県 Diaz 女性客に向けたおしゃれな化粧室の設置および集客対策事業

石川県 山崎篤 見せる工房の新設（工房からの販路拡大）・新商品による販路開拓

石川県 宮本明文堂 柿渋染製品販路開拓・総持寺通り賑わい創出造り

石川県 大漁屋 ターゲット顧客別のメニュー提供による客数UP、客単価向上事業

石川県 谷口製紐株式会社 日本初！大径組紐の製造方法を確立し組紐の新市場を創る

石川県 能登島ダイビングリゾート 外国人誘客に向けた情報発信と環境整備事業
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石川県 有限会社西岡自動車鈑金塗装 カラーコーティング事業新設による一般ユーザー新規客獲得の実現

石川県 柳田庭園 能登にしかない樹木やのとキリシマツツジの販路海区大事業

石川県 むらのもちや 製品賞味期限延長と商品パンフレット作成による売上増加事業

石川県 有限会社本間百貨店 魅力的なチラシでお中元・お歳暮需要取り込み事業

石川県 有限会社共栄建設 道の駅桜峠のりピーと注文増加と贈り物ニーズ獲得事業

石川県 能登パン 小さな需要を大きな販路に変える移動販売車活用した販路開拓事業

石川県 株式会社ヤマト 認知価値をアップさせるパッケージデザイン制作事業

石川県 うるしアートはりや 伝統工芸を用いた新商品制作設備の整備と販路開拓事業

石川県 有限会社ハーキュリープリント 熱交換フィルムのサンプルとカタログ作り

石川県 バイクサービスMM 看板設置・店内証明・販促チラシによる知名度向上作戦

石川県 大口食堂 明るい店舗づくりによる若いファミリー層の来店者増加・拡大事業

石川県 株式会社泰生 織物の魅力を伝え販路拡大を図るホームページ作成

石川県 さくまお好み焼 高齢者、女性に優しいトイレ改修とメニュー改良による販売促進

石川県 株式会社ヤマモト自工 安心・安全・良質のカーライフ設計

石川県 谷内商店 自社オリジナルベンチルーフの製作・販売

石川県 マルゼン岩田商店 ギフトショー出展による「九谷焼ミルチュウ」の販路開拓

石川県 有限会社マルヨネ 伝統九谷とモダン九谷の融合作品の出展による販路開拓事業

石川県 有限会社沢田商店 お薬を飲むための小さくて使いやすい九谷焼のコップの製作

石川県 スマイルファクトリー 利便性の向上及び新規顧客獲得の為の店舗移転事業

石川県 有限会社エイトホンダ スマートフォン、タブレット対応版交通安全学習教材の販路開拓

石川県 千代寿司 本店２階座敷の畳入替

福井県 宮田興業株式会社 施工現場周辺における企業ＰＲでの知名度向上による販路開拓事業

福井県 向勇苑 ストレンジャーバケット導入による業務効率化及び事業機会の創出

福井県 有限会社みはらしや 高座椅子・テーブルの設置による高齢者や若者への会食シーン提供

福井県 株式会社アルネット企画 顧客のライフプランに対応した建築リフォームの販路開拓

福井県 有限会社土橋商店 自社オリジナル牛糞堆肥の開発とその販路開拓事業

福井県 ファッションハウスやま守 ターゲットを絞ってディスプレイの演出を行う新規顧客獲得事業

福井県 フク醤油株式会社 新商品「越のルビーの醤油ソース」開発及び販路開拓事業

福井県 ＵＧメタル株式会社 眼鏡関連廃棄物の高付加価値化と価値の見える化による販路開拓事業

福井県 有限会社山﨑製作所 自社オリジナルの石臼そば挽き機の導入による新商品開発

福井県 昴タクシー 潜在顧客の掘り起しによる、ビジネスハイヤー利用促進事業

福井県 有限会社内田撚糸 高付加価値撚糸技術の確立と他分野への応用による販路開拓事業

福井県 デザインスタジオネクスト 河川関連の農業土木分野への進出による新規顧客の獲得

福井県 有限会社鈴木米穀・エルピーガス 店舗改装による販路開拓事業

福井県 有限会社キッチン天山 国内外の観光客向け電子メニューシステムの導入

福井県 有限会社丸木電工 住宅・事業所省エネ化に関する商談ブース設置による売上アップ事業

福井県 有限会社ヤマギシ 『豆腐DE白子』の販路開拓

福井県 フードショップ・ポット 買い物弱者向け配食サービスの実施

福井県 株式会社アグリコンサルタント ソフトフェア導入による、農業用ため池の設計業務への新規参入
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福井県 株式会社クナプラス パッケージとマークを一新し、洗練された商品に仕上げる

福井県 中嶋電気管理事務所 測定器を使い顧客の電力管理(省エネやコスト削減)事業の新規展開

福井県 よこやま メニュー増加に伴う設備導入及び出入口のバリアフリー化

福井県 くらや鮮魚店 中食事業の業務拡大に伴う設備導入

福井県 株式会社TAVISTORY 福井県の日本酒を扱った海外販路開拓事業

福井県 ｄｏｚｅ 高付加価値型サロン化のためのヘッドスパ施術サービス導入事業

福井県 憩い処みなみ 居酒屋と並び第二の経営の柱として当店独自へしこの新規販売事業

福井県 地魚もてなし滝の川 優良商圏に進出し閑散期売上増と従業員稼働率向上を図る

福井県 株式会社上水メンテナンス 専門設備の導入による自治体向け水道設備第三者委託の提案事業

福井県 名産ストアみまつ 集客用ディスプレイの新設とおもてなしスペースの設置事業

福井県 トラットリア・デル・クアドリフォリオ 自家製米粉パスタによる品質志向顧客の獲得

福井県 有限会社甚平旅館 目立つ旅館標示看板設置による顧客の獲得

福井県 株式会社ミタムラ建設 個室増築による集客力アップと売上増加事業

福井県 大嶋畳商店 強みと独自サービスを前面に出した一般消費者向け販路開拓

福井県 有限会社コスモ超音波研究所 関東地方のクリーニング店をターゲットとした販路開拓

福井県 有限会社坂下モータース 自店イベントと設備導入の広報による集客力強化事業

福井県 ありがとう福井株式会社 新商品「柿チップス」製造のための設備投資事業

福井県 株式会社ZEBRA 県内初、料金メーター設置による満足度向上とリピート客獲得事業

福井県 ヘアーミナミザワ 高齢者の集客力強化のための新サービスと快適設備導入事業

福井県 アスワオート株式会社 最新鈑金技術への対応と同業他社からの鈑金外注獲得促進事業

福井県 ベルカフェ 外壁の修理・店舗のPR

福井県 有限会社肴屋かわかみ 集客を高めるトイレの改装とランチや民宿のPRを行う

福井県 山次製紙所 ミラノ国際博覧会への出展による新規顧客獲得事業

福井県 有限会社木村モータース リフトの新規増設で稼働率の向上を図るとともに、ユーザーの方へ安心を提供する

福井県 タキナミ製畳 ＨＰとパンフレットの作成と折込チラシを活用した販路開拓

福井県 HairAtelierObuje 手軽なおしゃれ増毛(若返り＆つむじ隠し)により新規顧客の獲得

福井県 有限会社さの屋 若中年層に来店を促す店内改装と広告サイン設置、広報事業

福井県 上村商店 惣菜製造販売および人気のイカ商品販売強化による販路開拓事業

福井県 株式会社ジャパンアイウェア グラウンド整備用トンボの新商品の販路開拓事業

福井県 タムラ刺繍 オリジナルデザイン刺繍能力の向上による直接受注部門強化事業

福井県 癒しRoomTORIKO TORIKOの虜を増やす新メニューと新規顧客獲得広告宣伝事業

福井県 ふうきや 若年・中年層の新規顧客獲得のための店舗づくりと広報活動事業

福井県 株式会社イワタグループ 惣菜デリ調理用厨房増設のためのリニューアル事業

福井県 武田製畳所 新規一般顧客開拓のための広告ツールの作成

福井県 有限会社ふるき インターネット機能強化及び店舗PRによる新規顧客獲得

福井県 有限会社米穀屋シマサキ 集客力アップのための看板設置・店内設備リニューアル事業

福井県 有限会社クリーンドライ畑 既存客の付加価値増と冬眠客、新規客掘起しのための情報発信事業

福井県 株式会社加藤自動車 顧客獲得PRとお客様と共に50年感謝事業

福井県 坂下電機商会 来店客数増と客単価上昇に向けた認知性・商談提案力向上事業
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福井県 株式会社大地 ３ＤCAD導入による新規顧客獲得を図る庭園設計、施工PR事業

福井県 旅籠おけや 福井県の名所や伝統工芸を活かした部屋づくりによる顧客獲得事業

福井県 新月亭 ホームページと折込チラシを活用した来客数アップ事業

福井県 株式会社ボーヤフーズ 商品開発と販路開拓に伴う販促ツールの作成と生産設備の拡充

福井県 株式会社エコファームみかた 新商品の販路拡大に向けた広告宣伝と営業体制の強化

福井県 株式会社谷口工務店 展示場作成による廃瓦再生ブロックの認知度向上、販売促進事業

福井県 有限会社岡三屋 新サービスプランの開発と顧客品質を高めるための照明設備改善

福井県 三宅彦右衛門酒造有限会社 広報及び直接販売強化による顧客満足度・収益力向上事業

福井県 株式会社山岸和紙店 提案型の和紙総合見本帳の作成による販路開拓事業

福井県 株式会社エーアンドエー 新しい調理システムの提案による販路拡大事業

福井県 かせや 白米麹専用設備の導入でさらなる品質向上を図ることでの販路開拓

福井県 有限会社淡月 幹線通りのお客様を各店に誘導するための屋外共同看板の設置事業

福井県 理容ふじさか バリアフリ－化による高齢者等向け販路開拓事業

福井県 みながわクリーニング 取扱い商品拡大による販路拡張と新規顧客獲得事業

福井県 株式会社野崎工務店 ウェブサイト作成による新規受注の獲得

福井県 有限会社寺尾製材所 ３次元ＣＡＤシステム導入による販路開拓事業

福井県 SUNDYS まつ毛エクステ事業の新設、施術スペースの拡大による新規開拓

福井県 企業組合そまの恋姫サラダ会 地産地消の惣菜・漬物の安心で安定した提供方法の確立

福井県 株式会社山なみ屋 バリアフリー化による顧客満足向上と積極的な広報による売上拡大

福井県 株式会社みつぐはうす工房 高性能の規格型住宅（トレッティオ）の販売促進事業

福井県 合資会社北善商店 北国街道今庄宿の老舗酒蔵商品の販路開拓

福井県 魚順 『鯖の丸焼き』及び『焼き鯖バーガー』の商品化による売上拡大

福井県 清海館 インターネットへの対応強化に伴う新規顧客の獲得

福井県 お食事処荒磯 店舗改装とＳＮＳ連動型ホームページによる新規若年層顧客の獲得

福井県 リカーショップまるたつ 集客力強化の為の広告を兼ねたアーケード設置事業

福井県 witdesign 新規顧客獲得のためのPRツール・ホームページの作成事業

福井県 有限会社ロバリア 皮革製品に特化したクリーニング事業の推進及び広報活動強化事業

福井県 有限会社立筬庭園 土木資材置き場・駐車場の整備及び周知看板設置事業

福井県 株式会社ガウディ 若年層の顧客に対応した新たな情報発信の構築

福井県 料亭ほんだ 外装改修と看板設置及び、ホームページ開設による顧客獲得事業

福井県 株式会社酒井薬局 漢方相談窓口の新設・販路開拓、利便性向上のための店舗改装

福井県 スマートプラスホーム福井 高齢者向けのリフォーム工事により売上げ倍増

福井県 有限会社スターフーズ イタリアB級グルメ「ランプレドット」の移動販売事業

福井県 株式会社波屋 看板商品のブランド化とＷＥＢ環境整備による販路開拓事業

福井県 株式会社三丹本店 弊社”初”となる直売店舗の開設のための設備導入計画

福井県 倉谷整体院 高齢化対策のためのトイレ改装とホームページの開設

福井県 毛利酒造合資会社 新ブランド日本酒「紗利」の全国への販路拡大事業

福井県 株式会社風香園 樹木維持管理商品「ヒーリングツリー・シート」の販路開拓

福井県 畑仏壇店 修繕、修理部門の強化周知による新規顧客獲得事業
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福井県 こすえ旅館 自家製「へしこ」の商品化とパンフレットでの新規顧客獲得

福井県 まるいち 初心者も経験者も満足できる体験の提供による販路開拓事業

福井県 株式会社イトウ工務店 ３DCADと伝統構法プレゼンシステムの導入による顧客獲得

福井県 こう太郎のあいす屋さん 生産効率の向上と新商品の企画提案による販路拡大

福井県 マサキ建装 施工の総合品質の向上による一般消費者受注の拡大

福井県 越井左官 施工領域の拡大による未受注分野の受注獲得

福井県 熊谷建築板金 溶接板金工事の受注体制整備による受注拡大

福井県 鯖波建設株式会社 「思いが見える」提案力強化による住まいの相談キャンペーン

福井県 株式会社川端モータース 車種を問わない総合的な顧客サービスによる顧客の帰属性向上

福井県 松井事業所 高付加価値化と商品ラインナップの増加による販促の強化

福井県 有限会社出口工務店 レーザー加工機導入による付加価値の高いリフォーム事業の拡大

福井県 有限会社エムティエム 温度管理を起因とする精密部品加工精度の厳密化による受注拡大

福井県 いただき繕福井越廼 あなたのもとへ、「いのちの再生」お届けします、車とＨＰで

福井県 内田製材所 日没後営業の開始とメモリアルイベントの演出による集客力強化

福井県 味処髙良 デリバリー用かつ丼・弁当の開発・販路開拓

福井県 株式会社サンディ マルチコプター使用して空撮データを提供しホームページ開発能力を向上する事業

福井県 ヘアーサロンきむら お客様のおもてなしのための、店舗及び駐車場の整備事業

福井県 株式会社永尚 下請けから工務店への脱却のためのショールームスペースの設置

福井県 岡本善七製菓 新商品開発と新規顧客開拓に向けた店舗改修

福井県 株式会社西野工務店 新商品の販路拡大に向けた展示会出展と営業ツール作成

福井県 アンドール株式会社 看板メニューを活用した客単価アップ、新規顧客開拓事業

福井県 モーモー亭 地産物を中心とした物販コーナー設置による売上向上

福井県 善司郎 健康的な食事を担う主婦層を狙った体に優しいおそうざい販売事業

福井県 株式会社五十嵐製紙 ホームページ作成による新規個人客獲得事業

福井県 株式会社和田電気設備 看板の設置による新規客獲得及び販路拡大事業

福井県 有限会社野田屋 固定客拡大のためにＤＭを作成し化粧品部門の販路拡大事業

福井県 登喜丘荘 ネット受付と顧客管理による業務効率化と設備の充実での顧客獲得

福井県 堀口建設BlueLeaf 自社ホームページの作成によるお得な情報提供と看板設置

福井県 鳴戸建築 建築CADバージョンアップとプレゼン力向上による顧客の獲得

福井県 鈴木商店 冷蔵庫の冷却能力改善と健康飲料PRによる新規顧客獲得

福井県 石田工業 しいたけうどんの開発と販路開拓

福井県 S'Amuser 福井県地場産食材の創作フレンチメニュー情報発信による販路開拓

滋賀県 株式会社VegeRing. 『美人薬膳弁当』や『アンチエイジング弁当』等の宅配事業の推進

滋賀県 有限会社伊藤嘉商店 作業服の拡充と付随サービスの向上による販路拡大

滋賀県 株式会社辻芳組 民間新規顧客（企業・個人）開拓のための当社サービス周知事業

滋賀県 ひさ家 美味しい寿司・惣菜の鮮度を保つ真空包装器の導入で売上ＵＰ

滋賀県 カットハウスみきお 促進器新規導入による新規顧客開拓事業

滋賀県 CutHouseagiato 新規育毛メニューによる新規顧客開拓及び客単価アップ

滋賀県 タカチュキ 旬の味・地域の味が生きる真空パックのお総菜の商品化
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滋賀県 株式会社ノセ精機 スマートフォン用ＷＥＢサイトの構築と販促用パンフレットの製作

滋賀県 プラスワン 訪問理美容利用者を受け入れる為の完全予約美容室の展開

滋賀県 リラの木どうぶつ病院 動物病院における鍼灸診療ＰＲ事業

滋賀県 つぼみ美容室 顧客の悩みを解決する、美と健康のプロデュース

滋賀県 クチートとみおか 「ミシンが引出すおうちママの底力」ミシン内職復活事業

滋賀県 魚富商店 新規客獲得とお客様へ商品の安全性をアピールするための店舗改装

滋賀県 オオムラ 補聴器需要の掘り起しと販路開拓事業

滋賀県 アミ美容室 いつまでも美髪を…髪のアンチエイジング事業

滋賀県 魚安 本格和食料理店で食べられるお手軽ランチで新規顧客開拓

滋賀県 ＳＡＬＡhair 極上の寝心地でリラックスできるヘッドスパチェア導入で販路拡大

滋賀県 ジャッロフェリーチェ “くつろげるまちのご飯屋さん”をみんなに知ってもらう事業

滋賀県 株式会社アップラインズ 近江牛餃子「牛とんぽう」のPRと販路開拓

滋賀県 株式会社イクシル Windows10の発売(無償アップグレード)に合わせた地域密着型販路拡大事業

滋賀県 寺田電気商会 老犬老猫ホーム事業の開始

滋賀県 本間ガラス店 女性をターゲットにしたエコリフォームの提案

滋賀県 大桝屋 地域初の品ぞろえによる既存商圏から新規顧客の獲得

滋賀県 草野教文堂 学童保育サービス事業のＰＲ活動及び施設整備事業

滋賀県 株式会社福井弥平商店 酒蔵店頭を拠点として活用したブランド強化と販路開拓事業

滋賀県 理容ほうじょう お客様要望の新メニューによる顧客・来店回数増加と単価アップへ

滋賀県 近江屋株式会社 英文・中文の海外向け販売ホームページ追加作成による販売戦略

滋賀県 アートフローラル 移動販売リアカー用保冷庫の導入と、宅配用自転車のキャリア取付

滋賀県 株式会社マルタヤファーム 機器導入による新たな加工手法で新規顧客の獲得と既存顧客の増強

滋賀県 カーテックオクムラ ３０代女性をターゲットに車の安心感を売りにした新規顧客開拓

滋賀県 滋賀米原センター 施設や在宅でカラー・パーマが行える訪問理美容

滋賀県 有限会社ガスセンター甲西 電力全面自由化にむけた新業務への取組・家庭用電気機器の販売

滋賀県 UPPERSECRET 生菓子の製造販売に伴う設備の導入と店舗スペース有効活用の宣伝

滋賀県 おおみ製麺有限会社 新商品保存用、機能付大型冷蔵庫購入で販路開拓

滋賀県 みなくちファーム 雪国野菜の乾燥加工食品の開発・販路開拓

滋賀県 北村酒店 食品宅配で高齢者生活を応援するサービスの提供

滋賀県 外川商店 愛荘町の新しい名産！秦酒ここにあり！

滋賀県 DEWDROPINN for・・・「なりたい自分になる」「すてきな自分になる」

滋賀県 藤田金物店 需要が伸びている商品の販売促進に乗じた新規顧客の獲得

滋賀県 ｲﾀﾘｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾌｪ・ﾁｨｰﾎﾞ 送迎の主婦層をターゲットとした、店舗とサービスの周知

滋賀県 有限会社TPC インターネット活用による海外への販路拡大、及び仕入れの強化

滋賀県 なかざわ花店 オリジナルガラスケースで植物を楽しむ【ハコミドリ】の販路拡大

滋賀県 学習塾優 速読講座、理科実験のＰＲによる販路開拓

滋賀県 レストランパーティハウス 居酒屋店リニューアルの告知と認知度アップ

滋賀県 どんぐり会 新特産品「しぼり黒豆」の開発に伴う機械購入及び宣伝広告事業

滋賀県 コンフィチュール樹樹 ジャム工房の環境を活かしたランチ事業の販路開拓
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滋賀県 有限会社岩佐商店 地元農産物を活用した新商品開発による顧客拡大戦略

滋賀県 有限会社滋賀計量器製作所 計測値精度の向上による造船業界への販路拡大

滋賀県 有限会社びわこ食品 webページ開設による広報効果及び販路開拓事業

滋賀県 岡田屋鶴亀 一皿に思いをこめて！新メニュー・プランの開発とＰＲで顧客拡大

滋賀県 株式会社ＦＥＥＬ 水パーマとセラピスパの認知度向上と新規顧客の開拓

滋賀県 株式会社さんでん 太陽光発電システムのメンテナンス事業の導入による販路開拓

滋賀県 タケシマ技研有限会社 超音波溶着加工に伴う機械周辺の防音設備等の設置

滋賀県 Ｊｕｎ設備 コンサルティング能力を有すまちの水道屋さんとして新規顧客獲得

滋賀県 有限会社セイントパスタ 飲食サイト口コミに対応した店舗改善計画による売上アップ対策

滋賀県 株式会社ベストハウス 事務所内装改装・展示物品の充実を図りショールーム化する

滋賀県 鮮料口福尚 来店対応人数を増加させるためのカウンター改造事業

滋賀県 株式会社きゃんせ美容院 屋根付き駐輪場の設置及び地域密着の集客広告

滋賀県 橋本整体院 口コミ宣伝からの脱却、新ツール利用で認知度向上と新規顧客獲得

滋賀県 株式会社タカダ 顧客ニーズに対応した補聴器取扱いによる販路拡大

滋賀県 納屋孫 高齢者をターゲットとした店舗機能の強化による販路開拓

滋賀県 ﾍﾞｰｼｯｸｵｰﾄｼﾞｪﾈｼｽ 自動車故障診断機の導入による新規顧客の獲得

滋賀県 株式会社ウイング 6月開業予定の石山店の売り上げを伸ばす為、新規顧客開拓

滋賀県 大西ハウスサービス 地域に根差したお困り事に対応できるリフォーム、不動産業のＰＲ

滋賀県 株式会社リカーズ・サンク 飲食店へのワインセラーの無償貸出しとワインの拡売

滋賀県 株式会社酢屋忠本店 デザインを活かした販促物複合型販売と過疎地域における新規開拓

滋賀県 有限会社満田製茶 商圏拡大、海外展開のためのホームページ（英語版）の制作

滋賀県 オートショップマエダ タイヤチェンジャー・ビートブースター導入による新規顧客獲得

滋賀県 Ｇａｒａｇｅ6363 設備導入によるシフォンケーキの商品力向上と広告宣伝強化事業

滋賀県 ベーシック株式会社 未開拓市場参入に伴う低価格高機能殺菌フィルター付浄水器の開発

滋賀県 美食倶楽部
腸内環境改善計画！毎日の食に発酵をプラス

滋賀県 有限会社うえかわ 移動販売車両の拡充による新規顧客の拡大

滋賀県 FLASHPOINT ルアー商品の売上増加のための宣伝広告

滋賀県 冨田酒造有限会社 より深く商品を理解していただくための試飲スペース開設

滋賀県 ワークピース株式会社 リニューアルによるネットショップ再建と広告による販路開拓

滋賀県 川島瓦店 中、大規模住宅の屋根工事の新規獲得、受注件数の拡大

滋賀県 eshairdesign 看板設置と方針の周知による幅広いPR

滋賀県 キタムラDENKI 店舗改装とDMによる来店客増加と店舗販売額の向上

滋賀県 株式会社紅鮎 買い物袋刷新による「旅館紅鮎」のブランドイメージの向上事業

滋賀県 亜未工業 無人航空システム『ドローン』を活用した情報発信と新サービス

滋賀県 ＷａｎＳｃｅｎｅ 滋賀県産原材料を使用したペットフードの試作開発事業

滋賀県 株式会社快楽住宅 新商品【多目的物置『ＦanHouse』】の販路拡大事業

滋賀県 茶ノ木カフェ 自家製パンの販促活動に伴う設備の充実

滋賀県 ヘアーデザインキズナ 技術、サービスの見える化による販路開拓

滋賀県 くつろぎ処和っこ リーズナブルな店舗情報発信による新規顧客獲得事業
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滋賀県 メゾン・トレゾール バリアフリー化・手摺の設置による顧客獲得事業

滋賀県 フラワー&ギフトショップART 店舗イメージの一新による顧客獲得事業

滋賀県 エース進学ゼミ 個別密着型の高付加価値サービスの実現による新規顧客開拓

滋賀県 二丁目商店 菓子と一緒に販売できる焼き菓子、菓子パン等の開発・製造・販売

滋賀県 有限会社たわだ商店 集中監視システムを応用した、高齢者等お守りサービス

滋賀県 ちすき美容室 「死ぬ間際まで女性であるお手伝い」を誓った店主の玄関改装

滋賀県 建築工房左近 地域のニーズに応じた工事の充実とPRによる新規顧客獲得

滋賀県 双葉庭 「和モダン造園」PRによる若者世代の新規顧客開拓

滋賀県 有限会社指音家具店 新奇ホームページの制作により専門性をよりアピールする

滋賀県 ギフトショップおうみ 「小畑和子独立しました」周知計画

滋賀県 ヤオタ 世代を超えて共有できる場、新規顧客獲得事業

滋賀県 株式会社エッチエルシー ホームページによる『オーガニックハウス』PR事業

滋賀県 chouchouHair 認知度向上のためのwebサイト、DM、紹介カードの作成

滋賀県 HairDesignBROWNSUGAR 個性的なヘアスタイルの提案と新規顧客獲得事業

滋賀県 ＨＡＮＢＥＹ 遊休スペースのキッズルーム化により新規顧客を獲得する

滋賀県 株式会社ホンダ販売愛知 車と言えば・・・の店舗づくり

滋賀県 はじめのいっぽ 看板・垂れ幕設置で「おばんざい」ＰＲによる新規顧客開拓

滋賀県 株式会社MACS 画像データの似顔絵の販売促進と顧客満足によるリピーター対策

滋賀県 ウィル鍼灸整骨院 お母さんを中心とした2人3脚のダイエットの認知度の向上

滋賀県 竹内鉄工所 ガラス用遮熱断熱コーティングの販路開拓事業

滋賀県 株式会社くらま 製薬医療関係向け､高級会議弁当宅配事業の構築

滋賀県 御菓子司しろ平老舗 広告宣伝による新規顧客様へのアピール！！

滋賀県 ビワックス不動産販売株式会社 不動産情報発信システム構築による新規販路開拓

滋賀県 Lady'sBodyCreation ダイエットを含む運動を行うメリットの認知度の向上

滋賀県 有限会社ビデオクリエート FacetoFaceによる顧客満足度向上と新規販路開拓

滋賀県 山のごはんよもぎ 甲津原の食材と自然を味わって頂くレストラン

滋賀県 株式会社設計工房 施主のご家族と一緒に作る安心できる老後の住まい提案サービス

滋賀県 メガネ２１能登川店 お年寄りや体の不自由な方への訪問聴力検査

滋賀県 株式会社竹六商店 東京で開催される大型展示会への出展による販路拡大

滋賀県 有限会社まことや 当店独自の自己紹介型チラシとお便り型ＤＭによる新規客の獲得

滋賀県 絵香留堂工房 展示会で伝統工芸品の販売ルートを確立し、販路を拡大する

滋賀県 有限会社マスヤ 昭和を感じるディスプレイ展開による駄菓子販売強化

滋賀県 金勝製材株式会社 プレナー加工仕上げの木材販売による販路拡大

滋賀県 ｃａｆｅおりーぶ栗東 メニュー構成見直し、再来店向上、テイクアウト強化策

滋賀県 TAObySENSE 新サービス提供に必要な個室開設で狙う差別化と新規顧客獲得

滋賀県 森島石油 ＬＥＤ照明の価格表示看板設置による販路開拓事業

滋賀県 株式会社住まいの四季彩工房 新店舗出店エリアへ商圏を広げた新聞折込チラシによる販路開拓

滋賀県 株式会社Ａ.Ｉ.Ｒ． 「イシンスマートハウス」ブランディング推進事業

滋賀県 ＨＡＩＲＭＡＫＥＩ’ｓ 入りやすい店舗改装による新規顧客獲得
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滋賀県 至誠建設株式会社 新事業【草むしり.com】事業の認知度向上

滋賀県 株式会社田中石材 お墓参りお手伝いサービス事業

滋賀県 Sunworks 女性をターゲットとした身近なカーカスタムによる販路開拓

滋賀県 PatisserieDE-JI 地元主婦層をターゲットとしたイートインサービスによる販路開拓

滋賀県 寿司一休 ご年配のお客様に優しい座敷テーブルセットの導入事業

滋賀県 スマイルキッチン 店舗案内看板とホームページによる認知度アップ＆新規顧客開拓

滋賀県 丸三ハシモト株式会社 和楽器未経験者を取り込むべくリーフレット作成と工場見学の整備

滋賀県 豆光 地域資源「近江茶」を活用した新商品開発・販路開拓事業

滋賀県 株式会社ＴＫＳ 商品周知・ニーズ調査に係る展示会出展と商品付加価値の向上事業

滋賀県 株式会社山久 「人と環境にやさしいエコリフォーム」の広報事業

滋賀県 パーツ・デポ ドローン販売部門「SORACUL」の店舗開設事業

滋賀県 有限会社クリーニングショップ丸善 地域密着57年！！生活支援サービス事業への第一歩

滋賀県 小林刺繍 柿渋染めによるトータルコーディネート事業

滋賀県 攀桂堂 シニア層の受入体制強化を図り、店舗売上増加戦略

滋賀県 瀧野緑化 小規模芝生管理進出を通した新規顧客獲得

滋賀県 株式会社アール・ユニオン ギフト用商品開発を通じた高品質化及び販路開拓事業

滋賀県 セントラルベーカリー 幅広いお客様にやさしいおもてなしのできる店舗改装

滋賀県 株式会社北條 耐震改修工事による安心安全なまちづくりと企業経営

滋賀県 実生庵 ”高島とんちゃん”の新ギフト商品『焼きから』で売上ＵＰ！

滋賀県 花屋咲ｒａ ワークショップ開催による販路の開拓

滋賀県 いき生き水文化かばた館 水がつなぐ食文化郷土料理で観光客獲得PR事業

滋賀県 鈴木扇子店 夏扇子の新商品開発による若年層女性への販路拡大

滋賀県 吉田酒造有限会社 情報発信の強化と販売チャネルの追加による販路拡大

滋賀県 カフェアリビオ 健康増進・体質改善に役立つメニュー・商品の開発及び販売促進

滋賀県 石釜パンｃａｆｅつむぎ 中高年層の女性をターゲットにした新規顧客開拓事業

滋賀県 岸本商店 新サービスの掃除部門開始による販路開拓事業

滋賀県 株式会社ＧＫ 駅前立地喫茶店における店舗雰囲気改善による女性客新規開拓事業

滋賀県 多々美家 高齢者等に配慮した客室確保とバリアフリー化工事で顧客開拓

滋賀県 北村工務店 自社情報発信による新規顧客獲得と次世代職人の育成事業

滋賀県 水口製餡株式会社 「あんフィチュール」の開発とパッケージ、チラシの製作

滋賀県 カタオカ工務店 エンドユーザー及び関係業者への販売促進ツール作成

滋賀県 株式会社茂兵衛 こんにゃくの消費拡大を図る為のWebサイト開設と運営

滋賀県 株式会社岡野自動車 女性ユーザーが車に興味を持ち入りやすい店舗造りと販路開拓

滋賀県 Ｈａｉｒ＆ＳＰＡアタンドリール 新シャンプー台導入で女性の顧客開拓

滋賀県 株式会社森利工務店 耐震改修ＣＡＤ導入とＨＰ開設による受注拡大

滋賀県 糀屋吉右衛門 『こうじ蓋』を新調して、売上向上と衛生面の改善を図る

滋賀県 田風流-dimple- 目指せ!ゆとり世代のカルチャー喫茶

滋賀県 萠香 観光客をターゲットにしたサイフォン珈琲を楽しむ店づくり

滋賀県 有限会社仲よし 座敷の椅子席で大切な人を偲ぶ新会席プランの提案
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滋賀県 工房まんざん窯 新型花瓶の販路開拓・市場浸透事業

滋賀県 日産陶業株式会社 メガ陶器鉢の焼成窯造成改良事業

滋賀県 株式会社山兼製陶所 古い建屋を解体しお客様が安心して車を停められる駐車場の整備

滋賀県 有限会社重蔵窯 角型・埋込型の信楽焼手洗鉢の開発・製造・販路開拓事業

滋賀県 株式会社山本園 オンラインショップ構築と外国語対応のホームページリニューアル

滋賀県 中村陶器 老朽化した店舗の天井・省エネ照明改修事業

滋賀県 甲西モータース 高齢者にやさしい店舗のバリアフリー化と新規顧客開拓事業

滋賀県 株式会社スナッツフーズ 既存の移動販売車の改造による販売品目の拡大と販路拡大

滋賀県 山元建具店 国産材で作る木製建具の展示会開催による販路開拓事業

滋賀県 竹内酒造株式会社 幻の酒米「滋賀渡船」を使った高品質日本酒の販路開拓

滋賀県 安井商店 トレセン立地酒店の競馬関係者への営業強化とワイン専門店のＰＲ

滋賀県 有限会社ピックアップ 店前の通行人に対する提案力・接客力のPR戦略

滋賀県 とり焼いてます 情報誌への広告掲載と、新聞折込チラシで商圏拡大・販路開拓する

滋賀県 女騎士館 女性と高齢のお客様に優しい店舗づくりによる新規顧客の獲得

滋賀県 ドッグサロンchouchou チラシ配布とホームページによる商圏拡大・販路開拓事業

滋賀県 Ｔ・Ｉ・Ｓ 直接取引を増やすショールームとホームページ新設事業

滋賀県 伊東忠商店 高齢者の食生活を応援するための惣菜販売事業

滋賀県 有限会社中島電器製作所 敷地整備に伴う製品の品質向上により顧客の開拓を目指す

滋賀県 ドラッグタツオカ土山店 薬の相談難民向け新聞折込・ミニコミ誌による販路拡大事業

滋賀県 日本緑茶株式会社 素材の加工・商品化から販路開拓・売上確保までの新システム開発

滋賀県 有限会社和晃プラスチック 自社製品ＰlaＲainの市場調査・新商品開発、販路開拓事業

滋賀県 株式会社丸正 当社創業以来、初めての住宅地分譲に伴う販売促進事業

滋賀県 スタイルバンク株式会社 引退競走馬のシェアリングクラブ（TCC）構築による販路開拓

滋賀県 すこやか荘美園(脇坂畳店） こだわり蓮根茶の販路拡大事業

滋賀県 有限会社廣田木材 木工体験教室とそれに伴う観光事業

滋賀県 愛東こんにゃく こんにゃくの品質安定化及び加工食品の試作開発用設備の導入

滋賀県 patisserieMiA こだわりのスイーツランチ！口コミとHPの相乗効果で販路開拓

滋賀県 ギャラリー・マンマミーア その場で体感できる常設ショールームの増設による販路拡大事業

滋賀県 株式会社Ｐｕｒｉｓｍ 単品リフォームのパック販売による販路拡大事業

滋賀県 株式会社黒田住建 開かれたショールーム新設による新規顧客拡大事業

滋賀県 ＮＡＩＬＥｘｐｒｅｓｓ フットケアメニューの新展開による顧客獲得事業

滋賀県 セカンドハウスガーデン 最近の住宅事情に合った小スペースモデルガーデン設置で売上拡大

滋賀県 若井農園 完全無農薬プレミアム米ぬか関連商品の販売

滋賀県 有川造園
木漏れ日の下で過ごそう！ツリーサイド有川造園ブランディング

滋賀県 有限会社ウエスト 独自媒体「自悠時間」「ピースマム」情報誌の新規開拓事業

滋賀県 中居商店・じん 西京漬けの看板商品化による認知度向上と集客力アップ

滋賀県 LOOKBodyWorks 塗装作業の品質向上に伴う全塗装施工の受注獲得

滋賀県 ウォーターウォーター淡海店 自慢の唐揚を道の駅で販売する為の包装、ＨＰ、チラシ作成事業

滋賀県 想夫恋水口店 店舗認知度アップ及び店舗ライトアップによる新規顧客獲得
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滋賀県 岩崎工房 ＨＰ充実とショップカード等作成によるプロモーション強化事業

滋賀県 ラ・パティスリーナチュール 滋賀らしさをＰＲするリーフレット及びパッケージ作成と商品開発

滋賀県 きまま亭しま 新規客獲得のためのホームページ作成と情報発信

滋賀県 有限会社向陽淀すし 麺類需要増加に伴う増産体制の強化と顧客対応の為の設備の導入

滋賀県 株式会社トリイ シニア顧客層獲得のための宣伝強化と告知活動

滋賀県 清水石材店 デザイン化・バリアフリー化による幅広い年代の顧客販路開拓事業

滋賀県 瀧田石油店 洋式トイレ改修による顧客満足向上と新規顧客獲得に向けてのＰＲ

滋賀県 有限会社文平堂 街の集会所的な地域密着型イメージアップ事業

滋賀県 株式会社とわのパートナーズ 最新図面作成機導入による顧客満足度向上と個人向け新規開拓

滋賀県 藤田化工 個人向け新規販路開拓のためのホームページ改訂

滋賀県 株式会社花芳 造園のプロ監修ミニショップで新規顧客へ発信グリーンのチカラ！

滋賀県 藤本酒造株式会社 梅酒のラベル刷新とＰＲチラシの作成

滋賀県 有限会社藤野食肉食品センター 地域の中高年をターゲットに道の駅で販売する食肉加工品試作開発

滋賀県 パン工房モグモグ パンと連動させたスイーツ開発による客単価UPとコスト削減

滋賀県 小杉養鶏場 新鮮鶏卵の直売所リフォームとＰＲ、オリジナル鶏卵容器の作成

滋賀県 比良利助 ＷＥＢによる看板商品の機能性アピールと販路拡大事業

滋賀県 水車の夢 近隣在住の６０～７０代の方に来店していただける仕組みづくり

滋賀県 庭工房ギャラリー季気 アンティーク商材の販売と提案型窓口の確保による売上アップ

滋賀県 有限会社惣菜のさくら 常連客になりやすい特定の潜在顧客を囲い込むためのお店づくり

滋賀県 トッドル アナログ販売の新規プロジェクト「保育所・幼稚園への販促」

滋賀県 今井佛檀 自社の認知度の向上と商品・サービスをＰＲするための広報活動

滋賀県 株式会社高橋重機 土の中の柱状改良杭完全撤去で販路開拓！

滋賀県 hairplacekiti..ヘアープレイスキチ ～髪を整えることから広がる家族の幸せをもっと豊かに～

滋賀県 株式会社楢崎住宅 豊かなセカンドライフの提案-広告・組織の強化を踏まえて-

滋賀県 合同会社地域資源総合研究所 滋賀県湖東地域における買い物難民支援移動販売型マルシェ

滋賀県 西利水道設備工業所 チラシやホームページによる排水桝及び排水管清掃の顧客獲得

京都府 株式会社タミヤ 気軽にお店に入っていただける空間づくりと設備の導入

京都府 有限会社ナム・コンセプト 真空低温調理法導入による市場浸透戦略

京都府 有限会社あさひ堂 顧客管理の強化で実現する経営の安定化

京都府 CaféK 古くからの店舗をリフレッシュ改装して若い女性等の新顧客を獲得

京都府 株式会社福山 自社ＨＰの英語表記とブログを連動した新たな予約システムの導入

京都府 有限会社ビューティ美栄 まつげエクステの事業を開始し、新規顧客を開拓する

京都府 おくむら総合法務事務所 新規顧客獲得のための新商品販売及び広告宣伝

京都府 株式会社ＢＵＣ 拡大する獣害に対応する獣害対策商品の開発および販売

京都府 有限会社豊水工業 競合店との差別化と新規顧客獲得の知的資産活用販促ツール構築

京都府 和ダイニング心穏 テーブル脚交換と椅子新規購入による座席数増加に伴う売上向上

京都府 株式会社とト屋 ３世代旅行の増加に伴う旅館温泉施設の改修及びＰＲ事業

京都府 インディゴ 快適空間にて育毛・エステ充実による顧客囲込みと売上アップ事業

京都府 LoopNext 待合および契約スペースの設置と広告による周知活動
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京都府 村田豆富店 こだわり素材の本格豆腐のネット販売システムの構築

京都府 有限会社坂本屋 ＷＥＢサイトの英文表記化による外国人観光客の集客力向上

京都府 株式会社アリュウズコーポレーション 不用品買取と家事代行の新サービスを開始し新規顧客を開拓する

京都府 よつ葉ＣＡＦＥ ドリンク（酒類等）の品揃えの充実とバルメニューの新規商品化

京都府 西山電気商会 プロモーションの強化と販売力の強化による新市場開拓

京都府 株式会社高木設備 アメニティ（住まいのここちよさ）＝高木設備、の浸透

京都府 ユージー基材株式会社 特殊機能繊維（カーボン）のカット量産加工への挑戦

京都府 八百儀
快適なテラスの設置と温かい軽食提供による地域交流拠点の強化

京都府 株式会社糸利 新商品（綿麻織物）の試作開発による販路拡大

京都府 古籠堂 骨董(初心者）セミナー開催による販路開拓事業

京都府 鳴門屋 主婦や子供に安心安全高品質な商品を提供する為の店舗改装

京都府 株式会社木谷製茶場 日本茶の海外販売サイト構築及び新商品開発

京都府 有限会社うをも 高齢者や体の不自由な方及び女性が利用しやすいトイレへの改装

京都府 七輪焼肉肉屋 お客様が快適にお待ち頂ける空間の構築（店舗改築）

京都府 株式会社トミヤマ 柿渋の機能を生かしたファイバーボール（綿）の販路拡大

京都府 峰山建材工業株式会社 BtoBからBtoCへの販路拡大を目的とした店舗環境整備

京都府 ドッグナチュールデザインM 愛犬の健康、愛情をカタチにする新たなサービス・新たな顧客を開拓

京都府 株式会社林自動車工業 チェーン店加盟による新車販売と新規顧客獲得に向けた販路開拓事業

京都府 平井電気株式会社 HEMS・BEMUの普及を目指したシステムづくりと商材の拡販に向けたアプリの開発

京都府 お菓子の材料京docca 手作りお菓子・パン教室開催による新規顧客獲得事業

京都府 秋吉昌教 電動工具導入による作業効率UP

京都府 株式会社P.O.ラボ タブレットカルテの開発と広報による売上増加

京都府 有限会社岡崎商会 駅利用客の囲い込みと地域・顧客にやさしい環境整備事業

京都府 魚又 女性客、高齢者の来客増加を目的とした宴席スタイルの拡大

京都府 阪脇電気設備管理事務所 電気保安業務におけるお客様満足度向上及び効率化の達成

京都府 有限会社杉山工務店 バスツアーによる販路開拓事業

京都府 有限会社マレータ WEBサイト開設でブランド力構築。社屋直販で一般客取込み強化

京都府 京都にしむら屋 地域にない買取事業と認知度アップによる販路拡大

京都府 洋風酒膳うまかろう テーブル席から座敷への店内改装による販路拡大

京都府 小林酒店 女性顧客来店数増加推進事業

京都府 株式会社ハウスウィンドウ 店内でのバリアフリーの見える化による顧客開拓事業

京都府 HITTITE（ヒッタイト） 大人の女性へ～オリジナル鉄製品カタログで上質な暮らしの提供～

京都府 株式会社黒船エデュケーション ＩＣＴ教育の導入による個人塾の差別化と新たな顧客獲得の取組み

京都府 リマインドダンスファクトリー 近畿の学校及び企業での派遣ダンスレッスン

京都府 ＲＥＧＡＬ＋Ｅ 自転車の「道の駅」の確立と、プレミアムカフェオレの提供

京都府 株式会社ハンドメイドプロジェクト 手芸作家の１日出店と子育てママのためのワークショップ支援事業

京都府 株式会社イデヤ ホームページのリニューアルと展示会への出展参加

京都府 RedRice自然農園 6次化に向けた、加工品の推進と機会ロスの低減による基盤固め

京都府 Café銀杏の木 薬膳料理メニューの提供によるターゲットの絞り込みと情報発信
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京都府 株式会社マルハチ 新規出店及びデザイナーズ墓石による新規顧客の獲得

京都府 ふくふく庭 小規模造園業者の職人集団の組織化による事業の拡大を図る

京都府 株式会社アルファプラス 新規顧客獲得のためのポスティングエリア拡大

京都府 ニシオサプライズ株式会社 茅葺き一棟貸しサービスの海外への販路開拓事業

京都府 株式会社京・美山ゆばゆう豆 祇園と美山で外国人観光客向け美山産安心安全コラボ商品

京都府 株式会社美山ウッドエンジニア 薪の安定供給から多面的事業に展開

京都府 株式会社ミヤジマデンカ 美山地域ＮＯ．１店への独自営業戦略と顧客アプローチ戦術展開

京都府 株式会社木工舎 木工舎５ヶ年計画の達成に向けた地域密着型営業の推進

京都府 日本天鵞絨工業株式会社 新製品サンプル開発及び販促用ビロード生地帳の作成

京都府 有限会社山国さきがけセンター 「まごころみそ」のパッケージ改善のためのパック機器導入事業

京都府 えむえむ ギフトセット「お米つかいのおいしい贈り物」の開発と販路開拓

京都府 玄米屋ウエトミ ＰＯＳレジ導入による事務合理化と一人当たりの客単価アップ事業

京都府 株式会社山城工芸 オリジナルエコバッグ専門サイト構築

京都府 株式会社能見工務店 ゆとりとこだわりのある60歳からの家造りに於ける販路開拓

京都府 株式会社LEE 「トイレ消臭」サービスによるマンションオーナーの空室支援事業

京都府 大久保接骨院 新規事業「スポーツ選手にオーダーメイドのトレーニング指導」

京都府 中山縫製工場 仕上げプレス及び中間アイロン工程の効率化

京都府 お食事処なかじま お客様の求めるプランへの革新とデジタル＆アナログ媒体を活用した集客

京都府 株式会社ＤＣＴセルモ神足片泓本部教室 作文教室・宿題教室による、低学年層の獲得の強化

京都府 JackRabbitSLIM キャンペーンチラシ配布、LEDライティングによる顧客拡大戦略

京都府 有限会社ケーワイ商会 組立調整業務への本格的参入による取引先との相互互恵関係の構築

京都府 プチ・ラパン 『タルト専門店』化とイートイン強化による販路拡大

京都府 株式会社アロマジョイン 超小型香り制御装置の試作・開発

京都府 株式会社丹後蔵 海外（台湾）向け高級焼酎ブランドの構築に伴うパッケージ等作成事業

京都府 丹波ワイン株式会社 和食飲食店コラボによる情報発信とオンラインショップ販売拡大

京都府 株式会社矢尾卯 老舗料理屋新規分野の販路開拓と販促事業

京都府 株式会社農神輿 日本市場初！京都産の野菜を使用した加工品販売プロジェクト

京都府 かわかつ花壇 販促用看板・幟の設置

京都府 レストランいけじゅう 発酵食品で健康メニュー開発！デリで家飲み提案！美味しさお届け事業！

京都府 有限会社ビスクグループ 「濃厚魚介の出汁ラーメン」開発と『隠れ家的』店舗の効果的ＰＲ事業

京都府 urujyu Japan－漆－を伝える漆器。商品開発と販路拡大（関東・東京）のための展示会出展

京都府 下田石油 カーディテイリング業の宣伝計画による収益の向上

京都府 いこいの里 夜間営業開始に伴うPR計画と設備導入

京都府 美山ハイマートユースホステル 茅葺き屋根ユースホステルの認知度向上による外国人宿泊客獲得

京都府 Shippo-family（しっぽファミリー） ペット用オリジナルおやつ（アレルギー対応食）の開発と新規顧客の開拓

京都府 ﾍﾞﾙｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・カンパニー 特殊伐採技術の認知度アップによる売上向上、人材育成事業

京都府 足立オート 「明るく、広く、清潔にお客様をお迎えする」ための事務所改修

京都府 ｇｒａｆ ブランディングすることで集客効果を高め新規顧客を獲得

京都府 ながすな繭株式会社 オープンイノベーションを活用した洗顔石鹸の改良と販売促進
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京都府 谷口酒造株式会社 顧客ニーズに応え、特定名称酒の増産にシフトするための設備導入

京都府 佐野農園 京丹後大宮野菜集出荷拠点設置事業

京都府 有限会社キャリートップ 「安心」の徹底の具体策

京都府 七福堂 自動栗皮むき機導入による営業力強化と新規市場開拓

京都府 株式会社やわた走井餅老舗 看板商品「走井餅」依存体質からの脱却を目指す販売促進戦略

京都府 株式会社ナイスリビング シャッターへのデザインとチラシ配布による紅茶専門店の宣伝広告

京都府 PIECE 未就学児・小学生とその家族を巻き込んだ販売促進

京都府 古都久 店内外の営業改革による女性客・団体客の来店客の促進

京都府 株式会社湊つくり 天然植物精油による、安全、低コストの産業用臭気対策

京都府 池上工業 工場機能復活による外注費削減と新規顧客開拓

京都府 どぶろく棚田の里 どぶろく需要開拓のための地域観光資源を活かした販売促進策

京都府 株式会社タナカホーム 製材所メリットとモデルハウスを活かした見学会への集客

京都府 大槻蜂牧場 直売所開設による販路拡大と利益率向上

京都府 富士屋金物店 取替え可能提案看板設置によるお客様の需要掘起し

京都府 だいまるしょうゆ 看板製作、紙パック作成、販路開拓により、収益改善を図る

奈良県 CAKE&CAFÉCREAMDOLL 新規顧客獲得！ギフト商品強化のための店舗改装

奈良県 モックスカーグ 奈良県発、オーダー収納家具による生活向上の提案・発信

奈良県 ばあく 食物アレルギーに対応出来る当店商品の環境整備と販路開拓

奈良県 竹内製箸所 新製品の効率なライン構築・販路拡大・吉野から発信！割箸の魅力

奈良県 株式会社華金剛 御所発オリジナル鉢花の全国ブランド展開事業

奈良県 有限会社やまと泰山 ５つの「見える化」プロジェクトで集客アップと安心の店づくり

奈良県 株式会社山和タンス店 介護保険を利用した住宅改修工事の広報による販路開拓

奈良県 株式会社少名子 圧力寸胴鍋導入によるスープの安定および新商品開発事業の展開

奈良県 株式会社コメダ 自動車道開通を機に、近隣市町村の新興住宅地へ販路拡大事業

奈良県 南島石油店 「ＳＯＳの南島石油店」重宝されるお店への基盤強化～軽鈑金～

奈良県 南たたみ店 畳の製作技術を転用した新分野の畳雑貨開発事業

奈良県 有限会社ＡＵＴＯヨシザキ 顧客の掘り起こし、若返りをはかるための次世代の顧客獲得事業

奈良県 巽刺繍工芸 機能性を有する特殊靴下の刺繍技術開発により新規顧客を開拓

奈良県 ‘Ｏｌｕ‘ｏｌｕ ヘッドスパ！キレ～キレ～肌ワンコイン大作戦

奈良県 HAIRSALONYorita 圧倒的差別化展開による「カッコイイオヤジ」の囲い込み事業

奈良県 大勝建設株式会社 リフォーム工事を中心に元請工事受注に向けた販路開拓事業

奈良県 有限会社ドライブインエス・ティ・デイ 新作ジェラートの開発及び試食イベントの開催による新たな顧客の取り込み事業

奈良県 有限会社メモリーショップノト 商品そのものではなく安心・信頼・まごころサービスの販売展開

奈良県 小谷商店 雑穀シリーズによる健康志向をターゲットとした商品開発による販路開拓

奈良県 堀田プラスチック工業 金魚すくい「ポイ」のパケージ改良による販路拡大

奈良県 株式会社日興ビルド
給与総額5%以上の増加・作業者の安全･衛生と作業効率の向上・夏期対策用作業服(防熱着)の支給・使用工具
の支給(仮工具の禁止)・熱中症対策と衛生面から作業休憩時に飲料水支給・安全･品質･作業率向上を図る為､ﾗ
ﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ機･ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ機の導入・外注依頼を削減する為､溶接器の導入・広報活動・ホームページの作成・

奈良県 上島織布工場 和テイストの新製品開発とホームページを利用した販促強化

奈良県 有限会社榊本モータース 自動車指定整備業・新黒煙対応指定整備・ＯＢＤ診断・ネットオークション

奈良県 chouchou 新規顧客を獲得する為のまつ毛エクステ導入・販路開拓
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奈良県 株式会社SAKURAentertainment イベントスペースの活用と奈良ご当地アイドルによる地域活性化

奈良県 株式会社花田材木店 地元で活用！奈良県産木材の需要喚起による販路拡大

奈良県 Ｃａｆｅそらみる Ｃａｆｅそらみる[楽しい・わくわくする事]を提案する空間作り

奈良県 葛城建設株式会社 特殊浴槽・医療看護師を設置した障害者支援サービス周知事業

奈良県 おにぎり整骨院 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

奈良県 マメタロウ商店 「こだわり豆腐屋のこだわり大豆スイーツ」の開発・販路開拓

奈良県 木村石材 親子でつくる我が家のお墓

奈良県 株式会社チャンネル・ネッツ 新法人向けサービスの消臭除菌噴霧清掃サービスの実施

奈良県 株式会社カメヤ時計店 宝石のリフォームを通じて家族の思いを受け継ぐ新規サービス事業

奈良県 おうちCaféわんこ堂 自家焙煎珈琲のお店として更なる魅力を創り男性顧客獲得を図る

奈良県 株式会社ヒロセ家工房 元気シニア見守り＆生活便利サービスによる新規顧客開拓

奈良県 ＳＯＵＳＥＩ株式会社 新しい生き方を発見するための住まいとライフスタイルのリノベーション

奈良県 株式会社永澤住宅設備 高齢者が安心できる「見守り隊」発足

奈良県 いせ弥 奈良漬の首都圏百貨店への販路開拓

奈良県 播本米穀店 ”人生の御祝にお米を”新しいお米の販売方法による全国展開事業

奈良県 桜井誠文堂 地域の知名度は抜群、地域外へ音楽教室生徒拡大事業

奈良県 宮下自動車工業 車高の低い車に対応できる整備環境作り事業

奈良県 美吉野桜庵 吉野の隠れ宿「山紫水明の宿美吉野桜庵」の新規顧客獲得事業

奈良県 ラーメン食堂あまくに 「ラーメン食堂あまくに」認知度向上の取組み

奈良県 播本塾 ”もう勉強で困らない！”立地を生かした子供預りの教育提供事業

奈良県 株式会社辰巳組 奈良県の土木業界を改革するための「リアル現場」発信事業

奈良県 株式会社アイ・メディカル 液体充填器導入で長寿健康・生活の質向上の機能食品で新顧客確保

奈良県 ヒラタフォトスタジオ 奈良県唯一の屋外スタジオの全天候化計画

奈良県 宮奥左官工業 古来の伝統を継承した現代風卓上｢宇陀かまど｣試作品製作事業

奈良県 小松産業株式会社 １点から注文可能な名入れギフト商品の開発と挨拶状の一新

奈良県 誠信鍼灸院 小さな子を持つ母親対象に託児付き特別施術日を設置

奈良県 林豆腐店 “吉野山とうふ”奈良県吉野郡高齢者向け行商サービス販売の展開

奈良県 羊遊WA/homespunLiving 染色から糸紡ぎ、機織りまでの全工程型の子供手織教室

奈良県 タルイ塗装鈑金 鈑金業務の拡大、塗装作業の効率化、宣伝効果で知名度アップ

奈良県 LesVagues（ﾚﾊﾞｰｸﾞ） 新規開業「カフェ＆フラワー教室」の周知・顧客獲得事業

奈良県 66☆BASE 王寺でアメリカン！オールタイムで利用できるダイニング店、アピールの取組み

奈良県 株式会社ふくろ工房 お客様が気軽に来店できるコミュニケーションを重視した店創り

奈良県 美吉野醸造株式会社 木の香漂う吉野の酒蔵「美吉野醸造」のファンづくり計画

奈良県 ビンタン 店舗機能強化によるシーズンレスなエスニック衣料＆雑貨店への転換

奈良県 株式会社西谷建設 家族層・グループ客新規獲得のための新たなサービスと広報

奈良県 株式会社アイティエヌジャパン 羊毛断熱材ウールブレスの展示会出展、広告による販路拡大事業

奈良県 角甚 インバウンドへ発信！天川村の伝統文化と地域産品の魅力

奈良県 インド料理マユール グループ客•団体客の来店を強化するための販売促進事業

奈良県 水本米穀店 お米の小ロット化及び消費期限延長による販売促進事業
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奈良県 有限会社おかの 柿の葉と大和茶の焼き菓子開発とインバウンドへの販路開拓事業

奈良県 夢城建設 低価格で屋根葺き工事可能な『屋根葺き戻し工事』の広報

奈良県 池田燃料店 地域密着・トータルサポートによるガス機器設置顧客獲得事業

奈良県 流泉堂表具店 ネットDE和の空間事業

奈良県 奈良仏像彫刻舎 陶磁器製品の製造規模拡大及び販路開拓

奈良県 株式会社ＵＭＥＨＡＲＡ＆ＣＯ． 奈良産野球グラブの東京進出

奈良県 有限会社和興建設 「ならむくの家」ＰＲ及びイベント事業

奈良県 すこやか治療院 次世代スポーツ選手向け施術メニュー充実「天理から世界」へ

奈良県 十津川農園 全国へ向けた金魚すくいの認知度向上と、それに伴う自社の売上拡大

奈良県 ザ・美容室天理店 低価格路線脱却のホームページで薄毛に悩む女性の獲得向上計画!

奈良県 今西商店 天の川カフェ開店とオリジナルスイーツの販促計画

奈良県 株式会社M's工房 県内業者初の一般家庭への監視カメラ販路拡大事業

奈良県 福光園 安全・安心でおいしい有機国産紅茶の生産販売にかかるパッケージ開発

奈良県 有限会社成駒屋 「自分へのいたわり”ゆる薬膳”ランチ」ののぼり作成/看板設置

奈良県 松原セラミックス研究所 セラミックスボール販路開拓・特化商品の開発

奈良県 クリーニング三和 超高齢化地域への顧客サービスの向上の為の販路開拓事業

奈良県 ふるさと村食堂いちえ 東吉野産木材を使った目立つ看板で集客率アップ

奈良県 Ｋｃｏｆｆｅｅ イベント出店による当店ブランドの認知度アップの取り組み

奈良県 株式会社和 十津川村の木を使った「子育て世代」の住まいづくりの応援事業

奈良県 リバースジャパン 60才以上の方集合。頭と心の柔軟体操と新規特別講座開講

奈良県 株式会社光洋自動車 各顧客対応型カーライフプランの作成・情報発信事業

奈良県 ユミ美容室 新パーマメニューとなる「ユミ・セミ・ボブパーマ」を若者層へ！

奈良県 ぐっち’ｓキッチン 新たな顧客層「女子会」をターゲットとした販売促進事業

奈良県 大仙 過疎高齢地で生き抜く食と花の店イメージアップ及び顧客獲得事業

奈良県 株式会社クロスライン 柿渋染色製品による新市場開拓のための戦略策定

奈良県 むらさき栄光商店 店舗売上アップのための店舗改造事業

奈良県 株式会社岡島電設工業 一般個人家庭防犯カメラ導入及び新規顧客拡大・見込み客増幅事業

奈良県 有限会社あうる工房 「そうだ、當麻寺へ行こう！」団体様集客作戦！！

奈良県 喫茶軽食ジャンボ 観光客を新たなターゲットに！駅前喫茶店での思い出作り事業

奈良県 片上醤油 木桶造りの地醤油・自然派若年層向け販売促進事業

奈良県 有限会社羽根 リフォームで羽毛ふとんを新品同様にできるサービスの展開事業

奈良県 有限会社吉川住研 無添加住宅を実体感する新ショールーム内覧会の情報発信事業

奈良県 株式会社大一電化社 業務用エスプレッソマシン・グラインダーの短期レンタルとプロバリスタの派遣事業

奈良県 奈間蔵栄 送迎車両２台所有の強みを活かした団体客獲得の取り組み

奈良県 植田きのこファーム 六次産業化製品ぶなしめじ加工品の開発及び新市場の販路開拓事業

奈良県 ヘアーデザインＺｉＮＫ ＨＰ作成と写真撮影サービスを付加したトータルビューティ事業

奈良県 食呑くろしお 店舗前の大病院への通院患者に特化した新規顧客開拓事業

奈良県 西岡農園 ソムリエ大賞を受賞した柿のもぎとり体験開始による販売促進

奈良県 つむぎ ギャラリースペースの改装及び店舗の宣伝による販路開拓
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奈良県 いかるが車輌 ターゲットは子育て世代！情報発信による販路開拓事業

奈良県 三宅株式会社 高齢者の未来に希望を繋ぐ「ＴｏｍｏｒｒｏｗＬａｎｄ」計画

奈良県 日乃出製氷株式会社 屋外イベント出店による「奈良の氷屋ヒノデさん」知名度向上事業

奈良県 サロン24 高齢者の髪に健康と美しさを！顧客本位の理美容店サービスの展開

奈良県 温浴+整体まりの手 温浴サービスと血液分析による健康促進事業の新規展開

奈良県 野志靴下 園児向け抗菌防臭・キトサン練込、オリジナル靴下の販路拡大事業

奈良県 有限会社ＰＭＳ モータースポーツファンに特化した中古車販売・販路拡大事業

奈良県 写真のハッピー 一生ものの価値を提供し一生のお付き合いができる写真館の展開

奈良県 いざかや一心 夏限定「店舗屋上ビアガーデン」開催による宣伝と顧客掘り起こし事業

奈良県 内外製薬株式会社 新商品（消臭剤）のＰＲ・販路拡大「内外製薬」のブランド構築に向けて

奈良県 Irohaデザイン建築 古都奈良を中心にＣＧキャドソフトを活用した古民家再生提案事業

奈良県 梅本とうふ店 豆腐店夏閑散期対策！ご当地「豆乳ジェラート」の開発販売事業

奈良県 HairFieldHUDDLE 新規顧客および男性客をメインとした脱毛サービス事業

奈良県 シズミ印刷
SEEDSME!TENminutesCREATION

奈良県 ナカヤマ機械株式会社 お待たせしません。即納「高圧ホース」の製作事業

奈良県 有限会社セラヴィ・ヨシカワ 目を長持ちさせるためのレンズ相談会

奈良県 自然の里レストラン 過疎地域・福祉施設・企業への出張店舗販売事業

奈良県 ヘアースペース・スー “オリジナル商品で売上増加を目指す”新設備導入による販路開拓

奈良県 自然工房WoodWarmth 木製丸太を使った幼稚園・公園のお庭プロデュース事業

奈良県 森田アロエ本舗 自社ホームページのスマートフォン対応による機会損失ゼロ事業

奈良県 今西酒造株式会社 本屋座敷を活用した付加価値の高い酒蔵ツーリズムの開発と熱狂的なファン作り

奈良県 三木スポーツ商会 ノルディックウォーキングの良さを体験体感してもらえる店づくり

奈良県 吉川清商店 野球経験者で創る、完全オーダー制グローブの販売提供事業

奈良県 株式会社ざんまい ～神は細部に宿る～法事需要を取り込むための販路拡大事業展開

奈良県 託児・保育所ドリームハウス “子育て世代のハートを狙い撃ち”ホームページ改善による販路開拓

奈良県 せせらぎの宿弥仙館 インバウンド対策強化と強みを生かしたニッチ宿泊プランの造成事業

奈良県 オオモリヤ オンリーワンのギフト専門店を目指すネットショップの展開

奈良県 吉田ニット株式会社 BtoB向けHPによる技術力発信！新規顧客獲得事業

奈良県 ナカコ将油株式会社 観光客向けの「築二百四十年の醤油蔵開放」と土産物開発

奈良県 美吉野木材株式会社 天川産木材を使った伝統工法「石場建ての家」販売促進計画

奈良県 池田工房 『誰でもべっ甲職人』で新規顧客獲得

奈良県 寺田整骨院 マッサージ事業の推進に伴う導線の確保とバリアフリー化

奈良県 とよ家 大和野菜を活かした新商品で関東地方の新規顧客獲得事業

奈良県 杉本銘木・オートキャンプとちお 閑散期対策インバウンドなどの新規顧客獲得事業

奈良県 上辻豆腐店 豆乳とおからでできた健康ドーナツの開発・販売事業

奈良県 AUTOWORKS北也 既存顧客を中心とした新車販売促進事業

奈良県 吉本鈑金塗装 必要な修理がわかる！失敗しない鈑金塗装サービスの販売

奈良県 民宿かわらび荘 外国人と山ガールを呼び込み、感動を与える民宿サービス事業

奈良県 池田精肉店 若い新規顧客獲得と揚げ物顧客のためのパック販売の導入事業
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奈良県 アサダスポーツ お待たせしない野球オーダーグラブ！内野手用提案型グラブの製造革新！

奈良県 柳屋旅館 洞川産「かき餅・きりこ」新商品カレー味のブランド促進事業

奈良県 一般財団法人慈光会自然食品販売所 配達エリア拡大による買い物弱者救済・来店客の快適空間作り

奈良県 ギャロップ 出張対応バッテリートラブルお助けマン販路開拓

奈良県 エーラップ株式会社 通販売上倍増計画！企業HPでママへありがとうキャンペーン！

奈良県 新鮮しいたけおかもと 生産力強化の水撒き水道工事と「しいたけソーセージ」開発事業

奈良県 有限会社ポニーの里ファーム 薬草加工品ブランド「やくぜん食房」のネットショップ構築による販路拡大事業

奈良県 有限会社カワサキ 環境・景観・安心PR販促シールの小ロット製造販売事業

奈良県 アグリファーム 自社商品ブランド化のためのオリジナルラベル作成

奈良県 有限会社大和住器商会 木の香り漂う癒しの空間で、心もお家も健康リフォーム

奈良県 山浦農園 曽爾産サラノバレタス加工品の商品開発（６次化）と販路開拓事業

奈良県 株式会社松信 地元食材を使った料理のＰＲ強化による新規顧客獲得事業

奈良県 有限会社津風呂湖温泉 看板の設置と店内のバリアフリー化による新たな顧客の獲得

奈良県 井上ふとん店 心も体も着軽る（キガル）にあったか新防寒具の提案で販路拡大

奈良県 舟形家 自分へのご褒美「そのまま食べられる葛きり」を開発し、新規顧客獲得

奈良県 こころ整骨院 田原本町初！エステ併設整骨院による顧客拡大事業

奈良県 株式会社サンフォン いいね！『WEBde発信』新生セレクトショップサンフォン！

奈良県 伊藤治療院 生活習慣・栄養面の改善アドバイスを含む鍼灸院サービス事業

奈良県 うえむら建築相談所 建築士として信用を得て「家の安心と夢の実現を叶える」事業展開

奈良県 猫のお手手
お買い物弱者支援訪問フルサポート全面バックアップ事業

奈良県 リネンハウス株式会社 ラグジュアリーというブランディングに向けた新規顧客開拓プロジェクト

奈良県 テーラーフジモト 店舗改装による顧客の満足度向上、リピーター増加の実現

奈良県 割烹三笠 奈良県内の人気NO1情報誌掲載による新規顧客獲得事業

奈良県 料理旅館今阪屋 宇陀で味わう大和朝廷御狩り料理の開発と新規顧客開拓事業

奈良県 株式会社ケイズ 東京・代官山発「フレッシュDELI花」プロモーション事業

奈良県 吉川自動車 車輌販売スタート（強化）の為の環境整備及び新規顧客の囲い込み

奈良県 フローリストほりうち 地元特産生花を使ったフラワー商品の製作・受注・連携事業の展開

奈良県 株式会社島田工務店 田舎暮らしテーマにした移住サポートサービス提案事業

奈良県 株式会社上奥オートセンター
「若者の車離れを阻止するための車好きへの誘導販売促進事業」

奈良県 スマイルウェア株式会社 知的障がい児向けパソコン教室の拡大と認知度向上のPR

奈良県 株式会社Ｊ－ｒｏｏｔｓ 明日香村古民家活用ゲストハウスにおけるインバウンド促進事業

奈良県 株式会社小澤石油 ネットオークション活用による中古車・車関連商品の販売促進事業

奈良県 鍛治本塗装店 下請からの脱却へ「高度な技術と環境重視で新規顧客獲得！！」

奈良県 エージーフォーム株式会社 ペットと暮らすためのお互い居心地のいい空間づくりリフォーム

奈良県 株式会社あすか米菜豆 明日香村発！オンリーワンの特産加工品、全国展開販売事業

奈良県 さかぐち鍼灸院整骨院 HP作成と予約受付システムの構築による新規患者集客事業

奈良県 ポカフレール 「古都あすか」でのウェディングパーティー展開事業

奈良県 ゆり庵 “単品からギフトまで”手作りこんにゃく店のスイーツ拡販事業

奈良県 飛鳥かふぇ日いづる インバウンドと若者向け！地域資源活用新メニュー開発販売事業
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奈良県 げんきな果実工房 明日香村初!地元果実加工商品の開発と全国NET販売事業

奈良県 南芳園 インバウンドを取り込め吉野から日本茶でつなぐ世界の和

奈良県 橘舎 明日香村で栽培している橘で香り（パルファン）の新製品を販売！

奈良県 FACE デジタルパーマ機導入による新規顧客の開拓

奈良県 エステサロンＴＳＵＢＡＫＩ 育児に頑張る女性に健康・美容・癒しを提供する地域密着型エステサロン

奈良県 ヒコナ鍼灸院 鍼灸院の新サービス・キレイで元気なママを応援する事業

奈良県 浦野自動車 明日香村超小型モビリティ・MICHIMO運営のサポート事業

奈良県 コラボ 物流空白地帯を開拓せよ！段ボール商社の小ロット物流革新事業

奈良県 B-craft株式会社 自社ブランド「CoolArt」による商用車収納空間提案事業

大阪府 マイスターコーティング和泉店 「水回りコーティングでおそうじを楽に！」新規顧客獲得事業

大阪府 有限会社イーガーコーポレーション 新規顧客獲得の為のウェブサイトの多言語化及びスマホ対応化事業

大阪府 株式会社清水 フロンガス回収装置の導入による作業効率化による売上拡大事業

大阪府 合同会社金田社寺建築 寺社仏閣の建築の受注拡大に向けたウェブサイトの開設と販促活動

大阪府 安田総業株式会社 ゴルフ練習場における「健康ドリンク」の開発と地域貢献事業

大阪府 有限会社一徳 フロッキー一体プリントを使用したイベントグッズのプリント部門の事業展開

大阪府 株式会社MASAKI ゴルフ場デビュースクールの開催

大阪府 カネ増製菓株式会社 やさいパンの第２弾品の開発と非常食の開発

大阪府 まえだ屋 いつでも無料相談、不動産のトラブル・悩み解決で販路拡大

大阪府 炭火焼鳥一徹 焼鳥とおいしいお酒のある地域に愛される店として販路開拓

大阪府 豊泉行政書士事務所 新規就農から相続まで農地にかかわる問題解決事業

大阪府 旬彩食堂あ、 こだわりのらーめんで女性や若者に情報発信して認知度アップ事業

大阪府 サロンドアージュ 高齢者や車椅子の利用者を対象としたお顔そり等の理容サービスの提供

大阪府 学習塾イスト 補習授業の実績を活かし利便性を考えた塾の開校と販路開拓

大阪府
スマイルふぁくとりー
パソコン教室スマイル・カフェ

街の生涯学習教室へ加速する為のプロモーション事業

大阪府 ふぉれすときっず 保育環境の充実・PR力の強化

大阪府 hair&makerely 規顧客獲得及び再来率アップを高めるために向けた店舗アピール用チラシ作成と高齢者向けの改装等の事業

大阪府 建創技術株式会社 オリジナルカラーで、需要拡大中の安全ゴム舗装を自在にデザイン

大阪府 株式会社カネタ 省スペース・省電力・ワンストップメンテ「切粉圧縮処理装置」の販路拡大

大阪府 プラスワン有限会社 ワンストップで相談できる体感型ショールームの介護用品店の展開

大阪府 ケイズモデル 職人技術と最新設備の融合による顧客満足度の向上と販路拡大

大阪府 有限会社前田酒店 買物難民など買い物に不便を感じる方の御用聞き個別宅配の新規開拓

大阪府 前村食品 摂津特産品鳥飼なすの漬物小分けパック商品の開発

大阪府 永田絵理税理士･社会保険労務士事務所 気軽に体験できる無料財務分析による集客を通じた新規顧客開拓

大阪府 玄氣工房デグチ米穀店 子供達の食育と製造工程の見える化によるお米離れを防ぐ事業

大阪府 アトリエＳＯＲＡ 『発達心理』に基づく心を育むパステルアート講師養成事業

大阪府 有限会社ヤチヨサ－ビス セキュリティールーム導入による品質及び情報管理の向上への取組

大阪府 ふじわら鍼灸整骨院 新メニューDRT療法の宣伝広告と新たな保険外顧客の確保

大阪府 Ｇ-TWO（ジーツー） ECの海外展開に伴う市場拡大による顧客拡大

大阪府 ヒーリングサロンARURA（アルラ） ラインの簡易相談窓口開設ＰＲによる顧客接点増加に伴う販路拡大
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大阪府 手作りオーダー家具ＣｏｕＡｎ パターン型雑貨開発に伴う国内外へＥＣ導入と他地域販路の拡大

大阪府 株式会社アキヤマ工務店 リフォーム受注キャンペーンIT広告及びチラシ配布による販路拡大

大阪府 アートオブスペース 髪質改善ヘアカラー・白髪予防コラーゲンカラーの販路開拓

大阪府 河南自動車 効率的EC出品システム及び作業追跡ツール導入による新規顧客拡大

大阪府 株式会社家研 小型祭壇の動画やカタログ作成及びIT環境整備による販路拡大

大阪府 株式会社冨士屋製菓本舗 ギフト市場に向けたデザイン更新による販路開拓

大阪府 Kyoko雑貨SHOP キット作成教材のＰＲ動画の導入による販促向上

大阪府 お菓子の夢工房樹 新商品開発による名簿収集用抽選会の実施による継続購買率の向上

大阪府 エメール・ヘア 白髪染め新薬剤の導入と情報ツールの増加による顧客拡大

大阪府 株式会社島本冷機 設備及び工具の更新とＨＰ開設による新規受注の促進事業

大阪府 トータルクリーニングミヤタケ 「不要品引き取り・リユース」サービスの販路開拓

大阪府 株式会社進和技工 新機材の導入による、ろ過材の再利用化工事への対応

大阪府 合同会社アムコナップ 業界初「生バラ入りバスボム」の新商品化による事業活性化

大阪府 肥田工作所 作業場内環境改善のための排気ダクト改修工事

大阪府 castle泉佐野りんくう店 iphone･ipad専門出張修理サービス開始に伴うPR

大阪府 辻茂製菓有限会社 進物用商品のバリエーション増加とＰＲによる顧客増加

大阪府 横田水産

昔
ムカシ
ながらの天日

テンピ
干
ボ
しで作

ツク
ったしらす、干物

ヒモノ
のＰＲ

大阪府 シーアールリンク株式会社 女性をターゲットとした新規サービス開始とLINEスタンプ作成業務

大阪府 株式会社古嶋商店 当社農産物の一般消費者向け販路拡大事業

大阪府 能勢茸屋本舗 能勢産原木椎茸をつかった新製品開発とスーパーへの販路開拓事業

大阪府 株式会社住まい創造舎 高齢者、車椅子、足の悪い方にも優しいレストラン環境整備事業

大阪府 能勢びより 小さな能勢栗の栗パウダーとミックス粉によるドーナツの試作開発

大阪府 合同会社能勢さとやま創造館 『能勢菊炭』資源有効活用「菊炭焜炉」拡販のための体験型PR事業

大阪府 cafesoto 英国伝統木工「グリーンウッドワーク」ろくろ技術による試作開発

大阪府 中谷左官工業所 かまど・ピザ窯開発による、新たなお客様のライフスタイルの創造

大阪府 今村仙樹園 高木・危険木の特殊伐採・剪定作業を可能にする新技術展開

大阪府 天志窯 百貨店出展販売中心からの脱却

大阪府 Lucia（ルシア） 高齢者向けのエイジングメニュー（白髪染め・ボリュームパーマ）の宣伝

大阪府 有限会社ジーニアス教育総合研究所 フリーペーパーへの広告掲載、公共機関等でのポスター掲示

大阪府 BOULANGERIEELYSIONブーランジェリーエリシオン 地域のシニア・高齢者のための広告宣伝等を活用した販路拡大

大阪府 有限会社シプレ ショーケース内等の商品展示の刷新と季節感あるディスプレイ

大阪府 株式会社ウエノ 一般消費者（個人）と中心とした新規顧客へのPRおよび販路開拓

大阪府 喫茶祥雲（さがん） 10周年記念のイベントに伴う店内外の改装と女性客集客販路開拓

大阪府 株式会社ミナトライン 自社トラックを広告塔（看板、移動舞台）として自社の他事業の連携販促を行う事業

大阪府 有限会社アシストコンパニオンアニマル 創業10年プロジェクト・憩いの場の提供と糞害のない街づくり

大阪府 株式会社Mspace 低価格オーダーメイド家具と一部屋リフォームパックの販路開拓

大阪府 泉州味噌工房信ちゃん 「手作り即席みそ汁（味噌ボール）」の開発・販路開拓

大阪府 たこ焼き酒場蛸市 一品メニューの充実と個室・トイレ改修による新規顧客の開拓

大阪府 そらみつ株式会社 フレッシュジュースの様なそらみつオリーブオイルの試食展開
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大阪府 DiningCaféDIVE 宣伝効果による新規顧客の獲得、及び客単価向上の実現

大阪府 北摂環境開発株式会社 情報発信強化による『ハウスクリーニング』提案事業

大阪府 株式会社さわやか豊能訪問看護ステーション 山間部過疎地域における高齢者にやさしい訪問看護サービスの周知

大阪府 日本度器株式会社 直径測定用ダイヤメーターテープのシェア向上・販路開拓

兵庫県 荒木食品株式会社 地域課題を解決する宅配食サービスの開発

兵庫県 株式会社大進精機 自社ホームページ新規開設による新規顧客開拓事業

兵庫県 株式会社中町スーパーマーケット 巻寿司製造販売体制の強化による新規顧客獲得の取組み

兵庫県 株式会社リーフライン 地元住民、特に高齢者をターゲットとしたリフォーム相談件数の増加計画

兵庫県 大八万楼 第二駐車場の併設と看板設置による集客の向上と売上アップ

兵庫県 サカモトメタル株式会社 微細銅線の再資源化事業取組み強化による新規顧客獲得

兵庫県 有限会社吉川商店 古民家リフォーム工事への参入強化のためのＰＲ拡大の取組み

兵庫県 婚活サポート華結び 婚活成功へのロードマップに即した効率的・効果的婚活手法の開発

兵庫県 ライフ・カイロプラクティックラボ 潜在的顧客の開拓による売上向上事業

兵庫県 みつおか行政書士事務所 集客拡大の為のＷＥＢサイト拡充及びアナログ広告の実施

兵庫県 ケーキ工房菓楽 看板設置による店舗の周知拡大及び自社ブランドの構築

兵庫県 大樹園 オフシーズンの需要掘り起こしを目的とした新規顧客開拓事業

兵庫県 門田建設株式会社 耐震技術の広報周知による差別化戦略

兵庫県 株式会社いのり ホームページを使った仏壇のトータルサポートサービスパック事業

兵庫県 LindaLinda
お待たせしました！篠山初の究極のデジタルパーマ導入による、お客様と店のWinWinの関係
～新しいLindaLindaのパーマお見せします！～

兵庫県 玉川食品 日本遺産認定に併せた老舗特産品販売店リニュアルセール事業

兵庫県 有限会社山内水道店 新規顧客獲得と既存顧客の要望を叶える為のホームページ作成事業

兵庫県 シザーハンズ 顧客ニーズに対応するペットホテル改装及びドッグラン設置事業

兵庫県 たつ乃屋本店 商品アピールができるラベルデザインに変更し新規顧客を増やす

兵庫県 金沢屋社店 かんたん見積りキャンペーンによる顧客獲得のための宣伝ＰＲ計画

兵庫県 阿江正商店 ＥＶ車導入による買い物弱者向け灯油・飲料水等の販売事業化

兵庫県 河合養蜂園 高齢者等にやさしい店舗づくりとＤＭによる広告ＰＲ

兵庫県 お食事処まるわ チラシ、ホームページ、店舗看板を活用した釜めしＰＲ強化戦略

兵庫県 岡本畳店 折り曲げ機導入による縁なし畳の生産力向上による販路拡大計画

兵庫県 門脇保文織布工場 商品の品質管理体制の大幅改善による受注拡大の取組み

兵庫県 株式会社フジケン 当社のリサイクル商品の認知度向上による新たな販路の開拓

兵庫県 クラフトヘアーサロン 女心をくすぐるトレンドの提案と寛ぎの空間演出による集客向上

兵庫県 有限会社中町プロパン藤本商店 ＨＰのＰＲによる新規顧客獲得とプロパンガスの使用量増加計画

兵庫県 株式会社藤原 中子、金型一貫生産体制の確立による販路拡大計画

兵庫県 株式会社フレンズ 自動車整備から新車販売に軸足を移した販路拡大・新規顧客獲得

兵庫県 有限会社土肥人形店 節句人形のカスタマイズ、セミオーダーメイド販売の導入

兵庫県 イットデザイン ソーシャル系大学の企画運営で、認知度の向上と増収を実現

兵庫県 藤原サイクル ロゴデザインを活用した一体型プロモーションによる新規顧客獲得

兵庫県 株式会社メガネの幸みち 補聴器の販路拡大のための聴力測定器導入と販促チラシ作成

兵庫県 繁本精肉店 ゴルフコンペ用選べるギフト目録販売の為の各種ツール制作開発事業
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兵庫県 有限会社杵屋 高齢者にやさしい店づくり・和菓子とお茶お楽しむ休憩所の新設

兵庫県 フォトの匠 想い出写真事業における女性及び高齢者顧客層への販路拡大

兵庫県 農事組合法人アグリヘルシーファーム 鮮度と顧客ニーズを最優先！！真空ガゼット専用ケースでお米を販売

兵庫県 HairHouseKua’aina 子育て世代の女性に優しい店舗リニューアル事業

兵庫県 オリジン 新サービスを生かす快適な環境の提供と広報で新規顧客獲得

兵庫県 信水窯 バリアフリー化による販売促進事業

兵庫県 株式会社献祥（屋号Ｆａｉｔｈ） 女性スタッフ、女性のお客様の双方の満足度を高める仕組み構築

兵庫県 有限会社にしおか 新鋭機器活用によるビルメンテナンス契約獲得

兵庫県 らーめんむつみ屋川西店 取りこぼし客を防ぐ誘導看板設置及びＨＰ作成による新規顧客開拓

兵庫県 Ｋ・Ｉキッズクラブ 安全・安心・情報発信で質の高い保育サービスによる新規顧客獲得

兵庫県 ヘアーズビューティーＬ２ 理容室を超えた理容室のビューティブランドイメージ展開戦略

兵庫県 ＭＣサービス 「ＢｔｏＣ」事業取組による下請け体質脱却

兵庫県 株式会社ヴィック戦略経営センター ビジネスシミュレーションゲームの販売促進の為のツールの整備

兵庫県 トータルフォトスタジオポエム 内装工事による高級イメージ演出及び周知のための広告宣伝事業

兵庫県 有限会社ハリコー 専門紙への広告掲載による事業拡大化事業

兵庫県 松浦呉服店 成人式振袖の新事業でホームページを活用した集客と新規顧客開拓

兵庫県 おのやま庭園 剪定技術を駆使した養父市特産『朝倉山椒』の商品開発事業

兵庫県 大徳醤油株式会社 「しょうゆづくりキット」を通じた食育・食文化事業の創造

兵庫県 有限会社ソウジ 高齢化率県内トップ５の町で唯一の介護福祉用具用品販売事業

兵庫県 中谷車輌工業所 地域生活道路維持の為の除雪受託事業の新規販路開拓

兵庫県 小円織物有限会社 「ＴＥＮＵＧＵＩ」のブランド化に向けた付加価値向上の取り組み

兵庫県 中町オートサイクル 新規取り扱い商品の認知度向上による販路拡大への取り組み

兵庫県 細尾布帛有限会社 自社オリジナル商品販路拡大のための広報活動の取り組み

兵庫県 株式会社エスジーユー 「伝わりやすいホームページ」での業務内容のPRによる顧客獲得

兵庫県 有限会社笹倉自動車 車両販売率の向上による車検・整備受注拡大に向けた取組み

兵庫県 宮下造園土木 子育て世代に対応した店舗改装による新たな集客展開

兵庫県 LunaNuova（ルナヌォーヴァ） 販促チラシの活用による顧客獲得とリピート化の促進

兵庫県 ペットショップワンスマイル 施術難易度の高いトリミングサービス導入による新規顧客獲得

兵庫県 介護タクシーファミリー 通院送迎のお客様（患者様）の需要拡大とサービスの向上

兵庫県 株式会社かさや 自社ブランド原木椎茸を全国へＰＲする為の展示イベント出展

兵庫県 東条秋津窯 地域資源「山田錦」を活かした商品づくりとＰＲ事業

兵庫県 浪花割烹吉粋 ご当地グルメを導入し観光客向けＰＲによる新規顧客獲得計画

兵庫県 株式会社コラボ コンテナ建築物の量産販売とイベントＰＲによる販路拡大計画

兵庫県 日の出鈑金工作所 一般個人客の受入による新たな販路開拓と作業効率の向上

兵庫県 藤浦商店 高齢者に負荷をかけない設備環境と高齢者に優しい注文カタログ

兵庫県 SmileKidsNurserySchool 入園体験とスポット照明による新規顧客獲得と顧客満足度の向上

兵庫県 藤井自動車 タイヤのコンシェルジュサービスによるタイヤ販売事業

兵庫県 和菓子の大長堂 親子3世代に愛される商品開発『佐保サブレ』及びバリアフリー化

兵庫県 有限会社六甲味噌製造所 味噌文化啓蒙のためのメッセージ発信と国内外販路開拓事業
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兵庫県 宗實工務店 高齢でも安心して離島で暮らせる生活づくりの為の住宅改修事業

兵庫県 芦屋カイロプラクティック 赤ちゃんや子供という整体の新しい客層の開拓・獲得

兵庫県 西田佳代子 『地元川西産いちじくを使用した加工食品の新展開』

兵庫県 愛石株式会社 信頼と繋がりを活かした「寺社での展示ショールーム販売」

兵庫県 パピリオ（Papillio） カッティングマシンを利用したステンシルシールの販売事業

兵庫県 市野伝市窯 ホームページ及びチラシ作製による広報戦略強化

兵庫県 ペサパロ 店舗増築による店内ゾーニング事業

兵庫県 地酒おか本 新規顧客開拓のための年配客・女性・子供に優しい店内環境の整備

兵庫県 ガラス工房るん オリジナルガラス作品を手に取ってゆっくり見てもらえる店舗作り

兵庫県 Yama-Dream株式会社 新規顧客獲得のための『丹波篠山オーダーメイドビール』ＰＲ事業

兵庫県 ヘアーサロンさいき 「若く・清潔・元気」を提供！白髪ケアでモテ男に！

兵庫県 株式会社ピーナッツ 企業のブランド力向上支援の為のセミナー動画パッケージ販売事業

兵庫県 ふなき 三世代向けの新メニュー開発及び顧客開拓事業

兵庫県 有限会社田中保夫商店 自然派ワイン販売強化の為の店内改装とホームページの開設

兵庫県 ＫＣＳセンター八鹿 『転ばぬ先の姿勢療法』根本的改善と予防の大切さを広めるために

兵庫県 ギフトショップサンエー 但農鶏を使ったオリジナルギフトの開発・販売促進事業

兵庫県 有限会社近藤モータース “地域で一番高齢者の安全を考える車屋さん”具現化と顧客拡大事業

兵庫県 栄自動車 利益率の高いサービス(整備・修理)の顧客獲得に向けた新車販売強化事業

兵庫県 ワンニャン夢ハウス 「湯村温泉の魅力を活かしたペット休憩施設のＰＲ展開」

兵庫県 芦屋サポートセンター 遺族・大家にも一目で分かる遺品整理ポータルサイト＆販促物の展開

兵庫県 オートガレージイトウ 店舗及びサービスの付加価値向上による新規顧客獲得の取り組み

兵庫県 大西自動車鈑金塗装工業所 経営革新計画の推進に向けた地域密着による新規顧客獲得への取組

兵庫県 候理容室 高齢者･障がい者の来店しやすい環境整備等による販路拡大の取組

兵庫県 株式会社オオエ 新看板での認知度再構築とおもてなしによるマインドシェア獲得

兵庫県 株式会社ヴィラージュ 情報発信力の強化による来店客増加及び販路拡大の取組み

兵庫県 株式会社ゑびすや百貨店 おしゃれ健康情報の発信による地域高齢者の健康増進と売上増進

兵庫県 有限会社明建設 実勢価格に即した積算と立体図面の作成による工事受注増加の実現

兵庫県 美容室ドレスアップ・ララ 顧客ニーズに対応できる地域密着型サロンの展開

兵庫県 N・Y・フードサ－ビス株式会社 外食控え客層の顧客開拓のためのケータリング型出張居酒屋新事業

兵庫県 こころのお宿庵月 自社ウェブサイト強化による「プチ富裕層」と「外国人顧客」の増大

兵庫県 香住鈑金塗装工業所塗装工場 新サービスの提供とＰＲによる新顧客獲得及び下請けからの脱却

兵庫県 小川石材店 お墓のノウハウ手帳の制作および、まちゼミ開催事業

兵庫県 竹内食品 お客様と製造現場を繋ぐ安心・安全な豆腐提供

兵庫県 有限会社かどや 地域食材をPRして訪日外国人観光客の集客促進事業

兵庫県 旅荘佐小 『安全な食材でおもてなし』無農薬野菜の提供による新事業展開

兵庫県 株式会社森本重石材店 競合見積り時の顧客獲得率の向上事業

兵庫県 株式会社こうせつ・たなか 生産者が見える自社ブランド「湖泉米」認知度アップで集客強化

兵庫県 有限会社出井人形店 業界初！新企画オリジナル雛の事業化で販路開拓

兵庫県 有限会社エム・アンド・ワイオートジャパン 最適な一台を提案できる『車のお探し専門店』のブランド確立
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兵庫県 レストランワイルドダック ペット同伴可能な禁煙スペースの設置と分煙の推進

兵庫県 manacafé 来店客増加、客単価向上を目指すmanacafé7周年記念事業

兵庫県 スミスコーポレーション 新商品・パンフレットの製作とDMでの宣伝｜販促品によるリピーター増大

兵庫県 株式会社前川建設 新築工事・改修工事の増加による新たな販路開拓

兵庫県 日本玩具博物館 来館者の満足度とリピート率向上を図る博物館ＰＲ事業

兵庫県 有限会社三幡謹寿堂 伝統の高級線香でブランド力アップと当社の売上増加を図るＰＲ事業

兵庫県 ARI＋JAPAN 顧客ニーズに応えるオーダーメイドを強化した販路開拓

兵庫県 株式会社アトリエ・ハムステッド 新デザイン商品のブランド化と販路開拓

兵庫県 株式会社CoquetteParis 限定商品の開発とオリジナル梱包箱、チラシの作成で新規顧客獲得

兵庫県 有限会社モア・サービス 来店客の安心感・満足感を満たし、リピーター客、及び新規客数増大の実現

兵庫県 佐伯蒟蒻有限会社 「安心・安全・美味しさ」を追求した伝統製法へのこだわり

兵庫県 CRASSE（クラッセ） 広く一般に認知してもらい、新規顧客、見込客の獲得をめざす

兵庫県 GLASSLEAF 安心して手作り体験が実施できる店舗環境の創設

兵庫県 有限会社松井モータース 「イメージ改善とボディケア・キャンペーンで来店増を図る」

兵庫県 株式会社栁田建築研究所 ITとチラシ・販促グッズによる在宅介護サービスの認知度向上

兵庫県 小林自動車サービス部 ＨＰ活用による情報発信、顧客獲得と次世代車に対応する機器導入

兵庫県 株式会社ファインド 新たな顧客の獲得に向けた店舗認知度向上の取り組み

兵庫県 岡田モータース 新たな収益の柱となる中古車販売の販路拡大に向けた取組み

兵庫県 オートショップエンドウ 既存顧客からの更なる信用獲得に向けた来店環境の整備

兵庫県 手打ち蕎麦なこじ 情報発信体制強化による新規顧客獲得の取組み

兵庫県 安心堂 積極的な広報活動による認知度向上に伴う売上拡大の取り組み

兵庫県 柴田加工 工場内の作業環境改善による生産性向上と利益拡大の取り組み

兵庫県 長楽 酒米山田錦発祥の地の新メニュー「山田錦酒粕鍋」のPR事業

兵庫県 Borage 看板メニューの本格展開と店舗改善による集客増大の実現

兵庫県 VALE-TUDO シルバーマーケット獲得に向けたＰＲ強化の取組み

兵庫県 株式会社フィールウッド 消費税増税前の新築住宅新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社コニシステム イベントスタッフ業務の拡充と安定受注を目指した取り組み

兵庫県 BIKOHdesignandmaking 独自開発したステンレス折り紙と似顔絵缶バッジの売上ＵＰ事業

兵庫県 ハリー洋菓子倶楽部グッドクラップ 高齢者等を中心とした地域内市場調査に基づく新商品開発事業

兵庫県 CoffeeBeans＆CaféGUFO こだわり珈琲豆のデリバリー販売で高齢者の健康維持と販路拡大

兵庫県 北摂中央法律事務所 得意分野を明確にしたＨＰへの刷新よる新規顧客獲得の取り組み

兵庫県 アニバーサリーボイス 本の出版とDVD出版による社会的証明の構築と全事業の加速

兵庫県 エム・フィールズ オリジナル最中アイスの改良と積極的広報による集客力向上事業

兵庫県 合資会社ひかみや 兵庫・丹波の商材に特化したネットショップ開設による新たな販路開拓事業

兵庫県 株式会社ヤマカ ショールーム新設による営業力強化

兵庫県 株式会社友縁 新メニュー（特製冷麺）開発と積極的広報による新規顧客開拓事業

兵庫県 岩茶房丹波ことり 店頭物販、来店のできない方のための通販売上げ増加を図るHP等のリニュアル

兵庫県 有限会社マツモト工業 生産性・作業効率向上のための屋根の改修

兵庫県 藤原組 気楽に入れる土建屋さんの事務所の新築・看板の設置
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兵庫県 株式会社丹波篠山かまい農場 自然に親しみ、「食」と「農」を楽しむ市民農園事業

兵庫県 有限会社山高建設 ペレットストーブの暖かさと簡単に扱える喜びを多くの人に知ってもらう

兵庫県 株式会社畠賢治商店 化粧樽で乾杯！日本文化を継承するホームページ作成事業

兵庫県 草山自動車工業 取引拡大のための農機具整備とスチーム洗車サービス

兵庫県 株式会社うはら商店 拡販のための店名及びオリジナル肥料ＰＲ・浸透大作戦

兵庫県 丹波篠山ひなたファーム 乾燥野菜商品開発の為の作成事業

兵庫県 高城窯 効率的な小ロットオーダーメイドによる顧客開拓と満足度の向上

兵庫県 株式会社豆畑 パンフ、ＩＴを活用した積極的販売促進活動による販路開拓の実現

兵庫県 雪岡市郎兵衛洋菓子舗 販路拡大の為の新商品開発に伴うケーキ箱・手提げ袋製作事業

兵庫県 温泉民宿湯の壺 風呂設備を改良し、細かな入浴ニーズに対応

兵庫県 三和カードック カーリースによる美方郡で唯一の新たなカーライフの提案

兵庫県 西垣工務店 国産杉を使った丸太梁のある家のＰＲを行い新築年間３棟獲得

兵庫県 タケダサイン ＵＶラミネートコーティング設備導入による内製化と受注促進

兵庫県 浜坂新杵 店舗リフレッシュによる新規客・顧客の来店促進プラン

兵庫県 但馬療術院 他院との差別化対策！症状別に特化した新規顧客の獲得事業

兵庫県 有限会社福寿 コンテンツを活用したネット販売による顧客囲い込み作戦

兵庫県 脇本建築 木の家・リフォームの販売拡大！廃材活用で環境に優しい住宅提供

兵庫県 有限会社旭モータース 軽トラック（軽貨物車）リフトアップ車の開発・販路開拓

兵庫県 有限会社オートセンター中尾 女性スタッフによるワンストップサービスの販売促進事業

兵庫県 KID'SHOUSEトントン オリジナル商品の開発と新たな販路開拓ツールの作製

兵庫県 養父市場開発株式会社 魅力ある大地“但馬”の発信と新商品の開発による購買の向上

兵庫県 株式会社HotelIKUE 「お客様の喜びのために」和食ホテルレストラン開業事業

兵庫県 火縄工作所 高圧洗浄機導入による緊急時の作業効率の向上、業務拡大による販路開拓

兵庫県 かわら屋
トイレの改修工事によるリピート率の向上・居酒屋のお持ち帰りメニュー
ＰＲによる販路開拓

兵庫県 松本接骨院 ＰＲ用看板の設置及び地域情報誌への広告記事の掲載

兵庫県 有限会社中村工芸 BtoB向けのwebサイト構築と販促パンフレットの作成

兵庫県 有限会社アクト 照明効果による新規顧客獲得事業と20周年還元セール広告事業

兵庫県 メイジョーソース株式会社 通販機能付きホームページ、物産展参加、新商品開発で販路開拓

兵庫県 フラワー企画 体験型事業を通して、記憶に残るサービスを提供する

兵庫県 丹波乳業株式会社 ネット販売システム構築と店頭販売活動の充実による販路拡大

兵庫県 株式会社チェリッシュ 記念事業を通じた新規顧客の獲得とギフト強化による客単価向上

兵庫県 株式会社栄建 未来の生活をイメージできる家！３０代子育て世代に響く販路開拓

兵庫県 閑心窯 『うつわ』で味わう日常のプチ贅沢を日々多忙な女性のひとときに届けたい

兵庫県 谷水加工板工業株式会社 組立式木製防音室・吸音インテリアの販路開拓

兵庫県 丹波石油株式会社 高齢者にやさしい休憩スペースの設置と新たなサービス展開

兵庫県 あおがき丹波布工房 伝統的工芸品『丹波布』の認知向上と新たな販路開拓

兵庫県 ネイルサロンNailsDiva 高齢者の方の美と健康を結びつける空間を創造する

兵庫県 いづみや製菓 高齢者の顧客満足度の向上によるリピーター客増大と売上向上の実現

兵庫県 株式会社ヤリエ ルアー用品の開発により国内及び海外への販路開拓
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兵庫県 藤原繊維 取引先拡大と得意先への品質向上のアピール

兵庫県 株式会社関西旅行社 高齢者に優しい店内改装と丹波市の情報や自社の情報発信を行う

兵庫県 神楽SlowKiｔchen 「家族みんなが笑顔で食卓を囲むうちごはん」の提供

兵庫県 株式会社みき寿司 知名度さらに上げ、法要などの利用率を高めていくことでお客様に喜んで頂く

兵庫県 オアシスカットサロン お得な情報で、満足頂けるサービスが提供できるファミリーサロン

兵庫県 美容室アラキ 技術向上と新規顧客獲得、従来顧客に案内送付で、来店客数、倍増計画

兵庫県 株式会社由良工務店 新規分譲企画の積極的広報による新規顧客開拓事業

兵庫県 国領温泉助七 地域とともに歩んだ和のぬくもりを伝える販路開拓事業

兵庫県 有限会社さだ助 高齢者向けＤＭ発送による「干市」のファン作り

兵庫県 東工務店 低燃費で環境問題に貢献する家計に優しい住宅普及・販売拡大事業

兵庫県 さくら搬送サービス 介護タクシー開業サポート（支援）サービス事業の強化

兵庫県 中佐屋旅館・滝見亭 自然と川床を活用したお食事プラン開発及び販売促進事業

兵庫県 民宿松田屋 バル方式の夜間営業で新規顧客開拓の取組み

兵庫県 生活工房香味煙 商品生産力強化に伴う生産量増加効果を販路開拓に展開する事業

兵庫県 株式会社西村工務店 インバウンド誘客事業

兵庫県 青い鳥有限会社 来訪者増加策のためのホームページリニューアル＆WiFi整備事業

兵庫県 やまざと カーラッピングによる新規エンドユーザーへの戦略的訴求効果向上事業

兵庫県 宮谷商店 但馬の日本酒文化発信拠点及びネットでの情報発信・受注体制構築

兵庫県 こむらさき醸造有限会社 醤油製麹技術を生かした温泉施設向け「湯上りあまざけ」の開発

兵庫県 銀細工体験工房Marie 新規顧客の掘り起こし新規客確保事業

兵庫県 ビューティサロンセブン 就業後の疲れた女性顧客を癒す炭酸ヘッドスパ事業

兵庫県 ウヴラルーチェ 新サービス提供による新規顧客集客とリピーター客数増大

兵庫県 安積創庭 オープンテラス席の新規施工による新規顧客拡大事業

兵庫県 株式会社ニック エコスクラッチ印刷の技術開発による新規分野の開拓

兵庫県 株式会社アートオート 福祉車両のレンタル契約をきっかけとした福祉車両販売の拡大事業

兵庫県 スポーツゾーンやましょう ローカルからの力！「スポーツパートナーショップ」への転換

兵庫県 此の友酒造式会社 外国人向け高品質吟醸酒開発に伴うラベルの開発による販路開拓

兵庫県 有限会社佐藤タイヤ商会 介護事業における新規利用者増加のためのＰＲ事業

兵庫県 有限会社千葉鉄工所 ウレタンゴム加工技術を発信する事による新規顧客獲得事業

兵庫県 株式会社オカダヤ 店舗来店者の満足度向上による当店ファンの獲得事業

兵庫県 お食事処ゆめじ 都市部から来店される竹田城跡観光客の獲得事業

兵庫県 株式会社イシイ ネット住宅関連資材受注サービスの開始

兵庫県 株式会社オートケイズ 法人企業の従業員をターゲットにした来店型店舗化への事業化戦略

兵庫県 アクセス滝野観光株式会社 安心・安全で快適な最上級のオーダーメイドツアーの提案

兵庫県 株式会社カンベ自動車 次世代環境車専門工場を訴求することで新たな顧客獲得

兵庫県 谷村福芳堂印舗 「外国人の印鑑と吉相印鑑の新商品販売促進」事業化

兵庫県 有限会社スタイルアップ 地産池消の新メニュー投入による刀削麺・中華点心居酒屋の確立

兵庫県 まるやま 旬メニュー開発と店舗設備の周知徹底による集客力向上

兵庫県 有限会社ぶんぐよしだ 当社の強みを「パソコンおまかせサービス」で見える化し集客ｕｐ
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兵庫県 藤本鉄工 作業効率向上・販路開拓のための新たな作業工法の確立

兵庫県 拡運建設株式会社 ロッジ運営持続と新規雇用確保のための看板設置と改装工事

兵庫県 有限会社花房商店 高付加価値な発酵食品のブランディングによる販路拡大事業

兵庫県 有限会社増田商店 顧客満足とリピーター客増大による売上増を実現

兵庫県 近畿自動車 新規客獲得のためのスマホ対応ホームページ制作と広報事業

兵庫県 旅館水郷 自分流を求める若い旅行者の集客拡大に向けた環境整備事業

兵庫県 有限会社旅館泉翠 館内インフラ環境整備によるインバウンド受入れ拡大事業

兵庫県 合同会社ほほえみ リハビリ特化型介護施設の周知による利用者拡大事業

兵庫県 株式会社ナイスドリーム HP動画SNSで連携をとり情報発進強化で販路拡大顧客獲得事業

兵庫県 西田住建 ローコスト住宅の認知度向上を図るＨＰ整備で受注拡大事業

兵庫県 丹後ちりめん歴史館出石店 入口の改修による売上額増加の取組み

兵庫県 株式会社RE・X 廃棄物処理業者と排出業者のマッチングサイトＰＲによる販路開拓

兵庫県 山本車輌 店舗改装とクーポン・チラシ配布による新規顧客とリピーター獲得

兵庫県 TRANSIT アパレル業界における３０代顧客に絞り込んだネット販売等の取組

兵庫県 亀井時計店 高齢者向け眼鏡の出張検眼についてのパンフレットと看板の整備

兵庫県 あさまる生活応援隊合同会社 新事業確立による新規顧客開拓のための広報拡大事業

兵庫県 有限会社フラワーショップタハラ ウエブサイトを活用した閑散期対策とファンづくり

兵庫県 大北石材店 「墓じまい」に特化した墓の販促事業

兵庫県 株式会社エム フルーツトマトの認知度向上と販路拡大のための広告宣伝事業

兵庫県 たけなわ シルバー顧客のニーズ対応に向けたテーブル和室拡充事業

兵庫県 神鍋山荘和楽 ホームページと看板での当店魅力発信による顧客獲得作戦

兵庫県 老松酒造有限会社 新商品開発におけるデザイン一新、販促活動の充実

兵庫県 兵衛 座敷拡張で大人数の団体客を受入可能にして売上アップを目指す

兵庫県 さいこ 顧客満足度・リピート率アップで売上アップ

兵庫県 小倉綜合建材有限会社 主力の材木部門の強化で売上増加計画

兵庫県 ピクチャーズ バリエーション豊富な多ショット撮影で顧客満足度アップ作戦

兵庫県 Piros 看板設置・駐車場整備・ＨＰリニューアルに伴う顧客満足度向上

兵庫県 株式会社とくさや 着付け教室で来店きっかけづくり・とくさやブランディング力の向上

兵庫県 株式会社A&H ２等品を活用した新商品「乾燥カット玉ねぎ」の開発・販売

兵庫県 民宿松竹館 見せる水槽で販路拡大と粗利向上

兵庫県 ピュアブライダル ネット上でコーディネート提案ができるレンタルドレスサイト構築

兵庫県 株式会社奥井印刷 淡路島初！！ＡＲを使ったデジタル広告推進事業

兵庫県 有限会社金山製麺 機械装置の導入による製造効率の向上と冬場の需要喚起を目的とした商品開発

兵庫県 さと味 観光客をターゲットとした店舗・メニューづくりと情報発信の実施

兵庫県 アイ･エス･フーズ株式会社 新規販路開拓及び商品ブランド化に向けた取り組み

兵庫県 三原家具センター 新規事業展開に係る広報戦略

兵庫県 株式会社マルアサ 新規販路拡大を目指す施工支援サービスを含めたＷＥＢサイト構築

兵庫県 ログハウス西村屋 情報発信力の強化による潜在的顧客の獲得と売上向上の取組み

兵庫県 株式会社イザ ファミリー層のお客様獲得のため店舗改装とオーダーコール設置
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兵庫県 ガーデン4 知名度向上と新規顧客及び雇用の確保を行うための広報活動

兵庫県 エディオン御津店沖田電器 料理・パン教室を通じて対話を増やしリピーター客の増大を図る

兵庫県 千鳥亭 高齢者などのお客様利用満足度を向上させるためのトイレ改修

兵庫県 株式会社たつのアグリ 新商品「パープルコーン」の販路拡大及びネット販売

兵庫県 仕出し弁当まつや 一番人気の唐揚げを中心とした徹底販売促進

兵庫県 松本こんにゃく 生蒟蒻玉に拘った真似できない製法と新商品開発による顧客獲得

兵庫県 有限会社美津和荘 無線ＬＡＮ設備とＢＳアンテナ設置による外国人観光客の誘致

兵庫県 堀田産業株式会社 ３つのターゲットに有効な広告宣伝を行うことによる販路拡大

兵庫県 豊紙発動機 高機能フロンガス回収再生装置の導入により顧客の増加を図る

兵庫県 珈琲茶蔵 コーヒーを急速冷却する機器をつくり遠方の新規顧客を開拓

兵庫県 有限会社くろすけ 店のイメージアップによる集客力および客単価の向上計画

兵庫県 尾上組有限会社 健康住宅を好む顧客をターゲットとした新築工事受注の増加計画

兵庫県 株式会社新生金属 高精度機械部品の技術ＰＲと販路拡大

兵庫県 料理旅館松原館 ホームページ・パンフレット作成による認知度アップの全国ＰＲ事業

兵庫県 池澄実石材店 「お年寄りに優しいお墓・管理しやすいお墓」販路開拓事業

兵庫県 有限会社都冷蔵 淡路初！「都冷蔵」発！「ソテ－オニオン」ブランド発信の取組

兵庫県 山茶花 五色産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾒﾆｭｰ開発とｻｲｸﾘﾝｸﾞ客の心を掴む事業

兵庫県 中田工務店株式会社 ３ＤＣＡＤ導入で住まいの魅せる化・より良い住まい方提案事業

兵庫県 紫陽花 地域密着、地産地消で中高年に愛されるコミュニティカフェの展開

兵庫県 住吉堂本舗 高田屋嘉兵衛＋五色町＝住吉堂本舗の『日の本嘉兵衛餅』

兵庫県 大空畳店 防災畳の提案とたたみ需要の掘り起こしで下請からの脱却取組事業

兵庫県 お多福 「旬の味・淡路島の味」を提供する老舗食堂の集客力アップ事業

兵庫県 淡路どり上原 淡路島「朝びき淡路どり」を安心安全と共にお届けする事業

兵庫県 有限会社五色センタープラザ 嘉兵衛荘「兵庫の北（但馬）と南（淡路）うまいもん」堪能の取組

兵庫県 セレス 「遺品整理士」として行う遺品整理業の広報事業

兵庫県 作本印刷・ぱそＱ 「クラウドで印刷物もサクッと注文」事業

兵庫県 株式会社山喜 惣菜部門強化に伴う製造体制の構築と販売スペース改装

兵庫県 キッチンSANSARA 旬の地産食材をＰＲできる看板設置による新規顧客獲得事業

兵庫県 富田設備 頼りになる地元の水道屋さん「おうちの救急隊」事業

兵庫県 新井鶏肉店 鴨、ヒネ肉の販売促進と店舗エントランスの改修による集客強化

兵庫県 有限会社創意住研 物件所有者と入居者双方のメリットとなる不動産事業の普及拡大

兵庫県 株式会社富田建材工業 ホームページ及びポスティングチラシによる新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社俊栄 高付加価値プログラムサービスのPRによる新規顧客開拓

兵庫県 有限会社沙都蘭 神戸プリンスプリンの販路開拓のためのホームページ改良事業

兵庫県 リラクゼーション＆ケアレヴェ アーユルヴェーダ体験を男女共に地域に広めてゆく事業

兵庫県 テクノイート 営業力強化による試作開発請負受注、安否確認製品販売の促進

兵庫県 一輝星アカデミー 複合的学習環境を訴求する体験型広告活動（チラシ作成、配布）

兵庫県 メディアス.アジア株式会社 高齢・障がい者向け配食サービス販路開拓＆買物代行事業新規開業

兵庫県 カラオケスタジオ歌仲間
「イベントホールMini３０」新設による新業態開発
～音響照明等の各種装置を強化し、イベント集客力の充実化のための徹底販売促進
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兵庫県 株式会社金岡光輝園 四季折々のイベントに特化した「切り花」販売強化事業

兵庫県 株式会社河野 サービス価値向上のための徹底した温度管理事業

兵庫県 Ｓｋiｐセゴウ お家をよく知り尽くしている電器屋さんだからできるリフォーム

兵庫県 株式会社松井総業 アスファルト切削材を再利用した空き地・駐車場ローコスト管理の提供

兵庫県 株式会社生穂建設 二次元から三次元へ。立体的な提案で顧客満足度向上事業

兵庫県 株式会社藤岡組 安全の国内生産100%、無添加ペット用おやつが売れる販路開拓作り

兵庫県 中本酒店 時代と顧客ニーズに対応した酒店改装及び新サービスによる販路開拓事業

兵庫県 春吉畳店 畳職人がつくる和室リフォーム販売促進事業

兵庫県 株式会社ウィズエステート 空き家管理業務に取り組むことによる売上アップ事業

兵庫県 吉田木材株式会社 確かな品質の兵庫県産木材を使用したリフォーム事業の販売促進

兵庫県 日本車輌株式会社 鈑金・塗装業者の下請け構造脱却のための新規事業の販売促進

兵庫県 株式会社上山旅館 館内Ｗｉ―Ｆｉ設備導入と英語版パンフレット作成による外国人観光客向け情報発信事業

兵庫県 宇治養鶏場 新規顧客の獲得とリピーターの増加

兵庫県 株式会社上田畜産 瞬間冷凍機調理による牛一頭まるごと商品化計画

兵庫県 ふぁみぐりあ 新商品開発及びイベントにおける店舗外販売を通じた新規販路開拓

兵庫県 ホームデコレーション・アベニュー 快適空間の調和を求めるバブル世代向け提案型カーテン販売事業

兵庫県 北摂風菓秀菓苑むらかみ かぶとむし幼虫まんじゅうとおはぎ寿司による和菓子の革新事業

兵庫県 手しごと讃岐うどん讃々 自社商圏内の高齢者に支持される定番商品開発事業

兵庫県 アクラス 自分史ビデオ作成講座新設及び受託制作の新規業態での販売拡大

兵庫県 オーガニックカフェ・ギフト 市内初のこだわりオーガニック弁当宅配事業による買い物弱者対策

兵庫県 有限会社アールコーポレーション パソコン教室を超えるパソコン教室支援事業

兵庫県 大成学習塾 座席の増設等の学習環境の向上と、学習意欲を刺激する講座の実施

兵庫県 株式会社井澤商店 当社指導により栽培された高付加価値米のネット販売展開

兵庫県 株式会社ハーブテラス 顧客満足度の向上による新規客増大および客単価向上の実現

兵庫県 英建設有限会社 店舗改修による販路・販売拡大化

兵庫県 株式会社庭処花梨 「目に見える説明」の強化、新規顧客、リピーターの増強

兵庫県 株式会社碧木商店 取引商材増加対応への切断機購入による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社プロバイル カスタマイズの特殊な技術力を全国展開するための展示会出展

兵庫県 株式会社盛岡生花 照明のLED化を行い、気軽に入店しやすい店づくりで新規顧客を増やす

兵庫県 有限会社かわた 利便性向上をＰＲした会報誌作成で新規顧客（会員）獲得を目指す

兵庫県 株式会社藤原工業 現在の商圏外からの受注と地元民間工事受注の拡大計画

兵庫県 敬楽リゾート株式会社 格安宿泊顧客の満足度向上と平日宿泊顧客の取り込み事業

兵庫県 寺前造園石材 アフターフォローを充実させたミニ盆栽の試作品の製作・ＰＲ活動

兵庫県 有限会社ナチュラルガーデン エルビレッジの来場者増加と出張ガーデニング教室の獲得

兵庫県 株式会社粟賀木材センター 動画コンテンツを活用した営業力強化プロジェクト

兵庫県 株式会社なおくら ドリンクメニューと店構えの充実による客単価、出店先向上の実現

兵庫県 Lafamille 癒しの空間の演出と美容全般におけるトータルサービスの提供

兵庫県 有限会社内山いちごの国 生産量の増加に伴い、新たな顧客獲得と機会損失の解消

兵庫県 かねと窯 店舗外観整備（エコミュージアム推進）に伴う新規顧客開拓
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兵庫県 手作りケーキのお店アリス 百貨店催事出店開始に伴う、販促グッズ作成と製造施設の拡充

兵庫県 篠山里山本舗 篠山産農産物を用いた新商品の企画・開発

兵庫県 有限会社古杉企画 「こころと身体の健康チェック」を活用した運動プログラム提案

兵庫県 株式会社ツトム農事 ６次産業化に伴う新商品の開発、並びに当社商品の魅力発信事業

兵庫県 NaturalBackyard 新規顧客受注に繋げるための、製造効率改善事業

兵庫県 有限会社宍粟美建 明石営業所開設で新規客獲得計画

兵庫県 株式会社ミハラオートサービス 故障診断機導入による新規販路開拓

兵庫県 清水 ネットで工房から直接ユーザーさまに魅力を伝え販路拡大

兵庫県 有限会社奈良 漢方薬の知識と知恵を活かした健康相談からの新規顧客の開拓

兵庫県 船越工務店株式会社 宣伝広告と営業活動による新規顧客の開拓で売上ＵＰ

兵庫県 阿万コロッケ中村屋 淡路島阿万ひとくちコロッケの販路拡大

兵庫県 Girod'Awaji 自転車カフェとしての設備・広報の充実

兵庫県 淡路島しふぉんの店fortune 保冷用パッケージの開発とショーケース導入による売上増加計画

兵庫県 大正屋 新規顧客獲得及びエステ部門の売上強化による利益率改善

兵庫県 KEKKOI 看板設置・チラシ作製による集客とテイクアウト可能な店舗の構築

兵庫県 株式会社若人の広場介護サービス 人材育成の為の教育・資格取得支援と雇用増加

兵庫県 株式会社佑宜 見せ方にこだわり御食国ブランド商品を他社にないもので販路開拓

兵庫県 株式会社ザッピー西淡 ホームページによる泉質優秀な「うずしお温泉」の全国ＰＲ事業

兵庫県 有限会社やぶ萬旅館 新鯛料理プラン開発とHPリニューアルによる販促事業

兵庫県 品川水産株式会社 多言語対応の自社販売サイトの作成による海外販売促進事業

兵庫県 不動石材 仏壇・墓石の販路開拓と新規顧客の獲得

兵庫県 APCパソコンスクール ビジネスブログ構築による集客できる仕組みづくり

兵庫県 安冨白土瓦 お客様自身の体験を情報発信することによる誘客の推進

兵庫県 アワジ花ホテル 新コンセプト店による新しい客層を創出する事業

兵庫県 ADANHot&beauty
妊活の体作りをよもぎ蒸しで支援。広告誌掲載で新規顧客開拓

兵庫県 ラ・グラスマチネ オトナカワイイ紅茶商品の販売促進

兵庫県 有限会社城崎環境 グリストラップ用水質浄化装置の販売およびメンテナンス事業

兵庫県 北近畿観光株式会社 広報強化及び顧客満足度向上による新規顧客・販路の拡大

兵庫県 有限会社かわさき インターネット予約による受入れ体制の充実強化による売上向上

兵庫県 有限会社やなぎ荘 外国人向けWEBサイトと満足度向上による販路拡大事業

兵庫県 株式会社エミュー 心身のストレス緩和ツールの開発および資格取得講座開講の実現

兵庫県 湯宿simayaこぢんまり インバウンド対策ＨＰ刷新で、宿泊者数増加と宿泊単価向上の実現

兵庫県 床瀬そば 顧客満足度の向上によるリピーター客増大と客単価向上の実現

兵庫県 輝山 新規客獲得と外国人を意識した新規顧客獲得へのＰＲ戦略

和歌山県 木下塗料店 戸建住宅の塗り替えをサポートするシステムの構築と、ＨＰを活用した集客

和歌山県 株式会社紀州本庄うめよし ホームページのリニューアルで新規顧客獲得と販売強化

和歌山県 久家旅館 おもてなしトイレ事業

和歌山県 山本製作所 各種工場向け提案型カタログによる販路開拓事業

和歌山県 有限会社垣内みそ店 来店顧客おもてなし度向上の為の洋式トイレ改装事業
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和歌山県 水本農園 ウェブサイトのリニューアル、商品パッケージのデザイン改良

和歌山県 えびす食堂 車椅子を必要とされる高齢者、身障者に優しい店づくり

和歌山県 カジュアルフレンチビストロムッシュ 当店オリジナルアイスクリーム（デザートで提供）の製造・提供

和歌山県 紅絹 地元や外国人を含む観光客向けの、雰囲気のある和風小物の店への店舗改装と店舗ＰＲ

和歌山県 墨工房紀州松煙 商品の認知度アップとブランド化をめざす販売促進ツールの製作

和歌山県 陸平製販 製造設備拡充による生産能力アップと販路拡大事業

和歌山県 大漁寿司 和歌山国体に向けて、バリアフリーの洋式トイレに改修

和歌山県 カーメイトみはま 待合いスペース改装による顧客離れ解消及び展示スペース設置

和歌山県 paindeKOH ”こだわり”をしっかりと伝え、来店客アップ

和歌山県 株式会社ウエイブ ワンランク上の空間提供するためのトイレのイメージアップ

和歌山県 土橋設計 住まいの無料相談会ＰＲとセールスツール作成

和歌山県 メンズ＆レディスマキ “ニューマキ”お立ち寄りやすい駐車場確保と看板設置

和歌山県 お食事処美佐 “快適＆温もり空間おもてなし”トイレ設備一式改修工事

和歌山県 森学習塾 塾生通路周辺整備工事

和歌山県 どーむびれっじキャンプ場 トイレ改修と既存ホームページリニュアールによる集客強化

和歌山県 もりとよ商店 もりとよ商店リブランディングプロジェクト（外観整備事業）

和歌山県 壷田石材店 壷田石材店の認知度アップ（競争力強化の為）

和歌山県 有限会社シマダ電機 受注拡大と売上の向上を目指し、施設の整備をおこなう

和歌山県 株式会社印南石油店 看板の新設により一見客の顧客化と新事業の周知を行う

和歌山県 健友館いりえ整体院 酸素カプセルの導入による新規顧客増加の獲得

和歌山県 高尾商店 すさみのお米“佐本川清流米”ブランド化事業

和歌山県 喫茶沙羅 隠れたすさみの魅力！発掘・発信情報館（喫茶店）事業

和歌山県 民宿かわべ 温泉露天風呂設置による顧客満足度向上事業

和歌山県 パティスリーシエルクレル 看板設置による知名度ＵＰと新規顧客開拓

和歌山県 恋鳳興業 型枠大工工事業務拡大とリフォーム工事等ＰＲによる新規顧客獲得

和歌山県 串揚げ紡 ファミリー層、大・小宴会の新規客獲得

和歌山県 焼肉夢 韓国家庭料理の新メニュー開発による販路拡大

和歌山県 ファーストプレイス 訴求力を高める大型看板設置による観光客の来店誘導

和歌山県 温泉民宿小阪屋 スポーツ合宿及びゼミ合宿をターゲットとした販路開拓事業

和歌山県 有限会社オークレスト 他産地消をコンセプトにした新メニュー開発による新規顧客開拓

和歌山県 もんぺとくわ 農家民宿で新たなお客様とのつながりを

和歌山県 たちばなや 店舗改装による顧客満足度と集客率アップ

和歌山県 玉置工務店 高性能レーザー墨出し器の購入

和歌山県 森林工房大江 最高品質の「龍神真榊」の販路開拓

和歌山県 総合建設業久保 所有バックホウの機能向上による作業効率向上計画

和歌山県 シューズショップサカイ 集客力アップ(販路開拓・販売促進）のための広告宣伝チラシ

和歌山県 フジノ写真館ｓｔｕｄｉｏＦｏｕｒｔｈ 顧客の増加にむけての、肖像写真プラン・ウエディングフォトプランの売り出し

和歌山県 ササヤ薬品 化粧品、薬品、雑貨の顧客ニーズの掘り起こし事業

和歌山県 HairMakeMarai 高齢者の快適と安全を目的とした美容室サロンの店内改装事業
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和歌山県 菊屋事務所 来所者増加の為の親しみやすいホームページ作成事業

和歌山県 株式会社熊野古道仏壇センター 明瞭価格の仏壇仏具店をＰＲする新規顧客開拓事業

和歌山県 ライブサウンドウエジン 独自ブランド「AudimaTecnologie」展開事業

和歌山県 花莚 味覚、視覚、嗅覚でお客様に至福のひとときを提供する事業

和歌山県 三ツ村古美術店 古美術看板で店舗アピール事業

和歌山県 うを丸 旬の料理と持続営業アピール事業

和歌山県 西野塗装 小売販売コーナーの新設による顧客確保と売上額の増加

和歌山県 地場産あがら直売所 集客力の向上・新規顧客の獲得を図る店舗環境整備事業

和歌山県 双葉自動車 事業拡大による新規顧客の獲得に向けた環境整備事業

和歌山県 ミドリ産商株式会社 たなわり提案・新パッケージによる「ナイス蚊っち」の認知度向上

和歌山県 有限会社チェンソーアート・ジャパン 「大阪・茶屋町画廊における空間演出」

和歌山県 yanotomokogallery 新たな販路開拓を目指した展示会出展事業

和歌山県 ヤマサキ工業 ホームページを作り、自社製品（機械）を全国に紹介する

和歌山県 有限会社昭和自動車整備工場 来店型店舗の実現へ向けた倉庫スペースの改築

和歌山県 栗須商店 移動販売車の購入

和歌山県 丹生の都プロジェクト株式会社 本館の有効活用による顧客サービス並びに集客力向上事業

和歌山県 民宿亀の井 一人旅をターゲットにした高コストパフォーマンス計画

和歌山県 上土谷組 高齢者住環境ニーズに合った建設業の新たな事業展開と周知

和歌山県 hairsＵＰＰＥＲＦＩＥＬＤ ダメージ毛でも巻き髪スタイルを再現できる形状記憶パーマ器導入

和歌山県 株式会社笠松板金工作所 エンドユーザー直販の板金リフォーム販売促進事業

和歌山県 如月建設 リフォーム、リノベーションの新規、販路開拓

和歌山県 株式会社紀ノ國フーズ 外国人観光客を対象としたオリジナル商品ＰＲ及び宅配事業

和歌山県 BLACKLION 大物アオリイカ釣り専用の竿・リールの販路開拓事業

和歌山県 林畳店 インテリア風の畳の開発及び販路開拓事業

和歌山県 有限会社深見梅店 オーガニック調味梅干し”あまくち味”の商品開発と販路拡大事業

和歌山県 ナカオ酒店 高品質日本酒等の保管・維持管理販売戦略

和歌山県 平林組 若い世代の考えと若い世代の提案を協議できる相談対応スペース設置事業

和歌山県 きのくに観光社 営業と情報収集のためのくつろぎスペース設置事業

和歌山県 株式会社不動農園 御歳暮商戦に向けた『梅の香るＤＭ』の制作と発送

和歌山県 株式会社TrafficComfort 顧客ニーズに対応する広報と海外顧客対応整備事業

和歌山県 SUN 新事業展開のための広報による新たな販路開拓事業

和歌山県 炭と旬彩晴 開業に伴う販路開拓認識性を高める広報事業

和歌山県 有限会社しらら 多角的広報の為の看板設置と内湯への入浴補助手すり設置事業

和歌山県 ナギサビール株式会社 自社ホームページのリニューアルとモバイルアプリの制作

和歌山県 有限会社中甚 外国人対応メニュー表作成と軽食（ドーナツ等）提供の環境づくり

和歌山県 有限会社キリンヤ 外国人にも対応したHPとパンフレットによる広報事業

和歌山県 民宿望海 自営テニスコート改修による新規顧客獲得、販路拡大事業

和歌山県 有限会社永井印刷所 小ロットフルカラー封筒印刷＋WEB新設による販路拡大事業

和歌山県 民宿あづまや 新規顧客獲得に向けたホームページ制作事業
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和歌山県 株式会社晃建 新規顧客開拓のための、水洗トイレの設置

和歌山県 ステーキダイニングゆかり 新店舗、テイクアウト部門立ち上げ

和歌山県 料理民宿・味処うら 浴場のリニューアル

和歌山県 クレープショップSARU和歌山店 クレープの移動販売店の広告宣伝事業

和歌山県 紀州きのこ産業 生産商品認識拡大広報と販売ルート拡張事業

和歌山県 コンフィチュールコウヤ ジャム販売のための内装、照明工事、試食コーナーの設置事業

和歌山県 いろは スマートフォン用英語訳付きメニュー開発とその発信

和歌山県 マル魚村田商店 特に山間部の高齢者の要望に応えられるミニ・コンビニ車への改造

和歌山県 マンサダパン日和 新店舗の知名度向上作戦

和歌山県 焼肉森谷 一押し商品優先のメニュー板と内容、価格帯がわかる外看板の作成

和歌山県 清水アルミ製作所 ステンレス製品の溶接焼け等を電解法により取り除く機械の購入

和歌山県 清水石油店 油外収益増加の為の販促ツールと点検にる顧客開拓事業

和歌山県 西林養蜂園 ハチミツ小ビン売上による利益の増加とリピーター客拡大

和歌山県 藤内オート 和式トイレを洋式トイレに改造し来店客アップ

和歌山県 百福梅本舗有限会社 商品の高級化・高品質化の訴求による休眠顧客復活事業

和歌山県 平武農園 こだわりみかんのイメージアップ事業

和歌山県 エムズ有田店 洗濯物一時預かり・夜間受取りサービスによる顧客の利便性向上

和歌山県 オフィスナカムラ インバウンド旅行者へのビネガー「Ki酢」の販売と売上拡大

和歌山県 ヘアステージタイラン 店舗インテリア改装による若い客層への顧客開拓

和歌山県 ビジネスホテルかなや 顧客の利便性向上へホテル客室「無料Wi-Fi接続」設置事業

和歌山県 マツモトデンキ 集客力を上げるための店舗改装と商談スペースの新設

和歌山県 花田設備 ＷＥＢ等による新規顧客獲得と既存顧客リピート率のアップ実現

和歌山県 久保モータース 売上アップ・顧客（既存･新規）との関係強化事業

和歌山県 溝西輪業 店舗のイメージチェンジでリピート率アップの実現

和歌山県 なかへちアイスクリーム工房 「塩みかん」「ラムみかん」の開発、それらを使った焼き菓子の商品開発と販路開拓

和歌山県 有限会社サガ釦工業所 迷彩柄ボタンの商品化と販路開拓

和歌山県 抜田商店 パッケージデザイン一新によるイメージアップ事業

和歌山県 岸酒店 「おまかせください！手軽にバーベキュー」事業

和歌山県 ウエダ看板店 パネルソー導入による技術力向上事業

和歌山県 山本桂光社岩出店 親から子へ、子から孫へ「心」と「しつけ」を伝える印のギフト大展開！

和歌山県 NU-NUhairsalon パーマプロジェクト

和歌山県 株式会社ＤＤフードオフィス 大型商業施設内への出張販売による販売促進及び販路拡大事業

和歌山県 浜吉丸・民宿はまよし 高級魚である天然クエの料理にこだわった民宿のパンフレット作成

和歌山県 民宿波満の家 高年齢者及び外国人へのおもてなしとしてのトイレ改修

和歌山県 楽やモンマートオオヤ 地域の年忌会席需要等に対応したパンフレット、チラシの製作事業

和歌山県 ビューティワカタケ 顧客満足度向上と新規顧客開拓のための店舗改装事業

和歌山県 ヤマシタパイル有限会社 展示会出展による新規取引先開拓

和歌山県 マーマレイドカフェ オリジナルバーガーと相乗効果を図る日本人・外国人向け料理教室

和歌山県 串本マリンセンター 施設トイレの改修
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和歌山県 有限会社総合食品ブイマート銀座屋 新商品開発・風土独自の調理品製造販売

和歌山県 バブルリングダイバース お客様休憩スペースの設置

和歌山県 ダイブステーション 宿泊施設の利便性及び快適性の向上を目指す事業

和歌山県 八瀬寿司 店舗の改装(外国人、幅広い年齢層の集客の為トイレの改修)

和歌山県 有限会社儀平菓舗 みんなに美味しさ伝える販促ツールの導入事業

和歌山県 ＢＢＭ(BarBerMurakami) リッチな散髪時間をあなたに

和歌山県 オザキ自動車 “トータルカーライフプラン”のご提案事業

和歌山県 マリンステージ串本 水中写真のお客様を受け入れる体勢作り

和歌山県 みさきロッジニシダ 食堂内設備改装による『快適空間の提供』と『串本グルメ』発信事業

和歌山県 有限会社なかやま 移動販売で元気な地域コミュニティー作りのお手伝い

和歌山県 ひらまる 串本大島発「おさかなグルメ情報」発信・販売事業

和歌山県 あわじ鍼灸整骨院 地域密着性を活かした捻挫専門の整骨院で販路開拓

和歌山県 有限会社ワイケイカンパニー フルーツ王国のパン屋が地方と共に創生し感動を贈る

和歌山県 まるよ 高齢者・買い物弱者に優しい、新しい「よろずや」づくり

和歌山県 ＡＣＴＩＶＥ-アクティブ- 電話・Ｆａｘでの注文で地元消費者へ当日・翌日『飲料直接宅配』

和歌山県 Ｍ－Ｂｏｄｙエム・ボディ トータルカーメンテナンス(高性能ボディコーティング)サービス

和歌山県 西前瓦産業株式会社 屋根リフォームの体験見聞ショールームの開設

和歌山県 寝装・寝具たけせ 高齢者・要介護者に特化したコンセプトによる誘客

和歌山県 株式会社七色畑ファーム 国産野菜志向の高まりの影響による地域農業の規模拡大

和歌山県 ＫＳマートちからや 自家農園栽培のフルーツを利用した新商品開発事業

和歌山県 力寿し 店舗改装による高齢者の新規顧客開拓事業

和歌山県 紀和石油株式会社 買い物弱者に対する配達サービスによる販路開拓事業

和歌山県 株式会社八旗農園 原料貯蔵庫改良、歩留まり率向上による販路開拓・拡大計画事業

和歌山県 有限会社F・K小林 無料サンプル配布による新規顧客と契約店舗獲得を目的とした販路開拓

和歌山県 ボディーショップｓｈｉｎ 作業効率改善による販路開拓・拡大計画事業

和歌山県 やすらぎ茶房きしべの里 販路開拓・拡大に向けた商品開発及び生産増加計画事業

和歌山県 きわ食堂 好立地を活かした広告看板等による新規飛び込み客獲得事業

和歌山県 ヘアーサロンタキモト 高齢者にやさしい情報交換ができる店づくり事業

和歌山県 BARBERKATSUMASA 理容店と姿勢矯正院の効率的併業のための店舗改装

和歌山県 ナカジ(中治) 新規顧客を取り入れるための明るく・安全な店作り

和歌山県 ブランチ 店舗アピールのための店先の改装と室外席の設置

和歌山県 山本塾 最高の自習環境を提供する新しい塾づくり

和歌山県 散髪屋ボーズ ママが連れて行きたくなる理容店づくり

和歌山県 中国料理ふくふく 備長炭麺をアピールした看板・のぼりの制作・設置

和歌山県 有限会社コーキ建設 WEB展示場(ホームページ)作成による販路拡大

和歌山県 丸浅旅館 後継者が休業店舗をＯＰＥNで”参拝客をおもてなし”

和歌山県 まるた呉服店 "商談(笑談)スペース"設置による誘客事業

和歌山県 まんぷくフードサービス株式会社 移動販売車導入による販路拡大とＰＲ効果の融合

和歌山県 アミティ有限会社 ～おくつろぎスペース～門前町”休憩処”展開による集客事業
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和歌山県 江川鍼灸院 スポーツ鍼灸、美容鍼灸患者に対応する最新機器の導入とチラシによる広告

和歌山県 インテリア早水 新規及び既存顧客を店内に誘導する設備及び新事業展開

和歌山県 イグチオートサイクル 商談スペースの充実と整備作業の効率化

和歌山県 株式会社榎本林業 不利な立地を武器に変える顧客誘客・販路拡大事業

和歌山県 有限会社トップスカンパニー 普通の美容室イメージからの変革！年齢層に特化した店舗づくり

和歌山県 楽誠社 顧客ニーズに対応した独自商品及び新サービスの提供

和歌山県 パン・ド・パニエ 市場拡大を狙うパンと牛乳のセット販売宅配サービス事業

和歌山県 有限会社中川工作所 工場から気軽に来店出来る店舗へ！個人顧客に絞った営業展開

和歌山県 うめもと鍼灸整骨院 新規利用者拡大を狙った新サービス実施に係る広報及び機器整備

和歌山県 マルイチ農園 お客さまの機会ロスを解消するための庭先整備事業

和歌山県 日山産業株式会社 縫製加工事業所の設備強化による技術力増強事業

和歌山県 大工井上 看板設置による古民家リフォームの販路開拓事業

和歌山県 東山繊維 カットソー縫製加工事業所の設備強化による販路開拓事業

和歌山県 株式会社たまゆらの里 外国人観光客をターゲットにしたトイレ改装事業

和歌山県 キミノーカ 和テイストのドライハーブの商品開発事業

和歌山県 もみのき食堂 調理設備増強によるコース料理の提供事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

鳥取県 株式会社アグリネット琴浦 ITを活用したブルーベリーの魅力発信と特産品開発による販路開拓

鳥取県 有限会社おき ギフト商品及び仕出し・弁当の販促強化による売上高の増加

鳥取県 焼肉ハウスおこ 新メニュー（玄米菜食・薬膳）の導入及び販売促進による販路拡大

鳥取県 織房 着物喪服のリメーク事業の販路拡大

鳥取県 有限会社山本住建 瓦屋根工事部門の強化（失注回避・直受増強）による販路拡大

鳥取県 アグゼル研究所 深海魚を利用したスフェロイド培養剤の開発及び販路開拓

鳥取県 料理宴会もりた 快適環境づくりと店舗PRの強化を通した高齢顧客層の販路開拓

鳥取県 有限会社本条書店 一部業態変換と休眠客の掘り起しによる業績回復計画

鳥取県 駅前食堂にしむら屋 バイキング形式への一部業態変換及びおかずテイクアウト開始

鳥取県 有限会社大柄組 商品パッケージの統一及び新商品の開発による新たな顧客層の開拓

鳥取県 株式会社マイスペイス 講習会場の整備と新サービスの実施による新たな受講者の開拓

鳥取県 田園ランドスケープ 国道沿いに「割木・薪」看板を掲示、木材消費と生産力向上を推進

鳥取県 野口商会有限会社 新基準対応のヘッドライトテスター導入による新規顧客獲得計画

鳥取県 ペンション赤いりぼん 温水洗浄トイレへの改修による顧客満足最大化と閑散期稼働率向上

鳥取県 大山ユートピア お客様の利用満足度向上・利用率アップのための設備改修事業

鳥取県 野口内装 地元食材を使ったメニュー開発と美・健康・癒しを求める女性顧客の獲得事業

鳥取県 ヤスダ自動車鈑金塗装 スキャンツールの導入による新サービスの提供と新規顧客開拓

鳥取県 ながた商店 タイヤ交換体制構築とサービス充実による顧客獲得と囲い込み計画

鳥取県 おしどり調剤薬局有限会社 加工作業の機械化による生産量工場とBtoBへの進出

鳥取県 カフェレストランクローバー 女子グループをターゲットとした新規顧客開拓計画

鳥取県 山光クリーンアップ 一般家庭にプロの技でのハウスクリーニング受注拡大計画

鳥取県 手造り料理乃むら 地元企業の連携による地域のお困り事相談ネットワークの構築

鳥取県 おひさま環境設備 高齢者支援のためのマイクロバブル発生装置の提案・普及活動

鳥取県 有限会社がいそう屋MORAN 三朝町特産の「栃の実」を使用したスイーツの特産品開発

鳥取県 HappyRush 育毛施術による、リピート率の向上と売上高の増加

鳥取県 有限会社とうふ工房雨滝 飲食店・直売所に併設した野外カフェテラスの整備による顧客獲得

鳥取県 富乃家・富玉園 農業体験型民宿サービスの提供による販路開拓

鳥取県 株式会社久野瓦店 マルチコプターの導入による屋根調査・見積り精度の向上

鳥取県 奥田家具 自社ブランド「フランナチュレ」の展開による販路開拓と収益向上

鳥取県 株式会社宮本リサイクル 「買取・引越し・不用品引取り」のワンストップサービスの提供

鳥取県 クリエイトプラス 住宅設計施工やリフォーム分野の受注獲得に向けた広告宣伝の実施

鳥取県 安藤自動車株式会社 オイル会員制度開始による新規顧客獲得

鳥取県 有限会社田中屋電器 家電製品セミナー開催による顧客との関係強化及び新規顧客獲得

鳥取県 パン一心庵 リーフレットの配布と案内看板設置による観光客の誘導

鳥取県 株式会社中原商店 和紙製品の魅力を伝えるＨＰ開設による特注品の販路開拓

鳥取県 長谷川憲人製紙 新たな自社製品製造と、品質保持に向けた取組みによる販路開拓

鳥取県 山内釣具店 顧客サービス向上と店舗、商品の見える化による販路開拓

鳥取県 有限会社西本酒造場 観光客向け清酒セットのディスプレイ付き販売提案による販路開拓
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鳥取県 （合）もりのひと ネット受注の導入とセット販売の導入による販売拡大

鳥取県 株式会社中央ファーム 「安全・安心かつ美味しい」を消費者に分かりやすく伝える

鳥取県 ことぶき 女性向けプランを活用した慶事・法事客の獲得

鳥取県 株式会社トラスト ３種のせんべいバラエティセットの販売とＨＰ刷新による販路拡大

鳥取県 BunnyLingo（バニーリンゴ） 「縁結び」に特化した商品開発と新作展示会の開催

鳥取県 有限会社ステップ 家庭廃食油のリサイクル方法の提案と農家へのバイオ燃料販売

鳥取県 なか清 高齢者に配慮したトイレ改修とサービス改善による顧客満足度向上

鳥取県 蔵本産業 商品陳列棚のリニューアル工事による販売促進事業

鳥取県 有限会社荒石建材 新築・リフォーム工事の新分野開拓促進事業

鳥取県 株式会社中原醤油店 『新ブランド商品』を県外の大手釣具店でアピールし顧客の開拓

鳥取県 小林農園 イチゴ観光農園の充実による顧客満足度の向上

鳥取県 有限会社水郷 宿泊稼働率アップのための和式トイレ改修事業

鳥取県 有限会社石見会館 お客様のニーズに応えるくつろぎ空間の提案による顧客満足度向上

鳥取県 株式会社赤碕オート ＷＥＢによる販売促進と“見積り依頼サービス”の導入

鳥取県 福羅酒造株式会社 外国観光客へ「SAKE」の試飲会の実施による販促活動の展開

島根県 株式会社岡貞組 ＩＰＨ工法普及のためのＩＴ基盤整備

島根県 松屋 トイレ改修を通じた顧客利便性・満足度の向上

島根県 有限会社渡部造園 難所高木剪定技術の習得と事業化による販路開拓

島根県 株式会社倉絆 新商品の周知・販促用イメージビデオの制作事業

島根県 日本ぜんざい学会壱号店 集客・販促ツールとしての縁結びショップカード作成事業

島根県 ミヤオカスポーツ 新聞折込からの脱却、ポスティングによる顧客の獲得

島根県 有限会社マルコウ 自社開発商品販路獲得のための「直売所」の開設事業

島根県 有限会社ウッディー安部 最新システムキッチン導入による新規顧客獲得事業

島根県 株式会社百合貿易 町内最大の集客力を誇るショッピングパーク出店で集客ＵＰ！

島根県 千舎の木 栗農家による栗スイーツで売上UPプロジェクト！

島根県 加納商事 顧客ニーズの把握を目的としたショールーム改装と交流サロン開設

島根県 株式会社大正屋醤油店 乳化式ドレッシングの商品開発(胡麻ドレッシング)と販路拡大事業

島根県 立花理容店 高付加価値サービスを追加し女性客の囲い込みを行う

島根県 れすとらんココット 弱かった時間帯、客層に向けた新商品開発と店舗改修事業

島根県 川本建設 高齢者の便利屋的役割を果たすことで顧客拡大

島根県 岩谷住建 高齢者との信頼関係構築による新規顧客獲得事業

島根県 響農園 循環農法によるはで干し米をギフト商品化し販路開拓する事業

島根県 奥出雲観光 新規顧客獲得に向けた知名度アップ事業

島根県 室山農園有限会社 「室山ブランド」認知度アップに向けた強化推進事業

島根県 有限会社アプローズおかだ 低価格ニーズに対応するための設備導入と集客拡大事業

島根県 ピュアみはら 買い物弱者のニーズに応じた品揃えによる来店頻度と顧客の拡大

島根県 株式会社ティーアールワイ 人材飢餓に対応するためのWEB活用と求人対策事業

島根県 合同会社ＩＣスタイル 夏から秋に展開するレンタルプランに対応する販路開拓事業と環境整備事業

島根県 有限会社サングリーン開発 赤梨の長期保存方法の確立とヒアリング調査による販路開拓
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島根県 ローカルフードラボ株式会社 店舗内装リニューアルによる集客力のアップ

島根県 キムチ工房りはら 美都町特産柚子を使った韓国風調味料の開発事業

島根県 若松屋 “ＣＡＳ”で、出来たての鮎寿司とスッポン鍋をいつでも食卓に！

島根県 健修館和 『姿勢測定の見える化』でお客様も納得！的確な施術で顧客拡大！

島根県 株式会社竹下本店 店舗改装とホームページ開設で店舗売上アップと販路拡大

島根県 冨士屋商店 路地の八百屋が大変身、手作りケーキで「ほっこりプチカフェ」

島根県 うまえもん [社内食ニーズ]に対応するための出来立て弁当デリバリーによる販路開拓事業

島根県 蔵本総建コンサルタント 社寺建築実績を中心とした積極的な情報開示による新規受注確保

島根県 津田木工所 統一性の有るパッケージデザインによる販促用ツールの作成

島根県 有限会社松本商店 燃費向上とＣＯ２削減を目的としたボイラーメンテナンス事業による販路拡大

島根県 たまちゃんアートファーム 店舗誘導の仕組み作りによる集客力強化と新規顧客獲得

島根県 株式会社桃翠園 独自サービスの提供と店舗誘導の仕組み作りによる集客力強化

島根県 有限会社山陰包材 製造現場のクリーン化による生産性向上と販路拡大に伴う受注体制強化

島根県 合資会社かんながら 「出雲八百万大神（いずもやおよろずおおかみ）」通販事業

島根県 槙野酒店 女性向けオリジナル酒の開発と日本酒の美味しい飲み方のご提案

島根県 宮本風月堂 新たな生産設備の導入で伝統の味を復活！売上拡大事業

島根県 美川旅館 江津市ブランド豚「まる姫ポーク」を活用した新商品開発、並びに販路拡大事業

島根県 民宿みやけ お子様連れもご年配の方も大歓迎！板前料理の味わえるお宿

島根県 杤木商店 店舗強化(リニューアル)による販路(顧客)拡大事業

島根県 ヘアーサロン前川 店舗強化(リニューアル)による販路(顧客)拡大事業

島根県 日高弘進堂薬店 店舗強化(リニューアル)による販路(顧客)拡大事業

島根県 ゑにし屋 多様な祭事にふさわしい和装のレンタル事業にかかるチラシ作製配布

島根県 清水商会 「キレイ！早い！安い！」デントリペア修理サービスによる個人顧客の獲得

島根県 有限会社トム 乾燥食用花の田舎でのクラウドソーシングのビジネスモデルの確立及び新規販路開拓

島根県 有限会社井上醤油店 料理離れ消費者向け「高級仕上げ醤油・甕仕上げ醤油」の製造と広報

島根県 中村司法書士事務所 ホームページ作成による業務内容の認知度向上・新規顧客開拓事業

島根県 やくも寿し ランチメニューの周知と集客・誘導のための看板作成・設置事業

島根県 美加登家
高津川の恵みを『ゆう』に味わえる“畳×イス”スタイル
※『ゆう』…津和野の言い方で、『ゆったり』の意

島根県 有限会社河本工務所 高齢者にやさしい舗道整備とバリアフリー化による新規開拓事業

島根県 有限会社岡田家具店 ホームページの活用で、ＰＢ商品やサービスの認知度を上げる事業

島根県 有限会社藤屋 自社ブランド米の販売強化で、付加価値向上・事業拡大する事業！

島根県 吉原亀栄堂 町並みぶらり歩きで立ち寄る店舗づくり事業

島根県 かげやま 女性客の満足度を向上させる仕出し、宴会メニュー開発

島根県 有限会社しらつき 店舗情報を発信し、来店数を増やし情報収集する循環型店舗づくり

島根県 植廣造園 外部住環境をトータルで管理、提案し顧客満足度向上を目指す

島根県 湯迫温泉旅館 認知度向上に向けたアーチ看板の設置

島根県 有限会社佐々木工業 新たな光で事業継続と受注獲得事業

島根県 焼肉幸楽苑 新規顧客獲得のためのプロモーション活動

島根県 柿谷商店 店舗利用者拡大に向けたＰＲと販売力を高めるパッケージ作成事業
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島根県 リルビレッジ キャリア教育を通しての地域活性化プロジェクト

島根県 そば処田中屋 美と健康を求める女性客と外国人観光客獲得プロジェクト

島根県 有限会社幸洋丸 集客ツール活用による新規顧客獲得プロジェクト

島根県 オオツボ 掃除の負担を大幅に軽減するコヤフロンコーティング販路開拓事業

島根県 いな葉 女性や家族連れをターゲットにした新たな顧客創造事業

島根県 由志園花木部 ホームページ開設による花卉・花木ＰＲ及び販路拡大事業

島根県 藤原写真館 最新プリントシステム導入による新規顧客獲得事業

島根県 有限会社日本料理ほう吉 「焼胡麻豆腐」の量産体制構築による個人観光客の売上増加へ

島根県 焼肉館すだ 希少部位の商品化と店舗改装による女性顧客獲得事業

島根県 アジキスタジオ 団体集合写真の当日納品に応える自社高性能現像ソフトの導入

島根県 株式会社吉岡製菓 百貨店への販路開拓により自社ブランドの確立を目指す

島根県 スミレ写真館 ３Ｄプリンター導入によるオリジナル空間作りから新規顧客獲得へ

島根県 有限会社アダチ 地域密着の小規模多機能型居宅サービスによる利用者拡大事業

島根県 有限会社アグリおき 地元雇用の力を活かし隠岐の新素材でつくるこだわり土産品生産強化事業

島根県 山陰観光開発株式会社 ドローン空撮動画配信による遊覧船の魅力発信・乗船客拡大事業

島根県 旭温泉あさひ荘 「入浴で火照った体においしい特産アイス！」の販売による顧客拡大事業

島根県 レンタルスキーショップK２ 「プロのメンテナンスが出来る店」になることで新規顧客の獲得

島根県 かわひら 石州半紙・和紙を使用した“京扇子”新商品開発で売上拡大

島根県 有限会社カイ 新たな情報発信と満足度向上で新規顧客獲得＆リピート促進事業

島根県 くじら亭 超鮮度素材を使った新商品投入による域外来店者呼び込み作戦！

島根県 丸久商店 販路拡大に向けた商品ラベルの改良及び贈答用詰合箱開発事業

島根県 Villa季節風 オフシーズン（春～秋）の集客力を高めるための体験活動への取組みと店舗改装

島根県 大建商事 お客様との関係づくりで新築工事受注増

島根県 有限会社旭運送 店舗塗装と新サービスを付加することで顧客拡大

島根県 有限会社安部木工 工場強化(塗装場増築)よる販路拡大事業

島根県 創作dining岩見屋 お店の外装替えで“また行ってみたいお店”を演出！

島根県 なかはら鍼灸院 電気治療機器の導入で施術効率を高め“愛顧客”を増やす事業

島根県 有限会社白石製畳 和室を現代建築にマッチさせ、若い世代に提案していく事業

島根県 掛合建具センター チラシとホームページで新規顧客獲得と販路拡大を目指す！

島根県 有限会社たきがわ製菓 夏季商品および個売り商品の販売プロジェクト

島根県 まないな ベジタリアン料理の仕出し及び惣菜部門の販路開拓プロジェクト

島根県 安部屋商店 「ネットレジ」による徹底した顧客管理で販路拡大

島根県 有限会社出雲工芸 展示場等改装による新規顧客獲得

島根県 新東亜工業株式会社 情報発信力の強化による新規顧客開拓事業

島根県 Ｋ+ｍかよこ美容室 値上げなく地域に必要なサロンになるために出来ること

島根県 かおり整体 ”ママのメンタルケアで子育て支援”顧客開拓のための情報発信事業

島根県 吉田畳店 公正取引マーク導入による差別化と戦国大名尼子氏関連商品の開発

島根県 鍛冶工房弘光 店舗改修による来店者受入体制の整備と顧客満足度の向上

島根県 有限会社喜多川板金 看板設置、新聞折込、ポスティング、チラシ作成によるＰＲ活動
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島根県 株式会社藤原茶問屋 ホームページ変更（購買意欲が高まる内容と購入しやすい機能へ）による販路開拓事業

島根県 株式会社ミールライフ ホームページと管理システム導入による販路開拓

島根県 紀の手 オイルウォーマーとイヤーキャンドルの新規販路開拓事業

島根県 Ｊａｍｓ 店舗イメージチェンジによる新規顧客獲得プロジェクト

島根県 有限会社三松堂 新しい津和野の新しいパッケージ！売上UPプロジェクト！

島根県 有限会社福間旅館 外国人観光客に合わせた設備改修による滞在型観光客の獲得事業

島根県 ０７ｋｉｄｓ 子供用品専門リサイクルショップの販路拡大・認知度アップ事業

島根県 株式会社イトーケミカル 低圧塗装機を使用した元請民間受注の増加と収益性向上

島根県 ファインヘアーセブン 新サービスの提供と電飾看板設置による新規顧客獲得

島根県 出雲ハリカ 店舗改装及び新商品「コトギフト」による女性顧客獲得事業

島根県 なかしま理容 店舗のバリアフリー化による地域との共生

島根県 スサノオ出雲合同会社 エゴマ茶の商品化により販路開拓を行う

島根県 原田輪店 電動レンタサイクルサービスと高齢者の新規顧客獲得

島根県 ＤＩＮＩＮＧ雅 お店の人気メニューを家庭で再現、新たな収益事業と来店率の向上

島根県 有限会社紅梅しょうゆ もろみの天敵サヨウナラ！良質な醤油麹製造の為の空調機導入事業

島根県 株式会社テクニカルプランクロサキ 農産加工品である玄米麺の販売促進事業

島根県 吉田酒造株式会社 販路開拓のための販売管理システムを導入し売上高拡大を図る

島根県 有限会社デイリー 店外にパン販売台設置、顧客の呼び込み強化し売上高の拡大を図る

島根県 株式会社田中商会 近隣エリアへ車両買取・販売イベント実施に伴う販促チラシ配布

島根県 有限会社カナール 動画配信による新規顧客獲得と鴨の魅力と食べ方の訴求事業

島根県 有限会社明治館写場 隠岐の藻塩米米粉ピザの集客力を活かすため店舗改装を行う販路開拓事業

島根県 株式会社リンケン リンケンの更なる認知度アップ作戦

島根県 有限会社善田乾魚店 商品コンセプトを見直しWEBと連動した販路拡大策の構築

島根県 有限会社らくいち 「売りの商品」を店内・店外連動で発信し新規客の集客アップ

島根県 ボデーショップ石州 看板の設置により気軽に相談しやすい事務所へ

島根県 有限会社信港商店 ふるさと納税・中元・歳暮等贈答品パンフレットによる販路拡大

島根県 石州和紙久保田 石州和紙を全国へ！情報発信による販路開拓プロジェクト

島根県 髪工房kato加藤英治 「あ～、これで安心。頭も心もリフレッシュ！！計画」

島根県 加茂福酒造株式会社 美味しい酒への需要に応える良質な水を確保する事業

島根県 喫茶通り道 広告効果の高い看板類を新設することによる新規顧客獲得事業

島根県 株式会社鷗外村ふる里 山陰の小京都に来てみんさい！インバウンド獲得プロジェクト

島根県 ハシモト自動車工業有限会社 クリーンディーゼル車推進プロジェクト

島根県 田舎もん 地域食材を活用した新商品開発による売上UPプロジェクト

島根県 大利商店 地元余剰野菜販売を通じた地域貢献と新規顧客の獲得

島根県 沢田太鼓店 新商品製造に伴う機械購入

島根県 株式会社かくれの里ゆかり 浜田のブランド魚を使った料理を活用した宿泊プランを考案し顧客拡大

島根県 割烹さか本 入りやすい店づくりで新規顧客の獲得

島根県 有限会社三好クリーニング店 『待ち』から『攻め』の営業へ！看板設置で認知度を高める事業

島根県 株式会社美都森林 「道の駅サンエイト美都」特産品と観光情報ＰＲ事業
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島根県 あやとり 高齢者向け新コースの実施と訪問診療の宣伝広告事業

島根県 クラウド 室内ドッグランとペットの自然療法クリニック併設による顧客開拓

島根県 伯太石油有限会社 案内誘導サイン設置及び顧客用トイレの改修

島根県 光栄刺繍 お客様が満足するオーダーメイド刺繍で販路拡大

島根県 ライフスタイル 展示場設備・体感イベント実施による販路拡大事業

島根県 あさひ亭 国道通行車に手打ち奥出雲そばをアピールし客数増加を図る事業

島根県 米福畳店 新商品製造に伴う機械導入とチラシによる販売促進、販路開拓事業

島根県 株式会社奥出雲社中 洋式トイレへの改修と新たな看板の設置による集客強化事業

島根県 有限会社美保館 動画コンテンツ発信による外国人観光客（インバウンド）集客事業

島根県 Ａｎ・ｎｅｉ ご縁と安寧（Ａｎ・ｎｅｉ）が拡がるギャラリースペース構築事業

島根県 有限会社丸善オート ＨＰ開設及び顧客管理買取支援システムの導入による顧客開拓事業

島根県 糸賀製餅店 夏場対策と喫茶部門の強化を図るための販売促進事業の実施

島根県 有限会社黒田文英堂 女性目線のお店作りによる女性顧客獲得事業

島根県 家電のサカネ 高齢者をターゲットとしたモデルルーム風の提案型店舗への改装

島根県 雲藍 加工場新設と移動販売車導入等で出雲地産燻製の製造強化と販売

島根県 有限会社落合建具店 組子キットとウエブサイトによる建具屋の新たな顧客開拓

島根県 いずも八山椒有限会社 山椒茶の開発・販路開拓事業

島根県 結工房 伝統的工芸品(繊維事業)の生産性改善による、売上高拡大を図る

島根県 大国建築有限会社 シロアリ無料相談を営業ツールとした新規顧客獲得プロジェクト

島根県 佐藤酒店 オリジナル商品のギフト提案による新規顧客獲得事業

島根県 有限会社サトーガス圧接 溶接機導入による新事業展開、民間受注増加による売上増加

島根県 ぽぷり 独自技術と特産品を使った新商品開発による女性顧客開拓事業

島根県 隠岐の島づくり株式会社 隠岐島外島民へダイレクトメール・ウェブによる共同販路開拓

島根県 有限会社しろつの荘 新メニューを盛り込んだ日帰り宴会プランを考案し顧客拡大

島根県 有限会社ＫＫＮ タイムリーな情報発信とネット販売で販路開拓

島根県 槇岡畳店 洋風化住宅に対応した新商品による販路拡大

島根県 有限会社セレトピア 体験型観光商品企画と情報発信による旅館と地域の活力再生事業

島根県 しまね有機ファーム株式会社 島根県産原料を使った新商品開発による販路拡大事業

島根県 大番 新たな顧客層へのアプローチ強化によるの販路拡大事業

島根県 ヨセフ体育教室 スポーツ教室による子育て支援事業

岡山県 有限会社中田石油店 温泉付きバイキングプランの開発と新規顧客開発

岡山県 福光牧場 プロが教えるプロの為のチーズ作り教育施設をＰＲ

岡山県 ノマディックバイオサイエンス株式会社 自社特許製品ByzenPro®の海外販路開拓

岡山県 有限会社ＭＡＳＡＫＩ 若い世代のニーズに対応した地中海風の造園による販路開拓

岡山県 株式会社ＵＮＩＯＮ お客様に負担をかけない優しいヘアサロンとしてのＰＲ

岡山県 有限会社ＩＫカンパニー 利用シーンに応じたレンタカーの活用提案による販路開拓

岡山県 二宮畳店 表折曲器｢ホットおりひめ」の導入と販路拡大

岡山県 有限会社吉原トーヨー住器 窓診断サービスを開始しホームドクターとして新規顧客を獲得する

岡山県 杉原鮮魚店 オーダーメイド仕出し料理による既存地域外の販路開拓事業
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岡山県 大﨑商店 県下初ホンモロコ釣堀事業の開始とＰＲ

岡山県 有限会社日神山内装 カーテンが自宅で作れるテキストの販売ルート開拓

岡山県 有限会社昭和堂 自家製「餡」を使用した創作ソフトの開発と創作和菓子のPR

岡山県 河内鮮魚店 鮮魚・惣菜の移動販売の販売促進

岡山県 松光サービスセンター 自動車レストア（再生）事業の宣伝・広報活動

岡山県 朝日堂 新見市南部の特性にあった高級仕出しをＰＲするチラシ作成と配布

岡山県 シマダ美容室 お客様紹介チケットを利用した顧客開拓

岡山県 赤木酒造株式会社 芋に比べ癖がない二百年続く老舗酒蔵の焼酎「真きび」の販売促進

岡山県 坂手牧場 牧場発！安心・安全な加工食品の全国への販路拡大プロジェクト

岡山県 ミルク.アオ 遠隔地に住む娘から親への健康宅配事業

岡山県 Knocks 本格派POPジーンズの開発と販売促進

岡山県 田村建築 シニア世代に向けた「終の棲家のエコリフォーム」工事のＰＲ

岡山県 石坂塗装 相談システムの確立と販路開拓

岡山県 有限会社山荘やなはら 本格合宿（吹奏楽等）施設のPR事業

岡山県 備中屋 葺き替え瓦（石州瓦）の周知のための大型野立て看板の設置

岡山県 三宅自動車 高齢者向け車輛の相談充実とセニアカ－のＰＲのための販売促進

岡山県 有限会社西川石材工業 お試し墓石クリーニング・修繕メニューの開発と販売促進

岡山県 赤松商会株式会社 サンデーメカニックのための自動車部品販売サイトのリニューアル

岡山県 ヘアーサロンSATO 店舗改装による高齢者、障害者の方に特化した理容サービスの提供

岡山県 株式会社くるまのポパイ カーナビ装備と６点の消耗品を交換した中古車両の販売促進

岡山県 有限会社菅原鴻石材 看板とホームページを関連付けて設置し、発信効果を高める

岡山県 有限会社伊丹自動車 「通り客」への商品サービスPRで「新規客」獲得大作戦！

岡山県 有限会社ルーツ 企業間取引の活発化を図ろう！OEM生産受注専用サイト

岡山県 岡山中央人事サポートセンター チラシ・小冊子・ホームページを連携させた新規顧客獲得事業

岡山県 リサイクリング株式会社 ”リサイクル専門隊お部屋、お店片付けます”事業の告知

岡山県 清水屋 あなたの心から一番近いお店になるんです作戦

岡山県 ライフモア株式会社 車椅子用クッション他、介護用品の販売促進のための展示会出展

岡山県 富士キコウサービス 新規顧客獲得のための営業ツール作成

岡山県 メイショクフーズ株式会社 にぎりたておにぎりの販売促進とお客様の声を活かした看板設置

岡山県 株式会社きびだんご インターネット動画導入企業獲得のための活用法提案事業

岡山県 株式会社はなぞの 「ガーデンセラピー」周知を核とした看板作成による販路開拓

岡山県 有限会社マルソーオートプラザ 中古軽自動車販売及び車検等整備の新規顧客開拓の為の看板設置

岡山県 有限会社陵南開発 岡山県内への移住・定住希望者支援による販路開拓事業

岡山県 株式会社全観国際ツーリスト 客層に相応しい旅行の提案と獲得を目指した営業の強化

岡山県 株式会社住まいるサポート 「蓄電池・ＨＥＭＳ」専門サイトの構築

岡山県 株式会社マインドレイ スムーズな受発注業務が可能なモバイル端末ソフトの販売拡大事業

岡山県 ウィルオートサービス ユーザー購入の部品取付を嫌がらない店の広報ＰＲ

岡山県 酒のみむら プライベートブランド酒のブランド力向上による全国展開

岡山県 吉備木工株式会社 ベテラン技術力を活かして、キャンピングカーの内装製造に進出
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岡山県 株式会社エヌワン 岩塩ギフトを使った女性向けプレゼント市場開拓事業

岡山県 有限会社Palma 「丸型ワーク表面精度検査装置」開発による販路開拓

岡山県 株式会社城忠一商店 ギフト商品のパンフ・懸垂幕等の作成による直営店の売上拡大

岡山県 岡本石材有限会社 墓地のメンテナンス+墓石の総合カタログ作成による顧客開拓

岡山県 ホトトギス株式会社 自社栽培の穀物を使ったグルテンフリー食品の開発と販路開拓

岡山県 サンフロンティアケミカル株式会社 活性炭使用企業向けホームページの作成による販路開拓

岡山県 有限会社南農機商会 他店で直してもらえない農業機械の修理と定期点検サービスのPR

岡山県 株式会社富屋呉服店 チラシ折り込みによるギフト商品の販路開拓

岡山県 牧田住建株式会社 家周りの困りごと解消を核とした広告チラシによる新規顧客獲得

岡山県 リカ－ショップトモヤス 観光客への訴求効果向上！パッケージ改良による新規顧客獲得

岡山県 三国窯 陶器の魅力発信事業

岡山県 レストランしんごう メニューブック改善による売上拡大事業

岡山県 野田建具店 木の温もりと匠の技を届ける事業

岡山県 有限会社シビルエンジニア マルチコプターを活用した新サービス周知事業

岡山県 丹正燃料 住宅の困りごと解決事業をＰＲするマグネット広告の作成と配布

岡山県 備中恵み 地元の良質な安心素材と製法を紹介する洋菓子のリーフレット作成

岡山県 一級建築士事務所Mieux 女性建築士ならではの住宅設計・知識を活かした新規顧客獲得事業

岡山県 有限会社伊藤写真館 写真スタジオを笑顔あふれる場に開放し、地域の認知促進をはかる

岡山県 株式会社古見屋羊羹 ホームページを新規に制作し、認知促進、来店促進をはかる

岡山県 オハナ 大工出身の建築士が建てる理想の家をミックス媒体でPR

岡山県 オブリガード有限会社 商品の認知度の向上で取引先拡大による売上増加の実現

岡山県 株式会社ミヤタライフサービス 事業所の認知度向上による商圏内需要の獲得、及び利益率の改善

岡山県 美作宇部生コンクリート株式会社 アンティークタイルショップ開設による一般消費者への販路開拓

岡山県 ダブルオーリネンサプライ株式会社 会社概要・個人向けセット販売のパンフレット・ＨＰ作成

岡山県 有限会社リバーサイド湯郷 閑散期の利用客アップに繋げるチラシの作製及び配布

岡山県 有限会社吉元建具 美作市初！出張建具修理サービスによる顧客拡大

岡山県 有限会社盛上工業 土木技術を生かして中山間地の問題を解消する提案型営業活動

岡山県 焼肉韓龍 新たな顧客を確保するための、店舗改装事業

岡山県 高見味噌店 直売・通販のためのスマホタブレットHP作成とネット広告対策

岡山県 有限会社海田園黒坂製茶 お茶の魅力を伝えるショールーム及び直売スペースへの改装

岡山県 HairStudio10 ビジネスチャンスを逃さないための営業ツールの開発

岡山県 キッチンくろまめ 新商品の開発及び営業ツールの作成

岡山県 アッと便利 清掃部門の豊富な実績とサービスのＰＲによる法人定期契約の獲得

岡山県 住まいのリフォームメルヘン 地域高齢者家庭のハウスクリーン事業による新規顧客獲得

岡山県 有限会社写真アップル 中高年層に対する証明写真及び生前遺影の販売強化と顧客拡大

岡山県 岡本鉄工株式会社 雑草クリーン隊事業とSTIHL社製品の販売による新規顧客獲得

岡山県 有限会社尾田燃料店 「住まいのリフォーム万事お任せ」事業による新規顧客獲得

岡山県 オぷスト イートインコーナー設置による客単価向上と新規顧客の獲得

岡山県 有限会社林製本紙工 販促ツール提案事業「プリントコミュニケーション」の展開
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岡山県 株式会社瀬戸内クラフト ホームページを活用した稼働式肉盛溶接事業の広報と顧客拡大

岡山県 祇園商店 当店自慢の「牛窓キムチ」で観光客を呼び込む環境整備とＰＲ

岡山県 株式会社アイリー 着物事業参入のための販路拡大事業

岡山県 有限会社山銀商店 ホームページリニューアルによる新商品の紹介と販路拡大事業

岡山県 株式会社一文字 食の安全、安心の見える化でリピーター増大販促事業

岡山県 ココホレジャパン株式会社 ままかRe:プロジェクト

岡山県 岡竹建設有限会社 アンティーク建具・レストア建具の商品開発・販路開拓事業

岡山県 株式会社サイドポンツーン サーキット走行会運営支援による顧客サービス向上と販売促進

岡山県 岡熔接所 石材店の販売チャンネル開拓による売上拡大

岡山県 フジイ印刷株式会社 汎用データ入稿に対する変換システム導入によるコスト競争力強化

岡山県 有限会社中光商店 ヘルシーな「創作天ぷら」とそれらを使ったランチの販売促進

岡山県 cafeCLOVER 団体客の利用増と新規顧客獲得のための新サービスの展開とＰＲ

岡山県 株式会社アイアールホーム 地域の住みやすさと耐震・耐風性能に優れた家造りによる販路開拓

岡山県 オムライスの店山陽店 ランチ客獲得に向けたオリジナルメニューの情報発信事業

岡山県 株式会社山陽こだま楽器 英会話スクールと連携した「利便性追求型スクール事業」の展開

岡山県 株式会社ファーム安井 農家後継者をターゲットにした作業受託サービスの認知度向上事業

岡山県 有限会社寿屋タンス店 高齢者の介護家具及び買い替え需要の獲得に向けた事業展開

岡山県 HairSalonTAKEMOTO 町の理容店のイメージの一新＆安心感創出事業

岡山県 ＳＡＲＡＨ． 頭皮・毛髪ケア効果を高める新メニュー開発とＰＲ

岡山県 有限会社双伸電工 自社ホームページの開設による新規取引先の拡大

岡山県 サプリヘアー ダヴィネスによるヘッドスパのケアサービス拡充とＰＲ事業

岡山県 有限会社新東防水工業 チラシを作成活用した営業活動の強化による販路拡大

岡山県 ＳＨＩＲＡＩ ホームページによる販売戦略構築とチラシ広告による認知度向上

岡山県 有限会社寄島ランドリー 「家庭洗濯代行サービス」による新規顧客層の開拓と販路拡大

岡山県 石工房谷川 「墓活」イベントによる地域密着型サービスの提供と顧客拡大

岡山県 銀座 さらなる認知度向上のための販路拡大ＰＲ事業

岡山県 有限会社イープラザ 地域密着型の中古OA機器販売及びメンテナンス事業

岡山県 ヘアーサロンワッツ 理容院が行う女性専用「お顔そり美容法」の周知による売上増強

岡山県 有限会社アシスト 岡山国際サーキットでの軽自動車イベントの中部・関東圏への周知

岡山県 革工房ManLy 定番品の作成とリーフレットによる本革製品のオーダー獲得事業

岡山県 株式会社鴨方グリーンホテル 気軽で安価、浅口市唯一のビジネスホテルＰＲ大作戦

岡山県 山下石工所 新サービス「墓守サービス（墓じまい・お墓管理代行）」のＰＲ

岡山県 焼肉こてつ 商品・店舗特徴を伝える広報活動強化による集客力と知名度向上

岡山県 辻電器商社 「家電のお医者サービス」で地域密着事業を周知し売上を向上

岡山県 株式会社ハッピーワン 介護資格を活かした高齢者等のための買い物タクシー事業の周知

岡山県 OldRiverWhiskySales 地域に眠っているオールドボトルの出張買取サービスの実施

岡山県 最上手延素麺有限会社 手延べ麺商品「お祝い麺」の商品開発及び販路開拓

岡山県 田渕建設産業株式会社 「無垢（むく）材のゆとり住宅」の商品開発及びブランディング

岡山県 佳豊庵 フルーツカッティングの事業化に係る広報活動による販路の拡大
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岡山県 有限会社小林豊稔堂 高齢者への快適な買物環境の提供と品揃えの充実に伴う店舗の改装

岡山県 くろせ農園 自社のぶどうを活用した６次産業化新商品の販路開拓事業

岡山県 有限会社ｎａｐ オリジナルブランドを欧米に同時発信する販路開拓戦略の実施

岡山県 有限会社賀陽珠算学院 珠算のメリットPRによる集客強化と高齢者向けサービスの展開

岡山県 株式会社ケンジャミン・フランクリン 移動販売事業のサービスアップと健康向上事業開始の広報活動

岡山県 有限会社建匠 提案力と経験を活かした「健康配慮型リフォーム」事業の展開

岡山県 株式会社マサ・ユメライク 店舗バリアフリー化及び新メニュー投入による新規顧客開拓

岡山県 株式会社手づくりジャム工房 こだわりジャムのＰＲと生産量増加による新規顧客獲得計画

岡山県 有限会社やすい酒店 高齢者（買い物弱者）に対するＰＲ強化で、販路開拓

岡山県 金井戸車輌 農家と高齢者向けにＰＲ用パンフレット作成により販路拡大

岡山県 有限会社應武銃砲火薬店 あなたに最高の夢と感動空間をプレゼントオンリーワン花火の展開

岡山県 石田商店 高齢者の入りやすい店舗への改装とセール開催

岡山県 柳井商店 独自の目利きで集めた「山ヤ」ブランドの商品で業績復活へ！

岡山県 株式会社山室建設 リフォーム事業強化のための３Ｄソフト活用及び広報事業

岡山県 イースタイル 車両故障診断機の導入に伴う、売上向上計画

岡山県 maganefuku ロゴデザイン・ホームページ作成による販路拡大

岡山県 有限会社たかせ建設 快適水まわりサービス展開事業

岡山県 加藤萌 漆作品の魅力を最大限に引き出した作品集作成による販路開拓

岡山県 保坂耕三 ワインの魅力を伝えるリーフレットの制作による販路開拓

岡山県 哲西ボディーショップ ウィンドリペア導入による売上向上とワンストップサービス充実化

岡山県 佐伯蒟蒻有限会社 岡山県産蒟蒻芋を使った生芋こんにゃくの販売促進・販路開拓

岡山県 株式会社OmeleteRice 真空パッケージ化による神戸牛のハツを生かした新メニュー開発

岡山県 株式会社ブラックスミス 製缶から機械加工自社一貫生産と公差2/100ＰＲプロジェクト

岡山県 こうの自然療法研究所 新型センサー導入による新規顧客開拓と売上げの増加

岡山県 株式会社鳶麿 早島町の足場といえば「鳶麿」、注目企業へ！！

岡山県 株式会社ティーウッド 家具製造のノウハウを活かした「ドイツ箱収納庫」開発と販売促進

岡山県 株式会社寒竹工務店 30歳代前後向けの新築住宅をつくる工務店

岡山県 リベロ・ファイナンシャル・プランニング キャリア支援アドバイスを含むカウンセリングサービスの販路開拓

岡山県 有限会社鈴鹿モータース 地域情報ポータルサイトの開設による新規顧客獲得事業

岡山県 株式会社ＨａｏＫａ 新商品開発による顧客層拡大と情報発信によるブランド認知度向上

岡山県 有限会社食堂東山 合宿から生まれたアスリート養成鍋スープの商品化及び販売戦略

岡山県 河本歯科技工所 ＬＥＤ重合器導入による新たな技工製品の注文獲得事業

岡山県 有限会社ひらい食品 豆腐屋の新たな挑戦～下請けメインから店頭及び実演販売強化へ～

岡山県 かず丸うどん 新規顧客獲得に向けた本場讃岐うどん店ＰＲ作戦

岡山県 奈義法然窯 若者・備前焼初心者向けの情報発信・販路開拓事業

岡山県 お好み焼きひなせ 地元情報誌への広告掲載と食欲をそそる色に床を改装する

岡山県 有限会社五大 自社ホームページ作成による販売拡大事業

岡山県 松尾農園 干し芋の生産販売拡大による顧客獲得、売上・利益増大計画

岡山県 株式会社エムアイエス 新聞折込による国産車ユーザー層、高年齢者層の新規開拓事業
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岡山県 有限会社川口屋石材店 お墓の維持管理を提案するリーフレットによる販路開拓

岡山県 光岡理容所 手書き風折込チラシを使った女性集客アップ事業

岡山県 カントリーキッチン木立 ＰＲ広告とタペストリーを使った認知度・集客力アップ事業

岡山県 ヨイキゲン株式会社 「グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2015」にて販路拡大

岡山県 有限会社赤木薫畳工業所 企業営業強化のため、施主に合う畳を提案する営業ツール作成

岡山県 有限会社まるみ麹本店 自然栽培の「奇跡の味噌づくりセット」による食育活動の普及推進

岡山県 株式会社ナラムラ 「ホウ酸」を使用した安心・安全な防腐防蟻処理の販売促進

岡山県 株式会社グリーンキュービック
地域特産物の発掘およびファン顧客への広域販売事業

岡山県 敷彩屋 ホームページのリニューアルと商品パンフレット作成事業

岡山県 なるみ機工株式会社 目指せ!!下請けからの脱却事業

岡山県 hair&makeCOZY 個対個を突き詰めた特別な時間・空間の提供事業

岡山県 まちのカラオケ屋さんケロ 趣味活動および勉学に活用できる空間提供についてのＰＲ

岡山県 有限会社マルイケ ギフト商品開発による付加価値向上と販売機会の拡大

岡山県 スタイルアコリエンテ 現代の顧客ニーズに応える理美容サービス提供とＰＲ

岡山県 合同会社瀬戸内マルシェ 瀬戸内ブランド特産品の香港市場における販路開拓

岡山県 有限会社エムツー 商社向けホームページ開設による海外展開

岡山県 アトリエピピ グルーデコ®事業のＰＲによる新規顧客獲得

岡山県 コーヒーハウスごじとま 健康志向スイーツ開発とシニア憩いの場としての環境改善

岡山県 Ｒｅ：ＢｏｒｎＨａｉｒ 1周年記念ＰＲ事業による新規顧客獲得とリピート率拡大

岡山県 徳山牧場 新鮮な生乳を活かしてジェラートを販売するための集客力向上事業

岡山県 きのこ屋 原木しいたけを有効活用した試作品の商品化と販売促進事業

岡山県 山成酒造株式会社 酒蔵イベントと地域資源活用による販売促進

岡山県 有限会社山陽不動産 「田舎暮し」まるごと応援隊

岡山県 メガネの池田屋 補聴器の販売調整を円滑に行うための事業

岡山県 たこ助 来客数増加に向けた各種媒体を活用した知名度向上及び販路開拓

岡山県 Smileinnovation シニア世代専門の出張型訪問写真スタジオの周知及び販路開拓

岡山県 ナリファーム トマト・オクラを始めとする野菜の販路拡大及び地産地消の推進

岡山県 lecalmehairdesign 近隣の人に来店してもらえるプライベートサロンのPR

岡山県 ストアーカワイ 地域の歴史を活かした商品販売と新規顧客開拓

岡山県 よくろぼふくみ家Lippia 岡山県産ギフト「黄にらだし醤油」の販路開拓

岡山県 有限会社スコレー 自家製ぶどうを使った本格的なノンアルコール飲料の販路開拓

岡山県 株式会社小坂田建設 自社の徹底的なブランド化に向けたブランディングビデオ製作

岡山県 HeartUpWorld株式会社 プロボックス/サクシード向けの商品開発と販路開拓

岡山県 有限会社久本精肉店 観光、キャンプ等のお客様にバーベキュウセットの宅配で顧客開拓

岡山県 有限会社ファミリーストアいけだ 高齢者向け床面改装と、生ラム肉バーベキューセットの販促強化

岡山県 ヒルゼンミルキー株式会社 県内外展示会出展とDMチラシの作成・配布による販売促進

岡山県 有限会社侘助 「蒜山おこわ」販売促進のための看板作成と店舗正面外観の刷新

岡山県 悠悠 近隣過疎地の買物・来店困難者への、キッチンカーによる移動販売

岡山県 hairmake伽羅 アクティブミドル層をターゲットとしてホームページを改訂
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岡山県 池田農園 過疎地域での移動スーパー運営事業

岡山県 有限会社大武衣料店 健康・すこやかさを共通テーマとする商業集積の長期キャンペーン

岡山県 loccomica(ロコミカ) オープン1周年！さらなる飛躍に向けての販促展開

岡山県 まにわ保険事務所 真庭市唯一の来店型保険ショップ認知促進のための広報活動実施

岡山県 株式会社小田時計電器 補聴器メンテナンスを主体に高齢化世帯向けの家電販売と来店誘導

岡山県 牧商店
買い物弱者の高齢者を対象とした移動販売用車両を導入

岡山県 森本時計店 名入れで付加価値アップするための製版機導入と広告出広

岡山県 有限会社旭 食品部門強化のためのパッケージデザイン変更と広報発信強化

岡山県 有限会社岡本旅館 新たな顧客層を獲得するための老舗旅館からの用途提案

岡山県 株式会社フードショップスミダ 安心・安全な真庭産の野菜をネット販売により商圏拡大

岡山県 双葉写真館 野外スタジオ設置による新規顧客の拡大

岡山県 磯田商店 「肉巻きおにぎり」持ち帰りパッケージ作成による販売促進

岡山県 白寿庵 完全予約制！豆腐懐石料理を提供するプレミアム営業

岡山県 理容ハマモト 高齢者をターゲットとした長時間滞在できる理容店としての広告

岡山県 まにわ家 営業時間外・店舗外ニーズ取り込みに向けた販売促進

岡山県 有限会社富永ふとん店 新たな商圏拡大による販売促進を展開し新規顧客獲得

岡山県 株式会社平田建設 マイホームを夢見る方に向けた空き家を活用したリフォーム提案

岡山県 かしざき整骨院 整体部門設立による集客世代拡大と医療費削減作戦

岡山県 有限会社栃山石材店 お墓管理に係る各種サービスの提案による新たな販路拡大作戦

岡山県 GGFARM グルメガーデンガイド及び農業講座事業

岡山県 株式会社木の里工房木薫 「木の薫りをこどもたち、子育て世代に届けます」事業

岡山県 nottuo オーガニックヘンプ商品ラインの開発・販路開拓

岡山県 株式会社ようび 「オーガニック商品取り扱い店舗」のＰＲによる事業の新展開

岡山県 有限会社右手養魚センター ホームページと商品開発による当社施設情報の発信による売上向上

岡山県 あつたや 伝統技術を活かしたスズメバチ駆除の認知度向上と販路拡大

岡山県 佐古木工所 寺院と檀家の間をつなぐノベルティグッズの販売

岡山県 松野屋食品株式会社 妥協しない味への追求を活かしたHP・カタログによる販路開拓

岡山県 有限会社三島建工 商圏拡大、見込客数増大、受注拡大を目指すためのPR活動

岡山県 有限会社キムラ 企業をターゲットとしたプリザーブドフラワー販売のシステム作り

岡山県 SiftDDD株式会社 3Ｄ設計図製作ソフトウェアの販売拡大事業

岡山県 山本農園 農産物直売所新設に伴う観光客需要の取り込み

岡山県 大生汽船株式会社 多種多様な船舶と遊覧実績を活かした海洋散骨事業

岡山県 マリンサービス中村 日生産ハモを使った新メニューの開発による新規顧客獲得

岡山県 竹林たたみ店 チラシ・ＤＭで需要喚起。新しい畳との生活提案で販路拡大

岡山県 有限会社萩野 店舗紹介フライヤーで店舗誘導。さらに情報誌掲載で販路拡大

岡山県 株式会社吉備の里 買い物弱者への移動販売・宅配事業

岡山県 ＢｏｎＢｏｎ 季節のフルーツ酵母パンの販路開拓

岡山県 にこにこ亭 玄関スロープ化と障害者用駐車場の整備によるお客様満足度向上

岡山県 合同会社ラ・フォーレ吹屋 ナイトツアー・イン・吹屋の実施による客室稼働率向上の実現
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岡山県 株式会社魚省本店 法要用仕出しパンフレットとチラシ作成による客単価向上の実現

岡山県 清原商店 鮮魚市の復活による利用頻度増大と客単価向上の実現

岡山県 サカイメリヤス 消費者ニーズに対応可能なニット製品のPRによる販路拡大

岡山県 株式会社哲多すずらん食品加工 海外販路開拓と海外展開好適商品開発事業

岡山県 福島商店 リピート顧客の増加と料飲店の新規顧客開拓事業

岡山県 メガネ・写真のナンバ 「補聴器のことならナンバ」認知度向上事業

広島県 備北自動車株式会社 大型車用のタイヤ交換による販路開拓と売上・利益の増加

広島県 有限会社比和石油店 創業５０周年記念感謝キャンペーンの実施による利用頻度向上事業

広島県 みうら牧場ミートセンター 見浦牛使用の一般家庭向けオリジナル惣菜の開発事業

広島県 有限会社セクトコンサルタント 銅・木材・竹材が造形可能な最新家庭用３Ｄプリンターの導入

広島県 石見農園 HP開設及びパンフレット作成による販路開拓事業

広島県 合同会社インプレッション 新規海外展開「KanjiArt」事業の販路開拓と商品開発

広島県 有限会社みわ３７５ 女性客の顧客満足度向上によるファミリー層の取り込み拡大

広島県 コインランドリーＡＭＯＵ 地域密着コインランドリーとしての魅力ＵＰによる新規顧客獲得作戦

広島県 株式会社なでしこ 生き生きとした人生を送るための高齢者専門婚活支援事業

広島県 グラツィエーナ こだわりの原材料を伝えるチラシ、ラベル、看板PR作戦

広島県 株式会社ファンセレティ 独自の包装紙・紙袋で商品ブランディングを高め、売上拡大を図る

広島県 アスクザミート 熟成肉を選ぶ楽しみを提供し、店舗の専門性を強化する事業

広島県 有限会社あすか住建 web開設による販路拡大と新規什器導入による売上の増加

広島県 エスパシオ・SE・ デニム生地を使ったサイクリング用品の企画、開発

広島県 庭の土井 乗用型芝草刈機による新規分野の需要獲得を目指して

広島県 有限会社カンザキオート 立ち寄りたくなるくるまやカフェ・かんざき

広島県 有限会社河内印刷 “デザイン”を周知させる『名刺』と『特大封筒』事業

広島県 堀田時計店 普段使いの陶芸品と宝飾品を楽しみながら、お客様に癒しと寛ぎを

広島県 蒲刈海産乾物 新鮮チリメン、海産物を都市圏及び海岸線沿い店舗に販路開拓

広島県 株式会社HEISEIWORKS 自動車試作部品のマイクロレベル精密検査体制構築による販路開拓

広島県 オーベルジュ＆ステイスオミ 関東・関西圏の観光需要をターゲットにした集客力向上

広島県 株式会社建築舎ゆわんと村 瀬戸漆喰の良さが体感できるショールーム改造による集客事業

広島県 音戸海産有限会社 女性をターゲットとした「桜牡蠣」シリーズのパッケージ開発と販路開拓

広島県 有限会社山広美工 ロートアイアン製品を効果的に閲覧できる店舗づくり及び販路開拓

広島県 上神農園 レモンの花びらを使った化粧水のサンプル作成と魅力再発見事業

広島県 とびしま柑橘工房株式会社 メレンゲ菓子の家庭用パッケージサイズ開発による販路開拓

広島県 有限会社森川製針 業界初のマーブル待針・デコ待針の新パッケージ開発と販売展開

広島県 有限会社丸一産業 空き家解体工事の受注増加のための小型重機改造

広島県 株式会社松尾組 夏場の遊漁船利用客の減少対策事業

広島県 重森商店 弁当用飲食スペース設置に伴う顧客獲得事業

広島県 手作りケーキの店ひまわり 既存顧客先への営業強化及び生産体制の構築

広島県 ジャンクヘアーメイクス 高齢者や車イスの方が気軽に来店できる店舗づくり事業

広島県 ＪＡＰＡＮ屋 夏に食べたくなるアイスパン＆冷やしパンの開発事業
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広島県 J.K.ミートショップSHIMOHARA 「神石牛」取扱いに伴う店舗ブランドのリニューアル事業

広島県 仙養ヶ原ゴルフクラブ 「簡易シャワーの新設」によるゴルフ施設維持化プロジェクト

広島県 カフェぬく森 町の食材「知名度」を生かした飲食店の顧客開拓事業

広島県 美容室berry's 付加価値サロンメニューによる売上及び販路の拡大

広島県 有限会社松葉モータース 新規来店者増加に向けた事務所改装事業

広島県 篠原テキスタイル株式会社 新規顧客獲得に向けた展示会出展による販路開拓事業

広島県 中山工作所 生産能力向上と動作プログラム保管状態改善事業

広島県 ヘアースタジオシャルマン 店舗改装とバリアフリー化による新規顧客開拓事業

広島県 株式会社オンライン 簡単に取り付け可能な防寒着による新規顧客開拓事業

広島県 ぶらっくラー麵しょうや 新規機械設備導入による新規顧客獲得と売上増加事業

広島県 ポンパドール紗 機械設備導入による客単価向上とＨＰを活用した顧客開拓事業

広島県 洋食工房くつろぎ 新商品開発と２階座敷利用の改善による新規顧客獲得と売上増加

広島県 株式会社カネタカ 顧客満足度向上による再来店率増加へ繋げるトイレ改修工事の実施

広島県 和菓子有福堂 厨房機器の更新による新商品開発・生産体制強化・売上増加事業

広島県 Hair&body+Cherie 利便性の向上と他店との差別化を図るための事業所周辺環境の改善

広島県 so.cal.Avenue 顧客対応力強化と利便性向上のための作業施設等の改修工事の実施

広島県 マルフク株式会社 IT経営力の強化で、PULL型からPUSH型へ経営戦略を転換

広島県 有限会社写真のオークラ 思いをつなぐ肖像（遺影）写真撮影サービス提供の販路開拓事業

広島県 株式会社タケダ 公共事業から個人需要へ新たな販路開拓。施工力ＰＲ拠点の設置

広島県 寺岡石材工業株式会社 国内品石材の魅力を伝えるチラシと展示場事業

広島県 次世代プロジェクト 介護施設「縁が和」内にあるカフェスペースの周知活動

広島県 有限会社野村自動車 「脱下請け」自社のお客様は自社で創る

広島県 榮鮮魚 現在の商圏外への販路開拓を目的とした広告宣伝事業

広島県 江草理容所 店内改装による女性客獲得への販路拡大

広島県 ＨerbＨair 訪問リラクゼーションケアと個人宅への訪問理美容の販路開拓

広島県 株式会社バンビーノ 団体需要の取り込みの為の席数増加と在庫保管機器の導入工事

広島県 マルコシ商店 玄米保冷庫設置による安価で高品質なお米の販売促進事業

広島県 有限会社船附商店 外国人観光客及びバリアフリーに対応した店づくり

広島県 中村鮮魚店 日除けテント導入による新たな顧客獲得事業

広島県 株式会社ＳＴソーイング エアー式アップダウン箔押機導入による受注アップの実現

広島県 まちのさかなや藤田商店 地域の食を魚で救う！チラシ大作戦

広島県 有限会社堂前建築工業 ホームページ開設による信用度向上とビジネスツールとしての活用

広島県 ル・サンク ホームページリニューアルによる新規顧客の取り込み

広島県 有限会社くちわ やまなみ街道沿線でのＰＲ強化のためのパンフレット作成

広島県 古家商店 休憩スペース設置による高齢者を中心とした利用客の来店頻度向上

広島県 重森食肉有限会社 真空包装器の導入による贈答品販売の強化

広島県 卑弥呼 好立地なのに存在感なし、看板設置で集客力アップ

広島県 よしえ美容室 超微細水粒子スチーマー導入で髪質改善施術の強化とＰＲ事業

広島県 中下モータース株式会社 展示場を整備することで地域との”繋がり”を強化し新規客を獲得
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広島県 上下レコード 看板設置等による集客力の向上と、購買意欲を高める快適空間の提供

広島県 小林石油店 店舗改装を実施し油類以外の製品販売を強化する

広島県 株式会社中田建設 仕上げ工事の内製化によるワンストップ提案型工務店の実現

広島県 髪屋のモリヤマ 植毛・育毛経験を武器に、毛髪の悩み解消サポート事業を強化

広島県 株式会社樹創家 『家造り塾』を通じたファン創りによる受注拡大

広島県 有限会社山陽メンテナス コンプレッサー設置事業の拡大

広島県 くすりの新歩一 健康カウンセリング事業の強化拡大

広島県 白竜湖リゾートセンター株式会社 販促イベント開催による新規顧客獲得・販路拡大

広島県 アイサポートコンサルタント 認知度向上のためのホームページ更新と小冊子作成による販路拡大

広島県 水口行政書士事務所 業務の質の向上と拡大及び行政書士業務の周知

広島県 株式会社ダイワカーズ ラッピング広告の作成と、店舗改装による環境改善

広島県 お多福醸造株式会社 自社商品の直接販売事業への進出

広島県 長次家 店舗改修工事に伴う常連顧客の利便性向上と店内誘導

広島県 有限会社金太郎 トイレの空間作りによる店舗選択率アップ作戦

広島県 有限会社えんじゃ 座敷の掘り込み化による高齢者や団体客への対応事業

広島県 畑楽ファーム 加工用トマトの事業化に向けた栽培、及び加工設備の導入

広島県 コーヒーストーリー・ニシナ屋 新規顧客獲得のための情報発信型看板の作製

広島県 吉村司法事務所 身近な相談窓口として、地域密着・郊外型司法書士事務所をＰＲ

広島県 バーバーエル おしゃれメニューと目立つ店で地域おしゃれ男子を顧客にする事業

広島県 お食事処和木 高齢者と女性ファミリー層に狙いを定めた販売促進

広島県 アイメディアス株式会社 ＡＲ・ＶＲソリューションの「販売促進ツール」活用した販路拡大

広島県 エル美容室 親子三代で来店していただける店となって販路開拓を目指す事業

広島県 丸子塗装工業 特殊塗装などを活用した直請販路開拓事業

広島県 有限会社宮尾産業 ネットショップでの新規顧客を目的にした販促ＰＲ事業

広島県 株式会社Ｊ－Ｖｏｉｃｅ 自治体や中小企業のイベント受注に向けたホームページの整備

広島県 有限会社モト・ワールド 二輪車から四輪車までを取扱う身近な修理屋を目指した販路拡大

広島県 na"tti 新たな顧客を獲得するためのオリジナルカットブランドのメニュー展開

広島県 Mr.トーマス 本格窯焼きピザ体験コースの導入による販路拡大

広島県 有限会社宮島遊覧観光 宮島一周新コース（上陸あり）の販売

広島県 有限会社川崎商店 当店の看板商品となる「おいしい焼き芋」の生産体制整備

広島県 有限会社カットインジュン 女性向けサービス展開に必要な美容設備とガーデニングアーチ導入

広島県 コーヒーロースターＳＴＵＦＦ 高齢者に対応した試飲スペースへの店舗改装による販路拡大事業

広島県 ことづくり社 リアルとWEBを融合し来店者を増やし売上増加計画

広島県 0 お客様に個別プログラムを提供するためのエクササイズ器具の導入

広島県 株式会社TotalOfficeMatsui コミュニティー掲示板等を活用した販路拡大事業

広島県 有限会社であい工房 障がい者向け「立位保持装置」の販路開拓

広島県 原商店 やっぱりお買い物は楽しいよ！シルバーカーもスーイスイ事業

広島県 山根対厳堂 各国からヒロシマに寄せられた折り鶴の灰を活用した新商品開発

広島県 有限会社篠原物産 提案力向上のための紙面カタログ作成とＷＥＢ活用
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広島県 ダイワ技研 簡易液体搬送装置の開発及び応用製品の自社製品化

広島県 株式会社H&J 動物病院の販路開拓に向けたサンプル商品の配布と販路開拓

広島県 株式会社香川自動車 洗車スペース無料貸出と店内を明るくして来店客アップ作戦

広島県 北村商店 ５０年老舗店舗の居場所の再発進

広島県 八橋装院株式会社 直営販売店の開設とホームページの情報発信・販売力強化の取組み

広島県 Gradohair 自店内での写真撮影技術力向上の取組みとスマホ専用サイトの新設

広島県 有信株式会社 新規参入市場での新規客獲得を目的とした広報宣伝の取組み

広島県 有限会社カスターニャ 主力商品『廣島カタラーナ』の直販店による販路拡大

広島県 白木ストアー 高齢者にやさしいお店づくりとサービス向上による販路開拓

広島県 有限会社ベルビー 最愛のペットに安心、新開発の肉球クリームの販売促進

広島県 カメラのトードー タッチパネル式写真受付機の導入で高齢者も来店しやすい環境作り

広島県 ＳＡＫＯＤＡ．ＮＯ．ＳＡＫＵＲＡ 地元の若手農業経営者と作る、新鮮葉物野菜を使ったサラダカフェ

広島県 村上内装 受注機会を創出し、売上げと雇用の拡大を目指す

広島県 藤原モータース 自転車愛好家（サイクリスト）の集う店舗つくり

広島県 亀田農園株式会社 「亀ちゃんトマト」の販路拡大事業

広島県 農事組合法人神峯園 大崎上島産ブルーベリー加工品の販路開拓事業

広島県 株式会社しまのみらい キャリア教育の実践による離島モデルの確立

広島県 梅木石材店 墓石クリーニングによる販路開拓事業

広島県 相原蒲鉾店 瀬戸内の離島の蒲鉾店が島外に向けて知名度向上と販路開拓に取組む

広島県 グラーンメイル 『釣り人を選ばない』新しいルアーの開発・製作

広島県 こころ広告社 紙媒体広告から地域メディアを活用した広告事業への取組み

広島県 株式会社GLAB 「身体の歪みを科学する」商品の海外向け英語版ウェブサイトの作成

広島県 有限会社恵 高齢者をターゲットした脳の健康を目指した自然食品の開発

広島県 セブンイレブン黒瀬楢原店 買い物弱者にも寄り添えるお店を目指した宅配サービス

広島県 有限会社キャル 軽自動車専用展示場への改修と展示会開催による新規顧客開拓事業

広島県 有限会社ナヒロ 若い未婚・既婚女性層を獲得するためのインターネット通販事業

広島県 内藤水産 江田島独自の地域産業資源の夏牡蠣「ひとつぶくん」の販路開拓

広島県 グラッチェ 地元産品を使った特産品、贈答用の洋菓子の開発・販路開拓

広島県 峰商事合同会社 地元産品を使った江田島もみじ饅頭の販売事業

広島県 能美運輸株式会社 過疎高齢化地域での遺品生前整理の宣伝広告による顧客獲得

広島県 有限会社濵口醤油 江田島にしかない万能調味料醤油「愛情料理これ一本」の販売促進

広島県 ＪＵＮ美容室 顧客満足度を高めることによる高齢者の固定客の増加

広島県 カットハウスバイソン 高齢者に対応した店舗改装による販路拡大事業

広島県 小島時計店 江田島市内外の高齢者へのメガネ・補聴器・宝飾品の販路拡大

広島県 有限会社しもかわ デジタルサイネージ（電子看板）を活用した販路拡大

広島県 有限会社キムラ 顧客管理システムの導入による販売促進体制の構築

広島県 株式会社オカムラ広告社 自社パンレットの作成、活用によるクライアント獲得事業

広島県 司法書士法人武田事務所 取引先へのパンフレット設置と事業者向け勉強会による顧客獲得

広島県 株式会社かねひろ 広島県産「源流米」を中心とした米穀販売と飲食宅配事業のＰＲ
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広島県 株式会社竹野内建設 売り建て地を活用した構造見学会による広島県産材住宅の販売促進

広島県 株式会社常翔 カラーからはじまる店舗設計と販促品の提案事業

広島県 株式会社サンエス プリントからシール作製機の導入による新規顧客獲得

広島県 丸善工業株式会社 清掃作業での箒の自助具の商品化と福祉用具の販路拡大事業

広島県 株式会社クラマス 生活維持が困難な環境にある新規利用客への生活応援サービス

広島県 株式会社木楽 お客様の立場でお店づくり：打ち合わせ、プレゼンコーナー整備

広島県 sakanayaますだ 加工業務を拡大し取引先・個人客のニーズに応え販路拡大を図る

広島県 旬亭に紫川 お客様に優しい店づくりみなさんにもっときてもらいたくて事業

広島県 木河畳店 顧客のニーズにあった安全・安心な畳の提供及び新規顧客獲得

広島県 ピュア・ハーモニー 魅力ある体質改善メニュー作りと集客

広島県 せんたくやナカネ 営業拠点集約化による顧客サービス向上と攻めの姿勢への営業転換

広島県 affetto 塗って剥がせるセルフカーペインティング事業に向けた施設整備

広島県 InaeColinnton 親子で楽しめる店づくりと新たな販売促進の取り組み

広島県 お食事処瓢丹 高齢化する地域に優しい店づくりとそのＰＲ

広島県 株式会社ミチコーポレーション 芸北天然酵母パン「ぞうさんパン」の新規開発

広島県 髪技ＨＡＤＡＮＩＹＡ 身体の不自由な方も気兼ねなく入れる店舗作り

広島県 有限会社ハナキ保険企画 相談会の実施による新規顧客獲得と顧客満足度向上への取り組み

広島県 有限会社有間工業 地域内の一般家庭等への周知拡大事業

広島県 岸本印刷 ホームページリニューアルによる動物病院向けの販路開拓

広島県 カンナ美容室 夏から秋の髪質のお悩み改善の訴求と、快適な店舗空間の提供

広島県 美容室アドーン スタンプの活用による顧客開拓及び準貸切ヘアサロンの訴求

広島県 有限会社かやたに 店内改装と路面ウィンドウディスプレイの強化による新規顧客の獲得

広島県 有限会社ピュアオート 待合スペースの快適性向上と広告宣伝の強化による売上の拡大

広島県 平畑建設株式会社 認知度の浸透と営業力の強化による販路拡大

広島県 郷石油 顧客ニーズを掴み商圏、顧客層の拡大でイメージアップ＆売上アップ

広島県 有限会社正栄工業 遺品整理など地域課題への対応サービスの実践による経営の多角化

広島県 大下建設株式会社 大下建設の良さをさらに地元に広報(アピール)し、受注拡大

広島県 シナガワ化粧品店 アンチェイジングに対応した美顔エステで顧客の獲得

広島県 株式会社ＭＡＰ セルフデンタルホワイトニングサービスの提供及び販路拡大

広島県 本郷開発株式会社 カフェ・スイーツ部門への新規事業進出のための店舗改装工事

広島県 ａｒｔｅ 小規模店の強みを生かした空間、技術、サービスで生涯顧客を獲得

広島県 サクラサク 規格商品の開発による中間層の新規顧客の獲得

広島県 有限会社三よ志 高齢者に優しい店舗店舗作り、メニュー開発

広島県 有限会社米丸自動車商会 カスタム能力のアピールによる広域からの顧客獲得

広島県 株式会社オーワークス 検査測定室の設置による高精度・高品質加工部品の提供

広島県 児玉水道有限会社 顧客情報の電子化による既存顧客への販路開拓

広島県 有限会社小川モータース トイレバリアフリー化で高齢者に優しい店づくり

広島県 みかど別館 自家製ポン酢の商品化及び少数旅行者向けパンフレットの作成

広島県 みはらし 「みたらい定食」の開発と観光客集客のための店づくり
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広島県 有限会社仏壇の小山 お仏壇のダウンサイジング（リメイク）のホームページ作成

広島県 株式会社瀬戸内プラスファイブ とびしま海道の無農薬レモンを活用したレモンスカッシュの開発

広島県 おしゃれの店マルミツ VMDを活用した店舗作りで若い世代への販路拡大

広島県 有限会社中野水産 水産設備用カゴの製作で、生産性向上・売上増を図る

広島県 下岡鉄工所 ローラー自動回転溶接機導入による作業効率の向上事業

広島県 有限会社マルショウ食品 安全な食品加工ラインの設備補強による受注増加

広島県 蒲刈水産物直売所 修学旅行生を対象とした漁業体験プランによる販路開拓

広島県 海遊び スマホ対応型ＨＰの構築と広告掲載による新規顧客獲得の促進

広島県 有限会社石の店沖 お墓のクリーニング事業の構築と周知

広島県 有限会社菅藤養鶏場 ふみちゃん家の卵販売機の新規顧客獲得に向けた誘引ツール設置

広島県 なかがわ石材店 ハチ駆除サービスを足掛かりに、当社の認知度と売上の向上を図る

広島県 玉井花店 花のあるライフスタイル提案のための店づくりと宣伝活動

広島県 下土居建設 ３ＤＣＡＤ導入による施工イメージの共有で、お客様の不安を解消する

広島県 有限会社佐々木米穀店 お米マイスターが厳選した高品質なお米を「少量パック」し､ネット販売での販路開拓事業

広島県 有限会社小又工務店 自社ブランド「安芸高田・暖らんの家」のＰＲによる住宅建築販売の促進

広島県 飲み処喰い処みね 顧客満足度向上による女性客とファミリー層、高齢者の獲得で売上アップ

広島県 ヘッドスパ専門サロンラ・シリウス チラシ制作・ホームページ更新用PC購入・フリーペーパー広告掲載

広島県 株式会社シンコー お客様の要望に合わせたオーダーメイド敷布団等のECサイト構築

広島県 からあげやカリッジュ長束店 全国ブランドの「唐揚げ」を地域の活気つけと共に認知度アップへ

広島県 ユーセイ建設株式会社 「土地のスペシャリスト」ＰＲ拡大事業

広島県 株式会社カシワダイリンクス 食の安心・安全の「見える化」による牧場直営店舗のＰＲ事業

広島県 猫本タタミ工業株式会社 現在のニーズに合った安全・安心畳の提供

広島県 光料園 〝肉を進んで食べれる〟メニュー作り及び店舗づくり事業

広島県 有限会社アイトライ 高齢者向け「仕出料理」宅配事業の販路開拓

広島県 株式会社リ・カムアクロス アンティークガーデニング展示広場設置による販路拡大

広島県 有限会社豊栄モータース クリーンディーゼル車車検・整備体制の構築による顧客獲得

広島県 高光養鶏場 飲食店等の情報発信力を活かした顧客の開拓と卵の増産計画

広島県 酵素風呂雅 「仕事帰り顧客」獲得を目的とした酵素風呂施設の拡充とＰＲ活動

広島県 有限会社広島ピーエス 新規販促物を活用して、新規顧客開拓・他業界への販路拡大活動を行う

広島県 0 ＨＰ制作とチラシ・ＤＭ・広告による認知度向上と新規顧客獲得

広島県 伍いち ネタケース導入での視覚的訴求による、客単価ＵＰ・売上増大

広島県 Comfy 委託からの脱却。当社単独でおこなう介護予防運動教室の開講

広島県 張り工房ＫＯＢＡ ＨＰ（ＳＮＳ併用）およびインターネット広告による販路開拓

広島県 プリントショップ富嶽 「印刷出来ない素材は無い」新設備導入による売上ＵＰ計画

広島県 有限会社ミオッチ 店頭部分のリニューアル工事（大型看板の取替）

広島県 横川工業株式会社 小容量脱臭剤および詰替用（パウチ）の開発による売上増大

広島県 株式会社ライフシェア 新商材の販売開始と、それに併せたＨＰ作成とパンフレットの制作

広島県 中華飯店竜飯 店内改装による新たな客層（女性・若年層・家族連れ等）の獲得

広島県 カレン有限会社 しっかりとした顧客管理で、顧客満足向上と売上増加の仕組み作り
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広島県 有限会社春月 穴子加工場の規格外品・型崩れ品等を活用した特産品開発

広島県 西部熱機株式会社 住民の「困った」を解決する、便利屋『ベンリー』の認知度向上

広島県 空口ママのみるく工房 お客様がくつろぐスペースをつくり、湯来町を満喫してもらいます

広島県 有限会社田室自動車販売 お店の存在をわかり易くし、安心・安全に来店して頂く取組

広島県 庭園空間 低振動・低騒音のハツリ工具導入で施主の満足度と売上の向上

広島県 ＭＡＲＵＹＡＭＡ株式会社 日本古来の伝統建築工法の認知度を高め、健康促進をすすめます

広島県 agleamhair 20～40代の女性をターゲットにした美容室エントランス等の改装

広島県 アシスト合同会社 女性をターゲットとした広報活動で来店者と売上の増加を図る

広島県 株式会社あららぎ 障害者新施設建設に伴うハード面の充実により、利用者増加を図る

広島県 五日市醤油製造株式会社 しょうゆ講習会、工場見学会参加者増を目的とした設備の改装

広島県 河村不動産株式会社 「空き家プロジェクト」をアピールする広報ツールの作成

広島県 正ヤ株式会社 鹿児島の名門機屋とのコラボによる正ヤオリジナル商品の開発

広島県 有限会社田村商店 ラベルプリンター、POP作成ソフトの活用による商品広告の強化

広島県 有限会社アイランド 高齢者向けリフォーム事業ＰＲのための洋式トイレの改装

広島県 アササッシ 倉庫設置で住宅サッシ・エクステリア事業の販路拡大

広島県 串焼きふらっと プチリニューアルで、女性のお客様に優しい店舗で売上拡大

広島県 有限会社クニオカ デジタルサイネージの活用とお客様カードの導入で新規顧客獲得

広島県 大寿司 高齢のお客様に一番やさしい店作りを行うためのリニューアル

広島県 株式会社フレア ＨＰとパンフレット作成で自費診療（骨盤矯正）ＰＲ売上拡大

広島県 春日電器 お料理教室を通じた家電販売事業

広島県 札幌ラーメンどさん子 高齢者に優しい店づくりと後継者への事業譲渡のため売上改善

広島県 有限会社中国ユニット 過疎化が進む地域住民に大手には出来ないサービスを

広島県 蔦企画合同会社 コインランドリーで女性の時間短縮を提案

広島県 ひと・まちデザインオフィス コミュニティカフェの機能強化と地域資源活用による売上の拡大

広島県 森井旅館 地元産品の活用・旅館の魅力発信・仕出し業務開始で売上拡大

広島県 湯来ジビエボタン・もみじ 地元飲食店や旅館と連携した地域活性化事業で売上拡大

広島県 用品名酒センター株式会社 事業の新たな柱「金持ブランド商品」のリニューアルとブランド化

広島県 Ｒａｆｉｋｉ（ラフィキ） お客様に商品の安全性やストーリーを伝える活動を強化

広島県 有限会社あかねや 着物を気軽に楽しむための店舗づくり

広島県 EY-Walk 機械装置導入による商品アイテムの拡大

広島県 中国茶カフェ草花咲咲 ディスプレイの改善と喫茶との相乗効果によるアパレルの販売促進

広島県 ＴＡＫＥ２ DM営業、機械装置導入、新分野進出と看板設置による売上拡大

広島県 トレスト HPリニューアル、ネット広告、チラシ折込みによる販路拡大

広島県 ひなたぼっこ 米粉クロワッサンを活用した新商品開発による販路開拓

広島県 ミック株式会社 販路開拓のための業務システム導入

広島県 有限会社モモダ家具 ネットショップのリニューアルによる最新のSEO対策導入

広島県 合同会社LULU 広島で一番オシャレな美容室お客様を飽きさせないリニューアル

広島県 ワ光有限会社 事業単位に特化した広告宣伝によるオーダーカーテンの販路拡大

広島県 株式会社ファイブテン 買物弱者対策及び新規顧客開拓事業
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広島県 河野園芸 高齢者・障害者が楽しめる農園として平日来場者数の拡大を図る

広島県 諸毛屋旅館 宿泊・仕出し・お好み焼き事業の売上増加および新規商品の開発

広島県 菓子工房MadamHoney 地元の資源を使った焼き菓子の開発

広島県 岡本建設株式会社 ホームページによる自社モデルハウスへの集客強化

広島県 株式会社レーモンド レモンチェロ周知拡販事業

広島県 株式会社ちどり 新商品開発とホームページを活用した販路拡大

広島県 株式会社竹内建設 ホームページを活用した情報発信による営業力強化

広島県 わが総合療術院 個人向けわかりやすいホームページの開設、チラシ作成

広島県 表具処軸源 ＨＰとパンフ作成による新規顧客の開拓と事業の拡大

広島県 有限会社東根製作所 超小型ガス生成装置の縮小モデルを製作し販路開拓に取り組む

広島県 アイティル株式会社 自社製「プロパット１２００Ⅱ」の販路拡大と営業・製造力強化

広島県 株式会社ユーエムエス ノーマライゼーション！リフト付バスで行く心のバリアフリー旅行

広島県 ロンド・ベル 専門書・大学教科書の買取ＷＥＢサイトの構築・仕入開拓事業

広島県 株式会社南川建創 当店自慢の宿泊体験受注確約作戦

広島県 アパレルアイ株式会社 ミセス向け新商品の展示会と展示常設化による新規取引先開拓

山口県 有限会社オートハンズ 自社名及びサービス名「新車市場」をＰＲするための看板設置

山口県 久庵 高齢者や足の不自由な人のための店舗改装

山口県 有限会社船木自動車商会 鈑金塗装の効率化による新たな顧客の販路開拓

山口県 中尾物産店 外観に合わせた内装改装によるリピート顧客獲得事業

山口県 有限会社阿東電器 設備新設による作業効率の向上と納期短縮

山口県 三興園 新規顧客獲得の為の看板の改装

山口県 有限会社三田産業 「真砂岩」の認知度を高めブランド化の確立、販路力強化による販路拡大

山口県 有限会社川田餅本舗 自家製あんこを使った夏期お土産商品の開発とパッケージの制作

山口県 パタ屋 販路拡大における新サービス展開用内装改装事業

山口県 ネットワーク有限会社 映像配信システム構築による需要の掘り起こしと販路開拓

山口県 児玉酒造株式会社 地酒「長門菊川」のブランド化の確立、商圏及び販路拡大による売上拡大

山口県 匠建装 看板・のぼり・ＨＰ・パンフレット等による周知拡大及び販路開拓

山口県 福本農園 一般家庭への直販を実現する通販カタログとホームページ制作事業

山口県 食事処うちやま 店舗内外装とレイアウトのリニューアル事業

山口県 有限会社中屋うに本舗 売上向上につなげる製造工場見学のための、店舗改装事業

山口県 有限会社第一建設 新しい3次元CADソフトによる改正省エネ法対応と提案営業力の強化

山口県 中岡組 「商談スペース」の確保による事業機会の創出

山口県 有限会社花米 設備導入、加工場改装による味噌作り体験の実施とファンづくり

山口県 山口石材有限会社 事務所改装及び提案型営業による新規顧客獲得事業

山口県 株式会社スマイル 新規開設の住宅型有料老人ホーム顧客獲得事業

山口県 宇佐川株式会社 無添加・安心・安全ペットフードの販路開拓

山口県 有限会社アルカディア 納期短縮化による幼稚園、保育園の行事ビデオ制作販売の強化

山口県 ペパーミント 店舗コンセプト見直しによる新規顧客の取り込み

山口県 Ｋモール大島店 オーダーカーテン・高齢者向け商品をアピールする立看板の設置
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山口県 幸進堂 夏のひんやりスイーツ開発のための冷蔵ショーケースの新規導入

山口県 豊文館 店舗所在地の認知度向上による新規顧客獲得を目的とした広報事業

山口県 株式会社フェアリーＳガーデン ドッグフードの品質改良で愛犬家顧客の販路開拓事業

山口県 里山カフェHAKU 里山カフェHAKuへの誘導看板８か所設置で来店客ＵＰ

山口県 のぞみファーム のぞみファームのPR売上倍増作戦

山口県 Ｙショップ万倉店 取扱商品拡充し地域高齢者のニーズに応えられる店舗へ

山口県 重枝写真館 無料写真教室、店頭プリント受付機コーナー店舗改装で集客UP

山口県 広中輪業 ”イメージチェンジ戦略”「電動シニアカー」拡販事業

山口県 有限会社石本工務店 耐震業務用ソフトを導入をし、耐震工事に対して新規顧客の獲得事業

山口県 有限会社ニューライフ山本 高齢者に安心安全を届ける、安心サポートサービス事業

山口県 マルホりんご園有限会社 閑散期を中心に地元農産物を使用した新商品の開発と雇用の確保

山口県 有限会社明和自販 買い物代行サービスを核とした「御用聞き」ビジネスモデルでの販売促進

山口県 ムラカワ建具店 「建具店」って何ができる？知名度アップで個人の顧客を増やそう！

山口県 柴田園芸 直営店舗を核とした一般消費者、企業等への販路拡大と販売促進

山口県 黒木淳史 ガラス工芸を用いた住まいの提案による顧客満足の向上

山口県 菊本水産株式会社 自社の敷地を活用した水産加工業者ならではの牡蠣小屋開設

山口県 くらもと牧場 環境循環型事業！「牛糞堆肥」ＰＲによる拡販

山口県 株式会社福井新建材 短納期・低価格な受注へ対応するための、高機能建築CADシステムの導入事業

山口県 風来房 世界遺産登録に向けた新商品開発及びオリジナル包装紙作成による販路開拓事業

山口県 なわぞう株式会社 ホームページの再構築やパンフレットを活用した販路拡大

山口県 有限会社道福 地方発信！販路拡大のためのチラシ作成・パッケージ開発

山口県 株式会社かの高原開発 専用冷蔵庫と配食ケースの利用で中山間地域の配食エリアと顧客拡大

山口県 こうざき商店 店舗看板制作による集客力強化事業

山口県 上田自工 新規機器導入による作業効率向上と事業拡大

山口県 和食処夢岬 ファミリー層をターゲットにした快適空間作り

山口県 有限会社みやた酒商 販売機会解消のための貯蔵冷蔵室設置による新規顧客獲得と販売商圏拡大事業

山口県 加藤味噌醤油醸造場 特牛イカ魚醤の販路開拓（新しい食文化の開拓）

山口県 一寸料理圭 店舗改修で「新規顧客獲得」と「利益の確保」

山口県 松崎商店 設備導入による巻きずしの製造販売

山口県 有限会社新友商店 新商品もずくスープ味噌味の開発と新パッケージ作成による販売促進事業

山口県 古澤建設 若年層をターゲットとした、新規顧客開拓のためのホームページ開設

山口県 千銀蒲鉾株式会社 スマートフォン対応ショッピングカートシステム導入による販路開拓による売上拡大事業

山口県 朝日化学クリーニング 市外店舗改装で新規顧客開拓・販路拡大で売上増加

山口県 日本マリンフーズ有限会社 製品の更なる安全性と信頼性の追求による新規市場開拓

山口県 あじさい工房 真空包装機導入による地元産野菜を使った酒粕漬けで販路開拓

山口県 有限会社木本工務店 新規顧客獲得の為のホームページ開設及び販促用広告の活用

山口県 ガレージカトウ 外国車専門整備およびホームページ開設による新規顧客獲得事業

山口県 松﨑設備 地域に貢献！町の水道屋さんになるための認知度アップ事業

山口県 有限会社竹園 情報発信力向上とサービスの更なる充実による新規顧客獲得
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山口県 有限会社三好石油店 トイレ改修と休憩室整備で快適空間の提供

山口県 株式会社木屋川ゴルフセンター 新規顧客獲得のための看板設置及びトイレ改修工事

山口県 八千代酒造合名会社 都市圏における県ゆかりの飲食店への販路開拓事業

山口県 Asianfarmhouse百姓庵 「百姓の塩」製塩用釜増設による販売促進強化事業

山口県 阿武の鶴酒造合資会社 製氷機及び生ビールサーバー導入による販路拡大事業

山口県 株式会社いのけん 民間工事受注拡大に向けた情報発信のためのホームページ作成事業

山口県 有限会社サン 生活情報紙（新聞折込）を活用した新サービス情報提供による販路開拓事業

山口県 ローズマリー ＳＮＳとホームページの連携＋パンフレットによる新規顧客獲得

山口県 合同会社桂花茶房 店舗改装で集客力向上

山口県 有限会社山田設備 潜在顧客に訴求する、通販ブック掲載・折込チラシ広告・雑誌スポンサー契約

山口県 伊藤商店 山口県産オリジナルブランド商品開発による卸売販売の展開

山口県 長州石材 新規顧客獲得のための広告宣伝強化事業

山口県 有限会社らかん高原 「らかん高原山荘」整備による団体への集客促進と営業力強化事業

山口県 株式会社森重木工所 木工所イメージ払拭したインテリア専門店への認知向上と店舗改装

山口県 おかふじ社会保険労務士事務所 新規顧客獲得のためのホームページ作成事業

山口県 BoulangerieNiSHiKAWA 店名入りパッケージの作成～認知度ＵＰとギフト利用の促進～

山口県 株式会社さんまいん さんまいん生産・販路拡大に伴う新拠点を活かした販売促進強化

山口県 竹田動物病院 バリアフリーな駐車場進入路整備

山口県 企業組合うずしお母さんの店加工部 衛生面強化、商品陳列改善及び販売促進活動による売上ＵＰ！

山口県 穂の花 店舗改装によるイメージアップ・競合店に負けない集客アップ事業

山口県 株式会社岩神工務店 新規顧客獲得のためのタオル・会社封筒作り

山口県 有限会社渡辺板金工業 建築板金業の住宅トータルコディネート強化による売上拡大事業

山口県 原田商店 宴会場の改修工事による顧客満足度の向上と地域に密着した店舗づくり

山口県 有限会社ビ庵 安心・安全な蜂蜜食を考える蜂蜜愛好家を育成による新規顧客獲得

山口県 大津醤油株式会社 工場見学者の増加に伴う販売所横の待合スペースの設置

山口県 ドッグビューティーワンズ 新店舗出店に伴う商品、顧客管理の実施および店内感染予防設備の導入

山口県 川﨑鮮魚神代店 鮮魚店の新規顧客獲得に向けた井戸水管理による品質向上事業

山口県 ながや菓子工房 洋菓子の新鮮な美味しさを訴求するための店舗外観改良事業

山口県 カーアシスト長門株式会社 新規顧客獲得・ｻｰﾋﾞｽ向上の為電灯・看板・タイヤ交換の機械設置

山口県 有限会社にこにこや 既存衣料店のプチプチスーパー化（利便性向上）による販路開拓事業

山口県 多田焼雲溪山窯 新事業！「茶会・個展」PR拡販事業

山口県 美川木工 知名度の向上とイベント開催による新規顧客の獲得

山口県 朝日屋クリーニング 地域初！地域イベントで魅せるシミ抜き技術で顧客開拓

山口県 お食事処山村 店舗改装による顧客満足度向上、新規エリアへ向けた販売促進

山口県 大上建設 宅建を活かした空き家有効活用による住宅改修工事受注増加事業

山口県 網代 宣伝による新ターゲット獲得と、顧客増加に向けた回転率向上事業

山口県 すこやか整骨院 新たな美容健康メニューの導入とサロンの拡張

山口県 有限会社吉田住工 タブレット活用（自社HPのカタログ化）による販路開拓事業

山口県 合同会社鳴門 レストランのバリアフリーによる新規顧客開拓事業
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山口県 株式会社シンラテック 木質バイオマス用木材確保のための山林のオーナーへの広報

山口県 山小屋 高齢化等顧客ニーズの変化に対応した法要宴席利用拡大等による販路拡大

山口県 三四郎 女性と高齢者の両者がくつろげるスペースとトイレの改修

山口県 有限会社島田自動車 商談室快適化（顧客滞留時間延長）による販路開拓事業

山口県 カフェミサキ 混雑時の待機場所作りと外壁のイメージアップ事業

山口県 有限会社和木交通 和木町から発信される観光ＰＲサービスでお客さまの顧客満足度を高める事業

山口県 ESSENCE（エッセンス） 非日常的なイベント企画やお持帰りランチのPRによる集客拡大

山口県 有限会社絵堂車輌センター 店舗改装による顧客満足度の向上・新規顧客の獲得

山口県 中国新聞大島久賀販売所 店舗販売スペース・古紙回収作業場所確保による売上増加対策

山口県 味あい テイクアウトの販売促進強化による客単価向上

山口県 鉄板屋じゅう兵衛 新メニュー開発で常連と新規顧客の両方を満足させる販促事業

山口県 株式会社TOMOTOMO お客様とペットに憩いの時間と空間を提供する為のドッグラン建設

山口県 ドライブイン瀬戸美 老舗飲食店の集客力アップのための新ターゲット獲得大作戦

山口県 yucafe バリスタと作るカプチーノとお家でできるココアチーノの親子体験

山口県 モードサラサ ワンランク上の「センス」を提案するための販売促進事業

山口県 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 未利用資源（柑橘の果皮や花）を使った新商品開発

山口県 藤井乳業 蓄冷剤洗浄機の導入で作業効率アップ

山口県 中華食堂和木 喫煙顧客と禁煙顧客の両方を満足させる販促事業

山口県 有限会社中嶋建設 自動溶接機導入による作業効率・品質向上で売上拡大

山口県 駒場ゼミ 世代を超えて楽しめる山口県初の本格音楽スタジオの経営

山口県 友景旅館 看板設置によるビジネス利用客増及びトイレ改修による満足度向上

山口県 珈琲館森 地域のファンに快適さを提供しつづけるための販売促進事業

山口県 中屋菓子店 幸福（しあわせ）ぷりんの販路開拓の為のWEB販売の強化

山口県 株式会社ふかの 高齢者に快適な食事環境を提供するための店内改装

徳島県 かつうらストアー 地域特産品を使ったデザートの開発と新規顧客の獲得

徳島県 有限会社共進電機 新事業展開による新規顧客開拓事業

徳島県 有限会社ディー・エー・トーヨー住器 高品質高気密断熱リフォームの販路拡大

徳島県 長尾織布合名会社 販売スペース増設強化による来客売上アップ事業

徳島県 国府オカダ住建有限会社 ３０代子育て世代に向けた新規顧客獲得のための広報活動強化事業

徳島県 総合結婚式場せべや シニア向け「同窓会」宴会市場獲得のためのトイレ改修事業

徳島県 有限会社乾製材所 ＨＰを活用した新規販路の開拓

徳島県 チャイニーズダイニングMIKUNIEN コンセプトを効果的にアピールするための販売促進・経営刷新事業

徳島県 ＥＵＲＯＣＯＮＳＥＰＴ メンテナンス整備の技術力のＰＲと新規顧客を獲得する事業

徳島県 板東印刷 ワンストップサービスの強化と商談スペースの新設

徳島県 うどん福助 子育て世代向け新メニューのＰＲとトイレの様式変更

徳島県 有限会社いしかわ 手芸教室等の運営を行い新たに３０歳代以下の顧客を獲得する事業

徳島県 居酒屋優 シニア層グル-プへのサ－ビス拡充による新規開拓事業

徳島県 株式会社ＭＡＫＥＤＡＹＳ 伝統の技術、木造住宅の認知度向上による販路拡大

徳島県 有限会社姫田石油 高級手洗い洗車サービスのＰＲとトイレのバリアフリー化
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徳島県 和楽や 女性客・子供連れ客へのアピール看板の設置

徳島県 キネトスコープ社 都市部への販路開拓と展示販売スペース・バックヤードの改装

徳島県 ジャルダンドボヌール カレーパンを主体とした実店舗（2号店）の展開と通販体制強化

徳島県 エディオンあなんイワデン 家電店ならではのリフォーム提案のための店舗改装

徳島県 株式会社アズマ四国 地域の一般顧客を対象に大規模リフォームの新規獲得を行う事業

徳島県 カーショップクズハラ 地域客層に対応した応接力向上と、売上増加を目的とした化粧室改修

徳島県 麺屋藤 看板設置と女性向け新メニューによる顧客満足度追及

徳島県 有限会社柚冬庵 新規デザート開発に伴う機材導入と周知、店舗改装による売上向上

徳島県 松葉商店 店舗調理場を設置し、地域での新規中食販売及び宅配の周知を行う

徳島県 もりもと衣料品店 高齢者に優しくファッションを通じた楽しみと居心地の良い店作り

徳島県 民宿ゆき荘 高級食材を用いた創作料理+新宿泊プランの提案と快適な環境整備

徳島県 株式会社谷本商店 買物弱者に対する自動車での衣類品の移動販売

徳島県 つちかべ花店 生花のウェブサイト及びネット販売システムの構築

徳島県 木本食品有限会社 オンリーワン新商品開発「阿波晩茶バームクーヘン」開発事業

徳島県 小林木工所 個人需要開拓のための看板設置及びＨＰ開設事業

徳島県 株式会社本家松浦酒造場 酒類販売店及び飲食店スタッフ等を対象とした「酒の寺子屋」事業

徳島県 宇治製薬株式会社 栄養バランスの取れた塾弁の開発とデリバリーサービスの提供

徳島県 株式会社ジャパンオートテック ２階への車両搬出入が可能な車両運搬車のPRによる新規顧客獲得

徳島県 有限会社昭月堂本店 真空包装機導入による和菓子の販路開拓事業

徳島県 Ａ＆Ｃ 店舗認知度の向上による新規顧客開拓事業

徳島県 株式会社北島藤原精肉店 ホームページ開設による認知度の向上と新規顧客開拓事業

徳島県 株式会社ＡＩＩＲＯ 現況の布製簡易間仕切りを木製固定壁間仕切りへの改装内装工事

徳島県 喫茶花束 古き良き喫茶店とカフェ風コーヒーメニューの融合による顧客満足度向上事業

徳島県 竹内製麺所 生わかめうどんの商品化で県外客へアピール、ブランド化促進事業

徳島県 つかさ縫製 そのまま外出してもOK！ファッション性の高い仕事着商品化と販路開拓

徳島県 有限会社レストラン際 団体客獲得のための畳の間のフローリング化バリアフリー化

徳島県 株式会社藤井製材所 自社の製材機械で徳島県産の天然乾燥材の生産・販路開拓事業

徳島県 食パン工房‐Oak- 新商品・新サービスの提供に係るＰＲチラシ及びＨＰの作成

徳島県 有限会社阿波食品 新鮮チキン加工商品の開発及び販路拡大事業

徳島県 有限会社平尾石油 高齢者向けオイル交換カーメンテナンス商品の販売拡大

徳島県 お好み焼きDiningゴチッス。 新セットメニュー設定による顧客層拡大事業

徳島県 阿波急便 低料金ＤＭ発送サービスの販売促進事業

徳島県 有限会社オートアンドパル なっとくスピード車検（仮称）サービス開始による新規顧客獲得事業

徳島県 べに屋 安心安全のPRによる新規顧客獲得事業

徳島県 大伸工業有限会社 多様な鋼材加工ニーズ対応による新規顧客開拓事業

徳島県 有限会社みのやFF本舗 メニュー開発とイートインコーナー新設による新規顧客獲得事業

徳島県 有限会社レストラン西岡 ネット予約システムの構築と折込チラシで20～40代の顧客獲得

徳島県 和洋食工房げーぶる 店舗入口のバリアフリー化による顧客拡大対策事業

徳島県 自家焙煎珈琲びーんず トイレ設備改修による顧客満足度向上対策事業
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徳島県 ナカガワ・アド株式会社 有機農家向けECサイト開設による受注システムの確立と販路拡大

徳島県 だい吉 限界集落に暮らす高齢者向けの『食品・雑貨の移動販売事業』

徳島県 有限会社倭麺工房 ほうれん草・人参を使用した素麺と菓子の新商品開発・販路開拓

徳島県 森脇製麺 年中美味しく食べていただける半田そうめん簡単レシピで販路開拓

徳島県 坂本電機商会 高齢者向け家電展示・相談スペースの設置で集客力拡大

徳島県 有限会社瀧原手延製麺 沖縄県における半田そうめんの販路開拓及び販促ＰＲ

徳島県 美馬製麺有限会社 レシピつきカタログ・お客様紹介はがき作成による販路拡大

徳島県 有限会社北室白扇 ブライダルギフトカタログと若者向けレシピブックの製作事業

徳島県 柴田米穀 地元食材を使用した無添加ドレッシングの販路開拓事業

徳島県 株式会社ポトス 媒体の製作、配布、演出よる新規開拓・休眠顧客の掘り起し

徳島県 株式会社ゴーゴーアドベンチャー 販路開拓の為の新聞折込チラシ及び利便性の高いトイレへの改修

徳島県 有限会社立川商店 トイレ改修による顧客満足度向上と収益改善

徳島県 有限会社ミカモフレテック 乾燥イチゴと紅茶のセットアップギフトの開発・販路開拓

徳島県 安宅自動車整備工場 「買取り」・「乗り換え診断」システムのＰＲによる車販の拡大

徳島県 谷藤刃物店 刃物研ぎサービスによる一般客の開拓

徳島県 ヘアーサロンオアシス 新メニュー「フェイシャル・エステ」による女性客の開拓

徳島県 依田石油 タイヤ交換サービスの強化で新規顧客の獲得と売上アップ

徳島県 株式会社光明トラベル 新聞広告・ＷＥＢ広告による知名度の向上と販売促進

徳島県 レモングラス お客様と長くお付き合いするためのトイレ改修工事

徳島県 美容室恭子の店 和装ファッションを伝える着付け教室開催のためのトイレ改修工事

香川県 旅館入舟 トイレの改装（洋式ウォシュレット化）による売上ＵＰ

香川県 kitchenmanma 手作りランチ洋食の店kitchenmanma認知度アップ事業

香川県 有限会社プラウド 快適な店舗環境整備による新規顧客獲得事業

香川県 有限会社真砂建設 お客様により分かりやすいプレゼン・ITを利用した情報発信サービス

香川県 ヨコヤマ電機 365日24時間便利と安心で挑む地域店の復権

香川県 米谷写真館 顧客満足度を高める為の「現像システムの導入」と「スタジオ改装」

香川県 長尾工業所 ホームページ作成による営業スタイル変更及び認知度アップ事業

香川県 リエゾン 新技術の導入による高付加価値サロンへの事業展開

香川県 ヤマダ衣料店 店舗の若返りを目指した店舗改装と若年層の獲得事業

香川県 有限会社パーフェクトジョブ 店内のバリアフリー対策による顧客サービスの向上

香川県 宇多津塩田株式会社 地域密着型メディアを活用した情報発信による認知度向上施策

香川県 有限会社田中ふとん店 眠りに悩む若年層女性を対象とした商品サービスの開発と認知度向上

香川県 羽床酒店 「街の灯台」に相応しい店舗の玄関改修と新規顧客獲得事業

香川県 有限会社エバーグレイス・かわにし 楽しいイラストがあるシャッターで認知度アップと明るい街並みづくり事業

香川県 有限会社横澤石材 新コンセプト”癒しをプロデュースする”の新店舗オープンに伴うＰＲ事業

香川県 株式会社アロバー 店舗周知とブランド力・顧客知識向上プロジェクト

香川県 有限会社小早川商事 新事業基盤をつくるためのブランド構築と新規開拓

香川県 あい鍼灸整骨院 美容と整体を主軸とした新しい整骨院の形を創り、広める

香川県 有限会社オオト食品 手延べ素麺を中心とした新商品開発・商品ＰＲ事業
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香川県 竹内建設 営業事業所の開設に伴う新たな営業拠点の設置

香川県 樋口工業有限会社 広報・広告の新展開による販路拡大事業

香川県 シェ・モーリー 新商品開発とロゴマーク作成とパンフレット等配布による販売促進

香川県 株式会社シャープアンドフラット 管楽器修理強化による優位性の確立と市場開拓

香川県 有限会社千久亭 惣菜外販事業の新展開による老舗旅館の再興

香川県 株式会社元治 当社製品の「品質の見える化」による受注拡大

香川県 株式会社三好石材 ホームページのリニューアルによる新規顧客の開拓

香川県 有限会社翼石材 墓石ブランド「瀬戸の石塔」のPR動画作成による販売促進事業

香川県 有限会社北野商店 お店ができる特色を活かしたホームページによる販路開拓

香川県 山大電気管理事務所 デマンド制御による電気料金の低減のためのシステム開発

香川県 株式会社アグリオリーブ小豆島 自社販売力強化の為の販路開拓

香川県 丸仲食品有限会社 各種媒体の活用による業務の効率化及び販路・売上拡大

香川県 株式会社島醸 ソフト及びハード面における既存技術の応用によるキクラゲ栽培

香川県 自然舎 シットオントップカヤックの追加購入とシャワー施設の改修

香川県 タケサン商事株式会社 自社の通信販売インターネットサイトの刷新

香川県 ポンせんこうちゃん 手焼きポンせんの販路拡大に伴う販売ツール作成事業

香川県 矢野金物株式会社 電光掲示板の看板設置によるリフォーム事業の参入情報発信事業

香川県 大西柄物製作所 新市場対応商品の開発・認知度向上と直販体制の強化

香川県 株式会社マコリ お客様の健康をお手伝いする顧客サービスの充実化とそのＰＲ事業

香川県 ギャラリーとよなか さぬき岡本焼の販路開拓・ＰＲ事業

香川県 有限会社家具のたかぎ 介護事業参入による既存事業売上拡大事業

香川県 出石手袋 HPリニューアルと職人展開催による自社ブランドのPR

香川県 木村商店 競合性の低い未舗装道でつながる山間部の世帯への移動販売の実施

香川県 仁尾産商株式会社 「オリーブ車海老」のブランド促進化と直販強化施策

香川県 高木酒店 高齢者にやさしい店づくりで既存顧客の維持と新規顧客の誘導

香川県 株式会社藤川設備 受注機会増加を図るため、自社の施工実績等の情報発信に係るホームページ作成事業

香川県 株式会社オーキッド ハイブリット刺繍「せと刺繍」の販路拡大のためのPR事業

香川県 有限会社あいわ ガルバニウム鋼板ＰＲにより、「新築・リフォームの売上増加」を目指す

香川県 office1103 プレスリリース活用サービスの販路拡大促進事業

香川県 有限会社ヨシカワ企画 訪問型営業からDM・HP・看板の活用により、来社型営業にシフト変換し販路開拓

香川県 ヘアートリラクゼーションニコル 美容と福祉をつなぐ出張美容の充実強化

香川県 SuitesalonK4 看板設置による来店客誘導事業

香川県 カガワモータース 改正保安基準に対応した前照灯検査機の導入による売上向上事業

香川県 田中屋 店舗のバリアフリー化とＰＲの実施による販路拡大事業

香川県 株式会社琴平国際ホテル八千代 ＨＰとリーフレットのリニューアルにより当旅館の新たな魅力の発信

香川県 有限会社おおみや衣料 看板リニューアルによるイメージアップ事業

香川県 高田工業株式会社 自社事業の得意分野をチラシとＷＥＢで告知、売上増を目指す事業

香川県 有限会社山下金物 個人を新市場とする体験型展示会とチラシとネットによる告知の実施

香川県 金比羅醤油株式会社 ネット販売での販路開拓と、香川県の魅力をＰＲできるサイト作り
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香川県 サクライ美容室 地域の高齢化に対応した、誰にも優しいバリアフリー店舗づくり

香川県 有限会社岩崎荘 老舗料理屋のビフォーアフター

香川県 平成塗装 下請け企業脱却！HP導入による顧客元請け受注の新規開拓！

香川県 オートガレージ ＨＰ作成によるお客様との接点拡大・新規顧客獲得事業

香川県 Sa・Ra・Ra 「女性が輝ける空間」を創る美容室出店計画

香川県 株式会社ザイナス 刺繍デザインソフト購入による販路拡大

香川県 讃岐スモークサーモン ホームページとギフト用カタログ及びパッケージの作成

香川県 平田商店 ファクトリーブランド及び技術力の認知度向上による取引先拡大事業

香川県 スポーツヤード 新商品アンダーパス練習板開発による販路拡大と競技人口増加支援

香川県 山口スポーツ有限会社 ホームページ・チラシ作成による通販販路拡大

香川県 株式会社メガネのハスイ 出張型めがねサービス提供による高齢者ニーズへの対応

香川県 有限会社ピーシーサポート 中高年者の生きがい創造を支援する音楽事業を広く広報し拡大させる事業

香川県 株式会社油屋呉服店 お客様とのコミュニケーション向上の為の店内環境改善事業

香川県 株式会社ROOMSFUJIOKA'SBARBER くつろぎ空間を目指した店舗リニューアルとPR事業

香川県 有限会社鮨駒 新規顧客の獲得と現顧客の利便を図る高座宴会机導入プロジェクト

香川県 森電業株式会社 くつろぎ空間とお客様への新提案のためのトイレ改修事業

香川県 大西商事有限会社 主力商品の販路開拓に伴う自社商品パンフレットの作成

香川県 株式会社エフディアイ 品質向上による顧客満足度向上事業

香川県 有限会社ビ・ファイン 「エコ・リフォーム」「空き家リフォーム」提案による販路開拓

香川県 上杉食品 直販事業用の営業ツール開発とＷＥＢページの開発

香川県 株式会社ＷＩＬＬ 幼児・児童顧客獲得と認知度向上施策

香川県 ＬｕｃａＨａｉｒ 自社独自のウエディングプランの認知度向上施策の実施

香川県 田中時計店 来店客数売上ＵＰのための強みＰＲ事業

香川県 Ｋ-Ｔｅｃｋ 自社工場のショールーム化による競争力強化事業

香川県 株式会社Kagamihara 自社設営の足場による低価な工事を訴求するウェブサイトの構築

香川県 株式会社Ｏｎｌｙ＆Ｏｎｅ 自社サイトによるコスプレその他衣類等のネット販売及び広告宣伝の活動

香川県 株式会社リバートップ
ファミリー・女性客獲得トイレプロジェクト

香川県 伊賀精肉店 包装改善と半製品開発による来店回数の上昇および新規顧客の獲得

香川県 有限会社マツオカ 入居率向上のためのＷＥＢとチラシによる物件の詳細情報の発信

香川県 株式会社風月堂 効果的なＷＥＢ広告の掲載による新規顧客の獲得

香川県 サンエイ・コート株式会社 ホームページ等活用による若い世代への住宅販売促進計画の実施

香川県 有限会社山西商店 若者層をターゲットとした商品パッケージ等の改良による販路拡大

香川県 接骨院和久 接骨院開業に伴い、広告宣伝による新規顧客の獲得

香川県 有限会社藤田水産 自社ブランド商品のＰＲ力強化と海外観光客向けの営業ツールの開発

愛媛県 HairStageIMAMIYA 出張理美容の開始及び婚礼・成人式着付けサービス充実に伴う店舗改装・看板改修

愛媛県 料亭魚林 色違い縁無及び縁細畳への表替えによる高級感の演出

愛媛県 スナック凛 和式トイレの洋式トイレへのリフォーム

愛媛県 沖野月美堂 新餅つき機導入による餅の増産及び店舗内収納つき椅子の設置

愛媛県 成川商店 店舗照明のＬＥＤ化と和式トイレの洋式化
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愛媛県
行政書士・社会保険
労務士藤原事務所

ダイレクトメールによる新規顧客獲得事業

愛媛県
どぶろく工房・農家
レストラン「由紀っ娘」

都市農村交流拠点を目指した農家レストランの施設整備事業

愛媛県 有限会社大西呉服店 呉服店舗のホテルフロントへの改造に係る天井・床改修

愛媛県 民宿来楽苦 食堂テーブルの掘りごたつ化及び、天井改修による顧客居住スペースの快適性向上

愛媛県 フローリストやまおか 店舗外壁の塗り替え及び看板の修繕、店舗前スペース日除けテントの一新

愛媛県 株式会社イヨカナ 倉庫（建材置場）のショールーム化推進に伴う照明のＬＥＤ化

愛媛県 八久茂 店舗和式トイレの洋式トイレの変更及び、トイレ入口の鍵設置

愛媛県 河野食料品店 店舗内及び正面照明のＬＥＤ化によるイメージアップの集客力強化

愛媛県 亜里寿 提供商品掲載看板設置及び電飾看板や照明増設による集客力アップ

愛媛県 有限会社山本塗装店 強固にする下地処理及び受注機会を逃さないための高圧洗浄機導入

愛媛県 有限会社岡本自動車商会 新型ライトテスター導入による最新車両への車検対応

愛媛県 美容室アルファ お客様に安心・快適・満足を提供するための店舗改装

愛媛県 株式会社ＡＲＭＡＰ コーポレート・アイデンティティ(CI)の推進による営業活動の強化

愛媛県 山久ストアー 新規客増加のための照明のLED化及び冷蔵ショーケースの導入

愛媛県 カワベ縫製 販路拡大のための設備導入事業

愛媛県 上島モータース 商談スペースの環境改善による来店頻度の向上

愛媛県
林自転車商会・
林釣具店

集客力と顧客満足度向上のための店舗改装事業

愛媛県 有限会社福聚 顧客満足向上のため、洋式トイレへの改修

愛媛県 協和酒造株式会社 看板・暖簾等の販促物導入による集客・売上アップ事業

愛媛県 有限会社下元自動車整備工場 故障診断機（テスター）並びにスタートトラックの導入

愛媛県 株式会社沼井商会 店舗（ショールーム）のトイレの洋式化

愛媛県 Dejavu 店舗内壁の二重化による防音強化と店内美化

愛媛県 小山酒店 店内を明るく、バリアフリーの店づくり

愛媛県 有限会社なるた魚店 店頭、国道沿いの看板の設置。リーフレットの作成

愛媛県 かどや 集客力向上ための店内照明ＬＥＤ化

愛媛県 メルタス因島村上 店内照明ＬＥＤ化によるＬＥＤ照明の販売強化

愛媛県 ノエビア生名厳島 フェイシャルエステの顧客開拓による販路拡大

愛媛県 うずの鼻コミュニケーションズ株式会社 しまなみサイクリングをテーマとした商品の開発・販売

愛媛県 サラサヤ旅館 宿泊施設リフォーム事業

愛媛県 有限会社大石自動車 超低床ジャッキ導入による販路拡大及び売上増加

愛媛県 宇都宮自動車 タイヤチェンジャー導入による新サービスの提供

愛媛県 株式会社網元・祇園丸 情報密度の高いウエブサイト作成とＱＲコードによる導線の確保

愛媛県 ヘアーサロン東宝 和式トイレの洋式化による顧客満足度の向上

愛媛県 徳永鉄建株式会社 めざせ、地元で育つ工務店。知名度UPプロジェクト！

愛媛県 佐伯ふとん店 快眠睡眠支援リフォームの促進チラシによる顧客開拓事業

愛媛県 久門産業株式会社 空地・空家管理業務の開発・販路開拓

愛媛県 有限会社エーエスブイ 新規マリンスポーツ販促に伴う、体験レンタルおよびスクール

愛媛県 株式会社うずくぼ工房 空家活用の為のリノベーション事業

愛媛県 ｅｓｔｂｉｅｎｔｅ東窯 生活応援ＢｅｇｉｎｅｒｓＳｅｔの開発・広報事業
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愛媛県 ﾍｱｰｺﾚｸｼｮﾝｱｷﾉﾘ 創業15周年『Ｒｅスタート』アピールプラン

愛媛県 有限会社やまだ電気 ホームページ開設による新規顧客開拓と安心･安全普及事業

愛媛県 有限会社久保石油 洗車・コーティング部門の認知度向上による販路開拓

愛媛県 珈琲館京和 高級志向のお客様を引き付けるカーテンディスプレイ構築事業

愛媛県 レストランこにし 洋式トイレ増設による顧客満足度アップ事業

愛媛県 ジュネス美容室 化粧室新設による顧客満足度向上対策事業

愛媛県 有限会社鮮 フグのコース料理提供と客室改修による顧客満足度アップ事業

愛媛県 旭合名会社 「柚子すだちポン酢ふりかけ」を中心とした新商品の販路拡大

愛媛県 株式会社日吉自動車 展示場スペース新設による車両体感サービスで販路拡大

愛媛県 有限会社福島モータース 新型ライトテスター導入による最新車両への車検整備対応

愛媛県 高市本舗 商品に新しい角度からの光を情報を伝えて販路拡大へ

愛媛県 有限会社加藤商店 電子掲示板等による集客アップ事業

愛媛県 株式会社ＮＡＤＡ 自社のオリジナル包装紙の作成による販路拡大

愛媛県 菓子工房kazu 地域の素材を活用したセミオーダスイーツ製造の販路開拓・拡大及び広報事業

愛媛県 かまぼこの村上有限会社 商品及び贈答品パンフレットの作成事業

愛媛県 イタリア料理OTTO 「三方良し」を目指す地元食材を活かした商品開発と販路開拓事業

愛媛県 有限会社大興建設 ＨＰ等を活用した情報発信と積極的営業による新規顧客の獲得

愛媛県 有限会社さかもと 顧客と直に接する出張実演販売の有効性に着目した販路開拓

愛媛県 美容室じゅん 顧客管理システム導入と新規看板設置による新規顧客獲得

愛媛県 木村ミシン電器有限会社 誰でも気軽に訪問できるまちの電気屋さんを目指す

愛媛県 さら 高齢者のための介護用品販売のカタログ・ＨＰ作成事業

愛媛県 イナダ農機 BtoB活用による顧客サービス向上

愛媛県 仕出し割烹灘 店舗1階の女子トイレの洋式化及びバリアフリー化

愛媛県 株式会社ＷＥＳＴ 製品・サービス紹介用パンフレットの作成及び工場看板の作成

愛媛県 有限会社なかつか お気に入りの衣料品を自分の手で作ってみよう

愛媛県 株式会社橋本ガラス店 ホームページの製作とフェイスブックを活用し新規個人客層の取り込み事業

愛媛県 株式会社リーサン 新商品「旨辛味噌」の製品化、レストランを紹介する販促物作成

愛媛県 有限会社グルーヴ 「デザイン看板」の活用による新規顧客開拓、ブランド浸透、売上の増加

愛媛県 トータルＫ ホームページの刷新リニューアルによる新規顧客獲得売上増加

愛媛県 喜田化粧品店 店舗の快適環境づくりによる利便性向上における新規顧客増、売上増

愛媛県 鼓響 店舗外観改装等による新規顧客獲得を目指した売上増加策

愛媛県 宝有限会社 売場環境整備、店頭前段差解消、ＨＰ開設の販路開拓による売上増

愛媛県 メンズヘアコウノ 早朝カット客の新規開拓及びオプションメニュー充実による売上増

愛媛県 東頭整備工業所 ディーゼル車の対応力向上、新規客獲得のための排ガス測定器導入

愛媛県 宇和衛生有限会社 パイプ清掃等新サービスによる売上拡大のための高圧洗浄機等購入

愛媛県 中城本家酒造合名会社 新商品スパークリング日本酒のラベラー導入、商談会参加で販路拡大

愛媛県 カワイシ醤油株式会社 商品パンフレット及び商品ラベル作成販路開拓事業

愛媛県 株式会社廣昭 事務所に併設する展示会スペースの充実

愛媛県 浜田理容院 看板設置による新規客獲得と店舗改装による顧客満足度向上
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愛媛県 フレッシュフード池田 お店の認知度アップと誘客を促すファサード整備

愛媛県 エビス薬品 看板設置による“薬”配達サービスのＰＲ強化

愛媛県 日輪養魚有限会社
イベントでの販売促進グッズの作成
新商品製作の機械の購入

愛媛県 共和電工 観光クルージング事業に係る情報発信機能の強化

愛媛県 松井時計店 新規分野展開内容を含む販促用チラシ作成による新規顧客の獲得

愛媛県 入船屋 ボタン式自動ドアの設置とバリアフリー化工事

愛媛県 脇農機 小規模農家向け里芋生産用実演機導入による顧客獲得事業

高知県 香美堂施術院 開業4周年記念キャンぺ－ンとして新聞折込を行い集客を図る

高知県 西部オート 愛車の健康診断による販路拡大事業

高知県 株式会社岡林農園 高知県の柚子及び柑橘関連商品の海外進出・アジア販路開拓事業

高知県 森脇自動車 低床エアガレージジャッキ（5トン）導入による作業効率の向上事業

高知県 株式会社熊谷ファーム 野生鳥獣肉の販路拡大を図る為の設備投資事業

高知県 イルファ 飲食が出来る店舗への改装

高知県 株式会社小笠原 SMSシステム導入による顧客管理と情報発信

高知県 さくらベーカリー チラシ作成、店舗改装による顧客の取り込み

高知県 依光瓦工業有限会社 シニア世代のサポート旅（ほっと旅）のPR

高知県 有限会社西谷 新規顧客開拓のための広告宣伝

高知県 西岡商店 倉庫の改修と駐車スペースの確保

高知県 有限会社嶺北葬儀社 高齢者が安心安全に利用できるバリアフリー型洋式トイレの新設事業

高知県 有限会社本山モータース タイヤチェンジャーとＯＢＤスキャナー新設による集客効果と収益性向上

高知県 JOKICOFFEE 吉野川を望む自家焙煎スペシャリティコーヒーとくつろぎ空間の提供

高知県 cocoro*kurumu 店舗兼事務所開設による業務一体化改良と客取込み

高知県 幡多郷 宿泊客増加のための快適化事業

高知県 鍋島石油店 顧客満足度向上事業

高知県 大谷商店 コミュニティの場所の提供でビジネスチャンスをつかむ事業

高知県 セントラル自動車 日本一のスマート専門工場を目指す販路拡大PR事業

高知県 貴子美容室 高齢者に優しい美容室！

高知県 植田住宅設備 浄化槽保守点検業登録による新たな事業展開

高知県 古谷プロパン 店舗看板と営業車輌のロゴデザイン統一によるイメージＵＰ作戦

高知県 室戸海洋深層水株式会社 室戸海洋深層水｢塩｣の近畿地区での販路拡大事業

高知県 有限会社濵川商店 新商品（限定純米大吟醸と焼酎）のパッケージデザインと販路開拓

高知県 香りの教室帆南 後継者帰高による集客力増加に対応した教室空間の改修

高知県 大木美容室 高齢者の顧客ファンの満足度向上で来店頻度向上事業

高知県 有限会社カネアリ水産 真空包装機設備導入により付加価値を付けた新商品の製造販売事業

高知県 農家レストラン今ちゃん 宿泊業への参入による新規顧客の獲得のための店舗改装事業

高知県 ディンプルズ 布おむつ・布ナプキンの販路開拓

高知県 杉本商店 みんなぁ、まだ、店、やりゆうよ。事業

高知県 刈谷農園 根菜洗浄機の導入による販路開拓事業

高知県 f@KT 専用音響機材の増強導入による新規受注の開拓
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高知県 によどマッシュルーム生産組合 新商品開発、新パッケージ・レシピ制作による新規顧客の獲得

高知県 大谷旅館 高齢化社会に対応するサービスの向上

高知県 もりさわ治療院 ＨＰと広告による認知度アップとターゲット絞込み

高知県 たこ八 顧客取込及び家族連れのお客様満足度向上の為の屋外席の改装

高知県 有限会社タネダ 新しい媒体を使った広告宣伝による新規顧客の取り込み

高知県 株式会社土佐食彩森澤 個室の設置による団体客・冠婚葬祭需要の取込みとＣＳ向上

高知県 望月製紙株式会社 ホームページでの個人通販による販路開拓のための広報関連事業

高知県 フレッシュマートふくどめ 地域に貢献するコミュニティスペースの設置

高知県 株式会社オフィスK まちの「よろず相談所」から地域づくりへ第一歩は誰もが立ち寄りたくなる「あななう」

高知県 Ocho8(オーチョ） ＨＰ新設による販路開拓と新製品開発費及びプレスキット制作

高知県 フローリストマリー 導入路の整備及び花壇・棚・ブラインドの設置

高知県 株式会社湖畔遊 ＰＲ用看板の新設と店舗への誘導看板（既存看板）の張替え

高知県 横畠商店 広告媒体充実による販路・売上の拡大

高知県 中村商会 試乗車の導入、情報発信及び専門工具の購入

高知県 有限会社吉本乳業 ホームページの作成及び量販店向け伝票出力システムの導入

高知県 湖月飯店 高齢者及びお客様快適空間

高知県 霧生自動車整備工場 事業承継を見据えた工場整備による経営持続化事業

高知県 株式会社野っぱら工房 作業場、店舗内の衛生面の改善による販路拡大事業

高知県 有限会社仙頭酒造場 現代の働く女性に極上の癒しをお届けする新日本酒のシリーズ化

高知県 和食宴あずま 快適空間で京風料理を味わう選ばれる店づくり事業

高知県 ヒロミ 高齢者のための健康増進とコミュニティの輪、地域貢献事業

高知県 株式会社貴水 ショールームの開設による高品質商品の販売促進、及び雇用拡大事業

高知県 上ノ加江自動車 コンピューター・システム診断認定店の資格取得事業

高知県 山脇商店 冷陳の大型化による高齢者及び地域ニーズに対応した商品提供事業

高知県 内外典具帖紙株式会社 土佐和紙製品のPR方法改善による国内外への販路開拓

高知県 nicodesign チラシ作成・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作成による新規顧客の開拓

高知県 上川口自動車 看板新設と商談スペース整備による販路拡大事業

高知県 河野農機センター 二輪車整備設備導入による売上拡大事業

高知県 アトム電器黒潮店 学生服取扱いによる販路拡大及び新規顧客獲得事業

高知県 西村食品 新商品「生芋こんにゃく」開発のための設備導入事業

高知県 PaniPaniパニパニ 企業ＰＲと新メニューによる顧客開拓

高知県 有限会社森澤食品 コラーゲン入りこんにゃくの開発

高知県 PROSTYLEASAHI 設備導入による内製化及び納期の短縮

高知県 株式会社はるひ畑 干し芋による中山間地域における農閑期の商品開発

高知県 有限会社ハッピーラフト 外国人向けモバイル端末用サイトの構築

高知県 ふくちゃん青果 駐車場入口への看板設置と駐車場の整備による顧客の取込

高知県 豚福亭 IHコンロ導入でメニュー提供のスピードアップを図り、販路拡大

高知県 林造園 ホームページの作成により、施工実績を視覚的に訴える提案営業

高知県 みなと食堂sato フードセーバー導入により商品の鮮度を保ち、フラフによるPR
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高知県 合同会社ねこのて AEDの導入によるサービス充実をホームページによるPR

高知県 株式会社雲の上ガーデン 畑の入り口に駐車スペースを設置する事業

高知県 土居海産 事業ＰＲ用店外看板作製設置事業

高知県 山本商店 販売促進に係るツール（パンフレット他）作成事業

高知県 食空間クー・ドゥバレーヌ 店内リニューアル化による新規顧客の拡大

高知県 株式会社トライ ＨＰリニューアルによる販路拡大とご開業応援プランの提案

高知県 有限会社伊野納骨堂 葬儀から墓石まで1枚で分かるパンフレット・チラシの作成

高知県 森木美容室 本格貸衣装部屋の改修工事による顧客満足度向上・売上拡大事業

高知県 ウィッティ・おかべ 試用商品を使った購入障壁の低下による新規顧客の開拓

高知県 有限会社矢野メンテナンス 給排水等モーターメンテナンスに係る品質・サービス向上事業

高知県 森製紙有限会社 生産プロセス数値化による多品種少量生産体制構築事業

高知県 有限会社大貴工業 埋設設備耐震施工に係る設備導入事業

高知県 株式会社カツマジャパン 製麺所併設うどん店への誘客推進販路拡大事業

高知県 村上建築 ＨＰ作成による新規顧客獲得事業

高知県 竹葉自動車 自動車故障診断機（スキャンツール）導入による新規ユーザー獲得事業

高知県 月の友小出会員店 四万十川天然鮎・ツガニ等の加工品開発による販路開拓事業

高知県 まんま・みや 四万十川と星空を臨む展望デッキ設置による新規顧客開拓事業

高知県 有限会社サワダ自動車 バリアフリー洋式トイレ改修によるお客様に優しいお店づくり

高知県 菓子工房コンセルト 集客力アップとブランドロイヤリティの向上を目指す

高知県 ピアノワールドジャパン 国産中古ピアノの大量仕入で海外(アジア)展開の拡大を図る

高知県 漁師料理海女 客席拡大による売上アップと厨房、トイレの改装で快適な空間の提供

高知県 ミートショップひさかわ 広告による新顧客拡大と新ポイントカードで優良顧客囲い込み

高知県 泉野建築 環境にも優しい手作り商品ブランド立ち上げと立地条件克服

高知県 中谷畳製作所 機械導入による利益率の改善と広告チラシによる顧客開拓

高知県 タナカ塗装店 利益率高い元請事業割合増加の為の地域広告強化

高知県 有限会社浅野すまい設備 地域内シェア率向上する為の広告情報発信強化

高知県 有限会社トロピカルワールド ＨＰの改良と新たなＥＣサイト出店による新規顧客開拓

高知県 スタジオハンズ 厨房改善による商品開発・改良で販路拡大と観光客の取込

高知県 株式会社東武 仏事コーナー販売促進時の顧客満足度アップの為の改装

高知県 美容骨格矯正ＣＡＭＥＬＬＩＡ 新メニュー追加による新規顧客獲得と顧客満足度アップの為の改装

高知県 有限会社苺屋 新商品開発と「夏休みお母さん応援セール」の実行による販路拡大

高知県 ﾏﾙﾄｸﾗｰﾒﾝ・ﾊﾞﾙﾑｰﾁｮ
①排水設備の効率化による異臭除去と女性客の獲得
②新メニュー導入による顧客満足度向上の為の冷蔵庫設置

高知県 オフィス野村 猫雑貨店のオープンとペットシッター事業への新規取組

高知県 とさを シニア層取込の為の営業時間拡大と防音対策

高知県 有限会社エウチ リフォーム部門増設による店舗改装

高知県 武市神栄堂 新規顧客取り込みのための看板等の整備とチラシの作成

高知県 土佐料理喰海 快適空間提供、客単価向上の為、テーブル席を掘りごたつ席に改装

高知県 有限会社マルオカ ワンストップサービス提供の為の大口径タイヤチェンジャー導入

高知県 有限会社宮地薬品 ＨＰ開設による情報発信能力の強化
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高知県 大はらハイヤー カヌーとドラム缶・桧風呂で観光事業の強化を図る

高知県 有限会社開洋建設工業 顧客満足度と利益率の向上、更なる受注と雇用の安定に向けた戦略

高知県 有限会社山西建設 個人需要への企画提案型営業の実施と受注基盤の確立

高知県 有限会社中山石油 高付加価値サービスによる油外収益力の拡大と販路開拓

高知県 株式会社岩や 新・エコ素材を使った壁面緑化事業における効果的な試作品開発

高知県 きっちん・ケロちゃん 保冷・保温設備導入にかかる新商品提供により顧客単価向上事業

高知県 珈琲館どなあ オーニングテント設置による店内環境改善事業

高知県 四万十ノ株式会社 健康志向な地方食材を都会に届けます、メイドイン四万十事業

高知県 有限会社しももとクリーニング 代替布団貸出による布団丸洗いサービス利用促進事業

高知県 有限会社高橋金物店 販売促進セール開催での個人顧客誘致または回顧誘発促進事業

高知県 有限会社樽井商店 ホームページリニューアルに伴う地方の米類発信事業

高知県 ひまわり整骨院 治療設備等増設にかかる顧客回転率向上事業

高知県 有限会社古谷家具 冷房設備の導入による店舗環境改善事業

高知県 株式会社ＢＯＸ 遮光断熱設備導入による快適な店内への環境改善事業

高知県 黒鳥鍛造工場 販路拡大と業務効率化に向けたパンフレットおよびポップの作成

高知県 古梵 メニューの充実とランチ開始に伴う環境設備の充実

高知県 喫茶橋 快適なトイレ空間整備と看板設置による新規顧客獲得事業

高知県 谷脇酒店 観光客向け取扱商品PRとエイドステーション化による新規顧客獲得事業

高知県 有限会社松下商店 移動販売での買物弱者に対する販売経路の開拓

高知県 味乃彩數田 顧客満足度の向上によるリピート率拡大の実現

高知県 ヘアーズアーバァ シニア層向け新メニューの開発とサービスの強化

高知県 あすなろ鍼灸接骨院 店舗改装と治療内容の拡大による売上ＵＰ事業

高知県 ファミリー居酒屋御惣菜 掘りごたつ席への改装による顧客満足の向上と、客単価のアップ

高知県 岡岩商店 干物を加工した商品開発と販路拡大による売上の増加、雇用改善の取り組み

高知県 うまめの木 魚介を使った通販商品の開発・販路拡大事業

高知県 有限会社村昌 スチームコンベクションオーブンによる調理効率のアップと買い物弱者への宅配強化

高知県 有限会社西岡酒造店 飲食店への積極的な販路拡大と、ギフトの市場への展開

高知県 吉良建具店 民宿業環境整備による新規顧客獲得事業

高知県 Ｂ＆Ｍ(ビーアンドエム) お客様が気持ちよく利用できるバリアフリー型トイレの設置

高知県 ソーイングオオサキ 製造ラインの充実と新たな取引先開拓

高知県 市川商店 高齢者ニーズ対応と移動販売エリアの拡大

高知県 鉄筋岡崎組 元請け企業満足度アップ事業

高知県 隠れ屋縁 テラスで一杯

高知県 山と川の幸の店 山と川の幸をお届けする事業

高知県 チャオにしもり 高齢のお客様集客のためのファサードづくり

高知県 理容こみ 高齢者に優しく、女性客にも好まれる店づくり

高知県 有限会社古味商店 店舗販売部門の周知とＨＰ改修による新規顧客開拓

高知県 料亭三秀 入りやすい外装づくりとおもてなしプラン作成による新規顧客開拓

高知県 結城食品 こだわり伝えるパッケージへの変更と店舗販売強化
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高知県 有限会社坂本葬儀社 『終活』サービスの認知度向上と販路開拓

高知県 有限会社まなべ 高齢者に対応した法事用テーブルとイスの設置による顧客拡大事業

高知県 有限会社アクトスポーツ アウトドア教室や健康シューズの「体験」による新規顧客開拓事業

高知県 友自動車販売 カーリースと中古車販売に関する販路開拓事業

高知県 有限会社ゆず庵 こだわりレストランのトイレ改修による県外客の取込

高知県 有限会社南寿石材工業 新国道への展示場移転による高品質の墓石を求めるお客様の取込

高知県 株式会社障害者総合支援センター遊 生活訓練事業所利用者へのサービス向上事業

高知県 有限会社ヘルパーステーションさち デイサービス施設充実および、販路開拓事業

高知県 有限会社トヨクニ 国内海外向けホームページの強化・構築とスマートホンページ販売強化

高知県 有限会社関西フレーム製作所 高齢者向け弁当宅配サービスの実施により事業拡大を図る

高知県 有限会社甲商事 新事業展開にあわせた店舗外観の改修

高知県 株式会社オートショップハシダ 点検・修理場の移動による、バイク販売展示場スペース確保と整備

高知県 株式会社コミコムジャパン おもてなしトイレへの改修による、観光客の誘致・固定客化

高知県 サンフレム商会 農業用中古重油ボイラー製造販売と販促活動

高知県 有限会社ゼン・ウェルド・プラザ 作業効率の改善及び薄板・中板・厚板までを溶接加工できる機械設備の導入

高知県 中山ミシン ミシン教室体制強化と広報活動

高知県 コットンタイム お遍路さんの誘致を目的とした看板設置・ティータイム充実にむけた設備導入

高知県 Ａｙｕｍｉ～ｎａ
HP開設による販路拡大・業務用冷蔵庫導入による店頭顧客の取込

高知県 有限会社フォトスタジオたけひら 店内コンセプト「楽しみのある空間作り」確立による販売促進事業

高知県 有限会社おかばやし 試着室の新設による顧客満足の向上と新しい客層の獲得

高知県 有限会社エコ企画四万十 低温貯蔵庫導入による米の通年販売化と新規顧客開拓事業

高知県 フレンドショップセドヤ 買い物弱者支援による新たな移動販売・御用聞き顧客獲得事業

高知県 呑み処月 広範囲な客層に対応できる店舗改装による販路開拓事業

高知県 創顕 墓地整地を拡大する為の機械購入事業

高知県 有限会社ジェイ・アンド・エムズ 店舗アピールサインの充実とリピーター獲得のための空間づくり

高知県 柏島ダイビングサービスモダンビート ホームページリニューアル及びスマートフォンサイトの構築

高知県 株式会社リバーランプラス カヌー事業及び１日コースランチ開発・販売

福岡県 有限会社スギヤマ自動車 占いと癒しの空間を提供する「きれいな自動車工場」の女性客集客

福岡県 有限会社メディコムパーソナル メディアミックスによる広報と看板設置で新規顧客の獲得を目指す

福岡県 もみ処ひまわり ゲルマニウム温浴器導入による女性に特化した販路開拓事業

福岡県 旬魚季菜げんき亭 高齢の方に対する“やさしい店づくり”と集客・売上アップ事業

福岡県 アバンツァーレ株式会社 メーカー看板設置とブランドイメージ確立による新規客開拓

福岡県 株式会社ニコリッチジャパン 在宅高齢者（買物弱者）向けお惣菜等の配達事業

福岡県 博多ラーメン屋一十 新規客獲得のための広報活動及び新サービスの提供

福岡県 田中製麺 田中製麺が始める新たなチャレンジにふさわしいブランドイメージ

福岡県 尾山建設 ホームページリニューアル及びＤＭ発送による販路開拓

福岡県 糸島松蔭塾前原校 チラシ・ホームページ・セミナー等による広報活動

福岡県 洋食グリルふらんす屋 店内個別スペース・店内お土産コーナーの設置などの店内改装工事

福岡県 まぐねっと・うぇびー 陶器への立体的な文字、アバターによる商品の開発、販路開拓
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福岡県 とも整骨院 訪問マッサージ事業の立ち上げと顧客獲得

福岡県 福岡日東防疫株式会社 小規模畜産業者向け防鼠対策支援パッケージ事業による販路開拓

福岡県 Ｂｉｏｇｒｅｅｎ株式会社 元請受注型を目指した外構リフォームへの注力

福岡県 粋工房株式会社 ショップ販売の充実・拡大と宣伝

福岡県 有限会社スリーエス・プランニング 音響設備工事・機器販売の設備拡充、販路開拓

福岡県 プロナビ二又塾 個別指導塾が行う理科実験とゼミ

福岡県 アールテック 取引先との商談および事業承継を円滑に進める応接室の設置・活用

福岡県 本田工業株式会社 作業車を広告化して広告効果アップ！

福岡県 リラクゼーションサロン雅 顧客増でもワンランク上のエステを維持する為の店舗改装

福岡県 ＦＣＭデザイン ３Ｄデザインを使っての、情報の可視化、可触化のための試作品製作

福岡県 向野こうじ屋 研究データを活かした甘酒の素の商品開発事業

福岡県 VAL・OTTO 展示会出展によるヤングミセス世代への販路開拓

福岡県 天使のはねグループ 働きざかりの働く女性の健康と美容を応援

福岡県 デリズ春日店 全国の有名店が集まる『からあげ店頭販売イベント』の実施

福岡県 築上鶏卵株式会社 新社屋稼働に伴う営業力のあるホームページへのリニューアル

福岡県 ホームメイドわんごはん 薬膳メニューの開発による新規顧客の獲得

福岡県 マックスクリエイト 単身者専用引越サービス事業開始による販路拡大

福岡県 松岡自動車 機会損失抑制・新分野進出へ向けた生産性強化事業

福岡県 有限会社安河内商店 ガス衣類乾燥機の販売促進によるＬＰガス魅力再発見、需要促進

福岡県 明治屋 テーブル・イスで季節の懐石料理が堪能できる老舗和風旅館

福岡県 せんこや建具有限会社 「あなたの街の建具屋さん」として認知を高め新規顧客を開拓する

福岡県 山王屋旅館 心和む『くつろぎの宿』宣伝強化事業

福岡県 株式会社ﾊﾞｰｸﾞｽﾎﾟｰﾂｱｿｼｴｲﾂ パソコン初心者・経験者でも楽しめる「脳トレ」講座の販路拡大

福岡県 有限会社トコム 消費者部門拡充のための広告宣伝と展示場設備の充実

福岡県 株式会社アクティブ・ライフ シロアリ防除サービスの販路開拓

福岡県 阿部建築 住宅建築時のコンサル力アップによる顧客満足度向上事業

福岡県 合同会社マートル アロマの香り付き新オリジナルブランケットの制作による販路開拓

福岡県 有限会社中村製畳店 「畳生活コンシェルジュ」として認知度UPと販路拡大

福岡県 株式会社オフィスマロウブルー プロフェッショナル香りの講座ＰＲ強化事業

福岡県 株式会社社寺賛助協会 多様化するお墓へのニーズに対応した「回転式墓石」の販路拡大

福岡県 株式会社日食 真空包装機でキューブ型に成型した小袋商品の開発と販路開拓

福岡県 鳥扇 ○観光地への同調と、ノー取りこぼし客事業

福岡県 ＢＰ．ＴＡＩＹＯＵ カーオーナーに見える最新設備と丁寧なサービスによる販路開拓

福岡県 高原自動車鈑金塗装 鈑金工場発！特殊車カーシェア事業を通したブランディング

福岡県 セブンイレブン久留米大善寺店 買物弱者である高齢者の要望に応える宅配事業

福岡県 雑魚屋宇久島 地域の架け橋となる女性向けヘルシーメニューの開発と情報発信

福岡県 GOODWOODWORKS 無垢の木の家具を体感でき、誰でも気軽に来店できる家具工房作り

福岡県 株式会社リライウェルフェア 高齢者の自尊心を満たす、車いす対応型の癒しの岩風呂設置

福岡県 はる風整骨院 スポーツジム新設による健康維持事業の立ち上げ及び顧客獲得
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福岡県 有限会社佐藤木材店 古材買取・販売業務の拡大及び新規開拓

福岡県 和ごころ 和ごころ人気メニューのお持ち帰り商品化及び販売

福岡県 ナカマル醤油醸造元 オイル入り洋風醤油の販売促進プラン

福岡県 ココ・アレーグロ ワインパーティー団体客の集客と顧客の増加

福岡県 片山醤油店 フレーバー系等オリジナル醤油加工調味料等の開発・販促

福岡県 民宿ふじ島 高齢者対応に伴うテーブル席・手すりの設置と、そのPR

福岡県 有限会社黒川 山間部に特化した生活必需品宅配サービス

福岡県 株式会社オカザキ 万能調理用撹拌具の生産能力拡大及び販路拡大

福岡県 株式会社ｽﾄﾚｰﾄ・アップ 看板設置等によるステーションワゴン車専門店としての認知度の向上

福岡県 経絡オイルマッサージ明元 リンパマッサージをもっと女性に広げるスクール事業の宣伝

福岡県 うお家 飯塚では珍しい長浜市場直送の活魚を売りにした居酒屋への転換

福岡県 株式会社エフテクノ カタログ、ホームページの活用による新規取引先の開拓

福岡県 中華料理大連 新しくなった「大連」に近隣住民を取り込む顧客獲得大作戦!

福岡県 安部写真館 高齢者のニーズに対応した出張撮影による事業展開

福岡県 筑紫野松庵 新商品「せみふれっど大福」の開発・販路開拓

福岡県 柚乃香本舗 ブランド力の向上と新規販路の開拓により売上増を目指す

福岡県 株式会社エリム 「秘伝のキムチのたれ」（仮称）の製造体制確立・販路拡大

福岡県 ぎゃらりー和楽 ホームページを開設し、周辺地域の商店と連携した共同事業の開始

福岡県 有限会社初音旅館 客席のバリアフリー化による販路開拓、新規顧客獲得

福岡県 株式会社愛夢ホーム 「マイホーム借上げ制度」の当社主力商品化および周知、利用促進

福岡県 旭造園 3D-CAD及び緑の展示スペースを使った販路開拓事業

福岡県 和膳はんなり 商品のパッケージデザイン強化による販路開拓

福岡県 とふろう動物病院 シニア世代の犬猫に対する医療の拡充

福岡県 坪井畳工房株式会社 子供の成長に合わせた畳の使用場面の提案

福岡県 便利屋デスティニー 便利屋業務を周知するためのホームページ制作事業

福岡県 カーマジックまつしま 幅広いサービス需要に対応するための自動車用リフト導入事業

福岡県 有限会社クリーンハート 食べても大丈夫！手作り石けんの生産工程を改善し生産性アップ

福岡県 庚申窯 窯元のブランド力向上を図るための英国での展示会出展事業

福岡県 太古八 パイたい焼き等開発に伴うメニュー表及掛け紙作成による販路開拓

福岡県 安部味噌製造所 「酵母が生きてる『福みそ』」ブランドの小売販売拡大並びに認知度向上について

福岡県 金田食品 出張販売における作業効率UPと自社PRのための広報宣伝事業

福岡県 桃井設備 空調設備用配管のユニット化事業の展開

福岡県 パルセイユ株式会社 自然素材の色を楽しめる地球環境に優しい作りたてコスメショップ

福岡県 九州モータース 事業所内応接スペースの新設に併せた来客用洋式水洗トイレの設置

福岡県 ドアーズ molaブランドウィッグ新商品開発とネットショップ開設事業

福岡県 有限会社丸憲製作所 精度検査証明需要に訴求する製品精度検査器具の導入

福岡県 日高秀則土地家屋調査士事務所 大規模地調査需要に対応する大判プリンター導入と応接所の設置

福岡県 有限会社坂田織物 利益率向上の為の販売力強化と外国人観光客への販促ツールの開発

福岡県 GoOrganicsJapan 販路開拓と会員制度の開発
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福岡県 有限会社奈良漬さろん安部 イベント活用による店舗への集客増と売上げの向上

福岡県 株式会社大橋建設 地元での認知度・信頼度アップで販路拡大

福岡県 有限会社KaM.Balance 天然100％基礎化粧品のネット広告販売促進による新規顧客獲得

福岡県 有限会社カムカンパニー 「“ひとめぼれ”スイーツ」の販路開拓に伴う自社ブランドの発信

福岡県 TSSジャパン ガラスコーディングと顧客管理システム導入による顧客満足向上

福岡県 百助寿し 主力商品「手羽揚げ」「タカナ巻き」の配達販売のための製造所設置

福岡県 株式会社ワイ・エイチ・ティ・トレーディングカンパニー スマートフォン対応ウェブサイトの構築による売上増加

福岡県 福島酒店 看板と店舗の陳列改良による滞在時間を延ばすことによる売上増加

福岡県 アイデア・アソシエ株式会社 改良型食用油ろ過機の製品開発および簡易型貸出機の製造

福岡県 ベストマートとふろう店 新規客獲得の為の店舗看板設置及び駐車スペース拡張工事

福岡県 福翊株式会社 SnowWhiteを用いたセルフホワイトニング事業の展開

福岡県 ドッグサロンシャンプー 電動スクレイパーによる愛犬の歯磨きサービスの実施と販路拡大

福岡県 焼肉酒家えん 団体客獲得のための、個室および厨房の充実

福岡県 ＲＥＬｉＣ 高齢者に特化したチラシによる認知度向上と新規顧客獲得のための広告宣伝事業

福岡県 永田モータース 「愛車をいつまでも大切に」新メンテナンス診断の導入による販路開拓事業

福岡県 カレーショップL-A 知らせる看板と見せる店で集客UP

福岡県 エステサロンRinda 新メニュー「Ｗのアタックコース」PRプロジェクト

福岡県 昭永商事株式会社 防災士によるお客様の要望に合わせた防犯・防災用品の販路拡大

福岡県 株式会社原口想建 「大工が創る家」のブランド定着及び検索流入と成約率のUP事業

福岡県 小さな写真館ＡＢＣスタジオ太宰府 高齢者施設などへの出張撮影を実現する地域を盛り上げる写真館

福岡県 ビームスライン 新素材・新技術を用いた写真精密彫刻製品の開発及び販路開拓

福岡県 株式会社Skyward 百貨店ブランドを活かした「富裕層のギフト商品市場」の販路開拓

福岡県 手作りこんにゃく英彦山 ブランド戦略によるＨＰの一新と販売促進イベントの実施

福岡県 トラスト 純水洗車とカーコーティング品質向上による新規顧客獲得事業

福岡県 株式会社タカオ 顧客ニーズに対応するための作業場拡張事業

福岡県 株式会社プレホーム “住まいの魅力を伝える”店舗空間づくりによる販売力強化

福岡県 株式会社創陽 自分で体験して納得する『能動健康づくり』の販売体系構築

福岡県 イーズィーピーズィー英会話クラブ 乳幼児向け英会話レッスン受け放題制度の導入

福岡県 株式会社コラボプラネット 地域出張型学習塾ブランチの新規教室開校事業

福岡県 有限会社粕屋ガス保安設備 給排水トラブル予防定期メンテナンスサービス

福岡県 株式会社サポート 既存品リニューアルと新商品での関東、関西への販路拡大

福岡県 株式会社西日本スプリング スプリングの「オーダーメイド」を展開するHPの作成

福岡県 株式会社エスネットレンタカー 任意保険代理店向けレンタカーシステムの販売促進事業展開

福岡県 株式会社太陽工機 HP開設及び新規パンフレット作成により､自社の情報（戦力）公開

福岡県 太田黒嘉巳 スカイプを活用したオンラインでのマンツーマンレッスン

福岡県 あんじぇりけ お花のビジネス実現へ繋がるプロ育成クラスの広告拡大

福岡県 筒井農産 野菜乾燥機の導入で地元産野菜を使ったドライフーズの製造販売

福岡県 SLEEK オリジナルブランド商品におけるレディース事業の強化

福岡県 司建装 地元密着!!43年の実績を活かした店舗外観及び看板制作の販促事業
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福岡県 信栄塗装 ショールーム一体型商談スペースの設置による顧客満足度の向上

福岡県 くじらはりきゅう整骨院
～消費者の心をいかに掴むか～
ダントツのサイトによる新患獲得

福岡県 ともえカイロプラクティック 頑張る育児中の母親を支援する心と体のケア事業

福岡県 ほうしゅやまジム 子連れでも通えるヨガ・初心者用マンツーマンジムの新規顧客獲得

福岡県 旭匠株式会社 アフターメンテナンス付リフォーム事業の販路開拓

福岡県 株式会社京 視覚障がい者の受入及び点字サービスの販路開拓

福岡県 宮崎ポーセレンオフィス 審美性大のジルコニアポーセレン差し歯の販促用模型の製作と配布

福岡県 古賀工務店 耐震診断・補強工事の強化と、その告知のためのＨＰ作成

福岡県 株式会社ＫＩＭＣＯ 小グループ中国人観光客への店舗認知度・集客向上

福岡県 味処大丸 町外客集客に特化した広報活動と巨大看板作成による店舗アピール

福岡県 ＫＡＭＥＬＥＯＮ（カメレオン） カスタムショー出展と、それに際しての事前広告とサンプル作成

福岡県 有限会社吉岡緑化 苔玉教室展開による関連資材販売と人材育成及び苔玉の販路開拓

福岡県 ドリーム 高齢者と女性に優しい店舗作りと空き時間を活用した集客事業

福岡県 有限会社九州酢造 工場直売店舗での顧客属性に適合したサービスの向上

福岡県 マトバ不動産株式会社 オープンハウス実施による仲介手数料増加と当社の認知度向上

福岡県 サンカクキカク 地元企業の優良商品と本・雑貨などを販売する店舗の開店

福岡県 美工房メロウ 新商品アンチエイジング美容液の委託販売開始、販路拡大

福岡県 住吉車輌 展示場の整備と看板設置による新規顧客の獲得

福岡県 株式会社黒上電気 パンフレットを活用した防犯カメラの促進

福岡県 インテリアＮＡＧＡＴＡ 内装を知り尽くした専門家が提案・製造するオーダー家具の販売

福岡県 株式会社海と山と太陽の村 地域住民への健康・介護・認知を支援する「認知症カフェ」開設

福岡県 株式会社ウイッシュ・ボーン 九州の地産品を「ふるさと名物」にブランド化する仕組

福岡県 株式会社studio.FELIZ 90日間短期集中メニュー「カウンセリング補修システム」の実施

福岡県 株式会社HaleQulani 生前整理・遺品整理サービスの実施による新規顧客の開拓

福岡県 株式会社ケーブルネットワーク桂川 ケーブルインターネットサービスの提供による販路開拓

福岡県 トルコノトリコ 顧客リピート率を上げるトルコスイーツカフェの運営

福岡県 株式会社ストーク デザイン性に優れ、車検に通る自動車用ホイールの開発・販路開拓

福岡県 和菓子このわ 地元の旬な果物を使った和菓子の高付加価値化、知名度アップ事業

福岡県 株式会社ライフ電気 店舗改装による工事施工事例等展示及び商談スペースの確保

福岡県 炭火ダイニングばん鶏 駅前一等地で生き残る為の周知度効果を出す看板の設置と広告

福岡県 鯉の巣本店 「接待プラン」の考案による新規顧客の獲得

福岡県 溶岩石焼き食堂波平 新メニューの開発による新規顧客の獲得

福岡県 野田瓦工業 ホームページ開設と定期的な広告、チラシの展開による新規顧客の確保

福岡県 株式会社e-TRADESERVICE 自社サイトの複数立ち上げでリピーター客増大及び利益率向上の実現

福岡県 緒方佛心堂 顧客満足度アップ。店舗サポーター制の導入

福岡県 アトリエ・Shin 医療用ウィッグ・豊髪促進プログラムの広告宣伝強化事業

福岡県 海鮮居食屋九州男 完全個室の宴会場を備えた海鮮居食屋として町外からの集客を図る

福岡県 株式会社ゆうわ 利用者と家族が安心して利用できるデイサービスの新規利用者獲得

福岡県 高陽産業有限会社 オリジナル販促品の開発作成と充実したホームページの作成
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福岡県 合同会社筑前七浦 商談会出店とパンフレット、充実したホームページの作成

福岡県 フレッシュベーカリーアソウ
体にやさしい新商品の開発およびイートイン新設による新規顧客の増員、および新規パート雇用

福岡県 創作懐石料理とびうめ 檜造りの歴史的日本様式建物店舗紹介の集客動画ホームページ開設

福岡県 株式会社P・A・C 3Dプリンターを用いたカーオーディオ用のパーツ製造

福岡県 峰勝鋼機株式会社 販路拡大のため、注文サイトを備えたホームページの作成

福岡県 有限会社芥屋倶楽部 経営革新計画に沿ったセミナールームと全天候型バーベキューテラスの告知広告宣伝

福岡県 ヘアースペース縁 障害者雇用の促進と、インターネット・チラシ・広告媒体の充実

福岡県 はんこ屋土井店 オリジナル商品訴求のためのチラシ作成・配布及び、店舗PRの強化

福岡県 株式会社幸せトータルサポート 福岡初、世界最先端の「情報医療NESセラピー」の顧客開拓

福岡県 スキャロップ
レンタカー事業認知度向上・他店差別化
ボディコーティングメニュー追加・販路開拓

福岡県 ユーロード九州 中古車リースで不満解消！家庭と会社を元気にする！

福岡県 原口海産物専門店 手間をかける明太子製造工程の機械化による生産能力と衛生面の強化

福岡県 道の喫茶もり辺 田主丸の地域食材を使った、テイクアウト用の新しいスイーツ開発

福岡県 株式会社巨峰ワイン 統一デザイン導入による既存顧客への新提案と新規顧客開拓

福岡県 合資会社若竹屋酒造場 冷蔵保存による酒質向上のＰＲによる販売増の取組

福岡県 有限会社カワハラ 改装による収容人数の増加とバリアフリー化で顧客開拓・売上拡大事業

福岡県 十二堂株式会社 通信販売受注システムの入替導入による販売力強化

福岡県 野坂建設株式会社水巻支店 自然素材を活かした新築・リフォームの販促チラシの作成

福岡県 芦屋観光株式会社 大浴場のリニューアルに伴う新規顧客の獲得と顧客満足度アップ

福岡県 株式会社ウインドファーム コーヒー充填機の導入に伴う生産量増による売上強化

福岡県 フコイダンジャパン 無添加・無農薬・防腐剤不使用の新商品開発販路開拓用HP作成

福岡県 七輪焼肉炎牛 ＢＢＱ感覚で楽しめる焼肉店席数増設事業

福岡県 株式会社九州ロードサービス タイヤチェンジャー・高圧洗浄機導入による逃してきたお客様確保

福岡県 きゅうあん鍼灸治療院 小児はり・婦人科疾患に対する鍼灸治療の普及と開拓

福岡県 株式会社友心 永代供養付き納骨代行サービス、特殊清掃における二次感染症予防

福岡県 菓子とパン大楠 糸島産の柑橘類を使用したフローズンドリンクの開発

福岡県 株式会社ピュアスリム 店舗情報の発信と接客スペースの拡大による顧客・従業員満足の拡大

福岡県 こうた整骨院 若年層の新規顧客拡大の為の試合会場同行プロジェクト！

福岡県 原ラーメン店 こだわりの豚骨ラーメン店としての認知度向上

福岡県 株式会社アート福岡 甲子園経験者が今までの経験を反映した野球ノートの販売促進展開

福岡県 自立学習練成道場てっぺん 目立て！てっぺん！認知度アップで、入会者アップ！！

福岡県 水巻まちづくり有限会社 多様なイベント開催チラシと憩いの場提供による売上拡大

福岡県 エスティノ 自然療法を活かし免疫を上げる自然療法サロン「エスティノ」

福岡県 株式会社カーサービス髙橋 ３ｔリフト導入による幅広い車両整備の実現と新規顧客の獲得

福岡県 茜屋 車ないけど外食したい！くつろぎ空間でご近所の顧客ニーズに応える

福岡県 豊 プライベート空間の演出による顧客満足度アップと新規顧客の獲得

福岡県 Dining施愛里（せあり） お迎えママに直球アピールし、入店促進、売上拡大

福岡県 株式会社かじや 集客率UP！！体感型店舗への店づくり＆ホームページ作成

福岡県 株式会社フクワ住研 ホームページ等の販促ツールを作成、直接受注率＆売上をＵＰ
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福岡県 天照 新店舗オープンに伴う宣伝広告と店舗内設備の強化事業

福岡県 筒井時正玩具花火製造所株式会社 自社のブランド力を向上させる取り組み～デザイン花火をさらに広めるために～

福岡県 株式会社ウイング刺繍 企画デザイン生かした提案力・発信力アップで販路拡大・需要創造

福岡県 花鶴丘保育園 園内でできる運動器具を利用した体育の充実と質向上及び広報展開

福岡県 株式会社筑紫商会 下水道工事の新規受注拡大の為の機械のＰＲ活動

福岡県 JIRO'SPublication 新規顧客獲得の為の個展・LINEスタンプの制作代行事業の広告

福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元 海外での商談機会を強化して鬼丸雪山窯のブランド浸透を図る

福岡県 さとこ美容室 改装による快適性アップPRによる来店者増加事業

福岡県 アーク 安くても安心の中古自転車販売と安心メンテナンスサービス展開

福岡県 フジヤ ウェルカムシートの開発による来店促進事業の展開

福岡県 ファッションクリーニングかごしま 地域住民の衣類の譲り合い(リユース)事業で集客を図り、クリーニングの売上を伸ばす

福岡県 宮原福樹園 マンション植栽の定期管理事業（新事業）を行い、売上増加を図る

福岡県 太宰府写真株式会社 販路拡大のため外国人観光客向け商品説明多言語ウェブサイト制作

福岡県 有限会社トゥインクル
サービスエリアを拡大し、基礎的な現在外注に出している剪定の作業に対し、新たに内政化で剪定の新規顧客
開拓を目指す！

福岡県 秀山窯 ギフト事業拡大のためのパンフレット及び栞制作

福岡県 ﾌﾞﾙｰﾌﾟﾗﾈｯﾄ英会話ｽｸｰﾙ 英会話をしながら海外の料理を学べる体験型レッスン

福岡県 aeTheSoundsCompany 工場内耳栓装用率向上のための耳栓情報サイト、相談窓口による「機能性耳栓」普及活動

福岡県 有限会社大田薬品 販路開拓による、『かかりつけ薬屋・健康相談所』の実現

福岡県 ウッドギャラリーアン 子供の遊びと育ちの啓発・啓蒙PR、ネット活用による販促

福岡県 有限会社ココナッツカンパニー 海外からの顧客増加のためのサイト及び店頭看板等の再構築

福岡県 株式会社リラス 手打ち蕎麦かふぇギャラリーこんさい館の販路開拓広告宣伝

福岡県 トレーニングジムアイアンボディ お年寄り向けの健康体操教室”イキイキ・わくわくトレーニング教室”

福岡県 大野珈琲 自家焙煎珈琲専門店が作る地域の憩いの空間と挽きたて珈琲の販売

福岡県 内装のかね福 厚さ9mmのへりなし置き畳の開発及び周知による販路開拓

福岡県 鼓家 ホームページのリニューアル、スマホサイト構築による販促プラン

福岡県 子どもの家あおぞら園 子供が自分の手を使い五感で感じる事のできる園庭統合教育の実現

福岡県 有限会社官兵衛 『うどんステックバッキ―』等の販売促進

福岡県 花のおかもと 『バラ』や『かすやドーム』をイメージしたアレンジ販売促進

福岡県 アルク農業サービス合同会社 地域農家と消費者の距離を近づけるトラック活用営業

福岡県 LＵＣＥＬＬＡ（ルチェラ美容室） 予約システム導入・看板設置・店内照度増による店舗アピール

福岡県 LotusBloom（ロータスブルーム） ブランドイメージ強化による新規顧客開拓事業

福岡県 有限会社日本バボルナ 商品認知度向上のための看板設置とフリーペーパーへの掲載

福岡県 hairmakeGARDEN・paiohair トータルビューティサロン周知強化と美容の短時間スタッフの募集

福岡県 有限会社Ｓｔｅｐ技建 地域密着の「リフォーム×不動産」ワンストップサービス戦略

福岡県 焼肉ホルモンいっさい 集客力向上のための改装と看板設置広告事業

福岡県 みどり牛乳椛島販売店 一般家庭への配達販売を強化し、おいしい朝食を提供する

福岡県 行政書士たのなか事務所 建設関連事業者向けサービスへの専門特化・ワンストップサービスの開発及び販促媒体の整備

福岡県 ギャラリー喫茶竹の子 自家製商品陳列棚設置、食の小冊子とホームページの制作

福岡県 植田自動車 応接スペースの充実による新規顧客の獲得による売上アップ
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福岡県 ペニーレーン ３つの異なるコンセプトに基づく店舗改装による顧客拡大戦略

福岡県 有限会社スプリング 店のモットーに立ち返り顧客満足を向上させることによる売上増加

福岡県 有限会社タバル 遮熱塗装による快適な住環境創造と良質な職人ネットワーク集成

福岡県 株式会社玄天 自社オリジナルの「冷凍にぎり寿司」の試作開発・販路開拓

福岡県 アシスト・ライフ 「空き家有効活用サービス」による新規顧客の獲得

福岡県 松元テント工芸社 当社デザイン力を活かした店舗トータルマネージメント事業の確立

福岡県 来れＢＡＲ 「店舗移転とイベント企画により町外からの集客拡大と町の活性化」

福岡県 有限会社ＡＹＡＸ ホームページをリニュアル活用した住宅リフォーム工事の新規顧客獲得について

福岡県 カフェレストラン人と木 売上、来客アップのための厨房拡張工事、新規メニュー

福岡県 株式会社ＡＳＩＮＡ・アシナ 熱中症対策ヘルメット販路拡大事業

福岡県 有限会社ブルージェイ 調湿吸水素材モイスを使用した商品開発による自社ブランドの確立

福岡県 KYUSHUCEYLONINTERNATIONAL株式会社 看板設置・店内改装による認知度向上を通じたディナー客の獲得

福岡県 モデルトラックファクトリー 「インターネット通販のスマートフォンアプリ化」による拡販

福岡県 株式会社三希 医療事故を減らす為のツール「ＲＩＳＥ」の知名度向上

福岡県 ヘアーディセ・ヴェリノ ヘアケアシステム対応の美容機器導入による高品質路線顧客獲得

福岡県 クレッシェンド 珈琲と特産品原料のスィーツのセット商品の販売

福岡県 株式会社新川製茶 駐車場整備による立ち寄ってみたくなるお茶屋さんの顧客開拓

福岡県 有限会社弥太楼 HPのリニューアルとスマホサイトの制作及びチラシ作成

福岡県 株式会社浄美堂 安価のサービスからリピート又はサービス格上げのための宣伝事業

福岡県 株式会社メイトガーデン 高齢者や車イスの方が店舗に入りやすく回遊できる導線づくり

福岡県 自家製うどんくら川 うどん店の認知度向上と新サービスの提供による販売促進

福岡県 鬼王荘 主婦層への平日利用促進イベントによる新規顧客開拓

福岡県 MEN'SONLYSALONNO-DOHAIR
リラクゼーションメニューの強化による売上アップ

福岡県 アカサカアルミ工業 外構工事店が始めたエクステリア雑貨の小売り展開事業

福岡県 株式会社川端組
土木業者イメージからの脱却、トータル建設業としての顧客開拓

福岡県 有限会社サロン愛 人生を前向きにする耳ツボダイエットの広報宣伝力の強化

福岡県 株式会社立石フーズ 「新商品モニター制度」の導入による新商品の開発力、販売力の強化

福岡県 江藤商店 「御用聞き」による飲料を主とした配達サービス拡充事業

福岡県 辛川醤油醸造合資会社 働くママの味方！新商品「唐揚醤油」の販路拡大

福岡県 ヘアートリム 中高年向けカラーリングステーションの機能強化による販路開拓

福岡県 石川鉄工 建築以外の製品掲載の折込みチラシによる範囲拡大と新規顧客獲得

福岡県 お食事処かりゆし 新メニュー導入に伴う換気装置の設置事業

福岡県 有限会社デジタルフォト 2階店舗へ顧客誘導の看板とチラシ・ホームページ等制作

福岡県 アンダンテ整骨院 鍼灸・整体リラクゼーション部門の確立・整骨の拡大

福岡県 星ヶ丘整骨院 施術中のリラックスした写真の看板で、車客を呼び込む

福岡県 肉肉うどん向佐野店 目立ってナンボ！！キラキラ看板で売上アップ！！

福岡県 みらい創進株式会社 放課後留学「ＥＩＧＯＳ」事業の展開

福岡県 Nagano屋 新メニューPRによる観光客の獲得

福岡県 Anello筑紫野FutsalSpace 潜在的意識に潜むフットサル初心者の需要喚起プロジェクト！
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福岡県 有限会社春田屋商店 地域学生が参加する出産祝いカードのデザインコンテスト開催およびカタログ制作

福岡県 魚ごころ 店内外装・定食のリフレッシュで集客力アップ

福岡県 写真スタジオ遊写館 写真館内に併設の美容室のＰＲ強化と顧客循環

福岡県 GREAPhair 美容室と写真館一体型の新事業展開による集客力向上

福岡県 ミエル ブライダル引菓子専用箱の製作による販路開拓

福岡県 BODYWORKSMIYAZAKI 超高張力鋼板に対応できる溶接機導入による新たな顧客開拓

福岡県 スナオラボ MoMAでの販売開始を足掛かりとした米国市場での販路開拓

福岡県 マツフジモータース ホームページを使った車両販売・車両修理の新規顧客及び販路開拓

福岡県 整骨院なかきど 若年層、中年層への認知度向上と院の受け入れ態勢の向上

福岡県 株式会社山急 営業力強化による、顧客の新規開拓と女性の雇用促進

福岡県 ルクソースター・ココ有限会社 黒豚くろさだのしゃぶしゃぶ鍋セット・梱包資材・薬味の開発

福岡県 くろふね屋(トレモロ） 展示スペースの拡大とスマートフォンサイトの構築で来客と売上の拡大を図る

福岡県 株式会社KONOITO 心と肌に心地いいギフトパッケージの開発とホームページのリニューアル

福岡県 旬彩・良酒ゆきさだ 来店導引メニューチラシと食材保管備品等の整備

福岡県 有限会社トライ食品 食肉加工生産卸売業が展開する豚骨スープ生産事業部の立ち上げ

福岡県 筑洋電機株式会社 新規開発制御盤の積極的な広報活動と提案営業

福岡県 イエノコト株式会社 事前勉強会によるリノベーション工事の受注拡大

福岡県 東生テクノサービス コンプレッサー導入により高利益の受注拡大

福岡県 カードレスアップ筑豊 コンピューター診断機やテスター導入による販路開拓

福岡県 西村精肉店 ソーセージづくり等作業体験の商品化とそのための体制構築

福岡県 居酒屋満月 限られたスペースを有効利用し『２０名以上の団体客』にも楽しめる店づくり

福岡県 生活工舎 顧客が当社提案をイメージしやすい商材展示の為のショールームの新設

福岡県 トポスデザイン株式会社 dCLIP（ディークリップ）の新シリーズ商品開発と販路拡大

福岡県 エールプロ ホームページ活用による「秋山徳蔵コレクションメニュー」の企画

福岡県 有限会社堀内石材店 ジェットバーナー加工導入による滑り止め機能をもった石製品の製造と販売

福岡県 桑野自動車 精度の高いホイルアライメントの開始とそれによる新規開拓

福岡県 GUNSCUSTOMPAINT ハーレーダビッドソン用オリジナルFRPパーツ販売

福岡県 上田建築板金工業所 業種を超えて板金技術を生かす工具の購入事業

福岡県 えびす急送 いちごの取引先獲得の為の鮮度維持保管設備導入とその周知

福岡県 喫茶ラ・セーヌ 事業継承にあった店舗改装による新規客獲得と既存客の定着を図る

福岡県 パン工房つばさ イートイン・スペースの設置による販路開拓・新規顧客獲得

福岡県 グリーンヒル株式会社 既存の式場にはない「ハウスウエディング」の魅力を親世代にＰＲ

福岡県 株式会社ＪＯＹ・プラス ３０代以上の男女顧客層を狙ったＷＥＢを活用した売上拡大

福岡県 クライス 「食事になる糸島野菜のジェラート」の開発と生産体制の確立・販売拡大

福岡県 株式会社ニッショウテクノス 自動車部品製造技術を活かした住宅建築資材販売の取組み

福岡県 写真の松屋株式会社 他店にない撮影メニューで集客できるオンリーワンのスタジオ

福岡県 株式会社サンレイクホーム 看板と塗装相談会による業界のイメージアップ事業

福岡県 株式会社三栄化成 販路開拓に向けた試作品開発事業

福岡県 株式会社JCROWD ”板前”がつくる”からあげ”テイクアウトサービスの販路拡大
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福岡県 ホームリメイク株式会社 高齢者見守りシステム「あんしん家族」によるリフォーム需要獲得

福岡県 有限会社野田物産 直接販売へ向けての３つの施策

福岡県 舩越舞 定年退職の男性向け料理教室の開催

福岡県 足立行政書士事務所 障害福祉サービス事業に寄与する情報提供サービスの拡大事業

福岡県 松崎からだ回復センター 高齢者及び重症者患者向け施術の導入および院内・院外環境整備

福岡県 鹿田建設 職人の技術を活かした住宅を理解していただくための場の開催

福岡県 金の鶏冠 新規顧客を獲得し、顧客基盤を固めリピーター客の増加の実現

福岡県 エディオン広川店 個人店の機動性と量販店価格をアピールした販促活動

福岡県 プリンヘアルーム シャンプーだけで来店もＯＫ！オーダーメイドシャンプーで健康美増進推進事業

福岡県 マイルドネス・オポチュニティ合同会社 電子看板を利用し園と地域の情報を発信し共生を図り宣伝力を強化

福岡県 じゃっきージャッキー 衣料品メーカーと商業施設を繋ぐ架け橋！提案型販売代行業の開始

福岡県 からだサポート福岡岡本治療院 施術の見える化及び理論に基づいたリハビリマッサージ事業の展開

福岡県 株式会社花田農園 自社農園で収穫した野菜の加工品製造・販売の取り組み

福岡県 ヘアースタジオくりき 理髪店が行うエステサービスの実施

福岡県 有限会社有泉管工 民間工事受注増に向けた販促活動実施の取組み

福岡県 やきとり花娘 フランチャイズからの独立による来店促進の取組み

佐賀県 有限会社マキハラ ホームページによる新商品「鯛のこぶ〆」ＰＲ強化と通販体制構築

佐賀県 久保山製作所 生産体制強化と受注拡大を目指した測定器導入とホームページ開設

佐賀県 牛島建具店 建具職人から家修理職人へのイメージ転換と販路開拓

佐賀県 フラワーショップラフィーニ タブレットメニューシステム導入による新規顧客開拓

佐賀県 有限会社堀田石油店 軽自動車に特化した車販事業部門確立への広告宣伝事業

佐賀県 有限会社光陽閣 ホームページ作成によるネット販売新規チャネル拡大事業

佐賀県 扇屋 高齢者の目につきやすい場所に看板を設置することによる販路拡大

佐賀県 福祉タクシー志 患者搬送等に対応した事業領域の拡大と社会的役割の向上

佐賀県 有限会社龍チャイナ 「汁なし坦坦麺の素」新商品開発事業、販路開拓事業

佐賀県 旅館千湯樓 ユニバーサルデザインを取入れたテーブルプランの開発

佐賀県 南天寿司 高齢者もゆっくりお食事を楽しめる環境整備による販路開拓事業

佐賀県 株式会社飛鳥工房 富裕層等への販路拡大に向けた木製玩具等の商品開発とブランド化

佐賀県 長浜ラーメン喜楽屋 ラーメン店の人気副食物「辛子たかな」等の製造販売体制作りと販路開拓事業

佐賀県 がや我家 居酒屋から「ダインニングバー」へ！若年層取り込み事業

佐賀県 くま電気商会 オリジナル販売促進ツールの活用と「御用聞き」で販路拡大

佐賀県 炎向窯 外国人来訪者に「日本の伝統」を楽しんで頂く空間づくりの取組み

佐賀県 有限会社フジショウ 「空き家の片づけ事業」の商品化と情報発信事業

佐賀県 株式会社あぐ里 顧客に合わせた複合型サービスの周知及び地域交流の場の創出

佐賀県 大坪時計店 高齢者が気軽に相談出来る視聴覚サポート地域一番店計画

佐賀県 有限会社太良観光ホテル 高齢者及び足の不自由な方々への新たな食事スタイルの提供

佐賀県 株式会社直売所むっちゃん 視認性向上による誘客強化及び屋外イベント充実の為の店舗改装

佐賀県 キラキラ不動産 「家をパワースポットに！」幸せになる住まい整理収納サービス事業

佐賀県 株式会社山水 手ぶらで遊べるサバイバルゲームの周知及び新規販路開拓
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佐賀県 有限会社割烹松屋 割烹松屋高齢者特別プラン開発とおもてなし環境整備事業

佐賀県 株式会社ソーケン彩装 特殊コーティングによる食品工場の施設・生産機械の長寿命化事業

佐賀県 菊池仏具店 初仏を迎える方へのご供養方法の提案と販路開拓

佐賀県 三栄の商株式会社 佐賀牛を用いた新商品の開発及び販路開拓事業

佐賀県 株式会社三養基不動産 ホームページ作成と看板リニューアル等による個人客開拓事業

佐賀県 ＤｏｇＨｏｕｓｅＣｏｃｏｒｏ 除菌・脱臭・皮膚改善に効果絶大！オゾンペットシャワーサービス

佐賀県 鳥巣窯 窯びらきイベント（窯焚き、窯出し体験)に向けた登り窯付近の空間の快適化

佐賀県 大和酒造株式会社 世界に誇る日本酒のさらなる輸出増を図る英語表記大型看板の設置

佐賀県 株式会社三根 顧客に酸素ルームの良さを知ってもらうプロモーション事業

佐賀県 お菓子のじろう 「感謝の気持ちを伝える黒糖どら焼き」の新たな付加価値づけと販路拡大事業

佐賀県 三福海苔株式会社 若者世代獲得に向けたパッケージデザイン開発および宣伝力強化

佐賀県 ＨＡＮＡデザイン事務所 贈答用にも活用できるオリジナルボタンの開発および販売力強化

佐賀県 緑彩 ホームページによる広報活動で県内外への販路拡大

佐賀県 ＲＩＣいまむら 釣り具及びギフト取扱い広報による新規顧客開拓事業

佐賀県 株式会社エムズ 一般個人の土木分野への進出とパッケージプランの広告宣伝

佐賀県 有限会社嵯峨苑 「坪庭プラン」と「庭のリフォーム」の開発と広報活動

佐賀県 株式会社シンセリティ 新たなファストフードの創造に向けたキッシュのテイクアウト化

佐賀県 Ｓ．ＰＬＵＭＥ 女性の健康美と未病対策の新サービス「低体温改善メニュー」開発

佐賀県 日本刺繍いち 「憧れの日本刺繍セット」の商品力強化と販路開拓

佐賀県 川﨑建設 自然素材健康住宅の販売促進事業

佐賀県 株式会社トルクマックス エアトルクレンチ・トルクチェックカー普及のためのデモ実演事業の展開

佐賀県 割烹いまむら 減塩の「佐賀づくし海苔めしヘルシーバージョン」商品開発と販路開拓事業

佐賀県 食事処きたむら 地元唐津の新鮮なお魚の味をギュッと閉じ込めた仕出し料理づくり

佐賀県 guminoki 企業に緑を！「観葉植物、お試しグリーンコーディネート事業」

佐賀県 有限会社古賀機械 佐賀県唯一のモノレール施工企業による導入メリットアピール事業

佐賀県 掌 本格ハンバーグ店が作る「持ち帰り用メンチカツ」の小売展開事業

佐賀県 株式会社まるしん醤油 「しょうゆ」の香り漂う工場併設型店舗の視覚化強化事業

佐賀県 かっぽうきはら 和室用高座椅子・テーブル導入による高齢者にも快適な会食の提供

佐賀県 ピュアライフ 女性向け当店厳選4種の健康食品アピールによる新規顧客開拓

佐賀県 株式会社ネオグリーン 100年企業を目指した地元顧客掘り起こし用アピール看板の設置

佐賀県 内川モータース 液晶看板による楽しさ・おもしろさをモットーにした新規顧客開拓

佐賀県 有限会社小林薬局 セルフメディケーション社会を実現する地域密着相談薬局への展開

佐賀県 大豆工房いきさ屋 山あいの女性グループの豆腐屋がつくる「豆乳シフォンケーキ」

佐賀県 楽呑串焼風土 当店の認知度の向上と新サービスの広報

佐賀県 いけがみ畳店 看板設置やチラシのポスティングによる当店新サービスのPR事業

佐賀県 はらだ酒店 武雄の逸品ギフト開発と販路拡大事業

佐賀県 下自動車 新サービス（ボディーコーティング）提供による新たな販路開拓事業

佐賀県 六田竹輪蒲鉾企業組合 キャラクターデザインを活用した練り製品の開発及び新規顧客開拓

佐賀県 ひさご旅館 ネットを利用してお客様とのコミュニケーション向上を図る
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佐賀県 唐泉電機エンジニアリング 電気設計専用ＣＡＤソフト導入による設計・施工工事の一括受注

佐賀県 株式会社マール 肥前夢街道宿泊プランの実施と広報

佐賀県 有限会社アシス 最新ライフスタイルを多久（SCOL&S)から発信！！

佐賀県 東鶴酒造株式会社 トータルデザインの改善によるブランド力の強化

佐賀県 有限会社アリギス 当店のオリジナル商品を活かした多久の新たなお土産処整備事業

佐賀県 ほかお酒店 寛ぎの空間と本格「広島お好み焼き」を満喫し尽くす店づくり事業

佐賀県 大串製菓店 産学官連携で企画開発した機能性和菓子「ひしぼうろ」の販路拡大

佐賀県 株式会社大村屋 湯上りラウンジに飲食提供の為のカウンターの設置

佐賀県 有限会社きはら 観光客をターゲットに嬉野温泉街の新たな商品開発と販路開拓事業

佐賀県 山下鮮魚店 鮮魚のプロとしての魚食文化提案の店づくりプロジェクト

佐賀県 徳太郎窯 新規顧客開拓！『ＴＯＫＵＴＡＲＯＵ-ＫＩＬＮ』ブランド化事業

佐賀県 万両味噌醤油醸造元 ハラル認証取得を機会と捉えたムスリム向け商品ラベルとＨＰ作成

佐賀県 進喜 衣類印刷機（多色印刷機）導入による新規顧客獲得事業

佐賀県 味亭美柳 女性や高齢者にやさしいトイレ空間の改装事業

佐賀県 有限会社井上製麺 戦略商品「しゃぶしゃぶ麺」のデザイン開発と簡単な食べ方の提案

佐賀県 ドライブイン館 高齢者の新規顧客獲得のための店舗改装事業

佐賀県 長井自動車整備工場 車のトータルメンテナンスを提案するカフェスペースの開設

佐賀県 株式会社アートヒルズ ハイクラスレストラン向けフルオーダ食器の開発及び提案

佐賀県 有限会社伝平窯 自社の魅力を直接発信するアンテナショップ開設による新規客獲得

長崎県 合資会社朝川石油店 雨天の来店数の増やし、売上増及び地域インフラの維持を狙う

長崎県 中村米酒店 専門店だからできるきめ細やかなサービスを活かした販路開拓

長崎県 五島牧場有限会社 販路開拓！商談会参加・商談成約数を高めるための広告宣伝

長崎県 株式会社ＳＥＩＢＵ ホームページリニューアルによる販売促進ＰＲの強化

長崎県 有限会社陣野自動車整備工場 ヘッドライトテスターの導入とホームページ開設による顧客開拓

長崎県 株式会社サーラ 店舗レイアウト変更による失客削減・顧客開拓

長崎県 株式会社旅館富士屋 高齢者、障害者などに優しい椅子、テーブルでの食事の提供

長崎県 溝田精肉店 自社オリジナル商品の全国市場展開実現化事業

長崎県 とさや酒店 外国人旅行者向け免税販売対応事業

長崎県 フレッシュミート森下 寅まっちゃん家の肉屋の手づくりコロッケを中心としたPR周知事業

長崎県 有限会社田中ファミリー 女性客をターゲットにした空き店舗改修事業

長崎県 株式会社太陽野菜 ジャガイモを使った無添加加工食品の試作品開発

長崎県 Toy'sマルエイ 「島内唯一のペットホテル」利用者拡大事業

長崎県 相川工務店株式会社 左官職人（土壁構法・漆喰材料）自立支援と普及活動

長崎県 髙橋謙作製麺 現在の素麺の半分の時間で茹で上がる新商品の開発と販売

長崎県 有限会社吉長 温泉水入りちゃんぽん麺ＤＥ「小浜ちゃんぽん」！

長崎県 三井楽自動車有限会社 五島市全域を網羅する電波受信体制構築による顧客満足度向上

長崎県 有馬屋本舗 こだわり蒲鉾の新商品開発と通販を含めた販路開拓

長崎県 株式会社片山住宅電設 経営資源の有効活用により相乗効果を発揮する新業態の展開事業

長崎県 土肥製菓有限会社 島外市場開拓によるスムーズな事業承継の経営基盤強化事業
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長崎県 ワコールショップみうら 韓国人女性の下着事情・常識を変えるための販売改革事業

長崎県 株式会社太田商店 携帯販売、ギフト部門の店舗改装。来店者増加、販路開拓

長崎県 株式会社松園商店 気軽に立ち寄れる店舗へ改装！狙うは商機増加

長崎県 株式会社トゥインクル ターゲットとする顧客層への広告宣伝による販路開拓

長崎県 扶桑クリーンサービス 「遺品整理＆事故現場特殊清掃」事業

長崎県 株式会社ティエムエヌ 広告動画の制作による潜在顧客の集客と販売促進

長崎県 丸隆すっぽん養殖場 すっぽん鍋セットの製品改良及びパンフレット刷新による販路拡大

長崎県 有限会社いまむら バリアフリー化による仏事宴会等利用高齢者獲得事業

長崎県 ジュンケンホーム 広報宣伝による直接受注案件の拡大

長崎県 長崎東洋針灸館 美容鍼灸の強化とリラクゼーション鍼灸の開拓

長崎県 寿司・割烹聚楽 壱岐から食育推進を発信！新鮮な魚介類の消費拡大への取組み

長崎県 株式会社グリーンネット ＢＢＱデッキ全天候型離脱着式防風柵設置工事チラシによる宣伝広告

長崎県 株式会社マルマス 商談会出展による「五島手延べうどん椿国産小麦」の販路拡大事業

長崎県 岩間商店 真空包装により長時間品質を保った新商品の開発及び販路開拓事業

長崎県 株式会社近藤組 ＳＥＯの技術を駆使したホームページの製作等による販路開拓

長崎県 炉ばた大和 観光客をターゲットにした取り組み

長崎県 川上製麺 新パッケージによる島原手延麺の新規客増大及び客単価向上の実現

長崎県 株式会社ホーベウィン お客様の利便性と地域コミュニティを活性化する待合所設置事業

長崎県 大川ラジオ店 お客様の食生活をサポート!!移動販売車を活用する事業

長崎県 上五島観光交通有限会社 おもてなし傘の製作・運用

長崎県 海鮮さかなや 集客力向上のための、広告看板とオープンテラス設置

長崎県 沖田製菓舗 ベビーカステラの販路拡大

長崎県 有限会社小林製茶 ブランド力向上及び新規顧客獲得を目指した新商品情報発信事業

長崎県 有限会社喜多石油 店頭宣伝力の強化と労務の効率化による受注作業増と収益性向上を目指す！

長崎県 吉田菓子店 トイレ改修で店内環境改善して集客力を高めて売上ＵＰ！

長崎県 LaVierie（ラヴィリエ） 未体験！！！島原初！！極上ヘッドスパで感動を！

長崎県 本多兄弟商会 手延うどんのＤＭ販売とホームページリニューアル

長崎県 協和特殊株式会社 竹パウダー農法による農産物の加工品(ドレッシング）の開発・商品化

長崎県 有限会社長田製茶 雲仙茶が百貨店で売れる商品づくりとWEB販売による売上アップ

長崎県 有限会社旭産トーヨー住器 メンテナンスサービス強化による受注拡大

長崎県 宮崎写真館 写真館『高付加価値化』事業

長崎県 有限会社みゆき蒲鉾本舗 包装パッケージの開発・改良、販促物（パンフレット）の作成

長崎県 高木整体施術院 店舗内、外改装のリニューアル及び顧客管理の為のＤＭ発信

長崎県 相川米穀店 健康志向に伴う精米販売を強化するための店舗改修

長崎県 焼鳥こにし 島の新鮮な魚を使った観光客向け昼の営業開始と新メニュー開発!

長崎県 晋弘舎印刷 島で100年続く老舗活版印刷屋による新商品開発！

長崎県 堀農園 ＰＲ活動による長崎温室メロンの販路拡大

長崎県 本多漬物商店 卸売専業から脱却し、小売へ挑戦。卸売の新規顧客獲得

長崎県 秋本電設 提案型営業への取組、効率化による工期短縮に伴う受注機会の増大
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長崎県 Ｎ・フーズ 当社ブランドの安全性、新メニューＰＲで飲食・精肉の販路拡大

長崎県 おおくま有限会社 規格化による低価格住宅販売事業

長崎県 ㈾キザキ南光堂薬局 地域に根差した「かかりつけ薬局」への第一歩

長崎県 須崎屋 長崎五三焼カステラのパッケージ改良事業

長崎県 株式会社翔久 オリジナルエンディングノートをツールに対象マーケットを拡大

長崎県 森永材木店 家族の絆を深める体験型木工教室による顧客獲得事業

長崎県 株式会社クラスタス インターネットで申し込むネット宅配クリーニングの利用促進事業

長崎県 冨永畳店 新サービス展開による新たなる市場の開拓事業

長崎県 合資会社長崎開発 ＳＳ部門再構築のための雲仙ＰＲ強化パンフレット作成事業

長崎県 松永看板 最新ソフト導入でデザインをアートし右脳を刺激する

長崎県 三宅商店 「おいげのしなもんばみてくれんね！」新たなる顧客層発掘のためのＨＰ開設

長崎県 福徳屋旅館 高齢者にやさしい椅子・テーブルによる食事会場のバリアフリー化

長崎県 有限会社國崎 外国人客及び高齢者への集客力アップのためのトイレ改修事業

長崎県 島原半島振興株式会社 雲仙ビードロ思い出づくりの広報強化事業

長崎県 ヘアーサロンイマザト 店内のバリアフリー化で高齢者に安心安全の店舗づくり

長崎県 YSautoSERVICE 地域での知名度アップのための広告宣伝活動

長崎県 横田鉄工所 アルミ溶接機導入による販路開拓事業

長崎県 ひぐちデンキ 家電製品交渉スペース(コミュ二ティスペース)の充実化(その店舗のＰＲ自店の活動の発信)

長崎県 HaleLani 南島原市初脱毛メニューでの新規顧客開拓

長崎県 BarH 南島原初大型スクリーンによるスポーツバー事業

長崎県 山新田塗装 「低価格・早い・丁寧」をモットーにした住宅塗替工事の販路開拓

長崎県 株式会社アグリ・コーポレーション 赤ちゃんが食べるおしゃぶり「おしゃぶー」の販路開拓

長崎県 有限会社オーミヤハウス 給水装置・下水道排水設備工事の自社施工による新規顧客の開拓

長崎県 柴山工務店 女性建設技術者の視点を活かした情報の発信で売上増を図る

長崎県 有限会社岩宗工業 ステンレス・アルミ製の漁船自動開閉式ハッチ蓋製造による漁船部門進出

長崎県 有限会社宝亀商店 新たな顧客を開拓するための広報宣伝戦略による売上拡大

長崎県 割烹魚よし 新たな顧客層を対象としたお店づくりによる売上拡大

長崎県 株式会社太安閣 通信販売販路拡大のためのギフト用パッケージ開発

長崎県 山内苗木園緑化センター ＨＰを使った商品入荷情報提供と商品チラシによる売上拡大の実現

長崎県 天の川酒造株式会社 インターネット通信販売事業本格的展開による販路拡大

長崎県 株式会社たちば川 広報宣伝による来店しやすい店づくりで販路拡大売上増大を図る

長崎県 月ぬ茶屋 「島のお菓子」リニュアル商品開発による販路開拓を図る

長崎県 パティスリーカプリチオ 幅広いお客様にケーキ屋さんをＰＲする売上拡大事業

長崎県 ＢｉｓｔｒｏＭＡＳＡＮＡＯ 「壱岐味噌工房」の「壱岐牛・壱岐味鶏」を使った肉味噌の開発

長崎県 洋食と珈琲の店トロル 若者とグループ客が交遊できるお店、売上拡大事業

長崎県 南部自動車 商品展示スペースの拡充・見える化による、お客様満足度向上の実現

長崎県 有限会社横山自動車鈑金 お客様に快適なサービスを提供し販路拡大をはかる

長崎県 整骨院プライド スポーツ選手・高齢者への認知度向上のための広報宣伝拡大事業

長崎県 江口石油店 「只今、キャンペーン実施中です！」「休憩所をご利用下さい」
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長崎県 宝石眼鏡時計クラッシィ 壱岐のお子様に、快適なメガネ生活を応援する事業

長崎県 あいこ美容室 お客様の居心地の良い空間を明るく演出する照明設備改装事業

長崎県 株式会社若宮水産 長崎県産自慢の逸品を全国の消費者へお届けする販路開拓事業

長崎県 大衆割烹太郎 お客様満足度向上のためのおもてなし、心づかいによる来店促進

長崎県 富永建装 建築施工例とチラシ・ＨＰを活用した認知度向上と販路拡大

長崎県 有限会社洸琳窯 慶事・仏事用新商品開発と販路拡大事業

長崎県 Tea＆CurryLupo 店舗周知の看板設置と新たな顧客確保のための宣伝ＰＲとＨＰ作成事業

長崎県 有限会社橘こがクリーニング レボパックＰＲ用のＨＰ開設による新規顧客開拓

長崎県 古ろく窯 お茶の楽しみを提案する「お茶ひき臼」付加価値向上と販路開拓

長崎県 松尾時計店 アンティーク時計展示スペースの改良、お客様スペースの新設

長崎県 株式会社利左ェ門 土物でデザイン・収納性に優れた器の新商品開発と販路開拓事業

長崎県 シャルレ代理店川内 化粧室リニューアルとチラシＰＲによる積極的な販路開拓

長崎県 サロンドみよし ヘアーエクステンション技術ＰＲによる新規顧客の開拓

長崎県 有限会社京千 「波佐見の魅力的な小物達」シリーズの商品開発と情報発信事業

長崎県 永峰製磁 新感覚インテリア白磁の新商品開発とネット等による販路開拓事業

長崎県 有限会社林九郎窯 お洒落な「HASAMIブルー工房R」開発と販路開拓事業

長崎県 みのつ家波佐見店 店舗リニューアル事業と看板設置、女性メニューの開発

長崎県 有限会社康創窯 「新ギャラリー店舗」紹介とネット販売促進事業及び新商品開発

長崎県 有限会社丹心窯 観光客おもてなしのためのギャラリー機能強化事業

長崎県 福峰陶苑有限会社 焼物表面を花柄で覆い尽くした「お花畑シリーズ」新商品開発事業

長崎県 有限会社あじさい 直売スペース設置による販路拡大と産直対応システムの活用事業

長崎県 居酒屋福徳 売り上げ増加のための座敷席拡張工事事業

長崎県 有限会社喜々津ホーム 新省エネ基準を満す注文住宅と企画住宅のパンフレット等作成事業

長崎県 メディアブリッジ 販促用Ｗｅｂサイト・チラシによる元請け顧客獲得と新分野進出

長崎県 株式会社タナカ自動車 信頼される車のドクターを目指して、収益向上と新規顧客獲得

長崎県 やきとり五つぼ ３０周年を機にテイクアウトによる新規顧客獲得及び販路開拓事業

長崎県 徳永建設株式会社 「さかんまち」長崎を住みやすく！斜面市街地住宅お助け事業

長崎県 たかはし屋 対個人売上増加のためのネット販売の強化

長崎県 美容室アトリエＡＩ シニア層への接客力を活かしたネイルケア・フェイシャル等の展開

長崎県 龍虎堂薬局 健康＆妊活の応援団！漢方の良さを伝えるためのホームページ改良

長崎県 ニューサンクリーニング 若年層を中心としたスマートフォンを利用した新規顧客開拓

長崎県 粋工舎 建築パースを用いたデザイン性の提案による顧客開拓

長崎県 有限会社長崎パイプクリーニング ホームページにての広告宣伝・情報公開・販路開拓

長崎県 新鮮食彩市むら 利用客向けトイレの改装工事（和式を様式に変更する）

長崎県 矢上珈琲の杜 スマホ等対応ホームページ構築によるネット売上の拡大

長崎県 えん住まいる株式会社 広告チラシの企画・製作、新聞折込、ホームページによる販路開拓

長崎県 株式会社ヤマタケ工務店 若年層をターゲットにした情報発信チラシの折込、ポスティング

長崎県 有限会社ヒロシ畳店 モバイル端末対応WEBサイト構築と顧客管理ソフト導入

長崎県 有限会社長池屋呉服店 外部販売士を活用した営業手法による顧客獲得事業
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長崎県 とら屋クリーニング 新「衣類を長持ちさせる」メニューの地域浸透戦術

長崎県 有限会社長崎麺房 観光客向けの特産品開発による顧客開拓事業

長崎県 のうち製麺 個人客獲得の為のブランディング事業

長崎県 丸一商店 高齢者に優しい店舗作りで集客率向上を図る

長崎県 虎屋 新商品『あごんちょび』を広めて新上五島町定番の特産品に！

長崎県 寛ぎの宿小串 「手作り飛魚(あご)クッキー」を五島列島の洋菓子新土産品に！

長崎県 チューニング翔 「自動車分解整備事業」認定取得のためのエアコンプレッサー設備導入事業

長崎県 川添石材彫刻店 笑顔・想い・時間を刻む！石板アート事業への参入によるホームページ等作成事業

長崎県 前田豆腐店 新商品開発による新たな顧客獲得のための取り組みと販路開拓

長崎県 株式会社いわい 買物弱者・高齢者への宅配サービス事業

長崎県 三興フーズ カタクチイワシ・煮干しB級品を地域色の強い加工品へ商品化

長崎県 松浦電気商会 無店舗地域の高齢者支援となる「街の電気屋さん」販路拡大事業

長崎県 アラキデンキ有限会社 新規顧客獲得のための展示会開催

長崎県 有限会社かねや 「スポーツ合宿及び宴会・法事」情報を発信する事業

長崎県 コンビニエンスストアー源 様々な魚種に対応できるエサ販売のための冷凍ショーケース設置

長崎県 根津菓子舗 新しい対馬地産の和菓子の開発

長崎県 小川自動車整備工場 最新機械設備導入による顧客満足度向上と新規顧客の獲得

長崎県 川口住宅設備 元請業務増加のための一般個人への販売促進

長崎県 さんさん 世界遺産登録に伴う観光客増加に対応する店舗改装事業

長崎県 理容ふくだ 福祉理容に対応した店舗づくり

長崎県 カットハウスベベ 「髪のドクターＢｅＢｅ」の周知ＰＲによる新規顧客の獲得

長崎県 泉森山自動車 地域ナンバー１工場を目指す為の業務効率向上と販路開拓事業

長崎県 食事処千鶴 個人客の受入れとお年寄りに優しい店作り事業

長崎県 図面サ－ビスワ－ク ＷｉＦｉ環境と構内ＩＰ電話網のデモンストレーションによる新規顧客獲得

長崎県 有限会社和田製作所 新規取引先獲得及び品質価値向上のための水冷式溶接機導入

長崎県 アトラスナチュラルセラピー長崎 広報活動によるカイロプラクティック及び店舗の認知度アップ

長崎県 炭火串処吉吉 ホームページ制作とトイレ整備による新規顧客獲得事業

長崎県 有限会社岸本製作所 データ管理合理化システムの構築による市場ニーズ適合力の強化

長崎県 株式会社道プランニング 県産野菜を使用した新商品開発・店頭販売及び地域雇用創出事業

長崎県 サンワ家具 「電動ベット」の購入者獲得に向けた広報活動による商圏拡大

長崎県 Raphal（ラファル） 「会社帰り利用客」獲得のための店舗認知度アップ事業

長崎県 炉端大根地 新規客を取り込む海鮮専用ショーケースの設置と喜ばれる店づくり

長崎県 有限会社真和 ＰＲ看板設置とチラシ配布による事前相談の実施

長崎県 大江自動車 新車・中古車リース活用販売促進強化事業

長崎県 有限会社一松 宴会場の高齢者対策・世界遺産登録に向けた観光客対策事業

長崎県 住吉丸鮮魚店 五島近海の鮮魚を都会に住む五島出身者の食卓へ

長崎県 有限会社タテイシ 「椿の島」五島発化粧品製造販売

長崎県 波矢司 調理設備を導入することで売上・顧客を増加させ、事業存続に繋げる

長崎県 有限会社前田製茶 若い女性客獲得を目指した広報活動による顧客動向分析
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長崎県 有限会社山城屋 小規模中小企業向けのデータ管理事業の開発と販路開拓

長崎県 割烹やまぐち 「食に関心の深い顧客」の掘り起しのためのＰＲ事業

長崎県 有限会社高本商店 個人宅配の新規顧客獲得計画

長崎県 友塗装 自社チラシ作成による個人顧客の販路開拓

長崎県 ゆきのうらビーチストア マリンレジャー体験教室実施による西海版マリンツーリズム創生事業

長崎県 株式会社川本建設 自然素材での住宅建築を広めるための販路拡大プログラム

長崎県 株式会社市場建築 不動産取引拡大による住宅建築総合サービス化の取り組み

長崎県 アキオ整体院 身体の歪みの見える化を導入した整体・体幹チューニング提供事業

長崎県 有限会社アンデスの風 フォルクローレコンサート来場者への関連商品販売拡大事業

長崎県 民宿椿の宿 交流スペース新設による新たな顧客獲得事業

長崎県 B・oneタナカ レンズ発注トレーサー導入による高品質レンズ拡販で売上アップ

長崎県 オーベルジュあかだま CI戦略でグローバル化を目指し、国内外のお客様の集客し次世代へ

長崎県 ５０番 店舗改装で集客力向上と売上アップ

長崎県 中尾農機商会 高品質のスチール社との専門店契約による一般顧客販売促進事業

長崎県 株式会社KAWAKIYA 農産物加工事業により地域経済全体を活性化する事業

長崎県 寿司割烹大川 高齢者に優しい空間を提供する事業

長崎県 かづさイルカウォッチング 加津佐町に観光客を呼び込む事業

長崎県 魚勝 高齢者、女性、観光客に食を楽しんでいただくための環境整備事業

長崎県 有限会社華豊 子供や高齢者に優しい「食」の空間づくり事業

長崎県 理容カメヤ 美容業における高齢者対応型による来店客向上事業

長崎県 有限会社五代海運 飲食店による団体客をターゲットとした顧客エリア拡大事業

長崎県 株式会社チキチキ 平戸産小麦を活かした３種類のラスク販路拡大事業

長崎県 未来運送 当地初！規格外高菜を活用した新商品開発による販路拡大事業

長崎県 リリー美容室 美容室における広告宣伝・店舗設備の充実による顧客獲得事業

長崎県 お好み焼きの店リリー お好み焼き店の情報発信強化による新規客取り込み事業

長崎県 鮨こじま 飲食店による観光客をターゲットとした顧客層拡大事業

長崎県 ３rdBASEcafé 飲食店による屋外スペースの有効活用による顧客獲得事業

長崎県 ヘアー＆フェイスラピス 美容室における新たなサービスの定着化に向けた顧客獲得事業

長崎県 有限会社玄海 試乗サービスの充実による住民の利便性向上・顧客獲得事業

長崎県 有限会社やよい旅館 旅館による事業承継を見据えた顧客層拡大事業

長崎県 今村工業 作業効率化による受注ロス低減を図る売上向上事業

長崎県 有限会社海産物のわたなべ 平戸産水産物を活用した新商品開発による取引先拡大事業

長崎県 スナックゆき 高齢者特化型の飲食店による顧客エリア拡大事業

長崎県 関本電器商会 地元に特化した電器店による高齢者対応型事業

長崎県 松山商店 看護師資格を持つ移動販売事業者による「買い物快適向上事業」

長崎県 有限会社﨑村電業 電気工事業者による水道本管工事への新規参入事業

長崎県 丸田大工 重要伝統的建造物保存群地区の建物改修による売上向上事業

長崎県 有限会社井元建設 「離島建設業者」の受注バランス改善による収益向上事業

長崎県 有限会社森石油店 ガソリンスタンド店によるドライブ・ツーリング客獲得事業
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長崎県 民宿宮内 離島にある民宿の島外者へ向けた情報発信強化による顧客獲得事業

長崎県 戸田屋旅館 旅館による訪日インバウンドをターゲットにした顧客層拡大事業

長崎県 株式会社永田管工設備 電気工事事業の充実による顧客エリア拡大事業

長崎県 岩野上醤油 醤油製品のペットボトル化による取引先拡大事業

長崎県 帯屋進学塾 当地初！「個別指導塾」のプロモーション強化事業

長崎県 お宮寿し こだわりの寿司店による来店客増加を目指した新たな顧客獲得事業

長崎県 有限会社コーヨウ 洋風居酒屋飲食店による女子会需要を狙った宣伝広告・店内改装事業

長崎県 針尾看板店 看板広告業者による機動性向上を目指した発電機・ドリル導入事業

長崎県 株式会社川尻建機 機械修理屋による高品質サービス提供のためのプラズマ切断機導入事業

長崎県 清蓮社 インターネット活用による墓じまいサービスの顧客エリア拡大事業

長崎県 いけす料理持木荘 高齢者ニーズへの対応と新規客増を目指した飲食店の取り組み

長崎県 大串自動車整備工場 女性客とニッチな分野に特化した自動車整備サービスの提供

長崎県 竹の家松尾商店 竹の家のイメージを活かした飲食等による販路拡大事業

長崎県 寿司・割烹鮨政 寿司職人の技を活かした加工食品販売による売上増の取り組み

長崎県 居酒屋のいちご 常に地元の活魚を提供するための飲食店の集客向上事業

長崎県 咲き都みとこの会株式会社 新規メニューの提供及び娯楽室設置による子連れ家族の需要獲得

長崎県 九州文化創研おおせと写真館 出張サービス強化及び埋没財産の発掘・買取による販路開拓事業

長崎県 有限会社中村写真館 二分の一成人式記念撮影・上五島の観光写真業務の開始拡大

長崎県 株式会社扇組 関連多角化による水道施設工事業への新規参入

長崎県 有限会社鍵本鐵工 大型漁船からの受注創出と生産性の上昇による売上向上計画

長崎県 あづま屋 居酒屋らしい雰囲気への店舗改装で年配男性の心を掴む

長崎県 福良旅館 外国人観光客の受入体制づくりによる奈留町観光の魅力アップ

長崎県 三兄弟工房 「三兄弟」ブランドによる地域活性化への挑戦

長崎県 松本屋 「地域ならではのお土産品」販売を通じて地域の魅力アップに貢献

長崎県 お食事処はな 年配者と女性を元気にする店づくり～女性が元気なら地域も元気～

熊本県 有限会社髙田製油所 新商品製造開発施設設備の充実化による販路開拓事業

熊本県 村上トラベル テーマ型旅行プラン提供のための改装で、新規顧客及びリピータ拡大の販路開拓事業

熊本県 有限会社梅崎 ＷｉＦｉ環境充実化によるサービス向上、ホームページリニューアルで新規顧客獲得の販路開拓事業

熊本県 竹本モータース 地域密着によるサービス向上で販路拡大

熊本県 松井製茶工場 冷蔵ショーケース導入による漬物販売の実施

熊本県 コーヒースナックピエロ 高齢者が来店しやすいお店づくり事業

熊本県 焼肉まるや 大人数でも少人数でもくつろげる空間創出事業

熊本県 有限会社吾亦紅 駐車場舗装景観工事事業

熊本県 有限会社伊藤設備 機械が故障したときにセルフで修繕ができるスペースを作るぞ事業

熊本県 髙田志保司法書士事務所 死後・老後に備える～「終活」のための当事務所活用PR事業

熊本県 吉田商店 サービスの強化ならびに迅速化による販売強化事業

熊本県 すみこ美容室 新規サービスメニュー充実で差別化を図り、来店周期短縮、回転率アップの販路拡大

熊本県 大石電気管理事務所 無停電化による年次点検導入と絶縁監視装置設置で契約数拡大による販路開拓事業

熊本県 いその不動産 事務所改装で秘密厳守、信頼性を高め、任意売却、競売代行の新規顧客獲得による販路開拓事業
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熊本県 有限会社肥後ッ子 長洲ブランド「長洲きゃあめし弁当」販売促進で新規顧客獲得の販路開拓事業

熊本県 合資会社浦中蒲鉾店 店舗改装による新規顧客獲得事業

熊本県 ピーエーエス アコースティック楽器用ピックアップ(マイク)の設計開発

熊本県 有限会社いけだ工務店 新たなイベントによる顧客層との関係の強化

熊本県 はばねろ工房 売り上げ拡大のための諸方策

熊本県 有限会社宮﨑工業 ＩＴと広告付営業車による販路開拓・受注拡大促進事業

熊本県 上野製麺所 熊本県産小麦粉と自社生産米粉を使って手延べ素麺・うどんの開発

熊本県 喜楽苑 安心してご来店頂ける店づくり「お客様用トイレの改装（洋式化）」

熊本県 有限会社上田刃物製作所 包丁の付加価値を高めるための自動彫刻機導入、工場見学直販の開始

熊本県 合同会社ライフアップ 高齢者を地域で包括的にサポートする事業（訪問医療）の広告宣伝

熊本県 本田水道電気店 エアコン販売強化のため常設展示コーナーの作成

熊本県 有限会社ﾅｶﾑﾗﾌｧｰﾏｼｰ 充実した相談環境及び医療機器の整備による親しみある薬局づくり

熊本県 海勇水産株式会社 周年営業のための牡蠣安定供給及び卸売の拡大

熊本県 （資）豊中自動車 展示場整備とＣ/Ｐ診断機導入の看板設置効果による新規顧客開拓

熊本県 株式会社ブロードセンターきらら タブレットを生活に役立て認知症予防高齢者向け事業で販路拡大

熊本県 株式会社花富亭 施設連携情報発信のためのホームページリニューアル事業

熊本県 株式会社あいら観光 新バス旅案内チラシ作成事業

熊本県 有限会社緑商 「いちご酵素」と「いちごコンフィチュール」の販路拡大

熊本県 天領庵 店舗案内看板設置とメニュー表草木染製品チラシ作成販売促進事業

熊本県 有限会社マルチニーク タブレットで楽しむ着地型体験

熊本県 食彩酒房魚家 生け簀の鮮魚と健康和食の認知度向上による顧客開拓・維持事業

熊本県 正礼事務機 農産物のインターネット販売のためのホームページ（ネットショップ）開設

熊本県 光ホーム株式会社 高性能住宅「窓採りデザインの家」の知名度向上ＰＲ事業

熊本県 有限会社ボディーショップタナカ 新型鋼板に対応した低温溶接での受注増計画

熊本県 岡崎商店 ＬＰガス料金のコンビニ払い・クレジット決済サービス導入と新料金メニュー導入のためのソフトウエア開発

熊本県 有限会社日和 東北と連携した販路開拓および商材拡大による収益モデル拡張事業

熊本県 有限会社堀内自動車 看板・ライト設置・外装による新規顧客の開拓と販路拡大

熊本県 有限会社ながまつ 着物の格安お手入れの提案による新規顧客獲得事業

熊本県 カットショップソノダ 田舎の床屋の女性シェービングサービス事業

熊本県 ＮａｔｕｒａｌＳｔｙｌｅ 自然栽培米・玄米麺ホームページ構築で、地域の良さや生産農家と消費者を繋げ販路開拓

熊本県 ＬＥＥＫ 店舗席数の増席と雑貨販売の強化事業

熊本県 カラオケパーク 高齢者に優しい安全・安心な空間づくりによる新規顧客獲得と販路開拓事業

熊本県 上野理美容室 バリアフリー化した店舗による要介護高齢者客獲得事業

熊本県 有限会社横田瓦工業 太陽光パネルのメンテナンスによる新規顧客獲得事業

熊本県 藤本自動車 鈑金塗装事業を活かした販路開拓事業

熊本県 カーフィッシュ リサイクルパーツ販売の収益増加・生産性向上・販路開拓事業

熊本県 志戸岡モータース 車輌用最新スキャンツールの導入による新規顧客の開拓

熊本県 合資会社倉岡モータース ヘッドライトテスターの導入による光軸調整サービスの実施

熊本県 株式会社サン・ボディクス 自動車の板金塗装と車両整備のトータルケアサービスの実施
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熊本県 合資会社華水産業 地元特産品・土産品の開発と販売及び店舗への集客事業

熊本県 ﾍｱｰｻﾛﾝﾌｫｰﾎﾞｰｽﾞ 1対１の安心した空間、時間の提供をめざす

熊本県 合資会社村田畳工業 新製品「和紙畳」の広告による販路拡大及びホームページ新設事業

熊本県 有限会社ホテルベンデナート 駐車場を増設し、街灯を取り付ける

熊本県 つけ麺ボンズ ①自動券売機の導入、②店舗改装工事

熊本県 美食家かなえ 新鮮一番！！海鮮たっぷり新メニューの開発による販路拡大！！

熊本県 玉水建設 電子入札システムの導入とホームページ作成による受注拡大

熊本県 ウェルソーレ STOP生活習慣病！通院前の食生活習慣改善プロジェクト

熊本県 郷のパン工房グランツムート 見て楽しい多彩なディニュッシュの開発による顧客獲得

熊本県 キャラメルプディング 高齢者等に配慮した店舗のバリアフリー化

熊本県 ペンション野ばら 外国人顧客獲得のための広告宣伝及び内部設備拡充

熊本県 株式会社熊本あおぞら運輸 オリジナル石鹸の開発による自社のＰＲ、地域振興促進事業

熊本県 山さくら 新メニュー開発・テイクアウト開始による新規顧客獲得事業

熊本県 味どころさくら 看板とメニュー表整備による、誰もが安心して来店できる店づくり

熊本県 Daccobread+café 地元の豊かな食のＰＲと交流の場の提供による新規顧客獲得

熊本県 山小屋Ｈｏｌａｈｏｏ 『体験型森のカフェ』オープンによる新規顧客の獲得事業

熊本県 有限会社丸野石油店 LED照明の新設と顧客獲得のためのチラシ作成配布

熊本県 有限会社あっとホーム 「介護トータルサービスを売込み、利用者増へ繋げるＩＴ活用情報発信」事業

熊本県 合資会社龍栄荘 「昭和な旅館で“食”を楽しむ魅力発信と新規顧客開拓“お部屋”改修」事業

熊本県 ウシジマ青果有限会社 「独自ブランド（名）で熊本河内蜜柑を売込むバイヤー等獲得販路拡大」事業

熊本県 有限会社優峰園フルーツランド 「金峰山湧水を活用した着地型観光・新サービスで、顧客層拡大作戦」事業

熊本県 有限会社坂梨薬局 認知度アップと商圏拡大による新規客獲得と専門性向上による顧客化

熊本県 合資会社通潤温泉山翆 唐揚げ作業の効率向上に伴う設備導入

熊本県 チポリーノ 当店のパンの良さをＰＲするためのカフェテラス新設と宣伝活動

熊本県 坂本牧場 幻の最高級豚肉「梅山豚（めいしゃんとん）」で作ったラルドの販路開拓

熊本県 やじろべえ お年寄り、女性やさしいお店作り事業

熊本県 株式会社水上工務店 国・市の政策を上手く活用した営業展開による受注獲得

熊本県 尽天株式会社 民家改修型の暖かみある家～地域密着で楽しく健康なデイサービス

熊本県 有限会社ワイショップおおい 地元食材を利用した惣菜商品の製造・販売、イートインコーナー設置事業

熊本県 株式会社生田工務店 既存住宅を利用したオープンハウスによる受注拡大事業

熊本県 株式会社小池建築設計 新たな顧客層からの受注を目指した会社ＰＲ事業

熊本県 有限会社木野工務店 省エネ基準に特化した住宅施工による新たな顧客獲得

熊本県 有限会社木林建設 加工設備導入による工事受注向上化・作業効率向上化事業

熊本県 UnitedSpaceArchitect 新しい取組！設計プレゼンテーション代行業による販路拡大事業

熊本県 益崎理容 出張サービスから始まる、高齢化社会に対応する販路拡大・売上拡大事業

熊本県 有限会社むらもと 店舗環境整備による女性客・市外客へのくつろぎ提供事業

熊本県 ホルモン道場 菊池温泉街に笑顔を！！看板設置による顧客拡大事業

熊本県 もっこす 誰にでもやさしい店づくりによる新規顧客確保

熊本県 お茶のナカヤマ ニッチ市場に特化した新商品開発に伴う販路拡大と客単価増加の実現
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熊本県 株式会社つづき お客様へより早く新鮮な卵を！！自動釣銭機導入による顧客サービスの充実事業

熊本県 BakeHouseはるる イートインスペースを設置し客単価向上を図る

熊本県 有限会社マエダオート 「衝突安全ボデｲ」修正機導入による新サービスの提供と新規顧客の開拓

熊本県 大山商店 コインランドリーが行う高齢者向け洗濯物デリバリーサービス事業

熊本県 株式会社坂本工務店 建築用3次元化CADの導入による受注拡大

熊本県 有限会社水上林業 重機使用が困難な高所樹木伐採等特殊作業の受注拡大

熊本県 武藤建築工房 暖かみのある住宅を皆さまへ！まきを作ってまき返そうプロジェクト！！

熊本県 美容室クリップ お客様の美に関し総合的にプロデュースできる店づくりによる販路拡大事業

熊本県 合資会社タカキ 熊本の畳を皆様へ！～快適住居スペースの提案基盤の整備及び販路拡大事業～

熊本県 平井整骨院 ＨＰの充実及びＨＰ予約管理システムの導入、チラシ作成事業

熊本県 有限会社味の大津屋 待ち時間なし！客回転率向上のためのＨＰ開設事業

熊本県 有限会社はしもと 原点回帰、ビジネスホテルから老舗旅館への転換計画

熊本県 有限会社百商 観光農園「食の寄り道」開発事業

熊本県 ボディーショップ翔 業務効率・利益率向上のためのコンプレッサー導入計画

熊本県 ＬｅａｓｅＵｐＤｒｉｖｅ ミドルエイジの自己実現を形に！世界で一台のオリジナルカー製作

熊本県 おそうじ本舗熊本大津店 地域密着、知名度、認知度アップを目指す拡販事業

熊本県 有限会社ムゲンカンパニー 待ち時間を快適に過ごして頂く空間の提供

熊本県 恵ホームズ有限会社 新規顧客獲得のためのＰＲ事業

熊本県 株式会社ペティーナ 新たなインターネット広告による販路の開拓

熊本県 スナックあざみ 目指せ!!地域№1店舗～30年の歩み～

熊本県 有限会社エムズ 定額制シューズレンタルシステム「ハキ放題」の展開

熊本県 株式会社アライフ オンライン婚活教育サービスの構築と販路拡大

熊本県 株式会社ベルポ化粧品 新規顧客獲得のための「美しくなる体験イベント」の実施

熊本県 薬王寺地蔵会 ホームページ開設、カタログ製作による商品販路拡大事業

熊本県 株式会社陽光理研 自社新製品である(医療従事者向け手指消毒剤)の販売促進の強化

熊本県 株式会社桜の風 リハビリ強化の為の機器購入、宣伝強化

熊本県 農歩屋 ホームページ及びコンセプトガイドによる新たな顧客層の取込みと商品販路拡大

熊本県 株式会社緑の資産 利便性を配慮した新規顧客獲得事業への取り組み

熊本県 有限会社アグリテック保久土 ポップコーンの香りがする軽い食感のカレー専用米の販路開拓

熊本県 有限会社阿蘇デザインファーム 野菜狩り観光農園の設置に伴うパンフレットの作成と案内看板の作製と設置

熊本県 有限会社乙姫企画 ”シニア層予約獲得事業”

熊本県 カフェもちとこ 高齢者の団体受け入れ施設整備

熊本県 有限会社阿蘇・岡本 「阿蘇にごり梅リキュール」の開発

熊本県 株式会社三松 世界遺産、世界ジオパークの登録に伴う観光土産の企画、商品開発

熊本県 蕎麦処阿蘇の風 来店客数の増加策とインターネット通販の開始、生産性向上の実現

熊本県 Nao'sBASE 県内外のサイクリストを固定客にする為のデザイニング看板の設置

熊本県 カレー屋Bath（バス） Bathは「阿蘇を食するカレー屋」です!!（弱点克服PR事業）

熊本県 株式会社阿蘇ネイチャーランド 施設のユニバーサルデザイン化

熊本県 株式会社和光スタンプ スマフ対応と最新ホームページで若年層取込み、売上増大する事業
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熊本県 有限会社伊藤商店 お弁当の新メニュー開発とチラシ告知による販路拡大！！

熊本県 有限会社長田屋 インターネット広告等での新規顧客取り込み＆売り上げアップ事業

熊本県 兼田製菓舗 高齢化ニーズに対応した顧客開拓と店舗認知度アップ事業

熊本県 イルカマリンワールド 生きた情報をお届けする電光掲示板の設置による販路拡大

熊本県 泉石材店 新規顧客獲得の為の広告と既存顧客への再販の為のＤＭ発送事業

熊本県 山口屋旅館 老舗旅館の事業者連携と遊び心を使った観光客獲得作戦

熊本県 ひらめや 椅子式に改装、高齢者も集まれるカラオケスナックへ販路拡大事業

熊本県 旅館有明荘 女性客、夫婦、家族客を増やす部屋環境ＵＰ事業

熊本県 大脇タタミ内装店 提案型インテリアトータルコーディネート事業

熊本県 浜本造船所 多用途ＦＲＰパーツの開発・業販・市販事業

熊本県 船辺商店 高齢者向け認知症予防惣菜の販売および宅配事業

熊本県 Ｙショップ荒木天草御所浦ＧＰ店 イートインスペースで集客力向上と購買機会の創出事業

熊本県 ホテルシーガル亭 ネットユーザー獲得のための「ＷｉＦｉ環境」整備事業

熊本県 海上タクシー大鵬丸 高齢者や障がい者の利用促進のための船体バリアフリー化計画

熊本県 海上タクシー宝盛丸 海上タクシー高齢者用安全対策強化による利用促進事業

熊本県 島田商店 高齢者向け加工食品の開発製造と販売事業

熊本県 温泉旅館水上荘 リピート率向上のための新メニュー提供と顧客満足度ＵＰ事業

熊本県 ＣＡＲＡａＣＡＲＡ
食の「本物の安全安心」でシニアアクティブの不安解消事業

熊本県 居酒屋元 地域事業者と連携した顧客獲得作戦！Webチラシ店舗改装で！！

熊本県 有限会社金子典生工房 関東・関西圏に向けた田舎暮らしコンパクト型住宅の広報活動

熊本県 土地家屋調査士松村事務所 業務内容の周知徹底と作業速度による顧客満足度の向上

熊本県 mammyclover（マミークローバー） ベビーマッサージを活用した少子化対策の情報サイト広報等

熊本県 有限会社岡本ﾎﾟﾝﾌﾟ店 なくそう買い物弱者！食料品部門強化による過疎化地域への貢献

熊本県 長濱商店 店舗改装で作業効率アップ！「新規顧客獲得作戦」

熊本県 万年石油株式会社 スポーツジムに整骨院を併設して新規顧客増加！

熊本県 有限会社ブルーグラス 観光客の獲得の為のＰＲ用つなぎ場作り

熊本県 ラーメン小龍 炭火焼から出る煙や匂いで不快感を与えない団体客収容の店舗改装

熊本県 しおなが酒店 自動ドア設置の店舗改装で競合店との差別化を図り、新規顧客獲得の販路開拓事業

熊本県 喜納整骨院 鍼灸部門の設立～多くの痛みに対応する治療院～

熊本県 24Service株式会社 居酒屋メニューのパッケージ商品化と顧客層の拡大

熊本県 株式会社Ｊ－ｂｏｔ Web遠隔サポートシステムの開発・拡販

熊本県 アーユルヴェーダセラピーMasaLa タッチパネルを活用した高齢者出張マッサージ事業の展開

熊本県 トヨダ体育教室 放課後の社会体育クラブの開講

熊本県 合資会社藤田商店 「川遊び家族連れ」「神社参拝客」に対する新規顧客開拓

熊本県 茶房凛 新規顧客獲得のための新規メニュー開発と顧客ニーズに対応する店舗づくり

熊本県 有限会社花唐符 地元原材料使用「手作り豆腐」を中心としたメニューの開発と販売拡大事業

熊本県 株式会社やまびこ旅館 お土産店新装による売店商品増売事業

熊本県 三宅建設 「木の切屑集塵設備」の導入による木工事受注の向上

熊本県 髪工房ＡＧＯアーゴ カツラ需要への対応による新規顧客獲得と販路拡大
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熊本県 カフェレストランRichTime 新規顧客取り込み

熊本県 旅館やまがや 「仁王立ちで叫びたくなる露天風呂を作りたい！」プロジェクト

熊本県 手打そば優心 日本一の優心ブランドへ第一歩！

熊本県 有限会社浅畑鮮魚 買物弱者のお客様に移動販売と御用聞きによる新鮮な魚の販売

熊本県 有限会社フタマド自動車 作業場を誘客・展示スペース等に改築することで来店ＵＰ

熊本県 有限会社田脇水産 ネット販売システムの構築と販促用ＰＲ

熊本県 マエダ住設 最新型診断機導入による配管不具合早期発見サービス事業

熊本県 山口商店 店舗改装による「コンセプトシューズショップ」化を図り、新規顧客の開拓を図る

熊本県 有限会社コーセイ 塗装ブース新設による鈑金塗装を施した中古車販路拡大事業

熊本県 アテン株式会社 視認性の高い看板設置による集客力アップ事業

熊本県 有限会社トータルファッションもり 来店頻度と客単価アップを図る店舗改装とネット販売システム構築

熊本県 有限会社カドオカ（民宿大漁丸） トイレの改装による女性客並びに団体客の更なる取り込み

熊本県 有限会社渡辺自動車 旧車のレストア事業による修理・販売促進の向上

熊本県 味千苓北店 ホームページの作成による新メニュー・新サービスの広報強化

熊本県 株式会社平家屋 郷土料理レストラン部門開設に伴う販売促進販路開拓事業

熊本県 竹下自動車 高齢者、女性にやさしい地域密着型カーショップへの転換事業

熊本県 有限会社田嶋電気商事 特殊印刷機導入による商号ロゴを用いた会社広報事業

熊本県 木のおもちゃスタジオNameLess レーザー加工機の導入による商品のオリジナリティ創造事業

熊本県 有限会社小田工務店 住宅受注を増加させるためのホームページの作成

熊本県 まるとく食堂 上映設備の設置による大会後の懇親会客の獲得

熊本県 平川建設株式会社 枠型工事に係るリース費削減事業

熊本県 有限会社武田蒲鉾店 外販部門強化のため外販用の移動式店テント購入による販売促進、販路開拓事業

熊本県 球磨サイクルセンター免田店 看板広告、暖簾広告による新規顧客の獲得と店舗改装

熊本県 平野技研 インプラント治療への参入による新規顧客獲得

熊本県 StudioGREAM 新規顧客開拓及び看板設置による店舗所在地の明確化

熊本県 株式会社ＫＹＯ－ＳＨiＮ ホームページと連動させたチラシのポスティング事業

熊本県 有限会社アライブ お客様動線の変化に合わせた店舗改装及び什器入替え事業計画

熊本県 有限会社せんだい 繁華街での歩行者の安全確保と広告宣伝を兼ねた電飾看板設置

熊本県 特産品専門店ひごや 新規顧客開拓のためのＤ／Ｍ（ダイレクト・メール）発送

熊本県 ＬＯＣＯＳ（ロコス） 創業時の弱点を克服して施工回転率を上げ収益の増加を図る

熊本県 株式会社菊陽タクシー オール電気自動車！エコタクシーの新規顧客開拓

熊本県 写真場なないろ 事業承継に伴うスタジオ利用拡大のための販路開拓広告

熊本県 パティシエヒロ 隣接空き店舗借用により弱点を克服し販路拡大につなげるＰＲ事業

熊本県 有限会社プエルタ 経営革新認定を目指したフットサル場の新たな顧客開拓

熊本県 Rproject合同会社 熊本初！飲干す無化調ラーメン県産品コラボ新商品開発広報事業

熊本県 株式会社ロードランナー バッテリーノイズキャンセラー事業の新規導入に伴うＰＲ戦略計画

熊本県 Hearplatz・Liebeリーベ美容室 家族向け新メニューによる販路拡大に伴う環境整備事業

熊本県 宮川時計店 老舗時計店のイメージ改良戦略による付加価値向上計画

熊本県 ブテックアミ 高齢者から孫までトータルファッション提案による販路拡大事業
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熊本県 民芸工房鉄石 日本の加工技術による阿蘇の火山溶岩陶板を世界へ販路拡大事業

熊本県 合名会社志賀食品 観光客をターゲットにした阿蘇カフェ販路拡大事業

熊本県 TRAILER（トレイラー） 手縫いのオーダーメイドオリジナルシャツによる販路拡大事業

熊本県 合同会社菓舗さとう 和菓子店の観光客向けＰＲとホテル施設へのコラボ菓子販促事業

熊本県 ラフィネファム（ＲＡＦＦＩＮＥＦＥＭ） 阿蘇発！おへそエステと酸素ルームのPRによる新規顧客開拓

熊本県 (名)長尾自動車整備工場 女性客及びファミリー層向けのショールームの改装

熊本県 合名会社大峰 看板新設による視覚的広告事業と低い陳列棚導入での店作り

熊本県 田舎とうふ店 店舗販売の売上を伸ばすための、駐車場整備

熊本県 森本金物店 お客様ニーズに応じた優れた本物の商品を的確に提案し売上拡大

熊本県 ゲストハウス阿蘇楽（あそら） 宿泊客のクレームと火山灰対応のためのエアコン完備

熊本県 るみ美容室 高齢者のオシャレをサポートする美容室顧客サービス向上事業

熊本県 阿蘇品時計店 安心・安全・快適なお店づくりと集客看板の設置プロジェクト

熊本県 美容室レ・ユニヨン 地域高齢者を支援する美容室の顧客満足度向上計画

熊本県 有限会社阿蘇丸福 阿蘇の名物特産品「丸福からあげ」販路拡大に伴う改装事業

熊本県 散髪屋さんＲＩＳＥ 地域密着型低料金で勝負する散髪屋の販路拡大事業

熊本県 有限会社パレメルヴェイユ 利益率アップのためのギフトの強化

熊本県 ビューティショップアップル 新規顧客獲得のためのホームページ制作と販売促進用のチラシの制作

熊本県 井手製菓 最新ラベルプリンターの導入による新規販路拡大事業

熊本県 ＲＯＯＭＳＬＡＢ株式会社 内貼断熱材と内窓サッシ取付による簡単省エネリフォーム事業

熊本県 マッサージセンターコスモス WEB・ﾁﾗｼ・DMを使い自社の強みを活かす新規顧客獲得事業

熊本県 冨山康公写真事務所 「ＷＥＢ動画コマーシャル撮影」による販路拡大事業

熊本県 ドッグスクールヴァベーネ 共通語トレーニングによる犬の吠える・咬むの問題改善１００％

熊本県 株式会社藤達 仮想店舗でお店に来れない人達に、美味しいフジイの唐あげの提供

熊本県 HAIRSTUDIOes 電光掲示看板によるサロンPR

熊本県 有限会社さつまや菓舗 新冷菓冷やしいきなり！郷土の和菓子をくつろぎの空間で味わう

熊本県 DC企画合同会社 ワンッタッチ開閉ごみステーション「クーくん」知名度向上事業

熊本県 株式会社KIC 3次元データ処理を強化することで、工事単価の向上を目指す事業

熊本県 株式会社禅閤 テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 かやのき 「熊本の地産地消にこだわり新鮮な安心・安全な食材」のＰＲ事業

熊本県 有限会社イースペース おふくろの味再発見！店舗の清潔感向上による新規顧客獲得！！

熊本県 株式会社Raibridge 高齢者、障がい者を元気に！医療保険適用の訪問マッサージの周知

熊本県 有限会社ＳＴＡＲ “小学生対応コートで始めるテニス”

熊本県 CHiLLBEATS(チルビーツ) 周辺地域住民への周知強化とNET活用での県内外の新規顧客開拓

熊本県 株式会社なるほどゼミナール 新たな顧客層の取り込みを狙うチラシの作成と配布

熊本県 アスカ建装株式会社 一緒に塗ろうキャンペーン、エコポント活用塗り替えなどの新規塗装法の販路拡大

熊本県 麺舗ゆきやぎ 新規顧客獲得と販売強化を目的とした販促ツールとパッケージの開発

熊本県 有限会社双葉寿し Ｇｏｏｇｌｅと新商品提案による老舗寿し店の販路開拓事業

熊本県 株式会社瑞恵 バリアフリー化で外食機会を増やす！店舗リニューアル事業

熊本県 株式会社電気プラザなんば お年寄りの生活から身体と心の不安まで解消！地域のパートナー店
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熊本県 ファーストファーム 医療介護分野における加算治療として活用するアクアセラピーの推進事業

熊本県 合資会社中村製粉 野菜パウダーの開発及び販路開拓

熊本県 住本商店 野菜の粉末を使用した銅銭糖の開発及び販路開拓

熊本県 有限会社はな銀 既存顧客満足度向上と新規顧客獲得のための店舗改装

熊本県 hairmakestudio-TAO- 美容室とカフェの相乗効果を出すための広告活動

熊本県 株式会社井本工務店 住んで健康になる住まい「びおハウス・カナデル」発信事業

熊本県 株式会社鏡市場 生産農家の得意先獲得拡大と地方（卸問屋・畳店）の新規顧客獲得事業

熊本県 パナランド犬童 販路拡大による新規顧客獲得知名度アップ事業

熊本県 山本豆腐店 地元産大豆を使った新商品の豆腐づくりとファンづくりで販路拡大

熊本県 合資会社今村海苔店 直販強化による初摘み海苔商品のＰＲ・拡充拡販

熊本県 膳家小山 広告宣伝による知名度アップと販路開拓

熊本県 合同会社Ｋクローバー 在宅認知症患者向け服薬管理装置の開発

熊本県 ナニワ理美容室 設備改装による販路開拓事業

熊本県 株式会社CarShopShinonome 車で困った時のお助け隊「カーレスキュー氷川」ＰＲ事業

熊本県 有限会社Ｐｒｉｍｅ１ 相続問題に特化した終活セミナー事業

熊本県 佐藤農園 食育のプロが生産・販売する有機JAS玄米販路開拓事業

熊本県 有限会社南部志賀工務店 自社工法のPR強化による販路拡大事業

熊本県 有限会社田中建設 建築部門の販路開拓に係る事務所イメージアップ事業

熊本県 民宿・農家レストラン山の里 徹底した品質管理による熊本市内における販路開拓事業

熊本県 有限会社奥阿蘇の宿やまなみ 自社PR強化による外国人観光客獲得事業

熊本県 うぶやま山野草園 販売機会のロスを防ぐ店舗改装事業

熊本県 うぶやま馬あそび陽なたぼっこ 顧客満足度向上の為の見学エリア設置事業

熊本県 有限会社マルヒロ・エム・ジー ＭＧ空港駐車場ＨＰ・チラシ作成による新たな集客向上

熊本県 大仁田オートサービス 大径タイヤ対応の機器導入による販路開拓

熊本県 藤川酒店 店内トイレ設置、看板＆店内蛍光管ＬＥＤ化改修事業

熊本県 山田農場 黒豚の放牧柵設置に伴う体験型観光農場化事業

熊本県 DesignHeart 水墨画教室の開始及び会社ＰＲに向けた新事務所の設置事業

熊本県 Breathhair 癒し空間提供美容室としてのイメージとブランド力アップ事業

熊本県 合資会社七福醤油店 くまモンを活用した醤油の新容器開発によるの熊本・小国PR事業

熊本県 有限会社木郷滝自然つりセンター 喫茶メニューを取り入れ食事客以外の利用促進と単価ＵＰ

熊本県 氷川ワークス ジムニーに特化した部品製作販売による新規顧客獲得事業

熊本県 おしゃれサロン甲斐理容室 トイレのバリアフリー化とサービス向上に向けた営業展開策

熊本県 株式会社ひばり工房 高齢者のためのやさしいカフェ設立事業

熊本県 有限会社みつみや 人と人との繋がりをコンセプトにした新店舗による売上拡大事業

熊本県 ビアホール＆DiningBAR火縁 市場拡大、新規顧客獲得の為、広域な飲食店向け広告媒体を使用した売上増加事業

熊本県 旬魚菜華ふる巣 小上がりへの掘りごたつ設置による売上促進

熊本県 株式会社晶栄 分析強化・仕事予約システム構築とWEB活用による販路拡大事業

熊本県 有限会社託麻葬祭センター 託麻しく健康一番まちづくり「運動」で高齢者長寿のお役立ち事業

熊本県 ソウルズベリー 「ナシ婚」カップルの常識を覆す低予算「結納婚」提案事業
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熊本県 株式会社アド・テック アフィリエイト販促サービス事業

熊本県 家庭教師のジェイフレンド ホームページリニューアルによる家庭教師派遣の新規顧客獲得

熊本県 大衆酒場幸村商店 2階を活性化させる事による女性及びファミリー客拡大事業

熊本県 山川工業 完全手作り天然素材100％の漆喰・土壁による下請けからの脱却

熊本県 有限会社小出忠新聞店 新規顧客開拓の為の、主に若年層対策としたホームページとミニコミ紙の刷新

熊本県 有限会社三協印刷 新規特殊印刷機導入による、新規顧客確保及び地元小規模事業所との共生

熊本県 有限会社小幡環境サービス 新事業の周知および、新しい顧客拡大

熊本県 株式会社バーニー＆バーニー 地方創生を目指した菊芋粉入りアイスクリームと飴玉開発

熊本県 空港グラウンドゴルフ場 高齢者にもわかりやすいチラシ作成とHPによる若者層の需要を喚起

熊本県 株式会社サンテル 障がい児の放課後等デイサービスの新規利用児獲得・店舗拡大計画

熊本県 農事組合法人下村婦人会市房漬加工組合 下村婦人会のホームページ開設による新規顧客開拓

熊本県 イナダ有限会社 食べても健康！「食用いぐさ」の販促物制作とＰＲ事業

熊本県 株式会社to-too-to WEB予約管理・社内分析システム構築による販路拡大事業

熊本県 スマート予備校有限会社 新規顧客の開拓と商圏の拡大を狙うチラシの作成と配布

熊本県 株式会社裕企画 康と美を求める女性高齢者の取り込みによる売り上げ拡大

熊本県 BLANK 女性客の取込と充実した快適空間を提供することによる販売促進

熊本県 炭焼屋阿呆鳥 集客力を高める為の店舗改装

熊本県 株式会社ルイズ ウオーキング愛好者向けアパレル商品開発のための調査事業

熊本県 株式会社H&Sプロモーション 合志市でのヘルスケアビジネスPRと事業参加者募集事業

熊本県 株式会社Ｃ・Ｅ・Ｓ 工法技術の見える化を目指した展示ブースの設営と広告

熊本県 株式会社レイＤＡＮＣＥ 経営負担軽減の為の同業者へバレエ衣装のレンタル業務

熊本県 美容室スキップ 店舗イメージの向上と新しい事業展開の広告ＰＲ

熊本県 有限会社植田工務店 お客様の理想を確実にする顧客満足度向上おもてなし事業

熊本県 有限会社天慎 販路拡大の為のテイクアウト用・贈答品用構築事業

熊本県 らーめん大福 天草ちゃんぽんを日本一に！！

熊本県 植田自転車本店 「あったかいんだから」と感じて頂ける集い楽しめ機能的な店づくり

熊本県 松尾畳店 い草生産日本一をＰＲし販路拡大につなげる

熊本県 居酒屋ダイニング魚家まさき 仕入れ情報をリアルタイムに発信、女性も行きたくなる居酒屋事業

熊本県 乙姫屋 離島を活かした新事業と島内の見守りでの販路開拓事業

熊本県 若松屋旅館 ターゲットを絞った販路開拓事業

熊本県 株式会社マルマサ浜田鮮魚 「南国サーモン」を目玉とした、インターネットによる販路開拓

熊本県 創作菓子工房アローム スイーツマニアやこだわり志向の心を掴む販路開拓

熊本県 株式会社ログキャビン剣 モデルハウスとカフェ空間の融合で実現させる販路開拓

熊本県 緑石堂 店舗への展示ギャラリー併設と印鑑工房のオープン化

熊本県 あっぷるぐりーん 無塩・減塩・食物アレルギー対応生食ベーコン開発事業

熊本県 託麻薬房 来店したくなる様な顔の見えるウエブ活用した漢方薬店に変身

熊本県 そらな接骨院 『ホームページで新規開拓、情報発信』

熊本県 ランドマークアー 新感覚ドレッシングの販売による、新たな顧客の獲得

熊本県 レストラン&バートミーズ カントリーライブ再開とピザデリバリー開始による顧客開拓事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）4/5

熊本県 カームヘア 顧客管理システムの導入による販路開拓事業

熊本県 株式会社冨永教育経営研究所 自社開発教材のＰＲ並びに新教材開発による販路開拓事業

熊本県 ユニバーサルシステム株式会社 「メディアラウンジ」におけるSIMフリースマートフォン販売促進事業

熊本県 有限会社大盛堂 顧客サービス向上のための看板設置と店舗入口のバリアフリー化

熊本県 株式会社葉山 素材と味で勝負の新店舗出店の為の準備と広報事業

熊本県 ブライトガレージ 展示場設置に伴う販売拡大

熊本県 株式会社MSフューチャー 短時間通所介護の利用者獲得

熊本県 株式会社いそだファーム 夏季の生産能力増強で有望な大手量販店の直売所を抑える！

熊本県 有限会社ガレージ・イン 新事業で販路開拓・短納期・ワンストップサービス提供

熊本県 スペンド有限会社 終日、天草を楽しめる新たなレジャースポット構築事業

熊本県 宮下商店 土産品試食軽食販売コーナー設置による天草食文化の発信

熊本県 有限会社オカベ 看板設置による本社屋周知と新高付加価値商品の宣伝

熊本県 有限会社マルユー メンテナンス（修理台数）向上計画

熊本県 有限会社よしおか 生涯顧客の獲得を目的とした、フォトウェディング事業

熊本県 株式会社パストラル 自社サイトのブラッシュアップによるブランドの向上および上質顧客の開拓

熊本県 古閑自動車整備工場 整備事業及び新事業による販路開拓

熊本県 笑家 ランチの中核となる商品の開発及びテイクアウト商品の開発

熊本県 cafépopolus 3種の広告媒体（ＨＰ・看板・チラシ）による新規顧客獲得事業

熊本県 藤本和想建築 一般向けの古材販売促進及びリフォーム、新築の新規顧客の開拓

熊本県 自家焙煎珈琲市場 カフェ及びコーヒー豆販売にかかる店舗改装等事業

熊本県 アニマルライフロングケアー株式会社 動物介護施設の新サービスに関するクロスメディアマーケティング

熊本県 西原カーテック ATFチェンジャー・専用キットの導入

熊本県 株式会社うぶやま 売上増加を目的とした商品の鮮度保持の為の大型テント設置

熊本県 園田農林株式会社 ホームページによる自社農産品・特産品販売事業

熊本県 浩工業 地元ならではのアフターケアも完璧、高齢者向け造園・庭のメンテナンス事業の実施

熊本県 石田鈑金 LED対応のヘッドライトテスターの導入による顧客拡大

熊本県 中央タイヤサービス 超大型ダンプ専用油圧ジャッキ導入による出張タイヤサービス

熊本県 有限会社不知火薬局 超地域密着型通販事業！企業間連携による買物弱者対策

熊本県 割烹さかぐち 山で海鮮！地域初！田崎市場直送特製海鮮丼のブランディング事業

熊本県 御宿山屋 統一ブランドデザインを活用したブランディングとＰＲ活動

熊本県 真秀の郷 観光客の獲得！看板・暖簾・ＰＯＰ・保温器導入による加工場革新

熊本県 砥用タクシー 高齢者・子育て世代集客アップ！トイレ改装とタクシーＰＲ大作戦

熊本県 有限会社カットスペースユウジ ターゲットを絞り込んだ顧客獲得のチラシ配布事業

熊本県 丸重チキンハウス テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 株式会社ヘアー＆ブライダルローズ 高齢者に優しい美容室づくりと訪問カット等の実施及びその広報事業

熊本県 小麦亭 観光客の獲得へ向けた店舗づくり

熊本県 有限会社クラフト 新商品の開発・PR

熊本県 株式会社よいば 居酒屋店内、和風空間演出で集客力ＵＰ！

熊本県 ＣＡＲＥＯＦＬＯＲＩＳＴ 生花販売による地域顧客の囲い込み販路開拓
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熊本県 有限会社アクテｲブクリエート 自社ホームページ開設によるお客様との接点強化

熊本県 有限会社たけうち とうふの味噌漬け品質向上及びとうふの醤油漬け新商品開発

熊本県 ひかわ整骨院 体幹コアトレーニング教室等の開催による新規顧客開拓およびＰＲ事業

熊本県 なかじま動物病院 動物支援センター設立ＰＲおよび新規顧客獲得事業

熊本県 ミヤザキファーム 「宝石とまと」の認知度向上による新規顧客獲得事業

熊本県 酒喰道場ごちごち 新聞広告と電子看板のダブル効果でランチ営業の新規顧客獲得事業

熊本県 合資会社佐野トキ商店 創業以来初の商圏拡大へ挑戦！安心を届ける非常灯マグネット配布

熊本県 櫛野商店 手づくり釜茹で豆腐屋の長期休業復活を伝える店舗外装看板改修

熊本県 株式会社Ｔ・Ｎ・Ｇ 山林所有個人向け間伐木材売却還元新サービスのＰＲと生産性改善

熊本県 株式会社肥後茅葺屋根工事 販促用サンプルカタログ作成で西日本エリアへ販路開拓

熊本県 かあちゃん弁当 弁当・惣菜の新メニュー考案と厨房内の改築・設備導入で販路開拓

熊本県 株式会社エザキ 木工商品を知って見て触って買ってもらうための多角的広報新戦略

熊本県 メゾンキコリ ホームページの新規制作による不動産の契約増加及び新規顧客獲得

熊本県 有限会社村﨑葬儀社 葬儀事前相談サービス提供による新規顧客獲得事業

熊本県 ＲピットＨＯＮＤＡ 地域初！一般個人に対応した農機具レンタルサービスのＰＲ活動

熊本県 神谷行政書士事務所 高齢者向けちょっと立ち寄り遺言相談所のＰＲ事業

熊本県 はら美容室 弱酸性美容の周知と設備導入による顧客満足度向上事業

熊本県 株式会社ＳＶＣ 観光地として飲食店で人を呼べる店舗づくり並びにＰＲ事業

熊本県 焼き鳥うまかや 高齢者向け柔かい餃子等安心して食が出来る商品開発に伴うＰＲ事業

熊本県 水の守り人株式会社 熊本県菊池市の水のペットボトル新商品の試作品と販路構築

熊本県 祐匠建 地域密着型総合リフォームによる顧客満足度の追求と認知度強化

熊本県 有限会社未来ファクトリー ＰＳ材エンボステープの開発・販路開拓のための附帯設備新設

熊本県 坂本商店 高齢者及び１人暮らし者に特化した酒類・日用品の配達事業

熊本県 田代こめや 日本酒醸造用の米である山田錦の契約栽培による販路拡大

熊本県 有限会社マヤ美容室 リピーター、新規顧客獲得を意識した看板設置

熊本県 宮崎塗装 都会の人に素晴らしい塗装技術をアピールするためのHP作成事業

熊本県 ブティックたかなが 美と若々しい装いを応援するトイレ改修と店舗リフォーム

熊本県 肥後ばってん堂 流失顧客を呼び戻すためのパテシエと連携した新商品の開発

熊本県 杉の家 心安らぎ軒下風オーニング

熊本県 有限会社佐敷瓦工業所 屋根工事スペシャリストとして瓦工事附帯事業の一般個人へのＰＲ

熊本県 株式会社林田自動車 高性能スキャンツールの導入で整備範囲の拡大

熊本県 CARREPAIRSAITOU株式会社 整備効率向上と販路拡大のためのリフト設備導入

熊本県 スーパーケント ＬＥＤ電光掲示板設置で無料配達のアピール

熊本県 YouPC 創業に伴う周知及びサービス拡張事業

熊本県 株式会社雲回堂 土壌や芝生の再生事業の販路開拓のためのPR事業

熊本県 有限会社てんぐや ルアーフィッシング分野強化に伴う店舗改装

熊本県 株式会社ＫＡＷＡＴＳＵ 電子入札システム導入よる経営審査ランクＵＰ！企業力ＵＰ！

熊本県 斉田商店 高齢者顧客の満足向上のためのトイレ改装

熊本県 らと 新商品開発に伴うパッケージ製作等及び店舗改装による店舗販売売上の拡大
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熊本県 有限会社岩本アルミ建材 お客様への即時対応力の強化及び新規顧客開拓を図る事務所のショールーム化事業

熊本県 有限会社よしのや菓舗 洋風松風の開発・販路開拓

熊本県 ついんスター 快適で優しい店舗づくりと、上質な包装による新規顧客の獲得

熊本県 有限会社あじまん 店舗改装と店舗イメージのリニューアルで集客率向上

熊本県 岩永醤油合名会社 創業１００年の醤油工場見学と特産品販売拡大

熊本県 有限会社野坂屋旅館 「こだわりの料理を提供できる宿」情報発信事業

熊本県 田舎工房 インターネットを活用した「芦北の食」発信事業

熊本県 麺処大福 設備投資で効率アップ！ラーメン通の満足度をあげ認知度アップ！

熊本県 有限会社綱田牧場 こだわりの素材を使ったおいしいソーセージの開発

熊本県 味千ラーメン御領店 働く女性のためのテイクアウト商品の開発とＰＲによる顧客獲得

熊本県 市房観光株式会社 ホームページリニューアルによる情報発信と集客数の増加事業

熊本県 有限会社福本設備 住宅リフォーム工事の新たな顧客獲得事業

熊本県 有限会社八反田商店 女性客をターゲットとした洋式トイレへの改修

熊本県 合同会社パワーオートボディー 各種ＳＮＳと連動したｗｅｂ集客

熊本県 コロッケの店みふね 店内の収容数増加策の実施と飲食環境の改善

熊本県 有限会社宮本車輌工作所 ハイブリット車診断工具の購入とＤＭの発送及び自社視認性の向上

熊本県 グッド・プロジェクト株式会社 新商品開発と収益性を高める為のデータ分析と新規顧客開拓

熊本県 有限会社ながもと LED照明と商品表示に使用するラベルプリンターの導入

熊本県 やまもと 外壁塗装で光熱費削減、顧客満足度向上事業

熊本県 やさしい整体FOREST オーダーメイド・インソール製作など足部のトータルケアの開始
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大分県 カットハウスサトー 最新の遠赤外線促進機の導入による、高い付加価値の提供

大分県 瓦藍洞 高齢者向けのお弁当等の宅配サービス

大分県 株式会社グリーンエルム シダ植物の新たな育成環境、新たな販路開拓により全国展開へ

大分県 志手商店 店舗・陳列レイアウトの改修による新規顧客獲得事業

大分県 有限会社利行建設 「医師が薦める本物の健康住宅」の認知度向上と普及活動

大分県 くにさき農未来 国東産無農薬米とその加工品の販売拡大事業

大分県 有限会社ヤマク海産 自社専用段ボール包装の制作による経費削減と売上向上計画

大分県 神力水産 「おすすめ干魚セット」の開発による新規顧客獲得と売上向上

大分県 河野みふね 販売拠点整備による加工食品の増産体制の構築事業

大分県 有限会社ホーム建装 チラシ、ＨＰ、ＤＭ・ポスティングによる販路拡大

大分県 有限会社ワイワイ 来客数増加計画に伴う店舗改装

大分県 渡邉食品企画 パッケージリニューアルと試食ＰＲ・商談会出店による販路拡大事業

大分県 有限会社小川商店 干物メーカーにしかできない「イリコのごまだし」製造による販路拡大

大分県 株式会社トーヨーフロンティア ＨＰ・パンフレット・ステッカー作成による新規顧客獲得事業

大分県 平田金物店 ペレットストーブ普及推進事業

大分県 有限会社橋本書林 高齢者にやさしいユニバーサルデザインを取り入れたお店づくり

大分県 渓流の味たなべ 魚嫌いの人でも食べられる自社養殖ヤマメ料理店の広報活動

大分県 宮脇泰生園 スマートフォン専用のＨＰ製作による個人販売の強化

大分県 鮨駒 「上浦本まぐろ」を用いたメニューの提供・販路開拓

大分県 大分仙人源流椎茸 セット販売による販路開拓

大分県 蛍茶園Tenjiku 熟成ほうじ茶・蜜香紅茶を中心にした新商品の製造・販売

大分県 坂本製材有限会社 森林資源のカスケード利用強化事業

大分県 手よせ豆腐卯の花 調理場整備による新商品開発事業

大分県 角ちゃんの三星 店舗レイアウト（テーブル・椅子）の変更による収容人数増加による売上増加を目指す

大分県 株式会社おづる湧水茶屋 ＨＰ開設による店舗情報の発信とオリジナル醤油のネット販売、及び広報事業

大分県 渡部産業 スポーツ合宿受け入れ事業

大分県 戸髙勝則 個人よりの立木仕入増による売上向上及び安全対策で作業効率向上

大分県 有限会社ことことや 湯布院の朝食を提案する為のジャム専門店の店舗改装

大分県 縁の里 ～庄内町の元気の拠点～絆をつくる場の創出と広報戦略

大分県 宇都宮モータース 高性能スキャンツールの導入による高度な整備工場への構築事業

大分県 有限会社こやめがね 店舗のバリアフリー化（店舗入口の段差解消、店舗入口改修工事）

大分県 松風 自社PRのための看板設置並びに商品パッケージの変更

大分県 有限会社オータニデンキ 高齢者向け特殊商品のＰＲ事業

大分県 有限会社小笠原モータース 自動車工場による農機具分野への販路拡大事業

大分県 株式会社荒巻商店 自社ＰＲによる水回り事業の一般顧客開拓

大分県 有限会社福田林業 地元産材（間伐材）を活用した玩具・特産品のパッケージ開発事業

大分県 有限会社紙ふうせん 中高年新規観光客呼び込みのための店舗環境作り

大分県 カレーハウスいまむかし 商品開発による新たなメニュー提案と顧客満足度向上事業
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大分県 有限会社富松建設 ３Ｄソフトの導入による完成イメージの共有による提案力の強化と業務効率化

大分県 有限会社パルスゴトー 高齢者にやさしい安心・安全な店舗づくり

大分県 多田銃砲火薬店 有害鳥獣捕獲駆除のプロを育てる「ハンター育成サポート」事業

大分県 森のｃａｆｅゆるり 集客力を増すためのウッドデッキ等設置事業

大分県 有限会社髙柳自動車整備工場 店舗イメージアップと新サービスでお客様満足度向上事業

大分県 松田衣料品店 顧客の高齢化に対応した店づくり

大分県 株式会社松山堂 イートインを誘発させるための実演と食品表示法改正に伴い表示シール機設置事業

大分県 底曳網漁専門遊漁船金正丸 大分県初の観光底曳網体験事業のＰＲによる顧客獲得事業

大分県 有限会社佐藤呉服店 国東の七島藺を使った工芸品の新商品試作

大分県 株式会社ガリレオレーシング 周辺施設と連動した広告宣伝用のパンフレット、ポスター作製

大分県 株式会社Ｅｉｎｅ オリジナル包装紙、箱、紙袋の作成とホームページの開設

大分県 園田隆酒店 看板の新装による新規顧客獲得

大分県 門前茶屋のどか。 自家製小豆を活用した看板メニュー開発事業

大分県 有限会社豊前海 ファサード改良とクロダマルを使った新商品開発

大分県 株式会社吉野 観光客へ「塩からあげ（テイクアウト商品）」の周知看板設置による売上増加事業

大分県 真の健康舎 海外展開に向けた新パッケージ制作及び新型石鹸の開発事業

大分県 有限会社花びし 看板及びパンフレットによる店舗集客数アップ事業

大分県 ハッピーアートカンパニー
動画等、ビジュアルに訴えた宣伝ツール制作による販路拡大

大分県 つたや お饅頭の「つたや」店舗改善とブランドづくりによる販路拡大

大分県 富来茶屋 ムクナ豆商品の開発及び健康茶の販売拡大

大分県 こだま亭 広報媒体（チラシ・看板等）の作成による店舗ＰＲ作戦事業

大分県 ヘアースペース大島 店舗のバリアフリー化による既存客の囲い込みと新規客の獲得

大分県 有限会社大分ファーム 六次産業化で開発した新商品のＰＲ事業

大分県 民宿いとう 施設改善による新規顧客獲得計画

大分県 田辺海産 販路拡大に向けた工場の改装計画

大分県 株式会社草庵秋桜四季工房 湯布院町湯の坪街道内において、ピクルスの専門店舗の新規オープン

大分県 有限会社両子河原座 コスプレイベントによる両子河原座魅力再発見プロジェクト

大分県 柳家 観光客向け簡易茶道教室による店舗集客・売上拡大事業

大分県 有限会社高橋青果 地域一番店スーパーへのインショップに伴う新規顧客開拓事業

大分県 有限会社川中薬局 カウンセリングサービスと自然薬ＰＲによる新規顧客獲得事業

大分県 合同会社漁村女性グループめばる 金属探知機導入とパンフレット製作による販路拡大

大分県 理容ハイライト 女性をターゲットにした新規サービスの周知、PRについて

大分県 牟禮鶴酒造合資会社 豊後大野市内で牟禮鶴の認知度をあげ、沢山飲んでもらうぞ！

大分県 有限会社大津留商店 買い物困難な高齢者宅への宅配事業

大分県 cutroomCOCOA 美容室の「おもてなし」の拡大による顧客満足度向上と新規顧客獲得事業

大分県 有限会社三郷電設 新鋭機器の導入による新規事業の立ち上げ

大分県 青の郷 青の郷サイクリング事業（飲食メニュー＋自転車レンタル）

大分県 有限会社カーファクトリーアライ 車輌展示場建設に伴う販路開拓事業

大分県 ショッピングあだち 惣菜コーナー強化による購入点数アップ計画
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大分県 有限会社湯地建設 新規読者獲得による商圏内シェア率アップ及び顧客満足度向上計画

大分県 吉良工芸 展示場開設に伴う新規顧客獲得のための販売促進

大分県 藤栄建設株式会社 特殊樹脂入りモルタルを使った路面整備事業への新規参入事業

大分県 ヤナイ電装 主要電装品のリンク品導入による新サービスの提供で販路拡大事業

大分県 有限会社上野屋 炭酸温泉を活用した新商品「炭酸温泉うどん」開発とＰＲによる新規顧客の獲得

大分県 洋風居酒屋Barjunneバルジュン
湯布院産食材を使用した炭火焼ステーキ＆サラダランチバイキング

大分県 お食事処ほあし 『ほあし食堂』から『串揚げ帆足』へ新メニュー投入による新規顧客開拓事業

大分県 eMエム（理容エトウ） 育毛の提案から生まれる「お客様の笑顔つくり」＝「笑む」

大分県 有限会社堀田産業 乗用雑草刈車の導入での作業能力強化による受注拡大事業

大分県 ファミリーショップ日高 高齢者の栄養バランスを考えたお惣菜の販売計画

大分県 安部水産株式会社 「野沢菜梅ちりめん」の改良とシリーズ化計画

大分県 蒲江ごとう製麺 店舗外装の改善と客席数増による売上向上計画

大分県 しのはら美容院 顧客満足度向上と新規客開拓

大分県 有限会社川田電気商会 太陽光発電システムメンテナンスを核としたＢtoＣ事業の推進

大分県 ＬｕｖｉＧ（ラビッグ） ブランドコンセプトの明確化による新規顧客の開拓・会員化

大分県 株式会社ＲＥＣＯＴＥＫ 自社ＷＥＢサイトを構築し、自社のアピールと中古装置拡販を目指す

大分県 食事処松樹 観光客向け目玉商品開発による新規顧客開拓事業

大分県 有限会社マルカ農園 トマトのブランド価値向上と新規顧客市場開拓

大分県 天瀬水道 新規顧客拡大のためのメンテナンス事業

大分県 井上鉄工 家具・リフォームの常設展示場を設けることによる売上増強事業

大分県 広津留塗装 温風塗装機の導による安心施行とチラシによる売上拡大事業

大分県 しらす料理の豊洋丸 しらす漁師がつくる本格石窯ピザによる売上拡大

大分県 村康板金工作所 自社板金技術の展示・営業用トレーラーハウスの作成

大分県 リフォー夢さかい 販売促進のためのショールーム開設事業

大分県 衛藤モータース 電子制御診断機導入による信頼性向上に伴う新規顧客獲得事業

大分県 有限会社オガタ 地域の人材発掘と来店客数の増強、事業展開の取り組みと宣伝力向上

大分県 株式会社浅野建設 古民家・町屋再生活用プロジェクト

大分県 株式会社梶原畜産 加工所の整備による直販事業への取り組み

大分県 一期一会 高齢者の膝腰に優しい和室の椅子対応事業

大分県 有限会社橋本商店 ガス検針を利用した住宅リフォーム御用聞きサービス

大分県 有限会社ﾍﾟﾝｼｮﾝきのこⅡ世号 スマートフォン用ＨＰ作成による顧客獲得計画

大分県 有限会社久住ワイナリー ワイン増産に伴う宣伝広告活動の強化事業

大分県 エステサロンConifer エステルームの充実強化によるお客様満足度向上事業

大分県 庭友 自社ブランド肥料の事業化及び作業効率化による売上向上事業

大分県 有限会社菅原自動車 設備一新による地域密着の広報営業活動で販路開拓事業

大分県 有限会社磯武 催事等での人気商品及び新商品販売のための設備の購入

大分県 伊藤米穀店 地元の米を贈答用として売り出すための取り組み

宮崎県 株式会社岡田商店 乾椎茸を加工した新商品の開発と、商品のＰＲ活動

宮崎県 Ｂ＆Ｂ浮き雲 再利用宿泊施設の新規顧客獲得に向けた施設改修・補修
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宮崎県 パンマルシェ ブランド力向上による販路拡大事業

宮崎県 hairTIIDA カウンセリングスペース設置によるヘアケア商品等の販売促進事業

宮崎県 ログ工房ELCAMPO 利用価値のない木材（山地残材・間伐材）を有効利用した薪販売システムの構築

宮崎県 エーワイワークス 新規顧客開拓の為のホームページ作成及び見込客の開拓

宮崎県 有限会社ライフヨシクラ 新設する体験型料理教室の運営による販路拡大事業

宮崎県 食の里五郷 売上向上のための販売促進戦略

宮崎県 江口板金工業株式会社 自社専用積算ソフトの開発でスピード対応可能な顧客開拓事業

宮崎県 有限会社光栄建設 高千穂産そば粉の製造と販路拡大による雇用創出事業

宮崎県 (資)久保自転車店 ゆとりある作業空間の創出と円滑な顧客対応の実現

宮崎県 株式会社英楽 商談会参加による６次産業化商品の販路開拓と商談会用パッケージ作成

宮崎県 株式会社安田薬局 来店しやすいバリアフリー店舗と連動した駐車場新設整備

宮崎県 かねまるフローリスト 空きスペースを活用したフラワー教室の開始と店舗空間の整備

宮崎県 オークス 色彩豊かな可動式テントの設置による集客力向上事業

宮崎県 瓦田瓦店 築２０年以上の個人住宅をターゲットとした瓦屋根工事の新規開拓事業

宮崎県 マーブルヘアラボ オリジナル看板やキャンペーン広告でお店のファンづくり事業

宮崎県 CAMU・CAMU工房 審美歯科に係る保険適用外被せ物製作器械導入による売上増加事業

宮崎県 有限会社小春荘 結婚式の新ブランド「Coharu」の立ち上げとＰＲ

宮崎県 スピードハウス野口 「田んぼに駆けつけます！安心のタイヤ出張修理サービス」の確立

宮崎県 中西牧場 ホームページの変更、充実

宮崎県 お好み焼たっぺ テラスの有効活用と雨対策整備による顧客増加対策

宮崎県 有限会社清和自動車整備工場 ＥＶ車販売及び関連サービスの開発・提供による新規顧客開拓

宮崎県 有限会社ウッドライフ中島 次世代型断熱材の認知度向上に向けた販路開拓

宮崎県 建築総合プレゼンテーションPLUS フォトモンタージュ技術の精度向上と販路拡大

宮崎県 ゲストハウス静穂 顧客満足度向上のためのゲストハウス静穂の客室等改築事業

宮崎県 タイヤショップえとう 高齢者が安心して使える水洗トイレ設置事業

宮崎県 スナックキッズ 店内一部区画の改修による顧客負担軽減と導線の確保

宮崎県 株式会社日豊 ホームページ新設と営業ツール作成及び最新汚水バキューム導入

宮崎県 牧野鉄工 金属加工の精度向上と短納期化を目指した新設備の導入

宮崎県 レインボー運転代行 国道からの訴求効果を高めるための事務所看板の作成及び設置

宮崎県 アークコミュニケーション ＤＭ等の広告媒体を活用したパソコン出張サポートサービス販路拡大事業

宮崎県 ばあちゃん本舗株式会社 生産者の顔がみえる「飛び出すメニュー」とウェブサイトの開発

宮崎県 アイショップ吉田 顧客誘引のための「手づくり・修理工房」の設置

宮崎県 ひさなが 高齢者向けテーブル設備の新設によるファミリー客獲得事業

宮崎県 石川工業株式会社 ホームページ作成による「宮崎産紅色すし酢」の販路拡大事業

宮崎県 中園本店 パンの生産拡大と新商品の開発

宮崎県 ファッションハウスいまむら 秘境観光地の新商品開発・販路開拓

宮崎県 國部板金工業 ワンストップ建築板金施工の広告媒体による販路開拓への取組み

宮崎県 株式会社新生工業 工業用製品焼付け塗装分野の受注先拡大による販売促進事業

宮崎県 大山食品株式会社 工場見学を活かした直売所新設による自社商品の販路拡大事業



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金　審査採択結果一覧表（第2次受付分）5/5

宮崎県 十字屋 店頭改善と地元産ごまを使った新商品開発による販路開拓

宮崎県 有限会社ハウスクリエイト フッ素樹脂コーティング事業の新規販路開発

宮崎県 有限会社プラスパピュール 40年継続してきた「自動車クリーニング」の新たな販路開拓事業

宮崎県 甲斐輪業商会 ポスティング・折込による顧客掘り起こしとリフト導入による作業効率向上

宮崎県 おせりの滝ドライブイン トイレバリアフリー化で高齢者等の利便性向上による集客力アップ

宮崎県 笹木野いちご園 地元産野菜を利用したドライゼリー、野菜パウダー、ピューレ、ドライフルーツの開発

宮崎県 こびき亭 高齢者・単身世帯向け少量惣菜の販売

宮崎県 岡田モータース HPを活用したオートバイの整備技術の発信と部品・用品の販売

宮崎県 株式会社岩下建設 子育て世代をターゲットにした事務所改装

宮崎県 株式会社コンセプト 県外・町外からの来町者へ販売促進のためのホームページの作成

宮崎県 森永牛乳新富町販売店 新規顧客開拓・宅配事業拡大のための業務委託及びノウハウ吸収

宮崎県 株式会社イマムラ 展示スペース拡充による来店客の増加と受注率・客単価の向上

宮崎県 森永牛乳高岡販売所 健康志向を高めるミニイベントの開催と連動した新規顧客開拓事業

宮崎県 ますだ薬店 女性向け健脳講座開催による集客向上及びＨＰ作成による販路拡大

宮崎県 フェニックス通商有限会社 ３Ｄプリンターの新規販売事業

宮崎県 有限会社ＡＫＡＺＡＷＡ 都農町内高齢者・買い物弱者対策デリバリーおよび地域見守り事業

宮崎県 有限会社前田燃料店 住宅リフォーム展示相談会の開催による新たな販路開拓

宮崎県 ゆうきカウンセリングルーム 新規販路開拓と店舗移転によるオープニングキャンペーン

宮崎県 株式会社黒木電器商会 明るくきれいな店舗演出による新規顧客開拓

宮崎県 有限会社渡邊酒造場 「本格焼酎」国内及び海外販路開拓への取り組み

宮崎県 Vege8 ECサイトのレスポンシブル化とパッケージデザインの導入

宮崎県 アヤポート 自然派ワイン周辺設備の強化

宮崎県 森の民宿樹の里 味の劣化を抑え地元食材の通年提供で集客力アップ

宮崎県 中霧陶苑 「ドームやきものワールド」出展による販路拡大事業

宮崎県 安藤酒店 女性客をターゲットにしたワイン販路拡大事業

宮崎県 CaféMIYABI 海外の客様を一度にたくさんお迎えするアピールポイント【免税店】の開設

宮崎県 割烹旅館きらく荘 高齢者向け寛ぎ空間の創出とＨＰ導入による販路拡大戦略

宮崎県 カーズ・オート 「町の身近な自動車整備店」が目指す高レベルな板金塗装の追及

宮崎県 カゲロイデザイン 地域産品を活用した新商品開発

宮崎県 むかひ窯 顧客満足度向上のための店舗改装と販売促進

宮崎県 株式会社Ｓ．ファクトリーグーループ 新商品の開発及びネット通販への取組みによる販路開拓事業

宮崎県 株式会社鳥原電器 太陽光パネルの清掃事業参入による販路拡大

宮崎県 株式会社竹之内製材所 国産材(杉)の屋外利用促進ＰＲ事業

宮崎県 株式会社TM.TEN 鶏炭火焼き、揚げ豚足、焼き豚足の真空パック開発と販路開拓

宮崎県 日向時間舎 女性客・家族客拡大のためのテラス及び体験作業場の整備

宮崎県 有限会社豊前屋呉服店 サロン風商談スペースを設けるための店舗改装

宮崎県 有限会社うさぎや お洒落・流行を発信し、訴求力を高めるためのショーウィンドウの改装

宮崎県 高千穂あまてらす鉄道株式会社 乗車待ち・休憩処を兼ねた空間の整備事業

宮崎県 コーヤオートサービス 納得のいく商談と有意義な情報提供を行うための事務所づくり
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宮崎県 食道家離伸 時間に制約のあるお客様の満足度向上とランチ営業の強化

宮崎県 アトリエemu 「人生最期の門出：ラストドレスショー」による販路顧客拡大

宮崎県 アリマン乳業有限会社 機器導入によるバター、無脂肪乳の商品化及びＨＰ刷新による拡販

宮崎県 小笠園 五ヶ瀬釜炒り茶のブランド力強化事業

宮崎県 株式会社太洋建設 農業分野参入による需要の高い薬用植物栽培の実証事業

宮崎県 くろきセンター 顧客満足度の高い商品を陳列した「移動車販売」による販路拡大事業

宮崎県 株式会社福元電設 地域特性を活かしたマッサージ業への新規参入による経営安定化事業

宮崎県 プティヘイロー 地元の農産物を素材に、真空調理法を使った惣菜等の開発と販売

宮崎県 有限会社東康夫養鶏場 妊活から子育世代に対する縁起物ギフト商品による新規販路開拓事業

宮崎県 有限会社チャオハッピーフーズ 当店オリジナルメニュー「ダイナマイトステーキ」の広告看板設置

宮崎県 明石酒造株式会社 今年の重点売出し麦貯蔵酒「月の女神」売上増の為の販売促進グッズ作成

宮崎県 ナリス化粧品今村励志 女性の美と健康を応援する為にサロンの活用でエステと癒しの提供

宮崎県 県北食品情報ｻｰﾋﾞｽ株式会社 ブランド構築による新たな販路開拓と情報発信

宮崎県 株式会社北浦あげみ 新鮮北浦発！あげみのギフト製造事業

宮崎県 旬菜串揚げ無我夢中 人数規模に応じた部屋を設定可能とするための改築事業

宮崎県 マツオカ美容室 着付け室兼サロン空間創出のための併設空き店舗等改修事業

宮崎県 食事処くりの木 楽しいひとときを創出するためのカラオケルーム展開事業

宮崎県 有限会社みやび運輸 新車販売の新事業展開に伴う快適空間を創出した店舗改装事業

宮崎県 有限会社車輪館 新たな作業リフト導入によるサービス・作業効率・売上向上計画

宮崎県 青雲の里 高齢者及び観光客等に優しい店づくりのためのトイレ改修事業

宮崎県 河内造林 銘木製品の販売促進のための商談用サロン兼常設展示販売所の設置

宮崎県 宇納間自動車整備工場 工場フロント部（前面）の整備による売上アップ事業

宮崎県 GENERGY（ゲナジー） 白炭商品の販路開拓及び新加工品開発販売

宮崎県 広島機械 作業の高度化・効率化を図る機械購入及び仮設洋式トイレ設置事業

宮崎県 佐藤工業生コン株式会社 農業部門の生産性向上設備導入による新たな販売先の確保及び販路拡大事業

宮崎県 申田商店 延岡市内の道の駅と連携した観光客向けの新商品開発による販路拡大

宮崎県 あさだや旅館 「旅館の命である畳」総入れ替え工事事業

宮崎県 田原カメラ 「思い出をカタチに！」写真のある生活で人生を豊かにする事業

宮崎県 焼肉のタナカ 焼肉出張サービスの販路開拓のための車両改修と広告宣伝

鹿児島県 太良製菓
サービス向上と利便性を高めるお客様用トイレの改修工事および販路拡大に繋げる小容量包装パッケージ（試
作品用）の作成

鹿児島県 小牧鮮魚店 空調設備新設に伴う鮮魚店内の空調環境の改善

鹿児島県 有限会社香川工務店 民間工事における住宅密集地での高圧洗浄

鹿児島県 合同会社ＫＳコーポレーション 集客力を高める店舗看板設置および新規顧客獲得に繋げる住宅兼車用合鍵製造機械の導入

鹿児島県 株式会社よしむら お客様に夏の快適（冷涼）買い物空間を提供し集客力を高める売り場用業務用エアコンの設置

鹿児島県 有限会社白石酒造 新商品開発(芋焼酎の熟成酒25度甕貯蔵5年古酒）と35度商品のリニューアルによる販売促進事業

鹿児島県 天豆（そらまめ） 車椅子使用者対応のバリアフリー対応工事

鹿児島県 幸山ファーム株式会社 純黒糖の新たなターゲット確立と販路拡大に繋げる付加価値を高めたパッケージデザインの開発

鹿児島県 東久車輌 ”機械修理の事なら何でもご相談を”自社サービスの特化による新たなサービス提供

鹿児島県 屋久島ジェラートそらうみ 宣伝告知の強化、及び店舗敷地内の収容人数増加の為の店舗改装
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鹿児島県 民宿にし荘 宿泊施設の改良による癒しの空間創り

鹿児島県 上妻酒造株式会社 本格芋焼酎①むらさき浪漫、②寿、③升升半升壜のデザイン変更事業

鹿児島県 株式会社竹之内組 商品パッケージ・デザインの開発及び看板設置による販路拡大

鹿児島県 有限会社垂水中央印刷 事務所外観改装と看板設置による新規顧客の集客力向上

鹿児島県 コインランドリークローバー 集客力向上のための看板工事

鹿児島県 株式会社武田産業 屋久杉工芸品体験工房による体験型観光推進による顧客満足アップ

鹿児島県 吉川印刷 応接間の改修及び空撮用ラジコンヘリコプター導入による販路開拓事業

鹿児島県 マルイ 顧客目線に立った店舗改装事業

鹿児島県 ゆかり亭 島産（タンカン・グアバ・黒糖）を利用した本物志向のデザート提供事業

鹿児島県 工房楔 コンテナギャラリー改装でオリジナル家具・小物の販路拡大

鹿児島県 グリルきずき 客席回転率を高めるガスレンジの導入とエアコン室外機の修理補修

鹿児島県 東崎塗装 安心で確実な施工と施工時間の大幅短縮による顧客満足度の向上

鹿児島県 原田畳店 店舗看板（掛けのれん）設置による販売促進事業

鹿児島県 株式会社微笑えにし葬儀社 終活サポートと地域密着型葬儀社への推進事業

鹿児島県 竹之内呉服店 店舗内照明のＬＥＤ化によるＣＳ向上と販路拡大

鹿児島県 インテリア忍 超強力床材剥離機（パワフルペッカー）の導入に伴う販路拡大

鹿児島県 合同会社モスガイドクラブ 宿泊施設内への衣類乾燥機、木製ベッドの導入及び設置工事

鹿児島県 松田ファーム 和風デイップ、万能たれとピクルスの製造販売事業

鹿児島県 福山酢醸造株式会社 当社商品「黒壽」を活かした敬老ビジネスへの参入事業

鹿児島県 鉄板なべみなみ お客様にお店の場所を分かり易く知らせる防犯灯を兼ねた電飾スタンド店舗看板の設置

鹿児島県 有限会社真茅商店 省電力に伴う経費削減と販路拡大・売上アップ事業

鹿児島県 有限会社宮原光製茶 情報発信型の新規ホームページ立ち上げ事業

鹿児島県 有限会社北斗 店舗入口の自動ドア化・店舗内外壁の塗替による好感度アップ事業

鹿児島県 晴れるベーカリー パン屋から始まる新たなコミュニティー事業

鹿児島県 サンゴとヤドカリ 奄美大島自然体験ツアーの広告拡大による販路開拓事業

鹿児島県 有限会社宝珠産業 屋久島産の黒豚・野菜の食事を提供する宿泊施設運営

鹿児島県 有限会社中島モータース 外国人観光客を対象にした情報誌るるぶへの広告掲載

鹿児島県 平海製菓 イメージアップのための店先の巻き上げテントの新調

鹿児島県 屋久島サウスビレッジ 屋久島サウスビレッジの事業多角化（飲食とスピリチャル系）

鹿児島県 合名会社平川商店 お客様の居心地改善と顧客満足度を獲得するためのトイレ改装事業

鹿児島県 ＭＩＸ(ミックス) 子育て応援店としての認知度アップと店舗施設改修事業

鹿児島県 理容いしどう 老朽化設備等のリニューアルによるＣＳ向上と販売促進事業の展開

鹿児島県 渡辺パン 「種子島安納芋あんパン」の商品化及び島内での販売促進事業

鹿児島県 株式会社知覧農園 自社のホームぺージかつ注文フォーム立ち上げ事業

鹿児島県 ストアーくまの 高齢者が快適に買い物できるような環境を整える店舗改装事業

鹿児島県 西郷松 観光客誘致を目的とする駐車場整備事業

鹿児島県 有限会社興紬商店 大島紬と奄美大島を宣伝する大型タペストリーの製作事業

鹿児島県 株式会社夢おりの郷 天然繊維を使った大島紬製品の開発

鹿児島県 ｼｰｼｮｱｽﾃｲﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ 次世代のための住まいづくりの建築サンプルと外構工事
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鹿児島県 有限会社松田農場 贈答用箱のパッケージデザインの一新による売上拡大

鹿児島県 サン・Q 店舗外装（看板掛替）と内装の改装による店舗イメージのアップ事業

鹿児島県 民宿友悠 本格的な窯で焼くピザランチ・デリバリー提供による新規顧客開拓事業

鹿児島県 居酒屋金太郎 両面グリルの新メニュー開発、提供時間短縮や座敷の個室風改造によるサービス向上事業

鹿児島県 有限会社河野書店 パン用オーブンでの冷凍安納焼芋製造と書店ネットワークでの販路開拓事業

鹿児島県 有限会社テラダ電設 新型パイプ切断機の導入による新規需要開拓事業

鹿児島県 有限会社屋久島八万寿茶園 茶工場、店舗前をアピールするための看板設置

鹿児島県 BIGBIRD（こもれび） 滞在時間延長のための喫煙所設置と販促時間確保のための機械導入

鹿児島県 児玉酒店 高齢者の買い物満足度向上とリピート客の増加による売り上げ増大と経営基盤の強化

鹿児島県 デーリィ牛乳串良販売 新規顧客獲得による売上増大及び経営基盤を目指す

鹿児島県 有限会社南日本新聞東串良販売センター お客さま情報のデジタル化による販売促進活動の強化及び売上増大の実現

鹿児島県 ホームセンターやまなか 品揃の充実を図る冷蔵オープンケース設置による顧客の買物満足度向上を実現し売上げの増加を実現

鹿児島県 児玉醸造有限会社 販路開拓のためのパンフレット作成・アンテナショップ開設、営業強化

鹿児島県 株式会社福本 高齢者にやさしい空間づくり事業

鹿児島県 Ａ－ＨＯＵＳＥ ＬＥＤソーラーパネル式看板設置

鹿児島県 株式会社知覧心茶堂 紅茶製造の効率促進と販売促進事業

鹿児島県 有限会社塗木千早製茶工場 問屋等への信頼度１２０％アップを目指した環境整備事業

鹿児島県 Helloさつま 認知度向上及び新規固定客の獲得による売上増加

鹿児島県 菜々小町 時間制限の無い新たな販売方法による販路・売上拡大事業

鹿児島県 カラオケさくら 年間５万人の観光客をターゲットにしたお土産品店事業の展開

鹿児島県 有限会社アリムラテレビ 「体験」「安心」をキーワードにした売上の拡大の実現

鹿児島県 有限会社宮畳工場 提案型情報発信による売上拡大の実現

鹿児島県 坊津の華 塩製造用ステンレス釜設置により増産体制の構築

鹿児島県 がんじん荘 生簀用クーラー設備設置による、夏場に新鮮な魚料理を提供

鹿児島県 岩下石油店・浜んこら 店舗改装による通年営業で、増収増益と地域貢献を実現する

鹿児島県 いわした菓子舗 新商品宣伝用テント設置による観光客、地元客への売上増大

鹿児島県 有限会社川崎食品 ゴミ分別にかかる経費抑制を目指した豆腐包装機の導入

鹿児島県 にしまえストアー 地元食材を使用したスイーツ・惣菜の製造販売事業の立ち上げ

鹿児島県 株式会社r.e.f 利用者が安心して過ごせる介護施設（民家型）の環境改善

鹿児島県 有限会社重田自動車 ディーゼル車車検整備のための排気ガス測定器導入

鹿児島県 グルメハウス食彩館 家族連れ・高齢者に優しい店づくり

鹿児島県 株式会社瀬戸口工務店 冷凍ストッカー購入による商品の常時提供できる体制づくり

鹿児島県 株式会社ＧＲ 店舗の外壁を利用したペイント看板設置による新規顧客の獲得

鹿児島県 屋久島ヴィータキッチン 道路および玄関看板・テント看板・リーフレット作成

鹿児島県 福島木工家具店 新たな木工機械類導入による量産体制の確立

鹿児島県 株式会社森工設 新しい顧客獲得の為の看板設置事業

鹿児島県 有限会社大宮司薬局 飲みやすい漢方薬の提供と「痛み」からの開放ＰＲによる販路拡大

鹿児島県 株式会社オニツカ 「聞く音楽から体験する音楽へ」新規顧客獲得への広報事業

鹿児島県 みさき交通株式会社 ホームページ作成・看板設置等による観光タクシーの認知度向上
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鹿児島県 有限会社松元食品 自動計量機能付き餅切り機の導入による，餅製品製造効率の向上

鹿児島県 昭和館 客室居住環境と外観の改善およびＰＲ看板設置による認知度の向上

鹿児島県 税所理容所 店舗改修と看板設置による顧客の拡大事業

鹿児島県 ラブリーフーズ株式会社 新規顧客獲得及び市場拡大のためのホームページの作成

鹿児島県 有限会社天天有 らーめんの栄養・アレルギー分析を行い、安心安全な食の提供

鹿児島県 有限会社川村ふとん店 交通量の多い路面店における、新規客獲得の仕組みある看板事業

鹿児島県 居酒屋みち 客席の満足度を高めるための空調機(冷暖房機)設置

鹿児島県 有限会社キクナガ観光 「キチッと分煙！楽しいホテルライフの提供」

鹿児島県 有限会社日之出印刷 看板設置による町内外潜在顧客への営業強化と広報事業

鹿児島県 まこと屋 高齢者にやさしい店舗づくりと人気商品のさらなる販売強化

鹿児島県 桜井鮮魚店 待ち時間を快適に、楽しく過ごせる店舗改装と顧客満足度向上事業

鹿児島県 七然窯 来店客へ癒しの時間・空間を提供するためのギャラリー改装工事

鹿児島県 CFコンサルティング 地域のお店や小さな会社のための、集客・宣伝IT化プロジェクト

鹿児島県 写真のサダノ スタジオ撮影の強化のためのLEDスタジオ改装と販売促進事業

鹿児島県 合同会社SereoLLC モバイル対応ホームページの導入及び新規物件の為の入居促進事業

鹿児島県 サロン・ドふかえ ０歳～５歳のお子様と一緒に安心して通えるお店づくり

鹿児島県 株式会社ドゥーイット 新規顧客獲得のためのパンフレットの作成やプロモーション動画制作事業

鹿児島県 有限会社ドリーム ガラスアート部門が目立つような店舗改装と販路開拓事業

鹿児島県 日本料理・鯉料理反田 お年寄りが心も体も寛げる部屋づくりで潜在顧客の開拓

鹿児島県 有限会社村田造園建設 エクステリア部門強化の為の工具確保及び広告作成

鹿児島県 はり・きゅうマッサージよつ葉 新しい設備機器の導入による顧客満足度の向上と新規顧客拡大

鹿児島県 移動販売大楠亭 唐揚げの仕込みと発送・販売ステーション新設による新規開拓

鹿児島県 サコダ自動車 高性能スキャンツール導入によるビジネスチャンス拡大事業

鹿児島県 豊名マンゴー園 マンゴーの出荷調整による顧客満足向上事業

鹿児島県 株式会社マツオカ ＤＩＹ関連商品拡充による顧客獲得事業

鹿児島県 福盛堂三味線太鼓製造直売 WEBサイトを利用した販路拡大及び伝統芸能の継承

鹿児島県 有限会社アクティブスポーツ・ガンコ スタンドアップパドルによるダウンウィンドパドルスクール＆レンタル＆ボード送迎サービス事業

鹿児島県 緋色窯 作業場拡大に伴う体験工房サービス開始による売上高の拡大

鹿児島県 ナチュラル＆ダイビングあおいろクジラ 船台導入によるコスト削減とダイビング器材新調による顧客満足度向上

鹿児島県 竹内潜水堂 快適・安心安全に楽しむためのダイビング器材導入及び周知事業

鹿児島県 福家 「与論牛丼」の土産品化のためのパッケージ製作と生産設備の導入

鹿児島県 やぐら お客様へ快適な店内環境を提供するためのトイレ改修事業

鹿児島県 よろんサンゴセンター 店舗内和式トイレの洋式ウォシュレット化等トイレ内全面改装事業

鹿児島県 株式会社楽園企画 移動式リゾートハウス専用簡易式断熱、防水機材導入事業

鹿児島県 サロンド・ティファニー 看板設置及びマッサージチェア導入によるお客様来店頻度向上事業

鹿児島県 田原製菓店 「黒糖かりんとう」のギフト化による付加価値向上と販路開拓事業

鹿児島県 丸屋レストラン 島料理の看板を設置し観光客へアピールする

鹿児島県 古賀豆腐店 事業所の外装リニューアルによる小売り部門強化事業

鹿児島県 ビューティサロン京子 幅広い年齢層のニーズにきめ細かく対応できる美容室へのリニューアル事業
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鹿児島県 shellish ＳＮＳと連携したオリジナルホームページ作成による販路開拓

鹿児島県 中華料理天心 快適な店内空間で来店客数増加を実現させる空調取替事業

鹿児島県 ポーラ化粧品エステインドゥリーム営業所 トイレ改修で新規顧客と年配常連客に配慮した店舗を目指す事業

鹿児島県 キッチンシュエット 店内環境と店内サービスの向上による売上拡大事業

鹿児島県 米丸製茶 有機肥料開発に伴うデザイン・製品袋作成による販売促進事業

鹿児島県 最幸 新たな顧客を自ら開拓する事業

鹿児島県 川畑自動車整備工場 レンタカー事業参入におけるＨＰ作成と看板設置による顧客開拓

鹿児島県 オリエンタルスタジオ 一流写真館の制作した記念写真アルバムをスマホで携帯できる事業

鹿児島県 有限会社原自動車整備工場 塗装・防錆工程の充実でお客様満足度を高めて売上増大

鹿児島県 美容室髪友 シニア・シルバー層にやさしい美容室作りで顧客増加と売上アップ

鹿児島県 SunnyDays 奄美魅力発信「店舗前デザイン看板製作」，古材利用「陳列棚設置」事業

鹿児島県 有限会社おおた 顧客満足度・店舗イメージ向上のためのトイレ改修事業

鹿児島県 日本料理みやま 商品イメージを高めたラベル・パンフレットによる新規顧客獲得

鹿児島県 割烹入栄 トイレ改修による顧客満足度・店舗イメージ向上事業

鹿児島県 株式会社島興 チューブ入り食品開発のための機械装置導入と販路開拓事業

鹿児島県 有限会社みどり荘 高齢者にも安全な手摺り取付及びスロープ工事、イメージアップ浴場壁補修工事

鹿児島県 クリーニングたつの 超音波シミ抜き機の導入による、新サービスの提供

鹿児島県 RealityEnglishAcademy 幼児クラス増設に伴うトイレの設置と、集客の為の宣伝広告

鹿児島県 西ミルク宅配センター 高齢顧客への買い物支援および来店客への顧客満足度アップを目指す事業

鹿児島県 片平石油店 キャノピー照明の交換による害虫対策と視認性の向上での販路開拓事業

鹿児島県 轟木税理士事務所 応接スペースの増設と玄関口の改装による顧客満足度向上事業

鹿児島県 花・ゆうゆう川辺事業所 漬物等の加工品を製造する厨房および作業台、漬物用具の整備

鹿児島県 孝太郎商事 新規顧客定着を狙って「入店」しやすい環境つくり

鹿児島県 株式会社大成寺工務店 売り上げ増加のための自社認知度アップ及び情報発信事業

鹿児島県 有限会社宇都自動車商会 福祉サービスでお客様に喜ばれるタクシーを目指して

鹿児島県 有限会社西青果 音声判別機導入による品質向上と選別作業軽減

鹿児島県 株式会社いせえび荘 「お祝いプラン」の商品化による集客力強化及び客単価の向上

鹿児島県 シーホースウェイズ株式会社 来訪者5万人、年商3千万円に向けた施設・商品改善（第二幕）

鹿児島県 有限会社メークマ ＨＰ作成による広報活動の強化及び客単価向上と売上げ増の実現

鹿児島県 有限会社今栄商会 女性専用トイレの設置による顧客満足度向上及び売上の増大

鹿児島県 有限会社前田電設 顧客満足度向上による新規顧客開拓及び来客数の増加による売上げ増大を実現する

鹿児島県 串カツ屋 店舗改装によるサービス向上と客席数増加、広告での新規顧客獲得

鹿児島県 株式会社山川屋 「長島土産に焼酎島娘はいかが？」インパクトで勝負！看板作製

鹿児島県 有限会社鶴長水産 通販事業拡大に伴うホームページ変更と加工商品の販路拡大

鹿児島県 有限会社中納商事 店舗入口を自動ドアに変更し，高齢化する顧客の利便性を高める優しい店舗づくり

鹿児島県 株式会社住宅総合支援松原 支店開設に伴う看板・ホームページ・チラシによる効果的な宣伝

鹿児島県 光進精工 機械化による受注能力強化による売上拡大、販路拡大の実現

鹿児島県 農ｃａｆｅ山崎 客席増設・座敷スペース確保による売上拡大の実現

鹿児島県 株式会社さつま福永牧場 「さつま福永牛」の市場拡大を目的とした国内外への販路開拓
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鹿児島県 有限会社ふるさとプラザ知覧 “さくら館”２階和室改装に伴う新規顧客確保と売上かつイメージアップ事業

鹿児島県 株式会社ＨＹＤＭ 自社オリジナルＨＰの開設（成績管理システム構築含）及び販促チラシの作成事業

鹿児島県 徳重精肉店 老舗肉屋が食材にこだわって作る妙円寺ギョーザを食卓に

鹿児島県 ミチ農園 桑茶・大麦若葉・杜仲茶を活用した販路拡大事業

鹿児島県 風木野陶 店舗テラス改装に伴うフルーツ加工場の設置事業

鹿児島県 有限会社セブンプラザ伊集院店 展示スペースの新設によるご提案、モデル空間作りで売上向上

鹿児島県 有限会社宮下商事 自動ドア化による高齢者等に優しい店舗づくりと新規顧客の獲得

鹿児島県 有限会社児島写真館 衣装のレンタルサービスの拡充と最新ホームページ作成

鹿児島県 山口写真館 プリントメニュー拡充のための機器の設置

鹿児島県 株式会社にいやま園 ツアー客の獲得と来店者の顧客満足度向上のためのトイレ整備事業

鹿児島県 中村産業有限会社 個人客への宣伝・対応強化による売上向上事業

鹿児島県 麺屋河童の雫 看板設置による認知度の向上と新規顧客の開拓

鹿児島県 前田智宏労務管理事務所 スマートフォンに対応したホームページによる販路開拓

鹿児島県 池田鍼灸院 次世代の治療院経営に向けた施術器具と広告媒体の強化

鹿児島県 有限会社船津ソーイング 自社ブランド販路拡大のためのアンテナショップ設置及び広告宣伝事業

鹿児島県 しもぞの測量事務所 広報活動での販路開拓と測量ＣＡＤソフト導入での顧客満足度向上

鹿児島県 株式会社益田製麺 新食感の三層麺や志布志発夏そばのネット販売による売上拡大事業

鹿児島県 Ｂｒｉｌｌａｎｔ 老朽化している厨房機器入替と他店に先んじた洗浄便座取付事業

鹿児島県 帝秀窯 高齢者に陶芸を通して楽しいモノ作りで充実した老後のお手伝い

鹿児島県 市来崎商店 新商品開発にかかる設備導入

鹿児島県 ペンション菜の花館 「指宿温泉の塩」販路拡大に向けた広報活動及び商談会等への出展事業

鹿児島県 とんぼラーメン 看板設置による集客力向上と設備導入によるサービス品質の向上

鹿児島県 株式会社垂水南 カンパチを使った加工食品の開発・販路開拓

鹿児島県 株式会社川畑瓦工業 ホームページ改良とパンレット作成による顧客開拓

鹿児島県 かごしまのムラ かごしま産の純粋ﾊﾁﾐﾂ及び、その関連商品の新商品開発

鹿児島県 有限会社サンプランニング 店舗改装による多目的写真スタジオを活用した顧客開拓

鹿児島県 有限会社めるへん 集客・販売促進に効果的なアミューズメント屋台の作成事業

鹿児島県 有限会社アキ建設 お客様第一主義実現のための事務所駐車場照明のLED化事業

鹿児島県 たかみや化粧品店 店内への日差し防止のためのテント看板設置事業

鹿児島県 有限会社別府電気工事 分かり易く迅速な提案ができる営業力の向上と作業効率アップ事業

鹿児島県 有限会社前迫建設 ランディングページ作成による集客アップ事業

鹿児島県 有限会社三友建設 販路拡大の為のリニューアルプロジェクト

鹿児島県 有限会社セブンプラザマエダデンキ ラジコンヘリで航空撮影を立体的な感動映像を届けます！

鹿児島県 ともこ鍼灸院 『施術所内のバリアフリー化とトイレの改装』

鹿児島県 シェカシワギ 快適な時間とサービスを提供する看板設置事業

鹿児島県 ヘアーサロンミシエロ ワンストップサービスでの顧客満足度の向上及び獲得事業

鹿児島県 有限会社坂元畳工業 看板設置及びリーフレット作成による顧客満足度向上及び獲得事業

鹿児島県 旬彩味新 しめ鯖の真空パックによる販路拡大及び顧客獲得事業

鹿児島県 福永写真館 野外撮影でプロの技術を学んじゃおう！
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鹿児島県 床屋のTOKOTOKO 店舗の快適さ改善による顧客満足度の向上及び顧客獲得事業

鹿児島県 クリーニングキリノ
店舗内装および備品・ディスプレイのリニューアルによる新しいイメージづくり、およびそれによる新規顧客獲得の
実現

鹿児島県 神酒造株式会社 神酒造ファン増大事業

鹿児島県 有限会社カワノすり身店 新商品開発に伴う新たな販路拡大のための商談会等への出展事業

鹿児島県 有限会社荒田商店 コーティングブースの為のビニールブース設置、換気扇の取り付け

鹿児島県 ふれあい 若年層を対象に新規顧客獲得の為の業種拡大と店舗の増築

鹿児島県 有限会社村山工務店 前後進バイブロコンバクター等の導入による販路拡大

鹿児島県 有限会社マソー 商品封入作業簡素化のためのパッケージ導入事業

鹿児島県 ビーチランドロッジ 外国人観光客を受入可能にするための和式トイレの洋式化改修事業

鹿児島県 芭蕉亭 トイレ全面改装によるお客様満足度向上事業

鹿児島県 有限会社田畑美軒 ホームページ・パンフレットカタログ等広告ツールの作成事業

鹿児島県 有限会社香文堂 お客様ニーズに対応するためのトイレ環境の改善及び試着室の設置事業

鹿児島県 有限会社ムラオカ塗装 エアレス導入による受注機会の増加及び売上増大の実現

鹿児島県 有限会社益山組 珍しい地鶏の有精卵の認知度向上による売上増大の実現

鹿児島県 有限会社下大迫商会 営業の見直しによる新たな客層に対応した座敷の改装

鹿児島県 有限会社レガーレ・ワキタ 新商品開発による、販路開拓へ向けた広報事業

鹿児島県 有限会社フォートタツノ デジタル時代に適応したスマホ注文ＨＰ作成と広告看板作成

鹿児島県 ＣｒａｆｔＳｅｄｅｎ オーダーメイドアクセサリーとマリンスポーツによる販路開拓事業

鹿児島県 有限会社むさし屋 郷土料理オリジナルメニュー開発と看板設置等による販路開拓

鹿児島県 ＰＡＣＥ オーブン導入による新メニュー開発と広告拡大による販路拡大

鹿児島県 有限会社大友商事 お客様へのサービス向上を図り顧客満足度アップによる来店客数の増加を実現する

鹿児島県 株式会社佐々木組 受注増、工事効率化のための工事積算能力向上に関わる積算ソフト導入

鹿児島県 株式会社山下 集客の為の広告宣伝及び環境改善

鹿児島県 タイズワールド スマートフォン活用による営業強化とサポート強化

鹿児島県 いさみ寿司 女性客（お一人様や女子会）にゆっくりと快適な空間の提供を行う事業

鹿児島県 ラーメン峠 店舗遮光及び駐車場などの改修工事による顧客サービスの改善

鹿児島県 有限会社今島石油 女性をターゲットに見据えたキャンペーンの為のトイレ改装

鹿児島県 有限会社藤谷自動車 新設する屋外展示場のための外周飾り枠（オブジェ・門柱）の設置

鹿児島県 ワールウインド
地域限定キャンペーン、新規取組ＰＲのためのオリジナル広告制作

鹿児島県 大坪茶舗 「霧島・みぞべ茶」の販売促進につなげるための広報事業

鹿児島県 有限会社加藤自動車 お客様の要望に迅速に対応するための板金塗装部門の作業効率化

鹿児島県 紅葉窯 高齢者に優しい、軽くて丈夫な陶器の試作品の開発、販路開拓

鹿児島県 コーヒーハウス空のふもと 改装オープンに向けた店舗改修及び顧客獲得策の実施

鹿児島県 HIMITSUKICHI 知名度UPの為のホームページ開設とリーフレットの作成事業

鹿児島県 MAKIBICOFFEE 薪火焙煎コーヒーの販路開拓とネットショップのリニューアル

鹿児島県 有限会社林自動車横川工場 ロードサービス部門強化に伴う自動車整備部門の効率化

鹿児島県 田上建設株式会社 商談ルーム等を新設し、本格的に木造注文住宅への営業活動の展開

鹿児島県 有限会社中村写真工房 写真館がプロデュースする新しいスタイルの成人式のプラン

鹿児島県 米重設備工業 来店頻度向上を目指すための事務所改修及び看板設置事業
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鹿児島県 株式会社鹿児島イワイ工業 企業イメージアップの為の作業環境改善で若年層雇用改善を図る事業

鹿児島県 有限会社桃源 イメージアップ効果を利用した顧客獲得事業

鹿児島県 西芳香園製茶 ブランド力の向上とイベント開催による顧客獲得

鹿児島県 新生オート 故障診断機の導入による顧客サービス実施

鹿児島県 阿久井酒店 新たな顧客獲得に向けた店舗改修事業

鹿児島県 日当山鹿秋 ウッドデッキとバーベキュー設備の導入で新規顧客の獲得をはかる

鹿児島県 こっぷ屋さん 商品PR用パンフの作成とパッケージ用品の開発による販路開拓強化

鹿児島県 クリアルヘアー・ニール 新鋭美容器導入によるヘッドスパ・クレンジングサービスメニューの開発提供

鹿児島県 洗車工房株式会社 高品質ボディコーティングのブランドイメージ確立と販路拡大

鹿児島県 有限会社清姫温泉 高齢者やファミリー客を取り込む快適なサービス提供に向けた宴会場の改善

鹿児島県 ラッキースマイル株式会社 ホームページリニューアルにより、新規患者集客の強化

鹿児島県 岩戸鉱泉 高齢者に優しいバリアフリートイレ改修事業

鹿児島県 居酒屋無我夢中 来店客増加に対応した店舗改装による座席の増席

鹿児島県 有限会社福岡生花 認知度向上による新規顧客の獲得及び売上の増大

鹿児島県 有限会社マエノ薬局 伊佐市の未来にかかわる各相談（子宝・ダイエット・漢方）専門性看板設置

鹿児島県 有限会社家具のそぎ 高齢者がくつろげる接客ルームの設置による顧客満足度向上、来店客数の増加を実現

鹿児島県 株式会社古川 規格外商品(粉炭)の商品化による新規顧客の開拓及び売上増大を実現

鹿児島県 草庵 トイレ改修による顧客満足度・店舗イメージ向上事業

鹿児島県 民宿道 鍵付戸への変更による安全性とプライバシーの保護性向上事業

鹿児島県 民宿寿・永福丸 お客様から高い満足度を得るための安心して入浴できる浴室改装

鹿児島県 民宿あづま 長期滞在者の満足度向上を図るウッドデッキ設置工事

鹿児島県 吉永酒造株式会社 商品をPRした店頭幕作成・取引先店舗への配布による販売促進

鹿児島県 こしきの塩 食材乾燥機・粉砕機導入による新商品開発と新たな需要の開拓

鹿児島県 第12幸栄丸 旅行客の来店者増へ看板設置による土産品店の認知度向上事業

鹿児島県 高城の湯山桜桃 地元食材を活かしたメニュー開発とＰＲ集客

鹿児島県 株式会社祁答院産業 販路拡大のための看板設置事業

鹿児島県 山ヶ城商店 買い物弱者支援のための車両購入事業

鹿児島県 有限会社入船製作所 治具工具導入による作業効率化事業

鹿児島県 株式会社デラセーラ 個室的テラス導入による新規顧客開拓事業

鹿児島県 株式会社大山組 埋設用関連機械導入による作業効率向上・売上拡大事業

鹿児島県 厚ヶ瀬精肉店 鮮度保持と作業効率向上の機器導入と広告幕による売上拡大事業

鹿児島県 クラシックブドウ浜田農園 見易さと買い易さを追求したホームページのリニューアル事業

鹿児島県 下嶋製茶 種子島の地域資源を有効活用した商品の新商品開発と販路拡大

鹿児島県 波江野商店 オーシャンビューによる魅力発掘事業及び作業効率化による販路拡大

鹿児島県 有限会社菓子処酒井屋 店舗スペース有効活用による販路拡大・開拓に伴うカフェ形成事業

鹿児島県 高崎酒造株式会社 新たな事業展開による新たな顧客創出と販売体制の樹立

鹿児島県 有限会社みつわ 工場直売による素材の味がわかる天日干しの販売強化

鹿児島県 名越造園 環境整備による新スタイル創出にて魅力発掘を図り販路開拓拡大

鹿児島県 日昇製糖 製造生産強化と観光客等に工場見学や体験ができるための工場改装
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鹿児島県 有限会社種子島旅行企画 新たな市場へ挑戦する新規開拓獲得事業

鹿児島県 種子島松寿園 オリジナルデザインの創出と機能的な機械導入による商品力アップ

鹿児島県 ハウオリ 種子島の自然の素材を活用した商品の創出と販路拡大

鹿児島県 有限会社福井クリーニング 新たなサービスの構築と顧客拡大のための機能的なカードシステムの導入

鹿児島県 小川観光有限会社 安納いもの有効的な魅力発信と歴史・宇宙をイメージしたおもてなし

鹿児島県 観光ホテル美春荘株式会社 種子島のサーフィンと食の魅力発信及び快適空間の創出事業

鹿児島県 株式会社エスパー電機 地域性を活かし他社との差別化を図るための事業拡大

鹿児島県 ことり 「新商品開発と健康カフェ創出」による販路拡大

鹿児島県 有限会社石彩工芸 新事業のＰＲ強化及び「永遠の名を美しく彫る」ことによる販路開拓拡大

鹿児島県 あぐりの里 季節限定である安納芋の規格外品を年間通して有効活用する設備の導入

鹿児島県 有限会社田中商会 設備の導入による大型農機メンテナンスで新規顧客の獲得を図る

鹿児島県 小迫商店 外装改装による好印象化とホームページ活用による顧客獲得の取組

鹿児島県 サテライツ株式会社 調味料のイノベーション「陸の孤島マヨネーズ」の市場への挑戦

鹿児島県 宮原菓子店 顧客満足度向上による客数及び売上増大と新規顧客獲得の実現

鹿児島県 甑フルーツ園株式会社 パッションフルーツ加工品製造設備の導入

鹿児島県 有限会社島木建設 リフォーム工事施工例をビジュアル化し受注を増やす

鹿児島県 有限会社松田自動車 お客様が入りやすく居心地よく商談の出来る事務所づくり

鹿児島県 有限会社奥旅館 安心安全な施設への改修に伴うバリアフリー化・トイレ改修事業

鹿児島県 有限会社丸忠商事 特殊加工の大判告知用ポスター（ＰＯＰ）の作成と販売促進活動

鹿児島県 弁天堂 店舗イメージを高めた店内改装による販路開拓の実現

鹿児島県 有限会社市比野モータース 若年層（特に女性）をターゲットにした新たな売り場づくり

鹿児島県 有限会社やまさき 「鶏肉の炭火焼き真空パック品」の首都圏系スーパーへの販路開拓

鹿児島県 黒茶花 新店舗開業における広報と提供サービス強化による新規客の取込み

鹿児島県 コインランドリーきらく ＩＴランドリーの広報強化や来店環境整備による新規顧客の獲得

鹿児島県 SLOWHAIR 子育て世代の女性客が子連れで来店しやすい店舗づくり

鹿児島県 株式会社わくわく園 安全性（衛生面）と効率性を高めた製造工場の改修並びにホームページのリニューアル

鹿児島県 アグリコーディネーション鹿児島 鹿児島茶の輸出拡大に向けた新規販路開拓

鹿児島県 有限会社中原薬品 新規ネットショップ立ち上げとリスティング広告費

鹿児島県 有限会社シンポート 介護福祉士実務者研修（通信講座）の販路開拓

鹿児島県 河内電気管理事務所 太陽電池の健全性試験計測装置導入による安心・安全提供事業

鹿児島県 有限会社鹿児島ますや 顧客層拡大のための店舗改装と新規顧客獲得のためのPR作戦

鹿児島県 三上ストアー 顧客情報、顧客購買履歴、購買予想情報を一元管理できるＰＯＳ端末導入事業

鹿児島県 滝の茶屋 健康志向の熟年・高齢者、妊産婦にやさしい客室空間の提供事業

鹿児島県 有限会社一心館 食材作り置き対応の恒温恒湿冷蔵庫導入による、大口対応スポーツ合宿弁当製造販売事業

鹿児島県 村尾写真館 無人空撮機器導入による施主・建設業者向け完成建物写真撮影サービス事業

鹿児島県 株式会社迫電器商会 パナソニック、パナホームブランドのリフォーム事業ＰＲ店舗の構築事業

鹿児島県 リアライズ 「淡路島カレー」の移動販売による新規顧客の獲得

鹿児島県 小松原鍼灸整骨院 今後増加する独居老人の訪問・往診等を地域、行政と連帯して実施

鹿児島県 PizzeriaKENCHI 自動食器洗浄機導入及びオリジナルパッケージ制作と創業3周年記念
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鹿児島県 有限会社平組 仮設機材センター稼働に伴う多面的広報活動実施事業

鹿児島県 みつき屋 ポン菓子実演販売で自家農園の美味しい「つきたて米」販売促進計画

鹿児島県 一味一会こころ 店の「ウリ」を表現した看板照明新設による情報発信と集客力ＵＰ

鹿児島県 ManableGate 「共創ぐるぐる会議」ＣＩ計画の実行と集客力のある広告媒体制作事業

鹿児島県 ビューティーサロンカーリー アイラッシュスクール等新事業の情報を発信するホームページ作成

鹿児島県 スヴィンチ・ガーデン ガーデンリフォームＤＩＹ体験教室「愛テム」の開催

鹿児島県 藤絹商事株式会社 最新機器の導入により、新規来店客を常連客にする補助事業

鹿児島県 有限会社ウィル 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

鹿児島県 ヘアーデザインＫ－１ ミストデュオ導入による女性客のさらなる取り込みと認知度向上

鹿児島県 永楽堂菓子店 店内改装による快適性の向上と商品力のアピールによる顧客獲得

鹿児島県 株式会社横村製作所 金属加工技術を活かしたペットインテリア事業の販路拡大への取り組み

鹿児島県 かこい整骨院 他院との差別化を図るためのアロマスポーツコンディショニングの導入

鹿児島県 有限会社南光テクノサービス 「買い物困難者支援お助けマン」事業の認知度アップ

鹿児島県 新原製茶株式会社 鹿児島茶の直接販売拡大のための看板設置事業

鹿児島県 hairdesignGlanz クオリティー性を高め満足感を重視した店舗づくり

鹿児島県 AIMHAIR 高齢者や身体の不自由な方へ来店しやすい環境づくり

鹿児島県 Zakkaa＆SalonAyacarly* 古民家を活用した幅広い年齢層に利用して頂くサロンの周知

鹿児島県 中野接骨院 大型看板設置による動線の確保と駐輪場の利便性向上による認知度向上計画

鹿児島県 たいよう整骨院 他店との差別化を図った新メニューからの販路拡大

鹿児島県 有限会社もとせ 新サービス提供による顧客満足度向上と新たな広報戦略事業

鹿児島県 合同会社大隅オリーブ会 曽於市の新たな名産「高品質オリーブオイル」の販路拡大

鹿児島県 たまり農園 黒豚の加工品「リエット」の開発とパッケージデザイン、ネットショップの整備

鹿児島県 株式会社川原田工務店 ネット構築による受注拡大（紹介型受注から自社強みＰＲ営業へ）

鹿児島県 株式会社加藤工業 会社案内のホームページ開設による新たな市場開拓

鹿児島県 福留建材店 高齢化したお客様の顧客利便性を高める為の店舗改装

鹿児島県 有限会社ダック 車の塗装用機械の導入による新サービスの展開

鹿児島県 株式会社平野製材所 顧客満足度を高める為の新事業の展開

鹿児島県 丸山薬品 高齢化したお客様の顧客利便性を高める為の新事業の展開

鹿児島県 鶴田製茶 体に良い黒大豆まめ茶の新商品・試作開発

鹿児島県 ラ・ショミエル “ラ・ショミエル”ブランド力を活かした販売促進事業

鹿児島県 有限会社開聞山麓香料園 指尖脈波収集システムによる芳樟精油の研究及び販路拡大事業

鹿児島県 味処すずもり 個室の床工事（堀ごたつ）による顧客満足向上・新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社ビッグドライブ 新規顧客獲得および売上拡大に係るトラックヤード改修事業

鹿児島県 味処土筆 店舗設備改修による顧客満足の向上および顧客獲得事業

鹿児島県 まる正福茶園株式会社 Webサイト構築および商品デザイン刷新による売上獲得事業

鹿児島県 ラーメン秀 設備導入に伴う顧客満足および回転率向上による売上獲得事業

鹿児島県 丸崎養鶏場 卵用自動販売機導入による新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社南九州測量設計 建設会社が工事現場で行うTS出来形管理の代行

鹿児島県 ほおじろ亭 店舗設備改修による顧客満足の向上および顧客獲得事業
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鹿児島県 Bramberryの森 店舗増改築による新規顧客獲得事業

鹿児島県 株式会社志布志まちづくり公社 来店者のサービス向上、増加のためのトイレ改修と空き店舗解消

鹿児島県 志布志ペットセンター 販路拡大のための屋外看板設置事業

鹿児島県 有限会社上室製茶 ブランド化を図るための商品パッケージの変更

鹿児島県 有限会社諸木造園土木 ホームページ作成による当社魅力の向上と信頼度アップ事業

鹿児島県 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽﾄｱｰ大山 目立つ看板による集客力アップと商品陳列改善による顧客満足度向上

鹿児島県 有限会社ファームランド豊 農作物の販路拡大に伴う海外輸出に係るパッケージ作製事業

鹿児島県 民宿水明荘 自動火災報知設備の導入

鹿児島県 馬場ハウジング ～自社ブランド「和がままな家」の販路開拓事業～

鹿児島県 ダイニングajito 稼働率の悪いカウンターを撤去し個室新設による販売促進事業

鹿児島県 ヌーボーかみかわ お客様満足度を獲得するための経営多角化事業

鹿児島県 有限会社折田時計電器店 店舗トイレ改装による業務拡大、新規顧客獲得への開拓事業

鹿児島県 マリンショップハヤシ シグナル看板によるボートレジャー愛好者への情報とサービス改善

鹿児島県 笠沙防水塗装 販路開拓における防水塗装技術を活かした新分野への挑戦

鹿児島県 とけい台 地域高齢化社会に対応したバリアフリーな洋式トイレへの改装事業

鹿児島県 割烹レストラン月見 トイレを和式から様式に改善

鹿児島県 お食事処はにわ 寿司ロボットの購入と新規メニュー告知のための広報事業

鹿児島県 合名会社能勢商店 温泉旅行好きな中高年層のハートを掴む家族風呂のリフォーム事業

鹿児島県 勝栗燃料株式会社 コーティングブース設置による顧客満足の向上と売上増大化

鹿児島県 青い鳥 風を感じる川辺のテラスで、至福の時を！

鹿児島県 有限会社松川自動車 お気に入りの一台を提案し、いつも最良の状態でお乗りいただくために

鹿児島県 小園建匠 日本古来の技法を使った住宅を情報発信し販路拡大を実現

鹿児島県 鏡原製茶有限会社お茶の緑峰園 商品完成度の向上によるリピート客増大及び売上増大の実現

鹿児島県 こだわり屋 品質管理と通年販売による売上拡大と経営基盤強化の実現

鹿児島県 赤崎石油店 洗浄機の導入により地域ニーズの確保と売上げ増大の実現

鹿児島県 田辺造園 高齢者の利便性を高め顧客満足度向上を図り売上増大を実現する

鹿児島県 田所社会保険労務士事務所 障害年金専門のウェブページと相談ルームの設置による顧客拡大

鹿児島県 有限会社松相鉄工所 受注機会の増大を図るための機器導入及び売上増大の実現

鹿児島県 有限会社ケイ・総合サービス 高い施工技術力による受注機会の増大とリピート率の向上の実現

鹿児島県 くすりのにしざこ 漢方薬専門店としての認知度向上及び来店客数の増加による売上げ増大の実現

鹿児島県 竹之内寝装店 店舗イメージ向上による来店者数増加と売上げ増大を図る事業

鹿児島県 市田商店 配達・予約預り用冷蔵ショーケース設置と店内ＲＥＤ化

鹿児島県 ニコファーム 海ぶどう直売場の設置とＰＲパンフレット作成

鹿児島県 染川産業商事有限会社 買い物弱者支援のためのウェイブサイト新設

鹿児島県 喜界島工房 業務用純黒糖開発によるＢｔｏＢ販路開拓事業

鹿児島県 株式会社ティダ・ワールド 奄美純黒糖干菓子、奄美初の新たな高級茶菓子としてのブランド化

鹿児島県 南村製糖 営業ツール刷新と顧客管理システム構築による販路拡大事業

鹿児島県 西商店 トイレ設置による、コミュニティ・ギャラリースペース創出事業

鹿児島県 野間荘 ハイシーズン観光客に特化した民宿の情緒創出・販路開拓事業
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鹿児島県 朝花 看板のダブル設置による観光客に向けた大衆酒場提供事業

鹿児島県 ビジネスホテル喜界 寝具一新で快適な眠りを！女性観光客向け販路開拓事業

鹿児島県 有限会社ゆたか商事 島内各世帯向け当店オリジナル「カーケアスペース」設置事業

鹿児島県 株式会社喜界島薬草農園 喜界島産『生鮮ボタンボウフウ』と『ボタンボウフウ塩』の製造と販売

鹿児島県 整体院あいら 新商品開発による顧客満足度の向上及び売上拡大の実現

鹿児島県 ホームショップ丸万 顧客満足度向上によるリピート客増大及び売上げ拡大を実現

鹿児島県 はくつる ネット販売構築と真空機導入による高付加価値商品による販路拡大

鹿児島県 居酒屋晃徳 認知度の向上と思いやりの店と新メニューによる来客数の増加実現

鹿児島県 冷水商店 陳列棚等高齢者に配慮し、地域コニュニティー拠点となりうる店づくり

鹿児島県 ヘアサロンココ 新店舗移転時のリラックススペースつくりと機器購入による新技術の導入

鹿児島県 株式会社宴彩黒潮 折り詰め料理の獲得と集客数アップの為の販路開拓事業

鹿児島県 種子島民宿はぴすま ドラム缶風呂等の新設備や敷地内整備によるサービス向上と新規顧客開拓事業

鹿児島県 合同会社マイマイ企画 アパレル新商品（サービス）開発用シルクスクリーン印刷機材の導入及び新商品広告宣伝

鹿児島県 有限会社南荘 宇宙にいちばん近い町の特産品の販路開拓と宇宙料理（特産品）の開発

鹿児島県 八作 女性、高齢者への使いやすいトイレ改装によるサービス向上事業

鹿児島県 和風レストラン田園 新型調理器具購入による仕出し関係大量注文への販路拡大事業

鹿児島県 河野タタミ店 特殊畳（薄畳・縁なし畳）の製造強化と店舗のショウルーム化による新規販路開拓事業

鹿児島県 株式会社ブリヂストン中原タイヤ 店舗面積の有効活用とお客の快適空間の創出を図るための改修工事

鹿児島県 TCAグループ株式会社 顧客獲得のための魅力発信と新たなサービスの創出事業

鹿児島県 株式会社はしぐち 地域住民のニーズに応える移動販売実施による新規顧客獲得事業

鹿児島県 ヘアメイクSUNCIEL 新規サービス導入及び店舗内設備の充実による新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社山本石油店 憩いの空間作成による顧客及び観光客の満足度向上事業

鹿児島県 お菓子の大園 地域住民及び観光客に向けたＰＲによる新規顧客獲得事業

鹿児島県 廣寿司 化粧室改装に伴う顧客満足度向上による新規顧客獲得事業

鹿児島県 焼肉もんぜ 店舗設備改修に伴う顧客満足度向上及び新規顧客獲得事業

鹿児島県 加藤商店 顧客のニーズに対応した商品充実・清潔化による新規顧客拡大事業

鹿児島県 hair＆makeexclusivegreen まつ毛エクステンションメニュー導入による新規顧客獲得事業

沖縄県 monobox株式会社 沖縄県うるま市の工芸の素晴らしさを伝え、楽しく購入できる事業

沖縄県 プルメリア沖縄 新規顧客増加計画

沖縄県 Studioかりりん合同会社 アンティーク調の衣装導入による撮影のトータルサービス事業

沖縄県 スクーデリア沖縄 ゴーカート事業における男性、外国人客新規開拓に向けた経営戦略

沖縄県 株式会社ＦＭよみたん スマホ等でも活用出来る『読谷村物産ポータルサイト』作成事業

沖縄県 有限会社クイックデリバリー オンライン自動見積りシステムの構築で顧客満足度の改善と向上

沖縄県 ＢａｎａｎａＣａｆｅ 石垣産ピパーツ（島胡椒）を活用した新商品「ピパチャイ」の開発

沖縄県 SUGERBABE 「与那原初！大型スクリーン」を多角的に利用、感動を共有できる店舗へ

沖縄県 ダイバーズネット石垣島 レンタルカメラ・ショップ使用カメラの拡充

沖縄県 Barinsula 観光客及び島内顧客獲得の為の看板設置等の広告物活用と駐車場整備事業

沖縄県 炭焼家てんぷす 地元宜野座食材のおいしさを広めるための販路開拓事業

沖縄県 癒しのリゾート今帰仁 宿の食事提供による集客アップ
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沖縄県 RuLer'sTACORICE 観光客獲得！目指せ世界一のタコライス専門店！！

沖縄県 琉宮 フレーバー塩の加工所と広告営業。外観用メニューボードの作成

沖縄県 株式会社シックスモーション 沖縄県産原料のみを使用した手もみグァバ茶の販売促進

沖縄県 YESSURF HPのｽﾏﾎ対応ﾚｽﾎﾟﾝｼﾌﾞ導入＆外国人対応へのﾘﾆｭｰｱﾙによる顧客拡大

沖縄県 株式会社渡久山酒造 観光客入域数増加に伴う直売所及び製造過程説明場所の新設

沖縄県 オフィス梅田 スマートフォン専用サイト構築と、女性司会者派遣開始のPR事業

沖縄県 カナカナ 真空包装機の導入で冷凍惣菜の販売

沖縄県 ザマミセーリング 冬季マリンサービスの寒さ対策解消による新たな客層の拡大

沖縄県 GuestHouseいよん家 飲食店舗の設置による宿泊サービスの拡充と新規顧客の拡大

沖縄県 沖縄ロングステイ株式会社 外国人観光客(特に中国人)向け販促活動の強化

沖縄県 沖縄健康社有限会社 ホームページの改良による販路拡大

沖縄県 daRUSH01ofhair 新規顧客獲得のためのデジタルパーマ機導入

沖縄県 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｱﾛﾏくくる 回転率アップを目指した設備の導入

沖縄県 農業生産法人有限会社白川ファーム しらかわファーム認知度アップ、顧客管理、販促作戦

沖縄県 かめさん商店 アレルギー大学の運営及びアレルギー対応アドバイザー業務の開始

沖縄県 カメアトリエ 沖縄向け「セミオーダー設計による木造トラスの家」普及事業

沖縄県 南風原事務用品社 大判複合機導入による新規販路開拓

沖縄県 行政書士法人ときわ 外国会社の沖縄進出支援。沖縄と世界を繋ぐ

沖縄県 そらいろえん 新保育サービス開発と提供、および独自スキームの発信共有

沖縄県 カーサドゥマイビーチホテルオキナワ 新規顧客獲得及び収益改善のための(新規）自社ホームページ作成

沖縄県 黄金茶屋 特産品の黄金芋を使った「こがねチャンまんじゅー」販路拡大計画

沖縄県 オートショップREN 新規顧客獲得の広報及び営業活動

沖縄県 ハッピーライズカンパニー お客様に所在地を認識しやすい、シンボル的看板（オブジェ）の製作

沖縄県 HAIRDESIGNLezele デジタルパーマ機材導入とそのPRを行い販路開拓を図る事業

沖縄県 designwork五感+ 商業空間デザイナーが創造するリノベーションで気分も空間もリフレッシュ

沖縄県 株式会社BLUEWINGOKINAWA スタンドアップパドルサーフィンツアーガイド

沖縄県 LIFEISAJOURNEY
ＳＵＰツアーによる新しい旅行プランの提供事業

沖縄県 ガレーヂＴＯＭＯ ガレーヂTOMOが提案する障害者のドライブのススメ

沖縄県 Ｋｏｚｙ’ｓＰｉｚｚａ 家族連れ個室拡大、カフェメニュー拡大と顧客満足度向上

沖縄県 有限会社スターティングポジション 外国人観光客へ消費税免税店であることの周知事業

沖縄県 株式会社YAESEヤエセ自動車 中古パーツ販売による売上アップ計画

沖縄県 Letempsriche(ルタンリシュー) 広告設備、WEB制作による集客の増大、および車両環境の整備

沖縄県 レストランB.B.R 自社の強みを活かした新商品開発と外販による販路展開

沖縄県 有限会社ミルキーエンターテインメント 世界初の「水素」含有高機能食品の試作品開発及び販路開拓

沖縄県 アンデス農園 南米の自然・食文化体験型観光農園化に向けたトイレ改修事業

沖縄県 株式会社グレイス・ラム 「コンセプト発信！ターゲットキャッチ！」実践事業

沖縄県 ちゅらら工房 「愛する町」西原町の新規顧客獲得へのチラシ配布、看板設置事業

沖縄県 農業生産法人安座間珈琲農園合同会社 珈琲ギフトセット（特にウェディングギフト）の開発・販路開拓

沖縄県 島ネロ研究所 新商品開発設備とそれに伴う県内外への販路拡大
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沖縄県 有限会社ラムハウジング 自然素材を活用した住宅リフォーム販路開拓事業

沖縄県 合同会社ケイズプロジェクト 店舗誘客及びテラス席有効活用事業

沖縄県 諸喜田農園 沖縄県外へのモリンガ販売に向けた商品開発およびプロモーション

沖縄県 コルネとサンドのお店pippi 広報媒体で商品PRの強化

沖縄県 有限会社北谷海人の会 外国語対応の案内板等、増設による安良波ビーチの利便性の向上

沖縄県 スナベギロス 屋上テラスの有効活用による顧客満足度向上及び集客増加販路開拓事業

沖縄県 株式会社サマー 中華圏観光客向けの安全を売りにしたレジャーPR事業

沖縄県 有限会社ピナクル 三世代で楽しめる外国人観光客向けマリンサービス事業

沖縄県 GlassWorksちゅき 植物を閉じ込めた料理用食器の開発と販路開拓

沖縄県 久米島みそ食品 新事業を周知するためのＨＰ・フライヤー・新聞広報・のぼりを作成し、販路開拓を図る事業

沖縄県 有限会社ＧＡＮＡ 英語教室事業を新たに展開し、小学校低学年の会員獲得を図る

沖縄県 有限会社ハッピーモア 無農薬野菜・果物詰め合わせギフト商品開発

沖縄県 株式会社サロンドキミコ 頑張る女性の健康をサポートする健康補助食品の販路拡大

沖縄県 ヘアースタジオディード 新サービスＰＲ用看板制作・設置・フライヤー制作

沖縄県 美らリフォーム 小冊子を活用し、家を守り続けるためのノウハウをお客様に提供

沖縄県 ブルーガーデン ビーチ利用のお客様以外へのサービスの提供

沖縄県 ウォーターステーション島袋店 高齢者・子育て世帯の為の宅配事業強化・販路拡大

沖縄県 日本亜健康研究所株式会社 自然医学療法センター設立による新たな健康サービス内容の導入のため

沖縄県 YamadaCoffeeOkinawa ホームページ及びネットショップ作成

沖縄県 上間商店株式会社 ウェブサイト構築による新たな販路展開

沖縄県 株式会社ウィング ISO規格改定対応コンサルティング受注拡大事業

沖縄県 ワールド電気産業有限会社 世界初の非常用マグネシウム空気電池「マグボックス」の販路開拓

沖縄県 有限会社エスコーポレーション 電気工事の知識と技術を活かした新ツール設置工事の展開及びリフォーム業の販路拡大

沖縄県 有限会社ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ 新商品紹介を含め知名度を広げる為のホームページ、カタログを作成作成し、新たな販路開拓を図る事業

沖縄県 メディアワールド 誰もが歴史の武将になれる高品質の手作り甲冑製作事業の周知強化

沖縄県 ベビー子供服いちごＨＯＵＳＥ 外出し辛いママや祖父母が利用しやすい、ベビー子供用ギフト販売サイトの構築

沖縄県 合同会社やんばる彩葉 新商品PR用フライヤー及び県外市場に向けた販促用パンフレット作成

沖縄県 南恩納トロピカル 観光客へ店内飲食していただくための販路開拓と商品開発

沖縄県 あしびなー 外国人観光客獲得のためのメニュー表翻訳及び新メニュー表制作

沖縄県 有限会社ナビー 漁師体験と獲れたて魚介類を食するプラン等による外国人客の獲得

沖縄県 株式会社農業生産法人沖縄葡萄 HPの拡充による販路集客の拡大及びデザイン統一によるブランド化

沖縄県 有限会社Tilla・Earth 瀬長島ウミカジテラス出店による新規販路開拓

沖縄県 リリーフーズ 大型機械導入等による販路拡大

沖縄県 三和木工所
児童をターゲットとした「プロが選ぶ木材を使用した親子工作キット」のサンプル作成と配布を行い販路開拓を図
る事業

沖縄県 マーメイドベイカリー 米軍基地内に広告を行い基地内で働く人を新規客して獲得し販路開拓を行う事業

沖縄県 I-CENT 地元から発信する、地域特産品を取り入れたネットショップ事業

沖縄県 きたなかそう島袋店 地元の野菜を食卓へ無添加野菜を使った加工品の開発・販路開拓事業

沖縄県 民宿宝生 ホームページ開設、WIFI環境整備、パンフレット作成及びレンタル用品の充実

沖縄県 和山海雲 販売カウンターの設置とオープンカフェスタイルによる新たな客層の拡大
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沖縄県 ネイチャーランドカヤックス 海外観光客にも対応できるシーカヤックツアーの開催

沖縄県 株式会社インティヴ ＢＢＱを専門にした飲食店の展開による新規顧客の拡大

沖縄県 民宿船頭殿 保有船を活用したサービスの拡充とホームページ刷新による新規顧客獲得

沖縄県 合同会社めぐり 高機能介助器具の導入による新たな利用者の獲得と利用頻度の向上

沖縄県 しょうびん 地域ブランド力のある手工芸品のものづくりと展示販売による販路拡大事業

沖縄県 カフェナトゥーラ バリアフリーテラス新設工事

沖縄県 合同会社ハッピーライフサービス 家事サービスの認知度アップと販路開拓

沖縄県 株式会社丸海きあら 大宜味村産月桃を使った新ブランド構築

沖縄県 旭潜水技研 障害を持った方向けの安全補助器材（ダイビング器材）の開発

沖縄県 株式会社江戸屋 保護者・学校・地域が連携し成り立つ「児童デイサービス」の周知

沖縄県 株式会社ヤブサチ カフェウエディングとウォーキングツアー開催による新規顧客獲得

沖縄県 おきなわ薬膳美人 うるま市近郊へ薬膳の活用法を広め食の改善に繋げるための新店舗

沖縄県 sweetsCOCOLO 卵アレルギーでも食べられる卵不使用の「もーもープリン」の普及

沖縄県 Cafe34 地元ファミリー客を狙った新メニューの開発および周知強化

沖縄県 大浜農園 アグリフードＥＸＰＯ出展による黒紫米の販路開拓

沖縄県 株式会社ワールドブライダル沖縄 沖縄発アジアへ家族の絆の新しいスタンダード沖縄美ら海アニバーサリーフォト事業

沖縄県 プレタポルテ衣瑠都 ワークショップ「縫製教室」の開催による売上アップ計画

沖縄県 しま工房 自社の技術と提案力を活用したファザードによる新規顧客獲得

沖縄県 株式会社あおば 冬場の快適なダイビングサービスの提供と販路開拓

沖縄県 美ゅうびゅう 新規顧客の若い女性の客層をターゲットとした本格コーヒー販売、つけそばの開発

沖縄県 沖縄料理と地酒の店冨着58番地 調理済み食品の真空パッケージング商品開発

沖縄県 株式会社つばき 外国からのお客様への歓迎告知看板の設置

沖縄県 株式会社アソシエイツ フルオーダー混合飼料（ＴＭＲ）の製造及び販売による収益の拡大

沖縄県 宿舎みらい ホームページ開設で伊平屋に癒しを求める客増加による売上アップ

沖縄県 ストリートスタイルショップ 設備導入による作業効率の改善と顧客満足度の向上

沖縄県 ハワイアンパンケーキハウスパニラニ 来店されたお客様に向けたお土産Tシャツの開発

沖縄県 ペンション遊民 家族連れ・天体マニア向け天体望遠鏡「星空教室」による販路開拓

沖縄県 旅の館阿壇 短期型宿泊から中・長期型宿泊に導き与那国島ファンの増加で売り上げアップ計画

沖縄県 まるる針灸整骨院 高齢者、障害者の方でも来院しやすい院づくり事業

沖縄県 雑貨さくら 店舗改装による団体客受け入れ態勢の構築及び売上アップ計画

沖縄県 レストラン竜 団体旅行客の集客のための自社ホームページ制作

沖縄県 お菓子のまつだ 大東羊羹リーフレット作成によるリピーター増・島外への販路拡大

沖縄県 菓子工房こはるびより 子供を持つ家庭向けのケーキ注文受付チラシ作成と情報発信強化

沖縄県 ウェブデザインリーフ 空撮・360°パノラマコンテンツ立案で不動産業界の顧客開拓

沖縄県 いこい整骨院 高齢者のための、安心・安全で入りやすい玄関を目指して！

沖縄県 カフェユニゾン 「酒場タイム」新設による二部制営業での新規顧客開拓

沖縄県 ぎゃらりーゆしびん シーサー手作り体験キットの商品化

沖縄県 西表自然学校 西表島で唯一テイクアウトのできるお店作りで売り上げアップ

沖縄県 たんぽぽ流ツアー “休もう遊ぼうニッポン”国境の島の爽快乗馬アワー
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沖縄県 合資会社共栄社 地元の晴れの日を地元の産品で祝おう作戦

沖縄県 合名会社崎元酒造所 長命草（ボタンボウフウ）焼酎の開発による売上アップ計画

沖縄県 有限会社わかまつどう製菓 ホームページ＆商品カタログのリニューアルで新規販路開拓事業

沖縄県 大槻商会合同会社 翻訳ページ付きホームページの作成による外国人観光客獲得

沖縄県 そば処やじろべぇ 野菜不足を手助け！３００ｇ野菜そばで新規顧客獲得作戦！

沖縄県 株式会社ＳｕｎＲｉｓｅ 石垣島モリンガの知名度アップによる販路拡大

沖縄県 農業生産法人有限会社金城ミート 地域顧客に利用しやすい直売体制の整備と顧客獲得事業

沖縄県 やんばるダイニング松の古民家 Welcom沖縄古民家海外ゲストの誘致

沖縄県 春おばーのなんとう店 春おばー伝統の「なんとう」季節のフルーツを活用した新商品開発

沖縄県 株式会社ますみキッチン ヘルシーメニューとくつろぎ空間で女性客獲得

沖縄県 株式会社ロイヤルエンターテイメント やんばるプリン販路拡大事業

沖縄県 ひまわり保育園 やなわらばー安全環境整備による幼児獲得作戦

沖縄県 有限会社勝山シークヮーサー 「ジェラート製造・販売」によるBtoC営業強化事業

沖縄県 名護美ら海不動産株式会社 沖縄移住応援発信による販路拡大事業

沖縄県 有限会社うらわ印刷 簡単！開業お助けパックによる集客ツールの提案

沖縄県 玉城養鶏場 「羽地鷄」ブランド化による直売所への誘客強化事業

沖縄県 株式会社ＦＭやんばる 部活人（ぶかつんちゅ）応援プロジェクト

沖縄県 サンビーンズ株式会社 ビーチフォトウエディング・ファミリー＆シニアのご家族連れ新規開拓

沖縄県 洋食堂タロウ 自宅で気軽に洋食フレンチパーティを楽しめるテイクアウト事業

沖縄県 ジュピター観光 一般観光客需要発掘のための認知度向上事業

沖縄県 株式会社仲田企画 体験型商品アピールの広告


