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所在地 事業者名 事業名

北海道 BARG’Day 店舗景観改装・席数拡大、店舗リニューアル事業

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

北海道 CAFÉDININGPOLARIS 真空包装機導入による食材の保存方法で、地場食材の安定提供実現事業

北海道 ｃａｆｅ福座 厨房拡張工事

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

北海道 Garden フードメニュー提供の為キッチン設置と店舗内改装、PR活動強化

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

北海道 IWISH 富良野・美瑛ﾃﾞｨｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ事業

北海道 RED&BLUE 雄冬海岸の絶景とプチ釣りツアー

北海道 RodeoDrive 「既存商品の改良及び新商品開発による売上増加」

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

北海道 Yuki 店舗改装事業

北海道 あみー工房 焼き菓子類のパッケージ化と一番化商品の増量生産体制づくり

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

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

北海道 エムエイチティ㈱ 増毛町の食材を使った商品の新規販路拡大及び売上の増加を目指す

北海道 カクイチ馬場商店 商品パッケージの改良

北海道 かっこう料理店 「かっこう料理店」認知度向上事業

北海道 カフェマッカリズム オリジナルキャラクター（ロゴ）の開発及び販促広報事業

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

北海道 カメラ・文具・スポーツよしだ 環境宣伝の町での店内照明のLED化によるイメージと照度アップによる集客力強化

北海道 きんせい堂 宅配サービスによる「完全手仕込弁当」の販路拡大計画

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

北海道 げんや清水店 新メニュー開発にともなう店内メニュー表の作成事業

北海道 コーヒーハウスからし種 蕎麦打ち場の増築事業

北海道 こだまスポーツ テニスクラブでの新ブランド展示会、試打会及び即売会

北海道 スイーツピカブー
看板設置による町内外潜在顧客への広告宣伝事業
食品サンプル展示での商品廃棄ロス軽減事業

北海道 ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽｱﾄﾘｴ・ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ シニア集客のための工房サロン化と積極的プロモーション

北海道 スナックらいむ 顧客満足度向上のための店舗改装

北海道 スナック峰 ｽﾅｯｸ店舗の閉店時間を活用した店舗設備のレンタル化事業

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

北海道 ナチュラルフロンティア㈱ 溶岩石の石釜を使用した商品開発

北海道 ﾊﾟﾌﾞｽﾅｯｸ暖手巣・宮崎牛乳販売所 ｽﾅｯｸ店舗内のエアコンの設置及び工事

北海道 ぱんやベッキー 店舗スペース有効活用の改装及びPR強化事業

北海道 ﾌｧｰﾏｰｽﾞｶﾌｪ風土 テーブル上の農場・農産物紹介

北海道 ﾌｧｰﾏｰｽﾞｷｯﾁﾝTOKO-TOKO
①テイクアウト用ファーマーズサンドイッチの開発
②地場産品を使ったスイーツの開発

北海道 ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝはやかわ

・ジンギスカン3種セットの新規販売
・新商品化販売に係るラベル・パッケージ・デザイン
・テーブル金属製脚、イス購入
・ＳＮＳを活用した情報発信

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

北海道 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

北海道 ブルガレージ 集客力を高めるためのホームページ作成事業

北海道 ヘアーサロンナカオ 女性、高齢者、障害者向け、シャンプー台（バッグシャンプーとサイドシャンプー台）の導入

北海道 ペットショップＷＯＮＷＯＮ 新店舗の開店と宣伝活動による店の増強
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北海道 ﾍﾟﾝｼｮﾝ＆ﾚｽﾄﾗﾝﾗ・ｺﾘｰﾅ
・ランチ事業の販売強化
・自家製天然酵母パンの販売促進
・ﾍﾟﾝｼｮﾝ部門の閑散期における集客向上

北海道 ホワイトベースカフェ 当店スープカレーのレトルト開発と販路拡大

北海道 マスダ食品 設備導入による『柚子海鼠』の製造・販売量の拡大事業

北海道 ムーンライズ㈱ 自社ロゴマーク製作及び販売促進に係るディスプレイ事業

北海道 メンズヘアーサロンアキタ トイレ改修事業

北海道 モードショップカトレア 顧客獲得とバリアフリー化による安心安全な店づくりへの店舗改装

北海道 ラーメン喜一郎
新規販路開拓に係るアクセサリー等の販売
固定客ストレスの軽減
固定客の安らぎ空間づくり

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

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

北海道 ロッジ風景画
・潜在的な見込み客の集客を増加させるための広告宣伝事業
・宿泊客の快適性を高めるあめの改修事業
・新たなアクティビティメニューの追加による集客アップ事業

北海道 安田商事㈱ 売上拡大・医療福祉部門の強化のための店舗設備事業

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

北海道 岡商店 名入梱包資材の新規製作及び改良による新規顧客獲得

北海道 花ｊｉｎ フラワーキーパー騒音並びに熱風解消工事事業

北海道 我妻精肉店 店舗看板設置工事及び真空包装器購入事業

北海道 芽登温泉ホテル 芽登温泉拡販宣伝事業

北海道 角川治療室 超音波治療器の導入による、治療分野のテストマーケティング事業

北海道 学伸舎 学伸舎中標津スクール新規開校

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

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

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

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

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

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

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

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

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

北海道 ㈱ＥＬＥＺＯ社 プロモーションビデオとカタログの作成と配布

北海道 ㈱アルブロ 個人向けインターネット販売に向けたホームページの開設

北海道 ㈱ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｸﾘｴｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 豊富温泉を使った、濃縮温泉水・石鹸・クリームのパッケージとパンフレット制作事業

北海道 ㈱エスグラフィー 色空間の統一によるプリントサービス提供事業

北海道 ㈱おしゃれハウスはにぶち 店舗改装（店内入り口手すり取り付け・トイレ改装）

北海道 ㈱オフィスビーワン
『有機養蜂の天然ハチミツ』の生産・販売事業
集客力を高めるためのホームページ作成

北海道 ㈱カムイ 多機能加熱調理機導入に伴う顧客満足事業

北海道 ㈱こがね屋
・インターネット販売事業
・移動販売車高齢者向け階段設置事業

北海道 ㈱コンパスエーデン 新市場の開拓による新規顧客獲得並びに新サービスの開発事業

北海道 ㈱フプの森 差別化のためのブランディング強化とそれにともなう商品開発

北海道 ㈱ホクノウ機器販売 夏の展示商談会

北海道 ㈱マインファーム 生産者の顔が見える安全・安心と北海道ブランドの付加価値の向上

北海道 ㈱マツクラパッキング 地元（北海道増毛町）の素材を活かした商材のPRと新規販路拡大事業

北海道 ㈱ヤマオ
北の山ワサビ無添加生スリオロシ商品販路拡大パッケージデザイン・CCFL照明器具ブランドマーク
デザイン
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北海道 ㈱月香 販売促進に係るチラシ、パンフレットの製作及び配布

北海道 ㈱松屋
釧路市を代表するお土産菓子
「釧路の街からこんにちは」の開発

北海道 ㈱壮匠建設 近隣住宅市場開拓プロモーション強化事業

北海道 ㈱大熊家具店 釧路市内の市場開拓

北海道 ㈱大樹農社 自社製乳製品の首都圏市場開拓及び自社牧場に隣接するシーニックカフェの開業によるPR事業

北海道 ㈱藤田昆布加工場 第1回北海道コミティア出展事業

北海道 ㈱道北開発コンサル フラヌイ温泉LEDライトアッププロジェクト

北海道 ㈱風車 ファーマーズマーケット、キッズコーナー、ドッグラン、案内看板等の整備

北海道 ㈱北洋堂 菓子製造に係る真空包装機の導入

北海道 ㈱利尻名水ファクトリィ 「リシリア」知名度アップ作戦

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

北海道 喰処大樹 小上り席の改修で高齢客及び団体客の集客力増加

北海道 古谷自動車工業 自動車等修理に伴う新展開事業

北海道 御影の滝山女魚園 施設内の案内看板の設置とパークゴルフ場の構築

北海道 光クリーニング店 店舗改装と多機能ＰＯＳレジ導入での顧客商品管理による集客力強化

北海道 合資会社寿フードセンター バス待合所改築とトイレの改装及び陳列平台・焼き物機の新設

北海道 合同会社モリノメグミ

①くだもの村店舗の看板設置
②WEB販売のための広告宣伝、店舗来客のための広告宣伝を行う
③パッケージのデザインリニューアル
④ガーデンカフェ設備及びガーデニング場所の保護設備
⑤生産増強のための厨房機器の設置及びリプレース
⑥催事出展のための機材リース
⑦リーフレット作成
⑧店内壁面メニュー設置

北海道 紺野建設㈱ 農業専門誌・農業新聞等に広告の制作と掲載

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

北海道 桜慈工房 チーズケーキパッケージリニューアル事業

北海道 三雄建設㈱ 新商品開発や販路開拓を通じた浦臼産牡丹そばのブランド化

北海道 山部電機店 集客力を高めるための照明LED化事業

北海道 手打ち十割そばKisan 自家栽培蕎麦の自社管理による新たなお客様の開拓と食育活動の充実

北海道 十勝フード㈱
店舗名、販売商品を告知するためのパンフレットの作成
リピーター増加を推進するためのキャッシュバック券の作成

北海道 十勝岳温泉㈱ 「みんな集まる、天空テラス新設事業」

北海道 渋田商店 昆布ブタ丼開発・宣伝・新イベント

北海道 淳工房 休憩スペースの設置及び、屋外ディスプレイの増設事業

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

北海道 小清水はなことりの宿 小清水産小麦100％、天然酵母パンの開発

北海道 小島商会 タイヤチェンジャー購入事業

北海道 松久園 当店の味をご家庭で！中食需要と贈答品需要の開拓事業

北海道 焼肉炉憩 集客力向上と快適空間を提供するための店舗改装

北海道 清水ラーメン風来 新たな顧客獲得に向けた広告看板設置事業

北海道 清流観光㈱ 展示商談会イベント出展等による商品PR・販路開拓事業

北海道 石岡電気工業㈱ 光ファイバー設備新規参入事業

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

北海道 前野商店
寿都産鮮魚の移動販売（寿都産の鮮魚を、移動販売車にて町内の買い物弱者や近隣のリゾート地
区へ販売する）

北海道 駄菓子屋夢 「子供にやさしい店づくり」と「新規顧客顧客開拓」

北海道 池田牛乳店 新商品およびこだわりの農産物、海産物等の宅配アイテム拡大事業

北海道 中川自動車㈲ 農業貨物自動車車検期間伸長に伴う顧客サービスの充実による販路開拓事業
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北海道 椎名はりきゅう整骨院
美容鍼灸などの需要拡大
運動障害の専門的なスポーツ鍼灸

北海道 辻屋精肉店 保管用冷蔵設備の導入と地方発想事業による新たな商圏の開拓事業

北海道 田中運動具店 販路拡大を狙った設備の導入と広告事業

北海道 日本ディスカバリー 日本で初めての大型クライミング施設の集客促進

北海道 美容室ｐｕｒｅ ネイルサロン事業導入と顧客満足度アップ事業

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

北海道 美容室さちこ パーマ新規顧客獲得に向けて機器の導入

北海道 美容室彩 高齢者と育児ママに優しい店舗としてのリニューアル

北海道 北斗ホームサービス㈱ 外国人観光客おもてなし事業

北海道 味処新町 集客力向上を目指す店舗改装事業

北海道 木野花園計画 造園施工例のパンフレットの作成

北海道 門車 くつろぎの空間づくりのための店内改装

北海道 矢内菓子舗 「SHIMOKAWAGREEN」を活用した新デザイン包装紙の作製

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

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

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

北海道 有限会社森谷 玉葱と白花豆の販路拡大

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

北海道 ㈲あすなろファーミング 自然派志向でロングライフな新商品（チーズ）の開発

北海道 ㈲クライスデール 熱気球のバリアフリー化にゆる体験搭乗客の増加

北海道 ㈲さが井商店 店舗内の棚及びディスプレイと集いの場所の改造

北海道 ㈲スマイルショップ福山 新規顧客開拓及び再来店客確保用チラシ作成、配布。

北海道 ㈲つた家
過疎地域、老人地域における宴会デリバリー及び法要、家族葬における料理一式のデリバリー、ケ
イタリング事業

北海道 ㈲デンキショップかんの 補聴器の新規取扱いによる新たな販路拡大事業

北海道 ㈲ファーム田中屋 ネットショップ開設事業

北海道 ㈲モリヤ写真館 新たな成長の柱と位置付ける『ニューフォトスタイル』事業の体制整備と効果的な市場浸透

北海道 ㈲一色商店 宅配及び集客力（憩いの場設置）向上を目指す改装事業

北海道 ㈲観光堂 ペット関連雑貨販売のホームページの制作

北海道 ㈲丸イ末永金物店 お客様の集客力アップにつながる店内照明LEDによる適正照度確保事業

北海道 ㈲協和農産 愛別町産もち米の販路開拓に係るパッケージデザインの改良

北海道 ㈲士幌フードセンター 食料品スーパーの店内照明LED化での適正照明度確保による集客力強化事業

北海道 ㈲士幌自動車 WEB・雑誌広告を活用した認知度向上による中古車の販売促進事業

北海道 ㈲十勝スロウフード ５S活動、トヨタ方式などを活用した製造管理方式の構築

北海道 ㈲渋田産業 プロモーション戦略の見直しによる「厚沢部産きのこ」の販路拡大とブランド価値向上

北海道 ㈲菅原商事 広告看板設置

北海道 ㈲清里ハイヤー 安全性向上による利用拡大事業

北海道 ㈲清里自動車工業 大型車両対応に特化した機械の導入事業

北海道 ㈲静月 創業４５年祭に合わせた新しい郷土銘菓の開発

北海道 ㈲石原薬局
調剤薬局としての認知度向上と当社のイメージアップを目指し店舗横に処方せん受付等の独立看
板設置

北海道 ㈲川端商会 精米機の導入によるこだわりお米販売店への転換による新規顧客の開拓

北海道 ㈲帯勝住宅設備
国道３８号線沿いへの事務所移転を契機行う住宅新築・リフォーム等とバイクショップENAGY-X屋
外看板新設事業

北海道 ㈲丹羽商店 店頭看板の作成と樽生ビールサーバー用製氷機の購入
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北海道 ㈲中村製麺所 北海道産原料によるパスタの開発

北海道 ㈲土橋商店 エコ・イメージアップ化事業

北海道 ㈲東洋土木設計 「カムイ・ミンタルの塩」高級化事業

北海道 ㈲日新商会 北海道新幹線開業に伴う新ホッキしゅうまい発売事業

北海道 ㈲北嶋商店 電力需給対策に対応した店内照明のLED化でのイメージアップによる集客力強化事業

北海道 ㈲末廣軒 洋菓子の新商品開発に伴うプロモーション事業

北海道 ㈲鈴木電設 圧着機を利用した効率アップによる作業効率化及び受注拡大事業

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

北海道 旅館山水閣 「館内飲食スペース快適化事業」及び「若年層・外国人観光客誘致事業」

北海道 緑神堂 新規店舗の出店と「ディンプルアートカラー」の普及を活かした新たな販路拡大

青森県 CMSおおだいら電気商会 低年齢層と新規顧客（40代～60代）を呼び込むための店内改装に伴うリニューアルセールの実施

青森県 PlasticHair オートシャンプー機設置に伴う癒し空間への内装工事

青森県 お菓子工房プティボヌール 顧客へのアピールするための商品看板の設置

青森県 ケクー・カフェ 自家焙煎コーヒーと平打生パスタの美味しい店誘客大作戦

青森県 コムラ醸造株式会社 業務用「牛タン南蛮南蛮味噌漬」の一般消費者向け新市場開拓

青森県 サークルK蓬田バイパス店 女性や高齢者にもやさしいトイレの提供

青森県 シーライン㈱牛滝営業所
船の発着場所に事務所（プレハブ）設置を行い、お土産品等の販売を可能にする。事業の宣伝看
板のリニューアルを行う。

青森県 すずめ トイレ改修による女性客集客事業

青森県 ストウ写真館 世界に一つだけの動くスライドショーDVD

青森県 つしま印刷 可食インクを使用した食品カラー印刷商品の販路拡大事業

青森県 ノースビレッジ合同会社 認知度とリピート率向上のための看板、販促物制作

青森県 ぱんやいちこ 販促用カード及びスタンプの作成

青森県 ふうせんやさとら 「僻地から発信！！風船の魅力お客様に夢や感動を届ける商品開拓・販路拡大」事業

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

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

青森県 まんじゅうや 獲れたて・新鮮食材～「安美食」な食堂（まんじゅうや姉妹店のオープン）

青森県 みくに酒店 店名の看板と誘導案内版設置・新規顧客獲得地酒パンフレット作成事業

青森県 ヤギモータープロ株式会社 新部門(特定自主検査実施工場)追加による新規顧客獲得事業

青森県 ワークスペース詩寿華 米粉使用サブレの商品開発と販売促進

青森県 ワイドライトモータース 独自の車検料金システムの構築と徹底告知による販路拡大事業

青森県 河野商店 インディアンの戦闘食「アピオス」販路開拓事業

青森県 株式会社あおい企画 レストランウェディングで婚礼市場の活性化

青森県 株式会社イワサキグループ ハンドキャリーサービス推進事業

青森県 株式会社ウィンコーポーレーション 顧客ニーズに対応した「不動産情報のネット配信」による顧客拡大事業

青森県 株式会社きもの処京禅 店内照明交換で商品力アップ事業

青森県 株式会社サテライト六戸 来て！見て！サテライト六戸～地域に奉仕する会社を目指して～

青森県 株式会社トーサム 十三湖風味（塩味）「十三湖しじみラーメン」の開発及び販路開拓

青森県 株式会社まるみ おみやげ用箱ラーメン開発とHPによる販路拡大事業

青森県 株式会社レストラン和光 店舗改修による集客力向上

青森県 株式会社駒嶺商店 通過型顧客等獲得事業「風間浦鮟鱇まん、鮟鱇焼き」

青森県 株式会社中村自動車整備工場 車両故障診断機に伴う新たな顧客獲得

青森県 株式会社中嶋総合研究所 インターネットを利用した子供スポーツ動画（ＤＶＤ）販売システムの構築とＰＲ
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青森県 株式会社八幡馬 『「八幡馬」製品及び仕掛品を保管する倉庫の環境整備』

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

青森県 株式会社和がや 活魚、鮮魚の地産地消の推進と鮮魚を活用した加工品開発事業

青森県 ㈱グリーンストア 誘客促進・省エネ・地球温暖化対策LED屋外看板設置事業

青森県 ㈱熊谷商事 急速冷凍庫増設に良売り上げ拡大及び作業効率向上事業

青森県 鎌田トーヨー住器株式会社 移動展示車を活用した新規イベントによる顧客獲得事業

青森県 宮野製パン㈱ 包装紙・パッケージデザインの一新による販路拡大事業

青森県 居酒屋れすとらんえび蔵 青森県フェアー等出店販売事業

青森県 金木部品 新サービスの提供による販路開拓及び顧客拡大事業

青森県 原子酒店 販路拡大に向けた「小さな村からオリジナルお土産袋発信事業」

青森県 根市酒店 地域に愛される店づくりと来店客、売上アップ事業

青森県 四季菜にんにく株式会社 黒にんにく販路拡大を通したネットショップ売上アップ及びブランディング事業

青森県 千畳敷センター 加工品パッケージの改良とインターネット販売システムの構築及び周知

青森県 浅井建築サービス株式会社 不動産業開業と組織づくり

青森県 中谷食品株式会社 中谷らしさの視覚化とスタッフの営業力向上による販路開拓事業

青森県 中野鋸刃物店 イモビライザーマシン導入による新規顧客開拓事業

青森県 津軽果工株式会社 ストレートりんごジュースの販路開拓事業

青森県 美松菓子店 新規顧客獲得に向けた、新商品開発と店舗レイアウト変更

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

青森県 有限会社アラコウ水産 ホームページを活用した海外展開事業と国内ネット販売システムの構築

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

青森県 有限会社ケイエス青果 新市場開拓による販路拡大ビジネスマッチング事業

青森県 有限会社スガノ商店 軍手の工場直売とオーダー軍手需要掘り起こし販売促進事業

青森県 有限会社すぎやま 地域資源を活用したオリジナル調味料の開発とシリーズ化事業

青森県 有限会社ストウ酒商 PB商品「平内爛漫」による活性化事業

青森県 有限会社ノガワ家具センター 地域密着型「均一オーダーカーテン」のネット配信による商圏拡大事業

青森県 有限会社みうら トイレ改装とテイクアウト業態追加による顧客満足度向上事業

青森県 有限会社もりた観光物産 ゆるキャラ販促商品開発事業

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

青森県 有限会社諏訪内観光ブドウ園 観光ブドウ園施設利用満足度向上による顧客開拓事業

青森県 有限会社西幸呉服店 環境変化に合わせた新規顧客獲得事業

青森県 有限会社川口あんぱん 商品へのこだわりを伝える看板設置による来店者増強事業

青森県 有限会社大鰐振興 青森県特産地鶏「青森シャモロック」販路拡大事業

青森県 有限会社辻村造花店 平内町で待望の「セレモニーホール」の運営

青森県 有限会社平尾時計店 メガネ・コンタクトレンズ部門強化事業

青森県 有限会社豊川酒店 インターネットショップと店舗を一体化する店舗入口の改修工事

青森県 ㈲澤口農園 澤口農園のブランド化事業

青森県 髙橋整骨院 新たな広告媒体による新規患者獲得事業

岩手県 .株式会社高橋農園 紫波じゃがいも男爵プロジェクト～ジャガイモ料理中心のテイクアウト商品開発と販路開拓

岩手県 B‐shopへびぐち 地元の旬な素材を使用したお惣菜の開発と販売強化

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

岩手県 Ｈｅａｒｔｖｅｉｌ 地元観光資源を活用したサービスによる新規顧客の確保
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岩手県 ＫＡＩＺＡＮ めざせ、地産地消による『新・ご当地グルメ』！

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

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

岩手県 OdashimaGuitars 岩手県産材を利用したギターの商品化による販路拡大

岩手県 snowdrops 大槌産食財を活用した惣菜商品化事業

岩手県 WILDGRAPEFARM 新商品「山ぶどう塩」の販路開拓

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

岩手県 アポルテ 店舗が綺麗になる事での来店客増加で売上が上がる改装工事

岩手県 アルファ株式会社 マーク加工技術を活かした潜在需要の掘り起こしと販路開拓

岩手県 アンジェリック洋菓子店 釜石ブランド新パッケージによる販路拡大事業

岩手県 あんでるせん 来訪者向けの商品開発による販路展開改善事業

岩手県 えいらく
小グループ、家族連れ、高齢者に対応し、LED化し明るい店舗に改装することにより、新規集客を
伸ばす。

岩手県 エクステリアモミの木 全日本フラワー＆ガーデン選手権出展による知名度の向上

岩手県 おきも呉服店 40代～50代をターゲットとした新たな集客サービスの提供

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

岩手県 お食事処いち龍 ファミリー層の開拓に向けたサービスの展開

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

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

岩手県 かまどのつきや 自家製野菜の「農家レストラン」開店による集客と郷土食の普及

岩手県 キクタ文具店 増加する競技者をターゲットとしたパークゴルフ用品の販路拡大

岩手県 きくちや ギフトラッピングの充実とインターネット構築で売上アップ

岩手県 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 ケア・グラント株式会社 折込チラシなどでの周知と設備倍増で集客がっちり

岩手県 コウリャン 店舗改修による集客向上

岩手県 ゴールドレンタ平泉 新商品の導入及び地元観光資源を活用した新規顧客の確保

岩手県 コトブキ化合 『家畜肥育業者・卸売業者等への業務用販路拡大』

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

岩手県 そば真 和式トイレを洋式トイレ（バリアフリー）に改装

岩手県 たかはし菓子店 フィナンシェ（焼き菓子）のオリジナル新パッケージの開発

岩手県 たむらストア 定期移動販売の実施による買い物弱者救済と新規顧客の拡大

岩手県 のだ焼 地元の土にこだわった原材料使用による風土感のある作品の創出

岩手県 ハウスセレモニー株式会社 家族だけの空間で故人様と向き合う環境整備

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

岩手県 パン工房さかた ベルギーワッフルとパニーニの開発

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

岩手県 フジサワ 軽印刷機導入でカラー印刷による品質向上で収益改善

岩手県 ブラスレスキュー リードマイスター導入による新たな市場進出事業

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

岩手県 ヘアーガーデンルノン 認知度向上と新規客・スタッフ確保のための広告宣伝事業

岩手県 まるまん羊丸・じんぎす館 観光客をターゲットとした精肉小売部門の販路拡大

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

岩手県 モーとんふぁみりー 盛岡地域を中心とした岩手県内での定期購入顧客の新規開拓
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岩手県 リカーショップコンノ 「ノンアルコールカクテル（ジュース）の提案から新規顧客の開拓」

岩手県 リゾート美容室髪髪 顧客の高齢化対策による疎遠客・新規客の拡大

岩手県 リビングハウスこんの 高齢者への買物利便性の向上による販売促進事業

岩手県 レディス山形屋 来街者増加によるプロモーション事業

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

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

岩手県 磯料理喜利屋 ウニーク出店に伴うオープニング記念イベント

岩手県 遠野味噌醤油有限会社 小家族世帯向けの少量新包装と青豆入りバジルドレッシング開発

岩手県 下村商店 漬物パッケージ・ラベルデザインのリニューアル

岩手県 下田機械 農機具の保管型メンテナンスサービスの提供

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

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

岩手県 株式会社parazzone
お客様健康推進プログラム（おらほの温泉健康いきいきサロン）
（体重、血圧、体脂肪、骨量のデータ化と情報提供）＋（健康プログラム）

岩手県 株式会社アグリカシオペア トマトシリーズのプレミアム商品開発による販路開拓

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

岩手県 株式会社ウエイブ 「女性主婦層の販路拡大とニーズにマッチした商品展開」

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

岩手県 株式会社テイトラスト 岩手銘菓：自社商品の某ランド構築並びに販路拡大

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

岩手県 株式会社ナカムラ 防犯カメラ設置によるお客様の防犯・安心・安全の信頼度の向上

岩手県 株式会社ノズ・アイラス 美容椅子増設による新規顧客獲得

岩手県 株式会社ハラショー 心身機能活性運動療法による介護サービス事業への参入

岩手県 株式会社フレアズ 自社商品通販事業強化による個人顧客向け販路開拓

岩手県 株式会社ミナミ食品 「南部生ゆば」の包装・梱包改善による外食産業向け新規販路の開拓

岩手県 株式会社よんりん舎 焼きドーナツの製造販売

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

岩手県 株式会社一松商店 新パッケージの開発及び、商品発売

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

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

岩手県 株式会社上小路商店 平台ショーケースを増やして乳製品の販売

岩手県 株式会社道の奥ファーム ブルーベリーの安定供給により販路拡大

岩手県 株式会社粉夢 黒にんにく餃子の開発

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

岩手県 関口商店 店舗改装による新規顧客の開拓

岩手県 丸正ストアー インターネット販売部門に伴うサーバーシステムの充実化

岩手県 吉田酒店 地域に密着したチラシの作成及びオリジナルギフト資材の改良事業

岩手県 久慈ファーム有限会社 ＢtoＣ市場進出に向けた商品パッケージの自社開発作製

岩手県 居酒屋風味処山海 広報活動を充実させるためにホームページ作成、およびメニューの作成

岩手県 京料理京亭 『通夜・葬儀のワンストップサービスの実施計画』

岩手県 駒木米穀店 店頭精米と入りやすい店舗づくりによる新規顧客の開拓

岩手県 健やか堂 魅力的なリハビリ＆リラクゼーションサロンの経営向上戦略

岩手県 古舘製麺所 ネットショップの充実と物産展等による都市圏顧客の開拓
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所在地 事業者名 事業名

岩手県 工藤設備 「カラーシミュレーションシステム導入による営業力の強化と販路拡大」

岩手県 工房中村 木工器専用塗装機の導入、および作業場の新設による生産効率の改善

岩手県 紅屋 若者をターゲットとしたセットメニューの展開

岩手県 高橋工務株式会社 ３次元ＣＡＤ導入による業務効率化と新規顧客開拓事業

岩手県 合同会社グリーンケア チーズ製造技術の向上による独自製品の開発と販路開拓の深掘り

岩手県 佐々木酒店 岩手遠野の地域色を活かした通販事業と立飲み屋風酒店への展開

岩手県 佐々木商店 海に暮らす者だけがこっそり楽しみにしていた「雪解け牡蠣」販売促進事業

岩手県 山﨑音楽教室 幸せと喜びの音楽コンサート

岩手県 酒処　幸酔 年配客及び女性客に配慮した安全と癒しを提供する店舗改修

岩手県 衆栄商事株式会社 魚介・味噌粕漬け「うんみゃがすと！」シリーズ

岩手県 十府ヶ浦食堂 視感を高めた海鮮メニューの充実による集客

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

岩手県 小林魚店 地元特産品の店舗販売・通信販売強化による観光客の獲得

岩手県 松本商店 地元産の大豆を使用したおから商品の開発

岩手県 焼肉レストラン中山 無煙ロースターの設置による新規顧客開拓

岩手県 上神田精肉店 自家製に特化した商品開発と販路開拓に向けた効果的手法の展開

岩手県 上閉伊酒造株式会社 遠野麦酒「ＺＵＭＯＮＡ」常温商品化による販路拡大

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

岩手県 赤羽畳店 ＥＢクロス対応高速糊付け機の購入による販路開拓事業

岩手県 川下ホルモン店 集客力を高めるための店舗改装

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

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

岩手県 全5室の小さな宿Beaver ガストロパック（減圧加熱調理機）を利用したメニュー開発及び野菜等の加工

岩手県 村上商店 魅力ある商店づくりのための店舗づくり

岩手県 大黒醤油株式会社 豆麹味噌屋の醤油製品等の宣伝強化による販路拡大

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

岩手県 大沢園芸 フラワーアレンジメント講習会開催による新たな年齢層顧客の獲得

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

岩手県 槻舘利用室 個室エステシェービングルームの設置による女性客の拡大

岩手県 田頭金物店 店舗照明LED化、店前庇設置による新規顧客開拓

岩手県 藤光堂 オートレンズメーター導入による差別化と販路開拓

岩手県 陶房艸雲窯 大震災を乗り越えて再出発だ！販売拡大するぞー事業

岩手県 内金崎自転車商会 青空ｶﾌｪ及び洋菓子の移動販売、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化展開事業

岩手県 南部駒形屋 地元野菜による新商品開発で中・高年への健康増進、顧客増加を目的とした取組み

岩手県 柏木自動車工場 新車種車両の点検・車検整備導入による販路拡大

岩手県 柏木平レイクリゾート株式会社 全宿泊棟ＷＩＦＩ完備による２０代～４０代の利用者拡大

岩手県 八日町ストア LED照明導入によるコスト削減、競争力強化事業

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

岩手県 百鳥石材店 出張専用彫刻機「スポットブラスト2000」の改良に伴う製造機の新規導入

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

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

岩手県 味彩工房逢坂 風除室の設置し新規グループ客と宴会を開拓
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所在地 事業者名 事業名

岩手県 民宿みちあい 新たな三陸に向けた顧客がくつろげるサービスの展開

岩手県 門前おくでら 「農産物加工品販売からカフェ・ギャラリー運営へ直接販売強化」

岩手県 有限会社Ｄ´ＳＴＹＬＥ 暮らしほっこり、里山にっこり事業

岩手県 有限会社e-iwate.com ＥＣ（電子商取引）の多面的展開のためのホームページ作成事業

岩手県 有限会社オーパーツ 人工心臓システム量産化に向けた製造ラインの整備

岩手県 有限会社スガイ 「専門知識を活かしたランドセル販売」の販路開拓

岩手県 有限会社スタ－ダスト ベランダ改修工事（店舗改修事業）

岩手県 有限会社タンデム バーベキューセットの無料レンタル事業における集客促進

岩手県 有限会社テイストワン 女性をターゲットとした「塩系ラーメン」の販売促進活動

岩手県 有限会社阿部製畳店 「へりなし畳」制作効率化による和室リノベーション促進事業

岩手県 有限会社安部商店 「先進販売システム導入による情報発信力・販売力・接客力の強化」

岩手県 有限会社一戸写真 看板作製設置、大型デスプレイ設置による新規若年層開拓

岩手県 有限会社押切食品 自家栽培野菜を使用したお土産品の開発及び拡売

岩手県 有限会社河判 『業務用米穀の沿岸ルート拡大』

岩手県 有限会社角舘養蜂場 アンテナショップ等における顧客開拓調査

岩手県 有限会社割烹旅館おぼない お手洗いの美化改修による新規顧客の獲得事業

岩手県 有限会社岩泉マッカラー商会 新たな営業体制の構築による販路開拓

岩手県 有限会社玉川石油 車両等修理事業拡充に対応した顧客受入環境の整備

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

岩手県 有限会社斎藤クリーニング工場 『世代別の利便性向上による新規顧客の獲得』

岩手県 有限会社桜モータース 総合自動車故障診断システムの導入

岩手県 有限会社三陸海苔店 第一次商圏外への販売強化事業

岩手県 有限会社住田食品加工センター 炊込あわび御飯の素（新商品開発）及び販路開拓

岩手県 有限会社神田葡萄園 「自社産原料１００％のワイン醸造」のための試作品開発

岩手県 有限会社諏訪商店 米の検査及び集荷率のアップ並びに真空パック米を活用した新規顧客の開拓

岩手県 有限会社西大野産業 降雪時の駐車場の除雪計画

岩手県 有限会社千本松本舗 準主力製品群のネット販売による都市部若年層の開拓

岩手県 有限会社千葉木工所 遠野民芸家具の技術を応用したミニハウス事業の展開

岩手県 有限会社早野商店 新たな食べ方提案「切る手間不要！スライス昆布巻き」の商品化

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

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

岩手県 有限会社大善ストア ＬＥＤ照明によるコスト削減、競争力強化事業

岩手県 有限会社瀧村屋 雑穀麹南蛮の製造・販売による販路開拓事業

岩手県 有限会社団平 自社専用冷凍ストッカーの増設による販路開拓

岩手県 有限会社中村屋 雫石・中村屋ブランド化事業

岩手県 有限会社田村工務店 パソコン教室拡張による新規顧客の獲得事業

岩手県 有限会社藤岡建設 黒にんにく名産化プロジェクト

岩手県 有限会社奈良屋 隠れ家的小部屋空間による新規顧客とリピーターの獲得

岩手県 有限会社平泉観光写真社 出張事業展開による新市場進出事業

岩手県 理容・美容Ｆａｖｏｒｉ リニューアル後の新サービスの認知促進とポイントカードの実施

岩手県 理容さくま 店舗改装及び陶芸教室サービスの提供による女性客の新規顧客確保

岩手県 煉瓦家 アイドルタイムの有効活用による売上拡大
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所在地 事業者名 事業名

岩手県 和田商店 輸入食材の拡売と店舗の訴求力向上

岩手県 髙砂食堂 黄色いカレーライスの辛さ開発による若年家族層へ向けた取組み

宮城県 （株）アステラ 新店舗南仙台院の紙広告媒体による新規顧客獲得！設備強化による作業効率化！

宮城県 （株）いしがき金物店 高齢者への出張販売サービス及び自社独自サービスの周知による販路開拓

宮城県 （株）エスパス 高齢層を新規顧客のターゲットとした、新たな販売促進事業の展開

宮城県 （株）オイデック 水彩工房大崎市古川店、水まわりリフォーム専門ショールームへ店舗改装・リフォーム工事事業

宮城県 （株）ギャルソン トータル美容サービス周知のための看板設置及び広告掲載による誘客

宮城県 （株）さくらサービス 機能訓練特化型デイサービス事業

宮城県 （株）サンスイ 自社の売上・利益の向上を目的とした広報機能強化及び販路拡大計画

宮城県 （株）すずこう 多賀城物産「多賀米」ギフトセット試作・販売促進事業

宮城県 （株）たかぎ呉服店 新店舗オープンに伴う広報費

宮城県 （株）タチバナ薬局 顧客の獲得向上につながるマンパワーの充実・接客強化事業

宮城県 （株）ティー＆ティーフーズ 丹波黒豆甘納豆・安納いもグラッセの個包装パックの開発

宮城県 （株）フレア 「不動産活用支援」事業

宮城県 （株）ホイスト機工 店舗兼事務所の改装によるホイスト、及び、ホイスト関連商品の小売の拡充

宮城県 （株）モーム 本社ロードサイド看板更新を伴う新規顧客層開拓事業

宮城県 （株）ゆのはら農産 通りがかりの客の取り込みと魅力ある消費空間づくり

宮城県 （株）稲妻呉服店
震災後来店されない休眠客のなかの潜在的なきもの愛好者を掘り起こす為の、『きものを楽しむ着
かた教室』の開催とこれの告知、再来店を促す毎月のミニ展のダイレクトメ－ル発送

宮城県 （株）鵜の助 販路拡大に向けた営業展開、パッケージ作成事業

宮城県 （株）遠藤店 水稲用育苗土の軽量化試作品の製造

宮城県 （株）久我 看板設置及びホームページ・チラシ広告による情報の発信

宮城県 （株）三公企画 マッサージを利用した高齢者の健康維持促進事業

宮城県 （株）神崎住宅管理 土地・建物売買仲介のための新デザインチラシ作成事業

宮城県 （株）千葉商店 海苔商品の贈答需要対応による新市場開拓

宮城県 （株）村上屋
若い女性を中心とした新規顧客獲得のための新包装デザイン商品子持ちまんじゅう５ケ入の包装
袋及び小牛田まんじゅう（子持ちまんじゅう・山の神まんじゅう詰め合わせ）の包装紙デザイン製作

宮城県 （株）太宰商店
固定客の囲い込み及び新規顧客の獲得、そしてきめ細やかなサービスを提供するためのシステム
の導入

宮城県 （株）大賢 建設資材ワンストップ業務のＰＲ及び販路拡大

宮城県 （株）大沼旅館 外国人客向けＨＰ作成及び新企画の広報周知による販路開拓事業

宮城県 （株）長谷川新聞店 シニア向け生活サポート事業

宮城県 （株）二上 地元の野菜を使った惣菜の変りせんべいの開発と販路開拓

宮城県 （株）鈴甚商店 イートインスペース活用で顧客関係性を強化する販売力向上事業

宮城県 （株）髙橋工業 特殊金属を用いたモダンなデザイン薪小屋

宮城県 （資）海老喜商店 お客様倍増計画のための「わかりやすい商品注文カタログ」作成

宮城県 （資）大徳呉服店 着物レンタル新需要創出顧客開拓事業

宮城県 （有）アネックスホテルアベ 旅館部門での広報強化による販売促進事業

宮城県 （有）いさみや お取り寄せ若年層の需要拡大の為のロゴマーク、パンフットの作成

宮城県 （有）ウッディアベ工芸 店舗内装工事に伴うサイン工事業への新規参入

宮城県 （有）ウツミ水産 生かきトレーサビリティ新システムの導入事業

宮城県 （有）エスシーレンタル
クリーニング店の知名度を広めるための広告、クーポン事業及びクリーニングに対する理解深化の
為の消費者教育

宮城県 （有）エムアンドエス 店舗の魅力を発信するための広報活動とメニュー表の作成・印刷

宮城県 （有）かに太郎肴やたま田 心と体に優しい食と環境の提供とリアルタイムな情報発信による販売促進事業

宮城県 （有）サクラソイル 牡蠣加工食品（お土産品）と県産食材を使った古里メニューの開発
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所在地 事業者名 事業名

宮城県 （有）サクラフーズ 宴会環境整備による顧客獲得とテイクアウト促進事業

宮城県 （有）ダイアファーム わらじ村長みそ、ダイヤ米詰め合わせセット広告宣伝

宮城県 （有）ダンフードシステム 新メニュー表の作成（来店者への取組み）およびホームページの開設（新規顧客の獲得）

宮城県 （有）ちば食品 新商品「かっぱシューマイ」の開発及び食肉加工品の充実による売上拡大事業

宮城県 （有）ホンダバイパス鈴木
エコカーなどに対応した整備機器、装置の拡充により、一般整備・車検整備の入庫の増加並びに単
価アップを図る事業

宮城県 （有）マルイチ西條水産 「わかめ餃子」開発に伴う会社概要、商品パンフレット等作成事業

宮城県 （有）マルセン
２０種類のコーヒー豆を中心とした、一般消費者への広報事業
挽いて、お客様の好みに合わせたオリジナルブレンドを作り、その場で真空パックした宅配サービス
（市内無料）の取り組みをメインとした、高齢者層をターゲットとした事業を行う。

宮城県 （有）ミートショップさくらい ギフト商品販売強化と新規客獲得と認知度向上のための看板設置事業

宮城県 (有）ロマン商会田尻屋寿司 集客力を高めるための店舗改装事業(座敷を10人掛けの掘りごたつにする)

宮城県 (有)阿部六 顧客管理システムの構築による販売促進事業

宮城県 （有）伊藤紙函店 新規オリジナルパッケージの開発

宮城県 （有）遠藤建築 理容事業部「リラクゼーションサービス」提供のための店舗施設、内外装工事、および広報事業

宮城県 （有）遠藤石材 ホームページ活用による双方向顧客コミュニケーションの構築

宮城県 （有）下道 ホームページとパンフレットで新顧客獲得ＰＲ活動

宮城県 （有）我妻 コミュニティスペースの改装並びに料理・仕出し用メニュー、パンフレットの制作。

宮城県 （有）関野材木店 大工・工務店への直送販売方式による販路開拓

宮城県 （有）丸安商店 お客様ニーズに対応した商品及びサービス提供のための設備導入と商品開発

宮城県 （有）貴伸 オリジナル料理の増産体制確立とセットメニューの開発

宮城県 （有）熊谷商店 葬祭会館建設に伴う販路開拓のためのプロモーション事業

宮城県 （有）公美 地域唯一の懐石精進料理提供を誘客とした新たな販売販促事業

宮城県 （有）桜祭壇
「葬儀のことなら何だも安心して相談できるお店」及び新葬祭会館「エニシア」オープンに伴う認知度
アップのためのチラシ製作・ＷＥＢ製作・看板製作事業

宮城県 （有）桜中味噌店 販路拡大に伴うパッケージの変更と宣伝チラシの作製

宮城県 （有）山証 商品パッケージのデザイン変更と物産展への出店、商談会の積極的参加で販路拡大

宮城県 （有）小野寺製麺 市内スーパーでの新商品販売に係るパッケージ開発による販路開拓

宮城県 （有）菅原商店 『米粉商品の利用機会の増大と開発癒しと和みを与える米穀の拡販』

宮城県 （有）赤間自動車整備工場 大型自動車用電子診断機導入並びにバイク用リフト導入による新規顧客の獲得並びに販路拡大

宮城県 （有）霜山畳工業所 高付加価値縁なし畳の周知による町内外顧客開拓と販路拡大

宮城県 （有）孫太屋 店内の改装とＤＭ等による販路拡大顧客ヘのサービスと売上げ向上

宮城県 （有）大永商店 オール宮城県内産の原材料による「納豆米粉麺と納豆米粉パスタ」製品の開発

宮城県 （有）大坂屋 新事業導入と顧客アプローチで販路拡大

宮城県 （有）大勝 30歳から４５歳代の女性グループの来客促進

宮城県 （有）滝ノ原 豊かな山の自然と静かな隠れ宿の癒し

宮城県 （有）田尻工務店 展示場への誘客を図るためのパンフレット作成、新聞広告

宮城県 （有）橡企画 健康志向のメニューと商品のリニューアルによる販売促進事業

宮城県 （有）白石クリーニング商会 質の高いクリーニングサービスの普及と新たな宅配システムの構築

宮城県 （有）芳賀石油店 地域エネルギーによる需要の変化に対応する新事業

宮城県 （有）末廣寿司分店 家族、ヤングファミリーが気軽に来店できる寿司店を目指した事業

宮城県 （有）旅館辨天閣 客室トイレの改装による新規顧客の獲得

宮城県 （有）鈴木商店
店内照明のＬＥＤ化による視覚効果を高めると共に化粧等の常設講座を開設し、新規顧客の獲得
及び売上増加を図る

宮城県 grassroots イベント企画・制作、アーティストプロモーション等

宮城県 Jaki 店舗進入路舗装と看板作成によるアイキャッチ強化

宮城県 Liebe美容室 最新パーマ技術の導入とサービス内容のリニューアル周知による誘客
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所在地 事業者名 事業名

宮城県 Ｍ’ＳＦＯＲＨＡＩＲ 地域の高齢化に向けた高齢者が利用しやすい店づくり

宮城県 ＳＨＯＪＩＡＮＴＩＱＵＥＳ 新設展示スペースでのご提案、モデル空間づくりで販路拡大

宮城県 spica
体に優しいアレルギー体質のお子様でも安心して食べられる調理パン及びテイクアウト飲料（コー
ヒー等）の製造・販売するための設備導入と店舗改装

宮城県 TCICJAPAN（株） 質の高いインクジェト出力加工と短期納品サービスよる全国展開

宮城県 VERBSTORE(ヴァーブストア) ウェブサイトリニューアルでの販路拡大と集客増加

宮城県 あーと硝子ＣａｓａＶａｓｏ 芸術性のあるガラス工芸品の再現性の向上と近隣市場の開拓

宮城県 アスリートスポーツ 自社オリジナルプリント加工製品による新規顧客獲得事業

宮城県 イル・デスティーノ シニア世代に優しい店づくり

宮城県 うわぬま製材所（有） 環境に配慮した住空間の提案による新規顧客獲得事業

宮城県 エンタープライズＦ＆Ｋ 車両防錆加工の新サービス実施による販路拡大事業

宮城県 おのでら接骨院 立地を生かした接骨院「サービスの充実」による利用客アップ事業

宮城県 カケチ電器商会 コスモス・ベリーズ（ＶＣ）加盟に伴う店舗改装事業

宮城県 カットハウスちゃむ 女性顔剃りメニューの強化と宣伝活動

宮城県 カフェ＆カラオケメロディ裕子 販売促進として店舗の看板架け替え及びトイレ内装並びに衛生設備工事事業

宮城県 クチーナカッパ イーゼル、広告紙とワインセラー設置による新規客の開拓と売上アップ計画

宮城県 さかきばら米店
スマートフォン等モバイル端末からのスムーズなアクセス、受注へ対応したホームページリニューア
ルによる新規顧客開拓事業

宮城県 さくらＢ．Ｓ 「出張理美容サービス」開始に伴うＰＲ看板の設置

宮城県 さとうオートサービス 商談室の設置で顧客の心をキャッチ！車両展示販売開始で売上アップ！

宮城県 スタイルネットワーク（株） 半導体製造装置用部品オリジナル再生パーツ開発と市場調査

宮城県 タイヤランド石巻北 アライメントテスターを活用した高付加価値サービス提供による新規顧客の獲得のためのPR

宮城県 ダイレー酒店 ホームページ構築と営業用チラシ作成による販路開拓事業

宮城県 タカタキ・コンビニ市場おにっこ
施設改修と広告媒体を活用した周知による新規顧客の獲得
（①店内トイレの改装、②看板の改修、③告知チラシの作成・配布）

宮城県 とりふじ弁当 低農薬食材を利用したお弁当のＰＲ、販促活動

宮城県 ネイルガレージキャンディベース 開放的なＨａｐｐｙＮａｉｌｇａｒａｇｅ（ハッピーネイルガレージ）で新規お客様獲得！

宮城県 はるそば家 夏季にこだわりの冷たい「手打ちそば」の提供サービス

宮城県 ビューティーサロン京子
新美容サービスによる「リラクゼーション効果」と「リラックス空間の演出」による顧客満足度アップ・
新顧客層開拓事業

宮城県 ファッションハウスすがわら 高齢者向け送迎・宅配サービスの広報並びにトイレ改装事業

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

宮城県 ヘアーサロン新貝 高齢者を対象とした訪問理容美容サービス

宮城県 ヘアーワークスキムラ サインポール増設による新規顧客の獲得

宮城県 ホーム・クラフトK ホームページの開設で自社の施工例宣伝による集客

宮城県 マックプラニング 銘柄豚ネット販売コンサルタント推進事業

宮城県 まるじんストアー 新規顧客獲得に向けた看板設置で集客力向上

宮城県 マルフジ 惣菜部門の売上増大のための販売コーナーの拡張と情報発信の強化

宮城県 まんま亭楽 飲食事業・ギャラリー事業の連携強化による集客・売上の向上

宮城県 みやぎのあられ（株） パッケージ・手提げ袋・掛紙・ポスターのデザイン開発による高級感の創出と商品アイテムの開発

宮城県 レディースイエロー 高齢者、障害者をターゲットとしたサロン的店舗展開事業

宮城県 ログレスト村っ子 新規顧客獲得のための広告作成と新商品開発、店舗改造事業

宮城県 阿部庄分店 店主おすすめ！特色ある酒のＰＲによる販路拡大

宮城県 阿部惠理子 寺子屋婚活塾事業

宮城県 雲走輪業商会 修理力強化とアピール

宮城県 演歌処花＊花 2次会需要取込を目指した店舗改装・広告事業



14

所在地 事業者名 事業名

宮城県 遠藤水産 新規顧客獲得に向けたパッケージデザインの改良及び商品パンフレット等作成事業

宮城県 遠藤輪業商会 新規事業のＰＲ及び受注体制の強化

宮城県 黄にら工房きさら 黄ニラの漬物加工品の高級食材店用品の包装開発

宮城県 岡崎斉の店
こけしの絵柄が書かれている新たなグッズを開発し、新規顧客の獲得及び販路開拓の実施
（①油とり紙の開発、②一筆箋と封筒の開発、③透明な付箋紙の開発）

宮城県 花の店とみた 花束用スリーブパッケージ機械化改良事業

宮城県 花山太右衛門商店 岩出山名物「酒まんぢう」の魅力発信による販路拡大

宮城県 菓心富月 店内サービス充実に向けた「憩いの場（地域のコミュニティスポット）」設置事業

宮城県 海鮮たくみ 法事用チラシ作製事業

宮城県 馨香庵 販売戦略のおける顧客アプローチ事業の展開

宮城県 割烹民宿めぐろ ランチタイムに提供するオリジナル丼の新たな商品開発による売上アップ戦略

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

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

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

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

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

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

宮城県 株式会社畠茂商店 「高精度軌道ゲージ」の販売促進

宮城県 貫正 販売促進と体験型観光事業予約システム構築に伴う情報発信事業

宮城県 丸勝食堂 手作りチラシによる店舗・料理案内と、和食店として分かりやすい店舗外観づくり

宮城県 岩渕鶏肉店 串物商品増強の為の『冷蔵ショーケースの新設』およびＰＲ用『店頭看板の新設』

宮城県 吉田屋 顧客ニーズに合わせた店舗空間のリニューアルとＤＭ、ＨＰによる周知

宮城県 居酒屋ＹＯＳＡＫＵ 店舗改装・補修

宮城県 金華山潮風商店 ”自家製のわかめ”の新しいセット商品を開発し売上アップ戦略

宮城県 工藤メディカルサービス
ＲｅｆｌｅｘｏｌｏｇｙＦｏｏｔＣａｒｅ＆ＢｏｄｙＭＯＥＳＴの広報活動
（リフレクソロジーフットケア＆ボディモエスト）

宮城県 工房四季庵 広宣活動の強化と商品陳列方法の刷新で新たな顧客層の開拓

宮城県 佐幸精肉食堂 働く女性や若者の集客をアップする店づくり

宮城県 佐々養 登米産食材を使用した洋食メニューの開発と店舗リニューアルによる新規顧客獲得事業

宮城県 佐藤自動車販売 新メニューの追加で新規ユーザーの獲得と囲い込みを狙った広報事業

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振袖の販売とレンタルサービスの促進

宮城県 散髪処おおぬま まつ毛エクステによる、きれいな目元作り

宮城県 自家焙煎珈琲店coffeeippo オリジナルコーヒーギフトの製造と販売促進

宮城県 自然卵農園(株) 自家農園の自然卵を使用した新商品開発によるお土産需要の開拓

宮城県 七ヶ宿の白炭 オープンショップ開催のための環境整備とPR事業

宮城県 狩野食品(株)
無添加食材を使用した新商品を開発し、新規顧客の獲得及び販路開拓の実施
（①味噌スイーツの開発、②しその香スイーツの開発、③つるとろりん『海山物語(仮称)の開発）

宮城県 酒飯処楽 高齢者をターゲットとしたコミュニティースペースの提供による販売促進事業

宮城県 勝商店 一般中大量消費者、業務用飲食店をターゲットとした新規顧客開拓用チラシの作成、配布

宮城県 小室畳店 畳表折曲機（へり無し畳製作時使用）の導入による販路拡大と被災者復興支援

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

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

宮城県 真壁豆富店 「豆腐ドーナツ」の新商品開発・販路拡大事業

宮城県 杉原功商店 消費者に分かりやすい新たなパッケージ等のデザイン

宮城県 西城酒店 「蔵元の想いを伝える酒屋の発信事業」
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宮城県 石臼工房石の屋 ゆめの森みその製造・販売並びにみそかりんとうの販路拡大事業

宮城県 石崎屋 昔ながらのおいしさと岩出山のアピール、気になる店づくりで販路拡大

宮城県 千葉敏板金 自社サイディング加工の製品開発と新規顧客獲得事業

宮城県 太宰薬局 新規顧客の獲得の為のＰＲ及び最新美容機器の導入

宮城県 太田とうふ店
新商品開発による販路拡大事業
～秋保の大豆と野菜でつくる”野菜がんもどき”～

宮城県 大久金物店 展示棚の導入で展示の工夫と顧客の商談スペース確保で販売アップを狙う。

宮城県 大高森観光ホテル 奥松島地域誘客による売上向上のためのパンフレット作成

宮城県 大沢商店・ビックスター鳴子味庵
既存料理のデリバリー化による、新規顧客の獲得と売上増進
（①テイクアウト惣菜のデリバリー化、②自家製ケーキ等の商品化、③誘客看板の設置）

宮城県 大畠青果 店舗リニューアルによる既存店舗イメージ払拭、新顧客層開拓、購買力アップ事業

宮城県 地球の恵 手作り無添加化粧品の開発とブランディング推進事業

宮城県 中島設備工業（株） メンテナンス専門店設置による商圏拡大・営業力強化事業

宮城県 杜のベジタブルガーデン 「西洋野菜を活用した商品開発及び販路拡大事業」

宮城県 東興包装材料（株）
「宮城県産こだわり食品（新商品）の認知とネットショップにおける販売計画及び稼働率の低い厨房
設備の利用向上と農業生産者のブランディングの為の仕組み・環境作り」

宮城県 農事組合法人沼木頼歩 顧客ニーズ調査を兼ねた直売チラシ配布事業

宮城県 白鳥商店 名称変更し、イメージアップを図り、宴会・法事等の新規開拓の為に営業力を強化する。

宮城県 八幡はなぶさ 老若男女新たな客層を取り込む為の秋・冬に向けた新メニュー開発と誘導看板の設置

宮城県 美容室ARIGA チラシ、看板設置、及び炭酸泉を活用した売上増加事業

宮城県 美容室ＥＭＩ 高齢者向け美容サービスの実施

宮城県 美容室コッコロ リラクゼーションを目的とした店舗環境の整備

宮城県 文字屋 ご法事等の新規顧客獲得へ向けてのＰＲと座敷の改装

宮城県 平和サービス商会 新車販売促進事業

宮城県 鱒屋あべ 高齢者ニーズに対応したお店づくりで既存顧客満足度向上と新サービスの導入で新規顧客獲得

宮城県 民宿桜荘 東松島市地域誘客による、売上向上策

宮城県 民宿泰平荘 大自然を生かした新しいパッケージツアーで売上アップ戦略

宮城県 民宿旅館二宮荘 食育と温泉効能を活用した体験プランの導入による販路拡大事業

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

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

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

宮城県 理容Gut.You（ぐうとゆう) 車椅子でそのまま理髪できる完全バリアフリー化事業

宮城県 梁川工務店
住宅屋根、外構、外壁に於ける塗装工事業及び今後の必然的ニーズを踏まえたソーラーパネル等
の洗浄作業への新規参入

宮城県 齋藤電気 広告看板の設置及び工事省施工化への工具導入事業

宮城県 鮱武旅館 客室空間リニューアル事業

秋田県 A・C・G秋田チャレンジ学園 シャッター面看板設置による受講生100名への挑戦！

秋田県 beautysalonPEARL 美肌・痩身効果のでる機器の導入と新サービスの提供

秋田県 Beech株式会社 地域住民等への新商品PR事業

秋田県 haircreationmounsea 魅せる」！見てしまう！「看板型自動販売機設置」による顧客層の開拓

秋田県 アートフォルム有限会社 県内の認知度を高めるための展示会及び新商品開発（例えば木のアクセサリー・化粧筆など)

秋田県 アイホームプラザ株式会社 動画チラシ（QRコード利用）活用による販路拡大と営業名簿の作成

秋田県 お菓子のにこり どら焼きの「にこり」ＰＲ及び販路拡大事業

秋田県 お宿ちとせ 高齢顧客拡大を図るバリアフリーと利便性向上のスマホＨＰの開設

秋田県 お食事処としま 新メニュー導入と看板メニュー活用による販路開拓

秋田県 ガーデンカフェ＆デリカkimoto 来店者、通販向けギフト商品開発と「お買場改善」
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秋田県 カレーハウス・ブー 看板・駐車ラインの整備、トイレの衛生化、ポイントカードで集客

秋田県 キッカワ宅配サービス 高齢者と食にこだわる方々への店舗営業による新規顧客開拓

秋田県 きもの升川 古き良き時代へのタイムスリップ

秋田県 キャッスルファイブレザーアート株式会社 ミシン導入とレザークラフト教室の開催による新規顧客層の開拓

秋田県 くどうケアタクシー 高齢者移送サービス向上のための拠点開設と新サービスの導入

秋田県 ケーキの店ポワール
「安全安心な洋菓子提供店」
～情報を発信としての販促手法の明確化

秋田県 コサワ企画 イメージアップのデザインと広告機能を持った安全・安心・省エネ対策事業の販路開拓

秋田県 サロン・ド・割烹美ふじ 来客数を増やすための駐車場整備と広報活動

秋田県 シュプールヘアー 新規顧客獲得へ！新メニュー導入に伴うオーニング(日よけ)設置

秋田県 すし屋の中川 バリアフリーで販路拡大！幼児からシニアまで食べ易い寿司の提供

秋田県 ダイニング賢 子供連れのファミリー層が安心して来店出来るための個室化と禁煙分煙の改装

秋田県 たいむ 「夜の集客と料理を美味しく楽しむお店づくり」

秋田県 たじゅうろう 懐かしの世代へ向けた村特産ほおずきジャムの開発による販路拡大

秋田県 ちゃんす長野屋 店舗改装と栄養バランスを考慮した新メニュー提供による集客促進

秋田県 ちょっとタイム 昼の営業を新スタート！昼カラで新規顧客開拓、安らぎ空間の提供

秋田県 でんべいかれい生産グループ 「でんべいかれい生産グループ」ブランド確立による新規顧客開拓事業!!

秋田県 トレーニングピットひない 女性や高齢者にやさしい、体操・トレーニング用機械設備の導入

秋田県 トレンタ本荘店 顧客プライバシー確保のための店内客席間仕切りの設置

秋田県 なるせ農園株式会社 安全安心・新鮮野菜の直接販売に伴う小規模店舗改装工事

秋田県 ノエビア化粧品中仙営業所 「美と癒しを提供するサロンへ」サービスの拡大による新規顧客獲得

秋田県 ハピネス 必ずご満足の頂けるオンリーワン商品周知徹底に伴う販路開拓事業

秋田県 ヒモロタタミ 古いが新しい現代風畳の製造と移動工事の機械購入

秋田県 フードショップまるしち 食品・惣菜部門の充実に伴う、冷凍冷蔵庫の増設及び排熱処理用冷房の導入

秋田県 プライムスクール
①速読システムを使用した学習コースの開設・生徒募集
②保育園・幼稚園等による出張英会話教室の開催
③子育てセミナー・塾カフェ（仮称）の開催

秋田県 フレシュマートすが お客様に快適に買い物をして頂くためのバリアフリー内装工事

秋田県 ヘアースタジオアーチ 高齢者の足元に優しい店づくりと折り込み広告宣伝事業

秋田県 みさとマーク株式会社 「元気なシニア世代」に向けた販路拡大事業

秋田県 やまさ 大型看板設置による「横手焼きそば」アピール

秋田県 ラ・ヴィオーラ いつまでも秋田美人！高齢者向け店舗の構築とヘアケア施術の提案

秋田県 ラーメンショップAji－Ｑ田沢湖店 地域限定食材を活用した商品を情報発信できる宣伝媒体の設置

秋田県 リラクゼーション＆カフェピッキオ 県内初のカフェ＆整体の異業種コラボ「プロモーション強化で集客力アップ」

秋田県 伊藤時計店株式会社 新規顧客獲得並びに客単価向上事業

秋田県 伊藤治療所 営業所開設と安心・安全のためのカーポートの設置

秋田県 加藤實漆器店 販路開拓に向けた新商品開発と見本市出展事業

秋田県 回転寿司銀しゃり 客単価アップと家族連来店客の増加を図るための新メニューの開発

秋田県 海神 「新鮮魚介を活用したファーストフード」提供による新規顧客開拓事業

秋田県 角左エ門うどん本舗 「試食販売」魅力度向上と、「製造直販」による売上ＵP実現

秋田県 樺細工八柳下中町店 「樺ゼミ」、「樺体験」サービス等を通じた新たな顧客層の開拓

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

秋田県 株式会社SBプロジェクト 日本初の技術で開発した「いぶりがっこ」加工食品の販路開拓

秋田県 株式会社あらかわ アイキャッチで訴求効果を高めるサイン導入と店舗照明の追加

秋田県 株式会社グレボ 好立地条件への店舗移転整備
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秋田県 株式会社ナリタ・ヒーティング 広告媒体をフル活用した商品ＰＲと更なる販路拡大事業

秋田県 株式会社ぱいんすぱ新山 フリーパスポートシステムによる新規顧客獲得大作戦！

秋田県 株式会社フィードイノベーション ハラール認証お米ギフトパックの開発と販路開拓事業

秋田県 株式会社ベル これからの暮らしのアイデアを提案する、セルフさろん「これ暮らアイ！」開設

秋田県 株式会社みさき会館 「男鹿半島入道崎」気分爽快リニューアル事業

秋田県 株式会社奥羽アートコーヒー 新分野参入に伴う入出荷の時間短縮と提案型プロモーションの実施

秋田県 株式会社岩城町農園 ご当地ヒーローの活用と自社HPリニューアルで一般消費者からの受注増加の新事業

秋田県 株式会社佐藤商事 夏の食卓の提案～異素材との融合～

秋田県 株式会社秋田白神食品 新商品「秋田漬」のパッケージ開発と販路開拓事業

秋田県 株式会社小町園 新規顧客開拓のための「美味なるおもてなし」ＰＲ事業

秋田県 株式会社菅原タイヤ商会 「老舗タイヤ屋さん」のチャレンジ、古いイメージからの脱却事業

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

秋田県 株式会社日本木箱 低廉な曲げわっパの開発

秋田県 間杉青果 千切り牛蒡の加工量増加による利益率アップ

秋田県 岸野治療院 診療を通じた顧客コミュニケ―ションの拡大

秋田県 亀太郎 四季折々で秋田の食材を活かした、お土産品の開発と販路開拓

秋田県 近藤自動車整備工業 若者・女性の目をひき、気軽に立ち寄りたくなる展示場づくり

秋田県 金栄堂 高齢者や女性客の笑顔がみられる店作りで、客数アップと販路開拓

秋田県 熊谷木工所 現在の住環境に合わせた和室の多様な提案

秋田県 熊澤スクリーン印刷 ホームページとパンフレット作成事業

秋田県 軽食喫茶Ｔ＆Ａ 既存顧客へのおもてなし向上を図り、新規顧客の獲得につなげる

秋田県 御菓子司小田 既存商品の土産品としてのパッケージ変更と販路拡大事業

秋田県 合資会社こまがたや
地域特性を生かした返礼品の開発と新たな販路の開拓。新たな花輪の開発。
高齢客の動線に配慮した室内および裏口ドアの改修。

秋田県 合資会社山嘉呉服店 店内改装と宅配及び送迎サービスの導入による集客力向上事業

秋田県 合同会社スタジオルピナス 企業ユニフォームの個人対応による、新規販路開拓事業

秋田県 佐とう美容商会 カリスマスタイリストのセミナー開催で３０代新規顧客を獲得

秋田県 佐々鋼建 「住環境のなんでも屋」ＰＲ大作戦

秋田県 佐忠商店 まちの駅として地域住民と観光客への癒し提供

秋田県 佐藤やま四漆器店 販路拡大に向けた総合展示場への店舗改装

秋田県 笹乃井 新規観光客獲得のための来店環境整備と新サービスによる営業強化

秋田県 三種代行 ここです！みたねの石窯幸せピッツア看板設置事業

秋田県 山麓園 パンフレット・のぼり旗作成による広報事業

秋田県 志張温泉元湯 ゲルマニウム温泉水の購買意欲を促進するラベル制作と宣伝広告

秋田県 歯科技工研究所サブラトリー 高齢者の審美欲求に対応する新しい樹脂の導入

秋田県 手打ちそばさくらぎ ～観光客中心から地域に愛されるお店づくりへの転換を目指して～

秋田県 樹の下やよしなり ダイレクトメール等を活用したリピーター作りの実現に向けて

秋田県 秋田・川連塗寿次郎 『寿次郎ブランド』の市場調査を踏まえた販路開拓

秋田県 小松冨之助商店 品質にこだわる人が贈るとろろ昆布ギフトセットの開発

秋田県 小柳商店 「和酒にこだわる客層」を獲得するホームページ・チラシ作成

秋田県 小料理居酒屋葵 女性・高齢者へ配慮したトイレ改修と照明の設置事業

秋田県 真坂電気工事 家電小売事業（家電製品・太陽光パネル取扱）への参入による販路開拓事業

秋田県 翠月書道教室 高齢者のための書道教室修繕
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秋田県 船木モータース株式会社 １０分で出来るクイックスルーサービスによる新規顧客獲得！

秋田県 総合食品ドンパン 「焼肉センター」から「絆センター」への改装工事

秋田県 増田葬祭 ご遺体安置室、ご遺族休憩室の新設

秋田県 大日美装 意識コストが高い一般家庭・企業に向けた差別化提案

秋田県 炭焼ホルモンぴょん吉 女性客来店率及び売上高向上対策に係る増席と店内環境の改善

秋田県 男鹿海洋物産有限会社 プロモーション強化による販売促進

秋田県 鶴峯館 利用者の要望に応えた、快適で利用し易い浴室づくりを目指して！

秋田県 田代水道工業株式会社 秋田営業所商圏への広告・インターネット注文システムの構築

秋田県 土地家屋調査士藤原聡史事務所 依頼者へストレスを与えず快適な相談体制にするためのトイレ改修事業

秋田県 東日本観光株式会社 ワックスルームの新設と案内版の設置によるお客様満足の向上事業

秋田県 東北印刷株式会社 来客型営業スタイルの確立ショールーム製作と来客用トイレ改装

秋田県 猫の手社 「お家の便利屋さん」による新規顧客獲得に向けての看板設置ＰＲ・設備導入事業

秋田県 農園りすとらんてherberry 自家ヤギミルクとイタリア野菜等によるメニュー開発

秋田県 農材しばた 農産物の安定供給と生育診断機導入でサービス向上

秋田県 農事組合法人雄和トールケーゼ組合 県産原料を使用した高付加価値チーズの販売促進による経営革新

秋田県 柏木 そばと焼酎の融合させた、楽しく健康的に飲むことができる居酒屋

秋田県 白川湖月堂 国名勝を満喫！名勝観光と連動したお土産品と休憩サービスの開発

秋田県 白滝旅館 新規顧客開拓のためのハード整備事業

秋田県 畠山物産 「ポマドーロ魔法の塩」の開発

秋田県 備隆商店 テニスを通して地域の利便性を上げる新規サービスの導入

秋田県 万来寿し トイレの洋式化による安心感提供と女性客の来店比率向上

秋田県 麺や天鳳 店舗認知度向上とおもてなし強化による販路開拓

秋田県 矢野牛乳店 地域とともに宅配日均100拡大計画

秋田県 有限会社ＡＣＣＥＳＳ アイデアと企画力で挑戦！ネット販売の構築とオリジナルアイテムの制作による販路拡大

秋田県 有限会社イトゼン観光 「トイレ環境整備による顧客満足度向上事業」

秋田県 有限会社エクセル サ高住向けクラウド型管理ソフトの開発事業

秋田県 有限会社クーマ 美と健康をテーマにエステ部門を充実し、地域活性化に貢献

秋田県 有限会社サニープレイス 「コテージ滞在」宿泊魅力アップ事業

秋田県 有限会社タカハシ印店 事業所向け『電子部品捺印用ゴム印及び樹脂印』ＰＲ事業

秋田県 有限会社なるほど舎 ネット販売の顧客拡大を目指すホームページの作成

秋田県 有限会社ヒラヤマ 若年層をターゲットとしたメニュー開発及び販促活動

秋田県 有限会社ふく屋 直営店開店10周年記念に伴う新規来店客増大販促事業

秋田県 有限会社マルイ舘岩商店 新規顧客開拓のためのホームページの充実とパッケージングの変更

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

秋田県 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 顧客のニーズを反映した商品を開発し新規顧客の獲得をめざす

秋田県 有限会社レンタカーこまち 駐車スペースの拡充とお客様用トイレと待合スペースの設置

秋田県 有限会社伊藤ソフトデザイン irBoard体験者を増やし新たな客層の獲得につなげる

秋田県 有限会社稲庭絹女うどん 噛まずに食べられる！本当に美味しい！稲庭うどん販路拡大計画

秋田県 有限会社羽後大一興業 循環型エネルギーを地域に向け発信！再生エネルギー事業

秋田県 有限会社栄物産 加工商品の広告チラシ作成、展示会等への出展

秋田県 有限会社奥商店 灯油用ホームタンク内部滞留水抜き洗浄業務及びそれに伴うタンク交換・配管等補修工事

秋田県 有限会社黒沢写真 創業60周年記念事業
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秋田県 有限会社佐々木商事 集客アップに繋がる看板設置とアイスの通年販売のための新メニュー開発

秋田県 有限会社三協商事 伝統の味を極める！販路拡大事業～三浦醤油店80周年物語～

秋田県 有限会社山本日建 新たな独自製図プログラムの導入による顧客開拓と新プラン提案

秋田県 有限会社秋田コスモトラベル 外国人に向けた『秋田の魅力体験ツアー』の造成とその情報発信による販路拡大

秋田県 有限会社小笠原製材所 住宅資材選びから始める家づくりの提案「見せる製材倉庫」

秋田県 有限会社進藤冷菓 新商品『ババヘラ・マーブルアイス』の容器開発

秋田県 有限会社男鹿クリーニング 目指せ!!新規顧客獲得と販路開拓支援事業

秋田県 有限会社男鹿葬祭 「終活フェア」イベント開催告知チラシの配布

秋田県 有限会社男鹿島 顧客ニーズに即した店舗レイアウト変更事業

秋田県 有限会社中仙施設工業 公共工事から民間工事へ。ＩＴを活用した販路拡大により新たな顧客層を獲得

秋田県 有限会社柏谷組
事業承継を機会に取り組む第二創業
～立地を活かし自動車板金業へ新規参入～

秋田県 有限会社名代三角そばや 年間70万人の観光客の視覚に訴える「十文字中華そば」店の販路拡大

秋田県 有限会社利枝 店内分煙化による新規顧客の獲得

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

秋田県 来寿樹亭 「こぶりがっこパイ」の新商品開発

秋田県 珈琲焙煎工房バルーガ 高齢者の入店をし易くする手すりとスロープとバリアフリートイレの導入

山形県 Ａ－ＣＲＡＦＴ 中古車展示場新設事業

山形県 ＧＡＲＡＧＥＲＩＤＥ
新規タイヤチェンジャー導入による大口径タイヤの脱着・組替とそれに付随したアルミホイール・付
属品の販売促進

山形県 PCソフトウェアサービス 絆の時代に必要とされる「ＰＣ家系図」ソフト販売促進計画

山形県 TRAIL清源坊 月山仏生小屋居住空間快適化プロジェクト

山形県 アーゼロン有機庄内 試作品の開発による大都市への販売促進活動を展開

山形県 あめや菓子店 洋菓子店舗（空創菓子店アルカディア）の外壁上の日除けテント改修

山形県 いとや旅館 トイレの改装による快適性の向上とそれに伴う集客力の向上

山形県 ヴァンベール 四季を感じるオープンカフェと、店舗ファザード刷新による新たな店舗づくり事業

山形県 ウェルスハシモト インターネット活用による受注拡大

山形県 エース産業 鉛フリー対応のはんだコテ・ハンダ槽の設備導入による、既存取引先対応と新規取引先開拓

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

山形県 おおう牧場 高齢者や障害者などの利用客のためのバリアフリートイレへの改修とＰＲ

山形県 おどりこ 若い女性からお年寄りまで利用しやすい和式から洋式トイレへの空間改修

山形県 オバタ エステ開設に伴う新規トイレ設置と、化粧品部門と婦人服部門の融合による顧客獲得事業

山形県 お食事処いしい 山菜の鮮度と香気をいつでも楽しめる保存設備の導入

山形県 お食事処楓 開店1周年企画の宣伝広告による売上確保をめざす

山形県 カスミヤ葬儀部 小規模葬・寺院葬に特化した新たなサービス提供による新規顧客開拓

山形県 カットイン上林 ブライダル産業への参入をめざし、新規女性顧客を取り込む

山形県 かっとはうすさあど 高齢者に配慮した店内バリアフリー化とチラシによる情報発信事業

山形県 カラオケハウス悠 店舗改装と露店事業取り組みにより顧客増加を図る

山形県 きっちんふ～ずカスミヤ 手作り惣菜・弁当の強化と、コミュニティースペースを有効活用したお店の魅力向上事業

山形県 キッチンマカロニ 店舗改装による団体客へ特化した集客拡大

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

山形県 くにちゃん農園 オリジナルパッケージ作成事業

山形県 グリーン加工五十嵐 プレスカッター導入による作業効率の向上

山形県 くろ兵衛 集客力向上のための新メニュー開発及び駐車場整備事業
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山形県 さくらんぼ観光果樹園 目標顧客データ3,000件突破!ＨＰ兼管理システム導入で売上アップ

山形県 サトウ商会 新工場で行う板金塗装と中古車展示販売の広告宣伝事業

山形県 シートン動物病院 病院壁面へのサイン作成と手術用部品購入事業

山形県 シンドウニット 自動糸切りミシンの購入

山形県 そばや匠 店舗内トイレ工事

山形県 そば処砂潟 目を引くアイキャッチ表示と快適トイレ回収事業

山形県 チェリー畑渡辺 ライブカメラ設置によるリアルタイムサービスで新規顧客の開拓を目指す

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

山形県 とこやのクローバー 車椅子でも入店しやすい理容店

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

山形県 ハイ精工 ＮＣデータ転送装置購入とチラシ作成による受注の拡大

山形県 パティスリーYOSHI 顧客のための看板設置とフリーペーパー広告の活用

山形県 パティスリーデ・ジョワ 駐車スペース不足のため、スペースの増築

山形県 バンバン食堂 快適な環境の提供と集客力を高める看板の設置

山形県 ビューティーサロンイヴ ヘッドスパ導入によるスキャルプ（頭皮）ケア等新メニューＰＲ事業

山形県 フィッシングハウスライズ 釣り具リフォーム事業進出による新たな顧客開拓

山形県 フォトスタジオ１１２ “あなたもモデル気分”古い写真館体質からの脱却

山形県 ふたばＦａｃｔｏｒｙ矢ノ目糀屋
集客率アップによる製品売上向上のための自主定期開催イベントその開催のために必要な屋外か
ら利用可能なトイレの設置

山形県 プッシュアップ６６ 集客力向上のための店舗改修事業

山形県 プライドテーラー秋葉 店舗改装による「入りやすい・見やすい・買いやすい店づくり」

山形県 プロティア 「おいしい食パン」製造販売による工場直販店経営

山形県 ヘアーサロン小羽 バリアフリー化で高齢者と障碍者に優しい店づくり事業

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

山形県 ペンションスイス 環境改善で一年を通しての集客力アップによる売上増大

山形県 ペンションポテト（蔵王の森焙煎工房） 蔵王の森焙煎工房・蔵王の森カフェのブラント力強化

山形県 まるい商店 地域資源を活用した特産品開発と販売事業

山形県 まるぼ製麺所 新商品開発とネットによる集客強化事業

山形県 ムラタ畳店 折り込みチラシやＨＰの作成による新規顧客開拓事業

山形県 メガネのエース上山店
「遠近両用レンズ、中近老眼鏡、目の健康を考えるレンズカラー」の掛け心地を体感してもらう体験
談を通じての販路開拓プロジェクト

山形県 やさいの荘の家庭料理菜あ カフェ新設による新規顧客獲得による売り上げ向上

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

山形県 リカー＆フーズひなた 冷蔵設備の強化による惣菜販売促進

山形県 レストランファミリー 様式トイレ導入による顧客利便性向上と新規顧客の獲得

山形県 レストラン西洋葡萄 地元産食材を使って、レストランにおける人気メニューのギフト商品開発及び販路開拓推進事業

山形県 井上農場 農場見学、収穫体験、調理体験を含むグリーンツーリズムの環境整備事業

山形県 宇宙商事株式会社 新店舗新築に伴う看板新設

山形県 羽黒製畳 縁なし畳らくらく製造、販売促進計画

山形県 榎本菜園 観光客休憩所の設備と年間パンフレットの作成

山形県 岡部建築有限会社 展示場を兼ねた事務所の改修工事

山形県 花の店ジョアン 看板設置による店舗の認知度ＵＰおよび店内の配置替え

山形県 菓子舗玉屋 クラゲ饅頭商品開発

山形県 柿崎製材所 金山杉の利用促進と受注拡大策
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山形県 割烹栄家 トイレ一式改修事業

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

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

山形県 株式会社Forex 「共生型リノベーション住宅」に特化した情報発信プロモーション事業

山形県 株式会社アクアプラス 自然素材による「無添加リフォーム」の立上げと普及活動

山形県 株式会社おかしの平和堂 集客力向上のための店舗改装事業

山形県 株式会社ジェイファーム ショップ小屋設置による自社生産品の販路拡大

山形県 株式会社ツジムラ 木のぬくもりの高断熱モデルルームの建築とHPの再構築による発信力強化事業

山形県 株式会社ユニバーサル・ツール 自社取扱商品エンドミル周知による新規顧客獲得

山形県 株式会社伊藤造園土木 高木や作業困難な支障木の剪定・伐採の事業化確立の為のＴＶＣＭ

山形県 株式会社羽黒特産物研究センター 冷蔵ショーケース・陳列棚の導入及び店舗外観への広告ペイント

山形県 株式会社丸内 食事処新設による販路開拓プロジェクト

山形県 株式会社吉村大工 ＩＴ技術を利用した新規顧客獲得のための営業力強化事業

山形県 株式会社魚竹商店 冷凍ショーケースにおいて、冷凍高級魚切身、冷凍昆布巻真空パックの販売開始

山形県 株式会社近岡商店 商品パッケージや包装紙、ラッピングの改良による販路拡大

山形県 株式会社工藤 電気通信工事（光化工事対応）従事者拡大育成事業

山形県 株式会社香月 女性が贈り物に使いたくなるようなギフトパッケージ開発と通販事業

山形県 株式会社佐々木商店 商品陳列什器の新規入替

山形県 株式会社材木栄屋旅館 木の温もりと癒しの空間コンセプトの際訴求に係る新規顧客獲得事業

山形県 株式会社山谷洋装 国内・海外向けの多様な製品の自主生産

山形県 株式会社仕出し料理あらかわ 調理技術を活かし各種弁当と折詰の開発及びＰＲ事業

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

山形県 株式会社秋山食品 宴会場を利用した多様な会食スタイルの提案

山形県 株式会社出羽の四季 自社商品ｏｒａｊｏｓシリーズの量産体制の構築と新商品開発への取り組み

山形県 株式会社小国自動車部品商会 大径化対応のタイヤ組替装置導入事業

山形県 株式会社飾工舎 製品カタログ及びホームページの作成7によるエリア拡大と業績の向上

山形県 株式会社植松商店 新規開拓先開拓及び西日本における特定米穀白米の使用現状の視察

山形県 株式会社寝具の佐藤 手作り寝具をメインテーマとしたパンフレット作成による販売促進

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

山形県 株式会社大南軒 顧客志向のトイレ改修事業

山形県 株式会社藤崎屋 新たな「漁船メンテナンス事業」開始による顧客満足度向上事業

山形県 株式会社白鷹農産加工研究所 直営店舗での無農薬栽培小麦を原料としたベーグルの開発

山形県 株式会社美善 安全に粉剤農薬が撒ける「オラクル散布機」の開発

山形県 株式会社富士奴 オーダーメードまくら及びマットレスの広告宣伝による顧客の拡大

山形県 株式会社風月堂 店舗内新規事業（喫茶コーナー設置）に伴う店内改装による販路開拓プロジェクト

山形県 株式会社平山家具 介護事業部販売促進のための展示場・相談コーナー新設等の店舗リニューアル

山形県 株式会社木村ぶつだん 店舗内照明のＬＥＤ化による視覚的効果を狙った商品力強化

山形県 寒河江長蔵商店 駐車場整備による集客力向上と料飲店向け商品情報提供による新たな顧客開拓

山形県 丸久佐野商店 若い客層が入りやすい店舗リニューアルによる売り上げアップ

山形県 丸原鯉屋 既存商品の改良と庄内浜産いかの加工販売事業

山形県 吉田屋 東根産果物バウムクーヘン販売と農産者向け受託製造販売

山形県 吉田理容室 美顔器導入による顧客層の囲い込み
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山形県 京都鉄板焼　よしちゃん 山形に居ながら京都を味わえる鉄板焼店のテイクアウト販売促進化

山形県 鏡政治商店 スプレーしょうゆのラベル・ＰＲ書作成で売上アップ

山形県 銀のしゃり 新メニュー開発に伴う新規顧客獲得のための販売促進用のチラシ作成・配布及びＨＰの開設

山形県 銀舎利いなほ お客様がわくわくする楽しい店づくり

山形県 栗田米穀店 つや姫の食味アップと新商品開発及びネットによる知名度アップ

山形県 古関亮太土地家屋調査士事務所 土地の測量業務の作業効率向上、パンフレット配布の業務による業務拡大

山形県 五十嵐菊子商店 地域特産加工品の長期保存可能による新たな販路開拓

山形県 御菓子司松月堂布川 菓子店で提供するオリジナルかき氷の開発、販売

山形県 幸栄堂製菓舗 菓子店が提供する茶処（癒しの空間）

山形県 高岡染店 インターネット販売の強化による潜在需要の掘り起こしとコスト・納期の圧縮を図る

山形県 高橋なか商店 快適さと省エネの体感コーナーへの店舗改装

山形県 高寺屋 新鮮な油揚げ提供のための冷蔵庫導入

山形県 今野ハウジング 家族の変化に合わせ一部屋からできる「部分断熱リフォーム」の宣伝強化事業

山形県 最上魚店 鮮魚を活用したお惣菜の提供と買い物しやすい店舗づくり

山形県 三浦屋旅館 和式トイレをウォッシュレット付洋式トイレに回収

山形県 山形デザイン企画 明朗価格と顧客管理システム搭載の受注用ＷＥＢシステムの開発

山形県 姉崎建築 作業所のショールーム化による販路開拓事業

山形県 柴田畳店 商談スペースのリニューアル

山形県 手打ちそばしげ庵 顧客用駐車場の整備

山形県 秋山工務店 高性能住宅の付加価値向上による新規顧客開拓

山形県 小松花屋 町の花屋さんのイメージチェンジによる来店客アップ計画

山形県 小野寺ダンス教室 新しい社交ダンス教室の広告宣伝事業

山形県 小野商店サンソ屋 集客力向上のためのトイレ改修と駐車場整備及び看板設置事業

山形県 小林豆腐店 置賜産大豆豆腐を使った商品開発

山形県 庄内ざっこ ワインセラー設置による販路拡大

山形県 松岡窯陶芸教室 入口アプローチの改良による誘客のアップ

山形県 松泉堂菓子店 和洋菓子の新商品開発と販路拡大事業

山形県 森の湯旅館有限会社 タブレット、スマートフォンに対応したＨＰ、パンフレットの作製

山形県 真柄自動車販売 自家用車整備中の新たな空間の創造

山形県 西田スリッパ株式会社 高付加価値型スリッパの販売拡大事業

山形県 石沢布団店 オリジナル快眠毛布の開発と販売促進

山形県 石塚商店 店頭整備による購買意欲を高める店舗づくり

山形県 泉デンキ 集客力を高めるための店舗改装

山形県 曽根原広業 冬場での受け入れ数の増加が可能となることによる新規顧客の拡大を図る

山形県 倉寿司 高齢者が利用しやすい、やさしい店舗、ゆっくり寛げる宴会場への変更

山形県 多聞館 マイカー利用の個人客の積極的受入れを目指した駐車場の整地整備事業

山形県 大山石田屋 ギャラリーと奥座敷の活用による新規顧客の獲得

山形県 大成自動車サービス 「車両診断機」導入による販路拡大事業

山形県 大泉写真館 店舗改装と店頭受付機等入替による販路開拓プロジェクト

山形県 拓宣 看板デザインから制作・販売までの一貫体制の構築によるサービス向上

山形県 谷江時計店 「アクセサリーホームドクター」事業構築による市内新規顧客増加事業

山形県 中華食道心風亭 充実したテイクアウト商品の考案と夜間営業の集客力ＵＰ
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山形県 中華料理あじ彩 座敷改修と販促強化による受注拡大事業

山形県 長好亭みさき 女性客集客のための店舗改装と新メニュー・サービスの提供

山形県 鳥よし トイレ新設による清潔な店舗へのイメージアップで売り上げ増加

山形県 鶴屋旅館 四季を感じ和の膳を楽しむ日本料理店・旅館の宣伝広告

山形県 田中商店 店舗改装による高齢者や子供たちにやさしい店づくり

山形県 渡部鯉店 高齢化社会に対応したスペースの構築

山形県 土地家屋調査士齋藤寛司事務所 土地測量業務の効率化による受注拡大

山形県 日々喜商店 イートインができる新たなカフェ部門解説による新規顧客開拓

山形県 農事組合法人月山パイロットファーム加工部 新商品開発および販路開拓事業

山形県 美容室ビート 店舗改装リニューアルオープンで新規顧客（若年層）獲得！

山形県 美容室モンローウォーク 新サービス提供のための機械装置の購入

山形県 本間菓子舗 店舗販売強化による新たな顧客開拓事業

山形県 味な店成華 店内のトイレ改装工事

山形県 味処松乃屋 「焼鳥屋」スペース導入で割烹部門でも顧客獲得の相乗効果！

山形県 夢蔵 高齢者コミュニティー「惣菜・漬物カフェ」の創設

山形県 明治牛乳松山販売店日下部商店 店頭整備による購買意欲を高める店舗づくり

山形県 癒しの空間野風 広告媒体とモニター調査による新規顧客の開拓及びサービスの向上

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

山形県 有限会社エクストリーム ポリモセンサーユニット試作

山形県 有限会社オールフーズ山形 椅子・テーブル席導入による高齢化対策

山形県 有限会社かもだ お客さんの幅広いニーズに対応できることを追及するための看板設置

山形県 有限会社かんとめ 営業時間拡大と快適空間づくりによる新規顧客獲得

山形県 有限会社キクチテレビ店 「暮らし」のすべてを任せられるお店づくり

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

山形県 有限会社シャディ鈴商 お客様が見て触って安心して選ぶことができる店舗空間づくり

山形県 有限会社デリカコンタ 地場産農産物を活用した保存性のある惣菜の開発

山形県 有限会社トータルハウジング夢空間 顧客ニーズに対応した新たなショールーム展開による新規顧客開拓

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

山形県 有限会社なかせ ラベルデザインの作成によるブランド化の確立と新規顧客の獲得

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

山形県 有限会社ほそや 困りごとは「ほそやでんき」定着化事業

山形県 有限会社ホテルゆらっくす湯の原 小型犬同伴プランの展開による集客拡大

山形県 有限会社加藤活版所 新しい感覚の企業ＰＲ看板の設置

山形県 有限会社寒河江市衛生管理センター クリーニングを軸に業務エリア拡大を企図したホームページ作成

山形県 有限会社吉商 地域顧客こニーズに応じた弁当・惣菜部門の強化と顧客獲得による販売増大

山形県 有限会社響映電化ストアー まちの電気屋が行う省エネ事業とリフォーム事業への本格的参入

山形県 有限会社原菊造商店 卸売業の既存倉庫を活用した新たな販路の開拓

山形県 有限会社後藤商店 看板の更新及び店舗改装による集客力のアップ

山形県 有限会社幸富石材販売 販促ツール（新ＨＰ）作成による受注強化事業

山形県 有限会社紅葉館 美神の湯を新パンフレットでアピールし誘客を図る

山形県 有限会社高畠納豆 既存パッケージの改修及び新規パッケージ開発事業

山形県 有限会社山形観光サービス 知名度向上、誘客を図る為の屋外用看板の設置
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山形県 有限会社手塚建材 高齢者向けのユニットバスの展示、販促事業

山形県 有限会社十五屋本店 上山城を見上げる景観を活かした「オープンカフェ」新設事業

山形県 有限会社出羽鮮魚 卸部門から小売販売部門強化に向けた新たな販売体制の構築

山形県 有限会社小川電器商会 お客様用駐車場の改良工事

山形県 有限会社小田部商店
・お客様和風喫茶スペースの確保・葬儀用ＰＢ盛かごの制作・パンフレット制作・手書きチラシの作
成・ポスティング

山形県 有限会社小野板金工業所 溶接機器のデジタル化による生産効率の改善と熟練技術の平準化

山形県 有限会社庄司塗装 作業現場の低騒音化による顧客満足向上事業

山形県 有限会社松根屋商店 冷蔵ケース設置による惣菜の適正な温度管理と品質の保持

山形県 有限会社松葉荘 集客アップの為の客室及び浴槽改装

山形県 有限会社赤川農機藤島店 お客様にとって効率よく、スピード感があり頼りになる見せ作り

山形県 有限会社折原設備 HP作成・店舗改修による受注向上対策

山形県 有限会社大川屋商店 地域を元気に！地域コミュニティーの核となる新たな店舗展開事業

山形県 有限会社大國屋 店舗改装（実演販売及び飲食スペース新設）による販路開拓プロジェクト

山形県 有限会社田和楽 青刈りした稲藁の乾燥調製環境の整備と新商品米俵の製造

山形県 有限会社藤谷石油 油外収益力を高める新たなサービス事業の広告・宣伝事業

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

山形県 有限会社肉の斎藤 「米沢牛牛賜」等のオリジナル惣菜の販路開拓

山形県 有限会社白藤 フロア貸切サービスの実施による顧客満足向上

山形県 有限会社肘折温泉元河原湯旅館 創業40周年記念特別企画による広報事業

山形県 有限会社文進堂印刷 プラスチックカードと立体物への印刷・デザインサービスの提供

山形県 有限会社平建設 長期優良住宅ＣＡＤ導入による長期優良住宅リフォーム事業

山形県 有限会社木嶋商店 店舗の改装、コーヒーメーカーの新設、それに伴うＰＲ

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

山形県 有限会社矢口自動車 若年層を中心とした販路拡大に伴う老朽化したトイレ設備の改修整備事業

山形県 有限会社鈴木製作所 製品精度の向上と厚板溶接の内製化による新たな受注先の開拓

山形県 有限会社六味庵 買い物しやすい店舗レイアウトによる来店客数の増加と購買単価の増加をはかる

山形県 有限会社枡屋商店 八百屋が作る漬物事業・県外顧客獲得、自社ブランドの確立

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

山形県 有限責任事業組合フリーハンド 里地里山文化の薫る非日常空間レストランの開発

山形県 余目ホテル 女性に配慮した快適トイレの設置工事

山形県 来々軒 女性客・年配層を取り込むための店づくり事業、新商品周知チラシ事業

山形県 利兵 トイレ改修による居心地の良い空間づくり

山形県 旅館伝蔵 女子トイレの増築

山形県 旅館勇蔵 既存階段掛替～13段から15段へ～

山形県 鈴木商店 店舗改装と機器購入による新サービスの展開

山形県 鈴木塗装 一般顧客向け広告看板の設置

山形県 鈴木農園 県外客誘致活動及び加工品の販売拡大活動

山形県 和洋酒うめかわ オリジナル商品の販路拡大事業

山形県 渕田商店 米穀集荷のための大型機材の導入

山形県 鮨処朝日屋 鮨処朝日屋

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

福島県 FineBarSora 女子会、団体様を集客する為の店舗倉庫の改装
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福島県 IWASEパック 新規格段ボールケースの開発と販売

福島県 アートポップマシコ レーザー彫刻の加工技術に特化した新商品の展開

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

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

福島県 おそばと懐石馳走亭 「高級イメージの打破・女性層、シルバー層誘客事業」

福島県 お菓子のくわざわ デザインの一新による新規顧客の取込み

福島県 カットクラブＶｉｓｉｏｎ ＷＥＢリニューアルによる集客力向上と回転率を高めるための設備導入事業

福島県 カットスペース１０４ 広告塔を活用した、店舗イメージ向上と顧客拡大事業

福島県 かど屋 茶会用干菓子の表現力を高め顧客感動を生む創作木型の製作

福島県 かなざわ亭 「こだわり自家製麺と手づくり餃子の、お持ちかえり事業」

福島県 カントリーロード 機械装置等（ミキサー・オーブン）購入

福島県 きがる庵 新メニュー「寺西代官手打そば」「板庭手打うどん」を目玉にした店舗リニューアル販路拡大事業

福島県 クリーニングハウスヤマト 女性客が入りやすい店内雰囲気づくりによる販路開拓

福島県 くわはら整体院 ブライダル整体＋アロマテラピー＆リフレ等サービスの融合

福島県 コスモス・ほろすけ 席数増による売り上げアップと、口コミによるさらなる顧客獲得

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

福島県 さいとう食堂 高齢者にやさしい会食テーブルの設置

福島県 サイバーマジック 健康志向の　「“会津野菜麺” 販売促進事業」

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

福島県 すし竹保原泉町店 商品価値を高める為の機械化と機会ロスの改善による新規顧客の需要拡大

福島県 スズキサイクルモーター商会 効果的な車両展示の為の改修事業

福島県 セゾン工業㈱ 事業用太陽光発電のコーディネートを活かした不動産事業の確立

福島県 せや菓子店 利用者試食コミュニティー空間の提供による新規顧客の獲得

福島県 そば処森 「ほっとひと息、湯里(ゆり)の駅～美味しく食べて、和のいやし道～」

福島県 タカハシクリーニング 『タカハシクリーニング』オリジナルの集配サービスの開発

福島県 チャンド・メラ 看板設置及びテラス塗装等による販路拡大事業

福島県 とうふ屋豆の子 店舗エントランス改修工事と店舗ＰＲサイト活用による情報発信事業

福島県 ときわ商店 地域にない巡回型に特化したパソコン工房事業の展開

福島県 とん喜 リニューアルオープンに向けた店舗改装。

福島県 にへい理美容室 同一２業種のみにできる特化した店づくり

福島県 ぬりどころヒロ 会津漆器「職人によるブランドづくり・販路開拓」事業

福島県 パーマ屋ヴィンテージ デジタルパーマの導入による販路開拓事業

福島県 ハシモト自動車 タイヤ・ホイール保管サービス業

福島県 はり灸マッサージ指圧治療若宮重陽院 安心入り口と「陽だまり」創出

福島県 はるよし お客様の利便性向上の為の玄関改修及びトイレ改修

福島県 ひさご旅館 地域の特徴を盛り込んだパンフレットの作成

福島県 ファミリータウンきたむら 売上拡大の為の効果的な商品陳列とディスプレイ改善

福島県 フェアリーベル ターゲットを絞った新規顧客開拓のための広告宣伝強化

福島県 フォーリーフ社会保険労務士事務所 「ネットで社労士顧問」・「社労士知名度向上」事業

福島県 フジヤマ商事㈱ 新たなメニューの開発を軸とした団体旅行客・地元客の集客プラン

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

福島県 ヘアーサロンコクブン 新サービス（施術）の導入による販路拡大事業



26

所在地 事業者名 事業名

福島県 ヘアーサロンサトウ 理美容業の併設経営を最大限活かした販路（顧客）開拓事業

福島県 ヘアーサロンまち子 店舗内環境を整え、お客様の滞在環境の改善による顧客満足度のアップ

福島県 ヘアーサロンめぐろ 快適環境整備事業

福島県 ヘアーサロンワタナベ
高齢者に優しい店舗づくりと新サービスの開始。
新規顧客獲得の為のチラシ作成・発信。

福島県 ヘアーサロン旭 段差のある和式トイレ改造及びバック式シャンプー設備導入による顧客満足度アップ

福島県 ヘアスタジアム３Ｒ シャンプー台の新設によるスパメニューの拡充

福島県 ベーカリーハウスアルジャーノン
パンでつなぐ地域コミュニティ再生事業
～移動販売とＥＣによる販路拡大と新商品開発～

福島県 ペンションオペライカ 全天候型屋外食事施設整備による新規顧客獲得計画

福島県 ペンションサンガーデン 施設改善による高齢者・障害者に対しての安全で優しい宿泊提供計画

福島県 ペンションスポーツハウスＦＡＮ 当館特有目玉料理とデザート開発及びスポーツ体験宿泊プラン提供による新規顧客獲得

福島県 ベンリー佐藤 「町の自転車屋さん」にもっと女性客を呼び込むための販路拡大策

福島県 マツザキ 高齢者や障害者が安全で快適に生活用品のお買物ができる店舗環境の実現

福島県 マルトミ商店 手作り惣菜を軸にした品揃えの強化と新規顧客の開拓

福島県 マルミ衣料品店
事業再開及び新事業の宣伝事業
～販路拡大で震災復興を目指す～

福島県 みちのくペット霊園合同会社 ペットホスピス（やすらぎ）

福島県 みよし食堂 お子様向けメニューの開発と店内環境改善による三世代に喜ばれる店作り事業

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

福島県 もてなしのかくれ家すわや 「すわや」のブランディング向上事業

福島県 やきとり気楽 店内客席部分拡張による集客力の向上とリニューアル事業

福島県 やまさ味噌こうじ店 糀関連商品の販売促進及びその品質管理の向上

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

福島県 ラ・サンテ ヨガレッスン効果を高めるための用具導入

福島県 リカーショップおりかさ コミュニティー空間を設置し、近所の女性を中心に顧客を集客する。

福島県 リカーランドてんぐや 自動販売機増設と配達業務による販路開拓・拡大と新規顧客獲得

福島県 リプロ内郷企業組合 ジャパンブランドを目指せ！復興～再生へのＰＲ及び販路拡大事業

福島県 レストラン　ポプラ 店舗改装による癒しの空間と集客強化

福島県 レストランならは
避難指示区域内での事業再開のための販路拡大事業
～復旧作業員を泊めて復興に貢献する～

福島県 レストランわかの屋 高齢者向けの居心地が良い空間を提供する洋食店

福島県 わくわくあぶくま夢ファーム 商品の品質管理向上による新規顧客の獲得

福島県 わたや佐藤
顧客数向上のため、広く当店の認知度を向上させ、入りやすい、買いやすい店づくり、および客単
価向上のための、具体的六項目の事業

福島県 わらい家 どぶろくの瓶詰め販売による販路拡大

福島県 阿久津農園
都心の百貨店や高級スーパーへの販路開拓を図るための、会津地鶏に対する当園のこだわりを集
約させたパンフレットの作成

福島県 阿部食品 田舎の味噌づくり体験の開催による販路の拡大

福島県 安藤理美容室 新サービスの提供と「癒しの空間」コンセプトにした店舗改装

福島県 永山工業㈱ 純和風住宅「城屋根の家」全部見せます説明会の開催

福島県 永鑫㈱ デリバリー（出前）と本格中華料理の食べ飲み放題の実施

福島県 円達 製造能力強化による受注拡大事業

福島県 奥久慈不動産 知名度アップによる物件掘り起しと入りやすい店舗づくり

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

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

福島県 温泉ペンションメリーキングス
喫煙者に対する憩いの場所提供と子供連れファミリー家族への家族団らん体験提供による顧客獲
得プロジェクト

福島県 家具建戸室 サンプル製品等の展示商談コーナー開設による営業力強化
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福島県 花菜 手づくりファーム・花菜のＵＰ事業…ふるさとの伝統食と体験を楽しむ！

福島県 華路里食堂 客席数を増加し販売機会損失を回避する

福島県 会津つめっこ本舗 東日本大震災で製造中止となった特産品復活事業

福島県 会津プレス工業㈱ 『ハイアマチュア、プロ向けのアルミ額縁の自社製造販売』

福島県 会津岩魚センター 大川渓谷の湧水で育てたサクラマスと鉄人シェフとのコラボによる“高級スモークサーモン”の開発

福島県 海楽亭 干物販売による販路開拓・拡大を目的とした保存機器類等の設置

福島県 海鮮居酒屋松竹 店外ＰＯＰで顧客誘導事業

福島県 楽・農・人ゆうゆうファーム 受注拡大のための真空パック包装機導入とリーフレット作成

福島県 割烹あさひ食堂 新規女性客獲得の為のイメージ刷新事業

福島県 割烹みはらし 自慢の蕎麦をお昼に提供・お店の昼食拡充事業

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

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

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

福島県 株式会社渋木茶舗 新感覚３色おにぎり「お茶で握っ茶」新商品開発事業

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

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

福島県 株式会社中郷屋 ご当地米で作る抹茶入り玄米茶のティーバッグ作成

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

福島県 ㈱GAizu信 ホームページ、facebookの作成。会社ロゴ及び会津地鶏商品のラベル作成による販売促進

福島県 ㈱KAZU 「和（KAZU）」ブランド確立による集客拡大

福島県 ㈱アクティブモンド 「本格割烹料理店への誘(いざな)い」看板設置事業

福島県 ㈱あぶくま川内 いわなの燻製を村内で加工（現在は外注）

福島県 ㈱いわきの里鬼ヶ城 ホームページリニューアルによる集客向上事業

福島県 ㈱ウィル
住宅清掃事業の広告宣伝事業
～帰還住民の生活再建支援～

福島県 ㈱エジソンノート 広告宣伝強化による新たなサービスの顧客獲得事業

福島県 ㈱エス・ティー・ジー大阪虎屋
テイクアウトのみに特化した店舗からイートインを取り入れた店舗づくりと「徳ひめちゃま」のマーク
を入れた「古里ゆべし」の商品開発

福島県 ㈱おのげんき
オリジナル商品「おのげんき」の開発・販売（主に農産物加工）とそれを活用した旬の市「季節マル
シェ」の開催

福島県 ㈱じむべる 店舗空間のリニューアルによる販路開拓事業

福島県 ㈱しらさわ直売所 店舗（待ちの姿勢）から出張（お客様が望む）販売への販路拡大事業

福島県 ㈱スプラウト 外構・ガーデン施工事例リーフレットの追加作成

福島県 ㈱たけみ美建 新分野進出による雇用増大のための施設改修整備事業

福島県 ㈱ツネマツ 省エネルギー対応新製品訴求による取引先拡大計画

福島県 ㈱ファッションオータ 総合アパレルメーカーとの直接取引を目指した販路開拓事業

福島県 ㈱マップツアー 週末、連休、いつでもこの価格！福島空港利用旅行者２００名アッププラン！

福島県 ㈱やすこくや 新規顧客獲得に向けた新たな名入レジ袋、名入包装紙の作成

福島県 ㈱ヤマトメタル 林道整備に適応した新製品横断溝蓋の提案事業

福島県 ㈱リーナス オリジナル菓子（ＰＢ商品）の販路拡大事業

福島県 ㈱りょう菜 地域食材を利用した新商品の開発による新たなる販路開拓

福島県 ㈱安斎果樹園 体験型・観光客等来客者用洋式トイレ改修及び駐車場新設工事

福島県 ㈱安藤 除染作業【成果品】作成業務分野への進出事業

福島県 ㈱宇佐見興産 自社生産の小麦を使った「地粉うどん（生麺タイプ）」の販路拡大事業

福島県 ㈱加藤ゴム工業所 アイドリングストップ車の急増に対するバッテリー故障対応事業
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福島県 ㈱丸三 新商品「珈琲・スイーツセット」の販路拡大事業

福島県 ㈱佐野商事 高齢者等自動車利用支援タイヤ預り保管事業

福島県 ㈱小松屋 知名度アップとおもてなし事業

福島県 ㈱石橋自動車 自動車鈑金・塗装部門の新サービス導入による新規顧客の獲得

福島県 ㈱扇屋 テント屋根設置による店頭売場拡張及び売上増と賑わい創出

福島県 ㈱中條 真空包装機によるオリジナルメニュー開発及び新規顧客と外販開拓

福島県 ㈱芳賀沼製作 地域産材を有効活用した縦ログ工法普及の為の広報宣伝事業

福島県 ㈱柳沼板金店 ファイブグリップ金具の販路開拓

福島県 ㈱櫻家 ネット販売システムの構築による新規顧客の開拓

福島県 企業組合おく愛ズ 奥会津6次化産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化事業

福島県 喜楽家レストランジョイ 女性向け居酒屋サービスの充実と個室空間づくりによる誘客拡大事業

福島県 儀六屋 高齢者向け宅配サービス事業

福島県 吉田屋食堂
清潔な洋式トイレの設置事業
・・・女性客の増加等の客層の変化、高齢化への対応

福島県 喫茶ワゴン 家族団らん」をコンセプトにした喫茶店事業の展開

福島県 宮古そば権三郎 店入口の国道側、駐車場側への移転

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

福島県 魚園大倉 スポーツを楽しむ高齢者に、食事だけでなく、トイレにも優しい、飲食店へのリフォーム事業

福島県 金子牧場 乳製品が苦手な人も食べたくなる商品と紹介パンフレットの作成

福島県 金沢表具店 新事業「回収・返却サービス」のPR

福島県 櫛田酒造合資会社 自社製造する魚醤油の販路開拓事業

福島県 恵びす屋菓子店
和菓子詰め合わせセット販売に伴うパンフレット作製
【お土産ニーズへの対応（県外客）】

福島県 古川肇商店 過疎地高齢者ニーズを漏らさず取込む自動補充型宅配サービス

福島県 五十嵐文具店
・店舗外観改装
・リニューアルオープンセールの実施

福島県 工房高田 海外向けオリジナルデザイン民芸品量産化への対応と販路開拓

福島県 合資会社星商店 店舗外観のイメージアップと情報発信事業

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

福島県 合同会社かわうち屋 売り出しチラシ作成による顧客倍増計画

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

福島県 佐川園芸 農家民宿体験事業の展開

福島県 佐藤左官工業所 「五右衛門風呂」体験施設の整備とインターネットを活用した販路開拓

福島県 坂本屋 地場産品を使ったたこ焼き「たこん(たこ+こんにゃく)焼き」の製造販売事業

福島県 坂本屋総本店 地域資源を活用した新商品およびパッケージデザイン開発

福島県 笹屋皆川製菓 伝統の良さを活かしつつ、世代交代を図るための新たな意匠の開発

福島県 山田菓子店 集客力向上のための魅力的な店舗づくり事業

福島県 山都そば処萬長 高齢者等にやさしい店づくり事業

福島県 若松味噌醤油店 2.商品パッケージ、パンフレットリニューアルによる販売促進事業

福島県 手打そば処鈴花 店自慢商品開発及び集客力を高めるための自店ＰＲ事業

福島県 手打中華たいち 新規顧客獲得に向けたイメージアップ誘導と効率改善によるサービスの向上

福島県 寿司酒蔵紫樹 幅広い年齢層を対象にする店舗づくり

福島県 寿志観 高齢者・シニア向けメニュー開発と和室テーブル導入による顧客獲得

福島県 上田クリーニング店 臭い匂いをシャットアウト、スポーツ用品等のクリーニング事業

福島県 食の郷あいづの 駅弁で繋ぐ列車の旅・南会津産100％弁当の開発と四季折々のパッケージの作成
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福島県 食事処うなぎ八丈 鰻料理を売りにした店づくり

福島県 食事処天狗 和を基調とした店舗内改装による顧客満足向上事業

福島県 食処くさの根㈱ 加工食品を切り口とした自社ブランドの育成（四倉の手作り工房・ままふく堂）

福島県 新川荘 作業員向けに特化した旅館から観光客向けに特化した“宿”への転換

福島県 西村屋珈琲店 コーヒーリトリートによる事業活性化と顧客開拓

福島県 西部ガスサービス㈱ 料理教室を開くことで顧客を囲い込み、新商品の販売拡大と従業員のモチベーション向上を図る

福島県 石塚味噌店 お客様の利便性を考えた店頭誘引事業

福島県 赤ちょうちん テイクアウト事業展開のための顧客満足度向上と効率化

福島県 千代乃や食堂 幅広い顧客層に対応するための販売促進事業

福島県 川崎クリーニング シミ抜き技術ＰＲによる販路拡大と顧客獲得

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

福島県 大阪屋 高齢者及び女性客を獲得する為の宴会場整備

福島県 大谷酒店 オリジナルギフトセットの展開と、品質管理及び集客力向上の為の店舗改装

福島県 大天狗酒造㈱ 観光客の取り込みによる販路開拓事業

福島県 中華そばおおつか 「ファストランチセット」の提供によるビジネス客の新規獲得事業

福島県 田村屋 蛍光灯型LEDの販売促進へ向けたショールームの整備

福島県 湯口屋旅館 郷土料理を取り入れたメニューの開発と施設改善による中高年層の顧客獲得計画

福島県 陶房彩里 店舗への集客力増強事業

福島県 南屋菓子店 洋菓子ブランドの展開及びＰＲ事業

福島県 梅むら 新規女性客獲得の為の改修工事及びメニュー開発

福島県 梅宮スタジオ マタニティ撮影に伴うＬＥＤ照明を用いたスタジオ改装事業

福島県 白光治療院 サーモグラフィ（赤外線）カメラによる“冷え”の画像診断

福島県 薄井商店ダイニングバーえん 「地域の人たちと会話が楽しめる、シルバーカフェ風おもてなし事業」

福島県 武ちゃん食堂
なつかしい味と感動を提供する販路開拓事業
～ふるさと楢葉に帰る一歩を～

福島県 武藤合名会社 武藤合名会社の販売促進強化事業

福島県 福島紅葉漬㈱ 漬魚の新商品開発及び販路開拓

福島県 福島補聴器 補聴器特性試験装置の設置

福島県 宝華 看板商品のＰＲ及び高齢者、女性のお客様が入りやすい店舗改装事業

福島県 豊国酒造（資） 新規市場開拓へ向けた展示会への参加

福島県 豊国酒造合資会社 首都圏や海外向けの商品開発

福島県 民宿あが 防音戸によるプライベート空間の提供

福島県 民宿美加登屋 「花のようにやさしく、山のように落ち着く空間」で心の通うおもてなしの提供。

福島県 麺クイーン 二次会利用のお店から夜ご飯のお店へのリニューアル

福島県 木のくにやあかつ 自社ホームページの新規開設による販路拡大事業

福島県 野崎工務店 住宅建築におけるトータルアドバイス事業

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

福島県 矢吹デイリー 買い物弱者（高齢者・過疎化）に対応した宅配サービスの強化

福島県 矢部自動車 総合自動車故障診断システム(テスター)導入による新規顧客獲得

福島県 柳屋精肉店 バーベキューセット・パーティーセットデリバリー事業の展開

福島県 有機果菜食品 主力商品の改良と郵便局とタイアップした通信販売事業への取り組み

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

福島県 有限会社イデアコーポレーション 顧客満足向上・新規顧客獲得のための店舗改装事業
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福島県 有限会社インテク 「最適な保険人生」を提案する相談の場の構築

福島県 有限会社クリエイト 新規販路拡大・婚礼受注システムの構築

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

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

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

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

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

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

福島県 ㈲ＮＴＳ 地元への周知度アップに繋げる地元密着企業サービス提供事業

福島県 ㈲アール・アルチザン 「新市場獲得・商品価値向上を目指したＰＲ媒体（ＨＰ・パッケージデザイン）の構築」

福島県 ㈲アイズ 新メニューキャンペーンのチラシ・ＤＭ作製による販路開拓

福島県 ㈲うお政 「高齢者・身障者に優しい宴会場のあるさかな屋」事業

福島県 ㈲かぎや WEBサイトリニューアルで「旬」な情報発信による新規顧客獲得事業

福島県 ㈲ケーフーズ生田目 市場ニーズに合った、少量・調理不要こんにゃく商品の開発による新規顧客の獲得

福島県 ㈲コーヨーコーポレーション 宅配業務

福島県 ㈲サガラ印刷所 スーパーマウスパッド・パット君のキット製品と広告媒体刷新による新規顧客獲得

福島県 ㈲しらせ家具 高齢者及び中高年者向け靴の展示販売

福島県 ㈲としの坊 会津木綿アイテムを通しての和装普及プロジェクト

福島県 ㈲パークファミリータクシー 高齢者のための【便利屋タクシー】事業の展開

福島県 ㈲ファーストポイント イートインスペース併設による顧客拡大事業

福島県 ㈲フォトスタジオ原 カジュアル系背景の導入（自然光などで撮影）

福島県 ㈲ましこデンキ 「てつや新聞」発行による高齢者等買物弱者支援事業

福島県 ㈲マスヤ 店頭販売強化による顧客需要の取り込み

福島県 ㈲みはる屋 新商品（フルーツマドレーヌ）開発による販路開拓事業

福島県 ㈲やぶき 高齢者に特化したセニアカーコミュニティー事業の展開

福島県 ㈲ワタナベ インターネットによる仏壇・仏具・墓石の販売事業

福島県 ㈲伊藤醸造店 商品パンフレットの作成による販路の拡大

福島県 ㈲菓匠きねや 店舗改修並びに販促用カタログによる販路拡大事業

福島県 ㈲鎌田自動車整備工場 新規顧客獲得の為の車輛販売に係る展示販売場整備事業

福島県 ㈲観音茶屋 ほっとひと息、薪ストーブの温もりと昔の雰囲気を楽しめる空間で最高のお蕎麦を

福島県 ㈲及川造船所 広報手段確立による受注誘引

福島県 ㈲宮原商店
①自店への送迎サービス（無料）
②高齢者対応の店舗改修

福島県 ㈲曲山自動車整備工場 福祉車両改造事業による販路拡大

福島県 ㈲恵比寿屋旅館 貸切半露天風呂「月と太陽」改装工事

福島県 ㈲湖南精肉店 かりんとうの包装形態の改善及びオリジナル幟による販売促進

福島県 ㈲五十嵐総合事務所 情報展示コーナー並びに屋外広告看板塔の設置及び大型プリンターの導入及び事業

福島県 ㈲光陽スタジオ スタイルブックとホームページ作成＆キッズファッションショーよる販路開拓

福島県 ㈲厚生堂薬局 看板設置並びにテント貼り替えによる新規顧客の獲得

福島県 ㈲江戸鮨 「洋式トイレへ改修」で高齢者も安心バリアフリー事業

福島県 ㈲香村工芸 香村金剛水を使用した化粧水の試作品の製造販売並びデーター取集

福島県 ㈲高木屋 新施設設営広報による顧客獲得

福島県 ㈲佐藤製作所 開発・試作部門に特化するための新規受注獲得に係る展示会出展事業
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福島県 ㈲三沢屋宮廼 新規顧客獲得のための店舗改装～高齢者等に適した店づくり～

福島県 ㈲山一米穀店 米アイスクリーム新規製造及び販売

福島県 ㈲山野 集客力向上のための飲食店舗改装

福島県 ㈲匠 店内飲食スペース設置による賑わいの創出

福島県 ㈲昇栄 信用力向上による販路拡大事業

福島県 ㈲松葉屋 青果物の販売、流通確立により安定化を図

福島県 ㈲上濃屋製麺工場 「ゆきちからラーメン」２食入の開発による売上向上

福島県 ㈲常豊工務店 提案力強化と新築実例記事型広告作成による販促拡大事業

福島県 ㈲瀬和建設 住宅展示内覧会開催による新規受注獲得と知名度向上事業

福島県 ㈲星塗装店 チラシによる集客事業（塗替えリフォーム直接販売プロジェクト）

福島県 ㈲星乃井
源泉掛け流しの弱点を克服する「温度管理」と、熱帯夜のエアコンを嫌う高齢者向け「冷却寝具」の
導入

福島県 ㈲青島建築 福島家づくりの本、タウン誌への掲載で新規顧客の確保

福島県 ㈲斉藤農機種苗店 中古農業機械の在庫を増やし、中古農業機械の販路開拓

福島県 ㈲石井建設 販路拡大を図るための自社ＰＲ・ＨＰ等作成告知事業

福島県 ㈲長久保食品 既存商品の改良による新需要開拓事業

福島県 ㈲渡辺酒食品店 「蔵元とお客様」を結ぶ、こだわりを感じさせる最上級の佇まいの創出

福島県 ㈲白井木工所 木製建具･家具の販売促進用ツール製作及び展示会出展で販路拡大

福島県 ㈲薄井印刷
文房具、ビジネスアクセサリーなどの販売
ブックカバーの制作、販売

福島県 ㈲浜崎家具店 オーダー家具の需要取り込みによる販路開拓事業

福島県 ㈲浜尾自動車 「車両のトータルサポートへの対応強化と情報発信」

福島県 ㈲保原造園センター お客様の利便性向上と商品（樹木）の高品質化

福島県 ㈲芳賀商店 「時間とお金に余裕がある三世代客を対象とした、新たな店と商品づくり」

福島県 ㈲睦 「来店客数増加のためのパンフレットとパッケージの作成事業」

福島県 ㈲本家舟山 「味噌おにぎり」の試食と「ネット販売システム」の構築を柱とした販路拡大事業

福島県 ㈲桝屋商店 販路拡大のための広報及び店内のイメージ変更

福島県 ㈲万祥
ガスフライヤー、冷蔵庫等を活用した作業の効率化と品質管理、及び天ぷらを活用した新メニュー
開発

福島県 由良テキスタイルデザイン アンテナショップ「由良テキスタイル」の経営

福島県 洋食屋ペイザン 団体客の取込みと店舗内レイアウトの再構築

福島県 理容オオハシ 理容室で女性集客のためのシェービング・エステ用機器導入

福島県 里の菓子処よしだ お客様のニーズに対応する商品情報の提供事業

福島県 梁取板金㈲ 融雪シートヒーターによる落雪対策事業

福島県 和田テレビ店 シャモと一緒に育てた自然農法の種無し柚子の販路拡大

福島県 圓谷建築 営業所開設による商圏拡大と若い世代（特に女性向けプラン）に対応した新規顧客獲得

福島県 茱萸木庵 販売促進チラシ・ポスターの作成・配布及び看板等設置による販売促進、販路開拓事業

福島県 鮨処わかさや 店舗改装（トイレの改装、内装の張替、看板の設置など）

茨城県 BARBERトライブヘアースタジオ 屋外カフェ施設整備による長時間滞在型サロン化事業

茨城県 DesignｌabLights
工業用ミシンを使った、新商品開発と地域活性化のための地域に根ざしたファッションブランドアイ
テムの製造・販売

茨城県 DiyJ（デイジ） メンズ専用ハイセンスサービスメニューの展開

茨城県 H＆Fコンサルティング株式会社 起業予定使者向けビジネスモデル構築コンサルティングサービス

茨城県 hair＆makevive 新サービスの導入による新規顧客の獲得と既存顧客の満足度の向上

茨城県 HairSaｌonOASIS(ﾍｱｰｻﾛﾝｵｱｼｽ) 完全個室化による本格ケアサービス「リラクゼーションKINGコース」業務のPR事業

茨城県 ＭＲ設計 人に優しく自然との調和を大切にするデザイン事務所への変革
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茨城県 m建 実績紹介を活かした新規販路開拓のための広報強化事業

茨城県 NeutralCloset リサイズサービスを活かしたショッピングサイトの構築

茨城県 ｐａｒｔａｇｅｒ お店の認知度を上げ新しい顧客の獲得、他店との差別化を計る

茨城県 REGOLITH 自社コーティング剤アルティメットグロス普及・販路拡大事業

茨城県 SmartSolutions株式会社 入札情報管理システムの開発

茨城県 Y・K測量設計 電子平板システム導入による作業時間の効率化し売上増加

茨城県 アイアイネットジャパン スマホ・PC・タブレット駆け込み相談事業

茨城県 アプレ・イマージュ 女性の美を追求するトータルビューティー新事業の展開

茨城県 ヴァンメール 新サービス提供による増収計画

茨城県 エスプランニング株式会社 微細発泡シートMCPETを取り込んだLED照明の実用化と販売の展開

茨城県 エフモード 新規顧客の集客と既存客のリピート率をUP

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

茨城県 オートサービス長谷川 故障診断機導入によるアフターサービスの向上及び受注拡大事業

茨城県 おおのや 個室への改築による新規顧客の開拓

茨城県 おしゃれの店ゆき LED看板を活用した新規顧客獲得の為のPR事業

茨城県 オプトVIEW 新規顧客開拓・獲得による商圏拡大事業

茨城県 お食事処みのわ 家族層をターゲットにした店舗の改修とメニューの開発

茨城県 カットクラブクボヤ 新型油圧式理容椅子の導入とＨＰ制作公開及び内装クロス張替

茨城県 カットサロンソメヤ 看板で特別メニューとイベントをピーアール、集客アップ

茨城県 かめ宗呉服店 呉服販売における和風モダン展示及び販促活動による顧客獲得事業

茨城県 キッズフォトスタジオフィール カジュアル撮影の商品化

茨城県 クチュールクスコ 店内改装とスタッフ魅力度アップによる顧客開拓と経営基盤の強化

茨城県 クラウディット 子供用スペース導入による新規顧客の獲得及び既存顧客の利用率向上

茨城県 グリーン株式会社 昨年度オープンした新築モデルハウスの広報活動の強化による売上の拡大事業

茨城県 クリエイティブデザインオフィス 不動産オーナー・不動産業に向けたマンションリノベーション提案・事業

茨城県 グリンブルー 販促広報媒体を活用した新規顧客開拓と自己啓発を促す書籍の購入

茨城県 ケイ美容室 フェイシャルエステを行うためのサービス環境の改善

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

茨城県 ステンドグラス工房オクノシオ ステンドグラス絵付け技法の教室開講と廃棄ビンを使った新商品の開発

茨城県 スリムサロンボヌール 販促媒体を活用した新規顧客開拓事業

茨城県 セブンイレブン牛久南２丁目店 いつでも、どこでもお客様の要望に答え、安心商品をお届けします

茨城県 そば処かねさん こだわりのそば粉による新規顧客開拓事業

茨城県 たつご味噌醸造株式会社 味噌教室による天然醸造味噌の販路開拓事業

茨城県 つぼ八鹿島スタジアム前店 店舗改装及び販促活動

茨城県 デジタル情報サービス 幼児・小学生対象のこども英語教室の開設

茨城県 ドッグサロン＆ホテルNOSCA 競合店との差別化戦略による地域一番店を目指して

茨城県 トミタスポーツ 少年野球用オーダーグローブ販売に伴うアフターサービス強化と販路拡大事業

茨城県 ナッキー・コンサルティング SEO診断ノウハウを活用した、PPC広告事業の開始PR事業

茨城県 なべや 新たな包装紙及びパッケージデザインの開発による新商品の販路開拓事業

茨城県 なまず屋 行方市の名物お菓子づくりにチャレンジ！なまずパイの開発

茨城県 バーバー茂木 バックシャンプーブース導入によるヘッドスパサービス強化と女性客等の開拓

茨城県 パティスリーキャトル・フィユ チョコレート販売に伴うオリジナル商品の開発



33

所在地 事業者名 事業名

茨城県 パティスリーひらさわ 焼き菓子用陳列棚の新設で視覚にうったえた販売促進事業

茨城県 ハニービーカフェ 様式トイレへの改修と新セットメニューの提供

茨城県 パン工房シャンテ 夏は冷しパンでしょ！チャレンジ事業

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

茨城県 ひまわりの丘 イートインコーナー設置及び広告宣伝による売上高アップ

茨城県 ピュア運転代行 新サービス導入の広報活動による顧客獲得とリピート率向上事業

茨城県 ブーランジェパンセ 子供対象の地域密着型店舗づくり、及び顧客開拓イベント「親子パン作り教室」の開催

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

茨城県 フラワーハウスカンナ 店舗改装による集客力とお客様満足度の向上事業

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

茨城県 プリンス理容室 エステマシーンの導入とスタンプカードによる販売促進

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

茨城県 ヘアーサロンフクダ エステシェービング（メンズエステ＆レディースエステ）による新サービスの提供

茨城県 ヘアーズオノセ エステルーム開設による、新規顧客開拓事業

茨城県 ヘアーネモト＆スタイルヴォーグ 高級志向・理容室の開設

茨城県 ベカリーハウスヤジマ プルーンパンの新商品開発に伴い、店舗全面外壁改装

茨城県 ミートデリカなかじま 当店看板商品「手作り焼豚」のアピール強化で販売促進事業

茨城県 メガネサロンみなば 「サバエブランド」メガネ・「聞えの相談会」PRチラシ作成とインターネットによる販路拡大

茨城県 メンズサロンフジタ 心のオアシス癒しのサロン提供事業

茨城県 めん工房ほさか 冷凍手打ち生蕎麦とスイーツそばがきの開発による全国的な販売展開（販路拡大）

茨城県 もみほぐしヴィアーレ 国家資格所有者の高度な知識と技術に基づく、リラクゼーションサービスのPR事業

茨城県 よこしま税理士事務所 相続税法改正に伴う相続支援業務

茨城県 ライフサービス トコジラミ（ナンキンムシ）の防除・駆除施工

茨城県 リアルクラフト 大切な思い出を形で残す3Dフィギュア展開事業

茨城県 レイ・ソーラデザイン株式会社 樹木の新サポートシステム取扱い拡大に伴う新規販路開拓事業

茨城県 レインボー ドレスレンタル事業並びにフォトウエディングサポート事業

茨城県 レストランぷらんたん 店舗改装

茨城県 ローズガーデン 地域の人々を癒し、元気にする！人が集まる「健康サロン」のPR事業

茨城県 ロッキー接骨院 ハイボルテージ、マイクロカレント導入で実費治療の拡充による売上拡大

茨城県 阿部自動車工業 板金部門の内製化に伴う顧客満足拡大事業

茨城県 安心ネット株式会社 簡易省エネ計算プログラム（省エネ導入ソフト）の開発

茨城県 伊藤瓦工業 屋根瓦のミニ展示場の設置と簡易見積もりシステムの構築

茨城県 岡埜榮泉 筑西フルーツ饅頭シリーズの新商品開発に伴い、パッケージ及び店のパンフレットの作成

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

茨城県 歌えもん 昼食を提供する新店舗の開設に伴う店舗改修工事及び看板設置事業

茨城県 河合畳店 畳のことを知ってもらおうキャンペーン事業！

茨城県 河野酒店 キャラクター看板の設置による集客力向上

茨城県 花の詩（スタイル・デ・スタイル） オリジナルプリザープドフラワーのコンクール展を活用した新規顧客獲得事業

茨城県 菓子工房たつご 地元食材を使用したパン・ケーキ製造販売事業

茨城県 笠間ミルクセンター野村 事務所に店頭小売機能を付加し顧客ニーズに対応した販路開拓を行う

茨城県 株式会社fortune つくば地域への観光客に対する新しいおみやげ品の製造販売

茨城県 株式会社Hearth 酵素食品を使ったPBのサプリメントを開発し、宣伝を行う
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茨城県 株式会社T＆L 小口混載各システム認知度向上、中国メーカーへの拡販の為認知度向上

茨城県 株式会社YSC 建築・環境衛生事業〈新事業）での宣伝広告

茨城県 株式会社ＺＥＮ ホームページでのリニューアル及び付随するＷＥＢ事業による集客ＵＰ事業

茨城県 株式会社アートワールド ナイロン製商品（ストッキング・タイツ等）印刷の開発と販売事業

茨城県 株式会社アーペホーム 店舗兼住宅の販売

茨城県 株式会社イガデン 展示会出展、ネット広告による販促活動の推進

茨城県 株式会社イサカホーム 無垢材建築仕様によるニッチ層顧客開拓事業

茨城県 株式会社いろはフーズ ご当地キャラ人形焼きの商品開発

茨城県 株式会社イントロンワークス
東南アジアにおける、モーションキャプチャーセンサーを活用した、新しいデジタルサイネージシステ
ム及びマーケティングサービスの企画・開発・販売

茨城県 株式会社おおしま 「健康とオシャレ」をキーワードとした展示ブース作製による新規顧客開拓事業

茨城県 株式会社オスク インテリア資材の余剰材、端反材の管理及び、販売

茨城県 株式会社カジマ
自社惣菜のテイクアウト商品（地産地消）の販路・販売強化（真空パック装置・圧力鍋・ドライアイス
製氷機）の活用

茨城県 株式会社がんこ一番 餃子生産性向上とイメージアップ事業

茨城県 株式会社クラマ 国際交流ゲストハウス「シーサンライズ」の運営

茨城県 株式会社ケアプログレス 車イス対応型施設改修を主とする販路開拓事業

茨城県 株式会社タナカヤ 人生の節目やイベント（中でも結婚式）を、指輪．ドレス．映像でサポートする事業の販路拡大

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

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

茨城県 株式会社ネットクロス 通信費見直し計画！

茨城県 株式会社ハンド 保護者向け体験型イベントと家族向け撮影会の同時開催

茨城県 株式会社ぴーす しつけ訓練済みのゴールデンレトリバーの販売促進

茨城県 株式会社ピン歩気 元気なうちに納得のいく1枚を。「遺影」撮影サービスの提案とPR事業

茨城県 株式会社プラチナコーティング 機能性塗料（節電塗料など）のチラシ作製・配布活動

茨城県 株式会社ほまれ ガス・石油給湯器に専門特化した施工販売による販路拡大事業

茨城県 株式会社マーケット・フィールド・インターナショナル 介護サービス施設等に対する日常行事お助けサービス

茨城県 株式会社メモワールしおん 安心のご葬儀を目指して～ご葬儀の不明瞭な金額を一掃します！

茨城県 株式会社岡崎酒店 ワイン定温保管サービス及びシーン別提案サービスの展開

茨城県 株式会社下妻スポーツ 新トレーニングメニュー導入及び新規入会者獲得に係わる広報事業

茨城県 株式会社菓匠たけだ 菓匠たけだ　看板商品のブランド再構築

茨城県 株式会社共進舎 放課後児童クラブの認知度向上のための効果的販促

茨城県 株式会社戸塚 トイレの様式化・店舗内インテリアをサロン風に改修し、近隣の高齢者を囲い込む

茨城県 株式会社後藤商事 新規顧客獲得展開事業

茨城県 株式会社光テクノサービス
大型バス用駐車場整備による販路開拓及び顧客獲得戦略事業による販路j開拓及び顧客獲得戦
略事業

茨城県 株式会社黒須印刷 インターネットの新規販売サイトを活用した販路開拓事業

茨城県 株式会社山水閣 常温保存、冷蔵保存可能な商品「うなぎ有馬煮」の開発

茨城県 株式会社山中酒造店 新たなパッケージや商品で女性客の取り込みを図る

茨城県 株式会社鹿南AW（ﾍﾟｽｶｯﾍﾟ） 安全・安心な自家製食品を真空パックし冷凍・冷蔵販売で売上向上

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

茨城県 株式会社十王銘産観光 ＥＣサイト構築による日立市産ポポー開発商品の販売拡大事業

茨城県 株式会社生体分子計測研究所 展示会出展による販路拡大

茨城県 株式会社青山 茨城県南地域で初の私立小学校受験専門塾開設

茨城県 株式会社戦略ＭＧ研究所 戦略ＭＧタブレット版戦略の開発・販売に向けての顧客基盤強化
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茨城県 株式会社増子看板店 シェア広告（チラシ・看板・ＨＰ）の作成・販売

茨城県 株式会社村山写真館 新スタイルの撮影ブースの設置

茨城県 株式会社大蔵塗装工業 ペイントブロックの通販システム及びチラシによる広告宣伝

茨城県 株式会社大築窯炉工業 陶芸アパートの開発とWEBによる販売＆PRシステムの開発

茨城県 株式会社滝口ボデーショップ 新事業の宣伝に係るインターネット広告の活用と販促チラシの制作

茨城県 株式会社沢畠製作所 ブランディング確立事業

茨城県 株式会社鶴月・社中 最先端３D技術を使ったグランドトリック専用ボードの開発（販売）

茨城県 株式会社田中土木 太陽光発電の積極的な広報活動及び営業活動による顧客・売上の増加

茨城県 株式会社東亜総研 ネットコンサル予約システム構築（リアルタイムQ＆A）

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

茨城県 株式会社風實 新規顧客増加及びリピーター増加を目指す「風實～かざみ～」ブランドの開発

茨城県 株式会社本橋造園 薪割機を使い廃棄物を再資源化、販売して受注拡大

茨城県 株式会社麻生ハム 新食感！丸ごと食べられる鳥の手羽先の開発と販路拡大事業

茨城県 株式会社和津コーポレーション 販売価格の引き下げと、ＰＲ強化による売上アップ事業

茨城県 株式会社和田塗装工業 改修工事受注拡大のための外壁診断力の強化

茨城県 岩沢酒店 インターネットショッピングサイトによる茨城県御当地晩酌セット販売の展開

茨城県 橋本屋旅館 「美明豚ケバブ」の開発・販売及び店内改装による宿泊客増加

茨城県 郡司建築工業所 バーチャル展示場による新規集客および受注促進活動

茨城県 古谷醤油商店 カタログ、チラシ等作成と店内改装による顧客拡大事業

茨城県 光月堂 商品（印籠焼）パッケージデザインの開発による販路開拓事業

茨城県 紅葉亭 新ホームページを活用した新規顧客獲得による売上増加策

茨城県 行政書士法人桜町共同事務所 みんなの幸せのための遺言作成、ＰＲ事業

茨城県 高安桐材店 オリジナル桐製積み木の製造・販売・広報活動の強化

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

茨城県 合同会社ケイ・ディー・エス 広報事業による元請顧客獲得と利益拡大による賃金処遇改善事業

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

茨城県 根本建築研究室 間伐材で上げる無垢杉のフルースペース「スタッキングハウス」PR事業（広告チラシの作成、配布）

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

茨城県 笹　　音 １０名収容できる個室を２部屋増設

茨城県 持丸自動車修理工場 ホームページ入庫予約システム構築による新規顧客獲得事業

茨城県 篠崎畳店 畳を活かした家具製品の試作品開発

茨城県 手作処かっぱ本舗 商品画像入り看板の新設で新規顧客開拓事業

茨城県 酒肴処遊で屋 本格派焼き鳥を中心としたテイクアウトメニューの開発、提供

茨城県 寿司割烹志んや 顧客ニーズ（椅子席）に対応した接客スペース設置事業

茨城県 寿昌庵けん坊 食材から食器まで、全て大子産を使った会席料理の提供

茨城県 寿里庵 女性客獲得のためのメニュー開発及びトイレ等改装事業

茨城県 春水亭 クレームブリュレシリーズの品質向上と広報活動による顧客と売上の増加

茨城県 小林モータース 新規顧客獲得キャンペーン

茨城県 庄や山口 お客様からの要望の多い景色、採光を取り入れた開放感のある室内改造による集客力アップ事業

茨城県 食彩酒房オーブ 紫峰牛メニューの看板作製及び新メニュー提供・トイレ全面改修

茨城県 食事処味喜 地元食材をふんだんに入れた店独自のオリジナルメニュー開発及び店舗リニューアルで客を獲得

茨城県 食遊房田 高齢者向けお料理・お弁当サービスの提供による販路開拓事業
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茨城県 森川石油店 軽板金塗装（クイックリペア）での営業展開による新規顧客開拓

茨城県 森澤溶接研究所 受発注＋スケジュール管理システム構築

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

茨城県 製陶ふくだ 最新Web技術を活用したホームページリニューアルによる受注拡大のための広報事業

茨城県 石焼ステーキシマムラ 端材（牛すじ等）を利用した贈答用ギフトの開発・広報

茨城県 浅野悟 スマートフォン専用サイト制作の広告宣伝

茨城県 蔵元小田屋 ｉＴＱｉ、ハラール取得によるイスラム教国販路開拓

茨城県 大黒屋 大黒屋ブランド・商品を訴求するための包装紙デザインとパンフレット作成

茨城県 大槻ハウジング カシマサッカースタジアム売店における新商品販売及びPR事業

茨城県 大島工業 誰でも簡単溶接教室の開設

茨城県 大野工務店 居心地の良い商談スペースの設置と新サービス提供に伴う事務所改修工事

茨城県 池田珍味食品 看板新設とオリジナルチラシにオリジナル箱で認知度アップと売上向上

茨城県 中国料理茶寮 高齢者層に向けたヘルシーセットメニュー提供のPR事業

茨城県 長治園 消費者に安心感を与える新規顧客の取り込み

茨城県 長瀬総合法律事務所 リーガルサービスのイメージアップ化事業

茨城県 長谷川博史税理士事務所 税理士業務、その他付随業務のホームページを使った宣伝、及び税金、会計の解説

茨城県 津田整体院 整体に関する情報提供を含めた販促活動及び訪問整体サービス事業の展開による売上UP

茨城県 渡辺瓦工業有限会社 雨桶メンテナンスサービスによる受注開拓

茨城県 土居大工 ガーデンハウス（木製洋風置物）のサンプル展示場設置による販路開拓活動

茨城県 東京食堂 ジャンボ餃子等のテイクアウトサービスの提供とネットを活用した販路拡大

茨城県 東正自動車整備工場 ハイブリッド自動車向け携帯診断器を活用した出張診断・修理事業

茨城県 東和インターナショナルサービス UVフロアーコーティング、デモ機の購入とPR用ツールの作成

茨城県 日向建築工房 設計ソフト導入で、顧客の満足度向上と自社の作業効率と売上向上を目指す

茨城県 日本料理魯山 和室の改装（テーブルの設置）および新メニューの開発

茨城県 農事組合法人七会きのこ生産組合 希少性の高い花びらたけを活用した販路開拓事業

茨城県 八千代うどん有限会社 新商品（仮名：水さらし冷やし中華・冷やしうどん（茹で麺））のパッケージ開発事業

茨城県 飯笹第二治療院 快適な施術環境整備のための施術所改修工事及び屋外看板整備事業

茨城県 美好園芸 冷蔵庫導入で神棚に供える榊の品質を保つ

茨城県 美容室chouchou スマホ対応サイトホームページによる新規顧客の販路開拓事業

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

茨城県 美容室プラチナム 店舗のバリヤフリー化と癒し効果のあるメニュー開発

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

茨城県 美容室まゆみ 香りの空間でリフレッシュ「ヘッドスパ」の実施

茨城県 辺田商店 工場見学による新規顧客獲得と店舗小売強化

茨城県 堀江製菓 安心＆安全商品の安定提供を可能にする設備でのPRによる販路開拓事業

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

茨城県 明久園 会社の宣伝広告、顧客サービスの向上による売上アップ事業

茨城県 野村醸造株式会社 地方銀行フードセレクションでの販路拡大

茨城県 野中自動車 事務所増改築で古い町工場（３K)から脱却、集客力・売上アップへ

茨城県 有限会社　河野 商品陳列棚の設置

茨城県 有限会社　杉本 厳選した国産大豆使用の掛け紙の作成

茨城県 有限会社afresh 老朽化看板及び店舗設備有効利用改装、高齢者用店舗設備事業
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茨城県 有限会社アイエヌエスシー おかず惣菜のテント販売による、近隣主婦層の開拓

茨城県 有限会社アスカホーム 県外の顧客をターゲットとした新たな広告宣伝による販路拡大

茨城県 有限会社イー・エイチ・アイ フレッシュハーブ商品のインターネットを利用した直接販売経路の開拓

茨城県 有限会社イチローエンタープライズ よもぎ餅ミニシリーズの開発による、新たな市場の開拓事業

茨城県 有限会社ヴォール・ラーテン 新規会員獲得の一環としての事業

茨城県 有限会社エフ Web予約システム構築と新メニュー導入による新規顧客開拓事業

茨城県 有限会社オートチャンプ 業界初の低価格ぽっきり車検の開発

茨城県 有限会社おその江 電話一本で顧客の手元まで配達する弁当の販売

茨城県 有限会社グリュイエール 新規顧客獲得に向けた広報宣伝強化事業

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

茨城県 有限会社ケアタイムジャパン 人材育成による優良スタッフの確保と新店舗出店及びキャンペーン企画の実施

茨城県 有限会社コーヨー 店頭販売強化の為の、品揃充実、店舗改装

茨城県 有限会社サルタリィ・ベン インソール加工用グラインダーの導入と足裏を測定する環境の整備

茨城県 有限会社サワムラヤ リニューアルオープン告知を目的とした新聞折込チラシの実施

茨城県 有限会社しのづか 福祉住環境の提案支援による販路拡大事業

茨城県 有限会社スタジオデン 電子書籍出版にかかる新たな編集事業の展開

茨城県 有限会社たかくま商店 自社ブランド商品のネット販売と知名度向上

茨城県 有限会社トータルホーム関東 福祉用具販売、介護リフォーム工事推進事業

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

茨城県 有限会社はこもり ～心温まる家族葬～の積極的な推進による顧客及び売上の増加

茨城県 有限会社ピュアメイト 「クラウド型ＣＭＳ」ホームページ制作運営にＩＣＴ支援をセット販売

茨城県 有限会社ふじ美装 大手ゼネコン下請清掃事業から直接個人受注するためのPR・広告で販路拡大事業

茨城県 有限会社プラックス 射出成形不良発生割合の低下に伴うコストダウンと売上高の増加

茨城県 有限会社ブルーベース スポーツ走行車両販売促進事業

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

茨城県 有限会社ミヤモト 新たな補聴器事業へ進出するための、情報収集とPR活動

茨城県 有限会社モリタグリーン工業 樹木枝粉砕機を使った庭木手入れ時のゴミ再利用（エコ推進）で低価格化の実現

茨城県 有限会社モンブラン 寄り道お菓子屋さんモンブラン

茨城県 有限会社ヤマト後藤商店 エンボッサー使用でスピーディーに顧客カードを発行‼

茨城県 有限会社やまに郷作 高年齢者、障害者に配慮した優しい宿、「おもてなし」充実を図るための改装

茨城県 有限会社リビング工房 建築受注のための集客事業

茨城県 有限会社リリー ネイチャーフォトの取り組みによる既存客の満足度アップと新規顧客の開拓

茨城県 有限会社葵設備 ユニバーサルデザインを活用したリフォーム工事の提案とPR事業

茨城県 有限会社旭屋商事 新サービス「家族葬サービス」の提供に伴う看板の設置

茨城県 有限会社歌舞伎あられ池田屋 地場農水産物を使用したご当地新商品開発事業による自社ブランド確立とPR事業

茨城県 有限会社霞ヶ浦ガーデン 自社開発製品の自動バックハザード点灯装置「BACKHZ」の宣伝と販売

茨城県 有限会社楽園堂 音楽教室生徒募集広報による新規顧客開拓事業

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

茨城県 有限会社久保田タクシー 新システム導入でスマートサービスの提供、介護・育児分野の充実

茨城県 有限会社郷土の香り石嶋 新パッケージの開発・販売事業

茨城県 有限会社金来屋 若者向けの魚料理等の新商品に伴い、店舗外装の改装

茨城県 有限会社桂雛 インテリア雛「雪華SEKKA」の販路拡大事業
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茨城県 有限会社湖月庵 若年層と海外顧客の開拓及び海外顧客嗜好のデータ収集活動

茨城県 有限会社荒木綜合食品 和室の掘りこたつ化による、らくちん会食の提案事業

茨城県 有限会社菜香や 本格無添加漬物教室の展開による主婦層の開拓

茨城県 有限会社山岸カンパニー カジュアルビュッフェ＆スムージーの新スタイル、新メニューの開発提供

茨城県 有限会社山宗 小規模葬儀用施設のリフォーム

茨城県 有限会社鹿島自動車ガラス 新規顧客獲得のための看板作成及びオリジナルグッズ作成

茨城県 有限会社昌柳 ホームページ刷新によるPR強化と、インターネット営業担当者の雇用創設

茨城県 有限会社新月堂 トイレ改修に伴う飲食スペースの提供による販促事業

茨城県 有限会社清原醤油醸造店 広告宣伝力強化及び包装資材刷新による自社工場直売所の需要拡大事業

茨城県 有限会社清和製作所 先端材料（チタン）を使った装置・部品等のパンフレット、インターネットを使った販路拡大

茨城県 有限会社青山グラフィック 自社製品の改良と販売促進事業

茨城県 有限会社赤井工務店 ショッピングセンターにおけるリフォームフェア（イベント）の開催

茨城県 有限会社村上 店舗PR強化による集客効果向上事業

茨城県 有限会社谷島自動車 クラシックカーに特化した整備技術の広報活動による顧客の増加

茨城県 有限会社池田葬儀社 高齢者世帯に向けた真心をこめた家族葬プランの提供開始のPR事業

茨城県 有限会社筑波あられ製造本舗
揚油廃棄中止による製造原価削減とボトルネック工程の解消による生産能力増強並びに直売所
PR

茨城県 有限会社中戸屋 店舗内トイレ増設および既存トイレの改修による利便性向上事業

茨城県 有限会社朝日屋
レンコンを使用した、体に優しいファストフード（カレーパン・ドーナツ等）の開発とPRとそれに伴う付
加商品開発

茨城県 有限会社長野園 緑茶とほうじ茶を使用した新商品開発とプロモーション

茨城県 有限会社鳥末食品
鶏肉を使用した新商品の開発と販売・合鴨商品に合わせ既存商品との組み合わせたギフト商品販
路拡大

茨城県 有限会社珍満飯店 高齢者・障害者に優しい店舗づくりに伴う店舗駐車場・入口・トイレの改修工事

茨城県 有限会社塚田工業 マンホールやボックスカルバート等の補強ライニング工事の開始

茨城県 有限会社塚田商店 店舗改修による集客の向上とISMによる売上増加

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

茨城県 有限会社鍋屋本店 笠間の焼き栗販路拡大事業

茨城県 有限会社日栄電器 バリアフリーリフォーム商材の展示による提案型営業で販路拡大

茨城県 有限会社日商丸博 しじみ釜飯をはじめとするご当地メニューの開発と涸沼アンテナショップへの変革

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

茨城県 有限会社林住建 DIY・リフォーム・お助け事業

茨城県 有限会社鈴木 痩身サロンの販売促進強化

茨城県 有限会社鈴木モータース高萩 新車展示場の整備による売上増加、新規顧客開拓

茨城県 有限会社髙野好見畳店
ホームページ、チラシ、看板の制作による畳の販売促進セントラルコンベアの購入による作業効率
化

茨城県 鈴木醸造株式会社 全国初「高蛋白小麦ユメシホウ」を使った醤油及び加工品の販売展開

茨城県 和菓子工房きくや 地元特産品を使ったオリジナル人形焼風まんじゅうの開発販売

栃木県 (有)青木石油 車の事なら何でも出来ます！アピールして新規顧客獲得・販路・売上拡大！

栃木県 (有)南那須サービス 福祉タクシー事業者の知名度アップとサービスの周知・潜在的需要の掘り起こし事業

栃木県 ANTHEMhairdesign 地域NO,1への挑戦！「家族が胸躍る夢の美容室

栃木県 BIANCA 高齢者のための店舗改装および看板の設置、顧客獲得のための広告

栃木県 C.K.コンサルティング＆コーチング
★働く女性が輝く県NO.1「とちぎ」を目指して！★
～ウーマン・ワークライフバランス～

栃木県 Craｆｔｙ 着せ替えシステム、全商品を掲載したカタログの制作

栃木県 ＧｏｏｄＬｉｆｅ ホームページと販売促進カードによる店情報発信と従業員募集

栃木県 ＭＥＡＴＳＨＯＰこしみず 顧客に対して視認性の向上と惣菜種類の幅を広げ集客確保を図る。
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栃木県 Ｍホームサポート ペットの愛好家を対象とした火葬事業の知名度アップとエリア拡大

栃木県 R.E.CSTUDIO（ｱｰﾙ･ｲｰ･ｼｰｽﾀｼﾞｵ） ビジュアル戦略コンサルティングの事業化

栃木県 wookshopreco(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾘｺ) コミュニティ・カフェ運営の為の改装

栃木県 Ｙショップしおかわ 店舗丸ごとクリーニング・そばうどんコーナーのリフォーム事業

栃木県 アイビーエス有限会社 保険代理店が提供する、住宅ローンコンサルティング事業

栃木県 アキコ美容室 「まつ毛エクステンション」サービスの開始による売上向上及び新規顧客獲得への取り組み

栃木県 あきら整体院 活動エリア拡大に伴う新規顧客獲得

栃木県 うおさだ 新メニュー販売と顧客増加対応に向けた駐車場整備事業

栃木県 エイショウテクニカ 展示会への出品と看板の設置によるアメリカ製高性能エンジンオイル「ＡＭＳオイル」の販売促進

栃木県 エレメンツ・フォーチュン カウンセリングルーム改装とyoutube・ＨＰを利用した効果的広告による売り上げアップ

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

栃木県 カービューティーサロンタグチ 住まいの断熱フィルムの施工による、新たな顧客の獲得

栃木県 かずとも シニアに優しい店舗改装と送迎サービスチラシと店舗看板作成

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

栃木県 カメダビジネスサポート 農業のサービス化、「わくわく百姓村」事業

栃木県 ガラージュオーハシ 塗装ブース改装による、高級車を保有する個人客の開拓のためのＰＲ活動

栃木県 きそば岡本 顧客拡大の為の低コスト店舗リニューアル計画

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

栃木県 クライミングジムガンズ 若年層及び女性に好かれる快適空間への事業転換

栃木県 ケイスタジオ 撮影技術が引き立つ、ナチュラルなスタジオ写真を撮るための改装

栃木県 こぐら 新規顧客の獲得を狙ったチラシの作成

栃木県 こじま寝装 ワクワク系の活用をベースにお客様に居心地のよい店舗空間を創出する。

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

栃木県 さくらホームズ株式会社 H26年度受注アップのための顧客獲得事業

栃木県 じざい 店舗展示スペースイメージ改善及び新規商品製作効率化事業

栃木県 シローズインターナショナル 出張修理及び出張教室の拡大に伴う広報活動

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

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

栃木県 そば処宮下 売り上げ増加、新規顧客増加のための広告宣伝事業

栃木県 ダイニングポン太 集客力を高めるための店舗改装

栃木県 たちばなや時計店 タウンメールによる知名度アップと新規顧客の獲得

栃木県 とんき
ランチ営業と女性客、高齢者の集客拡大を図るためのトイレ改修工事
（チラシ作成、トイレ改修）

栃木県 ナスリンホーム株式会社 外構も含めて“丸ごと設計提案”の販路拡大事業

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

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

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

栃木県 ヘアーサロンハシモト 子供と高齢者層の快適な店舗空間演出を図るための店舗リニュアール

栃木県 ヘアーサロンフルサワ
理・美容室店に改装に伴う新規客獲得（女性客、身障者）の為の看板・ショップカード・チラシ・ス
ロープ製作

栃木県 ヘアーショップうめやま メンズエステ、ヘッドスパ新メニューの開発

栃木県 ヘアサロンカワカミ デジタルパーマ、縮毛矯正の推進、強化による顧客増と売上増

栃木県 ベルモック 新商品の開発とパッケージ等の開発。また受発注管理ができるホームページの作成。

栃木県 ペンションあじわい プロモーション向上と体験教室の強化による客室稼働率、客単価及び客層の改善
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栃木県 ペンションぱどる 小さいお子様連れ家族が安心して入れる浴槽の設置

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

栃木県 まんまてい 清潔なトイレで更なる女性客の開拓

栃木県 らーめんつるみ 看板設置で顧客増！価格と味に自信あり。

栃木県 らーめん高島 子どもからお年寄りまで“みんなにやさしいトイレ”に改修

栃木県 レストランヴルーテ 少人数のパーティに対応する個室スペースの確保とメニューの充実

栃木県 レンタ建機有限会社 一般ユーザーに対する電動工具レンタルの普及・市場開拓

栃木県 益古時計 宿泊客の滞在日数・リピーターを増やすためのレンタサイクル事業

栃木県 割烹山水亭 集客率・リピート率向上のためのイメージアップ計画

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

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

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

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

栃木県 株式会社ＣＩＮＱ クリア塗装技術の追加による顧客満足度向上

栃木県 株式会社ELEMENTS 新たな基幹事業の立ち上げによる、新規顧客の獲得

栃木県 株式会社PROPRE 自転車休憩スポット設置による新規顧客獲得とサイクリング客の増加による地域観光活性化

栃木県 株式会社S.Scompany 独自の輻射熱乾燥加工により開発した健康木材の販路開拓

栃木県 株式会社SSNETシステム 米国車を中心とした中古車の輸入販売事業

栃木県 株式会社アツェット 自社展示場の設置

栃木県 株式会社イ－・エス・シ－ 無農薬ブロッコリーソフトクリームの商品化と移動販売車での販売事業。

栃木県 株式会社イーストンテック 石英ガラス製品の試作開発

栃木県 株式会社エイシン 住宅展示場・モデルハウスへの集客を目的とした新規販促

栃木県 株式会社オーガニックスタジオ ブランド化戦略型広報政策（独自コンセプトの家づくりの販路開拓）

栃木県 株式会社オオシマ ｢農業関連のアドバイス｣折込で集客率向上

栃木県 株式会社おかしげ 「大田原牛メンコロ」と「大田原牛ひき肉カレー」の惣菜販売と自社ネット通販の開始

栃木県 株式会社ゴールデンアークカフェロルモ 地産那須チーズの販売と薪窯焼ピッツァ等新メニューの開発と販促

栃木県 株式会社サカノ 健康で快適な毎日を送るための、身体づくり専門サービスの提供

栃木県 株式会社スギエイト 女性用アメニティ施設の整備による新規顧客の獲得

栃木県 株式会社ストイック 新店舗での商圏内の折込チラシとフリーペーパーによる集客

栃木県 株式会社ソネッティーク 物流アウトソーシング新規顧客獲得事業

栃木県 株式会社ソレック 宅配水の安心・安全・便利を伝えるチラシ作成とイベント出店

栃木県 株式会社ダイショウスタッフ 放射能除染作業参入及び人材育成事業

栃木県 株式会社ダイワ紙器 ＨＰ、チラシを活用した高級感ある貼箱、紙器の新たな価値の提供

栃木県 株式会社ニットー ロードサイド店として集客向上を図るための店舗イメージアップ事業

栃木県 株式会社ブレイブ 「子供そろばんこころざん」販促用ＰＲ

栃木県 株式会社まほろばおがわ 宿泊及び温泉利用の拡充拡大広告事業

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

栃木県 株式会社ムロイハウジング 看板取り替え・リーフレット作成による「わのいえ」販売促進事業

栃木県 株式会社モリバヤシ石油 車検獲得および車販売業務の強化

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

栃木県 株式会社レセ 新たなニーズに合わせた店内改装と新規顧客を狙ったチラシ作製

栃木県 株式会社わかまつ
売上減少に歯止めかけるため、広告戦略の刷新による店舗活性化と「わかまつメンバーズカード」
会員増加キャンペーンの実施事業
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栃木県 株式会社伊沢ガラス 個人顧客売上ＵＰに挑む省エネ商品販売促進事業

栃木県 株式会社井岡畳工業 新聞折込チラシ及びポスティングによる宣伝事業

栃木県 株式会社臼井住建 デカモクイベントと連続的現場説明会開催による販路開拓事業

栃木県 株式会社関東ワークス サービス内容の料金体系化を図り、集客を目的としたホームページ開設で販路拡大！

栃木県 株式会社桐野屋 マスコミ媒体を活用したＰＲによる新規顧客の獲得

栃木県 株式会社細野工業 世界にひとつだけの「アート」な水まわり

栃木県 株式会社小野口砿油 キャノピー（給油機等作業場上部の屋根）照明のLED化

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

栃木県 株式会社松屋和菓子店 国産バラの新素材を使用したバラ餡入りクリーム大福の販売

栃木県 株式会社森百貨店 大イベントとチラシで販路拡大全国的に大人気の絵本作家のワークショップを栃木県初開催

栃木県 株式会社相良酒造 観光蔵への転換を目指した環境づくりの為のトイレ整備

栃木県 株式会社鳥亀 「鳥亀オリジナル袋・パンフの作製で商品ＰＲ・新規顧客獲得作戦」

栃木県 株式会社田中商店 競争力向上に向けたＬＥＤ電光価格掲示板の導入と、会員カードリニューアルによるイメージアップ

栃木県 株式会社渡工務店 新規顧客開拓の為の住宅建築専門情報誌への広告宣伝事業

栃木県 株式会社那須クリエイト 会社の事業内容を示した広告宣伝看板設置

栃木県 株式会社美膏 ライフサイクルの中での３Ｄ手形足形の販売展開

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

栃木県 株式会社悠愛 訪問看護システムの増台と広報活動の実施

栃木県 株式会社旅楽 アンテナショップ機能を有する旅行代理店の展開

栃木県 ㈱若葉 リピーター続出！！また食べたくなるサクサクフライ料理

栃木県 ㈱小倉建設 流通業者と野外展示場を活用して一般消費者へ販路拡大！

栃木県 季節の雑貨　折折 折折オリジナル　箱根関連柄の布製品の新商品開発

栃木県 菊の里酒造株式会社 栃木の地酒のアメリカへの販路開拓

栃木県 吉見行政書士社会保険労務士事務所 業務毎にホームページを作成し、専門分野ごとに集客増を図る

栃木県 居酒屋官兵衛 店舗空間のリニューアルによる新たな顧客の獲得

栃木県 京呉服髙際 スマホ対応のホームページ来店予約システム

栃木県 橋本建築 新規顧客獲得のためのアピール事業

栃木県 蕎川庵高瀬 知名度アップのための広告宣伝事業

栃木県 玉田肥料店 大型トラック・トレーラー対応駐車場の整備

栃木県 栗田表装 Ｗｅｂによる表装・表具業務の受注システム構築

栃木県 建築・浦山 地域一番の工務店として知名度の向上による販路拡大

栃木県 建築工房ヒロエ 事務所から店舗への改修工事と販促広報パンフレット作成

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

栃木県 古町林業有限会社 特色ある部屋作りによる満足度向上及び口コミによる顧客獲得

栃木県 御菓子処太田屋 和と洋のコラボ菓子で新商品！さらにネット販売で全国展開を目指す

栃木県 合資会社小島酒造店 既存商品のラベルリニューアルと新規商品のラベル作成

栃木県 合資会社藤田製陶所 敷地内看板・案内板の整備

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

栃木県 佐原自動車整備工場 顧客満足度の向上とお客様に喜ばれる商談スペース改装事業

栃木県 佐藤商事有限会社 新規顧客獲得のための看板・ちらし作成およびＨＰの作成

栃木県 佐藤中薬局 「店舗改装」と「トイレのバリアフリー化」による新規顧客の獲得

栃木県 斎藤基礎 鉄筋加工の機械化による省力化とコンクリートコア抜き機導入による利益拡大
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栃木県 坂本塗装株式会社 個人顧客向けの事業への広告・宣伝・販売促進事業

栃木県 三栄飯店 店舗改装及びメニュー変更によるリニューアルオープン

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

栃木県 時田くんちのからあげ 売上・集客アップの為の店舗改装工事

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

栃木県 柴田輪業 自動車の販売･点検に必要な機械設備の導入による販路開拓

栃木県 手打ち蕎麦柏屋 中高年女性観光客に向けた店舗のイメージアップ戦略

栃木県 小川理容所 新規女性客獲得のための個室スパの設備投資

栃木県 松井輪業 初心者でも気軽に入りやすい店舗造り

栃木県 城北電機工業株式会社 DCφ16.0ブラシレスモーター（無接触平均寿命5000時間）と駆動回路製作

栃木県 織姫山荘　手打ちそば伊とう こだわりそば店の“まるごと出前”

栃木県 新関東観光株式会社 温泉のPR用WEBサイトとネット通販システムの構築

栃木県 人形の宝春 新商品開発に伴う販路開拓事業

栃木県 須田時計店 見た目も気にならない！女性のための補聴器「体験と試聴」

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

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

栃木県 石川屋 集客アップのためのトイレ改修工事

栃木県 早乙女靴店 「焼きドーナツ」「紫いも大福・もち」の新商品開発で売上アップ作戦

栃木県 大久保工務店有限会社 高断熱住宅と生活向上に関わる情報発信による受注開拓

栃木県 大橋牛乳店 「特定保健用食品」ヨーグルトのちらし作成、販促品の作成

栃木県 大前自動車整備工場 お客様との接触機会を増やすための事務所改装

栃木県 大塚や 店舗のイメージアップと駐車場のライトアップによる顧客獲得

栃木県 大武輪業 視認性と快適性を考慮した顧客目線の空間を提供する商談スペース改装事業

栃木県 宅配ピザ＆ランチカフェふぁみりー イベントへのＰＲ出店とメニューリニューアル販促物の作成

栃木県 谷沢理髪店 エステ部門新設による集客力向上事業

栃木県 中華百華園 お客様が快適に食事をする為の喫煙所設置とトイレ増設

栃木県 天然酵母のぱん屋めろん亭 代表的な地元観光資源を積極的に活用した当店オリジナル製品の販売促進事業

栃木県 添田米穀株式会社 高齢者の見守り・買い物代行サービスの販促とネット販売の強化

栃木県 田舎そば処長山 業務用厨房機器、空調設備の導入による売り上げ向上とコスト削減

栃木県 田舎菓子処増田屋 街道を通る新規顧客の開拓及び定着化

栃木県 田村そろばん教室 大人そろばん教室のための改装及びＰＲ

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

栃木県 藤岡植物園 和風モダンな庭造りの提案・施工と、植物の通販による新規顧客の獲得

栃木県 那須トチノ木会館有限会社 『新サービス（家族葬）の情報発信に関するチラシ等販促物の作成』

栃木県 那須林産工業有限会社 企業・商品価値向上の為の、事務所改装によるブランディング

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

栃木県 髪やＬＥＶＥＬ クロス張り替えで心地よい空間を提供し,窓のシートで集客アップ

栃木県 美喜寿司 トイレのリフレッシュとバリアフリー化事業

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

栃木県 満腹酒場ツルミ食堂 「カツ煮まん販売」

栃木県 矢板家具センター有限会社村上商店
オーダーメイド家具」専門店にふさわしいお客様の購買意欲や期待値を下げない空間づくりと化粧
室の改装

栃木県 有限会社ＢＯ－ＤＨＩ 店舗看板の設置、及びタウン誌を利用した広告・宣伝事業
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栃木県 有限会社あかつか 新規顧客のための広告と店舗改装

栃木県 有限会社イメージアップ 高齢者の顧客獲得と固定客定着に向けた店舗改装及び販促強化事業

栃木県 有限会社エイティーシーフィットネス 高年齢健康志向者あて、身体トレーニングの提案広報活動

栃木県 有限会社おかだや ホームページ開設と新メニュー作成による販促促進戦略

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

栃木県 有限会社きむら写真館 「屋外スタジオを備えた写真館と店舗アピール看板＆ポスティングチラシの作成」

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

栃木県 有限会社クローバーカンパニー 斬新なデザインを全世界に広めるための卸売事業の構築

栃木県 有限会社ケイアイケイフーズ 看板設置・チラシ配布による認知度アップ

栃木県 有限会社サンエイ工業 3Dプリンタを活用した試作サンプル製造、新製品開発

栃木県 有限会社シーフードウオヨシ 店舗リフォーム及び店舗の雰囲気刷新による新しい顧客層の開拓

栃木県 有限会社セレモニーホール新川 店舗改装・新販路開拓で受注増加

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

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

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

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

栃木県 有限会社マルタ リニューアル用看板作製及び設置工事並びに店内用手配りチラシの作成

栃木県 有限会社マルテー通商 商品提案の場｢イートインスペース｣を設置して新メニューを開発

栃木県 有限会社マルトモ食品 栃木県の食材を使った押し寿司の販路拡大事業

栃木県 有限会社モロ写真商会
スマートフォンから手軽にプリント、思い出をお手元に。
（スマートフォン対応、プリント注文受付機の導入）

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

栃木県 有限会社ヨコタスポーツ 老若男女全ての野球人が集う佐野市唯一の野球専門店オープン！

栃木県 有限会社リカーフーズサービス 商品パッケージの改良と新商品の開発

栃木県 有限会社レストラン笠井 「お持ち帰り釜飯」の開発

栃木県 有限会社レディース・メンズファッションあらい 店内改装（入口自動ドア、店内ウィンドウ照明）

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

栃木県 有限会社阿久津左官店 下請会社から元請会社への転換と効果的な採用と職人育成の仕組みづくり

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

栃木県 有限会社英和 内製化に伴う新規顧客の獲得

栃木県 有限会社関塚商店 当店が勧奨する「親密なコミュニケーション社会」を新規商圏に！

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

栃木県 有限会社菊屋呉服店 スタジオの設置及びチラシ・看板でのＰＲによる新規顧客獲得

栃木県 有限会社吉田製作所 当社のイメージが伝わる看板設置と気持ちよくお買い物して頂くための店舗改装

栃木県 有限会社魚秀 魚屋の手作り総菜の加工ができる店舗工事。

栃木県 有限会社橋本油店 洗車のブランド化に伴う看板等の情報発信ツールの製作

栃木県 有限会社玉生石材センター 独自能力をＰＲするためのホームページとカタログの作製

栃木県 有限会社玉田豆腐店 試食可能なできたて豆腐直売所の設置。

栃木県 有限会社元木デザイン工芸 新エコ環境商品のＰＲホームページ作成

栃木県 有限会社工房ヤマシタ 自社注文家具ブランド「keyway（ケイワイ）」の新規立ち上げ事業

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

栃木県 有限会社高島油店 ペレットストーブとレンタカーの店舗イメージで販路拡大

栃木県 有限会社高徳花火工場 花火の演出向上及び新規顧客開拓
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栃木県 有限会社黒田養蜂園 「ご当地はちみつ」の企画・開発・商品化と販路開拓事業

栃木県 有限会社至誠堂 体験型イベントへの出店及びチラシの配布による顧客獲得

栃木県 有限会社時﨑自動車整備工場 「提案する場を設ける為の展示場の整備」

栃木県 有限会社若泉商店 作業ブースへの看板設置及びチラシのよる宣伝

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

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

栃木県 有限会社石川ストアー 看板の取替えによる集客アップ事業

栃木県 有限会社川堀工務店 新規顧客に向けたチラシ、ポストカード作成及び配布

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

栃木県 有限会社大森組 女性向けわくわくホームページと個人向け企業パンフレット作成

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

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

栃木県 有限会社添谷書店 新たな顧客の創造とより良いサービスへ

栃木県 有限会社田代商店 ＬＥＤ照明によるコスト削減、競争力強化事業

栃木県 有限会社藤田自動車整備工場 ホームページのリニューアルとチラシ広告の作成による集客率ＵＰ

栃木県 有限会社博多忠商事（すぱ屋） 「利用しやすさ一番のイタリアン店」を目指した店名・ロゴ・業態リニューアル

栃木県 有限会社美建工業 地元の方々に、我が社を知って頂くための「目を引く看板」の設置

栃木県 有限会社福田観光社 プラスαの看板導入による、新規顧客の獲得

栃木県 有限会社福田川 家族での食事会や中高年者の昼食会等の利用を増加させるための事業

栃木県 有限会社福島酒店 店舗前面ウインドウガラス面等のイメージアップマーキング施工

栃木県 有限会社万葉 トイレ改装・玄関スロープ化によるお客様満足度向上事業

栃木県 有限会社味噌まんじゅう新井屋 広告等に使用するCM動画作成

栃木県 有限会社柳田建設 お客様の要望を聞き、完成イメージが作れるサービス事業

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

栃木県 有限会社落合解体工業 販促用チラシの作成、配布及び販促用ＰＲ

栃木県 有限会社利休庵 新規ホームページ開設及びメニュー一新等による売上増加

栃木県 有限会社両国 きれいな「トイレ」でお店のイメージアップ

栃木県 有限会社廣島屋製菓 冷凍保存したデコレーションケーキのネット販売

栃木県 有限会社髙久印刷 「印刷業からサービス業へ・・・」店舗改装

栃木県 有限会社髙野自動車整備工場 顧客管理及びリピート率向上を目的とするタイヤお預かりサービス強化事業

栃木県 ㈲室井造園 管理作業の周知と自社能力の向上

栃木県 洋風食堂冬青 健康志向の女性客向け新メニューの開発と受入体制強化策の実施

栃木県 鈴木商事 お客様待合室整備事業

栃木県 和洋菓子金齢堂 地元の野菜や果物を使って、当町限定で物語のある商品開発と販売

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

群馬県 CBA興業 新規顧客の取込みを狙った事務所兼店舗への改装による営業力強化

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

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

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

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

群馬県 LuckyBagel 観光客を取り込むための外観整備事業

群馬県 Ｍｅｒｈａｂａ ギフト用需要を狙ったオリジナルガラス商品の販路開拓事業
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群馬県 Pass鍼灸整骨院 「元Jリーガーが経営する鍼灸整骨院・新規事業のPR」

群馬県 PCKMusicStudio ヴィオリラの認知度向上と生徒増加による売上向上

群馬県 あみ整骨院 整骨院の基盤強化（自費治療の強化）事業

群馬県 アロマ＆ハーブBabyleaf 顧客との関係性強化・販売促進強化のための販促ツール作成

群馬県 イイヅカ美宝 新規顧客獲得のためのハイレベル・オリジナルレンズの導入と販売

群馬県 イチカワ興業 スマホ専用ホームページ活用によるアウトレット商品販売

群馬県 いのもと園 トマトジュースの販売促進事業

群馬県 おいがみ舞茸園 培養工場の改築により生産量の拡大及び多品種の製造を目指す

群馬県 カットハウスコバヤシ 「炭酸泉」による新たなメニュー展開

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

群馬県 キッチン笑りぃ お弁当部門拡大のため、新たにお弁当専門店の開業事業

群馬県 キラバ 格安ＷｏｒｄＰｒｅｓｓホームページ制作サービス

群馬県 クリエイトシステム合同会社 クラウド型サービスによる月額料金のビジネスモデル実現

群馬県 コインランドリーおかべ 新事業「しんとう村のぐんまちゃん焼」販売に伴う店舗改装

群馬県 さらのて鍼灸院 美容鍼灸とセルフメディケーションに対応した新たな店舗構築の為の整備事業

群馬県 しおじり有限会社 既存顧客の深堀及び新規顧客獲得の為のパンフレット作成と配布

群馬県 スエトーBP有限会社 設備投資による作業効率向上と下請け業務軽減のための販売促進

群馬県 トコヤホンダ 新規客獲得および既存顧客のための出張理美容事業

群馬県 ね工房 セミナー受講者誘致の為の販売促進施策の実行

群馬県 ハコニワ食堂 設備改善によるリピーターの獲得事業

群馬県 パティスリーアンジュ 「天使のわっか」パッケージデザイン変更と本店舗集客力の強化

群馬県 びーがんかふぇはぁとっぷる 販路拡大のための新店舗開設事業

群馬県 びゅうてぃしばさき 既存客の確保と新規顧客の取込みを狙った店舗改装と販促活動

群馬県 ヒロ・モーター 二柱リフト導入による作業の合理化と「認証工場」取得

群馬県 フォレストノーツ 薪の増産、スピード化による安定生産及び新規顧客の獲得

群馬県 ふる里 店舗改装等による最古のおっきこみ専門店リニューアル

群馬県 ペンション・シェモワ 千客万来！！！ペンションシェモワの新サービス「食べ放題・飲み放題プラン」

群馬県 ヤナイ宝飾 当社ジュエリーリフォーム知名度向上による新規顧客開拓

群馬県 リープエンジニアリング株式会社 風力乾燥機のPRと販売促進事業

群馬県 レストラン諏訪峡 顧客サービス向上と新規顧客獲得へ向けた事業展開

群馬県 ログハウスふりーたいむ 高原の自然環境を活かした体験型宿泊施設として手軽なアウトドア体験の提案

群馬県 一作農園 新商品用の商品ラベルと販売促進チラシの作成

群馬県 永井屋 木箱を増やして即売会拡大新規事業

群馬県 岡村美容室 来店客安全のための看板及び手摺りの設置及び支店アピール

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

群馬県 株式会社KSK 新たなターゲットに向けたガンロッカー、農薬保管庫の販売促進

群馬県 株式会社あぶらや 様々なお客様に対応できる、お座敷の強化畳の張り替え事業

群馬県 株式会社エイコー精機 自社製品「(仮名）メモ挟み立て」の開発と販売

群馬県 株式会社かねます 新規顧客の増大を目的とした店舗改装

群馬県 株式会社サトウ板金 サイクル部門：ショールーム内装・設備改修

群馬県 株式会社サンケイテクニカ 惣菜製造のための設備設置及びパッケージデザイン開発

群馬県 株式会社サンベルデ 植物工場専用ＬＥＤ照明による栽培の向上化、及び栽培設備の開発
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群馬県 株式会社シミズプレス スクリューパイプメーカーとしての認識の向上プロジェクト

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

群馬県 株式会社テラウチ 新商品試作開発及びPRパンフレット用のフォーマット作成

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

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

群馬県 株式会社やまもと 高年齢層への対応力向上及び新規来店客獲得の為の店舗改装

群馬県 株式会社ルネスハイランドビラ軽井沢 バーベキューコーナーの拡充による集客増員事業

群馬県 株式会社ルポン 太田市名産やまといもを使用した洋菓子開発とブランド化

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

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

群馬県 株式会社旭屋 新規顧客獲得の為の店舗外装のリニューアル工事

群馬県 株式会社関越物産 高齢者・障害者が快適に旅行を楽しむための店舗改装

群馬県 株式会社岩田教育・経営研究所 通信制高校のサポート校戦略～地域に根差す学習塾とのコラボレーション～

群馬県 株式会社宮本製作所
ものづくり試作開発の木質チップ混焼小型蒸気ボイラー及び関連する木質チップ破砕機等の販促
用パンフレット作成

群馬県 株式会社古月堂 荒船風穴最中の開発と販売

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

群馬県 株式会社三智 他店にないオリジナル、脳ストレスを軽減するヘッドスパの導入

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

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

群馬県 株式会社上州農産 自社生産大豆で作るGABA産生発芽大豆納豆の開発と販売促進

群馬県 株式会社上毛霊園 来園者にやさしい施設への改修工事

群馬県 株式会社常盤館 世界遺産観光客を取り込むための客室改装と外観整備事業

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

群馬県 株式会社多胡電化 高齢化社会に伴う補聴器販売の拡大

群馬県 株式会社竹内商事 装飾ショーケースによるもつ煮の販売促進

群馬県 株式会社美寿濃 麺屋なんなん売上向上の為の広告宣伝強化と設備改善

群馬県 株式会社朋栄 グラフト重合法による消臭資材の販路開拓パンフレットの製作

群馬県 株式会社老神観光バス 自社ホームページの強化による告知機会の拡大と送迎利用者増加

群馬県 甘楽路えちごや 倉庫改装による観光客向け焼きまんじゅう、みそおでんの販売

群馬県 吉田接骨院 新規設備での利益率改善と見込患者の取り込みの為の歩行会の実施

群馬県 桑野屋 新規顧客獲得のテイクアウト商品用設備購入とチラシの作成配布

群馬県 群馬アスパラ株式会社 間伐竹チップを培地に活用したえのき茸の開発と販売

群馬県 健康一番 店舗イメージアップに向けた外構改修と新規顧客獲得に向けた取組

群馬県 工舎澄み処 30分で澄み処を体験できる冊子作りとその展開

群馬県 工房世二 生産性の向上と低価格商品開発のための生産体制の改善

群馬県 康鮨 新規顧客の開拓とリピーターの獲得を狙った店内改装と販促活動

群馬県 晃常こけし工房 小売スペース新設に伴う「こけしげのコケシ」の販売拡大

群馬県 高嶋屋 顧客におけるよりよい設備環境を提供するためのトイレ改修工事

群馬県 森農園 新規取引先獲得のための商談会参加及びリーフレットの作成と配布

群馬県 水芭蕉 ホームページ作成及び効果的な閲覧環境の整備

群馬県 川場村農産加工株式会社 自社栽培薬草による薬草茶の開発とブランド化

群馬県 浅間高原ホテル 体験型リゾートホテルのPR拡充による集客増員広報事業
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群馬県 草津湯の花まんじゅう本舗 「ゆもみちゃん焼」周知の為の新包装紙開発とチラシの新聞折込

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

群馬県 体験型農村レストラン潺 利用客の快適化を図るためのトイレ水洗化事業

群馬県 大坂屋 商品ブランド構築の為のパッケージデザイン制作事業

群馬県 大門寿司 寿司店の枠を超えたメニュー開発と店内改装による新規顧客の開拓

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

群馬県 長沼ボデーショップ 新サービス提供のための販売促進策の実施

群馬県 長島商事株式会社 新規顧客獲得（外国人顧客含む）のための販売促進

群馬県 釣り堀・民宿鱒池
案内看板の設置
目的：観光客に対してお店の存在を知ってもらい、来店してもらうために案内看板を設置する。

群馬県 天神茶屋そがわ 高齢者が利用しやすいトイレの改装と増設（アメニティ機能の強化）

群馬県 渡辺製菓 顧客満足度向上の為の新商品開発及び量産体制の構築

群馬県 二嶋商店 若年層新規顧客の取り込みを目的とした店舗改装事業

群馬県 馬力屋 新規顧客獲得の為のHP作成および案内看板補修事業

群馬県 萩原自動車 新タイヤチェンジャー導入によるタイヤ組換サービスのボリュームアップ

群馬県 富岡英数塾 新規塾生確保のための募集広告作成と授業の効率アップ事業

群馬県 文屋大塚 購買頻度向上の為のオリジナル包装紙並びにしおりの作製

群馬県 兵藤建設株式会社 コンクリート構造物の品質・出来栄えの向上

群馬県 宝寿し 新規顧客を取り込む店舗内の一部改修事業

群馬県 宝石メガネのオカザキ 新規顧客獲得のためのIT活用と広告掲載

群馬県 堀口精肉店 観光客取込みと売上増加を図る新商品開発と店舗改装事業

群馬県 茂木食品工業株式会社 輸出商品及びBtoBのWebサイトの構築と通販カタログの作成

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

群馬県 有限会社アシマ 集客できるホームページの構築

群馬県 有限会社アダムとイブ 顧客の求める、より質の高い技術やサービス「癒し」をPR、対応設備導入。

群馬県 有限会社アド・バルーン 新パンフ，新ポスター，ホームページを連動した新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社アルル デザイン一新・チラシ広告等による「醤油クッキー」の販路拡大

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

群馬県 有限会社さんすい森のリゾート アーモンドプードルにおける新商品開発

群馬県 有限会社しのづか陣屋 「子連れ、高齢者、家族で食事を楽しむ為の多機能トイレの設置事業」

群馬県 有限会社シャルマン 消費者ニーズに基づいた「まゆ美水シリーズ」（保湿クリームの開発と販売）の販路拡大

群馬県 有限会社ティア・ツリー 自家栽培農産物を原料とした新商品スイーツ開発と販路確立

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

群馬県 有限会社ディップ 売上増加を図るための大学研究者向け特殊専用機器の販売促進

群馬県 有限会社テクノベンチャーウチヤマ 固定客の増加を図るための新サービスの提供と新規顧客の獲得

群馬県 有限会社トータルプランニング 高齢者及び外国人観光客の取り込みを目指したトイレ洋式化事業

群馬県 有限会社バースケア 新規取引先獲得を目的とした新商品の普及に伴うパンフレット作成

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

群馬県 有限会社パリジャン 新たな顧客開拓のための新商品開発と店内設備グレードアップ事業

群馬県 有限会社ふじう書店 新規顧客開拓、既存顧客深耕の為の販売促進ツール製作

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

群馬県 有限会社ほてい屋染工 和装での解放感あるロケーション撮影事業

群馬県 有限会社マルフクストアー イートインスペース新設による「丸福ランチ」等飲食事業展開
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群馬県 有限会社やど莞山 ハイブリット浴槽保温システムの導入による施設環境向上事業

群馬県 有限会社やど尚文 海外顧客の獲得と滞在環境整備事業

群馬県 有限会社ゆの宿上越館 当旅館・カフェ利用者が自然のなかで利用できるテラス席の新設

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

群馬県 有限会社育風堂精肉店 新規顧客獲得・販路拡大のためのパンフレット製作

群馬県 有限会社丸須製菓 観光土産としての商品からギフト商品へと販売方法を多様化、リピート化させる戦略事業

群馬県 有限会社吉澤工業 「特殊溶接・配管加工用」機械設備導入による経営持続化事業

群馬県 有限会社極楽館 より快適な「ステイ＆スパの宿」創造事業

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

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

群馬県 有限会社山﨑製作所 ウェブサイトリニューアルによる販路拡大とコネクターハブ化

群馬県 有限会社小島椅子製作所 ショップの新規顧客獲得および売上増加計画

群馬県 有限会社新井工業所 ５S活動による「見せる工場」づくりと販路拡大事業

群馬県 有限会社新和精工 宣伝活動を行う為のホームページ及び会社案内パンフレット作成事業

群馬県 有限会社吹上設備工業 リフォーム関係販路拡大事業

群馬県 有限会社川古温泉旅館 インバウンド客獲得のための販売促進事業

群馬県 有限会社総本家紙屋 下仁田おやき昔がたりの開発と販売

群馬県 有限会社草津ハイランドホテル 美容と健康を求める新たな客層獲得と埋もれた客層への販路開拓

群馬県 有限会社村長 高齢化社会に向けた高齢者に優しい店づくりによる売上げの拡大

群馬県 有限会社太公苑 親子及び健常な高齢者向け「ファミリー釣り池」の新設による経営拡大

群馬県 有限会社大友 脱下請けのための自社商品「新感覚ファッションエプロンの開発」

群馬県 有限会社長岡木材 古材販売と解体工事事業の都市部周辺強化事業

群馬県 有限会社長楽 アレルギー対応畳への畳替え事業

群馬県 有限会社田島建築 オール無垢材住宅の需要促進

群馬県 有限会社湯宿温泉太陽館 新規顧客獲得の為の「じゃらん」雑誌掲載とネット広告

群馬県 有限会社湯本館 英語版ホームページの作成・英語版パンフレットの作成。

群馬県 有限会社内田工務店 「木を活かした幸せの家づくり」注文住宅のアピール

群馬県 有限会社樋口 熟年顧客増加のための【優しい宿】計画

群馬県 有限会社尾瀬商会 新規顧客獲得のための自社で一貫した新サービスの構築

群馬県 有限会社賓館 宴会の集客力向上を目指した店舗内給排水設備の改装工事

群馬県 有限会社牧水 旅館の新たな魅力を創造し、新規客増を目指す画廊の設置

群馬県 有限会社名月堂 ＜店舗に来店客を増やすための販売促進活動＞

群馬県 有限会社龍燕 品質と衛生の強化事業～草津の顔たるおもてなしと味～

群馬県 陽気軒 安全衛生と快適性向上のためのテーブル席導入事業

群馬県 獏山美容院 「ヘアプラス」サービス導入に伴う専用器具導入とDM販売促進

埼玉県 (有)稲垣精肉店 ジャンボメンチカツでの販路開拓事業

埼玉県 (有)嘉藤建築設計事務所 ｢住宅要屋根散水型屋内温度冷却システム｣体験・見学施設の展開

埼玉県 (有)長州
①居心地の良い店舗改修工事（掘りごたつ形式）
②人材育成の為の外部セミナー研修費

埼玉県 *HoneyStyle*(ハニースタイル） お手紙カフェHoneyStyleの基幹限定実施

埼玉県 Adabeautyplace コラーゲンマシン普及の為のチラシ・HP等PR

埼玉県 Amy'sCafe 見て飲んで楽しい珈琲屋さん計画

埼玉県 arrowheair&face ｢エステ部門の強化に伴う店舗コンセプトに適した空間の提供｣
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埼玉県 ＡＳＴ気功クリニック北埼玉 多くの人に気功（ＡＳＴ気功）の素晴らしさを知ってもらうために通いやすい環境の整備をする。

埼玉県 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＣＲＯＷＮ ワンコイン（500円）で出来る大人の男のフェイシャル・エイジングケア

埼玉県 BarCasha 顧客ニーズに応える、新規顧客獲得のための店舗レイアウトの改良

埼玉県 Chai”菜” 高齢顧客と新規顧客獲得に向けて｢快適空間｣創設のための店内改装事業

埼玉県 CHEFSUDAパリの食堂 宴会及びディナー時の増客を可能にするために映像を取り入れる改装

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

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

埼玉県 FineFactory 当社の視認性向上による集客力強化事業

埼玉県 FUNKYDININGくろまさ総本店 当店好評の「鳥肌煮込み」をご家庭で食せるための真空加工販売

埼玉県 giraffehairworks ｢癒し｣を求めるお客様を取り込んで｢一人ひとりに優しい美容室｣を進化させる事業

埼玉県 HairＳａｌｏｎ充esthe&spa 炭酸システムによる新規メニューの開発・新規獲得

埼玉県 HairTotti 快適な環境、やすらぎの空間作りの為の改装及び看板リニューアル事業

埼玉県 HappyTime 特産吉見いちごを使ったオリジナルスイーツ｢こいいちご｣の移動販売による売上拡大

埼玉県 infinito 健康塗り壁ダイアトーマスを使用した健康リフォーム事業

埼玉県 ITサービス株式会社 戦略的なＩＴ活用無料セミナー開催

埼玉県 KEIOPARTS
ネットショップの在庫一元管理システムの導入による販売トラブルの防止、卸売り専用システムの構
築による卸売りの強化、購入部品の取付サービスを開始

埼玉県 King'sAUTO並木自動車販売
雨天時・酷暑時でも来店して展示場を見学・商談できるような、今まで取りこぼしてきたお客様の販
路開拓のための展示場屋根（カーポート）の設置

埼玉県 LINKSHAIR
広告宣伝型自動販売機の設置による新サービス及び独特な店内をアピールすることで新規顧客の
獲得

埼玉県 Lyriquedesignoffice マタニティ授乳兼用のパジャマとＴバックの開発

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

埼玉県 NailSalonSurya 時短！最新機器導入による話題性で販路開拓事業

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

埼玉県 PLANTSX シンボルツリーの設置などによる､新規顧客の開拓事業

埼玉県 Proofhair(プルーフヘアー） 新規顧客獲得の広報活動及び障害者用設備事業

埼玉県 R’ｓ 看板・内装工事・機材導入による特殊メニュー売上げ増強並びに新規顧客

埼玉県 RELEDEN 「ヘッドスパ」のメニュー化による顧客の髪の健康及びメンタルヘルスの向上

埼玉県 S-cat 新猫種の試作開発と展示会出展による新規顧客開発

埼玉県 SPARK'S有限会社 エレガント理容室女性客獲得を重視した店舗改装の実施

埼玉県 TATAGREEN株式会社 規格外サツマイモの加工商品の開発

埼玉県 TOYBOX 車輌展示スペースの整備及び接客スペースの増設事業

埼玉県 TOYBOXCAFÉ 多国籍ライスの開発と販路拡大事業

埼玉県 アート・プラネット・ファクトリー
比企地域限定「POP広告」や「店舗リーフレット」を受注するためのリーフレットとサービス案内の作
成

埼玉県 アイテム十六株式会社 土壌改良材の自社ブランド販売による新市場参入と売上拡大

埼玉県 アウトクラウド株式会社 下請けからの脱却。工事の直接契約及び機器販売体制の確立

埼玉県 あさか野行政書士事務所 出張型総合事業承継・起業支援事業

埼玉県 あさくら鍼灸接骨院 「巻き爪・陥入爪の補正」開始のDM制作とその配布

埼玉県 あづま家 気軽に立ち寄れる「晩酌セット（1,000円）」の販売促進事業

埼玉県 アトラススポーツ 基幹的業務の質を向上させる設備設置事業

埼玉県 アビン美容室 「髪を花の形にヘアーセット」その作品を広く周知するための冊子作製

埼玉県 あらい化粧品店 「癒しの空間」ママさん向けエステサービス展開

埼玉県 アンカルク株式会社 出張訪問によるホームページの定期更新で「育てるホームページ」の販売促進

埼玉県 アンジー　ヘア＆メイク ５０代女性の美を支えるウィッグ併用の上質サービスでの顧客開拓
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埼玉県 イタリアンダイニングＳＡＹＡＳＯＹＯ イタリアン及びカレーソースの外販用の冷凍商品販売事業（新商品開発及びプロモーション事業）

埼玉県 いちご工房木村屋 新パッケージデザインの開発と情報発信機能の充実による販路拡大

埼玉県 いでうら接骨院 ＳＥＯ対策による新規来院者数増大

埼玉県 いなか茶屋きんしょう 「郷土料理」と「かまどめし」の企業向け接待ランチ会食の販路開拓

埼玉県 いろどり Lamicoシリーズの商品化及び｢SaitamaSmileWomanFesta｣への出展

埼玉県 うたたね工房 身近なインテリアとしてステンドグラスの魅力を、戸田市から発信する

埼玉県 うなぎ・割烹魚愛 個室座敷で味わう観光客向け甘味処の提供

埼玉県 エーデルムジーク
新市場開拓のための拠点拡大
～手ぶらで始めようフルート！～（入会時の楽器レンタルサービス）

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

埼玉県 エム・ファクトリー ４×５インチフィルム撮影がデジタル化可能になる装置

埼玉県 オートガレージ白金 当社サービスの認知度向上に向けた看板の設置

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

埼玉県 おそうじ本舗
成増駅前店
高齢者や共働き世帯の新規顧客取り込みを狙った、お掃除を中心とした「時間制パック型家事支
援」の周知宣伝事業

埼玉県 オゾンクリーン株式会社 女性も通える綺麗でおしゃれなキックボクシング＆フィットネス

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

埼玉県 オリハラフォト 写真制作の高画質化対応事業

埼玉県 オンリーワンウェルネス
パーソナルコンディショニングに特化した営業スタイルへの変更に伴う、指導環境の整備及びこれ
までの経験を活かした集客キャンペーンの実施

埼玉県 お食事処たけは 高齢者のバリアフリー用の椅子・テーブルのある店舗

埼玉県 カーショップＰｒｅｓｅｎｔ、Ｙ 板金工場新設の新規事業

埼玉県 カット&ケアサロンもり 訪問送迎や車椅子で利用可能な鍼灸院と理容室の複合サービス事業

埼玉県 カナモリ産業株式会社 安心信頼の地域内リフォームで若・中年世代の新規顧客獲得

埼玉県 カフェ＆Barハレバレ 新たな顧客層への出前促進における写真つきカラーメニューの作成及び配布広告事業

埼玉県 カフェレストランボルセナ カフェ営業に伴う新メニューの開発、テイクアウトによる売上アップ事業

埼玉県 カフェ彩の森 顧客ニーズに基づく新メニュー導入と作業効率化のための店舗改良

埼玉県 キープランニング株式会社 eぷりんとウェブサイトリニューアルによる顧客拡大

埼玉県 きたくや 店舗内設備改修によりサービスおよび集客の向上

埼玉県 きものの店原ぐち 店の前を通る人全部お客様化

埼玉県 ケーキの店モニカ 久喜モニカブランドの立ち上げ事業

埼玉県 サロン・ド・モネ 髪と頭皮の治療メニューの開発と広告宣伝

埼玉県 サロンドモア ”いやし”～お客様にやさしい店作りを目指して～

埼玉県 シードット株式会社 インターネットの戦略的活用とサンプル配布による新製品告知事業

埼玉県 ジェイメイカーズ 低コスト・短納期実現の為のカーボンシャフトローラー製造

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

埼玉県 シバサキ建築工房 シバサキ建築工房の地域ブランド化・発信力強化事業

埼玉県 ジャスタヌーン レーザー加工機、３Dプリンター導入による新規事業・販路開拓

埼玉県 ジュエリーエクセレント（関根宝飾） 店内照明改修に伴う店舗イメージアップ等による売上向上事業

埼玉県 ショービ 店舗改装リニューアルと電光掲示板イベント情報発信プロジェクト

埼玉県 しるや 顧客ニーズに対応したメニュー及び店舗の提供

埼玉県 シンテック株式会社 新型測量機器導入による業務効率改善と売上拡大策

埼玉県 スーパーありがとう コンビニエンスストアへの販路開拓事業

埼玉県 すし四季膳 新たな販売チャネルによる売上増加への取組

埼玉県 スタジオ・プラス ふっかちゃんグッズのインターネット販売
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埼玉県 スタジオダルク３０９ 店頭大型電子看板設置による新規顧客獲得

埼玉県 スタジオロクセキ 新世代いらっしゃいプロジェクト

埼玉県 ストラシステム株式会社 ホームページの製作拡充及び販促カタログの製作

埼玉県 ストラマネジメントデザイン株式会社 Web生中継配信を新規事業として取り組む

埼玉県 スピカデザイン HP・チラシ・DM等クロスマーケティングによる新規顧客獲得

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

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

埼玉県 たかだ土建株式会社 電動工具の無塵・低振動・コードレス充電式化

埼玉県 ダスキン愛の店ダスキンみよし野 団塊世代の家庭と共働きの若年層家庭への販路拡大

埼玉県 ちいさなホテルセラヴィ 心と身体んいやさしい特別だらけの野菜みそ製造販売

埼玉県 ちゅーりっぷはっと 本格薪窯を活用した新しいガーデンカフェの展開

埼玉県 ちょっぴりインドなカレー屋さんきーCurry 設備不足に襲いかかる、猛暑による来客数低下の改善

埼玉県 つねみ美容室 ヘナでもっとリラックス、もっと若々しく～気持ちいい時間をお約束～

埼玉県 ティーサロンすみれ 歌声喫茶の開催による販路拡大と高齢者の利便性の向上のためのトイレ等リニューアル事業

埼玉県 ナイスインターナショナル ナイスインターナショナル取扱製品総合カタログ

埼玉県 ナカバヤシ電気店 映像により情報発信できる｢電子看板｣プロモーションの為、店頭にディスプレイ設置

埼玉県 ニューライフねぎし 省エネ・エコ賞品とリフォーム工事・高齢者向け商品の販売促進

埼玉県 のまっしょ元 南栗橋店の周知活動による新規顧客の開拓と顧客のリピート化を高める事業

埼玉県 パサルキッチン 店舗環境と営業展開の改善によるお客様へのおもてなしサービス向上事業

埼玉県 パスタハウストマト 無添加自家製オリジナルドレッシングの商品化、製造販売

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

埼玉県 パン工房komugi 交流スペースの設置及び目立つ看板の設置事業

埼玉県 ヒーリングサロンEumeriaofLemuria ３０代以上の女性向け心理カウンセリング、ワークショップの集客のための販路拡大

埼玉県 ビューティーサロンプラスアルファ１０３ 新規お客様・サイドメニュー・プラスアルファ計画！！

埼玉県 ビューティチャオ
顧客高齢化対策を踏まえた（不便のない）店内でバリアフリー及び移動の少ないシャンプー台及び
セット面のリニューアル

埼玉県 ファミリア・コバヤシ（合資会社コバヤシ呉服店）
商圏拡大による、プラチナ世代とも呼ばれるアクティブシニア層（６０～７４歳）の新規掘り起こし販促
事業

埼玉県 ブーランジェリーポネット 地元埼玉県産小麦を使用した「デニッシュ食パン」販売促進事業

埼玉県 ふじや食品有限会社 豆腐屋からTOFUアミューズメントスポットへの業態変態計画～常設イベントスペースの設置～

埼玉県 フランジパニ 幅広い年齢層の女性に五感を刺激し心と体の調和を図りながら、居心地良い空間づくりを目指す

埼玉県 フランス田舎料理レストランポワーヴル フランス料理店を意識した看板作成と高齢者でも利用しやすいサービスの提供

埼玉県 ブリジット 当店商品・サービスアピールのための店舗改修

埼玉県 フロイントスポーツ ＦＲＥＵＮＤチャレンジハンドボール教室の開催

埼玉県 ヘア＆エステシラトリ 付加価値を付けた商品提案に向けた店舗改装及び宣伝ツールの作成

埼玉県 ヘアーサロンオオヤマ 女性客・体の不自由な方・高年齢の方が来店しやすい店づくりの為の室内改装

埼玉県 ヘアーサロンコクボ 癒し、安らぎのあるオンリーワンサロンをめざして

埼玉県 ペンギンカフェ 女性中心のセミナー、教室、女子会のカフェ提供の場

埼玉県 ペンションウェンテラー ウッドデッキによるリピーター獲得及び販路拡大

埼玉県 ホーム・ドクターMK 新規顧客獲得へのマグネットを活用した広報事業

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

埼玉県 ほりべストアー 地域高齢者が笑顔になるコンビニエンス作り

埼玉県 ホルモン・焼き肉とらいち 販促を目的とした三つ折りパンフレットと道路沿い野外看板設置

埼玉県 まつもと治療院 みんながこれる施術所開設
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埼玉県 みよしそば店 高齢者のお客様を増やすために小上がりをテーブル席に改装する。

埼玉県 メープルどうぶつ病院 小動物の整形外科治療と細径内視鏡による病気の診断及び治療の充実

埼玉県 めん工房久良一 季節を感じて食べるかわりうどん

埼玉県 モード２１ 店舗の看板、照明、什器の改装

埼玉県 モノリスストーリー 販促強化で受験生以外の新規生徒を獲得する

埼玉県 もものえ舎 新商品「タオル地ポケかわ」「浴衣地ポケかわ」の開発及び販路開拓

埼玉県 やーさん輸業 安心・安全な三輪自転車の認知向上と販売促進

埼玉県 やぶ久 家族客及び女性客に楽しく明るく過ごしていただくための店舗改装

埼玉県 ヨウコウ株式会社 自社ブランド｢味仙｣による味噌・醤油の企画販売

埼玉県 ライフ鍼灸整骨院 無痛で終わる美容骨盤矯正コースの導入

埼玉県 リラクゼーションもみほぐしくっきぃ リラックススペースの確保と広告宣伝による新規顧客獲得と客単価の上昇

埼玉県 ルピナス 葉酸ブレッドのブランド化｢坂戸市・女子栄養大学・当店のコラボ）

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

埼玉県 レストランくるみ亭 人気アニメコラボとチラシで宣伝ツートップ戦略

埼玉県 レストランゑちごや 和式トイレを洋式トイレに改装しリピーターを増やす工事(ｳｫｼｭﾚｯﾄ）

埼玉県 ローズの花鍼灸・整骨院 女性スタッフ専門による美容・整体事業設立に伴う自費診療の確率

埼玉県 わかば わかば寿司カツ弁当の持ち帰り専用窓口の設置と駐車場の整備

埼玉県 ワンズワンコーヒー
新規顧客獲得にて売上を向上させる
・販売促進の強化
・老朽化の店舗改修

埼玉県 愛犬の美容室りりーべるはうす
～愛犬は家族の一員です～「愛犬の健康jをトータル的にサポートするトリミング店」のリスティング
広告事業

埼玉県 葵寿司(有) 女性に選ばれるお店作り・販路拡大計画

埼玉県 庵 店舗と宴会場のバリアフリー化による高齢者や団体利用の販路開拓

埼玉県 伊勢屋 新たな寄居土産となる若い家族向け現代風和菓子の開発と「伊勢屋すいーつﾗラボ」の展開

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

埼玉県 稲穂鍼灸整骨院 新たな顧客層の獲得を目的とした自費診療部門の強化

埼玉県 栄寿司 売上増の出張サービス強化事業！！

埼玉県 越後谷旅館 高齢者や身障者に優しい施設への業態転換ｔごアットホームなおもてなし

埼玉県 岡埜製菓店 新規顧客開拓・集客率ＵＰのための外壁・看板改装

埼玉県 河内たこ焼妻沼 地域の人気ブロガーデザインのオリジナルノベルティグッズ配布

埼玉県 花のあずさ園 レンタルフラワーを活用した新たなフラワービジネスの展開

埼玉県 菓子工房店・クイーンズ・テーブル 新サービス導入のための喫茶スペースの充実と看板設置による来客度アップ

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

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

埼玉県 株式会社
寄居銀扇堂 高齢者とその家族の為のお悩み解消！快適安全安心生活提案

埼玉県 株式会社Ａ・Ｋ・Ａ パソコン・タブレットとコラボした語学教室

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

埼玉県 株式会社GMC 医療用消耗品販売の顧客の利便性を高めるリピート受注促進事業

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

埼玉県 株式会社MIYOSHI ホームページ改良による会社認知度のアップと販路拡大

埼玉県 株式会社Parfevita 親しみ新規顧客獲得の為のホームページ＆外装テントリニューアル

埼玉県 株式会社PrideRock フードイベントへの攻撃出店

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

埼玉県 株式会社RUNBLOOD 生フルーツゼリーブランドの物産店販売
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埼玉県 株式会社ＴＡＢＡＳＡ 女性スタッフによる出張ブランド買い取りサービス事業

埼玉県 株式会社Tcompany アンテナショップ店舗と本店の「店舗名統一」改装事業

埼玉県 株式会社WEBスタンド 製造業向け展示会プロモーションのサポートサービスの構築

埼玉県 株式会社アーク 「OAシステム部長代理」の告知Web作成とメール配信システムの構築による新規の販路開拓

埼玉県 株式会社あーばんはうす 新住宅リフォーム総合展示場｢若葉リフォーム体験館｣開設による事業展開

埼玉県 株式会社アイコーポレーション パーテーション及び自動ドア設置による食品衛生改善事業

埼玉県 株式会社アイ企画 遺影QRコードで生前記録を見るシステムの導入先確保委託事業

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

埼玉県 株式会社アムスハウス 川遊びのシーズンを広げるnewアクティビティ、パックラフトツアーの展開

埼玉県 株式会社アロー ペット用粘着ロール抜け毛取りの開発

埼玉県 株式会社イシイ 全国展開をしているゴルフ場をターゲットに、新規開拓を図る

埼玉県 株式会社インデックス キャラクタークリエーターとして｢コーポレートキャラクター｣の提案事業を展開する。

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

埼玉県 株式会社エースクオリティ 子供や女性に親しみを持ってもらえる不動産にイノベーション

埼玉県 株式会社エコ・アシスト 訪問マッサージ治療院

埼玉県 株式会社エスジージャパン 学童保育の新店舗開店による販売促進の実施

埼玉県 株式会社エノマス ロビー内装改装「日本文化体感スペース」設置工事

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

埼玉県 株式会社おじま自然農園 ｢農家のおやじは料理長！｣穂久柳６次産業化計画事業

埼玉県 株式会社ｶｰﾄﾞﾜｰｸｽ 子供乗せ自転車用チャイルドｼｰﾄﾚｲﾝｶﾊﾞｰの拡販

埼玉県 株式会社ガイドライン ホームページ製作

埼玉県 株式会社カネザワ 遊休土地を利用した、太陽光発電設置を広めるための広報活動

埼玉県 株式会社カワタ石英硝子 ガラス専用円筒研削機の購入による作業効率化と販路開拓事業

埼玉県 株式会社グット・ハーベスト 中国上海地区での食品展示会への出展事業

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

埼玉県 株式会社ケアソリューションズ 身体障害をもつ要介護者のためのトイレの設置

埼玉県 株式会社ケンウィルコミュニケーションズ eラーニングコンサルティング関連事業

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

埼玉県 株式会社サムネット 多目的にt逆用できる機能性豊かなデニムエプロンの開発と超苦節販売

埼玉県 株式会社ジーエムデザイン GM-MOTOの新ジャンル｢ＧＲＯＭオンリー｣（仮名）発足

埼玉県 株式会社シージェー・ビート ミニバイクパーツ部門「GM-MOTOパーツカタログ」の製作及び配布

埼玉県 株式会社シャカリキ
お肌に悩みを抱えている人たちに（アトピー性皮膚炎・乾燥肌・ストレスによる肌荒れなど）「人と地
球にやさしい」オリジナル化粧品（特に石鹸）拡販

埼玉県 株式会社ジャックポット 直販サイト売上比率向上に向けた広告宣伝事業

埼玉県 株式会社ステンレスアート ウェブサイト上での販促用PR

埼玉県 株式会社セイラ 小規模事業者のWEB活用による受注拡大

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

埼玉県 株式会社たばた SNSを活用し、情報発信を強化したホームページ作成

埼玉県 株式会社タムラ MADOショップ知名度アップ及び取扱商品認知度向上戦略作戦

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

埼玉県 株式会社トリガーコーポレーション 賃貸物件オーナーのための便利屋「大家さんの便利屋」の立ち上げ

埼玉県 株式会社ナカジマ 交通量の多い県道沿いへの看板設置による新規顧客の獲得及び周知

埼玉県 株式会社ナチュラルポークリンク 新ブランド「嬉嬉豚」「おふとん」のブランディング事業
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埼玉県 株式会社ノア 生徒用机天板交換の業者・PTAに対する拡販

埼玉県 株式会社パール広告社 整骨院向け、スマートフォンを活用した集客システムの販売

埼玉県 株式会社ハシ塗装工業 ICT（情報通信技術）を活用した提案営業力強化による販路開拓事業

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

埼玉県 株式会社はたおと ネット販売システムの構築による販売・宣伝広報活動

埼玉県 株式会社ハンダ ｢和｣を強調した浮世絵のデザインパッケージの開発

埼玉県 株式会社ピー・ワイ農園 お山へおいでよ！ムクゲ自然公園・イメージアッププラン

埼玉県 株式会社ビーアイシー 地域密着型の問題解決サービスのための来店型の店舗改装事業

埼玉県 株式会社ヒート 簡単に後付け・移設ができる介護機器の販促強化

埼玉県 株式会社ピュアスタッフ 人材派遣事業(特）11-301402・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

埼玉県 株式会社ブライテスト 新事業（家事代行サービス）のノウハウ導入、設備投資、宣伝

埼玉県 株式会社プランナー印刷 新技術名刺の販売

埼玉県 株式会社プロ・エー 小規模施設向けクラウド型監視システムの開発

埼玉県 株式会社ペットライフステーション 人気の猫種への専門特化＋Webマーケティングによる販路拡大

埼玉県 株式会社ほりこし サービスの周知活動による新規顧客の開拓と顧客の囲い込みを高める事業

埼玉県 株式会社ミサコランド 小松菜パウダーの開発と販売

埼玉県 株式会社ミララ 女性が来店しやすい優しいお店づくり

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

埼玉県 株式会社モリテーラー トイレ改修をメインとした店舗のオアシス化とDM発送

埼玉県 株式会社モルテック 販路拡大事業

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

埼玉県 株式会社ライドイノベーション 自社ブランド「ｆｌａｒｅ」の販路拡大

埼玉県 株式会社ライフサポート ホームページの作成及びVRCロゴマークの申請

埼玉県 株式会社リードビジネス
～事務用品・名刺印刷・カラー印刷のことならお任せください～
事務用品総合相談・商談窓口設置事業

埼玉県 株式会社リッチランド 24時間「安心、ほっとできる空間」を提供、当地のニーズに合った地域一番店をめざす。

埼玉県 株式会社リンクス・ホリ 新・生活提案　“茶ノ湯Ｓｔｙｌｅ”への取組

埼玉県 株式会社阿部商店 リフォーム及び水回りサポート事業の新規顧客獲得

埼玉県 株式会社芦葉建設
お問い合わせ頂いたお客様に対しての、大手住宅メーカーに負けない工務店スタイルとの発信と、
日本家屋の分かり易い魅力満載の自社PRパンフレット作製事業

埼玉県 株式会社伊藤寝具店 赤ちゃんとママにぐっすり眠ってもらいたい！｢眠りコンシェルジュ｣事業拡大

埼玉県 株式会社伊奈石油 ハイブリッドエコキュート販路開拓計画

埼玉県 株式会社稲垣製作所
①機械設備等改善事業
②雇用を増加させる取組

埼玉県 株式会社岡田工務店 新社屋前の看板設置による集客拡大事業

埼玉県 株式会社花のん 法人向けで作製・配布した「商品リーフレット」を個人向けにもアピールする。

埼玉県 株式会社亀沢屋 商品パッケージの改良によるブランド力の向上と販売促進

埼玉県 株式会社協新製作所 施策サービス業務の標準化と宣伝活動による新規顧客開拓

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

埼玉県 株式会社恒電社 工務店と持ちつ持たれつ関係を構築しスマートハウス化を推進

埼玉県 株式会社荒木工務店 自然素材×ＳＩ工法住宅専用のパフレットの作成

埼玉県 株式会社荒木食料品店 「花袋せんべい」、「田舎教師」の包装材料の見直し

埼玉県 株式会社高辻ブラシ製作所 ブラシの標準化、規格化に伴うショッピングサイト構築新規開拓

埼玉県 株式会社彩華堂 工場直売による、地元のお客様への販路拡大計画

埼玉県 株式会社斎徳商店 和式トイレの改修による、リラックスできる空間の提供。
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埼玉県 株式会社埼玉商工サービス あらゆるシーズン・天候に対応した開閉式シートの導入によるテラスの活用

埼玉県 株式会社埼玉菅谷材木店 住宅用ＣＡＤの導入による、販路開拓と提案力拡充

埼玉県 株式会社桜美 新しい料理カタログ・新店舗のパンフレットの作成

埼玉県 株式会社三浦装具製作所
スマホ対応のホームページの制作と当社連絡先の記載のあるエコバッグをサービス品として配布
する事業

埼玉県 株式会社三代目清水屋 「極上の手作り豆腐」提供による、新規顧客獲得事業

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

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

埼玉県 株式会社写真の写楽川本店 店外大型看板の設置に伴う店舗PR事業！！

埼玉県 株式会社小松屋本店 比企地域の恵みたっぷりのおからまんじゅうの開発

埼玉県 株式会社小川弁当センター ｢小川町における高齢者向け宅配休職事業｣

埼玉県 株式会社新井製作所 新製品発売に伴う広報宣伝強化

埼玉県 株式会社深見クリエイト 再魅力発見マンション住空間の再生リノベーション事業

埼玉県 株式会社深田土建 エクステリア展示スペースの創造

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

埼玉県 株式会社清水家 さいたまいいものクラブ事業

埼玉県 株式会社西田園 自家焙煎による地元食材のねぎ・茶豆・オリーブを使った健康茶の開発

埼玉県 株式会社誠農社 新技術「漢方農法」で育てたお米を活用したリゾットとドレッシングの試作品づくり

埼玉県 株式会社青山学園 ひきこもり対策合宿事業

埼玉県 株式会社石山 ご当地キャラカラーﾎﾞﾙ試作品開発

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

埼玉県 株式会社大野園製茶 ウィンウィンな、スイーツの開発と狭山茶販売強化大作戦

埼玉県 株式会社大澤 長瀞真そばの美味しさとソバの魅力を伝える広告宣伝活動

埼玉県 株式会社大澤木材 特許工法「遮熱」＋「断熱」を利用した住宅の販路開拓

埼玉県 株式会社卓球家８４０ 足底スキャナー導入とオリジナルインソールの作製

埼玉県 株式会社沢田本店 ホームページのリニューアルとインターネット販売のシステム構築

埼玉県 株式会社池田坊 贈答品用ギフト商品の販売に伴う宣伝広告事業

埼玉県 株式会社茶茶 三郷の名産品の開発と直販による近隣住民への新販路拡大

埼玉県 株式会社朝日屋 新規顧客獲得と既存顧客来店回数向上のための販促活動

埼玉県 株式会社長島工務店
「リフォームまるわかりＢＯＯＫ」「新築まるわかりＢＯＯＫ」の制作・配布
「当社新築スタイルＰＲ用ＤＶＤ］「環境問題を考えた販促品」の制作・配布

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

埼玉県 株式会社東機サービス 海苔加工機械技術のノウハウを活かした海苔のネット販売

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

埼玉県 株式会社武蔵屋本店 五家宝の魅力発信強化による販促拡大事業

埼玉県 株式会社平井板金 金属屋根板金を活用した耐震化工事事業の確立と販路拡大

埼玉県 株式会社豊平 店舗看板とのれんの改修による新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社齋寅
WEBを活用した市場からのリアルタイム鮮魚販売
刺身盛り合わせを中心とした小売りの拡大

埼玉県 ㈱キューブコンサルティング 営業展開の改善と店内環境改善による顧客満足度向上事業の展開

埼玉県 ㈱中屋洋服店 既存ネット販売ＨＰに誘導するための季節感のあるオリジナルＨＰ作成

埼玉県 ㈱中農機商会 楽農応援団宣言！！オールメーカー対応で販売、修理

埼玉県 関越経営承継支援センター 中小・零細企業経営者に対して【経営承継円滑化法｣を啓蒙し、申請を普及させる事業

埼玉県 関本屋株式会社 魚由来コラーゲン入りかんてんの商品開発、および量産化の治具開発

埼玉県 丸橋食品 当店お勧め商品アピールにより店舗販売の集客力アップを図る。
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埼玉県 岩田商事株式会社 「女性でも来店しやすい店」を目指した店舗改善

埼玉県 輝石工房輝霊石の箱庭
制作可能な製品の幅の拡大・制作の効率化
～リクエスト製作による受注の拡大～

埼玉県 宮城蔵王自然学校 ガイドツアー用専門レンタル用具と安全装備の導入事業

埼玉県 牛犇 よい肉を知ってもらいたい！一見さん獲得＆リピーター化大作戦！！

埼玉県 居酒屋かーむ 看板設置及び店舗周辺整備に伴う新たな価値の提供による販売促進

埼玉県 居酒屋のん喜 女性客増を図るための女性向け新本日のお勧めメニューの打ち出しと女性を意識した店内改修

埼玉県 居酒屋ひろ田 入りやすくする店作りの為の店頭改装及び店内改装事業

埼玉県 共栄産業株式会社 天然砕石のみを使ったエコ地盤工法（地盤改良工事）の市場開拓

埼玉県 金沢たたらの里加工センター ガスオーブンでたたらもろこしを使った焼菓子・クッキーの開発

埼玉県 靴工房１０６ フルハンドメイド靴・リペア・カスタム等の短納期対応化の実施

埼玉県 栗原精穀 米と粉の売り上げアップにつなげるチラシ作りとネット版倍開始

埼玉県 恵比寿羅亜麺 高年齢層・女性客をターゲットとした店舗改装計画

埼玉県 蛍ラーメン オリジナルチャーシューのテイクアウト販売の開始！

埼玉県 元六 大口客の獲得に向けた新メニュー開発と思い出に残る空間演出

埼玉県 個別学習のセルモ川口仲町教室 塾とPC教室同時開講に向けた店舗改装、地域商店と連携した広告宣伝

埼玉県 後藤友禅染色工房 ネット・ショップ開設・若者取り込み作戦

埼玉県 御菓子司もみじや 新商品開発と企業イメージ向上

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

埼玉県 紅谷行政書士事務所 行政書士による点字名刺普及促進事業

埼玉県 高橋米穀 ｢お米マイスターのお店へ、いらっしゃい！｣～お米マイスターによる提案型販売事業～

埼玉県 高波建設株式会社 リフォーム＆リノベーション販路開拓事業

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

埼玉県 合資会社親松商店 高齢者等を対象に即日１時間以内配達による新規顧客開拓

埼玉県 合資会社梅月堂 消費者行動心理を考慮した主力商品・集客商品の効率的な宣伝

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 夏場にどうぞ！“涼”和菓子の店

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

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

埼玉県 合同会社上州屋製菓 こだわりの石臼そば製粉機による新事業展開とその相乗効果

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

埼玉県 佐々木貴金属工芸 お客様の希望を形に！３DCGと光造形機を利用したイメージ具体化事業

埼玉県 砂風呂屋孳（ふゆる） 店舗部分改装・トイレのあるフリースペース

埼玉県 災害リスク評価研究所
災害リスク調査および防災計画やBCP（事業継続計画）の策定支援の広報。特に災害時要援護者
向け（高齢者施設や幼稚園・保育所など）サービスの拡充。

埼玉県 埼玉自動車レンタカー株式会社 ファミリー・女性が喜び、「安心」と「安全」を提供できる待合室の空間づくり

埼玉県 埼玉小川産業有限会社 経営各紙御計画｢ライフスタイルの提案による新たな畳需要の開拓｣実践による売上拡大

埼玉県 埼玉農工幾料販売株式会社 ウェブサイトを活用した新たな有機肥料ビジネスの展開

埼玉県 埼玉福興株式会社 オリーブ販売の強化と農園拡大を目的とした啓蒙活動事業

埼玉県 桜井石油 「安全祈願タオルで窓拭きします」で売上増加・トイレ改修

埼玉県 三千里 サムギョップサルセットを中心としたセットメニューの消費拡大

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

埼玉県 三和工業株式会社 技術力を発信し新規顧客獲得を目指すホームページの制作

埼玉県 山口設備 水回りのリフォームで新規「山口設備ファン」獲得計画！！

埼玉県 山際建設有限会社 完成・構造見学会、オープンイベントなどのチラシ配布
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埼玉県 山田オート自販 予防整備によるディーゼルエンジン非分解内部洗浄の構築

埼玉県 山田酒店 品質管理向上による顧客満足度向上及び女性客取り込みの為の店舗改装

埼玉県 司法書士柴崎智哉事務所 包括的な相続手続き・成年後見業務に関するチラシの作成・配布

埼玉県 志木クラニオ・カイロプラクティック整体院 頭痛撲滅に特化した内容のWebの構築による顧客の拡大

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

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

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

埼玉県 守屋設備 「愛犬のとこやさん」のふれあい環境整備事業

埼玉県 手打うどん長木屋 生鮮食品（野菜・魚介）を使用したメニュー・一品料理の開発、及び川幅うどんの冷凍保存

埼玉県 手打ちうどん・そば子亀 WEBでの販促強化情報発信売上拡大事業

埼玉県 手打ちそば「百花」 個人客から団体客まで対応できる座席整備事業

埼玉県 酒井自動車 店舗入口改装および接客ルームのリフォーム

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

埼玉県 寿司勝 高付加価値の焼魚等を取り入れたデリバリー事業拡大で新規顧客獲得と客単価アップ

埼玉県 秋山時計店 直接来店出来ない顧客を対象とした時計等の出張修理サービス

埼玉県 出張こども撮影ainoko さいたまいいものクラブ事業すまいるウーマンフェスタへの出展

埼玉県 純イノセンス 更年期女性向けエステメニューの充実と利便性の向上

埼玉県 初雁木材有限会社 新たな顧客の獲得へ！「はつかり通信」広域配信事業

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

埼玉県 小粋 アレンジメント教室を通じた固定客の獲得とデザインニーズ調査

埼玉県 小池自動車鈑金塗装工業 新たなサービスの提供による、高品質、短納期、低コストの治t具現に伴う販売促進

埼玉県 小料理小菊 店舗改装による高齢者の憩いの場づくり

埼玉県 昭和電子産業株式会社 展示会出展による「リチウム電池式充放電装置」の拡販

埼玉県 松井産業有限会社 新商品開発による販路開拓事業

埼玉県 松陰武蔵野学館 「そろばん教室」併設による生徒数と売り上げの拡大

埼玉県 松栄庵 若者、女性からお年寄りまで幅広し年代層の集客力を高めるための店舗改装

埼玉県 松岡酒造株式会社 新規顧客獲得のためのチラシ作成及び顧客需要管理のためのPOSレジシステムの導入

埼玉県 松村乳業株式会社 立体看板と動くポップの設置によるエンターテイメント的PR

埼玉県 焼きとりちゃくら お子様連れからご年配まで、憩える居心地の良い小上がり造り

埼玉県 焼肉たてがみ 新メニュー導入及び店舗空調設備新設による販売促進事業

埼玉県 焼肉居酒屋ピンナ あつまれ女子会秘密の隠れ家へ！！

埼玉県 焼肉康莉家 女性客、ファミリー客を中心とした来店率向上のための店舗整備事業

埼玉県 焼肉利久 小上り席の段差を解消し、安心して利用出来るお店作り

埼玉県 食事処赤べこ 3世代向けファミリー顧客獲得に向けた新商品の開発事業

埼玉県 森乃家合同会社（料亭森乃家） 女性・高齢者向けの新たなおもてなしサービスの確立

埼玉県 深谷増田屋 出前、お子様大歓迎！あなたのそばにあるそば屋

埼玉県 杉山設備工業 建築工事作業者用滑り止め剤の開発・サンプル配布及び販売

埼玉県 晴建築工房株式会社 地元地域密着型企業への転換のための企業PR事業

埼玉県 清水商店 灯油配達の効率化による顧客満足度の向上と業務用途を含む新規取引先の開拓

埼玉県 西地設計有限会社
サーモカメラでエネルギーの逃げ道を”見える化”します！！
～断熱改修工事の必要性を訴える～

埼玉県 斉藤畳店 新規顧客獲得を目指す自社ホームページの整備と販促チラシの作成

埼玉県 川野組 営業部門の設置と職人の育成で売上アップ
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埼玉県 浅見整体療術院 顧客の望む施術ができる整体養成のための新事業展開

埼玉県 浅野自動車工業所 売上高の増加、個人客獲得を図るための看板設置、及びホームページ立ち上げ事業

埼玉県 創作ダイニング酒味
ランチサービスの本格稼働ｔご夜部門への相乗効果に結びt具蹴るため、人の流れを引き込むため
のLED看板の設置及び本格稼働するランチサービスメニュー表や看板の設置

埼玉県 倉田幼研教室星の子幼稚園 高齢者とのふれあいを通じた認定こども園化に向けた施設整備と園児募集事業

埼玉県 増田巧芸 作業効率を向上させる為の製作、取り付けにおける機械装置等の設備投資

埼玉県 足陽館 新規顧客獲得の為の広告新聞折込事業

埼玉県 太鼓亭 高齢なお客様に安心して使って頂ける店内外環境づくり

埼玉県 太田ホルモン 賃借後の新フロアを充実、お客様に喜んで頂きたい！

埼玉県 大安建設株式会社 ショッピングセンター内リフォームショップ展開における新規顧客の獲得

埼玉県 大起理化工業株式会社 「アメリカ土壌科学会」出展時の拡販用英語版カタログの作成

埼玉県 大塚工務店 情報発信力強化に伴う看板設置及び店舗改装工事

埼玉県 炭火焼肉ホルモン館 高齢者や団体顧客等へ対応するための座席増設

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

埼玉県 中国料理将ちゃん 道路からわかりやすい看板の掲示と見やすいメニューで集客力を高める事業

埼玉県 中島健匠 本当のゼロエネルギー住宅を造ろう！！

埼玉県 町田輪店 自転車、バイクの街のサービスステーション事業

埼玉県 長栄建設株式会社 観光農園への設備導入による販売能力及び顧客サービスの向上

埼玉県 長寿庵 多言語メニュー等紹介の導入及びトイレ改修による店内環境整備

埼玉県 長瀞リース有限会社 観光客が入りやすく､顧客満足度を上げるための事務所等環境整備

埼玉県 塚本司法書士事務所 事務所ホームページの制作

埼玉県 天空の楽校 秩父で行きたい店№１！ネット告知システムで集客アップ

埼玉県 天沼商事株式会社 重長大物であるポリシートの当社在庫開始と新規販売先開拓

埼玉県 田中屋菓子店 独自の味つきフレーバー氷を使用した新食感スイーツ台湾風かき氷の開発販売

埼玉県 田中商店 地元密着型トータルカーライフステーションの確立

埼玉県 田中製麺株式会社 生パスタの全国への販路拡大の実施

埼玉県 島田観光バス株式会社 久喜市（旧久喜市・鷲宮町）・加須市エリアにおけるカラーデザインチラシによる顧客増大と企業PR

埼玉県 島田青果株式会社 ｢大和芋で作った味噌｣の販売促進と蕎麦屋向け泥付大和芋の販売開拓

埼玉県 藤井精肉店 手作り総菜を活かしたお弁当販売

埼玉県 藤川屋青春館 新鮮野菜の生搾りによる、天然酵素入りフレッシュジュースの販売

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

埼玉県 内田工業所 快適水回り（お年寄りにもやさしい水回り）推進による販路拡大

埼玉県 日伸商事株式会社 拡販の為の「新規ビジネス展開」

埼玉県 日進土地株式会社 自然素材リノベーション提案に向けた当事務所ショールーム化

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

埼玉県 日本亭加須川口店 避難場所明記オリジナルレジ袋と、看板の設置

埼玉県 日野沢おやきの会 顧客増加を図る誘客看板の充実と休憩施設改善事業

埼玉県 入の店 近年の住宅事情を考慮したタイヤ保管場所整備事業

埼玉県 買取くん 新規顧客獲得の宣伝

埼玉県 八雲寿し 高齢者等顧客ニーズに対応したお店づくりと宣伝強化

埼玉県 八千代紡織株式会社 地域コミュニティと連携した開かれた通所介護施設の運営と顧客の獲得

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 熟練技術早期向上事業

埼玉県 美容室凛 男女別専用フロアーの開設と、個室によるデリケートメニュー展開
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埼玉県 富士寿司 女性・家族を顧客ターゲットとした居心地の良いアットホームな店づくり

埼玉県 武蔵鶴酒造株式会社 ２０代～３０代に日本酒の良さを伝えるPR事業

埼玉県 武蔵野工房 本物ステンドグラスのブランド力向上事業

埼玉県 武藤倫雄行政書士事務所 ワンストップサービスと安心・快適な相談環境で新規の顧客獲得

埼玉県 武南サービス有限会社 不動産業者向けのお試しサービスの実施（新規取引先の拡大）

埼玉県 福屋 川口銘菓選・川口銘菓「川口の渡し舟」（仮称）の開発

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

埼玉県 平和建設株式会社 平和建設株式会社屋外広告看板設置プロジェクト

埼玉県 米村理容所 地域一番の安心・安全・福祉のお店づくり｣への挑戦

埼玉県 弁天 高齢者をターゲットとした旬な天然魚を活かした料理店の展開

埼玉県 峰岸自動車整備工場 車の全てを可視化するユニバーサルデザインを取り入れた工場作り

埼玉県 北山印刷株式会社 ブライダル向けのシャイニーペーパーアイテムの提供

埼玉県 味の狭山茶西沢園 若年層に向けた日本茶習慣の推進事業

埼玉県 味覚の店恭屋 野立看板設置による新規顧客の誘導

埼玉県 麺屋我龍 安心安全な地産地消ラーメンの情報発信事業

埼玉県 野原庭苑 隠れ家的な店からの脱却、表舞台に出るために

埼玉県 野口デザインスタッフ ホームページ等制作に伴うデザイン受注拡大事業

埼玉県 野崎徹税理士事務所 未来会計を導入し、資金繰り等、経営計画アドバイザーとなる。

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

埼玉県 有限会社Ame アトピー・トラブル肌専門エステ事業

埼玉県 有限会社BEC 社会人層獲得のための集客アップ販促事業

埼玉県 有限会社CABANE 接客人数をアップさせるレジカウンター新設

埼玉県 有限会社FILマネジメント 定期セミナー及び個別相談のできる来店型事務所に改装する環境整備事業

埼玉県 有限会社アグランディール 店内環境改善のため和式便所（段差有）を様式便所に改修

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

埼玉県 有限会社あたらしや 店舗改装による旬の野菜を使った季節メニューの販売拡大

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

埼玉県 有限会社イアス 居心地よい教室環境整備と新規講座開設による、新たな顧客創出による集客力アップ

埼玉県 有限会社イイダ写真館 動画スタジオを整備し動画と静止画を融合させた新サービスの提供

埼玉県 有限会社イエローストーン 中小企業が簡単に使える「日繰り資金繰り表ソフト」の開発・販売

埼玉県 有限会社イチカワ 補聴器をもっと気軽に！｢より良い聞こえ｣で地域活性化プロジェクト

埼玉県 有限会社イトー寿薬局 エステ拡大と相談中心とした地域密着の健康と美のステーション

埼玉県 有限会社ウェック 新規顧客向けストーブの消耗品、小物を重視した販路開拓

埼玉県 有限会社エクリュー 光る花束の開発及び製造販売。それに伴う新たな市場開拓。

埼玉県 有限会社エスアンドエー 店舗改装及び生徒募集事業

埼玉県 有限会社エフ・ディメンション 一般ユーザー獲得のための看板・社用車・パンフレットによる告知事業

埼玉県 有限会社オーエーリサーチ 顧客利便性向上、顧客接点強化のための接客ルーム整備事業

埼玉県 有限会社オオトモクリーナーズ 富裕層の集客効果を狙った店舗外観整備

埼玉県 有限会社おぎの フェイシャルエステ強化による顧客満足向上事業

埼玉県 有限会社おぎの蘭園 温室入口整備（屋根・敷地）による小売・卸売の販売強化

埼玉県 有限会社カーサービスヒロ イメージアップにつながり、ゆったり商談できる店舗づくりの実現

埼玉県 有限会社かたやま 顧客ニーズに伴う、お座敷の椅子テーブルの導入による顧客の獲得
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埼玉県 有限会社かねすぎ商店 安心・安全のキープ米による販路開拓の強化

埼玉県 有限会社クリーニングトキワ 若年層の新規顧客化および固定客化のための取組

埼玉県 有限会社ケン・スダ 母と娘と2世代揃って楽しい買い物のお店

埼玉県 有限会社サッシーのぐち 低糖質食品、安定供給のための冷凍ショーケース購入、新商品の開発

埼玉県 有限会社スリーエス精工 展示会を活用した販路拡大事業

埼玉県 有限会社ゼブラ商店 自動車故障診断機及びタイヤチェンジャーアダプタ導入による事業拡大

埼玉県 有限会社そば酒房はなわ 高齢者に分かり易い四季折々のチラシで作る夕食の弁当配達

埼玉県 有限会社そば処更科 バリアフリーボックス席とプチギァラリー展示で安らぎの空間演出

埼玉県 有限会社タナカ工芸 女性・若手経営者向けデザイン看板の展示・商談スペースの設置

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

埼玉県 有限会社つがるや中村 品質の高い豊富な商品を活かしたレンタル衣装事業

埼玉県 有限会社つけしん 地元事業者厳選の｢コーヒー｣｢お茶｣と当社商品とのセット販売

埼玉県 有限会社ディーウエスト 当社の構造変更事業をのばしていくためのPR活動の実施

埼玉県 有限会社デンタル・ハイゼット 低温長時間重合による高性能の義歯の販売促進事業

埼玉県 有限会社トータルフード和楽 飲食店が作る高齢者向けの宅配弁当サービス

埼玉県 有限会社トムズマーブルクラフト 調理器具「グリルストーン」販売強化

埼玉県 有限会社トラベルユニット 楽しい旅の思い出は誰でも作れる！計画

埼玉県 有限会社ニュータイムス社 地域密着型で高齢者への広報PR事業

埼玉県 有限会社はぎの ロードサイド店の立地を活かした画像付き大型看板の設置

埼玉県 有限会社ハリカ東松山店 ギフトの必要性と需要を喚起する、イベント（セミナー）の開催

埼玉県 有限会社ファンテック オートキャンプ場事業でファミリー層顧客獲得のためのHP製作

埼玉県 有限会社ふくとら 子供からお年寄りまで対応できる部屋、トイレ、照明の改装

埼玉県 有限会社フジヤ 店舗利用のお客様への快適空間及び専用トイレの新設

埼玉県 有限会社ブレイブ 省エネ、かつ夜になっても楽しめるエクステリア照明の販売・施工

埼玉県 有限会社ホリショウ
百貨店での利用客をリピートさせる為の新たな販路開拓
高級感のあるホームページと、百貨店用高額パンフレットの作成

埼玉県 有限会社ボルタック 銀イオン水の｢汚れ｣に対する効果現示による販売促進事業

埼玉県 有限会社マリエーヌ 高級感あるオリジナル包装紙を使用したギフト用商品の販路拡大

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

埼玉県 有限会社ミヤタガス 五感で触れるショールームの構築による販路拡大

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

埼玉県 有限会社やない 高齢者向けのサービス展開へ、イベント事業用スペース設置

埼玉県 有限会社よか楼 人に優しいお店へ、設備の整備、第一弾～トイレ編～

埼玉県 有限会社ラボニーズ オリジナル商品｢ザ・体験｣全国販売作戦！！

埼玉県 有限会社リカアショップ河村屋 冷凍機内蔵型ケースによるオープンな惣菜・弁当強化事業

埼玉県 有限会社レストランタジマ 店舗入口バリアフリー化工事による売り上げアップ

埼玉県 有限会社ログ・キャビン（自家焙煎珈琲屋どんぐり） ショッピングモールを活用した印田０ネット通販における販路拡大事業

埼玉県 有限会社井上
障害者・高齢者へのやさしい店づくり及び販路拡大や店内滞留時間の延長を図る和室のリニュー
アル

埼玉県 有限会社井上酒店 自社オリジナル商品「栗橋かんばん娘シリーズ」の販売促進

埼玉県 有限会社荻山自動車 新規顧客獲得のためのサービス周知活動と景品進呈により顧客のリピート率を高める事業

埼玉県 有限会社花園技研工業所 専用台車による効率化と研磨工程のデジタル化による作業の確実化

埼玉県 有限会社割烹坂本屋 昭和の匂いを残した、古く、新しい部屋の改装

埼玉県 有限会社葛三金属 挽物加工技術のアピールによる新規顧客拡大事業
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埼玉県 有限会社貫井園 茶と原木椎茸の国内・海外販路開拓事業

埼玉県 有限会社関口商店 秩父まるごと魅力発信！登山客の接客と安心・快適な観光バスの旅

埼玉県 有限会社丸並商会 ｢卸から小売り、工事まで｣エアコン事業で販路、雇用拡大！

埼玉県 有限会社岩平屋 新規顧客の獲得のため、定期的なチラシ・ＤＭでの広告宣伝

埼玉県 有限会社吉野塗装工業所 塗装した製品をアッセンブリーする作業環境の整備

埼玉県 有限会社久保製紙 世界へ羽ばたく小川和紙～世界と小川町和紙のかけはし事業～

埼玉県 有限会社魚藤 集客力を高めるための店舗改修～トイレ改装を中心に

埼玉県 有限会社金田亭 快適なお店づくりを創造し集客を図るためのトイレ・床・サッシパネルのリニューアル

埼玉県 有限会社栗こま娘本舗亀屋 いつ立ち寄ってもファミリーで親しみを感じられるお店にする店舗改装

埼玉県 有限会社戸田乳業 簡単格安ツールでのホームページ開設で売上向上とコスト削減！

埼玉県 有限会社虎屋商店 手打ちそば関連商品の開発と神川町地域特産物の販売

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

埼玉県 有限会社鴻巣人形制作 カスタマイズ節句人形やシルバー向け節句人形による販路開拓事業

埼玉県 有限会社紺屋 地域初、ふとんの除菌消臭と羽毛ふとん衿元ふっくらサービス

埼玉県 有限会社彩 オリジナルウェアプリントの内製化事業

埼玉県 有限会社酒本肥料越生店 女性有資格者による女性向けガーデニング相談所の開設

埼玉県 有限会社小山建設 次世代対応、外断熱工法で造る機能性住宅の提案

埼玉県 有限会社小鹿野温泉須崎旅館 高齢化社会に即応した施設・設備の充実で売上向上プロジェクト

埼玉県 有限会社小沢美容院 小川町唯一の取扱い｢電子トリートメント（アルマダM３．４）｣の拡販事業

埼玉県 有限会社小林ブロック工業 新システム３DーCAD導入による営業力強化事業

埼玉県 有限会社小澤石油 高齢者が利用しやすい駐車場簡易舗装工事

埼玉県 有限会社松崎栄作商店 LPガス検針システムを活用した販路の拡大

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

埼玉県 有限会社新井電化設備 グループ客が自由に使える、喫茶店風スペースの設置事業

埼玉県 有限会社新和精機 哺乳瓶ホルダー（新製品）の開発及び試作品製作

埼玉県 有限会社真学社 夏期講習会生募集チラシ作成と職業紹介講座の開設

埼玉県 有限会社菅原熱処理工業所 HPのSEOの対策強化および固溶化熱処理による弊社の強みアピール作戦

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

埼玉県 有限会社村田工務店 自然素材アトリエ設置による新規顧客獲得事業

埼玉県 有限会社太田甘池堂 ライダーのニーズに合わせた洋式トイレの設置で新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社大伊勢商店 真空包装お米パック＆バラエティギフトの作製

埼玉県 有限会社大宗製作所 加工段取時間の短縮による新顧客の獲得と新規製品の利益の向上

埼玉県 有限会社大杉自動車興業 女性、若年層の満足度向上のためのトイレ改修と商談スペース等の改修

埼玉県 有限会社大塚良江美容室 ＳＰ導入と遠赤外線促進器の導入

埼玉県 有限会社竹野戸田の渡し アートディレクションを活用したブランディング戦略の構築

埼玉県 有限会社秩父館 高齢者にやさしい店づくりによる鮎の燻製の特産品との相乗効果

埼玉県 有限会社長瀞自動車興業 JAF指定工場の強みを活かした来店の促進と顧客サービス

埼玉県 有限会社田中プラスチック 製品取り出しロボットの導入による医療機器分野での市場獲得事業

埼玉県 有限会社田中屋
若年層の販路拡大を目的としオリジナルサービスを活かしたネット販売システム構築（ネットショップ
開店）

埼玉県 有限会社渡辺モデルメーカース ネットショッピングとチラシ作成による、対市民向け販売の強化

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

埼玉県 有限会社内田 女性客や高齢者の顧客を獲得するための新メニュー導入事業
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埼玉県 有限会社二幸堂 専門業者だからできる高級椎茸｢訳あり商品｣のエンドユーザー向け販売による売上拡大

埼玉県 有限会社日野印刷 ホームページ通販による事業所向け、創業パック（名刺・封筒・その他）即納印刷サービス事業

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

埼玉県 有限会社梅田 トイレを洋式に、小上がりを掘りごたつにリフォーム

埼玉県 有限会社萩原建設 新規事業による提案型営業ツールの作成

埼玉県 有限会社飯島商店 地元比企地域の地酒販売促進事業

埼玉県 有限会社樋田商会トヨダクリーニング 自衛隊客増加を促す大形看板設置とリーフレットの作成をする事業

埼玉県 有限会社表参道 ランチ客のディナー利用を促す、くつろぎ空間の創設事業

埼玉県 有限会社富楽豆 ｢豆乳炊き込み玄米御飯｣と｢豆乳入り玄米お粥｣の開発と販売

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

埼玉県 有限会社芳せん 抹茶シフォンケーキの開発とお茶カフェＰＲオープニングイベント

埼玉県 有限会社和泉水道工業所 地域初、下水管高圧洗浄の即日対応と地域住民への知名度向上

埼玉県 有限会社廣樹内装 実店舗開店による新たな販売チャンネルの開拓

埼玉県 有限会社鮨正
ゆったりくつろげるテーブル及び椅子を畳座敷に設置するランチ認知度を高めるための看板製作設
置新メニューの企画製作

埼玉県 有限会社髙田食品 しゃくし菜漬インターネットショップの開設

埼玉県 来集軒
店舗のバリアフリー化による顧客への環境対策改善による売上向上のための店舗入口やトイレの
リニューアル

埼玉県 理容まつおか トイレや店の入口の拡充による、すべてのお客様満足度アップ事業

埼玉県 良酒倉庫高沢商店 商品・サービス情報及びＰＲ広報の伝達ツール設置

埼玉県 齋藤土木建設工業有限会社 展示品設置効果による成約率ＵＰ戦略

埼玉県 餃子屋一栄 新たな客層取り込みの為の店舗改装とイベントでの露店販売準備

千葉県 Artthegarden
新規開業に伴う店舗イメージに合わせた外観整備と地域媒体や専門情報サイト掲載による宣伝活
動

千葉県 AutoGarageYOSHINO 自社でタイヤ交換！クイックな作業で顧客満足・収入アップ

千葉県 Cafe&ガラス工房海遊漁 ホームページ・のぼり旗による、自家製、きっずOKをPRで集客20％アップ

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

千葉県 DiningBar&Pub［ZERO］ 高齢者向けのカラオケ営業開始による新規顧客獲得事業

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

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

千葉県 INZAIパン工房Stories 商店街に輝きを！店舗外照明の設置事業

千葉県 Lani 主婦のお客様を増やす！倉庫をキッズルームに改装計画

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

千葉県 salondemina HP開設及び店舗看板・パンフレット等の作成

千葉県 SOUNDPROGRESS 東京オートサロン2015withNAPACへのカスタム車両出展

千葉県 あきない 移動販売にたい焼きを加え幅広いニーズに応える販売促進

千葉県 アサクラ 朝夷地区初のお花屋さん！みんなに知って欲しいプロジェクト

千葉県 あぶらや 母ちゃんの田舎料理を店をPRするための店舗設備改修事業

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

千葉県 インテリア・アルファ 新規事業に関する顧客獲得のHP構築と事業のIT化

千葉県 ヴェルメーユ 店舗改装ネイルエステスペースを作る。エステネイル機器の導入

千葉県 うつわｔｅｆｔｅｆ 陶芸教室リニューアルにおけるアトリエ改装事業

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

千葉県 エコキッチン株式会社 キッチン雑貨販売におけるオムニチャネルの構築

千葉県 オーム技研工業株式会社 ３Dスキャナーを活用した製造工程の変革を、広く顧客に広報するための、各種宣伝資材の作成
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千葉県 お宿よしだ屋 リピーター獲得のためのおもてなし施設創出と新規顧客獲得のためのパンフレット作成事業

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

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

千葉県 かまがや総合法律事務所 相続・交通事故リーガルサポート

千葉県 からだ塾 国の抱える問題の一助を目指す治療院作りの販路拡大

千葉県 こころぎ整骨院 女性顧客新規獲得並びに満足度向上を目的とする内装工事等の実施

千葉県 サーフアート ペット博並びにドッグショー出展によるペット用刺繍画の新規販路開拓

千葉県 スワン電器株式会社 世界的ブランドをめざし『EXARM』を海外で展開する

千葉県 ダイアナこっこ ウィッグで気軽に簡単変身、新しくコーナーできました

千葉県 たかの税務会計事務所 HPリニューアル等を中心とした顧問先拡大事業

千葉県 デグチ電気 事業継承をきっかけとした新規顧客と新規取引先の開拓

千葉県 デリカショップうおとも 地元食材にこだわった『おいしいお米のながラン弁当』の商品パッケージ開発とPR事業

千葉県 ドックサロン　ケンネル薫 高齢者向けペットレンタルサービス

千葉県 トラストデント佐倉店 集客力向上の為の工場中央の支柱の撤去工事

千葉県 トレポルチェリーニ有限会社 女性客を取り込むためのスイーツ、ドリンクメニューの開発及び店舗改装

千葉県 なみきIT経営支援オフィス 3Dプリンターによる商品企画及び販売企画支援事業

千葉県 ニュー川善 旅館パンフレットを作成し学生さん・一般顧客の誘致を図る事業

千葉県 パーム整骨院 ゆとり空間提供と店舗視認性向上のための店舗改装による顧客獲得

千葉県 ハクダイ食品有限会社 地元住民と観光客のふれあいの場の設置及び南房総特産品直売所の案内板設置

千葉県 パソコン教室RAKU-RAKU 小学生からはじめるわくわくプログラミング教室

千葉県 パレットプラザサビア横芝店 安価で高品質な証明写真・記念写真の提供と出張撮影の強化

千葉県 ぴっころ動物病院 しつけ教室の開催および動物介護相談窓口の設置

千葉県 ビレッジガーデン 新規顧客獲得のための情報発信強化及びデザイン設計力アップ事業

千葉県 ファミリーマート東京屋 LED照明導入によるコスト削減、競争力強化

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

千葉県 プラスアルファ ホームページ開設による新規顧客拡大事業

千葉県 プロフェッショナルグルーマーズスクール　サガン ワンちゃんお手入れ教室

千葉県 ヘアサロンラッキー ヘアケア部門での集客と若年層の掘り起こし

千葉県 ペンションインディアンサマー 一度は泊まってみたい遊び心とゆとりのある客室造り

千葉県 ホテル海楽株式会社 和食を中心とした飲食部門強化による高齢化ニーズへの対応と販路開拓

千葉県 マルコンペイント 販促活動のための自社HPリニューアルとカラーシュミレーションの提供

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

千葉県 もばら煎餅 オリジナルメッセージ付き商品の開発と新規販路開拓事業

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

千葉県 リレイズ 大型高級車に対応可能とするための工場改修事業

千葉県 ル・セーベ 顧客誘引のためにライティング・店舗ファサード改善事業

千葉県 レストランアペティート 冷凍『黄金かぼちゃスープ』生産の拡充及び本格レストランの味お持ち帰り

千葉県 レストランオリーブ 立地を利用したテラスレストランでお客様のニーズに応えたい

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

千葉県 ワォアクションスポーツ株式会社 AR広告PR活動SUPP-FitPR活動

千葉県 磯浜旅館 トイレの改修を実施し宿泊施設の魅力を向上させその魅力を伝えるためのパンフレット作成

千葉県 縁 ロードバイク駐輪施設及び交流施設設置
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千葉県 横芝光法律事務所 若年層を中心とした顧客獲得の為の広告宣伝事業

千葉県 家具工房つなぎ 首都圏のお客様獲得に向けた『オリジナルモノづくり木工体験』

千葉県 花工房Ｔｉａｒｅ プリザーブドフラワーのブライダル事業の強化

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

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

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

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

千葉県 株式会社ＢＩプロジェクト 空き家・空き地定期管理業務の広告宣伝

千葉県 株式会社CHU 新規集客サイト制作・外注化による売り上げ拡大の促進

千葉県 株式会社Ｔａｒｏ 介護用シャンプークロスの販売

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

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

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

千葉県 株式会社アドバイザー 新たな顧客の取り込み及び既存顧客拡充の為の広告活動

千葉県 株式会社アネシーライフ ワンストップ・サービスで高齢者の快適生活をサポート

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

千葉県 株式会社エフ＆エフ トラベルヘルパーのいる介護事業所のPR

千葉県 株式会社エンカレッジジャパン 運送企業と自動車学校のマッチング事業

千葉県 株式会社オーディオファイル 音響機器メーカーの販売促進部品開発の下請け

千葉県 株式会社オバタ 新規顧客獲得・既存顧客維持に効果的なノベルティグッズ配布

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

千葉県 株式会社キッチン酒々井 酒々井町推奨品の開発・販売展開

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

千葉県 株式会社グリーンマウス COSMOPROFASIAHONGKONG2014出展による新鋏製品の展示

千葉県 株式会社ゴーウェル 新機材導入に係る新規顧客開拓の新聞折り込みチラシ・配布

千葉県 株式会社こだま 地域住民に我が社を知ってもらうPR活動

千葉県 株式会社こぺる 相続×不動産対策の診断サービス

千葉県 株式会社サクラホームサッシ 目で見てわかる、信頼できる、看板設置と打ち合わせ場所設置

千葉県 株式会社ささら 補助具導入による顧客受け入れ態勢の強化及びHP等による顧客獲得

千葉県 株式会社サン建築総合事務所 光冷暖システム採用普及拡大事業

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

千葉県 株式会社シルバーブレット 手ぶらでサーフィンサーフボードお預かりスペースの増設

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

千葉県 株式会社ソフケン 『LED組込フレームのシステム展示スペース』開設による販路開拓

千葉県 株式会社テレウス ハンドバイクの需要開拓

千葉県 株式会社なんじゃもんじゃリゾート 地域情報ステーションの開設及び喫茶提供

千葉県 株式会社プリントワーク のぼり製作プリンタ導入でイベント元気事業

千葉県 株式会社マイコール
ファミリーレストラン使用のワイヤレスチャイムから、老人ホーム、企業で使用するワイヤレスチャイ
ムの多角度からの提案、事業展開

千葉県 株式会社茜 訪日外国人おもてなし

千葉県 株式会社関東セキュリティ DMによる新規顧客開拓及び既存顧客への新製品入れ替え促進

千葉県 株式会社吉川自動車 最新電気制御された自動車に対応するコンピューター診断事業を展開

千葉県 株式会社山一ハウス ３Ｄプリンターを使った建築模型の製作
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千葉県 株式会社真行寺建設 地域の方々への認知度アップのための看板リニューアル

千葉県 株式会社菅谷工務店 HP作成と新聞折り込みチラシによる販路拡大

千葉県 株式会社大井建設 視覚に訴えるプレゼンテーションによる高年齢層の顧客獲得増

千葉県 株式会社大谷商店 トイレクリーンアップde宣伝集客アップ事業

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

千葉県 株式会社半兵衛エンタープライズ タイヤ部門の新規事業

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

千葉県 株式会社風土食房 直販店舗運営による経営の安定化

千葉県 株式会社陽氣 高齢者デイケア機能強化に伴う施設整備と看板設置

千葉県 関食品 湯葉製造販売・HP製作。パンフレット・チラシ配布による知名度アップ、リピーター獲得。

千葉県 岩瀬酒造株式会社 取引先の開拓及びブランドファン作り事業

千葉県 季楽造園（株） 新規顧客獲得のための相談事務所設置

千葉県 久保薬局 オリジナル化粧品『ゆかいなびじん』販路拡大

千葉県 魚拓荘鈴木屋 千倉温泉郷！温泉登録による新規顧客獲得事業

千葉県 香取生花店 店舗、商品のバージョンアップと新しい顧客の取り込み

千葉県 高梨商店 大手旅行会社を呼び込み昔ながらの製法で作るおかきの魅力を伝えよう

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

千葉県 合資会社ヒーズサック ビデオと商品パッケージによる宣伝と携帯端末向けウェヴの開発

千葉県 合資会社榎武商店 LED照明器具導入による買い物快適事業

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

千葉県 合同会社フローライトローズ 千葉ニュータウン地区とその周辺地域における認知度強化のためのPR作戦

千葉県 合同会社木村オートサービス 自動車整備業務の販路促進活動における必要措置の実施

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

千葉県 山長商会 ふとんクリーニングの販促及び販促支援

千葉県 山柄荘 施設設備と快適環境の整備によるスポーツ合宿客の更なる獲得

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

千葉県 柴海農園 野菜パテ・野菜チップスの開発・パッケージデザイン及びブランディング、販路開拓

千葉県 主基グラススタジオ 快適空間の創出と２０年変わらぬ価格維持を達成してお客様に貢献！集客を図る

千葉県 小滝陶房 心ゆくまで陶芸三昧作品展示室、陶芸体験場の改装

千葉県 昭和プラスチック株式会社 新規顧客開拓を図る為工業系の展示会に出展

千葉県 松原荘 快適なスポーツ合宿環境の整備によるリピーター客増加

千葉県 新都 店舗と看板改修工事によるCS向上及び宣伝広報事業

千葉県 誠実不動産株式会社 空き家管理事業のチラシ・HP等作成の広告と実施

千葉県 石井工業株式会社 内装建材の開発、家具製作サービス、新規サービス告知を踏まえたHPリニューアル

千葉県 千蔵酒造株式会社 ウッドデッキテラス改善工事によるテナント全体のイメージアップ

千葉県 千葉補聴器株式会社
補聴器の効果をその場で体感、不安を解消！生活環境音の再生システム、環境シミュレーター設
置

千葉県 村山建材 収支向上に向けた店舗改築

千葉県 大渓鈑装 納期短縮に伴う新規顧客の獲得事業

千葉県 大正堂 地域のために再出発

千葉県 鳥海園芸 花摘み、切り花直売店のPRと新鮮花の宅配販路拡大

千葉県 津田屋 野菜調理器導入事業

千葉県 田中知子 新規事業の顧客獲得のためのHP構築と広告
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千葉県 南の街の焼肉弁当鴨川店 韓国料理焼肉弁当で親も子もゆっくり楽しい食事の時間を共有できるコミュニティ空間創出事業

千葉県 年間民宿『ニュー日の丸』 地元海産物提供の焼き台設置、お客様の声を参考にした飛ばないパラソルの購入

千葉県 白子トラベルサービス（株） 新規顧客獲得のための自社新規ツアー広告宣伝強化事業

千葉県 白浜海洋美術館 美術館設立５０周年に伴うイメージ向上による集客力アップ

千葉県 美容室ナチュール 健康・美の宣伝広告による販路拡大

千葉県 武田電機株式会社 既存顧客との関係性を深めさらに地域密着型集客による顧客の新規開拓

千葉県 風林堂 喫茶コーナー及びケーキ教室開催のための環境整備

千葉県 福島園 盆栽の魅力を海外へ

千葉県 平山洋品店 店舗ショーング設備と販売什器の改装

千葉県 弁当惣菜屋　八千代 『揚げ物惣菜等の宣伝及び製造設備強化』事業

千葉県 牧場のハーモニー ユニットハウス店舗直売所を道路面に設置し知名度アップと売上増進を図る

千葉県 堀越賢治 HP作成・インターネットでの販売事業による販路拡大

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

千葉県 末広 観光のお客様がゆったりのんびりお食事できる空間つくり

千葉県 民宿さかや 高齢者のお客様、学生合宿客向けの設備の改修

千葉県 民宿みずき 民宿建物外壁をすべて明るい色の壁に改修、及びトイレの洋式化、手すりの新設

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

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

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

千葉県 野口クリーニング店 店舗・工場のクリーニングの品質向上に寄与する設備導入事業

千葉県 野口染工場 着物リメイク品の販売スペースの設置事業

千葉県 有機菜園ダイニングTAVERNA オンラインショップタベルナキッチン

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

千葉県 有限会社　プロショップ カズ マーキング加工用の熱圧着機の１台増設

千葉県 有限会社MKジャパン グリーンベル新メニュー導入に伴う宣伝、増客対策

千葉県 有限会社ＱＷＡＣＣＨＩ ＪＡＰＡＮブランド食品の輸出事業

千葉県 有限会社イスミ塗装工業 消費者対象セミナーの開催・誘引と自社営業による元請工事拡大

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

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

千葉県 有限会社カネシチ水産 鴨川のお土産を素敵なパッケージでPR！地元食材の魅力をもっと伝えよう

千葉県 有限会社さぶろや 旅館のフロント・宴会場・レストランのリニューアル

千葉県 有限会社じゅん平 広島お好み焼・鉄板焼の宅配事業

千葉県 有限会社センティア テラス席での顧客獲得、広報販売の強化及び看板照明のLED化

千葉県 有限会社タコプランニング カッティングシート設備の購入

千葉県 有限会社なかむら LED照明導入によるコスト削減、競争力強化

千葉県 有限会社ヤタガイ 新規プランの提供、パンフレット作成。説明会・相談会・の開催。新聞折り込み野立て看板でPR

千葉県 有限会社哀愁の月虹ひきだ 顧客獲得のための認知度向上及び新規事業の周知

千葉県 有限会社宇野沢楽只堂 水回り商品の展示コーナーの整備及び水回り商品・リフォーム工事等のPR事業

千葉県 有限会社栄屋 アイスケース更新による販路拡大、経費削減

千葉県 有限会社角田モータース 民間車検場申請の為に検査場の補修整備、サービス向上を目指す

千葉県 有限会社亀や和草 新商品等の販売拡大のための広告宣伝と作業効率化

千葉県 有限会社魚政 『天津の魚は俺にまかせろ』看板リニューアルと椅子席の増設
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千葉県 有限会社金松堂 「目と耳のトータルケア」シルバー集客アップ福祉送迎サービス

千葉県 有限会社権太郎商店 総菜部門及び宅配事業強化のため水道光熱費を抜本的に削減する事業

千葉県 有限会社光精工 HPリニューアルによる販路拡大

千葉県 有限会社国松工務店 国松工務店の『ゼロエネルギー住宅』PR事業

千葉県 有限会社松乃家 新と旧の共存：文化財の宿の利便性向上と、集客＆顧客満足度向上

千葉県 有限会社真砂 外国人の接待ニーズに応える、和風テイストの店づくり

千葉県 有限会社村松商店 店舗改装とHPリニューアル、新ブランド確立による集客率向上と新規顧客獲得

千葉県 有限会社大野荘 テーブル・イスの導入で、足・膝にやさしいくつろぎの時間提供

千葉県 有限会社竹屋 HP作成並びに新商品パッケージ作成・広告事業

千葉県 有限会社中乃見家 俺の寿司～出張編『いざ出陣！』

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

千葉県 有限会社長谷屋商店 鴨川キンメをブランドに！カッティングルームの機械の設置

千葉県 有限会社田村工業 検査機器導入により安心安全をお客様にお届け！売り上げ向上に繋げる

千葉県 有限会社東関自動車工業 総合型カーメンテナンス店舗の広告宣伝によるBtoC強化事業

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

千葉県 有限会社八幡工務店 住宅設計の提案力強化及び住宅商品PR活動

千葉県 有限会社福一 多種類の餡の開発・製造による若年層の開拓

千葉県 有限会社豊島薬局 血液検査分析装置の導入及び広報販売強化事業

千葉県 有限会社本夛屋 魚好きの集まるお酒屋さん創設事業

千葉県 有限会社矢原荘 温泉に入れて雨天でも対応可能な農園バーベキューガーデン

千葉県 有限会社鈴木部品 軽量・高剛性のハブ(自転車部品）の試作開発と国内外への販路拡大

千葉県 有野実産業株式会社 新規顧客及び潜在顧客獲得のためのPR作戦通年で楽しめるキャンプ場作り

千葉県 洋食処善マダーラーレストラン 看板・チラシ・ケータリング車両等での広告宣伝活動による新規顧客獲得

千葉県 養老渓谷釣堀センター 雨よけ設置等による全天候型レジャー施設への改装事業

千葉県 理容モトヨシ
高齢者のための出張、送迎サービスといつまでも若々しくかっこいい男性のための育毛技術の確
立

千葉県 和泉庵わかや トイレ改修、高齢者対応工事（バリアフリー化）

千葉県 嵡建築 リフォームを身近に分かりやすく簡単に！新規顧客開拓ツール整備事業

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

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

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

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

東京都 CAFÉLUCCA（カフェ・ルッカ） ケーキ販売コーナー拡大により商圏拡大と顧客拡大事業

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

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

東京都 ＤＯＨＯ株式会社 新商品販路拡大事業及び事業拡大

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

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

東京都 ＧＥＮＴＬＥ 新規顧客獲得の為のＨＰ作成と備品購入

東京都 Ｈａｃｈｉｍａｋｉ 商圏内においての弊社認知と売買取り扱い高の向上

東京都 ｈａｉｒ’ｓＭＩＹＡＫＥ 地域の高齢者を対象に和を基準にいやしの照明器具導入

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

東京都 Hannaliceハナリス 原画データをもとに制作するアニメーションの制作とロゴの制作
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東京都 ＨＳ　Ｒｅｔａｉｌ株式会社 販促品の作成とウィンドウディスプレー・ギフト包装の見直しによるプロモーションの強化

東京都 K；クリエイト ギフト・ショーへの出展及び商品・事業案内作成による販路開拓

東京都 KawaguchiStyle 近隣への販路拡大

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

東京都 LinkageArt（リンケージアート） 塗装サービス提供による販路開拓事業

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

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

東京都 ＮＫリサイクル株式会社 中古タイヤ販売システムの構築

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

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

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

東京都 SAKKAnoZAKKA（サッカノザッカ） 新たな提案型商品導入とＰＲ強化による新規顧客獲得事業

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

東京都 ｓｈｏｗ忠株式会社 東大和唯一の「ビアガーデン」オープンによる新規顧客開拓事業

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

東京都 ＳＯＲＯＭＩ 塾用トイレの改修事業

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

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

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

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

東京都 アＱ オンラインショップの改良、オリジナル商品企画による新規客獲得

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

東京都 アクシス株式会社 介護リフォーム工事等拡大に向けた看板設置・広報戦略と社内体制の強化

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

東京都 アネモネ 洋裁教室開催による販路拡大

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

東京都 アペックステクノロジージャパン株式会社 充電式電池の性能検証・品質保証体制の確立

東京都 アロマ＆セレクトショップるーむ・めるへん アロマトリートメントルームの常設化のための店内改装と販路開拓に伴う広報活動の充実化

東京都 イタリア料理イルフルット 販路開拓の為のホームページ開設によるデザートのネット販売

東京都 いなりや 「青梅産そば」地域ブランド商品の開発

東京都 イメージシステムエンジニアリング株式会社 業務用データ通信端末の開発

東京都 インテレッセ 女性力を活用した事業広告・告知活動

東京都 ヴィダ　カフェテラ 各種広告および店舗訴求力アップのための改良事業

東京都 うおん株式会社 タイでの日本産鮮魚と和牛ＰＢの販路開拓

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

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

東京都 エナジーハウス 新規顧客の獲得と販路の拡大

東京都 エヌ・アイ・ティー株式会社 翻訳チェックソフトの海外販売

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

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

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

東京都 おそうじ本舗青梅日の出店 メニュー看板設置による店頭強化・認知度、集客力増加事業
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東京都 オリーブ 美容カイロプラクティックの拡充による販路開拓

東京都 カインドミュージック 音楽イベントによる新規顧客の開拓

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

東京都 カフェ＆ギャラリー田無なおきち 新規顧客開拓のための地元食材を使用した安心で健康的なメニュー開発と販促活動

東京都 かわしま屋 販売スペースの改装と店舗の広報活動

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

東京都 クオリア動物病院 視認性・訴求性向上のための看板新設・ホームページリニューアル

東京都 クライミングジム・ナッツ クライミングジムのリニューアル

東京都 くら蔵 焼鳥ケータリングによる新規顧客開拓事業

東京都 クワタ自動車整備工場 車離れ状況下における潜在顧客発掘ニッチ戦略

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

東京都 サーフステーションハブシ 店舗改装による新規客層の取り込みと滞在者の快適性向上

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

東京都 サカ井紙業株式会社 ギフト用ボックス製作及びネット広告販売事業

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

東京都 シェアジャパン株式会社 グレートバリアリーフ店舗用パッケージ開発、HPによる情報発信

東京都 シャルキュトゥリーモエ 自家製シャルキュトゥリー（フランス流食肉加工品）の販売促進

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

東京都 ストラーダ・ビアンカ オリーブのあるライフスタイル提案型販路拡大事業

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

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

東京都 せりえ鍼灸室・広尾 産後の女性のトータルヘルスケア支援事業

東京都 ダイヤ寿司 新規顧客獲得の為、チラシ作成とホームページのデザインリニューアル

東京都 タカチホメディカル株式会社 広告宣伝：商品カタログ一式およびWebサイト制作

東京都 だるチャンプロデュース 外国人旅行者及び深大寺訪問旅行者への販売チャネル構築と拡大

東京都 ちゃんちき堂 ちゃんちき堂のひみつ工場Ⅱリフォームプロジェクト

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

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

東京都 デイジー・デイジー生花店 店舗改装による集客力と売上単価の向上

東京都 トゥーハート 独自の縫製技術を生かした「簡着和服」の普及事業

東京都 トーケン株式会社 リフォーム住宅の新提案による新規顧客獲得事業

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

東京都 なずな 新規顧客獲得のためのホームページ構築

東京都 にんぎょうげきだんつきほたる 人形劇を通じた文化・道徳的教育の次世代への継承

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

東京都 ネット・ゼロヨンニ 「お電話でパソコンお助け隊」

東京都 のんびりカフェ中車水車小屋 「地域」「観光」の拠点としての役割を強化するための機能の改善

東京都 はぐくむ 受注構造変革のための、ホームページによる新しい販路開拓

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

東京都 はり灸チェカ 新規顧客掘り起こしセミナー

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

東京都 ひので和紙 新しいKAMISUKI「ひので和紙」のブランディング
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東京都 ファイン株式会社 伊賀　「歯ブラシ工房」　開設

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

東京都 ブラームス整体調布国領 整体・リラクゼーション・加圧トレーニングのＰＲ

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

東京都 ブラザーランドリー 新規客へのパンフレット等制作・配布による販路拡大事業

東京都 ブラックキャットーグローバル英会話教室株式会社 児童英検と英検クラスの新設及び無料体験レッスン開始に伴うPR事業

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

東京都 プレシャス トータルヘアーコーディネートの提案と店舗の視認性向上

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

東京都 ヘアサロン　アキ 高齢者及び留学生向けの店内誘導化率の向上

東京都 ペットノート インターネットを利用したブリーダー直接販売によるペットショップ

東京都 マービン＆ソンズ 展示会の内容充実による売上高の増進

東京都 マイスターメガネ 新規顧客誘引事業

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

東京都 みどり堂整骨院 待合室空間の快適化

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

東京都 メガネ・トケイのクロヤマ 販路開拓のための出張販売強化事業

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

東京都 ヨシタ手工業デザイン室 ステンレスラウンドバー材を使用したキッチンウェア及びテーブルウェアの商品開発

東京都 ライフプランニング株式会社 集客（利用者獲得）の為の設備整備及び労働環境整備事業

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

東京都 リラクゼーションサロン
ＫＯＮＡ 働く女性の心と身体の疲労を五感の安らぎで癒す事業展開

東京都 リリィプラネット 実店舗への販路開拓に伴うカタログ・POP・ショップカードの作成と営業活動

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

東京都 レデックス株式会社 ロイヤルカスタマーの増加と販売

東京都 ローストハウス豆香 地域の人が集うカフェの認知度向上施策

東京都 ロンチー技術開発有限会社 インターネット販売や通信販売強化による販売開拓事業

東京都 ワークアビリティ 紙媒体の広告作成・配布による、下請けでない近隣顧客層の開拓

東京都 伊東洋子 メイクアップ指導つきテーマ別化粧品販売の新規顧客開拓事業

東京都 伊藤緑化 一般消費者受注拡大による利益率の向上

東京都 磯しぎ堂 被災地支援活動を通じた社会貢献型商品の販路拡大と新商品開発

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

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

東京都 開拓屋 新しい顧客層の開拓に向けた店舗外観イメージの改善

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

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

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

東京都 株式会社７６６ ブリックスシステムクッションの開発、宣伝

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

東京都 株式会社BLUEWAVE 軽自動車スポーツカー向けマフラーの販路開拓事業

東京都 株式会社Ｃａｒｏ イヌ、ネコとの時間を大切に思えるイヌメモリ、ネコメモリのブランド拡大事業

東京都 株式会社ＥｌｅｎａＬｅａｆ ギフトとして付加価値の高い紅茶・紅茶関連商品の確立、販路開拓
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東京都 株式会社Ｅｎａ・ｆｅｅｌ 【個人顧客を対象としたデザイナーズリフォーム】

東京都 株式会社ＦａｒｍＦｉｌｍｓ ホームページ改修事業及び自社プロモーションアニメ製作事業

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

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

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

東京都 株式会社ＩＣＨＩ 新たな顧客層を獲得するための新店舗展開

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

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

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

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

東京都 株式会社Ｍ＆Ａオークション 美容室スペース貸しサイトの運用

東京都 株式会社Ｍ３ WEB広告の強化、スマートフォンを活用した在庫情報のシステム化

東京都 株式会社ｍａｎｉｓ　ｈａｔｉ ジュニアサロンの展開

東京都 株式会社MediaLovers ウェブ広告を利用した販路拡大

東京都 株式会社ＲＪＫ 新規顧客・新規賃貸管理物件開拓事業

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

東京都 株式会社ＳＡＫＡＩＹＡ 店舗床のバリアフリー化と新規顧客の獲得に向けた広告宣伝

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

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

東京都 株式会社ＳＨＩＢＵＹＡ　ＰＡＲＫ　ＣＡＦＥ 缶詰・瓶詰の開発・販売

東京都 株式会社ＳＯＬ 既存ネイルサロンを活用したメンズネイルサービス

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

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

東京都 株式会社Ｗ・Ｔテクノロジー チタンアパタイト材料使用製品の拡販

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

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

東京都 株式会社アクアホーム アスベスト処理事業のアピールによる販路拡大

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

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

東京都 株式会社アスト 店舗のイメージアップと広告による新規顧客獲得

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

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

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

東京都 株式会社いぶし庵 パッケージデザイン刷新による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社インテリジェンス・ワークス 夏祭りでの思い出整理の体験&郵便局での宣伝と相談会

東京都 株式会社ウェルクス 治療家に特化した人材紹介事業

東京都 株式会社ウチノ板金 ホームページのリニューアル（雨樋専用サイト）

東京都 株式会社エコトワザ 「30代、働くママTOMORROWBOX会員の開拓」事業

東京都 株式会社エム・エス・ティー 内面美容（健康食品）と化粧品の販路開拓事業

東京都 株式会社エムエイエス インターネット販売構築による販売開拓事業

東京都 株式会社エムズアップ お客様の声活用による新規顧客獲得事業

東京都 株式会社エンターテック 法人取引専門の「贈り花」提供サービスの開発
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東京都 株式会社おちゃらか 新店舗と新ホームページによる付加価値連動型サービスの提供

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

東京都 株式会社カイラス インドネシア人訪日旅行の企画販売による販路拡大事業

東京都 株式会社カルテット 新市場確保の為の販促活動、販路開拓

東京都 株式会社キューベック 新商品販路拡大事業及び事業拡大

東京都 株式会社グッドスマイルハウス 地域密着のリフォーム事業発展のための顧客基盤強化

東京都 株式会社クボプラ 新規顧客開拓のための展示会出展

東京都 株式会社クラビット ゲーム業界のニッチ分野への参入に伴う新規顧客拡大事業

東京都 株式会社グランツ 医師または医療機関向けの広告、及びＨＰの改正

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

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

東京都 株式会社コルコル 食育教室・講座開催に伴う広告宣伝・設備

東京都 株式会社コンライブ 自社ブランド商品のインターネット販売

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

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

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

東京都 株式会社サンナホル 新商品マイクロナノバブルシャワーヘッドＰＲ事業

東京都 株式会社システム計装 新製品開発に伴う、国内外への販路開拓事業

東京都 株式会社ジャストニット ポリ乳酸ニット製品（マスク・肌着）販売のためのパッケージ刷新及び広告宣伝

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

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

東京都 株式会社テクノマックス化研 高性能、高耐久の塩害防止塗料の開発

東京都 株式会社テクノランドコーポレーション 植物育成装置「ナノミストプランター」の販路開拓

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

東京都 株式会社トーク 「カーボンアイ　プラス」他業界向け販路開拓事業

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

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

東京都 株式会社ドリームクリエイト 補聴器・水素水生成器の販売促進事業

東京都 株式会社ニュースター ＥＣ通販業界専門の人材紹介事業の展開

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

東京都 株式会社ノンフィクション 携帯充電器事業における「ユーフォーバッテリー」の販売に伴う商品チラシ、ＨＰの制作

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

東京都 株式会社パルファンサトリ ウェブサイトの海外向け商品ページ作成

東京都 株式会社ビーワントランスポート 販路開拓を目的とする求人広告とサービスの向上に伴う梱包材の改良

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

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

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

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

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

東京都 株式会社フォレスト工房 オリジナルブランド土産菓子商品の開発

東京都 株式会社ブルームウィル ～生徒数増加プロジェクト～

東京都 株式会社フルフリ スマホ対応のHP更新と販路開拓の為のプロダクトデザインの改良
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東京都 株式会社フレンドリージャパン 中国人観光客誘客促進事業①ホテル予約システム　②翼欣クーポン

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

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

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

東京都 株式会社マルサンコーポレーション 店頭告知強化・改装による店舗販売・販路開拓向上事業

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

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

東京都 株式会社ランチ 合同展示会出展費用

東京都 株式会社リアバーム「扇の牛ＴＯＫＹＯ」 新たな名物商品の投入を契機としたソフト・ハード両面のＰＲ活動

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

東京都 株式会社りとるジム 音楽家向けのプロモーション活動

東京都 株式会社リプロモ ＫＯＫＥくんのプロモーション活動

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

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

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

東京都 株式会社ロケーションズ 新規顧客の開拓を狙った展示会への出展

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

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

東京都 株式会社伊豆緑産 「新たな治山緑化資材と施工コンサルティング」の販路開拓

東京都 株式会社一歩堂 新規顧客獲得で売り上げアップ大作戦

東京都 株式会社感謝 英語を基軸にした新コース周知活動による新生徒獲得事業

東京都 株式会社感動経営義塾 サムライ経営研修の広報活動強化

東京都 株式会社丸め 地域密着エリアのラーメン愛好家に向けた新商品PR事業

東京都 株式会社丸和製作所 廃材を再利用した金属アクセサリー商品の市場開拓

東京都 株式会社魚粋亭 客単価の高いカウンター席（愛顧者席）の集客向上

東京都 株式会社京典 家族葬、事前相談の増加推進事業

東京都 株式会社響 ユニフォームのコンセプトブック作成による新規開拓事業

東京都 株式会社玉川苑 花と緑と水のまち「はむら」を楽しむ、食とくつろぎの空間創出

東京都 株式会社光健 食品の販売会社全般を主要対象とした展示会出展による販路拡大

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

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

東京都 株式会社佐藤工務店 顧客開拓に向けたホームページ作成とチラシ配布

東京都 株式会社三陽 開発力・販売力強化事業

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

東京都 株式会社小笠原エコツーリズムリゾート スマホサイト制作による新規顧客獲得計画

東京都 株式会社小林海苔店 次世代に繋げる新たな『海苔』の需要創出に向けて

東京都 株式会社城山ハウジング 空家・空地管理センター（サービス）の開設に伴うPR事業

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

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

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

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

東京都 株式会社西都建物 顧客ニーズに対応するホームページリニューアルによる販路の開拓
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東京都 株式会社川西 自社製品であるくすしにがりの販路拡大

東京都 株式会社創英 新規顧客開拓プロジェクト

東京都 株式会社大島郷土芸能館 新商品のＰＲ及び明日葉の新パッケージ開発事業

東京都 株式会社滝島商店 エコロビームによる販路開拓事業

東京都 株式会社竹田商店 直営ショップで自社調味料を使った惣菜販売および飲食の提供

東京都 株式会社中央設計 耐震診断事務所の知識と経験を生かした耐震リノベーション事業

東京都 株式会社東京スリーアール 専用フォトスタジオの設置

東京都 株式会社東京チェンソーズ 東京に美しい林をつくり、子供たちに残す『東京美林倶楽部』

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

東京都 株式会社内田コーポレーション ヤニ取りパイプの海外販路開拓及び販売促進事業

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

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

東京都 株式会社歩 透析患者等の患者搬送業務

東京都 株式会社柳田織物 オムニチャネル構築に関わる販促費

東京都 環境創機株式会社 太陽熱利用・太陽光発電併用型新製品のBL認定取得及び販促事業

東京都 眼鏡工房たちばな 補聴器のワンストップサービスによる販売強化

東京都 宮崎建設株式会社 補助金活用を視野に入れた高額リフォーム工事受注のための広報活動

東京都 漁師直営一心丸 ホームページの新規作成、チラシ投函

東京都 金豚雲（きんとんうん） 武蔵野手打ちうどんの新商品開発と販売促進

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

東京都 元禄 新規顧客獲得のための店舗改修事業

東京都 吾妻寿司 新たなターゲットである「女性」の新規顧客獲得事業

東京都 御菓子司　泉屋 食品表示の充実と和菓子教室展開事業

東京都 御食事処瀧心 村外顧客取り込みを狙った販売促進

東京都 行政書士安藤事務所 先祖調査事業の業容拡大のプロジェクト

東京都 行政書士事務所フクダ経営法務サービス 地域密着型高齢者向け遺言・相続業務の販路拡大事業

東京都 高橋岳史 真空脱泡機キット、送風定温恒温器導入による効率化とそれに伴う受注拡大

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

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

東京都 合同会社駅前や パブリックビューイングイベントの開催に連動したＰＲ活動の強化

東京都 合同会社桃太郎 顧客ニーズに応えた店舗改装工事

東京都 合同会社日本伝統文化未来考案室 盆景商品の開発と販促ツールの製作

東京都 合同会社瑠璃屋 動物用医薬品販売業

東京都 国立堂 認知度拡大による新規顧客開拓事業

東京都 佐々木税理士事務所 新設法人新規開拓事業

東京都 山紫水明株式会社 さくら亭広報促進及びサービス向上事業による新規利用者獲得

東京都 車いす工房輪 電動車いす試乗車用操作部・スイッチの開発

東京都 手打ち蕎麦・日本料理むら田 レストルーム（トイレ）改装による店舗イメージ、グレードのアップ

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

東京都 小金井祭典株式会社 新規オープンサロンの告知とセミナー案内チラシ

東京都 焼鳥竜の字小金井店 フランチャイズからの独立事業

東京都 情 店舗の認知度向上による来店客数と売上の増大
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東京都 新島ネオライト工業株式会社 特殊用途向け高強度計量発泡体の開発

東京都 森川デザイン事務所 卸売り先拡大戦略をとる為のＮＹ展示会への出展

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

東京都 清水屋 洋風和菓子（要冷蔵）の開発と、自家製東村山銘菓の販売促進

東京都 誠真会館秋津道場 ワンコインキャンペーンチラシ配布による新規入会者獲得事業

東京都 青春夢広場 歌を通して中高年を中心に思い出を形に残し、憩いの場を提供。

東京都 石川製綿有限会社 新規顧客開拓のためのチラシによる販路開拓事業

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

東京都 葬儀社えぼし本店 販促用カラー広告の作成、配布

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

東京都 多摩つなぐ知財事務所 新規客発掘および協力企業発掘のための販売促進施策

東京都 大王亭 イオン・住宅新設による豊田駅利用者増加に伴う新規顧客開拓事業

東京都 大成技研株式会社 展示会出展と雑誌広告掲載で顧客情報をＧＥＴするぞ

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

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

東京都 調布駅前パソコン教室 新規事業結婚相談所事業の告知活動と集客

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

東京都 渡邊司法書士事務所 成年後見・遺言・終活業務拡大事業

東京都 東京トレード株式会社 「動画制作事業」の販促用ＰＲ

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

東京都 東鮨 くつろぎの空間の創出事業

東京都 豆腐どーなつゆうゆう ヘルシー志向の方へのアピール強化による新顧客開拓事業

東京都 陶芸工房久玲居（クレイ） 陶芸工房の広報活動による販路開拓

東京都 南国酒場こも 女性及び高齢者の新規顧客獲得のための衛生面強化事業

東京都 日本エムテクス株式会社 自分で張れる『卵タイル』の開発と販売

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

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

東京都 美容室じゅん

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

東京都 美容室れんげそう 広報活動強化により新規顧客開拓を行い売上増大を実現する事業

東京都 宝来軒 店内の環境整備による来客数増大・売上拡大

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

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

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

東京都 薬師ゆま薬局 漢方薬品等の販売で地域を健康・活性化

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

東京都 有限会社ＫＭＲ式官足法療法院 官足法（足もみ）の認知度向上による販路拡大事業

東京都 有限会社Ｓｌａｓｈ　Ｏｎｅ スマートフォン向け、マイページの制作

東京都 有限会社Ｙ．Ｔ．Ｓ 東村山黒焼きそばの全国展開販促事業

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

東京都 有限会社アッシュナチュラルフーズ 新規顧客開拓とテイクアウト商品の販路開拓

東京都 有限会社アドバンス 用途は無限大∞ワンタッチテントの普及に向けて
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東京都 有限会社アトリエ夢工芸 ジュエリー修理・リフォームに特化したWeb注文サイトの構築

東京都 有限会社イーグル企画 集配、宅配クリーニングの強化、販路開拓の為のHP、店頭改造

東京都 有限会社ヴィーノ 「もち麦」を活用した新メニューの開発と販売促進事業

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

東京都 有限会社オフィス九三五 「花屋作り教室」実施のための仕組み作り

東京都 有限会社きれ屋 全国の観光地向けお土産てぬぐい提案事業

東京都 有限会社グッドジョブ 東村山市初の塗装体感ショールーム開設

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

東京都 有限会社グリーンテーブル 店舗の演出力アップによる集客増加とシニア層の開拓拡大事業

東京都 有限会社グリターコーポレーション リペア・コーティングの新しい技術導入による販路開拓

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

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

東京都 有限会社スイング 商流の再開拓と販促ツールの強化

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

東京都 有限会社つくし野マロン オリジナルのマカロン開発と販路開拓事業

東京都 有限会社つたや商事 地域のニーズに合わせた仕出しメニューの販促強化事業

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

東京都 有限会社トミタ ネット見積システム構築によるガラスブロック工事の新規顧客開拓

東京都 有限会社ドリームカー 特殊外車車両鈑金塗装及びホームページによる新規顧客の開拓

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

東京都 有限会社ハヴィーナ カジュアルラインの商品開発と販路拡大

東京都 有限会社はじめ印刷 撮影スタジオ新設工事

東京都 有限会社ふじかわフォトサービス 温もりを届けよう！マットプリント販売促進事業

東京都 有限会社ふたば シャッターの有効活用による情報発信

東京都 有限会社フルーリストよしがき 新事業認知向上による販路拡大と売り上げ増大

東京都 有限会社マイホームパートナー 健康住宅体感ルーム・モニター住宅の告知等による販売強化事業

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

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

東京都 有限会社ル・クール社 日本画家による描き下ろしグリーティングカード等のカタログ製作

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

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

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

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

東京都 有限会社越前屋 手ぬぐいによるラッピングサービス

東京都 有限会社奥州堂 「和菓子折詰用掛け紙の制作」による新規お客様の開拓

東京都 有限会社嘉山金型製作所 テープカッターの開発を通した取引先の開拓

東京都 有限会社甘集堂 製品の箱を一新し、その認知度を全国規模に広める

東京都 有限会社関孫商事 日本酒の広告強化による、販路開拓事業

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

東京都 有限会社宮田商店 看板と店内設備改修による環境向上と運営効率化

東京都 有限会社研数会教育研究所 ウェブサイトへの誘導強化と離脱を防ぎ次につなげる集客改善の仕組みの開発

東京都 有限会社後藤商会ゴトー印刷 ARシステム事業の展開における知名度アップによる販路拡大
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東京都 有限会社紅谷 新サービス提供により島のコンビニエンスストアへ

東京都 有限会社山中亭 お持ち帰り用ピザ等の販売強化事業

東京都 有限会社山田屋 八丈島・福岡を結ぶ八丈ぱっしょんふるーつ梅酒の販売エリア拡大

東京都 有限会社秋元商店 「熱き醸造家達が醸す情熱の酒の会」事業

東京都 有限会社小桜 特急品・小ロット受注の体制強化

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

東京都 有限会社浅見商店 「武蔵国分寺ギフトセット」拡売事業

東京都 有限会社多摩チヨダ 商品のデザインリニューアルによる新規受注開拓事業

東京都 有限会社鯛のたい 「防振座ぶとん」の販路開拓・販売促進・知名度アップ事業

東京都 有限会社大成塗装電機製作所 ホームページの再構築による特許取得済み木目調塗装のPR活動

東京都 有限会社大和屋 地域特化型新配達サービス事業

東京都 有限会社谷治新太郎商店 オーダーメードシステムによる少量多品種商品の販路拡大事業

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

東京都 有限会社東食糧 リザーブ販売の新規顧客開拓事業

東京都 有限会社米山酒店 新規顧客獲得を狙ったチラシの作製及びその新聞折込み広告

東京都 有限会社味里居 店舗収容能力強化事業

東京都 有限会社野口商店 お客様と相互やり取りができるネットショップの開設

東京都 有限会社有明電装 無機ＥＬ発光素材を使った誘導標識の商品開発

東京都 有限会社理容西川 地域のゲートキーパーとしての店づくり事業

東京都 有限会社和智製作所 販路開拓に向けた「板金から組立まで行う一貫生産体制」の実現

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

東京都 夕浜亭（ゆうばまてい） 店舗改装による家族客の取り込みと新メニュー提案による新たな需要への対応

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

東京都 濱田隆史デザイン事務所 陶器のボタンの作業工程の改善及びアーティストの図案付きの陶器のボタン開発

東京都 髙水酒店 視覚効果を高め顧客誘導をはかる看板の設置

神奈川県 (株)ＨＳＰ研究所 小冊子「ヘルスリテラシーシリーズ（３部作）」の制作

神奈川県 (株)アサワペットサービス 預かり頭数増加のための施設改善

神奈川県 (株)ウェルフューチャー関東
地域内(狭域高密度型)介護予防に向けたデイサービスの普及作戦の展開
～津久井地区要介護者の突発事故撲滅プロジェクト

神奈川県 (株)オクト 新商品｢ゆらぎ｣の増産体制確立と販路開拓・販売促進用ツールの作成

神奈川県 (株)ジャコラ 特定ニッチ市場への分野別販売促進事業

神奈川県 (株)スターベリー 受けるビジネスから攻めるビジネスに転換するためのポスレジ導入事業

神奈川県 (株)トーショウ企画 高クオリティなイベント等簡易屋外看板製作事業

神奈川県 (株)ハウスステーション 店舗誘導強化の為の袖看板設置とホームページリニューアル

神奈川県 (株)フォルニクス インターネットウェブサイトを介した予約／受付プログラムの提供

神奈川県 (株)マインズプラス ノベルティ配布とチラシ活用による相続マーケット開拓

神奈川県 (株)まつもとメディカル 自動マッサージ器の導入による身体のトータルケアの実現。

神奈川県 (株)ムラタ 製袋機における可変シール機構の開発

神奈川県 (株)ロズウェルジャパン 3D出力用模型（オリジナル設計品）模型用LED基板の企画設計

神奈川県 (株)菓匠土門 新商品ラスクの品質改善、ラッピング制作とPR事業

神奈川県 (株)感動・創庫 伊勢原市内チラシポスティングの新規客獲得戦略

神奈川県 (株)山田朋美商店 蛸の枕２階フロアの改善

神奈川県 (株)山電 顧客・従業員確保のための宣伝及び集客
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神奈川県 (株)逗子スポーツクラブ 高齢者向け運動指導促進事業

神奈川県 (株)田邊 製造直販！通信販売が可能なホームページ開設事業

神奈川県 (株)葉山ホームズ 自社主導で物件紹介を行うWebサイトの制作

神奈川県 (株)葉山工務店 リフォーム・リノベーション情報の発信を行うWebサイトの制作

神奈川県 (株)林技研 販路拡大を目的とした看板、サンプルルームの設置

神奈川県 (有)ARES 整備・修理業務等一体型中古車販売店への移行とＰＲ活動

神奈川県 (有)LC・ファクトリー 買い取り強化目的のチラシ、ホームページ制作

神奈川県 (有)MBオート 新車・中古車メンテナンス付リース販売広報事業

神奈川県 (有)アシストホーム パーゴラ（屋根）設置

神奈川県 (有)いづみ 老舗のこだわりある味を若い人にさわやかな空間で提供

神奈川県 (有)エイエスエイタケハラ 当社独自通販チラシ「ASA二宮お買いもの通信（仮称）」事業

神奈川県 (有)エース 新システムによる小学生英語教室の生徒獲得

神奈川県 (有)オノザワ ●梱包機導入と工場の近隣住宅境界部の防音工事

神奈川県 (有)クリエイティブパワー ディナータイムの顧客獲得のための店頭装飾。

神奈川県 (有)コトウ 地域生産農家からのジュース製造委託。

神奈川県 (有)セイタ写真館 新規顧客獲得の為のセイタ写真館リニューアル事業

神奈川県 (有)ノガミプロジェクト マツダデミオの市場開拓とWebサイトの立ち上げ

神奈川県 (有)ヒダ塗料店 インターネットによる塗料の色調合品販売事業

神奈川県 (有)ビッグ ファミリー層の顧客を取り込むための広告、宣伝事業

神奈川県 (有)ビッグブリッヂ 主に男性客をターゲットとした揚げ物販売用車両の改造

神奈川県 (有)ふじの ゆず特産品の訴求力向上と商圏拡大・顧客開拓による売上の増加

神奈川県 (有)医食研湘南 綾瀬産ブロッコリーを配合した『綾瀬のサプリメント』の開発・宣伝

神奈川県 (有)井出電器商会 新規顧客獲得の為の店舗フェイスのリニューアル事業

神奈川県 (有)稲垣塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

神奈川県 (有)魚伝 真空パック商品の開発、販売促進

神奈川県 (有)光清自動車 カーボデイコーティングサービス提供による業績の向上

神奈川県 (有)山崎理容店 快感技術開発事業

神奈川県 (有)秋澤精肉店 店舗外壁看板の改善と自動車通りの看板の新設

神奈川県 (有)順天楼 ｢高齢者と女性をターゲットとしたサービス事業｣

神奈川県 (有)斉藤茶舗 粉末足柄茶の販売促進

神奈川県 (有)石沢商店 店舗お客様用トイレ増改築事業

神奈川県 (有)創進 借りたいのに借りられない方の入居を増やし業務全体を拡大する。

神奈川県 (有)大竹カメラ 高付加価値肖像・証明写真撮影の為のスタジオ整備事業

神奈川県 (有)丹沢 キャンプ場の屋外トイレ改修事業

神奈川県 (有)日の出園 「葉山しょうがの紅茶」改良と「葉山しょうが」を使った新商品開発事業

神奈川県 (有)武井設備 「住宅設備の健康診断（ハウスドクター）」の広告及び販売促進～新規顧客の増大を目指す～

神奈川県 (有)武田旅館 トイレの洋式化改修工事事業

神奈川県 (有)碧山園 自販力の高いパッケージ開発による販路開拓

神奈川県 (有)門倉製材所 ヒノキの家・モニターキャッシュバックキャンペーン

神奈川県 (有)頼住靴店 本当に足に合った履きやすい靴の提供、新規顧客獲得と顧客化事業

神奈川県 Acure合同会社 美容鍼灸を取り入れた若年層女性へのターゲティング

神奈川県 ＢＡＳＥ合同会社 ケータリングの創設及び高齢者層の集客を増加させる事業
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神奈川県 café‘ポンタヴェン ゆる～く、流れる空間で時間（トキ）忘れ＜中高年に優しい癒しを提供＞

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

神奈川県 DoC・O（ドッコ） ペットタクシー・ペットシッターへの理解の浸透

神奈川県 engawacafe&restaurant
古民家を愛する外国人顧客開拓に向けての英語によるホームページおよび販促ツールの作成とベ
ジタリアン向けメニュー開発

神奈川県 ESPERANCE 自宅で簡単にプロの味が作れる、ケーキ製作キットのネット販売。

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

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

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

神奈川県 Ｎ-1ＣＬＵＢ 惣菜、お刺身、お弁当専用カタログの作成及び配布とホームページ作成

神奈川県 NailsalonCalmarina 『ネイルサービスの品質強化と、新規顧客の掘り起こし事業』

神奈川県 NicoRide ペダル後付ランニングバイク「レンラッド」の拡販および街乗りヘルメット「クロスカ」の新規導入

神奈川県 Ｏｃｅａｎ　Ｍａｓｔｅｒ 居酒屋→船　船→居酒屋の連携

神奈川県 PauHana タイのプーケットの雰囲気作りと集客力をあげる

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

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

神奈川県 yuimana ネット上とリアルの広報活動および、ショップの魅力向上

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

神奈川県 あかつきネット 自社サイトのSED対策とダイレクトメールで販売促進

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

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

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

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

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

神奈川県 お茶と器の庭吉祥 効果的な店舗PRによる販路拡大と経営の持続化

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

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

神奈川県 コロンバス精機株式会社 モータ用アンプＭＴｍａｔｅの販売促進事業

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

神奈川県 じん整骨院湘南逗子本院 新メニューの構築と新たなる積極的広告宣伝活動

神奈川県 スタジオタチバナ 「綾打ち」のブランド化・ならびに平面から立体への展開

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

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

神奈川県 スプーン(有) 法人向け直販弁当の売上2倍化計画

神奈川県 セールス株式会社 業務用遊戯機器の低コスト稼働の提案事業

神奈川県 セルモ東有馬教室 「ことばの学校」事業開始に伴うＰＲ強化

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 チャンネルプロデュース事業の販路拡大

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

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

神奈川県 ハイベック株式会社 小型脱臭殺菌空気清浄機の開発販売

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

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

神奈川県 パティスリーirodori 新商品の包装紙開発と人気商品の包装紙改良
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神奈川県 ハドソン靴店 古き良き時代の英国紳士が履く革製サイクリングシューズの開発

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

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

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

神奈川県 ビューティＭＩＤＯＲＩ 循環式シャンプーボールを用いた頭髪頭皮改善事業

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

神奈川県 フォトスタジオアサヒ デジタルプリント店頭受付端末機設置でスマホ世代を取り込む

神奈川県 フォトストーリー株式会社 七五三・お宮参り撮影用レンタル衣装事業

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

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

神奈川県 ヘアーサロンサノ 遠赤外線薬液促進器を使った頭髪の傷まないパーマやカラーの提案

神奈川県 ポスコム 自動紐縛り機の導入とホームページのリニューアル

神奈川県 ぼんち 省エネ型エアコン並びに冷凍冷蔵庫の導入

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

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

神奈川県 ユキ・ダンス・スペース 中学校体育でのダンス必修化に対応するコース開設及び広告宣伝ツールの制作

神奈川県 リトルトリー 店舗イメージアップ及びホームページリニューアルによるＰＲ強化事業

神奈川県 レストランドリーム イメージアップ店内改修工事事業

神奈川県 レディースぐれーぷ・片岡呉服店 駐車場からのお客様導線のバリアフリー化と駐車場看板の設置

神奈川県 レリッシュプレイン 贈答用としてのパッケージの改良及びホームページの作成による通信販売

神奈川県 芦の屋 看板のリニューアル及び焼き菓子のラベル・包装の改善事業

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

神奈川県 井上酒造(株) 新製品（湘南ゴールドのお酒）投入による販売促進事業

神奈川県 井上畳店 「和モダン畳での空間演出による販路開拓事業」

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

神奈川県 越水行政書士事務所
①新規顧客獲得の為の行政書士対応業務紹介映像放映事業
②新規顧客獲得の為の業務紹介冊子作成事業

神奈川県 横浜情報機器株式会社 Ｗｅｂサイト作成及び販売促進の強化

神奈川県 割烹北国 高齢者及び女性向け快適空間によるトイレ改修工事

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

神奈川県 株式会社アメニティ・テクノロジー 見える化商品の拡販
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神奈川県 株式会社ヴェントマリノ 日本の伝統素材（和紙）を使った新素材の開発

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

神奈川県 株式会社かもし堂 新しいロケ弁・お惣菜の開発と販売強化

神奈川県 株式会社カワゾエ 工事業務領域拡大による販路開拓

神奈川県 株式会社グリーンフィールド 「どじょう」の養殖及び販売事業

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

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

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

神奈川県 株式会社コトワ 安定的な介護資格講座の受講生確保

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

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

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

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

神奈川県 株式会社トライフ 革新的な口腔ケア製品の広報及び展示会等出展

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

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

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

神奈川県 株式会社ベルカ 成功報酬型広告事業の企画・開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

神奈川県 株式会社古賀電子 医療機器分野の顧客開拓

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

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

神奈川県 株式会社清水音楽工房 体験用楽器を使っての無料体験レッスン

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

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

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

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

神奈川県 喜八 販促用のチラシ、ポスター、カードの作成、配布

神奈川県 宮川酒店 宮酒ワインバー強化による販路開拓事業

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

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

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

神奈川県 香実園 湘南ゴールドと下中たまねぎ周知徹底パンフレットおよびHP作成

神奈川県 合資会社次世代技術 普及版アグリサーバの開発



82

所在地 事業者名 事業名

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

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

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

神奈川県 三谷たたみ店 最新設備導入キャンペーン！安全な薄畳は当店へ

神奈川県 三留不動産(株) 新規ネットコンテンツ作成と情報紙ラック導入による販路開拓事業

神奈川県 十二庵 食材（大豆）の有効活用と食文化の多様化への挑戦事業

神奈川県 旬味こじま 『大人の居酒屋』をコンセプトにした広報事業

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

神奈川県 松本自動車 整備作業の高度化、顧客への整備情報提供の強化による販路開拓

神奈川県 松本農園 ロケーションを生かしたリゾート感覚のＢＢＱ広場の最適化

神奈川県 湘南マイホームサービス(株) 高齢者向けホームメンテナンスサービス事業

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

神奈川県 真壁畳店 畳表折り曲げ機「ほっとおりひめ」導入と広報活動

神奈川県 神谷表具店 中古住宅のショールーム化による顧客提案型営業の展開

神奈川県 神奈川電器(株) 地域高齢者の安心安全な住環境サポート事業

神奈川県 倉橋綿店 遠くから目を惹く店舗外装改修事業

神奈川県 草柳時計眼鏡店 「はじめての遠近両用メガネ」による新規顧客獲得事業

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

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

神奈川県 中村屋肉店 やまと豚の美味しさ提案による販路開拓事業

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

神奈川県 珍満 店舗訴求力アップのためのファサードの改修

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

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

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

神奈川県 藤田屋 顧客の高齢化に伴う販売サービス改善による売上げ向上事業

神奈川県 日向天成園 和室向きのテーブルと椅子の新規設置事業

神奈川県 美容室プラタナスの樹 ジェルネイルの新メニュー化と広告宣伝事業

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

神奈川県 福尾ホームスタディ 無料体験講座の実施及び広告宣伝ツールの制作

神奈川県 米田リンキング 機械導入に伴う「収益力向上」と「新たな販路開拓」

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

神奈川県 野楽 「移動販売車のラッピングと厨房機器の交換及び地域貢献事業」

神奈川県 柳島屋青木酒店 『店内の買い回り向上で、顧客を呼び戻す、便利なお店へ！』

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

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

神奈川県 有限会社　佐々木商事 自転車の展示方法の改善による新規顧客の開拓

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

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

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

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

神奈川県 有限会社グリテックスインターナショナルリミテッド センサー式太陽自動追尾型太陽光発電装置の販売
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神奈川県 有限会社さかくら総本家 老舗の伝統と革新による和菓子ブランディング戦略

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

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

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

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

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

神奈川県 有限会社ヤマダヤビトル 一品からの手作り弁当宅配サービスＰＲ事業

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

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

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

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

神奈川県 有限会社三共リブレ ホームページの作成及びチラシの作成

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

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

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

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

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

神奈川県 有限会社風林堂製菓 新商品「でいらぼっちの足あとせんべい」開発

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

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

神奈川県 和風レストラン　静久 和式トイレから洋式トイレへの改修事業

新潟県 （株）巻フローリスト川村 悪天候時の対策によるチャンスロス低減とＰＯＰによる売上増加策

新潟県 （株）友家ホテル
客室入口の改修及びホームページ・パンフレット更新とスマートフォン対応による顧客獲得と稼働率
アップ事業

新潟県 （資）寿荘 高齢者やその家族が安心して宿を楽しめる館内改装

新潟県 （資）大吾菓子舗 商品表示の詳細記載・明確化と販売管理による効果的な商品構成の構築

新潟県 (有)笠原農園 安心安全な米づくりと美味しさを追求する農園米のブランディング

新潟県 （有）清流荘 「旅館で徹底的に快適に過ごす２日間」をテーマにした客室改装

新潟県 (有)鷹の巣館
外国人観光客を含む新規顧客増加のための広告宣伝媒体の強化とスタッフ増員による顧客満足
度の充実向上事業

新潟県 （有）中川清八商店 店内照明をＬＥＤ照明に取替える。日除けロールカーテンの新設。

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

新潟県 Club.D 素早く料理を提供する為の店舗環境の整備及び新規メニューの周知

新潟県 ＨＡＩＲＣＵＴ３１０ 障害者高齢者に優しいやすらぎとコミュニケーションの福祉理容店

新潟県 KAWAMURA オリジナル商品（実用新案登録商品）の販路拡大

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

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

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

新潟県 SHIFT 支店の開店に向けたスタッフ育成と新規顧客獲得のための広報ツール強化

新潟県 ＺａｋｋａＴｒｅｅ きになるサインオブジェ作成

新潟県 アルカディア 仕入れ強化と販売周知を行い売上増加につなげる事業

新潟県 いな穂
既存店舗の景観改善と集客率アップ事業
（店舗正面階段及び植込部分の改修。２階和式宴会場の改修。）

新潟県 ウイング・ワールド 顧客ニーズに対応するための商品開発と製作

新潟県 エバーグリーン株式会社 木材チップの販路開拓及び販売増への取り組み
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新潟県 オートガレージエムズ 「トータルリペアエムズ」

新潟県 お菓子屋さんｎｉｃｏ 「ｎｉｃｏカフェメニュー充実・客数向上事業」

新潟県 かじや ネットショップのセキュリティ向上とスマートフォンからの受注対応の仕組みづくり

新潟県 カットサロンＥＬＬＥ チラシ広告定期的な新聞チラシ折込み事業

新潟県 かよ美容室 高齢者がリラックスできる空間を提供する優しいお店づくり

新潟県 ガレージはしづめ ３Ｄプリンターによる３Ｄモデルの作成、販売

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

新潟県 クリーニングの紺新 販売管理強化による効果的な広告宣伝による販路開拓

新潟県 グローカル＆シェア合同会社 ・ボウリング場での新たなＰＲ活動とＷＥＢ広告を連動させた顧客開拓

新潟県 けんこう社 店頭、店内スタジオ化、写真力発信事業

新潟県 コア・フィールフィス M3DトリートメントをPR＆店内内装リニューアルで新規客獲得

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

新潟県 ごっつお屋とくっと うれし懐かし、極上ぬか釜ごはんとレトロメニュー提供

新潟県 ごんべえ農園 店舗の存在をアピールするための「案内ポールおよび入口看板」の設置

新潟県 シャルム 売り上げアップの広告ツールと販路開拓事業

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

新潟県 スキー亭フォレスト 南魚沼コシヒカリを用いた食育支援による販路拡大事業

新潟県 ダイカツ商会 調色塗料と和風伝統色塗料の販路拡大事業

新潟県 ダイビング＆ネイチャーツアーＦ．ＷＡＶＥ ホームページ作成事業

新潟県 たかじん鍼灸接骨治療院 より快適でより安全なワンランク上の治療院へ

新潟県 たなべ靴店 誰でも、いつでも、できる、スロ-ジョキング始めませんか！

新潟県 ドライブインとよふじ 高齢者と家族客がゆっくりと食事のできる客室改装

新潟県 なかの薬店 薬事法改正に係る薬の宅配開始とスタンプ事業と連携した顧客管理の徹底とサービス

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

新潟県 パティスリーリ・リ 店舗（カフェ）改装による販路開拓・顧客拡大事業

新潟県 パン工房ラパン ラベルプリンター購入による卸販売事業

新潟県 フォトハウス小山 「いい表情を撮影出来る、お宅での出張撮影の展開」

新潟県 プロダクティブ 結婚式での新郎新婦用フィギュアの開発と販路拡大

新潟県 ペンション永倉 良質寝具導入による、集客アップ事業

新潟県 ポポラーレ 「イタリア風居酒屋」の実施

新潟県 ポルタ 日持ちするお菓子の開発とバースデーケーキのサービス強化

新潟県 まちの洋食屋カンパーニュ デザート・ドリンク・一品メニュー強化

新潟県 マム美容室
地域高齢化市場ニーズにお応えする高付加価値実現による地域美容文化活性化貢献と高齢者の
〈笑顔・元気〉の創出

新潟県 まめ工房いとう 菓子製造場の建設・新しい豆腐の商品化・ホームページの開設

新潟県 ミシンの友愛 「ミシンの事をより理解し、楽しい手作り体験と憩いの場の提案

新潟県 ミネラル工房
顧客とのつながりを深める為の『新カテゴリ追加』ホームページリニューアルと新規顧客の取りこみ
計画

新潟県 ヤマイ佐藤商店 「レトロで上質な空間・サービスの提供」と「手の平サイズのオリジナルお米ギフトの開発」

新潟県 リフォームジャパン 販促誌を活用した周知の徹底及び新規顧客の獲得

新潟県 レストランプルミエ トイレ改修による顧客へのイメージアップと団体客受入体制の整備による新たな客層の獲得

新潟県 ロッヂケルン 清流魚野川に於ける釣り人誘客の企画及び立案

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

新潟県 伊藤自動車鈑金塗装工業 多機能故障診断機「スキャンツール」導入による事業展開
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新潟県 岡鶴堂菓子舗 イベント出店用機械導入で「店舗外ほたる焼き販売事業」

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

新潟県 割烹山口屋 お客様にくつろいで会食して頂くための快適空間の創造・演出

新潟県 株式会社ＦＵＪＩ ボウリングレーンバンパー設置事業

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

新潟県 株式会社アベイル 顧客ニーズに応えるホームページのリニューアルで販売力強化を目指す

新潟県 株式会社イチカラ畑 生産体制確立に伴う設備導入

新潟県 株式会社エル.エフ近藤 企画商品の充実と販路拡大による売上の増加

新潟県 株式会社エンジェルジャポン 展示会出展における顧客増強事業

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

新潟県 株式会社カネキ屋工務店 ホームページの制作による販路の開拓

新潟県 株式会社キヨヅカ 展示会の開催秋の大収穫祭（仮）（10月第２ＯＲ第３の日曜日）

新潟県
株式会社ケーアンドイー
らーめん幸

自社ホームページの構築、およびプロモーション計画の策定事業

新潟県 株式会社シラツユ商事 新潟限定品、酒・清涼飲料のインターネット動画通販事業

新潟県 株式会社セトワイナリー 地域観光と観光ワイナリーの融合による地域ブランド強化事業

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

新潟県 株式会社パナフレンドオガワ 「中高年層の新規客開拓及び固定客の増加事業」

新潟県 株式会社プチジャポン 紙＋電子媒体を利用した価値を伝える情報配信サービスの提供

新潟県 株式会社ふふふ かわいいを生かした商品開発と販売チャネルの開拓

新潟県 株式会社ペットウィズ 老犬ホームの拡大

新潟県 株式会社ホイミ 自家製の特別栽培米コシヒカリ「う米」の販路拡大事業

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

新潟県 株式会社リゾート信越 新サービスの企画・開発及びプロモーション戦略

新潟県 株式会社ローズ・レンタル ホームページの認知度アップ等による新規の顧客獲得

新潟県 株式会社安田クリーン産業 ホームページの作成（ネット見積りシステムの構築）

新潟県 株式会社伊東屋 「割烹料亭」での夕食利用案内チラシとパンフレットの作成、配布

新潟県 株式会社井口製材所 古材関連商品の販売促進のための認知度向上

新潟県 株式会社越李 食の魚沼魅力発信事業

新潟県 株式会社横正機業場 白生地の新規利用に向けた商品開発とＰＲ活動

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

新潟県 株式会社嘉六 米の商品パッケージ・商品シールの改善、見直し

新潟県 株式会社皆建 緑化防草砂苔シートの開発（サンプル及びパンフレット作成）

新潟県 株式会社丸久建築 定年後の人へ向けた「職人が建てる家具付きの家」のブランド活用をした販売促進

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発信事業

新潟県 株式会社共栄電機 高齢化社会に対応し新たに健康・福祉分野に取り組む事業

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

新潟県 株式会社高倉電気商会 顧客PR用太陽光発電装置展示による販路開拓事業

新潟県 株式会社三雄工芸 特化したホ－ムページによるブライダルジュエリーのフルオーダー受注の全国展開

新潟県 株式会社自在館 平日の稼働率向上といにしえの自在館写真展

新潟県 株式会社匠の夢 展示会出展による販路開拓及び下請け型から自立型への転換

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

新潟県 株式会社神田酪農 ブランディング戦略におけるホームページリニューアル事業
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新潟県 株式会社村上トラベルサービス ご夫婦限定の旅「プレミアム旅倶楽部」の企画事業

新潟県 株式会社大倉 産地別高級ギフト新鮮パック米の開発事業と海外戦略

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

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

新潟県 株式会社畑十商店 離れたお客様を呼び戻す・新規のお客様を呼び込む店舗改装

新潟県 株式会社板垣組 大好評「日本国米」の販路拡大と商品開発

新潟県 株式会社樋口電機 「やってみようを応援する場所、ひぐちでんき！」

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

新潟県 株式会社苗場農産 そばがら入り田舎そば・変わりそばの開発

新潟県 株式会社穂海 芳味堂houmidoにおける加工品新商品開発と販路先獲得

新潟県 株式会社豊岡精肉焼肉店
豊岡焼肉店販売促進事業
（デザート用ジェラートアイスストッカー導入）

新潟県 株式会社堀井 お米面白ギフト強化事業

新潟県 株式会社末廣館 施設のバリアフリー化を推進するための客室トイレ改修事業

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

新潟県 ㈱ラブレイブ 冬期降雪時、店舗駐車場の除雪装置を導入

新潟県 ㈱リトモ メニュー表作成及び庭園整備。通販サイトリニューアル。

新潟県 ㈱白根大郷梨中村観光果樹園 衛生面を強化し快適な空間を提供する為の直売所改装

新潟県 巻機工房 自社製品を使用した新メニューの開発と移動販売車による直売

新潟県 丸屋菓子店 パティスリーマルヤ店内環境改善・商品スペース拡充事業

新潟県 丸勝会館 幅広い世代が好む料理開発のためウォーターフライヤーの導入

新潟県 丸中商店 本物志向のお客様に、佐渡の本物の味をＰＲする事業

新潟県 久思楼 「家族３世代で楽しめる料亭」を目指して

新潟県 居酒屋つるまる トイレ改装による快適店舗化とリピート率アップ販促

新潟県 魚善
テーブル・イス席設置に伴う新店舗コンセプトの確立。
・新しい会席・宴会プラン等の提供。

新潟県 魚多・まこし 看板がチラシに！わたしの店はこんなお店でここにあります！！

新潟県 京仏具ほし ホームページ開設による新規個人客開拓事業

新潟県 桐沢精肉店 新たな地元ブランド牛（豊浦牛）販売開始に係るショーケース導入と販路開拓

新潟県 金久商店 販路開拓事業

新潟県 金子ブロイラー 半羽唐揚の差別化とお客様の入りやすいお店づくり。

新潟県 桑原工務店 「家相、パッシブ融合設計」の周知事業

新潟県 原田通機・情報サービス 地域サービス充実事業※省エネ事業所提案型

新潟県 五十嵐農機 農業者が気軽に相談できる相談所開設と情報交換スペース設置

新潟県 更科食堂 国道から見て分かる当店内容ＰＲによる売上増進事業

新潟県 高村建具店 越後杉の素材をいかした丸みを生かした木工製品開発

新潟県 合資会社丸田屋商店 感動体験と販売促進のためのパンフレット作成

新潟県 合資会社小林醤油店 醤油加工品の新商品開発、及び新規販路拡大

新潟県 合資会社日野尾商店 健康食品米糀（島内産）を活用した新たな販路開拓

新潟県 合同会社アレコレ デザイン性があるオリジナルの新潟土産の開発

新潟県 笹川流れすみれ工房 100％自然の力で、生活に安心と潤いを…！！竹酢液蒸留タイプの販路拡大

新潟県 山岳手打ちそば一寿 韃靼ソバの関連商品11品目の販売力強化

新潟県 司法書士小林克行法務事務所 遺産承継業務・財産管理支援サービス

新潟県 志賀スポ－ツ ・自分だけ・自分達チームだけのオリジナルウエア製作。



87

所在地 事業者名 事業名

新潟県 小川美容室 トイレ内段差解消、洋式便器変更事業

新潟県 小木工業株式会社 水周りリフォームショールームの改修

新潟県 松井時計眼鏡店 自社オリジナルグラスの展示会販売、及び広告PR

新潟県 松永設計 トータルコーディネートを追及する家づくり

新潟県 松月 新発想のお土産品の販売促進方法の開発

新潟県 上村屋 トイレ改修による高齢者や体の不自由の方に優しいお店づくり。

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

新潟県 新潟第一酒造株式会社 発泡性清酒の新商品開発

新潟県 真栄自動車 「フロンガス放出防止による環境対策と個人客獲得作戦」

新潟県 神田　長四郎 新聞折込広告を利用した関東圏への米の直接販売

新潟県 刃研ぎ屋イタバ 新規顧客開拓事業

新潟県 石田鈑金 タイヤのこだわりを追求した顧客満足の実現と安全の提供

新潟県 川永農園 田舎体験のメニュー告知と安心安全を重視した販売方法の開発

新潟県 創作フランス料理モントルー お客様満足を高める店舗改装工事

新潟県 総檜風呂の宿あらかわ荘 家族客、高齢者をターゲットとしたHPとパンフレットによる情報発信事業

新潟県 村越電気管理事務所 絶縁保護具の耐圧試験業務参入に伴う耐圧試験室の設置

新潟県 太陽森林塾 「新規生徒獲得のための指導用機材の導入及び広告宣伝事業」

新潟県 大桃商店 新店舗改装に伴う拡販事業

新潟県 大野美装 塗装工事の受注を目的としたチラシ配布事業

新潟県 炭焼ちゃーしゅー家 お客様の入りやすい店づくり事業

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

新潟県 中之口いのまた接骨院 接骨院のＰＲ事業

新潟県 塚野刺繍株式会社 刺繍小物雑貨販売促進事業

新潟県 天手古舞 蕎麦の写真をメインに視覚で美味を伝える広告による顧客開拓事業

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

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

新潟県 東京飯店 宴会客獲得のための店舗改装工事

新潟県 東邦実業株式会社
次世代の農場主へのＷＥＢによる成功事例の提供と防疫のリスク管理の実現
見込み客数の問い合わせ数！２倍計画！

新潟県 内藤物産 空きスペースを利用した商品展示スペースおよび商談スペース設置

新潟県 肉の鶴久 自宅で美味しい自家製冷凍総菜の販売

新潟県 日本料理手しごとこじま 仏事・慶事の需要を取り込み販路の拡大を目指す。

新潟県 番番亭 休日の仕出し・弁当の販路拡大事業

新潟県 飛燕ゼミ チラシ配布による広告宣伝と自習室設置で新規顧客の獲得を目指す。

新潟県 美容室PickUp（ピックアップ） 30代～50代の女性が美しく輝ける美容室を目指す事業

新潟県 美容室ソワン オーガニックヘッドスパと再生育毛コースの展開

新潟県 福クリーニング 「福クリーニング」の事業拡大と店頭部分店舗改装を含めた企画

新潟県 平畳店 ホット織り姫機で「ホッとする畳小物」作製および販促活動による販売拡大

新潟県 民宿浦新 乾燥室改修設備事業（顧客サービスの充実）

新潟県 民宿休み場 常連客の不便解消と心を掴む新サービスの提供による「超常連客」の創出

新潟県 民宿才七 合宿客のニーズを取り入れたトイレ改修と新プランの考案

新潟県 明星社印刷所 ネット販売システムの構築

新潟県 有限会社　ミナトシューズ 健康になる為の靴をしっかりと解説、説明する販売方法の開発
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新潟県 有限会社Ｊ．ｂｌｏｏｄ Ｍａｄｅ　ｉｎ　ｊａｐａｎ　コンパクトパーツの開発による海外販路の拡大

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

新潟県 有限会社アイヒコ 客数と客単価を向上させるためのトイレ改装事業

新潟県 有限会社あやめフード 上越市の3財（3つの財産）をPRできるお弁当（押し寿司）の開発

新潟県 有限会社あわづや 主力商品味付、五目赤飯のパッケージの充実化、ブランドイメージアップ

新潟県 有限会社エムアンドエム 対象客を明確にした、わがままな貴方のための店舗リニューアル！

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

新潟県 有限会社コイズミ 『業務用補聴器真空乾燥機による乾燥クリーニング事業』

新潟県 有限会社シロキヤ
ＰＯＳレジの顧客管理システムを活用して顧客の購買動向を把握して品揃えの強化と効率的な販
売促進を目指す。

新潟県 有限会社ダスキン山田 お試し使用体験周知活動

新潟県 有限会社たちばな 地域住民との交流を促進するコミュニティー美容室づくり事業。

新潟県 有限会社ツバメテラス 美容室の店舗改装によるカフェ併設プロジェクト!

新潟県 有限会社トラスト 来店型販売への取り組みとして本町通りへの店舗出店及び店舗の改修事業

新潟県 有限会社はじめ チラシ・リーフレットの整備ＨＰ開設及びＳＮＳ構築による顧客への情報発信強化事業

新潟県 有限会社バラーズファクトリー 移動販売車の製造インターネット販売事業

新潟県 有限会社マルダイ ＰＣ冷却用品「ピュアアルミニウムすのこタン。」販売促進事業

新潟県 有限会社モカ 品質向上と受注拡大活動

新潟県 有限会社モンルポ 販路拡大に向けた、外国人ニーズに沿った空間づくりと英語版ホームページの作成事業

新潟県 有限会社ユニーク 「バッテリー式照明＆蓄電装置の新型デモ機製作」による新規顧客獲得事業

新潟県 有限会社割烹豆腐オオハシ 新体験！糖度１６度甘さ引き立つ、桜おぼろ・豆乳スムジーの開発

新潟県 有限会社丸実 里山再生サイクル復活のための広報・啓蒙活動ツール作成

新潟県 有限会社吉田茶屋 新たな顧客層へ地産地消の本格居酒屋としての周知をはかる事業

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

新潟県 有限会社今成薬局 笑顔を届け笑顔を引き出す、御用聞き通販事業

新潟県 有限会社細矢農園 御献上あわ入り【〆張りおこわ】の開発

新潟県 有限会社住吉屋 新メニューの開発と新しい食事コースプランの提案それに伴うＰＲ

新潟県 有限会社小川サッシ お手軽な省エネルギー住宅の促進

新潟県 有限会社小川印刷 「集う場」からうみだすスキマ印刷

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

新潟県 有限会社太刀川写真館 若年層の取り込み、プリント需要、撮影需要、の増加

新潟県 有限会社豆撰 核家族、シニア層に向けた「栃尾の油揚げ」を使った新商品開発

新潟県 有限会社南雲時計宝飾店 ドイツ時計で「新しいライフスタイルへ変身」という新しい時計販売の開発。

新潟県 有限会社美月堂 製造担当者１名雇用、弊社ＰＲ用ウェブサイトの構築、商品パッケージの刷新

新潟県 有限会社保よし 外国人向け５ヶ国語に対応できるメニューとインターネットの構築事業

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

新潟県 有限会社旅館おかやま 外国人客誘客の為の自社WEBサイト強化・宣伝・営業活動及び外国語パンフレットの作成事業

新潟県 有限会社櫻井メリヤス工場 自社ブランド立ち上げによる新商品開発、展示販売事業

新潟県 ㈲トキ トイレの便器取替及び部屋改修工事

新潟県 ㈲遠藤青汁新潟センター 地域完結型宅配網による安心安全な青汁と農産品の販売促進事業

新潟県 ㈲上村ラジオ 高齢者・飲食店への快適環境サポート事業

新潟県 ㈲竹膳 店舗改装によるＰＲ事業

新潟県 ㈲白根グレープガーデン 新規直売所の参加に伴う冷凍ショーケースの設置。
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新潟県 理容まえだ・女性お顔そり専門店あんじゅ 女性お顔そり専門店のアンチエイジングメニューおよびブライダルメニュー新設による顧客創出

新潟県 立場とうふ 立場とうふ駐車場整備事業

富山県 BarberShopT's サービスメニューを周知するチラシの作成と女性・高齢者等を対象とした施設整備

富山県 boulangeriemasyu 製造スペース拡大による作業効率向上・売上倍増事業

富山県 café＆diningPuameria 店舗ファサードの環境整備、オリジナルスイーツの開発による集客アップ

富山県 café青葉 心と体にやさしいランチメニューの開発と看板の設置による新規顧客開拓

富山県 goat'sblessingやぎさんの恵み ～まだ見ぬ顧客へのアプローチ～HP等での魅力発信と販売強化

富山県 hairfactoryE’ WEB集客の強化と平日集客

富山県 HealingCourt 現地移転に伴う新規顧客獲得のためのPR活動

富山県 IBモータース有限会社 顧客獲得のための店舗看板の設置

富山県 JiccaZicca パラペットサイン及び壁面サイン設置事業

富山県 LeGrandBeautySalon マタニティフォト予約状況がHP上で確認できるシステム作りと広告宣伝事業

富山県 L'ensoleiller 販売ツール「口コミ」の効果向上事業

富山県 Osteria食堂ふらいぱん 北陸新幹線開業に向け～白エビ入りハンバーグ～の全国発信

富山県 R'shair 顧客満足度をあげる為のワンランクＵＰしたヘアサロンへの改装

富山県 S'cort（エスコート） 「店舗知名度向上事業」

富山県 ありきたり 女子会プラン実現に向けた店舗提案事業

富山県 イタリア料理エルバッチャ HPリニューアル事業

富山県 うまいもん館 自分で耕し自分で食べる山の食と緑の体験事業で売上増進

富山県 ウラヤマ考業 自社開発留め具の販路拡大事業

富山県 エースヴィジョン株式会社 富山発「環境と人にやさしく」がテーマの自社ブランド『エコラーレとやま』の立ち上げ事業

富山県 エコーウッド富山株式会社 杉間伐材で作った生活雑貨の開発とネットショップ販売

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

富山県 オバタ硝子工房 「HPと電子カタログを活用した販路開拓」

富山県 オリーブ 地元野菜の活用メニューの紹介及び開発事業

富山県 お食事処坂出 食材の加工室増設による、山菜等の安定供給と新メニューの開発

富山県 お食事処中藤 エコなお店づくりと接客サービスの向上事業

富山県 カレーショップJINJIN HPリニューアルと新メニューラジオ広告事業

富山県 コアフュール・まつお 中高年層新規顧客獲得のための店舗バリアフリー化改装

富山県 コアントロ 5周年記念企画・魅力ある店舗改修による新規顧客の開拓

富山県 コーナーカフェ 非日常を経験できる異空間を演出したカフェづくり

富山県 シャ・ノワール 地域資源を活用した新商品開発とプロモーション事業

富山県 じんずし・カレーのチャンピオン 観光客等に向けた誘導看板とサインシート設置事業

富山県 スナック幾代 他にはない手作りおつまみを活かした顧客拡大戦略

富山県 スパークルカンパニー エリア拡大にむけて営業所開設と新サービス導入事業

富山県 セクター 照明イメージのパソコンデータ化とLEDスポットライトの購入

富山県 タカギ工業 環境に優しい機材導入による作業時間短縮事業

富山県 ドライブイン金龍 「新商品試作開発、地元のクマ笹を使ったソフトクリーム」～地域資源を活用したご当地グルメ～

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

富山県 とるくや お店の魅力を伝えるプロモーション事業の実施

富山県 トントンハウスパスコ店 イスラム教徒向けオリジナルパンの開発、販売による差別化

富山県 ナチュラルスイーツぽんぽん 低糖質スイーツの開発及びパッケージデザイン
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富山県 パティスリー・ブーケ 新製品の開発及び店名入りオリジナル包装作成

富山県 ファッションギャラリーあさのや 「サロンスペース新設のための店舗改装」と「チラシ作製」で新規顧客開拓を行う

富山県 プモ・リ 「ペンション経営から立山山麓1番の人気飲食店への革新」

富山県 ヘアースタジオやまぎし 「男性女性向けヘッドスパ、女性向けエステメニューの開発と新規客層の開拓」

富山県 ヘアサローネリゴレット 背面投影スクリーンによる店舗紹介ビデオ広告

富山県 ボーノペッシェ 氷見寒鰤のフレークと発酵真鰯のトマトソースの開発

富山県 マイ・フローリスト ロードサイドの強みを活かした店舗移転による販路拡大

富山県 マツエ写真材料店 LED常時光撮影スタジオによる思い出づくりパートナーフォトショップ事業

富山県 マンマチャオ庄川町リプロ店 新規顧客獲得PR活動と店舗内快適利用事業

富山県 むらさき園 果樹(高級品種)を活用した、販売強化・販路拡大事業

富山県 よし紀 自家製調味料を活用した新創作料理メニューによる少人数集客と商品化事業

富山県 ラーメン菜館はじめ 大型サインによる新メニュー提案PR事業

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

富山県 レインボーレンタル株式会社 「外国語HP公開による海外顧客の取込みとネットでスキー受付事業」

富山県 ワープ・ヘアー ヘッドスパ等新サービスを提供するために必要となる設備投資等の事業

富山県 雅環境造形 モデルガーデン兼貸席事業スペース「樫亭」の発展的活用事業

富山県 株式会社NEXT・I 看板設置、店舗レイアウト変更による照明機器の導入及びフリーペーパー広告掲載

富山県 株式会社SUDACHI 最新の機器とリスク管理を導入したデイサービスの事業

富山県 株式会社TAPP 釣具(ルアー)の新商品開発・製造に伴う人材雇用

富山県 株式会社アースクリエーション 当社商品の販売促進および販路拡大事業における広告宣伝事業

富山県 株式会社オフィス城東 自家製ドレッシングの商品開発および販売促進

富山県 株式会社ガスコムノムラ LPガススポット販売及びガス機器レンタル

富山県 株式会社キタノ商事 介護用椅子型昇降機の設置事業

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

富山県 株式会社シンソーワ 効果的な広告宣伝による認知度向上と下請け体質からの脱却

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

富山県 株式会社タカミチ デジタルプリント受付機の高速化とタッチパネル化並びに店名ロゴ変更に伴う店舗看板の設置

富山県 株式会社はとや ひさし取付け等の店舗改装による集客力アップ

富山県 株式会社フジタ 第28回東京ビジネス・サミット2014異業種交流展示商談会販路開拓事業

富山県 株式会社ベスト・スリー 顧客からの信頼向上と受注拡大に向けた作業効率改善事業

富山県 株式会社マキノ商会 地域資源を活用した無添加ドライフルーツの開発と販路拡大

富山県 株式会社ヤハタセイコー 技術者の確保に向けたCI戦略の構築

富山県 株式会社ライフアップ 創業間もない自社の認知度をアップし新規顧客開拓する

富山県 株式会社わらびしい倶楽部 パソコンを通じたアクティブシニアのコミュニティ拡大

富山県 株式会社下飯野 トータル美容サービスの広報および顧客増大事業

富山県 株式会社橋本カンテツ 軽車両での出張溶接サービスによる新規顧客獲得

富山県 株式会社橋本テクニカル工業 展示会出展と広報誌掲載によるスーパークリーナーの販売促進

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

富山県 株式会社国際有機公社 AgriCare(アグリケア)プランの提案と普及で販路拡大

富山県 株式会社秋山クリーニング 着物に特化した、ネット注文システムの販売促進事業と着物保管・管理事業

富山県 株式会社上田組 利賀の山菜販売並びに各種体験のPR事業

富山県 株式会社仙人 元気の源またたび酒「仙人」リニューアル事業
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富山県 株式会社浅野 新規顧客開拓に向けたHPの開設

富山県 株式会社村中手芸 独自開発の消臭シート活用商品の開発とネットによる販売促進

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

富山県 株式会社中邑工務店 当社の技術と地域密着型不動産情報の発信

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

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

富山県 株式会社福光石工 耐震・耐水「墓」を広く周知するための広告宣伝事業

富山県 吉乃友酒造有限会社 純米酒と新商品の販売促進

富山県 宮丸仏壇店 遠くから見える電飾看板設置と集客アップへ繋げるチラシ作成

富山県 居酒屋こきりこ ファミリーユース等を獲得するサービス改善事業

富山県 玉旭酒造有限会社 「生酒プレミアム」商品のパッケージデザイン変更及び首掛けPOP制作

富山県 金山物産株式会社 一般・個人の誘客を促すHPの作成と企業紹介パンフレットの作成

富山県 古民家の宿おかべ 食事部屋・宿泊部屋の改装による新規顧客の獲得

富山県 溝口梅華堂 若い世帯層をターゲットとした新パッケージを活用した新規顧客開拓

富山県 佐野酒店・お待ち堂 北陸新幹線開業に向けたビジター対応観光情報発信事業

富山県 自家製麺蔵王桃花 客席レイアウトの見直しと水回りの改修

富山県 柴田瓦工事 防災・減災に対応した施工方法等を広く周知するための広報活動事業

富山県 煮込亭 太閤山ランド入口売店で販売するお土産品用帯紙並びに袋デザイン開発

富山県 手打ちそば屋堀田 山里で触れ合う自然体験とそば粉100％の味

富山県 趣味の店シバガキ 美容と健康管理をカウンセリングする化粧品販売店へのリニューアル事業

富山県 秀庖 「越中和膳のメニュー作り」～かがやき富山プロジェクト北陸新幹線開業に向けて～

富山県 小川屋 メルギューもなかアイスの販売

富山県 上下興業有限会社 広範囲に及ぶ敷地に対する雑草対策の提案及び施工

富山県 城端麦酒有限会社 北陸新幹線開業による観光客増加に伴うお土産等パッケージの開発

富山県 水口酒店 証明LED化と看板設置及び店名入りロールカーテンによる訴求効果と来店機会の向上策

富山県 杉野味噌醤油株式会社 北陸地方を中心に伝承される「よごし」を次世代に繋ぐための味噌商品「よごし味噌」の開発・販売

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

富山県 赤川焼 新たな体験教室を中心とした販路開拓事業及び新たな土鍋開発

富山県 扇原清月堂 高齢者に優しい店舗づくり事業

富山県 泉建設株式会社 ウッドチップ舗装の設計施工とウレタン系合成樹脂の販売

富山県 泉造花店 HPを開設し、生前の葬儀予約に対応する事業

富山県 第一印刷 業務用プリンタの導入

富山県 竹田精肉店 店舗のイメージアップ効果を打ち出すファサードの一新

富山県 中斉拓也建築設計 事務所移転にともなうテナントの改装

富山県 中田酒店 酒を原料としたオリジナル商品開発と飲食を伴う旬の食と酒のアンテナショップ

富山県 長木商店 店舗小売へのシフトにより顧客ニーズへの対応力を向上

富山県 嶋田工芸（木の駅木芸館） チラシ製作による現代風庄川挽物商品の販売促進事業

富山県 南光実業 デザイン性・包装品質の向上による販売促進事業

富山県 南日味噌醤油株式会社 ホームページのリニューアルと商品ＤＭの作成

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

富山県 農事組合法人味彩おおやま 「大山にんじんうどん」の新商品開発事業

富山県 肥塚建築 新築・リフォーム事業のブランディングと販促強化
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富山県 尾山製材株式会社 富山県産虫食い楢材による里山再生事業

富山県 美容院moonish 新施術システム等の導入に伴う新規顧客の開拓

富山県 美容室ジュリアン 高齢者層リピーター客の囲い込みや若年層新規顧客獲得のための店舗新装と宣伝活動

富山県 富美菊酒造株式会社 日本酒における四季醸造とフレッシュローテーションの確立による新ニーズの開拓

富山県 布目クリーニング 新規顧客の獲得等顧客拡大を目指す「テレフォン集配」広報宣伝事業

富山県 片口屋 集客力を上げるための店舗改装とこれに伴う販売促進に向けた企画・宣伝

富山県 北陸物産 売上増加や販路拡大の為の「生産力向上と情報発信」に向けた機械導入

富山県 本田酒店・ファミリーマート入善駅前店 海外用ウォシュレット(手動式）の試作と販路開拓事業

富山県 野村鉄工所 2職種の工事施行能力を活かした新規顧客の獲得事業

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

富山県 有限会社AT企画印刷 HPを活用した販売促進活動

富山県 有限会社いずみ 高齢者に優しい会食空間の提供事業

富山県 有限会社カンパーニュ ファサード看板のリニューアルによる販売促進

富山県 有限会社ダイワ精工 ステンレス分野での複雑高精度製品の開発と新分野への販路拡大及び、そのPRの為のHP作成

富山県 有限会社タガアートステンレス 事業承継を踏まえたタブレット端末向けプロモーションビデオの制作

富山県 有限会社ふくい自動車工業 自動車のトータルプロデュースでカスタマーサービスの向上

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

富山県 有限会社ミヤザキ 明るく元気に美しく、広告宣伝強化による販路拡大活動

富山県 有限会社井山商店 おもてなしスペースを設けるための店舗改装

富山県 有限会社河合呉服店 地域資源を活かしたオリジナル商品の販売促進事業

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

富山県 有限会社丸善交通 介護タクシーのPRおよび北陸新幹線開業対策販促強化事業

富山県 有限会社駒津石油商会 物が売れるディスプレイと空間づくりを目指したセールスルームの大改装

富山県 有限会社桂樹舎 郵便局と提携した「便せんセット」商品開発のための、「苗字ロゴデザイン」委託事業

富山県 有限会社元気楽 「黒部名水ポーク」を」使った激旨チャーシューの味を家庭でも楽しめるための通販事業

富山県 有限会社呉羽カラー 高精度のDPE出力機導入とオリジナルアルバム周知の為のチラシ作成

富山県 有限会社後藤商店 新店舗開設による顧客層の拡大

富山県 有限会社高桑ハウス工業 弊社プロジェクト「あこんとこの大工さん」ブランド化及び地元定着化事業

富山県 有限会社高見トラックセンター 特殊トラック(塵芥車・冷凍車・介護車輌)のレンタル・リース広報宣伝事業

富山県 有限会社酒井食品加工所 パン粉事業の強化に伴う新商品の新市場開拓及び新規顧客開拓

富山県 有限会社小原石材 集客イベントのチラシ作成とパンフレット作成による自社ブランディング戦略

富山県 有限会社上原自動車商会 自動車ボディーコーティングを内製化する新サービスの開発事業

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

富山県 有限会社清八楼 個人グループ向けランチ専用室への改修とプロモーション事業

富山県 有限会社西川鉄筋 実証実験の事例など、商品の付加価値を分かり易く伝えるHPの新規開設等による販路開拓事業

富山県 有限会社浅野電機商会 光回線サービス関連工事業務への新規参入による事業拡大

富山県 有限会社瀧味堂 商品パッケージデザインの一新とパンフレット作成による販路拡大

富山県 有限会社北吉 高齢者及び家族連れをターゲットにした客室改修

富山県 有限会社立山スチール 中古スノーボード、サーフボードを使用したリサイクルベンチの開発及び販路開拓事業

富山県 有限会社鈴香食品 地場海産物を生かした新製品の開発による販路及び新規顧客開拓

富山県 有限会社和工業 家族構成変化等にともなう住宅空き部屋再活用促進事業

富山県 旅亭みや川 おもてなしのための改修事業（ウォシュレット設置）と広告宣伝
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富山県 和伊之介
女性やカップル(観光客）にも優しいお店づくりと新メニュー開発、提供の工夫を試みることによっ
て、新たな集客を目指す

富山県 和食れすとらん一休19HITOYASUMI 北陸新幹線開業に向けたご当地弁当開発＆販売・販路開拓事業

富山県 萬盛庵 「店内作業効率の向上による看板メニューの再構築」

富山県 髙千代 ファサードの改装と料理提供のランクアップ化事業

石川県 AQUA パンフレット作成によるPR事業

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

石川県 ＨａｉｒcuｔstudioCouleur 着物着付け業務開始に伴う店舗改装（着付け室の設置）とその周知

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

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

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

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

石川県 ＳｔｙｌｉｓｈＣｈｉｎｅｓｅＳＨＥＮＧ 特徴ある看板の取付と新聞チラシでＰＲ

石川県 ＴＯＴＡＬ－Ｔ ギャラリー、カフェコーナー新設による集客アップ

石川県 ＴＯＷＡＫＯメディカルコスメティック株式会社 新規開発商品の販促ツール（パンフ、ポスター、リーフレット、ホームページ）作成

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

石川県 イーユーエフ株式会社 １人客用カウンターの新設で販路拡大

石川県 いけの整骨院 近隣の環境変化で目立たなくなったサイン看板のリニュ―アル（夜間も見える）

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

石川県 ウーブンナック株式会社 新商品の販促パンフ作成、ＴＶＣＭ放映、商社との商談等の販促活動

石川県 うらべ家具店 インテリア好きに特化した店舗開発及びその販売促進

石川県 エクセレント 出張訪問美容における販路開拓（機械措置購入とチラシ作成等）

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

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

石川県 えんがわ湯の町カフェ 山中温泉コミュニティカフェえんがわ湯の町カフェ

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

石川県 カドヤ お試し用補聴器等を設置しキャンペーンを開催して集客力を高める

石川県 カフェ遊帆＆ゲストハウス北海 透明性、安全性を高める店舗改装とウエブサイト作成による情報発信

石川県 コアフュールマジュール 親子同時施術可能兼リラクゼーションルーム設置と広告

石川県 コリヤンハウス森本店 メニュー表の見直しと無煙ロースターの設置

石川県 サンライズ。ドーナツ
新商品開発とチラシの作成、工場の改装（固定店舗開設）による無店舗営業と固定店舗営業の併
業

石川県 シオモト製紐 新商品のPRパンフ作成とHP製作

石川県 シャンブル・ドゥ・CoCo 特徴的空間の演出とPR事業

石川県 シュエット雑貨店 アメ車のカットボディを店舗外壁に埋め込みし販促、ショッピング満足度を向上させる

石川県 ジュエリー工房ヴァン・エール 新商品加工機械導入及び展示会出展

石川県 ショコラヘアーデザイン モデル使用写真、割引券付小冊子製作配布による新規顧客獲得事業

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

石川県 すがた食堂 トイレ、座敷の改修（若者、女性層向けに配色デザインを工夫する）

石川県 そば処浄楽 テーブル席新設とそば打ち道場の創設

石川県 たにてる工芸 高性能旋盤の購入

石川県 ティ・アイ・エス株式会社 新規顧客事業獲得・集客数増大　広報事業

石川県 ときわ亭 店舗前看板リニュ―アル及び掘りこたつ式テーブルへの改修

石川県 ナチュラルスパイスマザー 新たなパッケージ開発と広告宣伝
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石川県 のどつぐウェディング株式会社 能登の伝統儀式「花嫁のれんをくぐる心」を体験～能登スタイルの結婚式を挙げてもらう～

石川県 バーバーアダチ レディースシェービング部門を強化のための店舗外観、内装の改善

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

石川県 パールドライ 高級、難洗衣類クリーニング技術の全国発信にむけてのＨＰ作成

石川県 はいから食堂 新商品開発（パッケージデザイン含む）と専用機械装置費及びチラシ作成等の販売促進活動

石川県 はまづる 旅行雑誌、フリーペーパーを活用した広告による知名度アップ

石川県 ファッションモードふなづ 専門店ならではの店づくりで他店との差別化を図る

石川県 ブティックｓｐｏｏｎ 婦人服に加えユニセックス商品も導入するため看板を書き換えし、夜間の照明を取り付ける

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

石川県 ベルン 新商品開発とパンフ、チラシ作成、雑誌広告による販促

石川県 ペンション＆カフェクルーズ
浴室を改修（夜空が見えハイセンスのデザイン風呂に）しパンフ、ホームページの作成等で集客力
を高める

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

石川県 よしもりサイクル 主力商品を認識性を向上させるための看板の改修

石川県 ライトアップ 需要創出特化型ホームページの販路拡大事業

石川県 ワイン＆フーズよしべ 新商品の導入によるPR活動と店舗改修

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

石川県 永野技研株式会社 「焼ばめホルダ」の導入で複雑多様化する製品加工ニーズに対応する

石川県 欧風料理アバンセ 新看板取付とリーフレット作成で販促活動

石川県 卸はまがた 能登半島の流木・石を利用した商品開発事業

石川県 海王星株式会社 米粉商品開発と展示・試食会への出展及び宣伝のためのチラシ作成

石川県 革工房aiko 商品陳列レイアウト変更及び田鶴浜建具の技術を活かした陳列棚設置

石川県 学習塾ペガサス志雄教室 「育脳寺子屋」開設とPR事業

石川県 楽房彩里 和式テーブルを椅子テーブルにして人に優しい食事空間を作る

石川県 株式会社ＤｅｓｉｇｎＳｔｏｒｅ ＨＰ改良と新規顧客の開拓のための首都圏版雑誌掲載

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

石川県 株式会社OkuruSky 能登の農産物加工品としてワインに合う蜂蜜を活用した新商品を開発する

石川県 株式会社Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｅ マッサージ治療家を斡旋する「治療院コンシェルジュの」事業を立ち上げしホームページ作成でＰＲ

石川県 株式会社いわずみ 日持ち３０日を実現する流通対応能登ベルギーワッフルの企画開発

石川県 株式会社ウィード 「探したい商材」がすぐ見つかる繊維素材のカラーカタログ制作

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

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

石川県 株式会社カメダ設計 提案型事業へ転換のためパンフ、ホームページ、看板を作成する

石川県 株式会社グランデ―ジ 新しい情報を発信できる生きたＨＰを作成

石川県 株式会社シマサキ陶器 中国上海地区でのサロン形式の展示会出展による市場開拓

石川県 株式会社にし井サラダ館内灘駅前店 店舗正面にオーニングテント設置し、チラシも含め宣伝効果の高いＰＲをする

石川県 株式会社ハイディワイナリー 総持寺祖院との連携によるオリジナルワインリリース

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

石川県 株式会社ピースリー 広報チラシの作成（全国に先駆けたペット納骨便の全国展開）

石川県 株式会社みかわ薬局 かかりつけ薬局（相談薬局）の機能を充実のための機器購入と広報活動

石川県 株式会社ミヤノ ＬＥＤスタジオ導入による戦略的ＰＲ

石川県 株式会社リトロヴォ 世界初大型珪藻土ピザ窯使用のピザレストランの販促宣伝（看板設置、販促）

石川県 株式会社羽田 パンフ作成、サンプルルーム新設で販路拡大
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石川県 株式会社我が家 町中応援支隊による町中在住高齢者の住まい安心事業

石川県 株式会社宮本仏壇店 専門家による市場調査と広報活動

石川県 株式会社元湯石屋 トイレのバリアフリー化で高齢者の利便を向上させて集客力を高める

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

石川県 株式会社寺井ガス 併業のコインランドリーに安心安全な子供スペース（遊技場）を増設し顧客満足度を高める

石川県 株式会社勝泉建築板金工業 ショールーム設置（他社との差別化）と戦略的ＰＲ活動

石川県 株式会社中村固腸堂 顧客情報の電子化による効果的広報

石川県 株式会社辻屋商店 辻屋商店劇場的エンタテイメント向上計画

石川県 株式会社鼎建設 新商品開発と展示会出展による販路開拓

石川県 株式会社本田 顧客送迎（無料）システムを構築しチラシ、パンフ作成、外看板作成で浸透を図る

石川県 株式会社満る文 店舗の一部に本格的な久谷焼の器で提供するカフェギャラリーを開設する

石川県 喜多撚糸 繊維機械向け照明装置取り付け（品質、生産効率向上）

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

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

石川県 近岡屋醤油株式会社 職人による杉樽木桶仕込みにこだわった能登醤油の情報発信（パンフ製作、展示会出展等）事業

石川県 金沢おぐら座株式会社 劇場の正面看板にＬＥＤ照明を設置し、認識度の向上を図る

石川県 古海魯肴 能登餃子の通信販売とフリーペーパー情報誌掲載等で注文の増加を図る

石川県 戸出工房 金・銀箔使用の購買意欲を抱かせる作品の制作のための陶芸専用マイコン窯の設置

石川県 五箇山農園食堂 ソフトクリームサーバーの導入でデザートメニューの充実を図り

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

石川県 広野菓子店 新商品開発に伴う機械装置設置及びオリジナルパッケージデザイン作成

石川県 香華園 出前注文対応のため厨房の省力化とチラシ広告を行う

石川県 紺谷ワインダ― 極細糸加工の歩留まり向上及び短納期化を可能にする新システム導入による新分野進出

石川県 三浦水産有限会社 新メニュー開発によるチラシ作成、マスコミ広告、看板製作等の販促活動

石川県 三伸樹脂工業株式会社 新商品開発のため金型を修正してサンプルを作成販促を行う

石川県 山崎美術工芸館 行ってみたくなる希少美術品の展示会出展による販売拡大

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

石川県 酒井樹脂機工 特殊ドリルの導入で新たに可能となる加工技術活かした販路開拓

石川県 寿し一 『七尾・等伯・寿司』のマッチングによる『すし王国』の再建

石川県 旬彩と暖らんあじしょう 高齢者集客強化事業として高座椅子を導入しチラシ作成等で広告宣伝

石川県 小山箸店 自社ホームページとリーフレットの改良による販路拡大事業

石川県 上野とうふ店 新商品開発とPR事業

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

石川県 数馬酒造株式会社 インターネット買い物ページリニュ―アル及び強化（英訳ページ新設）

石川県 石臼自家挽きそば亀屋 更科粉使用の新メニューの試作開発

石川県 石原商店 新商品（い草使用の小物）開発とPR事業

石川県 石川キーサービス 盗難防止付車両、カギ全紛失時の即時復旧作業（イモビライザー登録機、復旧機購入）

石川県 村元酒店 ネット販売システムの構築と広報ツールの作成

石川県 太平工務店 オリジナル商品の開発とPR事業

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

石川県 竹中繊維株式会社 オンリーワンな試作の確保と繊維素材の可能性を拡大するためのＨＰ作成

石川県 中川石材
墓石等修繕メンテナンス事業のニーズ喚起による受注拡大に向けＨＰのリニューアルとパンフを作
成
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石川県 藤村ストアー 冷凍冷蔵庫更新による生鮮食品及び惣菜強化促進事業

石川県 藤田建設運送有限会社 「高付加価値生食対応椎茸」のインターネットによる販路開拓事業

石川県 陶房独歩炎 贈答用陶磁器セットの商品開発とHP製作

石川県 内灘海水館 レンタルマリンアクアリウム開業による販路開拓（海水魚図鑑シート等作成）

石川県 能登島ダイビングリゾート 新規顧客獲得と収益率向上のためダイブコンピューターを導入（安全性とレンタル料が向上）

石川県 農家民宿古民家こずえ 女性に選ばれる商品作りと戦略PR(委託）

石川県 畑中石材店 新商品開発とチラシ、パンフ作成、ホームページ開設等の販促活動

石川県 弁当こばやし 飲食スペース「青いベンチ」を設置し当店の弁当を買って食べてもらうサービス

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

石川県 味の里食品工房 白子の甘粕漬けの開発と広報

石川県 民宿田の浦荘 オープンテラスの設置とホームページ作成で利用客アップ

石川県 木村織物株式会社 高級ブランド向け小ロット試作開発事業

石川県 木野建設株式会社 滞在型市民農園の利用者増加を図るための広告宣伝

石川県 癒しサロンじゅらく チラシ、パンフ作成、痛み解消と疲労回復に特化した整体院ＰＲ

石川県 有限会社うらべ リピーターに喜ばれるくつろぎ空間を設けるための機械装置設置とラッピング開発

石川県 有限会社おがた 団体の会合等大人数に対応するための店舗改装事業

石川県 有限会社カイナル ファミリー層獲得に向けて国道沿いに看板を設置

石川県 有限会社クルマスポーツ スポーツ用品の修理の内製化、短納期化と自社イベントの積極開催とパンフ、ＤＭ製作発送

石川県 有限会社ケーツー 魅力的販促材の製作（パンフ、ツール）

石川県 有限会社シャルドン 新商品開発と販促活動

石川県 有限会社つるやハニー 夏場から秋にかけての普段使いの商品開発及び販売強化プロジェクト

石川県 有限会社メディアワークス 中国茶館（中国茶喫茶）の営業

石川県 有限会社ヤマダフォト 「女性が撮影する安心のマタニティフォト」の誘客のためのスタジオ改修及びＰＲ事業

石川県 有限会社リッチ・モンド 店舗改装、チラシ作成、新聞折り込み

石川県 有限会社河原タイヤ店 倉庫を改装し有料冬タイヤ保管サービスを開始する

石川県 有限会社花座 「足もみ」セルフケア教室事業拡大に向けたリーフレット、ＨＰ制作

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

石川県 有限会社牛太郎 チラシ作成、新聞折り込みでPR活動

石川県 有限会社金谷酒類販売 甘酒の新商品開発（商品名、パッケージ）

石川県 有限会社山口陶業者 パンフ作成、展示会に出展

石川県 有限会社志んさ本舗 自社ブランドの確立と周知事業

石川県 有限会社志雄自動車販売 融通、小回りの利く自動車店の安心安全につながる整備メニューの拡充

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

石川県 有限会社小判プラスチック工業 新商品開発に係る金型温調機購入

石川県 有限会社松風産業 新商品開発とPR事業

石川県 有限会社森本金網製作所 高品質化で他社への優位性を確保するための機械装置購入

石川県 有限会社神保 和菓子の魅力を引き立てる店舗改装と販促HＰの開設

石川県 有限会社西洋民宿山海荘 「２９００円素泊まりプラン」の確立のため人目の多い場所に看板設置、パンフも作成

石川県 有限会社浅井自動車商会 若年層の顧客獲得のための店舗・ＨＰのリニュ―アル

石川県 有限会社大屋醤油
工場見学コースの整備（カーテン、床、壁、天井等の抗菌化）で工場見学の受け入れを開始し新た
な販売機会とする

石川県 有限会社大尾嘉漆器 夏に強い漆器の発表、展示会出展

石川県 有限会社沢田商店 新商品開発及び展示会出展
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石川県 有限会社能登大社焼窯元 喫茶コーナー設置でくつろぎ空間を設けパンフ作成で周知

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

石川県 有限会社米林製材 ストーブ用の薪の人工乾燥機導入、チラシの作成等で乾燥期間を短縮し販売競争力を高める

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

石川県 有限会社木村製材 自社ＨＰ制作で「現代版土壁の家」のＰＲ

石川県 有限会社和洋菓子のたかぎ 新メニュウ開発、メニュー表更新、ＨＰ作成で顧客獲得

石川県 和美リンク 飼猫の写真を使っての日めくりカレンダーの販促チラシ、ポスター作成、ＨＰ解説

福井県 (株)credo.an 店舗外観整備による既存顧客の維持とヘアケア相談サービス展開事業

福井県 (株)ＪＩＮ 夏休み需要に向けた集客力アップと「のらたまご」新商品開発

福井県 (株)TAYASU 設備導入による高精度・高付加価値製品の受注強化・販路拡張事業

福井県 (株)ウッドフィール ｢ＨＰ作成による地域内若年層顧客の獲得と近隣市外地へのＰＲ｣

福井県 (株)エーデン お客様目線に立った家電サービスを訴求するニュースレター型チラシの発行

福井県 (株)エコファームみかた 多アイテム商品への表示印字対応による製造オペレーションの効率化

福井県 (株)カンパネラ 長靴等のPB商品の企画及び販路開拓事業

福井県 (株)クシムラ組 初任者職人の作業容易化と熟練技術者の活用による受注拡大

福井県 (株)ケーアイ 当社製品、サービスを網羅し、一覧出来るＨＰの製作及び配信事業

福井県 (株)ごーる堂 「どら焼き豆乳アイス」の販路拡大事業

福井県 (株)ジャパンアイウェア 新商品（純日本製復刻版クールジャパンシニアグラス）の生産販売

福井県 (株)ダイショウジャパン 梅果汁関連商品のパッケージ変更による販売エリア拡大とブランド化

福井県 (株)タカラヤ写真館 お子さま記念写真（生後100日～小学生）の売上を倍増させる！！

福井県 (株)タクエツ 店舗改装及びブランド食品発信

福井県 (株)ティケーエス 観光客向けプラン開発による集客力・売上アップ事業

福井県 (株)ニッテ住宅 事務所のショールーム化による販路開拓事業

福井県 (株)パンテス 健康ソフトパン専門店展開に向けた店舗改装と新規顧客獲得の為の販売促進事業

福井県 (株)ミタムラ建設
大型プール設置による安全安心なダイビングショップ及び施設の付加価値向上による幅広い新規
顧客の開拓事業

福井県 (株)ミハマランド 魅力ある店舗・商品の情報発信による販売促進事業

福井県 (株)ヤマゴ 高品質かつ価格競争力のある新製品の販路拡大事業

福井県 (株)やまざき 越前の海の幸でおいしく健康に

福井県 (株)ユナイテッド キュアリング貯蔵庫のユニット開発と販売促進事業

福井県 (株)ライフコネクト 核家族世帯をメインターゲットとしたプチリフォーム工法の実施

福井県 (株)ワカサ商事 独自商品「うそば」開発・改良による販路開拓事業

福井県 (株)安田電気工業 ライフスタイル体験型ショールームの宣伝広告

福井県 (株)海の宿山根屋 新規顧客獲得のためのスマートフォン対応を兼ねた予約システム付きホームページ作成事業

福井県 (株)兼八 メニュー開発と座卓と高椅子の購入による高齢者にやさしい店作り

福井県 (株)三丹本店 地元食材を活用としたすし弁当商品の開発と販路開拓事業

福井県 (株)松田工務店 ＰＲ用資料館の女性向けリニューアル事業

福井県 (株)親崎水産 水産加工技術を活かした水産物食材卸への新分野進出

福井県 (株)赤鹿 プライベートブランド（ＰＢ）商品の販路拡大事業

福井県 (株)長田工業所 福井県初の溶接工場で行う定期的な溶接DIY体験ワークショップ事業

福井県 (株)渡辺住建 ３次元ＣＡＤシステム導入による販路開拓事業

福井県 (株)東郷商店 フランスにおける和食レストラン(越前そば)事業への進出（平成２５年度福井県経営革新認定事業）

福井県 (株)八木秀 施設全体を有効活用した販路開拓事業



98

所在地 事業者名 事業名

福井県 (株)冨洋 新規及び既存客に展示会でエコ商品を紹介する販路拡大事業

福井県 (株)風香園 街路樹の維持管理の省力化を目的とした独自商品の実用化

福井県 (株)福寿荘 高齢者にやさしい旅館づくりと賑わいまちづくりでの拠点づくりを活用した販路事業

福井県 (株)箕輪漆行 漆のポータルサイトの構築による新規顧客の獲得事業

福井県 (株)木だて家 モデルハウスを活用した顧客獲得のためのイベント事業

福井県 (合)おおい夢工房 商品パッケージのリニューアル事業

福井県 (有)ＪＡＳＴＹ 家庭向けマキキュート用薪ボイラー試作デモ機の開発・設置

福井県 (有)ＳＰ建材 自社製スポーツグラウンド用品（野球用トンボなど）の販売促進

福井県 (有)あるくカンパニーリミテッド ｢オリジナルチラシ｣と｢すまいの相談員｣による地域特化型の販路開拓事業

福井県 (有)いたや 料亭の味を伝える｢福井県産ズワイ蟹ふりかけ｣商品ｊ開発と販路開拓事業

福井県 (有)イトウ石油 新規顧客獲得に向けたタイヤ保管サービスと高齢の顧客に対応したバリアフリーSSの展開

福井県 (有)オートサービス上野 診断機導入にワンストップサービスの向上

福井県 (有)ダイケイ 日祝受け入れ型デイサービスの提供事業

福井県 (有)ハートブレーン
越前和紙を使ったフォトフレームキット（「ヒヨリフォト」ブランド）の開発及びインターネットでの販売展
開

福井県 （有）はせがわ看板 新ブランド構築とＩＴ活用による商業店舗内外装の直接受注獲得促進事業

福井県 (有)フジハラ写真館 少子化の需要に対応した撮影環境の整備化事業

福井県 (有)マルサ電機
電気工事店目線でのスマートリノベーション（リフォームにより、エネルギーを管理し家の性能をアッ
プさせる）提案型営業の促進

福井県 (有)むらた工業 一般消費者をターゲットとした受注促進事業

福井県 (有)一筆啓上茶屋 紅葉時期に合わせた販促イベントの実施と集客のための広報事業

福井県 (有)越前塩 新工場新設にともなう商品開発と顧客獲得事業

福井県 (有)加藤印刷 看板関連商品のネット特化販売事業

福井県 (有)海道電機 エコ商品の販売促進および売上倍増事業の実施

福井県 (有)魚栄楼 高齢者・足の不自由な方への快適なサービスの提供

福井県 (有)後藤塗装 チラシを利用したGAINA断熱塗装の施工提案と、設置看板による「GAINA提携施工店」のPR

福井県 (有)国見製材所 イス・雑貨製品の開発、商談会への参加・販促ＰＲ事業

福井県 (有)佐々木隆文堂 取扱商品の拡大に伴う店舗改装による販売促進事業

福井県 (有)坂口工務店 究極のエコロジー素材「シラス壁」を活かした住まいづくりの提案による新規顧客獲得事業

福井県 (有)三国湊座 店舗改装及び広告による販路開拓

福井県 (有)山崎石油店 非在来型給油外（車検・整備・点検・中古車販売）事業の強化とサービス環境整備

福井県 (有)紙和匠 ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得事業

福井県 （有）小玉石油
キャンペーンや価格さらには配達サービスの向上をＰＲする一斉ＦＡＸを活用した潜在顧客獲得事
業

福井県 (有)小畑製紙所 ペーパークラフトのパンフレット作成による新規顧客獲得事業

福井県 (有)瀬戸生花 本社の店舗化による一般消費者への販路開拓事業

福井県 (有)村井自動車 集客力強化のためのサービスルームの刷新と販促活動の強化

福井県 (有)庭研ふくい 越前和紙を活用した和紙ファイルの多品種開発及び販路開拓

福井県 (有)東山デンキ 近隣顧客取り込みのための、定期イベント実施と店舗イメージの刷新

福井県 (有)藤本農園 米粉パン、米粉スイーツの商品開発

福井県 (有)飛田電機設備 ｢新規顧客獲得と既存先への深耕に向けたトータルサービスのＰＲ｣

福井県 （有）矢納自動車 ハイブリットカー対応の整備体制の確立による、固定客の維持及び地域内需要

福井県 (有)髙橋金型製作所 ｢３Ｄプリンターの導入による営業力・企画提案力の強化｣

福井県 detoxSALONLOTUS detoxSALONLOTUSサプリメントショップ専門店化事業

福井県 HairsaronGuy,s 育毛スパ分野への進出によるスパ・ケア部門を充実
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福井県 ＬＩＦＥＦＯＲＣＥ(株) 熊川宿の空き屋活用と自店厨房有効活用による新たな名物開発事業

福井県 ＮＳＫＯ株式会社 生産拡大に向けた刺繍パンチソフトの増設及び刺繍技術の継承事業

福井県 RAVITA 炭酸泉発生装置を活用した新しいサービス(スパークリングコース)の新設

福井県 Ｔ-スタイル 店舗内の刷新と販促活動の強化及びタイヤ預かり保管サービスのための監視カメラの設置

福井県 YOSAPARKロイヤル 無料貸出による初めてのリラクゼーション｢体験｣を通じた新規顧客の獲得

福井県 ありがとう福井(株) 受注拡大を目指した施設環境整備事業

福井県 アンドール(株) 個室増設による店舗魅力アップ新規顧客開拓事業

福井県 イタリア食堂ドマーニ テイクアウト商品の開発と販路開拓事業

福井県 イタリア料理ボンジョルノ 惣菜.オリジナル商品のテイクアウトの商品化の販路開拓事業

福井県 いのうえ(株) お土産革新事業並びにお食事レベルアップ事業

福井県 ウェステックスジャパン(有) フィンガーアラート商品の建築業界への販路拡大

福井県 ウズイ家具
展示案内用チラシ印刷、ダイレクトハガキによる新規顧客獲得ならびに襖デザイン提案のための商
談スペースの確立

福井県 うみの宿さへい 「へしこ」を軸とした新規顧客獲得事業

福井県 エンドウ建材店 お家相談室セミナーの開催及び工務店紹介システムの確立

福井県 おんまえプロジェクト ギター教室の生徒数倍増のための販売促進

福井県 お食事処荒磯 高齢者に愛されるやさしい店づくりによる販路開拓

福井県 かせや味噌 ホームページ作成やリーフレット作成による新規顧客獲得事業

福井県
カフェ　イル　ヴェンティチェッロ　ヒーリングアロママッ
サージ

サロンのホームページの作成とカフェとサロンの広告掲示

福井県 カフェカルチャー松岡レトロ コンサート、パーティが開催できる癒し空間の演出

福井県 カメハメハ大農場の農家カフェ 地元産梨ジュースの商品開発及びギフト商品の販路開拓

福井県 くになかのケーキ屋さん 商品パッケージの開発と認知度を高める看板の作製による新規顧客の獲得

福井県 こすえ旅館 旅館リニューアル事業

福井県 コワファールサロンクレール 新規顧客獲得のための現在地での開店１０周年キャンペーン事業に係る設備改善・広報事業

福井県 コワフュールデギャルソン パートサロンの新店舗展開

福井県 ささや別館 宿泊設備の洋式化による販路の新規拡大事業

福井県 シナノスタジオ プリントスピード向上による新サービス開始と新規顧客獲得

福井県 ソニョーポリ 案内看板の設置および観光に特化したホームページの改良による販路開拓

福井県 そば亭一休 増加する高齢者や外国人来店客に対応したトイレ改装によるおもてなし事業

福井県 タツマ・アーキテクチャーデザイン コミュニケーション重視のデザイン提案　知名度アップ事業

福井県 たまむら眼鏡 特許商品の特殊機構部分内製化による短納期化と販路拡大事業

福井県 つじストアー ネット販売に向けた自家製惣菜販売事業

福井県 ドッグファミリーピュナ サービスの充実を図るためのドックランの設置と販促活動の強化

福井県 ニュースポーツ(有) フィールドホッケーに特化した店頭ＰＲ力の強化

福井県 ハートランド株式会社 ハイセンスな国産眼鏡をお客様に企画提案するための店づくり

福井県 パッムージファーム株式会社 プラセンタ配合有機肥料「Ｐサンサンみなもと」のＰＲ・販路拡大事業

福井県 はるいち 新規顧客獲得に向けた知己密着型広告展開事業

福井県 バルーンショップジィーズ 「ハッピーバルーンBOX」商品開発と販路開拓事業

福井県 パン＆菓子工房ｋｕｎｉ
福井県立恐竜博物館の観光客をターゲットにした化石発掘地域産の雑穀の入った勝山恐竜クッ
キーのブランディング

福井県 フェアトレード雑貨店Ajee 通販カタログ作成やインターネットサイトの開設による売上向上

福井県 ふ久井 県内初の二枚貝（赤がい）生産・加工・販売事業

福井県 みつわ商事(有) ガソリンスタンド車検整備の販売促進事業

福井県 モータリングうえき 地域密着車屋の知名度アップ事業
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福井県 モーモー亭 バルスイタイル展開による営業時間の延長並びに客単価の向上

福井県 有限会社山本呉服店 訪問着、留袖、喪服レンタル事業の立ち上げ

福井県 ライフガード越前朝日 防犯フィルム施工の販促活動と新商品開発による新事業展開

福井県 リカーショップ福 ギフト事業の強化と販路拡大事業

福井県 リラクゼーションハウス・ゴールドマイン プレママにやさしいサロンとしてのブランディング事業

福井県 ローゼ くつろぎテーブルセットの導入による長時間滞在型サービスの提供

福井県 愛装縁(株) お客様にたよれる店としての快適な空間づくり

福井県 伊藤酒造（資） 個人向け販路開拓ホームページの作成と東京をターゲットとした新商品の販路開拓事業

福井県 岡崎真光堂 サービス重視・｢家具調仏壇｣販売強化のための、店舗イメージの刷新

福井県 岡本レース(株) 綿ベールネット（牧草用ネット）の販路開拓・情報収集

福井県 河原産業 新素材加工による下請け脱却と新規顧客へのＰＲ

福井県 菓匠二幸庵 手作り生菓子を提供する店舗新設とブランドロゴの統一

福井県 株式会社ウタ 昆布と日本酒を使用したアイス、昆布リキュールの販路拡大

福井県 株式会社ウチイケ ネットショップ事業推進による販路開拓・拡大事業

福井県 株式会社グロウプス 販促・プレゼンツールの提案による顧客単価向上と、新規顧客獲得

福井県 株式会社ケイプラス 純チタン製箸とカトラリーの新商品開発・販路開拓

福井県 株式会社ヒロ産業 転倒事故を防止する床面滑り止め加工事業の施工テスト及びＰＲ事業

福井県 株式会社横山工藝
オリジナルのよさこい衣装を受注制作販売するネットショップ「オーダーよさこい屋」のリニューアル
事業

福井県 株式会社環境Ｅ・Ｍ・Ｃプロジェクト 福井市中央卸売市場一般開放に合わせた福井の味飲食店併設事業

福井県 株式会社吉光工業 省エネリフォーム効果がわかる、設計施工のワンストップサービス

福井県 株式会社森健 ＪＡＰＡＮ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ２０１５　への出展を通じた新製品ＰＲ事業

福井県 株式会社中村加工所 既存サッシ枠をそのまま使える超薄型複層ガラスの販売促進事業

福井県 吉五商店 「薬膳花蓮豆腐」の製品化による販路拡大事業

福井県 久坂モータース 自動車コンピュータシステム診断

福井県 魚よし シニア層開拓に向けた膝に優しい高座椅子・テーブルセットの導入

福井県 橋本工業 ３ｍ折曲機の習熟と短納期化を軸としたキャンペーンによる顧客獲得

福井県 御料理半兵衛 高齢者向け座敷テーブルセットによるおもてなしサービス事業

福井県 高橋金蔵商店 新商品｢100年豆腐｣開発とＩＴを活用した全国直販体制構築事業

福井県 今治亭 地域特産品開発；「鮎のへしこ」の商品化及び販路開拓

福井県 三上呉服店 着物の良さを伝え着る機会を提供する講座開催による呉服拡販事業

福井県 山崎鮮魚店 既存サービスの強化と憩いスペース創出による顧客拡大事業

福井県 山田クリーニング ウェットクリーニングの導入と集配事業のＰＲ強化による、地域内需要の再堀り起こし事業

福井県 山本商店 自店ホームページ開設と効果的なＰＲによる小売販売強化

福井県 柴田電気商会 電気製品販売店舗の開設による新たな地域ニーズの掘り起こし

福井県 若狭神子の宿寺本 新規顧客獲得事業

福井県 手もみ屋ほっと 健康やくつろぎの空間を提供し、顧客が最高の時間を過ごせる店舗づくり

福井県 小西亭 「ちょっと贅沢な仕出し弁当配達」専用ホームページ開設

福井県 小川家福井北インター店 自社ＨＰ、スマートフォン用サイトの開設と運用での「目的顧客」の獲得

福井県 松井事業所 自社開発商品「ジンジャーえのき」販路拡大事業

福井県 松村電機(株) 機械ソフトの検証装置導入及び機械設計図面作成の効率化による受注拡大

福井県 焼肉翔屋 低価格路線の学生や若者を顧客として獲得するための店舗内装・外装の改装

福井県 食事処小鉄 新たな観光客をターゲットとして海鮮煎餅焼店舗の開設と労働環境の改善
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福井県 真杉建具店 地域への再ＰＲによる、地域内建具補修等需要確保事業

福井県 設計工房甚平ＡＳＡ 「エコな住宅」の素早い提案

福井県 大浦自動車株式会社 就寝時間内対応安心・安全・低価格車検サービスの提供による新規市場の開拓

福井県 大沼養蜂園 蜜蜂保有数と採蜜量の増量に伴う、商品の宣伝と販売方法の開拓及び後継者の養成

福井県 大森料亭 多数の宴席に対応できる座敷の改装と、提供コースを明確にしたパンフレットの作成

福井県 大島旅館 旅館リニューアルオープン事業

福井県 樽鮨 「福井のお寿司屋さんがつくった美味しいスッポンすーぷ」商品・販売化事業

福井県 地魚もてなし滝の川 「高齢層・女性層のＣＳ向上に向けたトイレ設備の改修を活用した集客活動事業」

福井県 池田自動車 建物（休憩、商談用スペース）の新築と販売促進活動の強化

福井県 中国料理香蘭 健康志向や少量品種を好む女性おひとりさま向け飲茶セットメニュー開発と販路開拓事業

福井県 中村鮮魚店 鮮魚店舗用（店頭販売）に改装、看板・陳列ケースの設置

福井県 天谷サニター(有) 若い世代にも利用拡大を図るためのホームページの作成事業

福井県 田嶋酒造株式会社 ＲＩＣＥ　ＷＩＮＥ（らいすわいん）と新商品（地場産本みりん）の本格的販売に向けた販路開拓事業

福井県 田辺建築 機器購入による生産効率化と新規顧客獲得のための看板設置ＰＲ事業

福井県 田辺酒造(有) 蔵見学の団体客受入れとネット直売システムの構築による小売部門の強化

福井県 湯本味噌(株) ネットとリアルによる顧客との「長く深い」関係構築への取り組み

福井県 徳島亭 高齢者需要に対応する新メニュー開発と快適な食事環境づくり事業

福井県 内田製材所
エコ・コンパクト・ヒーリング（癒し）・セキュリティをキーワードにした｢リメークコンテナ｣の販路開拓事
業

福井県 南川荘 照明及び建具等のリニューアルによる集客力向上

福井県 二重まる学習塾 インターネット電話サービスによる日本語のオンライン指導の構築

福井県 白駒酒造(資) 新企画での既存商品のブラッシュアップによる販売強化

福井県 畠山酒造(株) ３０～４０代女性向けの清酒イメージ改新による新規顧客開拓

福井県 板前船 和食メニューの強化及び広報による顧客数と売上増加への取組

福井県 販促(株) 県内初の試み！学校販促応援隊独自の短納期ＤＭサービス

福井県 美川酒造場 海外（イギリス・ロンドン）への輸出販売強化事業

福井県 美容室ページワン 完全バリアフリー化による、高齢者・要支援・要介護者等に優しい店作り事業

福井県 福井電装(株) 県内初の電装品ショールーム開設による販売機会の拡大と営業の効率化事業

福井県 堀川製茶(有) 日本茶スイーツ販売による来店増・販路拡大

福井県 毎川金花堂 各地の地産品調査と試食アンケートによる地産新商品開発

福井県 野彩工房 真空包装機導入による品質向上と贈答用商品パッケージの改良による販路拡大

福井県 野尻コンクリート工業株式会社 建設・設備工事用コンクリート製品の販路拡大、直販体制への移行

福井県 有限会社　タマムラ ＷＥＢを活用したレンタル商材の東京への市場開拓

福井県 有限会社あまから 飲食店から「食」の企画・総合提供事業へ老舗の味ドレッシング工房事業

福井県 有限会社ガーデントーク モデルガーデン展示場の設営

福井県 有限会社上杉商店
「若狭小浜の特産品　小鯛ささ漬を全国の食卓に広げよう！」　個人消費者向けに特化した販路拡
大のパンフレット制作事業

福井県 有限会社宝永旅館 新サービスメニューの県外ＰＲ、ホームページ再構築事業

福井県 旅荘みや本 新鮮絶品料理と体験宿泊アピール事業

福井県 料亭ほんだ おもてなしイベント「酒の会」の定例開催及び新規顧客獲得事業

福井県 和装こでら ｢価格訴求型｣振袖販売促進事業

福井県 和田屋 座敷宴会部門の強化とランチタイムでの女性客の確保

福井県 枩田商店 夕夜時間顧客の開拓を図る、眼下に広がる夕日を独占できるプライベート個室の開設

福井県 榮山窯 本物の越前焼を超えようとする「黒越前」のブランド確立と販売促進
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山梨県 Ａ‐motion(エーモーション） タイヤプリンター導入に伴う専用付属機械等の導入と販売促進

山梨県 delapanhairsalon 新ヘアケアメニュー等販促用チラシHPによる広報

山梨県 L'hirondelle 製氷機導入を用いた冷製メニュー提供による新規顧客の獲得

山梨県 MilkContact ・ネットワークを活用した県産果物のチラシ販売による販路の拡大事業

山梨県 アイアールシー㈱ ・公的研究機関、大学への対面営業による情報発信

山梨県 あめ家 お客様にゆっくりくつろいでいただける空間造り事業

山梨県 アロンジェ㈱
新サービスを認知してもらう為の販促チラシ作成とサービス水準を引き上げるための個室リニュー
アル

山梨県 ウエダジャパン ホームページとダイレクトマーケティングによる販路開拓事業

山梨県 うどんのこいけや オリジナルメニューの開発と品質向上及びマス広告による販路開拓

山梨県 エステティックリフュージュ 当店の存在・施術を認知してもらう為のタウン誌による情報発信とＤＭ発送

山梨県 オーガニックカフェごぱん わんわんガーデン設置によるペット同伴顧客の取り込み

山梨県 オーワ工芸 工房とウェブサイトによる商品の直販のための販売促進

山梨県 ガレージアンビル 店舗イメージを一新し、新規顧客層を取り込む店舗外観の改装

山梨県 カンティーナヒロ インターネット販売システムの構築

山梨県 クボタ電子㈲ ・「電源内蔵型ＬＥＤ蛍光灯」の開発

山梨県 コスモ㈱
新事業（中古厨房設備機器販売等リサイクル関連事業及び中、小規模飲食業者）の推進、周知ＰＲ
のためのWEBサイトの構築

山梨県 コモア杜の動物病院
地域のニーズを踏まえ、子育て世代をサポートするための体制作り。キッズスペースと入口階段へ
の手すり設置

山梨県 サイエスオート
サービス案内のＤＭ発送による既存客の来店頻度アップと売上アップ。ＨＰ作成による潜在顧客や
見込み顧客へのアプローチで新規顧客獲得。

山梨県 さくら茶屋Lapassion 健康志向と食の安全安心を追求し鮮度維持を図るための専用冷蔵庫導入

山梨県 サンコー電化
クリーンエネルギーを活用したアグリ事業（水耕栽培）の紹介とエコライフのご提案をするための展
示会出展

山梨県 シムラ自動車鈑金塗装工場 『クルマの往診』出張サービスの普及による販路拡大事業

山梨県 ステーショナリー遠藤 商品やサ－ビスのＨＰ等を活用した情報発信及び販売促進

山梨県 スポーツショップオダギリ ・新サービスの導入による顧客対応力（対面販売）の強化

山梨県 つり宿青木ヶ原 高齢宿泊者への顧客満足度を上げる為の手すり設置バリアフリー化

山梨県 つるかめ園芸 サービスの認知と顧客獲得のためのホームページとチラシの作成

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

山梨県 ハウスプラン・ナカゴミ 中古住宅専門の建物検査・相談業務

山梨県 パティスリーフルヴィエール
・新商品を広く周知・販売するためのホームページの作成及びネット販売システムの構築と情報誌
による情報発信・低カロリーケーキ続編の開発

山梨県 ピーチカフェなかにし 自家製桃スイーツの販売促進と顧客の回転率向上によるカフェの売上強化

山梨県 ひといき荘アウトドアサービス 集客アップに向けた新ツアーの開発と広告宣伝強化事業

山梨県 ファイン・アート 大判インクジェット出力サービスのネット受注システム構築

山梨県 ファインプラン㈱ 会社の存在や良さを伝えるための情報発信

山梨県 ふらここ食堂FracocoItalian シルバー世代・宴会・女子会を取り込むための店舗２階の改装

山梨県 プランプラン パンフレット、ホームページ作成と新規顧客への情報発信

山梨県 ヘアーサロンかさい 学生やお客様と共につくる『町のコミュニティ空間』

山梨県 ペンションファニーポケット 客室満足度向上と集客のための改善

山梨県 ペンションボスケット 鹿肉を加工した犬用ペットフードの新商品開発

山梨県 ペンション湖水祭 ホームページのリニューアル及び英訳をつけるなどの高度化事業

山梨県 モスバーガー石和店 店舗の視認性向上と高齢化社会対応のための店舗入り口の改修

山梨県 やました
プリザーブドフラワーの販売と教室ＰＲのためのチラシ作成配布とタウン誌への掲載。おしゃれな売
場演出のための陳列什器の導入

山梨県 ユア資生堂みつみ お客様の癒し空間、「エステルーム」の改装による新規顧客開拓

山梨県 リカーショップＫＥＮ 「顧客ニーズに対応した店舗改装事業」
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山梨県 リッツ・イン・清里 新規顧客・リピータ―獲得に繋げる魅力あるパンフレット作成事業

山梨県 レストランことぶき 「鹿キーマカレー」量産の為の設備投資及び販路拡大事業

山梨県 一瀬クリーニング店 お客様が気楽に入れる接客スペースを作る店舗改装計画

山梨県 加藤石材店 誰もがわかるお墓の完成イメージの為の墓石用プレゼンＣＡＤの導入

山梨県 河口湖バーベキュー場ハッピータイム 屋根増設による収容可能人数の増大と東南アジアからの観光客誘致

山梨県 廻木商店 伝統産業である和紙の良さを広めるネット販売システムの再構築

山梨県 海鮮居酒屋あぶり亭 新たな客層の獲得に向け、オーブン導入によるピザ等のメニュー開発

山梨県 蟹澤工務店 新規顧客層に向けた新商品の販路開拓のためのＰＲ事業

山梨県 割烹ほそだ 店舗リニューアルをより印象付けるための店舗外装の改修

山梨県 株式会社アーステック 新商品の新たな客層を取り込む広報・プロモーション活動

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

山梨県 株式会社ウチダ
検査業務の対応範囲拡大「寸法測定」。それに付随するシステムの導入。上記業務を含む、PR・集
客を行う為のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの改修。

山梨県 株式会社コネクトデスク 国際宝飾展への出展と出展のための製品開発

山梨県 株式会社サンミルク諏訪 最新市場調査を踏まえた拡販用リーフレットの作成とオリジナル総合カタログの作成

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

山梨県 株式会社タビゼン 魅力の伝え方に焦点を当てた「地場旅行会社」ならではの商品づくり

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

山梨県 株式会社甲州屋商店 枯露柿等の季節商品の通年販売

山梨県 ㈱ＡＫＩ研究所 検査の内製化による人員雇用と検査機器等の導入

山梨県 ㈱Grapes 教室増築による新顧客の獲得とＨＰ構築によるＰＲ強化

山梨県 ㈱アースフレンドカンパニー 地盤改良工事の販促用ＰＲと外構工事の販促用チラシ作成、配布

山梨県 ㈱アライ ネット販売システム構築及び担当人材育成による販売戦略の構築事業

山梨県 ㈱エークリエート ボーダーレス競争社会で生きる、地域観光業と連携したＰＲ活動

山梨県 ㈱エンウィット 動物イラストグッズ新製品の多品種・小ロット制作と販売促進

山梨県 ㈱オーテックエレクトロニクス 照明用ＬＥＤテスターの中国での販路開拓

山梨県 ㈱オクワキ精密 ネックレス留め具の試作および新商品の開発

山梨県 ㈱ギフトセンターコスモス 過疎化する峡南地方を活性化する新店舗PR事業のプロジェクト

山梨県 ㈱くだもの厨房フクヨシ カフェ来店のお客様への新メニュー提供と農産加工品の新たな販売方式の確立

山梨県 ㈱スプリング テーブル型水槽「バーズアイ水槽」の海外輸出の強化。

山梨県 ㈱桑郷 直販・通信販売強化に向けたチラシ配布プロジェクト

山梨県 ㈱巧光建設 フランクロイドライト財団認定「オーガニックハウス」住宅の販売促進

山梨県 ㈱佐藤鋳造 コーポレート&ECサイト構築プロジェクト～受託製造企業からメーカーへの脱却～

山梨県 ㈱斎庵 市場調査の為の展示会用ジュースの箱、手提げ袋、登り旗、看板の作製

山梨県 ㈱山下精工 ネット販売システム構築による販路開拓事業。

山梨県 ㈱小林工務店 新規ブランドの立ち上げによる民間住宅部門の強化

山梨県 ㈱大成エンジニアリング 健康食品の「ネット販売・委託販売の強化」による販路開拓。

山梨県 ㈱中村商事 卸部門のブランド力強化

山梨県 ㈱東屋ミートセンター 来客・来場者用トイレ改修事業

山梨県 ㈱東夢 顧客との対話スペースの改築（試飲や地産品販売スペース）。

山梨県 ㈱飯田製作所 「富士山はしおき」の商品パッケージ制作と販路開拓

山梨県 ㈱富士山 売店改修、事前宣伝による観光バス来店客への熔岩グッズ販売促進

山梨県 ㈱未来建築工房 営業力強化のための営業ツールブックの作成
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山梨県 観音坂ドライブイン 屋号変更による店舗イメージの刷新と看板メニュー宣伝強化事業

山梨県 岩下温泉旅館 集客力を高めるための、旧館（立寄り湯）の改修と販促品の製作

山梨県 久保田建具店 チェーンソーアート教室の開催（新しいサービスの構築））を立ち上げるための設備導入と広報活動

山梨県 居酒屋都 自家農園の無農薬野菜を使った手作りランチ提供事業

山梨県 郷土料理棡原 高齢者にやさしく、安心・安全の店を目指す店舗増築・改装事業

山梨県 近江屋ながおか 上野原産じゃがいも焼酎『せいだ焼酎芋大明神』の販促ツールの開発

山梨県 戸沢センター㈲ コテージに開放型開閉テントを新たに設置しなおす事業

山梨県 甲府電器部品㈱ 改良した製品を広く認知させる為の情報発信

山梨県 行政書士法人相続ふれあい相談室 地域での相談会や「相続専門の事務所」であることを広く周知するための情報発信。

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

山梨県 三和製紙㈱ 自社ブランド商品の認知向上のためのホームページ開設。

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

山梨県 山梨蒼療整院 気功整体及び当院の周知ＰＲのための地域情報誌、チラシ、DMによる情報発信事業

山梨県 四川龍都 顧客獲得のための少人数向けルーム設置の店舗改装工事

山梨県 紫雲堂 新規顧客獲得のための、商品カタログ作成、商品販売の広告掲載

山梨県 篠原貿易株式会社 国際宝飾展出展による新たな顧客の開拓

山梨県 樹の鞄 展示スペースの改装等による付加価値創造と新規顧客開拓事業

山梨県 上野原ゆうきの輪合同会社 有機栽培した新雑穀「国産キヌア」製品の開発

山梨県 水明荘 新たな市場であるペット連れで泊まれる施設の整備

山梨県 西きや
新たに始める「寿司、弁当、料理のデリバリーサービス」を認知してもらうための販促用チラシの作
成、配布

山梨県 川﨑園 バリアフリーでゆっくり、安心して楽しめる観光農園

山梨県 前沢自動車工業 無人の自動車展示場をリニューアルし、販売員を雇用・常駐させ、販売促進させる取り組み

山梨県 前田安正税理士事務所 高品質かつ分かりやすい財務分析情報の提供及び、自計化の推進

山梨県 然企画 オリジナル商品のパッケージ開発とPR

山梨県 総務サポート社労士事務所 積極的な情報発信で「待ち」から「攻め」に本格的営業活動の開始

山梨県 蔵ノ介 来客者用座席のテーブルへの変更事業

山梨県 大和葡萄酒株式会社 オリジナルブランドとして、「適地適熟」ワインの全国を視野に入れた広告宣伝と販売網の拡大。

山梨県 中央ドライ アレルギー対策に配慮したクリーニング方法を実現するための防水工事と送風機の購入

山梨県 中央環境理研㈱ 工場品質管理支援業務に対応する、社内体制の確立。

山梨県 中央自動車整備工場 お客様がくつろげる、きれいな、空間での商談による販売促進

山梨県 中村自動車興業 タイヤ販売促進の為のホイールバランス測定機の導入

山梨県 朝日宝石商会 煌雅手彫り印章のブランディング戦略プロジェクト

山梨県 天子養殖場 安定した供給を図るための設備の導入と販促用パンフレットの作成

山梨県 田舎割烹江戸屋 『新たな着地型観光事業に必要なお客様専用トイレ新設と集客事業』

山梨県 渡辺電機㈱ 店頭において”エネルギーの見える化”を実演・実体験できる、「店舗のスマートハウス化」を行う。

山梨県 内田フルーツ農園 桃・ぶどう・柿商品の為のオゾン脱臭除菌鮮度維持装置機械の導入

山梨県 内田青果店・フード内田 作業場（調理場）の設置およびイベント等の販路拡大

山梨県 内田豆腐店 製品の高品質化による新規顧客の獲得。

山梨県 南アルプス三景園オートキャンプ場 スマートフォン等に対応したウェブサイトの構築事業

山梨県 肉処寅竜 新たな客層獲得の店内改装とＰＲ活動

山梨県 日本機能性食品㈱ 大人の健康ハイ‟桑抹茶kuwa-maccha”「カッコいい大人は、健康だ」

山梨県 日本料理花祥 団体・予約客の集客強化のための店舗改修
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山梨県 農事組合法人種をまく人 ブランド力向上を図るパッケージデザイン改良と販促ツール作成

山梨県 白州屋まめ吉㈱ 地元食材を用いた飲料のPR

山梨県 八ヶ岳ホースケア牧場
「【自馬限定】スキルアップサポートレッスン」を広く認知・販売するための、情報誌掲載による情報
発信

山梨県 尾形産業㈱ ハード、ソフト両面におけるシニア・ジュニア客向けプロモーションの強化

山梨県 富士コム㈲ 高齢者向け電動カートの販路獲得のための販促ツールの製作｡

山梨県 武井プラムファーム パンフレット作成と店舗改修、レジスター導入による販売促進強化。

山梨県 平打蕎麦やつこま 店舗外装の塗り替えによる認識性の向上と、新規客の囲い込みに向けた取組

山梨県 豊年産業 Ｍａｄｅin山梨・南アルプス果物に魅力あるブランディングを。

山梨県 堀内製作所 環境・省エネ照明導入に伴う、トータルコーディネートの推進と販売促進

山梨県 味酒房伊万里 「谷村ブラックうどん」の商品開発と販路開拓

山梨県 有限会社　富士山 新規取引先開拓のためのＰＲチラシ作成

山梨県 有限会社ミート高橋 新開発コロッケの包装デザインと販促物作成及びモニタリング

山梨県 有限会社小林建築所
「ひふみの家計画」を認知してもらうための販促用チラシの作成、配布および「ひふみの家」の紹介
カタログ、手さげ袋の作成。

山梨県 有限会社竹林堂 道の駅等への販売促進用配布パンフレット＆ＰＯＰツールの制作

山梨県 有限会社銅信 総合的な住宅設備サービスの提供

山梨県 有限会社忍沢養殖場 「甲斐あかね」を中心とした加工品販売の販路開拓

山梨県 有限会社俵屋旅館 早川町と俵屋旅館の魅力を効果的に認知し、効率的顧客管理を可能にするウェブサイト構築

山梨県 ㈲アライズ 販売促進用HP、チラシ・リーフレットの作成・配布による新規女性客の開拓

山梨県 ㈲アルプスステーション 新規顧客・会員固定化のためのメール会員ご入会チラシの作成、配布。

山梨県 ㈲イイノステンレス
非鉄金属の特注品製作の情報発信を行い、販路の開拓をするためのホームページの制作および
パンフレットの制作・配布

山梨県 ㈲エルフィン・インターナショナル 販促ﾂｰﾙを活用した新商品『災害時備蓄品・米粉の乾パン』の全国展開事業

山梨県 ㈲カヤケン 新商品開発による人気商品の強化と、健康志向及び中食需要への対応

山梨県 ㈲カワサキショップ山梨 レンタルバイク、ガラスコーティングによる新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

山梨県 ㈲スタジオアンビエンテ
「環境と共生する住宅建築」を目指した「オフグリッドハウス」「農家シェアハウス」企画プランのイン
ターネットを用いた販売促進

山梨県 ㈲デグ 今までにない「本物のモノづくり」を認知してもらう広告事業

山梨県 ㈲ナトリ食品 押し寿司のパッケージデザイン統一化事業

山梨県 ㈲ニューポート 地産地消コース料理による新規顧客獲得事業

山梨県 ㈲ピーチ専科ヤマシタ さまざまなジェラートの開発と新たな販路開拓

山梨県 ㈲ピット・インサカモト イモビライザー式キーの複製を可能とする

山梨県 ㈲モンマーロ 販促チラシの効果的活用による来店客数の増加向上と固定客化

山梨県 ㈲ライフショップこうの パンフレット作成と店舗改修(直売所)による販売促進強化。

山梨県 ㈲安心サービス 全てのお客様がご来店しやすい店舗バリアフリー化工事

山梨県 ㈲久保酒店 顧客満足度向上に向けた管理システム導入とアメニティ改善事業

山梨県 ㈲峡西豆腐工房横山食品 顧客にとって魅力ある豆腐パッケージのデザイン開発

山梨県 ㈲前島園芸 新たな栽培管理情報の提供による販売システムの構築

山梨県 ㈲創美社 新規の消臭・ウイルス対策サービスの専用ＨＰ作成による販路開拓

山梨県 ㈲村松工業 太陽光発電システムと蓄電システム併設メリットの周知ＰＲと、新規顧客獲得のための展示会出展

山梨県 ㈲中村薬局 相談薬局としてのカウンセリング力を活かした重点商品の訴求。

山梨県 ㈲渡和建設 ソーシャルメディアを活用した広告戦略と宿泊設備リニューアル

山梨県 ㈲内田薬局 新規顧客（30代～40代）獲得ための店舗照明変更

山梨県 ㈲不動産かたやま 地域密着型昭和町あき家削減プロジェクト事業

山梨県 ㈲武州屋
会社のイメージアップを図ることを目的としたＣＩと商品のブランドづくりの強化による新規取引先の
拡大。
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山梨県 林電気商会 店頭初売出しＰａｒｔ１！

山梨県 鈴清
長時間滞在して頂くための快適空間を作っていく(トイレのリニューアル、休憩・授乳スペースの確
保)

長野県 (株)つたや本店 より温かい料理の提供と外国人ニーズに応える為の調理場変更と人材育成

長野県 （株）てる坊市場 ハーブ製品を中心とした販路拡大のためのネット販売システムの構築とパンフレットの作成

長野県 （株）ドリームシップ 自転車を利用したグリーンシーズンのアクティビティー提案と環境整備

長野県 (株)信州Kornukopia C'pple／カップルのブランド化確立への取り組み

長野県 （有）トミヤ 野沢菜漬けを氷温にして販売

長野県 （有）丸八種苗園 販売樹種のカタログとラベルの作成、ホームページの制作

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

長野県 （有）俵屋商店 店舗入り口段差改善と店舗内床工事（事務所バリアフリー工事）

長野県 3GArchitect合同会社 中古住宅の不安を解消！リノベーション仲介をWebで提案販促

長野県 Art＆Craftよしのや ２階店舗増床工事事業（作り手の顔が見えるお仏壇フロアー事業）

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

長野県 BlockAtelierfurniture コンパクト住宅向けの永く使える家具の提案

長野県 CredoDesign株式会社 不動産物件検索システムの開発

長野県 Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＡＷＡ 顧客ニーズに対応した店舗造りと販路拡大

長野県 garageTONO 整備部門内省化に伴う販路の拡大とお客様満足度の向上

長野県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＳＵＮＲＩＳＥ 障害者やご高齢者のニーズに対応する「福祉理美容併設サロン」の構築

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

長野県 LIVRE 福祉施設利用者、高齢者を対象にした訪問理容サービスの向上

長野県 Ｍ．Ｓテクニカルサービス 整備完了中古車展示スペースの開設

長野県 MistHair 新規顧客獲得のためのPR活動実施

長野県 nyuco（ニュウコウ） 「はねだしりんご」の宅配販売

長野県 P’sカンパニー 新規事業向け顧客及び事務所移転に伴う長野県内顧客獲得に向けた販路開拓事業

長野県 ＲＯＯＭＣＨＩＣＯＲＡ 県内初のイタリアンオーガニックヘッドスパの独自の開発による売上促進事業

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

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

長野県 アルファ機械産業株式会社 自社ブランド酒類販売によるギフト市場の獲得

長野県 アルル ブライダル新規顧客開拓事業

長野県 エコ・ラボkiso株式会社 綺麗なトイレをWebで広告し親子連れ客獲得、女性客ファ―ン増

長野県 えびよしとよ田 店舗の環境整備と新規ファミリー層の獲得、宴会需要の掘り起こし

長野県 オーベルジュグルービー 発信！自然劇場きじま平おいしいステーキを食べに来て！事業

長野県 おそうじ本舗 松本中央店 家事代行サービスの広報活動による事業拡大

長野県 キッチンストーブ 店内快適化による滞留時間拡大と地元素材商品による収益力強化

長野県 キッチンハウストランザム 昼時間帯の高齢層呼び込みの為のウォシュレット付便器の設置

長野県 キノファクトリー オリジナルベースの開発と販売

長野県 クロロスファニチャー 国産無垢材キッチンの商品開発及び販路開拓

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

長野県 ケーキ屋くまさん家 季節商品・イベントのＰＲを行うための掲示板及び広告

長野県 ゲストハウス・ノーサイド ｢安曇野・素敵な大人旅｣プロモーション媒体の作成・配布

長野県 コモリ理容室 新メニューの創設と、それに伴う店舗改装

長野県 サラダ館飯山常盤店 認知症対応型グループホーム及び個人宅向け介護食の宅配事業
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長野県 サロン・ド・ジュネ 頭皮・頭髪にやさしいパーマネントウェーブ・カラーのPR

長野県 シスマック株式会社 ＡＳＥＡＮ市場の販路拡大による国内製造販売拠点の発展と雇用拡大

長野県 ジャストベイクド・パオ 食パン製造促進事業

長野県 シリカブラック・プロジェクト㈱ 貼って実感地元人気を高めよう

長野県 シンク長野青木島校 受講生増加を目的とした販売促進事業

長野県 シンスペースファクトリー クロス工事の品質向上と販路拡大

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

長野県 スマイルファーム トマトピュレの新たなPR展開による新規顧客開拓事業

長野県 セブンイレブン信州山形店 食材の出前サービスと店舗入り口での焼き立て販売サービス

長野県 ツーリストツアープロデュース有限会社 来店不要・電話一本で利用OK手間いらずの宿泊商品の販売

長野県 つるや商店（フラワーショップつるや） パッケージの改良及びディスプレイ用具設置等による新規顧客創出

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

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

長野県 トータルクリーニングスカイブルー 企業、高齢者、働く女性に向けた効果的な広告作成による集客力向上事業

長野県 ドッグハウス・ダディー 老犬ホームを展開するための広告宣伝事業

長野県 ニチノウ食品株式会社 直売所情報サイト『産直ごーごー』の利用者の拡大を通じて当社商品の拡販

長野県 ハウスクリーニング美創 個人病院・クリニックに特化した清掃部門の新設事業

長野県 ひなぎく美容室 木曽郡内で唯一の、弱酸性美容法によるへアエステの導入

長野県 ファイブコーポレーション有限会社 自社オリジナル新築住宅ブランド｢ファミリエ」の市場開拓販売強化事業

長野県 ふじたくみサービス 当社の知名度アップのための顧客層にあった広告宣伝

長野県 プリジュ 完全オーダージュエリーによる卸売業への新規参入！

長野県 ヘアースペースクローバー 居心地の良い店内とわかりやすい看板設置で新規顧客獲得とリピーター率アップの追及

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

長野県 ペンション＆レストランめいぷる お客様にくつろぎを提供するマッサージ機の購入

長野県 ペンションハーヴェスト お客様に快適な環境を提供するため風除室の増設改築

長野県 ペンション夢風船 幅広い年齢層の集客を高めるための施設改修

長野県 ホームベーカリーベルグ 地元特産食材セロリを使用したパンの開発

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

長野県 メガネ・時計・宝飾・補聴器アカハネ 高付加価値眼鏡の販売のための売り場つくり

長野県 メゾンドソラマメ 地域食材の素材を生かしたテイクアウト商品の開発及び提供

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

長野県 ラーメンいづみ 毎日食べても飽きない店づくりと新規顧客獲得

長野県 ラトリエ・デ・サンス 集客力を高めるための店舗改装及び宣伝広告

長野県 レストランスタジオーネ 安曇野の自然の中でのガーデンウェディングパーティー

長野県 ろっぢ安曇野遊人
トイレ洗面設備のリフォーム及び食品衛生を含めた衛生環境の改善・施設内のバリアフリー化・メ
ニューの多様化

長野県 安曇野かわい 安曇野産わさび漬けPRによる販売促進及び販路拡大

長野県 安曇野かわいミルクセンター 配達に伴うサービス向上及び地元産牛乳・安曇野のＰＲによる販路拡大

長野県 羽田時計眼鏡店 補聴器検査室（防音室）設置に伴う店舗改装

長野県 艶Nagomi 新サービス開始の情報発信力強化による販路拡大

長野県 奥木曽グリーンリゾート（株） ウォーキング客をターゲットにお弁当サービスの提供

長野県 横文 集客効果を狙った店前改造事業

長野県 下中屋グループ 効果的な看板設置および店頭装飾の改良による誘客対策事業
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長野県 下條開発株式会社 水車でより釣れる釣り場にして、竿の無料レンタルで顧客層拡大事業

長野県 加工研究グループ食ごころ トマト加工に伴う裏ごし器の導入事業

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

長野県 株式会社ＯＴＥＸＪＡＰＡＮ アメリカンスチールガレージを通じた全社的販路開拓事業

長野県 株式会社ＳＰＩエンジニアリング 工業用内視鏡の販路開拓

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

長野県 株式会社ア・ラ・小布施 小布施の特産品・農産物の通販サイト運営事業「小布施通販」

長野県 株式会社アヴ二ール 店舗改装及び販売促進による、集客力向上・顧客様との関係性強化事業

長野県 株式会社アルファタケダ 「ネットワーク＆エコハウス」リニューアルオープン

長野県 株式会社イマイ企画 太陽光発電システム設置検討のための無料セミナー開催

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

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

長野県 株式会社サンケイ商事 非常用・防災用瞬間冷却パックの新商品開発及び販売

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

長野県 株式会社とをしや化粧品店 既存顧客の定着及び新規顧客獲得を目的とした店舗内外の照明改装工事事業

長野県 株式会社ナガオ 高齢者が入りやすくくつろぎやすいお店づくり

長野県 株式会社はすみふぁーむ 自社ワイン・シードルの販路拡大事業

長野県 株式会社ビッグビジネス信州 信州プレイブウォリアーズとの連携による販売促進事業

長野県 株式会社プリンティアナカヤマ 小ロットの冊子印刷製本に特化したネット通販サイトの構築

長野県 株式会社ホテルやまぶき 慶事宴会向けパンフレット作成、同級会プランチラシ作成と広告宣伝

長野県 株式会社ヤマギシ ペット＆ペット用品買物弱者のための販売促進事業

長野県 株式会社ヤマダイ大蔵 ライティング改善による商品の魅力アップ事業

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

長野県 株式会社らんぷ屋旅や市兵衛 「旅や市兵衛」地域観光の活性化事業

長野県 株式会社リンクス 個人顧客への保険制度紹介と金融セミナー開催事業

長野県 株式会社遠赤技研 管理医療器の新商品開発に伴う販路拡大事業

長野県 株式会社横澤興業 穴開け工事用機材の導入と新規受注開拓

長野県 株式会社丸ト大塚商店 信州佐久十二蔵のみくらべワンカップセットの開発

長野県 株式会社丸五山形食品 野菜を主原料とした安心・安全なヘルシーペットフードの開発

長野県 株式会社宮坂建設 移住応援プロジェクト広域告知宣伝広告事業

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

長野県 株式会社宮沢工務店 子育て世代向け新住宅商品と本社キッズスペースの設置による販路拡大

長野県 株式会社五龍舘 お子様連れ家族に向けた「体験型」試作宿泊プランの実行

長野県 株式会社小布施鈴花 しなの鉄道観光列車『ろくもん』の食事提供事業

長野県 株式会社進策 介護用作業台兼運搬車の製作と販路拡大

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

長野県 株式会社辰巳 高齢者が食べられるように骨まで軟らかい「鯉こく」の商品開発

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

長野県 株式会社穂高タウンホテル 長期連泊も安心なランドリーコーナー設置事業

長野県 株式会社望月家具センター コミュニティスペースと高齢者にも優しい売り場トイレの新設

長野県 株式会社薬師平ホテル 自然豊かな環境で味わう地元の旬な食材を生かしたバーベキュー・燻製の提供

長野県 株式会社浪合石油 高付加価値商品の販売比率を増やすための商品展示台リニューアル
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長野県 茅野アスレチックスアカデミー 幼児向け運動・遊びクラブの新設による会員拡大

長野県 甘味処みつばち 空間プラン最適化と質の高い空間デザインのための店舗改装事業

長野県 丸萬　加藤商店 主観で信州を伝える信州の地酒専門店「通販機能付きのサイト」

長野県 宮川漆器店 漆工芸の売り場の改善と英語パンフレット作成及びネット販売構築

長野県 居酒屋みなみ スペインのバルスタイルによる居心地の良い空間の提供

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

長野県 蕎麦処吉盛 待ち時間解消の為の客席拡張工事と、PRによる販促活動

長野県 原田商店 焼き菓子「ダックワーズ」の開発事業

長野県 光陽企画ＴＥＣサービス㈱ きのこ(椎茸)販売による事業拡大の取り組み

長野県 工房般若 店舗内装向け家具と海外向け高級家具用パンフレットの作成

長野県 合資会社高村商店 品質管理の徹底による販路拡大

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

長野県 合資会社野々人社 レーダー台座開発並びに技術力のアピールによる新規顧客獲得事業

長野県 合同会社hocco リハビリの笛ポーネの販路拡大に伴う生産体制の増強と環境整備

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

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

長野県 合同会社文屋 「百年本」を生み育てる、読者との温かな文化経済圏の醸成

長野県
合同会社夢倶楽部しらかば　信州カウンセリングセン
ター

拡げようメンタルケアを。企業へ・男性へ

長野県 根橋屋 そば打ち場のガラス張り改修および客室のバリアフリー整備

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

長野県 笹沢時計店 年配者集合施設へのメガネクリーニング出向サービス及び外商

長野県 山岸不動産畳店 置き畳・簡易畳を使った畳のあるくつろぎのスペースの提案と販促

長野県 山崎建設有限会社 宅内下水管の点検・清掃業の顧客開拓

長野県 四つ葉司法書士事務所 安曇野市において成年後見制度・不動産登記制度を広く知ってもらう事業

長野県 四季の森ホテル ｢ワンちゃんのストレス解消」を目的とした森林癒しプログラムによる新たな宿泊客の取り込み

長野県 四十雀 外国人客誘致に向けた施設の整備、和式便器を洋式便器に変更する

長野県 子安温泉株式会社 新装開店に伴う新規顧客獲得の為の地域新聞広告の実施

長野県 寺平株式会社 顧客集客事業タイヤ関連販売促進事業

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

長野県 手作りケーキの店　タルト 真田氏家紋入り『六文銭ロール』を上田の定番土産にする事業

長野県 楯木工製作所 バンフレット・ホームページの連動による販売力強化事業

長野県 小さなホテルアルムハウス シニア世代、女性客に配慮した快適なオーベルジュ整備事業

長野県 松下電化設備 高齢者に優しく相談できる家庭用医療計測器具で予防医療と健康管理を推進する店舗づくり

長野県 食事処音吉 バリアフリー化による集客力向上事業

長野県 信越電気管理株式会社 インターネットを使ったＢＧＭ配信取次事業

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

長野県 信州銘醸株式会社 顧客獲得のため、展示・商談会への参加強化活動

長野県 須長食菌 薄焼ききのこ煎餅の開発

長野県 世界食道 欧風オープンカフェ新設と営業時間拡大による、新サービスの開始

長野県 清水理美容院 エステシェービングの導入による新規顧客獲得と顧客満足度向上

長野県 草如庵 新規顧客開拓を目的とした小冊子の作成

長野県 地酒処叶屋 「地酒屋」としてのイメージアップを図るための店頭の改修
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長野県 中嶋彫刻 情報発信力の強化によるステンレス構造物（モニュメント）の販路拡大

長野県 庭園そば処みさと 高齢者ニーズに対応した高座椅子席導入による販路拡大

長野県 田中建築株式会社 県産木材を使った規格住宅開発と職人ブランド化プロジェクト

長野県 東信電気土木株式会社 メニューリニューアルと広告・宣伝強化事業

長野県 東和測器研究所 高耐食性・高精度ステンレスロードセルの開発

長野県 日本装置開発株式会社 自社開発Ｘ線検査装置ＣＴ１００Ⅱの構造説明と取り扱い説明のためのビデオの製作

長野県 白ほたる豆腐店 商品をひと目で見やすく陳列し購買力アップ・お客様の寛ぎスペース構築による販売拡大

長野県 髪工房オガタ 理容店でしかできない、ビューティシェービング・エステの提供とその広告宣伝

長野県 美容室fujisawa 予約システム構築による顧客確保と店舗改装による新規顧客創出

長野県 美容室loloi（ロロイ） 高濃度メディカル炭酸泉装置導入による髪質向上、頭皮環境正常化と販路拡大

長野県 美容室Puff 高齢者にやさしく快適なお店づくり

長野県 美容室安里 店舗快適化（お手洗い改修工事）と顧客来店販促

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

長野県 北アルプス展望池田食堂臣喰館 看板設置によるこだわり食材の発信と新規顧客獲得

長野県 味匠岡むら お座敷へ高座机及び高座椅子の導入

長野県 麺づくり蒼空 水質改善による自家製スープ、自家製麺の安定供給（本店・飯田店）

長野県 木曽おぎのや 贈答用パッケージ開発・チラシ作成及びインバウンド対策強化

長野県 有限会社　下平工務店 『ＳＵＭＩＫＡ』プロジェクト―「理想の間取り」キャンペーンの展開

長野県 有限会社F&Mカンパニー 地元エリアのお客様増及び売上増のための広報活動事業

長野県 有限会社ＧＥＮＫＩ 平日客室稼働率アップ事業

長野県 有限会社アクアリング 新規顧客獲得と顧客への設備・建築工事の一括請負施工のアプローチ

長野県 有限会社あづみ野美広 3Dプリンターによる立体オリジナル商品の開発製造

長野県 有限会社アメニティショップアイ 家具修理を強化し他店と差別化を図り新規顧客の開拓

長野県 有限会社あるとふぁごす 新店舗の知名度向上に向けたＰＲ事業

長野県 有限会社えぞ彫工芸社 安曇野産サクラの木箸とりんごの木の箸置き商品開発

長野県 有限会社エム・ワイ・シー タイヤ交換とタイヤ保管を一体にした新サービス販売促進事業

長野県 有限会社グランジャ ユーロ野菜の試験栽培及び販路開拓

長野県 有限会社グリーン美術出版 真田幸村の小冊子と真田紐グッズを組み合わせた土産品開発

長野県 有限会社クローバーデザイン デザインによる地域の６次産業化推進事業

長野県 有限会社サン・コンサルタンツ より円滑な農業土木工事を進める為の、事前プロデュース事業

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

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

長野県 有限会社ニセン工芸 市場に供給不足の竹タガの桶の増産事業

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

長野県 有限会社フジ精密工業 プレス加工技術でノベルティー商品を開発し新規顧客を拡充する

長野県 有限会社フルーツガーデン北沢 梨類のドライフルーツの開発と販売の事業

長野県 有限会社ホテルむつみ 山間地Wi-Fi（ワイファイ）増強プラン

長野県 有限会社ホテル光風館 旅館の魅力と観光情報を盛り込んだチラシ・パンフレット作成事業

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

長野県 有限会社ミサワ燃料 新規顧客獲得に向けての情報宣伝活動見直し事業

長野県 有限会社みやたか 「御用聞き・宅配サービス」開始と新商品PRによる販路拡大

長野県 有限会社みよしや遠藤商店 新規顧客獲得と来店率向上のためのチラシ・看板作成及び設備の導入
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長野県 有限会社めがねタイム 高齢者が安心して来店して頂くためのトイレのバリアフリー化

長野県 有限会社ヤマモト
ⅰ国道沿い、店舗駐車場内に看板（電光）設置ⅱコインランドリーへ直接出入りできるための店舗
改装

長野県 有限会社ライブファーム 腐植酸含有量を謳った「スーパー腐葉」の販売促進事業

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

長野県 有限会社ワインショップひさわ 「商圏拡大」と「買い物弱者」取込のためのチラシ広告強化事業

長野県 有限会社安心 オリジナルレンタル商品カタログ作成による販路開拓

長野県 有限会社伊那コニー 店舗のイメージアップ等による新たな顧客開拓の取り組み

長野県 有限会社栄樹 当店の強みであるワイン・輸入食品の売り上げを伸ばすための施策

長野県 有限会社下原衣料品店 新たな固定客を創造するための店舗リニューアル事業

長野県 有限会社角井 自家製粉した挽きたてのそば粉でつくる「十割そば」の開発

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

長野県 有限会社菊池自動車 スキャンツール活用事業場認定事業

長野県 有限会社久根下商店 タイヤ、アルミホイル、量販計画

長野県 有限会社佐研フーズ 地元産健康志向加工食品の商品展示発信コーナーの店舗改装

長野県 有限会社山のたこ平 高級感のある和風テーブルと椅子席でらくらくお食事

長野県 有限会社志賀高原オリンピックホテル インバウンド（外国人）・シニアに優しい御宿炭乃湯のお部屋造り

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

長野県 有限会社笑栄システム 汎用機組み込み用小型パソコンの開発と販路拡大

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

長野県 有限会社食の安全支援隊 廃鶏を使用したウィンナーの製作

長野県 有限会社信州ワタナベ
首都圏における展示会に出展「信州美味しいくだもの加工品」を幅広く販売いただける販売店、卸
様の発掘事業

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

長野県 有限会社清風荘 快適な空間の提供による新規客の獲得と顧客満足度アップ

長野県 有限会社石沢建設 自社専用、天然水を使った川魚蓄養池の建設

長野県 有限会社雪印牛乳あづみ野販売所 テレアポ活用による新規宅配顧客獲得スピードのアップ

長野県 有限会社千登勢菓子店 焼きたてどら焼きの移動専門店

長野県 有限会社総合教育 中学３年生を対象とした受験説明会実施事業

長野県 有限会社大気堂 オンデマンド事業のさらなる推進による販路拡大

長野県 有限会社大西製粉 ユーザーの利便性向上をめざすネットショップ構築

長野県 有限会社中央ホテル 新規需要の獲得及び利用客の利便性向上に係る設備導入

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

長野県 有限会社丁子屋 団体、高齢者に対応したトイレの利用環境改善事業

長野県 有限会社長野工作 3次元加工可能化による新規顧客獲得

長野県 有限会社辻本屋商店 日本庭園を活用したイベント等による誘客対策

長野県 有限会社天七 高齢者や障がい者、女性客に優しい清潔で安全な安らぎの場の創造

長野県 有限会社東信ビル 「東信ビル１」３０２号室リノベーション事業

長野県 有限会社東信州MILK工房 新規顧客獲得及び顧客脱落防止のための新サービス提供事業

長野県 有限会社南安鐵工所 DIY需要に対する鉄板加工の個人向けサービス開発と販路拡大

長野県 有限会社白雲楼旅館 DogRun（ドッグ・ラン）設置による顧客獲得の強化

長野県 有限会社白馬美容室 増毛

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

長野県 有限会社武井工芸店・門前茶寮弥生座 販売促進のための広告とチラシ、リーフレットの製作
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長野県 有限会社武島屋 シニア世代に対応し、女性も安心して利用できる練習場づくり

長野県 有限会社風屋 イメージキャラクターを活用し、認知度UPで豆腐の販路拡大

長野県 有限会社明月堂
飯綱町推奨品及び地産原料を使用をアピールした広告・ポスターの作成・広報及び地産商品告知
しおりの作成

長野県 有限会社木曽まんまグループ えごま商品包装のリニューアルと、店舗改装による飲食事業の拡大

長野県 両国屋豆腐店 長野県産“青色”大豆を使った豆腐の小ロット生産

長野県 和洋菓子さわむら ジェラートの開発・販売、それに伴う菓子棚改装

岐阜県 artt+eatatelierfeliz(ｱﾄﾘｴﾌｪﾘｽ) 新規客獲得のためのパンフレット作成

岐阜県 ＢＯＧＬ
・ムルーア×ＢＯＧＬまつ毛エクステと業界初のまつ毛エクステ専用の椅子を導入して新規市場を開
拓する。・従業員を増やして雇用促進を図る。

岐阜県 Coffee&Rest希林館 オムライスを看板メニューとした新規顧客開拓

岐阜県 ＦＭラインウェーブ株式会社 「ＦＭらら」ＰＲ活動の為の販促品製作

岐阜県 ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　ＭＡＫＯＴＯ ランチ及び食事需要を開拓するための看板設置・ＰＲ事業

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｉｎｃｅｒｅ　ヘアーデザイン　シン エアウエーブパーマ導入による既存客販路拡大・新規開拓事業

岐阜県 hair&spacharm 炭酸パワーで美しく輝き続ける髪・頭皮づくり

岐阜県 ＮＡＩＬ‘ｓ　ＳＰＡＣＥ　ｇｌｉｔｔｅｒ 地域での認知度を向上させるためのネイルサロンの販路開拓事業

岐阜県 NAUGHTYSTUDIO(ﾉｰﾃｨｰｽﾀｼﾞｵ) 当スタジオが提供する新しいスタイルのブライダル記録や演出の提案を広告宣伝する事業

岐阜県 ｒｕｎ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ（ラン・トゥギャザー） 若年層の独身女性が対象の自動車カスタマイズマーケットの拡大

岐阜県 ＴＳ産業（nokutare) デジタル時代に、暮らしに「心地よさ」を創り出す新商品の導入・販売促進

岐阜県 U’I（ウイ） トータルビューティーサロンを目指して「まつげエクステの導入とＰＲ」

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ 高齢者女性に周知されるための雑誌掲載を中心とした広報活動

岐阜県 ｕｎ　′Ｐｉｌｉｅｒ 世界初、特許取得のカット技法で地域初、高価値サロンのビジネスモデルの展開

岐阜県 Ｕフーズ・宇野鋸加工所 自宅店舗の売上倍増のためのＰＲ看板の設置

岐阜県 アクア・プランニングスタジオ 介護事業スタッフのお困りごとを解決！！リクリエーションで使える『手作りキット』ＰＲ活動

岐阜県 ウラニシワークスタジオ 「飛騨の家具を全国のお客様へ」木工房の新チャネル開発

岐阜県 エコツール本舗株式会社 豪雪地帯の高齢者住宅屋根に雪下し不要の滑雪屋根シートをＰＲ

岐阜県 エステサロン　ビューティプラス 現代病（メタボ・ストレス・更年期障害）改善事業（出張サービス）

岐阜県 エフイーエム有限会社 国内初コーヒー豆専門モールの出品促進・広告収益モデルの確立・コーヒー豆販売促進

岐阜県 エムキュー開発 知名度向上の為の大型看板設置事業

岐阜県 オクムラ株式会社 展示会に出展（スポルテック展示会）

岐阜県 おにぎりのユリ 「店舗看板充実並びに折り込みチラシでおにぎり専門店PR」事業

岐阜県 お食事処野内 集客力向上のためのトイレ改修工事事業

岐阜県 かじかの里幸の池 見易い看板を新規設置して新規顧客をつかむ

岐阜県 カトウ綜建株式会社 化学物質を排除した家つくりを体験型見学会で子育て世代にＰＲ

岐阜県 カネヤマ株式会社 自社開発商品・掃除機スタンド“タッタ君”の販売促進

岐阜県 かのう呉服店 いきたくなるＤＭ製作PROJECT

岐阜県 カフェアジャーラ― 新規・流動客獲得のための看板設置

岐阜県 カフェレストアルピーヌ 奥美濃古地鶏カレーの開発による観光客の取込とブランド構築

岐阜県 ガルエージェンシー岐阜第一 「調査の即日対応」に関するチラシ作製及び配布

岐阜県 キッズゴルフジャパン大垣 ジュニアゴルフ教室の新規生徒獲得のための無料体験教室開催とそのプロモーション活動

岐阜県 くれっしぇんど 菓子製造業への拡張をきっかけにした、お店の魅力度・認知度の向上策

岐阜県 こつぶｃａｆｅ ・体験型複合カフェ「ヤギカフェ」への経営伸展による販路拡大

岐阜県 こやま接骨院
ホームページの作成とＷＥＢマーケティングツール構築による認知度向上と販路拡大プロスポーツ
選手に認められたトレーニングを提供するサービスの広報活動

岐阜県 サンケントータル株式会社 商標「兼秀」銘包丁の販売用ＨＰ作成による新規顧客開拓
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岐阜県 すし処　山藤 客席をイス席、座卓へ簡単に切り替えできるテーブルの導入

岐阜県 スズキオート ４輪バギー・３輪トラックの販売向上事業

岐阜県 ダイニング・バー　ブレス 情報発信により気軽に楽しいダイニングバーへの集客を目指す

岐阜県 タイラー株式会社 海外向け自社サイト構築とシステム刷新による発信・販売力強化

岐阜県 ツカサ工務店有限会社 新聞折り込みのチラシＰＲ

岐阜県 ディスポート株式会社 企業及び店舗向けブランディングパッケージの販売事業

岐阜県 とこわか 新聞折込チラシ・地元情報誌の掲載広告による販路開拓事業

岐阜県 どれっしんぐ 理容室から真のサロンへ、女性客の求めるリラックスに応えていく

岐阜県 にぎり寿し勝 新規メニューブック作成およびショップカード、パンフレット作成

岐阜県 ののだカバン店 鞄小売から花小売へ業種転化による事業の持続的拡大

岐阜県 パソコンスクール・テルン オンラインスクール配信事業とコミュニティスペースの充実

岐阜県 プライベートスクールシナプス 新規塾生獲得に向けたＰＲ事業

岐阜県 ブリリアント 髪にやさしい天然素材をつかった、カラーリングサービスの提供

岐阜県 ヘアーメイクパーソナル ハイエンド層のお客様を取り込むためのプロモーション活動

岐阜県 ホワイトルンゼ 高原のスイーツとブライダルのコラボによる新規顧客の開拓

岐阜県 マリエクチュール 飛騨地方“初”「結婚式用オーダードレス」の販売促進事業

岐阜県 マルコ醸造株式会社 「マルコくるみタレ・味噌カツのたれ」デザイン開発・販路開拓事業

岐阜県 マルヘイ株式会社 地元無農薬ゆず果汁を配合した「ゆず美容クリーム」販路開拓ＰＲ事業

岐阜県 マルヤマ 地元地域で認知度の向上を図り新規顧客を獲得する広告宣伝事業

岐阜県 みなみやま水道工事店 「冷却ミスト装置」販路拡大のための広告宣伝活動

岐阜県 ミヤケ写真館 衣装レンタル拡大事業

岐阜県 メガネ・宝石・時計の細野 幅広い世代の需要を満たす「真の地域一番店」実現事業

岐阜県 ヤノ技研 キャンピングカー向けソーラーパネル等の加工及び販売促進

岐阜県 ラーメンけん 店舗立地や自慢料理を活かした新規顧客の来店促進及びリピート率向上事業

岐阜県 リストランテアルペジオ 重点地域へのフリーペーパー掲載による来店促進事業

岐阜県 リラクゼーションクオレ 地域コミュニティ活性化に向けて（ワンストップサービスの実施と出張・ケアサービスの充実）

岐阜県 伊集院まさ盛有限会社 マヨ唐チキンの販売強化を行うためのネット販売システム構築

岐阜県 一力屋商店 地元産あんしん豚と恵那鶏の炊き込みご飯のギフトによる販路開拓

岐阜県 奥長良川名水株式会社 高賀の森水の魅力を伝える通販サイトのリニュアル事業

岐阜県 奥飛騨酒造株式会社 奥飛騨酒造新商品等ＰＲ事業

岐阜県 岡田電気商会 皆様に、安心安全をお届けし、信頼される町の一番の電気屋を目指す

岐阜県 加藤木工株式会社 ＫＡＴＯＭＯＫＵ（ｶﾄﾓｸ)ブランドの販路開拓事業

岐阜県 家具工房ウッドスケッチ 新規顧客開拓ＰＲ事業

岐阜県 菓子工房オアシス 百貨店催事出店とネットショップによる新たな販路拡大

岐阜県 学研ＣＡＩスクール瑞穂校 創業２０周年を迎え、地域の生徒の学力向上と生徒数の増加作戦

岐阜県 割烹　堀部 和テーブルの導入で４０～６０代の女性客に好まれる雰囲気の店づくり

岐阜県 割烹ふじ吉 高齢者・女性にやさしい椅子席導入等による新たな顧客拡大

岐阜県 株式会社　助六 「料亭の閉じられた世界」と「日本文化」を発信する、助六公式パンフレットの製作

岐阜県 株式会社１５６物産 当社取扱商品特にエアー製品を全国及び地方に広報(ＰＲ活動）を行う事業

岐阜県 株式会社Factoria 販路拡大のための展示会出展

岐阜県 株式会社gasho 民家活用型介護施設の運営ノウハウを活かしたコンサルティング業とＦＣ事業

岐阜県 株式会社ＨＲＴ　ｉｎｏｖａｔｉｏｎ 店舗訪問日から結婚式までを記録する、「メモリアル　ストーリー　ブック」の作成
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岐阜県 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 自社塗替え工事の受注強化としてのＰＲ

岐阜県 株式会社ＭＬＣ 来店アップ施策と新規販路開拓によるディナー顧客拡大事業

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所
次世代リーダーを育成し、業績をＶ字回復させ、オンリーワンを実現するコンサルティング・プログラ
ムの販売促進

岐阜県 株式会社イーエスピー企画 全国規模の展示会出展、技術雑誌広告掲載による事業拡大

岐阜県 株式会社イトウ建材店 地域住民（一般顧客）への当社の積極ＰＲ

岐阜県 株式会社インディゴ 知ってもらえれば満足度大、魅力をもっと「知らせる」～こういうレジャー施設が欲しかった～

岐阜県 株式会社カリヨンテック 販売力強化による販路拡大

岐阜県 株式会社ギフ建 住宅完成後に顧客と信頼関係を構築することによる販路開拓事業

岐阜県 株式会社サムライリンクス 岐阜の企業情報サイト「ギフナビ」の求人システム開発

岐阜県 株式会社サンテリア リフォーム事業拡充と折込みチラシによる販路開拓

岐阜県 株式会社シマザキ めがね部門強化の為の「無料視力測定会」による新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社センチュリー 香港マーケット開拓に向けた和食器カタログ作成事業

岐阜県 株式会社タケコシ 営業利益安定確保と縫製工場稼働率向上のための自社商品拡販の仕組み作り

岐阜県 株式会社パカラ ヘッドスパサービスの充実と新リラクゼーションサービス開発事業

岐阜県 株式会社ヤマト 訪問看護周知活動に伴う営業・広告戦略

岐阜県 株式会社ロワ・エ・レーヌ 自社の強みを最大限に活かした販売促進で顧客増加を図る

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 売上促進事業

岐阜県 株式会社塩屋建設工業
新サービス（足元リフォーム事業）の商品宣伝・広告及びインターネットによるホームページの宣伝
構築

岐阜県 株式会社花の店岩田 店舗横に庭を造り地域に合ったランドスケープデザインの提案事業

岐阜県 株式会社花白の湯 「秋の味覚と温泉入浴セットプラン」ＰＲによる新規顧客開拓事業

岐阜県 株式会社吉城コンピュータ ＯＡ機器の総合的な専門店の無い高山地区への販路開拓

岐阜県 株式会社吉村屋 販路開拓に向けた客室の改装

岐阜県 株式会社金山チップセンター 岐阜県産広葉樹を利用したインテリアブランド「MOCTAVE(ﾓｸﾀｰﾌﾞ)｣の販路拡大

岐阜県 株式会社桑原工務店 複合施設シンボルデザイン・ひまわり等季節の花で集客UP

岐阜県 株式会社御嵩建築 新商品「カーサ・カリーナ」（白漆喰の家・南欧風民家）の広報活動

岐阜県 株式会社三井陶器 「ロゴ入り食器提案に特化した新規顧客の開拓」

岐阜県 株式会社三輪酒造 外国語版ホームページの作成及び海外展示会への出品販促

岐阜県 株式会社山三　三宅 ＨＢ（ハイブリッド）磁器で再現する漆器（彫漆・堆朱）調の商品開発・販売

岐阜県 株式会社小坂酒造場 古い釜場を改装して、限定されたお客様だけの限定された「百春」の試飲場の創設

岐阜県 株式会社小野建材 地域一番店をめざし電動工具売上倍増事業

岐阜県 株式会社昭和屋工業 極厚鉄板用メニューブックによる販促の展開と新製品の開発

岐阜県 株式会社新田農機商会 オリジナル薪ストーブの開発

岐阜県 株式会社大顕設備 高齢者介護リフォームと福祉用具専門店の複合業態の展開

岐阜県 株式会社長谷川人形 創業６０周年企画に向けたチラシ作成及び店内展示照明等改修

岐阜県 株式会社天野企画 職業訓練校設立運営に伴う男女別トイレ・洗面改築工事

岐阜県 株式会社渡辺瓦店 瓦屋根の良さをＰＲする事業

岐阜県 株式会社肉の御嵩屋 「炭火焼き豚」のこだわりを知ってもらって新規顧客獲得

岐阜県 株式会社美光技研 異業種交流展示会へ出展し、新しい顧客の獲得を目指す。

岐阜県 岩崎自動車 若い新たな客層への販路拡大と地元での認知度アップ

岐阜県 喜楽屋 持ち帰り用「弁当シリーズ」のＰＲ販促で顧客増と売上増加を図る

岐阜県 技建・エンタープライズ 認知度向上による水廻り特化型リフォーム元請工事の主力事業化

岐阜県 吉田製菓株式会社 味・見た目に楽しんで頂ける新『おかき』の事業展開に伴う販路拡大



115

所在地 事業者名 事業名

岐阜県 宮部建設株式会社 新築住宅請負工事事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 牛丸木工 自社をＰＲする看板と展示スペースを設置し、商品パンフレットを作成・配布する

岐阜県 近藤石材株式会社 知名度上昇による販売数増加事業

岐阜県 健康風呂ゆかり ２０～３０代向けのフリーぺーパーを活用した広告宣伝

岐阜県 原写真館 「生前遺影写真」売上拡大のための広告宣伝活動

岐阜県 戸谷製菓舗 試食・抹茶のサービスができるスペースを新たに店内設置する店舗改装による販売促進

岐阜県 五がつ 観光客などに地元食材活用したレトルトカレーの提案販売事業

岐阜県 向伸学館 パソコン修理事業強化及び広報活動強化による販路拡大

岐阜県 更科 外国人も含めた、多様な顧客ニーズに対応する店舗空間の創出

岐阜県 江西社会保険労務士事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

岐阜県 香福屋 「カスタマイズできる業務用ブレンド珈琲」アピールによる販路拡大

岐阜県 合資会社カネマス食品店 高齢者など買い物弱者にも対応した店づくりと、店の魅力のＰＲ

岐阜県 合同会社Kei'ファーム 名古屋市内消費者への自社商品ＰＲ

岐阜県 合同会社灯りや 営業力強化による旅行関係事業者への誘客に向けた情報発信事業

岐阜県 根尾電化センター どんなことでも気軽に相談できる「まちの便利な電気店」を徹底PR

岐阜県 山チャン工房 地元産の食材を使用したスイーツ等の開発及びＰＲ活動

岐阜県 山川酒店 バナー広告による新規顧客確保事業

岐阜県 山都印刷株式会社 スマートフォンに連動した飛び出す動画印刷物（ＡＲ）企画提案

岐阜県 時計・宝石・メガネ・補聴器の原 「補聴器」売上拡大のための広告宣伝活動

岐阜県 若葉株式会社 ３００年続く地酒「若葉」が飲んでみたくなるパンフレット作成

岐阜県 小町酒造株式会社 米国での販売強化の為に展示会に参加し、「和食」文化を広める

岐阜県 松本屋 トイレの洋式化とバリヤフリー化により顧客の利便性の向上

岐阜県 人生物語ワークス 「中小企業のブランド構築ワンストップサービス」確立・販路開拓

岐阜県 仁麺魚 大型看板の設置と自社ホームページ開設による集客力アップ

岐阜県 水谷呉服店 和の魅力と日本の伝統を訴求した販売促進による顧客の開拓

岐阜県 水野設計室 「自然素材にこだわった設計事務所」へのブランド化計画

岐阜県 清竜旅館 観光客に鑑賞してもらうため、ちょうざめ養殖場の整備

岐阜県 西尾クリーニング店 「クリーニング集配サービス」認知度向上による新規顧客開拓事業

岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 築約１００年の酒蔵直売店の改装による販売力強化事業

岐阜県 川久庵 ロードサイド型看板を活用した新規客獲得の為の訴求力向上販売促進事業

岐阜県 浅野雅大税理士事務所 認定支援機関として経営改善計画策定支援及びモニタリング業務のＰＲ及び販路開拓

岐阜県 前田石材店 「特徴ある自社墓石の周知徹底」と「最高級墓石の展示」による集客力、売上げの向上

岐阜県 創作料理八光苑 顧客ニーズに対応するためのテーブル席の設置事業

岐阜県 大鹿野工房 関東地方における初の「飛騨大鹿野工房木工展」の開催

岐阜県 大藪石油店 燃料以外の高付加価値商品の、販売促進と商品提案型店舗への改装

岐阜県 滝茶屋 郡上八幡の観光客を取り込むための看板の設置事業

岐阜県 中野屋旅館 お客様にやさしい館内「ひざラク」改装とＰＲによる販路拡大

岐阜県 長瀬菓子店 全国・世界のお酒好きにネットを通じて自慢できる地域と商品を提供する

岐阜県 長谷部カイロプラクティックFIX 代替医療・予防治療をめざしたカイロプラクティックの普及ＰＲ事業

岐阜県 長尾建設株式会社 「かにさんクラブ」への広告掲載で新規顧客開拓

岐阜県 田中農機株式会社 米の生産・販売部門参入のＰＲとブランドイメージづくり

岐阜県 土田金商店 「創業１３０年」伝統と技が作りだす老舗の麺(乾麺）の販路開拓
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岐阜県 豆屋珈琲 新空間で売上ＵＰ！コーヒー豆販路拡大計画

岐阜県 那加印刷株式会社 小ロット・低コストを両立したウインドウフィルムの製造・販売事業

岐阜県 柏屋 「トータルファッション柏屋」の印刷部門をもっと宣伝するぞー！

岐阜県 白鳥林工協業組合 「長良杉パネル」販路拡大事業

岐阜県 白百合工房 ネット販売のためのホームページ作成とその環境整備

岐阜県 飛騨かわい特産加工株式会社 ギフト商品パッケージの改良と新たな顧客層、販路の開拓事業

岐阜県 飛騨フォレスト株式会社 東濃桧を使ったひのき畳を活用したユニット畳等の開発及びＰＲ活動

岐阜県 美濃白川麦飯石株式会社 オーガニック市場に向けた、麦飯石入り「液体石鹸」の販路拡大事業

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） 「サロン及び訪問美容における新規客の獲得と地域への周知と定着」

岐阜県 富士綿業 快適な眠りを提案できる寝具店売り場コーナーのＰＲと高付加価値商品の販売促進

岐阜県 福井木工 小学校入学児童のいる祖父母をターゲットとした学習机の製造販売事業

岐阜県 福岳産業株式会社 「伝える・伝わる」仕組みづくりによる来店頻度の向上

岐阜県 保険タイム株式会社 「保険を売る」から「保険を買っていただく」ための販売促進事業

岐阜県 補聴器・メガネ・宝飾の丹羽 補聴器販路拡大のためのＰＲ事業

岐阜県 民宿　桑谷屋 スマートフオン用ＨＰソフト及びレンタサイクル購入

岐阜県 民宿久松 「旅行弱者に向けたトイレの形状変更に伴う快適な設備空間の提案による販売促進事業

岐阜県 有限会社　ヒシカ加藤 フレンチにあう酒器の開発および輸出業者への提案

岐阜県 有限会社アートマンはんわ バーチャルストアの制作

岐阜県 有限会社あまご亭 最高級品質のあまご・いわなの認知度向上及び自店舗への集客拡大事業

岐阜県 有限会社ウスイ商会 創業６０周年老舗企業の認知度向上に向けた顧客増大化事業

岐阜県 有限会社エキップ 営業形態の変更に伴う新事業「ワインショップ」設置とそれに伴う店舗改装

岐阜県 有限会社かまみや 酵素温浴専門店としての認知度向上の為の店舗、看板改修及び広報発信事業

岐阜県 有限会社グリーンタカトミ 新たな顧客開拓のための、夜間照明のLED化及び来場促進用チラシの作成・配布

岐阜県 有限会社コバック ３Ｄプリンターによる３次元加工技術実現のための作業環境整備

岐阜県 有限会社さかえや化粧品店 シニア世代に憩いの場を提供する為の店舗改装、広告宣伝

岐阜県 有限会社さとカンパニー タブレット端末を活用した効率化と外国人対応による増収増益

岐阜県 有限会社タナカ設備 水廻りのことなら（有）タナカ設備だと思われる看板の設置

岐阜県 有限会社なかだ館 北陸エリアの冬季イベント関連商品のＰＲを行う事業

岐阜県 有限会社ひぐち 新規顧客を獲得し、Ｃａｆｅを５０年続けるための改装計画

岐阜県 有限会社ブライダルサカエ 七五三の前撮り周知ＰＲ活動

岐阜県 有限会社ペン・テック 住宅の塗り替え元請工事のエリア拡大とブランディング

岐阜県 有限会社マツイデンキ 高齢化社会に合わせた家電の提案・販売促進事業

岐阜県 有限会社ヤマサ坂井陶器 高デザイン・高品質商品開発とＷＥＢＳＨＯＰ構築による販路拡大事業

岐阜県 有限会社浦也組 新事業「介護補助サービス」の広報による販路拡大

岐阜県 有限会社岡崎設備工業 「水回りの利便性向上設備等のＰＲ及び若年層の新規顧客開拓事業」

岐阜県 有限会社加古彫刻 金属彫刻技術を高度化、活用した新商品開発を行うことによる新市場開拓

岐阜県 有限会社加藤木工所 オンリーワン商品展開と新規顧客獲得のためのショールーム改装

岐阜県 有限会社健創 「気軽に頼める住まいの補修・営繕専門店」としての認知度向上

岐阜県 有限会社建築工房ビス 『家族とともに成長する家～Ｓｔｙｌｅ＠ＨＯＭＥ』の営業拡大を行う

岐阜県 有限会社光印刷 中小企業へのＡＲ（拡張現実）プロモーション提供事業

岐阜県 有限会社三広閣 鬼岩の四季折々の料理を前面に出した顧客獲得事業

岐阜県 有限会社山王プロジェクト 美濃和紙と絹を合わせた裂き織りの洋服の開発
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岐阜県 有限会社七宗町ふるさと開発 魅力ある商品の陳列及び店舗内レイアウトの見直し

岐阜県 有限会社宗山窯 海外展開を目的とした「品質強度向上の試験研究」と「販路開拓」

岐阜県 有限会社上村建材 「洗車サービス」の来店頻度向上による全体売上向上事業

岐阜県 有限会社城山館 販路拡大を目指すホームページ制作と顧客拡大を図るＤＭはがき作成

岐阜県 有限会社新井組 新製品である特殊下敷き「楽々おぼえ～る」販路開拓事業

岐阜県 有限会社川登屋 特産品を自社内生産し販路開拓する事で経営の安定に繋げる事業

岐阜県 有限会社浅井商店 広域新聞折込チラシによる店舗ＰＲ事業

岐阜県 有限会社太田化学工業所 販路拡大のための簡易ドリップ専用カップの開発と周知

岐阜県 有限会社泰連屋内木酒店 大吟醸「臥龍桜」のシリーズ化・全国への営業展開

岐阜県 有限会社大久保製菓舗 既存客への新たな価値提供のための喫茶スペース開設

岐阜県 有限会社藤乃屋 和洋折衷の新商品販売網の拡充、洋菓子新店舗の改善と広報拡充

岐阜県 有限会社内木木工所 国産材を使用した新素材・新商品のブランド構築及び販路開拓事業

岐阜県 有限会社日曻 ホームページのリニューアルとパンフレット作成による顧客の開拓

岐阜県 有限会社美山土地
新規顧客獲得のためのウェブによる情報発信及びチラシ配布並びにリピーター率向上のための
グッズの活用

岐阜県 有限会社宝商事 奥飛騨へもう一度来たくなるギフトセットの開発事業

岐阜県 有限会社睦館 訪日海外客の獲得と顧客満足度を高める為の宿泊受入環境の整備

岐阜県 有限会社万寿実家具センター こだわりの家具店が未開拓地域の富裕層を狙った販路開拓事業

岐阜県 有限会社明智給油所 油外売上（タイヤなど）の新規顧客開拓事業

岐阜県 有限会社緑屋老舗 ネット販売システムの構築

岐阜県 有限会社和仁建具店 飛騨の匠が作る伝統工芸「飛騨組子」製品の製作と販路開拓

岐阜県 有限会社糀屋柴田春次商店 ラベルプリンター導入による季節限定商品の販売強化事業

岐阜県 洋食亭ＫＩＳＡＫＵ 自家製プリン（デザート）のテイクアウト販売

岐阜県 理容室Ｍatsubara ポイントカードシステム及び顧客管理システム導入による既存顧客の来店頻度向上戦略

岐阜県 力寿司 新規顧客獲得のための、チラシポスティング・店舗改装・新メニュー開発事業

岐阜県 和味の宿いわみ亭 女性客をターゲットとした美容効果増進の新メニュー広報事業

岐阜県 櫻井石材店 看板広告設置による店舗ＰＲ事業

岐阜県 珈琲物語 オリジナルドリップコーヒー「新月ブレンド」「満月ブレンド」ＰＲ事業

静岡県 AirstreamDiningAzito 移動販売車「MobileDiningAzito（仮）」による地産地消ピザ等の開発・販売

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

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

静岡県 CaféandDiningkokopelli 屋外デッキテラス改修による豊かなペットライフの提案と販路拡大

静岡県 ＣａｆｅＥｓｃａｐｅ こどもの頃に憧れた、絵本に出てくるようなパンケーキが焼けるミックス粉の販売促進

静岡県 HairCreationMs. 高齢者層のためのシャンプー設備の設置と若年層のためのインターネット予約サービスの導入。

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

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

静岡県 J.DinerKAMACHI 新規顧客獲得のためのPR&店内内装工事

静岡県 kiacakeanddessert 一流レストランでのパティシエ経験を活かした『スイーツコンサルタント』販促事業

静岡県 lovepurena＊ ホームページやチラシを作成し、ＰＲすることで新たな年齢層の顧客獲得を目指す。

静岡県 ｍｅｒｉｋｅｎｋｏ ウッドデッキ喫茶を利用しての若い女性客層開拓事業

静岡県 MILTONhairsalon 町内顧客獲得に向けたデジタルとアナログによる広告宣伝の強化

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

静岡県 RoofTop村松 個人顧客獲得の為の屋根リフォーム事業PR展開
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静岡県 Ｓａｒｒｙ’ｓ　Ｃａｆｅ
ランニングステーションとして利用していただくための更衣室・シャワールームの設置及びそれに伴
う広告宣伝

静岡県 S-Factory ＡＲ(拡張現実)を利用した広告・印刷サービスの拡大

静岡県 ＳＯＢＡ笑 「店舗認知向上と新メニューの普及と販路開拓」

静岡県 ＳＵＲＹＡスーリヤ 独自性の高いオリジナルヒーリングサロンの確立と普及

静岡県 アイデア 全自動トルコンチェンジャーで整備の見える化を行い整備ユーザーを増加させる

静岡県 アオゾラカフェベイス 積極的な広報宣伝と、利用の円滑化を図る予約システムの導入。

静岡県 あがた薬品 新たな顧客獲得のための販売促進事業

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

静岡県 アトリエHappySpace 「マクラメ講座」の開設と広報用チラシ・ホームページの制作。

静岡県 いちごや 自家農園いちごを使った新メニュー作成による新規顧客獲得事業

静岡県 インテリアShopRoom's 低価格なリプロダクト商品のトータルコーディネイト販売

静岡県 エツナ ディナーで「大切な日」を演出するお店へ転換及び広報

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

静岡県 エムズテック 測量機器買取、販売事業

静岡県 おかべ 団体客及びファミリー層の顧客獲得のための店舗改装及び周知活動

静岡県 オキツマツダサービス工場 創業50周年と新工場オープンを記念し、新規顧客の取込みを行う。

静岡県 おけ屋食堂 高低変更可能なテーブルと椅子により様々な顧客ニーズへの対応

静岡県 かいづか仲町店 旧館2階のトイレ、キッズルーム改装と階段のバリアフリー化

静岡県 かど万米店 「高齢者の買い物を助ける、スロープの設置とチラシの作成」

静岡県 カネサ鰹節商店 希少で最高級の田子本枯節から高品質な削り節製品の製造

静岡県 からだ回復センター湖西 当院の整体が痛みの再発・病気を予防し、健康維持増進に効果的であると紹介する事業

静岡県 ガレージトップギア ポルシェ好きの裾野を広げるポルシェレンタカー事業

静岡県 くすり屋さんおぎそ 化粧品コーナー改装による新規客獲得と生涯顧客への育成

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

静岡県 グランマ 独自開発した沼津銘菓の商品力及びＰＲ強化による販路開拓

静岡県 グロット 磐田産の生地を使ったサーフボードケース等の製造販売事業

静岡県 こなもん食堂 新メニュー（ラ－メン）の提供と客席増加による新規顧客の開拓

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

静岡県 ささ農園 当園、みかんのブランドの確立・販路の拡大

静岡県 サチ不動産 リフォーム付き中古住宅の販路開拓の為のホームページの立ち上げ

静岡県 サニーズ三島店 白雪姫アイス（スノーホワイト）台湾かき氷の導入

静岡県 さんさん食堂 手作り餃子の安定供給及び販路拡大

静岡県 ジェリービーンズ エアコンクリーニングの消費電力削減を全面に押し出した新たな広告宣伝

静岡県 ジオガシ旅行団 全国への販路拡大とパッケージのリニューアル

静岡県 システム産業株式会社 飲食コーナーの開設による新規顧客開拓事業

静岡県 しゅうまい屋四十六番 自社製造「手作りしゅうまい」の知名度向上と販路開拓

静岡県 ジュン・サンベリーファーム 「欧州の残留農薬基準を満たした大粒苺生産の為のハウス内設備拡充」

静岡県 すけろくどりーむ株式会社 足のリラックスで心をリラックス＆スタッフ増員でお客様満足。

静岡県 スローフードグレック 贈答用パッケージの開発と誘導案内板による新規顧客確得

静岡県 セブンイレブン磐田下神増店 女性や高年齢層の買い物を助ける商品POP及び洋式トイレの導入

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

静岡県 テクニック 内装（リペア・クリーニング）サービスへの進出とPRの実施
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静岡県 ときわ屋
オリジナルキャラクター開発による近隣住民の生活の質の向上やセラピー支援の推進による収益
拡充大

静岡県 トヨタメディカルサポート 「女性専用コーナー設置及びイベント開催に係るチラシ配布」

静岡県 なつ梅 高齢者にもゆったりくつろいでいただける空間及び釜めしの提供による販路開拓

静岡県 ナベヤ Ｓグラスを使用した投げ釣り竿の開発及び新しい販売形態への取り組み

静岡県 ニューコムズ株式会社 新規顧客開拓のためのネット販売の構築とチラシの作成

静岡県 ニューホープサービスセンター お年寄りにも分かり易い広告で高齢者の顧客を増加させる

静岡県 ノーネイム 浜松市内のビジネスホテル等と連携した出張ヘアアレンジサービス事業の展開

静岡県 ノンキ堂生田商店 新たに観光客向けの茶株をイメージした“お茶の木パウンド”開発

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

静岡県 パスタマン 販路開拓を目的とした新メニューやイベントのパンフレット・チラシの作製

静岡県 パティスリーモリヤ 地場産品使用惣菜パンの開発による新規顧客開拓

静岡県 ハピネスアンドフリーダム 裾野市情報ポータルサイト『スソノタイムス』のアクセスアップの為の広告クロスメディア戦略

静岡県 ハムハウスグリム 店舗壁面の挿絵塗装と減塩ソーセージで新たな顧客を獲得する

静岡県 ハングリーズ 未経験者向けマリンレジャー総合案内所を併設した飲食店の開設

静岡県 ひいらぎ 「和」にこだわった新規サービス導入の周知と新規顧客開拓のためのＰＲ事業

静岡県 ピュアハウスワシントン 働き女子と子育てママ向け新超音波ソニック等のチラシ配布と看板設置

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

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

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

静岡県 フジタ塗装 『ホームページのリニューアル』、『広告の製作』による新規顧客の開拓

静岡県 ヘアーヴィレッジムラタ 新サービス（メンズエステ、レディースシェービング）の導入のための設備

静岡県 ヘアーサロンのぐち 高齢者が使いやすいよう店舗環境を改善して高齢顧客の増加を図る

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

静岡県 ベリーベリーサンファーム 規格外品に付加価値を付け女性・家族に喜ばれる商品の開発

静岡県 ペロはまなこ ドッグラン＆ドッグカフェ営業と、しつけ教室、ドッグセミナー開催

静岡県 ペンション　スマイル・わん 客室拡張リフォーム事業

静岡県 ペンションシャレー今井浜 新規顧客層開拓の為の温泉設備導入

静岡県 ペンションセイラーズ 高齢者を開拓するための宴会和室のテーブル・イス席への改修

静岡県 ぽーも 障害者・高齢者向け衣類の提供とインターネット販売

静岡県 ポットハウス 元作業所改装によるオープンジャムキッチンの設置

静岡県 ボデーショップ佐藤 業務・サービス内容の告知と事故対応シート配布で顧客拡大

静岡県 マツダ食品株式会社 冷チル対応商品の販路開拓

静岡県 まるたけ 飾り文字や特殊マークのデザインなどの多様なネーム刺繍の提供

静岡県 マルマツ食品有限会社 「豚茶もつ唐揚げ」の販路開拓

静岡県 まる十八 浜北発新コンセプトラーメンのメニュー拡充とＰＲ活動の展開

静岡県 みどりや・ニーム ワークショップのブランド化を突破口にした販路拡大

静岡県 メガネ・補聴器のヒキタ コンパクトな聴力測定器を導入して新たに補聴器の訪問販売を行う。

静岡県 メロンショップマエシマ有限会社 店舗改装と広報の強化で年配の高所得者層の顧客を開拓する

静岡県 ヤマ美容室 「思いやり」と「癒し」を追求したサービス提供の為の広告宣伝

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

静岡県 ゆっこ・とい 月齢別布おもちゃ手作りキットの販売促進と付加価値向上

静岡県 ユニホームセンター掛川菊川営業所 下取りセールや防災用品の販売による新規顧客の獲得
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静岡県 よし川 新規来店客獲得の為のインフォメーションボードの設置

静岡県 ライフアズアートしばはら 就活メイクスクールの集客効果による化粧品販売の新規開拓

静岡県 リアルフードマーケットあくつ 食の仕事人が選ぶ「あくつセレクション」構築による販路拡大

静岡県 リカーワインズショップみしまや有限会社 ホームページのリニューアルと商品動画作成による販路拡大事業

静岡県 リコロヘアー 毛髪、頭皮に活力を与える育毛施術であらたな顧客の取り込み

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

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

静岡県 ワタナベオート 自動車故障診断機導入による技術力ＵＰと新規顧客開拓事業

静岡県 わんルームももこ お預かりサービスとセミナー事業による顧客サービス拡大事業

静岡県 わんわんはうすふうたろう 新規顧客獲得のための生体販売コーナーとドックランの設置

静岡県 一合一笑居酒屋蓮華 女性や高齢者の「いごこち」のよい空間づくり

静岡県 遠州スプリング有限会社 自社及び自社製品の認知度向上のための計画

静岡県 遠藤自動車板金工業 外部診断機による無料診断付き中古車販売と女性に優しい整備工場

静岡県 応用技術研究所 無償ソフトウエア、サイラボの技術セミナー開催による普及

静岡県 花樹園 『顔の見える花』で新規顧客の獲得・販売促進

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

静岡県 雅バードランド トイレ改修工事実施による来店客の居心地改善

静岡県 介護福祉タクシー　ファミリー 福祉タクシー事業の認知拡充と展開

静岡県 海鮮の宿松島館 若い家族が満足できるレジャー案内と焼き菓子用オーブンの導入

静岡県 株式会社ＥＣＯ環境 社員定着化の為のメンタルヘルス事業の販路開拓

静岡県 株式会社JCE 富士山の森に住む妖精キャラクターの商品開発と販路拡大

静岡県 株式会社LaLaカレージャパン 新規顧客獲得の為の情報発信型自社販売サイトと移動試食販売車の導入

静岡県 株式会社LAPIS-LAZULI スイーツ店やカフェ、食品加工業者向け天野柿ペーストの販路開拓

静岡県 株式会社MGプラン 太陽光発電メンテナンス体制構築による増販

静岡県 株式会社U.S.K. 業界初の、車いす留学者のための安心完全サポート事業

静岡県 株式会社WEST-STYLE 無料雨漏り診断サービス実施による早期補修工事の獲得

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

静岡県 株式会社アクト・フォ 「音楽と香りとお茶を通した癒しの空間イベントPR活動及び開催」

静岡県 株式会社アサヒワーク 輸入雑貨、アパレル製品の販売強化策

静岡県 株式会社アポロ 自社サイトを作成し「事業者向け生海苔販売」事業を立ち上げ

静岡県 株式会社アマテラス 特別栽培の人参を活用・開発した商品の販路の拡大

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

静岡県 株式会社エス・マルシェ 駿河湾深層水と焼津で水揚げされたサバを使った焼鯖寿司の開発

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

静岡県 株式会社エム・アイ・エス 「ニューヨークにある和食店」を彷彿させる店舗改装及び商品開発

静岡県 株式会社オフィスグルー ツイッター、フェイスブックを利用した広告媒体サイトの構築とPR活動

静岡県 株式会社ガンボスープ 子供服の店舗とカフェを合体させた新しい空間の提供

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

静岡県 株式会社グース 自動シャッターへ変更工事とカッティングシートの貼付

静岡県 株式会社グランロード クライアントニーズに応える動画広告のコンテンツ開発

静岡県 株式会社クリーニングのカドタ 高齢者や多忙な世帯向け宅配サービス及び当社新メニューの告知

静岡県 株式会社グリーンジャケット 初心者や女性ゴルファー取込むレッスン打席とパターコーナー増設



121

所在地 事業者名 事業名

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

静岡県 株式会社ケルン 販路拡大及び新規顧客獲得の為のホームページリニューアル

静岡県 株式会社コイケ 法人向け、カーテン掛替ニーズ掘り起こしを狙ったチラシ・パンフレットの作成・配布

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

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

静岡県 株式会社サインズアース 走る広告媒体（観て楽しめるカーラッピング）で新規顧客を獲得

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

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

静岡県 株式会社ジューサー．ジェィピー ①「ＨＵＲＯＭブレンドジューサーＨＣ」の開発と新販売促進政策

静岡県 株式会社スタジオグローリー ランチ営業を開始するための店舗外装工事

静岡県 株式会社ティワイエイト 「LED照明貸出業PRのためのカタログ作成」

静岡県 株式会社トップ・ワークス 介護専門職様向けの会社パンフレット作成及び、安心無料リフォーム相談会の開催事業

静岡県 株式会社トマトップ ハウス直売所での販売強化のための内装工事とトイレの改修

静岡県 株式会社トモニ 有機JAS認定茶葉のみを使用した茶飴のパッケージ改良

静岡県 株式会社ノベルク
「直売所および加工施設の設置による農業者の負荷を軽減した委託販売業務と運搬代行業務の
開始」

静岡県 株式会社パーツボックス 女性向けウェイティングスペース設置による顧客満足向上化事業

静岡県 株式会社ハイナン保険サービス ２０代３０代の層への新規顧客開拓

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

静岡県 株式会社ヒューネット 新卒斡旋事業

静岡県 株式会社ボビッシュ 宴会会場開設により中規模宴会顧客の新規獲得

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

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

静岡県 株式会社マルイチ 忙しい女性の満足を追求した地域一番店のリフォーム事業

静岡県 株式会社ミカサ 高齢者向け肖像写真(生前遺影)撮影に特化した新サービスの提供

静岡県 株式会社ミョウラン 緊急携帯食ＴＨＥ　ＰＡＤの新メニュー共同開発

静岡県 株式会社ヤママル 集客力向上の為の小売向け商品デザインリニューアル事業

静岡県 株式会社レッツ 新規市場開拓に繋がる商材として振出容器に関わるパッケージ改良

静岡県 株式会社稲取マリンスポーツセンター 伊豆東海岸を愛するダイバーのニーズにこたえる新たなダイビングスポットの提案。

静岡県 株式会社永太建工 オーダーメイド水廻り（キッチン・洗面等）リフォーム事業の強化

静岡県 株式会社沖友 マイクロ波減圧乾燥機の販路拡大

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

静岡県 株式会社丸憲 浜松産野菜のブランド化を目指した商品開発とイメージアップ戦略の展開

静岡県 株式会社丸敏 商品力の強化と売場の環境整備で店頭販売増加策

静岡県 株式会社丸平 自社開発“楽納楽座®”シリーズの販売拡大

静岡県 株式会社宮崎商会 地域電気店が行なう高齢者向けアナログ・デジタル融合広報事業

静岡県 株式会社魚勝 高齢者に優しいお店作りのためのトイレの改修

静岡県 株式会社源馬 「通販食品展示商談会」への出展による新規顧客開拓

静岡県 株式会社戸田石材 需要にマッチした事業展開とアピール戦略の為の案内板の衣替え及びホームページ作成

静岡県 株式会社光コーポレーション 殺菌消臭スプレーの商談用機材導入とチラシ作成・HP刷新

静岡県 株式会社江永化成 『携帯用ベンチシートの普及によるワンダーボードの知名度向上と新規顧客の獲得事業』

静岡県 株式会社高柳製茶 ペットボトル専用ティーバッグの開発と夏場の販売促進活動

静岡県 株式会社佐乃春 地産地消品を提供するテナントとの協働による新規宿泊プランの作成。
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静岡県 株式会社住ケン静岡 知的資産経営導入による経営改革に基づく新しい顧客層の開拓戦略に伴う広報活動の実施

静岡県 株式会社十八屋 地域高齢者のための美しさと健康を保つ健康文化コミュニティサービスの展開

静岡県 株式会社石川園 新たな市場開拓に繋げるための広告宣伝の強化

静岡県 株式会社赤堀商店 新地域での販路開拓のための展示会出展

静岡県 株式会社大塚 聴覚リハビリの啓蒙活動による販売展開

静岡県 株式会社竹屋旅館 ＩＴや代理店営業を活用した海外観光客の獲得

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

静岡県 株式会社韮山水道設備 元請住宅リフォーム工事業におけるエリア拡充事業

静岡県 株式会社風間建築工房 「高齢者が快適かつ安心に暮らせるための高齢者専門リフォーム住宅サービスの導入」

静岡県 株式会社夢源ダイニング 女性や年配客、小さいお子さんにも『居心地のいい』店づくり

静岡県 株式会社銘茶問屋太田園 「若い女性たちが良質なお茶の買い物を楽しめるイベント・WEB戦略」

静岡県 株式会社野川商店 タイヤ組み換え事業化による新規顧客開拓

静岡県 株式会社鈴代商店 金豚王を使用したポークカレーレトルトパウチの商品開発

静岡県 株式会社和田製材
高齢化が進みつつある地域での中古住宅流通による高齢者世帯住み替えサポートと子育て世帯
誘致事業

静岡県 株式会社舩越 店舗前の陳列や休憩スペースの設置による一般客への店頭販売強化

静岡県 甘味しるこや悠遊庵 ニューサマーオレンジシャーベットの開発ジュレのパッケージリニューアルによる新規顧客の獲得

静岡県 関羽工業株式会社 独自開発クランプ装置の販路開拓事業

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

静岡県 季節料理しぶき 掘りごたつ席化による“特別なお客様”の新規開拓

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

静岡県 宮様まんぢう本舗潮屋 新規顧客獲得の為のパンフレット作成及び安全確保の為の駐車場整備

静岡県 給食当番 新メニュー「パンケーキ」の開発及び販売による売上拡大

静岡県 魚一 洋式トイレへの変更と女性専用トイレの増設による高齢顧客の獲得

静岡県 魚徳 店舗環境の整備を軸とした域外若年層への販売促進事業

静岡県 蕎麦の壽亭 座敷の掘りこたつ化、無駄な空間の改造、音響設備・スポットの設置

静岡県 近江屋製菓有限会社 一番搾り酒粕を使用した新菓子の開発と店舗環境の整備

静岡県 金子石材滝戸 顧客との持続的な接点づくりのための墓守サービスに関する販促事業

静岡県 金指電気 産業用太陽光発電設備の検査実施による販路拡大事業

静岡県 金友亭 ランチ営業開始と店舗構造改善による販路開拓事業

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

静岡県 犬の美容室フォーチュンドッグ 新規顧客の獲得と既存顧客の固定化の為のＩＴ広告宣伝戦略

静岡県 原田建設株式会社 アスファルト舗装の新技術習得による販路開拓

静岡県 古橋織布有限会社 機屋(はたや)発遠州織物のおしゃれなバッグの製造・販売

静岡県 湖西テストラボ合同会社 営業ツールを充実させた販路開拓により、新たな顧客を取り込んで事業を拡大する計画

静岡県 五條 店舗周辺の環境変化に合わせた店内のバリアフリー化

静岡県 高惣株式会社 お客様相談を兼ねる商談スペース開設

静岡県 合同会社セイルミツギ 生分解性油洗浄剤ビセン401の全国展開のための顧客開拓事業

静岡県 黒鶏社中株式会社 冷凍・加工食の開発と第二鶏舎の建設。

静岡県 佐野源スズキ販売 「子育てする人に優しく・女性にわかりやすい自動車店」のブランディング

静岡県 桜屋 菊川地域ブランド認定商品等のPRによる新たな集客への取り組み

静岡県 三ヶ日製菓有限会社 イートインスペースの設置やトイレの改修により年配客の増加を図る。

静岡県 山本電機株式会社 土壌のデータを基に、遠隔管理ができる灌水コントローラーの開発
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静岡県 司法書士篠木健二事務所 小規模な事業者の少額民事事件をサポートする出張相談と広告導入

静岡県 歯屋インターナショナル株式会社 「高級スーパーの問屋向け展示会出展及び販促用ディスプレイ導入」

静岡県 寺田建築 自ら需要を開拓するためのパンフレットの作成と営業強化への転換

静岡県 自然療法サロンミモザ 新規開発した白びわ石鹸と白びわ茶の販路開拓事業

静岡県 酒の田中屋 蔵元商品を充実させた店づくりと新規需要開拓への取り組み

静岡県 酒菜いろいろ士才 予約集客拡大の販促物及び店舗イメージアップ什器の制作

静岡県 駿河歩人研究会 次郎長生家売場環境整備事業

静岡県 旬菜玄人゛ ご慶事・お茶会への松華堂弁当サービスを含む会席料理PR活動

静岡県 純喫茶キネマ座 レトロな雰囲気が漂う、中高年齢層が好む喫茶店作り及び宣伝活動

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

静岡県 小松屋製菓 「栃を食べる」伝統文化と地域の魅力をネットで配信する

静岡県 小澤溶工 「短納期及び高精度技術に対応した機械の導入及びチラシ作成、配布」

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

静岡県 昭和精機工業株式会社 パウチ用蓄圧式タンクの販路開拓

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

静岡県 神戸醤油店 発酵製品（手作り味噌）文化の継承と普及および広報

静岡県 杉浦タイヤ商会 プロのノウハウを凝縮したＨＰの開設による個人顧客の獲得事業

静岡県 西山木材株式会社 一般客向け伊豆限定オリジナルデザインウッドデッキの施工販売

静岡県 静岡やすま園 ミニマム屋台を利用した有機栽培商品に特化した売り場づくりと出張販売

静岡県 静岡日和株式会社 遠州織物を活用した新商品の開発とオリジナル定番生地の開発

静岡県 千石園中野製茶工場 新潟・富山県の葬祭関連業者への積極的な営業による新規販路開拓

静岡県 川島米穀店 インターネットギフト市場への新規出店

静岡県 創作陶芸工房アートファーム 集客力を高める為の店舗改装

静岡県 双和プラスチックス工業株式会社 食品容器・医療用容器の真空成形製造品の販路拡大

静岡県 相沢荘 自然豊かなキャンプ場における各種体験コーナーの増設と魅力発信

静岡県 大勝軒みしま 店舗視認性を高め、新商品を訴求する広告による来店促進

静岡県 大生機設株式会社 「国内の酪農家のための、国産チーズ製造機PRのための展示会出展」

静岡県 大石建築
シニア世帯向け介護・耐震リフォーム事業参入の為の新規雇用受注拡大に対応する為の店舗整
備・チラシ作成

静岡県 鷹岡ガラス店 飛散防止フィルム及び防犯フィルム取付工事の販売促進

静岡県 池谷塗装 脱下請けのためのウェブサイト構築、チラシ作成による販売力強化

静岡県 池田畳店 畳小物開発による営業エリアの拡大と新規開拓

静岡県 竹山釣具店 自社製造できない店舗様及び小規模メーカー様向けサービスの導入

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

静岡県 庭あそ株式会社 新たな販売方法による高齢者向けリフォーム事業の顧客拡大

静岡県 天保養魚場 高齢者にもやさしい店舗づくりで集客の増大

静岡県 田中造園 お客様の声を形にした「竹チップ堆肥」の販路拡大と顧客の獲得

静岡県 田嶋精肉店 手作りの精肉店としてイメージ訴求による新規顧客獲得事業

静岡県 藤原図案 Z3R0D（トライアスロンウエア）ブランド小売取扱店獲得／販路拡大事業

静岡県 藤森設計一級建築士事務所
パンフレット等のＰＲ活動による新規顧客獲得と事務所改装による円滑なコミュニケーションがとれ
る環境づくり。

静岡県 南岳堂 高齢者層嗜好の新製品開発と店舗整備、宣伝対策

静岡県 虹いろ薬局 分包作業の効率化と快適な薬局作りによる患者向けサービスの向上

静岡県 萩埜園 日本茶文化を定着させるOCHAROMANシリーズの導入
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静岡県 白井建設株式会社 新規顧客の開拓と事業内容のアピールを目的とした営業・広告事業

静岡県 八百嘉 幅広い顧客を取り込むための明るく買いやすい売り場づくり

静岡県 飯田部品工業（ＩＢＫ） 表面処理(黒染め)加工の宣伝と新規顧客の開拓

静岡県 美容室イブ トイレのバリアフリー化と体に負担の少ないシャンプー椅子の導入

静岡県 浜千春バレエアートスタジオ 親子クラス・大人初心者クラス増設に伴う床補修

静岡県 浜北Showin塾 区内全域に広報活動を行うことで新たな生徒獲得を目指す。

静岡県 富士正酒造合資会社 酒造りへの想いや物語を醸し出す情報発信事業

静岡県 伏見醤油合資会社 清水の早摘みみかんの搾り果汁を利用した新商品開発と販路拡大

静岡県 福桝屋 新メニュー開発と高齢者にやさしい店舗づくりによる販売促進事業

静岡県 平電機株式会社 脳外科手術用肘掛の開発および販路開拓

静岡県 北の麺蔵 北海道から直送する新鮮素材を使った麺蔵夏のキャンペーン

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

静岡県 木工工房佳城建具 展示スペース設置とPRチラシでサンドブラストと建具の顧客開拓

静岡県 有限会社SuNルミネ 高齢理美容事業者の「ウィッグ販売」「技術研修」「ウィッグ相談会」の開催事業。

静岡県 有限会社アカネ 地域のみなさんが集う快適な「憩いの場」づくり

静岡県 有限会社あとりえmomo ご来店出来ないお客様に、安心安全な低カロリータルトの宅配を始める。

静岡県 有限会社エコ・プラン二十一 インターネット通販の強化及びコミュニティFMを使った販売促進事業

静岡県 有限会社オールカーシステム 「ママも子どもも居心地のいい車やさん」整備改修事業

静岡県 有限会社カメラのすずらん 子育て世代に快適なプリント受付スペースと展示台の配置変更

静岡県 有限会社キヤ みな市ブランドを生かして地域で愛される漬物作り

静岡県 有限会社キャナリィ 顧客満足度向上のため全ての仕事をスピードＵＰし、売上増を図る。

静岡県 有限会社グリーンネット コインパーキングの設備刷新による利用者の利便性アップ

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

静岡県 有限会社サカエ印刷 新規顧客獲得のための店舗外観イメージアップ事業

静岡県 有限会社サカエ屋 ディンプルキーの作製による販路開拓

静岡県 有限会社サンフランシスコパイハウス 工場直販による販路拡大のためのパンフレット及びチラシの作成

静岡県 有限会社シェーンヴァッサー　美容室ミルソンズポイント 治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身ともにサポート

静岡県 有限会社シロタ 商品イメージ統一に基づく、企業ブランドの構築

静岡県 有限会社スーパームロフシ 販路拡大及び新規顧客獲得の新商品パンフレットの作成

静岡県 有限会社スギモトシート 商談スペースの作成により、より良い提案を行い新規顧客の拡大を図る

静岡県 有限会社スタジオワン福田 家族の記念日を彩る、庭園スタジオによるロケーション撮影の提供

静岡県 有限会社スタディプラン 地域に密着した学習塾の効果的な新聞広告の掲載

静岡県 有限会社つず美湯元園 反射炉大砲ロールのパッケージ、ラベル作りとホームページ改良。

静岡県 有限会社トキワサンコウ 直売事業所への改装と広告看板設置

静岡県 有限会社トノ建 スタイリッシュ建築に調和するヴィンテージ加工品専門店の開設と運営

静岡県 有限会社ながしま茶園 新商品（ジェラ－ド等）を利用した女性客の誘客

静岡県 有限会社なぶらとと 日本一おいしい稲取キンメを提供し新規顧客を獲得する

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

静岡県 有限会社ネイチャーフィールド ScanDHOMEのパンフレット・写真集作製と折込宣伝による集客

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

静岡県 有限会社ひと津 クレープ焼き体験の展開を通じた新規顧客獲得

静岡県 有限会社ふれっしゅや
店舗改装により、より健康を意識した料理の提供及び、健康食品等販売のＰＲと、オリジナル贈答
用ラッピングの開発
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静岡県 有限会社まいさか丸三 高級感あるパッケージなどの作成による百貨店等の販路開拓

静岡県 有限会社マサル織布 遠州織物の発展に繋げる自社３事業の融合を目指した販路拡大PRの展開

静岡県 有限会社マスダ 介護・福祉「家族DE支え愛」介護用品販売・レンタル事業の販路拡大事業

静岡県 有限会社マルスフーズ 『しらす干し』製造過程を可視化させたオープン工房（販売所）の導入

静岡県 有限会社ムサシエンジニアリング 道路標示線消去用小型超高圧水噴射システムの広告・宣伝活動

静岡県 有限会社むせんZONE25 自転車レース競技者向けのデジタル簡易無線機普及事業

静岡県 有限会社ムラタ装備 営業力強化のための業界ソフト導入と会社案内パンフレットの作成事業

静岡県 有限会社やまへい うなぎ白焼きに特化した長期品質安定保存のための特殊冷凍設備の導入

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

静岡県 有限会社ラズベリーハウス 地域食材を練り込んだ食パン開発と商品化による販路の開拓

静岡県 有限会社ワカスギ塗装 無機塗料の使用に伴う作業効率の向上および販路拡大

静岡県 有限会社ワクダ総合企画 案内板のリニューアル等による耐震リフォーム工事の顧客取り込み

静岡県 有限会社わたなべ オリジナル商品を前面に出したアイスクリーム部門の販売促進

静岡県 有限会社伊豆プラ UV印刷機保有事業者向け印刷機専用製品の販路開拓

静岡県 有限会社加藤醤油 手づくりを体験できる工房見学ツールの充実

静岡県 有限会社加藤縫製 ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮの防災頭巾及び寝具の新規販路開拓

静岡県 有限会社花月製菓
パンフレットの作成（地元用及び、観光客用）及び、オリジナルの包装紙、手提げ袋の作成による新
規顧客獲得事業。

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

静岡県 有限会社丸松 観光客に「浜名湖牡蠣カバ丼の具」をレトルト商品として販売する。

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

静岡県 有限会社魚兼商店 地元食材を使った「うおかねコロッケ」等をネット販売で販路拡大する

静岡県 有限会社魚源 高齢者層の声を活かしたリニューアルによる集客・販売の強化

静岡県 有限会社御宿さか屋 中高年と温泉ファンにアピールするＨＰの再構築とパンフレットの作成

静岡県 有限会社御前崎 トイレ、テーブル席の設置によるバリアフリー化と客席の個室化

静岡県 有限会社三角屋水産 静岡県を代表する海産物加工品の開発と販路開拓

静岡県 有限会社三楽荘 車イスの方が含まれる個人団体向けバリアフリーの宿泊プランのPR

静岡県 有限会社山信 自社で運営するインターネット事業

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

静岡県 有限会社燦有機研究所 家庭園芸用サイズの商品開発による新顧客開拓とサイト構築

静岡県 有限会社市川工業所 鉄匠館の部門で行う、店舗用什器の試作と販路開拓

静岡県 有限会社市川商店 新規顧客獲得に向けたスマートフォン対応ウェブサイト作成事業

静岡県 有限会社若木屋 販売促進につながるパッケージデザイン及びホームページの変更

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

静岡県 有限会社小林捺染工所 ホログラムチップを使った富士山グッズの製作による販路開拓

静岡県 有限会社神田鐵工所 複雑形状・難削材な製品対応体制の構築

静岡県 有限会社杉村左官工業 地場産品販売住民交流拠点「みんなのまるしぇ」の通年営業

静岡県 有限会社星野葬祭 家族層ニーズをとらえた専用葬儀設備の導入

静岡県 有限会社青木工務店 住まいのＥＣＯリフォーム事業と販売促進

静岡県 有限会社曽根田工業 参加実績のない展示会への出展によるPR活動とその効果を上げる営業力の強化

静岡県 有限会社増島農園 一般顧客向け茸の未利用部位を活用した新商品の販路開拓

静岡県 有限会社大石製作所 棚・ラック用落下防止ネットの開発及び販売

静岡県 有限会社竹泉浜北店 地域資源浜名湖産うなぎを活用した「うなぎおこわ」の開発、販売
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静岡県 有限会社長香 合宿・体験型宿泊による販路拡大

静岡県 有限会社長倉書店 伊豆の魅力を学ぶセミナーの開催で集客し顧客を囲い込む

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

静岡県 有限会社天平寿司 天平寿司案内パンフレット作成と新聞の折り込みチラシ

静岡県 有限会社土屋製畳 外国人や観光客、若年層も入りやすい店舗作りとチラシ作成

静岡県 有限会社東海技研 介護製品の動画による用途提案での新規販路開拓

静岡県 有限会社浜松屋製麺所 同人系向け乾麺廃棄部を活用したオリジナル製品の開発・販路開拓

静岡県 有限会社浜名湖ファーム 「浜名湖うずらブランド」を確立するためのパンフレット作成とWebサイト開設

静岡県 有限会社富永工業所 異次元性能アルミ製リガチャー特集記事掲載による販売促進活動

静岡県 有限会社福延 ホームページ開発、チラシ作成配布による新規顧客の開拓

静岡県 有限会社福田織物 世界初のデザインコーデュロイ織物を海外に販路開拓する。

静岡県 有限会社平野建材 看板設置やチラシ配布でリフォーム工事等の直請増加を図る

静岡県 有限会社米澤電設 一般の消費者にチラシを配り、安心な価格で電気工事を提供する

静岡県 有限会社豊文堂 書店とＰＣ・タブレット利用者の融合化を図る事業

静岡県 有限会社明正薬局 肥満でお悩みの三島・駿東地区のお客様へ周知のための広告宣伝

静岡県 有限会社鈴木牛乳店 サンプル商品の配布による販路拡大

静岡県 遊酒花房 魚介類及び加工品、調味料の販売・ＰＲによる新規顧客獲得

静岡県 旅館合亀 遠州夢咲牛、遠州黒豚を使用した新商品の開発

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

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

静岡県 和食処なかや 配達先や店内で調理、食材、調理方法を説明する「ふじのくに食の都弁当および料理」の開発

静岡県 糀屋商店 少量小分け販売による新規顧客の開拓と販路拡大

愛知県 ＆ｒｅｓｔ デジタルパーマ・炭酸発生装置導入による顧客獲得事業

愛知県 ２アンド４サービスショップ　ピット 店舗・展示場・作業場の拡張による車両回転率向上による売上拡大

愛知県 ２代目よこやま接骨院
当院が提供するサービス（特に当院の強みである骨盤矯正やむち打ち治療など）を周知し、来院患
者数増加を図る

愛知県 AOKI建築設計事務所 ホームページの作成とインターネット上での広告

愛知県 ＢＯＤＹ ＬＡＢＯ ＩＺＵＭＩ 「空間演出による新たな女性客の取込みの為の、店舗内装リニューアル事業」

愛知県 ｃ－ｂａｓｅ－ｃａｆｅ 親子で楽しむお座敷ｃａｆｅ事業

愛知県 ＣＯＣＫＮＥＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 英語の話せる美容室

愛知県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｃｕｒｒｙ　ＷＡＹＡ フレンチトーストと新商品ＰＲによる新顧客開拓

愛知県 ｃｏｕｔｕｒｅ　ｍａｍａｎ 「ウェディングトータルコーディネート提案」のイベント開催のためのＰＲ活動

愛知県 ＤｉｓｃｏｖｅｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｃｈｏｏｌ 新校舎オープン園児募集事業

愛知県 Ｄｏ ｌａ ｖｉｅ （ドゥーラ・ヴィー） 新規顧客開拓に向けたブログ誘導型看板の設置

愛知県 ＤＹ商会 インターネット通販による電設資材(配線材料)販路開拓事業

愛知県 ｆｌｏｗｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ　ＦＩＯＲＥ 自社オリジナル和装髪飾り事業の新設とＰＲ

愛知県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＰｏｒｔｏ 奇跡の４０分デジパー「クリップカール」

愛知県 ｈａｉｒｔｈｅＳＯＵＬ 新規メニューで、客単価の向上・新規顧客獲得を目指す

愛知県 Ｈａｐｐｙ　Ｂａｋｅｒｙ　ＴＡＫＵＴＡＫＵ 販売拡大に向けた機械器具導入

愛知県 IRAKA設計事務所 ３Ｄプリンター導入による販路開拓事業

愛知県 ＪＵｅ 最新美容機器導入による客単価・リピート率の向上事業

愛知県 ｋｏｔｉｎｏｙａ 看板と理念を込めたカードで販路拡大に繋がる事業

愛知県 ＫＹコーポレーション株式会社 店舗イメージ向上と提案型店頭販売強化でシニア層顧客拡大
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愛知県 Ｍ４９ａｕｔｏｓｅｌｅｃｔ お客様の強い思い入れに応えるカスタムカーにこだわった中古車販売店の販路拡大

愛知県 Ｍｅｄｉａ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｄｅｐｔ　あいうえお
商品買取システムを含む　独自販売ホームページの制作運営による中古市場での新規集客と販路
開拓

愛知県 Ｍｙ　Ｓｔｙｌｅ オフィス・ウォーキングプログラム等の普及

愛知県 Ｐｏｎ Ｐａｄｄｙ ｈａｉｒ ｌｉｆｅ 瀬戸在住３０～４０代の有職の主婦を対象としたネット集客

愛知県 ＲＪＥＷＥＬＲＹ コンバージョン率１％を達成するＷｅｂサイトの構築事業

愛知県 ＳＫ－Ｔｒａｄｅ 大須万松寺通店収容人数、回転率大幅アップに向けた店内改装工事。

愛知県 Ｓｔａｉｎｅｄ　ｇｌａｓｓ　Ｎｉｊｉｉｒｏ 事業者向け販路拡大のための展示会出展と受注体制の構築事業

愛知県 ｓｔｕｄｉｏ　ｔｙｔｙ 新規会員獲得、店舗拡大に伴う、新規顧客拡大プラン

愛知県 ＳｕｎＰｌｕｓＣａｆｅ ２次会・バースデー・宴会プランなど各種プラン予約の充実

愛知県 ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　鍛冶 リペアの認知度を高める事が集客＆売上ｕｐに繋がる！！！

愛知県 ＹＵＩ ニーズに合わせた地域のみやげ菓子の開発で売上アップ！

愛知県 アーチエンジェル 代理店増をめざし、エステスクールＨＰとショッピングサイト制作

愛知県 アートグラスマーケット 「ご自宅でガラス工芸（とんぼ玉）づくり」をお手軽にデリバリー

愛知県 アオイ設備工業株式会社 新たなリフォームパックプランの開発とＰＲ強化による販売促進

愛知県 アジア（ＡＳＩＡ） オーシャンビューデッキの増築。ＢＢＱスペース（ビアガーデンとしても活用）としての改装事業

愛知県 アシストーン株式会社 石材の特殊洗浄システム・封孔コーティング剤の開発・販売

愛知県 あしながおじさん焼肉亭 瞬時にお店（焼き肉店）の存在を示す店舗訴求力のある屋外看板の設置

愛知県 あづまや珈琲店 自家焙煎珈琲店のアピールと挽き売りの拡大事業

愛知県 アフリカ工房 業務用シアバターの効率的な生産体制の確立及び販売促進

愛知県 アムトラック 直輸入台湾茶の販売拡大のためのパッケージ開発及び販売促進

愛知県 あめや製菓舗 新商品のＰＲ事業

愛知県 ありみず治療院 新技術と国家資格技術を宣伝する為の看板設置と院内環境設備

愛知県 あるる 地域情報誌による「１０周年」の広報、看板改装による新規顧客獲得事業

愛知県 アンジュール ドッグカフェ増設事業

愛知県 イタリア料理らぱん 病院との提携による快気祝い、退院祝い、出産祝いの新規顧客獲得

愛知県 イナバヘアワークス 予約システムを整備し、新たな顧客獲得と単価アップを図る

愛知県 インテリア・アシスト
内装業界専用の顧客管理・販売促進システムソフトの導入による顧客管理やＤＭ、チラシの作成
インテリア専用３Ｄシュミレーションソフトの導入による販売促進プレゼンテーション用資料を使った
提案型営業

愛知県 ウェルフォワード
リファービッシュ複合機にオリジナルメンテナンス契約を付帯した初のリサイクルトナーカートリッジ
販売活動

愛知県 うなぎの三河 新規顧客を誘客するためのホームページ作成

愛知県 エーシーネットワーク株式会社 シニアヨガ講師養成講座プログラムの開発・広告・生徒募集

愛知県 おそうじ本舗あま店 「びっくりするほどきれいになる。この感動を味わってみませんか？事業」

愛知県 おそうじ本舗日進岩崎店 フットワークを活かした営業エリア拡大と付加価値サービスの提供

愛知県 お好み焼味味 「座敷でも楽に腰掛け、楽しい食事」店舗内環境改善事業

愛知県 カナザワ工業株式会社 「薪焚き式バイオマスボイラー」のカタログ・ホームページ製作事業

愛知県 かねき米の郷 “祝い事ならお米ギフトにお任せ！”お米ギフト販売促進事業

愛知県 ガラス工房グラスバレー 研磨技術の継承と質の高い制作のためのベルトサンダー導入

愛知県 カワシマ株式会社 愛知“モノづくり“を海外へ！企業展出展と海外での販路開拓事業

愛知県 きもの和楽かね宗 結婚式場でヘアメイクして憧れの礼装きもの体験＆展示販売会

愛知県 キリヤマガレージ 輸入車に特化した整備体制強化による顧客拡大と防犯対策の強化

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 スマフォを活用した市民環境調査ツールのエコプロダクツへの出展

愛知県 ケヰテック株式会社 研磨市場に革新を！～新たなる艶出し研磨商品で販路拡大～

愛知県 サイアンスコーヒー有限会社 「スカンダロールケーキ」を活用したインドコーヒーの販売促進策
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愛知県 さくら寿し 寿司以外の新しいメニューも提供できることをＰＲし、新しい層のお客様の集客を図る

愛知県 サン食品株式会社 コンニャクダイエットスイーツ食品の製造・販売事業

愛知県 シェカズ ホールケーキ販売拡張、及び新たなギフト商品の開発とＰＲ

愛知県 ジェミーコミュニティサロンゆう 更なる発展を目指すプラスαサロン改革

愛知県 ジョイ　アンド　トラスト　（Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ） Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ　認知度向上プロジェクト

愛知県 シンカ工業株式会社 新規事業参入に伴い、作業スペース確保のためのテント倉庫の購入、及び製品在庫棚の設置

愛知県 シントール薬品株式会社 競走馬及び競技場の市場獲得を目指す為の馬用マッサージクリームの試作開発事業

愛知県 スズオキデザイン リーズナブルな動画撮影サービスで販路拡大

愛知県 スズキ広務店 地域資源をリデザイン！販売広告サイト作成による新たな顧客開拓

愛知県 スタジオリスペクト 触ってもらい、体験できるクラフトフェアーへの出店と瀬戸焼きの特色を活かした商品開発。

愛知県 スマッツ株式会社 ロボット組立教材「ロボスプリント」改良版の試作及びホームページリニューアル

愛知県 ソーワローズ有限会社 法人・個人向け総合カタログの作成・配布

愛知県 そろばんマイスタースクール 自社の強み（珠算式暗算能力開発）を周知宣伝＆新規顧客獲得事業

愛知県 タージ・ベンガル カレー出張調理販売の為の移動販売車への改造

愛知県 ダイビングショップ　オズ ライセンスカード取得と連動したツアー広告の作成

愛知県 ダイヤテック株式会社 工具『切れるンジャー』の知名度向上による問屋の新規開拓。

愛知県 チャイニーズキッチン美杏 ラーメン専門店への業態変更

愛知県 ツヅキ畳店 置き畳市場への本格参入

愛知県 とうふプロジェクトジャパン株式会社 「豆腐マイスター認定講座」申し込みシステム構築による一般消費者に向けた販売強化

愛知県 トリイ建築 既存住宅プラスｏｎｅリフォーム事業

愛知県 とんこつ懐石こざくら 高齢者の新規顧客獲得のためのバリアフリー対応店舗への改装とＰＲ事業

愛知県 なごみ接骨院 認知度拡大と販路拡大に向けた宣伝活動強化事業

愛知県 ナトミ美容室 「デリバリー美容室とリンパマッサージで美容と健康のお手伝い」

愛知県 ななは 生け花・アレンジフラワー教室の開講

愛知県 なまずや 高齢者等にも優しい店舗内バリアフリー化と周知広告の配布

愛知県 ナレッジ株式会社 ３Ｄ機械設計技術者の育成

愛知県 ニューブリーズ株式会社 「ｅｅ－Ｄｅｍａｎｄ　Ｒｏｂｏ　広告ＰＲ」

愛知県 パールデンタルアート コバルトクロム系合金による陶材焼付冠の作製

愛知県 パコント 小学生向けパソコン教室事業

愛知県 パティスリー　メリ・メロ お客様の笑顔に繋げるオリジナル袋の製作と広報活動

愛知県 パティスリーしあわせのえき 店舗入り口改修事業と店内ディスプレイの増設

愛知県 はれはれ どんどんアピール！集客力向上事業

愛知県 パンドラカフェ ランチ・ディナーメニュー拡充大作戦

愛知県 パン工房　七人姉妹 卵なし！牛乳なし！添加物なし！おいしいオリジナル食パンのＰＲ

愛知県 パン工房ながさわ 「小麦のたまてばこ」武豊町の土産品事業

愛知県 ピカ壱 きっかけづくりで繋がりづくり

愛知県 ひきだしｄｅｓｉｇｎａｓｓｏｃｉａｔｅ 美術と人を結ぶ機会を創出するファシリテーションビジネスの確立

愛知県 ビクトリア珈琲株式会社
当社オリジナル酵素焙煎ドリップコーヒーだけでなく、今後受注増が見込めるドリップコーヒー受託
製造ＰＢ・ＯＥＭについてキャバオーバーによる失注を防止して受注先の要望に十分な対応と作業
ミスのない高品質な商品を提供できるような作業場の拡張

愛知県 ビューティーサロンあかさか チャイルドコーナー新設による子供客の取り込みおよび保護者の顧客化

愛知県 ヒライ商店
小売部門の売上強化を図るべく、広範囲で周知を行えるフリーペーパー（広告媒体）を活用した周
知と顧客獲得。

愛知県 フェイシャルエステサロン　ルシル 商圏と客層の拡大による新規顧客の獲得

愛知県 プチローズ株式会社 店舗リニューアル＆「秋の新作スイーツ」発表事業
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愛知県 プライマリ・メタ・ワークス株式会社 次世代ＩＤ証のインターネットを活用した広告宣伝

愛知県 フラワーハーモニー桜想 フラワー商品の認知度向上のための宣伝事業

愛知県 プランニングオフィス・ラグーン有限会社
【ソーシャルグッドデザインショールーム】の開設によるＣＳＲ（企業の社会貢献）ビジネスプラット
ホームの構築

愛知県 プリズム スポーツシューフィッターによる新規顧客拡大イベント事業

愛知県 プレジールヘアーデザイン
広報を強化し、新メニューをＰＲすることで、２０代の新規顧客の増加と、それに対応するセット面の
増設。

愛知県 ヘアーデザインプレゼンス 顧客提案型のリラクゼーションサービス事業

愛知県 ヘアヴァーゴ アラサーアラフォー向けプラスワンメニューの開発による販売促進事業

愛知県 ポルポ 地域一番店を目指すイタリア料理店の展開

愛知県 まんきち プロがつくる創作料理「秋刀魚のまんま」の販路開拓、ＰＲ事業

愛知県 みどりや ＬＥＤ照明導入によるコスト削減、競争力強化事業

愛知県 メガネ２１一宮店 出張販売を新たに取り入れた販売促進事業

愛知県 メキア加藤商会株式会社
看板のＬＥＤ照明の取り付け及び販促品からの口コミ効果拡大、インターネットからのエリア拡大に
よる廃車依頼強化

愛知県 めん処　丸長 洋式トイレおよびアメニティスペース設置による快適性向上事業

愛知県 ヤマカ杉田商店 ＬＥＤ照明によるコスト削減、競争力強化事業

愛知県 やまき総合法務事務所 英語広告媒体を利用した、外国人ビジネスサポートサービス

愛知県 よしみ整体院 予約システム構築のホームページ作成事業

愛知県 リカーショップいとり 街のふれあい角打ち「立ち呑みＢａｒ」の開設

愛知県 リトルビーチ 若い子育てママの集まる地域一番店を目指す

愛知県 リフォーム職人ＷＩＬＬ「志」 「自然素材で人に優しい住まいを伝統工法で建てる事業」の展開

愛知県 リブレ 製品化問い合わせ窓口用のホームページの作成による販路拡大

愛知県 レガーレカフェ栄 コワーキングスペースを利用した起業家による“起業家のため”の結婚相談所

愛知県 ローゼル ホームページ制作および情報発信によるフィトセラピーの普及

愛知県 ワーキングウェアートップ 店舗外観及び看板整備による他店差別化アピール事業

愛知県 ワゴー株式会社 締付け機能をもったツイストロックの開発・製造販売

愛知県 愛三商会 「シラスの島篠島」のブランドづくりと質の高いシラスの直接販売の推進事業

愛知県 旭光撚糸有限会社 技術カタログの作成及びホームページの内容再検討と多言語化対応

愛知県 伊藤保険株式会社 プレシニア世代の相談件数増加を目指した個人相談ルーム開設

愛知県 永和堂製菓舗 鯛之介クッキーの開発とレジアプリを利用した新レジシステム

愛知県 英語屋さん 「気軽」「安価」「親しみやすい」英語教室の運営

愛知県 岡田屋製菓株式会社 アクリルサンプル作成と食品検査実施による販路拡大策

愛知県 桶元精肉店 屋外にのれん・照明器具を設置し、新規顧客獲得のための店舗ピーアール作戦

愛知県 音楽のように 「ジビエ」を使用した「シャルキュトリー」と「生パスタ＆ソース」の通信販売による販路拡大

愛知県 家田製菓株式会社 オリジナルな高付加価値ポン菓子の試作開発

愛知県 快眠工房中村屋 快眠の提案ができる店内什器のリニューアル

愛知県 株式会社　エム＆プラス 「美容室　おもてなしの心」　研修ＤＶＤ開発

愛知県 株式会社ＡＢパートナーズ 空きビル・空き家再生事例を広く周知し、スクラップアンドビルドストップ事業

愛知県 株式会社ＡｑｕａＴｒａｄｉｎｇ ウェブサイトリニューアル・ダイレクトメールによる顧客拡大

愛知県 株式会社ＢＳＳ 生命・損害保険でリスクマネジメント並びに自社ブランディング

愛知県 株式会社ＣＤＪホールディングス 当社電動アシスト機能付サイクルスポーツの拡販事業

愛知県 株式会社ＣｒｏｓｓＲｉｎｇ マンスリーレンタカー事業個人、中小企業向けリース

愛知県 株式会社ＤＯＯＤＬＥ 三河地鶏を使用したこだわり料理の提供による地元ブランド鶏のＰＲ活動

愛知県 株式会社HURS 健康をキーワードとした新規顧客開拓事業
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愛知県 株式会社ｉｉｉｅ 来店へのきっかけ作りと販路拡大の為のパンフレット製作

愛知県 株式会社ＬＩＤＥＣ 「非婚化・晩婚化解消の鍵は結婚相談所を知り選ぶ事の啓蒙」の広告

愛知県 株式会社Ｍ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ 交通事故治療ならびに自賠責保険適正使用の認知

愛知県 株式会社ｍｅｔｅｃｏ 梱包事業拡大へ向けて、第二工場新設と新規顧客の獲得

愛知県 株式会社ＭＧＪ 「小学生低学年から始めるグローバル教育」を強調した広告物作成

愛知県 株式会社ＭＯＲＥ　ＴＨＡＮ ハーブで薄毛のお悩み解消！育毛・増毛コース

愛知県 株式会社ＮＣネットワーク名古屋 中部地区の製造業連合「中部ものづくりＵＮＩＴＥＤ」の運営と、機械要素技術展へ共同出展

愛知県 株式会社PEACE 「ネット販売事業」自社仕入れルートにて激安販売サイト

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 営業講習会活動事業

愛知県 株式会社ＳＯＥＭ 「家族で長く愛せるお店」を周辺地域にアピール事業

愛知県 株式会社ＳＯＴＡＣ インドネシアでの自社ブランド製品販路開拓事業

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ バルーン装飾で催事演出を提案するコンセプトショップのＰＲ

愛知県 株式会社ＴＯＭ創屋 外壁塗装ショウルームの完備（屋外広告看板含む）

愛知県 株式会社Ｙ．ｚ 業務を周知させ雇用を拡大する為のホームページ作成

愛知県 株式会社アイエコアップ
ホームインスペクション試験対策セミナーを開催し、インスペクターネットワークを構築することで床
下診断の請負機会の増加と新規提携先を開拓する。

愛知県 株式会社あいさいか 新鮮で安全なレア特産品のＰＲによる販売促進事業

愛知県 株式会社アサノ通信 市バスラッピングによる販路拡大事業

愛知県 株式会社アドミックス ジョンマスターオーガニックでの売上倍増

愛知県 株式会社アルコム 減速帯（保安用品）による道路・駐車場全国安全化事業

愛知県 株式会社イーズライフ 人出不足一発解消プロモーションビデオ作成による代理店開拓事業

愛知県 株式会社イノウエ商会 飲食　ホームページやＳＮＳを使ったあんかけスパゲティの広告販売

愛知県 株式会社エイム イベント運営に関わるワンストップサービス(機材レンタル・ＰＲツール作成）の提供

愛知県 株式会社エスプリ 安心タブレットアンケートサービスの販路開拓

愛知県 株式会社エバーブルーコーポレーション 安心、安全、快適生活で幸せ生活を創造する「介護保険住宅改修」事業

愛知県 株式会社オフィッコス 中古の賃貸オフィスビルオーナーを支援して仲介市場を活性化する事業

愛知県 株式会社かねまさ ＨＰを情報発信基地にした「かねまさ」ブランドイメージの構築

愛知県 株式会社キマタ 新聞折込チラシ及びＤＭによる販路拡大事業

愛知県 株式会社クオレイタリア ネットサイト構築による「デパートからネットへの販路開拓事業」

愛知県 株式会社ぐっとくるダイニング
客単価および客数向上のための①個室の造作及び、店舗情報開示と求人のための②ホームペー
ジ作成事業

愛知県 株式会社グッドホーム セルローズファイバー断熱材の住宅市場開拓

愛知県 株式会社くら 無人ヘリコプターによる空撮事業

愛知県 株式会社クラフトマン 入店及び相席対策による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社クリーンあるて 「光触媒を使用した住環境改善事業」

愛知県 株式会社クリニカルサポート 携帯型エコーを用いた在宅医療超音波セミナーによる販路拡大

愛知県 株式会社グレース 商品写真向上による当社ホームページ閲覧者増加策

愛知県 株式会社グローバルステージ 海外在住女性を活用した企業向けマーケティング情報提供サービス

愛知県 株式会社コウキ バーベキュー施設の新設

愛知県 株式会社コスモ ショールーム開設に伴い新たな見込客獲得のための広報活動と人材雇用

愛知県 株式会社サイエンスインパクト 知的財産権関連業種向け「機密情報暗号化送受信システム」の展示会出展による販売促進

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 地産材料の特性を活かした冷凍餃子等の製造販売事業

愛知県 株式会社サンショク 地域農産物を使った自社開発商品のインターネット販売体制の構築

愛知県 株式会社ジーエム ３Ｄプリンタ導入で、販路拡大
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愛知県 株式会社ジップライフ 信長にんにくの佃煮の商品化、販売経路を作る。

愛知県 株式会社シベール 「対消費者向け抗アレルギーケーキの開発・販売・販促プロモーション戦略」

愛知県 株式会社スピーガ 自家製イタリアンジェラートと野菜のソルベの開発

愛知県 株式会社スピード 現役トップクリエイターが教える！３ＤＣＧ塾

愛知県 株式会社セント・ロード 学習塾向けシステムのパッケージ化

愛知県 株式会社ソハード シート類を細密で複雑な形状に切り抜いた新製品の商品化と販売

愛知県 株式会社ソレイユ・コンサルタント もっと広げる！簿記の個別指導

愛知県 株式会社タイセイ 販売促進の為のホームページ作成事業

愛知県 株式会社タクミ 自然派化粧品新規開発と販売促進

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 新感覚！「常温」「温め」「蒸着」チーズケーキの開発

愛知県 株式会社ディーテック 鉄骨加工技術を地域に周知する為の宣伝・広告戦略

愛知県 株式会社デルボ 新聞折込広告及び手配りチラシによる集客

愛知県 株式会社とやま洋服店 会議所会報へのニュースレター折込によるテーラーメイド需要開拓

愛知県 株式会社トルシープ 釣り道具の一部生産販売、ネット販売システムの構築

愛知県 株式会社ノーサイド 「家庭でデキる子ども整体法」、「夜泣き解消プログラム」のネット通販事業

愛知県 株式会社パーソナルツアーズ 東京地区・名古屋地区のペットショップ等への広告宣伝

愛知県 株式会社ハーモニークリエイション 医療経営者を対象とした、繁盛する病院を創るセミナーの開催

愛知県 株式会社ハグリネット 新たな５つのホームページによるサービス拡充と顧客拡大事業

愛知県 株式会社ハヤシヤ トップファッションリニューアルサプライズ（わけ有高品質品販売）

愛知県 株式会社ハロー 「ハイブリッド給湯器＆蓄電池の販路開拓事業」

愛知県 株式会社ビーリンク 移動販売車の「知多娘。」デコレーションと販売商品増加

愛知県 株式会社ビッグホワイ 安心・消臭・除菌のＣＥＬＡでニオイバスターを体感しよう！事業

愛知県 株式会社ヒロセ 電気料金削減事業の総合ＰＲ

愛知県 株式会社ふぇりちった しあわせビアガーデン

愛知県 株式会社ブランテ ＬＥＤライトとメール配信システムの導入による来店頻度の向上

愛知県 株式会社プロカレント 企業内講師養成の為のインストラクションプログラムの開発と拡販

愛知県 株式会社ベスト・モア 本気！女性客倍増にむけトイレ改修と健康オイル麺の開発！

愛知県 株式会社ベラミ イタリア製輸入電動搾乳器の販路拡大

愛知県 株式会社マルハート 新規取扱商品・赤ちゃん用窒息死防止寝具（グロバッグ）の販売促進

愛知県 株式会社ミカワヤコンフェクト ネット販売のためのホームページ作成（販売カート方式）

愛知県 株式会社モーション・ビジュアル・ジャパン マルチコプターによる空撮サービスの販売促進用ホームページ作成

愛知県 株式会社モワノー ３Ｄプリンター造型サービス拡張に付随させた専門研磨サービス

愛知県 株式会社リンクス 販売促進のための広報事業

愛知県 株式会社レザーマニア 革をより良く見せる設備を導入し客単価向上を図る

愛知県 株式会社岡崎電工社 セルロースファイバー断熱材を使用した省エネ、低燃費住宅の提案

愛知県 株式会社霞仙 ネット世代を対象とした料理の器の開発とＷｅｂギャラリーの開設

愛知県 株式会社蒲郡製作所 海外顧客獲得のための英語版ウエブサイト構築とサンプル品製作

愛知県 株式会社丸文 ネット通販での競合が激戦していくなかでの当サイト認知度をさらに高め売上向上を目指す事業

愛知県 株式会社玄氣
ネット通販強化に向けて　新市民病院内動画広告制作と広告看板リニューアル　～健康に気を遣う
方々へのインターネットＰＲ戦略～

愛知県 株式会社黒柳塗装店 戸建住宅塗替えの受注件数を２倍に拡大する営業活動強化事業

愛知県 株式会社財務ファクトリーさくら 美容サロンに特化した経理代行サービスの提供

愛知県 株式会社三河シーエルイー 看板・チラシ作成と店舗のバリアフリー化による新規顧客開拓事業
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愛知県 株式会社山田製作所 油圧部品加工におけるシステムにて「繰り返し精度」を保証する体制の構築

愛知県 株式会社市川自動車 日本で扱われている車をアジアに届ける。アジアと日本の架け橋「貿易」事業

愛知県 株式会社匠オフィス 高卒資格未取得者の卒業支援と不登校児童の学校復帰事業

愛知県 株式会社小幡建設 「キャリアハウス２０」をＰＲするホームページ・広告チラシ制作

愛知県 株式会社昭和写真工業所 『デジタル＋ＩＴ＋職人技術』を活かしたＷＥＢ環境構築による大型フィルムの販路拡大事業

愛知県 株式会社松井手袋製造所 オリジナル商品の製造・販売（インターネットによる自社販売）

愛知県 株式会社上野商店 「こだわりの卵の店頭販売事業」

愛知県 株式会社水車屋商店 長期貯蔵可能な真空包装オリジナルギフト米で市場開拓

愛知県 株式会社水野商店 消費者へのインターネット通販（手焼きさきいか、いか姿焼き他）

愛知県 株式会社石川第２接骨院 超音波治療器導入による診療メニューの充実と地域アプローチ開拓

愛知県 株式会社浅井鋳造所 個人向け３Ｄプリンタを活用した体験型ものづくりサービスの展開事業

愛知県 株式会社創基 ハウスレスキュー〈家と暮らしのレスキュー隊〉

愛知県 株式会社村田運輸サービス ＷＥＢサイト構築によるイレクター製品の販路開拓事業

愛知県 株式会社中野菜園 愛西市産の農産物の認知度の向上のための広報事業及び自家産のミニトマトの販売促進事業

愛知県 株式会社坪井ガラス 車、住宅窓、店舗窓あらゆるガラスの傷消し

愛知県 株式会社天野ポンプ 地中熱換気空調システム販売促進事業

愛知県 株式会社電化ショップ一色 リフォーム事業進出に係る店内レイアウト変更と店外倉庫を利用した看板設置実施計画

愛知県 株式会社土井自動車 ポイントカードシステム導入による新たな顧客サービスの提供

愛知県 株式会社東栄超硬 鏡面研削加工技術の開発と自社初の展示会出展による販路開拓

愛知県 株式会社東海エスイー ＳＣ－２００Ｄの性能向上と試用機貸出による販売拡大事業

愛知県 株式会社陶楽園工芸 オリジナルマグカップの販路拡大事業

愛知県 株式会社白木屋洋服店 「紳士服専門店」から「男と女のトータルファッションショップ」へのイメージチェンジ

愛知県 株式会社美和建装 外壁塗り替え工事をパッチ工法での施工による住宅の長寿命化事業

愛知県 株式会社風外虎餅 豊田市の定番となる、オール豊田によるお土産物の開発

愛知県 株式会社米友カメラ 新規顧客獲得の為の高品質プリンター導入事業

愛知県 株式会社米利 明るい店舗と試食会による店舗販売強化事業

愛知県 株式会社宝竹 地元野菜を使用したケータリングサービスの拡充事業

愛知県 株式会社娘娘 みよしいなりアイスの商品化及びお土産としてのパッケージの充実

愛知県 株式会社名古屋建設エンジニアリング 宅地造成工事用の高低(地形)測量の効率化

愛知県 株式会社明城 全国展開する住宅メーカーとの競争力を有する総合カタログの作成事業

愛知県 株式会社友愛幸社 遺品整理おまかせ隊のホームページの充実及びチラシ配布による顧客獲得

愛知県 株式会社友遊 スマートフォン対策及び魅惑の南アジアツアーサイト構築作戦

愛知県 株式会社有吉商店 新たに開発した新製品フレコン自立スタンドの販路拡大

愛知県 株式会社亘陽 ホームページの作成

愛知県 株式会社侘蔵 侘蔵モデルルームへの動員にて集客による新規見込客発掘

愛知県 株式会社麩屋銀 新製品「お麩とみりんのパウンドケーキ」の販売事業

愛知県 蒲郡ファミリー整骨院 露出度ＵＰ（野立看板とスマフォ活用）による新事業の販路拡大

愛知県 丸河建築有限会社 耐震・省エネ抜群の「安心安全な住まい」事業

愛知県 丸三工業 新たな加工技術による製品作りデジタル・アナログを連動させたＰＲによる集客力の強化

愛知県 輝商物流株式会社 個人向けペットタクシー事業の拡大

愛知県 喫茶みのり 地域住民の食欲を刺激する人気メニュー特大パネル展示と店内改装

愛知県 久米弘岳会計事務所
相続税改正を機会にみんなで相続問題を考えよう！！そんな時に頼れる会計事務所は地元にあり
ます。



133

所在地 事業者名 事業名

愛知県 宮島好弘税理士事務所 お客様の明るい未来へ向けてのライフプラン・相続サポ－ト支援

愛知県 近藤毛織工場 麻を中心とした新しい生地の開発

愛知県 串の家和城 チャンスロスを防ぐための少人数掛けテーブルへの変更

愛知県 恵比寿屋 製品に特化した野球ユニフォームのインターネット販売

愛知県 御菓子処わたなべ 新規顧客獲得の為の広報活動

愛知県 広島風お好み焼・鉄板焼きの店　ＦＲＥＥ ＢＩＲＤ 高齢者、単身赴任者に向けた地域密着型のお好み焼の宅配サービス

愛知県 広美容室株式会社 ヘッドケアー循環システムを用いたヘッドスパ事業

愛知県 行政書士ステラ法務事務所 遺言作成のきっかけとなるパンフレット・ポスターの設置広報

愛知県 高峰荘 ホームページ再構築による認知度アップと地域特産品の販売促進事業

愛知県 合資会社カネ三商店 東京ギフトショー秋２０１４へ出展し、他業種の新規顧客獲得及び販売ルートを拡大する事業

愛知県 合資会社しげ家 看板のリニューアルとカウンター椅子の入替えで顧客満足度を向上

愛知県 合資会社秋田呉服店 生き残りをかけた「老舗呉服店の着物レンタル拡大プロジェクト」

愛知県 合資会社鳥居種苗店 立地特性を活かした店舗改装による販路拡大・販売促進事業

愛知県 合資会社不二商会 イベント開催による集客効果アップと店内環境の整備事業

愛知県 合同会社Ｗｅｌｌｏｏｐ 高齢者向け御用聞きと訪問リハビリテーション

愛知県 合同会社ありがたや 観光地ならではの宿ブランディング開発を通じ、エリア魅力を広く訴求

愛知県 合同会社桂 「機能強化型訪問看護ステーション」体制に向けての基盤構築

愛知県 合同会社四つ葉のクローバー 新規顧客獲得のための広告作成並びに店舗改装事業

愛知県 合名会社大屋丹藏製作所 玉ねぎの種子用脱穀機の開発・販売

愛知県 黒野晃司税理士事務所 税制改正に伴い増加する相続税の納税者向けのＰＲ事業

愛知県 佐藤椿園 宣伝広告による認知度向上及び販売力強化事業

愛知県 菜食健美美卯 歯の弱い高齢者の方が家族と共に外食ができる新メニューの開発と販促

愛知県 桜島塗装 環境や経済的にやさしい「エコ塗装」の販路拡大事業

愛知県 三浦　崇志 集客力を高める為の立て看板及びベンチソファーの設置

愛知県 三峰園窯 オーダーメイドによる陶器の制作と販売　～器で笑顔を広げる仕組みづくり～

愛知県 山本機工製作所 空間の魔術師　配管工の魅力を発信

愛知県 司法書士・行政書士・土地家屋調査士川崎事務所 展示会出展者見込み客スピード対応補助サービス

愛知県 司法書士今井事務所 相続セミナーの開催・ホームページの再構築・事務所の看板設置

愛知県 寺子屋鈴木教室 真の学力を身につけ難関大学合格を勝ち取る事業

愛知県 柴垣毛織株式会社 若いカップルがデートに利用したくなるとんかつ屋を目指す事業

愛知県 柴田屋酒店 屋外からの紫外線を防止し、店内前面に商品陳列する販売促進事業

愛知県 柴田塗装所 新規チラシとホームページで広告宣伝事業

愛知県 縞治株式会社 ふんわりやわらか三河木綿多重織ガーゼタオルの開発と販売促進

愛知県 写真のかわもと 安心安全迅速のデータ管理システム構築事業

愛知県 写真の丸岡 「成人式トータルコーディネート大振袖衣裳展」開催事業

愛知県 秀清堂 新感覚の和洋生菓子で全国へ！～新商品PRと新規顧客開拓～

愛知県 旬魚食彩だるま インテリア改装に伴う、新サービス提供による新規顧客獲得

愛知県 旬和風食彩　さとう お客様のニーズを反映し顧客増加を図る客室の改装工事

愛知県 小沢接骨院 ナチュラーレ事業としてアロマテラピースクールとダイエット指導の拡充

愛知県 小島食品製造株式会社 油脂分入りジャムの拡販

愛知県 昭和塗装店 新取扱商材を活用した提案型営業による販路開拓と経営基盤強化

愛知県 松枝商会 松枝ショップ知名度アップと新規顧客開拓のための宣伝事業
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愛知県 焼肉山ちゃん バーベキューセット肉の小売販売事業

愛知県 焼肉味道園 親子三世代ファミリーの集客力アップのためのトイレリフォーム

愛知県 上坂印刷株式会社 復古体験してみよう！活版印刷で新感覚の「ものづくり」

愛知県 森の花畑 やおやレシピ付野菜セットの販売と店舗移転及び改装

愛知県 水野工務店株式会社 ＷＥＢサイト再構築と広告宣伝による知名度アップ＆販路開拓事業

愛知県 西三通信建設株式会社 水素水サーバーの導入

愛知県 石黒海苔店 「おいしい海苔には味がある」ブランド展開する海苔の販促事業

愛知県 積木工場わつみ 近隣のご家庭に商品を認知していただく為の広告宣伝

愛知県 千代接骨院 団塊の世代を中心とした患者獲得に向けた販促事業

愛知県 染と呉服とみたや 呉服販売事業の不振を補う写真撮影事業の強化

愛知県 増岡理容 新規女性顧客確保の為のフェイシャルエステ導入

愛知県 大西接骨院 酸素ボックス導入に伴う接骨院ＰＲ事業

愛知県 大徳 伊勢湾の旬の素材を採りいれたメニューのＰＲ作戦事業

愛知県 大和デラックスクリーニング商会 高付加価値型特殊染み抜き＆復元修復加工に特化したクリーニング店への転換事業

愛知県 大寳製版株式会社 「Ｄｉｇｉｔａｌものづくり工房」のＰＲ・ブランディング構築事業

愛知県 池田自動車販売 自社ブランド【ＫＵＭＩ】のチタンマフラーの開発・ＰＲ

愛知県 竹・庭垣のやじま 天然竹素材の竹垣展示公開及びホームページ新規作成による顧客開拓

愛知県 中新本舗 半生姿焼きの真空パックによる販路拡大

愛知県 中部機械株式会社 センタレスをメインにＣＧを取り入れたホームページリニューアル

愛知県 中野看板 看板職人のＩＴ活用等による新規顧客とリピート顧客拡大事業

愛知県 漬物本舗道長 パッケージ袋のリニューアルによるイメージの変革と麹の自社生産化

愛知県 鶴林古 ファミリー層をターゲットにした蕎麦打ち体験による販路開拓

愛知県 田中智之法律事務所 グレーゾーン解消制度の照会申立支援事業及び同事業の販促活動事業

愛知県 渡辺カメラ 大型プリントの自店内処理による新規顧客獲得

愛知県 東鮓　共和店 出張寿司と宅配寿司のチラシ販促と入りやすい店舗作り

愛知県 日本エムティ株式会社 新工法によるドライ潤滑コーティング加工の販路拡大

愛知県 日本料理やま十 時代のニーズにあわせた会食スタイル導入とそのＰＲ

愛知県 八木圭子税理士事務所 相続対策に関するパッケージ商品の開発、広報

愛知県 髪工房HASEGAWA 「癒し」と「寛ぎ」のリラクゼーション事業

愛知県 美容室ａｍｕｓｅｔｔｅ(ｱﾐｭｾﾞｯﾄ） 「革新ウェーブシステム」と「体感育毛スパ」事業

愛知県 美容室ＺＡＣ（ザク） 医学的根拠に基づいたメディカルヘッドスパの開発と広告費

愛知県 浜善 鱸（スズキ）の４種漬けの販売促進及び鱸（スズキ）の燻製開発・販売促進

愛知県 米真商店 ギフト米のリーフレット制作から地域密着を担う。

愛知県 豊川印刷株式会社 最新のＡＲ技術の導入による営業促進と販路拡大

愛知県 万木和広建築・まち設計事務所 「建築家がデザインする住宅プロジェクト」

愛知県 名古屋エスシー 睡眠時無呼吸症候群簡易検査サービスの開発と販路拡大

愛知県 麺屋久兵衛 店内の快適環境提供のため空調工事

愛知県 木工房　すえひろ 『木とふれあい、木に学ぶキッズルームの開設』

愛知県 友整体院 新規のお客様を集客するための広告宣伝

愛知県 有限会社　いーぐる 自慢のオムライスをＰＲする店舗看板を設置することによる新規顧客の獲得

愛知県 有限会社９４ 高齢者に対応した客席の改装

愛知県 有限会社ＧＡＮＭＡ 髪と地肌のホームケアコースメニューと自宅ケアグッズ開発事業
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愛知県 有限会社ＨＩＰ
４０代～６０代白髪染め・パーマ客のためのチラシ制作、及び新聞折り込み・ポスティング、そして店
内改装

愛知県 有限会社ＩＮＴＥＲＩＯＲ３Ｉ 中川政七商店コーナー新設

愛知県 有限会社ＭＧＪ サービス内容が見える！結婚相談所の新規会員獲得動画。

愛知県 有限会社アイズ 自社製作できる機械設備導入のための専用作業場増築工事

愛知県 有限会社あさひ
鉄道マニアが注目するパンフレット作成及び販促戦略鉄道模型モータークリーニングマシーンの開
発及び商品化の推進

愛知県 有限会社エム・アイ・シー 独自のメンテナンスサービスによる優良中古車展示販売

愛知県 有限会社オアシス 顧客と共に「心・肌・身体」の全てから健康を増進する事業

愛知県 有限会社オオマエデザイン 「レシピカード・和食レシピカードお箸セット」製作販売で顧客開拓

愛知県 有限会社カジウラビジネス 商談スペース及びグラフィック提案窓口併設による売上アップ

愛知県 有限会社キモノ館とだや 振袖展示会の早期ＤＭ効果で顧客獲得事業

愛知県 有限会社クズハラゴム ビジネス「縁」獲得ホームページ＆社内営業管理ツールで顧客開拓

愛知県 有限会社サクラインターナショナル
レストラン経営の新規事業である健康野菜ジュースの販売の、健康雑誌への広告宣伝を利用した
販路開拓

愛知県 有限会社サンクチュアリ ＢＭＷ専門店の特徴を活かした集客と注文販売獲得による売上げ増加

愛知県 有限会社サンコー 老朽化対策及び、バリアフリー化　新規顧客獲得の為の広告・ＤＭの送付

愛知県 有限会社スギウラクラフト 高機能着座用パット販売の為の販売促進事業

愛知県 有限会社スギコーヒーロースティング オリジナル包材を作製しブランド力を高め、認知度・口コミ・想起率アップ！

愛知県 有限会社すぎやま商店 ＰＯＳ連動ラベルプリンタ導入による競争力強化・コスト削減事業

愛知県 有限会社スギ設業 最新の太陽熱温水器の国内普及に向けた研究開発

愛知県 有限会社セトセラミック 瀬戸焼を利用した自社新ブランド商品開発事業

愛知県 有限会社だるま寿し 販売促進の為のホームページ作成事業

愛知県 有限会社チェルビック企画 本格焼酎と、蔵の空気をそのままに

愛知県 有限会社トータルライフ
長生き９０年時代を生きるためのお金を準備する資産形成・運用をコンサルするご案内のホーム
ページ新規作成

愛知県 有限会社ナガサカ建窓 「夏涼しく冬暖かいエコリフォーム」を西三河で販売促進

愛知県 有限会社ハート・ヒール サイトリニューアルとマーケティング強化で認知度向上と販路拡大

愛知県 有限会社ハヤシ商店 広報活動整備による販売代理店制度の確立及び販路拡大事業

愛知県 有限会社ビッグバレー 貴社の社外会議室。落ち着く空間で、会合はかどるカフェの運営

愛知県 有限会社ヒロカネ ホームページ開設によるインターネットを活用した新規顧客の獲得

愛知県 有限会社フォックシー 自社独自のネイル技術とサービス提供の宣伝活動による販路拡大

愛知県 有限会社ぷちトマト
従来の福祉・介護業界の広告・イメージを払拭したデザインカタログの製作と、装飾テント下に商品
を陳列することによる売上・入店機会の増加を図る

愛知県 有限会社ブッシュドプーレ 新規顧客の獲得

愛知県 有限会社マサル産業 美魔女向けメガネ用シリコンゴムパットの開発および販路開拓事業

愛知県 有限会社メガネのナイトウ オリジナル高付加価値メガネセットの開発と実店舗への横展開

愛知県 有限会社ヤマセイ造園 新製品開発と既存製品のブラッシュアップ、パッケージングの改良

愛知県 有限会社ヨクナル リンパセラピーの良さを正しく伝えて、客数増加を図る販促事業

愛知県 有限会社リメーク東海 ショールーム設置及び人材育成による提案力強化、宣伝広報活動事業の強化

愛知県 有限会社ルーク 新メニュー、ファスティングダイエット導入にあたる看板作成

愛知県 有限会社ロマン 頭皮から改善、癒しのヘッドスパ

愛知県 有限会社わかお 「機能性パンツ」のネット販売体制の構築と売上増加計画

愛知県 有限会社阿羅比加 カフェと洋菓子店　併設型店舗リニューアルに伴うマーケティング戦略

愛知県 有限会社愛岐共販社 新カタログの作成・商品ＰＲ用インターネット向け動画作成・ＦＡＸＤＭによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社井川商店 パッケージデザインの改良と新たな顧客層の開拓

愛知県 有限会社角上楼 インバウンドに対応した英語版ホームページの作成
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愛知県 有限会社梶原タイヤ商会 オフシーズン中のタイヤを預かるための保管庫の拡張、増設

愛知県 有限会社丸敬不動産 ホームページを利用した情報提供のスピード化による新規顧客の開拓

愛知県 有限会社岩月 店舗誘導看板と店頭看板、商品ＰＲ看板の製作とＤＭ配布

愛知県 有限会社岩月鬼瓦 鬼瓦・瓦の意匠３Ｄデータを活用したシルバーアクセサリーの販売

愛知県 有限会社京屋 「地域に親しまれる金物屋づくり」

愛知県 有限会社近江屋本舗 プチ贅沢！身近に老舗和菓子の味を体感するための販路拡大計画！

愛知県 有限会社近繁 お食い初め（おくいぞめ）祝い膳の提案

愛知県 有限会社高丸食品 買い物難民救助に向けた顧客訴求強化と来店客へのＰＲ改善

愛知県 有限会社佐野花火店 新たな顧客を開拓するためのカタログ製作及び販売促進事業

愛知県 有限会社三宅建設 売上につながる商談スペース新設

愛知県 有限会社小川屋米穀店 今日はコレ！料理にあうお米選びのための店舗改装

愛知県 有限会社小野金型 ３Ｄプリンタで金型の打ち合わせをわかりやすく！

愛知県 有限会社照美 記念撮影サービスを新たに開始させ、お客様の“美しさ”に貢献する

愛知県 有限会社瑞鳳園 ホームページを活用し知名度ＵＰを図り新規受注倍増

愛知県 有限会社大幸 『活気ある店内で思い出に残る食事を』

愛知県 有限会社大野自動車 「車の救急社」の推進と広報活動及び高齢者に優しい店造り事業

愛知県 有限会社長谷川防災 フレストソーラー販売促進事業

愛知県 有限会社内田製作所 自動車部品メーカーの低コスト化ニーズに応える金型内タップ技術の試作開発

愛知県 有限会社飯田商店 建財・廃財・人財　モッタイナイ削減プロジェクト

愛知県 有限会社木だち 教室・カフェ営業拡充事業及びカフェ厨房増築事業

愛知県 有限会社薬のひまわり 「正しい洗顔・ピーリングでより美しく」

愛知県 有限会社洋品のクリムラ 「高齢者顧客の買い物サポート」と「買い物難民の顧客転換」事業

愛知県 有限会社鈴木板金 防災・減災主力４商品の販売促進

愛知県 有限会社和穀 玄米加工品のチラシ、パンフレット、情報誌掲載などによる販売促進事業

愛知県 洋菓子教室ポットベリー 設備販売と共にレッスンをする「実践コース（使い方を含めた設備販売）」

愛知県 理宝株式会社 ストップフリー機能等を備えた高機能ボールネジの販路開拓事業

愛知県 林屋酒店 ワイン彫刻商品売り上げＵＰ事業

愛知県 和ｃｏｕｔｕｒｅ 「吉祥ドレス」＆「みかわり帯」の商品開発と販売事業

愛知県 和食と炙り　縁 店舗全面リニューアルと新顧客層獲得戦略

三重県 Ａｆｒｉｃａｎ　Ｈａｎｄｓ アフリカ人ペインターの絵画実演、新商品の開発と調査

三重県 beaute 店舗改装による顧客満足度と集客率アップ

三重県 BLUE.CARS.COMPANY タイヤ交換事業の受注獲得

三重県 Ｃａｆｅａｔｔｅｎｔｅ 「厨房改修による生産性向上とオリジナルスイーツの広告宣伝・販路開拓事業」

三重県 ECCジュニア・ＢＳ志摩鵜方教室 “ストレスなく心地よく来て頂ける環境づくり事業”

三重県 Ｅ－ｓｅｌｅｃｔ 全商品トレーサビリティ可能。未流通三重県物産の販売促進事業

三重県 HIROYA（ヒロヤ） ランチメニューで地元の魅力発信プロジェクト

三重県 ＪＤスタイル 入店しやすく看板テントの設置と広告でアピール新規顧客獲得事業

三重県 Ｋｅｙｔｏｓｍｉｌｅ株式会社 デザイン力ＵＰによる、ウェルカムボード販促活動

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒａｄｉａｎｃｅ 居心地の良い空間で提供する、新しい素材で爪を傷めない高品質ネイルサロン

三重県 ＰＯＬＩＳＨ 独自のワンストップサービス（ネイル　エステ　整体）ＰＲ事業で新規顧客獲得

三重県 アイホーム 三重県排水設備工事責任技術者免許取得に伴う新規顧客開拓事業

三重県 アロマ＆ヒーリングスピロ お母さんと子供・産褥後の女性と妊婦さんのためのコースの定番化PR
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三重県 いせ丸 遷宮後対策として新規出店・商品開発によるいせ丸ブランド化事業

三重県 イル・レガーロ 観光客目線の魅力あるご当地スイーツの開発による来店客数ＵＰ

三重県 ウッドメイクキタムラ 尾鷲ヒノキの木工体験のための「バイオトイレ」設置による販路開拓事業

三重県 うれし野ラボ株式会社 黒にんにく等の県内地域資源を活用した調味料の県外での販路開拓

三重県 オレンジエッグカフェ 就学前のお子様を持つお母さんも満足！店舗改装プロジェクト

三重県 お好み焼き巽 市内唯一のもんじゃ焼きを提供する、新規客層の獲得事業

三重県 カットスタジオモード 女性も利用しやすい理容店へのイメージチェンジ

三重県 カレーのてちや 席数による制約を克服しより広域に訴求するカレーの移動販売事業

三重県 グリル片山 伊勢海老スープ等の物品販売によるグリル片山のブランド化

三重県 クローバー　カイロプラクティック 赤ちゃんが欲しい方への不妊症改善骨盤矯正新メニュー導入事業！

三重県 こんぺいとう 新規顧客獲得のための販売促進ツールの充実

三重県 サキシマ株式会社 地熱の家「ＧＥＯパワーシステム」の広報・普及・販売活動

三重県 ジパング舎 新たな演奏家、伝統芸能アトラクションの開発による受注獲得

三重県 タケウチ内装工芸 ショールーム設置による新たな顧客満足向上計画

三重県 つじ萬 高齢者層にやさしいお店のバリアフリー化による新規顧客の確保

三重県 トータルアシストプラン株式会社 「コン活高床式住宅」で安心安全な住まいづくりをＰＲする事業

三重県 はぎファーム 発見！地域の宝・地元素材を活用した商品開発事業

三重県 パスタソースキッチン 『子育てママ用カタログ通販における広告手法の確立』

三重県 パン工房　アンジュール 店舗移転に伴うＰＲと新商品販売促進とイートインコーナーの設置

三重県 ピラティススタジオアナパ 塗って寝るだけダイエットコース！食事・運動制限なしダイエット

三重県 フットサルエリア名張 施設を活用した新イベントの企画、専門ネットショップの開設

三重県 ふとんの橋本 地域のお年寄りを元気にする買物の場所提供事業

三重県 へあーさろんこすが 地域一番店を目指し、機器導入による癒しとやすらぎを提供

三重県 ヘアーサロンナカムラ 通り客への情報発信力強化の為の看板設置による新規顧客の開拓

三重県 ヘアサロンコバヤシ 「美」を追求することで、他社との差別化を図る

三重県 ホームプラス 「伊勢ワッフル」の新シリーズ「あおさワッフル」、「黒糖ワッフル」等の開発プラン

三重県 マイランド・有限会社 新規集客イベント開催による成約へ向けたフロー構築

三重県 マリモ 新たな土産物商品開発と、思い出に残る顧客向けオーダープリント

三重県 やすなが整骨院株式会社 新商品　「デザインフェイスマスクの試作・開発」事業

三重県 やまもと理容 出張カット機能強化による新規顧客の確保と看板設置による集客力のアップ

三重県 ユメビトハウス 外国人旅行客誘致を目的としたＷｅｂおよび店舗のリニューアル事業

三重県 よこやま株式会社 新たな地域産業として、志摩産クコ茶・サトウキビシロップの開発

三重県 ラ・ポアール 洗面所まわりのパウダー空間設置による改装、機器等設置

三重県 ラーメン・お食事ありすえ 南伊勢ブランド「伊勢まぐろ」を使った新メニューの販路拡大

三重県 ラーメンいたろう イベント出店での販売促進強化と「１５」にちなんだキャンペーン

三重県 リンドヴィルム 店舗のバリアフリー化とアイドルタイムを活用した高齢者市場開拓

三重県 レストラン白山 手作り料理の店へのイメージチェンジと和スイーツの開発

三重県 ワン’ｓｌｉｆｅ 広告宣伝ｌ効果のＵＰと新規顧客獲得！！

三重県 伊勢硝子 『伊勢硝子』から『NaturalTrance』へのアイデンティティの確立

三重県 下津醤油株式会社 海外展開に向けた販路開拓事業と醤油工場見学の魅力向上事業

三重県 海の家なお屋 家族・女性が快適に過ごせる海の家

三重県 楽膳日和 鹿カレーレトルト・猪鹿肉まん・炙り天然鮎粕漬けの開発
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三重県 株式会社ｉＣＡＰ三重ＣＯＡＲＡ ミーティング可能なキッチン型スタジオの設営による受注拡大の実現

三重県 株式会社ＭＨポピーノ 惣菜と食材の店の新規出店に伴う広告・宣伝

三重県 株式会社ＴＤエンジニア 最新の検査・測定機器の導入による工事品質の向上とアピールによる販路開拓

三重県 株式会社Ｗ 利用者に生きがいを！居心地の良いデイサービス実現で利用者拡大

三重県 株式会社イウチ 高付加価値クリーニングの開始とホームページによる販路開拓

三重県 株式会社エース設備 卓上型ディップスピンコーターの開発

三重県 株式会社オカトモ 創業１３０年超の実績・伝統技術・ノウハウを全国に向けて発信！

三重県 株式会社かわらだオイルサービス 輸送の「ロス」を強みに「新潟コシヒカリ」の自宅配送サービス！

三重県 株式会社コーチング・システムズ 『共創コーチ育成のためのコーチングスクール』開設

三重県 株式会社スズガミネ 真菰などの地域資源等の粉末化及びそれを活かした小ロット開発受託事業のＰＲ

三重県 株式会社スマイルコットン 新規顧客獲得のための販促促進ツールの構築

三重県 株式会社タートルエデュケーション 夏期講座とそこから繋がる秋入会者増を目的とした販路開拓事業

三重県 株式会社ディーグリーン 食育をテーマにした離乳食材定期配送サービス

三重県 株式会社パスタドール 『スポーツも観光も菰野！』をテーマとした名物づくり（新商品開発）

三重県 株式会社プライム 小規模な家族葬の増加に対応できる葬儀式場の改築

三重県 株式会社プラスナビ
介護予防;事業への挑戦！「カイロ及びリハビリ（機能訓練特化型）ディサービス」のPR・利用者拡大
を図る販促対策事業

三重県 株式会社フルカワ商店 雑草シャットアウト工法ＷＥＢとチラシで知名度ＵＰと販路拡大

三重県 株式会社みなとや呉服店 １００年企業の殻を破ったオリジナル商品をウェブで全国に展開

三重県 株式会社安心食品の店 イベント出店による安心食材PR事業

三重県 株式会社紀伊長島 地域の特性を活かした「エキナカ」向け新商品の開発及び新市場の開拓

三重県 株式会社今西マシーンテクノ 二輪業界初となる「生涯顧客化」に特化したホームページ変更

三重県 株式会社坂下工務店 脱公共脱下請をすすめリニューアル市場開拓のモデル事例を目指す

三重県 株式会社坂本商店 洋式トイレ化で急増する高齢者と家族連れをターゲットに集客

三重県 株式会社三重木型製作所 国内展示会の出展による柔らかボディの販路拡大事業

三重県 株式会社志たてや WEBホームページの開設とDMを活用した顧客の拡大

三重県 株式会社上森農機 農業者の意識向上を目指した販路開拓

三重県 株式会社村田組 モデルハウスオープンによる低所得若年層へ販売を促すチラシ宣伝

三重県 株式会社太田洋服店
「スーツリスタイルＰＲ事業で新規顧客倍増」洋服仕立て職人が一人一人に合ったスーツにリサイズ
（サイズ直し）リスタイル（着こなしを提案）します

三重県 株式会社中尾呉服店 振袖・留袖・袴のネット宅配レンタル事業

三重県 株式会社長福丸水産 魚屋さんが作る「揚げ物惣菜」の開発と販路開拓事業

三重県 株式会社保田商店 「桑名もち小麦」パンケーキミックス粉による新市場開拓

三重県 株式会社夢小袖 店舗に一度来てほしい！洋服店のような呉服店　若者（顧客）獲得事業

三重県 株式会社養殖屋 海ぶどうの貯蔵システムの改善による安定供給と販路拡大

三重県 株式会社佛英堂 ネット広告を活用した通販サイトでの位牌の販路拡大

三重県 株式会社萬来トレーディングコンサルタント 参加型戦略コンサルティング及びビジネスプロデュース事業展開

三重県 ㈱スミス 車いすでも楽々家へ入ることができる「ねちピカ」の広報活動事業

三重県 ㈱南部清掃 便利業務「ブー吉お助け隊」の周知

三重県 丸田商店 消滅の危機にある地域の番茶文化を支えるオンリーワン商品の開発

三重県 岩森写真館 店舗・業務内容を示した看板の設置による、新規顧客の獲得

三重県 喫茶波麗路 地域外顧客を呼び込め！小さな田舎町の老舗喫茶店再生プロジェクト

三重県 魚吉小林商店 老人宅等への訪問販売による商圏拡大・新規顧客開拓事業

三重県 境工芸社 志摩産真珠の粉末を使った商品開発で経営の多角化
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三重県 栗原モータース 伊勢志摩初のワンナイト車検の実現と地域特性を活かして売上ＵＰ

三重県 御菓子処新橋 自慢の和菓子のネット販売システムの構築と新商品のギフト化による販路開拓

三重県 合資会社積木商店 進化するおいしいお茶「TSUMUKIYUTAKA」のブランディングと海外展開

三重県 合同会社アシストママ 若年層顧客獲得のための新メニュー創設及び遺品整理作業販路拡大事業

三重県 山下理容店 女性客と若い男性を理容店に向かわせるプラン

三重県 讃州手打ちうどんゑびす 地域の名物づくり、特産米を活用した“よもぎ餅”の開発

三重県 若松自動車 外国人顧客を対象とした販路拡大の為の外国語サイトの作成

三重県 小山商会 重機専用燃料「グリーン燃料Ｂ」の巡回給油サービス開始ＰＲ活動

三重県 小川調味料株式会社 国内最大の水産物展示会に初出展、画期的新商品を目玉に販路拡大

三重県 松屋商店 販売力強化と利益率の向上を目指したワインコーナーの設置

三重県 焼肉-un
家族や仲間との団欒をより楽しく暖かく感じていただく空間づくりと店舗リニューアルによる宣伝広告
での宴会顧客の囲い込み

三重県 焼肉おどり場 高齢者と子供も、車いす利用者に優しい店作りで集客力をアップ

三重県 上見製材所 三重県産木材を使った木製クラフト商品の開発と生産性の向上

三重県 上田染工 新規顧客獲得のための営業案内パンフレットの作成及び配布

三重県 森大建地産株式会社 三重のママと一緒につくる三重子育て応援住宅

三重県 世古美装店 Ｈ２６サイト改善事業　スマホ対応化によるＢｔｏＣ競争力の強化

三重県 整体・ほぐしマッサージ　いやし処　ほぐし庵 高齢者・育児家庭向け新サービスの検討並びに店舗移転

三重県 清水石油店 新エネルギ－と天然エネルギ－の協働化をアピ－ルする

三重県 西尾石油店 癒しの空間で待ち時間を有効的にお過ごしいただけるサービスの提供

三重県 石本果樹園 既存販売メニューの見直しと、組み直し、新サービスの開発、そして、情報発信の連携と強化

三重県 川うめ 高齢者や座敷の苦手な世代に対応したテーブル席への改築

三重県 川口商店 熊野のソウルフード「生節」の食べ方提案による全国展開

三重県 創和マネジメント Ｍ＆Ａ事業承継の選択肢のひとつとするための企業づくり支援

三重県 多気ブックセンター㈱ 地域特産品の「伊勢芋」「前川次郎柿」を利用した新商品の開発

三重県 大一塗装株式会社 フリーペーパーと折込チラシによる広告宣伝活動での販路拡大

三重県 大瀧書店 店舗照明と陳列レイアウト改善による来店しやすいお店づくり

三重県 滝原西村ハイヤー有限会社 新規顧客獲得のための販売促進ツール並びに顧客の高齢化に伴う付帯サービスの拡充事業

三重県 谷口工業有限会社 自社ＰＲホームページ開設と自社ＰＲパンフレット作成による販路開拓事業

三重県 中世古設備 新たな設備による売上機会ロス対策事業

三重県 中沢青果 野菜・果物の魅力を伝える野菜ソムリエのいる小売店出店

三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 バリアフリー化から始まる鳥羽１番街（鳥羽観光会館ビル）の躍進

三重県 田畑養殖場 華牡蠣で開拓した販路を活用し、「天然あかもく」の開発と販売

三重県 藤田こんにゃく ｢こんにゃく羊羹｣の個別パッケージ化

三重県 農事組合法人うりぼう いなべの旬（野菜・果物・米）で作る地産地消じぇらーとの販路開拓

三重県 白隆有限会社 ホームページにおいて桑名海苔の販売と価値の創造を行う。

三重県 八千代パン有限会社 冷やしてそのまま美味しく食べられる新感覚の食パンとロールパンの販売

三重県 半蔵 新メニュー導入の広告宣伝強化による新規顧客獲得

三重県 尾鷲シーサイドビュー ホームページリニューアルによる集客力アッププラン

三重県 美容室楽 お客様・施術者ともに快適な「眠れるシャンプーの提供」

三重県 福岡製材所 地域材の活用による受注増大に対応した生産体制の見直し

三重県 平井農園 消費期限の延長とデザイン変更で、観光客・帰省客の購買拡大

三重県 平松産業株式会社 ５４年間継続した手作業全量検品技術を「見える化」して売上向上
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三重県 平本樹脂工業㈱ 超透明FRP樹脂製品の研究開発と販路開拓事業

三重県 米田自動車鈑金塗装 タイヤお預かりサービス拡充による販路開拓事業

三重県 峯田麹店 差別化戦略による新商品開発と販売促進

三重県 豊栄食肉センター 松阪牛・伊勢志摩ロイヤルポーク（三元豚）の東京市場に販路拡大

三重県 北東自動車株式会社 ファミリー層や女性ドライバーに気楽に来てもらえる店づくりと広告・宣伝の実施

三重県 湊石材店 匠とＩＴ技術の融合、技術革新を活かした新たな販路開拓

三重県 民宿井戸ばた 自社ＰＲパンフレット等作成による売上向上対策事業

三重県 名阪商事株式会社 雑草を抑制する工法を、小分けキットとしてBtoC市場の開拓

三重県 有限会社ウオーン・アウト・ガーメント 「伊勢木綿」イメージブックによる価値創造・販路拡大

三重県 有限会社ウミガメフーズ 熊野古道世界遺産登録１０周年紀の宝・ウミガメブランド商品開発事業

三重県 有限会社カドヤ 地元を中心とした情報発信の強化による新規顧客の獲得と販路拡大

三重県 有限会社かねき伊藤彦市商店 関宿の暮らしと日本茶〔伊勢茶〕の体験の場となる店舗づくりのための改装

三重県 有限会社ジェイ・トラックワ－ルド
「短期ﾘｰｽ事業」・・・物流業界の車両不足や突発の事故時や予備車不足に必要な車両を必要な期
間で使える新規事業

三重県 有限会社すかや呉服店 厄参り、成人式を迎える新規顧客獲得のための情報発信事業

三重県 有限会社スズキセンター伊勢 福祉車両・高齢者向け電気車両の販路拡大事業

三重県 有限会社セサミ スマートフォン、タブレット端末に対応できるショップサイトのリニューアル事業

三重県 有限会社ディスプリュースラ・ヴォーテ 高齢者向け施設への出張型エステサービスのＰＲ活動と実施

三重県 有限会社ナカジマ設備 プチリフォームで、地元最終消費者に安心安全な暮らしを提供

三重県 有限会社フードショップテル
『鮮度の高い食材を使った弁当、惣菜と宅配サービスが提供する安心安全なヘルシーシルバーライ
フ支援事業』

三重県 有限会社ボンジュール 『松阪牛のこだわり洋食レストラン』としての自店ブランドの確立

三重県 有限会社マルシゲ清水製茶 品質とかぶせ茶カフェの知名度を生かした新ブランド立上げ

三重県 有限会社ムツミ商会 既存･新規客への店舗アピール･オリジナル商品の発信

三重県 有限会社メルシ 軽食及びランチの実現に向けた新メニュー提供による販路開拓

三重県 有限会社磯っ子 “3世代家族が集う和定食の店”へ向けての改修工事

三重県 有限会社丸広プロパン 顧客管理システムの再構築と器具・配管部門の強化による売上増強

三重県 有限会社喜太八時雨本舗 伝統の商品と技術力を活かして、高齢化・個食化市場の新規顧客開拓

三重県 有限会社酒のお店もりした 「ＳＡＫＥ”おもてなし”シュミレーション」サービス事業

三重県 有限会社森　電機 オンリーワンになれる特殊車両のエアコン出張修理市場の開拓

三重県 有限会社深川屋 老舗和菓子屋が作る新食感「シャリシャリあんぱん」の全国展開

三重県 有限会社水谷鉄筋 事業の拡大と取引先獲得に向けたホームページの開設

三重県 有限会社世古林業 御山杉（神宮杉）を活用した伊勢特産品の製造・販路開拓

三重県 有限会社千代田園芸社 女性庭師よるお庭診断と安心お庭サポートの提供

三重県 有限会社総合レンタリース飯南 福祉用具と介護用品のレンタル・販売への新規参入と顧客獲得

三重県 有限会社大河内 新製品「噛みつき君」の販促に伴う営業ツール（ゆるキャラ）の作成

三重県 有限会社大倉スーパー 「イベント事業本格進出」事業

三重県 有限会社中森製茶 茎茶を使った低カフェインほうじ茶の開発と販路開拓

三重県 有限会社渡辺真珠養殖場 足の不自由な高齢者も安心・安全な階段で信頼感の向上、売上増大

三重県 有限会社日置佛檀店 障害者、高齢者用スロープ設置及び手摺り設置の施工

三重県 有限会社福本硝子 工事屋から見た住宅関連用品の提案による販路拡大

三重県 有限会社豊浜 「海女文化を活用したインバウンド対策強化により、さらなる高みへ」

三重県 有限会社北村商店 ホームページ再構築による尾鷲産「旬の干物」自社販売強化プラン

三重県 有限会社牧野商店 新たな食のシーンを展開できる新食感こんにゃくの開発及び販路拡大
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三重県 有限会社木下茶園 看板商品『三重県産抹茶特濃ジェラート』開発・テイクアウト事業

三重県 有限会社林商店 国産にんにくで、当社独自の製法で作った「ウマピリたれ」として、商品開発し、販売強化を行う。

三重県 ㈲マサヤ 自社開発商品の外装改良によるリバイタライズ（再活性化）

三重県 ㈲伊勢屋精肉店 他社との差別化を図るロゴマーク入り包装紙等つくりと、商品管理向上事業

三重県 竜宮料理の宿八島 ヨガレッスンツアー・合宿をターゲットにした新規顧客の開拓

三重県 料理茶屋松風有限会社 集客力向上のための店舗改装事業

三重県 和菓舗若木屋 尾鷲産無農薬甘夏蜜柑を使用した和菓子の開発

三重県 萬栄 レイアウトの改善に伴うお客様の来店動機の向上と過ごしやすい店づくり

三重県 醉月陶苑 陶芸教室とホームページを活用して急須文化を伝え売上増に繋げる

滋賀県 A・I労務サポートオフィス 「行動基準作成研修」「職場のルールブック」導入の販路拡大事業

滋賀県 AtelierKey-men 住空間を彩る一般向け手作りオーダー住設のカタログ本作成。

滋賀県 Bean’sTostino WEB通販サイトの拡充

滋賀県 Diana 新規客獲得のためのチラシ作成・フリーペーパーへの掲載

滋賀県 Ecruprivate シェービングとエステの融合によるブライダルエステ新サービスの提案

滋賀県 GREENKitchen カフェタイムの強化を図るための店内改装と販路開拓を図る広告宣伝の導入

滋賀県 hairestheTresor セット台増加と新サービスで、予約顧客の取りこぼしをなくす。

滋賀県 HomeElecピアレキタガワ 家庭用太陽光発電売上向上事業

滋賀県 MAFIS_design 新規顧客獲得の為の広告宣伝

滋賀県 MSG村島産業 商工業者、選挙活動のセット・パッケージ化と遺影写真のＩＴネットワーク化による販路拡大

滋賀県 nalu
炭酸泉発生装置の導入による新規美容サービスの開発及びトイレの新規導入による顧客満足度
の高い店舗づくり

滋賀県 officeCOMA 法衣技術を活かした和モダン子供服・親子服ブランド新規事業『人織』の展開

滋賀県 Rcafé
～湖西を感じる愛犬とのドライブ～
山と湖に囲まれた最高の景色の中で遊べるドッグランの開設

滋賀県 SPOONsweetsmarket 紅茶専門店の「グラニテ」と「ティーソース」の開発

滋賀県 ＳＴＹＬＥ 『質の高いキレイ』を求める女性への『プロボディデザイン』の認知度アップ

滋賀県 ＳＵＰＴＮＩＣ 女性に人気のイタリアンレストランが提供する“男性客おもてなし”プロジェクト

滋賀県 TAKAFARM 自家製トマトのオリジナルソース、ピューレ、ピザソースの開発

滋賀県 TAKATSUYUKIタカチュキ 可食プリンターを活用した、キャンパスクッキー・デザインせんべいの販売。

滋賀県 UPPERSECRET
①宣伝を強化するための看板設置
②玄関入口に続く階段に手すりを設置、段差のない入口アプローチを設けるためのスロープの設
置によるバリアフリー化

滋賀県 vivimore 琵琶湖の固有種ビワマスを独自製法で開発した『ビワマスプレミアム』の周知と販路開拓

滋賀県 ＺａＺａ 中国上海の企業向け自動車シートの試作事業

滋賀県 アクティブ ２０～３０代男性にターゲットを絞った新規顧客開拓事業

滋賀県 アサヒ産業㈱ 尿失禁を予防する下着の販路開拓事業

滋賀県 あやめ荘 高齢者にやさしい店づくり。体にやさしい畳の上のテーブル・イス席。

滋賀県 ウェブコンサルティングタテマツ リモートコンサルティングで中小企業のウェブ集客力をアップする。

滋賀県 エンディングメイク「おくりびと」MARIA 「エンディングメイク」の営業・広報活動の強化と終活セミナーの開催

滋賀県 お料理教室のlago
新しい販路開拓！！
「乳幼児」「中高年」「外国人」に対しての魅力あるレッスン＆商品開発！

滋賀県 ガイオス㈱ プラスワンリビングハウス彦根、モデルハウス事業

滋賀県 かねきち 大型冷凍庫設置

滋賀県 キヨシ商会 「キヨシ商会」というブランドを築く為の戦略を実行する事業

滋賀県 クリタフラワー 庭付き駐車スペース整備による生活提案型販売事業及び駐車スペースの確保

滋賀県 グリルストーブ 出来立て洋食のテイクアウトとサンドイッチメニューの開発

滋賀県 サインボードアックス 一般顧客確保の為のホームページ作成及び誘導看板設置事業
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滋賀県 さかえや製菓舗 絹のようなしっとりしたやわらかい餅づくりで販路開拓！

滋賀県 シェ・ムートン 「ワインサーバーによる多種類＆高級ワインのグラスワイン提供」

滋賀県 ジェネロスハーツ㈱ 新サービス提供（エナジーテラピーアカデミー開講）による新規顧客獲得

滋賀県 しろ平老舗 和菓子に「安心・安全・地元愛」を添えて…。

滋賀県 ストーンメーソン真 将来の販路拡大とお客様のための、お墓リフォーム・お参り代行大作戦

滋賀県 デンタル工房北野 歯科技工用真空攪拌器「スマートミックス」の導入による販路開拓

滋賀県 トータルビユーティサロンパール 店舗の改装及びバリアフリー化

滋賀県 ドクターコトウ 店主導型の店舗経営から顧客視点のソリューション型への業態変換

滋賀県 ビューティー美香 最新店舗設備の増強等による新規顧客獲得

滋賀県 びれっじ６号館高島ワニカフェ 地元こだわり野菜を提供するカフェと流通事業「高島マーケット」

滋賀県 ブルースカイ 顧客ニーズに対応した顧客開拓及び顧客満足向上事業

滋賀県 フローラルアダチ 店舗改装によるアレンジメントコーナーの充実とギフト用商品の販路拡大

滋賀県 フローリストHANAKO フラワーアレンジメントの販売強化事業

滋賀県 ペンションシープ 全天候対応型屋根付ドッグランの併設による安定した集客

滋賀県 やまりゅう 法事料理及び結婚披露宴を追加したパンフレット・折込広告の作成

滋賀県 よはち 高齢者ニーズにソフトとハードの両面から対応して新規顧客獲得

滋賀県 らー麺鉄山靠 地域資源を活用したラーメンによる販路開拓と居心地重視の店舗改装

滋賀県 りんごの木 お店のキャラクターロゴ作成で認知度＆イメージアップ作戦！

滋賀県 ルーチェ鍼灸整骨院 女性院長による女性目線の高齢者や働く女性にやさしい鍼灸整骨院の開設

滋賀県 レインボーブリッジ㈱ フォトブック作成サービス・写真電子化サービスの販売促進

滋賀県 ロレア 美容室が行う「水」と「化粧品」にこだわったエステ事業の展開

滋賀県 井尻彫刻所 体験教室（ワークショップ）開催による新規顧客獲得

滋賀県 園田理容 お客様満足度向上園田理容店舗リニューアル

滋賀県 奥野印刷㈱ 滋賀情報ネットページ作成「滋賀ebookみてーや」

滋賀県 岡田屋鶴亀 目指せ！顧客拡大、イメージ一新大作戦！！

滋賀県 花久造園 近隣地域におけるローコスト芝管理業務の提案による販路開拓事業

滋賀県 菓子乃蔵角屋 販路開拓のためのホームページ・リーフレットの作成

滋賀県 菓匠吉福庵 新規顧客獲得のための多店舗展開イメージアップ事業

滋賀県 楽旨庵えん 「新規顧客獲得のためのホームページリニューアル」

滋賀県 株式会社Ｔｈｉｎｋ　シンク 建物をスクリーンにしたプロジェクター利用の３Ｄマッピング広告

滋賀県 株式会社たかはし 住まいと人生のクオリティーを高める　プロジェクト

滋賀県 株式会社ちゃんてぃ ネットテレビ生配信用の可搬型放送中継システムの構築

滋賀県 株式会社テクロム 車室内装備品分析用装置の販路開拓事業

滋賀県 株式会社ナカエ 農業関連機械のレンタル

滋賀県 株式会社わたなべ陶器 新たな時代の変化に対応した新複合業態となる「ハイブリッド型ギフティング」の確立

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 配達・出張販売強化とそれらを円滑に行うための生産体制の整備

滋賀県 株式会社住吉製作所 補修機器及び調査用カメラの展示会出展

滋賀県 株式会社清原
若年層向け「ふくさ」と自社ブランド「和奏（わかな）」新商品の販路開拓のためのカタログ・パッケー
ジ製作

滋賀県 株式会社大橋木工所 現代のライフスタイルを踏まえた試作品開発とお洗濯のＰＲ

滋賀県 ㈱ＤｏｕｂｌｅＶｉｓｉｏｎ 東京オートサロン２０１５withNAPACにて車の展示会出展

滋賀県 ㈱SEEK
スムーズな店舗統合のための周知、広告宣伝
髪の施術効果を格段に上げる専用機械の導入

滋賀県 ㈱いと源 総務・経理・事務部門の総合コンサルティング事業の展開
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滋賀県 ㈱エスティーム 鍼灸接骨院の知識・技術を生かしたデイサービス利用定員拡大事業

滋賀県 ㈱きゃんせ美容院 “ホームページ作成等による情報発信と顧客集客”

滋賀県 ㈱スナッツフーズ 地域を代表するスポーツチムと連携した販路拡大

滋賀県 ㈱ノーブレイク 残尿測定器を使用したおむつ使用量削減コンサルティング事業

滋賀県 ㈱ハウスアンドコミュニティ 北山台センタービル活用事業

滋賀県 ㈱バウハウス テレビＣＭを活用した効果的なインターネット広告サービスの利用推進事業

滋賀県 ㈱パシオ 新規人事サービスのホームページ充実とチラシ頒布による販路開拓

滋賀県 ㈱ヒトミワイナリー ワイナリー直売店の商品をより魅力的にみせる為のディスプレイの演出及び装飾

滋賀県 ㈱ビューロッジ琵琶 お客様に、癒しとくつろぎを与える「軟水風呂」の新サービスの展開に係る設備導入

滋賀県 ㈱ボディーファイトジャパン 新規客を呼び込み、顧客になってもらう為の地域密着型販路開拓

滋賀県 ㈱マルタヤファーム 介護事業所への新たな顧客獲得・販売促進

滋賀県 ㈱リットーメガネ 深視力用眼鏡による大型免許・二種免許更新者及び取得者の顧客獲得の為の販促事業

滋賀県 ㈱ロクヨン 自然体験宿泊プランとビワイチ対応による売り上げ強化対策

滋賀県 ㈱伊吹機械 工場環境改善による金型販路の開拓及び売上増加

滋賀県 ㈱丸善エナジー 『無添加リフォーム』を合言葉にしたリフォーム事業の展開

滋賀県 ㈱近江肉の廣田 紙袋の改良による店舗ブランド化とイメージアップ

滋賀県 ㈱古川与助商店 和紙糸を活用した高品質アパレル製品等の販路開拓事業

滋賀県 ㈱湖西住建 介護住宅・介護リフォーム事業への進出に伴うＰＲ強化

滋賀県 ㈱湖北製作所 高齢者用介護施設・リホーム工事の開発と提供

滋賀県 ㈱紅鮎 「旅館紅鮎」ホームページおよび外国語案内の再整備

滋賀県 ㈱坂田工務店 人に優しいリフォーム事業の提案営業の確立

滋賀県 ㈱写真の野上 newbornphoto（生後間もない赤ちゃんの撮影）及び新商品の提案・ＰＲ

滋賀県 ㈱植杢 Ｗｅｂサイトから全国へ発信「滋賀県たかしまの原風景」

滋賀県 ㈱青山製作所 サービス付き高齢者向け住宅「桜シリーズ」の総合窓口ＷＥＢサイトの構築と「空き室情報」の提供

滋賀県 ㈱川新 「ビワマス」と発酵食品を使用した新商品開発による販路拡大

滋賀県 ㈱相承管理企画 新事業を立ち上げ、顧客獲得のためのチラシ・ＨＰ等を活用した宣伝活動

滋賀県 ㈱造園佐野 プチガーデン・ガーデンクリーニング直販事業

滋賀県 ㈱大隅建設 県産・国産材で建てる『自然素材の家・ＷＢ工法の家』の受注促進

滋賀県 ㈱大彌 和菓子の冷蔵商品陳列方法の改善とチラシによる販売促進事業

滋賀県 ㈱東洋商会 『食べて地球にやさしくなる』店舗レイアウト改善計画

滋賀県 ㈱日向電子工業所 販売力の強化の為のホームページの作成・運用を実施

滋賀県 ㈱壺八 音にこだわった信楽焼陶器の魅力発信力強化事業

滋賀県 ㈱澤善
安全な設備で安心して心を癒す信楽のワンストップ観光施設づくり
高齢の方や身障者の方のためのバリアフリー化の整備

滋賀県 丸中醤油㈱ 海外展開における商品及びパッケージの試作品製造・強化

滋賀県 丸菱製麺 地域ブランド食品プロモ－ション事業

滋賀県 丸茂旅館 宿泊客の満足度１００％実現を目指した旅館設備の整備

滋賀県 居酒屋まいど 新規メニュー開発と居心地の良い空間作りによる顧客拡大

滋賀県 協和工業㈱ 新規顧客獲得に向けた展示会への出展による販路拡大事業

滋賀県 玉垣芳文堂 地域の中の気楽な交流空間としての書店づくり

滋賀県 近江あまごの里 トイレ増設リニューアル工事

滋賀県 湖西鈑金塗装 塗装設備の導入での補修日数の短縮化による販路拡大

滋賀県 光手袋工業 ネット販売システム構築による既存顧客の取引額拡大と、新規顧客の開拓事業
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滋賀県 広瀬商事㈱ メール配信型ＤＭシステム「ひろめ～ル」最新バージョンの各種宣伝事業

滋賀県 甲津原漬物加工部 新規顧客開拓のためのＰＲ及び顧客満足のための改善事業

滋賀県 高麻㈱ ホームページ開設による生地・商品の拡販

滋賀県 合資会社　魚　和 和室への椅子・テーブル席の導入による高齢者向け法事会食、宴会の取り込み

滋賀県 合同会社イーシップス 「自社ネットショップ開業による財務基盤の強化」

滋賀県 山岡自工 ガラスコーティング事業の強化と販路拡大

滋賀県 山重製陶所 低吸水陶土による新商品の開発及び販路開拓

滋賀県 山野興業ガーデンスタイルなごみ 他業種との提携による新サービスの提供

滋賀県 寺庄整骨院 新規顧客獲得及び顧客リピーター化のための機械器具導入事業と広報宣伝事業

滋賀県 滋賀特産品振興企業組合 甲賀市特産品ブランド浸透化事業

滋賀県 実生庵 揚げたて熱々唐揚げのイートインサービスの提供

滋賀県 樹宴 地域高齢化に伴い地域高齢顧客に優しいバリアフリートイレの設置

滋賀県 宿屋きよみ荘 女性客、団塊の世代夫婦獲得のため、客室に洋式トイレ、洗面所の設置

滋賀県 匠sound
デジタルミキサー、アンプ内蔵スピーカーを購入して1日2現場の受注を可能とし、新規顧客を増や
す。

滋賀県 小西建具㈱ 木製建具のアピール100年の歴史・匠の技・作品集製作

滋賀県 松喜園 店舗の空きスペースを活用した売店設置事業

滋賀県 上原酒造 蔵元での交流を深める空間づくり事業

滋賀県 森田商店 長時間同一場所で展開出来る移動販売を可能にする電源設備の導入

滋賀県 西川運送㈲ 市内を網羅した配達エリアとWEBを活用した引越し事業の販路拡大

滋賀県 青木煮豆店 昆布巻・煮豆・佃煮を真空パックに包装し販売を拡大する

滋賀県 川口屋老舗 ３０～４０歳女性をターゲットにした新規顧客開拓事業

滋賀県 浅田サッシ 倉庫改修による次世代サッシの販売促進

滋賀県 浅和鉄工 溶接機導入による生産性向上・対応業務拡大事業

滋賀県 双昭衣料 “今日も元気に行動したい”をサポートするネット販売

滋賀県 村井酒造 店舗空きスペースを活用した接客重視の店舗改装及びギフト販売戦略

滋賀県 村山工務店 「誰もが住みやすい家づくり」の相談展示スペース開設と販売促進

滋賀県 大江理容 女性理容師による女性のための「お顔そりエステ」の設備充実とＰＲ

滋賀県 瀧野緑化 より良いグラウンド状態保持の普及促進及び受注拡大

滋賀県 中村刃物店
「品揃えの深い工具店として新規一般顧客の獲得」～看板（大工さんのための工具屋さん）製作と
売り場の拡大とＰＯＰ作成による商品レイアウトの見直し～

滋賀県 鳥羽建設㈱ 自社ＨＰ開設による県内外への受注拡大

滋賀県 庭卯 接客スペースの改修で成約率アップ

滋賀県 田中酒造㈱ ホームページを活用した販路開拓事業

滋賀県 田中葬祭 葬儀ホールへの生花卸と葬儀応援事業

滋賀県 東洋被服㈱ 自社ブランド商品（オーダーメイドエプロン）の開発及び販売。

滋賀県 東陽商会Ｄ・Ｆ・Ｃ 婚活サポート事業による販売促進

滋賀県 頓宮建具店 新たな組立方法による建具・家具の提供とＨＰによる販売促進

滋賀県 美色館plus 新規開業店舗のＰＲ活動及びスタッフ充実化による顧客サービスの強化。

滋賀県 美肌と癒しかわなみ 美肌エステで、活き活きライフを応援します。

滋賀県 本陣樋口山
土産品・贈答品に対応した「アメノイオご飯」の加工と、
デザインパッケージの開発。

滋賀県 明光義塾栗東教室 新たな時期（秋・冬）の生徒獲得のためのPR活動

滋賀県 癒し手もみもみ 顧客層別の集客媒体の工夫による集客力強化と販路拡大

滋賀県 有限会社アイ・エス・エム 地元住民への「利便性」と「専門性」ＰＲ強化による販路拡大
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滋賀県 有限会社カイロプラクティックさかい ４０～６０代女性を中心としたカイロプラクティックの認知度向上

滋賀県 有限会社清元楼 老舗料亭が作る滋賀発ギフト新商品の開発と販路拡大

滋賀県 有限会社螺鈿三寶堂 螺鈿蒔絵を施した位牌の販売システムの構築と販路拡大

滋賀県 ㈲A.SITE インターネットを活用した営業システムの構築

滋賀県 ㈲アメニティ北村 ホームページ改革による新規顧客開拓及び新規営業力強化

滋賀県 ㈲うを惣 和風椅子席導入で小部屋・宴会場の演出による販路拡大

滋賀県 ㈲おうみコンピューターシステム パソコントラブル対応サービスの商品化と販売

滋賀県 ㈲カンポ インターネット環境整備によるお客様の利便性向上とＳＮＳ戦略

滋賀県 ㈲つるや 集客力を高める為の店舗トイレ改修

滋賀県 ㈲ビジネス旅館栗東 本館・客室ユニットの改修事業

滋賀県 ㈲ピックアップ 既存客の高齢化によるニーズに応えるための訪問美容サービス業務の展開に係る広報活動

滋賀県 ㈲ビッグウェーブ 「部分かつらを活用したヘアスタイル商品の販路拡大事業」

滋賀県 ㈲ファイブ・ワン 研究・開発向け試作成形用ブースの設置とその宣伝活動

滋賀県 ㈲マキノ製作所 シーンに応じた犬用遊具の開発及び販路拡大

滋賀県 ㈲まるさ 近江牛本家まるさブランドプレミアムデリカ開発事業

滋賀県 ㈲やまつね バーベキュープラン新設に係る店舗改修、設備導入及び広報活動の実施

滋賀県 ㈲ユーハム１６ 事務所内のレイアウト変更及び打ち合わせスペース新設の改修工事

滋賀県 ㈲よしうめ 琵琶湖の魚介と近江の米でつくる、新フードコーディネート事業

滋賀県 ㈲ヨシックス 簡易・移動展示会の開催等による新規顧客の開拓

滋賀県 ㈲宮川石油 災害対応型セルフスタンド移転オープンに係る広報事業

滋賀県 ㈲古株牧場 山羊の体験交流施設設営・山羊乳を使用した新商品開発

滋賀県 ㈲今津食肉 揚げたてサクサク！フライコーナー改修工事

滋賀県 ㈲小川顕三陶房 しがらき顕三陶芸倶楽部の販促ツールの制作

滋賀県 ㈲村田鉄工 『オリジナルアイアン商品の展示会』

滋賀県 ㈲大與 店舗空間でのシーンや火のある暮らしの提案とブランド提案事業

滋賀県 ㈲伴自動車 保険部門強化に対する店舗改装及びＰＲ事業

滋賀県 ㈲福川工務店 ホームページのリニューアルと看板の更新

滋賀県 ㈲鮒清 鮒清クリーンアップ事業

滋賀県 ㈲綿庄食品店 シニア世代にやさしいお店づくり

滋賀県 ㈲和晃プラスチック ホームページによる集客・新規顧客獲得システムの構築事業

滋賀県 雷弩（ライド） ブランド力強化を図るための屋外看板の設置

滋賀県 料理茶屋『杉』 店で苦労させたくないので、まずはトイレとお席をバリアフリー化

滋賀県 林フォーム工業株式会社 ＯＡ環境整備によるプレカットシステム導入とプレカット工法の周知

滋賀県 和菓子処さわ泉 真空包装で長期保存のお土産品開発と周知・販売・販路開拓・売上増加事業

滋賀県 和楽DINING忍 プライベート空間～上質な時間を過ごせるスペース作り

滋賀県 和吉 店舗設備の充実による顧客の確保・開拓

滋賀県 艸方窯（そうほうがま） 東京で開催される国際的な展示会への「光る透器シリーズ」の出展

滋賀県 蛯谷工芸 顧客のリピート率アップ、及び、新規顧客獲得事業

京都府 （有）ユリヤ リペア自社仕上げ対応による販路拡大

京都府 100までピアノライフ ピアノ修復技術の習得

京都府 ＡＺＵＬ電器 展示会（商談会）出展と新規顧客獲得のための当店ＰＲ事業

京都府 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｈａｒｕｋａ ３６０度全方向が動画提供できるパノラマ動画制作サービスの展開



146

所在地 事業者名 事業名

京都府 Ｃｒｅｐｅｒｉｅ　ＣＵＯＲＥ～創作クレープ専門店～ 創作クレープの移動販売に要する広報、及びＰＲ活動

京都府 Dogvillagegreentail ドッグラン・カフェの開設による複数の犬と人との社会化実現事業

京都府 EUROWORKSLa.sista
特殊加工工具の設置事業
～組立作業の品質向上による安全性と耐久性の強化実現～

京都府 FriendlyBalloonShop 乙訓地域での広報活動による顧客獲得と、顧客層の拡大

京都府 Ｈａｕｔｅ Ｃｏｕｔｕｒｅ Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅｒ 京都の理容店初！髪が傷みにくいクリープパーマを中心に販売促進

京都府 ItalianRestaurant&WeddingOZ テラス席・ガーデン席の設置による新規顧客の開拓

京都府 Ｊ．Ｊゴルフスクール 「ゴルフ婚活事業」のための情報収集および広報活動

京都府 ｋａｉｃａ（カイカ）城陽市役所南教室 ｉＰａｄ出張講座の開始・脳若トレーニング講座導入及びそれに伴う販売促進事業

京都府 ｋｙｏｄｅｎ衣笠店 「提案できる街の電気屋さん」の実現のための倉庫改修工事

京都府 ｍｉｓｏ 共同オフィスを併設した伝統工芸メーカー支援型ショールーム事業

京都府 ungraine（アングレーヌ） 全てのお客様に景色が見える席をプレゼント

京都府 アートボックス 作業効率向上と新規客成約に向けてのミニショールーム開設

京都府 アストグリーン 主力商品「植物活性剤ソイヤ」の販売促進プロジェクト

京都府 アップクリエイト 小規模メンテナンス工事受注促進

京都府 イーセップ株式会社 耐酸性ナノセラミック分離膜の販路開拓

京都府 イケダ労務管理事務所 女性の活躍促進　職場でなくてはならない存在を目指す塾の開設

京都府 いまい鍼灸院 移転に伴う認知度不足の改善及び新規販路開拓（不妊症治療）とその他当院メニューの売上ＵＰ。

京都府 ヴァニーユ 高齢者が団欒を楽しめるスイーツの提供

京都府 うゑちゃん 店内外の照明と客席障子と格子の新設による新規顧客獲得

京都府 オフィス・モモ 「大人かわいい文化」を京都から発信！ＨＰとフライヤーを一新

京都府 かっぽう　仙羽亭 フグの皮から抽出したコラーゲンを主成分とした、美肌効果のあるサプリメントの開発、販売

京都府 かどの製菓舗 店舗新築移転にともなう看板等設置による店舗認知度向上と集客策

京都府 カフェ　デ　コラソン 珈琲豆小売り用及びギフト用品のパッケージ等の作成並びにＰＲ看板の設置

京都府 きむらフローリスト 花卉小売店舗の増床と改装に伴う什器移設と更新

京都府 クラウド・テン株式会社 「高齢者と家族に向けた安心と生き甲斐のクラウドシステム」のホームページ開発とマーケティング

京都府 サクラ山城堂 教室改修拡張及び軒の取り付けによる環境改善と経営改善の取組み

京都府 サンリバーイングリッシュ英会話教室 ①主婦のための会話中心のモーニングクラスの新設と②新教室開校

京都府 ナカムラポートリー株式会社
①木津川市名物弁当『あぶり鶏重』の作成
②新たな広告媒体の作成

京都府 なかむら生菓子店 店名変更によるオリジナル袋などの作成

京都府 バーバーショップ　テト 移転オープンする団塊ジュニア向けメンズサロンのプロモーション

京都府 パネッテリアプルチーノ
テラスカフェで焼き立てパンを食べよう！
～お店の前にイートインコーナーを併設～

京都府 ふとん＆ダンスファッションの関口 布団のことなら何でも答えらえれるふとんやさん

京都府 ふとんのえびすや 羽毛ふとんのリフォーム事業及びオリジナル羽毛ふとんの改良事業

京都府 プラ・ビダ 冷蔵商品充実のための冷蔵ショーケース更新とＰＲ強化

京都府 フレンチレストランボア・ド・ベール お持ち帰り用の『手作りふわとろチーズケーキ』の商品開発

京都府 ヘアーメイクベイブ ヘッドスパ・エステ機器、専用個室の導入によるお客さま満足度UPと売上UP事業

京都府 ヘアーリゾートリペ お客様がお子様連れでも長時間安心してカット出来る店舗改装

京都府 まつい樹木メンテナンス お庭サービス（造園業務）、樹木医業務、特殊緑化業務の宣伝広告事業

京都府 ミクロ精工 新商品開発による顧客ニーズへの対応力強化プロジェクト

京都府 みこと鍼灸院 携帯型治療機器を用いた独自施術サービスの提供

京都府 ユージー基材株式会社 アルミナ繊維の加工とFRP製品加工の事業展開

京都府 よしむらしるくすくりーん オリジナルウェアを求める潜在顧客獲得への情報発信
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京都府 ライトアイランド
ボディ・フェイシャルに利用するシアバター、オイル量り売り販売※シアバター（シアの木の種子から
製造するボディ・フェイシャルクリーム）

京都府 ライフポケット八幡店
顧客が高齢化していて、訪問（御用聞き営業）販売が9割を占めているが、今回、若者層の新規顧
客を取り込むお店づくりを強化及び販路拡大することで売上の増大、今後のお店の安定経営、持続
化を図る。

京都府 らくらく株式会社 自社オリジナル「ＥＣサイト×メディアサイト」の開発

京都府 リマインドダンスファクトリー 安心で安全な環境で行うオーダーメイドレッスン

京都府 安田自動車 女性向けに「楽しい15分間」を提供するための事務所改装

京都府 欧風ダイニングクッチーニ お客さまに満足していただける二次会のＡＶ機器の設置

京都府 割烹さとう 「鬼ババァー」のブランド化への販路開拓と信頼される製品づくり

京都府 株式会社atgreen

オリジナルブランド【GIFTo→】(ギフト)
企業コラボによりオリジナル商品の開発・販売

【GIFTo→】(ギフト)。つまり、人へのプレゼントをテーマに「今までにない商品」「人にプレゼントしたい
商品」を開発・販売

京都府 株式会社ＣＡＳＡ ｄｅ ＭＩＣＨＩＣＯ 弊社妹ブランド、“ｐｅｔｉｔ ｃａｓａ”の本格展開に伴う商品の販売、ＰＲ

京都府 株式会社ＤＦＣ フローケミストリー入門キットの試作開発

京都府 株式会社ＧＳクラフト 東京Ｇｉｆｕｔ　Ｓｈｏｗ出展による販路拡大、企業連携事業

京都府 株式会社ONEWALK スマートフォンでECサイトを作成できるサービスによる収益拡大

京都府 株式会社ＳＡＦＡＲＩ 携帯販売促進強化企画！！他社からのお乗り換えＳＮＳ設定もお任せあれキャンペーン！

京都府 株式会社アロマジョイン セールスプロモーション戦略としての香り関連展示会への出展

京都府 株式会社いづみ 小売強化と、新しい顧客層の開拓

京都府 株式会社ウィントライアングル 「作業効率化による手作りPOP作成及び新ソース開発」

京都府 株式会社ウェディングプロジャパン 「京都で愛を誓い直すバウリニューアル」事業

京都府 株式会社オカモク 向日市初シェアハウスリノベーション事業

京都府 株式会社ケイ・ワタベ 「４０代からの住まいづくり」　自分で創る住まいマイホームデザイン教室の開催

京都府 株式会社コトノスタイル 健康志向、節約志向の消費者ニーズに応える京もの雑貨商品の開発および販路開拓

京都府 株式会社ジェイエムユウ 自社ホームページ・ブログの構築とネットショップ開設

京都府 株式会社スタジオニクロム 「障害者優先調達推進法」対象事業者への広報ツールの作成と営業活動

京都府 株式会社すまいる 移転先に新設するカフェスタイル不動産相談所「すまいるカフェ」のPR活動

京都府 株式会社タニムラ ３ヵ国語対応（英語、中国語、韓国語）のチラシの作成、広告掲載、外国語ポップ作成

京都府 株式会社タミヤ
多目的にお茶を楽しめる空間づくりと夏向け新メニュー開発のための
設備導入。

京都府 株式会社つえ屋 シンガポール高島屋「日本職人工芸展フェア」（２０１４／１１／１２～２０１４／１１／１９）

京都府 株式会社ビークル 学会展示会への出展とサンプル・小冊子配布による販路拡大

京都府 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー Ｕｎｉｒウニールブランドの更なる確立による卸先の増加

京都府 株式会社マイジョリティサービス ハウスクリーニングにおける、エンドユーザー（個人客中心）からの直接請負増加のためのHP改修

京都府 株式会社マルカ 顧客ニーズに応え満足度を高める高級小物雑貨の販売強化

京都府 株式会社メディアクリエイツ京都 外国人受け入れ飲食店向けＨＰ「日本食　食べ方大辞典」の作成

京都府 株式会社ユーサイド 海外での展示会、商談会への参加。海外での栄養表示分析

京都府 株式会社ラインシステム 教育とIT技術を融合した新しい学びのサービスと知名度向上

京都府 株式会社レスキュージャパン プロモーションルームの改装と５Ｓ定着化

京都府 株式会社ワーキングショップ三徳
・刺繍を用いた世界で一着！おしゃれでカッコいいワークウエアの販売
・競合店には置いていない(置けない)ワークウエアの販売
・顧客の対話から、ひらめいた新商品の開発

京都府 株式会社栄光 ３D計測による新時代の眼鏡づくりで快適視生活を！

京都府 株式会社丸嘉 古材を部材化して組み合わせたオリジナル家具類の販売促進事業

京都府 株式会社京スパ 製造品種拡大による営業力強化

京都府 株式会社京都健康便 宅配食通販サイト再構築とモニター募集による新規顧客獲得事業

京都府 株式会社金生堂 和菓子の小ロットで製造可能な個包装とネットを使った製品紹介の新たな取組
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京都府 株式会社高岡建材 「トーヨーキッチン&リビング」システムキッチンの販路拡大

京都府 株式会社新和製作所 自社更新型のホームペ－ジの構築

京都府 株式会社石川建設 舗装用両面粘着テープ（アステープ）のアイテム拡大に伴う販路開拓

京都府
株式会社辰馬コーポレーション　京料理　せんしょう（屋
号）

京料理の高齢者向け「柔らか食」の開発

京都府 株式会社梅本本店
「海老芋焼酎」の販路開拓
～町の酒屋さんでお買い物しようプロジェクト～

京都府 株式会社八幡住宅設備 顧客の生活を支える地域密着型「住まいのお医者さん化」事業

京都府 株式会社比良多 新商品「むげん餅」の販売促進

京都府 株式会社弥栄 十二単和装小物『弥栄（ＩＹＡＳＡＫＡ）』の開発と全国へ情報発信！

京都府 丸染工株式会社 職人の手仕事による男着物の開発と販売強化

京都府 喜多商店株式会社 あなたと私をつなげてくれるマグネットクリップ配布事業

京都府 京丹波うまいもん山の饗 にんにく加工品の開発による経営改善、販路拡大計画

京都府 京漬物匠岡之園 学校給食用ノンアレルギー新商品（京漬物）の開発販売と障がい者の自立した就労基盤の確立

京都府 京都　雲楽窯 工房見学者に配布及び高級ホテルに設置する英語パンフレット及び英語版ＨＰの作成

京都府 京都コア株式会社

EPSモータの開発
Eelectric
Ppower
Ssteeringを表す。
即ち、EPSモータとは、フォークリフトのハンドル操作を軽減する補助モータである。
フォークリフトのハンドルに回転の力がかかったことをセンサーがキャッチし、同時にEPSモータの電
源が入り、軽い力でハンドル操作ができるための補助モータである。

京都府 京都電工株式会社 「京都の街の親切なでんきやさん」サイト構築

京都府 京洛工芸株式会社 本社ショールームの開設、及び常駐専任社員の新規雇用事業

京都府 京料理佐山うを梅 宴会用テーブル席の新設及びチラシ配布事業

京都府 銀工房アラマルーツ 宝飾用３Dソフト導入による生産力の向上とデザイン（知的財産権）の保護

京都府 堅木屋 顧客拡大を目指したメニュー改善と商品開発及びサービス強化

京都府 玄米屋ウエトミ こだわりの米屋としてのアイデンティティの確立のための店舗リニューアル事業

京都府 古籠堂 店舗改装（陳列レイアウト改良）事業

京都府 光章 「ＫＯＳＨＯ」ｏｕｇｉシリーズの販路開拓

京都府 行政書士松波企画資料事務所 「地域密着、攻める行政書士」

京都府 合同会社NAL ＮＡＬシステムを用いた障害者就労支援事業所での農業生産支援事業

京都府 今井織物株式会社 ハイパーシルク加工を施した白生地を用いたウォッシャブルシルク製品の開発

京都府 三景印刷株式会社 冊子、伝票印刷のネット受注にシフトするための体制づくり

京都府 三和薬局 新聞折込チラシによる新規顧客の獲得

京都府 山下秀製菓 新たなパッケージ導入による販路拡大計画

京都府 山下豆腐店 昔ながらの町の豆腐屋さんをイメージしてもらえる新パッケージ開発とPR活動

京都府 四季の草木染野の花工房 商品バリエーションの充実を図るための新商品開発

京都府 七輪焼肉肉屋 和牛一頭買いの肉質、技術を活かした「本格すき焼き」の開発、販売

京都府 社会保険労務士・行政書士オフィス陽だまり 商圏の変更に伴う新規顧客開拓

京都府 若葉興業株式会社 パター練習補助装置を使ったゴルフ教室の拡充

京都府 手づくり工房喜右ヱ門 有機JAS認定こだわり味噌の販促商品開発と販路開拓

京都府 瞬彩　やの 京都市北区における当店コンセプトの訴求

京都府 松田ティーファーム 京都宇治和紅茶と小田原レモンを使った純国産「京都ロイヤルレモンティ」の開発・販路開拓事業

京都府 人見鐵工株式会社 ステンレス金物製作の内製化事業

京都府 仁アートショップ＆スペース インターネットによる柿渋オリジナル鞄オーダーシステムの構築

京都府 西井米穀店 お米屋さんお薦め～御飯に合う『山城産筍のしぐれ煮』企画販売事業

京都府 西向日駅前パソコン教室 地域高齢者が元気になる！パソコンを活用して仲間作り・憩いの場作り
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京都府 西田鶏肉店 鶏ミンチを活用した提供品目の増加と供給量アップによる売上の向上

京都府 早蕨山荘赤政
設備機器の導入ならびに新たな顧客層への情報発信で競争力を強化、次の100年も愛される老舗
料理旅館を目指す。

京都府 総合食品岩前 店舗改装

京都府 多文化人材情報センター 中国顧客参加型・日中２言語ホームページ（ポータルサイト）の立ち上げ事業

京都府 茶縁本舗 和束茶のネット販売システムの構築及び展示会等出品事業

京都府 長岡銘竹株式会社 「住環境の変化に対応した顧客への上質な和空間の提供」事業

京都府 長田電器 合同展示会実施による映像情報制作部門の顧客拡大

京都府 天の酒喰/くれ竹/花笑舞 丹後のうまいもん発掘・発見事業―地産地消を活かした商品販路拡大事業―

京都府 藤平陶芸有限会社 京焼・清水焼の本場で行うバイリンガル作陶体験教室による集客

京都府 二三園 『小売業進出に伴う、自社ＰＲのためのホームページ制作』事業

京都府 日本天鵞絨工業株式会社 自社小売商品開発のためのサンプル製造と京都の伝統産業を守るための取り組み強化

京都府 白糸酒造株式会社 アニメコラボ商品の展示販売・ギャラリー

京都府 八木直呉服店 高齢者対応の入りやすさと居心地よい空間づくりのための店頭改善

京都府 髪結処　ａｉｍａｎｔ（エマン） 「新規集客に向けてのチラシ制作及び新聞折込、ポスティングの実施」

京都府 美容室　美姫 時間外対応・訪問施術等、新サービス強化及び最新機器導入による売上増加策の推進

京都府 平井株式会社 小規模事業者、高齢者・女性起業家向け事業支援サービス付事務所

京都府 味人（あじと） 増床による座席数確保のための店舗改装

京都府 木ノ下整骨院 「保険による対処療法から自費による予防療法への転換」

京都府 野崎工業株式会社 新規事業である消臭・除菌剤、節電関連商品の販路開拓を行い経営力の向上を図る。

京都府 有限会社Ｐ－ｌｉｎｅ 『髪のコーディネイトセット商品により新たな顧客層を開拓する』

京都府 有限会社アップル・ワイズ 京都ブランド「古都呼吸石けん」のシリーズ開発と販路拡大

京都府 有限会社イーダブルシステム 独自センサの販促ツールの開発と販路開拓施策

京都府 有限会社エフシステム 消防設備分野における一体的業務の対応のための体制確立

京都府 有限会社クラフトカフェ インターネット販売の、より効率的な受注処理システムの導入

京都府 有限会社クレア 筍加工品の流通専門家アドバイスによる展示会出展事業

京都府 有限会社シナプス 「視る」「聴く」共に　快適で豊かな生活を提供します

京都府 有限会社シバタシステムサービス 生体組織の微細な部分を顕微鏡下で採取する器具の開発とPR

京都府 有限会社ゼン パソコン・バイク等の修理業務開始と中古品の仕入・販売の強化

京都府 有限会社ティーエスピー 地域メルマガ＆スマホ利用・顧客管理システムの提案・販売

京都府 有限会社フットクリエイト 空間演出した新フットケアサービスと靴お手入れコーナーの新設

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 京都小鉢シリーズ（京都発盆栽）および産地直送花卉の販売促進

京都府 有限会社やさか工芸 「きぬまわた」素材を改良し「すくい織」技術を融合した商品開発と販路開拓

京都府 有限会社音羽鮓 新商品「味好みいなり」キャンペーン事業と店舗商品パネルの更新

京都府 有限会社海幸 和から洋へトイレ改修による大広間の利用アップ事業

京都府 有限会社京北種苗 飲食店舗開業のための改装と加工品の開発

京都府 有限会社山国さきがけセンター
店舗前にオーニング設備ガーデンパラソルとテーブルチェアの設置
野外テントの導入

京都府 有限会社匠建装 「遮熱塗料クールテクト・クール君」の塗装工事の拡大キャンンペーン

京都府 有限会社西デンキ 高齢者へのＩＨ調理器具普及のための実演システムの導入

京都府 有限会社西デンキ木幡店 アフターサービスで地元に貢献し、まち一番の電気屋さんを目指す

京都府 有限会社竹島電機 配管清掃などのハウスメンテナンス事業の新規参入

京都府 有限会社藤岡工務店 藤岡流マーケティングアプローチ手法の実践による藤岡ファンの獲得

京都府 有限会社豊明 展示会出展での、新規卸先・取扱い店舗の拡大
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京都府 養父織物 丹後ちりめんの精錬技術を使用した染帯用帯地の開発と販売

京都府 料理旅館すし米 和食、ＢＡＲの常設、和の体験ですし米三本柱を発信する事業

京都府 關原紫水＆紫光 京人形における伝統工芸の伝承・発信事業

大阪府 　＠Parakwan.（パラクワン） 花うらない＆花セラピーを地域に広告宣伝活動して新規顧客拡大

大阪府 ３．ＣＡＦＥ（サンドットカフェ） 地元味噌ベースの新商品開発と設備増強で集客、販路拡大

大阪府 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　ＣｏＣｏＷａ 女性専門サロンにおける新規顧客獲得とツールの作成事業

大阪府 Boulangerie ELYSION 店舗PR事業

大阪府 DELI&DINING PEKOHOUSE ペコママが作る「ご当地バーガー」の開発による新規顧客の開拓

大阪府 ＤｏｗｎＴｏｗｎ
パブリックビューイング・各種イベント・パーティーにおいてホール内のムービングライトやスポットラ
イト、ビデオミキサーによる演出強化

大阪府 ＦＡＮＩ　まつうら 今一番元気のある中高年女性好みの高級感演出に伴う売上の増加

大阪府 ＦＬＯＷＣＬＯＵＤ 集客促進のためのスマートフォンユーザー対応ホームページ作成

大阪府 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｃａｆ　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ お食事ワッフルの開発

大阪府 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　ｓｐｉ☆ｒｉｃａ 新サービス・商品のチラシとＤＭ・ホームページによる販売促進

大阪府 ＨａｉｒＳａｌｏｎＦｉｖｅ サービス向上に伴うシャンプー台増設事業

大阪府 Ｈｏｐ　ｙｏｕｎｇ ヘッドスパを軸とした新規顧客獲得のための販促

大阪府 JiJi　 新サービスの提供による新規顧客の開拓事業

大阪府 Ｊトップ株式会社 自動再生型活性炭ろ過設備の普及拡大拡販事業

大阪府 Ｋ＆Ｍトレーディング 中古車輸出業界初の「お探し専門ディーラー」事業

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ アイアン雑貨新商品開発

大阪府 Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　Ｅｑｕｉｐｅ お店の外観のリニューアルによる　ディナーコースの新たな客層の開拓

大阪府 ＬＢプランニング シニア層をターゲットとした、相続対策、資産運用・管理サービス

大阪府 show-ten（ショウテン） 「スタートアップ！販促７パッケージ」の販売

大阪府 ＴＡＶＥＲＮ　３１７ 商品ラインナップ強化と女性客集客獲得を目指す販路開拓

大阪府 アクシスカイロプラクティック カイロプラクティックベッドの増床で患者の回転率向上

大阪府 あっと株式会社 店舗用血流観察ＰＲの販促ツール及び血流観察啓蒙ツールの制作事業

大阪府 エイチエム技研株式会社 ＤＩＹで防音部屋作りをするための不織布貼りグラスウールの販売

大阪府 エコ健システム株式会社
割安な太陽光発電システム、住宅用蓄電池、ＬＥＤ等の節電商品のセット販売のＰＲと既存太陽光
発電設置者への宣伝向上。

大阪府 エステティック　コイケ 中医学アロマの周知と電話相談サービスの強化及び集客販路拡大

大阪府 エフアンドシージャパン株式会社 オートアフターマーケットにおける物流革命の周知による販路拡大

大阪府 エムレオン株式会社 介護事業所向け介護用品小口宅配事業「介護のこまわりくん」

大阪府 エルグテクノ株式会社 国内木材用の集成材表面加工機械・プレカット加工機等の販路拡大

大阪府 お～しゃんび～ち　TECO蔵 地域初！！宅配専門『家呑み居酒屋』を宣伝する広告費用

大阪府 オーダーメイド労務管理事務所 社会貢献事業からの営業接点の増加構築による販路向上

大阪府 オシャレサロンハタダ 「カッコイイ大人のオトコ」サービス開発・拡充と広報活動の徹底

大阪府 お喜奈 菓銘、店名の入った包装材の見直し

大阪府 お好焼き福助　 お客様の使用しやすい空間創作による外国人客をメインとする顧客獲得・店舗ＰＲ事業

大阪府 カドヤ こだわり野菜キムチセットの本物志向消費向けネット販売事業の開発

大阪府 カフェドコロンビア 自動ドア及びトイレの改修工事宣伝力アップのためのチラシ作成

大阪府 カラーズ・ジュエリー オリジナルイベント実施による新規客獲得

大阪府 くましん整骨院　 元気に過ごそう！筋トレ最新マシンと元気体操で若返り筋力アップ

大阪府 くまとり旅行センター
大手旅行社を利用せずとも、地域には大手旅行社よりもきめ細やかなサービスを、大手旅行社と同
等の価格またはそれ以上にお得にご利用いただける旅行社（当店）があることを、広く認知していた
だくための、宣伝広告事業

大阪府 ゴトーたたみ製作所 オリジナルキャラクターによるブランド化で販路を拡大する事業
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大阪府 ごまめや 韓国子供服通販サイト開設　実店舗でのカード決済導入

大阪府 サクセスプランニング株式会社 『展示会出展により商品の認知度並びに販売アップを目指す！』

大阪府 サプリナ　株式会社 縫製業界への裁断機販路開拓・強化のための展示会への出展

大阪府 サムギョプサル専門店　テジ カップル席増設による週末の機会損失解消。売上の拡大

大阪府 サンドイッチピコリ 販売ツール（チラシ他）による販路拡大

大阪府 システム工房CRAYON 事務環境改善相談窓口の新設キャンペーンによる販路拡大。

大阪府 すこやかキッチン合同会社 ネット通販や直販店舗を通じての健康補助食品の商品開発販売事業

大阪府 ステラマリス株式会社 『ステラマリス　ネイル』の開発・開始による新たな顧客層の開拓

大阪府 セブンツアーズ株式会社 旅行業界での専門分野（クラシックバレエ）に特化した事業拡大

大阪府 タウ・ステーション
明るい雰囲気の中で気軽に健康相談ができるコーナーの強化を図り、自店のブランド力を高めるた
めの店舗改装

大阪府 ちまちま工房 販路拡大のためのお豆腐プロジェクト販促ツール事業

大阪府 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 外食産業向け展示会出展による飲食店向け産地直送野菜販売強化事業

大阪府 ネイルサロンＰ＆Ｂ ケアネイルスクールの生徒を募集するためのホームページやパンフレットの作成

大阪府 ネギ屋うさ吉 ネギ焼き屋の新規店舗開店を通じた、自社生産青ネギの販路開拓事業

大阪府 ノエビア太子店 癒しの空間サロンの設置に伴う販売チャンネルの強化事業

大阪府 ハッピークリエイト 処分される梅の種を活用した靴下等の商品開発事業

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社 予防接種受付予約システム「ちゅうしゃうっ太郎」の機能強化と販路拡大

大阪府 ひので食品 料理に合うお米の少量パックの展開とＥＣサイトの構築

大阪府 ビューティプロジェクトＦｕｊｉｋｏ メイクアップをプレゼントする「メイクアップギフト」の拡販

大阪府 ヘアーサロン　メトロ すっぴん＆艶髪美人プロジェクト

大阪府 ヘアサロン　ピアチェーレ
設備改善によるフェイス及びヘッドエステとシャンプーをより快適にすることでの顧客サ－ビス向上
事業

大阪府 ホームランド住宅販売　株式会社　 エンドユーザー向け　住宅リフォーム・リノベーション事業

大阪府 みやざき地頭鶏専門店　門出 みやざき地頭鶏を身近に気軽に。

大阪府 メガリス法務司法書士事務所 ①会社設立ホームページの制作②相続遺言ガイドブック及び相続遺言チラシの作製・配布

大阪府 モティーブ株式会社 独立開業希望の代理店オーナー支援事業

大阪府 やまねの森 収容客数増加と、回転率向上のための店舗改装

大阪府 ユニサーブ（リセット） 継承できないお仏壇等の、御魂抜き供養サービスの販路拡大

大阪府 ユニバーサルマネーコンシェルジュ株式会社 やりくり上手教室の実施

大阪府 ゆりや化粧品店 化粧品専門店から安らぎを提供する空間へ店舗改装

大阪府 ヨクスル株式会社 品質工学を活用した中小企業のための短期製品開発セミナー事業

大阪府 ルシェルシェ 親子３代・母親が満足して頂ける地域密着型サロンの仕組み作り

大阪府 ローズ電化株式会社 リフォーム部門のネーミング、ロゴ、看板、オリジナルチラシの作成

大阪府 井上高明税理士事務所 超！実践！！経営改善勉強会「わくわく塾」

大阪府 一宮物産株式会社 ３本の矢による、家庭焙煎の認知度向上とブランドイメージの確立

大阪府 隠れ家サロン「Relief」　 「美肌塾」など単価を下げたメニューへの集客率アップ

大阪府 栄光技研株式会社 「自動車部品加工ＥＸＰＯ」出展による販路開拓

大阪府 花あずき 専門学生とコラボしたオリジナルパッケージ（包装）の作成

大阪府 株式会社　カラーサ 福祉用具専門相談員養成研.　介護福祉士・社会福祉士の受験支援研修の開講

大阪府 株式会社　ホット 独自に考案した新しい装身具ベルト用留め金具の試作品開発

大阪府 株式会社ＡＡインターナショナル ファックスＤＭとＨＰ強化を利用した東南アジア言語翻訳通訳サービスの新規顧客開拓

大阪府 株式会社ＡＬＣ 求職者目線での求人ポータルサイトで確実に集客・売上の向上！

大阪府 株式会社ＡＲＩ大阪 世界初！小型ノイズキャンセル（騒音低減）機器の開発と販路開拓
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大阪府 株式会社Ｃｒｏｓｓ 「楽棚」「出荷の達人」「見える化推進計画」の海外販路開拓

大阪府 株式会社ｅＷｅＬＬ 訪問看護のスタンダードを目指す「ｉＢｏｗ訪問看護システム」の販促活動

大阪府 株式会社ＨＩＴ ヤング向け帽子・雑貨ブランドの企画・開発・販売

大阪府 株式会社ＮＯＷＨＥＲＥＳ 『セルフネイルスクール』の開講・広報活動による新たな顧客層の開拓

大阪府 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　Ａｍ．ＡＣＳ カンボジアの極上シルクを日本で手染めする、新製品開発事業

大阪府 株式会社Ｔ．ｃｒｅａｔｅ 『放課後等デイサービス』の開設に伴う販路拡大事業

大阪府 株式会社ＴＫランド スイーツ小売店舗のオープンと新商品開発

大阪府 株式会社ＴＷトレジャー 和紙（手漉き紙と組紐）　雑貨部門『しゅ・わ・りん』シリーズの新展開による販路拡大

大阪府 株式会社アーバーガーデン １９時からのヘッドスパ及びナイトカフェの運営

大阪府 株式会社アイ テニススクールコート建屋改修工事・照明工事・ネット広告宣伝による販路拡大事業

大阪府 株式会社アジズ 日本米から製造された「ノンフライスナック菓子の販売及び個包装」の開発

大阪府 株式会社アッシュファブ デザイナー発掘プロジェクト。テキスタイル界でデビュー・オリジナル生地を販売

大阪府 株式会社エスタス管財 空室解消ツールのブランド化による管理紹介ルート（販路）の確立

大阪府 株式会社エムテイシステム ブランディング強化を目的としたギフト用ジャムのパッケージ（包装）の改良

大阪府 株式会社エンジニアユニオン
ホームページの製作、チラシ製作による販路拡大、チラシの効果拡大を狙う景品の配布、自社看板
設置に伴う知名度のアップ

大阪府 株式会社オーリュクス ＡＢＣａｒｔｅ販促手法の改革（ソフトウェア販売販促手法）

大阪府 株式会社カーチョイス 店舗の改装・及び販促用チラシの作成・配布

大阪府 株式会社カシワラ 小ロットでのオリジナルラベル作成

大阪府 株式会社カツラギロジテム ネットショップの開設によるプラスワンの販路提供システム

大阪府 株式会社クラスタープラン 法善寺横丁の横丁焼ブランドの確立による販路拡大事業

大阪府 株式会社グランマ 長期優良住宅化リフォーム事業

大阪府 株式会社クレオ 電車運転士用小型運転士訓練シミュレータの拡販のためのデモ機開発

大阪府 株式会社グローバルワーク 「Ｖｉｂｒｏ ｗａｌｋ」と言うウォーキングシューズの効果・効能の検証による販路開拓

大阪府 株式会社コラボレーション 折込チラシやダイレクトメールを活用した販路拡販事業

大阪府 株式会社コレット おいしく食べられる、カラダにやさしい本物の“ふすまパンを”ご家庭に

大阪府 株式会社サインズスクエア 医科・歯科・整骨院へ“看板・外観ごとリニューアル”を提案

大阪府 株式会社サンジミアーノ 内装・インテリア事業の周知と拡大

大阪府 株式会社シーガルボストン トレーニングに伴うスポーツサプリメントの開発

大阪府 株式会社シェアウィズ オンライン教材販売サイトの開発及びＰＣスキル研修教材の獲得

大阪府 株式会社スピカ 不動産の空室を解消させるインテリアコーディネート付家具販売

大阪府 株式会社セレモニー絆
「ありがとうで送る最後のセレモニー」を摂津市内中心として幅広く宣伝し、当社の知名度アップをね
らった広告宣伝

大阪府 株式会社ソリダリティ・ムー 新規顧客獲得とファンづくりのためのコミュニティーの構築

大阪府 株式会社つーる・ど・堺 オリジナル紙雑貨の広報およびネット販売サイト構築

大阪府 株式会社つつみ屋 食品・鉄鋼・建築業界及び地域イベントに特化した販促用チラシの作製・配布

大阪府 株式会社デザインプラス 包装資材を小ロットで製作販売する事業「楽らく小ロットシリーズ」

大阪府 株式会社トリ風土研究所 幻の地鶏「ひょうご味どり」発信のための食育イベント開催による販売促進事業

大阪府 株式会社ネクサス 高齢者を対象とした「見守り・御用聞き」付加による販路拡大事業

大阪府 株式会社ネクストフェイズ 士業向け【付加価値ノウハウ】の動画配信サービスの提供

大阪府 株式会社ビクター特販 蒸気使用ユーザーへのエコモルダー（蒸気廃熱回収装置）普及事業

大阪府 株式会社ピュアクオリティ ＴＶショッピングとの相乗効果を最大限に生かした自社通販サイトの運営

大阪府 株式会社ファッショニスタ 地域の潜在顧客にスクールの存在を認知させる本町駅への広告掲出

大阪府 株式会社フィール プレミアムサンドイッチの開発と販売システムの確立
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大阪府 株式会社ふくろう 介護サービス「ふくろう」における立て看板と広告ちらしによる販路開拓事業

大阪府 株式会社ブラザーテック ダイレクトメールと動画を活用した自治体向け有害獣（イノシシ等）捕獲器の販路拡大

大阪府 株式会社プロテクティア カテキン誘導体ＣａｔｅＰｒｏｔｅｃｔを活用した製品の販路開拓

大阪府 株式会社ベン 現役自衛隊向けの「宇宙でたったひとつ」の自衛隊フィギュア事業

大阪府 株式会社ポジティブライト 「地域で一番便利な写真・印刷・販促屋さん」という３つの柱を確立する事業改革

大阪府 株式会社みなと 老舗会社のイメージ刷新を図る販路開拓事業

大阪府 株式会社メディコスパートナーズ 新しい技術を用いた脂肪溶解ローションの製造販売

大阪府 株式会社モリタ 体験教室を通じ一般客と接点を増やし販路拡大に繋げる

大阪府 株式会社ユニオン環境 高圧洗浄機を使用した落書き洗浄業務の展開

大阪府 株式会社ユメホーム 愛犬家の為の住宅事業の開発と販売促進

大阪府 株式会社リバイタライズ ＤＭ及び展示商談会出展を活用した、廃棄物適正処理事業所の拡大事業

大阪府 株式会社雨風 和食調味料の土台であるこうじと関連商品のレシピ開発とその周知

大阪府 株式会社塩田製材 古民家の新たな価値創造　～自然に恵まれた“住まい方提案”～

大阪府 株式会社河原商店 コンサート、イベント等で販売、使用するグッズの新商品開発及び販路拡大

大阪府 株式会社画屋 企業の販売力を高める漫画制作業務受託強化事業および漫画レンタル事業の推進

大阪府 株式会社丸福 業界初、２００種類のシーズニングカタログの作成

大阪府 株式会社丸和 老舗店舗の職人技術を生かした、高級毛皮コートのよみがえり事業

大阪府 株式会社菊川モータース 初心者練習用レンタカーのレンタルと、その車で教習を行う事業

大阪府 株式会社古嶋商店 能勢野菜及び良作ファ－ム（契約ファ－ム）の新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社三上 新製品開発に伴う関東、中部、九州方面への販路拡大

大阪府 株式会社三和製作所 新商品を全国へ販路拡大するための展示会出展

大阪府 株式会社山口商事
耐震工事の新規事業展開及び再生リフォーム工事（現状の古くなった浴槽・浴室・扉などを、専用
塗料での塗装や装飾パネルなどでコーティングし、再生する工事）のPR活動。

大阪府 株式会社山口寝装店
弊社の「強み」を引き出したＷＥＢサイトのリニューアル、ＷＥＢサイトへの顧客誘導を図るための折
り込みチラシやフリーペーパーへの掲載

大阪府 株式会社若狭屋紙商店 介護離職を防ぎたい企業へ向けた大人用「おむつ定期便」事業

大阪府 株式会社住まい創造舎 見学・販売できる『蔵ファクトリー』の環境整備事業

大阪府 株式会社松電舎 光学機器と耐熱内視鏡の展示会出展等による海外・国内販路開拓

大阪府 株式会社森安 遺族が故人を偲んでゆっくりお送りできる小規模葬儀会館

大阪府 株式会社泉州ベアリングサービス ウェブ作図ソフト導入および自社ウェブサイトの機能向上

大阪府 株式会社大木組 新事業・通関業で、ワンストップで総合物流サービスを提供します

大阪府 株式会社中野鉄工所 エアハブ販売促進ＣＤ製作・配布、エアハブ付自転車直販

大阪府 株式会社鳥居 他店との差別化を図り、集客力向上の為の店舗改装

大阪府 株式会社登プリント社 専用ホームページ等を活用したオリジナル商品等の販路開拓

大阪府 株式会社日本プロトン 新規顧客獲得の為の「関西機械要素技術展」への出展

大阪府 株式会社美さいん 飲食業界に特化した店舗前看板をネット販売するための広告宣伝

大阪府 株式会社淀川製作所 オーダーメイド電気ロードトレインを始めとする電気自動車の販路開拓

大阪府 株式会社林塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

大阪府 希工匠株式会社 自身の施工による地域密着型の補修・修繕・修理・造作

大阪府 吉田珈琲本舗 ネット、通販部門の強化で新規顧客獲得及び販路の拡大

大阪府 個別指導Ａｘｉｓ　今里校 未来の子供達の人生と夢を創造するＡｘｉｓ今里校の新規販路開拓

大阪府 光楽堂光國 売筋商品　フルーツ大福餅　のメニュー拡充と詰合せプチギフト販売

大阪府 巷談舎 百貨店（美術画廊）・店舗での個展開催等による販売促進事業

大阪府 高瀬貴金属工芸社
ブライダル情報誌「ゼクシイ」を活用して、二人だけの結婚式を模索中のカップルへの、究極のオリ
ジナルジュエリーのＰＲ、及び販売計画
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大阪府 合同会社　能勢さとやま創造館 能勢菊炭を楽しむ「癒し」の提案　～手軽に楽しむ焜炉・着火剤等開発～

大阪府 合同会社サンキュ パーフェクトダイエットコースの認知・新規顧客の獲得ツール事業

大阪府 細川毛織株式会社 自社ブランドの発信・販売を目的としたウェブサイトの構築

大阪府 桜塚パーキング 女性やシニア層が利用しやすい駐車場へのリニューアル事業

大阪府 三和でんき 空調部門の強化・拡大に伴うエアコンクリーンサービスの提供開始

大阪府 司電機産業株式会社 植物育成装置のプロモーション作成及びホームページリニューアル

大阪府 四季菜ふれあい市場 新規顧客獲得の為の店舗外壁工事と食への安心感を高める内装工事

大阪府 自習室うめだ スマートフォン利用者及び近隣住民への新規顧客獲得事業

大阪府 酒膳えん ご来店のお客様の環境向上と販売促進に伴う美化向上

大阪府 小川機械 防音室設置による売上、粗利の向上

大阪府 沼田社会保険労務士事務所 怒りをコントロールできる「アンガ―マネジメント研修」の推進

大阪府 城山自動車　 プラスチック製の部品の複製.故障個所のみをピンポイントで交換修理する事でコストダウンする。

大阪府 食堂ちえ 独身，共働世帯をターゲットにした中食を提供することによるテイクアウト事業の強化。

大阪府 心晴（こはる）鍼灸院・整骨院 鍼灸院のオンライン・オフライン集患の拡充と一部店舗改装

大阪府 新町クラブ 麻雀をつかって健康の増進と地域コミュニティ強化。健康麻雀教室

大阪府 神子エンタープライズ 健康増進に配慮した漢方成分配合１６種健康茶の販促活動

大阪府 水間焼伏原窯 高品質化と時短（スピードアップ）の為の電気窯購入

大阪府 整骨院Ｋ’sバランス 痩身耳つぼダイエットの販促プラン

大阪府 石材卸クラセキ CADソフトを使用して作成した各種図面の提案及び販売。

大阪府 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ
移動販売者（石窯を掲載したキャンピングカー）で石窯ピザ作り体験プログラムの導入と顧客の新
規開拓の拡大

大阪府 船越鍼灸整骨院 足に優しいウォーキングシューズとインソール（中敷き）の販売

大阪府 双洋ケミカル株式会社 スレート屋根改修工法を新規近隣エリアでの強化販売

大阪府 多田米穀店 「精米番長キャラクター」の創造による精米番長ブランドの確立と情報発信力強化

大阪府 大岡株式会社 婦人服製造卸業の新規顧客獲得による販路拡大

大阪府 大阪北摂法律事務所 北大阪エリアにおける法的ニーズのファーストアプローチ効果を図るための販促事業

大阪府 大和工業株式会社 ＯＥＭ化粧品向け容器の本舗会社（ブランドメーカー）への販路開拓

大阪府 中国語講座「チンプンカンプン」 教材の編集充実。教材編集用スタジオ（動画撮影空間）の整備

大阪府 中西美装店 家事代行事業の展開における既存事業への相乗効果と売上拡大

大阪府 中尾食品工業株式会社 展示会出展による木灰こんにゃくの認知度向上と販路開拓

大阪府 長谷川金網株式会社 デザイン金網「メタル・ファブリック」を使用した立体切紙キットによる販路拡大

大阪府 東酒店 飲食スペース設置に伴うトイレ新設工事

大阪府 藤井写真館 藤井写真館ホームページリニューアル及びリーフレット小成

大阪府 内海屋 地元産野菜・果物のWebによる情報発信及び高齢者に優しい店舗作りによる販路拡大事業

大阪府 配夢 「内職事業」開設に伴う改装工事

大阪府 尾崎駅東口エスカレーター前駐輪場 1階倉庫の撤去、2階フロアーの床工事

大阪府 尾生自動車 店舗改装による「コミュニティー型・街の車屋さん」の実現。

大阪府 美脚職人 天然素材！なでしこさぷり販売に向けての広告戦ｌｌｌ

大阪府 美食屋　こころ こだわり料理とお酒での集客にむけた店舗改装

大阪府 北京閣 和式トイレの洋式トイレへの改装

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－ニング」提案事業

大阪府 木のめ舎 子育てに関する様々な世代の女性を応援するカフェ事業

大阪府 夜長堂 店舗の充実で世界に発信！ニッポンの乙女モダン雑貨の紹介
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大阪府
有限会社　ＬｉｆｅＳｐｏｒｔｓ
 Ａｃａｄｅｍｙ

専用グランド有効活用のための照明設置事業

大阪府 有限会社　マイ夢 ヘッドスパ・育毛メニューの導入による、新規顧客獲得事業

大阪府 有限会社　嶋津 「還暦すぎたら、お仏壇を買おう！」キャンペーン

大阪府 有限会社アイティーオー 薬局で簡易血液検査等を行うための施設整備

大阪府 有限会社アイフコンピューティング
パソコン・タブレット出張授業（安心スペシャルサポート事業）～年をとるごとに若返り、健康になろう
～

大阪府 有限会社アルファ・スクール 受講生獲得における情報発信のためのＨＰ・販促ツール・看板作成

大阪府 有限会社ケイズデプト 「アーティスト・サポート」ミュージシャンの活動をサポートするシステムの開発

大阪府 有限会社ティ・エス・ディ 新規顧客開拓の為のホームページ再構築

大阪府 有限会社ハーバ・ファーム “自分の免疫力、見てみませんか”看板、ＨＰによる新規客の開拓

大阪府 有限会社ハイ・メタル
ライトユーザー向け製品（歴史的建築物のペーパークラフト）の開発並びに楽しみ方提案による新
規取引先の開拓

大阪府 有限会社ビックバン フルカラーでビジョン看板設置による新規もんじゃファン創造事業

大阪府 有限会社ファーストシーン 段ボール製キャリーバッグ等新商品の展示会出展による販路開拓事業

大阪府 有限会社プレジュール ①　店内のリニューアルによる販売促進力の強化　②　クーポン割引チケットの配布

大阪府 有限会社ベイリーフ ウィンタースポーツ用プロテクターの普及活動による販売促進

大阪府 有限会社経営キーワークス インターネット会計を活用した「翌日決算システム（資金繰り円滑サービス）」広報宣伝

大阪府 有限会社新栄精器 海外販路拡大用のホームページ及びチラシ、パンフレット作成

大阪府 有限会社新家葬祭 販促用のチラシ作成・ポスティングとトイレ改装

大阪府 有限会社清水営繕興業 販促用パンフレットと新製品パッケージの作成

大阪府 有限会社千総 自社栽培原料を使用した商品開発とブランドイメージの強化

大阪府 有限会社八百源来弘堂 肉桂餅（ニッキモチ：生菓子）の個包装化［商品パッケージ（包装）の改良］

大阪府 有限会社武美屋 快眠マットレスをＰＲ強化することにより、新規顧客開拓および主力商品にする強化事業

大阪府 和風ダイニング　心（しん） 地産地消立呑みコーナー増設で、売上・客数・利益ＵＰ！！！

大阪府 鍼灸院和来 美容施術

大阪府 鮓　信 日本の伝統ある寿司とアメリカから逆輸入の寿司のコラボ事業

兵庫県 ２３３ 週を通してのランチ営業による新規顧客獲得事業

兵庫県 (株)フジタカーサービス 女性・高齢者層獲得に向けた、ﾄｲﾚ改修排水設備工事事業

兵庫県 (株)淡路島フルーツ農園 自農園で収穫した未利用品を活用による加工品開発事業

兵庫県 １００匹目の羊 古い羽毛ふとんを新品同様にできるリフォームサービスの展開

兵庫県 APCパソコンスクール インターネット集客・販売システムの構築

兵庫県 ASA江原まるにし 日高町に特化した広報誌[HIDAKA　EMOTION」の発行による読者獲得

兵庫県 ＢＵＹ　ＭＡＲＴ（バイマート） 染み抜き機材の取り入れによる出品業務の効率化

兵庫県 ｃａｆｅ　Ｍｏｎ パンケーキ＆フレンチトーストの商品開発と販路拡大に伴う「おもてなし」大作戦

兵庫県 crystal & aroma Healing SERENA 地元情報誌への広告掲載によるアロマ整体の新規顧客の獲得とリピート率の向上

兵庫県 Ｅａｒｔｈｉｎｋ株式会社 海外での新たな取引先獲得の為、海外市場調査と体験試供品の提供事業

兵庫県 Ｆａｔａ オリジナル商品の魅力アップと周知

兵庫県 ＦＬＯＷＥＲＳ ＹＵＣＡＮＤ 地域住民参加型のフラワーイベントで地域一番店を目指す

兵庫県 For You 顧客満足度の向上によるリピーター客増大と客単価の向上実現

兵庫県 ＧＧエンターテインメントサービス株式会社 西宮店のファミリールーム開設とそのＰＲ強化によるファミリー層獲得のための事業

兵庫県 HAAR 高齢者にやさしい店舗エントランス改装に伴う販路開拓事業

兵庫県 HAIL 薄毛、白髪対策・ヘッドセラピーによる新規客の開拓

兵庫県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＢａｍＢｏｏ イケパパ委員会　頭皮と一緒に若返りプロジェクト

兵庫県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＴＲＥＡＴ
３部構成ＰＲチラシ作成によるファン創り事業　～ハーブカラー、エアウェーブの提案及びお子様
チャリティカットの開催～
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兵庫県 hanahana caféknit&zakka 新たな客層の開拓・営業終了まで集客力を保てる店舗作り

兵庫県 HEAVEN'S　DOOR 居心地がよい空間演出と既存顧客の友人優待キャンペーンの実施

兵庫県 ＪａｐａｎＯｒｔｈｏｐｅｄｉｃｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＬａｂ． 設備導入によるインソール（靴の中敷き）の製造コストの削減、ならびに出張販売の展開

兵庫県 ＪＩＭＭＹＨＯＵＳＥ(ジミーハウス) ミセスコーナーの充実と介護シューズの販売拡大

兵庫県 ｊｏｕｉｒ（ジュイール） フェイシャルと酵素ジュースの導入による全身トータルケアの提供

兵庫県 K・Iキッズクラブ 保育園へ預けている方、預けようとしている方への見える化

兵庫県 Kazuon 顧客満足度の向上により、リピート受注、紹介率アップの実現

兵庫県 KENホテルズ株式会社 無線ＬＡＮ設備の導入

兵庫県 ＫＩＮＧＬＹ　ＣＯＦＦＥＥ 開業２周年およびネットショップオープンセール

兵庫県 Kissa　Créations “着ごこちメイク♡”のＷＥＢ構築

兵庫県 KOJI　OKAMOTO　DESIGN　OFFICE 助成金を活用した販売店舗開拓並びにアトリエの一部店舗化計画

兵庫県 Ｌａ　Ｃｈｉｃ　（ラ　シック） 新規客獲得のための折込みチラシ作成、ポスティング・駅前での配布活動

兵庫県 Linda　Linda はいっ！！！Linda Lindaはここだよ全員集合作戦！！！新規顧客獲得の為の看板作成

兵庫県 ＬＵＣＯ オーガニックコットン製品のイメージチェンジによる顧客開拓

兵庫県 MATAHARI芦屋 美容鍼灸及び整体業での広報による新規顧客獲得事業

兵庫県 Mill　merci 特定の生活習慣やアレルギー対応の製菓商品の開発

兵庫県 ｍｏｃｃｏ（モコ） ３Ｄ　プリンター導入に伴う新たなサービスの提供及び当店認知度アップに伴う利用促進

兵庫県 ｍｕｍ株式会社 独自染料または釉薬の開発によるオリジナル食器の企画販売

兵庫県 Net　Shop　くるっくスポーツ ネットサイトのリニューアルオープンとＳＥＯ対策による販売促進事業

兵庫県 Nico Nico Pann 川西市で唯一のはちみつ食パンの魅力を最大限引き出す広告事業

兵庫県 ozone　HAIR 快適な空間提供とエアウェーブパーマによるリピート率向上、および客単価アップ

兵庫県 PINK HOUSE 新規イベント事業「大人の音楽会」の実施とＷｅｂ情報発信

兵庫県 QUASAR 新たな顧客層の獲得に向けた店舗認知度向上の取組

兵庫県 RUFF TUFF(ラフタフ) 大画面投影システムの導入と情報誌・ウェブ連動広告PR作成

兵庫県 ＳＡＩＪＯ 当店オリジナルの「神戸のお土産の定番」となる新商品開発

兵庫県 Salon　de　Luxe
(サロンドリュクス) イギリスの田舎町と錯覚するような店舗での新商品の提供

兵庫県 Skipセゴウ 販売・施行・メンテナンスと一貫したエコな暮らしの提案

兵庫県 ｓｋｉ経営サポートオフィス 介護事業・運送業に特化し、助成金を入り口としたｗｅｂサイトの開設

兵庫県 THESILVER TREE 料理負担を軽減し丹波栗を食卓に！！主婦目線に立ったびっ栗提案

兵庫県 ＴＯＴＡＬ　ＰＨＯＴＯ　ＬＩＦＥ　サンダ
撮影パターン、撮影カット数アップのための店づくりと、周辺地域へのＰＲによる来店回数増加の実
現

兵庫県 T-plan 「クネクネくつ下」販路開拓事業

兵庫県 TREAT 顧客満足度向上のための空間改善及びフライヤー作成

兵庫県 YSコトブキヤ メイクアップ教室の開講による新規顧客の獲得事業

兵庫県 アーキテック株式会社 雨漏り赤外線診断事業「雨漏りドクター」

兵庫県 アクアショップ　リンク 店内環境整備とアクアリウムの普及による売上拡大

兵庫県 あぐり丹波 サービスメニュー強化による客単価向上プロジェクト

兵庫県 アニバーサリーボイス セミナー・展示会出展による、魅せる化・見える化・認知ＵＰ展開

兵庫県 アビゲイル 新規男性顧客の獲得に向けた、新サービス「炭酸ヘッドスパ」の提供と広告宣伝の強化

兵庫県 アンフィー川西能勢口店 新規顧客獲得のための高齢者向けエステ・マッサージの出前出張

兵庫県 いっきゅう 鹿肉を使った新メニューの開発・ブランド化

兵庫県 ウインズ編集室 Webサイトのコンテンツの再構築、及び女性再就職支援事業

兵庫県 ウェルニシオカ 顧客の安心・信頼を生む店舗のバリアフリー化事業
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兵庫県 うはら特許事務所 知的財産支援の空白地域解消計画

兵庫県 エコリカル 「新商品の情報収集・開発及び新商品・既販売商品の新たな販路開拓」

兵庫県 えなみ鍼灸整骨院 地域の高齢者を元気にする「訪問鍼灸サービス」の提供

兵庫県 エム・インテリア
下請け依存からの脱却　愛され信頼されるエム・インテリアを目指す　～施主様の開拓ための販促
ツールの強化・拡充の取組～

兵庫県 エルソル広告相談所 地元女性のための起業・開業・営業応援イベント開催

兵庫県 えんゆう株式会社 「ひょうごイナカフェ・ビアガーデン」実施による新規顧客の拡大

兵庫県 おいしい豆腐　蘇武の里 自社豆腐関連製品のブランド化を目的とした宣伝手法の改革

兵庫県 オートショップエンドウ 遠方の顧客の来店頻度向上と口コミによる新規顧客獲得への取組

兵庫県 オートファッション神谷 安心・安全・おトクなタイヤ選びサポート

兵庫県 おそうじ本舗　淡路島店 「家事代行サービス」の導入と、広告宣伝強化による売上増強

兵庫県 お好み焼き　たまちゃん 新ｻｰﾋﾞｽの開始及び新ﾒﾆｭｰ開発による新規顧客の獲得

兵庫県 お好み焼大ちゃん揖保川店 ランチメニューの充実と、店舗看板の追加設置

兵庫県 カフェ　ラヴニール 日本屈指のＱグレーダーが厳選したスペシャルティコーヒーの販促事業

兵庫県 かみや民芸店 顧客満足度向上による個人旅行客の獲得と客単価向上の実現

兵庫県 カメラのサンジョウ デジタルプリント生産機材更新・新プリントメニュー新設事業

兵庫県 かんと煮 気兼ねなく来店できる入口及び店内の集客対策のための改修事業

兵庫県 けんしん亭 葬儀・法要顧客獲得のパンフレット作成及び店内リニューアル

兵庫県 けんたくん西脇店 高齢者サービス体制の強化による競争優位性の確保の取組み

兵庫県 こがね味噌　株式会社 「おかずみそ」「世界のみそ」「たれみそ」の製品化

兵庫県 こつぎ美容室 顧客の髪を美しく保ち、いつまでもお洒落を楽しんでもらう事業

兵庫県 ごはんや凸、からころ凸 ご当地コロッケ・唐揚げ、飲食店販路開拓とさらなる商品開発

兵庫県 こまだ電器 暮らしの困りごと解決サービスの認知を図った看板とチラシ製作

兵庫県 コミックバスター西宮駅前店 ランチメニューの充実でＣＳアップと、新規ビジネスマンの獲得

兵庫県 こむらさき醸造有限会社 竹田城の麓で作った黒大豆がたっぷり入った和風ドレッシング開発

兵庫県 コロンビア珈琲株式会社
パンフレット作成及び広告宣伝事業＊当店の魅力をわかりやすく解説したパンフレット作成＊雑
誌、新聞、インターネットなど、あらゆる媒体での広告宣伝

兵庫県 サイッタファーム株式会社 農産物の加工直売を行う為の調理加工ｴﾘｱの整備

兵庫県 サポーテスト 過疎地域における個別学習サポートシステムの普及活動

兵庫県 しき彩 割烹料理店と創作ダイニングで相乗効果による来店客数アップ化

兵庫県 ジャンリュック動物病院 小動物のシャンプー・トリミング事業

兵庫県 セバスチャンＤＩＮＩＮＧ ぐるナビ・ホットペッパー・動画でウエディングパーティー事業を強化

兵庫県 だいもん住設工房 顧客に住まいを守り育て継承する事に気づいてもらう基礎作り事業

兵庫県 タイヤショップ１８ 新店舗イメージの確立及び集客増加を目指す店舗改装事業

兵庫県 たかき整骨院 野立て看板設置

兵庫県 たかのつめ 閑散期の集客対策における夏休み特別イベントの開催

兵庫県 たこ焼きCaféLa polpo 新商品・サービスの広域周知

兵庫県 タマガワ化粧品店 安全、安心の商品取り扱いと、くつろぎ空間としての店づくり

兵庫県 つついカイロ 新規顧客開拓のための広告宣伝事業

兵庫県 てんい整骨院 兵庫初の医療法を活かした顧客拡大計画

兵庫県 とみおか鍼灸接骨院 市外からの転入者への広報、宣伝活動による経営安定

兵庫県 どんぐり ＰＲチラシによる広報事業

兵庫県 ながもと写真光房 集客力アップのための店舗レイアウト改修とＨＰの作成

兵庫県 にった農園 主原材料100％自社栽培品への改善による利益率向上事業
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兵庫県 ニューライフさのせ 寝具のトータルアドバイザー事業のＰＲ

兵庫県 ヌーベル美容室 完全個室による美容ﾒﾆｭｰの強化とﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化

兵庫県 のーとる 『日本土産屋としての専門店化』英語表記の商品説明カード作成・風呂敷（名入れ）ギフトラッピング

兵庫県 はぎのカラースタジオ 淡路島初の「ガーデンスタジオ」設営事業

兵庫県 はぎはらモーター ネット再構築、電光看板設置による商圏拡大・顧客開拓

兵庫県 パソコンスクールこねくと 小中学生向けコンピュータプログラミング講座の開設及び教室のＰＲ事業

兵庫県 パソコン塾e－ＴＯＭＯ シニア層をターゲットにしたプランのPRによる新規顧客獲得

兵庫県 パナハウス　ごとう電化 顧客サービス・ファン作りによる新規顧客の獲得

兵庫県 ハバタック株式会社 新ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ構築の店舗改装工事

兵庫県 はりま製麺株式会社 「はりまのそうめん感謝祭(仮称)」の開催による顧客獲得

兵庫県 ビーチハウス　海岸物語 屋外テラスを全天候型に改修し、集客力の向上を図る

兵庫県 ビッキー株式会社 東京進出！！販路拡大に向けて「東京インターナショナルギフトショー2014　秋」出展

兵庫県 ビッグホーム流通有限会社
「町の不動産屋」が行う、「小口顧客専門（４，８００万円～８，０００万円の相続財産層）」の相続税
法改正に対応した不動産有効活用の無料相続セミナー・相談会の開催による新規顧客の獲得

兵庫県 ふぁみぐりあ 地域の高齢者を中心としたサロン型飲食店舗への展開

兵庫県 ファミリーキッチン　Poco a Poco 新メニュー「女子会おすすめシェアセット」の開発及び情報発信強化

兵庫県 フードショップいじり 店舗新看板・ﾛｺﾞによるＰＲ活動の拡充による新規顧客獲得

兵庫県 フェイスフルホーム　株式会社 住宅フェア―(仮称)の開催によるリフォーム顧客の新規獲得

兵庫県 ふじいドライ きれいになった衣類の長期保管サービスによる顧客満足度アップの実現

兵庫県 ブルーベル株式会社 販売管理システムの導入、空いた人員で店頭販売を行う

兵庫県 ふわりん'ｓ　Ｂａｌｌｏｏｎ バルーンホームパーティセットの企画開発・拡販の取組

兵庫県 ヘアースタジオ　クリーム 顧客関係性強化を実現するための人材育成と差異化を図るためのブランディングの取り組み

兵庫県 ヘアースタジオ　サカグチ メンズヘアサロン「淡路島やすらぎ処」の開設

兵庫県 ヘアースペース　Ｂｅｌｌ　ｄｅ　ＴＩＡＲＡ
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業

兵庫県 ヘアータイムズ お客様にやさしい店舗づくりと販売強化事業

兵庫県 ヘアブランド　エスポアール 安全で癒される空間作りと高齢者に優しい美容室の展開

兵庫県 ベースボールプロショップＷＩＮ ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを新設し、リスティング広告、Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を使って新規顧客獲得

兵庫県 ペガサス園田教室 新メニュー「理科実験」「四字熟語カルタ」による新入生獲得

兵庫県 ペットショップワンスマイル ペットに関するお客様の悩みを解決する地域密着型サービスの充実。

兵庫県 ペンシオーネキタムラ ペット同伴客の顧客満足度向上による集客数・リピーター客数増大

兵庫県 ペンションムーンサイド 特徴的な建物を活かした「宿カフェ」による新規女性客の獲得

兵庫県 ペンション空とさんぽ 露天風呂の新規設置とパンフレット作成

兵庫県 ホルモン鉄板焼き　ふじ 家族連れ・女性客をターゲットとした店舗改築

兵庫県 マディーヤシロ 新規顧客獲得、および入居者満足度向上への実現

兵庫県 マルカ電機工業 高速率モーター改造装置導入による販路拡大のための看板・ホームページ・パンフレットの作成

兵庫県 マルゴ緑化園株式会社 チラシ配布事業・座学ではない体験型の勉強会開催事業

兵庫県 マルシン 顧客満足度向上のための体験コーナー設置による遠近両用メガネ拡販事業

兵庫県 マルタ産業株式会社 ガソリンスタンドを基点にした車のトータルサポートサービスのＰＲと顧客開拓

兵庫県 まるやま 宣伝広告強化による新規顧客の獲得と満足度向上で再来店客を増加

兵庫県 みなべ国際行政書士事務所 国際業務サービスの広報拡充と法人向けサービスの展開

兵庫県 ミント 福祉美容業の充実

兵庫県 ムラタ不動産 看板等を作成掲示配布し、知名度の向上により顧客増大を図る

兵庫県 メイクセラピーShin.Shin シニアセラピー事業の拡大のための取組
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兵庫県 メグミルク・白バラ佐用販売店 地元高校と共同で地元の野菜等を使用した健康スイーツの開発

兵庫県 やしろ電化 「でんきとくらしのサポート店」の加東市内全域への進出

兵庫県 やまざと 日本全国ご当地アイスを“セレクト”できるネット通販事業

兵庫県 ヤマジ工房 地元播州織生地を使ったオリジナル商品の開発・販売による顧客・販路開拓

兵庫県 らー麺　八番 自家製麺の見える化と、食の安全と安心感を与える店舗改装事業

兵庫県 らいふマッサージ治療院　たつの店 来院型治療院新設の販路拡大に伴う店舗改装及び販売促進

兵庫県 ランプ 販促漫画及び販促漫画アニメーションを活用した自社ＰＲによる販路開拓事業

兵庫県 リラクゼーションサロンＴＥＴＥ
ビジネスウーマン・オシャレ女子に人気ＮＯ，１雑誌への掲載　「リラックス＆ビューティー」をテーマ
に癒し・健康・美容のイベント、スクール活動

兵庫県 ル・レーヴ 新規リピート率80％達成のための販路拡大戦略

兵庫県 ルパルタージュ 在住外国人新規獲得に向けた外国語対応のホームページを立ち上げる

兵庫県 ルミエールムラカミ デモンストレーションによる快適生活の提案

兵庫県 レストラン　ワイルドダック グルメ雑誌への広告掲載と駐車場からの導線のバリアフリー化計画

兵庫県 レストラン慶野 集客力を高めるための店づくり、メニュー作り

兵庫県 レストラン瀬戸 高齢者に向けた新サービス開発と店舗機能向上による販路拡大の取り組み

兵庫県 ロジ・コンビニエンス株式会社 「ロジコン　物流システム相談所」の開設

兵庫県 ロッジ33 「新プラン、春・夏・秋シーズンのロッジ貸切サービスによる収益増大」

兵庫県 ワインビストロ　アンブレイス 生活充実産業の職と健康、顧客満足度向上・新規獲得のための取組

兵庫県 芦田仏壇店 顧客満足度の高い店づくりと、来店促進チラシによるＰＲ事業

兵庫県 安心堂 ゆとりの接客によるﾘﾋﾟｰﾄ客増加と高齢者にやさしい店づくり

兵庫県 安富建具製作所 広域な商圏を実現したビジネスモデルの高度化による新規顧客開拓

兵庫県 安冨白土瓦 “かわらや”小グループ向け専用個室の設置

兵庫県 囲炉裏茶屋　里の家 武家屋敷の囲炉裏茶屋ＰＲ活動による集客ｱｯﾌﾟ及び快適さ向上事業

兵庫県 衣料の店フジワラ 中高年女性が安心してお買い物を楽しめるお店づくり

兵庫県 井上セメント工業株式会社 製品の品質向上と品揃え・供給力強化によるシェア拡大

兵庫県 井筒屋
店舗改修によるデッドスペースを有効活用したITクッキングヒーター(調理家電)実演教室～教室
ツールを活用して、更なる販路拡大を狙う～

兵庫県 茨木酒造合名会社 海外販路拡大のための小容量製品（小瓶）プロモーション事業

兵庫県 遠藤コンス株式会社 ご当地グルメ「三草茶うどん」の小売用商品パッケージの開発

兵庫県 岡本畳店 ﾁﾗｼ配布・幟・看板の設置による新規客の増大および客単価向上の実現

兵庫県 温泉民宿　湯の壺 お客様が足を運びたくなるようなＨＰの製作

兵庫県 下村産業有限会社 業界初の見る方向により異なる表示が見えるゴム製道路標識の開発

兵庫県 下木家 うどんの品質管理とﾒﾆｭｰの充実

兵庫県 加門建築 「生命の家づくり」の健康実験が体験できるリフォーム展示場ＰＲ

兵庫県 花川製麺 インターネットと看板、紙媒体を使った集客力強化事業

兵庫県 雅峰窯 Ｇallery ～雅峰～新規顧客獲得を目指した外装の整備と駐車場の設置

兵庫県 介護タクシー　ファミリー ストレッチャー導入による患者等搬送業務(介護救急)の需要拡大

兵庫県 介護ライブラリ デイサービス専用のＪｉｍｄｏテンプレートを使ったホームページの販売

兵庫県 会席寿司　水田 店内アメニティ向上で顧客満足度アップを図り、客数及び客単価向上の実現

兵庫県 株式会社 ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ ランチ客拡大のためのテラス席の整備

兵庫県 株式会社　アートプロ 世界初の仕様となる「ブレスレット装着補助器具」の販路拡大

兵庫県 株式会社　あまじ助六 高齢化に伴う、和室宴会場の半洋式化

兵庫県 株式会社　アルフィット 学生制靴に対するメディカルサポートシューズの開発

兵庫県 株式会社　いづも庵 淡路うどんの新商品開発とPRブランディングプロジェクト
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兵庫県 株式会社　オキフーズ 淡路島産食材を使った練物商品の開発とネット販売ｼｽﾃﾑの構築

兵庫県 株式会社　グランレックス 「g-wall]による間取りの新提案

兵庫県 株式会社　クリエイション 介護・福祉業界の評価制度・賃金制度構築サービスの拡販

兵庫県 株式会社　サンライズ 自動車事故を未然に防ぐ為の安全運転診断「ドラdeチェック」事業

兵庫県 株式会社　ダイセイ 事業者との戦略的連携を推進する取組　「全仏振総合展示見本市　in京都」への出展

兵庫県 株式会社　デコフォルテ 小規模介護施設増設によるスペース拡大事業

兵庫県 株式会社　トータルクリーン 病院・クリニック及び集合住宅オーナー・建物管理業者に的を絞ったＤＭによる販促活動

兵庫県 株式会社　ニコマート 65歳以上の高齢者世帯・一人暮らし世帯を中心とした惣菜・宅配サービス

兵庫県 株式会社　フィールウッド 新規顧客の獲得と、客単価向上の実現

兵庫県 株式会社　マエナカスポーツ スポーツ教室(プライベートフィットネス)新規開店に伴う広報戦略

兵庫県 株式会社　やながわ 丹波大納言小豆の原種（さや）を使った価値の創造事業

兵庫県 株式会社　ラクタ 100％天然防虫・抗菌スプレー携帯用商品の開発と販路開拓

兵庫県 株式会社　下村酒造店 地元の潜在市場の開拓および日本酒の伝統文化の発信

兵庫県 株式会社　加賀山商店 リフォームショールーム新設、従業員増員によるリフォーム受注販売

兵庫県 株式会社　瓦 イートインブースの設置と広告強化事業

兵庫県 株式会社　宮下木材 (株)宮下木材と(株)宮下の連携による住宅リフォーム事業への取組

兵庫県 株式会社　空色 伝統工芸に特化した特設ページの開発及び顧客獲得の促進

兵庫県 株式会社　原口 お客様への感謝の気持ちを込めた“感謝祭”という名の展示会

兵庫県 株式会社　荒木印刷 Ｔシャツ・シール印刷をＰＲする看板の新設で新規顧客を獲得する

兵庫県 株式会社　山田海産物 新規パッケージ・ＷＥＢシステム・顧客管理システムの導入

兵庫県 株式会社　上畑木工 新規顧客を獲得するためのＨＰのリニューアルと木育活動の普及事業

兵庫県 株式会社　新興商運 車両管理能力UPによる営業力強化と顧客信頼度向上の取組

兵庫県 株式会社　神戸タンス店 創業110年計画！新規顧客増強、及び見込み客取込み作戦

兵庫県 株式会社　清水 新規顧客拡大に向けた新聞折込広告によるＰＲ事業

兵庫県 株式会社　川本石材商会 加古川営業所の開設

兵庫県 株式会社　善太 淡路島のたまねぎ加工品・海苔を使った新商品の開発・宣伝事業

兵庫県 株式会社　創水 「街の電器屋さん」を対象とした浄水器販路開拓とＱＯＬ向上計画

兵庫県 株式会社　創美工芸 顧客ニーズに合わせた短納期対応、および新規顧客獲得の実現

兵庫県 株式会社　猪名川温泉　岩屋館 ふるさと猪名川の屏風岩のﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯﾄ改修、ＰＲ事業

兵庫県 株式会社　塚本陶器 看板設置事業

兵庫県 株式会社　嶋本食品 目指せ日本一の銘柄豚「淡路島ポーク」の販路拡大

兵庫県 株式会社　藤原組 店舗向け「集客力アップ・地面リフォーム」による新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社　藤本工務店 アパート家賃並みで買えるマイホーム＆土地のセット販売

兵庫県 株式会社　播磨紙粧 クールジャパン戦略を活用した和紙クリアファイルの海外展開事業

兵庫県 株式会社　姫協 加工部品のカタログ作成、展示会出展及び一般向けの部材提供広告

兵庫県 株式会社　万富 企画チラシ：カレンダー付き日替わりセール・イベントチラシ作成事業

兵庫県 株式会社　木島水道建設 新規顧客開拓と企業のイメージアップを狙った店舗改修計画

兵庫県 株式会社　鈴木商店 既存事業を追求し、お客様第一主義に特化したリサイクル事業の開発

兵庫県 株式会社　榧谷建設 子育て世代に向けた「安心・安全で健康な住まい」のプロデュース

兵庫県 株式会社　澤田モータース 環境整備体制の構築と積極的な相互紹介を目指す販売促進事業

兵庫県 株式会社　絆工房 インターネット特定の顧客獲得SEO対策、サイト構築事業

兵庫県 株式会社　栁田建築研究所 販促物の充実による新規顧客の獲得及び売上向上の実現
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兵庫県 株式会社ＢａｙＴｒｉｐ マリーナ保管に不可欠な「船台」のリサイクル・販売事業の販路拡大

兵庫県 株式会社ＫＳコンサルティング 路面入口に設置する立て看板の製作・設置

兵庫県 株式会社ＭＢＡ ホームページリニューアルと複数店舗一括登録管理システム構築

兵庫県 株式会社PlusOneリサイクルデポ 広告塔を活用した大型看板の設置

兵庫県 株式会社ＵＦコンツエル 乗降客数の多い駅近立地を活かした集客力強化事業

兵庫県 株式会社ＺＩＰＡＮＧＵ－８ 老舗珈琲店が創り上げたおもてなしスイーツのブランド力及び認知

兵庫県 株式会社アイコン ＩＣＴ×認知症予防事業

兵庫県 株式会社アドバンテージ アジア３カ国へ事業展開する企業をサポートするためのパートナー開拓

兵庫県 株式会社アメニティ 一人暮らしを始める女性が安心して相談できる『街の不動産屋さん？』事業

兵庫県 株式会社アルファ商事 可動する永久磁石ネオジムを内蔵した家庭用磁気治療器の販路開拓

兵庫県 株式会社アンジェリーナ．ｊｅ おしゃれ拘束服事業の展開と販促強化

兵庫県 株式会社ウエシン 「家屋とお庭のトータル・リノベーション」開拓事業

兵庫県 株式会社エコ花と緑のネットワーク 環境意識の高い関東地域での新規顧客獲得テレビ広報事業

兵庫県 株式会社カンベ自動車 地域特化型の車検指定工場としての新たな顧客獲得

兵庫県 株式会社グリーンライフコーポレーション 水道水を「ミネラル水素水に変える」サーバーの無料試飲会のPR宣伝

兵庫県 株式会社コバック カーボンオフセット塗装推進事業

兵庫県 株式会社コンドウファクトリー 新しいメニューの導入による客単価向上、および来客数の増大

兵庫県 株式会社ザッピー西淡 若年層及び女性客をターゲットとしたクラブハウス事業の会員増強のための販売促進事業

兵庫県 株式会社たなか酒店 「輸出事業拡大の為の現地マーケティング活動及び海外ＷＥＢサイト構築事業」

兵庫県 株式会社トータルリンク ｐｃ－ｓａｆｅアドバイザーによる新規顧客開拓事業

兵庫県 株式会社トライス 新しい情報伝達ツール「デジタルスタジオ」事業

兵庫県 株式会社ナカオストアー じゃこやき御進物で、どうだい？大作戦

兵庫県 株式会社ハイフィット ＥＣコンサルティングサービスの広報事業

兵庫県 株式会社はやのや 女性が着物で歩くまち姫路！１０代～２０代の女性をターゲットとした着物ファン作り

兵庫県 株式会社ピーエムシー 「もて耐」「ﾃｲｽﾄｵﾌﾞﾂｸﾊﾞ」でＹＳＳの知名度ｱｯﾌﾟと品質ｱﾋﾟｰﾙ

兵庫県 株式会社プロネット 音声応答システム（ＶＩＣ）の開発事業

兵庫県 株式会社ボディライト ①ＯＬ集客４０％ＵＰの広報と快適空間作り。②新店舗の広報関連

兵庫県 株式会社マルサ商店 ホームページ開設、活用による販路拡大

兵庫県 株式会社ミツワ レンタルDIYサービス導入による販路拡大の取組

兵庫県 株式会社ミハラオートサービス 出張展示会と自動車無料相談会による販路開拓事業

兵庫県 株式会社みんなの村
ロケットストーブ「なんたん暖炉」の販売促進を行うための、販売しやすい新タイプのデモ機開発、
ショールームの充実、広告宣伝

兵庫県 株式会社メイワインターナショナル イランＦＡＲＨＡＤＩＡＮ社製手織り絨毯　プレミアムギャベの販路拡大

兵庫県 株式会社モモ・エンタープライズ キッズファッションショー出展とメディア活用による販路拡大

兵庫県 株式会社ロッコーエンジニアリング 国内自動車メーカー用コンテナ輸送デモ架台の製作（改良型販促デモ機・マザーラック）

兵庫県 株式会社河野 希少価値の高い商品の導入と新規顧客獲得のための広報事業

兵庫県 株式会社吉見屋百貨店
「5歳若く見えるアンチエイジング体感売り場」バージョンアップを図り、綺麗になりたい元気な高齢者
を応援する

兵庫県 株式会社荒木商店 外出が難しい高齢者の為に自宅へ日用必需品をお届けするサービス

兵庫県 株式会社佐竹商店 足からの健康づくりを、靴と中敷きでできることのＰＲ

兵庫県 株式会社市井屋 再発見！ＮＩＰＰＯＮの農力

兵庫県 株式会社小林石油店 油外販売の強化による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社食品館わかさの 「地元野菜の販路拡大に向けた展開」

兵庫県 株式会社西脇印刷 地域資源と印刷技術のコラボした、ものづくりの提案による販路拡大
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兵庫県 株式会社創輝 高品質無機塗装による販路開拓のためのチラシ配布と垂れ幕作成

兵庫県 株式会社中西工作所 車屋だからこそできる介護タクシー開業サポート事業！

兵庫県 株式会社菟原商店 「子供を連れて来ても安心」から「子供が行きたい肥料屋さん」に変身

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 住宅塗装元請け工事の主力事業化に伴う企業変革

兵庫県 株式会社佑宜 関東エリアをターゲットとしたインターネット販売、展示会・物産店出店による販路開拓

兵庫県 株式会社和顔家 ＳＮＳと通販サイトの連動による薩摩地鶏鍋セットの販路開拓

兵庫県 ㈱エルアイエンジニアリング 〝可搬式プレハブ焼物調理窯〟『匠の窯』の販売ツール制作

兵庫県 ㈱エルエルシーコンピューター WEBおよび実店舗による観光情報発信、および特産品販売事業

兵庫県 ㈱大杖呉服店 着物文化の継承と着物リフォームの提案

兵庫県 丸福化成株式会社 特別な思いで来店されるお客様の顧客満足度向上による集客・リピーター客数拡大事業

兵庫県 紀祐産業株式会社 様々な顧客ニーズに対応した受託充填加工品事業による販路拡大

兵庫県 吉見左官工業 新規顧客開拓を目的とした販売促進事業

兵庫県 吉川石油店 店舗電灯のLED導入による快適環境づくりでの顧客満足度向上

兵庫県 久米石油　株式会社 お土産用ゆずポン酢の開発とスマホサイトによる販路開拓事業

兵庫県 宮谷商店 新商品開発と料飲店の相互紹介・来店促進キャンペーン

兵庫県 牛尾商店 軽四ワゴン車に冷蔵庫を装備した生鮮食品の移動販売と配達

兵庫県 居食屋わいるどふぁーむ 強みを活かした店内環境整備による売上の向上

兵庫県 共栄建設株式会社 独自の防滑施工技術を広くアピールすることによる、あらたな販路拡大

兵庫県 銀海酒造　有限会社 小売直販への注力、ブランド強化へのチャレンジ

兵庫県 銀麺 玉ネギを練りこんだ中華麺の開発およびＰＲ

兵庫県 靴専科苦楽園店 劇的にきれいに修理クリーニング、プロ技仕上がりＰＲ事業

兵庫県 慶野松原水産 一般消費者向け加工商品販売のためのインターネット販売体制の構築

兵庫県 軽撃区　有限会社
日本の精密軟鉄鍛造を全面的にアピールする新ゴルフヘッド「タタキ」の開発。動画を中心としたイ
ンターネットでの販売

兵庫県 剣松産業株式会社 特殊チップソーと新開発自走式ブレードの全国的ＰＲと販路開拓

兵庫県 源右衛門窯 源右衛門窯の店舗兼ギャラリーの改装

兵庫県 鼓や
淡路島の郷土料理「紅葉鯛そうめん」を取り入れた新コース料理開発と閑散期における集客アップ
PRの取り組み

兵庫県 五色水産
情報発信力強化による「五色のり」ブランド浸透への取組み　～新規顧客・リピーターの増加を目指
して！～

兵庫県 候理容室 高齢者・障がい者・女性や子どもに優しい店づくりに向けた取り組み

兵庫県 甲東ミルクファーム 当社商品・サービスの強みを伝えるＨＰの追加とレジ袋の作成

兵庫県 甲北食品工業株式会社 パッケージのリニューアル、販売促進物による新規販路開拓

兵庫県 紅茶専門店・紅茶教室ラクシュミー 紅茶レッスン拡大のための教室整備と広報強化事業

兵庫県 香寺紙業 自社HP開設による認知度向上と新たな顧客、受注増加、無料のサンプル品作成と提供サービス

兵庫県 合資会社　ひかみや こだわり商品の販売量が伸びる為の売り場つくり

兵庫県 合資会社ＳａｋｏｈａｎａＷｏｒｋｓ “武庫川の方のため”の『Ｓａｋｏｈａｎａ アイラッシュ 』の開発と広報活動の徹底

兵庫県 合同会社グローバルエデュケーショントワーズトゥモロー 新規Ｗｅｂサービス（サービス名：カナダ留学ノート）の顧客獲得

兵庫県 骨格調整シエスタ 施術の平準化と安全で効果の高いカイロプラティックの普及活動

兵庫県 坂本商店
日本の伝統技術である「鞣し（なめ）」と「漆塗り」の技が融合した姫路黒桟（くろざん）革（がわ）によ
る異分野への進出について

兵庫県 榊原行政書士事務所 「専門家チームによる手続・遺言手続き相談ワンストップサービスの販路拡大」

兵庫県 作本印刷・ぱそQ 新規顧客獲得を目指した新商品開発(プリントユニフォーム製作)

兵庫県 三坂精肉店 惣菜等の充実と鹿肉を使った商品開発

兵庫県 三心五観
健康や環境問題に関心の高い子育て世代の方に、丹波市の特産品「ヘルシーな鹿肉」を使ったメ
ニューを通してのPR事業

兵庫県 三和カードック マイカーリース等のサービス広報事業



163

所在地 事業者名 事業名

兵庫県 山茶花 お客様の心を掴む“おもてなし”の取組　～快適環境空間づくりの実践～

兵庫県 山田屋 おしゃべりを楽しみながら買い物ができる店舗への改装

兵庫県 山田鋼材株式会社 少量プレス製品の代替としての、レーザー加工金製作による販路拡大

兵庫県 山田書店 書店・ミニカルチャーのノウハウを活かした「メモリアルケーキ寿司」開発

兵庫県 山名酒造株式会社 自社製品(奥丹波)の特色をアピールする店舗改装

兵庫県 司法書士　小川卓也事務所 情報誌への広告掲載や看板により、相続・生前贈与などの業務をPR

兵庫県 志水京染店 源(はじめ)シリーズの新規顧客開拓のリーフレット制作と広報

兵庫県 時本食品有限会社(匠寿庵） 店名変更と「男性にも優しい」店づくりによる団体顧客獲得計画

兵庫県 若杉高原開発企業組合 赤ちゃんがいるファミリーのための宿泊環境整備事業

兵庫県 若男水産株式会社 「養殖とらふぐ」の一般消費者向け販促ツールの作成による売上向上計画

兵庫県 手作りピザ＆居酒屋　のどか 駐車場、路上看板の設置

兵庫県 手造りうどん鶴々 ストーリー仕立ての店舗ＰＲと電飾看板による顧客誘引戦略

兵庫県 秀水 女性客の満足度向上による受注の増大に向けた取組

兵庫県 春吉 旬の味を堪能のおもてなしできる店　～高度な調理技術と快適空間の提供～

兵庫県 旬彩　たまだ ﾌｧﾐﾘｰ層に特化した店づくりによるリピーター客増大及び客単価安定の実現

兵庫県 小田鉄工株式会社 ロートアイアン教室の新設と受講生としての新規顧客開拓

兵庫県 小林自動車サービス部 事業内容ｱﾋﾟｰﾙと作業効率ｱｯﾌﾟ事業

兵庫県 庄坪　商店 高齢者に特化した店内陳列の実施と、高齢者のコミュニティー空間を提供する。

兵庫県 昇陽窯
来店の際、2組以上の対応が可能な店舗拡大と若い世代にも受け入れ易い内装空間、おもてなし
サービスのスペース確保

兵庫県 松栄電気商会 各種無料点検の提案により、新たなビジネスチャンスを作る

兵庫県 松岡塗装店 ゴンドラ使用による塗り替え塗装による新サービスの実施

兵庫県 松本瓦店 職人が診る瓦屋根の定期検査の実施と暮らしの安心提供事業

兵庫県 上野　裕史
専門家による相続関連のセミナーを開催して、潜在的ニーズを喚起し、その直後に生命保険の有
用性を説明することで、顧客獲得を目指す

兵庫県 植岡造園 もち麦茶の商品パッケージの改良と新規顧客開拓及び販売促進事業

兵庫県 食房NICE 店舗外装のリニューアルと看板設置

兵庫県 森の木ファーム株式会社 地域資源を生かしたプレミアム椎茸の開発

兵庫県 森田製作所 5S徹底のための工場改修による品質管理精度向上と売上げ確保の取組

兵庫県 神戸山手法律事務所 Ｂ型肝炎給付金訴訟の専門ウェブサイトの作成

兵庫県 神姫防災 廃棄消火器回収の周知を狙った社名入り景品と看板フェンスで宣伝

兵庫県 人、自然にやさしいお店　moko 古代米石けん「come savon」と古代米(食用)の販路拡大事業

兵庫県 西田モータース 店舗外壁一新と看板新設による若年層獲得PR

兵庫県 西田荘 西田荘で“みんなが　ハッピー”

兵庫県 西嶋パン株式会社 ビジュアル陳列の導入によるリピート率、および客単価の向上

兵庫県 石田設備 工事短縮・経費ロス削減のための設備投資、ＰＲ看板設置事業

兵庫県 川福 店舗前階段のスロープ化と手摺り、座敷内に手摺りの取付事業

兵庫県 創作料理　金高 法要での会食受注倍増を目指したチラシの作成と配布による売り上げ拡大

兵庫県 早石登記測量事務所 地域への事前予防型登記測量サービス及び公共事業への新たな展開

兵庫県 増田住建トーヨー住器株式会社 ショールーム販売拡大と3Dパース周知徹底事業

兵庫県 足立織物株式会社 営業活動促進による売上増大およびＨＰ更新による顧客信頼度の向上

兵庫県 大空畳店 情報発信強化による「畳のある暮らし」提案事業

兵庫県 大成学習塾 自立学習の習慣が身につくイベントの実施と各種販促活動

兵庫県 大谷石材店 ＩＴを活用した販売方法刷新と新商品の開発
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兵庫県 大竹石材株式会社 「ポケットフォルダー」を活用した新規顧客の販路拡大事業

兵庫県 大八万楼 店舗内の座敷席増設と内装変更による集客拡大と客単価向上の実現

兵庫県 大分・中津からあげ　たんでん からあげ屋が始める「焼き鳥」部門事業

兵庫県 大和自動車有限会社 介護タクシー事業拡大による営業所の新規開設と広報ツール作成

兵庫県 但東自動車株式会社 「軽トラ市場に特化したカスタムサービス営業強化による収益拡大」

兵庫県 谷　甲賀堂 30代以上の女性をターゲットとしたくつろぎと和を奏でる店舗づくり

兵庫県 谷口商店 製品ｻｰﾋﾞｽの開発・拡充による小売部門の強化

兵庫県 谷池製瓦所 マルタニ新軒先瓦製作プロジェクト

兵庫県 淡路翁 来店しやすく居心地の良い店舗づくり　①駐車場拡張②窓側席の空調設備新設

兵庫県 淡路麺業株式会社 生パスタ製品の全国拡販事業

兵庫県 炭火焼肉　呼友 座敷を掘りこたつへ改装する

兵庫県 炭焼きあなご　あさじ 「職人技の炭焼きあなご専門店」の周知のための販売促進事業

兵庫県 茶寮ひさご
美容と健康に関心の高い40～50代女性に訴求するＨＰの刷新と顧客拡大のための旅行社等とのタ
イアップ企画の提案

兵庫県 中町オートサイクル 店舗改装による取扱商品数拡大と顧客へのおもてなし力向上の取組

兵庫県 仲しい茸園 里山を守る　昔ながらの原木椎茸のＰＲ・集客アップ事業

兵庫県 朝日窯業株式会社 アジア市場制覇に向けた淡路瓦の挑戦

兵庫県 長崎伸栄堂 夜ケーキ需要開拓及び知名度向上事業

兵庫県 長寿堂 ホームページ・チラシ作成と新商品の企画開発による収益向上

兵庫県 津田建材店 商談スペースと顧客用トイレを設置

兵庫県 定方　真悟
独自システムでニーズを把握し商品を開発する、オリジナルブランド日本伝統工芸品の国内・海外
ネット販売

兵庫県 天佑鍼灸院 腰痛、肩こりに困らないための無料健康セミナー開催

兵庫県 田園ダイニング＆カフェＲiriha 認知度向上のＰＲ活動と客席増による顧客獲得とリピート率向上

兵庫県 田畑鉄工所 『その、一つを形に』但馬発　あなたと作るハイド板

兵庫県 土井　好 五色に来たなら土井好へ！地域一番の実現～ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力ｱｯﾌﾟによる新規客の獲得の取組

兵庫県 藤尾工務店 顧客信頼度の向上、自社製品の紹介、営業力向上の実現事業

兵庫県 藤本農園 黒大豆枝豆の新商品開発による新商品及び黒大豆枝豆の顧客層拡大

兵庫県 豆腐工房　夢豆腐 「夢豆腐」ブランド化戦略事業

兵庫県 二コ・ファームうえだ イチゴ農家６次産業化、及びネット販売によるブランド確立

兵庫県 日産チェリー佐用販売株式会社 バス装備向上による顧客満足度アップと新規顧客獲得

兵庫県 能見建設　株式会社 厳しい官から高い評価を受けた高品質改修サービスの展開

兵庫県 農事組合法人　安富ゆず組合 余剰果汁を有効活用した「柚Ｃウォーター」の生産

兵庫県 梅桃企画 ３Ｄプリンター導入による電子機器開発業務の高度化と販路開拓

兵庫県 柏原加工紙株式会社 自社ブランド製品(teshio paper)販路開拓と新商品の開発

兵庫県 畑休燃料株式会社 街中のクルマと人に“驚き”を提供する事業

兵庫県 畠田モータース 魅せる看板・儲かる看板(究極の販売ツール～販売開拓につながる仕掛け作り～)

兵庫県 八朔建築
営業エリアを限定した新規顧客獲得のためのイベント開催と営業力強化のための販促ツール制作
事業

兵庫県 髪心和処（かみごころ・なごみどころ）
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業

兵庫県 繁乃家 高齢化社会に対応した新たな食事供給サービスの展開

兵庫県 飛鳥電子株式会社 「地域型認知症予防プログラム」の展開

兵庫県 美容室　女ともだち より良い癒し空間を提供する為の新サービスと顧客獲得の取組

兵庫県 氷上運送有限会社 一般消費者にﾀｰｹﾞｯﾄを絞った、新規顧客開拓事業

兵庫県 氷上観光　有限会社 新商品を開発し「氷上観光ときめきﾂｱｰ」広告ﾁﾗｼのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
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兵庫県 浜焼酒場　はましん 軒先の席数増加による地産地消と販売販路の拡大

兵庫県 冨久屋 「ひょうごの匠」が作るオーダーメイド和布団のコーディネート

兵庫県 楓 地元の野菜を販売する「野菜屋ギフト」増床

兵庫県 風神ラーメン・雷神ファクトリー トレーニングジム会員増強とメニュー改正による客単価アップ計画

兵庫県 兵庫観光株式会社 全年齢ストレスフリーで観光客のリピート率Up！

兵庫県 平田製麺所 商品ﾊﾟｯｹｰｼﾞの改良及び販路拡大による売上げの向上

兵庫県 北神緑景株式会社 熊野神水と地元越知谷の食材を使った料理を標高400ｍの古民家で展開

兵庫県 明正堂
丹波の素材を活かした和菓子の全国発信のためのネットメディア構築と「ギフトセレクション」カタロ
グの作成

兵庫県 木まもり 細分化された顧客ニーズを狙った独自路線の強化と店舗作り

兵庫県 木原呉服店 気軽に入りやすい店づくりと新顧客の獲得による来店者数の増大の実現

兵庫県 門脇保文織布工場 亜麻仁ケーキの生産効率向上、及び販路拡大

兵庫県 薮内牛乳 顧客満足度向上と新規開拓の訪問サービス拡充作戦

兵庫県 癒やし空間なちゅらる 新規集客に向けての、折り込みチラシの制作、及び新聞折り込み、ポスティング

兵庫県 有井商店 精肉販売部・厨房の効率的活用のためのレイアウト変更・焼肉部増床事業

兵庫県 有限会社　アクトコンサルタント 「法人営業マン向けコンサルティング営業」育成研修パッケージ販売事業

兵庫県 有限会社　アバカス 看板設置による施設利用者以外の一般客誘客事業

兵庫県 有限会社　いぐち より信頼のある企業づくりと、地域の消費活動への貢献

兵庫県 有限会社　エム・アンド・ワイ　オートジャパン 女性のための“楽しさ感覚カーライフ”の提案と海外販路開拓事業

兵庫県 有限会社　おおだて 新規顧客獲得、リピート率向上に向けた家島注目キャンペーン

兵庫県 有限会社　こやま園 健康にこだわりたい高額所得者層への自社商品の認知度向上推進事業

兵庫県 有限会社　ソウジ オール電化拡販に向けての取組み強化

兵庫県 有限会社　ダルマヤデンキ 『65歳以上の応援団』をコンセプトにした、デジタル家電勉強会、IH料理教室の開催

兵庫県 有限会社　ニシムラ 新規煙火打上システムによる花火演出

兵庫県 有限会社　ノムラ 製造業の経験を活かした「工場向け清掃サービス」の実施

兵庫県 有限会社　ハニー 製品制作の為のプレス機金型導入

兵庫県 有限会社　ヒメジグローブ 新規顧客獲得及び売上アップ事業

兵庫県 有限会社　沖縄物産販売マンゴー ７０代女性が気軽に来店できる店内陳列と南国ムードの明るい接客

兵庫県 有限会社　河野家具 ＩＴを活用した賃貸物件の紹介と商談スペースの設置

兵庫県 有限会社　花房商店 「さしみ醤油」のﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞとﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ＨＰ刷新による販路拡大

兵庫県 有限会社　魚弥 店舗入口におけるバリアフリー化

兵庫県 有限会社　今昔庵 「揖保川トマト」を原料にした手造り飴の開発

兵庫県 有限会社　三吉 3世代型顧客を増やすためのDM発送事業

兵庫県 有限会社　住器ヨシダ 生活空間提案型ショールーム開設

兵庫県 有限会社　松原興業 リフォーム事業強化の取組

兵庫県 有限会社　上田商店 土産物となる新商品の開発、および地域固定客以外の集客の実現

兵庫県 有限会社　西尾 明瞭な食品表示による安全な食料品の地域密着型販売

兵庫県 有限会社　石田書店 イベント告知チラシの作成とギフト用包装パッケージの改良

兵庫県 有限会社　赤江サービス工場 福祉車両販売強化のための環境整備事業

兵庫県 有限会社　村上瓦工業 認知度を高める情報発信の取り組み

兵庫県 有限会社　竹田屋 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、および客単価向上の実現

兵庫県 有限会社　中野製麺工場 ノンアレルギー米粉うどんの商品開発

兵庫県 有限会社　田中縫工所 ホームページリニューアルによる自社開発商品の販売強化
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兵庫県 有限会社　東雲化工 短納期、低コストを実現する中通しオモリの自動鋳込み機の開発

兵庫県 有限会社　湯村炊飯センター 但馬浜坂漁港産イカを利用したイカ飯の商品開発

兵庫県 有限会社　藤田石油店 地域コミュニティーの提供による集客拡大と地域インフラの確保

兵庫県 有限会社　徳寿園 菊炭のオブジェとお茶を楽しむ空間・時間を提供するための店舗改装事業

兵庫県 有限会社　氷上観光タクシー 女性ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの登用と9Ｐﾀｸｼｰを活用した個人旅行の催行

兵庫県 有限会社 福助 提携地元農家の農作物を用いた漬物等の商品開発、販路開拓事業

兵庫県 有限会社　平石電気 高齢者の潜在ニーズにマッチした「見守り」商品・サービス事業

兵庫県 有限会社　片井オートサービス レンタカー&レンタルバイクによる観光事業への新たなニーズ喚起

兵庫県 有限会社　弁天荘(川口屋本館) 顧客満足度向上による団体ツアーからの個人客へのリピート率とインバウンド受入れ率向上事業

兵庫県 有限会社　和泉屋勘兵衛商店 新規顧客獲得のための設計プロセスムービーとサイト再構築事業

兵庫県 有限会社アイエヌインターナショナル 世界と戦うためのブランディング構築とラベルデザインのリニューアル

兵庫県 有限会社アイプラ 一般ユーザー新規顧客獲得のための新たな店舗づくり

兵庫県 有限会社アクセスコーポレーション 「印刷し放題プリンタ」のＨＰ・チラシ・看板等を用いた顧客拡大

兵庫県 有限会社アットディリペア 新規雇用とインターネット活用による売上拡大事業

兵庫県 有限会社アドバンスオール 「達成感が得られるＤＩＹサービス」開始による販路拡大

兵庫県 有限会社アンクルトム 店舗のバリアフリー化とパンフレット作成

兵庫県 有限会社ウェルビー 付加価値創造による、販路拡大と顧客満足度の向上で売上アップ

兵庫県 有限会社かき庄 高齢者が行きたくなる、ゆったりと過ごせる店づくりとＰＲ活動

兵庫県 有限会社キョーヒメ
地域密着型・インテリア設計士による「目で見て解る＆触れて解る・住空間の新しいカタチと居心地
良さ」新築・リフォーム総合プロデュース事業

兵庫県 有限会社クルーズ
「宝塚銘菓　宝塚フィナンシェ」　宝塚大劇場ショップに置く商品サンプルの製造とＷＥＢサイトの構
築

兵庫県 有限会社ケイ・アンド・ケイ ヘッドケア循環システムを活用した、新美容器具の開発・販路拡大

兵庫県 有限会社スーリール 地元小西酒造の清酒を使用した商品開発による『白雪バームクーヘン』事業

兵庫県 有限会社デザインルームいわなが シニア向け高級婦人服の開発と販促用カタログ作成

兵庫県 有限会社トーメー 薬剤を用いないシロアリ駆除のホームページ集客強化事業

兵庫県 有限会社ファミリーストアー城地 「惣菜部門」の大幅強化による新規顧客開拓事業

兵庫県 有限会社プラムコット ヘナの潜在顧客＆新規顧客の開拓を目指す首都圏での「セミナー＆プレス発表会」

兵庫県 有限会社フラワーショップタハラ 企業や家庭を和ませる「魅せるフラワー」の販売促進

兵庫県 有限会社マツモト自動車 サービスの向上でリピート率向上と新規顧客開拓

兵庫県 有限会社ユアブレーン 中小企業幹部・従業員向けマネジメントゲーム研修事業の販路開拓

兵庫県 有限会社ﾚﾃﾞｨｰﾐｭｳ ｱﾛﾏﾗｲｾﾝｽｽｸｰﾙ開校にによる雇用増進、人材育成創出事業

兵庫県 有限会社栄光社 『かっこ新しいスタジオ』事業向けの新規顧客開拓の為の販促宣伝

兵庫県 有限会社夏池ストアー 淡路島名産“焼き穴子”の店頭販売事業

兵庫県 有限会社金山製麺 品質管理の強化、商品パッケージの刷新とインターネット販売サイト構築による販路拡大事業

兵庫県 有限会社市場印刷 集客効果を高める新商品「ポケットチラシ」による販売促進活動

兵庫県 有限会社酒道場 団体客向け宴席の地域一番店を目指す、高齢者にやさしい店づくり

兵庫県 有限会社新栄自動車整備商会 車離れが進む若い世代に向けた情報発信と来店しやすい店舗作り

兵庫県 有限会社中口漬物 低温スチーム加工による『野菜ドレッシング』の販路開拓

兵庫県 ㈲たかみ 葬儀業者との提携による販路の拡大

兵庫県 ㈲藤花電器 50周年創業祭を成功させ、新たな顧客を創出

兵庫県 夕香楼　しょう和 幅広い世代への「香炭ﾛｰﾙ」ｹｰｷ販売促進と、旅館業への相乗効果

兵庫県 理容フジイ 快適空間と若返りサービス提供による顧客満足度向上計画

兵庫県 和食御馳走ごはん　あの頃 懐かしい昭和を感じていただける“あの頃”事業
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兵庫県 和風料理店ゆんたく アスファルト施工による駐車スペースの拡大と利便性の向上

兵庫県 珈琲　茶蔵 Ｗebショップ出店による新規顧客開拓と実店舗の売上拡大

兵庫県 髙丸鮮魚店
島外からのお客様誘客のための劇的買い場の創出　～「やすさ」の実現！より良い環境整備の取
組～

奈良県 （株）HANNA 認定補聴器専門店の認知度を高めて新規顧客獲得

奈良県 （株）アイ・メディカル 社寺向け機能性健康商品開発と顧客開拓

奈良県 （株）あすも 和食レストラン「五條　源兵衛」集客用ツール制作

奈良県 （株）カメヤ時計店 メガネ設備導入と新規顧客獲得のための販促チラシ作製

奈良県 （株）クロワ・ド・シュッド 高齢者層の獲得を目指した販売促進事業

奈良県 （株）サンエス 近隣顧客に当店の存在をＰＲし、中高年層が気軽に来店できる店づくりを目指す事業

奈良県 （株）スペースマイン 奈良県産木材・自然素材を使った本物の健康住宅　新築・リフォーム相談会＆体感見学会

奈良県 （株）チャンネル・ネッツ 個人向け『CELAセラ』宅配サービス強化による新たな顧客層の開拓事業

奈良県 （株）ナカムラ ＢtoＣ製品開発およびアナログ＋デジタルによるブランド開発事業

奈良県 （株）ふじい ホンモノ志向商材で、地域の酒屋から日本全国の酒屋への脱皮！

奈良県 （株）モリタ 健康で豊かな毎日をお届け！医療食品・治療補助用品・介護用品への進出

奈良県 （株）ヤマ―・フード モスらしい朝食の提案、空間の提供による新規顧客開拓事業

奈良県 （株）ヨシムラ 学生服をファッションに「リカちゃん」ブランド学生服をＰＲ

奈良県 （株）岡西商店 「捕れる！」を提案するオーダー野球グローブの新規顧客の開拓事業

奈良県 （株）高塚電気商会 高齢者や障害者も快適に過ごせる、聴力測定サービスと補聴器の提供

奈良県 （株）尚明舎 「高野山の杉丸太をくりぬいた足湯施設の設置」

奈良県 （株）染美堂 伝統工芸（現代(げんだい)墨流し(すみながし)染(ぞめ)）の新たな技術開発と販路開拓事業

奈良県 （株）大隅電氣 「せつび手帳」で安心が見える！住設リフォームの事業展開

奈良県 （有）.いって研究所 天理名物　千代箱入り「かんろ糖」の開発・広報

奈良県 （有）あうる工房 「玉やの味をご自宅で！」炊飯ジャーで出来る、お土産用商品の開発・販売。

奈良県 （有）エル・インターネット 月払固定費500円のワンコインネットショップ

奈良県 （有）かんな ご家族が安心できる支援サービスの広報強化による新規顧客開拓

奈良県 （有）コミュニティスポーツサービス 地域住民に趣味やスポーツを通じた生涯学習の場を提供する事業

奈良県 （有）セラヴィ・ヨシカワ
＜メガネ美人さん＞を奈良いっぱいに・・・
メガネでアンチエイジングの輪を広げよう！

奈良県 （有）ドライブインS・T・D 新作スイーツの発表イベント開催による新たな顧客の取り込み事業

奈良県 （有）吉川住研 無添加住宅を体感する新モデルハウス及び現場見学会の情報発信事業

奈良県 （有）扇屋 販売だけでなくソフト面充実の為の改装プロジェクト

奈良県 （有）銭谷小角堂 行者の常備薬「和漢胃腸薬　陀羅尼助丸」の販売促進計画

奈良県 （有）北村住設 新規高齢者顧客獲得による売上アップを実現するための販促促進事業

奈良県 （有）和興建設 和興建設　住宅プラン名　『なら無垢の家』　住宅販路開拓プロジェクト

奈良県 （有）夛良福 用途別・販売促進用メニューの提案型パンフレットの開発、製作売

奈良県 B-Craft（株） ワンボックスカー内の多目的木工収納具の製造販売

奈良県 Caféそらみる Ｃａｆｅ～そらみる～の「可愛いお野菜」新商品提案事業

奈良県 K　coffee 移動販売やインターネットを使ってのこだわり発信・販売拡大事業

奈良県 Lapis.R 出張（訪問）型デコスクールの企画と販売促進事業

奈良県 NARADOLL HIGASHIDA 新たな顧客獲得、販売促進の為の新パッケージデザイン事業

奈良県 Que 「髪に優しい」新メニュー提案による新規顧客獲得

奈良県 アスパック　ジャパン 手軽に足指につけ蒸れ防止やリラックス効果のある繊維商品の販路開拓

奈良県 いこい寿し 活き活きソウルフードを粋に提案！「プロジェクトＳu(す)-4」
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奈良県 いせ弥 宇陀新名物の立ち上げ

奈良県 けやき 安心野菜を使った感動のある野菜惣菜を山の辺から発信する事業

奈良県 コウチフォート 生涯に残したい写真づくり及びそのＰＲ事業

奈良県 コヤマ建材 「休耕地の有効利用促進」事業のための資材販売と広告宣伝

奈良県 さいごう電器 地域に対しての知名度アップと新規客開拓を目指した販売促進事業

奈良県 さくら動物病院 奈良県で初の獣医師搭乗のペット専用ドクターズ・カーの導入

奈良県 サンユー設備 広く深く知っていただくネクストリノベーション顧客拡大事業

奈良県 ジグザグ ウェルカム！！　おじいちゃん、おばあちゃんを、ジグザグへ呼び込む事業

奈良県 しゅうおう行政書士事務所 永久保存してもらえる「チラシ」の作成

奈良県 ジロッコ サービスの個別化・個室化によるプレジデント層の獲得

奈良県 シン木工舎 あなたと創るオーダー家具・シンさんの家具工房お客様誘引計画

奈良県 たこ焼きBAR　たこ坊 粉モンで繋げていこう家族と友達の輪

奈良県 たっくんのバームクーヘン屋さん 奈良河合のこだわりバームクーヘンを全国に向け発信

奈良県 なわや高橋 「わら工品」・「竹製品」作り体験スペースの整備による販路拡大事業

奈良県 ネイル＆スパ　ロータスリーフ HP作成・チラシ作製・折り込みチラシ・ネイル＆まつ毛美容セットメニュー実施

奈良県 パソコン教室　T＆H 高齢者向けに、パソコンを使っての脳の活性化と認知予防対策

奈良県 ビアカウンターちょこっと王寺駅前店 立地上の強みを活かした新規顧客獲得のための販売促進事業

奈良県 ヒラタフォトスタジオ 新たな店舗コンセプト「新しい生命の撮影」確立による新規顧客獲得

奈良県 ふぁんろん 常連客の滞在時間延長と新規顧客獲得に向けての店内改装事業

奈良県 ぷくぷくらんど セルフ　ウエットクリーニング導入による新規顧客獲得のため広告宣伝事業

奈良県 ミヤマプランニング 夫婦二人「理想の終の棲家」を創る応援事業

奈良県 やきとり鶏子 「やきとり鶏子」店舗改装事業

奈良県 やきとり大吉　上牧店 やきとり大好き１０００人増加大作戦事業

奈良県 ラーメン奈々 　「お持ち帰り（中食）」需要に対する販売システムの構築と顧客獲得事業

奈良県 リネンハウス（株） 「ラグジュアリー」というブランディングに向けたおもてなしプロジェクト

奈良県 岡下製麺所 　自社ブランド「天の川糸」のチャネル別新製品開発提案による販路開拓事業

奈良県 花屋徳兵衛 室町時代から続く創業５００年の宿　花屋徳兵衛　インバウンド集客計画

奈良県 楽しみの書画 世界にひとつをあなたに！　書画の新規販路開拓

奈良県 割烹　一心
新規顧客層として「近隣の食にこだわる高齢者層」をターゲットに現在、奈良県内に２店舗しかない
江戸前鰻料理を提供し、掘りコタツで味わってもらう為の店舗改装事業

奈良県 割烹・寿司　和好 香り高い吉野産桧を使って開発した「桧寿司」の販路開拓強化事業

奈良県 株式会社　ウエムラ 販路開拓のため展示会「第１７回関西機械要素技術展」へ出展

奈良県 株式会社　岡本電子 吉野杉の木屑入りの粘土の開発及びその販売促進の為のＰＲ事業

奈良県 株式会社オザキ 『地域情報誌への継続掲載と店内快適化でおもてなし強化』

奈良県 株式会社バロン ホームページの改良による販路拡大及び転換率（成約率）の向上

奈良県 株式会社加藤商店 うねび漬（白瓜奈良漬）の需要促進を図る少量パッケージ化事業

奈良県 株式会社中谷堂 外国人観光客を魅了する和テイストの店舗作りと安全の確保

奈良県 株式会社奈良オートセンター 個人向けトランクボックス賃貸業

奈良県 吉川自動車 指定工場移行による、土・日・祝・１日車検への業務拡大

奈良県 吉本建築設計事務所 土地所有者と介護事業者とのマッチングシステムによる販路開拓

奈良県 吉野山　山の駅 新作和菓子を利用した販売促進事業

奈良県 喫茶とも 外国人客集客のための店舗設備の充実・ニーズに対応する店舗改修

奈良県 橋本建設
　自社ブランド規格住宅「子育て安心の家」　による新規顧客の開拓
（セミオーダー自社ブランド規格住宅「子育て安心の家」の家づくりの特徴や住宅の仕様・価格を明
確化し プレゼンによる顧客満足ＵＰのための事業）
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奈良県 近鉄当麻寺駅前
どっこいまんじゅう 相撲発祥地　當麻発　『どっこいまんじゅう』通信及び店内飲食によるブランド展開

奈良県 郡山種苗園 強みの強化による、教育機関への販路拡大事業

奈良県 健一自然農園 茶畑ユニオン（オーナー制）の構築とデザイン開発

奈良県 行政書士岩富法務事務所 地域密着型 相続ワンストップサービスの新規顧客・市場開拓

奈良県 今西酒造（株）
新商品：若手女性をターゲットにした「スパークリングサケＭＩＷＡ」の販売促進のための商品ブラン
ディング事業

奈良県 坂野商店 インターネット事業への参入！新規顧客獲得に向けてのホームページの開設

奈良県 山浦　康二 大和伝統野菜を使った加工品の商品化　「丹心こんにゃく」で事業拡大！

奈良県 四季彩　植喜 新規顧客獲得のための販売促進計画

奈良県 小谷商店 厳選素材を使った新商品開発ブランディングによる販路開拓事業

奈良県 織田畳店 畳雑貨の国内及び来日外国人への販売事業の展開

奈良県 寝具インテリアヤマグチ 地域初！バーチャル体験ができる睡眠を科学する睡眠寝具専門店

奈良県 森庄銘木産業（株） 吉野産磨き丸太の新しい用途提案と販路開拓

奈良県 森田商店 天の川鮎・あまごを使った燻製の開発と天川村地域産品の販路開拓事業

奈良県 杉が瀬 「外国人観光客を呼び込むための『燻製体験』付き宿泊プラン販促事業」

奈良県 西岡農園 ソムリエが仰天したこだわり柿のネット販売によるエリア拡大

奈良県 川口製麺所 将来的な直接販売率を高めるための販売促進事業

奈良県 増田絵画教室 ホームページを一新してわかりやすくし、新製品を動画で解説

奈良県 孫七瓦工業（株） 「いぶし瓦コースター」の販路開拓と販売促進による新事業の確立

奈良県 大卯商店 看板の改良とチラシによる「食のセレクトショップ」ＰＲ事業

奈良県 中井税務労務事務所 起業家支援による地域活性化とブランディグと集客への取り組み

奈良県 中神木材 吉野山守制度“山の学校”教室開校による吉野杉・桧原木販路開拓事業

奈良県 町家エステサロン　小路華 地域密着型 町家エステサロンの顧客の新規開拓・販路拡大

奈良県 辻本博質商店
日本製にこだわった素材を使い、匠の技を持つ職人が制作。一度履いたお客様を虜にしてみせま
す。

奈良県 唐勝 新たなニーズに対応して、売上と利益の向上させる

奈良県 藤田茶園 新商品開発及び新規広告による新規顧客の開拓

奈良県 藤本畳店 脱ガラパゴス！古都・奈良から発信する「国産畳の進化論」事業

奈良県 奈良やまと株式会社 正倉院文様のオリジナルペルシャ絨毯の企画・販売

奈良県 南畳店 お客様に癒しの空間を提供する為の畳作り

奈良県 日乃出製氷（株） ボールアイスの県内生産・供給体制の確立と県内シェア１００％計画

奈良県 尾上製麺所 日本初の新タイプあったか薬膳そうめんの開発

奈良県 米座　吉田米穀店 コメシェルジュがおもてなし「お米ギフトの全国展開」事業

奈良県 木村種苗園 “たねやのきむら”　生産から小売までの一貫体制によるオリジナルブランド苗の販路開拓

奈良県 木村石材 「愉しいシニアライフを送るための終活セミナー」の開催事業

奈良県 有限会社エンジェ 地元マスコットキャラクター「みくちゃん」ケーキの企画・開発

奈良県 陽生園 園芸ファン、当店ファンを増やす園芸教室と高齢化社会に対応した墓参り代行業の販促

奈良県 流泉堂表具店 和に囚われない空間設計プロデュース事業

奈良県 林豆腐店 豆腐スイーツ開発販売による販路拡大及び憩いの場提供サービス展開事業

奈良県 和モダンキッチン　にこすたいる 古都奈良の観光地「ならまち」の飲食店が行う販売促進活動と快適な空間提供への取り組み

奈良県 和菓子舗　松庵
店舗移転に伴い、新商品「ふたかみやま」開発と四季折々のパッケージ
開発

和歌山県 Ａｂｓｏｒｂ 快適にご利用いただくための人にやさしい店内環境の整備

和歌山県 ＡＬＬ　ＢＬＵＥ 店舗改装によるお客様満足度のアップと施工品質のアップ、販促物による周知活動

和歌山県 caf'eSPROUT（カフェスプラウト） ”集客力アップ工夫プラン”「スプラウト店舗内外空間スペース活用工事」

和歌山県 ｍ’ａｆｆａｂｌｙ（エムアファブリー） 「いよいよ和歌山に行ってみようキャンペーン」でＰＲ
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和歌山県 ＲＥＩ ＣＡＦＥ 地元の素材を活用した新ジェラード商品の開発と店内バリアフリー

和歌山県 ＲＯＣＫＥＴ　ＤＩＶＥ ホームページ制作の地元事業所、個人向け宣伝広告

和歌山県 あるるワダ 店舗内床と壁並びに商品照射のためのスポットライトのリニューアル

和歌山県 おかしのどんぐり 糖質抑制素材と地場産素材を活用した健康で安全な新商品の開発

和歌山県 おざきのひもの 新商品のパッケージ及びパンフレット作成

和歌山県 おふくろ弁当　紀ノ川 心からのおもてなしサービス展開による顧客拡大計画

和歌山県 お好み焼き　いろは 販路開拓のための新商品開発と販促チラシ・PR看板作成による売上向上事業

和歌山県 カービューティープロ田辺 「車の美容室」商談スペース拡張・技術力向上事業

和歌山県 かんじゃ山椒園 山椒製品とカフェの売上拡大事業

和歌山県 くるま　だるまや 作業効率化に伴う店舗及び整備工場整備事業

和歌山県 サラヤ自動車 技術力、宣伝効果向上事業取組による「トータルカーライフプラン」ご提案事業

和歌山県 サンドウヤ 低価格志向店との差別化を目指して～プチ高級感を醸し出すためのプチ店舗改装～

和歌山県 スーパーナガサコ 店主が選んだ”厳選の品”を食卓へ

和歌山県 ステラート 特殊な調理機械を使用することによる新しい商品の開発事業

和歌山県 てらがき農園 地球と身体に優しい商品開発

和歌山県 ノートルココエ 「魅力ある食の空間作り」と「地域資源を活かした商品作り」で販路開拓

和歌山県 ハマバタ 弁当・惣菜お持ち帰り用商品の販売促進・集客のための改装プラン

和歌山県 パン・ド・パニエ オリジナル商品PRによる新規顧客及び販路拡大計画事業

和歌山県 びっくり伊勢海老 看板見てびっくり、食べてびっくり、二度びっくりの「びっくり伊勢海老」

和歌山県 フィール動物病院 動物病院のトリミンツ部門設立（トリミング専用シンクの導入とホームページ新規立ち上げ）

和歌山県 ふだらく屋 包装・個装のパッケージデザイン改良による販路開拓

和歌山県 フルーツ王国和歌山 新商品のラベル並びに外箱デザインと商品パンフレットの作成

和歌山県 ベンケイ食品 ブランドデザイン統一によるイメージ戦略とネット活用による販路拡大

和歌山県 マキアハーバルビューティー 新規客獲得のための機器導入による新エステサービスの開発広報事業

和歌山県 まるとも海産 パッケージデザインの更新とチラシ・ポスターの作成

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

和歌山県 ユーカリット 自慢の庭園の魅力アップを図る、テラス（オープンスペース）改修

和歌山県 よこぬき接骨院 骨のプロフェッショナルが行う美容整骨矯正の広告宣伝事業

和歌山県 リストランテ　ピゥ　オステリア　ピエン 新規顧客獲得

和歌山県 リゾート大島 通常期の集客のためのインターネット広告などの広報活動

和歌山県 ル・クード・ヴァン テラス席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 一心農園 一心農園の柿を使ったオリジナル商品の開発・販売（軟化柿の６次化）

和歌山県 一力 広報及び新商品開発と宴会場の高齢者対応整備

和歌山県 花はる 結婚式およびパーティー装飾・装花の提案営業による販路拡大事業

和歌山県 菓匠　錦花堂 天狗力餅のブランド力アップと販売促進事業

和歌山県 株式会社いなみの里梅園 他社との差別化を図る新商品開発と販路開拓事業

和歌山県 株式会社イブファーム 『イブの恵み』及び『イブ美豚』の販売促進活動

和歌山県 株式会社おたすけママ 自宅でも、一人でも栄養管理ができる健康応援弁当のＰＲ、宣伝

和歌山県 株式会社きてら ふるさと産品セットの販路拡大のためのイメージアップ

和歌山県 株式会社コーゾー 伝統的な紀州産シュロ製品の開発及び新規販路の開拓

和歌山県 株式会社ダイワセンイ オーダーメイドシリーズ商品の販路開拓

和歌山県 株式会社たかがきサービスステーション 放課後等デイサービスの新規利用者の獲得
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和歌山県 株式会社たまゆらの里 フルーツ事業（ドライフルーツの製造・販売）

和歌山県 株式会社ねじ庄 オリジナル商品の生産・商品広報・販売事業

和歌山県 株式会社ビオランド 鮮度保持及び人件費コスト削減による販路拡大

和歌山県 株式会社ミユキ ワンプライスオーダーカーテン商品の開発

和歌山県 株式会社ゆうき石材 技術と新サービスと供養心の広報事業

和歌山県 株式会社永遠 新たな販路開拓に伴う広告宣伝及び店舗改装計画

和歌山県 株式会社高砂アラレ 販路拡大を目指すための販促活動

和歌山県 株式会社小松保険事務所 生命保険の見直しコンサルタント業務のPR（和歌山市内新店舗出店）

和歌山県 株式会社清水工務店 住まい教室の開催と大工の作る家具事業「わざわざ」への参画

和歌山県 株式会社川湯温泉冨士屋 全室Free Spot化事業

和歌山県 株式会社大喜 中高年向け「食」と「癒し」を追求した食堂への改装

和歌山県 株式会社長岡塗装店 新たな営業ツールを導入して販路拡大

和歌山県 株式会社野上屋 レストラン・ウエディングパーティー

和歌山県 株式会社和歌山式典 終活サポートサービス（情報提供及び相談サービス）の広報

和歌山県 喜多ろう 店舗外空間での地元食材バーベキューの提供

和歌山県 喫茶・軽食ゲストハウス 店舗内装リニューアルによる新規顧客開拓

和歌山県 喫茶まどか 衛生管理とより一層のサービス向上並びに経営革新（餅菓子製造販売）を考慮した店内改装事業

和歌山県 魚政商店 由良特産の釜揚げしらす・ちりめんのブランド力アップと販売促進事業

和歌山県 熊野黒潮本舗
梅のJAS認証及びゆずの粉末パウダー化の開発、特許申請、成分分析による商品付加価値向上
事業

和歌山県 黒　潮　堂 少子高齢化と増加する観光客に対応した快適な売場づくり

和歌山県 山口釣具店 「集客力を高める為の冷凍ショーケースの追加配備事業」

和歌山県 山本満商店 新しい前掛の販路開拓事業

和歌山県 自然派果樹栽培・片山農園 農産加工品の販売促進

和歌山県 漆屋はやし 紀州漆器伝統工芸士として自社高付加価値漆器製品のＰＲ販売促進

和歌山県 勝浦丸水産 夏場のマグロの小売販売の強化による販路拡大

和歌山県 昌栄堂印刷 封筒カラー印刷を安く、HPで受注の底上げ＆販路開拓事業

和歌山県 松林農園 商品ラベル作成及び製品案内チラシの作成と店舗看板・広告看板の作成

和歌山県 深瀬昌洋商店 お好み焼き・たこ焼きの”プロ”が選ぶ調味料「大陽ソース」のブランド力向上と販路開拓

和歌山県 生鮮ジャンボ 集客力アッププチ改良「店舗内間仕切り・陳列配置新設工事」

和歌山県 西岡魚問屋 レトロな看板設置による販路開拓事業

和歌山県 赤玉 集客力のあるHPのリニューアル及びコンサルティング

和歌山県 前田タイル工業 高齢化住宅プチリフォーム販路開拓による利益率向上と経営体質改善事業

和歌山県 前田渡船 女性、夫婦客を誘客する船内水洗トイレの設置

和歌山県 大村屋 ドックラン新設工事

和歌山県 谷口商店 食品衛生の向上を目指した展示レイアウト改装事業

和歌山県 地酒みゆきや お酒の熊野めぐりシリーズ化の構想・構築

和歌山県 池上商店 オーダーメイド帽子・ペット帽子のWEB販売事業

和歌山県 池田鉄工所 商談、設計スペース確保及び商品提案棚、展示スペースの拡充

和歌山県 中華料理　孝司 販路開拓のための女性・高齢者にやさしいお店

和歌山県 中村工務店 自社展示会（見学会）開催の広報事業

和歌山県 長谷川石油店 店舗外装改善による新規客呼び込み顧客化事業

和歌山県 田和農機店 離農者からの中古農機買取り・販売事業
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和歌山県 渡口農園 A級品をアピールしよう。

和歌山県 東花園 集客力を高める店舗改装

和歌山県 湯浅醤油有限会社 観光客の通販顧客化・VIP化計画

和歌山県 白井スタジオ 写真技術と写真印象向上一体型パンフレット制作・広報事業

和歌山県 抜田商店 地元エリアを越えた生鮮特産品販売

和歌山県 美里みろく牧場ＭＣ．ＣＡＦＥ．ＭＩＣＨＩＥＹ’Ｓ 集客力とサービス向上の為の店舗改装事業

和歌山県 平武農園 こだわりのみかんのブランド化事業

和歌山県 堀岩商店 日本酒・ワインの品揃えをアピールする為のイメージアップ事業

和歌山県 万ゑ川 ～”昔ながらのお店、ホンモノ志向”というバトンをつなぐ～来店客数を増やすための広報事業

和歌山県 味村デザイン事務所 スマホ専用ホームページ作成サービスに伴う販売促進

和歌山県 民宿・喫茶たい島 トイレで集客・情報発信

和歌山県 民宿ちかつゆ 和式から洋式トイレ改修事業

和歌山県 木下モータース 鯛価格軽自動車販売

和歌山県 木下電器商会 「町の電気屋　地域密着家電店事業」

和歌山県 有限会社ナルセ 新商品開発・製造に係る機器購入及び顧客増大に繋げる包装デザイン一新

和歌山県 有限会社パナルック西山 中古住宅（空き家・古民家も含む）のリノベーション事業

和歌山県 有限会社プウバアー商会 販路開拓プロジェクト２０１４

和歌山県 有限会社ホテルしらさぎ 湯治文化を継承し若者向けの湯治をするための空間作り

和歌山県 有限会社マリンクラブスサミ 最新魚探で大物狙い！

和歌山県 有限会社ミナミデ工業所 下水道配管工事受注拡大の態勢づくりとコスト削減による経営改善事業

和歌山県 有限会社柑香園 加工品を流通専門家にアドバイスを受けた後、展示会へ参加事業

和歌山県 有限会社丸晃 衛生設備の向上による新規顧客の開拓及び新規事業の展開

和歌山県 有限会社丸双蒲鉾店 パンダのかまぼこを完成から販売までつなげるプロジェクト

和歌山県 有限会社紀の里食品 新商品開発で紀州梅干商品のグレードアップを図り、新規客層の開拓

和歌山県 有限会社紅葉屋本舗 ホームページの「おもてなし」強化で販路拡大

和歌山県 有限会社三友農園食品部 健康補助食品（サプリメント）部門の販路拡大

和歌山県 有限会社昭和自動車整備工場 商談スペースの充実と展示販売実施

和歌山県 有限会社水木商店 みそ販売のためのお客様導線強化及び集客事業

和歌山県 有限会社樽の味 ネット広告宣伝事業

和歌山県 有限会社畑中香房 展示会への出展による販路開拓、拡大事業

和歌山県 有限会社富士製鋸工業所 ペレット製造用ペレタイザー回転刃の製造研磨工作機の開発

和歌山県 有限会社毎日牛乳白浜販売所谷地商店 健康のお手伝い広報事業

和歌山県 有田オレンジユースホステル 外国人のコニュミケーション施設の充実したアットホームなホテル事業

和歌山県 理容クボ 店舗トイレ改修事業

和歌山県 料理　萬口 ●トイレの洋式化　●多国語化したホームページとメニューの製作

和歌山県 和味 通販サイトの新設、及び地場産品を使ったジェラートの開発

和歌山県 藪本畑下農園 新食感・新感覚ジェラート「スパゲッティ・アイス」の販売促進

鳥取県 agora hair&relaxation 店舗環境の整備

鳥取県 Ｄ-ＭＡＧＩＣ オーダーＴシャツのＡＤタグサービス等による訴求率向上と販路拡大事業

鳥取県 Ｒａｎｅ ネットからリアルへ～レディスアパレル店の出店による売上拡大～

鳥取県 アトリエシャルム リラクゼーション空間の提供と幅広いヘアスタイルニーズへの対応

鳥取県 アロマテラピーサロン＆スクール　アロマティコ★ 新規顧客獲得の販促および、既存顧客の定着化するための販促事業
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鳥取県 オグラ写真館 多様な嗜好に対応したスタジオ背景の提案による撮影シーンの拡大

鳥取県 カフェ　デルマー
シニア層など新たな顧客獲得に向けた取組（スタンドアップパドル・サーフィンの普及）に伴う受入施
設整備

鳥取県 カフェレストラン　ＢＩＫＡＩ 2階多目的スペースの有効活用による販路拡大事業

鳥取県 カンダシード㈱ 南瓜ペーストの冷凍輸送による劣化防止と販路開拓及び雇用の創出

鳥取県 ディベロップサーフアンドシー 積極的な営業活動による販売促進のためのパンフレット作成（受け身営業からの脱却）

鳥取県 フードセンター小嶋 外装看板改修等による広告宣伝と販路開拓

鳥取県 マツモト電器 リフォーム事業の強化に向けた販路開拓

鳥取県 リライフ 高質な施工の実現と顧客への可視化

鳥取県 河本魚店 宴会売上向上のための設備改装事業

鳥取県 菓子工房シェルブール 地元特産品である「二十世紀梨」及び「野花梅」を活用した新商品の開発

鳥取県 株式会社Ｋ＆Ｓコーポレーション 遊休地活用実例・太陽光発電による売電事業、モデルステーション提案

鳥取県 株式会社山陰経済新聞社 セミナー拡大による新聞購読者及び広告出稿者の獲得

鳥取県 株式会社神田 エステルームの改装によるリピート顧客数増加

鳥取県 ㈱たかた 新規顧客のニーズを取り込んだ広告宣伝を強化するための事業

鳥取県 ㈱ハートホーム
2020年省エネ義務化を見据えたローコスト・ロープライス「スマートハウス」の提案に向けた店舗づく
り

鳥取県 ㈱杉川商店 県内の食材を使用した、新商品とギフトセットの開発による販路拡大

鳥取県 ㈱浅津苑 新たな宿泊スタイル導入に伴う朝食会場の整備と、地元会合・宴会客の取り込みによる販路拡大

鳥取県 ㈱大山観光物産館 客室内の不満解消を図るための二重サッシへの改修事業

鳥取県 ㈱大山竹炭工房 炭窯温熱浴サービスの高質化を目指した温熱浴施設の改修

鳥取県 ㈱龍園 顧客の「利便性」と「居心地良さ」に向けた店舗施設整備

鳥取県 合同会社うかぶＬＬＣ たみの認知度強化のための広告宣伝と老朽施設の改修

鳥取県 斎藤建材店 顧客のニーズに対応したエゴマ油粉末化新商品開発

鳥取県 珠心庵 国立公園と伝統的建造物群保存地区を絡めた農家民宿をＰＲするための販路開拓事業

鳥取県 緒形商店 お茶、陶器等の小売業から茶房オープンによる新規顧客の獲得

鳥取県 小椋設計事務所 県産材を活用した100年頑張れる構造体の快適・安心な家の提供による顧客満足度向上

鳥取県 常盤堂 集客アップに向けた店舗の環境整備と広告宣伝

鳥取県 須山自動車 外部営業力の活用による販路拡大計画

鳥取県 相沢スタジオ 自社の撮影技術を活かした動画撮影・編集サービスの事業展開

鳥取県 大阪屋　田中商店 地域に密着した高齢者に優しいたこ焼き・たい焼き屋の店舗づくり

鳥取県 大山メディカルハーブ㈱ エキナセアハーブティーの商品力向上及び販路拡大

鳥取県 中山新聞店 「なかやま通信」発行による顧客満足度の向上及び販路開拓

鳥取県 冨士印刷㈲ 薬袋の作成販売に関する販路拡大及び受注体制の確立

鳥取県 福祥丸のお店 「鳥取県産天日干し天然カットわかめ」の品質・供給安定及び販路拡大

鳥取県 ㈲G・コーポレーション タイヤ交換と保管サービスのパッケージ化による顧客維持獲得

鳥取県 ㈲とやま旅館 お客様の不満を解消し、癒しを提供するための設備改修事業

鳥取県 ㈲マツモト 葬儀不安を解消できるＨＰの開設による顧客満足度向上と販路開拓事業

鳥取県 ㈲レストラン吉華 湯梨浜の特産品である野花豊後をブランド化した加工品の開発及び販売促進事業

鳥取県 ㈲佐々木山光園 関東圏における新たな顧客獲得と顧客管理システムの構築

鳥取県 ㈲小谷写真館 ガーデンスタジオのリニューアル

鳥取県 ㈲上野商店 真空パック機械の導入による販売形態の拡大・販路開拓

鳥取県 ㈲新樹 弊社商品「水溶性マグマン」及び「ＢＩＥ酵母」のパッケージ変更による販路拡大

鳥取県 ㈲中の原銀嶺 メイン顧客であるスキー客・学生団体・シルバー客に対する利便性の向上および衛生環境の改善
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鳥取県 ㈲中村建装 ホームページを活用した新規顧客確保・受注拡大事業

鳥取県 ㈲堀口石材店 独自石材販売ブランド確立による新たな販売ビジネスモデルの構築

鳥取県 緑荘 グリーンシーズン売上向上のための設備改修事業

鳥取県 筧サービス 水洗トイレ・メンテナンスピットの設置による販路拡大

鳥取県 﨏田製材所 顧客ニーズに対応した製材ユニットの導入と新たな販路の開拓

島根県 (有)アグリみと ベビーリーフの新たなパッケージ開発と商品化

島根県 (有)いわいや スマートフォンや携帯電話を活用した新規顧客獲得と来店率アップへの取組み

島根県 (有)くまハウス 「特定者向けサービスのメニュー化で新規個人客の獲得」

島根県 (有)タイノス 組立て加工への進出による事業の高付加価値化

島根県 (有)ディブロ 「『石見ポーク』ブランドの豚肉及び加工食品（ソーセージ）の販路開拓」事業

島根県 (有)マルコウ 「鯖の塩辛」展開新商品の販路拡大のための自社ＨＰネット販売システムの導入事業

島根県 (有)やさか共同農場 国産有機の一味唐辛子で市場を刺激

島根県 (有)一声楼 「女性や高齢者の集客力を高めるための店舗改装」事業

島根県 (有)金城モータース 「自動車排ガス対応設備でクリーン検査を実施する」事業

島根県 (有)湖陵オートサービス 新規顧客開拓及び新規事業井広告に係るＨＰ開設・パンフレット作成事業

島根県 (有)桜江町桑茶生産組合 ネット通販のスマートフォンコマース化による若年層市場拡大事業

島根県 (有)宍道湖 パッケージ改良及び販路拡大

島根県 (有)小林建設 高度な品質管理で安全・安心な商品の提供を行う。

島根県 (有)頓原ランドリー 特殊クリーニングＨＰ導入実証事業

島根県 (有)樋野石油店 時代とニーズに合わせた対応から女性客増加へ

島根県 (有)明治舘写場 米粉を利用した新商品（新メニュー開発）

島根県 (有)木村屋 商品開発（藻塩米の米粉を使用した菓子パン、パン製品）

島根県 (有)旅館しまじ 店舗改装（障害者、ひざの悪い方向けの座敷に改良、カウンター席のイス改良）

島根県 ｃａｆｅ住留 心和む空間と地元食材が充分に堪能できるよう店舗の増改築

島根県 あたりや トイレリニューアル事業

島根県 アルプロン製薬㈱ 販路拡大の為、プロモーションビデオ制作

島根県 ｴｽﾃ･ド・ｳﾞｨﾈｰｼﾞｭ
痩身コース強化によるトータルビューティーの実現、ホームページ開設及びネット予約システム構築
による販路開拓事業

島根県 シマネヤ眼鏡店 新規顧客獲得のための店舗看板設置

島根県 そば工房　一心房 看板設置及びＨＰ整備等、情報発信環境の整備

島根県 たかまつや生花店 お花屋さんが教える花の楽しみ方「フラワー教室」プロジェクト

島根県 どぶろく工房清成 女性が思わず買いたくなる「ど・ぶ・ろ・く」の販路開拓事業

島根県 ピュアもりた２号店 新規部門（美容・ｴｽﾃ）開始による新規顧客の獲得

島根県 まるとよ商会 新規事業広告及び新規顧客開拓に係るチラシ作成・折込・配布、ＨＰ開設事業

島根県 一宮酒造有限会社 店舗改装及び看板設置による集客力の向上

島根県 柿の里 「柿木村から『ベビーしいたけ』『天然鮎の白だし』売り出し大作戦！

島根県 柿谷商店 干物販売に伴う商品パンフレット作成及びポスティング

島根県 株式会社むらたや 情緒的な付加価値の提案プロモーションによる顧客の囲い込み

島根県 ㈱奥出雲社中 宍道湖産しじみを使用したご当地ラーメン開発による新規顧客獲得

島根県 ㈱吉岡製菓 地域資源を活用した商品パッケージのデザイン改良

島根県 ㈱田中商会 中古車の需要を掘り起こしニーズに合った車を提供する事業

島根県 喫茶アスカ 看板・のぼりの設置事業

島根県 金井製菓製パン所 隠岐産品を活用した新商品開発
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島根県 金山工業株式会社 デザイン墓石の販路拡大のためのＰＲ看板設置事業

島根県 建設興業タイムス社 「建設産業イメージアップ委託による広告収入・購読者数獲得増加事業」

島根県 御菓子司　橘屋 和菓子屋のシュークリーム新商品開発による販路拡大と認知度アップ

島根県 江角自転車商会 ＩＴ化とサイクリングイベント開催による健康・元気プロジェクト

島根県 荒木建具店 木製内窓「いずもシャット」及び　「透かし入りスリット建具」販売促進事業

島根県 合同会社益田自立支援センター 農福連携によるマルシェ強化事業

島根県 佐藤酒店 店舗改装及びワイン部門強化による女性客・若年層の新規顧客開拓

島根県 秀月堂 商品開発（和菓子と洋菓子の組合せによる新商品づくり）

島根県 松島屋有限会社 少量サイズの無添加醤油及び関連製品の開発製造、販路開拓事業

島根県 常磐屋 介護用オムツの販路開拓事業

島根県 新栄寿し 客室バリアフリー化事業

島根県 西田製紙所 「手漉き和紙技術を活かしたインテリア装飾和紙の開発」

島根県 石倉水産 島根っ子牡蠣小屋

島根県 千舎の木 「十割そば」の自社製粉による「三たて」

島根県 大西電機 あなたの街の電気屋さん大西電機の「孫の手サロン」

島根県 沢田太鼓店 「ダイレクトメール配信」

島根県 知足亭 店舗の存在とランチ内容を一見して分かり易く顧客に認知してもらうためのユニーク看板の設置

島根県 地崎写真館 「スタジオ内に屋外の風景を感じるロケーションブースの設置」

島根県 長岡海事代理士事務所　小型船舶免許センター 海事代理士業務のＰＲと船舶免許更新手続き代行の顧客拡大

島根県 陶工房　美晏古 店舗誘導の仕組み作りとＨＰ開設による新規顧客の獲得

島根県 波佐産業商事 「スチーム洗浄で、車イキイキ！長生き！」事業

島根県 美容室ＡＬＯＨＡ 託児施設の広報活動強化による新規顧客拡大

島根県 風と森と水の国 新商品「クロモジの煎じ茶もち花」の商品開発及び販路開拓事業

島根県 福波物産(有) 「木材乾燥のための除湿器導入」

島根県 保険工房たなか 「気軽に立ち寄れる来店型保険ショップによる顧客開拓」事業

島根県 木村屋給食パン工場 包装紙、袋のデザイン改良による販売促進

島根県 有限会社カートピア石橋 デジタルサイネージを活用した情報発信による個人客の誘客

島根県 有限会社せと 高齢者の見守りと買い物支援、生活サポート等の新事業展開

島根県 有限会社ブライダルセンター雅 提案力・宣伝力強化のためのホームページリニューアル

島根県 有限会社フラッシュ 移転１０年記念改装リニューアルオープン事業

島根県 有限会社ミカミ 美容所登録に伴う店内設備改装

島根県 有限会社岡伊三郎商店 商品パッケージ改良及び展示商談会出展と直売店舗改装事業

島根県 有限会社海士物産 菌検査機導入による品質保証と新パンフレット配布による販促事業

島根県 有限会社岩﨑目立加工所 自社生産「インサートチップ刃」の販路開拓

島根県 有限会社竹内畳店 畳の良さを再認識するワークショップ開催と啓蒙広告展開事業

島根県 陽向 鳥取・広島方面への新規販路開拓

島根県 萬隆 「鯖寿司」の商品化及び「さざえの酒粕漬け」容器パッケージの改良開発による販路拡大事業

岡山県 BESSO　COFFEE　BEANS 珈琲マイスターの有資格者が行うコーヒーサービス事業の新規顧客向け販路開拓・拡大事業

岡山県 CAFE bird 飲食店における新たな需要獲得の為の販売促進策の展開と新メニュー開発事業

岡山県 Café　Rocky　Garden 店舗改装によるガーデン用品・花苗の販売とカフェ集客

岡山県 ｃａｆｅ＆雑貨　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 駐車場の整備（アスファルト舗装）とチラシ配布による販売促進

岡山県 ＣＬＲ 「木部の磨きサービス」の集中広報戦術で新規顧客獲得と収益改善
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岡山県 Ｆｒｉｐｏｎ＇ｓ（フリポンズ） ニーズ変化による商品構成に合わせた店舗改装で売上向上をはかる

岡山県 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ（ジェラテリア）一休 新商品「アツアツワッフル＆ジェラート」の開発と販売促進活動

岡山県 Heart　Up　World株式会社 次世代自動車の普及促進の為の魅力的なパーツ作成に係る広報活動

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ 児島ジーンズストリート発　ライダースブランド“ハイロック”の新製品開発と販路開拓

岡山県 ＨＩＲＯＭＵ株式会社 業界情報誌への広告、看板設置による販売促進事業

岡山県 Ｋｏａｒａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 真空商品の強化ともち粉パン開発で売上増加！

岡山県 Nail House VOGUE 40,50代の女性に特化したネイルサービスの販路・広報事業

岡山県 Ｎａｍｏａ株式会社 在宅医療の一環としての薬局来店困難者向け薬宅配事業

岡山県 nature hair 快適空間の提供と潜在的ニーズの掘り起こしに向けた新サービスの提案

岡山県 Ｐｒｏｆｕｍｏ 店舗改装と新メニュー開発で近隣の医療関係者の利用の拡大を図る

岡山県 Soleil Levant & Co. Barber & Apparel中村商店の商品開発とPR

岡山県 URBAN（アーバン） 自社ホームページ構築による売上増を目的としたネット戦略

岡山県 アイフィット 新事業展開に伴う広告宣伝

岡山県 アグロ厨房 「新規顧客獲得のための販促事業」

岡山県 あっとくれーん株式会社 自社製造消臭剤の広告宣伝強化による認知度向上

岡山県 イソダスタジオ “お家芸”の画像処理技術ＰＲによる地域密着型新規顧客開拓戦略

岡山県 イワモト釣具 新たなターゲット層獲得のためのホームページ（ＨＰ）開設

岡山県 エコ・ロジ　ネットワーク ＥＬＮアカデミーサービス強化と生徒増加による地域国際活性化事業

岡山県 えんどう家の漬け物 新たな顧客需要に伴う販売促進アイテムの作成と包装機の導入

岡山県 お好み工房Ｓａｎｔａ 客層の高齢化に伴う高齢者の方にやさしい店舗作りによる収益向上

岡山県 カーショップホリベ 業務用車両の販売に特化した新規店舗出店と効率的な販売促進の実施

岡山県 カフェドグラス ティータイム需要の掘り起こし及び来店頻度向上に向けた販促活動

岡山県 ガラス工房とよもと ボロシリケイトガラスを活用した新商品の開発による顧客獲得

岡山県 きびコンサルタント 不動産に関する相続や事業承継等の相談及び鑑定業務の販路拡大

岡山県 コテージ蒜山の森 蒜山高原だからこそ楽しめる体験メニューの企画と新たな販促ツールによる顧客獲得

岡山県 こぶし庵 若年層集客のための新サービス周知活動と店舗改装及びオープンテラスの増設

岡山県 コロリス自転車 海外希少ブランド車の販売に特化した「こだわり自転車の専門店」への挑戦

岡山県 サトウオートサービス 既存・新規客への出張無料点検と携帯を使った予約システムの構築

岡山県 さのや 工芸及び民芸作家の連続企画展の開催による新規顧客獲得事業

岡山県 シーズ株式会社 地元特産品の朝日米米粉を使った「たこぺい焼き」の広報

岡山県 すぎもと 料理教室開催による電化製品の販路拡大

岡山県 スケール建築設計事務所 ＤＩＹ住宅の認知度向上に向けた自社webサイトの構築

岡山県 スケンバリ　ルーチョ オリーブオイルを販促ツール・展示会を活用した販路開拓

岡山県 スマートハウス 専用測定機を使用した太陽光発電設備メンテナンス事業の広報宣伝

岡山県 チカ美容室 次世代新規顧客の獲得と快適空間での満足度向上

岡山県 ディスカウントかなみつ ネット・紙媒体を使った中古着物の認知度向上

岡山県 テスターズⅡ フィッシングプロの釣れる情報提供とＩＴを活用した来店客数の増加事業の実施

岡山県 てとてパン工房＆カフェ ダイレクトメールとホームページを活用しての認知度・集客力アップ事業

岡山県 でんきのテルテル HPのリニューアルとチラシの配布による新規客増加大作戦

岡山県 トミモト時計店 地域の需要を取り込んだ店舗経営によるシェア拡大

岡山県 バイクワールドアオキ 「原付に強い店」をＰＲする事による新規顧客の発掘・獲得事業

岡山県 パソコン教室ひだまり パソコン教室「自分史作成プログラム」で２ｋｍ以内のシニア層を呼び込む
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岡山県 パティスリーココロ ショーケースの導入及び新商品開発と新パッケージによる売上向上

岡山県 ハラ時計店　益野店 地域での認知度向上とお客様の要望を取り入れた店舗営繕の実施

岡山県 ヒューマン・リンク社労士事務所 専用ホームページを活用した広報強化による新規顧客の獲得と販路の拡大

岡山県 ファインプロジェクト 家族葬専門葬儀社としての認知度向上に向けた情報発信機能の充実

岡山県 フローレスタ株式会社 既存客の固定化及び、チラシ折込による新規顧客の獲得

岡山県 ホトトギス株式会社 卸売を対象としたブラウニーの販路開拓のためのチラシ・ＰＯＰの制作等

岡山県 まにわ日本蜜蜂企業組合 「下湯原温泉 ひまわり館」の新たなパンフレット作成事業

岡山県 マルサ醸造有限会社 土産用商品分野での新規販路開拓による販売拡大

岡山県 ミツハタアーキテクト 施工品質、低価格を実現するリフォーム事業の販売促進戦略

岡山県 ムサシ食品工業株式会社 販売実績のある赤かぶを使用した漬物による販路の拡大

岡山県 メイショクフーズ株式会社 高齢者が入りやすい店づくりと新たな高齢者層の来店、宅配事業の促進

岡山県 メグミルクステーション　ミルク.アオ 地域の生活支援ネットワークの構築とお困りごと総合窓口のPR事業

岡山県 めぐみ農園 ホームページ制作とドライ野菜の加工の開発

岡山県 ヤスダ茶香園　株式会社 『こだわり健康茶』の定期ＤＭ発送による販売促進事業

岡山県 ラグロフ設計工房 防災技術と三次元化を融合した技術の周知と広報による販路開拓

岡山県 リージョン株式会社 ウエブ、ＳＮＳ広告を活用した成功報酬式就職支援サイトのＰＲ

岡山県 リバティーブライト “ペットのプレミアムおやつ”の大都市圏への販路開拓事業

岡山県 ログペンション森の散歩 団体客を対象としたプランの新設と販促ツールを活用した商圏の拡大

岡山県 旭テックス有限会社 カキオコの包装一新とホームページ・パンフレットによる販路開拓

岡山県 磯千鳥酒造　株式会社 酒造技術を生かした栄養ドリンク『発酵力』の高年齢女性への売り込み

岡山県 岡山新堀ギター音楽院 「津山新堀ギター音楽院移転オープン」生徒募集計画

岡山県 岡﨑呉服店 ７５周年記念「和服を着て楽しむイベント」による効果的な顧客獲得

岡山県 下林農園 みかん狩りとバーベキューの魅力を発信するための販促ツール開発

岡山県 割烹さかもと 新規顧客・リピーター獲得のための店舗改装、販売促進の実施

岡山県 株式会社　ＣＫＯ スノーマシン（人工降雪機）の海外展開

岡山県 株式会社　S&A 新しいオーダーメイド・レトルトカレー販売にともなう販売促進

岡山県 株式会社　ウイル 溶射技術の認知度向上に向けた販促ツールのリニューアル

岡山県 株式会社　ナラムラ ブランド庭園の宣伝広告・庭好きが集う図書館設置による販売促進

岡山県 株式会社　マイティータイム 新感覚ティータイムの提案　～シルキーカップ試作開発と販路開拓事業～

岡山県 株式会社　ライズ 打ち上げ花火の専門技術を活かした「動物駆除花火」への展開

岡山県 株式会社　横山製麺工場 新商品「牡蠣の天ぷらうどん」を目玉商品とした広報活動

岡山県 株式会社　襟立製帽所 フルオーダー帽子とトライアルショップのPR・販売促進

岡山県 株式会社　小坂田建設 民間工事の受注拡大に向けた販促工事メニューの作成

岡山県 株式会社　城忠一商店 新ギフト商品パンフ・懸垂幕等の作成による直営店の売上拡大

岡山県 株式会社　生行建設 自然素材を活かした高性能住宅の提案による新規開拓事業

岡山県 株式会社　中尾組 地域産業資源「まこもたけ」を儲かる商品にする知名度向上計画

岡山県 株式会社　林田商会 建設機械メンテナンスの365日24時間1時間内到着対応システムの構築

岡山県 株式会社　杣 イタリアでの反応を踏まえた、国内での「箱庭」の市場開拓事業

岡山県 株式会社Ｇｌｏｂｅ ｆｉｔｎｅｓｓ ＆ ｓｔｕｄｉｏ 適正カロリー摂取で身体の内から綺麗にする健康オープンカフェ事業の展開

岡山県 株式会社Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 地域の魅力ある食材を原料にしたオリジナルパンの情報発信事業

岡山県 株式会社HAKKEIJAPAN 少子高齢化による国内需要の低下対策のための外国人旅行客誘客対策

岡山県 株式会社Wacca Farm 農場での直売交流スペース開設による個人客への販路拡大事業
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岡山県 株式会社エフピー通販 食品のパッケージ改良と広報による販売促進と売上向上

岡山県 株式会社オハヨーミルクネット 「魅力ある商品カタログの作成とカタログを活用した営業強化」

岡山県 株式会社クレソン 高齢者向け花モチーフ（花飾り）付介護シューズの試作・開発

岡山県 株式会社ターゲット ＷＥＢを活用した求人チラシ作成システムの構築（ＷＥＢサイト名称：岡山の求人チラシ特急便）

岡山県 株式会社タカハシカメラ ＬＥＤスタジオを自社導入し一般客と写真関連店への販路拡大事業

岡山県 株式会社タッチ 合同展示会ＤＯＯＲＳに出展、新規取引先獲得計画

岡山県 株式会社つながる手 介護求職者の掘り起こしとサービス告知強化事業

岡山県 株式会社ニッコーテック 医療機器製作の高精度化とリードタイム短縮による販路拡大

岡山県 株式会社ハッピーワン 介護施設の不定期送迎業務のＰＲ

岡山県 株式会社ヒーリングガーデンアイル 働く女性のための美と健康応援事業

岡山県 株式会社フリースタイル 「コスト改革を提案するパンフレット・ホームページ」の作成による事業の新展開

岡山県 株式会社ベストパートナーズ＆アソシエイツ 外航貨物保険のパンフレットの新規作成による中小企業マーケットの開拓

岡山県 株式会社みゆきやフジモト 岡山県産果物を活用した新商品の海外販路開拓事業

岡山県 株式会社リーフエッジ ヘアサロン・理容店を対象としたオリジナルブレンドティーの提案・販売

岡山県 株式会社レオ・コーポレーション 終活・遺品整理等サービスの販売促進

岡山県 株式会社岡山マルシエ 乾燥野菜「HOSHI VEGE」の備蓄非常食としての販路開拓事業

岡山県 株式会社岡山直売所ネットワーク 岡山県産果実及び農産物加工品（主に乾燥野菜）の輸出

岡山県 株式会社花きかく苑 培養土「花の素」「いちご苗」の販路拡大と増産体制の強化

岡山県 株式会社吉備の里 通信販売サイトの構築により新規顧客の獲得

岡山県 株式会社三船商店 加工ツール導入による高品質オリジナル商品の試作製造

岡山県 株式会社山陽モノレール モノレールの新しい価値の情報発信体制の強化並びに営業力アップ

岡山県 株式会社山陽農園 スマートフォン専用サイト構築による新たな販路開拓

岡山県 株式会社志学社 個人が自宅で簡単に受験できる中学生向け全国模試事業

岡山県 株式会社西日本マックス 中小企業者に特化した産業廃棄物事業のワンストップサービス事業

岡山県 株式会社大江紙器 紙製体験式玩具“知育キューブ”の販路開拓

岡山県 株式会社中国楽器 ホームページを活用した新規顧客層開拓で、教室生徒数の拡大による売上向上

岡山県 株式会社田岡仏壇店 販促パンフレットの開発による既存顧客を活用した口コミ集客強化

岡山県 株式会社麺匠かもがた本舗 自社ホームページ販売強化事業：細うどん（早ゆでうどん）専用ホームページの製作

岡山県 株式会社佛心堂 仏壇修理業の存在の周知・販路拡大事業

岡山県 喜楽 高年齢層や女性客にも快適な空間で柔らかく旨みたっぷりの「とんかつ」を提供

岡山県 喜楽 美星の魅力をＰＲする情報経営による販路開拓

岡山県 菊池酒造株式会社 菊池酒造の会社・商品案内パンフレットの作成

岡山県 吉井石油株式会社 ガソリンスタンド等の、経年地下タンクの電気防食点検業務及び修理メンテナンス事業

岡山県 居酒屋ダイニング時宝堂 野菜のカルパッチョのパック商品紹介のリーフレット作成

岡山県 共和機械 新規顧客獲得に向けた顔が見えるチラシ・ホームページの作成

岡山県 鶏尾窯 地域資源（廃材）を活用した灰釉陶器の本格作品化に伴う販売促進

岡山県 建築工房カナヤ株式会社 チャレンジショップ用古民家再生企画提案型ホームページ作成

岡山県 県北外装株式会社 別荘の管理及びメンテナンス業務の受注拡大

岡山県 原セイコー堂 低価格宝飾品（1万円以下）によるミドル層・ファミリー層向けの商品の販売

岡山県 玄米食堂　元気屋 客単価向上のための店内環境改善による販売促進

岡山県 古川酒店 店主の彫刻・木工技術を活かした「日本酒スタンド」を紹介するチラシ制作およびＰＲ

岡山県 後楽プランニング 数種類の『夜のオリジナルコース』メニューの開発とＰＲ
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岡山県 光伸電器 水回りリフォーム展示場設置とチラシ販売促進によるＰＲ事業

岡山県 工房冨岳株式会社 古民家再生・空き家リフォーム事業の拡大による新規顧客層開拓のためのホームページ作成

岡山県 江尻アルミセンター 建設関連業種から６次化産業へ、菊芋加工品の販売促進

岡山県 合同会社Ａ＆Ｍ　Ｂｒｏｏｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ 顧客ニーズに沿った新たなサービス技術の習得による新規顧客の獲得と販路拡大

岡山県 合同会社三五八 洋式トイレへの改修工事を含めた販売促進の実施

岡山県 豪渓開発株式会社 顧客の快適性を追求した洋式水洗トイレへの増改築による売上アップ

岡山県 国本クリーニング店 手仕上げ専門洗濯技術の周知による「選択される」店づくり事業

岡山県 坂手デザイン事務所 広告宣伝アイテムの充実による自社業務実績の周知と新規顧客の獲得

岡山県 坂本織物有限会社 真田紐の広域展開及び児島産業観光の集客力向上対策

岡山県 三光正宗株式会社 販売経路拡大のための取り組み

岡山県 山陽インテック株式会社 近隣住民顧客獲得のための広告塔社屋づくり及びホームページ作成事業

岡山県 山陽レジン工業株式会社 軽トラ専用ボックス『トラボ』の普及拡大を目指したホームページ製作

岡山県 志田工業株式会社 維持補修工事対応のためのシステム構築と自社のイメージアップの展開

岡山県 自活支援塾　香レント 実就労部門（サブサポート）の新規展開に向けた広告宣伝

岡山県 蒔田石材店 老舗石材店が行う注文型経営から提案型経営への移行事業

岡山県 酒のみむら 翠王リキュールの商品開発と販路拡大

岡山県 春日木工 株式会社 自社デザインのオリジナル家具のネット販売における新システム構築

岡山県 春名縫製 九州対馬地方での漁師の保有する山を利用したカキ養殖事業の提案

岡山県 小林産業株式会社 ８つ切り商品開発と“一番摘み”のネット通販・チラシで販売強化

岡山県 松尾農園 安納芋加工品の新メニュー開発事業及び販売のための店舗改装・増設計画

岡山県 上道運輸株式会社 トラックの荷台を活用した簡易イベントステージの提供

岡山県 食工房　ぶどうの木舎 岡山の食材を使ったこだわりスープ３種セット化による販売拡大

岡山県 食彩　花あかり 女性客の為のおもてなし空間の充実と集客のためのＰＲ事業

岡山県 仁科リフォーム工房 事業内容についてフォーカスを絞った広報を行うことによる販路開拓

岡山県 水島スズキ販売株式会社 女性・シニア層の方でも、入りやすく停めやすい駐車場の整備

岡山県 瀬戸内クルージング 瀬戸内牡蠣船屋～瀬戸内オイスターを食べる船旅！～

岡山県 是里建築デザイン 古い倉庫をリノベーションし、ショールーム・サロンを開設

岡山県 成田食品 よせ豆腐等の商品開発及び店舗販売、新ブランド「美人豆腐三姉妹」の開発

岡山県 西家工房 オリジナルデザイン家具の販路拡大事業

岡山県 石原田園ギャラリー 新規顧客開拓、来店促進、商品・サービスの魅力発信を目的とした広報事業

岡山県 全権興業株式会社 ジーンズの「選ぶ、飾る、組み合わせて個性を楽しむ」を提供するネットショップの構築

岡山県 総社妹尾電気工事有限会社 「困りごと解決」に特化した広告宣伝活動による新規顧客の獲得

岡山県 大釜鮮魚店 鮮魚専門店のこだわりの魚惣菜で商圏拡大と来店促進

岡山県 大福測量登記事務所 資格専門業務に周辺業務も加えたワンストップサービスの広報活動

岡山県 大﨑商店 ホンモロコの事業化による販路開拓と販売促進

岡山県 谷田　茂・手延 「麺美人」シリーズ「中華麺美人（仮名）」の販促大作戦

岡山県 池田電業株式会社 「住まいのおたすけ隊池田電業」のブランディングとサービスの訴求

岡山県 中華快席　福幸 高級志向の本格中華弁当の販路開拓

岡山県 哲西ボディーショップ デントリペアサービスの導入

岡山県 田吾作 顧客高年齢化に対応する可動式高座椅子・テーブルセットの導入

岡山県 田尻盛果園 自社ブランドの確立と販路拡大

岡山県 田村工務店　株式会社 リフォーム部門の内容を充実化させるホームページのリニューアルとそこへ誘うチラシの折込み
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岡山県 刀剣佐藤 「倉敷刀剣美術館オリジナル鑑定書事業で業界地図を塗り替える」

岡山県 同和商事株式会社 店舗改装等による紳士服「卸売業」から「小売業」への転換

岡山県 難波化繊工業株式会社 赤帽組合員向け引越用品の販売強化

岡山県 難波酒造株式会社 清酒の更なる品質向上に関する設備導入並びに全国販売用リーフレット広告作成

岡山県 二葉 教員・生徒の需要に応じたオリジナル商品の作成と販路拡大

岡山県 白菊酒造株式会社 「日本の地域文化を産業に！」　日本酒の販路開拓事業

岡山県 美作そうめん山本 和気町の地域資源である藤の色をモチーフとした「藤麺」の開発

岡山県 美容室ヘアーストーリー ビーワン美容サービス提供のためのチラシ作成

岡山県 蒜山高原ロカンダ　ピーターパン 滞在型宿泊プランと利便性向上を図る施設改善による新顧客の開拓

岡山県 福ちゃんの里ラーメン ごぼうラーメンPRによる新規顧客獲得事業

岡山県 芳原建設　株式会社 ケアマネジャー資格を生かした住宅改修サービスの商品化

岡山県 邦美丸 ホームページ・チラシ・パフレットを使った、県内外への広告宣伝

岡山県 牧山モータース 女性客を対象とした新たな販売促進と顧客管理の確立

岡山県 名刀味噌本舗 麹の活用法を伝えるパンフレット及びWebページ作成による販路拡大

岡山県 毛利織物株式会社 現物見本とインターネット写真集を駆使した畳縁の提案のための仕組みの提供

岡山県 有限会社　あおやぎ住宅 サービス内容を解りやすく描いたパンフレットの作成とホームページの開設

岡山県 有限会社　う越新 新商品「海と山の幸を活用した地元食材ドッグ」の販売促進

岡山県 有限会社　オオスミ 新商品による法人営業の強化と施設等新規顧客獲得

岡山県 有限会社　てのひらの家 介護予防等の訴求、施設の稼働状況の周知を行う、ホームページ等の作成

岡山県 有限会社　レックデザイン 高齢者同居家族、世帯同居家族向けの水まわり等のリフォーム施工の提案

岡山県 有限会社　伊丹車輌 「軽トラック」に特化した中古車販売事業による車両販売強化

岡山県 有限会社　角南組 「墓・別荘の管理に手が回らない方に建設業で培った技術力で　お役に立つ」

岡山県 有限会社　建部ヨーグルト 飲むヨーグルトの販売促進の為のＰＯＰ・チラシ・パンフレットの作成

岡山県 有限会社　坂手商店 棚田の駅　～棚田観光商社化による拠点づくり～

岡山県 有限会社　山田精肉店 店舗リニューアルと販路開拓のためのチラシ等の作成

岡山県 有限会社　宗安畳店 “畳の効能”の周知と“表替え”を核とした新規顧客獲得事業

岡山県 有限会社　小松組 住まいのインフラを維持するための窓口サービス業の訴求と販路開拓

岡山県 有限会社　小椋創建 水廻りのリフォームから攻める、メーカーとタイアップしての展示会とチラシの作成

岡山県 有限会社　植木材木店 「蒜山木工ステップアップ教室」木材店の強みを生かした参加型木工体験教室

岡山県 有限会社　食堂東山 “いざ なぎへ”顧客開拓のためのHPとパンフレット作成

岡山県 有限会社 生和ハウジング リフォームパッケージ化によるリノベーションの広報事業

岡山県 有限会社　赤木薫畳工業所 国産畳100％の良さを伝える見込客集客事業

岡山県 有限会社　中田石油店 『大釣温泉の新規顧客獲得と奥津温泉の知名度向上事業』

岡山県 有限会社　美星ミート 美星和牛を有効活用した試作品の商品化と販売促進

岡山県 有限会社　美晴旅館 閑散期の新規顧客開拓と館内ネット環境の整備で集客強化

岡山県 有限会社　鈴木建具店 デザイナーズ建具（ドア）による販路拡大事業

岡山県 有限会社　國定農産 6次化商品の統一コンセプトに基づいたパッケージ・チラシ作り

岡山県 有限会社Ｎ＆Ｋ 総合販売管理システム開発による業務効率化と売上拡大への布石

岡山県 有限会社ｎａｐ
海外販路拡大に伴う自社ウェブサイトの再構築並びに海外有名デザイナー/ショップとのダブル
ネーム推進強化

岡山県 有限会社アン企画 集客力アップによる新規顧客獲得と顧客との強い絆づくり事業

岡山県 有限会社ウカンファーマーズファクトリー 県内産果実を使ったジュースの販売拡大とホームページの改修による販路拡大

岡山県 有限会社ウサギヤ 安心・安全の憩いの場設置運営とその宣伝による顧客開拓



181

所在地 事業者名 事業名

岡山県 有限会社エムツー きものをリメイクしたカジュアルドレスの販売、レンタル

岡山県 有限会社おかもと屋 自社製せんべいの改良と販路拡大事業

岡山県 有限会社オギノ商事 大学で行われる学会・学校行事への出張販売事業による売上拡大

岡山県 有限会社キイデンキ 家電プロフェッショナルとしてスマホ等を利用した新しい住宅リフォームの提案

岡山県 有限会社シャロン 焼き菓子ギフトの増販事業

岡山県 有限会社スポーツ・ショップ・ムサシ 手もみ加工とリペアサービスのセールスプロモーション

岡山県 有限会社とみや水島 太陽光発電システムのアフターサービス充実による顧客拡大

岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 「新規フェイシャルエステの徹底PR事業」

岡山県 有限会社ファインアートかわばた 防災対策の為の膜天井普及コンペ開催、ＰＲパンフレット作成

岡山県 有限会社ぷろだくつ 知名度向上のための高感度チラシの新聞折り込み

岡山県 有限会社まるみ麹本店 お米と麹菌だけで作った甘味料の拡販

岡山県 有限会社宮雀 岡山県内の食材を使った新しい和菓子ブランドの開発と販売促進

岡山県 有限会社橋本管工事 消費者に親しみやすいロゴマークで会社の認知度を上げる

岡山県 有限会社彩ろ里工房 新規エリア拡大の為の広報誌増配とイベント企画、販促ツールの作成

岡山県 有限会社志茂建築 古里木（ふるさとぼく）住宅の商品化及びブランド化のPR事業

岡山県 有限会社写真アップル 太陽と風を感じるナチュラルフォトガーデン設置による販路拡大

岡山県 有限会社杉本呉服店 顧客カルテの作成と自社オリジナル総合カタログの作成事業

岡山県 有限会社瀬島石材工業 啓蒙活動による新規客獲得と墓地・墓石リフォーム事業の実施

岡山県 有限会社清水自動車整備 セニアカー・新サービスのPR事業による新規顧客獲得事業

岡山県 有限会社板野酒造場 新聞広告とＤＭを用いた「蔵元が作るオリジナル商品」の販売拡大

岡山県 有限会社末広商店 日々の生活や人生の節目を食で提案するための販促ツール開発

岡山県 有限会社廣安瓦建材 下請け屋根工事業から元請け太陽光発電設備販売・設置への進出

岡山県 旅館　たまや 心も身体も健康に正食料理教室セミナーの事業化で集客強化

岡山県 薔薇ｎｉｃｏ（バラニコ） 薔薇専門店の薔薇関連雑貨の新規取扱い開始を告知、販売増を行うための販促策実施

広島県 ｂｉｅｎｖｅｎｕ 働く女性客が、子供を連れて安心して通える美容院にするための店舗改装

広島県 BLANC チラシ作成、配布による新規顧客の獲得

広島県 ＣＯ－ＫＹＵ 自社ホームページの作成と情報発信による固定客の来店頻度の向上

広島県 ＤｏｇＨｏｕｓｅ・かのん 顧客満足度を向上させファン拡大を目指す！

広島県 Ｅ-lifeShop エコニコ
便利屋の販路拡大の為に、お客様にサービス内容が伝わりやすい看板設置　お客様に来店してい
ただけ、落ち着いてご提案のできる商談スペース作り

広島県 ｇｅｒａｄｅゲラーデ ＨＰ開設と照明付看板装置設置による認知度向上と販路拡大

広島県 KOH株式会社 「マリンパーク海族」の広告活動の展開

広島県 La Flor（ラ・フロール） 料理教室の開催による調理方法の指導と情報提供

広島県 Ｌｅ　Ｒｅｖｅ 未開拓の若年層をターゲットとした美容室の経営改革

広島県 lemoon　レムーン 販売促進事業（広報チラシ・DM・のぼりの制作）

広島県 Marshe 看板の設置、アイスクリームマシーンの導入

広島県 Ｍｃapartment 販売チャネルの拡大とファンづくりへの取組み

広島県 MILCO　FIL 移転に伴う店舗改装

広島県 na”ｔｔi(ナッティ） 器具を使った新パーマメニューによる新規顧客拡大の為の店舗改装

広島県 niwa no niwaデザイン事務所尾道 地域の埋もれた産業を活性化させ、全国発信する為のデザイン事業

広島県 ｐｏｏｌ　ｃａｆｅ　ＮＩＣＯ カフェスペース活用による地域住民と高齢者の憩いの場として集客取組事業

広島県 potter華苗 新サービス提供に伴う改装と、販促活動(ＤＭ・ＨＰ)の強化による新規顧客獲得

広島県 ＰＲＩＤＥ.works 新設する派遣型フィットネス事業の構築と販路開拓
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広島県 Ｒｅｎｇｅ 売上アップに繋がる「持帰りうどん」の開始

広島県 ＳＵＰＩＮ 新規顧客獲得のための運動教室ならびにセミナーの実施

広島県 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｂａｒ　ｉｌ　Ｇｉｏｒｎｏ 和食の技法で作るイタリア料理『イノベーティブイタリアン』でジビエ料理提供リストランテに刷新

広島県 Ｖｉｆ －ヴィフ－ 大人の女性をお迎えするための店舗づくり

広島県 Y’ｓ　Dining 一博 新規顧客層獲得と認知のための店舗外装と内装工事の実施

広島県 アイサポートコンサルタント 竹酢を使った商品開発のため精製装置の導入と販売体制の整備

広島県 あおやま会計事務所
あおやま会計事務所　認知度向上プログラム～効果的な広報活動等による新サービス体系の普
及促進～

広島県 アルファルーク株式会社 病院検索サイト「Clinix」の販路拡大のための販促物制作

広島県 イケサンフーズ 単身の高齢者、働く世代へ向けた惣菜の製造・販売

広島県 イシケン株式会社 オーダーメイド（受注生産）による人工羽毛「エアーフレイク」寝具のネット販売方法の構築

広島県 うちだ 太陽光発電を安価で安心して導入していただける仕組み作り

広島県 エンジェル 女性シニア層をターゲットとした昼間営業の開始と店内の環境整備

広島県 オリオンテック株式会社 商品自身の広告塔化で自然増殖型拡販システムの構築

広島県 お好み焼き仔ぐま 7大アレルギーのない広島焼きの開発

広島県 お食事処　たかさき 和式トイレから洋式トイレへ改装工事

広島県 お食事処わか葉 ホームページを活用した浮動顧客（観光客）獲得に向けた情報発信

広島県 カーラボCIC オリジナルキャンピングカーの試作による、自社サービスのPR

広島県 カグラデン 店舗改修に伴う集客力の向上とファミリー層獲得を目的とした看板メニューの開発

広島県 カットハウストミー 「顧客の美に奉仕する」店舗コンセプトによる新規出店及び販売促進

広島県 カネト水産株式会社 小売り強化に伴う「島の母ちゃんのお魚レシピ付きカタログ」の作成による販売促進力強化

広島県 カフェ＆ダイナー　島じかん テラス席の設置とトイレの洋式化

広島県 カフェ・リトルティーポット 夏季の集客率向上に向けた環境整備業

広島県 カレン有限会社 店頭アプローチ部分のバリアフリー化による売上向上

広島県 キッズパークブーフーウー 放課後小学生の学童保育と園児の延長保育の拡充のための環境整備

広島県 きはる 店舗販売体制の強化と地場産品を使った中食の開発による売上拡大

広島県 クライムＯＮＥ 店舗改装とチラシ販促による来客数と固定客の拡大

広島県 グラツィエーナ 「体に優しいパンの販売」と「心やすらぐカフェスペースの提供」

広島県 くるまや 経済性損失を解消し収益性・生産性・サービスの向上を目的とした機械設備の導入

広島県 ケーエス商会株式会社 英語で大崎上島産ブランド牡蠣を紹介するホームページの公開

広島県 コーヒーストーリー・ニシナ屋
ホームページのリニューアルによるネット通販事業の拡大と若年層への来店促進を促す自社ＰＲの
充実

広島県 こがね餅・峠の駅 餅の通販事業における売上拡大

広島県 こづた包装資材 手軽に調理できる牡蠣の電子レンジ対応調理袋の開発事業

広島県 さかと屋 仕出し部における、惣菜等の店頭販売

広島県 サクラサク 認知度向上を目的とした販促事業

広島県 サロン・ド・ジェイ 店舗改装に伴う顧客満足度アップ事業

広島県 サロンえいこ つまづき防止のための、段差解消スロープの設置

広島県 サンセリテ 体験会の開催による商品及びサービスのＰＲ

広島県 シナガワ化粧品店 ピュアウィッグ（女性用かつら）販売のための販促活動の展開

広島県 シャープ理容院 理髪店の内外装の整備と育毛事業の開始

広島県 ジンジャーダイヤモンド セミオーダーメードの生姜シロップ販売事業

広島県 セーブストア 単身高齢者のニーズに対応したカットフルーツ用冷蔵ケースの導入

広島県 タイヤコーナーシゲタ チラシ折り込みによる一般個人顧客への販促活動の展開
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広島県 ダイワ技研 粉などを高い所へ空気搬送する装置の商品化とデモ機での販路開拓

広島県 タジデンキまなぐら
販売促進効果を担った「太陽光パネル設置用カーポート式架台」の購入・設置による顧客の購買意
欲の向上

広島県 チャイサロンドラゴン 集客拡大とお客様の満足度ＵＰの為の店舗イノベーション及び新商品開発

広島県 つくし リピート率向上のための清潔感ある店舗への海藻事業

広島県 ドイグランホ ジャンボニンニクの加工施設装置による製造体制の整備および販路拡大

広島県 トイシバ電機 まちの電気屋さんが手がける安心リフォームへの取り組み

広島県 ナバラ水産 ホームページを作成し、販路の拡大を図る。

広島県 ニール英会話教室 国内で安全・安心して出来る短期語学留学システムの構築事業。

広島県 パティスリーパンセ カフェスペースの改良と駐車場のバリアフリー化事業

広島県 ひまわり衣料品店 日本三大酒処、酒都西条の日本酒を使用したご当地ラーメンの開発及び販売

広島県 フォセット 売上増と宅配店獲得を図る拡販チラシの作成

広島県 ふじサービス 認証工場認可による新規顧客の獲得並びに安心安全な車検整備

広島県 フラワーショップなかの プリザーブドフラワーを拡充するための店舗一部リニューアル

広島県 フリージーネット 独自の保守モデルの周知により、顧客開拓と販路拡大を図る事業

広島県 ブルーノート 和式トイレから洋式トイレへの改装工事

広島県 フルハウスとごち 宿泊パック業務の強化による新規女性客獲得及びリピーター客増加事業

広島県 プレシャスサービス株式会社 大人のための会員制読書ラウンジ創設事業

広島県 ヘアーサロンはらの 新サービス展開による既存客のさらなる固定化と新規客開拓

広島県 ヘアーサロン堀川 顧客満足度向上のための理容院の改装

広島県 ヘアサロン雅 頭皮・髪・身体に優しい天然ハーブ染料「ヘナ」のPRチラシ作成

広島県 へんこつ苑 葬祭会館との業務提携に向けた会館の環境整備及びパンフレットの制作

広島県 ほととぎす茶屋、仕出し岩見 湖畔の食堂と仕出しのコラボによる顧客獲得事業

広島県 ポピア 陳列棚の導入による品揃えの拡大と商品訴求力及び利便性の向上

広島県 ますはら自動車 高級車・大型車両保有者マーケットの新規開拓

広島県 むすひ お客様のニーズに合わせた店舗改装

広島県 メディカルコート株式会社 顧客管理の向上と新商品オーガニック石鹸による販路拡大

広島県 メディミール デイサービス向け松花堂弁当の開発及び商品PR、販売促進

広島県 めん長州 ＱＳＣ取組による新規顧客(若者・女性)へのアプローチ

広島県 ゆず庵 快適な店舗環境のための煙対策事業

広島県 よっちゃん豆腐店 来客対応のための衛生面強化事業

広島県 ラーメンくまごり ラーメンスープで地域事業経済活性化プロジェクト

広島県 ラヴィ　ピュール サンプル商品・サロンを活用した実体験型、販路開拓事業

広島県 リラクゼーションサロン　ＲＯＳＥ 店舗改装(エントランスの設置、トイレ設置)およびチラシ制作

広島県 リラクゼーションサロンFleur 新サービスの提供や高齢者への配慮による顧客拡大事業

広島県 レストラン花美月 テラスの客席つくり

広島県 レトワールフリヨン 広島の天然酵母パン屋「レトワールフリヨン」のブランド力向上と認知

広島県 レモン美容室 高齢者に一番優しいカット椅子兼シャンプー椅子にリニューアル

広島県 ロイヤルインテリア株式会社 ＨＰや会社案内等の有効活用で、既存客のリピート率と追加工事アップ、新規顧客の開拓事業

広島県 亜斗里絵美容室 ウッドデッキをリニューアルし、おしゃれな店作りで来店機会を増やす。

広島県 奥野建設株式会社 廃校舎を利用した陸上養殖業

広島県 岡部加工所 ニンニク玉「コツブちゃん」の消費者への訴求力・知名度アップ

広島県 下末農園 島からの贈り物　販路開拓事業～品質に徹底的にこだわったみかん～
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広島県 仮野工務店 新規受注のための広告宣伝と、子育て世代の顧客獲得のための商談スペースの設置

広島県 花ショップ　ジョリ 買物弱者に対する店舗利便性の向上による、顧客満足度の改善事業

広島県 株式会社　fUjitaya 「shikaパン」の周知と特産品を使った土産品のパッケージ改良

広島県 株式会社　ニイダ 床暖房体験ショールームカーを駆使して広報・販路拡大事業

広島県 株式会社　リバー 第2診察室の機能拡充

広島県 株式会社　太陽 施設内での制服警備業務

広島県 株式会社　大前醤油本店 商品パッケージのリニューアルによる顧客獲得・販路開拓事業

広島県 株式会社Ｃ’ｓ　ＰＯＲＴ
当社開発ツール「職業はつらつ診断」による地域密着型、不調者を出さない元気でいきいきとした
職場づくりの販路拡大と開発システムの改良

広島県 株式会社NOSON 「山菜いなりおこわ」増産による販路拡大事業

広島県 株式会社ＴＡＮＥＭＡＫＩ（たねまき） 接客力を活かした養成スクールにより、新たな顧客を創出する事業

広島県 株式会社ＴＡＸインフォメーション 販路拡大・新規顧客獲得のためのセミナーの実施とそれに伴うＨＰの改善

広島県 株式会社With rUn 全国の通信販売市場及び地元新規顧客を対象にしたリサイクル商品の販売促進

広島県 株式会社アイ・デジット パソコンサポートセンターにふさわしい店舗改装事業

広島県 株式会社アキオート 新車より安心な中古車販売店のイメージ構築と販路拡大計画

広島県 株式会社あけぼの 設計から製造までの一元管理を導入した提案型事業への取り組み

広島県 株式会社アシスター 工場へのお客様窓口を作ってのカウンセリング型販売の開始

広島県 株式会社エコデザイン工房 倉庫ショールームを活用した住宅提案会社　エコデザイン工房ブランド化事業

広島県 株式会社オーキッド向島 輸入苗木の品種改良による「淡紫色」胡蝶蘭の開発

広島県 株式会社オカムラ広告社 お客様の販促・新規開業を徹底サポート店の開設

広島県 株式会社カエルカンパニー 飲食業界で活躍する人材を育てる「メニュープランナー講座」の開設

広島県 株式会社グリーンファーム フリ×２（フリフリ）じゃがっくの開発

広島県 株式会社クローバー カーペットエクストラクター導入による新しい建物清掃サービスの提供

広島県 株式会社こでまり 地域ナンバーワンのあなご専門店になるためへの改革

広島県 株式会社サード 新たに女性客を獲得するためのブランディング向上プロジェクト

広島県 株式会社ジョイナス 営業エリア拡大に伴う新規顧客開拓のための広報事業

広島県 株式会社スタジオアングル リラクゼーションメニューの実施

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 空気清浄器の医科歯科医院に対する販路拡大推進事業

広島県 株式会社ヒグチ・ライフマネージ 女性を味方につけ販路開拓を行うチラシ作製

広島県 株式会社フレッシュライフハマ 厨房調理機器の強化により惣菜販路拡大事業

広島県 株式会社ベネフィットディバイス 顧問先コンサルティングと求職者のマッチング業種の拡大事業。

広島県 株式会社ヤスダ 通販向け商品カタログの作成による販路拡大事業

広島県 株式会社ライズコンサルタント 店舗改装による新顧客層拡充及び認知増加による売上の増加

広島県 株式会社ライフパートナーズ 個人事業主に特化した経営情報サービスの発信および保険サービスの提供

広島県 株式会社ライフハック 高品質高糖度トマトの商品販促手段の開発と販路開拓

広島県 株式会社リシェス 上顧客様限定特別ＶＩＰルーム新設　紹介ツールの作成

広島県 株式会社リピカ 「ハイガラスコートＴＨＰプロ」

広島県 株式会社芦田水道工業所 顧客満足を高める為のシステム構築と広報活動強化による売上向上

広島県 株式会社岡 看板商品「広島肉まん」の販売促進を目的とした看板等の設置

広島県 株式会社吉田屋 デジタル機器導入による「当日仕上げ」サービスの確立と販路拡大

広島県 株式会社広瀬印刷 印刷デザインのクラウドサービスと受注システムの開発

広島県 株式会社広通 身体に優しい「本格中華料理」を女性客にアピールする体制作り

広島県 株式会社高陽ドルフィン 天然水を利用したプールのＰＲ看板設置、チラシ、うちわの作成
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広島県 株式会社坂昆 新商品を開発し、ホームページ・カタログを活用した販路拡大

広島県 株式会社三洋基礎 ピュアソイル(改良土)のパンフレット作製による新規販路開拓

広島県 株式会社車のタンチ わくわく宣伝作戦　ホームページと料金表制作で修理車検の顧客開拓

広島県 株式会社小林輪栄店 第41回国際福祉機器H.C.R2014への出展による販路開拓

広島県 株式会社松尾組 「たくさん魚が釣れる蒲刈町」において観光漁船を成功させる。

広島県 株式会社食元 農業者、実需者、中間業者間の情報交流促進のための自社ＨＰ作成

広島県 株式会社西本ミシン 既存法人顧客の継続から個人向け新規顧客の販路開拓

広島県 株式会社大成自動車 『ＨＰとＤＭを活用した販路開拓と新規顧客獲得事業』

広島県 株式会社谷岡保険事務所 キッズスペースの創設

広島県 株式会社竹琳フードサプライズ テイクアウトサービスPRとリピータ客を増やす落ち着きのある店舗への改修

広島県 株式会社中野石材 ホームページ作成と広告チラシの配布事業

広島県 株式会社田村建設 お客様の多種多様な要望に対するプレゼンテーション力強化

広島県 株式会社田辺商会 農家の６次産業化

広島県 株式会社東洋建設
下請依存からの脱却
－一般客獲得へ向けた取組み－

広島県 株式会社福々庵 パッケージや販促物等を統一したトータルブランディングの実現

広島県 株式会社文宏堂 熊野筆の伝統的工芸技術を活かしたペット産業への商品販売展開

広島県 株式会社堀田組 若年層をターゲットとした民宿改修事業

広島県 株式会社本家中村屋 アグリフードＥＸＰＯへの出展による全国へのＰＲ活動

広島県 株式会社明販広島東 販路開拓・囲い込みによる売上増を目指す新サービスの動画配信

広島県 株式会社理興 若いファミリー層向けの別荘販売とチラシ作り

広島県 株式会社流通プランニング研究所
支援コンテンツの動画配信システムの構築（保有する支援ノウハウを動画で配信するための体制
整備）

広島県 岩﨑農園 瀬戸内からの届けもの　インターネットによる販売強化事業

広島県 菊屋青果
店舗の存在感改善のための外装工事
－視覚的ＰＲアップ－

広島県 居酒屋　小鰯 新商品試作開発に伴う、売上高及び来客数増加事業

広島県 京屋旅館 老朽化したトイレの改修及びバリアフリー化事業

広島県 橋本工業　有限会社 スキルマップ作成によるマルチ技術人材育成と新規雇用創出事業

広島県 建築の上野 薪の出荷準備と在庫の為の作業場兼倉庫新設及び薪割り機の導入

広島県 原商店 目指せ！買い物難民ゼロ、低温流通で安全な食材をお届けする事業

広島県 原食堂 快適空間の提供と、カフェメニューの強化による集客アップ事業

広島県 言葉のプレゼント 新たな広告手法を取り入れることによる販路拡大

広島県 御堂河内　章 来店型保険相談所の開設、運営

広島県 広島焼き鳥処よし坊 高齢者・女性客のための、ユニバーサルデザインを取り入れたトイレへの改修

広島県 高橋農機具店 農業法人等新たな顧客獲得にむけた情報発信企業

広島県 高田板金所 大崎上島の板金の伝統施工技術をＰＲするチラシ作成

広島県 三浦産業株式会社 季節感を取り込んだ販売促進事業

広島県 三国酢造株式会社 販路拡大、新規顧客獲得に向けたイベント出店計画

広島県 山みず木 快適な宿泊施設と、女将のこだわり料理で顧客増加事業

広島県 山岡税理士事務所 新しいＨＰの作成及びＨＰのキーワード広告による新規顧客拡大

広島県 山根対厳堂 各種販促ツール活用による「宮島御砂焼」の知名度ＵＰ事業

広島県 山田社会保険労務士事務所 給与計算業務拡大のためのホームページ作成による顧問先企業獲得

広島県 山尾永寿堂 商品パッケージ作成と情報発信ツールを使った販売促進

広島県 仕出し風の里株式会社 特産品販路開拓のためのネット販売システムの構築
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広島県 司工業株式会社 低騒音・低振動・小粉塵対策による販路拡大

広島県 司法書士法人武田事務所 商業施設における相続業務相談会の開催

広島県 四季乃家　彩蔵 新たな顧客を取り込むためのホームページ作成

広島県 志和住設株式会社 新規顧客を取り込む為のチラシと既存客へのＤＭの配布

広島県 児玉水道有限会社
自社業務内容及び新商品PRのためのマグネット・パンフレットの作成・配布と自社HPの制作による
販路拡大

広島県 寺岡食品有限会社 店頭での惣菜製造による賑わい創出と販売の強化

広島県 手づくり工房　はあもにい 新パッケージの導入と店舗改修事業

広島県 手打ちそば　廉 ①持ち帰り用蕎麦の製造販売開始にむけた商品開発、試作、テストマーケティング

広島県 住空間ykhome㈱ ホームページ開設による新規顧客の獲得

広島県 小林石油店 タイヤ販売強化事業

広島県 昇高建設株式会社 「わたしだけの一畳空間ＢＯＸ　」の開発及び販売促進

広島県 松浦本店 オリジナル包装紙による贈答用地元産野菜ケーキの販路拡大

広島県 松見寿し エントランス部分のバリアフリー化に伴う周辺部分のリフォーム、高齢化によるテーブル席への移行

広島県 上下美容室 高齢者が安心して利用できる快適空間づくり事業

広島県 上下鈑金塗装工業所 鈑金処理スピード向上で顧客ニーズに応える事業

広島県 上田建設株式会社 3次元CADをバージョンアップし、営業ツールに活用

広島県 新北京 サイクリストや若い家族連れなどの新規顧客の獲得

広島県 森の水株式会社 新規梱包資材の開発とホームページ改修事業

広島県 森松竹堂 WEBを活用した熟練技術の価値訴求とオリジナル和雑貨のネット販売

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 新聞折込広告での集客と観光客用無料休憩スペースの整備

広島県 清流厨房せせらぎぶんこう 増加する高齢者向けに安全なスロープへ改修し、認知度を高める

広島県 西府中屋
①"自社の強み"をＰＲした看板・テントの修理、張替事業
②陳列棚を改め、特産品コーナーを設けてのリニューアル化（改装オープンセール）
③FAX回線の追加とＥ-mail開設

広島県 青木印刷株式会社 商業印刷に特化したデジタル対応印刷の受注体制の構築

広島県 折出海産 こだわりのカキ加工品開発による販路開拓への取り組み

広島県 浅数興産有限会社 新規顧客獲得のための新規ＨＰ開設ならびに広報活動

広島県 浅野味噌株式会社 視認率と取り扱い易さを改善したパッケージの開発

広島県 素肌美容研究所ＡＮＥＡ福山 販売促進資料の作成とお試し品を活用した新規顧客獲得事業

広島県 組織行動研究所はなさくスきル 革新的人材教育サービスの実習教材開発及び全国的な販売促進

広島県 総領こんにゃく有限会社 パッケージデザインの一新による商品イメージ向上

広島県 草花咲咲
店舗改装による新規客獲得
(中国茶への無関心層)

広島県 村上内装 畳の隠れた良さを引き出すサービス事業の強化

広島県 村尾昌文堂 情報案内板の設置・チラシ作成配布による新規顧客開拓事業

広島県 多加津堂酒店有限会社 手焼きもみぢ饅頭の高津堂を浸透させるためのバリエーション拡大

広島県 大杉屋旅館 鍵のかかる個室とトイレ改修による快適な旅館づくり

広島県 大和屋製パン工場 給食ぱんラスクの製造販売における生産体制と広報戦略の強化

広島県 滝原塾 滝原塾を効果的に演出するチラシ配布戦略

広島県 谷口屋 新ブランドの販売拡大と商圏外顧客の獲得のための営業ツール制作

広島県 竹本建築 チラシ、看板、ロゴ製作による新規顧客の獲得

広島県 中間商店 地域顧客のニーズと神之瀬峡に来る観光客を取り込む為の魔法の冷凍庫設置

広島県 中台建具店 レッドキウイの商品パッケージ化と販路開拓事業

広島県 朝日堂 新商品「えびかんりとう」のラベル作成

広島県 天使のティアラ チラシ、看板設置による集客効果の拡大
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広島県 伝統工芸株式会社 自社ブランド商品の販売強化（展示会出展で販売チャンネル獲得）事業

広島県 田中酒店 広島県産日本酒及び国産ワインの販売強化に向けた店舗改装

広島県 田中陶器／明治堂 受注増を目指した広告宣伝強化事業

広島県 渡川食料品店 店頭周辺の機器強化に伴う、集客アップ事業

広島県 奴さん やすらげる店作りと効果的な広告宣伝

広島県 島田水産 自家製牡蠣を使った観光者向けの商品の開発と販路活動

広島県 堂座 食を通じて幸せを実感できる店舗づくり事業

広島県 内海園芸 特許認定「スズメバチ模造巣」量産体制確立に向けた試作品の作成

広島県 南酒店
①店舗内の床張替工事
②特産品コーナーと談話室の設置
③看板設置とリニュアルオープンセール

広島県 肉処　おおたに ”お肉屋さんのキッチン”オープン

広島県 能美運輸株式会社 荷台リニューアルへの取り組み事業

広島県 白銀 店舗のバリアフリー化と高齢者向けメニュー提供による集客事業

広島県 白虎クリーニング 洗濯代行事業を開始し、総合的クリーニングサービスを提供

広島県 髪屋のモリヤマ 安心して利用できるトータルビューティー店を目指したトイレ改修事業

広島県 板金塗装安田　株式会社 自動車修理技術を応用した金属製品修理・リメイク

広島県 美容室　リッシュ 新メニュー『まつげエクステ』の導入及び新メニュー導入に伴う店舗改装

広島県 美容室ｐａｚ  －ぱす－ 展示品の購入、及び、店舗改修（展示棚設置と試着スペースの確保）

広島県 味の店　清水屋 高齢者や女性が気軽に来店できる店舗づくり事業

広島県 有限会社　エヌ・エス・エス 新サービスの広報と新規顧客獲得事業

広島県 有限会社　なか川 首都圏進出！「瀬戸内なか川麺ブランド」プロモーション拡販実動

広島県 有限会社　ニッカン 呉とびしま海道・まるごとミカン茶の開発と販売促進

広島県 有限会社　亀山工業 空き家古民家再生・地域活性化事業

広島県 有限会社　村中紙器 呉市戦艦ヤマト・川尻筆コラボした模型の販売促進事業

広島県 有限会社　竹本住宅設備 ショールーム新設によるリフォーム需要の集客向上

広島県 有限会社　中国金型 専用の生産管理システム導入による受注損失の改善

広島県 有限会社　中野水産 想像を刺激する！わくわくおいしい牡蠣

広島県 有限会社　東山 高齢者や外国人に優しいお手洗い改修工事

広島県 有限会社　仏壇の小山 若い世代をターゲットにした販路開拓及び店舗バリアフリー化

広島県 有限会社　野田アルミ建材 窓診断による住宅の省エネと快適性向上リフォームの提案推進事業

広島県 有限会社I・K・O
～こだわりの厳選した商品を全国へ～本物志向の食材を取り扱うネット販売システムの構築による
販路拡大

広島県 有限会社アルファ企画 新デザインのバッグ、販売促進用パッケージ等の開発

広島県 有限会社いづみ旅館 店舗改装による顧客満足度のアップ

広島県 有限会社エキヤパッケージ 「あなただけの箱を一個からご提供」～オーダーメイド生産とネット販売による新たな市場の開拓～

広島県 有限会社オダデンキ 布野店、家電販売と「柱」のトータルコーディネート体制の構築

広島県 有限会社キムラ オリジナルデザイン商品を活用したプライベートブランド構築による販売促進

広島県 有限会社コスメチック園
＜事業継承した姉妹二人で造る「癒し」の新店舗で、アンチエイジングを核としたサービスの創造＞
～私たち姉妹は活力ある女性を増やすことを一緒に楽しむことで、地域一番の化粧品専門店を目
指します～

広島県 有限会社サンマルク 新商品『クリームもち』の販路拡大に向けたパッケージデザイン

広島県 有限会社シーマーケット 自社ブランド商品「けん玉関連グッズ」の本格的な販路拡大

広島県 有限会社シマタニ時計店 『しあわせの時計』　ブライダル特化プロジェクト

広島県 有限会社シャルム菊寿堂 お土産に適した新商品開発とパッケージ改良による売上拡大事業

広島県 有限会社シリウス 一般消費者向カラー選択自由な組立式スチール製ボックスの開発

広島県 有限会社すぎのや 島の居酒屋が作るジャム「生詰レモン蜜」全国販路展開事業
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広島県 有限会社セカンドグリッド 海外販売体制の構築並びに「日本茶」ブランドのブランド力向上事業

広島県 有限会社であい工房 車椅子の安全性を高めるタイヤ空気圧表示器の商品化と販路開拓

広島県 有限会社なかしま 集客力アップのためのコンビニエンスストアの改装及び案内板・のぼり旗の設置

広島県 有限会社ニューホープ総合広告 一体型展示水槽・水循環器の設備およびホームページ開設による観賞用メダカの販路拡大

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 備後地場産品の専門店としての店舗改装

広島県 有限会社パル 食品ギフト既存パッケージの改良及び新商品用のパッケージ開発

広島県 有限会社ファミリー川尻 ファミリー層取り込みのための店舗改装及び通販全国展開のためのパッケージ新装戦略

広島県 有限会社フラワーショップのうみ また来たくなる居心地の良い店舗への改修事業

広島県 有限会社フルーツランドふの
「果物お届けギフトボックス」のデザインリニューアル・小サイズギフトボックス及びチラシ・パンフレッ
ト作成

広島県 有限会社マツオカ写真 店頭看板一新による店舗イメージの明確化とその発信

広島県 有限会社みわ３７５ 個室（和室）のバリアフリー化事業（掘りごたつスタイルへの変更）

広島県 有限会社モモダ家具 リアルとネットの融合への取組み

広島県 有限会社ユニリース広島 契約につながるＨＰの製作とチラシ・広告による自社の認知度アップ

広島県 有限会社加計ダイハツ 店内設備を改善し、高齢者や女性、お子様に優しい店舗づくり

広島県 有限会社岩村もみじ屋 あんこ専門店（出来立てもみじまんじゅう）販売促進事業

広島県 有限会社吉岡自動車 ショールーム、トイレ改修を行いお客様に気持ち良く来店して頂く

広島県 有限会社吉岡鉄工所 島の鉄工所のＩＴ技術化による受注拡大事業

広島県 有限会社久井電機 高齢者顧客満足度向上のための店内改装

広島県 有限会社久保石材 トイレのモデルルーム化による販路拡大

広島県 有限会社宮本本店 五感にやさしい自然素材を活用したリフォーム事業

広島県 有限会社弓戸人形 小売事業強化及び販路拡大のための新聞広告折り込み地域の拡大

広島県 有限会社金太郎 常連顧客の利用機会を増やすための魅力アップ作戦

広島県 有限会社桑田モータース 乗用車の多様化に対応したタイヤチェンジャーの導入

広島県 有限会社恵 新商品「子育てしらす・２％塩分ちりめん」販売PR事業

広島県 有限会社向栄堂 商品個包装パッケージの研究・機能付加による製造効率の向上

広島県 有限会社広城商会 オーダーカーペットの販路拡大に向けた展示場作り

広島県 有限会社黒瀬拡商店 焼肉店が作るテイクアウト型「手作り焼肉弁当」PR事業

広島県 有限会社三浦石油 地域の安心安全を取り込み、総合的燃料サービスを提供

広島県 有限会社三協鉄工 照明（高天井用LED）取付によって細かい作業の効率化により販路拡大

広島県 有限会社三田製麺所 ラーメン店とのコラボによる新商品開発及びネット販売の構築

広島県 有限会社三田造園 ガーデンレスキュー充実化によるCS向上事業

広島県 有限会社山原印刷所 小ロット伝票印刷に絞り込んだホームページのリニューアルによる販路拡大

広島県 有限会社山崎自転車商会
新規客獲得へ向けた店舗改装
-事業承継、顧客の若返りへの取組み-

広島県 有限会社志んや 高齢者に優しいふれあい店舗作り～顧客コミュニティ及び商談エリアの設置～

広島県 有限会社小川製パン 商品品質向上のためのクリーンルーム用ビニールカーテンの購入・設置

広島県 有限会社上田瓦商店 商品展示・商談ブースの増設

広島県 有限会社森川製針 ビーズ調ガラス待針の開発と多品種少量生産・販売展開

広島県 有限会社西山水産 府中市「道の駅」基本計画に伴い本社移転による事業拡大推進事業

広島県 有限会社西部ハウジング 店舗外観の改善（のれんの新規作成）

広島県 有限会社千幸堂
子宝に恵まれるための東洋医学の知恵をまとめた小冊子並びに腸内環境をキレイにして健康増進
する快便セットのチラシの作成・配布

広島県 有限会社千代田電機サービスセンター LED照明器具への取り替え事業

広島県 有限会社中国ベティスミス 店舗改装等による店舗のイメージアップ
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広島県 有限会社中林商店 顧客ニーズに対応した加工品のＰＲと販売の強化

広島県 有限会社珍豚香クロセ 販路拡大を可能にする新メニューPR計画

広島県 有限会社坪希 高年齢者や身障者にも対応した風呂の改修に伴うリピーターの強化

広島県 有限会社田室モータース
事業承継による顧客の若返りへの取組み
－店舗外観、店舗空間の改善－

広島県 有限会社東根製作所 小型燃焼ガス生成装置のさらなる小型化への取り組み

広島県 有限会社峰和 機能性ドッグフード（犬用サプリメント）の新規製造販売

広島県 有限会社豊栄堂染工場 新規顧客獲得のための宣伝事業

広島県 有限会社木下商会 商談スペース改装による顧客サービス度向上事業

広島県 有限会社翼 自社開発商品（メイクブラシセット）の販売用チラシの作成、配布

広島県 有伸 最新技術対応。高い技術を最大限に引き出す機械装置等整備事業

広島県 里信農園 石積みかんの付加価値商品の開発事業

広島県 濱本水産株式会社 広島県産ムール貝の新商品、宮島ムールスナック「薫焼き」の開発

広島県 髙橋佛檀店 ＷＥＢと店頭でのイベントを組み合わせた新規顧客開拓事業

山口県 (株)アバンセ
肩凝り、腰痛、乾燥肌、冷え性、便秘等施術の効果的な組み合わせによる現代病軽減サービスの
確立及び提供

山口県 (株)アラドモ 知名度の向上による固定客の拡大及び生産数の増量による販路開拓を図り売上の拡大

山口県 (株)シマハラ 下請け脱却のための新市場開拓（個人客開拓）と販促ツールの製作

山口県 (株)シンラティック やまぐちブランド製品　新製品「シイの木フローリング材」の販売促進事業

山口県 (株)タクス 病院・老人福祉施設等に「優しく・美味しく・安全安心な介護食」の展開

山口県 (株)ふるや 新規顧客獲得のため、広域地域（山口・宇部地域）に配布する振袖パンフレット作成事業

山口県 (株)ユウエイ 新商品の販促のための展示会・内覧会開催及びチラシ・ポスター等の作成

山口県 (株)河原商店 ダスキンサービスマスター（お掃除部門）の新規開設

山口県 (株)熊石 来店者用トイレの設置

山口県 (株)阪本興業 官公庁及び大規模工事、営業力強化へ受注システムの構築

山口県 (株)山田写真館 農産物直売所としての新たな販売窓口・休憩所の設置

山口県 (株)川口自動車 自動車展示スペースのリニューアルによる集客力の向上と顧客獲得

山口県 (株)池田タイヤ 最新機械導入による出張作業効率の向上とエリア拡大

山口県 (株)藤屋 長期的な営業継続、また新たな顧客開拓のための店舗内・外の改装等

山口県 (株)堀江金物店 宣伝力強化事業（電光掲示板の設置による）

山口県 (株)野原石油 大型車対応型ガソリンスタンド事業

山口県 (有)アグリプラン 広告宣伝・展示会出展を活用した販売促進

山口県 (有)いいだ住宅設備 誘導看板及び自社内薪ストーブ展示室の設置、展示キャンペーン実施による販売促進

山口県 (有)うめもと化粧品店 新規顧客獲得のための店舗改装

山口県 (有)オートハンズ 新規顧客獲得のための高反応チラシ配布事業

山口県 (有)サンヨー蜂園 ホームページ制作、ネット販売で全国へ販路拡大

山口県 (有)たましげ たましげ商品のプランド化戦略による新顧客獲得事業

山口県 (有)タメシゲ 顧客サービス向上及び衛生面改善のためのトイレ改修

山口県 (有)テイクス 会社の案内看板の設置

山口県 (有)パナックいまづ 新規顧客の獲得のための広報活動並びにトイレの展示、体感による販路拡大事業

山口県 (有)パナックかわもと 年配者が楽しめる展示会の開催

山口県 (有)ふじみや 店舗（病院の売店）改装による新規顧客の獲得と集客力の向上

山口県 (有)フラワーギフト　スギモト 見せる販売、立ち止まる店舗戦略

山口県 (有)ふれ愛どうぶつ村 ドッグ介護サービス「老犬ホーム」の開始
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山口県 (有)プロジェクトぶち お店まるごと看板化プロジェクト事業

山口県 (有)モデラ 看板広告受注のためのプレゼンテーション力強化事業～マルチコプターの活用～

山口県 (有)ゆうこうはつ ウエスタンリーグ試合日程掲示板の作成

山口県 (有)らかん高原 緑に囲まれた天空バーベキューガーデンンの施工

山口県 (有)旭建設 オリジナルチラシ等による広告宣伝、集客ＵＰ事業

山口県 (有)岡崎酒造場 完全無農薬を１００％使用した新酒「志舞」の販路開拓

山口県 (有)岡﨑建設 販路開拓のためのホームページリニューアル及び販促用広告の活用

山口県 (有)沖田電機 ボイラー、洗面台、トイレ等の水回り商品販売開始に伴う展示コーナー設置・店舗改装事業

山口県 (有)吉宗デンキ商会 新規顧客獲得のための店内模様変えとチラシ配布

山口県 (有)錦ドリーム開発 野草料理のおもてなしと商店街来街者への癒しの空間の提供

山口県 (有)金子信華園 新規顧客獲得及び既存客リピート率向上のための自社看板設置

山口県 (有)兼隆水産 高齢者に優しい店舗入口及び商品陳列棚への改修工事

山口県 (有)山口アウトドアスポーツネットワーク カレー専門店を始めるための看板設置とユニフォーム製作

山口県 (有)山世水産
調理しやすく活き車えびと同等の食味を持つ冷凍くるまえび商品の開発と製造体制の確立による販
路拡大

山口県 (有)山本製材所 クラスとバック展示コ－ナ－設置による新規顧客の開拓

山口県 (有)山縣工務店 ～自然素材×健康住宅～ナチョラル＆ヘルス　新商品の開発

山口県 (有)宗本商店 新規顧客獲得のためのホームページ作成

山口県 (有)小野養豚 農業用肥料（堆肥）の個別販売

山口県 (有)松村石油 車両買取の拡充とレンタカー事業開始

山口県 (有)世山商店 最新のガス器具を使ったキッチンやガス風呂等展示コーナーの設置

山口県 (有)石河 新規顧客開拓を図るための店舗改装事業

山口県 (有)石本工務店 ホームページ作成、見学会開催、お客様用トイレの改修等の新規顧客獲得事業

山口県 (有)川田餅本舗
既存の商品パッケージ（セットから個包装）の変更と、そのＰＲに係る販促ツール（のぼり・ポスター
など）の作成

山口県 (有)大田屋 わさび醤油・粕・味噌漬け－パッケージデザイン・開発事業

山口県 (有)大畑水産 バーコード対応ラベルプリンター導入による販路開拓

山口県 (有)中央設計（森の小箱） 「店舗イメージリニューアル事業」

山口県 (有)中川建設 住宅建築リフォーム工事専用ＣＡＤシステム導入事業

山口県 (有)島田自動車 駐車場並びに中古車店スペースの整備による顧客拡大事業

山口県 (有)美装工業 ホームページ構築・パンフレット作成による販路拡大

山口県 (有)美東大理石店 子供からお年寄りまで安心して使用できるトイレの改修

山口県 (有)風の家 新商品「地鶏燻製」の販売促進及び導入サイン看板設置による新規顧客獲得による売上拡大事業

山口県 (有)福八 コロッケ新製品（７種類）のパッケージデザイン・パッケージ、容器作成事業

山口県 (有)米沢商会 店舗改装及び料理教室開催等による来店客増加促進策の実施

山口県 (有)林電気窯 店舗内にLED照明取り付け、太陽光発電設備の看板設置による省エネ、エコ化推進事業

山口県 (有)和木交通 待合室エアコン設置、改装

山口県 2ndStage（セカンドステージ） 最新機械導入による作業効率の向上でエリア拡大

山口県 ＢＥＬＬＥ 「男性エステ最新マシン導入で理容業主体から５年で売上１３８％達成」

山口県 Ｃａｆｅ　ＣＨＩＡＣＣＨＩＥＲＡ　（カフェ　キアッケラ） オリーブオイル普及のための専用売場設置・販促事業

山口県 DOG BUBBLES 高齢者とペットが共存できるやさしい店づくり事業

山口県 GOT情報サービス 観光案内アプリ開発事業（Android端末用、iOS端末用）による売上拡大

山口県 HAIR UN-FADE 新メニュー導入で客単価アップ・顧客増加へ売上の拡大

山口県 La petite mame 販売ツールの充実で売上拡大を目指す事業
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山口県 Ｌｏｃｏ　ｃａｒ　ａｕｄｉｏ　ｓｈｏｐ 自分だけの移動式オーディオルームの提案

山口県 Ｍｉｌｌｅ　Ｄｅ’ｌｉｃｅｓ 光市特産の果物を原料としたドライフルーツで作る洋菓子

山口県 ＲＩＤＥ　ＴＯＴＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ 新商品・サービス「ＲＩＤＥカスタムハーレー」開発事業

山口県 ＴＳＢ 外構・エクステリア工事の販売・施工促進を目的とする展示・接客スペースの設置

山口県 Ｙａｍａｔｏ＇ｓ　Ｗｅｂ　Ｇａｌｌｅｒｙ インターネットを使った販売及び認知・ブランディング

山口県 あじさい工房 地元産ニンニクを使ったスタミナチョコの開発

山口県 アロハオレンジ 「トイレのユニバーサル化によるリピータ獲得」事業

山口県 イッパチ 固定客リピート率アップ事業

山口県 いまい電器 お店の取扱商品やサービスを多くの人に周知する事業

山口県 ウサガワ(有) 「高級漬魚」（銀ダラ粕漬・真鯛粕漬）の全国販路開拓

山口県 うさみ労務経営事務所 〔グッド・バランス・ラボ〕コンサルティング事業の展開

山口県 ウチムラ工房 文様を取り入れた萩焼の商品開発

山口県 お好み焼き　子豚ちゃん 店舗力向上事業

山口県 カーアシスト長門 販売エリア拡大による誘導看板設置及び販促用チラシ配布による新規顧客の獲得

山口県 カジマ水産(有)
高基準の衛生管理に対応したコンテナ納品システムの導入及びネット販売用ホームページ開設に
よる販路拡大

山口県 ギフトショップせがわ 雑貨店舗の販路拡大のための取り組み

山口県 くに美容院 美容院の店舗改装による若者も入店しやすい店作り

山口県 グルーミングハウス　ランディー 広告宣伝を活用した認知度の向上と新規顧客の獲得

山口県 こじまジャム工房 看板・案内板新装・パッケージロゴ作成事業

山口県 サロンド　プチ 刺繍機、オリジナルデザインにこだわった製品の開発

山口県 サンフォト　タケノ 建築写真撮影ニーズへの対応による新規顧客の獲得

山口県 シンタニスポーツ(株) 顧客満足度向上と店のイメージアップのための紙袋等デザインの一新

山口県 すこやか整骨院
健康サポート"として当院の提供サービスを拡充。新事業分野進出と新規顧客獲得を図るための販
売促進用チラシの作成と看板の制作

山口県 スリー・ビー(株) 外装・看板の改装による新規顧客獲得

山口県 スリーウエスト商会(株) 安定的な収益を目指すための2号店出店による商圏拡大

山口県 セブン理容室 店舗入り口の改修による節電対策と分煙及びバリアフリー化

山口県 そば処　じょうじ亭 新規顧客を誘導するための広告宣伝事業

山口県 タキテクノ お客様の安心と信頼に応える地域密着型店舗のオープン

山口県 テシマ(株) 「タイ料理　KANPANISTA」の商品力（魅力・訴求力）の向上

山口県 テレサ 一人ひとりのお客様ニーズに応えるサービスと個性的な品揃えを実現する新ブランド開拓

山口県 とくぢ健康茶企業組合 販路拡大と認知度獲得のための展示商談会への出店

山口県 とくぢ味噌株式会社 販売拡大を目標とした、みそ商品パッケージの改良

山口県 ドッグビューティーワンズ 店舗を明るくするための店舗改装及びトリミング教室の環境整備事業

山口県 ナカモト薬局 自動焙煎機導入による新規顧客獲得事業

山口県 ひろや化粧品店 店舗のホスピタリティ（おもてなし）向上による新規顧客の獲得

山口県 ふじい 店内のイメージアップ戦略（顧客満足度の向上及びリピーターの確保）

山口県 フジヨネ薬局 新たな顧客層の取り組みを狙った折込チラシの作成、及び配布先の拡大

山口県 ヘア＆フェイス　ラ　ネージュ 高齢者の方も利用しやすいお店づくり事業

山口県 ペパーミント 古代米スイーツの商品開発と長州黒かしわ卵スイーツの販路拡大

山口県 ペンションホルンフェルス 　パンフレット作成事業

山口県 まほろばの里ブルーベリー 道の駅への販路拡大を図るための商品ラベル作り

山口県 マルヤマ水産有限会社 田作りの新商品開発と販売促進事業（店舗改装・商品デザインの統一）
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山口県 ミウラ時計店 店舗入り口改装事業

山口県 ミシンPIT ミシンで手作り文化を！

山口県 むつみ自動車 新規顧客の獲得とコスト削減

山口県 リリー美容室 マッサージチェアサービスによる新規顧客獲得事業

山口県 レモン食品(有) 新商品「田布施ブルーベリージュレ」の開発と販売促進事業

山口県 旭栄堂 地元産うるち米をもち米を活用した新商品開発

山口県 磯田酒店 新たな顧客層の取り込みを狙った店内改装・チラシ広告作成

山口県 一膳 トイレ改修事業～女性やシニア世代に「やさしい」お店に

山口県 欧舌 インターネット受注システムの構築

山口県 笠原養蜂園 実演イベントによるハチミツを身近な存在としてもらい、新たな顧客の獲得と販路開拓を図る

山口県 笠原養蜂場 周防大島産蜂蜜を通じた島のファンづくり事業

山口県 株式会社　帆万里 ホームページとパンフレットを活用した平日新規顧客の開拓

山口県 株式会社Ｇｅａｌ ｉＰｈｏｎｅ修理事業

山口県 株式会社インテリア紅葉 熟練社員による「輸入壁紙」の提案型営業

山口県 株式会社エボリューシュン 追加受注強化と、インターネットと会社概要作成による販路拡大

山口県 株式会社グリーンハート 栄養医学を取り入れた人間ドックの提案とヘルスツーリズムの宣伝

山口県 株式会社ヤマウチスポーツ 卓球で楽しく集える店に！

山口県 株式会社前田石油 石油定期配送の「はいたつハッチ」

山口県 株式会社村上組 新規家具販売事業のブランド構築による販路開拓

山口県 株式会社流王 巌流島飲食季節営業

山口県 丸味 トイレの和洋両式化による顧客満足度の向上

山口県 吉村商店 お客様の出入口にある広告テントを改修し、来店頻度の向上を図る

山口県 吉田畳店 折込みチラシ・販促用シールの作成による新規顧客獲得事業

山口県 吉武鮮魚店 看板改装・店舗改装によって顧客の入店、買い回り性を向上させることによる販路拡大

山口県 久庵 そば処・久庵の店名と場所を多くの人に知ってもらう

山口県 玉川プロ(株) 販路の拡大の為の防府山口センターの広報事業

山口県 熊清 知名度アップによる新規顧客獲得事業

山口県 原田丸海産(有) 惣菜製造工場の出入り口二重扉化による衛生面の強化と販路拡大

山口県 原田砂利 既存製品を改良し、コスト削減と環境に配慮した製品を作製

山口県 好月旅館 男女共用トイレの洋式化改装事業

山口県 弘中電工 知名度の向上及び提案型事業展開へ販路開拓を図り売上の拡大

山口県 江本燃料 新規顧客獲得を目的とした仕事の効率化を図るための設備導入

山口県 坂本印刷 高齢者等対応のための接客スペース設置事業

山口県 三井ヘルプ株式会社 「お父茶んへ」、「ヤーコントコロテン」の売上拡大

山口県 三家本錦月堂 新製品「べっぴんまんじゅう」の販路拡大

山口県 山根屋 バーコード対応ラベルプリンタ導入による販路開拓事業

山口県 山城屋酒造株式会社 山口の数少ない酒造会社が取り組む　自社ブランドの再構築

山口県 山田屋菓舗 真空パック機導入及び包装紙等作成事業

山口県 山醉たむら 高齢者等の集客促進のための機材導入

山口県 鹿島クリーニング デラックス仕上用平面包装機・立体包装機及び新包装紙（フィルム）の導入

山口県 室口酒店 「お家で飲もう！博配生ビール！！」

山口県 室津モータース スキャンツールを使った故障診断による顧客拡大事業
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山口県 柴田園芸 １２ヶ月を通じた花の贈答用アレンジ商品の開発と高付加価値販売

山口県 柴田祥子 相談スペースの設置・HP（ブログ）の新設・販促物の購入

山口県 若山電設 「リフォームはおまかせ」工事会社周知事業

山口県 手作りパン工房　赤い屋根 ２号店出店に伴う、販路開拓による売り上げの拡大

山口県 周東建設(株) 個人住宅広告の配布地域拡大による新規顧客獲得

山口県 周南クオーツ(株) 新規事業に伴う機械設備の導入

山口県 周南造園株式会社 造園技術を駆使したカフェ、雑貨ショップの開設

山口県 小田水産 高専生のパッケージデザインによる「山口県の水産加工物」販路開拓事業

山口県 小南ピアノ教室 自宅での事業開始に伴う看板・駐車場等設置事業

山口県 松井印刷(株) 宣伝力・営業力強化事業

山口県 松永工務店 知名度向上による販路拡大へ看板設置

山口県 植剛 植木等販売スペースの拡大・整備

山口県 食堂カフェ　ソレイネ
チラシ（フライヤー）配布及び導入サイン看板設置による新規顧客の獲得と売り上げ拡大の販売促
進

山口県 新谷酒造(株) 山口県の小さな酒造会社が生酒カテゴリーＮｏ１になるための販売促進

山口県 深まてかた売店 ベランダの改修とバーベキュー設備事業

山口県 人形のだいご 雛人形等の伝統的な商品の需要の拡大及び煩労拡大事業

山口県 杉の湯 誘導サイン（看板）の設置工事並びに休憩室の改装による集客増

山口県 瀬戸商会 子供服（ベビー用）のオリジナル商品開発と新サービスの開始

山口県 瀬田農園 新鮮果実のもち取りジュースで新規顧客の開拓を！

山口県 西村刃物店
ひとりひとりの需要に対応した修理と関連サービス及び、セルフオーダー刃物・工具等の販売の展
開

山口県 石窯パン工房BoulangerieKura サンドイッチ製造量及びカフェにおける食事提供数増加事業

山口県 積み木インテリアギャラリー 新規顧客獲得のための宣伝広告事業

山口県 赤道製畳所 琉球畳の製造による新規顧客の獲得

山口県 扇窯 新たな製品の販路創出を図るための「全国陶器市」への出展

山口県 創房いちのせ 木製の旅守印籠及びお燗器の商品開発

山口県 村中農園 新たな顧客開拓のための、観光アジサイ園の整備

山口県 村田石油店 ハイブリット車対応新サービスの提供～ハイブリット車のカーエアコンを快適に～

山口県 大津醤油(株) 事業所内販売所の設置及び集客備品装置による新規顧客獲得

山口県 中村鮮魚店 仕出し製造販売の新商品開発と販路拡大

山口県 朝日クリーニング 自動包装機、洗濯機導入による生産性向上に伴う売上増加

山口県 朝日化学クリーニング テナント出店及び広告宣伝による販路拡大で売上増加

山口県 朝日館 新規顧客獲得に向けた看板設置と高齢者にやさしい店舗づくり

山口県 長門峡　美蔵屋 直売所を兼ねた加工場開設による販路拡大と新商品開発

山口県 長野自動車 作業場拡張による新規顧客獲得事業

山口県 日本マリンフーズ(有) 新たな顧客層獲得ためのラベル製作システムの導入

山口県 柏田石材店 看板設置及び商談用事務所設置による顧客獲得事業

山口県 白法山 味噌充填機導入による増産体制の構築と商品ラベル開発

山口県 八千代酒造合名会社 商談用で使用する商材の購入と、ホームページの作成

山口県 飯田クリーニング 看板等の作成による若年層をターゲットとした広告宣伝強化事業

山口県 樋口商店 新規顧客獲得を目的とした新聞折込チラシの改良

山口県 福岡グリーンハウス
オリジナル商品袋の作成による当社の認知力の向上及び需要増に対応する自家栽培商品の生産
能力の向上

山口県 物豆奇 コナ 地産地消、オーガニックにこだわった商品販売・メニューづくり
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山口県 豊田物産(株) 写真パネル活用による集客アップ事業

山口県 味あい 店舗増築による客席、厨房の拡大

山口県 木下耕香園 店舗認知拡大のための植物展示用フェンスの設置と看板のリニューアルによる新規顧客獲得

山口県 木工房樹の助 看板設置及び外壁の塗装・格子改装と展示ルール内整備による顧客獲得事業

山口県 木舩木工所 取扱品目及び施工例をＰＲするパンフレット作り

山口県 有限会社　皇座山 人にやさしいお宿に【孫と一緒に三世代での旅行客の取り込み】

山口県 有限会社　小松 こまつ会館の新パンフレットの作成

山口県 有限会社スミヤ 全国初「珈琲の花蜜で食べる珈琲ゼリー」新開発

山口県 有限会社レンタックス 「ちょっといいな！　灯り」イベント企画

山口県 有限会社金子植物 花が枯れて土だけになった「プランターの土買い取り事業」

山口県 有限会社太陽商会 販路拡大のための新商品ＰＲの折り込みとポスティングチラシの作成

山口県 有限会社末廣 刃物メンテナンスと買回り品を集客エンジンとした新規顧客獲得とファン化

山口県 ㈲せいしん 小売店舗認知事業

山口県 ㈲ホテルニューひらお 高齢者身障者対応の会議場･レストラン改修事業

山口県 ㈲佐伯屋ホテル カラオケルームのリニューアル及びトイレ改修

山口県 ㈲樹里庵 米粉で作る菓子類（シフォンケーキ、クッキー、焼き菓子）販路拡大及び量産体制の確保

山口県 遊縁 予約システム付きホームページ作成事業

山口県 里山カフェHAKU お菓子のキャリーボックス・包装紙デザイン及び製作事業

山口県 鈴木酒店 新規顧客獲得PR事業

山口県 廣華楼 時間が経って美味くなる？プロがつくる本格中華料理の宅配事業

山口県 廣田用品店 高齢向けファッション情報交流拠点整備事業

山口県 礒金醸造工場 自社製造の醤油・味噌を使用した「飴」のパッケージデザイン強化のための改良

徳島県 ＦＡＴＥ ケミカル・メンテナンスサービス充実による新規顧客層の獲得

徳島県 アイビー 藍染ドレスによるオンリーワン商品開発とＰＲ事業

徳島県 あたぎや 新商品の開発による新規販路開拓事業

徳島県 いわさ内装 折込チラシ等の配布による個人顧客を主とした新規販路の開拓事業

徳島県 おいし工房 オリジナル商品を活用した新レシピ提案パンフレット作成事業

徳島県 おしゃれの店いながき 美顔機とチェアの高機能性を活用したフェイシャルエステ実施による新規顧客開拓

徳島県 かず接骨院
他機関と連携した交通事故サポートに関する広報事業および交通安全、自動車任意保険加入の呼
びかけ

徳島県 カフェドソワ バリアフリー化と水素水サーバーの設置による顧客拡大事業

徳島県 くるま屋ＫＡＩＦＵ 住民の不便性と売上低下を解消するパンク修理事業

徳島県 ココクラブ
・自社ホームページ作成による健康やウエルネスに感度の高い女性客への情報発信と地域におけ
る自社認知度向上事業・自社制作の認定「とくしまバーガー」の知名度向上及びテイクアウト販売に
よる売上向上事業

徳島県 シューズショップタケダ藍住店 足と靴の悩みを解決するシューフィッティングサービス拡充事業

徳島県 ちょっきん屋 20代～30代男性への抜け毛予防と育毛サービスによる新規顧客開拓事業

徳島県 つちかべ花店 新しい葬儀に取り組んで生花取引の拡大を図る事業

徳島県 デンタルサイドコバヤシ スマートフォンサイト構築による顧客の利便性向上

徳島県 とらや 徳島県の名産「鳴門金時」と「和三盆糖」を使用した新しい菓子の製造。

徳島県 なかのファーム 手作り感いっぱいのパッケージ、ホームページ作成事業

徳島県 ハイメール化成株式会社 ＰＰフィルム袋の片面穴あけ加工による高度な顧客ニーズへの対応

徳島県 ハッティーナーク 伝統が引き継がれる藍でつくる石けんの開発及び自社ＨＰ開設事業

徳島県 はるる亭 高齢者・女性グループ新規顧客層拡大の為の和式トイレの改善

徳島県 ヒーリングサロン　クレール ブライダルエステによる「美しい女性」への誘客アプローチ事業
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徳島県 ヘアーサロン　クレール 理容技術を活かした女性向けメニューと癒し空間による新規客獲得事業

徳島県 マエダフード 高齢者対応型スーパーへの転身と地域の高齢者ニーズ対応

徳島県 マスイ時計店 新聞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

徳島県 もりもと美容室 リラクゼーション事業への取り組みによる経営力強化事業

徳島県 ヤマザキショップ　尾形酒店 単身高齢者世帯への御用聞きサービス強化による「買い物弱者対策」貢献事業

徳島県 わじき温泉 自社ホームページによる予約システムの構築とサービス商品の周知

徳島県 井関製菓 新商品取扱い並びに販売による販路拡大・売上増加

徳島県 岡本製麺　株式会社 各種展示会・商品発表会への出展による新規顧客の開拓

徳島県 株式会社　
アモウプロジェクト 高齢者を対象としたエクササイズスタジオ運営による健康、福祉増進事業

徳島県 株式会社　
那賀ベジタブル 自社、工場野菜の優良性をＰＲする為のパッケージ、販促物の作成

徳島県 株式会社　ＬＯＯＫ 店舗ブランド化推進と戦略的なプロモーション活動による市場浸透・新規顧客開拓事業

徳島県 株式会社　TEAPARTY
「紅茶に興味がない消費者が手に取りやすい、高級感と親しみのあるパッケージ開発」　「四国、近
畿、中国地方における宣伝広告」

徳島県 株式会社　オーム技研 販路開拓のための自社ＨＰ構築事業

徳島県 株式会社　岡本建設 地域での認知度を向上させ、住宅を販売・促進するための広報活動

徳島県 株式会社　高鉾建設 上勝町産米による高価格帯焼酎の開発販売と、これに伴う雇用

徳島県 株式会社
住友ジィーユー 新商材の優位性とコーディネート力ＰＲによる新規顧客獲得事業

徳島県 株式会社エーシーネット お見合いサービスホームページ等作成（特設サイト・パンフレットの作成）

徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所 半自動竹粉作製装置の開発、及びその販売促進活動

徳島県 株式会社茜庵 徳島地産の“和三盆糖”を使った一口羊羹「和三玉（わさんたま）」の改良新発売

徳島県 株式会社菜々屋 オリジナルパッケージサービス／野菜の中身見える化サービス

徳島県 居酒屋　八ん茶屋 足の負担を軽減した掘りごたつの整備による販路拡大事業

徳島県 犬伏製薬株式会社 「敬震丹」有効症例収集＆営業ツール作成と展示会での新規開拓

徳島県 公文式阿波はやし教室 子育て応援プログラム（ベビークモン）への取組

徳島県 合同会社　大西陶器 店舗移転に伴う認知度向上、集客事業

徳島県 阪東食品 有機栽培農産物による新商品開発

徳島県 三芳菊酒造株式会社 首都圏、海外向けブランドの開発及び営業アイテムの作成

徳島県 小川屋食堂 厨房器具導入による製造能力のアップと販促用チラシの作成、配布

徳島県 小林洋服店 障害者の来店を促すためのトイレ改修工事

徳島県 上野写真館 衣装展示スペースの改装によるサービス向上と販路拡大

徳島県 舛屋 自社ホームページ開設による販路拡大

徳島県 前松堂 和洋を融合した新商品開発による来店客数の増加と新規顧客開拓事業

徳島県 中央環境クリーン株式会社 人と環境に優しい安心工法を用いた害虫駆除サービスの認知度向上と販路開拓

徳島県 猪井商店 新商品開発と若年層向けパッケージ開発による新規顧客開拓事業

徳島県 長浜プラスチック　工業株式会社 バイオマスプラスチック製品製造ＰＲおよび販路拡大のためのツール製作

徳島県 田島テクニカ　株式会社 初の試みである自社ブランド「ＣＯＤＤＬＥ（コドル）」の販路拡大・販売促進

徳島県 東野リキュール製造場 若者をターゲットとした新銘柄梅酒投入による販路拡大

徳島県 日の出楼支店 商品改良及びギフト商品化による通年販売と新たなファン作り

徳島県 八千代薬局 健康食品・特定保健食品取り扱いによる新規顧客開拓事業

徳島県 尾花食品 簡単・健康志向にかなう　なた豆茶の開発

徳島県 尾形鉄工 首都圏の空白マーケットにおける建築業務獲得のための設備導入

徳島県 浜吉水産 天然真鯛燻製を使った贈答用の鯛飯キットの開発

徳島県 片山石油 新たな付加価値サービスに伴う接客ショールームの新設
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徳島県 民宿うり坊 食肉用スライサーの導入

徳島県 牟岐55ラーメン ファミリー層集客のためのＰＲ活動

徳島県 明日華ガーデンショップ こだわりの産直市事業による新規顧客開拓事業

徳島県 木内商事株式会社 新規チラシ広告による販路開拓事業

徳島県 薬のかわむら 健康創造時代のカウンセリングによる新顧客を増やすPR事業

徳島県 有限会社　かやの 幅広い年代の顧客層獲得の為の店舗改装（バリアフリー化）

徳島県 有限会社 ソニックプラン 創業支援チーム「パートナーズ」設立に伴うＰＲ事業

徳島県 有限会社　たかはし ネイル事業の展開と美容メニューによる経営力強化事業

徳島県 有限会社　ふじわら 和式トイレのバリアフリー化と料理パンフレット作成による販路拡大事業

徳島県 有限会社　岡野商会 新規顧客獲得とロイヤルカスタマー化のためのプロモーション活動

徳島県 有限会社　岡萬寝具店 高齢者に配慮した販促チラシによる新規顧客開拓事業

徳島県 有限会社　高志硝子建材 硝子屋のイメージを払拭、総合メンテナンス企業への飛躍

徳島県 有限会社　三和 手造り冷凍惣菜を使用した新メニュー開発及び新規顧客開拓

徳島県 有限会社　勝栄 環境に配慮した戻しコン（余ったコンクリート）の再利用事業

徳島県 有限会社　浅野掛軸店 店舗紹介を兼ねたネット販売システムの構築と英語コンテンツの作成事業

徳島県 有限会社　大丸 インテリア部門の新設に伴う店舗のブランド化と新規顧客獲得事業

徳島県 有限会社　白滝製麺 アニメを用いたパッケージ改良による観光土産に特化した商品の開発

徳島県 有限会社　浜口薬局 空白地帯でのフェイシャルサロン展開事業

徳島県 有限会社　北室白扇 工場見学者増加のためのトイレ施設整備事業

徳島県 有限会社　倭麺工房 温素麺（にゅうめん）レシピ等提案による冬季贈答品顧客市場の開拓

徳島県 有限会社
プラスパーアクタス オゾン脱臭装置導入による車内環境快適化事業及び広報ツールの整備による新規顧客開拓

徳島県 有限会社
徳島ネットコム 行政機関受託業務から一般消費者向け業務への新市場開拓事業

徳島県 有限会社カメラのクワハラ 店舗敷地内屋外スタジオ新設事業

徳島県 有限会社ハス商会 新商品開発による新規顧客開拓及び英語・中国語オンラインショップ構築によるグローバル対応

徳島県 有限会社菓子工房いぬい 土産物への進出による経営基盤の拡大

徳島県 有限会社前田食糧 中京・関西圏への戦略的ポスティングによる販路拡大

徳島県 有限会社和田の屋 徳島の名所化に向けたＨＰ作成、パッケージデザインの一新・広報

香川県 ＨＯＴ.ＳＨＯＰ たかの 店内滞留時間の延長と新規顧客の獲得を目指した「イートインコーナー」「厨房設備」の導入

香川県 K2 works コンビニエンスストアとの一体化による、新規顧客の獲得事業。

香川県 ＳＵＮ　ＧＡＲＡＧＥ 個人顧客の獲得、および出張サービスの導入による、新たな自動車・船舶塗装、コーティング事業

香川県 ＴＩＫ株式会社 貸し手と借り手の想いをつなぐ街中古民家再生プロジェクトＰＲ事業

香川県 アップル不動産 新規創業による知名度向上のためのP

香川県 うつみ化粧品店 化粧品店がカルチャースペースを併設することによる新規顧客開拓

香川県 カーショップ　ケーズ
一般の方へのレンタカー事業だけでなく中古車販売業者、修理業者へのレンタル事業開設の申請
をして認可を受けたところである。

香川県 カガワモータース 新規顧客獲得のための展示会の開催とその広告宣伝の実施

香川県 サヌキ結願亭株式会社 食品バイヤー対象『フードセレクション』への出展による販路開拓

香川県 サントラベラーズサービス有限会社 行ってみよう！やってみよう！シルバーエイジ感動再体験！

香川県 ジェイカレント宇多津 自社オリジナル商品の認知度向上並びにネット販売システムの構築

香川県 ジェラートCaju×果樹 神戸での販路開拓事業

香川県 すまいる学習塾 「勉強の苦手な子も通える塾」という認知度を上げる広報活動

香川県 ダイエークリーニング 洋服のリフォームメニューの充実と靴クリーニングの技術の習得

香川県 タカノ石産有限会社 墓石の小売売上高向上のための情報発信事業
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香川県 トートコーヒー 出張型エスプレッソ販売の展開による売上の向上事業

香川県 プティ美容室 お客様の美の追求と快適な空間を総合プロデュースします

香川県 マナベ自動車相談所 山間過疎地域に適応した集客力のある中古車展示場づくり

香川県 ミキロン株式会社 身近な暮らしのパートナーショップ展開

香川県 メガネのヨシダ 高齢者の利便性を図る為の無料送迎サービス、出張補聴器相談会の実施

香川県 井下ふとん店 売上向上の為の店舗レイアウトの変更、看板の設置、販促物の作成、配布。

香川県 菓子処　坂口屋 地域初の土産商品を開発！安心、安全な和菓子の提供！

香川県 株式会社　エイデン バーチャル四国88ヶ所歩き遍路『お遍路さん』販路拡大

香川県 株式会社 スカイテクノス 洗浄作業における衛生・安全面の強化のための設備導入による販路開拓

香川県 株式会社　ハーテイ お土産品（生うどん）の新商品開発・デザイナーによる斬新なデザインのパッケージ創り

香川県 株式会社　ミゾブチ家具 「古い時代の家具店からの脱却事業」

香川県 株式会社　ヤマジ 山間部の電気店に特化したエコ事業領域のＰＲ

香川県 株式会社　白鳥どうぶつ園 アフリカ大陸発！青白き珍鳥参上！！

香川県 株式会社 麺アートワーク アウトサイダーアートのＰＲと販売促進事業

香川県 株式会社エバーグレイス・かわにし　 新規顧客獲得およびｋｉｚｕｎａ(絆）顧客創造事業

香川県 株式会社エフディアイ 自社で開発・製造・販売を行うバウムクーヘンのブランド促進

香川県 株式会社お寿美 お好み焼き　お寿美ブランドの復活

香川県 株式会社かめびし 「和のビザでのおもてなし」を実現可能にする地元産品と連携した6次産業化事業

香川県 株式会社くらしエージェント 日本に普及していないエージェントサービスの存在や価値、具体的な内容を広報

香川県 株式会社サンクラッド 通販サイトの構築及び機会ロス減少のための店舗改装

香川県 株式会社セカンドブレイン 中古ワンルームマンション“リノベーション”による販売促進事業

香川県 株式会社ミスター・クリーン 地域密着を目指した個人顧客新規開拓

香川県 株式会社ムムム自然栽培農場 株式会社アミノアップ化学が独自に技術、オリゴノールを使用したサプリメントの販売

香川県 株式会社メトス プランニング お客様が使える薪ストーブ体験型住空間を新設・四国№1店奪取事業

香川県 株式会社リバートップ 売上向上と在庫の充実の好循環を生み出す来店客増加プロジェクト

香川県 株式会社三豊印刷 小部数、短納期、高品質、名刺（カード）印刷技術を活用した販路拡大

香川県 株式会社請川窯業
地域の町並みにマッチしたファンタジア瓦の混ぜ葺きを勧めるパンフレットの作成・ダイレクトメール
を利用したパンフレット・見本の配布による営業活動

香川県 株式会社大地の響 新規顧客獲得！地元地域での認知度アップを図るＰＲ事業

香川県 株式会社島色工務店 ホームページ・広告によるＰＲで売上ＵＰ

香川県 株式会社藤田製作所 大型部品の精密測定及び応援加工のＰＲ事業

香川県 株式会社白志工業 サンプル展示及び提案型商談スペースの設置による、一般顧客への販路開拓

香川県 株式会社木村呉服店 裾上げ専用の工業用ミシン導入による即納希望顧客の開拓

香川県 株式会社杢創社 無垢材挽き板エンジニアリングウッド商品群によるブランド化「Ａｒｉａ＆Ａｕｒａ」

香川県 釜出しさぬきうどん　めん一 バリアフリー化等の店舗改装

香川県 丸亀被服株式会社 理美容業界の展示会に出展し、弊社製品クールクロスをＰＲする

香川県 吉川和良税理士事務所 相続税概算計算の個人向けＨＰ作成等による相続サポート

香川県 犬床屋 犬床屋　新メニュー開発及び広告戦略による売上増加事業

香川県 合資会社　ヴァンキャトル・ウ リピーター定着のための設備強化、広告力アップ

香川県 佐倉自動車 高齢者層の来店頻度を高めるための店舗改装事業

香川県 桜の内助六商店合同会社 まんのう町の新鮮野菜を活用した惣菜類の製造とその販路開拓

香川県 山地種苗店 産直市への店舗拡大に伴う周知および商品力の強化

香川県 四国システム印刷株式会社 オンデマンドプリンタを活用した新サービスの導入
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香川県 十鳥建築 ゼロ・エネルギー住宅の認知度向上と自社商品の販路開拓

香川県 上戸うどん店 自社オリジナルの「おみやげ用いりこだし」の開発と直販事業の事業構築

香川県 森江綜合法務コンサルティング 行政書士合格ネット塾・半サラ起業ネット塾

香川県 水口商店 店舗改装（飲食スペースの整備）による販路拡大

香川県 生新　株式会社 新規ブランド開設においての展示会出展と広告宣伝事業

香川県 西部製綿株式会社 メディアミックスによる『快眠』ベッドマットレスの販売促進

香川県 千葉生花店 移動販売事業の実施とそのＰＲ事業

香川県 蔵の市場 広報チラシの作成による認知度の向上

香川県 大塩水産株式会社 商品を案内し、販売を行う自社サイトの構築による小売部門の拡大。

香川県 美容室　中村屋
高付加価値施術のヘッドスパ、ネイル、エステなどを併設したワンストップサービスのトータルビュー
ティ志向型美容サロン

香川県 冨士製綿　ねむたや ニーズにマッチ　検索でヒットするホームページ作成

香川県 豊栄舎 電飾看板の設置による来店客に技術と高品質及び店舗所在を効果的な広報事業

香川県 有限会社　アーネスト 販売促進ツール作成による新規顧客の獲得

香川県 有限会社　グッドワーク 「デコだん」の製品開発及び宣伝広告による販路開拓事業

香川県 有限会社　はれ工房 来店型店舗機能整備事業（福祉車両対応型来店者駐車場整備）

香川県 有限会社　ブリード 自社商品のＰＲ媒体の作成・配布による通販事業の拡大施策

香川県 有限会社　マサゴ商店 店頭及び、通信販売の販売促進強化事業

香川県 有限会社　みゆき ＨＰ作成による顧客獲得から売り上げ倍増へ

香川県 有限会社　ヤマショウ 設備改良による生産能力の向上と店内販売用展示台の新設等による販売拡大事業

香川県 有限会社　やま屋 新規顧客の獲得を目的とした着付教室の周知事業

香川県 有限会社　宮本鉄工所
「車庫屋」ブランド構築のための広報事業
広報事業から契約への実現を目指した顧客サービス、応対力強化事業

香川県 有限会社　合田ふとん店 「リラックス＆スリープ」というコンセプトに沿った店づくり

香川県 有限会社　川西商店 贈って楽しい　もらって嬉しい　カワイイ小さなお米　の開発物語

香川県 有限会社　川北縫製 Web広告による自社ブランドのPR

香川県 有限会社　大林モータース 新規顧客獲得のため認知度の向上と入りやすく居心地の良い店作り

香川県 有限会社　中川産商 新規資材管理室の設置

香川県 有限会社　巴堂 和田邦坊デザインの有効活用による、巴堂ブランド力向上事業

香川県 有限会社　薄谷写真館 ビッグにびっくりフェイスブック誘導型差替看板による認知度アップ

香川県 有限会社　味処赤松 新メニューの開発・改善及び売上拡大のための広告宣伝

香川県 有限会社　矢野鉄工 新規取引先の確保のための自社技術のアピール事業

香川県 有限会社　油屋本店 足もとは、元気のバロメータープロジェクト

香川県 有限会社　詫間水産 白だしと地域の農産物を活用した「いりこ白だし餅」の開発・製造・販売について

香川県 有限会社ケーアンドケーカンパニー リフォームコニー「キッチンスタジオ」広告宣伝

香川県 有限会社ごぱん ケーキ類（生菓子）と惣菜系パンの新商品開発・販売

香川県 有限会社たなか
タブレット・スマートフォン・ゲーム機等、子どものネット環境に安心・安全を提供するサービスの展
開

香川県 有限会社とくしげ 中高年ニーズに対応した宴会椅子席の導入

香川県 有限会社はしかた書店 自社の事業内容を簡易に明示し購入決定対象者への認知度向上事業

香川県 有限会社ロワール商事 メイドインジャパンのオリジナルテキスタイル・デザイン

香川県 有限会社宮本合金 香川県伝統工芸品「獅子の鉦」県外周知販路開拓事業

香川県 有限会社高木果実店 地産地消　〝さぬき讃フルーツ〟普及の為の看板工事

香川県 有限会社合田平三商店 お土産用乾麺うどんセットの開発・製造・販売

香川県 有限会社今屋老舗 水出し番茶に特化したホームページの作成
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香川県 有限会社山本縫製工場 建設業・農業等の熱中症対策商品「サマーベスト」の販売促進事業

香川県 有限会社寿司伝 坂出ブランドの素材を使った弁当・寿司の店頭販売ブースの新設

香川県 有限会社盛 お土産に、絶対！欲しい！買いたい！讃岐ラーメン。

香川県 有限会社田中ふとん店 「眠りの専門店」をコンセプトにした事業展開へのテスト調査

愛媛県 ＡＢＣ　Ｒａｉｎｂｏｗ＋Ｓｔｕｄｙ 新規顧客層を定めた体験キャンペーンの展開により販路拡大事業

愛媛県 Ａｌｂｅｒｏ プレミアムトリートメント・スカルプケアヘッドスパの提案

愛媛県 BARBERSHOP加藤 ヘッドスパ、ヘアートリートメント、女性顔剃りエステ等新サービスの提供

愛媛県 café れぷれ ソフトクリームマシン導入によるスイーツメニューの充実

愛媛県 ｃｏｓｈａ ポーターズペイント体験イベントの開催

愛媛県 Ｓａ－Ｒａｈ 定番服とコーディネートできるデザインの服やアレンジの服作り

愛媛県 ＴＯＰＡＺ　（トパズ） たもぎたけの全国への販路拡大

愛媛県 いろは工務店 窓からできる省エネ工事で快適住まいを手に入れよう

愛媛県 かどや パッケージデザインを刷新した包装箱の制作

愛媛県 サンエレクトロニクス株式会社 デコレーションキャンドルの開発事業

愛媛県 たかむら 地域に優しい店舗改装と、人が集まる場所づくり

愛媛県 ととや 「お一人様」と「宴会」のお客様の増加

愛媛県 どぶろく工房・農家レストラン由紀っ子
どぶろくの生産量向上、戦略拠点である農家レストランの快適空間化、HPやチラシによる販路開拓
事業

愛媛県 ナカサカ電機 店内LED化及び商品展示ブース増設

愛媛県 ノエビア　生名厳島 店舗改装によるエステルームの新設

愛媛県 ファミリーファッションおだ 店内照明のLED証明への改修

愛媛県 フローリストやまおか LED電気照明設置における店舗改装

愛媛県 みやせスポーツ 自社刺繍によるオリジナル商品提供に伴う販路開拓

愛媛県 めん坊 地域ニーズに対応した堀コタツリフォーム

愛媛県 リリーフ 忙しい女性を応援するための時短美「エステ・ネイル融合事業」

愛媛県 ログハウス弓削 ギフト商品の販売強化

愛媛県 菓舗「つきや」 商品訴求力アップに為の広告アイテム作成

愛媛県 株式会社　ナガオカ 「ゆびしょうゆさし」の宣伝及び販路拡大と、新商品（徳利）開発

愛媛県 株式会社　昆布森 販路開大のため新規開拓を推進し売上増加を目指す

愛媛県 株式会社　新和自動車 AT/CVTオイル交換サービスの提供

愛媛県 株式会社　木遊舎 自然環境に配慮した木工品をより多くのユーザーへ

愛媛県 株式会社ＣＯＣＯユニオン シニア世代の写真需要の確保　～あなたを１０歳若く美しく撮りましょう～

愛媛県 株式会社ＳＯＵＮＤ　ＧＡＲＤＥＮ うれしい！たのしい！こどもの音楽教室「こどもウレタノ！」

愛媛県 株式会社ウイン・ドゥ 東予地方の農水産品・加工品を、自店舗ブランド（プライベートブランド）商品として開発、販売促進

愛媛県 株式会社エルパティオ ママセレクトお中元カタログ製作ならびに自社ブランド立ち上げ

愛媛県 株式会社オトガ 弊社オリジナル「熱中飴・しおとあめ（仮名）」販路開拓事業

愛媛県 株式会社くわばら ヤングミセスやミセスを中心とした未来の常連客になり得る新規客の獲得

愛媛県 株式会社ケイ・アイ・エル 食品微生物検査機器導入

愛媛県 株式会社しまなみコットンファーム 展示会出展での販路拡大事業　新製品の開発　販促用ＰＲ

愛媛県 株式会社つくる レンタルボート開業に伴うHPリニューアル

愛媛県 株式会社ひめ美じん 愛媛県産の温州ミカンのエキスを使った新商品クリームの販路拡大と広報事業

愛媛県 株式会社モトムラ商業建築事務所 地産地消をアピールする大型看板の設置

愛媛県 株式会社一笑堂 販路拡大のための工場見学と新商品開発
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愛媛県 株式会社五十崎社中 手漉き和紙を使った新しいデザイン文具開発

愛媛県 株式会社寿住宅 ㈱寿住宅ホームページのリニューアル

愛媛県 株式会社水口自動車 ホームページ作成事業

愛媛県 株式会社八久茂 新商品の開発に伴うメニュー及びメニュー表の改定と仕出し部門の強化

愛媛県 季節料理　小福 トイレの洋式化による環境整備

愛媛県 宮内無線 快適な来店環境の整備と商談における資料提供や作成のスピードアップ

愛媛県 暁　工　房 真珠製品のプライベートブランドの立ち上げ事業

愛媛県 建築屋　ふじはた 販路拡大と新製品アピール事業

愛媛県 工房夢ふう染 ロゴマークの変更に伴うチラシ作成事業

愛媛県 合同会社Frea オートコールシステムの導入

愛媛県 三幸食堂 宴会客増加のための和式トイレから洋式トイレへの改修

愛媛県 三侊スタジオ 出張フォトサービス

愛媛県 山口自動車商会 故障診断機の導入による自社の技術力向上と修理等の迅速化によるアピール力強化

愛媛県 四季香るｄｉｎｉｎｇ　たきざわ 外国人観光客向けのメニュー開発とメニュー表の作成

愛媛県 酒ダイニング　つじ丸 団体客及び幅広い年代層の集客を図るための店舗設備の充実

愛媛県 小笠原写真館株式会社 縮小する記念撮影マーケットに対し「親孝行マーケットの創造による売上アップ」を図る

愛媛県 上島モータース 照明器具LED化等による店内環境の改善

愛媛県 大本衣料品店 進物用パッケージ改良による販路拡大

愛媛県 谷本スポーツ 健康志向のスポーツ愛好者の新規獲得に向けた店舗改装

愛媛県 中谷モータース アコーディオンブースを使った単能機塗装対応による顧客獲得

愛媛県 鉄板焼き　火ダルマ 「愛媛・松山代表」として自社オリジナル商品を日本全国へ

愛媛県 東温自動車交通　有限会社 旅客運行の安全対策強化と利用者の利便性の向上による顧客満足度向上策

愛媛県 陶彩窯 砥部焼窯元「陶彩窯ホームページ」作成並びに新商品試験試作機械設置事業

愛媛県 日輪養魚　有限会社 包装資材の改良

愛媛県 富久精工株式会社 NC複合旋盤による金属加工工程の研究開発

愛媛県 民宿　来楽苦 製麺機及びのぼりの導入、看板の設置

愛媛県 有限会社　宇和モータース ATF・CVTFチェンジャー購入による乗用車の入庫台数の増加

愛媛県 有限会社　樫田自動車商会 新型ライトテスターを使った車検バリエーション拡充による新規顧客開拓

愛媛県 有限会社　環境整備センター 排水管洗管による顧客ニーズへの対応と新規販路開拓事業

愛媛県 有限会社　幸田石油店 快適カーライフサービス提供による販路開拓

愛媛県 有限会社　将輝 新規顧客開拓用チラシの作成

愛媛県 有限会社　城川モータース 新型ライトテスター購入による最新車両への車検対応

愛媛県 有限会社　兵頭商店 地元産の米粉、独自ブランドの米粉等の新商品製造開発での販路開拓

愛媛県 有限会社　堀田青果 県産ブラッドオレンジジュース販売開始に伴う広告宣伝強化

愛媛県 有限会社コロナ音響社
既設展示スペースを高齢化に対応した体験・体感できるショールーム化によるトータル電化サポー
ト事業

愛媛県 有限会社スタイリッシュガーデンみたか 「しまの　和」　結婚　－幸せになろうプロジェクト－

愛媛県 有限会社ヤマイチ 販売促進PR「SNS並びに口コミ」事業

愛媛県 有限会社ワイヤレス南海 キーワード広告の導入

愛媛県 有限会社宮内サービスセンター 新型検査機器を使った新サービス提供に伴う顧客獲得

愛媛県 有限会社佐伯モータース 地域ニーズに呼応した自転車専用部門の立ち上げと新規顧客の獲得

愛媛県 有限会社上野サイクル スポーツ自転車のトータルコーディネイトができるディスプレイ

愛媛県 有限会社川﨑屋 トイレの洋式化による環境整備
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愛媛県 有限会社沢田酒店 コーヒー、紅茶の販売と新規顧客獲得のための販促強化

愛媛県 有限会社里精工 最新式ホルダセットと自動プログラミングソフト導入による高精度加工とリードタイムの短縮

愛媛県 焙煎珈房ＮＯＮＡＫＡ 認知度ＵＰの為の自家焙煎珈琲ドリップパック・リキッドベース開発

高知県 (有)高知熱帯魚サービス 宅配サービスの拡充と観光客向けの商品開発による販路拡大事業

高知県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｒｏｏｍ　いるかのジャンプ 外遊びイベントの実施による集客力強化

高知県 アイ・プランニング合同会社 農業ビジネス（中規模流通）

高知県 ウェアプリントショップ　ぷりん太 冬物ウェアの品ぞろえと、交果的ＰＲ方法の確立

高知県 エクスガーデンズ エクステリア展示場への集客を図るための効果的ＰＲ

高知県 おそうじ本舗　高知朝倉店 『町のおそうじ屋さん』販路開拓事業

高知県 オフィスニシムラ EC運用簡略化を目的とした、EC運営管理システムの構築・販売

高知県 おやつや　焼き菓子の店G 店舗スペース拡張（改装工事）による販売力・製造体制強化事業

高知県 カフェ・ドゥ・ヤヤ 真珠アクセサリー展示会場（カフェ２Ｆ）の整備と、出張展示会の開催

高知県 かみこや 水道用ステンレスタンクの設置事業

高知県 ココフーズ 大津工場「直販所」の周知

高知県 せせらぎ設備 移動販売車への冷蔵庫導入による販売力強化および売上増加

高知県 そら工房・桜カフェ 夕涼みビアガーデン

高知県 タイムサービス 高齢者に優しい移動販売車改装事業

高知県 だるま味噌株式会社 新顧客獲得のための無添加商品の開発にともなう新ブランド立ち上げ

高知県 にしもり美容室 弱酸性美容法による新サービス事業

高知県 のしや本家 パンフレットによる新規顧客開拓とリピーターの掘り起し

高知県 ひろせ食堂 新規顧客獲得のための店舗外装リニューアル

高知県 ファインクリーン HＰの開設、チラシ、パンフレットの配布による宣伝力強化に伴う新規顧客獲得事業

高知県 フェデリコフーズ株式会社
「石窯ピザ」のネット通販開設のためのコンテンツ作成とホームページのリニューアル並びにネット
販売用メニュー開発

高知県 プラチナレモン 店舗移転と販路拡大と集客力強化事業

高知県 ブルースカイ バイク部品、グッズの製作の為のフライス盤の導入と新規顧客層への新たな取り組み

高知県 ふるや酒店 オリジナルビール（ＰＢ商品）の開発による新規取引先の開拓

高知県 フレッシュマート　ふくどめ 高齢者が安心して買い物できる環境作り

高知県 ベーカリー　カムリ 情報発信と連動した看板設置による宣伝力強化、及び、新規顧客獲得、満足度アップ事業

高知県 ペンションサライ 動物と憩える場の創出とお客さまの利便性・快適性の向上

高知県 ぽっぽ栗 マイナス20度冷凍長期保存による焼き栗販売の通年化

高知県 マリンゴールド㈱ ホームページのリニューアルによる販売拡大事業

高知県 ゆみちゃんストアー 超高齢化の地域を宅配と見守りで支える

高知県 安田自転車商会 自転車・ミニバイクの巡回出張修理サービス展開事業

高知県 飲み処食べ処　　くもん屋 女性や県外客などの新規顧客の獲得を目的としたトイレ改装やメニュー開発とＰＲ

高知県 株式会社　プロジェクション 新マウスピースの販路開拓

高知県 株式会社　丸善建設 リフォーム事業に関する情報発信の強化（PR活動）

高知県 株式会社　湖畔遊 テレビＣＭの製作と放映

高知県 株式会社　十和おかみさん市 ドレッシング開発・パッケージデザイン・チラシ作成事業

高知県 株式会社　土佐西南黒潮観光 ハーブカフェスペース新設事業

高知県 株式会社 野っぱら工房 新商品の開発（ニラの佃煮）及び販路開拓

高知県 株式会社ＩＣＵ 「見込み客の発掘を行い、作業の標準化を図る簡易ＨＰパックサービスの導入」

高知県 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 「選択機能を強化する新パッケージの開発および効果的ＰＲ方法の確立」
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高知県 株式会社Ｐ＆Ｐ 循環型リサイクルシステム構築による環境負荷軽減のグローバル化

高知県 株式会社エールデジタルデザイン
スマートフォンカバーの製作・販売の為の３Ｄ昇華プリントシステム導入と、新規顧客層への新たな
取り組み

高知県 株式会社エスエス 生姜の國のCHOCOLATE新パッケージ事業

高知県 株式会社ニュートンズ 新商品「屋外用ゴルフパット練習マット」の開発・販売

高知県 株式会社愛光 効果的アプローチによる潜在顧客の掘り起こし

高知県 株式会社上町池澤 関西圏業務筋への産地直送ＰＲ

高知県 ㈱雲の上ガーデン 自家製野菜、ハーブの粉末を利用したパスタ、焼き菓子作りのための食品乾燥機の導入事業

高知県 ㈱岡林農園 農産物加工品の異業種における販路開拓

高知県 刈谷農園 セレクトショップへの生姜商品販路開拓事業

高知県 環境企業　エコボロン高知西 「健康被害を起こさないホウ素系防蟻工事の普及拡大」

高知県 居酒屋　増花訪 集客力を高め新たな客層獲得の為の店舗内改装

高知県 橋本ストアー 外壁の修繕による店舗外観の改善事業

高知県 元気クラブ 新規サービススラックライン提供に伴うＨＰのリニューアル事業

高知県 光の種 チャンスロスをなくす生産体制の構築（生産能力の向上）

高知県 高知エアポートパーキング 看板整備による広報力アップと、テント・場内ライト・無線設備整備による顧客満足度アップ

高知県 高知食鶏加工株式会社 四万十鶏とシチメンチョウを使った新商品開発と販路の拡大

高知県 黒鳥鍛造工場 鍛造製品展示増進による販路開拓事業

高知県 三陽開発株式会社 お客様をお待たせしない販売システムの構築

高知県 山長 高知県夜須町栽培の『エメラルドメロン』の食べ頃提案の再構築事業

高知県 四万十環境サービス 空き缶プレス機設置倉庫新設工事

高知県 宗石刃物製作所 ホームページの刷新によるネット販売の強化

高知県 宗田鰹作物販売株式会社 宗田肥料及び宗田肥料を使用して栽培した、農産物の販路開拓

高知県 小松電気店 チラシの配布によるＰＲ活動

高知県 植木屋 新規顧客獲得環境整備のための設備導入事業

高知県 清水商店 弁当、寿司、惣菜などの中食ニーズをとらえるための冷蔵高湿ディスプレイケースの購入

高知県 西込柑橘園 自社及び取扱商品のＰＲの向上と販促力の充実化

高知県 石  松 女性客と高齢者層客等の新規顧客を獲得するためのトイレ改装と座敷用テーブル、イスの導入

高知県 総合歯科技工所　有限会社ワールドラボラトリー インプラント治療に特化した受注の拡大

高知県 大月二神モータース マイカーのメンテナンス事業

高知県 中央印刷株式会社 全国ゴルフ場向け印刷物の販路拡大

高知県 鳥よし 焼き鳥製造能力アップによる新規顧客開拓と売上拡大

高知県 釣吉釣具店 新規顧客獲得を目指しルアー釣りに重点を置いた陳列の見直しと店舗改装

高知県 鉄 板 コ ル マ ン 飲食環境改善と店内魅力向上による店舗改装事業

高知県 土佐市観光有限会社 ツアー客の増加および当社のイメージアップを図るオリコミ

高知県 土佐大月海産 こだわりの干物の販売強化事業

高知県 八重丸水産 「きびなごケンピ」の販路拡大

高知県 美容室エンゼル 新規看板による顧客満足度アップ、イメージアップ事業

高知県 武政商店 無添加でタウリンたっぷり、家庭で手軽に使える「宗田節」の商品開発と販路開拓

高知県 望月製紙株式会社 新商品「うさぎ」による販路開拓のための広報関連事業

高知県 北幡モータース コンピューター故障診断機導入による新規顧客獲得事業

高知県 矢野運送有限会社 「ワークライフバランスを推進する、新サービスのプロモーション強化事業」

高知県 有限会社　ハチロー染工場 新規顧客開拓に向けた商品開発及びインターネットを利用した販売促進。
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高知県 有限会社　香北観光トラベル 募集型企画旅行による新規顧客開拓広報事業

高知県 有限会社 高南観光自動車 広報活動に於けるホームページの作成事業

高知県 有限会社 松崎冷菓工業 買い物と一体化のホームページリニューアル

高知県 有限会社　西岡酒造店 B to B、B to Cの販売戦略具現化に向けた販売促進活動及び店舗の整備

高知県 有限会社クラフトハート 介護職員初任者研修のコース開設

高知県 有限会社せいぶ印刷工房 高知県西部地域活性のための販路開拓・広報事業

高知県 有限会社はたやま夢楽 個人向けリーフレットと商品価値を高めるパッケージの開発

高知県 有限会社下田食品 「量販店で販売しない豆腐」シリーズを扱う小売店の開設

高知県 有限会社小島水産運輸 クレーン操作の効率化による新たな取引先の開拓

高知県 有限会社新谷商店 宗田節関連商品のパッケージ改良　商品紹介パンフレット制作

高知県 有限会社創栄工務店 リノベーション業務の販売促進事業

高知県 有限会社創建築事務所 プレゼンテーション用PCソフト導入及び周知事業

高知県 有限会社陶器のみやざき 地元芸術家等の作品展示場設置事業

高知県 有限会社鍋島工芸 下請けからの脱却！　オーダーメイド家具工房としての販路開拓

高知県 有限会社濵川商店 プラズマクラスター導入による製造環境の衛生管理強化と製品の品質、安全性の向上

高知県 ㈲古味商店
販売スペース確保と店舗外装を含むレイアウト見直しによる
店頭販売部門強化事業

高知県 ㈲坂本葬儀社 終活パンフレットの作成及び新事業所（佐川事務所）の扉改修事業

高知県 ㈲千光寺自動車 ホイールバランサー導入事業

高知県 ㈲大地と自然の恵み 商品（有機野菜）パッケージの改良と、新商品の開発、ネット販売システムの構築、販促用ＰＲ。

高知県 遊食多囲 農家と漁師から直接食材を調達する子育て世代応援型居酒屋の創業にかかる販売促進

高知県 来来 宣伝広告の徹底とポイントカードによるリピート客を取り込む

高知県 龍禾 ガリあじの生産力の向上と新商品、鯖身（サバミ）の宣伝効果による販路拡大

高知県 廣田食品 製造直売による販路拡大を図る為の設備投資事業

高知県 澁谷自動車 新規設備（機械）導入に伴うお客様へのカーライフサポート事業

高知県 蒟蒻芋
団体客獲得のしやすさを目指した店舗カウンター改修と新規顧客獲得のためのチラシ、サービス
カードの作成

福岡県 0 お客（貸事務所借受人）ニーズ対応化事業

福岡県 （合）ロォーリング ファクトリーショップへの集客拡大と展示会用パンフレット作成および新生地による商品開発事業

福岡県 ３ｐｏ　ｃａｆｅ 当社オリジナル商品の開発・製造と小売店・飲食店への販路開拓及びＷＥＢによる個人客の開拓

福岡県 ＡＦＣ・てる合同会社 ドライフルーツ「くだものほしや」の商品開発

福岡県 Ａ－ＷＩＮＧ株式会社 自然エネルギーを利用した淡水化装置の販路開拓事業

福岡県 ＢＩＳＴＲＯ ＩＵＫＩ ケータリングの確立により幅広い客層のニーズに応えるレストラン

福岡県 BMS KOGA 筋トレ会員増設！会員増大キャンペーン

福岡県 café de Bocco スマホユーザー向け専用HPの立ち上げと店舗PR

福岡県 CALICO Hair Design 早朝営業（8時～）サービスの実施

福岡県 Hair make Amity アンチエイジングケアに特化したヘアサロンへ事業展開

福岡県 Have some fun! 商品のブランド力を高める販促・営業ツール制作

福岡県 ｉｌｏ　ｉｔｏｏ 商品の安定供給を目的とした日本とグアテマラでの生産体制の確立

福岡県 Joy Factory Hair 移転に伴う新規顧客開拓と「傷んだ髪を治す美容室」の広報宣伝　事業

福岡県 Ｋ’ｓ ＳＴＹＬＥ 営業時間延長サービス（早朝と夜間）、新規顧客開拓と現顧客へのサービス向上

福岡県 LE COEUR フェイシャルエステによるトータルビューティの提案

福岡県 M&M Company㈱
インターネットを使用した技術管理ソフトの運用と各地区のフォローステーションを確立する為の社
員教育及び販路拡大事業。

福岡県 M・Tトータルカーショップ スマートフォン世代のニーズに応えるWEB販売システムの構築
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福岡県 Pakira Art Design 女性起業家を応援する社会貢献型販促サービス「女性起業家応援販促パック」の販売促進

福岡県 ＲＡＫＵＰＡ（ラクパ） ニュースレター作成代行サービスの見込客づくり

福岡県 Route28 レンタカー事業の運営とウェブサイト上での予約システムの開発

福岡県 ＲＳ　ｐｈｏｔｏ 記録に残そう！撮影データお渡し型スタジオの販促事業

福岡県 Ｓｈｉｎｏｂｕ　Ｓｐｏｒｔｓ　＆　Ｒｉｄｅｒｓ オリジナルブランド商品の販売強化とネット販売システムの構築

福岡県 SLEEK 販売先の新規開拓、デザインの外部企画契約、新規仕入先の導入

福岡県 Ｓｐｕｔｎｉｋ カーゴバイク＆ユーティリティバイク拡販ＰＲ作戦

福岡県 Ｔｗｉｎ's　Room 10周年を機にステップアップ！老犬ニーズを取込む美容サロンへ

福岡県 Vida Motorcycle 「ハーレーダビットソン用オリジナル部品の国内外販売強化事業」

福岡県 Y'S BAR & MUSIC 新規顧客獲得・顧客層増大のための広告・宣伝活動

福岡県 アイ・ストーン 自然葬での新区画の販売促進におけるチラシ作製

福岡県 アシスト ディーラー修理適合基準に準じた溶接機の導入及び新規取引先開拓

福岡県 アトリエ　フラワーキッチン １本入り切花用ラッピングバック

福岡県 アンジャネーヤ ブライダルエステの強化と若い客層の増客

福岡県 いきいき保育園 子どもが安全に、そして五感を働かせて、思いっきり遊べる園庭の整備

福岡県 イシバシ時計店 「シニア層を取り込む」集客できるお店づくり

福岡県 いやし家 主力商品のデリバリーサービス

福岡県 エイプインターナショナル㈱ フォークリフトバッテリーのコンサルタント事業

福岡県 エーケン工業㈲
みやま特産　オリジナルギフト「セロリ」の詰め合わせ商品開発　（セロリでつくる、お茶、ハーブソル
ト、ふりかけ、かりんとうのギフトセット）

福岡県 オイコスチャーチ 地域の若者を元気にする事業

福岡県 おしゃれの店よしだ 環境と高齢者にやさしい店舗改装事業

福岡県 お菓子のキタハラ 主力商品と新商品の販売促進ツールの製作と販売用什器の導入

福岡県 カーコレクション 軽商用車専門店、サービス内容の地域認知度向上システム

福岡県 カーショップ　ボイススペック 自動車ボディコーティングを新たに取り入れた販路拡大事業

福岡県 カットハウス愛 早朝・夜間の営業時間延長サービス

福岡県 カミヤ　ラクウ 地域初、美容師が異業種と協力し「貴方らしさ」をプロデュース　訪問美容の新サービスの提供

福岡県 カラオケリースＤＳＫ 筑豊ご当地アイドル「Ｓｍｉｌｅ」のアーティストグッズの開発

福岡県 カリフォルニアベイブ ヨガウェアの一般女性向けの販路拡大のための広告宣伝

福岡県 ガレージ・シンセリティー 「自然が行き交う憩いの空間」「洗浄システム新サービス提供」

福岡県 ガレージヨシダ 店舗外壁塗り替え・中古車展示場・店舗照明LED化による営業環境整備

福岡県 かんまる家 女性１人でも行ける健康的で美味しい“熟成赤見肉”専門の焼肉の開発と店舗のＰＲ

福岡県 キッチン・カフェ　チムニー さらなる顧客満足を目指して　新たな集客と改装による利便性の向上

福岡県 ギャロップオーディオサービス インターネットショップを活用した介護用電動カートのレンタル事業

福岡県 クラフトガレージナワタ 燃費改善、エコチューニングやドレスアップの提案

福岡県 コォエル㈱ 調剤・医科・介護を包括した人材マッチング及び総合医療コンサル

福岡県 こだわりの米　小野屋 大分県玖珠産の本物の高原野菜・米を食べて頂く為のチラシ、ギフト作成販路拡大

福岡県 こめこめ倶楽部 商品開発と、陳列の改善による少量多品目販売

福岡県 コラボ倶楽部 「便利屋地域一番店」を目指した販売促進事業

福岡県 サンキュウ株式会社 エコ洗浄剤の実証分析データ取りと販路拡大のためのカタログづくり

福岡県 しふぉんはうす　あていん 新規客拡大及び新商品の広告宣伝強化事業

福岡県 シンエイ塗装 高性能カラーシュミレーションシステム導入による元請工事の拡大

福岡県 すぎハウスケアサービス マルチコプター（ラジコンヘリ）による空撮事業
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福岡県 すし勝 メニュー表を刷新し、他地域への出前を拡張する事業

福岡県 すし廣 和式トイレを洋式トイレに改造

福岡県 デコルーチェ 暮らしの明かりオリジナル『ゆるり灯ＢＯＸ』の販路開拓プラン

福岡県 ドックヘアーエピ マイクロバブルで犬にもヒーリング

福岡県 となりのグリル 筑前七浦がゆ　・　筑前七浦サラダふりかけ　の開発

福岡県 ナカマル醤油醸造元 ＜お客様がくつろげる店舗スペースづくり＞

福岡県 なかやまフォトデザイン 高齢者をターゲットにした写真サービスの展開

福岡県 にしだ写真館 3世代で気軽に来店できる新店舗を活用した写真展の開催

福岡県 ハートフルスプーン 新商品の開発及びイートインスペースの設置で集客増を図る

福岡県 パティスリーノア パティシエがつくる「金太郎カステラ」

福岡県 はなの店てぃーだ ホームページ、メンテナンスカード作成と店舗用什器の購入

福岡県 ハロー 女性起業家向け小ロット販促ツールのPR（販路拡大）

福岡県 ひだまりパン 主婦をターゲットにした午後３時のご褒美セットの販売

福岡県 ヒト・リンク㈱
■クリエーターによる制作業務
■LINEスタンプの制作代行事業

福岡県 ビューティサロン夢・吉笑 新規顧客獲得の為の広報活動及び新サービスの提供

福岡県 フィットネスジム　オーズ 日焼けサロンの増設による新規顧客開拓　事業

福岡県 フク美容室 メンテナンスができる顧客に合わせたヘアーウィッグの販路拡大事業

福岡県 フジヤ シガー（たばこ）カフェ計画

福岡県 プラスワン 形見のアクセサリー製作事業のサービス拡充とＰＲによる販路拡大

福岡県 プロナビ二又塾 宣伝内容の見直しによる生徒獲得と学習塾が提供するリラクゼーション空間の提供

福岡県 プロライト株式会社 新照明「エコ太郎バージョン３」の開発及び、宣伝戦略と製造管理システムの構築事業

福岡県 ふんばり 地域の他の居酒屋との差別化を図るためのバースタイルの確立

福岡県 ヘアーシエスタ　ＤＵＥ 「EGF」再生育毛コース確立の為のテストマーケティング

福岡県 ヘアメイク花花 身近な理容店で行える低価格で本格的なメンズエステの導入事業

福岡県 ベーシックモータース ファミリー層に向けた「ミニバン販売力」の強化

福岡県 ホームクリエイト悠 事務所への看板設置による個人のお客様からの受注拡大

福岡県 ポルタータ イタリアンカフェサービス展開のための改装工事

福岡県 ぽんぽこ 大野城市特産品の鶏ぼっかけのレトルト開発

福岡県 マサジアートギャラリー オンリーワンのアート製品・占いによる顧客の掘り起こし

福岡県 まなびの家
１．高校生対象の難関大学受験コースの立ち上げ
２．フリースクールの立ち上げ（中学生・高校生・高校中退者・中卒者・高卒者対象）

福岡県 まねき猫 有機肥料で育てた米・麦・大豆・野菜・果物を使った農家の逸品の開発・販路拡大

福岡県 まる昌醤油醸造元 九州特有の甘味が強い醤油製品の関東市場への販路拡大

福岡県 ミコー薬局 冷たく寒い和式トイレを、あったかくて落ち着く空間へ

福岡県 みどりの設景室 自主主宰による「ガーデニング教室」と「植育プロジェクト」の開催

福岡県 みのりや 健康食・治療食宅配事業の新規利用者獲得及び販売網づくり

福岡県 みやま整骨院 新事業にかかる広告宣伝とＨＰ作成事業

福岡県 みわせんべい 観光客等の新規顧客獲得のための店舗リニューアル事業

福岡県 メガネの正美堂 ＩＴを活用した「眼鏡のネット販売」の取組

福岡県 メグミルク大場販売店 　顧客点在地域へのサンプリングによる健康生活の提案と販路拡大

福岡県 メゾン　ド　ウエノ ウエディングシューズの販売促進と業界への販路拡大

福岡県 メタルコーティング　ランナー 一般ユーザーに対する告知及び広告活動

福岡県 めもり堂 「思い出新聞」ビジネスモデル策定事業
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福岡県 よもぎうどん 客単価向上及び新月替りうどん創作、周知事業

福岡県 らん萬 炭火焼き鳥店による「さばサンド」の提供と店内外装の整備

福岡県 ルクソースター・ココ㈲ 特製オードブルのデリバリーサービスと豚味噌のネット通販

福岡県 レストラン　シャンフレーシュ 真空低温調理システムの導入による新メニューの開発と広告宣伝によるＰＲ。

福岡県 レストラン加里部 店内でのベーカリーの提供及び、テイクアウトによる顧客の拡大

福岡県 ゑびす酒造㈱ 「らんびき７年」新ギフトパッケージ開発と販促ツールの作製

福岡県 亜季蘭 店舗内水道設備工事

福岡県 茜酒販事業部 シモン芋を使った焼酎の販路開拓事業

福岡県 一級建築士事務所　ののデザイン 新リノベーション規格プラン『木ノべーション』販売促進事業

福岡県 一級染色補正　翔 一級染色技能士によるレクチャー指導・技術指導実践教室の事業展開

福岡県 宴屋 新事業の事業拡大にかかる宣伝広告強化・研修事業

福岡県 奥村醤油醸造元 「消費者ニーズの変化に対応した醤油加工品の販売促進」

福岡県 横田精肉店 スーパー側玄関からの集客力アップ！店舗外観リニューアル事業

福岡県 翁明窯元 販路拡大のためのわかりやすいカタログ作成

福岡県 沖　産　業 新規顧客開拓の為の自社広告宣伝事業

福岡県 荻原　高 商品販売や販路開拓に向けた顧客の販売支援用ツールの制作

福岡県 河 野 造 園 循環型土壌改良材「エコチップ」商品化と情報発信のサイン看板設置

福岡県 花いちもんめ 小笠原神社認定ぬか床を使ったぬかみそ炊きシリーズ（仮）の展開

福岡県 花畠自動車板金 塗装工程の時間短縮化に向けた塗装設備用ファンの能力向上対策

福岡県 菓子工房　そぉら テイクアウト出来る、ケーキ屋さんのパフェの販売及び宣伝

福岡県 菓子工房LeBonheur 人生設計支援型婚活・恋活事業の展開

福岡県 楽子 出産・ペット用ギフト『小倉織×抱っこひも』のＰＲ・全国展開

福岡県 株式会社 Ｕｎｉｔｅｄ Ｈｏｍｅ’ｓ インテリア・雑貨オンラインショップ事業の拡充強化と実店舗計画によるブランド化

福岡県 株式会社　アリエル 新規顧客の開拓、顧客満足度の向上

福岡県 株式会社 潑剌 『低料金会員制による通い放題プラン』中学生集客拡大事業

福岡県 株式会社Ｆ＆Ｓ 手作りイタリアンジェラートの販売

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ 新・天然素材「スイゼンジノリ」化粧品のアプローチブックの開発

福岡県 株式会社ＴＲＵＥ　ＵＰ デジタルサイネージとスマホアプリを利用した集客戦略事業

福岡県 株式会社ＶＩコンサルティング 女性プチ起業に特化した通信教育講座（動画配信サービス含む）の開発

福岡県 株式会社アキヤマインダストリー 地域木材の木造・木質化を最大限に活かした建築設計・施工の普及

福岡県 株式会社イチニチ・イチリキ イベントの実施によるＰＲの強化と、サービス拡充に伴う新店舗開業。

福岡県 株式会社エクストプランニング ポスティング管理地図システム（ソフトウェア）の導入

福岡県 株式会社エムエイケイ 日本女性の肌にあう「神楽」化粧品の開発・販売に伴う製造・広告

福岡県 株式会社オーラテック 当社ホームページの商品サイトの英語版作成とパンフレット、取扱説明書などの英語版作成

福岡県 株式会社オフィスビンアダチ 訴求力の高いデザインと地域食材を活用したブランド力強化事業

福岡県 株式会社ケーワン 特許取得『ケーワン工法』営業ツールの見直しによる営業効率化

福岡県 株式会社ごとう醤油 １００年続く醤油醸造元の”こだわり調味料のブランド化”事業

福岡県 株式会社タケマン 当社オリジナル商品「熟成めんま」のＤＭとネットによるＰＲ

福岡県 株式会社テレバイス 「しごとっぷ」の認知度向上及びマッチング率強化への取り組み

福岡県 株式会社リクト 自社運営サイト新設に伴う、ＰＲ強化

福岡県 株式会社稲永ガラス店 携帯型のサーモグラフィー（熱感知装置）診断装置の導入

福岡県 株式会社種商 当社オリジナル商品拡売の為の全国規模展示会への出展
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福岡県 株式会社博多の味本舗 天然素材のみで造る醤油とだしぽん酢の完全無添加商品の開発

福岡県 株式会社夢クリエイト 『マンション型レンタルオフィス事業』　販路拡大のための広告宣伝

福岡県 ㈱ARES エアコン取り付けサービスのウェブサイト開設と運用

福岡県 ㈱aruku 宅配寿司のサイドメニュー開発及びプラン化による顧客獲得販促事業

福岡県 ㈱COPAIN ネギ汁エキスを使った辛味調味料の開発および販路開拓

福岡県 ㈱MEISHO system 家庭用蓄電池システムの拡大・普及による顧客獲得のための周知

福岡県 ㈱RIVERGOOD 利用しやすい店づくりを目指した集客事業と店内改装の実施

福岡県 ㈱ＳＥＳＳＹＡ　 海外からのNET通販に対応した通販システム構築

福岡県 ㈱Skyward 「水炊き」「牛すじ」「辛子高菜」のパッケージデザインの新規開発

福岡県 ㈱studio.FELIZ スマートウェディング事業（筑豊キラメキ事業）の実施

福岡県 ㈱Sプライム ブランド食材を使った新商品の開発及び販促の実施

福岡県 ㈱Windhope
全国に普及拡大を！（押すだけではなく、引くこともできる車いす：牽引式車椅子補助装置等「ＪＩＮＲ
ＩＫＩ」は、震災時に威力を発揮します。）

福岡県 ㈱アース 大型イベント受注・開拓の為の大型音響・及び照明システム装置購入事業

福岡県 ㈱アールワイ 介護度の変更による利用者の流出防止による売上向上

福岡県 ㈱エイワイアシスト 九州の隠れた旨いもの商店会お手軽小鉢シリーズ（ごまさば・酢もつ・からし蓮根）

福岡県 ㈱エステック21 「工業用オイル高性能濾過装置”ミラクルボーイ”」の展示会出展

福岡県 ㈱エンジェルシェア 損害保険代理店をターゲットとした、保険修理車両の獲得

福岡県 ㈱コラボプラネット 新規顧客獲得のためのチラシおよびパンフレット、ホームページのリニューアル

福岡県 ㈱ちくし号農機製作所 野菜洗浄機用の樹脂ローラー（ロールブラシ芯材）の開発

福岡県 ㈱ディーアイ 自社の提供するサービスのＰＲによる来店数の増加と売上拡大

福岡県 ㈱ハセガワ食綜 一人でも美味しいお魚食べれます。

福岡県 ㈱ビーグッドコーポレーション 自社開発マザーズバッグ「クラリーママ」の広報及び広告宣伝。

福岡県 ㈱プラパ 高品質菓子箱製函と障害者施設への受注拡大による社会貢献事業

福岡県 ㈱プロップ 筆文字事業専門サイトと専用パンフレットによる事業拡大

福岡県 ㈱メイトガーデン 観葉植物の販売強化

福岡県 ㈱ラウレア 新規顧客開拓の為の店舗改装及び、レンタカー広告宣伝事業

福岡県 ㈱ラックシステム 立地を活かしたPR看板・作業場屋根の設置による新規顧客開拓

福岡県 ㈱九州パック 「レンジで焼魚　焼け魚っ魚（やけとっと）」の広報活動と拡販の為の追加商品開発

福岡県 ㈱串ざんまい 高齢者を中心とした　「やわらかジューシー焼き鳥」シリーズ　の販路拡大計画

福岡県 ㈱江藤 個人向けウッドデッキの販売・メンテナンス強化による自社技術力ＰＲ

福岡県 ㈱小野興業 中間処理施設による地域リサイクル率の向上

福岡県 ㈱浄美堂 「お仏壇クリーニング認知度ＵＰのための」地域密着の宣伝事業

福岡県 ㈱新栄製作所 中国市場おける建築装飾金物の販路拡大

福岡県 ㈱須崎ふとん店 ラジオＣＭでの知名度アップ

福岡県 ㈱川端組 自走草刈機を利用した大規模草刈事業

福岡県 ㈱池田製作所 ホームページの導入

福岡県 ㈱田名部製作所 手足の病変部位洗浄用メタルシェルの販路開拓

福岡県 ㈱豆達
買い物難民なんて呼ばせない！！
糸島の食材を玄関先までお届け隊

福岡県 ㈱柏屋 大人と子供の教養力・健康力向上テニス講座の開講

福岡県 ㈱白香苑 地域住民に対しての終活事業の開催

福岡県 ㈱保利建設社 「真の健康住宅」周知徹底を目的としたのぼり旗等作成・PR事業

福岡県 ㈱野上養鶏場 通販事業の受注・顧客管理システムの構築



208

所在地 事業者名 事業名

福岡県 ㈱立石フーズ ギフト用パッケージ開発とパンフレット作成および販売促進の為の食品サンプル作成

福岡県 ㈱和楽堂 吉富町公認キャラクター『かみんくん』の人形焼の製造・販売

福岡県 蒲池金物店 顧客データに基づいた高付加価値取付工事の提案営業について

福岡県 岩永悠税理士事務所 オーダーメイド型　相続・事業承継対策の提供

福岡県 居酒屋　からす 女性向け少量多品 季節のお酒・食材たべのみ比べプランの展開

福岡県 居酒屋　さぶ
イカ専用の生簀の設置。
新しい顧客の開拓。

福岡県 金氣順也建築工房 住まいと暮らしのトータルプロデユース事業

福岡県 九州モータース くるまに関するワンストップ相談窓口の開設

福岡県 九州八紘産業㈱ 農業用倉庫の熊本県内販路開拓事業

福岡県 兼定興産株式会社 塩化カルシウム液の開発及び製造

福岡県 向井ドライクリーニング 高まる自衛隊人気に対応した航空祭出店の販促物準備事業

福岡県 恒成石材店 お墓の年間サポート事業の立上げと販売促進を行う事業

福岡県 江藤竹工所 新規竹カーペット・竹シーツ・箸の製造販売

福岡県 行政書士　後藤法務事務所 遺言・相続業務に関する広告事業

福岡県 轟クリーニング店
新規客獲得のためのロゴ作成から始まる販路拡大事業（チラシ、看板など）及び　効率的な作業場
の確保

福岡県 黒崎建設㈱ 規格住宅 casa carina の提案力強化・販売促進事業

福岡県 今村弘建設 自社看板等の設置による事業内容の周知

福岡県 左官業・中島 市場ニーズの変化に対応した基礎工法の確立と販路開拓事業

福岡県 薩摩やき鳥　てんがらもん 『“博多発”水炊き・オリジナルドレッシング等の販路拡大事業』

福岡県 三原時計店 時計の修理を増やす取り組みと在宅高齢者向け補聴器の移動販売

福岡県 三粒の種合同会社 津屋崎野菜の宅配便の全国展開に伴う販促活動

福岡県 山下商店 自社製品の効率的な生産体制に向けた作業工程の確立

福岡県 四季の味　麻以虎 割烹料理謹製の、ワインに合うクリームチーズ豆腐の販路開拓事業

福岡県 糸島手造り工房　爽風 長期保存によるニンニクの安定供給及び皮むき真空パック加工ニンニクの製造販売開始

福岡県 守田商店 新規陳列什器導入による売上アップと愛煙家へのサービス向上

福岡県 手づくりこんにゃく英彦山
商品共通ロゴマークの製作、商品パッケージデザインの一新、新商品開発と販売促進イベントの実
施

福岡県 酒屋いとう 作業効率の向上及び戦略的セールスに向けた酒販店システムの導入

福岡県 酒菜　まつげん 高齢者や女性、家族連れが安心して食事を楽しめる店創り

福岡県 寿司、割烹　ふく仙 店内顧客増加の為椅子席の増加、壁紙・照明等の店内改装

福岡県 重光造園 「集客効果を生むチラシ」と「庭を作りたくなるパンフレット」で『重光造園を庭のブランド化』へ

福岡県 匠アーツアンドクラフツ 新ブランド＜匠＞のイメージづくりと販売拡大事業

福岡県 松岡健治一級建築士事務所 モデルハウスのイメージを体験出来る事務所改装

福岡県 松山櫨復活委員会 全国初の櫨蝋を使った化粧石鹸開発と展示会出展

福岡県 松尾米穀店 筑後みやま米　ブランド米商品開発・販売体制の構築

福岡県 焼鳥　鳥蔵 開業20周年記念 店舗リニューアル＆オリジナル新メニュー開発

福岡県 城浜米穀・食事処　笑顔 手すり、スロープ設置、トイレ改修による店舗のバリアフリー化事業

福岡県 織田商事㈱ 「集まれDIY好き女子! DIYファン！ あなたのDIYライフを楽しくするネット販売システム」

福岡県 新歯サービス オリジナル販促物による販路開拓と品質向上に向けた専門機器導入

福岡県 森工務店 『家族育－家主と共に成長していく家』の周知並びに新築展示会の実施

福岡県 神田司法書士事務所 相続に関する無料相談会の開催

福岡県 粋工房㈱ ネット販売とイベント情報発信に特化した２つのホームページ作成

福岡県 瑞穂菊酒造㈱ 瑞穂菊ブランディング化事業
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福岡県 政工業 取引先のイメージアップと気遣いにて売上を伸ばす!!

福岡県 清水商会・小竹モータース 集客を上げる為のフライヤー（カタログチラシ）作成と、安心して足を運べる店舗改装

福岡県 精巧歯科技工所アラマキ 歯科医師・患者に対する情報発信・資料提供による義歯の悩み解決

福岡県 西川建具製作所　 伝統ある職人が作る建具の販路開拓

福岡県 誠環境株式会社 事業所様向けごみ分別の意識改革を促す広報パンフレット類の作成

福岡県 青柳醤油　 フルーツぽんずのシリーズ化に係わる商品開発及び販路拡大事業

福岡県 石 川 鉄 工 チラシを使った顧客獲得事業

福岡県 千代海苔㈱ 販売ルートに合わせたパッケージ、包装紙、チラシ作成による販路拡大

福岡県 染織工房シルクトーン ランダム織生地の特許取得及び「パリコレ」への事業展開

福岡県 装い館豊崎 新規顧客に対してのワンコイン着物教室の開催

福岡県 足のトラブル相談室Wingfoot 高齢者向け出張サービスの展開による「フットケア」の認知度向上

福岡県 大石英治製茶 高齢者とその家族が入店しやすい店舗改装

福岡県 宅配クック１２３筑後店 新商品ボリューム弁当の発売を機に広報営業と接客力強化の展開

福岡県 炭火ダイニング　ばん鶏　BANCHO 顧客ニーズに応えた店舗改装と機械導入による作業効率向上事業

福岡県 炭火焼肉まがりや 「食」と同時に快適な「空間」の提供で売上120％達成！

福岡県 築上鶏卵㈱ 6次産業化を目指したリアル店舗の整備

福岡県 筑紫産業㈱ イベント開催で癒しや憩いの機会を提供する着地型温泉事業の実施

福岡県 中原塗装 環境と財布にやさしい遮熱塗装の販売促進のためのHP開設

福岡県 津屋崎おそうじサービス ホームページの作成と看板等の作成及び資機材の充実

福岡県 天神美容室 ヘッドスパからフェイシャルケアまで。No.1地域密着型美容室へ！

福岡県 天神北整骨院 本場タイで学んだオイルマッサージのホームページでの集客活動

福岡県 天然パン工房　楽楽 アレルギー対応パンの夏・冬ギフト販売開始に向けた機械等購入

福岡県 田中羊羹本舗　 ギフト用のパッケージ開発およびパンフレットの作成

福岡県 渡窯 当主継承後初の東京での展示会開催による新規顧客開拓

福岡県 土の上の花 ランチタイム営業による博多あごだし料理の認知度向上と店頭改善による集客拡大

福岡県 陶芸工房プラス 生活提案による需要創造型陶芸教室事業

福岡県 馬場建設 新しいライフスタイル！空家リフォームで戸建をゲット！

福岡県 馬力魂 地域初の女性限定個室付焼肉店で女性の集客力を拡大

福岡県 梅野瓦工事店 瓦リサイクルチップの販促体制強化

福岡県 博多餃子笑井 団体客や女性客をターゲットした店舗づくりによる売上向上

福岡県 櫨川工業 太陽光発電システム及び金属屋根モデルの展示スペース拡充及び広告活動

福岡県 美工房　メロウ エステ部門を拡大し、トータルビューティを提案できるサロン展開

福岡県 蛭子屋（合） ブランディング戦略（misoya no kitchenシリーズ）と連動した店づくり及び誘導するための施策

福岡県 武末建設 ハイブリット型空調システムで快適性を体感することの出来るショールーム

福岡県 福岡県交通事故治療サポートセンター タブレット用姿勢分析アプリの販売用ホームページの制作と広告

福岡県 福山塗装工業　 同業他社との差別化を図る上での「輸入塗料にかかる宣伝広告」の強化

福岡県 福田ファーム　 イメージアップ大作戦!!

福岡県 平山商店 「和の店舗でおもてなし」外国人観光客の集客

福岡県 平田バッテリー機器㈱ 人気車種を中心に品揃えした、女性に優しいエコカー専門店への業態転換

福岡県 弁護士　中村亮介 日本企業の海外進出及び外国人・外国企業の対日投資に関する販路

福岡県 穂のさろん 地元密着の飲食店が、業態の明確化と開放感の演出で、売上を向上させる事業

福岡県 宝寿司 地域に『必要とされる癒しの空間』へのリフォーム事業
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福岡県 訪問マッサージ楽々 看板設置とチラシの新聞折り込みによる新規顧客獲得事業

福岡県 房飲房食「にぎやか」 見せる「いけす」の設置による、見て、楽しみ、鮮度を感じる魚料理の提供

福岡県 麺酒房たもん
女性客、健康志向客を集客する為のサラダバー設置とお客様の健康をサポートする水素水（健康
茶）の提供サービス

福岡県 木下木芸 「組子ランプシェード」など当事業所の技術力紹介パンフレットの作成

福岡県 木村製麺所 太宰府の特産品開発による売上向上

福岡県 籾井電機商会 顧客満足度ならびに作業効率を向上させる施設改修

福岡県 野口食品株式会社 安全・安心・健康・美容ニーズに応える三池高菜漬商品の販路開拓

福岡県 野中呉服店 「顧客創造＆販路開拓のためのイベント開催」

福岡県 有限会社　ピアネット 多世代共生ハウス【高齢者とシングル子育て世帯】の入居者募集に関するプロモーション事業

福岡県 有限会社　ヒロユキ ２階に宴会場を整備・改装し、宴会を誘致

福岡県 有限会社アイテールハウス 看板や情報誌を使った「塗替銀次」のＰＲによる新規顧客の獲得

福岡県 有限会社イマヤマ マグネットがつく不燃建材の見本帳作成と配布

福岡県 有限会社インヴォイス 日本人が発掘出来ないレアな本物志向のブランドを紹介！

福岡県 有限会社インターリンクジャパン ネットショップでの販路開拓

福岡県 有限会社クルーザーガレージ アダプテーションパートナー（当社代理店）募集と新規顧客獲得に向けた販促強化

福岡県 有限会社グレマ 全国大会優勝のエステ技術ＰＲ看板とＬＥＤ証明での癒し空間作り

福岡県 有限会社シャカ 訪問出張美容　自宅及び施設への美容室業務の出張

福岡県 有限会社ゼッツコーポレーション 医療現場における環境衛生を目的とした新商品開発プロジェクト

福岡県 有限会社セブンドリームス チタンリングを中核とする販路開拓

福岡県 有限会社ソバックス オゾン除菌脱臭機器販売・施工・メンテナンスを当社の柱に替える企業変革事業

福岡県 有限会社タケシゲ 全国展開に向けた商品力の強化と販路拡大

福岡県 有限会社玉寿司 プロジェクト　メニュー作戦　メニューの確立でお客様拡大

福岡県 有限会社石橋屋 「雑穀こんにゃく麺」の海外向けパッケージ及びポスター等の製作

福岡県 有限会社贈酒田中屋 「三方よし」による喜ばれる新製品開発事業

福岡県 ㈲あおぞら介護サービス 整骨院及び新しい事務所の建設と従業員の休憩室の設置

福岡県 ㈲エガミ 観光の起点となる「酒の駅」開設による地域振興事業の展開

福岡県 ㈲カナディアンキャンプ　乗馬クラブ ホームページリューアル　施設内看板設置　ＤＭ作成と専門雑誌広告掲載

福岡県 ㈲くまタクシー 福祉タクシー周知の為の広告看板・マグネットシート作製事業

福岡県 ㈲コート・ドール 新規販路開拓及びリピーター拡大戦略

福岡県 ㈲ゴールデンゲイト商会 靴・鞄・ぬいぐるみ等、特殊クリーニングの販売強化事業

福岡県 ㈲シルバー ３タイプの新規顧客層へのデリバリー営業による顧客開拓

福岡県 ㈲シンコーライフ 従来型保険事務所から、来店型保険ショップへ転換する事業

福岡県 ㈲スポーツ館 グローブをいつまでも大切に～愛着のあるグローブのリペア事業

福岡県 ㈲スワット九州 福岡地区を中心とした九州一円の顧客開拓事業

福岡県 ㈲ゼスト インターネット無料マンション導入の募集に関するＨＰサイト構築

福岡県 ㈲ちくしネット 「小さな高等楽校（がっこう）」の広報活動

福岡県 ㈲ないとう 自社での一貫したサービスの提供による、額縁の製造・販売

福岡県 ㈲パラダイムチェンジ 超音波治療器を使った視力回復セミナーの実施

福岡県 ㈲フジノコーポレーション 店舗・webによるオリジナルラベルお酒商材の拡販

福岡県 ㈲プティール倶楽部伊都国 糸島産ハーブを使った新商品「スパイスカレー」開発！

福岡県 ㈲ラックジャパン ホームページ作成及び車専門誌による、顧客の開拓。

福岡県 ㈲井上工務店 端材を使った小さな木工品によるPR活動
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福岡県 ㈲塩川精米所 地元で収穫された『若宮特産米』の販路開拓事業

福岡県 ㈲吉田木型製作所
自社の新ブランド ( READYMADE ) PRODUCTS及びその第一弾商品であるダッチオーブンシリー
ズ『WEEKENDER』の販売促進

福岡県 ㈲響電器 高齢者や子育て世帯を対象とした、生活提案型店舗改装事業

福岡県 ㈲九州酢造 地域連携による新ブランド・新商品の開発と販売促進

福岡県 ㈲桑野電気工事 個人向けの電気工事・家電販売への移行の販促事業。

福岡県 ㈲原建設建材 太陽光発電設備用防犯フェンスの販路拡大

福岡県 ㈲佐藤木材店
国産の木材を適材適所に活用したエクステリア、地元密着の木材販売店による育てるテラス商品
の販売

福岡県 ㈲斎藤石油店 ４０分快適に過ごせる待合スペースの整備

福岡県 ㈲山水社 低予算・少人数のお別れの場を提供する専門葬儀社ブランドの確立

福岡県 ㈲史 高齢者の顧客獲得の為の店内改装

福岡県 ㈲緒方製材所 製材所の経験を生かした木工教室の開催

福岡県 ㈲小幡電機 低圧電圧需要者向け電気料金の削減サービスの提供

福岡県 ㈲川久保酒店
①　店舗看板の設置
②　新規顧客開拓用のちらしの作成、配布

福岡県 ㈲田中屋 出張バーベキューの雨天・猛暑対応型サービスの展開

福岡県 洋菓子店サクレクール バラの町かすやで、バラを使った自社オリジナル商品開発事業

福岡県 来々軒 座席数増加・個室化のための店舗改装による顧客増・顧客満足度向上事業

福岡県 理容中隈 高齢者向けサービスの充実と販促活動

福岡県 里沙の店 みやま産ナスを活用した「美～ナスカレー」の商品開発に伴うパッケージデザインと販促物の作成

福岡県 立石蒲鉾店 イベント販売での次に繋がる集客チラシ・パンフレット、パッケージ等の作成

福岡県 絆 ネイルサービスの新たな提供によるネイル未経験層の新規顧客獲得

佐賀県 224porcelin 空き店舗を利用した新規事業展開の広報活動について

佐賀県 ＤｏｇＨｏｕｓｅＣｏｃｏｒｏ 佐賀県初！わんこの無麻酔歯石とりを取り入れたデンタルケア

佐賀県 guminoki 観葉植物のあるライフスタイルを提案する店への転換による新規顧客獲得

佐賀県 HairDesingLAPIS 気軽にいつでもオシャレを楽しめるお店　Hair Design ＬＡＰＩＳ．認知度向上対策

佐賀県 J企画 男性客獲得に向け小物のトータル提案ができる店づくりと情報発信事業

佐賀県 Ｌｕｎａ（ルーナ） 今までにないカジュアルな唐津焼の箸置きの開発と販売促進事業

佐賀県 T＆I株式会社 事業所紹介パンフレットの作成

佐賀県 ＴＢサロン・Ｍａｒｙ プチＶＩＰメイクアップルームで新サービス導入と収益アップ

佐賀県 ＴＯＭＡＴＯ　ＨＥＡＤ 伊万里市内初の本格ピッツェリアで「ミックス（集客）」戦略

佐賀県 いおり窯 現代風でオリジナルの形状・デザインを持つ焼物カタログ製作

佐賀県 いろえ工房 外国人観光客・若年層向けの情報発信事業

佐賀県 うえだ民宿 「田舎暮らし体験パッケージ」へ対応した店舗イメージ創出事業

佐賀県 カーウォッシュワン チラシポスティング・ホームページ工事・紹介チケット配布による売り上げＵＰ

佐賀県 カレーカフェサブロー 店舗立地を活かした結婚式の２次会・３次会トータルプランの販促事業

佐賀県 きたの茶園 自社オリジナルパッケージ等の制作による販路拡大

佐賀県 くさば食堂 高齢者や女性の目線に立ったメニューづくり・店づくり

佐賀県 くすりのタカシマ 一人暮らしの高齢者等への健康相談・宅配サービス事業

佐賀県 さざえのつぼ焼き 広報・販売活動の促進による外国人・県外観光客への波戸岬アピール

佐賀県 サラダ館若楠店 お客様との「出会いの方程式」を補完する情報発信と商品企画開発

佐賀県 そば処いち 美容と健康のための「IPMヘナ」の商品紹介と販売促進事業

佐賀県 はなむら シャンソンが楽しめ、健康・コミュニティ増進のお店づくり事業

佐賀県 ヒゼン 新たな顧客としての町外客獲得のため「ヒゼン」ブランド広報活動
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佐賀県 フィッシング恵比寿
釣りエサのプロショップとしての存在価値向上　～「エサに迷ったら恵比寿」と言われる店舗作りを目
指して～

佐賀県 ポアソン洋菓子店 鳥栖米ヒノヒカリを使用した塩ブッセを男性へ販売促進する

佐賀県 ポンポコ村ベゴニアガーデン ライトアップで楽しむ夜のベゴニアガーデン

佐賀県 マツキン醸造株式会社 海外市場参入のためのＷＥＢサイトリニューアル

佐賀県 メガネのさとぐち ○ネット販売システムの構築で地域の魅力と快適さを提案する事業

佐賀県 やきとり蛮屋 人にやさしい家庭料理を取り入れた居酒屋の展開

佐賀県 ワタナベ酒店 オリジナルギフト商品の開発とホームページリニューアル

佐賀県 安田染工場 和の伝統「手染め」。その新たなファンを獲得するための広報活動

佐賀県 一の塩株式会社 竹炭還元塩、にがり関連の新商品開発及び販路開拓

佐賀県 割烹いまむら デイサービス等への弁当デリバリーサービス事業

佐賀県 株式会社　エムズ 髪を傷めない新しいカラー剤「ベリーずカラー」のプロモーション

佐賀県 株式会社niina 自社オリジナル開発商品の販路拡大へ向けたプロモーションツール作成

佐賀県 株式会社アズハート おもてなしの心で日本の介護を変えるプロジェクト

佐賀県 株式会社エ・ラベル 「ライフプランから考える住まい購入」ＦＰサポート事業

佐賀県 株式会社エムズ エムズホーム　リフォームプラン提案事業

佐賀県 株式会社オフィス・タカハシ 観光地向け商品開発と販路開拓（オリジナルジグソーパズルとペーパークラフト）

佐賀県 株式会社テイスティフーズ 地域の素材を生かした女性向けのスイーツ風おむすびの開発

佐賀県 株式会社なの花 在宅型マッサージ施術利用者を増やすための情報発信事業

佐賀県 株式会社ブーゲンハウス 新たな集客を掘り起こすためのPRツールの制作と広報活動

佐賀県 株式会社まんてん 「オープンセサミプロジェクト」立ち上げによる新商品「鍋島小紋」シリーズの開発・販路開拓

佐賀県 株式会社モンデン 顧客の若返りに向けたブライダル強化とネット環境の充実

佐賀県 株式会社整宏土建工業 高圧洗浄サービス営業展開による新規顧客獲得事業

佐賀県 株式会社川原茶業 子育て世代へ向けた情報発信・販売促進の為のホームページの作成

佐賀県 株式会社川副青山 「青山窯ネットショップ」の立ち上げ

佐賀県 株式会社大平庵 法事用等会席料理の出前と利き酒等による体験型酒蔵観光

佐賀県 株式会社北村醤油醸造 佐賀県産丸大豆を使用した本醸造醤油の製造、看板設置によるＰＲ

佐賀県 株式会社北島商店 地元産規格外・余剰野菜を利用した乾燥粉末野菜の販路開拓

佐賀県 株式会社野の花農園 「贅沢朝ごはんセット」商品開発・販売

佐賀県 株式会社弥生が丘養蜂園 「蜂蜜で体がよろこぶ朝食スタイル」の提案及び商品パッケージ改良

佐賀県 株式会社和光堂 快適な視生活を手助けする提案型接客による顧客開拓

佐賀県 丸秀醤油株式会社 子育て世代に向けた食物アレルギー情報発信のためのＨＰ作成

佐賀県 岩本商店 唐津産煮干しいりこ及び無添加干物のブランド化による販売促進

佐賀県 古伊万里酒造有限会社 ネットとリアルでの広報活動と販路拡大

佐賀県 江口事務器 小ロットに対応した提案型プラスチックカード制作事業

佐賀県 合同会社佐賀市漁村女性の会 一般消費者へ向けたＷＥＢによる佐賀海苔ブランド加工品の直販体制確立

佐賀県 笹川工建株式会社 異業種参入・ライフスタイルショップ開業に伴う販路開拓事業

佐賀県 三芳薬品 新規顧客創出の為の、チラシ配布およびネット広告（商圏拡張及び情報発信）

佐賀県 諸石酒店 当店シニアソムリエが厳選したワイン＆ワインアイス提供による売上拡大！

佐賀県 食事処　一成 新メニュー開発と店舗改修で女性のお客様のリピート率アップ

佐賀県 森源商店 ネット上での多店舗展開とクリック型広告の実施

佐賀県 水田建設 ＩＴ等を活用した情報発信とそれに伴う販売拡大事業

佐賀県 西原ボーリング工業 事業領域の拡大による新規顧客の開拓
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佐賀県 大川印刷所 活版印刷で作成する高付加価値の名刺など小物印刷事業

佐賀県 大和酒造株式会社 観光蔵元の目玉“酒仕込み水”ギャラリー整備事業

佐賀県 炭火焼かっぱ 光触媒の脱臭、細菌除去効果による快適な店舗内の環境づくり

佐賀県 池田写真館 輝き顔の遺影写真から始める写真需要掘り起し展開プロジェクト

佐賀県 鳥巣窯 窯開きに向けた展示テラス、柵、および階段のバリアフリー化

佐賀県 槌の音 古民家や老舗店の活用で悩んでいる方を対象とした活性化セミナー開催

佐賀県 辻自動車工業所 団塊世代ジュニア世帯に向けた安心コーティングサービスの提供

佐賀県 田中特殊金型製作所 鋼材切断機用金型の販路拡大と高耐久性金型の開発

佐賀県 藤本商店 呼子朝市の味“いつでもどこでも”発信事業～食卓の笑顔を創造する企業となるために～

佐賀県 白玉饅頭元祖吉野屋 ネット決済システム搭載による利便性向上と来日外国人向け情報発信体制構築

佐賀県 野田の元湯株式会社 落ち着ける空間づくりによる新規顧客の獲得と地域コミュニケーション事業への取組み

佐賀県 有限会社イケイ緑花 生活シーンに応じたセンスの良い可愛い商品を提案する店への転換による新規顧客獲得

佐賀県 有限会社エスケイシステム 不動産部門の開設と中古物件リフォーム事業推進事業

佐賀県 有限会社すみれ写真館 出張での肖像写真撮影の充実による新規顧客獲得

佐賀県 有限会社テイクワンフーズ 外壁店舗看板の付け替え及びテラス照明設置

佐賀県 有限会社トムズカンパニー 伊万里で業界初となる、『お洒落＋美と若々しさ』を提供する会員制組織の立上げ

佐賀県 有限会社ビューティック二葉 新規がん患者・高齢者用プライベート美容スペース（個室）によるサービス向上を目指します

佐賀県 有限会社れんげどう 交配用ミツバチ産地直送のパンフレット製作および発送

佐賀県 有限会社旭屋 通行客からの視認性と新たな客層への訴求力向上の為の店舗装飾

佐賀県 有限会社岡電気 店舗の認知に伴う顧客（年齢層・地域）増大事業～顔写真付き折り込みチラシ大作戦～

佐賀県 有限会社向陽トレード 大型看板による新規事業の告知事業

佐賀県 有限会社弘文社 壁面広告看板設置及び店内当社及び他社製品比較展示スペース拡充

佐賀県 有限会社佐賀メイト マニュアル等ビジュアル化と提案営業による保育園等への販路開拓

佐賀県 有限会社山下呉服店 洋菓子の商品サンプルとチラシによる集客拡大と夏場の販促戦略

佐賀県 有限会社重富呉服店 店舗移転に伴う、新規顧客獲得および新商品展開のためのプロモーション事業

佐賀県 有限会社森石州瓦 太陽光照明システム「スカイライトチューブ」の販促展開

佐賀県 有限会社西日本商事 千栗神社と連携した観光客向けのメニュー開発と情報発信事業

佐賀県 有限会社前田ボディリペアーセンター 高張力鋼板対応の新型溶接機械を導入し、売上アップを図る

佐賀県 有限会社相良建築 高齢者が利用しやすいコインランドリーへの改善・サービス事業

佐賀県 有限会社辻与製陶所 家庭で料理店の味を演出する焼物の入門アイテムのカタログ作成

佐賀県 有限会社野村商会 汚れの付きにくい光触媒技術を活用した社内清掃サービスの販売促進

佐賀県 理容　小笠原 新サービスメニュー提供による新規顧客獲得のための販促活動。

佐賀県 理容しおみ 店舗入口のバリアフリー化と車椅子にも対応する顧客専用トイレ新設工事

佐賀県 旅館　千湯樓 全館貸し切りプランの開発

佐賀県 旅館　大和屋 『門外不出、佐賀産純米大吟醸が呑める純米酒風呂』の提供

長崎県 ３rd BASE café 同窓会、結婚式２次会等のグループパーティーに対応した顧客拡大事業

長崎県 bliss of ring　ドーナツ 販路拡大のための積極的な移動販売の開始、店舗外観の装飾による町おこし事業

長崎県 L’ECRIN L’ECRINが提案する形式にこだわらない衣装選び

長崎県 L’ECRIN マツ毛エクステンション（新サービス）のＰＲ事業

長崎県 LuLudi ヘッドスパ（頭皮と髪を健康に保つマッサージ）の導入による本格的な癒しの空間づくり

長崎県 ＭＡＮＡＭＩオリジナル 椿の間伐材を使用した純上五島産椿木割り箸の開発

長崎県 Monkey@Panda 「おむつケーキ」販路拡大・売上ＵＰ
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長崎県 RandR coffee labo コーヒー文化普及の為のワークショップ並びに販路拡大

長崎県 アート・ワン オリジナルＴシャツプリントの新規顧客獲得キャンペーン実施

長崎県 あい娘酒造合資会社
昔ながらの手造り、こだわり製法、地元雲仙をアピールした新たなデザインパッケージやラベルの
開発

長崎県 アンコルト ご当地コスメ等の美容健康商材販売システム構築による販路拡大

長崎県 えこらんど 全世代販売開拓事業

長崎県 おおくま有限会社 接客フロアーの設置と展示場の改装

長崎県 オーベルジュあかだま オーベルジュスタイルの魅力アップと海外プロモーションで新規顧客開拓

長崎県 オリーブ農園PocoToscana ハチミツのテイスティングと批評会、ハチミツを使った料理の開発・試食会による販路開拓

長崎県 かせやカフェ 新商品開発及び販売促進事業

長崎県 クオリティドライますやま 新規顧客獲得のための販促看板の製作及び設置

長崎県 クリーニングショップ・サニー 「美泡あらい」の新商品化

長崎県 シオン運転代行 焼き立てパンケーキ＆フレンチトーストを提供する移動カフェ事業

長崎県 シャディサラダ館日野店 佐世保産品でギフト商品「佐世保の贈り物」の企画開発と販路開拓

長崎県 スナック恋こい 地元食材を使った郷土料理で壱岐らしくおもてなしをするスナック事業

長崎県 そがわ水産加工 パッケージ改良及び新商品開発による販路拡大事業

長崎県 たかはし商店 長崎県五島列島産の「あおさ塩」と「椿茶塩」の販路拡大

長崎県 チャイオーン株式会社 新商品開発に伴う機械購入と新規顧客獲得の為のチラシ作成と配布

長崎県 テラハウス 島原半島産ウイキョウ（薬草）ジャムの販路拡大

長崎県 トラスト スマートフォン用測量計算プログラム販路拡大事業

長崎県 ながさき不動産株式会社 不動産相続相談会の開催

長崎県 ニューサンクリーニング 「もったない心」を醸成する「補修・修理ビフォーアフターサイト」のＰＲ事業

長崎県 ハンバーガー＆クレープショップ　トミーズ ’’月刊１０，０００本売れた！’’トミチキの通信販売の開始

長崎県 ピッツェリアモンテ 生パスタを使った新メニュー開発

長崎県 ふたば治療院 訪問医療マッサージ新規患者の獲得、販路拡大のための広報活動

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展開による顧客拡大事業

長崎県 ベビーと子供服のお店　チッチャ マッチング顧客の増加と離島向けインターネット通信販売

長崎県 マカ・ナチュラリー 手作り石鹸の良さを活かした「椿油入り化粧石鹸」の高付加価値化

長崎県 マルソウ 昔懐かしいお菓子のイメージアップ

長崎県 みなと寿し 地元のこだわり食材を使った新しいメニューの開発と来客者がより便利に利用できる店作り。

長崎県 ラ・ヴィ・エンローズメモリアル布巻斎場 葬儀場内親族控室の改装（シャワールームの設置）

長崎県 ルートカフェ 新規女性客を開拓するための環境整備（店舗設備の改装）及び周知活動

長崎県 レストラン ペーパームーン パッケージのデザイン一新と販路拡大のチラシ制作

長崎県 レッカーセンター三根 自社ＰＲ及びロードサービスの安全技術強化等による新規顧客獲得事業

長崎県 磯しん 椅子式階段昇降機の導入及び宣伝広報事業

長崎県 雲仙焼 陶芸教室の開催及び販路開拓事業

長崎県 奥野自動車整備工場 自動車展示スペースの新設と来客者駐車場の改修

長崎県 屋台屋　いんごち いんごち　ランチマーケット

長崎県 家具製作所　Kiiro 木製食器の開発

長崎県 角田大吉かまぼこ店 商品パッケージの一新と土産用化粧箱の作成

長崎県 学童保育ドリームキッズ 良質な学童保育の提供と学童空白地区の児童獲得による待機児童の解消

長崎県 割烹　一富士 幅広い年代層と観光客の集客を図る「壱岐おもてなし活動」事業

長崎県 割烹ゆう 新上五島産マグロ料理の提供と店内環境の改善



215

所在地 事業者名 事業名

長崎県 割烹旅館　観月荘 旅館客室、トイレの利便性の向上と自社商品のＰＲ作戦

長崎県 株式会社　ウィズ企画 法事サービスの内製化による顧客拡大事業

長崎県 株式会社　うぐいすや旅館 パンフレット・チラシ・ＤＭによる販売促進強化事業

長崎県 株式会社　ディアー・カンパニー 女性向けブランド化事業

長崎県 株式会社　ティエムエヌ iPad講座の新設とネット活用による教材の販路拡大と遠隔授業の連携

長崎県 株式会社　マルニ じゃがいも加工品の販路開拓事業

長崎県 株式会社　マルマス 「五島手延べうどん椿」の袋作成と専用贈答用箱の作成及び専用リーフレット、チラシの作成

長崎県 株式会社　ヤマシン 売店ＰＲ事業、消費者ニーズに沿った新商品開発（スライス漬物）

長崎県 株式会社　亜細亜商店 自由設計床暖房の販売促進事業

長崎県 株式会社　翔久 仏衣、アプローチブックの制作（物語による仏衣に対するニーズ顕在化施策）

長崎県 株式会社RICC 売買仲介手数料収入向上と安定のため販路拡大

長崎県 株式会社アイシンモーター ダイアグノスティック事業

長崎県 株式会社エスプランニング 「九十九島とらふぐ明太子」等の商品開発

長崎県 株式会社クラーク 子どもたちのやる気を引き出す「児童英語教室」

長崎県 株式会社トゥスタート 「空きスペース」の新しい活用提案を通じた主軸商品サービス「アシストマップ」の広報強化、売上増

長崎県 株式会社ヘルシーラボ スマホ対応ネット販売システムの構築と販促素材等の製作

長崎県 株式会社やがため インターネット販売システムの構築

長崎県 株式会社りぼん 布ナプキンの新規パッケージの製作と認知度拡大事業

長崎県 株式会社雲仙フード
雲仙牛を使ったハンバーグ・ローストビーフ・コロッケなどの商品開発をし、惣菜販売（ミートデリカ）
を開始する事業

長崎県 株式会社臥牛窯 「関東地区顧客向け直売作品展の実施」

長崎県 株式会社九州アイビーシーコーポレーション 月桃、グァバを活用した新商品の開発とネット販売システムの構築

長崎県 株式会社山本電器 「街の電気屋さん」がお届けする　単身赴任者等のための生活不安解消リース事業

長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 県内初・少子化対策を担う本格婚活セミナーの周知及び実施の強化

長崎県 株式会社米粉屋 販売促進・生産効率化による安全・安心「米粉のパンケーキ革命」事業

長崎県 丸阿蒲鉾有限会社 ブランド力向上による福岡都市圏への販路拡大事業

長崎県 近藤商店 新規顧客の獲得を図るためのサインデザイン構築事業

長崎県 溝田精肉店 販路拡大に向けた通信販売及び催事出展販売事業

長崎県 合資会社　小林大洋堂 健康食品とサプリメントの直販ネットシステムによる販路拡大

長崎県 合資会社　松尾印刷所 デザイン力を活かした幟・横断幕製作による販路拡大

長崎県 合資会社山崎本店酒造場 発泡性酒類の製造

長崎県 合同会社てあーて・ながさき １）介護予防事業（お手軽フィットネス　、高齢者の知的財産サポート事業、足湯、フットマッサージ

長崎県 山口菓子舗 店舗入口改装と接客サービス改善による店頭販売のイメージアップ

長崎県 山口自動車整備工場 メンテナンスパックの販売開始、販売機能をもった事務所への改装

長崎県 山口石膏製型 宝石・アクセサリー等のケースと和洋食の器の新商品開発

長崎県 七福農産 粗ずりゆず胡椒の販路拡大に向けたブラッシュアップ事業

長崎県 酒井タタミ店 新型畳表折曲器導入による販売促進事業

長崎県 小浜ガス株式会社 ガスの安全性・利便性の啓蒙普及活動及び省エネ製品のＰＲ展示会開催

長崎県 松村菓子店 競合商品と差別化された魅力ある商品の開発

長崎県 焼肉レストラン騎士 自社サイト構築とネット販売の拡大、充実による販路開拓と新規顧客獲得

長崎県 硝子屋 ステンドグラス工房設立とガラス商品の販売促進のシステム構築

長崎県 城青果 商品包装箱・パック袋のデザインの一新

長崎県 菅原商店 ふれあい元気な移動販売持続化事業
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長崎県 清蓮社 遺品整理等の新サービスの販路開拓事業

長崎県 石匠　株式会社 販促用ＰＲ（テレビ媒体及び折込みチラシでの広告）

長崎県 川上製麺 ネット通販環境整備による島原素麺のブランディング拡販事業

長崎県 池田麺機サービス 自社HPて知上げによる顧客への情報発信事業

長崎県 長崎食庵けっさく 長崎産の素材にこだわった和風居酒屋のオープン１周年に伴う新メニュー開発及びＰＲ事業

長崎県 長田食品 地域資源を活用した商品（無添加だしパック）の販売促進

長崎県 天助 焼肉店の差別化戦略による顧客層拡大事業

長崎県 土地家屋調査士　横田耕詞事務所 顧客に安心と業務を依頼しやしくするためのＨＰ作成と看板作成事業

長崎県 土龍窯 販路拡大と若者支援のための川棚町コミュニティ拠点づくり事業のための店舗改装

長崎県 藤村昆布海産有限会社 地場特産品を主としたインターネット通販システムの再構築事業

長崎県 内藤米穀店 「新米入荷キャンペーン」チラシによる玄米販売促進

長崎県 南高カンパニーASTY
パンフレット・チラシ等を作成し、贈答品販売の拡充とインターネットＨＰ（ショッピングモール）のリ
ニューアルによる販路の拡大

長崎県 髪切屋まえかわ 女性による女性のためのエステシェービングとブライダルエステシェービングの展開と新規開拓

長崎県 美容室　Room デジタルパーマによる新メニューの導入で顧客満足度を上げる

長崎県 美容室　プライム 路面店への移転に伴うバリアフリー化と認知度アップ

長崎県 美容室ＢＩＧＩＮ 高齢者の安心・安全・快適空間改造事業

長崎県 冨重製菓 販促用リーフレットの作成及び店舗改装による新規顧客の開拓

長崎県 布団の丸洗い あらいちゃん 小規模グループホームをターゲットとした新たな市場開拓に向けての広報宣伝

長崎県 本村製麺工場 麺パッケージ、商品パッケージや包装デザイン開発

長崎県 本多兄弟商会 パッケージ刷新と未開拓地域への新聞チラシ折込による販促活動

長崎県 味処　角丸 顧客層拡大のための店舗改装事業

長崎県 民宿　椿の宿 高齢者にも優しい宿づくり

長崎県 民宿　宝来荘 大事なひと時を安心してゆっくり過ごせるように、落ち着いた和の雰囲気を演出した店づくり

長崎県 民宿しゅん 観光客獲得に向けた看板設置事業

長崎県 民宿まつお トイレ及び食堂フロア改修による施設環境改善と誘客・リピーター対策強化

長崎県 民宿まつざき 民宿業による若年層ニーズに応えた顧客拡大事業

長崎県 夢美容室 事業継承を見据えた店舗イメージ向上事業

長崎県 無国籍料理　ガラム 食物アレルゲン除去食品(代替食）の開発及び販売

長崎県 矢上珈琲の杜 新商品開発とパッケージ製造及びお土産品・卸・販売ルートの開拓

長崎県 有限会社　アイユー 波佐見のお土産開発プロジェクト

長崎県 有限会社　いまむら 仏事宴会獲得のための広報活動による販売拡大

長崎県 有限会社　くさの惣菜 情報発信強化に伴う、商品カタログ・ホームページの充実

長崎県 有限会社　サダカタ商会 少量多品種品揃力を強みとした店舗拡充事業

長崎県 有限会社　トーセラム 耐熱セラミック容器ＰＲ，販路拡大事業

長崎県 有限会社　ナイスデイ 親族向け宅配弁当プロモーション

長崎県 有限会社　ふるせ 生素麺・まぜ麺デザイン一新

長崎県 有限会社　マルイ水産商事 ＢtoＣ取引拡大！薬草入り「サバの燻製」「アゴだし鯛茶漬け」「旬さばバーガー」開発事業

長崎県 有限会社　やまぐち 顧客分析による販路拡大事業

長崎県 有限会社　丸徳産業 土木工事業における一般住民ニーズへの対応・展開事業

長崎県 有限会社　菊祥陶器 孔雀型箸置きの商品開発及びパッケージデザイン、広報ツール作成

長崎県 有限会社　久冨電機 下請けからの脱却を目指した需要開拓事業

長崎県 有限会社　玄海 自動車板金技術をアピールした顧客拡大事業
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長崎県 有限会社　溝上製材所 木材の知識を活用した性能向上住宅リフォーム支援事業

長崎県 有限会社　小林製茶 少量サイズのパッケージ開発（プチギフトの提案）

長崎県 有限会社　松島工務店 広報活動強化による新規顧客の集客

長崎県 有限会社　上五島観光ホテル 外国人旅行者や学生の顧客獲得のための店舗改装（トイレ改修）

長崎県 有限会社　水谷製麺所 地元長崎県の原材料にこだわった、土産品・贈答用商品の開発

長崎県 有限会社　善徳丸商店 売上増加の為の看板広報・商品体験展示場設置（高齢者の挙動を考えたトイレ改修）

長崎県 有限会社　台湾亭 高齢者向けのメニュー作りと高齢者がゆっくりとくつろげる食の空間づくり

長崎県 有限会社　大黒屋建材 エンドユーザーを取込むための店舗改修

長崎県 有限会社　竹林 新規顧客開拓に伴う店舗改装

長崎県 有限会社　中村青果 新たな青果販売方法の確立による販路拡大事業

長崎県 有限会社　野村屋 新商品『島原手延べ素麺とどんこ椎茸セット』の販売促進事業

長崎県 有限会社　有明物産 「マンボウエアーポートシャトル便」顧客拡大事業

長崎県 有限会社　國崎 掘りごたつ及び無煙化改修事業

長崎県 有限会社アサダ建設 「中古+リノベーション」の顧客層拡大のためのショールーム改修と広告宣伝ツールの作成

長崎県 有限会社あじさい 販路拡大・強化及びブランディング化

長崎県 有限会社とりやま電化社 ＬＥＤから始める省エネ提案

長崎県 有限会社ホテルプロデュース レモネードのドロップスのデザインリニューアルとプロモーション

長崎県 有限会社メガネのポイントセンター ショップブランディングの確立（ファッション性を追求する顧客への情報発信）

長崎県 有限会社モンアミ 新長崎名物　トルコライス春巻きのお土産としての開発、製造。

長崎県 有限会社海産工房梅元 新商品開発とそれに伴うデザインリニューアル、販売促進事業

長崎県 有限会社観月 ごまどうふの真空パック包装・パッケージ開発による販路拡大事業

長崎県 有限会社丸一薬局 一般医薬品・健康食品の拡販及び同宣伝広告

長崎県 有限会社広井テント 介護用移動補助具の製品改良と、販促ツール強化による販路拡大

長崎県 有限会社更紗 「希少な天然クエの鍋セット」等通販用商品の開発と販売

長崎県 有限会社今福屋商店 低温保管と展示によるワイン愛好家の販路開拓・拡大事業

長崎県 有限会社上田自動車 マイカーコンサルショップ

長崎県 有限会社森山スタジオ 婚礼写真の地域一番シェアの確立とインターネット販売サービスの開始

長崎県 有限会社草加家 長崎県産さつまいもを使った、赤ちゃんから高齢者向け商品のパッケージ作り、販促品作り

長崎県 有限会社鈴屋 過疎地域への出張販売の構築（街のお買物便）

長崎県 洛美屋 医療用ウィッグの販売強化と新規レンタル事業のプロモーション事業

長崎県 理容カメヤ 理容業における高齢者等対応型事業

長崎県 理容ハマダ バリアフリー化によるやさしい店頭づくり事業

長崎県 理容ふじさわ 高齢者や身体の不自由な方に優しい店舗作り

長崎県 立花興業 農林漁業体験ができる「民泊」から農林漁業体験ができる「民宿」へ

長崎県 旅館ゆのか 旅館業と飲食業のシナジー効果促進と販路開拓（情報発信）

長崎県 旅館松栄 「雲仙野菜プリン」の販路拡大と宿泊・宴会の予約の増大

長崎県 炉端　大根地 若年層を取り込む半個室と掘りごたつのある客間づくり

熊本県 （株）今村自動車整備工場 自動車のハイテク化に対応した修理の実現

熊本県 (有)オフィス･フォルツァ
映像撮影・写真撮影・アルバム制作
個人向け出張撮影の新サービス提供

熊本県 (有)カドオカ（民宿　大漁丸） 食堂や一部客室の洋式化による高齢者や外国人客の更なる取り込み

熊本県 (有)メンズ天草
高齢化社会に対応する新たな介護用下着等の開発と増産対応のための高機
能の工業用ミシンの導入による経営安定化事業

熊本県 （有）丸三家具 「ターゲット別の販売手法・サービスの構築」
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熊本県 （有）豊前屋 高齢者コミュニティースペース店舗整備（トイレ）事業

熊本県 ＢＡＫＥＲＳ 観光客をターゲットとした店づくり

熊本県 Dining　Bar　竹蔵 小国の夜をさらに楽しむ事業

熊本県 ＤＳサ－ビス 内装工事の効率化及び新規顧客獲得のためのチラシ配布

熊本県 etu カフェスペース増設工事と広告宣伝物の作成

熊本県 ＦＡＤ建築事務所 プレゼンテーションを独自の商品として設計業務の受注拡大

熊本県 ＧＩＮＲＩＮ　健軍店 ガイド付きレンタサイクル事業「わくらくレンタサイクル」による新規客獲得＆リピート率アップ策

熊本県 healty 黒川温泉healtyリラクゼーション参入による知名度向上と、温泉との融合の実現

熊本県 MILKY　WAY お土産用箱菓子の開発（ブルーベリーのロールケーキ・ブルーベリーパイ）

熊本県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＲＯＳＳＯ 外国人客の獲得を目的とした販促物の作成と認知度の高い告知方法の開発

熊本県 UOZUMI ホームページ制作、カラーシュミレーションソフト導入

熊本県 ＷＡＶＥ　ＡＣＴ ＳＵＰ（スタンドアップパドル）体験クルージングによる商品販促

熊本県 あいだデザイン／ＡｃｔＦｉｌｍＪａｐａｎ 既存ＨＰを短期間、低コストで動画化する販売促進支援事業

熊本県 あまくさドッグハウス 犬の健康維持と清潔感を与える「犬のお風呂屋さん」

熊本県 イズミ化粧品店 出張エステ、出張美容教室などでリピーターや新規会員獲得のための売上アップチャレンジ！事業

熊本県 いその不動産 新規顧客獲得のためのホームページとチラシの活用による周知

熊本県 いなか工房 上品質な薪の生産と田舎暮らし応援事業

熊本県 インテリア崇 「作業工程の省力化ならびに内蔵データー活用による販売管理システムの構築」

熊本県 インフォメーション住宅産業 テラスルーム展示場新設店舗改装　及び　販売拡大計画

熊本県 エーニット
工房を「男の編物作家が実演している手づくり和素材ニットショップ」へ店舗改装して日本の伝統技
術の良さをアピールする事業

熊本県 エステ＆美容室レディクレア ホームページ開設による若者層取り込み＆商品販路拡大事業

熊本県 エフワンオザワ 若い女性の方や中高年の方の服をお直し隊（たい）事業。

熊本県 オレンジ美容室 子供や高齢者がくつろげる美容施設への改修とＰＲ

熊本県 かいろ屋 知名度不足解消と顧客満足度向上による売上増

熊本県 かんなり より多くのお客様に魚料理のおいしさを提供するために！

熊本県 キャリエール
多機能工業用電子ミシンの導入による当社オリジナル「骨盤ガードル」及びボディスーツ・ブラ
ジャー等の効率的生産及び増産事業

熊本県 グッド・プロジェクト株式会社 ＳＥＯ対策によるブランディングとWebサイトからの継続的新規顧客獲得事業

熊本県 グットウッドダイニング トイレ増設、改装工事、外国人向けメニュー作成

熊本県 グランドライン
M
LEATHER の質と生産ラインの向上

熊本県 コーエイ株式会社 ローン０円住宅　販売促進事業

熊本県 サウンド・ドゥ・コスモ 音と光と色のエコで地球にやさしいステージ演出の提案。

熊本県 サプライズ居酒屋南国食堂ヤシの樹 満足度向上による循環型顧客増客事業

熊本県 サンアメニティ 木成り完熟甘夏みかん・日本蜜蜂を使った本物志向商品　開発・広報

熊本県 シーパドック インターネットによる技術力の販売と新規顧客獲得

熊本県 シーラスコンサルティングオフィス 業務用「もったいなか」の試作品の開発と販路開拓

熊本県 ショコラ ロイヤル生クリーム食パンの開発・製造・販売

熊本県 ショップマツモト 原付中心の販売から中型・大型バイクへの販売拡大

熊本県 すなっくあすなろ
女性と高齢者のお客様を引き込み、ビジネスホテルのお客様には宇土のよい思い出をいっぱい残
していただく為の店舗プチ改装事業

熊本県 スリーエスガレージ 他社との差別化に特化した中古車・整備事業展開

熊本県 タケナカ自動車 HV車整備対応等による差別化及び知名度アップ広報事業

熊本県 たのや お土産物パッケージつくり

熊本県 ナスドリームズ ナスドリームズ情報発信（ホームページ作成）事業
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熊本県 ノアノア電気センター 太陽光発電設備に係るトータルサービス

熊本県 パンダイゴ 3周年トータルグレードアップとアニバーサリー販促イベント

熊本県 パンの家ボン・クール
母親が安心して買い物ができる店づくり（キッズルーム・イートインスペースの作成のための店舗改
装）

熊本県 パン工房豆の木
① 看板設置とPOPの商品アピール
② サンドイッチの開始
③ 「然」ショップへのドッグパン供給

熊本県 ビデオスター 宅配レンタルビデオ＋貴金属等の出張買取り事業の開発

熊本県 フクシマ建材株式会社 新製品（内窓プラスト）の認知増加・販路拡大事業

熊本県 フランクール 移動式の視力聴力測定車を用いての眼鏡・補聴器の販売

熊本県 ブリッジリッジランゲージスクール 園児向け「紙芝居＆五感で学ぶ英会話講座」の提供

熊本県 ぷりんとはうすＭＫ
①サンドブラストによる、ガラス・石・ステンレス等に彫刻を行う事業。②マグカップやスマートフォン
等に焼き付ける新事業。

熊本県 ベーグルの樹 健康志向の高い女性(２０～４０代)に向けた店舗からの直接販売ＰＲ事業

熊本県 マウンテンボデー 塗装作業効率の改善（専用ブース作成）による売上増加

熊本県 まぐろ屋サンロードシティ店 売上増加のための看板設置、持ち帰りすし強化事業

熊本県 まこと不動産株式会社 不動産取引拡大に向けた会社の知名度向上・販路拡大事業

熊本県 マミーマート 快適なトイレは‘おもてなし’の第一歩！店舗改修事業

熊本県 まるさかおそうじクリニック ＰＣ・スマートフォン等での情報提供の充実によるユーザー獲得

熊本県 まんじゅう乃池田堂 「玉名甘酒まんじゅう」の新パッケージ化でのサービス向上と販路拡大計画

熊本県 みさきの福祉タクシー 福祉タクシー利用者の生活支援で収益力アップ

熊本県 ミュージックアトリエ　クレオ 認知度アップによる集客強化と設備補充による更なる専門性向上計画

熊本県 ミルクール 顧客獲得のため新メニューと季節メニュー紹介の電光掲示板設置事業

熊本県 やきとり串乃喜 持ち帰り焼き鳥店の新商品開発事業

熊本県 ライムライト 店舗周知及び集客効果を狙った経営戦略事業

熊本県 ラウンジ・サザン 国内外、特に外国人観光客向けの店舗改装およびメニューのリニューアル

熊本県 るるわ珈琲 カフェインレスコーヒー豆のパッケージ作成・販売促進活動

熊本県 レストランバンブ イタリア料理メニューと冷菓デザートの開発

熊本県 ワイケイソーイング 上下送りミシン導入による、品質安定性および生産効率の向上、受注拡大。

熊本県 わっか屋本舗 新商品虹色パフェの開発と販売及び自社ＰＲの強化事業

熊本県 阿蘇　久木野窯 久木野窯ブランドの販路開拓事業

熊本県 阿蘇トルティ株式会社 特製調味料を添えた阿蘇のおもてなしあか牛弁当の販路拡大に伴う再開発事業

熊本県 阿蘇乃やまぼうし トイレ増設工事。国内外、特に外国人向けメニュー作成。

熊本県 阿蘇品時計店 阿蘇で唯一の認定補聴器技能者ブランドを前面に押し出した販売促進事業

熊本県 宇土自動車整備工場 新規顧客獲得のための展示場開設

熊本県 浦田石材彫刻店

「新世代墓石（実用新案出願中墓石）の販売促進」
安定した工期と低価格に加え高品質で頑丈な墓石を提供することが可能であることを大きな特徴と
して、個人や寺院に対し販売施工を推進してゆくと共に、新世代墓石をより多く普及させるために、
九州内外の石材店を対象に新世代墓石の特徴を伝え、ライセンス契約の締結店を募集し、契約店
と自社が共に継続し、躍進することを目標としています。

熊本県 栄屋旅館 女性・家族3世代に向けた施設整備事業

熊本県 河津造園株式会社
木質バイオマス燃料（火の国ｅペレット）の販促用PR及び販促用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、
配布

熊本県 花のあすか株式会社 付加価値の高い葬儀用生花スタンドの開発と販売促進。

熊本県 株式会社　4Ride Store お客様に寛いで頂き、ゆっくり商品を選んで頂くための空間づくり事業

熊本県 株式会社　Ｍｉｃｒｏｅｘａｍ 現在５０％の休眠会員を２５％に減らすためのキャンペーン

熊本県 株式会社　グラシア 頭皮の嫌な臭いをとり頭皮にも優しい画期的な白髪染めの男性向けの広報事業

熊本県 株式会社　サンライフ２１ サンエコライフ天草店展示会“集客チラシ”事業

熊本県 株式会社　れんげ・カンパニー 直販強化！そい・ぷーどるシリーズのネット販売システムの構築

熊本県 株式会社 阿蘇自然の恵み総本舗 菊芋やキヌアを使った「機能性おやつ」の開発・販売
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熊本県 株式会社　菊池製作所 自社製品の販路拡大の為のホームページの充実とネット販売システムの立ち上げ

熊本県 株式会社　平安社寺建築 宮大工による伝統工法・伝統彫刻技術のPR事業

熊本県 株式会社ＡＰＬＵＩ
セミオーダーラインの確立とＪＵＮ　ＯＫＡＭＯＴＯブランドの強化、そしてこの２つをリンクさせることに
よる新しい販売モデルの為の販売戦略

熊本県 株式会社Ｊ・Ｋ・Ｃアグロ 新しい軽量長靴のPR事業

熊本県 株式会社アスリー たもぎ茸販路拡大

熊本県 株式会社あんず 全国トップクラスの生産量の栗を原材料とした山鹿のお土産づくり事業

熊本県 株式会社イマイ・カーサービス 新規顧客獲得の為の新サービス開始に伴う看板設置事業

熊本県 株式会社エストライフ不動産 ①「地域密着NO1」事業②「お困りごと解決」事業

熊本県 株式会社エナ 障がい者（知的・精神・身体）、難病者への安心サービス提供事業

熊本県 株式会社おしま 1. オリジナルスムージーの魅力アップによる家具雑貨販売強化事業

熊本県 株式会社キクチ 高機能レンズに対応する設備の充実と販売促進の強化

熊本県 株式会社クリエイト光 自転車で健康になり無農薬新鮮野菜を食べ、健康保持で長生き生活をする。

熊本県 株式会社グロースンドリーム 電動バイク販売促進とレンタル事業の開設

熊本県 株式会社サン・ボディクス 自動車鈑金塗装と車両整備のワンストップサービスの実施

熊本県 株式会社シークルーズ 地域経済への波及効果を目的とした着地型旅行商品の企画・開発

熊本県 株式会社シゲスミス アクセサリー作家へのギャラリーレンタルスペース

熊本県 株式会社タナカ 輸入商品の理解を深め、PRしていく見本市

熊本県 株式会社ディカーナ イベント機材の宅配レンタル事業の開発と販路拡大

熊本県 株式会社なごみ石材
免震・耐震のダブル施工を施した墓石の販路拡大の為のカタログ・チラシの作成及びソウルジュエ
リーのネット販売の構築

熊本県 株式会社バース セルフ卓上調理＋食べ放題スタイルの焼き鳥店の開発・展開

熊本県 株式会社ハーベストタイム 天草大王の販路開拓に伴う新商品開発及び販売ツール構築事業

熊本県 株式会社ヒラモリ建築工房 新規不動産事業部開設周知による売上拡大事業

熊本県 株式会社ブレス 価格競争から提案力を品質競争へ脱皮するためのプロモーション戦略の実施

熊本県 株式会社一畳屋
熊本を元気に！！
畳・襖替えして地元の温泉に行こう　～温泉で畳・和の空間を楽しむ！～

熊本県 株式会社吉田レモニー 特別栽培の「そのまま食べられる・飲める」レモンのブランド化とWEBを活用した新規販路開拓事業

熊本県 株式会社球磨の黒豚　 球磨の黒豚ホームページリニューアル

熊本県 株式会社五岳荘 「安心・充実・満足」環境整備事業

熊本県 株式会社五山房 農水産加工品の開発・真空包装

熊本県 株式会社香月 海外での販促ならびに販路開拓事業

熊本県 株式会社山一 お茶より喜ばれる法事向けギフトのラッピング刷新

熊本県 株式会社山口工務店 木造建築売上向上計画

熊本県 株式会社深川電設
省エネルギー合理化補助金を活用した提案型営業（申請代行と施行のセット・省エネ診断）に伴う
事業所増築

熊本県 株式会社大昇 新規顧客獲得の為期間限定トライアルメニューのチラシ宣伝とwebによる情報発信

熊本県 株式会社童謡 そがみまこソロ活動　ＰＲアルバムの試作

熊本県 株式会社望月旅館
個人客向け体験型「0泊2食」プランの開発及びニーズ対応プランの提供を行う為のプロモーション
事業

熊本県 柑七 柑七トータルデザイン事業

熊本県 岩下衣料品店 顧客の新規開拓により客単価アップにつながる店づくり事業

熊本県 喜戸 名水おからドーナツの開発と広報事業

熊本県 吉見塗装工業 町中ペインティング　「色彩あふれる　美しいまちづくり」事業

熊本県 宮崎ハウジング 世代間安心住み替え推進事業

熊本県 居酒屋 八一 高齢者及び外国人観光客への対応の為のトイレ改装とメニュー表の作成

熊本県 居酒屋宴
高齢のお客様やお一人さまのお客様に対する憩いの空間創出に伴う店舗改装とメニュー開発によ
る単価アップ事業
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熊本県 居酒屋八反田銀蔵 くつろぎのスペースを提供するための店舗改装事業

熊本県 橋本興業 桧のおが粉を使った新商品開発と新たな顧客の開拓事業

熊本県 橋本醤油合資会社 熊本県産大麦を活用した新商品（大麦麹飲料及び、大麦麹食品）の、首都圏に向けた販路開拓

熊本県 熊本消防総合設備 火災から生命・財産を守るための市場調査及び周知活動からの販路開拓事業

熊本県 隈部刃物製作所 伝統製法をＰＲするための看板設置及び海外向けWEBページの開設

熊本県 五島石材店 次世代に続く安全な墓石づくり

熊本県 後藤万十店 阿蘇の風景に溶け込むお城屋根へのリニューアル顧客獲得事業

熊本県 御船豆腐本村 麩菓子　「恐竜の骨」の観光土産品化と豆乳デザートの開発

熊本県 合資会社　竹士蒲鉾商店 あんしん野菜熊本～インターネットでの青果等の通信販売

熊本県 合資会社きぬや呉服店 幸福になれる服のお知らせメール大作戦

熊本県 合資会社阿波屋商店 床用ガラスコーティング工事業（板張り床の傷やスベリ止）

熊本県 合資会社山王閣 文豪・夏目漱石先生を活用した新規顧客の獲得

熊本県 合同会社　シャイニング 熊本市内の介護施設で働く職員のスキルアップに資する研修PR事業

熊本県 合同会社アール産業 入居者自身がデザインオーダーできる賃貸住宅サービスの開発

熊本県 合名会社 天草酒造 天草産の晩柑を利用したリキュール製造

熊本県 合名会社境屋商店 お土産用辛子レンコンや天ぷらの商品開発

熊本県 合名会社志賀食品 元祖阿蘇たかな漬店の広報宣伝による顧客獲得事業

熊本県 山女魚荘 リニュアルに伴う新規顧客獲得・販売促進事業

熊本県 山小屋Holahoo 「アウトドア料理教室」「本格バーベキューの提供」「登山ガイド」の実施

熊本県 山水亭 店舗の一部改装事業

熊本県 山村酒造合名会社 感動経験する酒蔵見学プロモーション事業

熊本県 産山水魚園 簡易水洗型トイレの改装事業

熊本県 勝木ピアノ教室 高齢者のための認知症予防ピアノグループレッスン

熊本県 小山電気店 便利で快適な生活を提案する店舗改装事業

熊本県 松苑 安全・安心な地元食材で居心地の良い雰囲気づくり

熊本県 松田・木村合同事務所 インターネット映像配信による販売促進事業および、顧客管理・業務工程のシステム構築

熊本県 松本石材・松石庵 熊本県阿蘇郡小国町が誇る特産品小国ジャージー牛乳を使用した「シェーブアイス」の開発事業

熊本県 焼肉の一休 家族連れ・子供連れ女性客をターゲットとした環境整備事業

熊本県 寝具インテリアムラタ 自然素材で安全で安心な眠り」寝具のコーナー展開

熊本県 森山陶器 陶器を見て、ふれて、和みの生れる展示場の開設

熊本県 森枝電気（エンジョイもりえだ） 安全・安心を提供し癒しの空間と地域貢献を図る事業

熊本県 杉本製茶 販路拡大、販売促進のためのオリジナルパッケージ等作成事業

熊本県 菅加工所 商品のＰＲ作戦と麹を使った新しい商品開発

熊本県 成和パッケージ株式会社　 ニッチ市場に特化した小ロット印刷ポリ袋のネット販売の構築

熊本県 正 店舗の認知度向上と集客力を高める店舗改装事業

熊本県 西山生花店 花の町復活と花のおもてなしによる販路拡大

熊本県 西条オートボディー 一般ユーザー開拓の為の施策（ライト付き看板導入）

熊本県 西日本エレクトロニクス工業㈱ 特殊技術を用いた陽極酸化皮膜技術（アルマイト）の販路開拓

熊本県 青華園 オレの巨大？な夢！Plant Factory(植物工場)プロジェクト。（序章）

熊本県 石崎そろばん教室 近代的そろばん手法で脳の健康と能力アップ・収益アップ事業

熊本県 石窯ＰＩＺＺＡスタジオーネ ピザ生地の製造量の拡大による販路開拓事業

熊本県 川島屋2号橋店 「店頭看板の入替え」と「折り込みチラシ配布エリアの拡大」による、販路開拓。
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熊本県 組脇商会 電動バイク試乗体験による新規顧客の獲得

熊本県 相良茶屋 栗むき機の導入により量販体制の確立と手づくりわら納豆小屋の製造

熊本県 村上写真館 昔ながらの写真館の良いとこを残しつつ、時代にあったスタジオ撮影の充実。

熊本県 大阿蘇観興株式会社 外国人客を新たなターゲットにする為のユニバーサルデザイン化への対応戦略

熊本県 中山達行政書士事務所 ホームペ－ジ構築による事務所の知名度向上PR事業

熊本県 中萬屋 ユニバーサルデザインを理念とした、やさしい店づくり

熊本県 朝日屋精肉店 通信販売による販路拡大事業

熊本県 通潤酒造株式会社 オーガニック純米吟醸酒の開発

熊本県 田尻寿司 １階お客様用トイレを和式から洋式に改装

熊本県 兎野六歩 ゲストハウスの改修

熊本県 島咲人 「彩り豊かな暖簾による集客アップと地域に根差すファミリー居酒屋ＰＲ」事業

熊本県 藤本酒店 商圏拡大及び店舗リニューアル事業

熊本県 藤本和想建築 古材の流通事業

熊本県 農家レストラン・民宿　山の里 民宿復活記念キャンペーンに伴う宿泊施設改装事業

熊本県 買うゾウ 遺産整理におけるリサイクル促進へのイノベーション

熊本県 髪カロン 髪の健康を考えた「トリートメントサロン」へのイノベーション

熊本県 美海ダコちゃん漁漁 新鮮獲りたて活魚料理提供部門開設による販路拡大事業

熊本県 美創建 高齢者・共働き世帯向け新サービスに係るプロモーション事業

熊本県 美味しい隠れ宿ロワ 利便性向上を目指した樽風呂のグレードアップ

熊本県 美緑こふれ株式会社 丸ごと飲める三色古代米コーヒーを主軸としたハーブティーシリーズのパッケージ・チラシ等の開発

熊本県 武蔵農園 免疫機能を高める熟成にんにくの販売促進事業

熊本県 武田松香園茶舗 作業の効率化による販売量の拡大と商品ＰＲ事業

熊本県 福永カメラ スマートデバイス対応の受付端末の導入

熊本県 堀クリーニング店 ウエットクリーニング為の設備導入事業

熊本県 民宿川原
ホームページリニューアル事業
　ホームページアクセスアップ事業

熊本県 麺屋毘沙門 オンリーワンの店づくり

熊本県 木育工房 あそびのリビング出展事業

熊本県 野の花工房 「ポテまろ」の製造販売、開発事業

熊本県 友愛介護株式会社 地域に安心と笑顔を届ける介護サービスで収益アップ

熊本県 有限会社　エフ・エー・エス 自動車関連　開発設計組立のための3DCADソフトの導入

熊本県 有限会社　そのや 様々なシーンで家族なかよく食べる安心・安全な手焼きせんべい

熊本県 有限会社　火の鳥 露天風呂の補修・改造露天風呂の屋根の延長　玄関前の石はり

熊本県 有限会社　幸福堂 新ルート開発でチャネルを変えた個人顧客開拓

熊本県 有限会社　住吉フード オリジナル商品ＰＲからの顧客拡大事業

熊本県 有限会社　前田商店 環境配慮型で顧客満足度を高める、快適＆エコの改修事業

熊本県 有限会社　北辰 作業効率を改善して受注も経営も安定！

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 食事パイのテイクアウト販売のための店舗塗装とプロモーション

熊本県 有限会社STAR 未経験者、シニア健康テニス

熊本県 有限会社アセットマネジメント
『保険管理ファイル』を活用して中小企業・税理士事務所の新規開拓
相続・事業承継セミナーを開催して集客

熊本県 有限会社あまとや本店 全国販売を目指した『顔の見える』ブランディングツールの構築事業

熊本県 有限会社オオサキ ギフトショップ店舗拡張による販売促進事業

熊本県 有限会社サンパレス松坂 大浴場男女トイレ、フロント・宴会場男子トイレ改修事業　高齢者に優しい施設づくり事業
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熊本県 有限会社サンリーブ大森薬店 エステ（美顔器）による若年主婦層への新規顧客開拓

熊本県 有限会社ショーアップ 第7回九州サイン＆デザインディスプレイショウへの出展（広告資材・機器情報展）

熊本県 有限会社ソルト・ファーム 熊本県産の「塩」と「農産物」をマッチングし食材に合う新しい形の調味料の開発と販売促進

熊本県 有限会社タシロ建設 有限会社タシロ建設リフォーム開拓事業。

熊本県 有限会社ダンデライオン 会社、企業への出張・点検整備サービスの実施

熊本県 有限会社つるや旅館 つるや旅館デイサービス事業

熊本県 有限会社ながまつ
生涯顧客獲得に向けた管理システムの導入と専門スタッフ雇用・育成における完全ワンストップ
サービスの開発

熊本県 有限会社ハム工房ＴＯＮＧＴＯＮＧ ネット販売用サイトの構築及びネット広告販売

熊本県 有限会社ファミリーオート熊本 中古車ユーザーの集客拡大開発事業

熊本県 有限会社フットウェアーグッズ ① 看板を前面道路より目を引くようにリニューアルするデザイン

熊本県 有限会社マルチニーク 巡回型のＩＴ移動教室

熊本県 有限会社やえ 新規来店促進と休眠客の振り起こしのためのチラシ作成配布による美容室顧客の創造戦略

熊本県 有限会社やまと 顧客管理システムと直接宿泊予約システム構築による旅館のリピーター率向上と新規来館者開拓

熊本県 有限会社ヨシダクリエイト 「情報誌」活用新規工務店獲得大作戦

熊本県 有限会社よねはくビル 「鍋もち」「朝食もち」による新たな食文化創出事業

熊本県 有限会社リバー 革・布・レザー張り椅子、ソファー等の洗濯・洗浄・再生・復元出張サービス販売促進事業

熊本県 有限会社レインボー ファッショントータルメンテナンス推進

熊本県 有限会社阿蘇デザインファーム 首都圏での展示即売会出店・商品パッケージデザイン・チラシ作成

熊本県 有限会社浦田建設 ＳＵＫＩＹＡブランド具現化事業

熊本県 有限会社花見商店 南関米「難関突破米」の販路拡大事業

熊本県 有限会社花唐符 地域生産農家の食材を使用しての新商品開発に伴う販促用チラシ・パンフレット作成事業

熊本県 有限会社基設計 自社の製品のブランド化とイメージ戦略による動画（バーチャル映像）のホームページ作成事業

熊本県 有限会社吉ふく 新たなメニュー表作成と店舗改装に係る販売促進事業

熊本県 有限会社幸村製菓 八代産トマト・晩白柚を使ったお菓子の開発と販売

熊本県 有限会社恒松時計店 新規顧客確保及び売上増加の為のチラシ作成及び眼鏡測定の最新機器の導入

熊本県 有限会社三真土地建物 （1）中古住宅流通促進の営業戦略の強化策の展開（2）コンサル業務の強化策

熊本県 有限会社三友機械 中古農業機械再生事業の強化による新たな顧客獲得事業

熊本県 有限会社山一食品 完熟トマトのジュレ漬（旬、トマト漬）

熊本県 有限会社若山商店 地域住民のための漏水調査事業の実施

熊本県 有限会社若葉旅館 英語版の阿蘇・黒川温泉周辺の旅行ガイド情報満載の旅館パンフレット作成

熊本県 有限会社寿し廣 家族客向け温泉客向けの寿司店づくり及びプロモーション事業

熊本県 有限会社松本肉舗 新商品開発販売、コミュニティの場（イートイン）の新設

熊本県 有限会社松本養魚所
東日本大震災の影響に伴う九州内外からの養魚需要増加に対応する生産力強化による販路拡大
事業

熊本県 有限会社神戸屋 「地元密着のサンドイッチ専門店が提供するこだわりサンドイッチ販路拡大事業」

熊本県 有限会社善啓工業 ウェブサイト・チラシ・パンフレット作成による自社製品の広報

熊本県 有限会社蘇鉄園芸 蘇鉄とまとのブランド化事業

熊本県 有限会社総合インテリア丸装 衛生環境改善（トイレ）による顧客満足度向上のおもてなし事業

熊本県 有限会社鷹の家 新規顧客・リピーター獲得の為のハード面とソフト面への投資事業

熊本県 有限会社託麻葬祭センター 地域に根付いた葬祭業のPR事業

熊本県 有限会社丹波屋 同一店舗内ゾーン展開による観光客の新規取り込み事業

熊本県 有限会社長野商会
スズキ車高度診断機専用コンピュータ新規導入・女性や子供をターゲットにしたトイレ新設による差
別化

熊本県 有限会社長嶺リフォームセンター 地域密着型中古住宅管理事業における資産価値向上の提案と周知について
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熊本県 有限会社藤本モータース いつ行っても何度行っても新しい刺激がある店づくり

熊本県 有限会社肉のみやべ 「待ち時間」を“おもてなし”に変える店舗改装

熊本県 有限会社入江商店 カタログ導入とネット販売システム構築によるメラミン事業への新規参入

熊本県 有限会社梅崎 新規事業（レストラン）の設備充実化による新規顧客集客の販売促進事業

熊本県 有限会社番長寿し

「ヘルシーメニューと集客アップ事業」
●赤牛での新メニュー考案。赤牛を用いた御膳（新メニュー）の開発、
●和式トイレを身障者用トイレ洋式トイレへ改装。
●海外のお客様に対してのメニュー作成。

熊本県 有限会社本田農園 商品力の強みをより明確に訴求するためのマーケティング

熊本県 有限会社明星印刷所 くじツキ名刺｢えれ～る｣販売強化と障がい者労働環境の整備による印刷物加工受注事業

熊本県 有限会社旅の宿阿蘇乃湯 地域力を活用した戦略型ホームページ自社制作事業

熊本県 ㈲ケーディエス工業 『洒落たカウンターで利きお茶のできるお茶屋』の店づくり

熊本県 ㈲ピーエスカンパニー 快適な居室空間の提供と満足度向上プラン

熊本県 ㈲松海苑 バリアフリー推進による地元に愛される旅館づくり

熊本県 理容きたぐち ボイラー変更によりバックシャンプーを気持ちよさをもっともっと強化したい事業

熊本県 和田たたみ店 畳から始める部屋のリフォーム事業の提案

熊本県 和氣 中高齢者に元気を与える古民家喫茶店

熊本県 櫻糀 発芽玄米甘酒を使った押麦グラノーラと甘酒ベーグルの販売

熊本県 髙木タイル 外構工事導入に伴う顧客・売上拡大事業

大分県 　カフェ　ボイ　ボイ 国道沿いの看板の充実と誘導看板の設置

大分県 　清川食肉センター（からあげきよかわ） リピーターを増やすコミュニケーションツールの活用事業

大分県 (有)エイコー水産 「品質の優れたトラフグ加工商品のネット販売システム構築計画」

大分県 （有）ラムネ温泉倶楽部 オリジナルキャラクターを使用したグッズの開発、製造、販売

大分県 ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ アウトドア用品のクリーニング及び付随サービスの提供

大分県 Dog Bloom 店舗移転に伴うホームページの改変、及びリーフレット作成

大分県 Ｈｅ’ＤＯＮＩＥ カスタマーサービスの強化事業

大分県 ＫＩＺＵＮＡ 「姫島産100％の魚介類を使った加工品の開発　及び 商品パッケージ制作」

大分県 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ ウェディングブーケ、小物・ドレスレンタル事業と既存事業の広報

大分県 アグリコ株式会社 にんにく練酵素の開発　にんにく練酵素の販路開拓

大分県 お弁当のつるや １００％豊後大野産による小麦を使用した地粉“金麦”の製造販売

大分県 カフェバーピース・クロンボ 地元産の原料を活かした調味料の試作・商品化と販売促進

大分県 くにさき六郷社 「日本職人工芸品フェアー」シンガポール高島屋新作発表と販路拡大

大分県 くにちゃん倶楽部 菊芋やその加工品を国東の特産品としてＰＲしながら販路拡大を図る

大分県 クロダマル工房 店舗周辺の整備による集客力向上事業

大分県 コンフェクショナリーおがわ
福利厚生プランによる法人営業の強化
　看板設置・ＤＭ・チラシによる広告宣伝活動の強化

大分県 さこう整骨院 キッズルーム改装・周知　女性に優しい院内整備

大分県 しゃも料理　鶏家 長時間滞在を楽にするための店内座席改修事業

大分県 ショッピングあだち 商品アイテム数アップによる販路開拓事業

大分県 タウトナコーヒー ＱＲコードを利用したパッケージ導入による珈琲豆販売の販路拡大

大分県 たぬき八 看板設置及び雑誌掲載による認知度アップ及び商品（ﾃｲｸｱｳﾄ）販売促進事業

大分県 はりとお灸の笑豊堂
「一家に一人整体師」家族の為のセルフケアを習得！６回１クールの施術プログラムの販路開拓事
業

大分県 ビーンズ　つじま 家電製品主体の展示から省エネ＆家まるごとの提案できる店舗へ

大分県 フジカラープラザ犬飼 写真店からギャラリーカフェへ店舗改装計画

大分県 フレッシュショップ　ハマノ 収益率の向上を目指した惣菜事業の拡大

大分県 ペットシッター　かまって。 地元紙折り込みで認知度アップ！販路開拓事業
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大分県 メンズカットアダチ 女性理容師による「レディースシェービング」事業

大分県 ヤナイ電装　 自動車整備の対応及び消火器販売・詰替えサービスの強化

大分県 やよい整骨院 レッドコードエクササイズによるインナーマッスル強化で患者のＱＯＬの向上

大分県 ランドリーハウスありあ 毛布、布団等大物洗いの1日仕上げと集配ｻｰﾋﾞｽの為の広告宣伝事業

大分県 リカーマート塩月 魅力ある店舗づくりによる集客力の向上計画

大分県 レストハウス うさぎ亭 老人福祉施設等をターゲットにした団体客獲得事業

大分県 ロマン美容室 バリアフリー化で明るくお客様ハッピー大作戦

大分県 安藤オリーブファーム　 新商品用のチラシ制作による販売促進並びに品質保持の保冷庫導入

大分県 安部観光ぶどう園 ブランド力強化と販路拡大のための広報戦略

大分県 井上鉄工 生産効率向上ならび新規顧客獲得による売上増加計画

大分県 稲葉酒店 ｱｲﾃﾑ数増加及び店舗改装による販売促進事業

大分県 株式会社　お茶屋お福 もっと気軽に訪れることのできる料亭づくりと販路開拓事業

大分県 株式会社　トリプルライク
『肉捏ね機・ホイッパー導入による製造工程の合理化と商品の品質向上事業及び新商品開発事
業』

大分県 株式会社　ルージュフィル 新規顧客を増やすためのイベント開催と販路開拓事業

大分県 株式会社nicoドーナツ　 系列店の品質管理指導による売上、販路の拡大

大分県 株式会社アルマナ９９ デジタル口腔撮影装置及び真空攪拌機導入による自社ブランド確立事業

大分県 株式会社キャリア・コンシェルジュ大分 電子書籍の出版で支える、大分県の女性起業家発展支援

大分県 株式会社佐伯マルクリエSEN 販路拡大に向けた誘客商品と土産品の開発・ＰＲ事業

大分県 ㈱ティティエヌ
*リペアメンテナンス職人の養成
 *遺品整理士の養成

大分県 ㈱フォーユー マンションの木造リノベーション事業

大分県 ㈱湯大モータース 販売車の強化事業

大分県 ㈱豊年 大分茶販売促進事業

大分県 肝煎ノーネットゴルフ 女性客を中心とした集客力アップのための店舗等改修事業

大分県 居酒屋　ぐっさん 集客力アップのための店舗リフォーム事業

大分県 魚一 自慢の”活き”を売って東九州道開通後の観光客獲得計画

大分県 郷豆腐店 店舗の水汲み場への併設（移転）

大分県 後藤鮮魚店 揚物・焼物を充実させた仕出しサービスによる顧客獲得

大分県 光盛丸 未利用魚を活用した新商品開発と販路拡大のためのホームページ作成

大分県 広津留塗装 提案力強化とチラシ・CMによる売上増加事業

大分県 合資会社　松ちゃんストアー LED看板による集客力ｱｯﾌﾟ及び商品アイテム数ｱｯﾌﾟによる販路拡大事業

大分県 合同会社アンド― ホームページのリニューアルと営業活動強化による販路開拓

大分県 合同会社漁村女性グループめばる 鯛みその開発と商品外装の改良による販路拡大・売上向上計画

大分県 佐久間建設工業 近隣住民を対象とした外壁塗装“勉強会”開催による新規顧客獲得戦略

大分県 財津砂利 玉砂利の販路開拓に係る広報事業

大分県 山国どぶろく製造所 どぶろくを身近な商品にし、販路拡大へ

大分県 自然食　ゆうど 健康食品・玄米コーヒーの通信販売

大分県 七輪焼きの店由紀ん子 アイドルタイムを有効活用した惣菜メニューの充実・強化による販路開拓

大分県 若宮鮮魚店 店頭販売の充実と個別ｻｰﾋﾞｽの向上による新規顧客獲得計画

大分県 住本商店 手作り惣菜の製造時間短縮と新メニュー開発による販路拡大事業

大分県 小玉農園 「なすの辛し漬」の販路拡大

大分県 焼肉レストラン平安閣横尾店 新メニューの作成とその広報・宣伝による新規顧客獲得と売上向上

大分県 人形工房かじか 店舗の視認性向上およびおもてなしの空間づくりによる販売の促進
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大分県 杉山牛乳販売店 宅配商品の品揃え強化とそれに伴う広報活動の強化

大分県 川村商店、都留簡易郵便局 店舗レイアウトの改善による地域コミュニティの場としての店づくり

大分県 川野設備 ＬＥＤ電光掲示板での告知事業

大分県 池田学酒店 通信販売による販路拡大と売上向上と新規雇用

大分県 茶処　仙景望 加工場建設による販路拡大（売上の獲得）商品の開発・安全確保

大分県 日高洋服店 メンズ・レディースフォーマルの需要再開拓計画。

大分県 農事組合法人　いちはらファーム 干し椎茸の新商品開発と包装改良による自社ブランド構築事業

大分県 農事組合法人　ﾊﾓﾝ･ﾃﾞ･ｸｼﾞｭｳ 新商品の開発と販路拡大のためのPR活動

大分県 北曽木椎茸農園 乾しいたけ事業（都市部への販路拡大）

大分県 民宿　増田 女性客をターゲットにした民宿設備の改善計画

大分県 民宿くじら　 【華こうじ】佃煮製造及び自社の認知度アップ（ＰＲ活動）活動

大分県 民宿戸髙 築140年の家老民宿のハード面の強化による集客拡大

大分県
耶馬渓観光開発株式会社
　（レストハウス洞門-LuxeGarden）

精肉販売拡大事業

大分県 矢野とうふ店 子供が安心して食べれるおやつの開発

大分県 有限会社　めぐみ茶屋 天然炭酸水の広報活動による認知度アップ

大分県 有限会社　安部組 六郷満山文化の伝統を受け継ぐ『注連縄・注連飾り』の販路開拓事業

大分県 有限会社　井尾百貨店 自家製はちみつスィーツと日本茶専門のカフェの併設

大分県 有限会社　丸直水産 買い物しやすい店舗づくりで売上拡大

大分県 有限会社　久住ふれあい会館　 オススメメニューのチラシ制作及び販路拡大事業

大分県 有限会社　久住緑化　 宿泊施設の改装による販路拡大事業

大分県 有限会社　森﨑呉服店 店舗とチラシのユニバーサルデザイン化で集客力ＵＰ！

大分県 有限会社　津井商店 地域の高齢者が立ち寄りやすい店への改装

大分県 有限会社ジャグハウス 店舗への誘導看板設置・ファサードのイメージ向上による販促事業

大分県 有限会社せれくと 「カーコーティング事業の拡充及び、業務用ケミカル製品の研究・開発」

大分県 有限会社タケダ 新規起業家向けシェアオフィス事業のＰＲ（利用者・入居者の募集）

大分県 有限会社八宝堂 若い方も、大分の美味しい椎茸を、気軽に使ってみて、食べてみて！

大分県 有限会社別保自動車整備工場 「安全でエコな４輪電動バイクを大分で売り出す大作戦」

大分県 有限会社旅館関屋
東京五輪へ向けて、海外からのお客様に別府温泉の良さを知ってもらい、別府市への海外からの
旅行者を誘致するためのホームページリニューアル事業

大分県 ㈲カネモリ小田製材所 自社製品ブランド化事業

大分県 ㈲ケイエスケイ 新源泉発見に伴うホームページのリニューアルと顧客へのＰＲ強化

大分県 ㈲サンビレッチ開発 高齢者層に向けたバリアフリー化にともなうウッドデッキの改修

大分県 ㈲タカタ 店舗改装による「タカタブランド」再展開事業

大分県 ㈲磯武 地元国東産の太刀魚を使用した加工食品の開発

大分県 ㈲丸二水産 丸二水産の新たなファンづくりプロジェクト

大分県 ㈲江島 肥料製造販売業と農産物生産販売業の相乗効果による販路拡大

大分県 ㈲坂本商会 スキャンツール導入による信頼確保と新規拡販事業

大分県 ㈲麻生茶舗 全国新聞広告掲載による新規顧客獲得事業

大分県 ㈲林田食品工業 「アート女子」に向けた食べ切りサイズ新商品の個包装開発・製造

大分県 由布岳温泉 お客様満足度向上に向けた、和式便便器改修事業

宮崎県 Anfang 心と身体を癒すカフェメニューの開発

宮崎県 ＡＺＵ　ＨＡＩＲ　 天然由来染料を使ったカラーリング事業における付加価値の向上と販路拡大

宮崎県 Cafe山猫 オーガニック料理の開発と子育て世代への新たな販路開拓



227

所在地 事業者名 事業名

宮崎県 ｇｉｎ　ｚｏｕ 靴の伸張器導入による顧客満足の提供

宮崎県 Ｈａｉｒ Ｅｓｐａｃｅ サロンパンフレットとニュースレターの作成

宮崎県 it's smile
新商品の開発、販売
（ガラスのウェルカムボード、飛び出す招待状、席次表、シール等）

宮崎県 ｍｉｎｉｍａｌ 子供向け教材・環境学習発電セットの開発

宮崎県 ＮＳファーム 新鮮な完熟マンゴーの直販システムの構築、加工品の開発

宮崎県 ＳＯＮＮＥ 屋外席新設による、新たな利用価値創出事業

宮崎県 Ｙａｃｈｉｙｏ 和風デザイン／ツートンカラーデザインの開発及び販売促進事業

宮崎県 アイショップ野上店 高齢者及び障害者対応のトイレのバリアフリー化と消費電力の削減

宮崎県 アコ美容室 店内のイメージ一新による来客数の増加と売上アップ事業

宮崎県 アドリイヴ合同会社 宮崎産杉で作るカルトナージュ専用箱『ＤＥＣＯｂａｋｏ』の販促

宮崎県 アヤポート SNSと連動したホームページの開設

宮崎県 いべんとはうす夢工房 バルーン事業の店頭視認性の向上とバルーン普及推進の拠点づくり

宮崎県 うさぎ屋 移動販売車の活用による諸塚村内外への販路開拓

宮崎県 オートショップＫ タイヤ組換え専用機器導入による総合的な自動車サービス事業の展開

宮崎県 オートフィールド 低価格志向の宮崎観光・サーフィン客向け格安レンタカー提供事業

宮崎県 おたに家㈱ 会社のブランディングと各種デザインの一新による販売力強化事業

宮崎県 お菓子の香菊 看板リニューアルと店内ショップサイン設置によるイメージアップと来店者数増加事業

宮崎県 お菓子屋ｍｉａ 新しいフレーバーを使った、新たなアイシングクッキー作品の開発と販売体制の強化事業

宮崎県 お食事処とんぼ 高齢者や障害者みんなが安心して門川の食材を楽しめる店づくり

宮崎県 がまこう庵 都城産そば粉のネット販売による潜在市場への販路開拓事業

宮崎県 かわさき屋㈱ 商談会出展による全国への販路拡大事業

宮崎県 クッチーナ　リナルド 瓶詰め作業場の新設と麺製造・調理場拡大による売上向上策

宮崎県 くるりカフェ 品質・パッケージ改良による「水出し珈琲」販路拡大事業

宮崎県 けいかお 新パッケージ(遊べるパッケージ)と作業効率改善による販売促進事業

宮崎県 スマイルヘアーヨシダ 癒しの空間づくり事業

宮崎県 そば処天庵 くつろぎの空間を提供する郷土色豊かなそば店の展開

宮崎県 なかだ住設 上水道改修・耐震化工事受注のための配水管融着機械導入

宮崎県 ナストーヨー住器株式会社 サーモグラフィーカメラによる窓の省エネ診断・窓省エネ製品販売

宮崎県 ばあちゃん本舗 オリジナル商品「うまい醤（じゃん）ミート」のおみやげパック化

宮崎県 ぱーま屋金太郎 効率化を高め、顧客満足度の向上につなげるコンビネーションメニュー事業

宮崎県 ファミリーショップたじり 高齢者に優しい安心で安全なできたての惣菜と憩いの場を提供します

宮崎県 フルーツ＆ベジカフェ　NANGOKU フルーツベジカフェNANGOKUのブランディング事業

宮崎県 まろうど酒造 千穂まいり・ちほまろの商談会での販路拡大事業

宮崎県 みちくさ カラオケ室の充実（トイレ設置工事）による来客数と売上の増加事業

宮崎県 メイ美容室 高齢者にも優しい美容室の店舗改装工事及び外装工事

宮崎県 モイスティーヌ日南サロン 新規顧客を増やす為のカウンセリング強化と販促ツール構築事業

宮崎県 リューヌ・ドゥ・プランタン オリジナル３Ｄケーキの販売促進と新規客の来店促進事業

宮崎県 伊藤酒屋 ホームページ、パンフレット等を活用したイメージアップ向上による販路拡大事業

宮崎県 宇納間自動車整備工場 事業承継を見据えた工場整備による経営持続化事業

宮崎県 縁らぁめん 真空ﾊﾟｯｸ機導入による麺及び加工食品の持ち帰り商品化

宮崎県 家具のしまや おもてなしを形に休息コーナー・カタログ閲覧・キッズスペースの設置

宮崎県 家具のよこやま ブランド商品でない、ベッド・ソファー展示コーナーの開設工事
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宮崎県 河内造林 「磨き丸太」等高級材の販売促進事業

宮崎県 花もめん 初心者向けワークショップ開催による販路拡大事業

宮崎県 華鮮 健康志向・自然派志向の弁当惣菜専門店への店舗改装と集客による経営改善

宮崎県 海花造園 リサイクル樹木を活用した薪販売のＰＲ事業

宮崎県 株式会社アーム 「劇的に変化させる内装デザイン　＋　使いやすさ抜群のシステムキッチン」提案事業

宮崎県 株式会社クレハ 地域密着の既婚女性をターゲットにした新規顧客層の開拓事業

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ シモン製品の新商品開発、及びデザインの企画・作製

宮崎県 株式会社マスジュウ エンディングサポートみやざきブランド化事業

宮崎県 株式会社東謄写堂 事務所改修工事による快適な空間作りとブライダルブース拡大事業

宮崎県 株式会社百姓隊 既存商品のバージョンアップとピクルス等の新製品開発・販路開拓事業

宮崎県 ㈱えびのびより ●霧島ジオパーク商品の販路拡大

宮崎県 ㈱コンセプト 新規顧客開拓のためのブランドロゴ制作及び告知のための屋外広告物　設置事業

宮崎県 ㈱ニッチフーズ 宮崎県産黒瀬ブリの兜煮（新商品）

宮崎県 ㈱安田薬局 地域健康づくりのためのオリジナル梱包箱開発とバリアフリー整備

宮崎県 ㈱岡田商店
①乾椎茸を使用した加工食品の開発②開発した新商品のＰＲと、乾椎茸天然だし啓蒙の為のＨＰ
作成

宮崎県 ㈱森のめぐみ 地域活性化のための「椎葉村産・林産物」の販路拡大事業

宮崎県 ㈱川野工務店 「在来軸組み工法」ＰＲための「建設中見学会」開催と販売促進事業

宮崎県 ㈱中村本店 店頭　ディスプレイの改装

宮崎県 居酒屋けんちゃんの店 高千穂らしい雰囲気のある玄関屋根の設置

宮崎県 空の駅眺鷲台竜馬 飛行機の離・発着を間近に見ることが出来る簡易展望台設置事業

宮崎県 建築総合プレゼンテーションPLUS 「見えるリフォーム」塗装編の広報による認知度・売上拡大

宮崎県 県北食品情報サービス㈱ 鹿肉の残差を有効活用するための冷凍庫増設

宮崎県 古澤醸造合名会社 純米焼酎の八重桜へのブランド一本化

宮崎県 広瀬電工社 「認証工場」認可による分解整備事業参入と販路拡大

宮崎県 江口板金工業㈱ ホームページの開設による社寺仏閣の銅板錺工事の受注拡大

宮崎県 高妻法政保険事務所 複合型生命保険代理店の広告宣伝事業

宮崎県 合名会社高橋水産 特許取得の乾燥技術と個包装設備の導入による「土々呂天然だしパック」の試作開発

宮崎県 山元酒店 店舗のファサード及び店内の陳列棚整理等による来店誘導

宮崎県 四季菜　和がや 親子三世代で楽しめる地域密着型飲食店展開に係る認知度向上事業

宮崎県 旬・Dish　圓 ダイニングセットと日除け設置による寛ぎの空間創出事業

宮崎県 小黒木農家レストラン　味さと 店舗の存在アピールとイベント実施による来客数・売上の増加

宮崎県 焼き鳥　まがりや こだわりの炭で焼きあげた「鶏もろみ焼き」の開発及び販路開拓

宮崎県 笑福舎 ・新商品の開発（試作品の原材料、デザイン、加工など）・来店客の増加をねらい店舗一部改築

宮崎県 城山ふとん店 加熱蒸気システム導入による新規需要の開拓並びに貸しふとんの顧客満足の向上

宮崎県 森永牛乳尾鈴販売店 宅配事業拡大のためのセールスノウハウの吸収

宮崎県 森永牛乳木城販売店 宅配新規顧客開拓と健康商品の販路開拓

宮崎県 生楽陶苑 曜変天目茶碗の開発およびインターネット販売

宮崎県 石川工業㈱ 販促チラシ活用によるお酢屋特製ウスターソースの販路拡大

宮崎県 浅井万十店 地域発（初）新商品とデザインの融合によるギフト提案拡大事業

宮崎県 大山食品㈱ 酢・こんにゃくの直接販売システム構築による販路拡大事業

宮崎県 炭火焼肉処　ちょげ家 新商品（部位）提供開始に伴う厨房施設新設

宮崎県 地蔵の里一軒家 実演販売及び委託販売の販売額向上
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宮崎県 日向時間舎 築100年の石蔵をリニューアルしたカフェの展開

宮崎県 日之影自動車整備工場 サロン空間及び高品質車両維持・管理商品陳列空間創出事業（事務所改装）

宮崎県 入佐養魚場 「観光客・通り客や地元の顧客を増やし、販路拡大しよう」事業

宮崎県 畑尾石油 安心・安全な地元商材を活用した販売促進活動

宮崎県 片平タイヤ工業所 「車ピッカピカのポリマー加工で新規客を獲得する」

宮崎県 法華嶽 八町坂 どぶろくの県外進出、インターネット販売による販路拡大事業

宮崎県 味菜館 秘伝「じっくり煮込み」パッケージ品の商品化

宮崎県 明石酒造㈱ 「？ないな」新規特約店獲得の為の展示会出展及び販促用広告物作成

宮崎県 有限会社Ｐ．Ｒ．Ｄ 一人でも気軽に来れる本格ナポリピッツァ店の開店に伴う広報・店舗改装

宮崎県 有限会社アキ オリジナル婦人服ブランドの展示会出展による販路拡大事業

宮崎県 有限会社かつかい州 店舗外周りの竹垣等及び看板のリニューアルによる新規客獲得戦略

宮崎県 有限会社プロックス 規格外のラッキョウを加工した「大玉おやつラッキョウ」の開発販売

宮崎県 有限会社まつおか すっきり・ぐっすり　ねむり体験によるＰＢ商品の販路拡大

宮崎県 有限会社ユー ＰＢ商品開発による低価格商品で新規出店し、新市場開拓をはかる

宮崎県 有限会社ワイエーエム 海釣りの魅力発信のためのカレンダー作成及び看板製作

宮崎県 有限会社高田造船所 工場の拡張工事による、かつお船一本釣り漁船の受注拡大事業

宮崎県 有限会社松本花屋 顧客の花注文を楽にする独自リーフレットによる販路拡大事業

宮崎県 有限会社東京庵 店舗１階のホール改装による個人客の拡大事業

宮崎県 有限会社飯干商店 ＦＳＣ認証乾しいたけ台湾販路開拓推進事業

宮崎県 有限会社利榮商事 宮崎初！変身写真館の広報とオリジナルメイク道具の販路開拓事業

宮崎県 有限会社緑の里りょうくん 国産グレープフルーツ・レモン・日向夏等のピューレ販路拡大事業

宮崎県 ㈲アイケンホーム 大手モデルハウスに対抗する事務所インテリア改装。

宮崎県 ㈲ゲームズインターナショナル サーフィン用具のフルオーダーができるオンラインショップの構築事業

宮崎県 ㈲しゃくなげの森 新商品「幻のご飯味噌」のＰＲと販売と、その他加工品の増収増益

宮崎県 ㈲ピースホーム 家造りの専門家集団の知恵をかけ合わせた良いとこどリフォーム

宮崎県 ㈲ほてい 高齢者対応の宴席整備事業

宮崎県 ㈲古谷ホーム 中古マンション市場参入のための新店舗開設事業

宮崎県 ㈲山本石油 新サービスの提供に伴う看板設置事業

宮崎県 ㈲進藤測量設計事務所 測量業務の効率化及び、各現場作業における人件費のコストカット

宮崎県 ㈲生目緑地建設 熱帯花木「プルメリア」のネット販売及び管理サービス事業

宮崎県 ㈲西山建設工業 店員を配置するコインランドリーの売上拡大

宮崎県 ㈲赤坂 店舗の一部椅子席改装及び自社ホームページの改善

宮崎県 ㈲大将 美肌鍋でアンチエイジング！しんとみご当地・鍋コース料理♪

宮崎県 ㈲竹炭の里 竹炭の里ブランド確立による新たな販路および新規顧客の開拓

宮崎県 ㈲中田自動車 車輌内装クリーニングによる新顧客の開拓

宮崎県 ㈲長友工務店 要介護者、介助者に優しい介護器具『愛愛母おんぶ』の普及促進

宮崎県 ㈲島田保険サービス 人物写真等を使用した販促チラシ、パンフレットの新規作成

宮崎県 ㈲東康夫養鶏場 「康卵の再マーケティングによる新規顧客の創出」

宮崎県 ㈲福茶ラーメン 宮崎県産のニラを活用した「福茶のニラキムチ」の商品化事業

宮崎県 雷亭 ギフト用としてのＫＫ麺パッケージの改良

宮崎県 鈴之家旅館 かつお腹身を使ったごはんのともの開発と販売

鹿児島県 (株)鹿土農産　 新商品開発による健康サポート事業
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鹿児島県 (有)　塗 木 葬 祭 斎場増築に伴う通夜，法事会場用のテーブル・椅子によるバリアフリー事業

鹿児島県 （有）くすもと 経営革新認定者による自社商品ギフト用化粧箱とラベルの作成

鹿児島県 (有)ショップかんだ 集客力アップの為の店舗外装補修とトイレ改修工事

鹿児島県 （有）レガーレ・ワキタ　 パッケージデザイン開発事業

鹿児島県 (有)屋久島野外活動総合センター
屋久島観光の情報室、及び飲食店におけるトイレの改装
飲食店オープンの広報のチラシを作成・配布

鹿児島県 （有）山下製畳 海外向け畳の新規開発・パンフレット制作

鹿児島県 (有)十八番館 新規客獲得のための看板設置事業

鹿児島県 （有）小緑商店　 ワインセラー設置による品質保持と販売拡大

鹿児島県 ＡＶライフニイムラ お客様に快適な店内環境でＡＶライフ提案をするための店づくり事業

鹿児島県 ＢＡＳＥ　ＣＡＦＥ 顧客ニーズに対応するための新たな設備の導入

鹿児島県 café ＆ bar ガーデン 南国・洋風の雰囲気の演出強化と島内外の宣伝強化事業

鹿児島県 commune（コミューン）
創業3周年に向けた認知度向上と「まつげエクステ」「ジェルネイル」部門
への新規参入

鹿児島県 Craft　Seden 観光業への新規取組み及びＰＲ促進による販路開拓の積極的展開

鹿児島県 Foods＆Liqueurナイツバー 創業7周年記念事業

鹿児島県 irodori お子様連れの主婦も安心して入店できるオシャレな美容室へ改装工事

鹿児島県 JUC姶良店 ボーナス時期向けの販促ツールの整備事業。

鹿児島県 Ｌｅａｆ　ｈａｉｒ　 空調設備増設に伴うサロン快適性の向上

鹿児島県 PATISSERIE　CLAIR（パティスリークレール）
「看板商品の確立と地元の特産品を原料とした新商品の開発及び販売、自社ホームページを活用
した販路拡大」

鹿児島県 ＲuCy コミュニティスペース設置による集客事業

鹿児島県 ＴＣＡグループ㈱ 新たな顧客を獲得するための販促活動と交流基点としての機能強化事業

鹿児島県 YSPタニムラ 専門的知識を活かしたコンビニから釣具販売業への進出事業

鹿児島県 アイディプラン 店舗プロデュースのノウハウを生かした一般住宅・古民家リノベーション事業の展開

鹿児島県 アクアブルー㈱ ブリ頭製品「丸かブリ」販路拡大計画

鹿児島県 アグリコーディネーション鹿児島 タイにおける鹿児島茶の新規販路開拓

鹿児島県 あぐりの里 地元農産物を利用した新商品開発と新たな売り場の新設及び販路開拓事業

鹿児島県 アグリフードヨシナガ 品質を保ち、適正な在庫管理を図るための設備の導入・強化

鹿児島県 あすなろ企画 床クリーニング事業の下請けから直接受注へシフト

鹿児島県 アフラック募集代理店川野志子 『癒し空間でお客様とのコミュニケーション・相談・契約の場』

鹿児島県 アラン美容室 シャンプーブースの取り換えと着付け室の設置による顧客満足度のアップと収益の向上

鹿児島県 いけすの山和 より快適な飲食環境作り（ウォシュレット機能の追加）

鹿児島県 イルマーレ合同会社 店舗への車道新設及び拡幅工事それに伴う看板等の設置工事

鹿児島県 ヴァリーヘアー 「動く散髪屋さん」の新規顧客の発掘計画

鹿児島県 うろこ亭 観光客のリピート率を上げるための安心な店舗づくり

鹿児島県 えい寿ホテル 高齢者対策用高テーブル・座椅子及び広報看板の設置

鹿児島県 えびす亭 高齢者や身体の不自由な方に安心安全なトイレ改装事業

鹿児島県 オーシャンマーケット トイレ・下水処理設備の設置事業

鹿児島県 オートショップクマモト 集客力アップのための店舗内装工事と照明工事

鹿児島県 オートショップはとの トイレ設備改修による顧客満足度向上対策事業

鹿児島県 オートボデーミノモ 展示場整備によるリメイク軽自動車の販路拡大

鹿児島県 おそう菜のお店　うえの屋 姶良あご肉焼きの委託販売と移動販売の強化事業

鹿児島県 オフィスメイキッシュ 経営者の理念を従業員に伝わりやすくする「経営ビジョンプログラム事業」の顧客開拓

鹿児島県 おみやげのふじた 初めて来られた方にも分かり易い店舗看板の設置
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鹿児島県 お茶の春一番
国内外観光客・修学旅行生誘致を図る「茶摘み・手揉みができる体験型の施設」整備のための店舗
改装，大型案内看板設置

鹿児島県 お茶の野本園 お好みの茶葉選びと、手軽に飲めるお茶の普及

鹿児島県 かわなべ旅館 新たな客層を付加するための客室・食事室の改装

鹿児島県 キクナガ薬局 新たな看板設置に伴う売上と顧客アップ事業

鹿児島県 ギフトショップ季々 外装改修事業

鹿児島県 キャンバス 店内照明効果による光と影の鎮静効果を活用した癒し美容室の展開

鹿児島県 キングコング　 格安宿泊施設提供事業

鹿児島県 クラシックブドウ浜田農園・花瀬川苑 農園レストラン「花瀬川苑」の販売促進事業

鹿児島県 クリーンベースちらん(株) 「広告等による知名度アップとネット販売強化のためのホームページ立ち上げ」事業

鹿児島県 ことり 「おうちで食べる食事パン」を実現するための設備導入

鹿児島県 コロンブス　 包装パッケージの新調による販路拡大と商品信用性の向上

鹿児島県 サーフヴィラナライ 種子島のマリンスポーツのＰＲ活動とサーフィンスクールの販路拡大事業

鹿児島県 サーフバー　ドルフィン 地元産に拘った開発食品のブランディングと販路開拓事業の展開

鹿児島県 サクライズ㈱ お客様の利便性と店舗のイメージアップを高めるトイレ改修工事の実施

鹿児島県 さっちゃん 和の雰囲気づくりのための店舗の改装

鹿児島県 し　ら　か　ば 店舗環境改善（電力、環境負荷に貢献する店舗環境）事業

鹿児島県 しもぞの測量事務所 グーグルアース・ＫＭＬデータ活用による位置情報提供サービス

鹿児島県 シモゾノ美容室 高齢者送迎サービスの強化と新たな来院客の拡充。

鹿児島県 スタジオ写楽 Ｗｉ－Ｆｉ通信デジタルプリント機の導入事業

鹿児島県 スマイルテクノス 商談ルームの夏場の高温化対策による成約率のアップ

鹿児島県 せびら会館麺や食堂かつら 飲食店内への特産品販売コーナー新設及び広報看板設置と折込チラシ作成

鹿児島県 セブン・アイランズ・ジャパン㈱ 同業との差別化を社会ブームから後押しする商品のブランド力強化

鹿児島県 そば処重吉 新商品・純粋手打ちそば乾麺の認知度向上と販路開拓事業

鹿児島県 たから屋 商品イメージアップのための店頭看板設置

鹿児島県 たまご屋のSweets工房　RANKO 「新たな看板とテラス屋根拡張による認知度・店舗販売強化」事業

鹿児島県 トータルサインジャスト ＬＥＤ表示機レンタル事業

鹿児島県 トクダ農機 現物確認のできる農業機械展示スペースの設置

鹿児島県 トリオ電気サービス 自社サービスへの理解を広めるための看板の設置

鹿児島県 なつかしや家 奄美特産の「もち米てんぷら・よもぎわりこもち」の商品開発

鹿児島県 ネールサロン　コルテ 新規で事業開始するネイルサロンの看板とネイル用の備品整備事業

鹿児島県 ねぎらーめん 店舗改装による集客力向上とＨＰ作成等による情報発信事業

鹿児島県 ねねファーム 奄美在来種の日本ミツバチから採取された蜂蜜の販売

鹿児島県 パッションガーデンなかはら 自ら収穫する屋久島特産のパッションフルーツの商品化と直売事業の展開

鹿児島県 パティスリーアンジュ 新商品「超ロングロールケーキ」のバッケージデザインと店頭看板の作成

鹿児島県 ハルグチエンジニアリング 経費の光熱費見直しによる、ＥＣＯ推進事業並びに新規顧客獲得のためのＨＰリニューアル事業

鹿児島県 ひかり整骨院 整骨院がない地域でのお困りになられている高齢者に対して開業に伴う販売促進事業

鹿児島県 ビジネスイン　ながた 室内設備の向上による集客力のアップ事業

鹿児島県 ビジネスホテル　ゆり 客室トイレ設備一新による顧客へのサービス向上事業

鹿児島県 ビジネスホテル喜界 ホームページ改修及びネット予約・顧客管理システムの導入事業

鹿児島県 ファミリーレストラン珊瑚 レストルーム改修工事による高齢者市場開拓事業

鹿児島県 フィッシングラッキー種子島 新たな市場と新規顧客の掘り起こしを図るための新たな販売方法と誘客活動

鹿児島県 フードショップうちやま 大型看板設置による販売促進事業
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鹿児島県 ブーランジェリー・クープ 子育て応援地域１番店を目指した店舗レイアウト等変更事業

鹿児島県 フタバフーズ　株式会社 設備導入による新商品開発と販路開拓拡大・充実

鹿児島県 プラザハウス 「黒糖」を使った商品開発・製造のための作業場設置

鹿児島県 プロエイト 小さな取引き１点から全面展開取引のための集客仕組み

鹿児島県 ヘアーステーションカプセル 初めてのお客様にも分かり易い店舗看板の設置

鹿児島県 ホテルニューチヨダ 女性専用トイレのリフォームによる顧客満足度向上事業

鹿児島県 メガネのギルド 店頭を有効活用した高齢者買い物支援及び販路拡大企画の実施

鹿児島県 モダンボーイ 店舗内装工事及び備品改善による店内環境改善事業

鹿児島県 やきとり　一休 「高齢化社会」に順応する設備改革と「時間を有効活用」するための設備投資

鹿児島県 やまさ 冷凍設備導入による地域食材提供の宿による顧客創造事業

鹿児島県 やました美容室 高齢者向けトイレ改修

鹿児島県 よろんサンゴセンター モリンガ麺パッケージ等の販促ツール開発事業

鹿児島県 リラクゼーションルームかぐや姫 プロジェクターを使った大画面で見やすく迫力のある歌詞画面の提供

鹿児島県 レストランおふくろ 「昼どきサロン」実現に向けたトイレ改修とメニューの開発

鹿児島県 ワールウインド レンタカー事業の新規取組による店舗外壁塗装、看板製作・看板灯等でのＰＲ

鹿児島県 わっか　kajiki 厨房内、冷房機取り付け工事

鹿児島県 愛の里 集客力アップのため、宴会場と宿泊施設の増設

鹿児島県 移動販売　大楠亭 移動販売の強みを生かし認知度をＰＲ

鹿児島県 一庵エッチングスタジオ 「ＡＲ入りメッセージ焼酎の販路拡大」

鹿児島県 永里農産 生産者利益を高めるための作業効率の向上と販売力強化への取り組み

鹿児島県 園田食品 新式の水物シーラー購入での生産効率向上とデザイン一新によるイメージアップ事業

鹿児島県 奄美海賊塾 奄美大島特産のパパイヤ漬及び秋名米をメインとした販路開拓事業

鹿児島県 奥　花　瀬 奥花瀬ニジマス釣場への見込み客誘導目的事業

鹿児島県 横山建築設計事務所 事務所のトイレ改修工事

鹿児島県 岡田仏壇製作所 当店の仏壇及びサービス品質のアピールによる販路拡大事業

鹿児島県 屋久島ヴィータ・キッチン ホームページ完全リニューアル

鹿児島県 下島自動車 既存顧客管理システムの電子化

鹿児島県 仮屋測量設計事務所 地形図作成支援ソフト「オートコンタ」導入による等高線作成処理の高速化事業

鹿児島県 加藤自動車整備工場 ソフト、ハード両面の充実強化による既存顧客の囲い込みと新規顧客の獲得

鹿児島県 花のひだか 「バイキング式ドライフラワーアレンジ・リース教室」事業の認知度向上

鹿児島県 花の店リーフ 店舗看板設置による販売促進事業

鹿児島県 菓子工房クアトロ
新商品パッケージデザインの開発並びに新商品ＰＲ強化のためのタペストリー設置による販売拡大
事業

鹿児島県 海鮮処のま池 店舗改修によるサービス向上計画

鹿児島県 株式会社　ＲＥＩＭＥＩ 地元産の安納芋を利用した新たなレトルト商品等の開発と販売事業

鹿児島県 株式会社　アイケン 遮熱・断熱塗料を活用した省エネの提案

鹿児島県 株式会社　エスパー電機 利用者の満足度の向上を目指した施設改修と、業務PRのための営業車サイン掲載

鹿児島県 株式会社　コーラル奄美 格安航空便就航に伴う販路開拓のための営業・ＰＲ活動の展開

鹿児島県 株式会社　サウスマックス 佐多岬の海水で作る食塩の販売促進事業

鹿児島県 株式会社　タケシタ 新規事業　不動産事業販売促進を図る為の広告宣伝事業

鹿児島県 株式会社　ナガミネ 完全無添加「霧島熟成黒にんにく」を紹介するための会社案内及び商品パンフレットの作成

鹿児島県 株式会社 ピューエヌ 商品のパッケージと包装の改良と真空パック、冷凍庫の購入

鹿児島県 株式会社　ブリジストン中原タイヤ 安全性の向上と作業効率アップを図る機械導入と新たなサービスのＰＲ事業
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鹿児島県 株式会社　薗田写真工房 「お客様がリラックスして撮影にのぞめる店舗への改装」

鹿児島県 株式会社　岡家具店 和風空間の演出による販売促進事業

鹿児島県 株式会社　宮内建設 商品力をアップさせるパッケージとラベルのデザイン変更

鹿児島県 株式会社　沙羅 『グリーンスムージー野菜セット』ネット販売

鹿児島県 株式会社　薩摩おごじょ企画 ホテル佐多岬の集客推進事業

鹿児島県 株式会社　薩摩ファームブロスト 工場直売ギフトの販路拡大のため、広告と商品パッケージの開発

鹿児島県 株式会社　松苑 閑散期の集客を高めるためのチラシ作成及び配布

鹿児島県 株式会社　上田商店 離島における唯一の写真館のデジタルカメラ設置事業

鹿児島県 株式会社　堂 ipadを利用したオーダーエントリーシステム導入による業務効率と顧客満足度の向上

鹿児島県 株式会社　徳之島製茶 南の島のお茶屋のホームページを活用した販路拡大

鹿児島県 株式会社　南薩総合保険 お客様のプライバシーを守る増床と地域の認知度を高める看板設置

鹿児島県 株式会社　美映　 建設事業・商環建築（店舗）・リフォーム事業・不動産事業のＰＲ

鹿児島県 株式会社　緑鹿庵 鹿児島の食材を使った蕎麦。メニューの開発

鹿児島県 株式会社ＡＥエンジニアリング 医療機器専門の電気工事とメンテナンスに特化した新事業の展開

鹿児島県 株式会社K‘S　FOOD　SERVICE 新商品「豚炒カレー」（トンジャンカレー）による新規客取り込みとイメージアップ

鹿児島県 株式会社ＫＡＩ－ＳＨＩＮ 「レストランウエディング事業」の積極的展開に向けた販促強化

鹿児島県 株式会社St.pote 安房川の眺めを最大限に生かすためのデッキスペース改装

鹿児島県 株式会社アクロス 法人設立2周年に向けた自社の認知度向上及び保育士派遣強化事業

鹿児島県 株式会社クオリティホーム 注文住宅とガレージ生活という新たな切り口で展示場来場者を増加させるプロジェクト

鹿児島県 株式会社クロノス 美容レッスンを中心とした若年層新規顧客獲得事業

鹿児島県 株式会社ティーズ シニア、介護施設など向け周知活動の強化と店舗看板の設置

鹿児島県 株式会社デンセツ工業 エンドユーザー向け電気のトラブル解決事業「エレクル」のブランド化

鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 新商品（餃子屋が作る新感覚パリモチっピザ）の開発販売を元にBtoC販売の強化

鹿児島県 株式会社フジ薬局 オーダーメードのダイエットを強化した新店舗の設立

鹿児島県 株式会社ブレイブ 「霧島情報サイトきりなび」の収益化リニューアル事業

鹿児島県 株式会社プレプレス 競争力強化と顧客満足度向上を目指した既存設備のリニューアル事業

鹿児島県 株式会社リハビリセンター鹿児島 新規顧客集客と既存顧客の満足度アップ

鹿児島県 株式会社ロケットの島から 「インギー地どり」の鶏卵と安納芋を原料としたカステラの開発及び宣伝活動

鹿児島県 株式会社黒桜 夏場需要対策の製氷機等の導入による客単価・利益率向上事業

鹿児島県 株式会社南生キカク 鹿児島初、輝く女性を支援する資格取得及び「おもてなし」スクールの展開

鹿児島県 ㈱　あおき 自主事業サービス向上と利用者ご家族の介護負担軽減事業

鹿児島県 ㈱アート 小規模葬儀斎場のトイレ改修事業及び浴室改修事業

鹿児島県 ㈱奄美大和太陽いっぱい 大和村の素材を活用した特産加工品のパッケージ開発及びＰＲ促進

鹿児島県 ㈱河野緑建 高齢者世帯・一人暮らし世帯支援事業　（顧客相談室・従業員ミーティング用）

鹿児島県 ㈱楽園企画 安全対策のための休憩所改修・設置と広告ツールの充実

鹿児島県 ㈱指宿やさいの王国 屋外看板製作事業

鹿児島県 ㈱夢おりの郷 体験看板設置

鹿児島県 丸愛　夢一水産 「夢一ブランド」浸透のための販促ツール・パッケージのリニューアル

鹿児島県 丸屋旅館 快適な空間を提供するためのエアコンおもてなし事業

鹿児島県 丸山温泉 トイレの改修によるサービス向上対策事業。

鹿児島県 丸信建機サービス
電動油圧工具の販売とローコストでの修理依頼を受け付けるシステムの構築による営業範囲の拡
大

鹿児島県 喜界島工房 新商品開発及びブランディングによる喜界島産黒糖の付加価値向上と販路開拓事業
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鹿児島県 亀寿し 顧客サービスの向上と、若年層・ファミリー層をターゲットにした売上戦略

鹿児島県 久志設備 お客様に店舗イメージ向上と商品の探しやすさを提供するパーツボックスを兼ねた陳列棚の整備

鹿児島県 宮本商店 ＢｔｏＢ取引システム導入によるＥＣ事業の拡大

鹿児島県
宮本商店
(アイショップみやもと)

高度在庫管理・収納代行対応レジ導入計画

鹿児島県 居酒屋むらおか 女性客の取り込みに向けたウォシュレットトイレへ新改装

鹿児島県 居酒屋民宿　珊瑚礁 身近な自然を堪能できる場所の提供と機能的な空間の創出

鹿児島県 魚屋さん 黒マグロ卸売及び小売

鹿児島県 魚匠　一条 活魚とくつろぎを活かした新たな顧客獲得事業

鹿児島県 蕎麦好房 こんにゃくの製造、商品の真空シール化

鹿児島県 玉　鱗 海の幸「活魚料理が踊る」サービス向上の改善策

鹿児島県 恵美之湯 新規開業民宿の特色を活かした広報宣伝事業

鹿児島県 兼久農産物加工組合 集客力アップの為のホームページの作成

鹿児島県 原田酒造㈱ 企業コンセプトによる調和のとれた新たなラベルデザインの開発

鹿児島県 古市仏壇店 広報と購入されたお客様に誇りを感じてもらうための品質証明証の発行

鹿児島県 五反田印刷 ワンストップサービスを個人客にも拡げ、ＩＴを駆使した新たな顧客づくり事業

鹿児島県 御菓子司　前田家 人が楽しく集える店づくり事業

鹿児島県 工房てたか 喜び入る、走る移動カフェ（新鮮で癒しの珈琲をその場へご提供）

鹿児島県 幸山ファーム（株） 集客力と店舗イメージを高める大型看板の設置

鹿児島県 高崎酒造株式会社 当社ホームページのリニューアル（動画付き）と販路開拓事業

鹿児島県 高城庵 お米の自社生産に伴う売上と顧客満足度アップ事業

鹿児島県 合同会社ティーズ創研 自社の課題であるコストダウン・短納期化実現及びホームページ作成による新規顧客獲得事業

鹿児島県 合同会社マイマイ企画 サーフボード新商品の開発および広報宣伝事業

鹿児島県 合名会社　今村呉服店 サロン的な場所を作り、ゆっくり買い物ができるように

鹿児島県 黒木自動車 くつろぎの空間を提供する「おもてなし商談スペース」リフォーム事業

鹿児島県 佐多精肉店 精肉店直営の焼肉店による快適な飲食環境の創出事業

鹿児島県 佐藤建具ふすま店 「建具」の良さを伝え、顧客ニーズに応えるサービスの提供

鹿児島県 佐野製糖 黒糖製造工場改修及び黒糖商品包装機器購入

鹿児島県 山下養蜂有限会社
新商品パッケージ・ラベルシール・パンフレット・ギフト箱のデザイン企画製作，自社ホームページリ
ニューアルによる販売強化事業

鹿児島県 山元青果 新たな販促方法として看板設置を行い、増収増益を実現する。

鹿児島県 山口写真館 来店客数を増やすための看板の設置

鹿児島県 司法書士事務所木村 司法書士の行う業務内容の周知

鹿児島県 市来商店 新規事業展開のための店舗照明のLED化

鹿児島県 児玉ホームサービス 自動壁紙糊付機の導入によるクロス張り替え工事の獲得事業

鹿児島県 社労士事務所人事アップ 新規顧客獲得のための看板設置とホームページの作成

鹿児島県 種子島温泉ホテル お客様の居心地改善と新たな集客展開による再チャレンジ事業

鹿児島県 寿し処　大鳥居 店に来たお客さんだけでなく，観光客に安心して利用してもらえる店舗づくり

鹿児島県 重富温泉 設備の充実を図りお客様に支持される温泉づくり

鹿児島県 春田トーフ店 霧島連山より流れる天然の地下水を使用した昔ながらの豆腐製造

鹿児島県 旬菜　四季亭 地元客の来店割合を増やし、売上の安定化を図るための事業

鹿児島県 小牧鮮魚店 地球環境に優しい省エネインバータ冷蔵ショーケースへの取り替え

鹿児島県 小料理　凡 高齢者にやさしい掘りこたつ式店舗改装事業

鹿児島県 小料理　鈴鹿 機能強化と販売促進を図るための店内改装事業
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鹿児島県 松　尾　木　工 木工屋さんの「木の暖かみを基調とする」提案型販路開拓事業

鹿児島県 松田商店 直営店舗の看板・トイレ改修に伴うイメージアップと販売促進

鹿児島県 上妻酒造株式会社 本格芋焼酎ロケットの商品ラベル・化粧箱のデザイン変更

鹿児島県 上木商事
集客力を高める直売コーナーの新設工事、並びに地元特産品販売コーナーのリニューアル工事の
実施

鹿児島県 植山水産 環境変化を踏まえた、高齢者・女性・家族連れなどにも利用し易い店づくり

鹿児島県 新鹿児島観光バス株式会社 知名度向上のためチラシ作成と修理用ピット設置による外注費節減

鹿児島県 新留塗装 最新設備導入による施工時間の大幅短縮と売上増、雇用の創出

鹿児島県 森モータース 二輪車・電動カート用全天候型屋外試乗・展示スペースの設置

鹿児島県 西ミルク宅配センター 人員の拡充によって取り組む新規顧客及び販路の開拓事業

鹿児島県 西田税務会計事務所 「明るく気軽に立ち寄っていただく事務所」開設

鹿児島県 石田整骨院 施術用電動ベッド購入事業

鹿児島県 石峯新聞販売所 「新聞販売複合店」展開のための設備整備事業

鹿児島県 石窯パン工房　樹の実 商品の販売力強化のための包装の改良とラベルの作成

鹿児島県 赤木名キムチ工房 出張販売強化及び販促パンフレット活用による販路開拓事業の展開

鹿児島県 前田いちご園 来園者数向上のための看板設置と新ホームページの作成

鹿児島県 前田貴彦法律事務所 事業拡大を目的としたホームページ作成事業

鹿児島県 前田絹織物 大島紬と文化・観光資源をコラボした新事業の販路開拓の展開

鹿児島県 善八酒店 蔵元こだわりの「薩摩焼酎」のネット販売拡大事業

鹿児島県 太郎寿司 身障者、高齢者が来店しやすい店作り

鹿児島県 大楠亭 店内外の照明器具を「ＬＥＤ」へ変更し、虫の侵入を防ぐ

鹿児島県 竹屋旅館 温泉旅館内への「大衆食堂」の設置

鹿児島県 竹之内寝装店 眠りの質の深さとアンチエイジングをテーマにした布団の提案

鹿児島県 中国料理　晃蘭 夜の営業に対応するための環境整備

鹿児島県 中島タタミ店 当店の国産畳と、その生産者の情報に関するオリジナルパンフレット作成

鹿児島県 中徳こんにゃく屋 ところてん及びきんぴら蒟蒻等の形状改良のための切り刃の導入

鹿児島県 町　口　建　材　店　 新看板設置事業

鹿児島県 鳥原自動車整備工場 車内環境のリフレッシュ促進事業

鹿児島県 坪山水産 販路開拓に効果的な看板設置事

鹿児島県 天海地麺 庇の張り出しによる屋外客席増加と看板設置事業

鹿児島県 田原モータース 一目で分かるような看板を設置し集客増加を目指す

鹿児島県 田畑刃物製作所 県の伝統的工芸品「種子包丁」「種子はさみ」の市場拡大に向けた販売方法の見直しと販路創出

鹿児島県 渡辺パン 安納いも製品の包装自動化による増産と島外への販路開拓事業

鹿児島県 東酒造株式会社 焼酎「七窪」のブランド力強化計画

鹿児島県 東八重製茶
デザインを重視した新商品のパッケージデザイン、リーフレット作成、ポスター等の作成による販路
開拓事業

鹿児島県 桃の木 青果市場発!!働く主婦を応援する商品企画と店舗の一部リニューアル

鹿児島県 湯砂菜企画 鹿児島版ノンアルコールビアテイスト飲料の開発

鹿児島県 藤絹商事株式会社 お客様満足を高め、複合レジャー施設として施設稼働率向上を図るための店舗改装事業

鹿児島県 藤崎商事㈱ 伝統商品（漬物）と、新開発商品との組み合わせによる自社ブランド確立と、新たな販路開拓事業

鹿児島県 徳重時計店 ＬＥＤ照明による店内環境構成の改良

鹿児島県 徳南製糖
商品価値を高める「和紙風合のスタンド型チャック袋」用デザインの開発および集客力を高める店
舗看板の設置

鹿児島県 日の出旅館 集客力と快適性・清潔感を高めるトイレ改修工事の実施

鹿児島県 日笠山水産 高機能プリンター利用により自社製バーコードを作成する設備の設置事業
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鹿児島県 日高商店 老朽化した看板の架け替えによって集客拡大を図る販路拡大事業

鹿児島県 日本有機株式会社 設備導入による新商品の製造工程の効率化とチラシ活用による営業・販売促進

鹿児島県 梅木農林機工株式会社 店舗周りの改善と修理サービスの効率化・充実による顧客獲得

鹿児島県 八作 地元食材使用の新メニューの開発と仕出しも含めた宣伝の強化事業

鹿児島県 八千代伝酒造株式会社 国内・海外向け自社ホームページサイトの制作。

鹿児島県 八田ゴム工業所 低床車両作業用ジャッキ等の購入による作業効率改善事業

鹿児島県 美容室　Ｔｏｕｒｔｒｏｗ 癒しと共感が胸を打つ。思わず足を運びたくなる美容室大作戦！

鹿児島県 浜島商店 自社ＰＢ焼酎「しま茜」の販路開拓のためのホームページ開設と営業活動のための名刺作成事業

鹿児島県 福　永　商　店 ミニ物産館への業態転換と高齢者への憩いの場を提供

鹿児島県 福永写真館 クールラミネートでクールに写真を飾る

鹿児島県 福家 団体客用「個室のお座敷」設置及び周知チラシ等作成事業

鹿児島県 福寿堂 新商品（ふとどん）販売と店舗のイメージアップ効果による売上増

鹿児島県 福留果樹園 業績拡大と情報発信のためのホームページ作成およびネット販売システムの構築

鹿児島県 坊津蔵 水産加工製品（さかな醤油、魚類の燻製）における安定供給の事業化計画

鹿児島県 味処正ちゃん 店舗改装による顧客にやさしい店づくり事業

鹿児島県 民宿水明荘 屋形船（流れ船）改修工事

鹿児島県 夢竺山株式会社 ホームページ作成による新事業の公開と竹製品(竹燈籠)の販路拡大事業

鹿児島県 夢進 新商品の真空パックによる販売チャネルの拡大

鹿児島県 名越造園 「魅せる植木づくり」のための水道埋設及び案内看板設置事業

鹿児島県 木野鍼灸治療院 待合室トイレ改修工事

鹿児島県 野いちご ヘルシー商品開発、顧客ニーズに応えた新プレゼンテーション等

鹿児島県 野間壮 民宿施設リニューアルによる観光客向け販路拡大事業

鹿児島県 油久げんき村 地元の交流基点としての機能強化とコミュニティサービス創出事業

鹿児島県 有　限　会　社　松　栄　堂 製品保存・保管用冷凍設備導入による県外顧客への拡販事業

鹿児島県 有限会社　イースト 陰陽五行説に基づく新たなサービス提供による新規顧客獲得事業

鹿児島県 有限会社　いり舟 高齢者、障がい者にもやさしい快適空間の提供

鹿児島県 有限会社　オートクラフトひめぎ 顧客に愛車の整備状況を明確にする総合自動車故障診断システムの導入

鹿児島県 有限会社　おかどめ 自社の強みを生かした販売促進事業

鹿児島県 有限会社 キクナガ観光 「コツ（CO2）コツ（CO2）と未来を創るエコプラン」

鹿児島県 有限会社　キタカタ 高機能レジスター導入によるデータ活用と魅力ある店舗内装による販売戦略の強化

鹿児島県 有限会社　スーパーオーキ 店舗の設備改善によるサービス（快適な空間の提供）向上計画

鹿児島県 有限会社　てらだ ミシン目加工のリードタイム短縮による効率化と販路開拓事業

鹿児島県 有限会社　みつい お客様への旬の情報提供による集客創造事業

鹿児島県 有限会社　みつわ蒲鉾店 電子レンジの加熱により、出来たてを再現できる飛魚さつま揚げの開発とマーケティング事業

鹿児島県 有限会社　レストランすまいる お年寄りや家族連れに居心地の良い店舗リニューアル

鹿児島県 有限会社　異人館 観光地霧島でのおもてなしに、快適な空間の提供を行う事業

鹿児島県 有限会社　菓子処渡辺 安納いもと落花生等の素材に拘った大福もちの新商品開発と販路開拓事業

鹿児島県 有限会社　改田建設 自社オフィスにモデルルーム的なトイレ・手すり等を設置し営業する事業

鹿児島県 有限会社　菊永自動車 【新設の看板】に伴う販売強化と知名度アップ事業

鹿児島県 有限会社　橋口石油瓦斯
☆地元杉材を有効活用した特徴ある大型看板設置及び店舗レイアウト改善による新規顧客の開
拓・顧客満足度の向上

鹿児島県 有限会社　橋之口設計 店舗増築・改装による待ち時間解消並びにサービスの向上

鹿児島県 有限会社　古川自動車整備工場 社屋外壁看板改装事業
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鹿児島県 有限会社　幸陽苑 トイレ洋式・バリアフリー化及び店舗改修事業

鹿児島県 有限会社 江上電機 高齢者にやさしいリフォーム事業

鹿児島県 有限会社　国生シロアリ ベイト工法認知度と工期短縮による顧客満足度向上事業

鹿児島県 有限会社　桜島典礼 斎場改装によるお客様満足度向上事業

鹿児島県 有限会社　鹿児島ラーメン 自家製味噌を活用した「豚みそ」の製造販売事業

鹿児島県 有限会社　小川建材 受注件数増加に繋げるための「チラシ」、「のぼり旗」の作成

鹿児島県 有限会社　松　山　産　業 有機栽培茶のパッケージデザインとパンフレット、ホームページ作成

鹿児島県 有限会社　垂水池田温泉 飲料水（温泉水）の販路拡大

鹿児島県 有限会社　瀬戸口絹織物 着物メンテナンス技術の効果的宣伝による新規顧客開拓事業

鹿児島県 有限会社　西青果 さつまいもの苗の生産供給に伴うビニールハウスの設置

鹿児島県 有限会社　石彩工芸 「いのりを形に」　地場企業を目指した拠点づくり事業

鹿児島県 有限会社　川口薬局　 「介護応援薬局」ＰＲ事業

鹿児島県 有限会社　川辺タクシー 「タクシー代行」「買い物タクシー」の利用客拡大事業

鹿児島県 有限会社　村田造園建設 ホームページによる当社の宣伝とネット販売システムの構築

鹿児島県 有限会社　中原薬品
専門相談機器を用いた相談スペースの拡充・他店の扱えない専門薬展開スペースの拡充・相談を
落ち着いて行えるようにするための内壁の設置

鹿児島県 有限会社 南九州きのこセンター 新商品「乾燥えのきシリーズ」の販売促進計画

鹿児島県 有限会社　南光種苗 新たな顧客層の獲得に向けて機能性を高めた店舗づくり事業

鹿児島県 有限会社　梅木商店 ☆新規顧客開拓及び顧客満足度向上のための店舗新設（直売所）

鹿児島県 有限会社　八千代 お客様の利便性向上のための施設整備による顧客満足度向上事業

鹿児島県 有限会社　宝珠産業 事業間の相乗効果を活かした地域循環型放牧養豚の展開に伴う精肉の直売事業

鹿児島県 有限会社　妙見田中会館 新たな女性客の獲得を目指す為のゆとりある女性用大浴室の改装事業

鹿児島県 有限会社　明豊エコ・テクノ この指とまれ、ライセンスで「廃棄物、活かして使えばバイオマス」に貢献

鹿児島県 有限会社　有島木工所 ぬくもりある地域杉材を活用した木製品の普及パンフレットの作成

鹿児島県 有限会社ＳＷＥＥＴ ＬＡＢＥＬ 鹿児島の食材を活かした婚礼引き菓子、ギフトスイーツの商品開発

鹿児島県 有限会社オーツー 訪問看護事業への新規参入に伴う準備全般

鹿児島県 有限会社カネマサ企画 生花店様のかかえる問題に応える生花販売用循環装置の提案

鹿児島県 有限会社かめや 店舗トイレ改修、看板設置、内装改修事業

鹿児島県 有限会社セブンプラザ岩川店 看板リニューアルによるイメージアップ戦略

鹿児島県 有限会社ダンケル 教育施設・スポーツ施設の定期的メンテナンス業務の販路開拓

鹿児島県 有限会社トモヤ 新規顧客獲得に向けた効果的な広告によるＰＲ・来店促進事業と展示会参加

鹿児島県 有限会社ナイスファーマシー 専門薬剤師による完全予約制の不妊・子宝（こだから）漢方相談

鹿児島県 有限会社柿元写真館 創業45周年記念宣伝事業及び新機材導入による顧客満足度向上

鹿児島県 有限会社御菓子司鳥越屋 統一された魅力あるデザインの開発

鹿児島県 有限会社桜岳陶芸 桜島の火山灰を活用した体験型プログラム「桜島火山灰アート」事業

鹿児島県 有限会社松田農園 「きんかん」の販促用チラシ作成による販路開拓事業

鹿児島県 有限会社親和興業 ミセス＆シニア向け健康・エコリフォームバスツアー事業

鹿児島県 有限会社前田土木技術 新システムの導入と土木積算ソフトによる販路開拓事業

鹿児島県 有限会社尾塚水産 自社ウニ製品の販路拡大事業

鹿児島県 有限会社美紀屋 刺繍ミシン導入による「オリジナルギフト商品」への実用化と認知度向上

鹿児島県 有限会社美来空間 ブランディング戦略に不可欠なツール制作と販路拡大のための営業

鹿児島県 有限会社浜上水産 新商品開発と看板作成事業

鹿児島県 ㈲ 大隅家畜処理センター 死亡獣畜保管のための冷凍庫設置事業
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鹿児島県 ㈲カレッタハウス
ホームページのスマートフォン対応へのリニューアルと、集客力を高めるためトイレへのウォシュ
レット導入

鹿児島県 ㈲カワバタ電設 家電販売店として広告宣伝する屋外広告看板設置事業

鹿児島県 ㈲タイラプロモーション 既存市場から新市場へ新規開拓獲得事業

鹿児島県 ㈲岸岡建設 サトウキビ農家支援と新規事業参入をアピールする展示用特殊深耕機械装置の購入

鹿児島県 ㈲今福石材店 会館施設への電光看板の設置と会館施設広報事業

鹿児島県 ㈲山下とうふ店 簡易豆腐製造機導入によるイベントでの出店販売および宅配・移動販売事業開始広報活動

鹿児島県 ㈲小牧緑峰園 販路拡大のための小売環境整備

鹿児島県 ㈲小野石油 給油所の照明器具取替え工事

鹿児島県 ㈲松坂屋 高齢化社会のニーズに対応した店づくり

鹿児島県 ㈲森商事 地域特産品を広報活動強化で取引拡大

鹿児島県 ㈲清姫温泉 高齢者に優しい環境衛生施設の整備

鹿児島県 ㈲前田紬工芸 催事等に活用する大島紬を宣伝するタペストリーの制作事業

鹿児島県 ㈲前田肥料店 高齢者に優しい食事設備の導入事業

鹿児島県 ㈲倉内本店 現代風看板の設置による売上拡大事業

鹿児島県 ㈲大崎書店 常連客を増やすための店内出入口の改装と看板設置事業

鹿児島県 ㈲田中知身商会 新メニュー開発と運用

鹿児島県 ㈲平川自動車 電光看板設置による新規顧客の創出

鹿児島県 ㈲和田食品 顧客満足度向上に繋がる直売店入口部分舗装及び焼肉ガーデントイレの整備

鹿児島県 立石社会保険労務士事務所 障害者のためのライフサポート及び助成金業務における販路拡大

鹿児島県 立石商店 島外出郷者をターゲットにしたカタログ販売事業

鹿児島県 流れ星、一番星 高齢者・車いすにやさしく、外国人にも対応するバリアフリー化

鹿児島県 隆康産業有限会社 海の幸「おいどんのウニどん弁当で事業持続化！」

鹿児島県 鈴家 夏場の鮮魚の品質管理向上とお客様の居心地改善事業

鹿児島県 和裁工房きぬ屋 教室の宣伝広報・映像コンテンツおよび顧客管理テンプレートの作成

鹿児島県 和創居酒屋　膳 店舗改装

鹿児島県 和創食処　菊市 バリエーション豊富な料理の提供

鹿児島県 藺牟田温泉　さざらし湯
高齢者等に配慮した「安心・安全なおもてなしの温泉公衆浴場」づくりのための設備器具の変更及
び新設

沖縄県 （株）ＷＦＬコーポレーション 「バイリンガル親子のための日本語右脳教育・及び教材販売」

沖縄県 (株)琉球ドラゴンプロレスリング 在沖米軍関係者並びに県内行政に向けた琉球ドラゴンプロレスリングのPR事業

沖縄県 ＡＰＰＬＡＵＳＥ　（アプローズ） ２階の美容室と連動させたセルフメイク＆セルフケアサロン事業。

沖縄県 Asian　Massage　RUNG　JAY 「ハーブボール」及び「ヘッドスパ」新メニュー開発事業

沖縄県 ＢＡＮＫＳＹ DIY感覚で誰でも簡単に出来るスマホ対応IP監視カメラの販売

沖縄県 BAR NOBU（バー・ノブ） 観光客がいつでもどこでもスマートフォンで検索可能なサイトの構築

沖縄県 Buona Onda ブオナ オンダ アイラインアート（アートメイク）

沖縄県 CHATANCOFFEE　 気軽にパッと食べれる沖縄県民食であるポーク卵おにぎり専門店

沖縄県 ｄｅｓｉｇｎ ｃｌｉｐｓ 新しいカフェスタイル ！人が集い、情報や技術が集まる「学びのカフェ」プロモーション事業

沖縄県 DIVING jawfish OKINAWA ダイビング機材サンプル設置による「ダイビング機材の販売・修理・メンテナンス」新規参入事業

沖縄県 El　Camino(エルカミーノ) 「こうふくのくつ」販路拡大、顧客獲得事業

沖縄県 GlassWorksちゅき 沖縄で挙式をする新郎新婦向け引き出物開発

沖縄県 Hair Beauty Toco Magico 地域の男性客に向け本格的なヘッドスパ、アロマカラーでアンチエイジング

沖縄県 Ilise(イリス)
影舞（調味料）４種サンプル用パッケージの作成
美らノ刻（燻製チーズ）商品説明書

沖縄県 Indigo
飲食スペースの増設と新規商品開発
販売促進ツール（Webと紙媒体）の開発
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沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） 沖縄発ＮＥＷデザインブライダルリングの開発と新顧客獲得のためのインターネット販売

沖縄県 ＫＲＣ沖縄 店舗看板設置及び窓ガラスへのウインドサイン貼付による「来客型保険購入層」の新規獲得事業

沖縄県 LEQUIO 対企業向け制服製造委託業務促進運営事業

沖縄県 LIFE ＊業務用美容機器の卸売業への新規参入。

沖縄県 LIFE IS A JOURNEY 日本国外も含めた顧客拡大のためのゲストハウス改善事業

沖縄県 ＬＯＶＥうちなー家 トッピング方式とスチーマー導入によるイカ焼き販売促進

沖縄県 M’S KITCHEN 新メニュー開発と知名度を上げる為の広告宣伝

沖縄県 manta cafe（マンタカフェ） テイクアウト・デリバリーの強化による新規顧客獲得事業

沖縄県 MP琉球 ガラス用紫外線・赤外線遮蔽 高機能コーティングの提供

沖縄県 OFFICETRUST（ｵﾌｨｽ　ﾄﾗｽﾄ） WEBサイト及びパンフレットの整備による、販路開拓及び事務所の信頼性向上

沖縄県 otama
ギフト商品を強化したフライヤー制作、看板設置による新規顧客開拓および地域特産品を活用した
新商品開発

沖縄県 Pasta Pasto Pappare WEB＆フライヤーによる「Pappare」ブランディング計画

沖縄県 RIOT GYM 女性に好感がもてるキッボクシングプログラムの構築と女性を綺麗にする新メニュー開発事業

沖縄県 So-Cal Okinawa ネットショップ開設による車好きな県外客向け販売促進活動

沖縄県 TOMMY AUTO SERVICE 車両診断機の導入　（ＬＡＵＮＣＨ　Ｘ－４３１　ＰＲＯＪＰ）

沖縄県 YOUANDI 半日ツアーで使用する機材を一新することで集客、サービスの向上

沖縄県 アースシップ沖縄 クリアラフト導入によるファミリー向けエコツアーの新設と家族層の集客

沖縄県 あいる・ぷまんどぅ ダイビング事業所へのパンケーキ店の併設開店

沖縄県 アロマリライフ 福利厚生としての企業内アロマエステによるリラクゼーションサービスの展開

沖縄県 アントレ 「県産ブランドあぐー豚まん」お土産、通販販売商品の開発

沖縄県 いこい処　うさぎ 顧客対応力の向上・新規顧客の獲得大作戦

沖縄県 いこい整骨院 スポーツアロママッサージ導入で健康で楽しいスポーツライフを！

沖縄県 いとす写真館
石垣島でロケーション撮影を行う「島ふぉと」プランを宣伝する為のホームページ、パンフレット、ポス
ター製作

沖縄県 エステサロン　美・究 遠赤外線サウナドーム及び痩身機を利用した新痩身（体質改善）コースの販売

沖縄県 エネてぃーだ琉球株式会社
下記口座の生徒獲得に向けた、豊見城地域及び近隣地域（小録・南風原・糸満）へのPR活動の活
発化

沖縄県 おかしのみせ　なかむら屋 琉球菓子を通して沖縄の伝統・文化を若い世代・観光客に伝える事業

沖縄県 おきなわみるくふぁーむ カフェメニューの充実化による客単価の向上

沖縄県 オクトパスガーデン オフシーズンの新規客層を図る店舗一部改修及び販促活動

沖縄県 おっちゃん酒店
1.英語表記看板設置及び英語表記フライヤー配布による「米海軍病院勤務の米軍属向け」顧客層
新規獲得事業

沖縄県 オフィス プラスＭ 小規模事業者の起業のサポート、または、事務及び経理のシステム構築、変更のサポート。

沖縄県 かっぽう　山吹 島野菜、鮮魚、精肉を使った真空調理システムによる外販展開

沖縄県 カフェレストラン　ル・シャノン アイドルタイムの新規顧客獲得事業

沖縄県 キッチンＨＡＮＡ－ＧＡＳＡ ベビールーム設置による民謡居酒屋での「家族層」販路開拓事業

沖縄県 キッチンバルＬａ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ コンセプト見直しと告知。ニーズに応じた店内改装

沖縄県 ぎゃらりーゆしびん 観光客へ訴求する広告　店舗づくり

沖縄県 コーヒーハウスたぁ～とる 店舗改装による店舗イメージチェンジと事業継承による新規顧客の開拓

沖縄県 ごや電機 街の電気屋さん「家電ソムリエ」＆「家電リフレッシュ」事業

沖縄県 コルネとサンドのお店 pippi 機械導入による生産性向上と生産体制強化事業

沖縄県 サムシンググッド ハワイアンキルト需要開拓事業

沖縄県 サロン　アルメリア ４０代以上の女性向けのしっかり効果の痩身エステサービスの開発

沖縄県 サンドイッチシャープ 大衆食堂から居酒屋への業態変更

沖縄県 シーサイドカフェブルートリップ テイクアウトサービスの提供のための設備工事
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沖縄県 ジャングルダイブ 本格的な水中カメラのレンタル事業と水中写真スペシャルティーコース商品の開発

沖縄県 ジョーデンイングリッシュクラブ 「学校終了後の放課後に自然に英会話が身に付く」教室の開設事業

沖縄県 すし処　和可奈 座敷席の掘り炬燵化改修による新規顧客の集客

沖縄県 スタイルボーン スタッフの英語教育と国際的な店つくり

沖縄県 セラピット整骨院 スリング療法を取り入れた新サービス開始による販路拡大

沖縄県 タナカ商会 株式会社 「集客できるHP制作とサイト運営の年間サポート」

沖縄県 デコール 豊見城エリアの新規顧客獲得！認知度アップ広告制作

沖縄県 ニコラスツアーズ 石垣島の自然と心のバリアフリー化計画

沖縄県 にしざき写真 新ソフト導入によるサービス向上と販路拡大計画

沖縄県 ネイルサロンfyu オーラソーマとネイルデザインの融合による新規顧客獲得

沖縄県 ネクストステージ沖縄合同会社
未利用品活用ドライフルーツ入りポン菓子
単身者向け、オールやんばる産、しりしりシリーズ

沖縄県 はぃびぃSTAND 新規顧客を呼び込むための大々的な看板標識設置。カウンターのテント工事。

沖縄県 ハピネスマリン倶楽部
１２０％の満足感　アドベンチャーカヤックツアー！！宜野座村の大自然を体感しよう。他では味わ
えない体験がここにあります。

沖縄県 はりゆん ＜県外観光客獲得プロジェクト＞

沖縄県 パンとケーキのお店　デゼレト 安く美味しく安心安全を求めているお客様の誘致を目指しています。

沖縄県 ブリリアンテ　モトブヒルズ 沖縄の輝く宝石のような果物・野菜を全国へ

沖縄県 プルメリア沖縄 新規顧客　増加計画

沖縄県 ペンション リーフイン国吉 日帰りプラン開発とそれにともなう新規設備の設置

沖縄県 ホーム電化 高齢者世帯への安心安全の生活環境づくりを提案するリフォーム修繕事業の展開

沖縄県 ホテルにしえ
新規ホームページ開設による集客アップとホテルにしえオリジナル
無農薬野菜の魅力ある食事提供によるお客様の健康増進応援

沖縄県 ま― さの店 新規顧客会得の為のトイレ洋式化事業

沖縄県 マリンクラブＧigi 沖縄在住の幼児とその保護者向けマリンサービスの提供

沖縄県 まるとみ・鮮魚かまぼこ店 買い物弱者向け宅配販売サービス、リゾートホテル宿泊観光客へお土産用かまぼこ販売

沖縄県 みやぎストア トイレ改修事業

沖縄県 みやざと製菓
・新たなパッケージで宜野湾市推奨特産品である「はごろもパイ」の
認知度を高める事業

沖縄県 ヤドカリ工房 インケース技法を利用したガラス工芸品製作の為の設備購入

沖縄県 やんばるパパイ屋 やんばるパパイ屋ペットボトル飲料開発による販路拡大

沖縄県 ゆらてぃく
「20代～30代の子供連れ夫婦が団欒できる空間」を提供する居酒屋として「20代～30代のファミリー
層」を新規に獲得するための店舗改装事業

沖縄県 よみたん自然学校 キャンプ事業の県外新規顧客獲得のための広報強化事業

沖縄県 ラヴィアンローズ ・運動が苦手なお年寄りに施す出張リンパケアサービスの展開

沖縄県 リサイクルショップひまわり 「家電リサイクル専門店」として新たな販路を拡大するために看板を設置し地名度向上を図る事業

沖縄県 りんご保育園 　「りんご保育園」のＰＲによる４～５歳児入園拡大事業。

沖縄県 ルーチェマーレ

大切なプレゼンの前に、大事な契約の前に、大きなイベントの前に！
より輝けるあなたでいられる！
「運気ＵＰ！フェイシャルエステ」
ブランディング事業

沖縄県 わかなそば 店舗改修に伴う誘客促進事業

沖縄県 ワンステップ合同会社 新規顧客層（２０代・３０代）の利用者を増やす為の施策

沖縄県 わんわんペット 希少犬種　ﾀﾞﾙﾒｼｱﾝに特化したHP　開設による販路開拓（県内外のお客様への新規小売）

沖縄県 ゑんぴつ堂 地元密着ウェディング情報を知りたい人のための総合サイト設立

沖縄県 飲食店　まるてぃ 与那国町外食促進事業

沖縄県 沖縄そば　まるやす 観光客をターゲットした、集客アップ事業

沖縄県 沖縄パウダーフーズ株式会社 認知度UP広報の為の街メディア活用

沖縄県 沖縄健康創業株式会社
沖縄の地域資源（もろみ酢、もずく、シークワーサー)を使った「舌で噛める」介護食品（ゼリー）の開
発

沖縄県 屋我地エコツーネット 屋我地エコツーネット体験場の改装工事による個人ツアー集客事業
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沖縄県 屋良三線屋 高級三線を求めるこだわり客並びにセレブ新規客層獲得に向けた店づくり及び新規顧客開拓事業

沖縄県 音のアトリエ　くわの木 心と体を健康に♪音楽教室ＨＰ製作とアーティスト登録サイトの構築

沖縄県 下地黒糖加工所 飲食ブース設置・店舗内外改装による新規顧客（若年層、外国人観光客）創出事業。

沖縄県 海幸 衛生機器の導入かつ新パッケ－ジ（クリアパック）で販路開拓

沖縄県 海風（インカディ）いらぶじま 伊良部大橋完成に伴う新たな顧客層集客の為の商品開発事業

沖縄県 掛け軸の悠翠堂
HP作成事業及び掛け軸保護用のガラスフィルム貼付事業と暖簾作成による宣伝広告を通じた既存
商圏以外の新規顧客獲得事業

沖縄県 株式会社 Douceur 英語表記の販売促進ツールを作成し、新規外国人顧客を拡大する

沖縄県 株式会社　MOOMOO 肉用牛の多種、多様な牧草を調達し、高品質な商品の安定供給を図る

沖縄県 株式会社　さちばるの庭 外国人旅行者誘致のための新規広報事業

沖縄県 株式会社　プラット 個人旅行の観光客及び地元客に向けた県内クリエーター商品の販路拡大

沖縄県 株式会社　マキ屋フーズ マキ屋の紅こうじの営業活動による県内市場への販路拡大

沖縄県 株式会社　丸海きあら 新商品「きあら月桃歯磨き21」デザインパッケージ作成

沖縄県 株式会社 髙江洲工機 展示場の販路拡大における体制整備

沖縄県 株式会社ABCサポート 法人専用生活習慣病予防対策の３つのサポート空間の開発

沖縄県 株式会社ＡＲＳ  ＬＯＮＧＡ 「レストランの味を青空の下で」新規ケータリング、移動販売事業のブランディング及び販促ＰＲ活動

沖縄県 株式会社ＦＭとよみ 「ウチの子の活躍がラジオで観える！！」

沖縄県 株式会社GENKI 低価格化メニューによる新規顧客獲得のための広告強化

沖縄県 株式会社アピアランス 葬儀の営業展開・新葬儀プランの作成、広報ツールの作成

沖縄県 株式会社イッセイナナ産業 近隣交流イベントの為の人員増加とそれに対応する店舗の改装

沖縄県 株式会社エスペレ BtoB販路拡大のためのカット野菜製造クリーンルームの設置

沖縄県 株式会社エフエムやんばる リスナー会員証「フムやんカード（仮）」の発行

沖縄県 株式会社からだ元気治療院 高齢者・障がい者の社会問題を解決！　からだ元気治療院ＦＣ全国展開事業

沖縄県 株式会社シックスモーション 手もみグァバ茶のペットボトル化販売

沖縄県 株式会社トータルサービス 成長戦略に基づく、新商品開発及びブランディング事業

沖縄県 株式会社ハイサイト 未開拓地域、県内のみならず、県外を視野に入れた販売促進活動

沖縄県 株式会社ユリシーズ ラジコンマルチコプター空撮事業

沖縄県 株式会社レキオ・ウイング 愛犬家・愛猫家を対象としたペット管理事業及び新規顧客の獲得

沖縄県 株式会社レキオネシア 琉球織物をアクセントにした帆布トートバッグの試作品開発並びに、そのマーケティング

沖縄県 株式会社ロコプラン ウェディングポータルサイト作成による同性愛カップル向けウェディング新規参入事業

沖縄県 株式会社沖宮設備 排水管クリーナー機器等導入による水道に特化した「清掃業」新規参入事業

沖縄県 株式会社沖縄ゴールデンファーム 既存商品の和装箸袋のブラッシュアップと全国区として通用する新商品開発のための素材開発

沖縄県 株式会社誠もち お餅キャラクターを活用した需要喚起戦略

沖縄県 株式会社大賀企画 就活のための資格取得講座支援事業

沖縄県 株式会社長堂屋GROUP お店の認知度を上げる為の広告チラシと看板設置

沖縄県 株式会社与那原環境開発 ゴルフで「美」と「健康促進」を提供し女性層を獲得するための販路開拓

沖縄県 株式会社饒平名エコステーション 蓄電池の大ＰＲ作戦で新規顧客大幅ゲット！

沖縄県 ㈱YAESE　ヤエセ自動車 空気清浄機レンタルサービスによる、新たな売上アップ計画

沖縄県 企陽商事（ｼﾞｭｴﾙｷﾞｬﾗﾘｰエイブル リ・ジュエリー（ジュエリーの加工）事業のマーケット拡大

沖縄県 機織工房しよん お土産にこだわりを持つグループ客の来店増による売上アップ

沖縄県 居酒屋　幸城 ランチ客を呼び込むための改修工事と広報活動

沖縄県 居酒屋　松乃屋 「久米島の新しい味！“山羊餃子”商品開発プロジェクト」

沖縄県 居酒屋　釣り吉 ホームページからの集客と魅力ある伊平屋島の健康食を食す「島旅の提案」による島の活性化
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沖縄県 居酒屋　凡蔵 「居酒屋のランチカフェ開店による経営革新プロジェクト」

沖縄県 居酒屋くぇぶぅ 遊漁船活用による観光客の取込みと現顧客の維持・増加計画

沖縄県 共栄飼料株式会社 オレイン豚開発販売事業

沖縄県 金城陶器　秀陶房
ギャラリー増設
陶芸に興味のある観光客向けのギャラリー販売を目指す。

沖縄県 憩い空間たかふじ お客様へ、より快適な空間づくり

沖縄県 高原の駅　なんじょう (1)新商品仕入と加工商品による販路開拓・販売向上のための事業計画

沖縄県 合資会社　朔 近隣ホワイトカラー層のカフェ需要発掘のための認知度向上事業

沖縄県 合同会社　KSF 規格外農産物を活用した高付加価値の商品開発による販路拡大

沖縄県 合同会社　結らぼ
料理教室・ランチタイムイベントによる販路拡大を目指した地域密着型キッチン付きレンタルスペー
スの整備

沖縄県 合同会社　笑福家（峠の茶屋）
顧客サービス向上を目的とした店内改装による顧客拡大と来店ロスの解消 及び、地元新鮮食材購
買機会の創出
サブテーマ～ “Ｍクル”サービスでおもてなし ～（ミラクル・未来くる・みんな来る）

沖縄県 合同会社 眞大伸技建 高齢者向けリフォーム工事による新規顧客開拓のための宣伝広告

沖縄県 合同会社アクアセレニティ アクアセラピー「WATSU」の認知度向上と県内需要喚起

沖縄県 合同会社オムニバス コンテンツ制作用スタジオ整備で撮影サービス・機材の販路拡大

沖縄県 合同会社ハトコラボ 沖縄県民のアイデアをカタチにするファンドの広報活動

沖縄県 合同会社浦添印刷 地域密着型広告事業

沖縄県 合名会社Ｐｅａｒｌ　Ｒ 新・観光土産　県内初【国産米粉１００％ちんすこう】の販売・販路開拓

沖縄県 手作り菓子の店 なかとみ 観光客、集客強化事業　(観光客が一度は訪れたい店を目指して)

沖縄県 春おばーのなんとう餅店 春おばー伝統の「なんとう」宝石箱プロジェクトによる販路拡大

沖縄県 小美野塾 空想実験教室

沖縄県 松金ホテル
ペルソナ（ターゲット像）を設定したホームページからの集客とリピートに繋がるお客様へのおもてな
し

沖縄県 焼きたてパンとケーキの店　みなもとや カフェ部門の充実（地産地消を楽しむ癒しの空間つくり）

沖縄県 焼き肉　牛牛（モーモー） 女性客のための店舗改装とデリバリーサービスの周知

沖縄県 西表自然学校 ナイトツアー終了後も食事ができ、身も心も癒されるツアーの実施

沖縄県 川上　食品
「美味・安全・新鮮で付加価値のある豆腐」を近隣地域住民へ直接販売する」ことで新規獲得し販路
拡大するための直売所の設置及び広告戦略

沖縄県 惣菜のお店アジア オープンカフェ設置による若い女性並びに主婦層誘客事業

沖縄県 総合学習塾GARAGE 子どもたちが集う、情報発信cafe的学習塾にむけての改革

沖縄県 蔵盛製塩 「日本最西端で作られた粗塩を、県外百貨店へ向けて売り出すための商品開発ブロジェクト」

沖縄県 泰斗　株式会社 不動産業者　検索システムの開発、企業ブランディング

沖縄県 大吉 「建具制作施工分野」への進出し新規顧客を獲得し販路を拡大するための測量機等導入事業

沖縄県 大城海産物加工所 沖縄県産ミジュン（鰯）を使った新商品開発「沖縄アンチョビ」の販路開拓

沖縄県 大城野菜生産農園清美農産加工部
「真空包装機を使った２次加工品の販路開拓」
※かぼちゃ（ペースト）、パパイヤ、ゴーヤー、ヘチマのスライスを真空にする事で付加価値を高め
新な販路開拓を行う。

沖縄県 仲田昇行政書士事務所 建設業に特化したホームページ作成及び業界紙への広告掲載

沖縄県 島あしび 部屋を増やし、受け入れ人数を増やす

沖縄県 島みつばち園 外国人旅行客の新規顧客獲得事業

沖縄県 島やさい食堂てぃーあんだ テーブル・椅子席の増設による高齢者層獲得事業

沖縄県 藤﨑紅型工房 工房と紅型体験の案内パンフレット制作とHPのリニューアル

沖縄県 日本亜健康研究所株式会社 健康サービスの国内外集客促進及び自社の新商品の開発事業

沖縄県 農業生産法人　株式会社　伊江牛 ① 新商品開発と商品の宣伝。県内外、国外も視野に入れた販路開拓

沖縄県 農業生産法人㈱今帰仁ざまみファーム ●ポニーを活用した子供の体験メニュー開発に係る調査事業。

沖縄県 美容室JOY 新店舗進出による看板制作設置・広告用チラシ制作印刷・HPのリニューアル

沖縄県 名護ムエタイスクール 女性利用者のためのジム改装と広告戦略

沖縄県 友利鰹加工場 「伊良部大橋開通を契機とした加工場への誘客強化と直販店展開事業」
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沖縄県 有限会社　ガーデンパナ カフェの観光客集客のためのサービス向上事業

沖縄県 有限会社　グリーンプラン新城 しま月桃茶、月桃パウダーの販路、周知拡大

沖縄県 有限会社　ケラマ
◇団体貸切サービスＨＰリニューアル
◇外国人富裕層サービス案内としてのＨＰ及びパンフレット強化

沖縄県 有限会社　シフト 働く女性、子育て中のお母さん向けの売場設置

沖縄県 有限会社　そーれの会 国道沿いへの看板設置による観光客誘客大作戦。

沖縄県 有限会社　とかしくマリンビレッジ
① 三世代家族向けのホームページリニューアル
② 外国人客(ファミリー)向けの多言語化ページ追加

沖縄県 有限会社　プティ・フール 地域特産品を活用したギフトパッケージデザイン開発事業

沖縄県 有限会社　沖縄メンテナンス 営業力強化による売上の拡大及び、新規顧客の獲得事業

沖縄県 有限会社 環境クリーン開発 誘客看板設置での出張回収サービス導入促進

沖縄県 有限会社 中嶋プランニング デザイン強化日生産工程改善による今帰仁村土産品の高度化

沖縄県 有限会社　北谷金城 県産石垣牛のバーベキュー・パーティー・セット商品化と実演販売

沖縄県 有限会社キャプテンリゾート 新しいマリンスポーツ「フライボート」の提供による新規顧客獲得

沖縄県 有限会社キャリアサポート 日本初「クリアカヤック導入」による波の上うみそら公園内での「マリンレジャー」新規顧客獲得事業

沖縄県 有限会社クイックデリバリー 光ディスクコピーガードサービスの全国への販路拡大

沖縄県 有限会社タマレンタ企画 おかえり～！あなたの“やぁ～にんじゅ(家族)”が沖縄で・・・

沖縄県 有限会社ディーオーエヌ 閑散期における「ファミリー層」の新規開拓事業

沖縄県 有限会社ブルーフィールド
「修学旅行生向け自然体験プログラム（比謝川カヤック）」販路拡大のための販売促進ツール作成
と県外PR活動事業

沖縄県 有限会社ミヤギ建設
「若年世帯のリフォーム」へ参入し販路を拡大するための「看板・フライヤー・ホームページ」等の広
告戦略事業

沖縄県 有限会社天照閣
事務所看板設置による宣伝効果を利用して国道330号通行客を「事前相談」に誘客し「葬儀プラン
利用」につなげる新規顧客獲得事業

沖縄県 洋菓子・パン工房グラシュー 外食産業が求める自然解凍で美味しく食せるパン・ケーキの開発

沖縄県 洋風料理店　ビストロブーケ 身障者が使いやすいトイレの改装及びわかりやすい看板の設置

沖縄県 和睦郷里 観光客向けの名護・やんばるの歴史にまつわる文化的お土産の開発

沖縄県 艸　木 プロフェッショナル及びこだわりの顧客限定のインドアグリーン店舗の開設

沖縄県 鋏屋　嘉手納 新製品シザーの試作品作り
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