
採択事業者リスト

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

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

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

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

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

茨城県 有限会社緑川塗装店 低価格帯事業の新設による販路開拓事業

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

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

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

栃木県 有限会社丸善工業 新商品「おれのガレージ」「わたしの小屋」周知展開

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

栃木県 ポムドテール 「心に届く、手造りの味」の追求！そして発信！

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

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

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

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

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

栃木県 自家焙煎珈琲珈の菓 「小型焙煎機の導入とネットショップの開設」

栃木県 勢鮨 高齢者とヤングファミリーの方も廻らないお寿司をゆっくりと

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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栃木県 みえ接骨院 「身近に頼れる接骨院」の認知度向上のための看板設置計画

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

栃木県 有限会社ミツワ 季節メニュー導入に伴う店舗改装と広報宣伝の強化

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

栃木県 株式会社晴れ晴れ 店頭改装、オープン告知・通信販売チラシ作成・配布

栃木県 ヘアーメイク紗来 髪の艶を最大限に引き出す技術のＰＲ事業

栃木県 株式会社マルキョー 来客数、売上金額の増加を目指した売場改修プラン

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

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

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

栃木県 レストランゆり 店舗外観のイメージアップで顧客の世代交代を図る

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

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

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

栃木県 大坂屋 ミニ箒手作り体験教室パワーアップ事業

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

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

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

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

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

栃木県 山いち お土産用「本格炙りチャーシュー」の開発・販売促進

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

栃木県 ｎｏｕｇａ オーダーメイド受注の拡大とオリジナルブランド商品の開発

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

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

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

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

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

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

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

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

栃木県 ぎゃらりーかふぇ扇屋
ぎゃらりーかふぇにおける、昔懐かしい「とち餅」「そばかき」と石臼挽きの香り
ゆたか
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栃木県 クライミングジムアーク 新規顧客開拓とリピーター増加の為の宣伝活動と設備改装

栃木県 理容　河田軒 女性客獲得とリピート率持続化のための店舗改装事業

栃木県 株式会社槐工務店 「ＡＳＪ那須スタジオ」イベント実施による顧客獲得

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

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

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

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

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

栃木県 スガイジム佐野 「初飛行の記憶の商品化と利用空間の改善」

栃木県 株式会社井上製作所 「マシーンエイド拡販の為の展示会出展準備事業」

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

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

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

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

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

栃木県 ウルフマン株式会社 オリジナルポマード、オリジナルコームの作成

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

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

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

栃木県 有限会社暮田商会 音楽教室生徒数拡大のための販売促進内容の改善

群馬県 ｆｉｔｃｕｒｅ 『カフェ＆フィットネス事業～もっと手軽に運動を～』

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

群馬県 上原インテリア デザイナーによる「畳」デザイン特化計画

群馬県 ラ・シュシュ 「幸せいっぱいの婚約指輪＆結婚指輪」リモデル製作事業

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

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

群馬県 キラバ ホームページから簡単に利用できる写真のレタッチサービス

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

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

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

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

群馬県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｃｏｃｈｏｎｎｅｔ 集客力強化策としてのなじみのある商圏への折込広告
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群馬県 有限会社ハリックス 金種判別器ビルーラ法人向けノベルティ版試作開発及び販促事業

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

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

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

群馬県 有限会社フジクニ 自社商品“土産用アカスリ”の販売拡大事業

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

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

群馬県 ｉ４ ハローキティと伝統工芸品・桐生織のコラボによる新ブランド開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

群馬県 とうふ工房味華 豆腐カフェＣａｆｅＳｏｙＳｔｏｒｙの新規出店事業

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

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

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

群馬県 有限会社マイウェイ 新規客獲得のための看板作製とホームページの更新

群馬県 サロン・ド裕理 新規顧客獲得のための販売促進策の実施

群馬県 縁 高齢者等身体的弱者に配慮した店舗に改修し新規来客者の増加

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

群馬県 有限会社アイ・ディ 手指挟まれ安全シートカバーの開発（改良）

群馬県 奥利根自然菜園株式会社 新製品開発と販売促進による新規販路開拓事業

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

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

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

群馬県 株式会社青沼貴金属店 海外需要開拓と一貫流通体制確立に向けた国際宝飾品展示会出展
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群馬県 株式会社ビーフインデックスジャパン 群馬県内観光地およびロンドン向け販促物開発による取引拡大

群馬県 青梅屋建材株式会社 ガーデンルーム展示場看板設置と広告で販路開拓

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

群馬県 蕎麦凜 新メニューＰＲによる顧客層の拡大と店舗認知度の向上

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

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

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

埼玉県 美味しいお肉の店　やまの 客席数増加工事による売上最大化事業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

埼玉県 有限会社水品建工 新規顧客獲得のための広告ＰＲ強化事業

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

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

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

埼玉県 原靖税理士・行政書士事務所 「相続なら、はら会計」ブランドの構築

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

埼玉県 美容室ヘアークープ 車椅子対応バリアフリー美容室の展開と広報活動

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

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

埼玉県 株式会社ママスマ 会員数増加のための開発、販路開拓

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

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

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

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

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

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

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

埼玉県
古川カイロプラクティックセンターさいたま整体
院

専門コース新設に伴うチラシ宣伝によるベッド稼働率向上、売上増加

埼玉県 中華楼 高齢者顧客に対する、新メニューの開発と店舗のバリアフリー化

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

埼玉県 Ｓｗｅｅｔｓ－和甘 商品開発のための施設と機材の充実

埼玉県 二八そばと名古屋めし愛知家 ３０品目が摂れる仕出し弁当の販売

埼玉県 三富株式会社 薄ウエハ搬送用支持基盤開発にあたっての特許出願

埼玉県 株式会社ぷらす 焼肉店および牛タン店舗での持ち帰り商品の販売

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

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

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

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

埼玉県
社会保険労務士事務所ステラコンサルティン
グ

名古屋での障害年金無料相談会の実施

埼玉県 株式会社ダイゴウ 「子育てママ応援宣言－自分らしく　美しく－をお手伝い」

埼玉県 日商テレコム株式会社 可動式電源タップの販路拡大と認知度向上事業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

埼玉県 富田製畳所 畳の張り替え需要喚起のためのマーケティング戦略の実践

埼玉県 こいずみ 収益性の高い行楽弁当・ロケ弁当受注の獲得及び販路拡大

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

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

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

埼玉県 高山園 自社ブランドの構築および販促チラシによる新規顧客開拓
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埼玉県 有限会社宮側中央薬局
高度な顧客管理システムの導入によるセルフメディケーションの推進と販売促
進戦略の展

埼玉県 目白美容室 高齢者に優しい美容室づくりと訪問美容

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

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

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

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

埼玉県 さかもと商店 リーフレット配布による体験学習機材の販路拡大

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

埼玉県 きんぎょや 高齢者及び障害者が来店しやすいお店づくり

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

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

埼玉県 カフェ花見 店舗看板の設置と新メニュー開発による新規顧客の獲得

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

埼玉県 Ｋメガネ 検眼車でおじゃまします！あなたに寄り添うメガネ屋さん

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

埼玉県 お菓子の店ねだち みんなを元気に「健康スイーツ」の開発及び販路拡大

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

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

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

埼玉県 株式会社畑中 展示会出展による「食品サンプルアクセサリー」の拡販

7/29



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

埼玉県 わらびＦｉｔ整骨院 元Ｊリーガーの夢を叶える身体作りメソッドとＷＥＢトレーニング

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

埼玉県 田村社会保険労務士事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

埼玉県 ラッキー理容館 スカルプ（頭皮）診断によるヘアケア個室相談室

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

埼玉県 有限会社日之出商会 「究極の染み抜きシステムの導入による販路拡大」

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

埼玉県 有限会社シーアンドシー コーヒーの知識・情報を広めるための映画作成

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

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

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

埼玉県 株式会社森商店 テラス席の増設

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

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

埼玉県 らーめんさいか 看板リニューアル効果とシニアシフトで売上拡大

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

埼玉県 福島畳店 地域との関係性を築く為の看板設置・刃物研ぎサービス

千葉県 宮内電器株式会社 顧客満足及びホームページ開設による集客事業

千葉県 ＡＳＩＡ　ＴＡＢＬＥ スタンディングで手軽に飲食できるレストラン

千葉県 有限会社虎屋 超微粒子餡及び新らっかせいダックワーズ開発

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

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

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

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

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

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

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

千葉県 ワイン酒場あるびぃ 『新規潜在顧客掘り起こし事業』

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

千葉県 株式会社空設計 「耐震＋省エネ」人と地球を守るリフォームの提案

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

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

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

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

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

千葉県 株式会社美人家 当社オリジナル製品の販売拡充による利益率増加

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

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

千葉県 黒船 主力商品を活用した異業種連携委託販売による新規顧客獲得

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

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

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

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

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

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

千葉県 自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ エスプレッソマシンでのドリンク販売、販路開拓

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

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

千葉県 しののめ有限会社 国際化に対応した英語教育実施事業

千葉県 有限会社修学舎 小学生英語能力向上のための新規コース開発事業

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

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

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

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

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

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

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

千葉県 有限会社小澤市場 『オーダーメイドによる健康靴の販路開拓』事業

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

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

千葉県 大和田オフィス株式会社 障がい児対象の学習支援事業の展開

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

千葉県 Ｓｕｇｉｗａｇｏｎ イベント参加（プロ野球、Ｊリーグ開催地での出店）
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

千葉県 有限会社越後屋焼蛤店 贈答品対応の包装紙、販促チラシの開発とＥＣサイトの再構築。

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

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

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

東京都 株式会社ヤマレコ 登山者の登録者数増加と有料プランへの販路開拓

東京都 株式会社大和 産業用消音器の営業体制強化による販路拡大事業

東京都 有限会社岩井精機製作所 顧客提供図面の試作品開発による販路拡大

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

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

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

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

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

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

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

東京都 ｔｏｕｔｏｕｓｅｒｖｉｃｅ 店舗のブランディング・販促活動

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

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

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

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

東京都 ＹＡＰＦ ブランディング強化および顧客拡大事業

東京都 ｔｅｔｅ 『ユニークで値ごろ感のある』革製品の開発と販売先の拡大

東京都 サニーサイド ウエディングジュエリーのブランド力向上による販路拡大

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社ノーズフー 新商品のプロモーション強化による販路拡大
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社新日屋 訪日外国人観光客向けコンテンツの英語ＷＥＢサイト制作

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 ＹＫＧ株式会社 地方都市での販売プロモーションの重点的な展開

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

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

東京都 みんなのパン 低糖質の健康パン「ふすまパン」の販売強化

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社ケープルヴィル 「ケープルヴィル写真館＆カフェ」店頭工事

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

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

東京都 あすなろ企画株式会社 舞台照明を活用した葬儀演出手法の開発

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

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

東京都 株式会社吉報商会 ＦＡＱ集中整備サービスの顧客開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 加藤貿易株式会社 シニアに向けアンダーウェアの開発

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

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

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

東京都 株式会社モバイルサービス ポスティングを活用した新規顧客開拓

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社寿大 和テイストの本革製お土産品開発販売

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 サロンソーシャライツ 過密競争業界でも結果の出る新規集客及び新プロジェクトの構築
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東京都 株式会社インサイトパワーズ 企業の次世代リーダー育成研修、管理職研修の新規顧客販路開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 Ｒ＆Ａ株式会社 地方の旅行代理店との連携による団体顧客の開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 マジケ合資会社 展示会出展による中国語案内デザインサービス拡販

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

東京都 株式会社トマーレ 「透析情報共有システム」の販路開拓・拡大

東京都 株式会社元気屋いくどん 店内の一部改装による売上拡大策

東京都 有限会社ミトミ 中古住宅の流通促進を図るバイヤーズエージェント事業

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

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

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

東京都 高橋　幸久 くせ毛専用シャンプーの製品化と販売促進

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社Ｏｎｅ　Ｂｉｔ イルミネーション装飾業務の販路開拓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社アキチ カフェ開業ワンストップサービス事業

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

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

東京都 ＦＵＤＯ合同会社 消費者の声フィードバックサービスの開発・販路開拓

東京都 株式会社響 新しい制服デザインの試作開発事業

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

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

東京都 株式会社Ｍｅ－Ｒｉｓｅ コールセンター地方化支援に特化したＨＰ改修

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

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

東京都
有限会社イデア・クリエイション　ＣＡＦＥ　ＴＲＩＯ
ＤＥ

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社マサヒロ ペットの高齢化に伴う予防医療と健康事業の販売促進

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社本島椿 ハラール認証の取得による事業拡張

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

東京都 株式会社ラフズジャパン きめ細かい対応を実現するための顧客管理

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

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

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

東京都 株式会社ＳＡＫＡＭＡ 鮮魚仕入アプリ「ＳＡＫＡＭＡ」の開発

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

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

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

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

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

東京都 日本ヒロク株式会社 名称変更および業態転換のための看板架け替え工事

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

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

東京都 しずく屋 鏡開き樽のレンタル事業とオリジナル名入ラベル日本酒の新規展開
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

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

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

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

東京都 肉菜処　和心 こだわり素材の訴求と産地見学会開催による再来店率向上

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 カラビンカ 店舗運営リニューアル事業および新事業展開。

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

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

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

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

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

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

東京都 ＳＫＹ　ＷＩＮＧＳ 大人を対象としたチアダンスの新サービス展開

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 暁法律事務所 タクシー会社残業代不払い問題弁護活動に伴う告知事業

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

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

東京都 株式会社ナノ 新規市場における新たな販路開拓

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

東京都 ボニンアイランドシェフ 高齢者が利用しやすい店舗づくり

東京都 株式会社つたや ユニバーサルファッションアイテムの企画販売

東京都 ＣＥＲＩＳＩＥＲ 販売促進体制の整備による新規顧客の獲得

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

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

東京都 株式会社茶禅 海外での茶禅オリジナルお茶道具及びお抹茶等の販売。

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

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

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

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

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

東京都 株式会社ユーア 皮革小物商品の開発・販路開拓

東京都 シティライツ 新ブランド作成でお土産需要への販路開拓

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

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

東京都 有限会社ＣＲＩＥ 漫画モーションピクチャ導入による広告訴求効果改善

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

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

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

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

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

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

東京都 治療屋 スポーツを愛する高齢者を応援する治療院のＰＲ

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

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

東京都 ガイアモーレ株式会社 ＷＥＢを活用した個人事業主向け集客システム「ミラナビ」の販促
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社メンタリスタ メンタルトレーニングの普及と顧客開拓のための企画開発とＰＲ事業

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

東京都 株式会社音はこ 体験型音楽教室の実現と宣伝

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社催事市場 地方創生に役立つ催事市場システムの販路開拓

東京都
有限会社飯田都之麿建築デザイン一級建築
士事務所

伝統工芸「唐長」等の家具・什器のアートピース販売事業

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

東京都 株式会社クリアネス リスティング商標管理サービスの拡販

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

東京都 株式会社ラテン マタニティフォトのＰＲチラシ作成・配布

東京都
株式会社ヒマラヤンジョブエクスプローラジャ
パン

現地調査に基づくネパール人技能実習生受入企業の新規開拓事業

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

東京都 渡辺裕人 「若年層向け」、「小規模事業者向け」の新規コースの開設

東京都 居酒屋集っこ 事業承継後の顧客満足度向上プロジェクト

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

東京都 株式会社レッドフロッグズ ボディオイル＆クリームの新規顧客獲得

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

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

東京都 有限会社丸吉 羽毛ふとんの性能診断およびリフォーム事業

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

東京都 株式会社桃屋美術 高齢者にやさしい肖像写真撮影による販路拡大事業

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

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

東京都 重宗玉緒 ファッションとしてのおしゃれな着物の販路開拓と価値創り

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

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

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

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

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

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

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

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

東京都 株式会社Ｂ７ 新たな電子商材の取扱いと広告事業の展開

東京都 うどん白石 「うどん屋で日本酒を」日本酒の販路拡大

東京都 有限会社儘多屋 ウェルカムベビー！乳幼児連れ顧客獲得の為の改善事業

東京都 株式会社佐藤スポーツ 店内装飾と商品メンテナンスによる顧客開拓

東京都 株式会社東山園 樹木医による樹木の相談・特殊伐採事業のＰＲ

東京都 有限会社寿司忠 和室でのテーブル席設置と配達用メニューの作成と配布

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

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

東京都 多摩製作所 ＤＩＹ用テーブル脚等　新製品試作・開発及び販路開拓

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

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

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

東京都 岡田ふとん店 古くなった羽毛ふとんの無料診断による集客事業

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

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

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

東京都 キレート 高齢者や身体の不自由な方に対して行う訪問美容

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

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

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

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

東京都
Ｌａｂ．ＢＬＡＮＣ（ラブ．ブラン　ドッグトレーニン
グ）

ホームページのスマートフォン対応化による新規顧客獲得

東京都 わたなべ森の整骨院 町田・相模原エリアにおける広告宣伝活動

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

東京都 合資会社木と字の神林 木製看板及び筆文字デザインの販路開拓

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

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

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

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

東京都 東京エレクトロン株式会社 交換式芳香器の開発販売による販路拡大事業

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

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

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

神奈川県 株式会社ＳＵＲＥ 『マッチメイク』の会員獲得プロモーション

神奈川県 愛嬌酒場えにし 店頭・店外イベント展開と告知

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

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

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

神奈川県 有限会社耕伸 客単価向上策と顧客分析

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

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

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

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

神奈川県 アラテン株式会社 営業力強化ソフトウエアパッケージ“ＺＯＯＭ”販路拡大事業

神奈川県 株式会社ａｒｃｈ 子供の美容師職業体験などワークショップを介した売上集客の強化

神奈川県 有限会社市原産業 新しい造花仏花と晴れの日造花ギフトの見本市出展による販路開拓

神奈川県 レオスクール 世界を翔る（かける）未来っ子を育てる小学生英語教育事業

神奈川県
Ｎｏ．１マーケティング株式会社（スターＢＯＯＫ
ｓ横浜店）

中古本・中古カメラなどの古物出張買い取りサービス、及びインターネット販売

神奈川県 株式会社ライフィズ 本気のアマチュアスポーツ愛好家応援ドリンク

神奈川県 株式会社渡邉園 お茶の外商と来店客の優良顧客化

神奈川県 株式会社フィギュアネット ワークショップ『就職へのすべての道はローマから通ず』

神奈川県 若杉公認会計士事務所 月次試算表を活用した予実管理の経営診断サービス開発・販路拡大
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神奈川県 Ｍａｌｔａ　Ｇｌａｓｓ　Ｊａｐａｎ 半年間でマルタガラスファンを５０００人に増やす販路開拓

神奈川県 株式会社ディサプライング ワイヤレス給電機器のギフトショー秋出展による販売チャネル多様化

神奈川県 ヘアカペリーサ 子育てママさんのためのキッズヘアアレンジ講習会

神奈川県 ＯＳＳパソコンスクール 新教室確保とパソコン設備を利用した資格取得支援教室の販路拡大

神奈川県 Ａｆｒｉｃａ　ｅ　ｔｓｏｔａｎｇ 南部アフリカ製品の新たな商材の拡充による販売強化

神奈川県 株式会社ピースダイヤモンド ダイヤモンドの新しい選択基準「４Ｃ＋ＦＴ」認知向上と販売促進

神奈川県 有限会社小島石材店 会報紙電柱の広告、海外国産高品質石材の調査、建設業の事業計画

神奈川県 有限会社福屋尾崎商店 リニューアル店舗告知と新入口通路計画による来店促進

神奈川県 株式会社カラフェ フェイシャルスクール人材育成事業の体制整備・スキンケア商品販売強化

神奈川県 株式会社ファースト・スパイク 新規ブランド商材開発及びＷＥＢサイト構築による販促事業。

神奈川県 山一機械株式会社 積極的営業スタイルのホームページ制作～提案・販路開拓

神奈川県 株式会社ウエルネス・ラボ ・プラセンタ化粧品及びサプリメントの販路拡大事業

神奈川県 株式会社ビュード 地方需要堀の起こしの為の展示会出展と「体感デモ機」の制作

神奈川県 平山社会保険労務士事務所 企業のマイナンバー、個人情報管理コンサルティング

神奈川県 有限会社テイクスペース 日本全国の手作り関連商品を販売するための売場改装と販路開拓

神奈川県 株式会社第一鈑金 鈑金の新成長産業への販路拡大事業

神奈川県 株式会社クロスウェル 起立動作に着目した新たな心拍変動解析技術の開発および販路開拓

神奈川県 株式会社　ラトリエ１９５９ 天然酵母パンを使った自然派創作料理の開発による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ライフドキュメンタリー パンフレットリニューアル＆見本市出店

神奈川県 株式会社正直屋 河豚ポン酢「浜の下町の河豚ポン酢」等新商品の販売事業

神奈川県 株式会社ターミナス 営業メールコンサル事業

神奈川県 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｂａｒ　ｐｅａ キッズスペースの拡充・安全確保及び宣伝広告

神奈川県 株式会社ＢＲＥＣＥ（ブリース） 自動車電装品パーツ及び印刷商品の新商品開発と販路拡大。

神奈川県 株式会社ＷＤＨ ガラス・陶磁器の新製品開発と新規取引先獲得の展示会出展。

神奈川県 株式会社ＵＰ・ＤＵＥ オフィス専門買取店の立ち上げと販売促進強化

神奈川県 株式会社ネットプロ ホームページリニューアルによる広報力強化事業

神奈川県 株式会社住快 中古住宅に耐震補強工事他を実施し耐震・優良化した住宅を増やす事業

神奈川県 プリズムゲート株式会社 デザインテンプレート型Ｗｅｂ制作【プリズムＷｅｂ】

神奈川県 株式会社ゆず 音通信による位置情報サービスの展開

神奈川県 薬膳カフェ旬 薬膳メニューのプロモーション強化と惣菜・弁当の店頭販売

神奈川県 有限会社三富屋 地元食材を使った夕朝弁当、惣菜ＰＲ及び宅配事業の推進

神奈川県 Ｓｕｚｕｋｉ 『見える化』による受注量増加及び新規獲得の為のＷＥＢ構築
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神奈川県 ＡＮＡテック株式会社 産学協同によるインテリアデザインコンペ

神奈川県 有限会社ナカショウインターナショナル 新商品いちごソープ「フルーティー」の開発・販売事業、

神奈川県 こひさまコーヒー ハワイ・沖縄産コーヒー豆の販売及び地域メディアによるＰＲ事業

神奈川県 辻飼料園芸部 コンビニ注文　コンビニ受け取り　お花屋さんの「通販サービス」

神奈川県 有限会社上海亭 新規顧客獲得（特にファミリー層）のための広告宣伝活動

神奈川県 有限会社森定商店
顧客ニーズを掴む「食べきり」「調理が簡単」のこんにゃくを加工する特殊カッ
ターの導

神奈川県 株式会社エムアイシー 高齢者が安全に加入できる「高齢者あんしん保険サイト」の構築

神奈川県 コスモスカイロプラクティック 子ども向けケア事業の強化のための効果的なボディケア事例集作成

神奈川県 妙宝水産有限会社 商圏分析データを活用した潜在する魚好きな新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社松本製作所 「香る携帯カバー」の商品化に向けた包装パッケージの開発と販路開拓

神奈川県 ＥＡＳＴ　ＣＡＰＥ　ＬＩＴＴＬＥ　ＲＥＳＯＲＴカフェ 新規顧客獲得・既存顧客流出防止の為の、内外装の改善活動

神奈川県 株式会社エフ・プランニング 中国上海「国家会展センター」内商品展示コーナー設置

神奈川県 株式会社ぺっとぼーど 「ＣＡＲＥ＆ＳＰＡ／ケアスパ」ブランドへの変更に伴う店舗改装工事とＨＰ構築

神奈川県 株式会社ソート・プランナー 鉄板カウンターの設置及び業態変更における宣伝活動

神奈川県 学習コーチＯＮＥ 不登校生を対象とした学習支援のための内装変更と販促活動

神奈川県 エーポートコミュニケーションズ株式会社 外国人とのコミュニケーションを支援するアプリの販売・販促

神奈川県 有限会社浜寿司 アメフトの街　川崎の新ブランド「アメフト稲荷寿司」

神奈川県 有限会社リカーショップ京町セソール 希少価値の高い商品の導入と新規顧客獲得の為の広報事業。

神奈川県 有限会社早川製作所 錠剤成形機用金型の製造技術の確立と新たな販路開拓

神奈川県 株式会社ＬｉｎｋＳｐｏｒｔｓ マイナースポーツ普及とマイナースポーツアスリートの知名度向上

神奈川県 北欧雑貨空 小冊子とワークショップで、お客様にわくわくをお届け

神奈川県 株式会社ｍｉｅｕｓｅ 田崎真也フランスワインセレクションの販売事業

神奈川県 合同会社ゆめさり コネクトの就職先開拓のための冊子の作成

神奈川県 株式会社Ｃ．Ｅ．ユナイテッド オンラインターゲット広告による新規クライアントリーチ・獲得

神奈川県 落合和雄税理士事務所 相続のワンストップ化とＨＰのスマフォ対応

神奈川県 村田土地家屋調査士事務所 『境界トラブル相談センター』の開設

神奈川県 オフィス・ルーム ホームページの改善強化・販路開拓

神奈川県 株式会社健康美 鍼灸マッサージ「安悠治療院」新設

神奈川県 株式会社ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ 出張型体操教室の新規お客様開拓及び新サービス開発

神奈川県 有限会社栗田 高齢者向けそばメニューの導入と真空パック商品の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社セイリング 学童預りサービスによる、スイミングスクールへの入会促進

神奈川県 四季和膳もえり 看板設置による新規顧客獲得と、ＤＭ等によるディナー売上向上
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神奈川県 有限会社箱根屋酒店 地酒メインの店舗としての訴求力を高め販路拡大の為の看板改修

神奈川県 株式会社田代吉右衛門本店 顔認証システムとＡＩＲレジ融合による来店頻度・売上向上事業

神奈川県 ＴＡＢＩＹＡ’Ｓ 箱根の食材を使用したピザを目玉商品とし新装開店する事業

神奈川県 和颯（わそう） 未病市場の新規顧客開拓と地元食材の健康志向商品による販路拡大

神奈川県 株式会社旧三福不動産 旧三福不動産「空家・空店舗再生リノベーション」ＰＲ事業

神奈川県 有限会社山一住宅 ニューファミリー層開拓のための広報及びキッズルームの整備

神奈川県 有限会社遠藤商会 見せるメンテナンスによる顧客獲得戦略

神奈川県 株式会社オルビス プラスチック展示会の出展および販路開拓

神奈川県 株式会社Ｓｃａｒｌｅｔｔ 自社製品「カメリアオイル」のイメージ戦略による販路拡大

神奈川県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｃａｃｈｅｔｔｅ 空き家を活用した統合療法サロンの展開

神奈川県 株式会社湘南マリーナ スタンドアップパドルボード事業への進出に伴う施設改装

神奈川県 株式会社エウレカ 正月・ひな祭り・イースター向けイベント菓子の企画開発

神奈川県 株式会社バイオクロマト 『前処理なし質量分析サポートデバイス事業化』の為の展示会出展

神奈川県 ｂｉｋｅｐｏｒｔ 都市型新店舗の追加と社内ロジスティクスによる販路開拓

神奈川県 有限会社ケイ・エス・ケイ製作所 ＮＣ旋盤加工機でのメートル台形ネジへの対応と販路拡大

神奈川県 リングハート 飲食店（レストラン）向けブライダルプロデュース事業の販路開拓

神奈川県 朝日印刷紙工株式会社 アートとグラフィックデザインを活用した「デザイン個展」の開催

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 新規事業「コマーシャルソング作成」の湘南地区での販路拡大

神奈川県 Ｐｒａｎａｖａ　Ｌｉｆｅ 独自カウンセリング・プログラム開発と新規ホームページ開設

神奈川県 株式会社アゴラインターナショナル 食品業界での新風呼び起こし隊新提案事業。

神奈川県 ｓｈａｍｓ（シャムズ） 海外への販路開拓と商材不足解消による既存顧客満足度アップ

神奈川県 Ｕｒｂａｎ　Ｆｕｔｕｒｅｓ　Ｌａｂ 最新の建築ソフトの習熟・オンライン、オフライン両方での販路拡大

神奈川県 ＳＯＧＡ株式会社 燃料触媒、鉛バッテリー再生触媒を使用した経費削減ソリューション

神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス 顧客拡大を増進させながらコストカット　新営業スタイルの実現

神奈川県 ちがさき整体クリィニク 地元茅ヶ崎認知度アップ戦略　情報誌・看板・名刺による広告宣伝

神奈川県 株式会社リンクス 軽油代替燃料の配達小売事業

神奈川県 有限会社富塚豆腐店 豆腐おからハンバーグ等お惣菜・弁当の生産強化と販売促進

神奈川県 株式会社和楽 展示会を活用したネットとリアル店舗の融合販売方式の確立。

神奈川県 パン食堂はるひ 夜営業の強化とケータリング事業への参入による新規顧客開拓

神奈川県 ＩＫＥＡｎｉｍａｔｉｏｓ ４Ｋ対応格安ハイクオリティコマ撮りアニメーション販路開拓

神奈川県 寿司割烹すずき 医師への高級デリバリー弁当の開発と販路拡大

神奈川県 女性専用整体院ココロモ 新メニュー追加・リラックス空間づくり・広報強化による販路開拓
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神奈川県 寿屋酒店 純米酒専門のホームページ制作及びＦａｃｅｂｏｏｋページ開設

神奈川県 お菓子工房サラ 認知率・入店率向上のための店舗外観改装による新規顧客の開拓

神奈川県 有限会社ジュエリー工房藤 ブライダル商品販売強化のための若者向け店舗看板づくり

神奈川県 有限会社アンドリアン 秦野名物「弘法山ピーナッツクリーム　ブッセ」販売

神奈川県 有限会社エドヤ 補聴器の良さを広く告知し、新規顧客を獲得する

神奈川県 株式会社ＳＡＵＮＡ リユース事業の自社販売（買取）サイトの制作による売上拡大事業

神奈川県 株式会社鎌倉蓮 看板やショーケース等の設置による認知度・集客力アップを目指す取り組み

神奈川県 将星国際特許事務所 サウンドロゴ商標登録の新市場における新規顧客開拓事業

神奈川県 シェケンタロウ 店舗改装及び看板設置による販路開拓事業

神奈川県 株式会社エンジョイワークス ウェブサイトとパンフレットによる「スケルトンハウス」の販路拡大

神奈川県 徳元整体 待合室拡張により、妊産婦さんとお子様連れの方の安心と健康に貢献。

神奈川県 鎌倉佳人 自社ホームページによる通販顧客へのデジタル＆アナログ広告での深耕開拓

神奈川県 アクティブ株式会社
車椅子使用者や高齢者等の外食弱者に対応した、店舗バリアフリー化による
販路開拓

神奈川県 有限会社稲村亭
ブランド力向上のためのパッケージデザイン一新及び通販サイトのリニューア
ル

神奈川県 株式会社クローネ 小売店向けポータルサイトの作成および商品カタログの改定

神奈川県 鎌倉彫二陽堂 新商品開発、ＨＰ・パンフレット・ロゴの制作による販路拡大

神奈川県 ブーランジュリーカルヴァ
通販商品「プラチナ・クロワッサン」生産販売拡大のための業務用冷凍冷蔵庫
導入事業

神奈川県 株式会社銀の鈴社
カタログ作成による、ミュージアムグッズ部門の販売力強化と販路拡大事業の
実施

神奈川県 有限会社ホテイ産業研究所 ブランディングを主とした地域密着型の広告と展示会出展

神奈川県 有限会社リンクコンサルティング 何度も足を運びたくなる、店内改装（お得・快適面談ブース）による販路開拓

神奈川県 株式会社メルカード・ポルトガル 通販受注システムの刷新およびギフトパッケージの新規作成

神奈川県 株式会社Ｉｍａｇｉｎｅ 低糖質シリーズのテイクアウト・ネット販売用商品の開発

神奈川県 合同会社サンダースポーツ
アウトドア・スポーツマーケットへの販促プロモーション事業とその材料となるド
イツで

神奈川県 Ｌｕｈａｐｅ ＥＣサイトリニューアルと自社販売サイト構築による海外販路の拡大

神奈川県 盛華園
カラーチラシ印刷、店舗壁紙、スクリーンロール刷新による既存顧客、新規顧
客創造

神奈川県 株式会社ヘリオス 環境技術のアジア市場への訴求：破砕機のアジア市場販路開拓

神奈川県 株式会社シー・ユニオン 高級志向・簡便化志向向けパッケージ改良による新規顧客開拓

神奈川県 三富染物店 予約不要で大漁旗の染付体験を可能にする設備導入と広告宣伝

神奈川県 公海 高齢者向け贈答品開発による販路の拡大

神奈川県 有限会社オクト 『美容院を髪の病院に』の実現のために…講習説明会の開催

神奈川県 株式会社京和 普及率の高い羽毛布団を再利用するリフォーム事業の継続・拡大

神奈川県 ミクロ吸盤応用研究所 カラーレーザー出力用ＬＥＤ光拡散フイルムの市場開拓
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神奈川県 石丸商行有限会社 ホームページによる販路開拓とＤＭでの買換促進、販路拡大

神奈川県 株式会社クフウシヤ 獣医師向け「動物医療器具」のＷＥＢ販売システム構築による販路

神奈川県 えいごのあそびばハッピールーム 英語教室における情報発信力の強化および新規顧客システムの開発

神奈川県 ルビーデザイン プロから学べる☆初級者向けデザインワークショップ新規事業

神奈川県 エバーグリーンカフェ株式会社 菓子工房設置によるテイクアウト販売体制作りおよび売上強化

神奈川県 ＫＯＫＯＲＯＰＯＲＴ　ＴＲＡＤＩＮＧ イタリア製インテリア雑貨の販路開拓に向けた展示会への出展

神奈川県 株式会社マハロ 幸せで健康的な身体作りを支援するリラクゼーション事業の実施

神奈川県 株式会社トモエレクトロ ダイレクトレスポンス販促物による精密電子部品の再生事業の拡大

神奈川県 フクヤマ画廊 フクヤマ画廊「大絵画市」の開催による市内新規マス顧客の開拓

神奈川県 株式会社松本地盤技研 国内・海外の新規顧客獲得に向けた戦略的ホームページ作成

神奈川県 ｎａｒｕｃｏ　Ｃａｆｅ カフェでハンドメイドという新しい価値観の提供とネット販促活用

神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 健康志向ニーズを据えた玄米・地元農産物のネット販売と促進

神奈川県 らーめん一番ぼし らーめんなのに美と健康？懐かしくて、あったかい新時代へ

神奈川県 株式会社ヨシ・ウェブ・サービス 「簡単更新システム」のスマホ対応化を通した新規顧客開拓事業

神奈川県 ヘルスロード株式会社 自然食品を贈答品に昇華させる取り組み

神奈川県 有限会社ＭＹＪホーム 空室を埋めたいオーナーと引越したい高齢者を結ぶ架け橋事業

神奈川県 株式会社サーテック 地域活性化を狙った業界慣例打破による取引先拡大

神奈川県 有限会社今村仏具店 仏具と防災グッズを合わせた安心・安全の新商品で販路拡大

神奈川県 有限会社信濃屋牛山酒店 新規顧客獲得の為のデジタルサイネージ導入事業

神奈川県 燕商店 日本人顧客増加に向けた飲食サービス及び、認知度向上策

神奈川県 コガスクール 「新規生徒獲得のための宣伝広告の充実」

神奈川県 栄養サポートネットワーク合同会社 動画配信による管理栄養士スキルアップセミナー集客強化事業

神奈川県 個別指導塾ＬＥＡＤＥＳＴ 夏期講習時期に合わせた生徒募集策の実施による地域浸透化の実現

神奈川県 鳥一番 地元が支えてくれた３４年におもてなしと地元酒蔵の情熱で恩返し

神奈川県 ともえ コロッケ等のお惣菜の店頭販売による新規顧客獲得

神奈川県 エクストコム株式会社 ＪＡＸＡと共同開発した変調波レゾルバの認知度向上と拡販策促進

神奈川県 有限会社寿美吉 「高齢者ニーズに対応した店舗環境改善及び新メニュー開発事業」

神奈川県 株式会社ＣＯＣＣＯ 話題性！！巨大なやきとり立体看板の設置で集客力ＵＰ！！

神奈川県 タクカフェ 時間帯別メニューの開発・販路開拓による閑散時間帯の活性化

神奈川県 有限会社篠崎薬粧 いつまでも美しくありたい貴女のための美容講習会と店づくり

神奈川県 はりきゅう院紗会 女性とこどもが安心して来院できる鍼灸治療の啓蒙事業

神奈川県 有限会社ダイコウ 屋根・外壁塗装の勉強会の企画・開催
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神奈川県 富澤行政書士事務所 相続・遺言を中心とした士業合同無料相談会の実施による地域貢献

神奈川県 和工房　ひより 地元食材と地酒を使った料理イベントの開催と人材登用

山梨県 遠藤米穀酒類店 葬儀用供物「ドリンクフラワー」（意匠登録取得済）の販路開拓

山梨県 ジュエリー　ホセ　マリア ジャパンジュエリーフェア２０１５への出展・新規取引先の開拓

山梨県 空海 商品の迅速な提供と回転率の向上を図る機械装置等の購入。

山梨県 ガーネットファンズ
『ガーネット専門店』のＷｅｂサイト再構築と広告・パンフレットによる新規顧客
の開拓

山梨県 株式会社昇公 展示会への出展と自社商品を使用した「新しい食べ方」の提案

山梨県 株式会社ウイッシュ メンズ、レディース用キャスト組立型ネックレス開発、販売促進用ＰＯＰ

山梨県 セブンフルーツ山梨株式会社 顧客データの収集とリストを活用した新鮮果物の販路拡大

山梨県 ケイカンパニー有限会社 甲府近隣御高齢の方々向けの「美と健康」推進・浸透プロジェクト

山梨県 ナチュラルグレース有限会社 動画と連動したスマホ対応ホームページで出張者・観光客を集客

山梨県 山崎織物株式会社 ギフト市場における富士桜工房ブランドの販売促進

山梨県 株式会社そらのした 外国人旅行者向けのレンタル登山用品の受注体制整備と販売促進活動

山梨県 なだや株式会社 県内外展示会出展による販路拡大と取引先へのＨＰによる情報提供

山梨県 エクィップ株式会社 小口ユーザー向け、２ｔ車サービスカーによる出張タイヤサービス導入

山梨県 ｔｅｅｎａ　ｆｌｏｗｅｒｓ エクステサービスを紙媒体やＨＰで発信することによる新規女性顧客の開拓

山梨県 ポークライスショップ 気軽に立ち寄れるバル形態のディナー営業開始と店舗改装

山梨県 有限会社テンジン リネン織物のセミオーダー製品の展示会出展による販路開拓

山梨県 株式会社長田興産 富士山麓で、田舎暮らしを希望する人向けのプロモーション活動

山梨県 株式会社前田源商店 自社オリジナルブランドの統一感のあるパッケージの開発

山梨県 有限会社権正畳店 下請けから個人客へ。高品質畳と和のトータル空間の提案発信。

山梨県 有限会社羽田忠織物 自社ブランド製品の販路開拓のための展示会出展

山梨県 パソコン教室ｏｎｅ　ｍｏｒｅ　ｓｔｅｐ プログラミングによるこどもパソコン教室の認知拡大と集客

山梨県 有限会社富士エコトープミニアム 省エネ体験展示スペースオープンによる省エネ住宅販売促進

静岡県 株式会社メディカルプロジェクト 高齢者住宅・在宅向けの見守りセンサーシステムの販路開拓

静岡県 株式会社アートプランナース 江戸文化と「江戸しぐさ」をコンセプトにした旅行事業の拡大

静岡県 川京 座敷テーブルセット設置による高齢者のお客様の顧客化への取り組み

静岡県 株式会社Ｅｕ－ＢＳ（ユービス） 白金ナノ粒子業務用除菌剤の効率的・効果的な営業体制の構築

静岡県 ＢＣ留学ステーション ＷＥＢを最大限に活かす留学プログラムの販売システムの確立

静岡県 清栄コンピュータ株式会社 印字検査機「プリントチェッカー」の販路開拓

静岡県 株式会社石川総研 低温調理器の自社ブランドを確立する販促ツールの作成

静岡県 株式会社シモムラアレック 仕上がりにこだわるプラモデルファンに向けた製作工具の開発
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静岡県 ファクトリープライム有限会社 火気使用が困難な屋内外での金属製品の溶接修理

静岡県 株式会社小島康平商店 「顧客のニーズから逆算した」本山茶ブレンド茶の普及と販路拡大

静岡県 株式会社エピ 「デザイン・アートフラワー」の認知と動画配信による販路拡大

静岡県 株式会社ｅｍｒｉｋｉ シニア層に向けた終活動マガジン「月天心」の発行

静岡県 薬陽園 オリジナルハーブティーの開発及びネット活用による販路開拓

静岡県 有限会社コスモグリーン庭好 ゆるキャラグランプリ参戦による「うなも」関連商品の全国展開

静岡県 篭定釣具店 ネットコミュニティツール活用によるオリジナル釣具の販路拡大

静岡県 株式会社丸守 濱松豆富の販路開拓、販売促進

静岡県 ふくしえん社労士事務所 介護業界に特化した人事制度策定塾の開設

静岡県 株式会社フレックスマム 「落ちない看板」の認知度を高めるための販促・ＰＲ活動

静岡県 株式会社　ゴトー理研 最初の一歩を刻んだメモリアルファーストシューズの販売

静岡県 有限会社アイディール シニア犬向け原材料にこだわったペットフードセミオーダーの販路開拓

静岡県 川ます 高齢者の笑顔を増やすうなぎ料理店を目指した販路拡大事業

静岡県 有限会社豊岡クラフト 高度な組木技術を用いた女性向け木製バックの販路開拓

静岡県 おしゃれ工房Ｙｏｕ友 シミ抜き技術の告知。綺麗にできなければ代金頂きません！

静岡県 株式会社ピアックス
ピアノ鏡面塗装技術のＰＲ強化を通じた当社ブランドイメージ向上による販路
戦略の展開

静岡県 アトリエＲＯＢＥ 団塊の世代をターゲットとした個別指導型洋裁教室の販路拡大計画

静岡県 株式会社ワルツ 地域中小企業向け新卒採用業務代行のパッケージ化と販路開拓

静岡県 株式会社祭すみたや ＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯ　ＰＡＲＩＳへの出展による欧州での販路開拓

静岡県 カフェコローレ 地元食材で作る本格パスタソースの製造開発とインターネット販売

静岡県 株式会社ジャパンエコテック 日本初の洗えて運べるアラウンダーポンプの販路開拓

静岡県 株式会社メーワテック 女性が安心して呼べる女職人～水廻り修理から女性工事人の育成～

静岡県 大野ビジネスサポート事務所 ゲーム感覚で取り組めるカードを用いたビジネス研修の受注拡大

静岡県 ブラウニーギフト オリジナルラッピングツールによるギフトの販路促進

静岡県 Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　ＳＵＲＦ 陸トレーニングスクール、オリジナルサーフボードの販路開拓

静岡県 手づくりパンひらの 店舗に視線を集める看板、魅力や情報を発信する立て看板の設置。

静岡県 株式会社サン・ラファエル 食品疑似ケーキ及びシューラスクの開発と販路拡大事業

静岡県 株式会社エコア 蓄電池付ソーラーＬＥＤ災害対応型照明ＳＯＬＡＲｉＳの販売拡大事業

静岡県 昭和楽器製造株式会社 映像と音による音楽の街浜松と昭和楽器製造のハーモニカＰＲ

静岡県 株式会社ｏｄｉｃｋ デザイン的付加価値をつけた間伐材バリケードの販促活動。

静岡県 株式会社食文化倶楽部 ２０代～４０代女性をターゲットにしたオリーブオイル魅力発信事業

静岡県 株式会社丸源竹内組 省エネ対策工事に特化したワンストップ事業の広報・販路拡大
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静岡県 がやがや 地元食材料理の「新鮮で美味い！」が視覚的に伝わる販促物の制作

静岡県 株式会社コンセイユ 静岡県へのＵ・Ｉターン転職を希望するエンジニアの採用支援事業

静岡県 有限会社　宮本肥料店 一般家庭向け肥料のパッケージ開発による販路開拓

静岡県 株式会社真琉貿易 輸出販売事業とバンニング事業の一体化提供による新規顧客獲得

静岡県 山坂工業有限会社 オーダー自動計測機の販路拡大に向けた営業ツールの開発

静岡県 レクラマリアージュ 海外ブランドの新規開拓とそれに伴う店内改装と宣伝ツールの作成

静岡県 株式会社川崎石材商店 消費者ニーズに対応した低価格霊園の企画・販売・営業活動の実施

静岡県 株式会社朝日鉄建 住宅販売シリーズの開発・顧客発掘

静岡県 アンジュローブ アルカリ温泉水を使用した新商品の開発及びカフェ事業の展開

静岡県 メルティンポット 自社製添加剤の開発、販売、付加加価値付サービスの提供

静岡県 株式会社ニューハレックス アジア圏ランナーを対象とした海外展示会を通じてのテーピングテープの販売

静岡県 株式会社ＧＴ　ＣＡＲプロデュース 「軽キャンピングカー専門部品」の広報・販路開拓

静岡県 デザインスタジオ株式会社 地域を守る繋げる～相談できる寄り合いの店づくり

静岡県 アロマサロンコキリ 腸セラピーのサロン導入と普及

静岡県 有限会社ツルヤスポーツ店 店舗外観をリニューアルし、集客力の強化を図る

静岡県 お菓子工房Ｓｏｎｏｋｏ ホームページ作成、新パッケージの製作等による全国展開

静岡県 株式会社玉華堂 新たな銘菓開発のための顧客調査事業

静岡県 リゾートホテル“Ｍ倶楽部” ３世代（乳児・両親・祖父母）旅行の新規受け入れ事業

静岡県 ミラコロ
本当に大切な人と過ごす「大人のウェディングパーティー」の販売ツール製作
事業

静岡県 有限会社西島木工所 多様化する供養のスタイル、手元供養の試作と新提案

静岡県 株式会社　福屋百貨店 新規顧客開拓のための店舗改装と陳列レイアウトの刷新

静岡県 山上水産株式会社 おかず感覚でパンに塗るジャム「シーフードジャム」の販売促進

静岡県 道原石油有限会社 「茶キ茶キスプレー」の販路開拓

静岡県 株式会社ｓｕｎｎｙ　ｖｏｉｃｅ 手触りの良い高級男性用下着の主要都市への販売網の確立

静岡県 まるましらすや 新商品の販売促進と生産性アップの為の加工場拡張工事

静岡県 株式会社沖友 「沖縄産・静岡発」海ブドウを藤枝市から本州へ販路を拡大

静岡県 株式会社キマルスペース 販売促進に係る店内外改装と広報事業等による新規販路拡大

静岡県 有限会社ゑび寿亭 「富士の国ゑび寿亭」のブランディングと商品開発・販路開拓

静岡県 有限会社ミヤジマ ・春のわくわく菜園フェア

静岡県 有限会社フレスコ 究極の個室型集中力アップデスクの試作・開発・販売促進

静岡県 名倉メロン農場 温室カフェの魅力ＵＰ！とお土産メロンスイーツ開発

静岡県 だいこん亭 飲み屋イメージから料理屋イメージへの転換
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静岡県 有限会社スルガヤ商店 高齢者向け介護用品及び日用品の宅配ビジネスの販路開拓。
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