
採択事業者リスト

福井県 株式会社中村加工所 手軽に出来る窓の遮熱・紫外線・西日対策サービスの販路開拓

福井県 ウメダ機械 店舗改装による一般客取込強化と林業関係者の情報交換の場の提供

福井県 スキット株式会社 少部数（１００部未満）に特化したポケットフォルダーの販路拡大

福井県 越前ソバテリア お蕎麦屋さんのガレットカフェ事業

福井県 加畑水産株式会社 ＰＯＳシステム導入による顧客管理・販促の実践と作業効率の改善

福井県 株式会社ハニカム・リテーリング Ｗｅｂ販路開拓と高品質ブランドへの転換

福井県 有限会社グラヴィ 新サービスメニュー、新商品の導入による販売促進事業

福井県 呉服のさか井 親子３世代着物管理システム「みんなのタンス」事業実施および販促

福井県 有限会社小林畳工業 洋間にも手軽に合せられるオーダーメイド畳の販路開拓事業

福井県 株式会社森健 サンプル帳作成による販路拡大とリピート対応向上事業

福井県 家庭教師のオアシス 教師の評価を閲覧できる家庭教師マッチングサイトの開設と販路開拓

福井県 有限会社イッセイホーム 既存ホームページを再構築し、需要創出特化型ホームページの作成事業

福井県 株式会社横山工藝 高メッシュの製版を異業種へ販路開拓するサイトリニューアル事業

福井県 ハッピーフラワー 企業の福利厚生用バースデーフラワーギフトの開発と販路開拓

福井県 有限会社　朝倉プラン 上下掛け替え可能な老眼レンズ付偏光サングラスの販路開拓事業

福井県 ハローサービス 空き家管理サービスのＨＰシステム構築・広告宣伝・販路開拓事業

福井県 株式会社ケンコウ 「折りたたみができる拝敷のインターネット等を活用した全国販売」

福井県 株式会社ブリッジ 個人および少人数レッスン用等研修に向けた対応による顧客開拓の実施

福井県 株式会社ライティングアース ＬＥＤ高照度軽量薄型看板・フレキシブル高照度看板の販路開拓

福井県 天たつ 「越前仕立て汐うに」の欧米への販路拡大事業

福井県 有限会社あまから 「簡易吐瀉物処理セット『ノンパニック』」の販路開拓

福井県 株式会社プロデュース ボクシィー新規会員増加推進事業

福井県 焼肉家優 幻の焼肉！短角和牛・杜仲茶ポーク・あじわい林檎ポークの普及

福井県 有限会社　アネックスホテル福井 屋号リニューアルによる新ブランドの立ち上げとウェブサイトによる販路拡大

福井県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＴ 空き家リノベーションによる不動産事業のＰＲ強化

福井県 株式会社宗近 中高年向け　自宅で食べられる本格八割そばの販促・販路開拓

福井県 クリーニング　ヤギ 高級衣類に絞ったテキスタイルケアサービスの販売促進

福井県 セデイ ワンストップ靴修理サービスの販売促進と店舗改装事業

福井県 婦人服フクダ ハイミセスファッション専門店としての知名度向上および販売促進

福井県 株式会社ＨＬＭ 認知症カフェ（認知症介護相談事業）の開催による販路開拓

福井県 株式会社湯本商店 ＷＥＢ販売の強化のための物流管理体制（受発注業務）の構築

福井県 白山経営
森林切だし後の林地残材を活用したバイオマスチップ、ペレットの製造、展示
販売

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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福井県 有限会社広晴 漆器・漆グラスの開発・販路開拓

福井県 美容室アンジェ・ドゥー 市内で唯一の認定技術と最新設備の相乗効果による販路開拓事業

福井県 リメイク
寺院仏閣に使う特殊洗浄剤の開発販売。金箔の洗浄や艶だし剤、金具の洗
浄剤や仏具の洗

滋賀県 串揚げ三昧　ｈｏｎｏｂｏｎｏ 滋賀産食材の良さを活かした創作串揚げのＰＲによる新規顧客開拓

滋賀県 幻の中華そば加藤屋県庁前もり～んの章 顧客の“ワクワク”を高める『自社デザイン』店外サインへの刷新

滋賀県 ＣＡＮＢＥ リゾートファッションに特化したオリジナル商品の開発・拡販

滋賀県 安心コンサル有限会社 住宅ローン見直しコンサルティング業務の販路・業績拡大

滋賀県 Ｎｉ７ 働く男性に癒しを与える個室理容室の認知度向上による顧客開拓

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｄｏｃｔｏｒ　ＡＬＭＡ 『ＡＬＭＡ』ヘアケアサービスのポテンシャルアップと広報活動の徹底

滋賀県 株式会社ロジ・ウエイズ ギフト通販における差別化された物流を生かしたギフト商品開発

滋賀県 株式会社タグチ 犬用品ｗｅｂサイト販売促進事業

滋賀県 有限会社ふれあいサポート 高齢者の生活の質を高める浴槽座布団開発・販売システム構築

滋賀県 株式会社にっこう 通販事業拡大のための店舗設備導入

滋賀県 オランジュ合同会社 暮らしのお手伝いサービス、住宅改修工事受注の拡大事業

滋賀県 株式会社　やす井 英語版ホームページの作成でインバウンド客に日本の心を提供

滋賀県 有限会社吉田松蔵商店 新商品「位牌：囲み」開発、販売促進ツール製作、首都圏への販路開拓

滋賀県 有限会社彦根塗装 地元安心企業が行う住まいの悩み相談会開催事業

滋賀県 株式会社テクロム 自社開発・設計・製造製品の展示会出展による販路拡大

滋賀県 中川畜産 ネット通販とカタログの予約販売事業で小売販路を拡大

滋賀県 村井水産有限会社 自社主力商品「鮒ずし」を、地元中心の販売から全国・外国人へ展開する事業

滋賀県 ｅＮ ランチ営業による販路開拓

滋賀県 ＣＲＯＳＳｈａｉｒ×ｓｃａｌｐ 薄毛、ハリ・コシに悩む４０～５０代の女性を救うメニューのＰＲ

滋賀県 藤田工務店株式会社 地域密着、かかりつけ工務店のドブ板販路開拓

滋賀県 株式会社千紀園 抹茶菓子の包装資材のデザインを一新してブランドをデザインする

滋賀県 株式会社アイエムテイー 綿と弊社ＰＥＴを組合せた紡績糸サンプル顧客に無償提供。

滋賀県 株式会社横江ファーム 自社生産野菜の　ブランデイグ強化で　販売拡大

滋賀県 ぱん工房ｐｏｋａｐｏｋａ 地域の新しい住民に対する店舗ＰＲと安心・安全な店舗作り

滋賀県 近江牛ホルモン焼肉結～むすび 「各物メニューと居心地の良さで地元客に愛される焼肉店造り」

滋賀県 ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ ３０代・４０代を中心とした主婦が子どもと一緒に来店できるサロン作り

滋賀県 遠藤醤油株式会社 希少性のある手作りの醤油の配達販売強化による販路拡大

滋賀県 京滋ピアノ調律 スティムフュチャー（ｓｔｉｍｍｆｕｔｕｒｅ）の普及と販路開拓

滋賀県 三福商店 バリアフリー化にて高齢者の「憩いの場」の創造による利用促進。
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滋賀県 ＤＯＧ　ＳＩＬＶＡ ３０～４０代女性のプチ起業支援を行うトリマー教室の認知度向上

滋賀県 京都宿泊寧々 晩婚・再婚の方向け結婚写真の撮影サービスの販路開拓事業

京都府 有限会社西デンキ “蛍光灯ひとつからの家電品”何でもお困りごと相談事業

京都府 田村ふとん店 コンサルタント寝具の販路拡大及び寝具リフォーム事業推進

京都府 株式会社ディー・メイクス 外国人および日本人観光客の着物体験・宿泊客増を促す販路

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ 英語検定試験対策クラスの新設

京都府 にほん酒食堂しずく 日本酒専門店における日本酒工程図ならびにパンフレットの作成

京都府 和次元滴や 外国人観光客向け男性用「袴」の試作と販路開拓

京都府 ブロシェット 男性の顧客を増やす販売促進

京都府 相川建工 独自開発「伸縮モルタル目地枠」の新規販促による潜在顧客の獲得

京都府 ジェイファニチャー有限会社 無垢で勝負　日本の伝統産業「お箸」へ新たな挑戦

京都府 丸染工株式会社 「男着物ガイドブック」のデザイン一新リニューアル

京都府 正尚堂 一般顧客向け着物販売力の強化を目的とした販売促進事業

京都府 株式会社中嶋象嵌 外国語パンフレットおよびＨＰでの情報発信による販路開拓

京都府 ギタープロショップグウィン 修理・改造「工房」から、商社機能も併せ持つ「事業所」を目指す営業活動

京都府 株式会社ブライダル・ポート 高品質、低価格結婚式をプロデュースする事による美容売上の向上

京都府 都舞手合同会社 きもの革命への大きな一歩～都舞手仕立の普及で街の着物姿を倍増

京都府 ＶＩＥＴＮＡＭ　ＦＲＥＮＣＨ　ＸＵＡＮ－スアン－ 当店オリジナルドリップバッグのベトナムコーヒーの商品開発

京都府 ヤスイスーパークリーン 店舗統合により「願うように衣類を甦らせる」衣類の総合病院へ

京都府 株式会社　絞彩苑種田 京輪出し絞り技法に特化した新商品開発と販路開拓事業

京都府 五明金箔工芸 「箔押し」実演を兼ねた修理相談会開催による市場開拓

京都府 有限会社アジルモーヴ 機器等の導入により、幅広い年齢層の男性顧客の新規獲得

京都府 ＩＳＯ茶房 新規ランチ開発、坪庭改造、宣伝強化による開店２周年記念事業

京都府 皆幸一番株式会社 おもしろポスター・カード・ＨＰを融合した企画広告の開発・販促

京都府 株式会社ジュネス 私立幼稚園～小学生のママをターゲットとしたオーダーサロン新設

京都府 マルトシ珈琲株式会社 家庭用コーヒーの小売商品開発販売

京都府 株式会社ミブ自動車販売 自社ホームページによる地域顧客の囲い込み

京都府 有限会社りんよ工房 「白井ベル」のパリ展示会出展とネット通販で高級自転車市場進出

京都府 長谷川商事株式会社 健康麻将教室における新サービス開始のための機器導入と宣伝広告

京都府 すまい家　ＴＡＫＡＭＯＫＵ工房 ホームページ作成による新規顧客獲得と販路拡大

京都府 株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 外国人観光客の販路開拓を目的とした多言語スタッフの臨時採用

京都府 株式会社フェリーチェ 「インディバ」によるブライダルエステのＰＲを強化する
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京都府 プリムスフード株式会社 ライフスタイル市場をターゲットとした輸入食品の新規事業開発

京都府 株式会社カンバシ ホームページ作成による強みの強調、ネット広告による販路開拓

京都府 有限会社ボイスバーバー 地域の社会人男性に対する当店コンセプトの浸透と新規客獲得

京都府 株式会社らくよう総合研究所 事業再生領域のＢｔｏＣチャネル開拓の為のＷＥＢマーケティング

京都府 株式会社ＬＯＶＥＳ　ＢＡＧＥＬ 新商品開発とホームページの再構築・運営及びレジ袋の制作

京都府 田村寫眞館 ３０代家族連れの京都観光客をターゲットにした営業・広報活動

京都府 徳田印刷株式会社 「危機管理対策事業商品」の新商品開発及び販路開拓

京都府 株式会社ヤマザキ ベビー＆キッズＥＸＰＯの出展による新規販路開拓事業

京都府 小皿中国料理よかっと 安心・安全な店作りと、新規メニューの開発及び、顧客の新規開拓

京都府 株式会社京都造園 「匠の造園外構工事」普及推進・販路開拓

京都府 萬転 看板設置による地域顧客獲得と、地方顧客の販路開拓事業

京都府 株式会社ＫＡＨＡＬＡ 若者女性や観光客が短時間で気軽に学べる「町家デコ教室」事業

京都府 ウェルコ株式会社 「しょうが百花」の新規ユーザー開拓のための販促及び営業活動

京都府 学伸アカデミー 校舎改装とチラシ・パンフレット作成による新規顧客開拓

京都府 株式会社朝日商事 介護予防プログラム導入による販路開拓事業

京都府 大坪屋彦七 座敷の改装によるシニア層及び家族・団体の集客拡大

京都府 イロハデザイン 造園緑化事業の販路開拓、サービス内容の拡充

京都府 株式会社ＤＩＹＳＴＹＬＥ 世界一小さい道の駅「ミニの駅」生産体制構築と土産物販売事業

京都府 有限会社昇苑くみひも 伸縮可能な機能性を持った絹組紐の開発及び商品の販路開拓

京都府 有限会社み彌け 京人形の製作技術を活用した洋装品、室内装飾品等の開発

京都府 株式会社ナンゴー 旋盤加工における顧客ニーズに対応すべく新規雇用および販路拡充

京都府 イルチブレインヨガ宇治スタジオ 期間限定キャンペーン実施とチラシ・看板製作による新規顧客開拓

京都府 株式会社ロジック 最高級シェービングクリーム＆和アロマ消臭ミストの開発、告知

京都府 株式会社ライトウェイ 顧客の要望に応じた新製品の開発及び舗装補修サービスの展開

京都府 しん相ＰＲＯ城陽長池井上接骨院 しん相療法の認知拡大のための広告宣伝

大阪府 有限会社ビックバン ３０％増加した新規客の顧客化による安定経営実現事業

大阪府 丸福精肉店
「伊賀忍者」デザインをフル活用したイメージ戦略による、店頭でのギフト用「伊
賀肉」

大阪府 株式会社Ｅｔｅｒｎｉｔｙ フランチャイズ独立に伴う新エクステンション独自店舗の展開支援

大阪府 キューズ コーディネート型代理店チャネル開拓の広報・販促ツールの整備

大阪府 株式会社田中科学 新製品の化粧品の販路開拓・販売促進活動。

大阪府 株式会社ＵＳ建築デザイン研究所 設計事務所のノウハウを活用した不動産コンサル事業の販売促進

大阪府 株式会社　３ａｉｄ 食品に機能性表示の付加価値をつけ、販売促進を支援する共同事業

4/17



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社グリーンリーフ 整骨院のための目からうろこな講座動画配信で新規顧客の獲得事業

大阪府 ＦＰオフィスｗｉｌｌ 世界で１つのマネーブックの作成とセミナーサイトによる顧客開拓

大阪府 株式会社ｉ．ｌａｄｙ 働く女性を応援する家事代行ワンストップサービスの提供

大阪府 真田山法務事務所 空き家問題への法的サポート事業

大阪府 東洋整体クイック大阪心斎橋店 観光サイト立ち上げによる外国人観光客への販路拡大

大阪府 中野表具店 伝統と近代が融合した「和モダン」な掛軸・パネル等の製造販売

大阪府 株式会社Ｒｅ－ｆａ 店舗休業なしで椅子・ソファを張り替えることによる販路の開拓

大阪府 ユニアス株式会社 ワクワク体験！小学生ロボット簡単プログラミング講座

大阪府 株式会社シェアウィズ 充実したオンライン研修教材の受講生に対する販売

大阪府 株式会社繊維社 英語版ＨＰ　の作成と過年度の月刊「加工技術」の目次の翻訳

大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 ３Ｄ（立体物）スキャナを活用した、ＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ビジョンクエスト 「ドゥードゥルパンダ」のブランディング強化による販路拡大

大阪府 キヒラサービス株式会社 トイレリセット市場の創造とブランド強化・ＰＲ・新規取引開拓・販路拡大

大阪府 イデアルシーズ株式会社 一般消費者を対象とした新サービスの企画・提供・販路拡大

大阪府 Ｊａｐａｎｅａｓｙ 本サービス販路拡大のための広告宣伝活動等に関する事業

大阪府 カッフェチャオッペ 大型焙煎機の導入とネット広告の掲載に伴うコーヒー豆の販路拡大

大阪府 味力亭 高齢者・障がい者等の外出困難者向けデリバリーサービスの確立

大阪府 フローリストナナ 女性のキャリアアップを目指すスクール「ナナイズム」の認知

大阪府 株式会社あご匠松井商店 「お手軽粉末あごだし」の販路開拓と「あごだしつゆ」試作品製作

大阪府 株式会社六花 店舗改装による新サービス導入と顧客管理による集客

大阪府 株式会社スイーツラボ 飲食店向け冷凍ケーキ、カタログ送付による販路拡大

大阪府 株式会社グローバル・ビズ・ゲート ｅラーニング講座の新講座開発と既存講座の販路開拓

大阪府 クワハラ印刷株式会社 「救急問診票２１言語対応」の東京等の医療機関等への販路開拓

大阪府 有限会社カジタニ金属 戦国武者レプリカ甲冑によるレンタル事業の販路開拓と甲冑開発

大阪府 ゲンクリエイティブ 「壁かけスマホキーパー・ＹＵＲＩＫＡＧＯ」の販路拡大。

大阪府 ＨＥＪ　Ｈａｉｒｃｏｌｏｒ＋Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｒａｂ 『ＨＥＪ』オリジナルアイテムの開発と、市場投入によるブランド力の強化

大阪府 くつろぎ和食輝楽家 働く女性も「ホット」一息、夏の海鮮まつり！

大阪府 株式会社テックメイト ＤＴＰ　通販を確立し全国へ販売領域を展開する

大阪府 ＫＩＭ法律事務所 地域に貢献する無料法律相談の充実

大阪府 双葉塗装株式会社 顧客の課題解決を目指す、販路開拓のための「塗装専門サイト」の構築

大阪府 柏菱商事株式会社
ディスプレイ、撮影用洋書レンタルサービス　中古デザイン書籍の買取および
販売

大阪府 アムール 画一的では満たされない女性達の救済サロンを目指した環境整備
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社菊川モータース 営業時間外に無人でレンタカーを貸出し、返客却も可能にする事業

大阪府 セイコー運輸株式会社 顧客レスポンス反映型ｗｅｂサイトの開発による新規事業の開拓

大阪府 ミネルヴァ経営合同会社 女性による営業代行の販路拡大

大阪府 株式会社ドーモラボ Ｍａｃｈｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ（街工場）及び雲龍商品の拡販

大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 女性起業家向け電子書籍出版事業の設立・販路開拓

大阪府 株式会社小林物産 飼い主さんも食べられる、ペットと一緒に楽しむケーキの販売促進事業

大阪府 株式会社経士会 ビジネスマッチンググループの創設による会員制度化事業

大阪府 株式会社資格センター 資格取得、ビジネススキル講座の【動画学習講座】の提供

大阪府 株式会社Ｆｕｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ レッスン用楽器の導入により生徒数を増加させる事業を展開

大阪府 アステージ社労士・行政書士事務所 障害福祉事業・訪問看護専門ＨＰの新規作成による販路拡大事業

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｏｃｏ 顧客満足度の向上によるリピート客増加とウェディング事業の強化

大阪府 有限会社チームワーク 脳科学を活用した実践的メンタルヘルストレーニングの販路拡大

大阪府 Ｇｌａｄ　Ｐｌａｎ野口税理士事務所 もっと相談したくなる『相続３分診断』機能付き相続専門サイト

大阪府 サイクルショップフリー 「こんな自転車屋ができたんや、便利になるで」周知事業

大阪府 虎屋カメラ 贈答品・趣味としての販路開拓本格的なスタジオ撮影への転換

大阪府 ＩＴＡＬＬＩＣＡ 前菜メニューやデザートのテイクアウト販売と販路開拓

大阪府 有限会社芋忠本店 芋忠多目的ホールにモニター設置と終活セミナー事業

大阪府 カフェ＆バー　トリプル 外国人観光客のハブステーション化で売上アップ

大阪府 関西総合保険サービス 専用ホームページ開設等によるマンション火災保険の販路拡大

大阪府 有限会社ヤマカ 快適な音環境を創造する『減音抗菌パネル』の販路開拓および拡大

大阪府 アップライズカイロプラクティック 在宅患者に特化した出張カイロプラクティックを提供し販路開拓

大阪府 まなびパートナー 少人数集団授業増強による新規入塾生徒獲得事業

大阪府 株式会社ウェルバランス ワンコインセミナー導入による新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ＳＰＬＥＮＤＩＤ２１ シームレスなシステム連携の開発・新販路開拓

大阪府 カドヤ 大阪もん野菜キムチ開発・カタログ販売販路開拓

大阪府 ｋｉｉｓ 金属を用いた≪うつわ≫の制作および販路開拓

大阪府 有限会社種村建具木工所 オリジナル組子のモダン建具の開発と展示会出展

大阪府 サン電材工業株式会社 お客様の優しいカタログの製作・販路開拓広報事業

大阪府 株式会社ベイルインテリア 整理収納サービスのブランディングによる新たな販売ルートの確立

大阪府 株式会社ネットオン 中小企業の人材不足を解消するインターネット求人広告の普及推進

大阪府 ＢＡＲ　ＣＨＯＩＣＥ 看板の新装とボトルキープ棚の設置

大阪府 フローラｋｏｋｏｍｉ 都会で働く女性を元気にする「ポーセラーツスクール」の運営
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社トータルビューティーＳａｌｏｎｄｅ輝 世の中にキレイな女性を増やす「しみ抜き」事業

大阪府 株式会社ＭＫ翻訳事務所 多言語知財翻訳事業

大阪府 江山産業株式会社 インクジェットプリント皮革財布小物の企画開発発表

大阪府 本通鍼灸整骨院 交通事故被害者のための後遺症認定、休業補償無料相談会の実施

大阪府 エコバシ株式会社 エコバシ販路拡大及びその他の大学生向け広告の開発・販路拡大

大阪府 上田雄一税理士事務所 資金調達力格段アップ・経営の悩み丸ごと相談サービス

大阪府 株式会社レボルメ 眠ったホームページを呼び覚ます活用コンサルティングの広報活動

大阪府 こう行政書士事務所 ＬＧＢＴ（性的少数者）を対象とした法的支援サービスの提供

大阪府 株式会社ワラフ 関西シェアハウス専門ポータルサイト運営

大阪府 あっとクリエーション株式会社 既在商品のパッケージ化による訴求力アップ力で販売力強化

大阪府 有限会社ウン・エー 堀りゴタツ席の改修に伴う宴席の快適化。稼働率アップ。

大阪府 株式会社ディーファ 美容室事業者に特化した会計サービスの開発と提供・顧客開拓

大阪府 ｃａｆｅ　ｇｌｏｗ（カフェグロー） ・ランチの回転率向上化と新たなメニューによる販路拡大

大阪府 株式会社ＳＨＡＰＥ　ＤＥＳＩＧＮｓ 営業力強化によるお客様満足度向上と販路拡大

大阪府 Ｄｅｃｏｓｈｏｐ　Ｌｉｃｉｅｌ－リシェル－ 新商品と新技術の導入、店舗改装により販路拡大と売上増加を実現

大阪府 Ｎａｔｕｒｅナチュール美容室 「着物ワンストップサービス美容室」の認知向上事業

大阪府 有限会社葉月写真工芸社 写真デジタルデータ化サービス「フォトスキャン」

大阪府 有限会社ライフデザイン 人生を豊かにする講座の運営による積極的店舗ＰＲと販路拡大事業

大阪府 美容室ワールド 体に優しいＣＴＦメニューで新たな販路開拓

大阪府 株式会社とと屋 トイレ改装によるカップル・ファミリー層集客強化

大阪府 有限会社風花 外国人観光客向け「美味ヘルシーな和食」の販売促進の創出

大阪府 髙田釦貿易株式会社 新商品の企画開発と展示会出展により販路開拓

大阪府 田中人事・労務設計事務所 インターネットによるマルチ士業ビジネスの展開

大阪府 株式会社ジー・ワイ・リアルエステート 空き賃貸部屋を活用した外国人向け宿泊マッチングサイト起ち上げ

大阪府 ネイルシー ネイルシー

大阪府 ピーチビューティー心斎橋店 外国人観光客向け美容店マップ・ＷＥＢ予約システム構築

大阪府 株式会社グローバルエージェント 大阪初！ネットセキュリティ機器の販売展開による販路開拓事業

大阪府 株式会社ビーワンフード大阪支店 ㈱ビーワンフード　販路開拓計画

大阪府 有限会社千総 自社栽培原料を使用した商品開発とブランドイメージの強化

大阪府 なのはな ＨＰリニューアルに伴うスマートフォンサイト及びチラシの作成

大阪府 膳のすたいる 堺で食せる「泳ぎイカの姿造り」の提供環境整備と集客促進事業

大阪府 マッサージ・はり治療院らく ネット及びチラシでの広告宣伝による新規患者の集患・獲得
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 カレー・ブーメラン 『店舗改装と、新メニュー提供による売上高のアップ』

大阪府 株式会社ププキン 在宅介護市場に向けた、衛生的かつ安価な新製品の開発

大阪府 株式会社よしや 女性の感性を生かした広告配布、商品・包装でカワイイを地域に！

大阪府 株式会社ベストビズシステム 中小企業向クラウド版プロジェクト管理システムの開発・販路開拓

大阪府 永福株式会社 外国人観光客向け広報ツールの作成

大阪府 アンフレール アイラッシュスペース改装、および販路開拓

大阪府 株式会社ＣＬＯＶＥＲＳ ペット用スリング・ベッドのオリジナル商品の開発と販路開拓

大阪府 株式会社ザメディア 販売促進及び新色の開発によるエミトップ・ケアネイルの普及事業

大阪府 株式会社ＷｏｒｌｄＦｒｏｎｔｉｅｒ 楽器ケースの納期短縮及び、ＨＰとパンフレットによる販路開拓

大阪府 バランス整体院エール 「ミネラルを絡めた新施術」による新規顧客開拓のための情報発信

大阪府 ほっともっと堺南長尾店 深夜営業時間延長の告知、駐車場完備の告知、宅配事業の告知

大阪府 有限会社藤川樹脂 ３Ｄプリンター活用による新分野顧客層の獲得

大阪府 株式会社ＴＯＲＩＫＯ 既存店舗（鶏小幸）の業態変更とそれに伴う販路開拓

大阪府 べにや 新規客獲得のための店舗入口の改修及び折込チラシと広告掲載

大阪府 エフケイハウジング株式会社 新規顧客の集客を目指して、ホームページのリニユーアル

大阪府 有限会社関西貿易 ホームページリニューアルによる販路拡大と労働力確保

大阪府 株式会社リサインズ 看板業におけるロープアクセス施工の確立　そのための広報活動

大阪府 ｇｏｏｄｃｉｒｃｌｅ ＨＰ更新の自動化プログラムの構築と新規販路開拓

大阪府 ＲＵＦ　ＨＡＩＲ 外国人観光客への日本美容サービス提供の拡大

大阪府 株式会社フロントクロス アルミ専用プライマー缶（みやこあるみ）販売拡販計画

大阪府 株式会社クリエ 医療機関に向けた、清掃業務を通じた【障害者雇用機会創出】事業

大阪府 ＧｒｏｗｔｈＰｌａｎｎｉｎｇ ネット通販商品の認知拡大コンサルティング

大阪府 ブティックえいきゅう 新規のお買物袋とチラシを作成してブランドイメージを確立

大阪府 有限会社遊学社 海外在住者の子女に対するオンライン学習指導

大阪府 ヨクスル株式会社 レーザ装置販売会社と連携したＦＢＧ専門のコンサルティング事業

大阪府 ハイフィールドコンサルティング バイオベンチャーへの販路開拓支援のための当社販促物の作成

大阪府 株式会社Ｓ・Ｓ・Ｓコーポレーション 料理特化型デイサービスの集客・リピート対策による利用者の増加

大阪府 株式会社二和商事 女性、高齢者向けヘルシーメニュー開発。販路開拓。

大阪府 株式会社Ｐｒｏ　Ａｓｓｉｓｔ 遺品整理・生前整理の集客強化

大阪府 エステティックＲｅｉｎｅ（レーヌ） ３５歳からの健康美『おしゃべりデトックスダイエット』広報活動

大阪府 ＮＥＸＴ　ＪＡＰＡＮ 折込チラシの配布及びタペストリー設置による来店率アップ

大阪府 株式会社イート・ビー 「グランドオープン生募集キャンペーン」戦略的広報事業
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大阪府 株式会社ステップ 新施策従量制課金倉庫サービスの確立と販売促進

大阪府 株式会社グラフィティー 反響を得やすいチラシのデザインや構成を企画提案するサービス

大阪府 株式会社レイ・クルーズ ウェブサイト「医師転職コンシェルジュ」の新規開設

大阪府 ｈｅａｌｔｈ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ　ｗｉｔｈ 産前産後の女性のサポートプログラム

大阪府 ファニービー吹田 地域情報誌への広告掲載及び「医療と美容セミナー」実施による販路開拓

大阪府 株式会社ブルーム 海外での査定価格により高価買取りができる中古車店サイトの構築

大阪府 ＫＵＫＵＲＵ 健康志向スイーツの開発・販売と地域イベントでの販路拡大

大阪府 株式会社ＷＩＮＧＥＤ　ＷＨＥＥＬ 灯と温もりのある生活を提案するオリジナルランプの販路開拓

大阪府 ドクターベルツコンフィスイート 新提案型サービス「からだコンシェルジュ」の事業展開と販路開拓

大阪府 株式会社小西樹脂工業所 意匠性に優れた３Ｄスマートディバイスケース製造と直販展開

大阪府 株式会社ナセバナル 中国ネット通販の運営代行サービスの販売促進

大阪府 スタイリングショップスファイス 『スファイス・エイジングメニュー』の拡充と販促活動の徹底

大阪府 有限会社ファーストシーン 飲食等小売店向け、低価格デジタルサイネージの販路開拓

大阪府 株式会社鯖や サバグッズ開発とサバグッズ通販カタログ開発及び販路開発

大阪府 宮脇治療院
マンガ小冊子と販促用リーフレットを活用した豊中市内へのシニア女性層の集
客強化

大阪府 富士パッケージ株式会社 超小ロットにも対応できる、梱包資材受注体制の構築と販路開拓

大阪府 ＩＤＥＡＬ リラクゼーションサービスの価値向上事業

大阪府 トータルビューティースペース　ウイウイ 育毛商品及びサービスの開発・シニア向け販路開拓

大阪府 株式会社ガッツ お客様を巻き込んでの小型財布「小さいふ」新型開発と販路開拓

大阪府 株式会社是空 住宅メーカーと提携した住宅購入者向け清掃サービス

大阪府 ＲＥＡＳＯＮ 医療福祉施設での５Ｓ活動の導入を目指した講師業の販路開拓

大阪府 造形工房四次元 自社ブランドのデザイン監修依頼と透明樹脂板を使った新商品開発

大阪府 株式会社ヴェック 「防塵防水耐衝撃性に優れた非常用蓄電池の販路拡大事業」

大阪府 株式会社フィトライフ 販路拡大に向けた施工事例写真の素材の蓄積とＰＲ活動

大阪府 美容室Ｊａｒｄａｎ シニア層が安心して来店できる、美容室ユニバーサルサロン化事業

大阪府 ＦＵＮ　Ａｔｔｅｎｄ（ファンアテンド） １８０日ステップメール付ブランドセミナーを活用した新販売戦略

大阪府 ＧａｌｌｅｒｙＣａｆ’ｅ　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ
お食事ワッフルサンドや、ワッフルラスク等のテイクアウト商品の開発及び販
売

大阪府 株式会社リホープ 高齢者の昔の写真から想像して美しくカットする訪問理美容

大阪府 妊産婦心理カウンセリング室 妊産婦心理カウンセリング室の本格的な宣伝活動

大阪府 株式会社ライフケアキッチン 「インバウンド観光客に向けた　各種多言語表示　販促物による集客」

大阪府 藤原織布有限会社 多層織物である「八重織」商品の開発と販路開拓

大阪府 合資会社ブランプラン 「クリニックに対してアートと３Ｓの院内環境の提案を行う事業」

9/17



採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ジェイエスシー 新規顧客の集客及び知名度の向上計画

大阪府 有限会社ＯＥＨ 屋外大型看板広告設置による英会話関連事業のＰＲ

大阪府 宮本自動車販売株式会社 地域に根ざした店づくりと来店型店舗への体質転換

大阪府 株式会社ＳＯＬＩＤ お客様の満足度・安心感を高めるためのネットショップ再構築事業

大阪府 株式会社ライツェントベアー 新規顧客の獲得、及びリピーター化とインバウンド市場の開拓

大阪府 池田珈琲 コーヒー専門家監修コーヒースイーツの開発・販路開拓

大阪府 アイエスセブン法務事務所 遺言・相続専門の行政書士事務所・販路開拓

大阪府 ｃａｆｅ　ｚａｋｋａ　ｇａｌｌｅｒｙ　ＦＬＡＧ ギャラリールーム改装によるさらなるサービス・顧客満足度ＵＰ事業

大阪府 中国料理北京閣 固定式４人掛けテーブルから可動式２人掛けテーブルへの様式変更

大阪府 吉村メディカル福祉株式会社 自社開発商品医療機器「ながら灸」のネット販売システムの構築

大阪府 ａｆｆｅ＋（アフェプラス） 年配者・乳幼児連れのお客様が来店しやすい個室空間造り事業

大阪府 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＶＯＲＥＬＯ ネット予約システム導入とタウン誌やちらしを利用した新たな宣伝

大阪府 株式会社マスダ ＷＥＢサイトの新規作成による販路開拓

大阪府 株式会社ナガト デジタルサイネージ（電子看板）による新たな宣伝広告

大阪府 枚方テクノカレッジ 理科教育教材としてのスピーカーの開発・販売の販路開拓

大阪府 木村酒類販売株式会社 下町の名物サロン。集客＆宅配で、販路開拓と売上アップ！

大阪府 株式会社ジートップ 子育て世帯のニーズを形にした「子供向け靴の名札」販売促進事業

大阪府 株式会社アーキシステム 建築専門家による遺品整理（査定）・特殊清掃事業の販路拡大

大阪府 美容室ＧＡＶ 高齢者にやさしい美容室サービスの確立

大阪府 メゾンドガトーミュール ゆずサブレの開発・専用パッケージの制作・販路開拓事業

大阪府 株式会社モリタ 一般消費者とプロ職人をつなぐマッチング事業による販路開拓

大阪府 ケミカルエンヂニヤリング株式会社 展示会出展での医薬業界向けニーダーのＰＲと新規顧客の開拓

大阪府 お好み焼き店「せんしゅう」 チラシ作成・配布による「お好み焼き宅配サービス」の販路開拓

大阪府 サンパーソナル治療院 不妊治療に特化した会員制の治療コースの開発及び販路開拓

大阪府 株式会社Ｃｏｕｐ　ｄｅ　Ｂａｒｒｅ 家庭用編機を使用したセミオーダーブランドの開発、販売促進事業

大阪府 ｃａｆｅ　ｄｅ　１０番　箕面市役所前 物販スペースの新設とドリンクテイクアウト需要の獲得

大阪府 からすの労務管理事務所 事務所内応接の充実によるホスピタリティ向上・販売促進事業

大阪府 株式会社山田製作所 ワイデクル管理ボードの拡販と事業拡大

大阪府 株式会社ファミリー 卓上型自社ブランド浄水器の開発、販路の開拓

大阪府 株式会社バールポースト ランチメニューの充実と電照ポスター等による訴求力の向上

兵庫県 株式会社アクティブ 画像による特注自動検査装置の広報強化・販路拡大

兵庫県 炭火焼肉新日本 焼肉店の粗利向上に寄与する為の姉妹店居酒屋改装工事
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採択事業者リスト
補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 株式会社御湯所 兵庫の風土が香るフレーバーティー開発を軸とした新顧客創造事業

兵庫県 株式会社ジェノワーズ 移動販売チャネル強化による売上拡大と利益率向上の実現

兵庫県 有限会社ＨＲ 売上のＶ字回復のための、新規生徒を大きく獲得する事業

兵庫県 株式会社インプルーヴ 新規事業「女性用ユニフォームニットブラウス」ＰＪＴの販売促進

兵庫県 株式会社計装サービス 吊り荷の水平維持装置（レベラー）、他吊具の販促活動事業

兵庫県 カワチドライクリーニング クリーニング店と地域との新しいコミュニケーションのカタチ。

兵庫県 ＨＩＧＡＭＥＧＡＮＥ株式会社 結婚式用眼鏡のレンタル・販売の促進事業

兵庫県 山本行政書士事務所 交通事故被害者支援事業の顧客拡大

兵庫県 あおい整骨院 クラニオセイクラル・セラピー（自費施術）の市場浸透について

兵庫県 株式会社喜市 兵庫県産皮革を使用した、イージーオーダー財布の販売事業。

兵庫県 神戸ビジネススクール株式会社 外国語面での総合的派遣コンサルティングサービス事業

兵庫県 会社ソウルメイト モバイルアドベンチャーのパンフ作成、営業強化による集客増

兵庫県 有限会社三和クリエイト 新商品ハウスクリーニング用ウエストポシェットの拡販

兵庫県 有限会社オーバー・ザ・トップ ＨＰのスマ対応による売上増と、成長戦略として学会展示を実施

兵庫県 楽偶 着物地を使った洋服の国内・海外販路開拓

兵庫県 株式会社ホジョセン 生活者共創アイデアプラットフォームＣｏＣｒｅ（こくり）

兵庫県 株式会社トレイル 認知症行方不明者を救う国内初ＧＰＳ機器内蔵可能靴の販売

兵庫県 ユカクッキングスタジオ 丹波焼と地産地消をターゲットにした「丹波地産地消講座」の開設

兵庫県 株式会社イメージテック 撮影画像のネット販売　ダウンロードシステムの開発・販路開拓

兵庫県 耳つぼサロン「花葉」 顧客獲得、系列店舗拡大のための女子力ＵＰセミナーの開催

兵庫県 みやた整骨院 自費収入の増収による、健康保険制度に頼らない整骨院の実現

兵庫県 株式会社ＰＬＡＳＴ 無料体験会と医療関係者向けのセミナーによる販路開拓事業

兵庫県 唐揚げ専門店揚匠しげ盛 通信販売及びイベント催事（百貨店等）の強化

兵庫県 株式会社のどか 選ばれる事業所を目指した、新規利用者獲得プロジェクト

兵庫県 ヘアブランド　エテリア 認知度の向上及び新規顧客獲得のための広報ＰＲ事業

兵庫県 株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ 立体的な「板チョコ」デザイン本革製品のブランド認知と販路拡大

兵庫県 有限会社花萌 神戸ブランド構築によるプリザーブドフラワー商品の販路拡大

兵庫県 神戸フードラボ 冷凍生餃子の販路拡大

兵庫県 感動空間研究所 楽しくわがままな家づくりを実現する、ワンストップアシスト事業

兵庫県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｚａｋｋａ　ＳＨＥＬＢＹ カルチャー教室やランチ等による新規客層の取り込みと売上拡大

兵庫県 ダイニング居酒屋鶏バル テイクアウトブースの増床と店内環境改善での新規顧客の開拓

兵庫県 ビストロ・ア・ヴァンレ・ヴィーニュ 神戸の魚介のブイヤ・ベースで顧客獲得と大震災の記憶を後世に。
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

兵庫県 エトワール神戸株式会社 オリジナル本店サイトのオープンとチラシ広告作成

兵庫県 有限会社ジェーシー産業 国際観光都市神戸における外国人を対象とした広報活動

兵庫県 有限会社ビルボード 広報活動による新規顧客獲得と生産効率向上による売上増加事業

兵庫県 浴室再生職人会 不動産業者への広報活動による受注獲得

兵庫県 ｉＰｒｅｓｅｎｃｅ合同会社 お客様への営業力、サポート力強化に伴う販路開拓、人材雇用

兵庫県 宮崎税理士行政書士事務所 起業家に原理原則を伝える【けいえいしょうがっこう】の広報事業

兵庫県 やまと建装株式会社 地域密着型「こだわり手塗り塗装チラシ」による販路開拓事業。

兵庫県 株式会社神戸洋服 ＥＣサイト構築によるオーダーメイドスーツの販売拡大

兵庫県 ラメカカメラ堂 撮影データの品質向上による客単価の向上と新規顧客の開拓

兵庫県 ブーランジェリコヤマ 冷凍食塩無添加パンの販路拡大

兵庫県 株式会社安信 防災家具（地震対策製品）の販路拡大及び知名度向上

兵庫県 株式会社ファシネートジャパン 新規顧客獲得のための広報ＰＲ活動の強化

兵庫県 有限会社フィールド コーディネート提案による新たなブライダル商品の開発と販売促進

兵庫県 株式会社アットグロウ 洋菓子メーカーを対象とした商品企画・開発支援及び販路開拓支援

兵庫県 ヤマヨ山本商店 既存店における付加価値向上と新規チャネル開拓

兵庫県 株式会社ｅｓｔ 手作り無添加のシフォンケーキとしろまるひめプリンの販売拡大

兵庫県 現場イズム 業務システム開発者の養成講座の受注拡大

兵庫県 田靡製麺株式会社 彩り鮮やかな「野菜パウダー入り乾麺」シリーズの全国展開事業

兵庫県 有限会社播州ハム工業所 姫路産豚を使用した常温保存可能な食肉加工品の開発・販路開拓

兵庫県
ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ（ラテアートバル
ゼロ

コーヒーカップの中の芸術　ラテアートの魅力発信！

兵庫県 かずひら鍼灸院 「お母さん向けダイエット治療」の市場開拓・リピート創出

兵庫県 株式会社ワンズ 引越・片付けの販路開拓事業

兵庫県 株式会社うめや キレイに装いたいポッチャリさん集まれ！

兵庫県 ヘアーズゆうの
「ついでにサービス」につながるヘアカラー会員制度の広報強化・新規顧客獲
得事業

兵庫県 株式会社ワークプラン 携帯電話・スマホの先生がいる携帯ショップ！の認知度アップと販路拡大

兵庫県 有限会社東光舎 「マンガを使ってＰＲ」企画による販路拡大事業

兵庫県 小西製畳株式会社 寝転んで良し、正座して気持ちが落ち着く「国産イ草畳」ＰＲ活動

兵庫県 家具のたにがわ 「代々伝わる家具の再生事業の拡大による販路拡充と売上向上の実現」

兵庫県 株式会社バース ネット広告並びにＳＥＯ対策の強化による新規顧客開拓事業

兵庫県 城北プライベートスクール 地域初の新制度導入並びに当社の強みを活かした新規顧客開拓事業

兵庫県 西村美容室 新規顧客獲得増と顧客満足度向上を目指した広報展開の実施

兵庫県 有限会社魚田米穀店 米粉の製造と販売による新規顧客開拓と客単価向上の実現
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兵庫県 株式会社イノベーション・アイ 手軽に購入できるオリジナルフィギュアの新規市場への参入事業

兵庫県 有限会社神戸アグア 理学療法士等と連携したサポート体制による販路開拓事業

兵庫県 有限会社はまもと オリジナルアイスコーヒーパックの開発による新規顧客獲得の実現

兵庫県 Ｌｅｈｕａ　Ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ 三方良しで、トータルビューティーを提供するサロンの告知

兵庫県 有限会社ハヤシ工務店 自社モデルハウスを活用したイベント開催による販路拡大

兵庫県 和庵いっしん 新メニュー「姫路城海鮮瓦焼き」のＰＲで観光客と新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社マーキュリー 店舗デザインを生かした家造り（リフォーム等含む）の販路開拓

兵庫県 株式会社東原畜産 姫路ブランド豚「桃色吐息」ブランドイメージ向上戦略事業

兵庫県 株式会社信和ダイニング 伝統とモダン！強みを全面に打ち出した広告宣伝による顧客開拓

兵庫県 有限会社オフィスサポート 地球環境にやさしいエコトナー使用のプリンタ普及推進事業

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 高収益型農業ビジネスに向けた顧客開拓事業

兵庫県 株式会社ヒカリ　ヒカリメガネ 「人にやさしいメガネ・補聴器外販」事業

兵庫県 株式会社セプテンバー１ やぶ家グループの本格自家製品の開発・販路開拓事業

兵庫県 株式会社ブループリント セルフ出版を活用したパーソナルブランディング支援・販路開拓

兵庫県 有限会社エイムランド キッズ・リトルキッズ向け新プログラムの開発・宣伝広告販促事業

兵庫県 スクールＫＧ 小学生向け「聞ける耳を育てる英語教室」の開始・促進事業

兵庫県 株式会社攻房 深夜客の要望に応えるシャワー設備設置による新規顧客開拓

兵庫県 ひろ整骨院 育児・家事・仕事に頑張る女性の健康と美容を守る街角エステ事業

兵庫県 有限会社ユアーブレーン 中小零細企業の資金繰りを円滑化する財務部長代行及び育成事業

兵庫県 毎日屋クリーニング店 お客様のことを考えたクリーニング集配サービスを作る

兵庫県 にしむら整骨院 出張マッサージによる新規顧客開拓に向けたホームページの作成

兵庫県 ペガサス園田教室 高齢者向け「パソコンを使った頭の健康教室」の開発・販売事業

兵庫県 カラダケアサポート治療院 無動力歩行支援機「ＡＣＳＩＶＥ」導入によるリハビリ分野強化

兵庫県 株式会社茶の道 看板リニューアルによる集客力の向上をはかる

兵庫県 松岡社会保険労務士事務所 障害年金のサポートについての販促活動及び制度の啓蒙活動。

兵庫県 株式会社デミックケア チラシ、ホームページによる集客及び自費治療の新メニューの告知

兵庫県 株式会社ホライゾン 周囲に知られない「シークレット補聴器」販売促進事業

兵庫県 パイオニアエッセンス 動かして遊べるダンボール機関車の工作キットの販売促進事業

兵庫県 有限会社トリニティ 高齢者向け衣料品の商品開発（自社ブランド名称：ココわく）

兵庫県 合同会社　ライズサービス ハウスクリーニング・ハウスダストクリーニングで顧客開拓！

兵庫県 保育所ちびっこランド甲子園 西宮初！外国人体操選手による体操×英語教室！課外教室の展開

兵庫県 株式会社タジマ工業 マイクロ小水力発電機（せせらぎ）販売促進事業
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兵庫県 ロマンティックロールビーンズ　苦楽園口店 焙煎珈琲豆の自転車での宅配サービス

兵庫県 株式会社ニッコー技研 一般消費者向け自社ブランド製品の販路開拓の為の展示会出展事業

兵庫県 すなはま米店 近隣顧客向け小ロット店頭精米及び減農薬玄米の販売

兵庫県 Ｆｏｒｅｓｔ　ｓｐｉｒｉｔ 新しい精油の製造と新商品開発・販促。

兵庫県 ペットコミュニティ花鳥園 高齢者世帯向け訪問型ペットサービス事業

兵庫県 有限会社豆匠 豆匠ファンの形成による顧客ＵＰ

兵庫県 髙山産業株式会社 住宅設備機器の販路拡大

兵庫県 株式会社　Ｒａｄｉｃａｌ 近隣主婦・ファミリー層集客のための店舗プチ改装事業

兵庫県 テクサジャパン株式会社 事故を未然に防ぐための「自社開発機器」の製品化と販路開拓

兵庫県 津山銘木有馬本店 銘木を活かしたテーブルウェアの開発と広報。

兵庫県 つついカイロ 事業ターゲット拡大に伴うホームページ改修とインターネット広告

兵庫県 ＦＲＡＭＥ＊ フォトパネルの販売開始と販路開拓

兵庫県 松原珈琲・珈琲挽売専門店（珈琲香房の豆） 若年層への挽き売り珈琲文化啓発事業

兵庫県 上野　裕史 士業によるセミナーを利用した相続関連商品販売プロジェクト

兵庫県 有限会社ＹＯＵＫＩ 「店舗改装による席数増加・広告効果アップのための販売促進事業

兵庫県 ｎａｋｉｒｉ 新店舗認知度向上事業

兵庫県 どん・ライフ株式会社 屋台席増設により新たな家族層・団体客を確保する事業

兵庫県 リフレッシュハウス 店舗のＰＲと癒し空間の提供のよる新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ボディライト 媒体広告費をかけずに新規顧客を集客

兵庫県 株式会社ヤムチャ・フーズ・サプライ関西 「朱さんの飲茶亭」出張ホームパーティ等開催による拡販事業

兵庫県 おいもや芋笑 新商品（スイートポテト等）開発、提供と焼き芋の販路拡大

兵庫県 藤本整骨院 施術メニューの充実と出張指導による診療単価、来院数向上の実現

兵庫県 東野商会 カタログ見直しによる販路開拓

兵庫県 元町通り３丁目 キーマカレー専門店の冷凍カレー通販事業

兵庫県 ｃｈｏｃｏ＊ｔ タブレット用ふくさの開発・新規販路開拓

兵庫県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ　ターブルドール 男性教室・花嫁教室など実習を伴う新講座の開講

兵庫県 猿蟹合戦 京丹後の郷土料理（丹後のバラ寿司）の販路開拓

兵庫県 河村水産株式会社 米国商談会参加によるペットフードの販路開拓

兵庫県 みたか株式会社 エイジングケア商品を主力とした販売促進と販路開拓

兵庫県 株式会社Ａｓｉａ－ＰａｃｉｆｉｃＰｒｏｄｕｃｅ 現地語の生鮮品のパンフレット・ポスター等による販促活動

兵庫県 株式会社アヌシ 安心清潔な滅菌済個包装デンタルフロスピックの製作と販路開拓

兵庫県 ｍｕｓｉｃ＆ｃｕｌｔｕｒｅ　ｎｅｏｎＭ 定期レンタル専用スタジオ申し込みサイト制作及び開拓事業
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兵庫県 有限会社レスプランディール 従来の美容室からヘアー・まつ毛エクステ・ネイル複合サロンへ

兵庫県 株式会社藤井酒販 地元播州織を利用したラッピングサービス提供による顧客開拓

兵庫県 株式会社匠工房 ペットと暮らす住まい・リフォームを求める顧客への販促活動

兵庫県 有限会社ｋａｊｉｔｓｕ プリントフードの商会ＤＭ発送等による個人・法人客の販路開拓

兵庫県 有限会社ホーライカメラ店 高品質写真の提供とネット販売システムによる顧客開拓

兵庫県 ブティック＆サプリメント葉月 主力ブランド「アルベロベロ」新規ファン獲得＆育成キャンペーン

兵庫県 文具センターテラカワ ネットを活用した西脇市以外の商圏向け新規取引先開拓事業

兵庫県 有限会社ファッションクリエイト森本 出産後の髪のお悩み解決！子育てママをターゲットにした販路拡大

兵庫県 総合葬祭業ｃｅｒｅｍｏｎｙ　ｐｒｏｄｕｃｅかなでＡｉｏｉ 故人を尊重した心優しい葬祭サービスの提供へ向けた事業展開

兵庫県 健生カイロプラクティック プライマリーケアの充実と施術器具等の刷新とＨＰによる販売促進

兵庫県 武田食品冷凍株式会社 「淡路島産天然わかめ」の販路拡大のためのブランディング

兵庫県 有限会社衣川クリーニング カバンクリーニング工房キヌガワ　Ｏｎｌｉｎｅ受付サイト構築による販路拡大

兵庫県 有限会社スローライフ 古民家斡旋から再生へ事業分野拡大、それに伴うＰＲ力強化

兵庫県 山本社会保険労務士事務所 看板設置及び医療福祉業界専用広告にて認知度・差別化強化

兵庫県 パソコンスクールこねくと 故障パソコンからのデータ復旧等パソコンサポート事業の開始ＰＲ

兵庫県 かすや法務行政書士事務所 新規就農からの農業法人設立まで農業経営支援の特化型事業

兵庫県 株式会社ムサシ 国際道工具・作業用品ＥＸＰＯ（展示会出展）園芸販路再開拓

兵庫県 ＴＨＥ　ＧＲＡＴＥＦＵＬ　ＢＵＲＧＥＲ 淡路島で行われるひょうごバーガー博覧会への出展

兵庫県 いしだサポートオフィス 外国人観光客に対応できる飲食店を増加させる為の研修事業の販売

兵庫県 有限会社田中カーサービス 作業場入り口に店舗看板の新設と冬タイヤ無料預かりサービス

兵庫県 有限会社井上製材所 断熱性の見える化で快適生活をお客様に発信する販路拡大事業

兵庫県 キャラメルカフェ株式会社 「宝塚珈琲」の自家焙煎コーヒースタンドを開店し新規顧客開拓

兵庫県 創作フレンチビストロ　嶽 スープ・ソース・カレーなどのテイクアウト商品の開発とルート開拓

兵庫県 ８ｃｏｆｆｅｅｒｏａｓｔ パッケージ作業の効率化

兵庫県 株式会社宝塚すみれ発電 「市民の力で太陽光発電所を建設」ウェブサイト上での共感寄付募集事業

兵庫県 菓子工房　宝塚　英ＨａＮａ 「毎月届く焼き菓子の頒布会」と「簡単オーダー」でＥＣ強化

兵庫県 出口総合コンサルティング Ｇｏｏｇｌｅウェブ広告（リスティング広告）で新規集客数を２倍にする。

奈良県 髙井ニット株式会社 自社ブランド立ち上げと消費者ニーズに応える受注システムの構築

奈良県 株式会社スペースドットラボ 新規顧客開拓の為の催事「奈良より」を台湾、東京で開催

奈良県 株式会社朱雀技研 ロボット部品のカスタマイズ提供による高付加価値化と販路拡大

奈良県 株式会社ＲＡＨＯＴＳＵ 看板設置と玄関改修による誘客アップ・顧客からの要望の商品化

奈良県 革遊び　ＨＡＲＵＨＩＮＯ 集客力アップによる新規顧客の獲得とコラボによる新商品の開発
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奈良県 イクラデザイン インテリアデザイン事務所がサポートするＤＩＹ支援事業

奈良県 株式会社岡井麻布商店 ここにしかない手織り麻製品の開発

奈良県 株式会社ａｙａｎａｓｕ 着物トータルアドバイザー育成・新規顧客開拓

奈良県 護電気サービス 「まちの電気屋」からの脱却、トータル設備サービスの提供

奈良県 イタリア料理　レプレ トイレの洋式化及び正面玄関とワイン棚工事による新規客開拓事業

奈良県 住み直し企画室 活動実績紹介及び、空き家の情報提供による販路開拓

奈良県 株式会社ＴＡＢＩ・ＳＱＵＡＲＥ フランス・パリでの自社単独展示会及び販路開拓営業

奈良県 和洋遊膳ほおずき 観光客と常連予備層の来店を促進する広報ツールの作成

奈良県 株式会社アンビション 奈良版もんじゃ焼のメニュー開発と観光客誘引の販促事業

奈良県 行政書士ディア法務事務所 「暮らしの無料法務相談会」の拡大実施

奈良県 花魁体験スタジオ　やまと桜 インバウンド及び新規顧客獲得の為の新プラン・新サービス

奈良県 株式会社　加藤商店 「うねび漬」の認知度アップと飲食店への販路拡大を図る事業

奈良県 株式会社エコノレッグ 歩きやすく・疲れにくいビジネス靴下で新しい販路を開拓する

奈良県 株式会社のぎす リニューアルした商品　「ころりんスライダー」の広報・宣伝

奈良県 太陽ニット株式会社 新たな情報収集と蓄積技術による新商品開発と販路転換

奈良県 株式会社岡田工務店 自社ホームページ製作等による耐震・省エネリフォーム顧客開拓

和歌山県 株式会社ワイン・ラボ 地域振興ワインイベント開催及び他府県ワイン販路開拓

和歌山県 有限会社松房電機 商圏拡大、販路開拓のための出張料理教室事業

和歌山県 株式会社シーフラッグ ネット販売システムの構築

和歌山県 有限会社島本化繊起毛工場 「起毛加工」の新規顧客獲得のためのＢｔｏＢサイト構築

和歌山県 東本肥料店 オリジナル配合肥料の新デザイン（小袋化）商品による新販路開拓

和歌山県 みやこ 安心安全食材でヘルシーな調理法による「新手作り餃子」販売促進

和歌山県 株式会社サイエンス和歌山 新環境計量測定機器導入による工程の迅速化効率化と新規顧客獲得

和歌山県 焼処まろ蛸 キッチンカー導入による新たな販路開拓事業

和歌山県 南風亨 店舗拡張による顧客サービス向上と販路開拓広報事業

和歌山県 日乃出塗装工業 店舗拡張による顧客サービス向上と販路開拓広報事業

和歌山県 花工房　ｈａｃｃａ プリザーブドフラワーなどのレンタル事業と教室事業の販路開拓

和歌山県 株式会社シーエイト 新事業販路開拓広報事業

和歌山県 株式会社新宮不二 新宮初！安心安全の地産池消型ファーストフードで顧客獲得事業

和歌山県 お食事処まえ田 新商品「ロール寿司タワー」を目玉とした仕出し・弁当の販売展開

和歌山県 日本料理谷の花 外国人観光客に向けた英語表記看板等の整備とホームページ作成

和歌山県 萩原きもの総合学院 「世界遺産の地・熊野で平安衣装結婚式を」の広報宣伝事業
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和歌山県 岡庄みかん畑 自店ブランドみかん「千のゆかり　縁」の販売促進、広報活動事業

和歌山県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｋｈｉｉ（スタジオキイ） 新商品の開発と展示会出展による販路開拓事業

和歌山県 まるわ トイレ改装とキッズスペース設置による“くつろぎ空間”づくり事業

和歌山県 菓子工房喜多亭 地元食材にこだわった、焼き菓子とフリュイ・コンフィ等の新商品開発
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