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北海道 株式会社千成家 『ホームページ開設で販路拡大と意識向上　～Ａｃｔｉｏｎ～』

北海道 株式会社宝水ワイナリー 首都圏でのＰＲ及び販路拡大活動

北海道 道南平塚食品株式会社 北海道納豆菌の自社培養による差別化の展開

北海道 有限会社花善 集客力向上を目指した店舗内改装によるバリアフリー化

北海道 株式会社Ｓａｖｏｎ　ｄｅ　Ｓｉｅｓｔａ 天然原料で作るスキンケアクリームの製品改良および販路拡大

北海道 株式会社北海光電子 新製品「仕事関数測定装置」の展示会出展

北海道 池田屋 毛ガニとホタテを使った新商品開発・広報

北海道 有限会社ＴＹＲＥＬＬ 商圏内外に対しての冷凍カレーの販売、商圏内の認知度・集客力の向上

北海道 林福祉タクシー 車両改良並びに販促広告の実施

北海道 ＡＬＡＩＶＥ㈱ 地域連携宅配事業

北海道 Ｒｅｌａｔｉｏｎ～縁～ ネイルアート部門の立ち上げに伴う店舗改修並びにＰＲの実施

北海道 サンパックス株式会社 展示会への出展事業

北海道 十勝うらひろ高橋農園 ラズベリーのプロモーションとリーフ製品の改編及び新製品開発

北海道 苫鵡　山月 道東道占冠ＰＡ出店事業

北海道 ひつじや 店舗改装並びにＰＲ活動の強化

北海道 ペンション　ぽらりす
【ＰＲターゲット拡大による知名度ＵＰ】
【到着してからの観光情報充実施策】

北海道 まちづくり会社知床市場 適正表示による品質安全向上事業

北海道 モンブラン 商品開発・販路拡大に向けた機械器具導入事業

北海道 株式会社中井英策商店 洞爺湖及び支笏湖産ヒメマスを使ったいずし開発と、いずしＰＲ事業

北海道 株式会社東洋肉店 美味しい理由は北海道にあり「とうようのたれ」開発とタレを使用した加工品の開発

北海道 ㈱グリーンファーム初山別 グリーンファーム初山別　直売所トイレ設置事業

北海道 ㈱ジャパン・ミネラル 保存水・備蓄水製造拡大事業

北海道 ㈱十勝野フロマージュ 自社製品のブランド化とイメージ戦略による販路拡大に取組み

北海道 ㈱檜山地域観光振興公社 新規顧客獲得にための国内外に向けたビオ基準を全面に打ち出したプロモーション事業

北海道 ㈱藤井 インバンド対策　店舗改装

北海道 有限会社丸観商店 ベーグル販路拡大事業

北海道 有限会社三愛 デザイン墓石導入に関わる販売促進事業

北海道 ㈲石村車輌整備工場 スキャンツールの導入

北海道 ㈲木川商店 幻の黄金ゆり根コロッケ事業

北海道 ㈲ベーシックモード まつげエクステンション、エステシェービング、ヘッドスパ等新メニュー導入事業

北海道 ㈲丸水北見商会 トイレ設備改修による顧客満足度向上対策事業

北海道 ㈲マルテンストアー 北のハイグレード商品選定に伴うパッケージ一新・チラシ等の作成

青森県 Ｓｍｉｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
店舗改装による業態転換に伴う販路開拓・顧客拡大事業（仕出し店から地場産品を使用した
飲食店業）

青森県 フォトスタジオ　メモリーハウス 生前遺影写真の普及推進を主たる要因とした販路拡大事業

青森県 株式会社ユタカ加工 ネット販売システム構築による販路拡大について

青森県 田子かわむらアグリサービス有限会社 熟成琥珀にんにくの健康食品関連商品の販路拡大

青森県 なんぶ農援株式会社 レストランの集客及びお客様の満足アップ事業

青森県 花田商店 昔ながらの「葉せんべい」復活事業

青森県 有限会社マルサカ煎餅 主力商品パッケージの改良に伴う販路拡大事業

青森県 青森環境開発株式会社 自社開発　ソーラーLED「DA‐SLP‐1」街路灯の販路拡大

岩手県 GEO TRAIL 山田湾魅力発見体験ツアー

事業名事業者名所在地
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岩手県 KOZENJI café 移動販売の販売拡大と包装箱の開発

岩手県 安比アーベント倶楽部 アレルギー対策に配慮した宿泊施設構築事業

岩手県 居酒屋Ｇuu 新プラン、サービスによる顧客の掘り起こし

岩手県 株式会社　川石水産 ホタテグラタンの販路拡大に向けた包装ラベルの新規作成

岩手県 釜揚げ屋 山田せんべい、あかもくうどんの新商品及び既存商品の販売促進事業

岩手県 合同会社　しづか亭 バトンタッチ式農業体験及び加工体験サービスの提供によるブランド力の強化

岩手県 マツモト 印刷分野における新商品の開発

岩手県 有限会社　翁知屋 金箔焼き付け技法による新たな「秀衡塗」市場開拓事業

岩手県 有限会社　木村商店
・こだわりの「いかシリーズ」の主力商品「いかめし」の開発とパッケージの作成
・お歳暮等贈答用に向けたパンフレットの作成
・ネット販売への対応

岩手県 有限会社　三栄ビジネス 環境対策と土産品開発による多角化事業

岩手県 有限会社　タイヤギャラリー車遊館 三珠コロッケと金色棒のギフト商品化と販路拡大

岩手県 有限会社　チジョウ建創 平泉まき文化の伝承・体験と提案事業

岩手県 有限会社　プロフィット 新分野進出市場調査事業

岩手県 有限会社　丸貞工務 ＣＡＤを利用した業務の効率化と新たな提案営業方法の確立

岩手県 洋菓子のかわさい オリジナルケーキ、新商品、在来品の販売促進事業

岩手県 有限会社永澤家具店 福祉用具の活用で笑顔支援事業

岩手県 ミソノ畳店 国産い草を使った畳表を広く理解してもらうための広報活動

岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 有機EL材料評価事業の海外展開

宮城県 reVend
卓上に置いて飾り、倒れても水がこぼれず倒れにくい特許申請済みのミニ容器「花束タンブ
ラー」の開発

宮城県 エーエスジョイ株式会社 インドネシア国ジャカルタ州への水リサイクル事業の展開

宮城県 株式会社Ｌａｔｅｒａｌ　Ｋｉｄｓ 広告宣伝強化による園児数の増加・獲得と雇用拡大

宮城県 株式会社つくる仙台 つくる仙台起業支援広報事業

宮城県 福乃鳥 女性客を中心とした新規顧客創出事業

宮城県 （株）NEES　CREW 新規に開設するホームページを利活用した顧客獲得

宮城県 （株）TK自動車 ＬＰＧハイブリッド車の販売と既存設備を活用した顧客開拓事業

宮城県 （株）アジア・ひと・しくみ研究所 経営シュミレーション・ゲーム（簡易版、初級編）を用いた起業者・小規模支援セミナーの実施

宮城県 （株）エクセレントショップサイトー 自社オリジナルブランド企画住宅「ekusの家」えくすのいえの開発販売

宮城県 （株）オイタミート 東松島ハムブランド販路開拓支援事業

宮城県 （株）シェフドリーム ホールケーキ部門の強化

宮城県 （株）ジューシーオレンジ アルバム事業の競争力強化及び動画撮影サービス対応による販路拡大

宮城県 （株）マルヤ五洋水産 海藻類等高鮮度乾燥加工事業（乾燥若芽・めかぶ等の新商品の開発）

宮城県 （株）リプラン　プロタイムズ仙台泉店 新規顧客獲得のための広告宣伝とWEBサイトの再構築

宮城県 （株）近藤農産 インターネット販売を可能にする自社ホームページの作成

宮城県 （株）佐藤金物 食料品、100円均一販売用の什器陳列、および店内照明器具の整備による新規顧客層の獲得

宮城県 （株）佐藤電機
「何でも安心して相談できる電気店」としての認知度アップのためのチラシ作成(大型量販店と
の差別化により新規顧客の獲得)事業

宮城県 （株）三陸オーシャン 三陸のほやによる新商品、リニューアルに係るパッケージ変更と販路拡大

宮城県 （株）新澤醸造店 新市場獲得（顧客獲得）に向けて、より効果的なPR媒体の作成

宮城県 （株）千葉土建 「外構・ｴｸｽﾃﾘｱ工事」の販売促進を目的とする自社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの制作

宮城県 （株）相澤住建総業 「KFスーパーセラ」及び「染めQ」の販売促進

宮城県 （株）大建ホーム 安心・安価で提供可能とする注文住宅の拡販事業
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宮城県 （有）ＧＦいとう企画
①イベント・フェア・オリジナル商品などの宣伝広告掲載
②オリジナル新商品の開発宣伝

宮城県 （有）アグリサービス髙勝 新規顧客獲得のためのホームページのリニューアルとウェブショップの新設

宮城県 （有）こまつ葬儀社 葬儀保険を打ち出した業務案内パンフレット・リーフレットの作成

宮城県 （有）ノアライフ 「のあらいふ相続さぽーと」事業

宮城県 （有）ビーサン 自社在庫共有型自動車販売事業

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）角長商店 来店客数増加(新規客獲得)のための宣伝広報活動事業

宮城県 （有）丸七佐藤水産 楽天市場メール広告を活用した新たな販売促進事業を展開し、若い世代の新顧客獲得を図る

宮城県 （有）吉昭フーズ 新メニュー表作成とお弁当製造・配達事業を通した集客促進

宮城県 （有）元祖仙台なまず家
仙台の名産品である牛たんの加工品の製造・販売事業
～実店舗と物産展、ネットでお客様のニーズに応え、売上の底上げを図る～

宮城県 （有）三浦商店 修理・取付の即日、翌日対応サービスの充実（水道事業）

宮城県 （有）新星
新星スタッフ協同新商品！ヘルシースイーツ「ノンフライ大豆野菜ドーナツ」販売と新サービス
の提供

宮城県 （有）中国料理四川 若者等への誘客アプローチと地場食材メニュー開発

宮城県 （有）木村商店 日本酒スイーツとこけし雑貨の新商品開発

宮城県 M's FOR HAIR 店舗出入口へ手すりを設置し、今後更に高齢者等が来店しやすい店づくりを行う。

宮城県 おちゃや テイクアウト商品の新開発事業

宮城県 カスタムファナティクス仙台  ガレージ拡張に伴う作業機材導入による作業高効率化計画

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 たみこの海パック 三陸産海域で採取されるわかめ、昆布、ひじき等の乾燥海産物の販売拡大

宮城県 ディル・セ・おながわ（株） 新たな製品の展開による売上・利益のアップ戦略

宮城県 ドライブインおおさと 女性客の獲得

宮城県 パーマ屋さんぐうちょきぱぁ お客様のくつろぎの空間を演出・顧客獲得PR事業

宮城県 ヘアルームカノン ドライカット技術の浸透と地域コミュニティーの場として定着化

宮城県 マイセレクト ＩＴビジネス事業の創設

宮城県 やしまや
土産品の集客力・販売力強化（自前のホームページ開設および複数の商品パッケージの開
発）

宮城県 株式会社ハーモニクスデザイン ウェブサイト制作提案書　無料作成サービス

宮城県 吉田屋 店舗空間のリニューアルによる来店頻度の向上

宮城県 弘洋書塾 現在130名まで減った会員数を5年前の190名まで増やす

宮城県 今野梱包（株） 『サンドブラスト設備導入と各種媒体を用いた当社加工技術・サービスのＰＲ』

宮城県 佐沼交通（株） インターネットを利用した顧客獲得事業

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 山丁 カキ・ホタテなどの海の幸の販路確保による売上増加

宮城県 成澤漁業 商品カタログ作成及び機械導入による作業能率の改善

宮城県 晴れたらいいね ２号店の出店

宮城県 仙台バスツアーズ（株） 宮城県内の元気ある姿を見せ、明日への新しい産業の発掘事業

宮城県 船橋や 新たな看板設置とメニューの刷新

宮城県 台灣喫茶慢瑤茶 夏季繁忙期へ向けた新商品開発及び、システム導入

宮城県 大和電気（株） 個人向けわかりやすいホームページの開設と提案型サービスの構築

宮城県 茶園若竹 地域冠婚葬祭需要に対応した無店舗販売再生事業

宮城県 中国料理美華
顧客をつかむ店舗看板づくりと子供向けメニューの開発及び高級食材を使った本格中華で販
路拡大

宮城県 津山納豆製造所 国産極小粒大豆を使った新商品開発と新パッケージによる販路拡大
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宮城県 美容室ユアマージュ 多様化するニーズに適応できる店づくりと地域コミュニティーの場

宮城県 菱光リフト東北（株） 認知度向上及び販売促進のためのランディングページの構築

宮城県 福祉の会ほるぷ 販売促進事業

宮城県 暮しの衣料さすけ 販売促進のためのオリジナルチラシ事業

宮城県 有限会社 ヒーロー 「こめかし」ブランド戦略に向けた調査及び商品開発

宮城県 齋藤畳店 良質で安全な素材を用いた新国産畳の普及ＰＲ

秋田県 ＨｅｒｂａｌＣａｆｅＰＲＡＮＡ（ハーバルカフェプラーナ） 継続的販売戦略における新商品開発とブランディング推進事業

秋田県 株式会社テクニカルマネジメントチーム Ｓｋｙｐｅを活用した英会話、リノベーション事業の新規導入

秋田県 株式会社Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ 秋田市広報の特徴を活用した広告（事業内容の紹介）掲載

秋田県 株式会社ダースエンターテイメント エンターテイメントアカデミーオブアキタの開設・運営

秋田県 株式会社ファンミュージックシステムズ 音楽普及と楽器人口の定着を図る販促イベントの実施

秋田県 ＢＡＲＡＫＡ 特別な方へのお祝い・お返し『ＧＩＦＴ』の提案に伴う販促物作成

秋田県 Have fun天使のヒルネ 顧客創造と新規販路拡大のための事業

秋田県 あきた乗馬クラブ 乗馬文化促進に伴う新たな地域コミュニティ構築事業

秋田県 与六 旨いのに知られていなかったラーメン店のリニューアル

秋田県 美しい着物喜久屋 涼やか振袖　夏色小町　の販売開拓

秋田県 株式会社一力 新たな顧客開拓による売り上げ拡大事業

秋田県 株式会社男鹿工房 ①ＰＢ及び新規商品パッケージ作成事業、②広告宣伝拡充事業

秋田県 株式会社くまがい卵油研究所 ハラール認証国内取得第1号の国産マヨネーズ販路開拓

秋田県 株式会社齊光板金工業 一般顧客獲得のための看板設置・ＰＲ

秋田県 株式会社トースト 販路開拓並びに関係強化事業

秋田県 株式会社ひろまる食品工房 経理・為替ノウハウ習得事業

秋田県 株式会社諸井醸造 男鹿の魚醤三昧（５種の魚醤）販路開拓事業

秋田県 合資会社松乃木商店 灯油タンクも含めた総合ハウスクリーニング事業

秋田県 サインファミリー株式会社 歯科医師スタッフ教育に特化したノウハウ本作成と販路の拡大事業

秋田県 ジョイ・ホーム株式会社 省エネルギー住宅、長期優良住宅化リフォーム推進PR

秋田県 省吾 省吾オリジナルＴＡＳＴＥ習得事業

秋田県 東海林商店 東海林商店カフェテリア集の場計画

秋田県 菅生工業株式会社 焼肉ホルモンすっちのファミリー客・団体客新規獲得への取り組み

秋田県 セキネケミカル 自社オリジナル羽球商品の開発と営業パンフレットの作成

秋田県 鷹松堂 北秋田市産メイプルを使用したプレミアムスイーツの開発

秋田県 手作り工房心紬
着物のデータ化による新商品開発と販促物（生地見本帳・包装・ラッピング・ＰＲチラシ）作成事
業

秋田県 パン工房SunJyu
地域密着の街かどベーカリー
「食の安全」の提供による経営基盤の確立

秋田県 ピットイン丼・丼 「秋田みたねうどん」パッケージ改良と広告物作成による販売促進

秋田県 ビデオサテライト鷹巣店 倒産イメージを吹っ飛ばせ！DVDレンタル利用者増加作戦

秋田県 フェイスカンパニー 販売促進用チラシ等の作成及びパッケージのデザインの開発

秋田県 満点学習塾 新店舗出店に伴う販促及び中高一貫校対策講座へのニーズ調査

秋田県 有限会社安心サービス プライバシースペースの設置と保険相談会の実施、それらの周知活動

秋田県 有限会社安保食品 生産現場の改善に伴う生産力・作業性向上事業

秋田県 有限会社きむら屋 店舗内外照明交換による来店者増加及び省エネ事業

秋田県 有限会社船木自動車 介護タクシーであなたのお出かけをサポートします
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秋田県 渡部整骨院 １.ホームページの作成　　2.看板の設置

秋田県 印刷通販サイト制作株式会社 独自開発 印刷通販サイト（Ｉｎ　２　Ｓｉｔｅ）の展示会ＰＲ

秋田県 株式会社本田商店 ブライダル向けベビー服を使った両親感謝状の販売と市場展開

秋田県 小山田設計一級建築士事務所 特許取得の新商品「トイレ ウィング」の広報、製作及び販売

山形県 鶴岡シルク株式会社 「きびそ」の特性を活かした更なる高付加価値シルク商品の販路拡大

山形県 有限会社登府屋旅館 車いすでも安心して過ごせる宿のＰＲと専門的人材の確保

山形県 Bar More 当店オリジナル看板の設置による新規顧客の開拓

山形県 一休そば屋 そばウインナー改良と販路拡大及び集客力向上事業

山形県 大友時計店 眼鏡部門の強化とバリアフリー化の取り組み、補聴器部門のＩＴ活用による新規顧客の獲得

山形県 おばこ寿司 観光客や新規顧客をターゲットにのぼり旗での誘客とトイレの整備

山形県 家具の丸進 ＦＵＮ工房のブランド化確立とそば製品の開発及び販売確率事業

山形県 金山特産加工所 真空包装機によるパック詰新商品開発

山形県 コンビニエンスみやざき 看板の改装と店外トイレの改修・チラシの発行と新聞広告の掲載

山形県 サンキュー運転代行 運転代行依頼用のスマートフォンサイトと地域シェア拡大のための宣伝事業

山形県 食料品みやざき やきとりと地元の清酒や全国の焼酎の小分けデリバリーサービス

山形県 竹の露合資会社 国内外市場開拓展示会出展に伴う販路開拓事業

山形県 だんご本舗たかはし イートインへの誘客からのお土産販売増大プロジェクト

山形県 ツルオカ綴れ　虚籟庵 これからの絹の未来について

山形県 手打ちそばあららぎ そば釜の入れ替えによるそば品質の向上と集客力の向上

山形県 トータル・。ビル・サービス㈲
小型化絨毯スチーム洗浄機の導入によるサービス提供の効率化とコストパフォーマンスの実
現

山形県 ナンバ建設㈱ 墓石クリーニング事業の広告宣伝の強化

山形県 農事組合法人りぞねっと 地域発見フェアへの出展

山形県 バーバー羽黒 理容施術時の快適な空間づくり

山形県 馬場たたみ内装 顧客ニーズを取り入れ「リフォーム」、「フラワー」部門強化による新たな顧客開拓

山形県 古民家カフェ藤の家 憩（いこい）の空間づくりによる新顧客開拓

山形県 マルシチ遠藤鮮魚店 鮮魚専門店が手掛ける加工食品の開発による首都圏への販路拡大

山形県 山安園 ラフランスの摘果品、スムージーの商品化

山形県 ワールドショップ 店舗内照明改装工事と包装紙デザインの変更

山形県 若乃井酒造㈱ 葬儀用お酒の２本入用カートンの開発

山形県 ワタナベ自動車機器開発 アライメント診断器の開発

山形県 ㈱多勢丸中製作所 工業展出展による自社開発の充電式蓄電地の知名度アップと受注拡大

山形県 ㈱寿得 エステティックマシンの購入並びに間仕切りのための什器購入

山形県 ㈱産直あぐり 地域の農産物で作る加工品の販売と新商品開発事業

山形県 ㈱南陽総建 自社ＨＰの作成による今までにない建設業の情報発信

山形県 ㈱和壌 いちご選果場整備事業

山形県 ㈲青野 料理カタログの作成とＨＰ作成による受注拡大事業

山形県 ㈲亥子屋商店 地元農産品を使用したランチ＆スィーツカフェ事業

山形県 ㈲カズミデンキ 太陽光発電の訴求・販売

山形県 ㈲金沢屋 案内誘導看板（和洋）とＨＰのリニューアル

山形県 ㈲庄司製麺工場 商品パッケージのデザインの一新

山形県 ㈲セルカ 健康ランチ宅配サービス
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山形県 ㈲耕美堂 お札掛け軸・神棚掛け軸の開発

山形県 ㈲原田住宅設備 提案営業と展示会によるリフォーム工事販路開拓事業

福島県 株式会社えこでん 節電・省エネ、再生可能エネルギー、蓄電池の普及拡大事業

福島県 有限会社王王楼 浄水システム導入による提供メニューの品質向上、ＰＲ事業

福島県 有限会社大内豆腐店 集客力を高めるための店舗改装とチラシでのＰＲ

福島県 有限会社和光 メガネの和光湯本店、高齢者集客拡大のためのバリヤフリー改装

福島県 ＢａｌｌｏｏｎＡｒｔ　Ｎｏｄ バルーンドレス・バルーンスタンドの開発、教室開講・人材育成

福島県 ＳＯＢＡダイニングさくらい さくらセット（平日ランチ、1,000円税込）の開発

福島県 会津野ユースホステル どぶろく御膳創生事業

福島県 会津レンタカー 観光レンタカーによる販路拡大事業

福島県 今村時計店 腕時計、税込壱万円均一セールを実施

福島県 大野農園㈱ 新商品開発及びパッケージデザイン、ＨＰのリニューアル事業

福島県 オサダ石油㈱ 油外商品増販事業

福島県 音楽教室ポケット 新サービス導入による新規生徒の確保

福島県 株式会社白亜館 「水さやか」の販路拡大

福島県 工房爽草春窯 新規顧客開拓のための個展開催・販促強化事業

福島県 珈琲香坊 ワークショップ事業の展開による新規顧客の獲得並びにライン整備による通販事業の効率化

福島県 サクラ工業株式会社 新たな個人向け受注の獲得に向けた事業構築

福島県 セブンイレブン天栄松本店 女性や高齢者等にやさしい店舗による快適買い物時間の提供

福島県 だむや オープンデッキ・天栄村産野菜直売スペース・地域交流スペース設置で集客アップ事業

福島県 常盤白水焼唯芳窯 展示販売会開催に伴う販路拡大事業

福島県 ニコ屋呉服店 店舗改修と棚割り計画実行による売上向上

福島県 日本画材工業㈱ カンヴァス用新素材開発事業

福島県 ピーターパン膳 自家焙煎珈琲と新メニュー開発による居心地のよい雰囲気ある食空間の追及

福島県 ピコブルーベリー農園 農園、新商品（ジャム・ドレッシング）開発販売及び広報

福島県 ひのき風呂の宿分家 高齢者にやさしい宿づくり事業

福島県 ペンション檸檬の木 浴室環境の整備改善による中高年新規宿泊客獲得事業

福島県 松屋商店 近隣住民への新サービス提供と行楽客への商品陳列充実によるおもてなしサービス向上事業

福島県 丸保寿し 若者・女性が集う店舗及び"なか"食文化の取込み事業

福島県 マルマン醸造㈱ 天然醸造こだわり味噌のおいしさ、食べ方を提案する店づくり事業

福島県 みぞい時計店 シニアマーケット層顧客獲得に向けた良いメガネ提案事業

福島県 みどりや商店 来店率向上の店舗整備事業

福島県 森寿生堂薬品 トイレ及び洗面所の改修によるコミュニティー薬局の実現

福島県 有限会社大島屋 販路開拓及びブランド構築の為の自社改革事業

福島県 吉田写真館 地域ニーズに応じ吉田製作所外装内装、撮影セット強化事業

福島県 吉田畳店 商圏拡大と製造能力アップ及び新商品の開発

福島県 和伊んや 県産食材を活用した健康・内食志向対応商品の開発・販売

福島県 株式会社Ｍｅｒｃｉ 新たな顧客開拓のための認知度・付加価値の向上

福島県 株式会社遊喜 「蔵－ＫＵＲＡ－馬車」運行による喜多方満喫！立ち寄りスポット連携事業

福島県 ㈱大橋工務店 リフォーム事業拡大のためのＷＥＢ営業ツール作成事業

福島県 ㈱押田 苦難に光を灯す丼ぶりを～丼ぶりメニューの開発と浸透～
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福島県 ㈱カミカワ服飾 試作品の商品化と全国の葬祭関連企業への販路開拓事業

福島県 ㈱ステップワン 映像部門の事業の展開

福島県 ㈱テクノあいづ 屋根雪落雪システム「ヤネクラ」、太陽光発電設備の販路開拓、設置工事促進

福島県 ㈱日本きじ牧場 自社養殖のキジ肉を利用した加工食品製造、飲食事業の展開

福島県 ㈱星工務店 ホームページ・チラシ等を活用した新規顧客の獲得・商圏拡大事業

福島県 ㈱やまかく 店舗力向上による地域に愛される店づくり

福島県 有限会社オオデラ 包装紙改良による新サービスの提案と新商品開発・アメニティの整備

福島県 有限会社市川乳業
新サービス・農商工連携（S・I・Y）プロジェクト
※S・I・Yは、S(Sekiya)・I(IchikawaMilkroad)・Y(Yagura)の頭文字。

福島県 有限会社星幸衣服店 顧客満足度アップ・新規顧客獲得御用聞き配達事業

福島県 ㈲川東寿司幸 季節型企画商品の周知における販路拡大事業

福島県 ㈲クイーン美容室 ヘッドスパ導入による新規顧客の開拓事業

福島県 ㈲釘屋商店 新たな商圏獲得へ向けた販路開拓事業

福島県 ㈲熊田神仏具 自社ホームページ開設による新商品ＰＲと顧客販売管理システム導入による販路拡大

福島県 ㈲佐川工務店 ホームページのリニューアルにより完成イメージ提案事業による販路拡大

福島県 ㈲佐藤フォトサービス スマホプリント受付機及び簡易印刷機設置事業

福島県 ㈲寿し割烹とくさ 寿司プラスそば・うどんの事業展開（ランチタイムの充実化）

福島県 ㈲廣創建設工業 住宅のリノベーション事業

茨城県 株式会社ＫＬＥＮＯＴ　Ｒ ①既存店舗の景観改善と集客率アップ　②新規店舗の雇用促進と宣伝広告

茨城県 （株）アイテック 営業エリア拡大による新規顧客の開拓事業

茨城県 （株）出沼三郎商店 茨城県産コシヒカリの米粉パンの新規製造販売

茨城県 （資）釜屋金物店 会社案内、販促品作成による新規顧客開拓事業

茨城県 （有）環舎涸沼 「涸沼のしじみ」のパッケージデザイン

茨城県 （有）ユーハイム 新事業（高収益化）についてのＨＰ増設

茨城県 Ａ，Ｃ，Ｅ 新規ロケーションフォトサービス（水郷三都）事業の展開

茨城県 ＣａｆｅＦｒｏｇ 店舗メニュープランのリニューアルと自社ブランド加工品開発事業

茨城県 Ｄ-ＭＡＸ 移動店舗で行うお茶の詰め放題販売事業のＰＲチラシの作成・配布

茨城県 Hairs Roots HairsRootsから「Barberサロン」へのリニューアル計画

茨城県 Ｈｏｏｏｂｙ　雨田孝一 Hooobyオリジナルノベルティグッズの活用とPRチラシの作成を行い販路拡大による売上倍増

茨城県 ＳＷＥＥＴ　ＪＯＫＥＲＳ　ＣＡＦＥ テント・屋内販売事業及び新商品開発

茨城県 TAM-Project
オリジナルイベントコンテンツ（双子忍者ショー、和風ヒーローショー）の紹介資料、映像資料の
制作と発信によるプロモーション事業

茨城県 ＺＥＲＯ　ＯＮＥ 介護施設等への訪問サービスとオリジナルグッズのデザイン・制作・販売

茨城県 アーティス木の実
加圧スチームを使用した新タイプのパーマの導入及びヘアカラーを追加した単価アップメ
ニューの開発

茨城県 青木製麺工場
生産農家と共同開発する、地場産野菜の練込み乾麺製造と、工場内に直売所を設置販売する
事業拡大計画

茨城県 アサヒヤ 野菜苗販売事業の販路拡大による経営基盤の強化

茨城県 あしあと 施設の安全・安心に取り組む事業と広告宣伝による新規顧客獲得事業

茨城県 池端 ランチ付きカラオケレッスンサービスの提供

茨城県 一休 鹿嶋神宮の湧水を活用した新商品の開発及び販売促進

茨城県 田舎のおもてなし　岩倉鉱泉 浴槽水の殺菌循環濾過システムの導入による「立ち寄り湯」サービスの提供

茨城県 ウェイク ウェルカムボード及びキーホルダー等、ノベルティグッズの販路開拓事業

茨城県 エキスパートＬＩＦＥ（株） 来店型の癒しの保険代理店の構築

茨城県 おお田や 新商品開発と大判告知版を使用した新メニュー・新サーピスのＰＲ事業
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茨城県 オートランドワイズ 新たなカーメンテナンスによる販路開拓事業

茨城県 大平漬物食品 小売店舗の併設による新規顧客獲得と利益アップ化

茨城県 お食事処横丁 新規顧客獲得に向けたファサード改装及びメニュー開発

茨城県 小沼木材 解体業をはじめた材木屋さんの多角化営業

茨城県 カーピットミヤモト タイヤチャンジャー新規導入による売上拡大事業

茨城県 菓子司　（株）吉田屋 高齢者や障害者に優しい店づくり

茨城県 霞美装 「リグレース工法」によるユニットバスリホーム事業

茨城県 方波見漬物店 小売部門強化に対する店舗改装

茨城県 割烹源氏　小林明弘 贈答用、テイクアウト用包装容器のパッケージデザインの製作

茨城県 株式会社　　Ｌ　Ｉ　Ｖ設計室 地域性に沿った新規市場の開拓と販路拡大事業

茨城県 株式会社　アール・ネット 住宅塗装工事の主力事業化

茨城県 株式会社　小田喜商店 マスコットキャラクターの活用、パッケージデザイン刷新による栗のブランド化事業

茨城県 株式会社　楽団 材料の鮮度と衛生面の強化事業

茨城県 株式会社　川広 城里町産キングポークを使用した商品開発及び販路開拓事業

茨城県 株式会社　サイトー チラシ配布による新規顧客の発掘と店舗・客層の若返り

茨城県 株式会社　島田商店 自社オリジナルブランド商品の構築とパッケージ化による販路開拓事業

茨城県 株式会社　スウィートグリーン 新商品「手もみ力餅」の開発並び販路拡大事業

茨城県 株式会社　つかもと つかもとプレミアム甘納豆「採」シリーズの商品開発による販路開拓事業

茨城県 株式会社　土蔵屋 川魚の「魚せんべい」の開発及び移動販売の強化

茨城県 株式会社　ファイン竹内宅建事務所 仕入れ物件の完売に向けた宣伝広告・

茨城県 株式会社　フタバ建設 リフォームパックの粗油品開発と長期的メンテ提案力強化事業

茨城県 株式会社　マルシン ホームページ改良及び販促品の活用による広告・宣伝活動

茨城県 株式会社　ゆたか家 足こぎ車椅子「プロファンド」認知度向上計画事業

茨城県 株式会社ＦＲＯＮＴＩＥＲ　ＧＡＴＥ カルチャースクール守谷クリーンコミュニティ空間創造事業

茨城県 株式会社創榮 和生菓子と五浦天心焼をコラボレーションさせた商品開発と販売

茨城県 株式会社セレモニー想送館 広域・広年齢層への周知を図る広告宣伝強化事業

茨城県 髪工房く～ぷねもと 女性が好む快適・清潔・安全空間を持った理容業への業態転換事業

茨城県 神橋亭 「筑波七味唐辛子」のチラシ・インターネットによる販路拡大

茨城県 川名ファーム 自社農園で採れた小麦粉及び野菜を使用したパスタ麺の製造販売

茨城県 ガンガコーポレーション㈱ 新メニューへの転換による販路拡大ＰＲ事業

茨城県 行政書士きらめき事務所 新支援サービス提供のＰＲ事業

茨城県 行政書士山崎ともこ事務所 事前対応型予防法務対策支援室の設置による販路拡大ＰＲ事業

茨城県 公文式　荒野台教室 学習効果ＵＰの為の環境整備

茨城県 げたや 店内改装・ホームページにおいての販売ＰＲ

茨城県 合同会社ＵＰ 有店舗小売業への経営転換計画

茨城県 駒村清明堂 地元素材を用いた手作りお香「水車が搗く香八郷のお香シリーズ」の開発及び販売促進事業

茨城県 サイクルショップマイロード 新規顧客獲得のチラシ作製と子供服のリサイクルショップ開設事業

茨城県 サイクルハウスＰ－らんど 新修理サービス提供のＰＲ事業

茨城県 桜川療術院 新商品「身ラクル枕」の販路拡大事業

茨城県 澤田製茶園 「黒落花生」の希少価値を高めるＰＲ事業

茨城県 椎名硝子店 網戸張替事業による個人顧客の効率開拓の推進ＰＲ事業
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茨城県 社労士事務所　スリーアイランド 新たな顧客掘り起こしによる顧客拡大の為のセミナー戦略

茨城県 食楽　したまち ハマグリカレー

茨城県 ストアー谷津 生産性・生産効率向上事業

茨城県 ストームフィールドガイド 川を活用したファンボート体験による自然環境教育事業

茨城県 ストーンビーチ・ラ・ズール 地場産にこだわったホームメイド燻製の加工販売

茨城県 炭火串焼　竜 炭火と煙とたばこの煙の分煙ソリューションによる新規顧客獲得事業

茨城県 関野商店 食用ユリ根の６次産業化（栽培・加工・販売）

茨城県 セルフ酒場Ｑワトロ 出張移動販売車（キッチンカー）でのイベント出店事業

茨城県 ソピアフォンス㈱ 地元企業（ご当地企業）のホームページＣＭＣ化事業

茨城県 大黒家 大黒家オリジナルブランド商品「和之家豚特製ベーコン」の開発及びＰＲ

茨城県 大子森林物産㈱
地ビール仕込み釜下の蒸気減圧弁の交換
団体様用パーティー・ミーティングルームの開設にあたってのエアコン設置

茨城県 橙雅交通株式会社 テーマ満喫型旅行スタイルに対応する少人数向けバス運行事業

茨城県 タカノ瓦工業 「ガイドライン工法」普及推進による新規顧客獲得

茨城県 高萩鈑金塗装工場 パネルヒーター導入及び台車導入による対応業務の拡大事業

茨城県 ダフニー 鉾田の海にレジャー発信基地づくり

茨城県 食べ処　わたなべ 入居者増を可能とするための慢性的駐車スペース不足の解消

茨城県 千葉酒店 コーヒー豆の自家焙煎販売事業

茨城県 中央技術サービス株式会社 設備再活用事業

茨城県 つるるんの湯宿　北浦湖畔荘 星降る散歩道サイクリング等を提供する「美・食・健」のおもてなし

茨城県 天然屋 ファミリー体験型金魚すくいの販路拡大

茨城県 トータルリペア　アトリエＫ 個人客を対象にした良質安価な中古車販売事業

茨城県 ともりび。 気になるレディースカイロプラクティックＰＲ事業

茨城県 トラットリア・チンクエチェント
ガーデンテラススタイルの導入と野外バーベキュユーメニューとグリル料理の提供ビアフェスタ
の導入

茨城県 仲田精肉店 チラシ・パンフレット・メニューの作成、配布による販路拡大

茨城県 にこにこハンバーグひまわり とってもステーキな店へのジャンプアップ事業

茨城県 にわけん 「にわけん」のブランドイメージ向上と生産性向上

茨城県 野口写真館 本物の写真の良さを確認して固定客を増加させる

茨城県 橋本旅館 老舗旅館によるカフェ事業

茨城県 パステリア　ゴッツオ 魅力ある外観と優しい店づくり／プリン販売の強化

茨城県 ハッピーわんず　長島純子 新規顧客獲得＆顧客満足度アップ

茨城県 桧佐陶工房 トイレ様式化工事

茨城県 美容室　Passo 休眠美容師の発掘と有効採用

茨城県 藤七屋 一般顧客を対象とした特殊合鍵の作成、錠前の取り付けによる販路拡大

茨城県 藤祥製菓㈱ 商品説明のパンフレット作成

茨城県 フレール美容室 着付け技能検定１級（国家資格）を活かした着物レンタル着付け事業

茨城県 平成寺子屋 iPadで認知症予防、脳若トレーニング

茨城県 宝来森田利雄商店 高萩名産「宝来納豆」直売所の開設による売上増を図る

茨城県 ほこた農商工企業組合 移動販売事業によるオリジナル商品の開発販売事業

茨城県 真壁商会 カンボジア産石材彫刻品の輸入ルート構築と販路拡大

茨城県 松田製茶 ブラックアーチ農法で行うお茶加工品（茶そば・お茶煎餅）の開発と販売事業

茨城県 松本カイロプラクティック院 スポーツによる身体負荷の矯正サービス提供のＰＲ事業
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茨城県 松本電工　株式会社
環境にやさしい太陽光発電・電気自動車充電設備のメンテナンスサービス・リフォームを核とし
た電気工事業のＢtoＣ事業の推進

茨城県 萬寿山 手作りギョウザ販路拡大事業

茨城県 箕輪商店 学校給食向けデザート商品開発供給事業

茨城県 宮本商店 憩いの場（コミュニティコナー）設営に伴うトイレ設置事業

茨城県 メンズサロンフジタ 家族みんなの癒しのサロン提供事業

茨城県 焼鳥　まるい 「はなびら茸」を使用した新商品開発及び販路開拓事業

茨城県 やぎぬま農園 青パパイヤを用いた製品のＰＲとパパイヤ味噌シリーズの開発

茨城県 やっこ鮨 様式トイレへの改修とレディースランチセットの提供

茨城県 八ッ橋商店 陶磁器等のインターネット販売事業

茨城県 ヤブズオート トータルカーメンテナンス部門設置による販路拡大ＰＲ事業

茨城県 山崎商会
車の健康状態を説明するカークリニックサービスと、これによるドライビングテクニック提案サー
ビスの開始

茨城県 ヤマザキショップおおみフルーツ 果実本来の栄養素と自然の恵みの提供のＰＲ事業

茨城県 有限会社　相沢商店 一般客開拓のための広報販路開拓事業

茨城県 有限会社　永寿堂 既存商品「パイまんじゅう松風」のブランディングによる収益体制の強化

茨城県 有限会社　カザマデンキ ロードサイドから何のお店か？一目で分かる！看板設置事業

茨城県 有限会社　澤屋都市開発 野立て看板立て替えによる集客

茨城県 有限会社　総合衣料さかきや 外観を明るくし、車で通っても直ぐ分かり、入ってみたくなるイメージアップ事業

茨城県 有限会社　田口造花店 店舗改装と葬儀事前相談コーナーの設置による集客力のアップ

茨城県 有限会社　当間屋酒店 インターナット動画の活用と試飲会の開催による安さ志向ではない新た顧客の開拓事業

茨城県 有限会社　長洲百貨店 安心・清潔・快適　様式トイレで集客を図る

茨城県 有限会社　ネモト 選べる商品。緑茶・紅茶の新規格商品パッケージ事業

茨城県 有限会社　福田電子 新興住宅の生涯顧客化による脱下請け推進事業

茨城県 有限会社　ヤマデン 当社の「強み」のＰＲによるはんろ開拓・拡大事業

茨城県 翌春堂　小室春江 伝統工芸品「かな料紙」を活用した新商品の開発

茨城県 ヨシザワ印刷社 レトロな活版印刷による個人の開拓事業

茨城県 吉田茶園 自力ブランド力の向上と販売促進による販売促進事業

茨城県 リ・オルグ 地域中小企業向け人材育成支援事業

茨城県 リフォメックスナカヤマ　有限会社 シニア層をターゲットにした販路拡大と住みやすい住宅の提案事業

茨城県 ワインショップすずき　鈴木要一 新規顧客獲得のための店舗改装と広報活動

茨城県 渡辺木材株式会社 WEBサイトのリニューアル

茨城県 和風レストラン竹水 販売促進チラシの作成・配布及び看板設置による販路開拓事業

茨城県 わんだふる わんちゃんと飼い主様のおもてなし空間創設

茨城県 伊太利亜食堂　燈屋 本格ナポリピザ開発および販売所設置とデリバリーサービスの提供

茨城県 株式会社ＮＥＭＯＴＯ 新事業「近視回復サポート事業」の広報活動強化

茨城県 ㈱アイオート 福祉車両取扱店として店舗作り・告知

茨城県 ㈱大久保 眼鏡加工機のバージョンアップ

茨城県 ㈱我那覇 リゾート空間の創出に特化したカジュアルコースの提供のＰＲ事業

茨城県 ㈱グローバルワークス 介護用提案型リフォームの提供のＰＲ事業

茨城県 ㈱黒田米穀 包装（米袋）刷新事業

茨城県 ㈱桜川石材工業 石材を利用した野立て太陽光発電専用架台の開発と新規顧客層への販売施工の展開

茨城県 ㈱シオン アントラーズチキンの開発
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茨城県 ㈱取手福祉サービス 地域密着型本格福祉環境整備のトータルコーディネートの提供のＰＲ事業

茨城県 ㈱中村建硝 防犯対策ガラス工事の提供のＰＲ事業

茨城県 ㈱西岡本店 酒蔵を活用した新規顧客開拓事業

茨城県 ㈱三橋電機 地域における自社の知名度＆シェアＵＰ既存サービスプラスＯＮＥ（お買いもの代行さーびす）

茨城県 ㈱吉田屋 カフェ物販複合型新店舗「ume cafe」の商品開発及び販売促進事業

茨城県 ㈲彩菜 中華と和の融合したレストランによる持ち帰りメイニューの開発及び販路拡大

茨城県 ㈲海老沢写真館 老朽化の伴う店舗内の有効利用改装

茨城県 ㈲オフィス西野 店舗内外装の色彩を統一することによるイメージアップ事業

茨城県 ㈲かっぱ荘 自社太陽光発電設備への太陽光ナビシステム導入事業

茨城県 ㈲カネヒラ シューズによる地域オンリーワンのサービス・技術の展開

茨城県 ㈲木村亀吉商店 商談室改装～生産者の見える店舗～

茨城県 ㈲協栄 中途採用により営業力を強化し、新規顧客開拓の推進

茨城県 ㈲佐白山のとうふ屋 茨城在来種たのくろ豆を使用した大豆関連商品の販売体制確立

茨城県 ㈲時田自動車 余分な塗料を活用したダブルペイントサービスのＰＲ事業

茨城県 ㈲中村建設 事業内容をＰＲする販促ツールの活用事業

茨城県 ㈲堀越 経営革新により新規参入した民間救急事業の周知と顧客の取り組み

茨城県 ㈲マイスター 特殊技術を活用した持続化計画のＰＲ事業

茨城県 ㈲水戸インターネット
パソコンサポート専門店「ぱそなび」の開設・中小企業向けＷｉｎｄｏｗｓＸＰ乗換サポートパックの
提供

茨城県 ㈲森田加工所 自社ブランドかんたんテント等の生産性向上と販路拡大

茨城県 ㈲モリナガ洋品店 店頭レジ周りの改装に伴う集客力向上事業

茨城県 ㈲山西肥料店 小規模農家省力化についての茎葉処理機導入

茨城県 ㈲山彦 新メニュー（スパゲティーメニュー６種類）追加のための厨房改修

茨城県 ㈲豊徳石材 農業用ハウス向け埋め込み式断熱版開発した新素材の販売事業

栃木県 大野畳店 日本固有の文化である国産イ草による国産畳製品のＰＲパンフレット制作

栃木県 美容室ブレス 大田原市初の増毛サロンのブース開設

栃木県 I.A.C CAR SERVICE㈱ 鈑金塗装部門の新設による自動車修理のワンストップサービス事業

栃木県 ＵＩ支援コンサルティング 会員専用アプリ等による中小企業経営ノウハウ等の有益情報の提供

栃木県 アイス工房きつれがわ カップ詰め商品パッケージの開発

栃木県 大島畳工業 国産畳表ＰＲ用の自社パンフレット作成

栃木県 カーケアショップヤマナカ 大切な愛車だから・・・もっとみんなに知ってほしい事業

栃木県 株式会社三ツ矢商事 看板の設置、店舗照明の置き換え。

栃木県 葛生建具店 新しいリフォームの取り組みをPRした販促・広報活動

栃木県 どまんなか食堂 ホームページの開設による店情報発信

栃木県 中里建設株式会社 安全性と効率性を有する「アクアピグ工法」普及のための宣伝事業

栃木県 バギーショップマルイ スマホ専用サイト対応ホームページによる新規顧客開拓と受注増加対策

栃木県 八幡そば 冷凍技術を活用した販売促進

栃木県 はちみつ専門店Ｂｅｅ’sＬabo
お客様の「体と心の健康」をテーマに、「プロポリスG-12」・「ローヤルゼリーＳ」の販売促進を目
的とした販路拡大の為の試験的な商品ラベルの製作と効果的パッケージ容器の開発、並びに
商品パンフレットの新規製作の事業

栃木県 はやき風株式会社 外構工事事業の拡充と新事業の断熱改修の展開

栃木県 ブルーベリーファーム有限会社 ネット販売を用いたブルーベリーチーズケーキの自社製品全国販売

栃木県 堀江タンス店 補修・修理業へのPRのため｢見せる作業場｣づくり
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栃木県 前原美容室 新サービス「ヘッドスパ」を活用した癒やしの提供

栃木県 マジック・スマイル ホームページ制作（スマートフォン対応）による新規顧客の開拓と売り上げ増加

栃木県 メダカ園たむら スマホ専用サイト対応ホームページで新規顧客からの受注増加

栃木県 山田牛乳店 新たな健康商品や当店のＰＲによる健康なまちづくり

栃木県 有限会社アイアイ チルド冷蔵庫の導入によるメニュー開発と、洋式トイレ改修

栃木県 有限会社ふとんの大森 店舗案内看板及び店舗看板の設置

栃木県 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞﾘｰﾎｰﾑ･ｽｳｨｰﾄ株式会社 「ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞﾘｰﾎｰﾑ･ｽｳｨｰﾄ」の地元認知度強化と販売促進

栃木県 株式会社グルメコンガーズ 『新里ねぎ加工品をマーケットの一年生に入学させよう』事業

栃木県 株式会社人財学園 講習案内等看板と企業向け募集ＰＲ用パンフ作成設置

栃木県 株式会社野沢製作所 製図用コンパスのベトナム国への製品輸出・販売事業拠点設置・製造拠点設置

栃木県 丸昌産業株式会社 脱衣料、機能性糸加工の安定した受注拡大事業

栃木県 岩船クリーニング商会 クリーニングとリペア（衣類等の復元、再利用）の融合

栃木県 星のや商店 オリジナルアイデア商品でGS事業脱出！事業転換！

栃木県 早川食品株式会社 販促用チラシの作成、配布。のぼり旗の作成、設置。ホームページの再構築。

栃木県 第一酒造株式会社 海外市場を目指した常温管理可能な発泡性日本酒の開発

栃木県 有限会社　川魚瀬下 携帯端末対応、モバイル対応ホームページの作成

栃木県 有限会社ニュー霧降 日光酒粕ディップソースのパッケージデザインおよび容器の大幅な改良。

栃木県 有限会社ヤング
地元日光・鬼怒川の地域資源を活用した新たなメニュー開発と既存人気メニューの改良による
“日光イタリアン”“鬼怒川イタリアン”の発信。

群馬県 株式会社アパートメント・プロ 新素材壁紙「ぐんまロイヤルシルク壁紙」の販売展開

群馬県 まほろば司法書士事務所 新たな顧客層を開拓！自分でできる相続手続キット

群馬県 有限会社エイ・ティー・エムオフィス 看板設置やチラシ配付による名刺や一般印刷物の販路拡大事業

群馬県 有限会社ＤＹＣ 物産展市場に特化したポータルサイト事業の拡大

群馬県 伊田繊維株式会社 「和粋庵」「IKISUGATA」ブランド作務衣・甚平で展示会への出展・販路拡大

群馬県 BP・フジミ 非常用給水トレーラーの開発と普及販売

群馬県 GreenField株式会社 業務拡大に伴う会社認知度向上看板設置事業

群馬県 NATASnatas フリーペーパー活用による新規顧客の獲得及びリピーターの掘り起し

群馬県 移動美容者そらいろ 市場開拓における移動美容車の知名度向上活動

群馬県 岡田総業 新たな顧客創出のための店舗リニューアル事業

群馬県 奥利根ワイン株式会社 ボトルプリントサービスによるオーダーメイドギフトのネット販売、広告宣伝による販路開拓

群馬県 株式会社あかぎチキン 直接販売に向けた新たな販路開拓事業

群馬県 株式会社アトランティス 第２の主力事業の宝飾品を活用した革新的なネイル技術開発・販売

群馬県 株式会社アミコ 国産初のフルモードソファー開発による販路拡大

群馬県 株式会社石井工業 Si Magic“AGAIN”のパンフレットの作成事業

群馬県 株式会社桐生さくらや 織都桐生の職人が作る特選商品に特化したウェブ販売事業

群馬県 株式会社玉村ショッピングプラザ お客様用トイレ改修事業

群馬県 株式会社田村建設 新たな顧客開拓のための広告PR強化事業

群馬県 株式会社つかさフードサービス 新たな集客を図るための店内設備グレードアップと事業

群馬県 株式会社ファスター 腰ベルト・骨盤サポートベルトの製品を英語圏へ販売する

群馬県 株式会社藤商 販売促進のためのHPの作成と在庫整理棚の設置

群馬県 株式会社平成オプトロニクス NC自動自動旋盤M32Vによる複雑複合加工の実現

群馬県 株式会社北毛久呂保 海外展開に向けての商品PRチラシと海外向けホームページ作成
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群馬県 株式会社松井ニット技研 国内展示会へ出展による販売促進と感性の高いヤング層の取り込み

群馬県 亀井自動車 ボディーコーティング施工の取り扱いによる販路拡大

群馬県 剣持豆腐店 直販への新規事業での店舗外観の刷新とパッケージリニューアル

群馬県 榊原畳店 ゆるキャラコラボ販促ツールを活用した若年層の取り込み事業

群馬県 鈴木アップル園 ドライトマト・リンゴジュースの開発販売と予約のFAX化

群馬県 そば処　角弥 インターネット販売の拡充とカタログ販売の開始

群馬県 土田酒造株式会社 インターネットによる登録会員様向け専用限定酒の販売

群馬県 独標 サンドイッチ商品の多様化の販売開発

群馬県 ブリックブロック 上州メガドッグによる都内での販路開拓

群馬県 野菜のスイーツべじ太 ドライ製品を使った新たな調味料開発とりんごの皮を使った果実茶の開発

群馬県 山﨑酒造株式会社 酒蔵を活用した販売促進のための憩いの場の提供

群馬県 有限会社新井電業 太陽光発電システムのメンテナンスサービスを核としたBtoC事業の推進

群馬県 有限会社石田製麺工場 ネット販売システムの構築と販売管理システム導入事業

群馬県 有限会社エースフロント 安全・安心を目指したデジタルタコメーター導入

群馬県 有限会社かわば 新商品甘酒のネット販売システム構築と販路開拓強化事業

群馬県 有限会社ケアサプライサービス 自社取扱商品やサービスをまとめたオリジナルパンフレットの作成

群馬県 有限会社小堀うなぎ店 新メニューの展開と通過客の町内誘導を図る看板の設置による新規顧客獲得と売上拡大

群馬県 有限会社タキザワ 高級ワインのグラス試飲サービスと生まれ年のお酒コーナー新設

群馬県 有限会社つつみ 高視覚効果の看板とECサイト構築並びに新媒体広告利用による販路拡大

群馬県 有限会社フジケン 会社認知度向上看板設置事業

群馬県 有限会社悠々庵 「水晶入り線香」「水晶入り線香の進物」開発事業

群馬県 渡邉ファーム 野菜ソムリエが作るケークサレ及び手づくりジャムの開発と商品化

群馬県 縁 店舗の外観及び看板を設置し店舗の認知度を上げ、集客力のアップを目指す。

群馬県 奥利根自然菜園株式会社 ティッシュ箱として再利用可能なパッケージの開発

群馬県 下山縫製　有限会社 内製化によるボトルネック解消と、特殊ミシン開発による難加工素材への挑戦

群馬県 株式会社Ｆｌｏｓ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝ツールの作成

群馬県 株式会社ジャパンアイデアセンター
一般顧客への周知活動による顧客層の広域化および｢贈る文化｣周知によるおもてなし文化復
活

群馬県 株式会社桐生旅行
旅行業を通じて得た人脈を利用した商品仕入販売促進および「大人・不良・音楽・自由・本物・
個性」を趣味とした顧客へのライフスタイルの提案

群馬県 株式会社彦部科学 糸巻き技術を応用したオリジナルランプシェードの全国販路開拓事業

群馬県 株式会社福島商店 木質ペレット及び薪用ストーブの販路拡大事業

群馬県 光工芸有限会社 エコ素材と高機能プリンタを活用した新商品開発・販売

群馬県 染と織　櫟 新開発の撚糸技術と製織同時染色技法を活用した新ブランド商品開発及び販売

群馬県 大橋メリヤス 各展示会等の特徴に合わせて行う、新商品開発及び販路拡大事業

群馬県 大内栄＋空間工房 ①注文住宅のWeb受注拡大×②新商品もくべぇの販売促進事業

群馬県 有限会社　インカローズ占翠社 着物リメイク教室による顧客層拡大と、“織都”の着物資源確保

群馬県 有限会社ナカッツ 製品の品質精度の向上と、生産プラントの自動化による受注機会の増大

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや ”県内初”ベビーフォトに特化した、フォトスタジオの新設

埼玉県 BACKPACKERS LUNCH（バックパッカーズランチ） 移動販売のノウハウを生かした商品開発及び新規固定店舗への出店

埼玉県 ｋｎｏｃｋ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＤＯＯＲ ファッションとして楽しめるオリジナルオシャレステッキの販促活動

埼玉県 YourMedia リアルタイム放送配信事業

埼玉県 アイオーシステム IOSーPLCシリーズ｢てすちゃん｣の販売促進事業
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埼玉県 池田屋商店 建材卸から現場施工への業態改善と販売促進

埼玉県 行幸自動車 現場対応力向上と流出顧客の回帰及び新規顧客獲得の為の大型トラック故障診断機の導入

埼玉県 石井酒造株式会社 新商品のラベル開発及び自社HPの作成による販路拡大

埼玉県 インプラス株式会社 商品PRキャラクター着ぐるみの制作

埼玉県 ウスキングベーグル くつろぎ空間としてのイートイン環境の改善

埼玉県 鰻・活魚　やな川 高齢者・女性にやさしい様式トイレへの改修による新規顧客の獲得

埼玉県 エステティックサロン我夢 新サービス｢理美容室への出張エステ｣の開始によるエステ機器の購入

埼玉県 エフ・イー・ケー有限会社 テフロン被服○リング・チューブ加工GS化への新たなる販路開拓

埼玉県 エムテック科学株式会社 展示会「国際粉体工業展　東京２０１４」出展

埼玉県 大沢ラジオ商会 太陽光発電普及販売及びソーラーシェアリングの挑戦

埼玉県 おおとも接骨院 他院との差別化とその認知

埼玉県 海鮮番屋　旬 スマートホンを活用した集客事業

埼玉県 風布にじます釣り堀センター 四世代家族や福祉施設団体利用で高齢者が楽しめる施設の広告戦略

埼玉県 (株)あらい屋 萌えキャラクターと地域資源を融合させた商品開発

埼玉県 株式会社　アクア ディスポーザー型生ゴミ処理機の展示会出展と実演

埼玉県 株式会社　サエキ
ラミネート加工機械導入による外注加工費の削減と作業効率改善による納品期間短縮による
販路拡大

埼玉県 株式会社　杉田発條 プレス加工とLED販売の融合に於ける作業スペース確保について

埼玉県 株式会社GROW（株式会社　グロウ） ダーツマシンの販路拡大のためのホームページ作成・SEO対策

埼玉県 株式会社kksproject 新たな自社取扱商品PRによる新規顧客開拓

埼玉県 株式会社イノウエ みそ豚ソーセージ・豆そばグラノーラ開発とその広告施策

埼玉県 株式会社カケハシ・スタイル 発進力の強化による｢音楽と出会う場｣の創造とブランドの向上

埼玉県 株式会社ケ・プロダクション６ 菓子・パン小売店の販売用備品の品質向上・安定供給と販路拡大

埼玉県 株式会社ケンソー 改修塗装現場ｼｮｰｹｰｽ化事業

埼玉県 株式会社コンシェルジュ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘでの投資手帳の作成

埼玉県 株式会社三協システム 空気清浄機用フィルターユニットを中国に販売。

埼玉県 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター 映像を含むWEBコンテンツの充実と集客手法の確立事業

埼玉県 株式会社スマートツール 欧州有名ブランド『ホフマン』商品の国内投入による市場開拓

埼玉県 株式会社大黒屋商店 蒟蒻製造の伝統を生かしたアルミ整型枠の導入による販路開拓事業

埼玉県 株式会社田中理器 美容向け新・改良型ヘアアイロンの設計・開発

埼玉県 株式会社ビバハウス リフォーム断熱による売上向上事業

埼玉県 株式会社武器屋 ３Dプリンター及び３Dスキャナーによる小道具・アクセサリー製作事業

埼玉県 株式会社マキ商会 消耗品商材の販路開拓

埼玉県 株式会社丸和製作所 日本一の展示会に出展し新規顧客獲得と販売拡大を目指す

埼玉県 株式会社メゾン・ド・プルミエ アニバーサリーデリ事業

埼玉県 株式会社山の木 新事業PRのための、垂れ幕、のぼり、チラシ等の製作

埼玉県 （株）島崎土建 自社電話回線網構築による顧客へのより良いサービス提供

埼玉県 ガレージカナモリ キズ、ヘコミも綺麗に修理！｢簡易塗装ブース｣の設置

埼玉県 キャピタルエンタープライズ株式会社 ｢キャピタルアート事業｣の販路拡大を目指す広報宣伝活動

埼玉県 クリエイトサロン　フォーユー 女性のエステとお顔そりをミックスしたメニューの充実

埼玉県 合資会社アトリエいちいちなな 建築業向け　下地材取付金具の新製品『下地一発』の販売促進

埼玉県 コマツアートデザイン(株) 新規開発製品の減音パネルを活用した減音モデルルームの設置による新規古ky買うの開拓
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埼玉県 仕立屋　バルコン東松山店 お客様が見やすく、分かり易い、売り場環境整備事業

埼玉県 嶋田製作所 自社開発によるマダイ釣用M・シンカーの販路開拓事業

埼玉県 ジャパンテック株式会社 住宅塗装元請け工事の主力事業化に伴う販路開拓

埼玉県 食彩創鮓　石橋坂 料理番組を取り入れたオフィシャルホームページにリニューアル

埼玉県 スカッコマット 新たなターゲットとして「少人数での貸切需要」を取り込むための販売促進強化

埼玉県 鮨今野 店舗リニューアルに伴う新たな価値の提供による販路開拓事業

埼玉県 すまいのマルコウ これで納得マルッとまるわかり！｢すまいのマルコウ　まるわかりチラシ作成事業｣

埼玉県 すまいるエフエム株式会社 地域のラジオPR作戦

埼玉県 蕎麦処　権兵衛
蕎麦処　権兵衛　の周知を図る取組と、清潔感のあるくつろげるホール環境の整備と調理場の
改善による作業効率向上を図る。

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 手打ちそば吉田家 新規顧客の獲得と新たな販路開拓

埼玉県 鳥越寿司 団地高齢者憩いの場計画

埼玉県 とんかつ　ぼたん 平牧三元豚味噌漬け開発

埼玉県 中原印房　東松山本店 名入れ商品・オリジナル印鑑・宣伝｢通販）サイトと構築

埼玉県 日商テレコム株式会社 ゆるキャラを活用した商品包装パッケージのデザイン開発

埼玉県 萩原米菓 地元東松山名物「みぞだれやきとり」を活用した菓子土産の開発、販売

埼玉県 晴雲酒造株式会社 酒造見学・食事・お土産を楽しめる地域性のあるパンフレットの開発

埼玉県 パティスリーアティレ 知ってもらう＆来てもらうための顧客獲得戦略

埼玉県 花園香房 無添加・無農薬　赤しそジュースの商品化

埼玉県 花園養蜂場 雄蜂専用プラスティック製巣枠設置による雄蜂の商品化

埼玉県 はなぶさ造園 緑地管理｢お庭のリフォーム｣の広報事業

埼玉県 ファーストペンギン合同会社 テイクアウト専門のスペシャルティコーヒーの販売

埼玉県 ふじこう 家族二世代での新規顧客獲得のための掘りごたつリニューアル

埼玉県 雅グリーン 特殊造形技術を駆使したエクステリア工事取得大作戦！！

埼玉県 正太郎 ２階トイレ及び、階段手すり改修による団体顧客集客事業

埼玉県 町田ローソク株式会社 自社ブランド商品｢キャンドルサシェ｣と｢ロジーナ｣の仕様変更と販路拡大

埼玉県 松島屋 めざせ、来客者増のﾁﾗｼ折り込み大作戦！

埼玉県 みつや琴製造株式会社 海外向け中国古箏の販売に向けた反俗ツールの製作について

埼玉県 有限会社　油理 作業者や環境に低負担な黒染め処理方法の開発・内製化

埼玉県 有限会社　飯田酒店 ２回（4月・１１月）に行う｢酒ライフ祭り｣HPの立ち上げ

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のためのガーデニング工事

埼玉県 有限会社　カロリー 新規顧客を獲得に向けた新たな商品開発とPR及びトイレの改修

埼玉県 有限会社　澤屋酒店 萌酒　新シリーズ｢百鬼酒｣の開発

埼玉県 有限会社　フィーライン 顧客獲得のためのペット美容室施設拡充

埼玉県 有限会社　福地工務店 宣伝活動強化による販路開拓事業

埼玉県 有限会社アルテックトーヨー住器 省エネ・耐震安心リフォームプロジェクト

埼玉県 有限会社大塚工務店 埼玉県産木材を活用したリフォームの広報事業

埼玉県 有限会社大野農場 ネット販売システムの構築

埼玉県 有限会社後藤酒店 取り扱い商品リスト作成による新規顧客開拓事業

埼玉県 有限会社コラム 婦人服部門；本社での一般販売。送迎販売の開始。出張販売。遠方送り販売

埼玉県 有限会社西倉西間堂 地域の食を生かした「人形焼・ﾍﾞｰﾋﾞｰｶｽﾃﾗ」開発事業
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埼玉県 有限会社ふくだや
顧客高齢化環境対策を踏まえた店内滞留時間延長と若年層への販路開拓のためのトイレ等リ
ニューアル

埼玉県 有限会社藤屋精肉店 お肉専門典の新鮮な素材を使った新商品開発及びお弁当の販売開始

埼玉県 有限会社柳原商事 観光ガイドと一本化したパンフレット作成による販路開拓事業

埼玉県 有限会社リンクス ６０歳以上、みんな集まれ！～若者に負けないITスキルと癒やしを促進～

埼玉県 (有)成駒 和の技法、和の素材を活かした居酒屋ラーメン店の宣伝広告事業

埼玉県 ラーメン　アキラ ネット戦略と女性客増を目的とした事業展開

埼玉県 ライフ･ワン 新規顧客の開拓・新規顧客の獲得・結婚する人を増やす

埼玉県 ライフアップ住設株式会社 安心、安全な福祉住環境の提供事業

埼玉県 ワイ・マネジメント株式会社 カタクリ花のガレットの開発と販売これに伴う広告施策

埼玉県 和風レストランきむら 高齢者向けの料理の開発及び高齢者が来客しやすい場所の提供

埼玉県 株式会社デンソン コンクリート省エネルギー養生設備拡販計画。

埼玉県 株式会社山一造園
新しい取り組み「水景の庭、雑木の庭」を広く宣伝する為の広告宣伝・廃材を利用した薪の製
造加工、販売

埼玉県 有限会社坂部 虹色のじゅうたん展

埼玉県 澤田園 気軽に寄れて茶が楽しめる　中山道深谷茶屋

埼玉県 齋藤染物店 「藍染の店舗用のれんに特化したサイト、ai-noren.com（藍のれん.COM）の開設」

埼玉県 株式会社吉澤建設工業 リフォーム事業専用ＷＥＢサイトの構築

埼玉県 ジャパニメ有限会社 自社製品の販路拡大の為の海外展示会への出展

埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 蘭のイベントに「ふらっと遊びに来てもらう」仕掛けの構築

埼玉県 葵 増席による顧客来店お断りの解消

埼玉県 屋台酒場　大滝さんち 団塊世代の親子をターゲットとした店づくりを行い、屋台村共通イベントを開催する。

埼玉県 株式会社かとう
女性客や若者に居心地よく清潔感あるスペース作りのための店舗改装と店内環境（煙対策）、
トイレの美化を改善するための設備交換購入。

埼玉県 株式会社ケイズコーポレーション 全国市場を捉えた大規模展示会への参加による販路拡大

埼玉県 株式会社ステラコンサルティング 中小企業向け勤怠管理ソフトウェア「勤怠ママ」の開発

埼玉県 株式会社タナクロ ＷＥＢ広告の強化、ＥＣサイト顧客・在庫情報のシステム化

埼玉県 株式会社マンモス 色々相談できる保険カフェの新規開設

埼玉県 株式会社レッドグラッシーズ 日本国内向け、海外向け、少量多品種冊子とカードの自社生産

埼玉県 株式会社栄進 保険代理ＪＶ（ジョイントベンチャー）「４社会」

埼玉県 株式会社炭道楽 常設商品及び新パッケージ製作と販路拡大

埼玉県 浅見織物 集客施設出店による売り上げ拡大と利益率の向上

埼玉県 堀内製菓 「メッセージ入り末長く」の新発売に伴う法人営業強化

埼玉県 未来塾 「速読」による小学生塾生増員（売上拡大）計画

埼玉県 有限会社アイ電気 「下請け工場からメーカーへ！」自社製品（野球表示板）の販路拡大事業。

埼玉県 有限会社メリィ 工場機能の拡張、及び展示スペースの改装による販売力の強化

埼玉県 有限会社彩北 和（座敷席）を洋（テーブル席）へチェンジし、メニューの店頭紹介

埼玉県 有限会社三河屋 和菓子・洋菓子部門を統一した、新たなブランドイメージの構築

埼玉県 有限会社弁天 高齢者の特化した配送サービスに関する情報発信

埼玉県 有限会社鈴木自動車商会 販路拡大及び顧客満足度向上

埼玉県 有限会社煉創 「キュアガーデン」を活用した新たなリアル営業等による、地元顧客の獲得

埼玉県 鮨居酒屋　山人
ホテル宿泊者向け、特選魚介類と地元野菜を使った新メニュー開発とクリアーファイルを活用し
た販売促進事業

千葉県 株式会社デファクトスタイル 自転車・車いす用のパンクしない樹脂タイヤ「ＥＶＡＲＴｕｂｅ」のプロモーション活動

千葉県 グリーン社会保険労務士事務所 WEBセミナーの提供、教材の販売、会員制度の開設
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千葉県 税理士　中野寛也事務所 金融機関及び不動産業と連携し地域に貢献する税理士業の展開

千葉県 福田海苔店 広告の作成・配布。パッケージのデザイン一新。

千葉県 ａｌｗａｙｓショップあらい 店舗照明改善を実施し、集客力を高める事業

千葉県 アローフィールド 中国（上海）でのネット販売システムの構築による販路拡大

千葉県 温泉旅館川の家 高齢の宿泊者対応に伴う、脱衣場のバリアフリー化とリニューアル

千葉県 かたくり １５周年ありがとうキャンペーン（２０１４年夏）

千葉県 かなや商店 取引先拡充の為の冷蔵庫修繕による在庫量の確保

千葉県 金田鍼灸院 鍼灸院店舗型事業展開に伴う顧客層増大事業

千葉県 株式会社　DO INTERNATIONAL スタンドアップボードの開発

千葉県 株式会社　紀伊乃国屋 平日・閑散期の旅行需要喚起の宿泊メニュー提案事業

千葉県 株式会社　鍋屋商店 BtoB取引増加のための企業Webサイト構築

千葉県 株式会社　福辺工業所 伝統工法をお客様にみていただくための展示施設の設営と新人の育成

千葉県 株式会社　ライトウェイト 建設業向けの試用版クラウド型見積もりシステムの試作品作成

千葉県 株式会社　綿文商店 新規顧客開拓のための自社HPリニューアル

千葉県 株式会社fit 整体技術セミナー（甲地式　神業整体）の全国展開

千葉県 株式会社明コーポレーション 新グランドメニューの開発

千葉県 株式会社ティアンドティ企画 焙煎コーヒーの風香味劣化防止を目的とした窒素ガス充填包装設備の導入

千葉県 株式会社トゥモローズ 「農業経営の見える化」事例の調査事業

千葉県 株式会社ニューハマコーポレーション 祝い膳パンフレットの作成

千葉県 株式会社山田技研 個人客の獲得のためのネットシステム等の構築

千葉県 鎌ヶ谷観光バス有限会社 新鎌ヶ谷駅～千葉ニュータウン間路線バス事業参入に伴うＰＲ活動の実施

千葉県 キッチンさわ イチジク加工品の自家販売及び新商品の開発事業

千葉県 ギフトふじい 陶芸教室における売り上げ増加と作業効率の向上

千葉県 クチーナトキオネーゼコジマ
料理教室開催及び写真パネル設置による通りへの店内情報のアピール強化。ネット通販によ
るショッピングサイト開設

千葉県 合同会社　のざと菓子店 店舗への看板及びのれんの設置、ＨＰ作成

千葉県 コネクト 特殊素材印刷技術等の新規導入と広告宣伝

千葉県 斉藤農園 席数増加のための改築事業

千葉県 旬菜味処浜の郷 店舗設備の改善による顧客満足向上事業

千葉県 白浜モータース 高齢者にやさしく寛いでいただく空間創出のためのエアコン整備事業

千葉県 住吉飯店 ファミリー層等獲得に向けた顧客満足度を高める店舗受け入れ態勢構築事業

千葉県 高野内建設株式会社 リフォーム工事への本格進出

千葉県 高橋輪業　株式会社 カーディーラー、カーショップと同等のサービス、技術提供に伴う設備及び従業員の新規雇用

千葉県 たまあーと創作工房 美術を通じての共育活動

千葉県 中華料理　幸徳 女性客・ファミリー客観光客獲得のためのサービス向上事業

千葉県 とんかつ　いちの家 新規顧客獲得に向けたホームページの制作と看板スポットライトの増設

千葉県 浜よし 広告宣伝事業、施設改修事業、新商品開発事業

千葉県 富士無線機材株式会社 ホームページの設立で新事業の金属加工とアッセンブリのアピール。

千葉県 三上写真館 学校音楽祭等ＤＶＤ制作に係るパンフレットの作成及び写真注文ＨＰの製作

千葉県 メディアック船橋教室 「iPad講座」の新設

千葉県 麺処　霧笛 新店舗移転に合わせた店舗装飾・チラシ作成・ＨＰ等を活用した宣伝活動

千葉県 有限会社　一真企画 店舗東側と正面のさがり壁への看板設置と正面の垂れ幕設置
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千葉県 有限会社　狩野鈑金工業所 新規顧客獲得のためのＨＰ構築

千葉県 有限会社　武井製茶工場 体験型・観光客等来客者用トイレ改修工事

千葉県 有限会社　徳田洋品店 オリジナルキャラクターグッズの開発・販売事業

千葉県 有限会社　奈良輪　豊月堂
店舗レイアウト変更による冷蔵ショーケースの入れ替え。新商品・リニューアル商品における
パッケージデザインの刷新。観光客をターゲットとした土産品を中心とした店舗カタログの作成

千葉県 有限会社アルガマリーナ カタクチイワシを使った食品による販路開拓

千葉県 有限会社エムアールサービス 「隠れた町の修理屋さんからの脱却・未来ある明るい職場の創造」

千葉県 有限会社嵯峨和 新規顧客の獲得に向けた高齢者層対応設備への改良工事

千葉県 有限会社なりまつ薬品 店舗看板の更新及び店舗イメージの刷新事業

千葉県 有限会社マルヨーのり製造所 のり佃煮・しそひじきふりかけのパッケージ見直し

千葉県 和食処清恵 お土産品の販売スペースの整備と自社製土産品（テイクアウト品）の開発・ＰＲ

千葉県 株式会社ベル・ヴォア エンターテイナーバンク（アーティストやパフォーマーの人材バンク）

千葉県 株式会社ボワール 新規顧客の獲得

千葉県 行政書士瀬戸川法務事務所 建設業許可業務のPR強化事業

千葉県 有限会社まきの 環境への配慮・生活環境へ変化に対応した販売販路拡大

千葉県 養神館合気道蒼龍 生涯スポーツとしての合気道普及のための道場環境整備

東京都 English　Plus Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｌｕｓのサービスの周知と留学サポート事業の拡大

東京都 Hair Salon Tanaka 販路拡大を目的としたチラシの作成・配布

東京都 ｈｏｃｃｏｒｉ　＊ｃａｆｅ（ほっこり　かふぇ） 立川野菜＆名品マルシェ

東京都 Lin MC Group(株) 「ファイナルノートBOOK」の販路開拓、およびポスターの作成、取付け

東京都 ＭＯＭＯ 表参道ヒルズのギャラリーでの展示販売

東京都 OUMA(株) 広告媒体を活用した個人顧客の獲得

東京都 Ｐａｓｓｉｏｎ
外国語教室Ｐａｓｓｉｏｎ又は英会話スクールＰａｓｓｉｏｎ　4月以降春シーズンに向けて、新規生徒
募集のためのチラシ、ホームページ、看板、玄関入口のリニューアル。

東京都 rewords design アパレル合同展示会への出店、および販路の開拓

東京都 shujiworks 皮革製品の修理部門の新設事業

東京都 ＹｕＮａｉｌユーネイル ホームページ改善、及びその認知のためのサイン看板設置

東京都 安堂(株) 今川焼とかき氷の移動販売

東京都 居酒屋集っこ 店舗内設備老朽化に伴う設備更新事業

東京都 ウエストビレッジトーキョー 展示会出展に向けた新商品開発及び販路開拓

東京都 内山建築設計室一級建築士事務所 木造住宅再生（耐震・断熱）手法の展示型ギャラリーの整備事業

東京都 エディフィス省エネテック(株) 建築物用省エネ商品を展示・啓蒙・発表するための展示会への参加

東京都 オレンジトーキョー株式会社 国産莫大小（メリヤス）製品の国内外への販路拡大

東京都 ガイアモーレ株式会社 自立を目指すプロキャリアカウンセラー養成講座の開講

東京都 菓子屋イコナ 新規イートインスペース設置による集客事業

東京都 株式会社Ａｉｒ　Ｍｅｄｉａ 屋内環境向上のための製品開発

東京都 株式会社ｅａｔｍｅｅｔ 販路拡大を目標としたサンプル提供と牧場見学による取り組み強化

東京都 株式会社ＦＯＲＫ イベント出展とそれに伴う新カタログの製作及び商品パッケージの改良

東京都 (株)M.フードサービス 地産地消野菜の活用と販売促進事業

東京都 (株)Peace21 【介コム】ブランド　商品化モデルの開発

東京都 株式会社Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ＆Ｐｒｏｄｕｃｅ 「ぼくの絵アニメ」（仮称）

東京都 (株)RITA HOME'S 介護者向けリフォームチラシ

東京都 (株)あたぼう 文房具・手帳の新たな販路開拓のための展示会出展事業
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東京都 株式会社アルーシャ 集客強化スマホ対応ＨＰ構築＆ネイル関連商品のネット販売

東京都 (株)イージオ スマートフォンに対応したホームページの更新と紙媒体による新たな販路開拓

東京都 株式会社いしだ屋
「イージーマイクッカー」の販促として、①大阪での展示会出展②東京での内覧会③ホームペー
ジの改良を実施する。

東京都 (株)ウイング 半導体検査装置の海外輸出のための販促ツールの整備

東京都 株式会社ウェイビー Ｅコマースの制作事業の強化、商品開発

東京都 株式会社エアリーライム 未発見のクールＪＡＰＡＮの魅力を世界に広める電子出版大作戦

東京都 (株)エイシア ペット向けオーダーメイド押し花写真額の販売事業

東京都 (株)エコミナミ 自社製品を取扱う販売施工代理店・販売特約店の拡大及び活性化

東京都 (株)ケーナインラボ 新規機能性食品の販促のための改良

東京都 株式会社コンセプト 大規模画像認識アルゴリズムによる拡張現実感プラットフォーム

東京都 (株)新和精機 新商品「ペットボトル小型粉砕機」の販路拡大

東京都 (株)セレモの森 多様化する葬祭業態の提案と低価格サービスの実現

東京都 株式会社ダイワバッグ ホームページ作成による、知名度向上とリアル店舗への誘導事業

東京都 株式会社タコスマイル 増収大作戦

東京都 株式会社ドマーチェ ライセンスブランド下着の開発および販売

東京都 株式会社富田染工芸 業種転換事業

東京都 (株)ネクストブレイン 販売促進のためのWEB通販システムの再構築とマンパワー（人材）の活用

東京都 (株)ハウス・サポート秋川 新たな顧客層の取り込みを狙ったチラシの作成と広告宣伝

東京都 株式会社ハッピーリス 食事介助のための嚥下音確認装置の開発・広報

東京都 株式会社ファーストアセント ベビーシッター事業者向け運用支援サービス

東京都 (株)フォレストバーウッド 展示会等出展における新商品の販路開拓

東京都 株式会社藤本ニューライフ研究所 ネイルサロン「マカロン」池袋東口店の新規出店および全５店舗の売上向上計画

東京都 株式会社プリントワークス 営業から納品までの一貫した短納期対応体制構築による顧客開拓

東京都 株式会社ホスピタリティ・ワン 訪問看護事業におけるフランチャイズ本部の立上と加盟店の募集

東京都 (株)メディカルセミナーズ 超高齢化社会の日本を支えるプロフェッショナルな看護師を育てる

東京都 株式会社山乃屋 ネット通販新規顧客獲得及び、実店舗での集客強化事業

東京都 株式会社ヨシタケ リフォームイベント（感謝祭）及びチラシ

東京都 (株)ローザ特殊化粧料 集客できる「多摩のお土産化粧品シリーズ」の市場導入

東京都 絹山不動産(株) 狛江シルバー不動産事業（60歳からのお部屋探し）

東京都 合同会社サイファ 対象者限定新規グループレッスンの開講

東京都 合同会社テクニカルプロ 赤血球沈降測定装置（血沈スタンド）の児童測定システムの開発

東京都 小林畳店 男性用縁バッグの開発、及び調布市外での展示会による市場拡大

東京都 ジェリーコールデザイン オリジナル製品のPR・受注活動のための国際展示会への出展

東京都 成城・城田公房 ホームページリニューアルおよび販売促進チラシの作成

東京都 ソーシャルダイニングルーム・立川 「野菜もたっぷりカポナータ弁当」の開発・普及事業

東京都 タタミショップ新幸 日本の伝統文化である畳の良さを知っていただくホームページの製作

東京都 東京食品株式会社 販売店舗向けの王様ヨーグルト販促物作成と広報

東京都 ニッシンエレクトロ(株) 新製品（ピアノ演奏レコーディングユニット）の海外販路拡大

東京都 波多野石油 新規顧客開拓事業

東京都 美容室シェモア 高齢者等をターゲットに出来る設備導入と販促強化事業

東京都 ヘアーサロンまるやま 女性顔そりとエステの専用個室の設置事業
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東京都 メンタルサポートマネジメント株式会社 顧客関係構築の仕組みを活用した効果的かつ効率的な運営によるカウンセリング業務の構築

東京都 モンスーンジャパン合同会社 ケニア産インテリアのＰＲ、販売促進

東京都 山城製作所
・建物外壁タイル用化粧ネジおよび光学装置用アルミニウム筒状部品の試作開発
・上記試作開発品のホームページ上でのPR

東京都 (有)ABEプランニング オーダーメイドのネックレスやイヤリングのサンプルを作成

東京都 (有)CANVAS 町工場向け　実績集作成サービスによる販路開拓

東京都 (有)アースブルー 皮膚保護クリーム「プロテクトシリーズ」の販路開拓事業

東京都 (有)カーテックキヨノ タイヤ保管サービスの導入に伴う販売促進事業

東京都 (有)角萬酒店 オリジナル商品開発PR事業と自動販売機販売事業

東京都 (有)くろすとーく 「映画のまち手帳」の開発・発行

東京都 (有)サウンドオフィス・コア トータルウェディングサウンド「音楽で決めるウェディング」

東京都 (有)サロン・ド・セシール 販促用のチラシ作製と配布

東京都 有限会社十字屋 店前のリニューアル

東京都 (有)鈴木園 店頭告知強化による店舗販売・販路開拓向上事業

東京都 有限会社タカハシ食品
「Summer  Fancy  Food  Show  ２０１４」inニューヨークとモントリオールでのサラダ昆布試食ＰＲ
事業

東京都 (有)でく工房 高齢者向け製品の販路開拓に向けた国際福祉機器展への出展

東京都 有限会社トゥロッシュ パペット型電子楽器ネコ型・並びに新型パペット開発販売

東京都 (有)萩書房 農家への印鑑の改刻（彫り直し）サービス事業

東京都 (有)プラスチック工房 医療分野等　高精度加工技術の性能評価PRによる販路開拓

東京都 (有)フレイムス 新商品～従来製品を全国のバイヤーが集まる場にて発表

東京都 リブブリッジ株式会社
・契約生産者数の拡大
・インターネット通販サイトの構築

東京都 レ・ベスパ株式会社 竹繊維とカシミヤ生地・製品開発

東京都 花プロ 花のセレクトショップ「ＢＯＴＡＮＩＣＡ」のブランド力向上及び販売の強化

東京都 株式会社Ｍ＆Ｋカンパニー 当初負担０円のカスタム・オフィス・リノベーション事業

東京都 株式会社エヌエフコンサルティング 隠れた日本の陶器、生地の良作の海外展開支援

東京都 株式会社友成工芸 アクリル素材を利用した自社ブランド製品の販売促進

東京都 八王子辛味噌ラーメン　いっしん 「いっしん辛味噌」ＰＲグッズ製作事業

東京都 有限会社サンコー ・ウェブサイトでの広告掲載　・展示会への出展

東京都 有限会社サンハイド・コーポレーション 自社内での修理による利益率の向上

東京都 有限会社井上鞄製作所 オリジナルブランド「ＷＯＬＦ＆ＤＯＧ］（ウルフ＆ドッグ）の販売強化

東京都 有限会社浅見酒店 東京産にこだわった情報発信やオリジナル商品開発の為の一部店舗改装

東京都 株式会社田邊研電 第２６回　国際宝飾展　ＩＪＴ２０１５　出展

東京都 株式会社テクノメイト 展示会出展に向けた販促グッズ製作事業

東京都 株式会社中江 新聞型メニューブックの開発と配布

東京都 ｂｏｕｎｄａｒｙｓｐａｎｎｅｒ株式会社 「クラウド技術を用いた、ネット版コールセンターサービス：フォンクル」の品質改善と広報活動

東京都 ｃａｆé　こもれび家 冷凍惣菜の開発、製品化、販路拡大

東京都 ＣＯＬＬＡＤＥＳ（コラデス） LINEスタンプ作成サービスの開発・ネット上の販路開拓

東京都 Ｒ＆Ａ株式会社 クールジャパンと融合したサービス拡充の為の変身写真ニーズ調査

東京都 THINK　OUT　OF　THE　CASE株式会社 首都圏の旅館・ホテルに特化した「メール翻訳つき多言語ホームページ」の販売促進

東京都 アトセンス株式会社 販路拡大に直結する販売促進資料の作成

東京都 アンブラグロウ株式会社 携帯型新食感オリジナルサプリメントの開発

東京都 いっしょに株式会社 チェーンストア理論に基づく中小企業の経営サポート
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東京都 いろいろ好房 超高齢社会の「匂い」のある生活推進プロジェクト

東京都 エスプラス オリジナル商品量産化と新規顧客獲得のためのサイト構築による販売力強化

東京都 エヌ・ピー産業株式会社 自社ネット販売サイトの認知度アップと顧客の利便性改善

東京都 かじまやワークス オタク専門の婚活イベント『オタコ（Otaco）』の企画・運営

東京都 株式会社ＡＵＱＷＡ　Ｗｏｒｋｓ インターネット広告、ポスティング広告による集客

東京都 株式会社Ｆ　ＷＥＳＴ 店舗イメージ向上による顧客拡大事業

東京都 株式会社葵製作所 ＷＥＢ受注システム（「架台オーダー．ＣＯＭ」）構築事業

東京都 株式会社エモーヴ 弊社で形成するコミュニティをＰＲするアプリ開発

東京都 株式会社ケイアイ 座位保持装置キャプスの販売促進

東京都 株式会社日本ネオライン マテリアセラピスト養成講座を活用した販路拡大

東京都 株式会社ミドリ 医療連携型就労支援

東京都 株式会社ローズマロウズ オリジナルリングピローによるブライダルジュエリーショップ開拓

東京都 キットバイオリン教室 バイオリン工作教室のキャラバンと工作キットの開発

東京都 キャラメリーゼ 商品パッケージ、包装紙の変更

東京都 合同会社ｉｎ-ｈｅｅｌｓ キーワード広告の活用によるオンラインショップへの訪問者増大計画

東京都 ゼンドラ株式会社 イドカバネットの消費者周知

東京都 ティートサイト プリザーブドフラワーの新商品及び新パッケージの開発及び販売

東京都 ノースフィールド株式会社 新郎衣装レンタル事業及び服飾雑貨自社ブランド出展事業

東京都 ハーティー ブライダル専用美容矯正メニューの開発と販売促進

東京都 ピエゾ パーツ株式会社 新商品情報発信を目的としたHPの構築及びカタログの作成

東京都 ヒューマンプロデュース 売れる個人事業ＰＲ講座＆コミュニティの開設

東京都 ファインテック株式会社 新たな高分子微粉末の販路開拓

東京都 フューチャーサポート株式会社 ＣＭＳのホームページを活用した新たな顧客層の開拓

東京都 ペンタメローネ ゆるキャラ「ウドラ」を用いた、全年齢対象ボードゲームの開発

東京都 ユアブライト株式会社 ＦＡＸと郵送を利用したダイレクト広告の作成

東京都 有限会社学力会 『進路未定者でも９月都立高校に進学できる！』を東京都内教育関係者に周知する

東京都 有限会社中央バフ製作所 研磨業務の請負サービス（研磨請負事業）

東京都 有限会社ランドバッグ 幼稚園・学校カバンの海外市場開拓

東京都 ユニバーサル・リーディング株式会社 電子書籍レンタルサービス開発・サイト改装事業

東京都 ワタナベホイストサービス 新規開拓に向けた知名度アップのための広告ツール製作事業

東京都 花いなり 販促用チラシの作成と配布、商品包装の改良、PR

東京都 株式会社 シー、オー、シー合理化センター ＣＤ／ＤＶＤ紙ケースおよび留め具の売上げ増加の方策の実施

東京都 株式会社ＳＡＴ スポーツ障害者の機能回復サポートサービスの強化

東京都 株式会社TGI インディペンデント 動画就活サイト（ホームページ）の追加開発及びWeb広告

東京都 株式会社ＴＩＡＮ 新設法人の顧客獲得プロモーション

東京都 株式会社Ｔｒｙｆｕｎｄｓ 世界各国の情報を取り扱うウェブサイトの作成

東京都 株式会社アイ・ティー・ピー シラスバルーンコートを活用した窓用フィルターの開発

東京都 株式会社アクアクリエイティブラボ バーチャルリアリティ（ＶＲ）の開発、及び販促

東京都 株式会社イーワイトレーディング ホームページの再構築

東京都 株式会社エイチ・ティー・サービス 顧客からの配車依頼に迅速効率的に応えるためのＧＰＳを活用した配車システムの開発

東京都 株式会社エクシードワン ファイル権限デザイナー販売強化のためのホームページリニューアルおよび展示会への出品
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東京都 株式会社クリベーション 地方企業に対する都内拠点サービスの認知度向上と顧客満足の向上

東京都 株式会社ケアラポール 歯科業界での販路開拓の為の医院デザインフェア出展事業計画

東京都 株式会社サウンドファン 代理店、販路開拓事業

東京都 株式会社ジェットラグ ネットショップデザイン変更及び商品、在庫管理のシステム化

東京都 株式会社しまや出版 コスプレイヤー専門の写真撮影用貸スタジオの構築・運営

東京都 株式会社ダン・モーリス商会 夢倉庫本店メイン看板ならびに別館サブ看板リニューアル事業

東京都 株式会社ツバサ 障がいの性質に応じた事業所で指導する児童・放課後等デイサービスの展開

東京都 株式会社テイスティングルーム ワインショップの品揃え充実と、ブランドイメージの向上

東京都 株式会社ハピネス 幸染めホームページ・コンテンツの作成

東京都 株式会社ヘクセンハウス インターネットを通じてクッキーをノベルティとして販売する事業

東京都 株式会社マルサ斉藤ゴム 海外向け商品の多言語化

東京都 株式会社永和 設計・解析請負業務の販路拡大

東京都 株式会社竹澤古典建築設計事務所 大判スキャナの導入及び会社案内リーフレットの作成

東京都 株式会社日本バリアフリー マリンプラセンタ、マリンコンドロイチンの販路拡大

東京都 株式会社富士越写真機店 店舗リニューアル

東京都 株式会社無重力 生花入りコップ製品の販売・サービスの販路拡大

東京都 株式会社木村不動産鑑定 看板設置、ホームページ作成、ちらし等掲出、相談ブース改装

東京都 株式会社和える 『0から6歳の伝統ブランドaeru』海外向け販路開拓事業

東京都 株式会社壽限無 店舗外面表示とスタッフ着衣一新による顧客・潜在顧客へのイメージ・知名度アップ

東京都 銀座総合行政書士事務所 シニア起業に関する、起業・経営についての個別相談受付

東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 美容室ｅｎｎにおける100％天然ヘナカラー.の普及促進事業

東京都 坂井善三商店 オリジナルお土産袋の作成、レジスターの導入

東京都 小口尚思 全日本陶器市をニューヨークをで開催

東京都 菅清織物株式会社 昭和３０年代の織物工場跡地を利用したロケーション業務のサービス拡大

東京都 土居健造法律事務所 法律相談会の広告宣伝による顧客開拓事業

東京都 有限会社アーキデザインクラフト 工務店の戸建て住宅商品企画力・設計力向上サービス

東京都 有限会社アイ・エス・エフ 迅速な配送・配布によるエリア情報の確認

東京都 有限会社イワタ精機 複合ＮＣ旋盤の導入による新製品開発

東京都 有限会社ミュー・ジョイント バナー（横断幕・懸垂幕）補強システム製品の普及

東京都 有限会社リネーチャー 完全化学物質フリーの健康下着の広告宣伝物の作成

東京都 有限会社岩井精機製作所 海外展開も視野に入れた積極的な情報発信

東京都 有限会社船津塗料店 店舗改装による提案型店頭販売力強化

東京都 有限会社大里化工 ビン・ボトル撮影セット「ボトラ」の認知度向上と販路拡大を目的とした展示会出展事業

東京都 立川伊勢屋製菓株式会社 多摩・立川コーナー新設に伴う改装・普及事業

神奈川県 オフィスジータ 受注増等を目的とした、横浜でのホームページ質問カフェ形式セミナーの展開

神奈川県 株式会社共栄堂 ホームページリニューアルをしてインターネット通販の充実

神奈川県 株式会社クリエイティヴパワー ワインメニュー増加と新シーフードメニューの開発

神奈川県 株式会社トモエレクトロ BGAリワーク・リボール事業の販路開拓

神奈川県 株式会社バイオクロマト 化学合成研究を効率化する多検体同時濃縮装置の開発

神奈川県 株式会社リンクス バイオディーゼル燃料の製造・販売

神奈川県 ヘアーアトリエ　リリアン 事業名：親子ルーム新設による子育て世代の満足度向上および新規顧客獲得
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神奈川県 有限会社アドリブ スマートフォン有線化キット「アトラス」の国内外への販売促進事業

神奈川県 有限会社宮﨑教室 習字の筆っこ　教室　の立ち上げ

神奈川県 横須賀カレー本舗株式会社 よこすか海軍カレー弘前りんご入りの開発

神奈川県 株式会社テレメディカ フィジカルアセスメントe-learningシステムの機能拡充による売上拡大

神奈川県 株式会社ぺっとぼーど ワンコイン「ペット健診」サービス

神奈川県 株式会社ミトライフデザイン 大型ワインセラー導入とプロジェクター設置によるパーティー獲得

神奈川県 株式会社メディケアー 中国製超音波エコー装置の接骨・整骨院、大学等への販売促進

神奈川県 株式会社南信社 個人住宅の耐震診断・耐震補強事業

神奈川県 木俣商事株式会社 車の買取り販売とレンタカーネット予約システムによる顧客数拡大

神奈川県 有限会社クマキ
① 講習会開催時等での配布用パンフレット等作成 　② ホームページリニューアル  ③地理情
報サービス(GIS)活用

神奈川県 有限会社スタジオニブロール メンズファッションブランド「MITSUSHI YANAIHARA」新シーズン商品の販売促進事業

神奈川県 有限会社久保田写真館 高齢者を対象としたストーリーアルバム写真集企画

神奈川県 Ｂａｓｓｏ１－２－１ 新規開拓のためのホームページ再構築とちらしの製作

神奈川県 CURAスタイル CURA新商品展示会・受注会in関西

神奈川県 ｄｏｇｇｙ　ｄｏｌｌｙ　ｊａｐａｎ 顧客訴求力を高めるためのショッピングサイトリニューアル

神奈川県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｋｉｃｋｂｏｘｉｎｇ　Ｒｅｆｒｅ’Ｋ 『レディースキック/Regkk(レジック)』と『ピラティス』で輝く女性へ！

神奈川県 アースクリーン株式会社 テレビ壁掛けシステムの耐震性試験と実証ビデオ制作による販売促進

神奈川県 エス・ビー石油有限会社 見せる手洗い洗車事業とWebページのリニューアル

神奈川県 オフィスコクブン合同会社 通販サイト「ドッグフード案内センター」の新規開設

神奈川県 株式会社ティーツー MERC加工による圧倒的短納期な精密電子部品試作の展示会での販路拡大

神奈川県 喰呑処　山や 見て食べて楽しい鉄板焼き

神奈川県 サステナブル・クルー株式会社 お試し品を活用した新規顧客獲得と休眠顧客へ向けた販促展開

神奈川県 トラットリア　メルカート 地場食材のたまご・無農薬野菜を使った特製料理でイベントに出展

神奈川県 トレジャー イン ザ ハート カウンセリングによる思い出の品を取出す遺品整理役務の販路拡大

神奈川県 ハリマ梱包株式会社 個人向け輸出梱包用木箱販売及び利用促進

神奈川県 まるなかベーグル お土産用パッケージの制作と広報活動

神奈川県 株式会社　Ｍａｍａｔｕｂｕ　Ｐｌｕｓ ギフトラッピングの強化、ギフトページ新設及びギフト商品充実化の告知

神奈川県 株式会社アースリンク 小型マイクロバブル発生装置「Nano Earth」の販売促進

神奈川県 株式会社ウイングベース 防災トランプ導入事例コンテンツ制作とリターゲティング販路開拓

神奈川県 株式会社おおぬき 「エステをきっかけとした更なる美しさのトータルサポート提案」

神奈川県 株式会社カー・ビューティー・サービス ＢｔｏＣ型総合カーアフターメンテナンスショップの販路開拓

神奈川県 株式会社スマートパワーシステム ◎『ＨＥＭＳパワミル制御用分電盤』システムの全国的な販路拡大

神奈川県 株式会社つるや呉服店 外国人観光客・在日外国人に対する日本文化体験事業

神奈川県 株式会社メルカード・ポルトガル
・企業向け需要を取り込むための展示会への出展
・自社サイト　通販部門ホームページの強化・リニューアル
・ネット通販に抵抗がある顧客向けの紙カタログ作成

神奈川県 株式会社幻董庵 自社ブランド確立に伴う商品パッケージ等のデザイン一新及びカタログ製作事業

神奈川県 株式会社星山商店 高所作業用安全ハンマーの販売ルート開拓

神奈川県 株式会社日本シンクマスター 台所用人工ゼオライト入り浄水器の販路開拓

神奈川県 宮政商店 ワインを楽しめるお店としてのブランド力向上のためのオープニングテント改修工事

神奈川県 銀座セカンドライフ株式会社 シニア起業に関する交流会・セミナー開催

神奈川県 食堂ＣＯＢＡＫＡＢＡ 内食＝自宅での家庭料理を支援する食料品雑貨の販売強化
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神奈川県 堀内ウッドクラフト 「しましま、いちまつブランド」の新販路開拓およびブランド化

神奈川県 有限会社　亀川石材店 本小松石・暁の開発、展示会での発表

神奈川県 有限会社おかむら 通信販売可能なホームページの作成とパッケージデザインの新規作成

神奈川県 有限会社シノハラ 台湾客家花布化粧箱の開発及び輸出販売事業

神奈川県 有限会社ティーケイトインターナショナル ウェットスーツ製造体験事業の展開と広報活動

神奈川県 有限会社熊沢米店 新たなチラシ広告の作成と配布

神奈川県 有限会社小林家具店 地域メディアを活用した新規顧客開拓

神奈川県 有限会社森定商店 既存商品のギフト化プロジェクトによる新たな市場への参入

神奈川県 有限会社杉本商店 お客様用トイレの改造

神奈川県 有限会社大原 海外通販サイトの構築による海外市場浸透と国内でのブランド強化

新潟県 カネコ総業株式会社
"第４回国際道工具・作業用品ＥＸＰＯ（ＴＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ２０１４）出展事業
会期：平成２６年１０月１５日（水）～１７日（金）　会場：千葉県　幕張メッセ"

新潟県 やきとり泰三 厨房ダクトクリーン設置及び店舗内の清掃

新潟県 有限会社ナガオカ工販 バイオトイレ営業用のサンプルモデルの製作

新潟県 株式会社ＧｒｅａｔＣｏｍｐａｎｙ 新規顧客開拓に対する広報戦略及び販路拡大事業

新潟県 株式会社土田組 トース土工法施工技術の習得（春　 施工調査）（冬  施工経過観測）計2回

新潟県 有限会社アートスタジオヴィヴィ キッチン愛のツール作成とTV向けPR活動

新潟県 有限会社アイエスマック 鉄道車両用の緊急脱出エアーマット式シュートの開発

新潟県 日野浦刃物工房 伝統打刃物技術を活用した新マーケット向けの新商品開発事業

新潟県 (株)ナカジマ 新潟県産品を使用したスイーツの開発と販売

新潟県 （有）高口食品 新商品開発およびパッケージ（シールデザイン、しおり）とパンフレットの作成

新潟県 (有)三笠屋 幅広い年代層に愛される「入りやすい料亭」を目指す事業

新潟県 Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所 新潟成年後見相談センターの立ち上げ

新潟県 ＬＵＬＩＨＡＩＲ 美容室と美容師の基本価値向上事業

新潟県 ＰＳＣ 新カテゴリ製品「ワイヤーケース」の発売に伴う展示会への出展

新潟県 Video Inn BeBOX 登録商標「faceclick」移動スタジオ車プロジェクト

新潟県 オフィスケイコムC号　StudyPC.net上越校 新規顧客取り込み、既存生徒満足度向上の為のリニューアル

新潟県 可月堂印房 販路拡大のための広告掲載とチラシ作成、新たな包装箱の作成

新潟県 株式会社オアシスガーデン 炭酸泉による新サービス導入とバリアフリー化による高齢者への対応

新潟県 ざいごもん 山葡萄を使ったスイーツ（山葡萄ゼリー・山葡萄レアチーズ・山葡萄チーズケーキ等）の商品化

新潟県 ジェイ･ティ･メタル株式会社 デザイン性に優れたピルカプセルのパッケージ製作及び販路開拓

新潟県 鈴木大和園 商標登録した桜「結桜（ゆいざくら）」の苗木の販売

新潟県 ストレイト 抗菌インク製造や、抗菌商品販売用、宣伝パンフレット作成

新潟県 つるみ自動車 多機能故障診断機「スキャンツール」導入による事業展開

新潟県 ナカガワ時計店 重点商品「補聴器」の啓蒙普及を核とした商圏拡大事業

新潟県 ナレッジメントデザイン 書を通した気づきのワークショップ事業

新潟県 ブランディングオフィスアンドオン ウェブショップ販売による新ブランド商品の市場販売

新潟県 マルナオ株式会社 インテリアライフスタイル２０１４出展事業

新潟県 有限会社天神屋会館
６０～７０代の健康ランチ（人生９０年を迎えるにあたり、胃と足腰を丈夫にしていただく長生きラ
ンチ）

新潟県 (有)ネオ昭和 雪国越後十日町からむし麺販路拡大事業

新潟県 ルボヌール 冷凍冷蔵庫導入による商品の高付加価値化、販路拡大

新潟県 和田美容室 顧客囲込みと新規客獲得の為のコミュニケーションルーム活用事業
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新潟県 学習塾ＴＴＨ 「寄り道塾」としての学習塾ＴＴＨブランドの確立

新潟県 株式会社スマイルファーム ネットショップの構築、運営、物流サービスを一体的に提供するトータルパッケージプラン

新潟県 株式会社トリムコーポレション 新商品（育毛剤、オイル）商品化及びPR

新潟県 株式会社マルケー ポレーション機器と肌診断機器による最新エステの導入事業

新潟県 株式会社ムラオ 高濃度酸素水の新パッケージ開発による首都圏・海外販路開拓事業

新潟県 株式会社三共セラミックス 新型土壌改良材　「花咲じいさん」　販路拡大事業

新潟県 ㈱たべたがり 乾燥野菜の商品拡充と海外戦略

新潟県 ㈱日本海サービス 法事会場・宴会用のテーブル等の備品購入と新メニュー「焼き鳥・焼き肉」の備品購入

新潟県 高橋屋観山荘
余暇を楽しむシニア世代を新規顧客ターゲットとしたモバイル端末（スマートフォン・タブレット）
対応のＨＰ作成＆予約システム

新潟県 今井商店 乾物商品の大人かわいいデザインパッケージとレシピカードの企画製作

新潟県 草木染め工房つばめのうた 草木染め糸の販路開拓と販売形体の改善、生産性の向上

新潟県 中村精工株式会社 プロダクトブランド 感性の道具箱「ＳＨＵＴＴＬ」の販路拡大

新潟県 北越融雪株式会社 ペレットストーブ、ペレットボイラーの販路開拓

新潟県 有限会社フナックス 笹の粉を原料としたプラスチック商品（コップ等）の販路開拓

新潟県 有限会社佐サトウワックス キッチンウエアの販売

新潟県 有限会社四季の定期便 実店舗と通販事業の事業統合

新潟県 有限会社石﨑剣山製作所 いけばなスピーカー販売促進事業

新潟県 ㈲小佐渡イトウ インバウンド集客事業

新潟県 ㈲水原町農産センター 新商品“酵素玄米”の開発とインターネットを活用した販路拡大

新潟県 ㈲やなぎだ 時流やカップルの価値観にふさわしい「結婚の式」企画事業

富山県 ｍｏｏｈｎｏ リーズナブルなオーダー家具等の製作・販売強化

富山県 ＳＡＮＴＡＮＡ　ＨＯＵＳＥ 顧客の利用シーンに合わせたデリカ。バル等の飲食サービス事業

富山県 青野設備計画事務所 コンサルティング事業への参入とＩＴを活用した営業力強化

富山県 アロマカフェＬａｍａ アロマとハーブを使った子育て支援のための癒し空間の創造

富山県 イタリア食堂　ユニコネルモンド 鏝絵による知名度の向上～地域のシンボルマークを目指す～

富山県 一級建築士事務所　建築設計21 新規Ｗｅｂページによる顧客開拓事業

富山県 魚政亭 ビジター取り込み販促強化事業

富山県 おそうじ本舗富山インター店 販路拡大広告宣伝事業

富山県 親子ふれ愛サロン　さくらんぼ 自店看板の設置、事業内容を広く周知し新規顧客開拓へつながる広報活動

富山県 カットハウス・マーキー リラックスシャンプー設置によるヘッドスパサービス実施での新規顧客開拓

富山県 (株)坂田商事 広域にわたる広告宣伝による販路開拓及び新規客獲得

富山県 株式会社　アート工房 和テイストのナチュラル系の太極拳ウェアの開発

富山県 株式会社　笑顔 ランチ営業での売上拡大とＦ／Ｌコストの安定化を目指す

富山県 株式会社 木香美・服部 オーダーメイド建具のインーネット販売システムの構築による全国への販売展開

富山県 株式会社　源喜 富山県内での本場きりたんぽ鍋の提供

富山県 株式会社　佐々木リース商事 「女性のニーズ」と「企業」を結ぶ。スイッチ新しいスマホサイト！の構築

富山県 株式会社　ヒロシフォト 新サービスにおけるチラシ作製とサンプル用のアルバム試作

富山県 株式会社アクセスネット情報技研 海外進出企業と翻訳者マッチングサイトの開発事業

富山県 株式会社庭工房ＳＥＫＩＴＯＨ 新市場展開と周知による販路開拓

富山県 株式会社みどりふぁーむ 新幹線開業とスマートインター開業に向けた南砺市産米の全国ＰＲ事業

富山県 株式会社ヨネダ 海鮮（キングサーモン・鯛・ブリ）カルパッチョの開発
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富山県 (株)スケナリ 新素材を使った次世代刃物の周知と伝統刃物の再認識・その販路拡大事業

富山県 (株)田中憲石材 リアルな完成予想図を顧客目線で行うプレゼンテーション

富山県 (株)ハートケア オリジナル新商品「さくら大根」開発と広告宣伝、店舗改装

富山県 (株)村田工務店 地域コミュニティ創出による憩いの場活用型住空間提供事業・整理収納セミナー・料理教室等

富山県 (株)村山製作所 航空機分野や検査機分野における技術力をアピールしたプロモーションビデオ制作

富山県 喫茶　ＴＩＭＥ アナログレコードのデジタルＣＤ化サービス事業

富山県 くれは製菓 手土産にうれしい「和菓子のパッケージ」のデザイン開発

富山県 合同会社　善商 入善ブランドを県内外でＰＲし、入善の交流人口を増加させることで自社の売上増加を図る

富山県 呉服洋装こもり 中高齢者にやさしい陳列見直しおよび周知ＰＲ事業

富山県 堺谷建築 三次元ＣＡＤ・デザインソフト導入によるプレゼンテーション能力の向上

富山県 坂口屋醸造店 出張販売推進による新規販売ルート開拓事業

富山県 酒のフクちゃん コミュニティ場所提供による、ついで買い売上アップ事業

富山県 サトウトラベルサービス 顧客がゆっくり落ち着いて旅行プランを選べる環境づくり事業

富山県 三可社会保険労務士事務所 ＦＭラジオを活用した事務所サービスの広報

富山県 四季料理　華生 割烹の味を活かした商品開発及びホームページ開発事業

富山県 シマセ写真館 衣装部設立のためのテストマーケティング事業

富山県 島田建設工業(株) 建築リフォーム事業の地域開発強化

富山県 写真の森 オリジナルロケアルバム事業

富山県 伸幸塗装店 人にやさしい塗装工事の実現に向けて

富山県 宣工デザイン 顧客ニーズに対応した小ロットでの「ラベルシール制作加工」事業

富山県 竹原文林堂 表具製品の複合的販促手段による新規需要開拓事業

富山県 寺勇商事株式会社 Ｗｅｂ広告等の活用と小物商品の開発・販売による顧客の拡大

富山県 戸出町観光案内所 新商品「萌えキャラ・ジェラード大福」の商品化事業

富山県 といでや 事業主の強みをＰＲすることによる住宅リフォームの販路開拓事業

富山県 ねがみ理容店 女性を対象とした理容サービスの提供施設整備及び広報

富山県 農事組合法人五箇山特産組合 豆乳で作る（肉を使わない）ギョーザの開発と販路拡大事業

富山県 農事法人組合 となみ野自然食品組合 スタンドパック活用による農産物販路拡大事業

富山県 パーマや　えみ 高齢者が利用しやすい店舗提案事業

富山県 葉多舎 集客力向上・売上拡大を図るための店舗改装事業

富山県 浜田瓦店 防災・減災（ガイドライン）工法を普及し安心して暮らせる地域づくりに貢献する事業

富山県 菱東自動車工業 明るくてきれいなオアシス工場にバージョンアップ゜する事業

富山県 ファッションクリーニングむろや データーベースによる顧客商品管理システムの構築

富山県 フードケータリング千家 ディサービスや福祉施設でのラーメン移動販売における周知活動

富山県 仏壇洗浄　一新堂 新工法による迅速で低コストなお仏壇出張洗浄サービスの顧客拡大事業

富山県 ベリー・ベリー・ヤミー ブルーベリー収穫体験施設の事業展開に係る広報事業

富山県 北陸建装株式会社 自社施工の確立を向上させるための取り組み

富山県 北陸テクノ株式会社 トルコにおける金属加工技術展への出展

富山県 ホテル割烹　ときわ 「ホテル割烹ときわ」の専用ホームページの作成、店舗トイレの改修・宴会座敷畳の抗菌化

富山県 丸善醤油株式会社 顧客ニーズと市場動向を捉えた新しいデザインによる販売促進事業

富山県 民宿　中の屋 どぶろく販路開拓のための新規事業

富山県 餅とお菓子ほんごう インターネット販売事業の開始におけるホームページ改良
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富山県 森下友蜂堂 蜂蜜に特化した商品開発並びに出張販売事業

富山県 森の恵みやさんキミとがイイナ 山村の資源を活かした商品開発

富山県 ヤマヤ物産有限会社 新商品「焼き・蒸し機能付き炊き出し器」開発及び販路開拓事業

富山県 (有)ＦＣオカモト 新規事業　そうざい加工製造事業

富山県 (有)花月堂 地元産食材を使ったスイートポテト開発事業及びＰＲ事業

富山県 有限会社　石黒種麹店 商品の特徴こだわりの書いてあるパンフレット作成印刷、店舗、工場のＬＥＤ化

富山県 有限会社　インテリワークス バーチャルピクチュアの広告宣伝をし、新規分野に販路拡大する

富山県 有限会社　セブンボンド 高校生獲得のためのＰＲ事業

富山県 有限会社　徳田石材 サンドブラストを利用した新商品販売とワークショップの開設

富山県 有限会社　ライル オリジナル開発建具「可動ルーバー」の汎用性向上によるマンション市場販路獲得

富山県 有限会社池上旅館 ホームページの製作　ネット予約・販売システムの構築

富山県 (有)ごつお中島 利賀村特産品による和菓子・洋菓子の開発

富山県 (有)立山ファーストコーポレーション 立山萌え米プロジェクト

富山県 (有)土倉工業
住宅基礎型枠工事の高精度化と高効率化によるデザイン性の高い設計に対応できる新しい作
業方法

富山県 (有)へちま産業 地域資源（ヘチマ）をかつようした、美容と健康への提案による販路開拓

富山県 (有)ボギー商事 エンフ゛ロイダリーレースの販促品（サンプル品）の製作、顧客管理システムの構築

富山県 (有)ホリフォート 写真スタジオの店頭看板リニューアル等による販売促進

富山県 (有)ホワイトウェイ ネット多店舗化とＳＮＳ等による商品ＰＲと店舗ブランディング

富山県 (有)吉乃井酒店 旧コンビニ店舗活用による顧客サービス提供と販路拡大

富山県 理容テイネイ 理容店にて行う女性に向けたエステシェービングサービスの提供

富山県 ル・パティシェ・エム オリジナルスイーツのロゴマークデザイン開発

富山県 レエンダ. 業者向けホームページの新設とカタログ作成

富山県 レストラン　ユース丸 風を感じる木陰のベンチスアプローチ整備と商品の魅力アップ陳列棚の改善

富山県 和風レストラン ふなとの里 庄川特産品であるゆずを使ったレアチーズケーキの開発事業

富山県 有限会社白山木工製作所 手触り良好！富山県産材《立山杉》を使った家具・小物！全国拡散プロジェクト

富山県 株式会社富山環境興研 宿泊施設のアメニティグッズとしての化粧落とし用酵素食品の開発販売事業

富山県 アドバンス・カフェ
『カフェレストランとケーキショップの経営経験を活かした新たなカフェレストランウェディング事
業の実施』

富山県 株式会社エクス 首都圏広告代理店と連携した販路開拓支援サービスのパッケージ化

富山県 ベジ豚（サムギョプサル専門店） 富山の女子のニーズにマッチした業態ブラッシュアップ事業

富山県 株式会社ＤＱＳｏｌｕｔｉｏｎ
『商品開発による地域コロッケの販売力強化と地域イベントのベストマッチングによる営業展開
事業』

富山県 株式会社小菊製作所 展示会「外食ビジネスウィ－ク2014」出展による販路拡大事業

富山県 株式会社平野綿行 自社のコーポレーションアイデンティの再構築と積極的広報の展開

富山県 大衆割烹　あら川 北陸新幹線開業を見据えたアンテナショップの開店とネット販売用商品の開発

石川県 Michael.Anne 新ショールームの改装及び輸入家具や雑貨等の広告宣伝事業

石川県 MIKADO オリジナルコラボ商品の開発とネット販売システムの構築事業

石川県 MOGU　MOGU 加賀れんこん等を使った商品の開発と販売促進事業

石川県 TAサポート　有限会社 既存小売店舗を活用した、ライフプランに関する相談所の開設

石川県 あかとき 海外販路開拓事業

石川県 アトリエアヤ 北陸唯一の社交ダンスドレス店の魅力アップと販売促進のためのPR計画

石川県 石川県いか釣生産直販協同組合 ご贈答商品共通封入用、商品一覧カラーリーフレットの作成

石川県 ヴェリテ エレクトロポレーションエステ機器導入による新メニュー提供と戦略的PR活動
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石川県 エコライフ天野 木郎歴史古道ウォーキングガイド体制整備事業

石川県 オートグランド野々市 顧客満足度向上及び新規顧客誘致のための展示場リニューアル

石川県 お好み＆ランチ　ポルポ 特産品を活用したオリジナルメニューの開発及び販促事業

石川県 加賀商会 九谷焼による子供食器の製造及び販売展開

石川県 菓子工房　エクラタン 包装材の改良や広告宣伝による新たな販路の拡大と販売促進

石川県 カネヨ醤油　株式会社 新商品の開発によるラインナップの拡充及び販売促進事業

石川県 株式会社　青郊 展示会出展による販路拡大及び、九谷焼コンテンツの異業種への流用

石川県 株式会社　あぶらたに 遊書DE命名「だっこ米」～そして写真立てに～の商品化と販路開拓

石川県 株式会社　いちの ホームページのリニューアルと寝具体験コーナーを作り、集客、売上を上げる

石川県 株式会社　エコシステム 瓦の砂を活用した滑り止め製品の商品化と販促

石川県 株式会社　オキノ電化サービス社 チラシ作成とイベントを通じた地元密着化による新規顧客増加事業

石川県 株式会社　家具の森山 ヨーロッパフェアの開催

石川県 株式会社　かのぎやまん 見本市・市場開拓に向けての商品開発

石川県 株式会社　麒麟 地域密着型の来店型保険代理店による顧客サービスの広告宣伝事業

石川県 株式会社　久世酒造店 万能調味料「ぬり漬の素」の認知度アップと戦略的商品PR活動

石川県 株式会社　熊木川ナチュラル・ファーム 能登の魅力満載の安全・安心なあんころ餅の販路開拓事業

石川県 株式会社　グラスヒュッテ・オダ キルンガラス等を使ったエクステリア商品の開発と販路開拓事業

石川県 株式会社　香林鉄工所 ホームページを活用したタービンブレードの販路拡大

石川県 株式会社　米屋
老舗精米会社の目利きで選んだ「石川県のこだわり米とベストマッチご飯のお供セット」等の商
品開発及び販路開拓事業

石川県 株式会社　新日本ツーリスト カルチャーセンター型集客法等による販売促進事業

石川県 株式会社　ゼック 首都圏での移動販売ビジネスのあっせんサービスと車両等レンタル事業

石川県 株式会社　タイサ 仕出し弁当PRのためのロゴマークの作成事業

石川県 株式会社　タカマツパン オープンカフェテリア設置による快適空間確保と集客力の向上

石川県 株式会社　辻村商事 ハンコ、ゴム印受注ホームページ作成による新規顧客開拓

石川県 株式会社　はなこや 「Hanakoya」の技術を全国に！販路開拓のためのホームページ作成

石川県 株式会社　ひかりや シーフードスチームポットの開発およびそれに伴う店舗リニューアル

石川県 株式会社　北陸リビング社 かが杉を使ったログハウス「男の隠れ家」全国販売

石川県 株式会社　ホワイトリング 外国語対応ホームページ・広告・パンフレットによる販路開拓事業

石川県 株式会社　宮本酒造店 唯一無二の本格加賀丸いも焼酎「のみよし」魅力向上＆魅力発信事業

石川県 株式会社　山崎旅館 岩間温泉　山崎旅館のHP、パンフレットによる販路開拓事業

石川県 株式会社　和平商店 能登小木イカを使った「いかせんべい」の新商品化

石川県 株式会社奥能登塩田村 塩の商品パッケージや包装などのデザイン作成事業

石川県 河北ガス水道　株式会社 無線データ管理システム導入による検針業務の効率化及び販売促進

石川県 九谷焼　酒井百華園 マーケットを絞り込んだ地域での広告媒体販促による販路拡大

石川県 くるま屋鉄修彩 広告宣伝による新規顧客獲得、設備導入による顧客便益の向上

石川県 合資会社　中村畜産食肉 チラシ広告を活用した卸売業から小売業への販売業態転換

石川県 合同会社　アート工房 全国の結婚式場等へのウェルカムボード等の販路拡大事業

石川県 工房　なかじま 海外販路開拓事業　デンマーク展示会開催

石川県 サウンドクリエイト金沢 デモカーのシステムアップとイベント参加への宣伝広告

石川県 サニーベルコーヒー 石川初ラテアート世界大会出場者となり、当店の知名度向上を図る

石川県 山水荘 お食事時間の満足度向上による顧客拡大事業
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石川県 ジェイビーバイクパーツ合同会社 配送用段ボール、オリジナル封筒、ノベルティステッカーの制作

石川県 獅子家 集客力アップのための店舗改装と魅力あるパッケージの開発

石川県 島宿せがわ 楽で楽しい宴会提供で新規顧客拡大・販路開拓事業

石川県 下平鮮魚店 能登の里海で獲れた魚介類を使った味噌漬けの開発

石川県 新出商店 「手作り味噌を使ったおもてなし」パンフレット作成事業

石川県 杉森菓子舗 観光客取り込みを狙った新商品開発とパッケージデザインの一新

石川県 瀬川屋 白山ろくの自然豊かな恵みを染料に利用した土産商品開発事業

石川県 谷歯科技工所 ワンピースキャストフレーム生産時間短縮による能率向上

石川県 ちゃわんやいちだ　虚空蔵窯 九谷焼と金沢箔を融合させた金箔彩の販路開拓事業

石川県 ちょっきん　いわさき 子供にもお年寄りにも「優しい町の散髪屋さん」として変身事業

石川県 中島忠平漆器店 輪島塗（メモリアル商品）の開発と販路開拓事業

石川県 能登デザイン室 能登の風景と技術を継承する「アテイエ」発信事業

石川県 能登ワイン　株式会社 能登ワインのブランド化販促推進事業

石川県 はとや電器　株式会社 設備機器の店頭展示によるワンストップ型お困り事解決事業

石川県 ふらっと 匠直伝いしりを使ったドレッシングの商品開発といしり、ゆうなんばの販売促進

石川県 ヘアーサロン　あおぞら 美容院で「リラクゼーション＆コミュニティ」の提供

石川県 ヘアージュ・ソリフローレ アラフォー世代の美を追求する美容サービスの広告、宣伝事業

石川県 宝達山本舗　松月堂 地域資源を活用したオムスイーツの情報発信とお店の魅力向上事業

石川県 ボックス工業　株式会社 国際物流総合展への出展、それに伴う販促用のチラシ作成による販路拡大

石川県 松波酒造　株式会社 能登SAKE「大江山」の中華圏への進出プロジェクト

石川県 向井行政書士事務所 チラシ広告、ウェブサイト活用による認知度向上と依頼件数増加

石川県 ムラタ時計眼鏡店 補聴器の新規販路開拓と高齢者に優しい店舗づくり

石川県 焼肉　和まる 和の要素を増加し、落ち着いた店作りにするための店舗改装とその周知

石川県 焼肉　五臓六腑 新商品「能登豚・豚輝タレカツ丼」の開発および店内提供、店頭販売、配達販売による売上UP

石川県 山崎麻織物工房 能登上布の広幅生地を用いた新商品開発

石川県 山里の香りただよう宿ふらり 白山麓の個人客に特化した宿によるITを活用した販路開拓事業

石川県 山田葬儀店 車いす用を兼ねるトイレの増設

石川県 山近商店 販売促進につながるトイレ導入事業

石川県 有限会社　CORAZON 自社ブランド「BLESS」の魅力発信と販売及び販路開拓事業

石川県 有限会社　あとりえ・あ 能登の山菜テキスト本の販路開拓事業と新商品の開発

石川県 有限会社　アミューズファクトリー シニアダイバーの発掘

石川県 有限会社　エーアイケー 太陽光パネル防汚コーティング工事

石川県 有限会社　エムティ・フーズ フレンチのデリバリーの販売と「サクサク」スティックロールの開発

石川県 有限会社　重兵衛 北陸三県の新たな顧客層をターゲットにした、スマホや動画を使ったホームページ発信等事業

石川県 有限会社　梶金物店 電動工具、エアー工具などの迅速、丁寧な修理事業

石川県 有限会社　金森自動車工業 自社開発の商品「ハンドメイド薪ストーブ」の販路開拓事業

石川県 有限会社　北野陶寿堂 九谷焼インターネットショップ開設による小売販売強化事業

石川県 有限会社　京武蔵
金澤精進料理・祥ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを確立しﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで情報発信するとともに、全国展開事業の第一弾
として「金澤精進華麗」をｲﾝﾀﾈｯﾄで販売する事業

石川県 有限会社　こおろぎ楼 カフェ営業のためのロビー手すり、ウッドデッキ新設工事。新規従業員雇用。

石川県 有限会社　さわだ旅館 ふぐのフルコースが食べられる宿「さわだ旅館」の客数・客単価向上事業

石川県 有限会社　高田商会 お客様感謝祭の開催による販路開拓
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石川県 有限会社　トリンブルパートナーズ北陸 ワンマン型測量機を動画と展示会で販売促進を強化する事業

石川県 有限会社　直海屋 妊活関連商品の販路拡大のためのチラシ等作成並びに子宝に恵まれるアロマオイルの開発

石川県 有限会社　中川商事 集客力アップにむけた宣伝媒体の拡充

石川県 有限会社　信成開発 ジャケットアップ工法の販路拡大、エアージャケットの販路開拓

石川県 有限会社　ハート 見た目年齢を劇的に下げる施術サービスの習得並びに広告宣伝事業

石川県 有限会社　羽咋写真館
生前写真撮影（葬儀写真の前撮り）の市場ニーズの調査および認知と普及を目的としたサービ
スの展開

石川県 有限会社　満升 新商品（法事プラン・会食プラン）の導入及び販売促進事業

石川県 有限会社　ミズックス 地下道水族館における広告サービス事業

石川県 有限会社　森泉 「トイレリフォームの森泉」ブランド力向上、販売促進事業

石川県 有限会社　モリヘイ 個人ギフト商材販売機会拡大事業

石川県 有限会社　わくわく手づくりファーム川北
わくわくオリジナル商品を開発、独自性ある商品の取り扱い比率を高めるとともに、ロードサイ
ンを始めとする販売促進を展開する

石川県 レストラン手取川 石川県産の地杉を活用した、人にも自然にも優しい店舗トイレ事業

石川県 れんげや 能登ベジを中心とした能登産食材活用したスイーツの事業展開

石川県 渡辺表具店 業態変換による売上向上～B to BからB to Cへ～新規顧客獲得事業

石川県 株式会社ＭＯＹＵ 地元密着型の薄毛及びアレルギー改善施術サービスによる販路拡大事業

石川県 ㈱ジャンティールキタカミ ジャンティールキタカミ　WEBサイトのリニューアルおよびスマートフォンサイトの制作

石川県 アロマ香房焚屋 加賀水引を利用した、香りお土産商品開発事業

石川県 カラオケメイト金沢福久店 お客様のイベントやシチュエーションに合わせたカラオケ利用方法の提案型の販促

石川県 グリル　わら庄 新コンセプト「輪島洋食屋」の看板設置による視認性向上とメニュー刷新に伴う広告宣伝

石川県 加賀発条株式会社 関東地域における販路開拓を行うための機械要素技術展へ出展

石川県 株式会社いづみや 展示会の開催により近隣の町や市内における新規顧客発掘事業

石川県 株式会社栄光プリント デジタルサイネージ（電子看板）を利用した販促推進事業。

石川県 株式会社橋本幸作漆器店 【輪島うるし箸】の全国展開と売り方の提案

石川県 株式会社金港堂 入り口の自動ドア改修にともなう来店者の増と高齢者に優しいバリアフリー化

石川県 株式会社迅技術経営 後継者・経営者が決算書や計数管理に興味を持つきっかけづくり

石川県 株式会社相上漆器工房 商品パッケージ（包装）の新規作成

石川県 株式会社田谷漆器店 自社と自社製品のイメージアップで売り上げもアップ事業

石川県 株式会社堀田眼鏡店 両眼視機能検査の拡充と独自の視力検査方法の確立

石川県 株式会社夢のと 塩を使った新商品の開発とそれに伴うチラシ・リーフレット制作

石川県 居酒屋みずほ 親子３世代にご来店頂く居酒屋の店舗改装

石川県 国際地研株式会社 さく井の見える化及びメンテナンス事業。

石川県 川原農産 奥能登米の消費拡大と販路拡大に向けた取り組み

石川県 大橋老舗 紫芋シリーズの販売　パイ（紫もってぃ）販路拡大

石川県 谷川醸造株式会社 『能登で親しまれるしょうゆの新たな販路の可能性を探る』

石川県 能登・和DINING　SHO‐TATSU 砂糖不使用のテイクアウト型「米こめロールケーキ」製造販売事業

石川県 北陸総業株式会社 水質浄化浮島と水質浄化剤を利用した鑑賞用植物の開発・宣伝・販売

石川県 夢スタジオ 販促用パンフレットの作成・発送

石川県 夢らく商事株式会社 販路拡大の為のチラシ作製及び、DM発送

石川県 有限会社アート薬局 カウンセリング強化事業

石川県 有限会社あずま園
店内で「日本茶を楽しむ会」を開催し、日本茶の良さを再発見してもらい、顧客層を拡げ売上増
大を目指す事業

石川県 有限会社ウィード能登 休眠顧客の掘り起こし。四季ごとにＤＭを送付。



31 / 78 ページ

事業名事業者名所在地

石川県 有限会社吉野利工具 小売への進出・県外市場への販路開拓に向けた社内環境の整備

石川県 有限会社石川労務研究所 ホームページを活用した経営支援・助成金・補助金サポート事業の開始

石川県 輪島海房やまぐち 「輪島海女採りあわび」を使った『むしあわび』の販路開拓事業

福井県 クッキング福井株式会社 商品用ギフトボックスの変更

福井県 有限会社うるし工芸　藤 来店客の利便性・快適さを高める店舗改装

福井県 美容室　リズム 「ナノスチーム」によるカラー・パーマ・ヘッドスパ施術の付加価値提案事業

福井県 APHRODI 化粧品販売部門の強化による既存顧客の客単価・利用頻度向上事業

福井県 CINO 神社・仏閣向けの特殊伐採サービスの販路開拓

福井県 UGメタル株式会社 水洗い金具関連研磨粉分別作業の機械化等による、効率化及び高付加価値商品化事業

福井県 アイサーブ総合事務所 「家づくりワントップサービス」の提供

福井県 昭扇閣べにや 地域資源（猪肉）を活用した新たなジビエ料理の開発

福井県 アスワオート株式会社 中古車AA（オートオークション）ダイレクト販売システムによる新規顧客獲得事業

福井県 上坂 座敷テーブルセットによる高齢者おもてなしサービス

福井県 内くら 焼き鯖寿司を中心とした新商品開発強化と販路開拓事業

福井県 カイロオフィスYOU癒佑 健康と美容のトータルサービスと代表者キャラクターを活かした新店舗開発事業

福井県 加藤機業場 地元農産物を使用した6次産業化（製粉）商品の開発と販路開拓

福井県 衣目織物㈱ 「提案型選択式サンプル帖」の開発及び販路開拓

福井県 沢崎豆腐店 池田町内産大豆１００％の豆乳＆豆乳マヨネーズ等の開発

福井県 島田整骨院グループ㈱ 社会復帰や予防を目的とした「リハビリ特化型サービス」の提供

福井県 手打ちそば風りん亭 ランチ時に競合店に集客力負けせず、高齢化にも対応した店舗づくり

福井県 友吉製粉製麺 新商品「越前そばみだれぎり」の販路開拓事業

福井県 兵助㈱ 兵助ブランドホームページ制作

福井県 間宮真珠養殖場 日本最北端の海で作るバロック真珠に魅せられてECサイト開設

福井県 美山美容室 地域高齢者に優しい憩いの場としての店づくりによる、来店頻度向上事業

福井県 (有)大谷商店 福井県産コシヒカリを使用した「福井の米かまシリーズ」のリニューアル

福井県 (有)青山 米粉を活用した非常用備蓄食の販路開拓

福井県 (有)サンテ
美容室開業5周年に向けてのキッズ美容室及び胎毛筆の広報及び赤ちゃんギフトショップの確
立

福井県 (有)なかやま 地域高齢化に合わせた店舗改良プロジェクト

福井県 (有)棗石油店 新規および女性客獲得のための開業５０周年キャンペーン事業の係る広報・設備改善事業

福井県 (有)ホリエアルミ
福井県産スギの赤身を使用した木製のサッシpairglass「TWINWINDOWRYOU」販促ツール作成
事業

福井県 (有)森川レース 天然素材（綿・麻・絹）を原料とした自社オリジナルレース柄の子供服の販促ツール作成事業

福井県 (有)ヤマグチ食品 マイクロ波を使った次世代ドライフルーツの商品開発・販路開拓事業

福井県 (有)スターフーズ 県産獣肉を活用した新ジビエ商品の販路拡大事業

福井県 (有)西野自動車 WEB広告を活用した中古車の販売促進事業

福井県 (有)よごや 店頭サイン新設及び新聞折込による顧客獲得事業

福井県 レストランすかーい 店内設備を改装し、「QSC」を向上させ、売上増を目指す

福井県 ワタリグラススタジオ ガラス制作体験部門強化プロジェクト

福井県 ㈱キューピー薬局 集客力を高める店舗改装・販促用のPR

福井県 ㈱サワザキ仏壇店 消費税増税に対応するための販売促進強化事業

福井県 ㈱タナカ わかさ椿プロジェクト

福井県 ㈱永尚 県産材（杉）を活用した付加価値の高い4床板材の販路開拓
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福井県 ㈱西陣 自然と共生する空間の創造に関するPR

福井県 ㈱ハイテック 商品の迅速企画提案による販路拡大

福井県 ㈱本夛 漁師・COM（ドットコム）サイト開設による漁師専門用具の販路拡大事業

福井県 ㈱まちUPいけだ 商品販売拡充事業（村のアイス（観光物産商品）、生鮮鮮魚販売）

福井県 ㈱みつぐはうす工房 新システム導入とデザインの統一によるブランド力創造事業

福井県 ㈱レゾンデートゥル 海外の富裕層をターゲットとした福井県産メガネの販路開拓事業

福井県 ヤマイチ漆器店 消費地での個展開催と図録作成

福井県 株式会社　前澤金型 3次元造形機（3Ｄプリンター）を用いた試作事業の販路開拓

福井県 株式会社サンユー 実店舗にて知名度を上げてからのホームページで世界販売

福井県 株式会社山崎漆器商会 国際見本市への出展及びそれに伴う商品カタログ・チラシ等の作成

福井県 株式会社北陸濾化 表面改質処理剤（表面改質方法）における商品の新規販売先構築事業

福井県 有限会社ふげつ 「樹脂茶筅」の商品化、現代人にあった茶道具の販路拡大

山梨県 株式会社アサヒジュエリー 香港における宝飾製品展示会出展事業

山梨県 ＹＫコンサルティング 子育てママのための保険＆マネーセミナーの開催

山梨県 株式会社　やおき 全塗装工場「オールペン.com」

山梨県 株式会社オクルス 第7回アジアビューティエキスポ

山梨県 株式会社茂呂製作所 海外展開、販路開拓のためのチラシ・パネル作成

山梨県 西島和紙工房
新商品の生産性向上のためガス式の平型乾燥機を導入とインターネットを活用した販路拡大，
及び活版印刷屋さんとのコラボレーション

山梨県 久津間青果 若桃のワイン煮の山梨県産商品としてブランド化

山梨県 フランス菓子シャンペトル 手土産商品及びグラス・ソルベを使った商品開発

山梨県 ペンションあるびおん 写ガールの旅を豊かにする八ヶ岳自然写真セミナーとガイド企画

山梨県 有限会社　河野貴金属製作所 ジャパンジュエリーフェア2014への出展事業

山梨県 理想園 農産物や農産加工品の新規販路拡大に伴うブランディング

山梨県 ㈱アスク 高専ネットワークの構築

山梨県 ㈱フューチャーズ　クラフト 機械要素技術展２０１４に出展し、自社製品・技術のＰＲ

山梨県 株式会社スタンプマート チタン印販路拡大事業

山梨県 株式会社産業革新研究所 「製造業向け生産性向上ビデオ教材の制作・販売事業」

山梨県 株式会社峰岸商会 取扱商品の在庫を顧客に見せる化「特殊鋼加工．Ｃoｍ」サイトの開発

長野県 ヴァンドール 高原の喫茶にふさわしい快適空間と新規開店の周知による販売促進

長野県 株式会社ウィルウェイズ 総合求人情報サイト「信州人キャリアナビ」の知名度向上

長野県 まくら屋 まくら屋のオーダーメイド枕の、長野県中南信エリアへの広告宣伝

長野県 山口会計事務所 相続税増税に伴う、顧客ニーズにこたえるサービスの広告

長野県 有限会社中野食糧 信州中野産そばを使用したそば粉１００％の乾そばの開発

長野県 株式会社松本微生物研究所 全国の農業関係者へ自社製品を広く売り込むための販路拡大事業

長野県 信州ナチュラルフーズ 解体処理工程における衛生強化事業

長野県 居酒屋　しんちゃん お客様にやさしい店舗づくり（高齢者・女性客）

長野県 カントリーオートパワー 新規顧客の開拓と新車購入機会の動機づけの促進

長野県 小林製菓㈱ 季節性の高い商品の訴求力向上のための顧客情報データベース活用

長野県 宮本屋 お座敷の設備向上に伴うトイレ工事

長野県
リストランテ　フローリア
土屋時計店

「日曜のイタリア朝市」事業の実施

長野県 ㈱アイプランナー 月額の支払で利用出来る営業支援ソフトウェアの展示会出展
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長野県 ㈱塩崎 米粉菓子の改良と包装袋のリニューアル化

長野県 ㈲越前屋 イメージ戦略改変のための新商品の開発及びパンフレットの刷新事業

長野県 ㈲長野エスカルゴ
自社ホームページの作成と運用
スキャンツール（コンピューター故障診断器）の導入
店舗改装に伴う顧客満足度向上と収益増加

長野県 加圧トレーニングスタジオ　ボアソルチ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝活動と店舗改装

長野県 株式会社ＩＤＥ 小グループと個室希望者に対応する客席レイアウト改善による客席稼働率向上事業

長野県 株式会社かつ栄 ①ランチメニューの開発　②ケータリング部門の強化

長野県 株式会社かのや 地域に知らせる『あなたの街の保険屋さん』

長野県 株式会社幸菜 駅前植物工場のドレッシング強化・販路拡大事業

長野県 株式会社中條製缶 ６次産業事業者向け販促

長野県 結美プランナー 新市場顧客（写真撮影顧客）開拓のため広報を実施し売上１０%増を見込む

長野県 幸せの黄金たい焼き 小諸店 洋菓子風ワッフルケーキたい焼きの出張販売。（旧軽井沢）

長野県 匠整骨院 耳ツボダイエットチラシ折込およびホームページリニューアル

長野県 鳥梅やきとりコーナー  トイレ、洗面所の改良による店舗利用環境改善事業

長野県 北原漆工房 国内、海外向けＷｅｂブランディング事業

長野県 有限会社　ミキ・コーポレーション ①展示会への出展　②新商品ギフト箱の一新

長野県 有限会社ケルビム 中国市場への進出事業

長野県 有限会社シスターズ 外観チェンジで道行く人も車もＧＥＴ！！

長野県 有限会社トランザクト 安心用品シリーズ　新商品発売・販促ツール強化と販路拡大

長野県 有限会社金鵄園茶店 100年続くラベルデザインの変更（大手メーカー・消費税対策）

岐阜県 Ａ．Ｌ．Ｃ．Ｃａｆｅ（エーエルシーカフェ） 新たな目玉商品販売による焼き菓子部門強化とその生産体制構築。

岐阜県 Ｓ＆Ｄトレーディング 高齢者向け住宅への改装とそれに伴う広報活動

岐阜県 アンドウ装飾 個人顧客をターゲットとした内装・インテリア工事の販路開拓

岐阜県 いかけん工房 プレスイカ焼きの販路拡大と増産体制構築

岐阜県 株式会社　ＮＦＳ マルチローターヘリのＰＲによる販売力アップ

岐阜県 株式会社　北平商店 洗車・コーティング等サービスのＰＲ並びに認知度アップ

岐阜県 株式会社　パールムーン 新たな客層へのハンド周波療法による癒しと健康の提供

岐阜県 株式会社　山県金属 建設機械、電動工具等の修理事業のＰＲ

岐阜県 株式会社パッソ 土に還る骨袋（不織袋）に納める粉骨サービス

岐阜県 株式会社ライフログ クレイアニメ制作キッド及び教材等の開発

岐阜県 川の駅　旬の味　おか多 閑散期の売上拡大のための販路開拓

岐阜県 合資会社　コーヒーハウスアオイ 「フワフワかき氷」と「ほーシューバーガー」の販路開拓

岐阜県 滝本株式会社
新たな生徒を開拓する広告・宣伝活動を行い、さらに教室講師、生徒による商業施設等でのコ
ンサートで周知力を高める。

岐阜県 テクナード株式会社 消臭・調湿製品「シリカクリン」の更なるブランディングの構築と

岐阜県 トマト工業　株式会社 既存の顧客データを元にしたカタログ通信販売

岐阜県 富田製材　有限会社 「家族に優しい家づくりのトータルサポート」のＰＲ

岐阜県 野々村建設　株式会社 「耐震改修事業」のＰＲ及び耐震診断や耐震リフォームの啓発

岐阜県 ミラクルマジック 建築業者を対象とした「新築、リフォーム時の整理収納サービス」の販路拡大事業

岐阜県 有限会社　赤塚製作所 「技術相談サービス事業」立ち上げに伴う営業ツールの強化

岐阜県 有限会社　岐南カレンダー 友引カレンダー・大安カレンダーの試作・広告

岐阜県 有限会社　夢幸望 新商品の通信販売テストマーケティングの実施及び専用箱の作成
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岐阜県 有限会社　吉村業務店 パンフレットの作成及び広告掲載

岐阜県 有限会社川崎商店 「職人による手作り文房具」　独自ブランド商品の開発

岐阜県 有限会社木の店大蔵 HPリニューアル及び角ノミの改修、曲線加工機械の導入

岐阜県 有限会社まるひゃく
・国内および海外の観光客の方へ配慮したの売り場の改装
・国内および海外の観光客の方へ配慮したホームページの立ち上げ

岐阜県 ライフサポートシャンティ ママのためのカウンセリング拡充のための広報・施設改修事業

岐阜県 リベルテ 顧客満足向上のための設備投資、新メニュー開発

岐阜県 秀栄建装株式会社 住宅塗装元請工事の主力事業化

岐阜県 Ｉｍａｇｅ　Ｃｒａｆｔ株式会社 新商品(仮)『ありがとうハンガー』の販路開拓及び『ありがとうシリーズ』の販路拡大

岐阜県 Ｍｏｎ　ｃｈｉｅｎ　ｅｔ　ｍｏｉ（モン　シアン　エ　モア） 「飛騨高山ワンちゃんと一緒に散策マップ」の作成とレンタルカートの購入

岐阜県 ＴｉｍｂｅｒＬｉｆｅ株式会社 セルロースファイバー断熱材の断熱リフォーム市場の開拓

岐阜県 アソビトコーヒー 大型看板の設置及び地域情報誌への掲載による認知度アップ事業

岐阜県 コンサルティング・シスト 中小企業向け「自ら考える社員と組織づくり」サポートの販路開拓

岐阜県 タグチホーム株式会社 ホームインスペクション（住宅診断）による提案型建築業

岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 「陶磁器と鉱物を融合させた商品”おろし上手”の販売戦略」

岐阜県 有限会社三輪塗装 住宅元請塗装工事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 有限会社ヤマ亮横井製陶所 高付加価値磁器食器の開発及びパッケージの製作

岐阜県 ワコールショップ　グー 新規顧客獲得のための情報発信及び安心して試着できる環境作り

岐阜県 横山工業ミシン 株式会社 刺繍入り商品のマーケットリサーチと企画開発

岐阜県 家田紙工株式会社 和紙折紙での欧州市場開拓

岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 「台所と食卓を結ぶ新食器」の顧客価値起点（ユーザーイン）開発

岐阜県 株式会社南部建装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

岐阜県 株式会社金山印刷所 新商品を開発した企業に向けての営業ツールの販売促進活動

岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家 せんべいの高級ブランディングに向けてのデザイン強化事業

岐阜県 三喜屋靴店 「健康靴とサービス」アピール広告の作成折込を行い売上増を図る

岐阜県 有限会社角富製陶所 パンとコーヒー用仏具“きらら”（仮称）の開発。

岐阜県 有限会社つちや家具 福祉用具の販売・レンタル事業を周知し売上増を図る

岐阜県 有限会社ラパンアジル 歩行等が困難な要介護者も本格的なフレンチが楽しめるサービスの開発事業

岐阜県 有限会社ワイツークリエイト 高付加価値化した魅力ある地元商材のネット販売システムの構築

静岡県 Ａｎｇｅｌ　Ｓｍｉｌｅ 「ディズニーウェディング」に特化した、結婚式の引出物グッツの販路開拓事業

静岡県 TENYNEO 実店舗・WEBサイトの認知度やブランド力向上事業

静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 樹木に予防的観点を提案する樹木ドック事業

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用サスペンションキットの開発

静岡県 株式会社ＩＳＫ 「販路拡大のためのネット予約・販売・顧客管理システム構築事業」

静岡県 株式会社ととや新兵衛 平日、夜の売上アップを図る　販売促進事業

静岡県 シュクール
剪定時に切り落とされる三保地区の若い松葉を使用した松葉入りパンや焼菓子等の開発・販
売

静岡県 プラネットクライミング株式会社 夏休みＫＩＤＳスクール開催の為の新聞折込を利用したＰＲ活動

静岡県 マスダグリーン株式会社 ジュエリープランツ制作教室の展開と制作キットの販売

静岡県 マスダテクノ株式会社 フィルムラッピングの新しい販売モデルの構築に係る広告事業

静岡県 有限会社松田商会
飽きない（商い）地域の可能性発掘事業　～店舗レイアウト変更、商談スペースの設置による
顧客サービスの向上～

静岡県 渥美尚人特定社会保険労務士・行政書士事務所 社会保険労務士の農業界浸透事業

静岡県 株式会社ベルエキップ・プラス
静岡地酒「正雪」純米大吟醸酒粕の静岡酵母と清見みかんの酵母を使ったベイクドチーズケー
キの開発
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静岡県 株式会社高村園 「三嶋縁起茶」、「大杜袋（おおもり・不苦労）販売」等の開発

静岡県 蒲原屋
若者のライフスタイルに合わせた調理方法等、乾物の新たな価値を提案する老舗乾物店の展
開

静岡県 豊川商店 静岡産粉末茶を使用し、静岡ならではの特徴を加えた当店オリジナル「龍の髭」の開発・販売

静岡県 有限会社マルハチ金龍丸水産 冷たくてもおいしい煮魚（パック形態商品）の開発、製造、小売直売

静岡県 有限会社ももぞの沖工務店 檜や檜葉の経木を様々なデザインに組み合わせて製作する室内装飾品「経木組細工」の開発

静岡県 ＢＩＺＨＯＰＥ 地域中小企業向け広報・事務代行に関する新規顧客獲得事業

静岡県 ＪＯＹ環境サービス 革命的なホウ酸を使った白蟻防除工法による販路開拓

静岡県 LITTLE:NOISE 客の高年齢化への対応を強化する事による、高齢顧客の開拓

静岡県 今野登志夫陶房 陶芸家による完全オーダーメイドの陶器インテリア用品の販路拡大

静岡県 御前崎ユースホステル 新メニュー開発・新サービス提供に伴うPRチラシ等作成事業

静岡県 海鮮料理　みはる 季節のデザート（アイス）の提供と各種ソースの充実

静岡県 加賀美建築 耐震性向上・リフォームなど、当社で行う小規模施工サービスの販売促進

静岡県 菓子司　中島屋 広告宣伝を強化するためのパンフレット並びにポスターの作成

静岡県 かねとよ株式会社 需要の拡大を図るため香典返し専門の自社オリジナルパンフレットの作成

静岡県 株式会社　ＡＹＡＲＩ
ヨガと整体を融合させた「ayanoha　YOGA」体系とビジネスモデルの確立に向けた販路開拓の
展開

静岡県 株式会社　ＰＩＣＫＥＬ 地震対策不動産の買取り販売の販路開拓及び拡大

静岡県 株式会社　Ｖｉｃｔｏｒｙ 再利用した中古部品の販売展開

静岡県 株式会社　アグリ浜名湖 自社栽培オリーブ「浜名湖オリーブ」を使用した製品の販路拡大

静岡県 株式会社　アナログユニオン オリジナル商品のブランディング

静岡県 株式会社　オプトメカ　エンジニアリング 広範囲及び微小範囲を照射できる光均一照射デモ装置の開発

静岡県 株式会社　君平 訪問マッサージのチラシとパンフレットとwebサイトの作成

静岡県 株式会社　セイワ 「お家の塗装まるまる10年保証」の販売促進事業

静岡県 株式会社　ブルーニングハーツ 製品ラインアップの拡充に伴う釣行番組の作成とＴＶ放送による販売促進活動

静岡県 株式会社斎藤工務店 Saitou.eco. リノベーションｂｙ賃貸

静岡県 久保板金工業 多種多様な屋根等のニーズに対応できる会社づくり

静岡県 月花園 伝統和菓子「青ねり」の製造技術を応用した新たな和菓子商品の開発

静岡県 建設・工務　木村建設 地域の団塊シニア層に向けた新規顧客獲得の為の販促事業

静岡県 ココロオドル株式会社 冷凍餃子パッケージ改良。 湖西市の新たな名産造りと販路拡大

静岡県 四季平安堂薬局 認知症サプリメントの販売と患者及びその家族への多面的サポート事業

静岡県 静岡壁紙工業　株式会社 葛布海外販売促進プロジェクト

静岡県 白井ふとん店 「快眠」をテーマとした効果的な販路開拓チラシの作成と新聞折込

静岡県 鈴木菓子舗 新しい時代に対応したリニューアル

静岡県 スズヤ鍼灸治療院 高齢者やスポーツ活動支援移動治療車の改造等整備事業

静岡県 のどか 着物や古布を活用した提案型オーダーリメイク事業の拡大と充実

静岡県 春瀬工藝株式会社
浜松特有の鮎釣り方式を応用した仕掛けセット「こあゆ釣りはままつ方式」のブランド化を目指
した販路開拓の取り組み

静岡県 はんぺんや 「富士山はんぺん」の「富士山みやげ」としての商品開発

静岡県 ひろ接骨院 整骨院が行う介護予防を目的とした癒し空間の提供と健康増進教室事業の展開

静岡県 蒲団屋山昇 不眠でお悩みのお客様のために「快眠」の環境提案と周知広告

静岡県 ヘアステーション　カエル シャンプー台改装によりヘッドスパを取り入れ新たな顧客獲得を目指す

静岡県 丸久　鈴木久吉商店 イタリアへの有機栽培茶の輸出および現地での販路開拓

静岡県 みどりの店ポメゾン お花のある暮らし提案と集客力のある店舗改装
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静岡県 明治屋醤油株式会社 自然発酵熟成もろみからの自然垂れ製法によるプレミアム醤油の開発と販路拡大

静岡県 メガネの光明堂 眼鏡コードやケースの商品開発及び展示会等への出展費

静岡県 木工の「傳」 男の木製クラフト製品の開発及び販路開拓

静岡県 森の手作り屋さん　かたつむり 天然酵母と地元黒米粉を使用したカンパーニュの製造販売

静岡県 山一園製茶株式会社 山一園製茶のブランディングと販路開拓

静岡県 有限会社　鮮太 店舗内和式トイレの洋式化及び介助用手摺り取り付け工事

静岡県 有限会社　アンズ ママ層のニーズに対応した店舗改装により新たな集客展開をしていく

静岡県 有限会社　石田茶店 「富士山巡り」をコンセプトにした、静岡県内の5産地のお茶を組み合わせた新たな商品開発

静岡県 有限会社　うなぎの井口 「旨み熟成うなぎ」の商品化による最高級ブランド商品の確立

静岡県 有限会社　尾白弁当 とろろ汁製造設備・販売の拡大事業

静岡県 有限会社　カネタ太田園
少量茶葉を消費者へ魅せるパック詰めの実施と天皇杯受賞のカネタ太田園による「天竜茶」の
店頭販売促進並びに展示会での周知

静岡県 有限会社　佐原製作所 3D-CAD/管理システム導入による技術力UPと新規開拓事業

静岡県 有限会社　シライケンコードー ポレーション施術機導入によるエステサービスの品質向上

静岡県 有限会社　戸塚豆腐店 販路開拓に向けて商品パッケージの改良と販促用のぼり旗の作成

静岡県 有限会社　トリイ 地域資源、掛川葛布を使ったローマンシェードの開発及び販売

静岡県 有限会社　花のあがた 女性客の間で評判を呼ぶオリジナルペーパーバッグの開発

静岡県 有限会社　原三ヶ日店 やさしい店づくりと新たな広告媒体による販売促進

静岡県 有限会社　舩越造園 ブランド（剪定バスター）周知のための広告宣伝活動事業

静岡県 有限会社　まるたま “姫街道の味便り”『奥浜名湖の深蒸し茶』で販路開拓

静岡県 有限会社　万寿田 ペットと楽しめる癒しの場所の提供

静岡県 有限会社　ライフワーク 高齢者世帯に向けたエクステリアのバリアフリーリフォームの提案販売

静岡県 有限会社小泉タクシー クレジットカード決済端末機導入事業

静岡県 有限会社レッカーランドフクカワ 通販の需要拡大を図るためのウェブサイトの広告強化とレバー製品のリーフレットの作成

静岡県 和食処　七海 高齢者(足・腰の悪い方)へ配慮した店づくり

静岡県 藤田商店 誰でも簡単に出汁が取れる「無添加だしパック」の試作品改良

静岡県 ゴールデンフィールド株式会社 フリースクール「つくし」(仮称)の運営、通信制高校のサポート業務

静岡県 鳥居食品株式会社 リニューアルパッケージと工場直売所での試飲試食

静岡県 ベルエキップ ダイニングルームの改装

静岡県 ヤマヤ醤油有限会社 百年企業『ヤマヤブランド』価値再構築プロジェクト

静岡県 加倉水産 高級志向向け、こだわりギフトラインの開発および新ブランドの確立と新商品開発

静岡県 株式会社グルッペ みしまから日本全国へ！三島野菜を活用した商品の大規模食品展示会への出展

静岡県 株式会社ジャストワーク

「短納期、特急品に対応する試作品支援開発事業をPRするためのホームページ作成」産業用
機械や装置の試作等の受注において、緊急性を必要とする特急品において短納期にて対応す
る試作支援開発事業を当社の新事業として着手し、ホームページにおいて積極的にPRを行な
い販路の拡大を目指す。

静岡県 株式会社ニューハレックス ランガール等のウェアにマッチするバリエーション豊富なテーピングテープの販売

静岡県 青島建設株式会社 『つよいえ（耐震補強）・あったかいえ（断熱補強）』(仮称）の提案および販売促進

静岡県 二宮整骨院 女性客と学生客を新規開拓するための屋外看板による広報活動

静岡県 有限会社　ネイティブグラフィック 富士山麓の軽石を使用し加工処理した新商品のWeb販売及び販路拡大のためのツール作成

静岡県 有限会社コスモグリーン庭好
「うなぎいも」関連製品のイメージキャラクター「うなも」の着ぐるみを活用したビジネスフェアでの
販路開拓

静岡県 有限会社はらこめや 「みしまのおむすびころりん」の製造販売

静岡県 有限会社西島木工所 木製皿ｆａｃｅ　ｔｗｏ　ｆａｃｅのデザイン及びパッケージの刷新

静岡県 有限会社田中家具 工務店などBtoB向け新規顧客獲得にむけた販促事業
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静岡県 和洋係 新規顧客を獲得するための展示会の開催

愛知県 T a r o ’ s   B a r ＰＶ・ＳＮＳを活用した若者世代へのＢａｒ文化普及促進プロジェクト

愛知県 いろり屋 小冊子とインターネットによる食材情報提供及び地域の情報発信事業

愛知県 奥村建築 低コスト国産木材住宅を周知するためのデザイン住宅見学会の開催

愛知県 株式会社インテルプレス 職業紹介事業拡大のための新規契約企業獲得策

愛知県 株式会社カトペン 住宅塗装元請け工事の主力事業化

愛知県 株式会社成功電気 省エネ法届出代行業務の効率化及び販路拡大

愛知県 株式会社八丁魚光 結婚披露宴の料理出張サービス

愛知県 株式会社丸増商会 インターネットシステムＩＴＭ（携帯をかざすだけで動画を配信）を利用した新規顧客の獲得

愛知県 中央通り社会保険労務士事務所 時代のニーズにあった新たな労務管理とサービスの差別化

愛知県 ビストロＵＭＥＣＨＩ
店舗移転に伴う営業拡大事業 ～ より地域の人に愛される「ビストロカフェＵＭＥＣＨＩ」を目指
して

愛知県 ほまれ接骨院 サイトリニューアルによるＳＥＯ対策および、既存接骨院と新規治療院のコース提示

愛知県 株式会社ニシオカ 地球と人にやさしい自然素材帽子のネット販売

愛知県 株式会社ムーンフェイス ハイエース総合カタログの制作

愛知県 株式会社魚とら 高齢者対応を目指した離れ座敷のテーブル、椅子席化

愛知県 五万石トレーディング株式会社 国産（三河材）の間伐材を利用した子供用「無垢の組み立て家具」の開発・製造

愛知県 後藤労務管理事務所 介護・医療事業を重点分野としたＷＥＢサービス等の提供

愛知県 煮込みうどん　二橋
味噌煮込みうどんの通信販売
キャッチフレーズ「売り切れ御免のうどん屋の、売り切れ御免後のこだわりの賄い。」

愛知県 中嶋政雄税理士事務所 美容室開業予定者及び開業年数の浅い美容室を対象としたＰＲ活動

愛知県 中日本総業株式会社 ＥＣサイト（ネットショップ式）受注システムの開発、自社契約可能なイベント出演者の募集

愛知県 有限会社カルテット 知育玩具取扱説明DVDの製作及び販売促進用カタログ製作

愛知県 有限会社ジョリィ　鉄板焼き小鉄 新規顧客獲得のための店舗看板の設置

愛知県 石川音楽教室 生徒のための快適空間づくり事業

愛知県 ヴァリアス　ルシアリー ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得

愛知県 エヒラ家具 店頭売上増加を目指した店内環境の整備策

愛知県 エムケイケイ㈱ 航空宇宙産業における液封成形金型の受注に向けた試作品開発

愛知県 小野畳店 刃物・ハサミの刃物砥ぎサービスによる新規顧客獲得事業

愛知県 菊園製菓 銀杏和菓子の魅力強化と進物品パッケージ改良事業

愛知県 渓流荘
ファミリー層の新規顧客確保のためのレジャー施設（釣り池）の整備及び新サービス（釣った魚
の塩焼き等）の提供等

愛知県 こざかいとらや 新たな顧客の取り込み（ホームページの再構築・新商品開発・チラシのデザイン変更）

愛知県 佐藤建設㈱ 「ローン０円住宅」販売促進事業

愛知県 進学塾　CUBE　知立校 サッカークラブの設立・運営による新規顧客開拓事業

愛知県 たばた屋 成人式の振袖販売及びレンタル成約率アップによる販路拡大事業

愛知県 なおきヘアー 高齢者が快適に施術できる空間づくり推進の為の理容イスの導入

愛知県 バイクエッグ　スポーツ＆ファミリー 「スポーツバイク、コンセプトショップ化」事業

愛知県 花の木の実 販路拡大のためのECサイトの構築

愛知県 花乃屋菓子舗 品質と価格バランスの良い商品の強化とパッケージ改良事業

愛知県 美味良酒マルア 店頭看板制作とDMのカラー化

愛知県 プラナスケミカル㈱ 「劣化検地を飛躍的に効率化する新保護塗料によるインフラ点検工法」の販売促進

愛知県 ヘアーメイク　イーズ 未病（アトピー・アレルギー）サービスの販売促進

愛知県 松栄軒製菓舗
販路拡大の為の新規委託販売先向けの新商品開発とそのギフトパック（セット販売）の開発及
び商品PRのための看板の設置
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愛知県 めんくい亭 若者、主婦層客獲得の為の新商品広告宣伝事業

愛知県 リンゴボーイデザイン㈱ 閉店店舗と新規開業とのマッチングとコンサルティング事業

愛知県 レインボーカラーズ㈱ 新規顧客開拓の為の新規イベント実施及び映像収録・配信事業

愛知県 和菓子だより　米田屋 新商品開発とそれに伴う自店のイメージアップ

愛知県 和吾毛織㈱ 婦人服一貫生産ブランド「TINAandSUSIE」の販売促進用パンフレット作成

愛知県 笑うぎょ～ざ屋 新メニュー（炒飯＆餃子）開発と機械化による新規顧客開拓事業

愛知県 ㈱米のキムラ 「玄米を食べて美人プロジェクト」チラシ、パンフレットによる販売促進事業

愛知県 ㈱篠島お魚の学校 ネット販売システムの構築と真空パック包装機械の導入

愛知県 ㈱ダールフルット イタリアナポリピッツァの持ち帰り店の展開事業

愛知県 ㈱大猶ハウジング 地元新規顧客への自社の強みのアピールと自社の商品のアピール

愛知県 ㈱タイヤスクエアミツヤ タイヤのインターネット通信販売システムの作成

愛知県 ㈱中部ハウス ホームバーのある暮らし「COHAC」の提案

愛知県 ㈱デイジー 薔薇の直接販売

愛知県 ㈱トライアーティスト トライアスロンスクール新規会員獲得のためのPR事業

愛知県 ㈱中川でんき 地域密着店にしかできないサービスPR事業

愛知県 ㈱ナカノ金物 一般のお客様増加を目指して

愛知県 ㈱ニーズ名古屋 EURO CROSS MP61 CONCAVE　販売促進事業

愛知県 ㈱安田製作所 軽トラック用幌の販路開拓

愛知県 ㈱吉原化工 集排水処理材の機能を活かした、介護用特殊マットレスの開発

愛知県 ㈱リプロ ケガ予防を目的とする健康な体作りトレーニングサービスの提供

愛知県 ㈲伊藤呉服店 高付加価値的な刺繍サービスの提供

愛知県 ㈲菊春 顧客ニーズである高齢化に対応した椅子テーブル席への変更とその周知

愛知県 ㈲くるまやブーブー 顧客ニーズに即応するホームページ製作による販売促進事業

愛知県 ㈲千里十里 高度技術を用いた料理手段のPR

愛知県 ㈲たなかや 地域情報誌（フリーペーパー）での広告掲載による広域な広報活動

愛知県 ㈲富屋商店 「ネットとチラシを活用した化粧品専門店のエステ客増客事業」

愛知県 ㈲沼野昇楊堂 赤ちゃん誕生記念筆・書道用筆を中心とした毛筆の販路拡大

愛知県 ㈲野々山石油店 出張販売用灯油タンクローリー並びに延長ホースの購入

愛知県 ㈲ハッピー 新メニューのドーナツと新パッケージを使った味噌の販売促進計画

愛知県 ㈲ふとんの福安 木綿布団工房の設置及びスロープ設置

愛知県 ㈲マルキふとん店 快眠ソリューションビジネス、眠りアイテムの販売拡大

愛知県 ㈲丸昇 ライブ・イベント産業展という新しい展示会に出展する事による新規販路の開拓

愛知県 ㈲まる屋料理店 会席料理デリバリーサービスの販促事業

愛知県 ㈲みずのかぐ Kodamaコダマプロジェクト「上流の山と下流の街をつなぐ」

愛知県 ㈲宮田鉄工 室内型木造軸組み耐震シェルター「剛建」の販売・雇用促進

愛知県 ㈲山本雅清商店 仏壇、仏具の修理、復元、洗濯に特化した販売拡大事業

愛知県 Ｃａｆｅ　Ｂ＋　（カフェビー） アーティストイメージメニュー開発による誘致と販路拡大

愛知県 ＣＩＣ株式会社 二層ビールグラス・取っ手着脱式ドリンクホルダー開発・販売促進

愛知県 ＫＡＧＵＲＡ 新作木製品開発

愛知県 Ｒｅａｌ ＣＡＳＩＴＡ エステとブライダルエステの「空間」と「サービス」の強化

愛知県 アルコ個別サクセス 新規教場による個別指導塾の既成概念を覆すブランドイメージ確立
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愛知県 アンジュ株式会社 美心養成講座「美心塾」の開催により潜在顧客の獲得を図る

愛知県 イヴォルブコスメティック株式会社 ロールカット式あぶらとり紙の販売のためのチラシを作成・配布

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 床ずれ予防マットレスの新機種開発と販路拡大

愛知県 グラススタジオ　バルト 出張体験を三大都市に拡大する為のホームページ大改革事業

愛知県 サカイｉＴ企画 商工会議所チラシ同封サービスを活用した初の紙媒体によるＰＲ

愛知県 パンの寺田屋 湯種食パンを食パンの王様に！（売上倍増計画）

愛知県 ヒカリ販売 団塊の世代向けの広告・宣伝活動

愛知県 ふくろう 看板の新設及びスマートフォン対応によるネット通販の販売強化

愛知県 ヘアーサロン村越 理容室における、平日会員制「エステ・スパ」事業の展開告知

愛知県 ヘアサロン　キラリ エアーブラシを使ったメイクアップの新商品による新規顧客開拓

愛知県 モイスティーヌ一宮サロン 地域コミュニティへのプロモーションで新規顧客を獲得。

愛知県 有限会社エーアイ 中小企業向けの「スキル型賃金」の導入支援

愛知県 有限会社松屋商店こめ蔵パトス 生産者との直接取引による、オリジナルギフト米の開発とPR

愛知県 わかば接骨院 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

愛知県 稲垣腸詰店 新開発する「猪サラミ」、「猪生ハム」の商品展示

愛知県 快足ＡＣ 快足ＡＣ　スマイルランニング教室の開催による販路拡大事業

愛知県 楽山 トイレを洋式に改修し、イメージアップと新規顧客の開拓を図る

愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ キャラクター商品の開発と販売

愛知県 株式会社アジャスト 製品開発に最適なＬＥＤ及び関連商材の提案と新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社いわいハウジング インターネットを活用した商品情報・プラン提案システムの構築

愛知県 株式会社エープランナー 未来の教育ラボ

愛知県 株式会社エミシア 訪問サロンサービスを通して多忙な女性の健康と美容をサポート

愛知県 株式会社タカハシ ◇「本店開業６０周年感謝祭」

愛知県 株式会社トッパ堂 中小企業を活性化する「中小企業特化型社員研修」プロジェクト

愛知県 株式会社ネクスト
ホームページを活用しCFRP（炭素繊維強化プラスチックス）加工技術を基軸とした高付加価値
製品の販路拡大

愛知県 株式会社リベルタス 日本初上陸スペインワインを食品関連の展示会で出品

愛知県 株式会社蒲郡ジムキ 高度なカスタマイズパソコンの販売

愛知県 株式会社金魚屋 節句人形の新提案「マイひな人形、子どもから大人まで持つ喜び」

愛知県 株式会社空空 飲食店用写真メニューの販路開拓

愛知県 株式会社山吉 三河木綿と本染めの技術を活用したオーダーデザイン商品のブランド戦略並びに販路拡大

愛知県 元気でんき株式会社 　「元気でんき119」事業の地域認知度向上への取り組み

愛知県 合資会社堺 岡崎プレミアムギフトの企画販売

愛知県 三浦モータース 中古車の展示場と商談・サービス専用事務所の設置

愛知県 三陽株式会社
女性を彩るだけでなく、家族を包む着物の開発及び販路開拓(男性用着物の商品開発と販路
開拓事業)

愛知県 酒創彩菜　だいだい 店舗内のテーブル席ならびに座敷席の個室化

愛知県 住健トラスト株式会社 空き家の活用と既存住宅の流通を促すポータルサイトの開発

愛知県 上郷接骨院 「オンリーワンサービス開始に伴うホームページの開設」

愛知県 万事屋 新ビジネス「着ぐるみ出張サービス」の開始

愛知県 有限会社イグナイト 直販サイト立ち上げによるフランス産オーガニック化粧品の小売事業の実施

愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ こどもメガネのプロモーション強化

愛知県 有限会社サンアール 双方向の美容室「口コミ」システム構築による顧客開拓事業
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愛知県 有限会社ダンディライオン 唐揚げ専門店による地域密着お弁当及びおかず拡大事業

愛知県 有限会社トータルデリ　グリルれんが亭 ブランドイメージアップのための店舗改装工事

愛知県 有限会社トワニ 高周波温熱美容と波動形空気圧美容の導入による当社認知度ｱｯﾌﾟ

愛知県 有限会社フットバランス 足の計測会や相談会による足育啓蒙と販路拡大

愛知県 有限会社環境テクシス 食品リサイクルシステムのPR

愛知県 有限会社吉野屋 洋式トイレ設置事業

愛知県 有限会社酒井設計室 デザイン性とライフスタイル提案を兼ね揃えた個人住宅の新プラン開発と販促活動の展開

愛知県 有限会社杉浦熔接 新型ロケットストーブ開発および販路拡大事業

三重県 株式会社エコ：トレード 危険な化学薬品を使用しない環境配慮商品の販売促進

三重県 株式会社グロウアップ・プラス "プリスクール幼保園"というブランドの地域浸透

三重県 久友建設有限会社 小さな家でも豊かに暮らせる「３０代で建てる終の棲家」の販売計画

三重県 日印食品開発有限会社 レトルトカレー、スパイスのパッケージ等改良によるブランド構築

三重県 有限会社明日桧 住まい＋食「健康的な暮らしをつくる工務店」として広報戦略の見直し

三重県 「考える塾Kj」 広報　お母さんサポート！「カウンセリング塾」＆学習・進学指導

三重県 NEOPOLIS TOTAL BEAUTY SALON 新規顧客獲得のための販売用チラシ及びホームページ作成

三重県 ウッドベリー 個人客・保育園・幼稚園へのPRと販売促進のための冊子作成

三重県 おしゃれ泥棒いなべ店
カットからネイルアート、着付けまで、美容のワンストップサービスが受けられる総合美容ショッ
プ造り事業

三重県 御宿・御料理　伊勢慶 初瀬街道での現役のはたご「伊勢慶」の“いやし空間”でのおもてなし

三重県 株式会社　野田米菓 あられ文化、あられ職人文化等の伝承による販路拡大

三重県 株式会社　松阪マルシェ
新レジシステム（タブレットやスマホの活用）の構築による経営力の向上と専門家による店舗
ディスプレイ指導により販路開拓

三重県 株式会社　マデコム 新規顧客獲得のための展示会用販売促進ツールの拡充

三重県 株式会社　養三 セルフ給油への切り替えに伴う油外サービスの認知度向上と売上高及び利益率のアップ

三重県 株式会社鹿の湯ホテル 湯の山温泉・菰野町の魅力を発信！『鹿の湯だより』の発行

三重県 株式会社スペースアート 新かがり火照明の開発、販売促進のチラシ制作

三重県 河村こうじ屋 味噌・糀・甘酒のパッケージ化、及び通販、糀製品の開発

三重県 クラフト石川 全国のイベント出店を活用したクラフト石川販路開拓事業

三重県 佐太屋　株式会社 新顧客の獲得と、顧客へのブランドイメージの定着

三重県 たかお農機店 新しい看板設置による、新規顧客の確保

三重県 ハットリケンチク 洗面脱衣室の床補修工事パックの開発と広告宣伝

三重県 八風農園　雅 はちみつの製造・販売及び加工品の開発

三重県 浜口モータース 店舗及びイベント（祭り）による集客事業

三重県 原田電器　株式会社 お客様の光熱費削減を目指した新エネルギー等、新コーナーの設置

三重県 三鈴陶器　株式会社 ごはん鍋PR事業（新商品、玄米ごはん鍋を含む）

三重県 やまちょう オリジナル企画旅行を軸とした商圏拡大・新規顧客開拓事業

三重県 有限会社　上野屋 デザインの刷新と自社のブランドイメージの統一による首都圏販路の開拓

三重県 有限会社　トヤオ工務店 ネットを利用した新規顧客獲得のための販売促進

三重県 有限会社 ネオアート キャラクター活用による販路拡大と県外での販売事業。

三重県 有限会社　ビルディック 洗剤を使用しない環境配慮型床清掃の販売

三重県 有限会社　丸正伊藤酒店 ギフト商品への名入れ刺繍を行いオリジナル商品の確立を行う

三重県 有限会社　山藤 伊勢志摩の中心で伊勢志摩の「新ひもの」を売るプロジェクト

三重県 ランチェスター経営三重 有限会社 中小企業向け科学的営業管理および指導クラウドシステムの提供
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三重県 Ｅプレゼンス 三重の女性起業家が集うポータルサイト「三重の女性起業家．COM」のリリース

三重県 MOMO バリアフリー化に伴う店舗改装とリニューアルオープンしたことをPRする広告

三重県 市川大楽園製茶 お茶に関するイベントの開催と印象に残り知名度の上がる対面販売の開催

三重県 シンプラン建築設計事務所 事務所移転に伴う内外装工事と広報活動強化

三重県 ナカヤ玩具店 地域発の独自集客イベント開催によるコアな街の玩具屋ファンの獲得

三重県 フローラ 園芸店の集客力を活用したエクステリア工事の受注拡大

三重県 ル・マルシエ 地元名産品を活用した新商品並びにパッケージ開発による販路拡大

三重県 レッドエッグ株式会社 三重県未婚者救済間口拡大プロジェクト！

三重県 株式会社セラテック ＢtoＢからＢtoＣへの販路拡大、消費者向け販促ツールの作成

三重県 株式会社貫じん堂 尾鷲ヒノキの小物開発と体験工房を使った販路開拓事業

三重県 株式会社薫田工務店 新規顧客開拓のためのチラシ配布事業

三重県 株式会社大田酒造 買いやすいネット販売の構築と蔵直売所（ミニ蔵めぐり）の改装

三重県 株式会社東万 東万発、グラスハウスを日本全国へ広める事業

三重県 株式会社南景製陶園 想いを伝える商品パッケージデザインの開発で売上向上を目指す。

三重県 小黒硝子店装株式会社 “ピンピンころり”なリフォームの普及

三重県 西川製菓 商品包装の改良ならびに販促用ポスターの作成・配布

三重県 善永有限会社 伊達式管理方式の拡販で賃貸オーナーの収益力強化を支援する！

三重県 有限会社ヒラ観光 カフェレストラン内におけるカウンター、ショーケースの改装

三重県 有限会社ムラセホームサービス 屋根リフォーム営業を主体とした建物リニューアル工事受注の拡大

三重県 有限会社晋開産業 ブルーベリーキッチンカーの有効活用で売上アップ

滋賀県 まえかわ鍼灸院・整骨院 ＩＴと地元情報誌等を活用した集客の強化

滋賀県 株式会社ハウスキューブプラス 「京都・古民家「往時の姿」再生住宅」モデルのＰＲ媒体製作等事業

滋賀県 ｋｓｙｕ　ｈａｉｒ セットしやすい！ツヤツヤヘアーを提案　　新規顧客獲得の為のＰＲ事業

滋賀県 ＭＹＡ－Ｋ　ａｒｔ　ｓｔｕｄｉｏ 既存ホームページのリニューアル、スマートフォン対応のWEBサイト

滋賀県 ｙｕｎ 「子育てママ」を応援するサロンの広報事業

滋賀県 安土養蜂園 県外の新規顧客獲得のための販促用チラシ作成事業

滋賀県 魚文 高齢者に対応！！和室で和風の雰囲気を味わいながら洋式のテーブル・椅子宴会

滋賀県 永源寺グリーンランド 釣り初心者が行きたいと思う広告宣伝戦略の実施

滋賀県 淡海酢(有) リードナーチャリング 及び見込客の獲得

滋賀県 お好み焼　千駒 安心・美味しい・豊富なメニューの選べる癒しの食事処

滋賀県 カスタムワークスゾン オシャレでエコな電動バイクの研究・開発

滋賀県 （株）ＡＵＣ “トース・クレイ工法の広報活動による顧客拡大”

滋賀県 (株)市川農場
タマネギ粉末スープのパッケージリニューアルおよび商談会「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１４
年」出展

滋賀県 カフェ　アプリ 「栗東バウム」の販促グッズの企画開発

滋賀県 (株)ケレスたなか びわ湖産・地域産間伐材使用による付加価値の高い商品の販路開拓

滋賀県 （株）清水商店 新食感「角糸コンニャク」の試作開発と商品パッケージ開発

滋賀県 （株）スリーケー 飲食店向け、バイオ剤販売の強化

滋賀県 （株）ノセ精機 はんだ付けの微細加工技術を使った個人向け商品の開発とＷＥＢサイトでの直販

滋賀県 （株）ビーエスシー・インターナショナル
『訪日外国人観光客をターゲットにした 滋賀県の自然風土や地元民との交流を提供する 観光
事業』

滋賀県 （株）山本園 新規顧客獲得及び顧客リピーター化のための店舗バリアフリー化

滋賀県 （株）リブ技術研究所 パワーウインドウによる挟込み防止製品の試作品製作及び販売促進
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滋賀県 クロアッサンアカデミー らくスタ英語プラザへの改装と英語教材の販売促進

滋賀県 シンタケ写真館 スタジオの背景多様化及びバリアフリー化

滋賀県 タカギ衣料（ＡＸＥ） 店名ロゴ入大円柱及び取扱品目拡大に伴う什器設置

滋賀県 短長 自家養蜂の無添加ハニーを利用した、高付加価値サービスによる新規顧客獲得

滋賀県 辻産業（株） 住宅設備展示場を有効活用する為のフェア開催に係る広報宣伝活動

滋賀県 冨田酒造（有） トータルパッケージング構築によるブランドイメージの確立・向上

滋賀県 肉の加賀屋 「加賀屋」ブランドの再構築と小売事業の拡大

滋賀県 西村電気商会

ケーブルテレビ会社の紹介による個人をリピート化させるための戦略
① チラシ＆ノベルティー作成
② 組織的提案力を向上させるためのシステム開発
～全社員による顧客管理と新商品技術・知識の共有～

滋賀県 パートナーズ会計事務所 広報宣伝ツール（ホームページ・パンフレット）の作成

滋賀県 ヘアーサロン渓 くつろげる空間による新規顧客の獲得と顧客単価アップを図る

滋賀県 丸越むらき 再来店動機付けと着物着用機会の創出による顧客開拓

滋賀県 ミゾイ酒店 粗利益率の高いワイン販売の強化

滋賀県 めん処たにむら 外壁工事、屋根工事及び内装改装工事

滋賀県 （有）案浦製作所 同時四軸加工設備の導入による治具の開発と受注体制の強化

滋賀県 （有）かぎ楼 足の悪いお客様でもゆっくりくつろいで頂けるための椅子席導入と周知による販路拡大

滋賀県 (有)かどや サービスの満足だけでなくハード面の整備による満足度向上からの新規顧客開拓

滋賀県 （有）草土 新商品の販路開拓事業

滋賀県 （有）重蔵窯 低吸水の信楽焼大物水周り商品（花器・水鉢、手洗い鉢、雨水貯留タンク）の開発・製造・販売

滋賀県 （有）多賀植物園 顧客視点で企業情報の整理・発信、攻めの営業で販路拡大事業

滋賀県 (有)ヤマダエナジィ 太陽光発電事業の売上増及び住宅塗装元請け工事の主力事業化

滋賀県 合同会社トレスバイオ技研 アパタイト石鹸・歯磨き粉の販路拡大

滋賀県 堀久餃子本舗 インターネット強化の為に商品パッケージ改善

滋賀県 有限会社菓匠禄兵衛
和菓子にあう器のギャラリーを併設した日本茶だけではなくコーヒーも提供する和菓子店の喫
茶事業展開

滋賀県 有限会社彦根塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

京都府 Ｎａｇｏｍｉ コミュニティカフェ向けの業務用洋菓子メニューの開発・企画、製造事業

京都府 Ｓｏｒｃｉｅｒ（ソルシエ） 新パッケージづくりと販促活動、店内環境の改善

京都府 泉工業株式会社 メタリック感キープラメ糸「反応ジョーテックス」

京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ 自社の企画開発力を活かした新たな観光土産の開発と販売

京都府 京都ハラール観光サービス イスラム諸国向け京都観光案内スマートフォン用サイト等運営事業

京都府 御生菓子司ふたば 地場産業のお茶（抹茶）を使用した新商品の開発と新商品の周知

京都府 森陶商株式会社 首都圏での販路開拓

京都府 学習教室てらこや ”学校前ワンストップ習い事教室”になるための教室環境整備と新講座の開講ＰＲ

京都府 株式会社坂製作所 省エネ・極小型・低騒音「SAKAパーソナルコンプレッサー｣の展示会出展による販路開拓

京都府 江戸前握り　華寿司 集客力強化事業

京都府 株式会社イスト 「京都発・至福の薬膳ケーキ＆薬膳茶」外販商品化事業

京都府 手染メ屋 効果的なＳＥＭ対策とＨＰスタイルブックによる新作販売促進

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ 英語で行うカルチャークラスの新設

京都府 Kids Toy がじゅまるの樹 ホームページ制作・広告掲載・景品購入

京都府 アグループ株式会社 商品ラインナップの充実と首都圏での販路開拓

京都府 味処　タカ お客様にくつろいでもらう空間にするために、畳の部屋を掘りごたつ型式にする
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京都府 ウェルコ株式会社 「しょうが百花マルセイユせっけん」と「かふうる」の国内販売促進

京都府 エステハウスアンディ
エステティックに関するサービスの販売促進のためのホームページに連動した新聞折込チラシ
の配布

京都府 オートクラフト 海外等展示会参加と雑誌広告掲載及び新商品開発

京都府 菓匠庵　はちまん京都
ヤフーショッピングへの出店に係る自店のストアー構築並びに市内外の若者層（スイーツ好き
の女性）への情報発信により販路拡大並びに売り上げのアップ、繁盛店としての生き残るため
の事業

京都府 株式会社京・美山ゆば　ゆう豆 関西圏、関東圏への販路拡大事業

京都府 株式会社京都サッス おじいちゃんおばあちゃんからお孫さんまで、家族みんなでキッチンに立とう！

京都府 株式会社コーシン 金属製品の海外企業との新規取引、新規案件引き込みについての販路開拓事業

京都府 株式会社西出製茶場
高品質な宇治抹茶の風味を生かしつつ、保存にすぐれた抹茶菓子のお土産・ギフト商品の開
発

京都府 株式会社福山（はしうど荘） 日本語、英語、中国語の３種類のパンフレット作成

京都府 株式会社前田組 新本社（ショールーム）及びカフェオープンに伴う顧客（一般個人）への周知・PR

京都府 株式会社山庄 多店舗展開による経営基盤の安定確立と新規顧客の取込

京都府 京都・らー麺一喜蔵 新メニューつけ麺の開発と提供による集客及び売上の向上

京都府 京料理　いっぷく亭 和室用の椅子・テーブル席の導入

京都府 京和あずま株式会社 ブランディング化に伴う商品デザインの刷新及び販促ツールの制作

京都府 クリエイティブスペース Gate エイジングケア・スキャルプケアを加えたリラクゼーションの提供

京都府 近藤学税理士事務所 会計資金繰りボードゲーム「あきんど」の開発

京都府 サーカスコーヒー 珈琲豆焙煎機のデータ化システムの導入

京都府 サポーツ京田辺 専門家のセミナー開催と連動した、フリーペーパー的チラシの発行

京都府 つくねダイニング空 空　長岡駅前店　改装事業

京都府 デバタ電気 顧客・経営管理システムの導入により情報活用で売り上げ倍増プロジェクト

京都府 西岡造園 モデル生垣・石垣緑化事業　―暮らしの安全と景観や環境によい生垣と石垣の提案―

京都府 西川化工株式会社
樹脂製品の表面に付着した静電気を除去するための静電気除去エア‐ガンの導入による「除
電除塵」を行い、品質向上事業

京都府 バイク＆サイクル　クロシェット ヤフーショッピング店舗ページ作成で売上アップと経営力強化

京都府 パティスリー　ル・フルティエ ステップアップ事業

京都府 はやし丹 顧客ニーズに対応した店舗改装及びスイーツの販売強化による集客・売上向上事業

京都府 フェリクロス
独占販売権を獲得したイタリアメーカー製スマートフォンアクセサリーの販路開拓を目指した展
示会出展への取り組み

京都府 誠長設備工業 断熱リフォームを主体とする断熱施工（新事業）の普及促進と認知度の向上

京都府 松雄建設株式会社 中古住宅再生創造商品（ブランド商品）の販促活動

京都府 松利 完璧な検査とフィッティングでシニア層の心をつかみ購買行動を喚起する

京都府 マル武河合 獣害の京北産鹿、猪を食材として有効活用する事業

京都府 三山木鍼灸整骨院
ホームページを当院独自の特色の持ったものにリニューアルし、Webからにターゲットを絞るこ
とで直ぐに収益に繋げる

京都府 有限会社　けいはんな淡彩 ランチ・タイム及びディナー・タイムの活性化事業

京都府 有限会社オートサーブ
インターネット事業におけるホームページまたはSNSを利用した雇用マッチングサイトの構築及
び新規販路拡大事業

京都府 有限会社コーユー企画
電線マーカーチューブ用の高速チューブプリンターの導入と通信手段の高度化による生産効
率の改善事業

京都府 有限会社丸栄織物工場 USBコントローラー（別紙資料）を使用した新しい織物の開発

京都府 有限会社ミックプランニング テイクアウト部門（唐揚げ専門店）を新規に立ち上げ販売強化を図る

京都府 リストランテ　ナカモト さらなる上質な空間へのアプローチ

京都府 レストラン　ルスティク 「記憶の鐘を鳴らす手紙～12か月の京田辺」

京都府 株式会社サワダ寝具工業 羽毛仕立て替えのチラシなどによる認知度のアップと新しい市場の開拓

京都府 株式会社木下金物店 ボルト・ナット商品の特化とその関連商品の絞込み事業。

京都府 出立木工所 薪乾燥度の安定化と受注システムの改善
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京都府 城陽富士工業株式会社 日本最大の専門技術展への共同出展

京都府 本庄写真館 撮影スタジオ・撮影背景、リフォーム施工

大阪府 Ａｒｉｙａｎａ　アクセサリー
「きれい！可愛い！キラキラアクセでいつもの毎日をワクワクに」をコンセプトとするアクセサ
リー商品の広報

大阪府 BAU株式会社 自社ホームページを利用した販路拡大事業

大阪府 アリタ毛織株式会社 日本の職人技がつまった高級シルクケツトの海外販路創出

大阪府 あんしんケアねっと有限会社 八雲楽楽デイサービス通常規模進化事業

大阪府 エルーメヘア デジタルパーマの新技術導入による施術時間の短縮化・　　上記等美容受付方法の簡便化

大阪府 大心 新規集客しやすいリーズナブルな雰囲気の持ち帰り専用窓口づくり。

大阪府 越智社会保険労務士事務所 適性検査ソフトを活用した人材マネジメント事業の創設

大阪府 カフェ＆ダイニングマリナ
創作料理の新メニュー開発（茄子のオーブン焼き、豚肉のカリカリサラダ、シイタケのマリネな
ど）

大阪府 株式会社ＤＢ 新規の部署「仮住まいサポートセンター」の設立

大阪府 株式会社ＭＫオフィス 女性起業家応援のためのレンタルサロンの活用事業の創設

大阪府 株式会社エイチェーコネクト PB(プライペートブランド)商品の製造・販売

大阪府 株式会社大阪エース 新サービス「体験型ワークショップ」の開発

大阪府 株式会社カミタ こども国語教室・こどもパソコン教室・エジソンクラブ(幼児向け知育教室)

大阪府 株式会社共立百貨 インターネットショップ開店、店舗＆周辺「賑わいスペース」設置

大阪府 株式会社沙羅樹 店舗PR事業

大阪府 株式会社大神 家庭向け産地直送便『のんき屋パッケージ』（仮称）の開発と拡販による販路開拓事業

大阪府 株式会社大地の恵 黒にんにく「ヴェリー」(very)の販売促進と販路拡大

大阪府 株式会社ベストビズシステム 大型展示商談会出展によるプロジェクト管理システム「たすかるナウ」販路開拓事業

大阪府 株式会社ミチバタ・ジャパン・リミテッド 寝具自社ブランティング化事業

大阪府 株式会社山中製作所 展示会への出展

大阪府 北摂ワインズ株式会社 地域情報誌「北摂シティライフ」への広告掲載

大阪府 くだもののマルカ商店
フルーツカービングを模した西瓜に生け花などでデコレーションの販売促進及び販売促進の為
の店舗美化

大阪府 健康鍼灸整骨院 医療的美容・エステ部門の創出および販路拡大

大阪府 すみくら 大阪もん加工食品及びこだわり米の販路拡大

大阪府 ぞうさん倶楽部パソコン教室 パソコンを活用して、自分再発見・未来を創ろう・仲間を作ろう

大阪府 竹澤ビル株式会社 電子看板を利用したテナント向けの共同宣伝広告

大阪府 ドーナツデプト 夏場の売り上げ減少を補うジェラートの開発。

大阪府 日精工業社 精密治具・ゲージ販路の新規開拓と顧客拡大

大阪府 パソコン教室ZERO シニア主婦層地域密着タブレット活用学習

大阪府 パソコンきらく館 パソコン出張サポート

大阪府 はっぴいおかん 大阪いちじくプリンで大学とコラボ商品開発販売

大阪府 ハヤ　イングリッシュ　アカデミー 小学生生徒獲得事業

大阪府 パルショップまち 新商品の販促用のチラシ、DM作成

大阪府 美秀膳 漢方DELI・フレンチレストラン/売上げUP＆認知度UP戦略/常連客及び新規顧客獲得事業

大阪府 フローラル花美 お祝い花の専門店に特化した経営基盤の確立

大阪府 松本工務店 耐震診断・耐震工事拡大

大阪府 三浦培樹園 英語版ホームページの作成と販売促進グッズの作成

大阪府 山口食品株式会社 大阪府内初の「納豆専門の移動販売車」及び「納豆専門の飲食店」の宣伝とチラシ

大阪府 有限会社エヌフーズ 店内照明のLED化でのイメージアップによる集客力強化
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大阪府 有限会社かめたに オリジナルホダ木・デザインホダ木の製作・販売及び新規市場販路開拓

大阪府 有限会社ガルボプランニング 広告によるバラエティーショップ・ドラッグストアー向け販売促進

大阪府 有限会社ケイエムティエンジニアリング 中古マンションのお庭再生事業『Ａｒｒｉｖｅｄ　Ｇａｒｄｅｎ』（仮称）の開発と販路開拓営業

大阪府 有限会社サンドロット webを利用した販路開拓事業

大阪府 有限会社種村建具木工所
新しい空間提案　現代の床の間「Ｉｍａｄｏｃｏ」シリーズの販路開拓　「ＩＦＦＴ／インテリア　ライフ
スタイル　リビング　２０１４への出展」

大阪府 有限会社東亜システムクリエイト ガラス塗料ＡＴＭ　Ｓｈｉｅｌｄの販売促進事業

大阪府 有限会社ニシキファーマシー アロマ部門の拡充に伴う店舗改装並びに通販等による販路拡大事業

大阪府 リリーアンドデイジー株式会社 ペデイぺドこども靴専売サイトの構築

大阪府 株式会社Ｋｉｎｄｌｙ　Ｌｉｎｋ
地域包括支援センター、居宅支援事業所ケアマネージャー、病院地域医療連携室相談員への
営業活動の為のチラシ作成及びホームページの作成

大阪府 株式会社ほほえみネットワーク竹城 店舗を改装し、地域の認知症に関する困り事を解決する窓口の創設

大阪府 株式会社ラストステージ 家族葬商品の開発並びに事前相談の大切さのご提案

大阪府 株式会社ルオータ・ペル・モンターレ 五感を刺激するオリジナルサラダ・生野菜ジュースの販売

大阪府 桃 乃 彩 掘りごたつの設置による地元予約客の獲得

大阪府 桃鼓株式会社 「小中学生演奏チーム」創設による和太鼓スクールの周知広報活動

大阪府 鍼灸香里治療院 自宅での「灸治療」に使える治療着（リラクシングウェア）の企画・開発による顧客拡大

大阪府 株式会社ＭＫ翻訳事務所 セミナーおよびセミナー講師業

大阪府 西都速記 民間企業をターゲットとして議事録作成事業の展開

大阪府 島野珈琲株式会社 コーヒーの品質保持を最重要視して、郵便メール便利用の小口販売に対応する。

大阪府 有限会社三英舎 汎用性のある下げ札の販売

大阪府 ＢａｍＶｉｎｏ 日本初フローズンマルガリータ専門店の新規出店

大阪府 ＳＡＳＡＷＡＳＨＩ株式会社 SASAWASHI製品パッケージの一新

大阪府 株式会社アイリス 販路拡大・新規顧客獲得のためのホームページ新設

大阪府 株式会社戎 ブランド力を生かし贈答品に特化した戦略的販売の仕組み化

大阪府 株式会社ププキン 介護業界シェア拡大用広告材料の作成と、新ニーズ向け医療介護用品開発

大阪府 テクテク紅茶や 紅茶の種類とテイクアウト商品の拡充

大阪府 トップヘアーセブン
髪質で悩まれている20代後半から30代半ばの女性に向けて、インターネット上のブランドイメー
ジの確立を行う。

大阪府 とも鍼灸院 高齢者個人宅への保険往療治療の周知と拡充のための広告宣伝

大阪府 ハートフル オリジナルパッケージでギフト販売増強大作戦

大阪府 パティスリーワイスタイル 地元イベント出店や雑誌掲載による新規顧客集客獲得事業

大阪府 まことの豆富　燈 積極的店舗PRと配達サービス事業

大阪府 有限会社テキサス 保存食としても使用できる安納芋の焼き芋パックの販売

大阪府 ユニバーサルアートミュージック株式会社 第21回　東京国際ブックフェア出店　（2014年7月2日～7月5日）

大阪府 嘉嘉貿易株式会社 新商品のらー麺・餃子の開発／商品販売のチラシ及び製作と広告

大阪府 菓子処ふる里 お客様にとってわかりやすいお店作り

大阪府 株式会社　マイヨーロッパ オーダーメイドのヨーロッパ個人旅行の魅力を周知して顧客拡大。

大阪府 株式会社　ワイスタイル 「箕面のちいさな宝石屋」店舗チラシによるエリアマーケティング

大阪府 株式会社ウシオ 関西以外の展示会における紙媒体とホームページの連携営業の確立

大阪府 株式会社シープロジェクト デザインおみくじ並びに外国語おみくじ販売強化計画

大阪府 株式会社チームスタッフ 学校体育・部活動並びに各市町村教育委員会への参入

大阪府 株式会社ハウス工芸社 空シャッターガレージを活用した体験型『ガレージショールーム』の展開における広告宣伝

大阪府 株式会社ベッチンヤ 「”装う喜び”おとどけサービス」プロモーション事業
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大阪府 株式会社みやびコスメティックス ひあるん玉化粧品のパッケージ改良および販促用ＰＲ

大阪府 株式会社めりーらんど 英会話スクールから英語ＤＥ学べるイベントカフェへの事業展開

大阪府 株式会社ロマンドール 低価格教材の開発による新規顧客の開拓

大阪府 株式会社京都大原野 買い物難民支援のための、オムニチャネル事業

大阪府 株式会社鯖や 飲食店での土産需要獲得と持帰り顧客開拓のための直売所併設事業

大阪府 株式会社寿精密 海外展開用のホームページ及びチラシ作成

大阪府 向陵工業株式会社 平行移動式駐輪機「スラーク」の優位性広報事業

大阪府 寺島義雄税理士事務所 小さくても強い会社をつくる！「江坂No.1社長塾」の運営

大阪府 焼肉屋マダン チラシと店外外装の強化による新規集客と内装の美麗化によるリピート率向上

大阪府 美容室ジャルダン 席数増による顧客取り込みと共感型販促によるファン創り促進業

大阪府 木村酒類販売株式会社 蓮のお酒「はすのゆめ」の販路の開拓

大阪府 有限会社 トーヨープリント 小ロット対応紙製立体広告物事業

大阪府 有限会社アイエルディ
教育事業部：一級建築士製図試験塾「学科製図.com」新イメージ戦略事業　飲食事業部：ｃａｆé
ｓｅｅｄｓ＋さらにエコなイメージ戦略事業

大阪府 有限会社ガレージオープン 輸入車向け車用品（輸入車用シートカバーと3D立体マット）販売展開

大阪府 有限会社つるや化粧品店 エステ顧客及び化粧品愛用者の拡大と店内の美化。

大阪府 有限会社フィデス アイラッシュ(まつ毛エクステンション)施術の導入

大阪府 有限会社東阪社 商店街で営業する葬儀社独自の会員制度を導入するためのパンフレット作成事業。

大阪府 有限会社楠本書院 幸せの名前詩(うた)の普及 および 販路開拓事業

兵庫県 Ｅ・テック 海外顧客獲得に向けたホームページのリニューアルと販促チラシ等の作成

兵庫県 Ｍｏｖｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 新サービスの提供と「デリバリー・バレエ」の開発・実施

兵庫県 Ｒａｐｉｄ テニス地産カップ大会規模拡大と通販事業による販路開拓事業

兵庫県 アトリエ・Ｐｅｔａｔａ 未就園児向け保育型アートプログラムの実践

兵庫県 株式会社日本セメント防水剤製造所

"「建築材料・住宅設備総合展KENTEN2014」への出展
［展示会概要］
開催期間：2014 年6 月11 日～13 日、開催場所：インテックス大阪4 号館
主催：一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪、他
2009年まで日本建築材料協会主催で隔年で開催されていた「建築・建材展けんざい」に代わる
展示会が5年振りに開催されるのを受け、関西圏での建築材料展示会が待望されていた情勢
も踏まえ出展する。"

兵庫県 株式会社ＭＩＣＣＡＩＮＴＥＲ 「クールジャパンアイアンで急成長するドバイを狙う」

兵庫県 中華料理　開華亭 開華亭イメージアップと広報宣伝事業

兵庫県 みのや飼育園 「夏の金魚祭」　金魚先着１００名様プレゼント

兵庫県 安田時計眼鏡店 最新測定器の導入と、補聴器お試し会の開催

兵庫県 有限会社稲上商事 店舗改装、並びにチラシ看板等による集客増大化

兵庫県 有限会社ユアーブレーン 新設法人のための“初年度から黒字化する”経営サポート事業

兵庫県 リブネクスト株式会社
動画配信やＳＮＳやアンケートなど他社にない機能を備えた自社サイト構築による集客力の向
上

兵庫県 株式会社 創喜 ３Ｄフィギュア（生フィギュア）についての宣伝広報活動と撮影機材の拡充

兵庫県 株式会社Ｂｅｅ　ＢＡＬＡＮＣＥ 新規顧客の獲得ならびに既存顧客のリピート率を高めるための広報活動

兵庫県 株式会社マジックマイスター・コーポレーション マスコミを活用した地域活性化事業

兵庫県 株式会社室住設計 電気設計者のレベルアップ教育事業

兵庫県 株式会社小林宝飾 宝石鑑定士、時計修理技能士による提案型の宝石・時計の専門店の確立を目指す事業

兵庫県 株式会社髙橋
オリジナルアクセサリーの企画販売 ニューヨークで人気のアクセサリーデザイナーとコラボレー
ションした弊社だけのオンリーワンアクセサリーの企画販売

兵庫県 株式会社グートン
・店舗改装・陳列棚板の増設・新ホームページの作成と既存のホームページのバージョンアッ
プ（スマホ対応）

兵庫県 (農)丹波たぶち農場 個人消費者獲得に向けてのWebリニューアル
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兵庫県 BREMEN合資会社 アイラッシュ事業

兵庫県 ＣＡＦＥ　ＣＯＯＬ 集客力向上に向けた店舗外装（テント張替え）、看板の新設工事

兵庫県 Cake&Bread Poo 焼立てパンの宅配事業とパン・洋菓子職人から提案する親子参加型パン製菓教室事業

兵庫県 Devon Port㈱ インターネットを利用した情報発信と販売システムの確立

兵庫県 Emi美容室 高齢のお客様にやさしい店舗づくりと育毛メニュー

兵庫県 SORTE GLASS(ソルテグラス) ジュエリーの販路拡大のための展示会出展

兵庫県 味光 新規顧客層獲得を目指した新メニューの開発に伴うパンフレット作成

兵庫県 足立醸造㈱ 新規客・アクセス数UP目指せ月商300万事業

兵庫県 嵐山 集客力アップのための様式トイレへの改修

兵庫県 石井造園緑化㈱ 伐採木での薪製造と資源としての還元

兵庫県 稲右衛門窯 お酒の出展及び、参加協力事業

兵庫県 海の家メリ スケルトンカヌーを活用した未体験のカヌープランの提案と広報事業

兵庫県 エトワール神戸株式会社 ホームページの改築とオリジナルブランドタグ作成

兵庫県 大西自動車鉄金塗装工業所 女性など新たな顧客獲得に向けた店舗内外の改装と集客事業

兵庫県 岡部水産 わかめのパッケージ作成、新商品開発と通信販売サイト構築

兵庫県 御菓子司　櫻屋 和菓子のライブ販売時に使用する紙袋デザインの一新

兵庫県 かねと窯 かねと窯ギャラリー前の庭園工事とパンフレットの作成

兵庫県 株式会社ツーワン 不動産事業強化事業　お客様が安心して物件探しの相談ができるお店づくり

兵庫県 株式会社葉山 栄養価に優れた「バランスブレッド」の開発と新商品を活用しレストランのPR

兵庫県 株式会社経営人事教育システム 企業の個別人材ニーズに対応するオーダーメイド型研修の販路拡大

兵庫県 狩場酒造場 三田市を対象としたお中元・お歳暮の販売促進事業

兵庫県 川口屋城崎リバーサイドホテル ツアー客獲得のための観光パンフレットの作成およびドリンクリストの作成

兵庫県 川西名産ケーキのおおたに
オーダー型デコレーションケーキ事業と健康型の新しいスイーツ開発を突破口とした販路開拓
作戦

兵庫県 関西鉛㈱
自社企画商品（新たなファッションの楽しみ方を提供するためのニューコンセプトボタン）の販路
開拓事業

兵庫県 岸本家具店 家具のPR強化による新たな顧客獲得

兵庫県 岸本農場 商品パッケージの改良

兵庫県 木もれ陽 移動販売車（コーヒー、パン）と移動宣伝事業

兵庫県 グランマーマのお針箱 新生児用「ファーストフォーマルスタイ」の開発と販売

兵庫県 合資会社　昭和 高齢者や体の不自由な方のご利用のための和式トイレを洋式トイレに改造

兵庫県 合同会社　佐用鹿青年部 「しか肉ミートソースのレトルトパック」の開発・販路開拓

兵庫県 工房壱
新商品の開発（※１号倉敷綿帆布（極厚物）を使用）　※ちなみに相撲の稽古まわしは３号帆布
であり、もっと厚い帆布を使用。

兵庫県 ささらい 篠山市ならではの上質ナチュラルギフトの開発

兵庫県 自然庵柤 「なんたん暖炉で売上アップ作戦！」

兵庫県 たかたはりきゅうマッサージ治療院 「ゴルフの飛距離が２０ヤードUPする３００ヤードマッサージ」の広報・宣伝

兵庫県 タキエンジニアリング㈱ 高精度で容易に液中粒子を除去・分離・分級できる装置の販路開拓、展示会出展

兵庫県 多紀デンソー株式会社 車の総合整備サービス化へのステップアップ事業

兵庫県 タケウチ縫工 カジュアル子供衣料の受注生産（OEM生産)

兵庫県 夛左ヱ門 ジュニア野菜ソムリエの考案するランチメニューで地元顧客の増強対策事業

兵庫県 丹波篠山里山懐石と純米酒　風和里 集客力を高めるための店舗改装

兵庫県 丹波の里あかり農園 ブランディング化戦略におけるパッケージデザイン作成事業

兵庫県 ちどり写真館 夜間撮影施設設備による既存顧客との繋がり維持と新規顧客層の取り込み
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兵庫県 手作りケーキのお店　アリス 丹波篠山の特産品を使用した洋菓子の開発及び、販促促進開業

兵庫県 トシミ理容所支店（バーバーサルヴェ） 広告宣伝と販売促進物作成（女性対象）及び設備（エステベッド）購入事業

兵庫県 長沢住宅設備㈱ 自社ロゴ制作と看板設置によるイメージ戦略

兵庫県 日本ルブ・システム㈱ ベルクリンコンクリートシステムの制作と販売

兵庫県 農事組合法人アグリヘルシーファーム お客様の利便性を上げるネットショップ機能の構築

兵庫県 フィジカル・アイ 新たな顧客層獲得を目的とした自費診療部門の強化

兵庫県 藤本電気防災 消防設備点検時期をお知らせすし仕事を確保する

兵庫県 フランス菓子ドゥーブル・デコレ アイスクリームロシャーベットの製造・販売

兵庫県 北摂観光㈱ ホテルフロントロビー・カフェトイレの改修および無料ギャラリーの開始

兵庫県 細見商店 「時間帯を無駄なく、消費者ニーズに合わせる移動販売」

兵庫県 本家かまどや　柏原店 「ポイントでもれなく（もがれなく）旅行だ！キャンペーン」

兵庫県 名手農園 規格外品を活用しての手造りジャム

兵庫県 森井料理店 新聞広告、折込チラシによる新規顧客拡大事業

兵庫県 山の駅 北摂地域におけるトレイルスポーツステーションの新設

兵庫県 (有)アプラス ネット販売システム構築に伴う広報・PR活動事業

兵庫県 (有)ウッディコーセー 木のコンシェルジェが提案する世界に一つしかないオリジナルガーデンデッキの販売

兵庫県 (有)エノキ工芸 “絆”で〔絆〕を育むリペアな暮らし創造

兵庫県 (有)岡傳 販売を強化するための宅配水「クリクラ」無料体験事業

兵庫県 (有)かどや ファミリー向け体験ダイビング事業

兵庫県 (有)カンナンファーム 「一流の職人のマッチした高付加価値の卵づくりのPRと販路拡大

兵庫県 (有)北由商店 販路拡大に伴うシステム構築・商品パッケージの改良および開発

兵庫県 (有)グリーンパパ 香りの美しいまちの石鹸作り体験、製造販売事業

兵庫県 (有)ケイズ・アートオフィス 通信販売サイトの広報強化による販路拡大事業

兵庫県 (有)さだ助 宿泊業に特化した既存のHPのリニューアル

兵庫県 (有)サンデー 新しいグランドメニューの作成

兵庫県 (有)三七十 オール三七十　販路拡大事業

兵庫県 (有)スマイル 精米したてのお米を少量から配達するサービス

兵庫県 (有)宝魚園 高齢者にやさしい店づくりお事業

兵庫県 (有)冨田 三田牛を使用したギフト商品「ロースト・ビーフ」の開発

兵庫県 (有)中野醸造 新たな顧客の獲得と地元企業としての社会貢献

兵庫県 (有)中村商店 キムチのパッケージシール作成事業

兵庫県 (有)バイクメカサービス お店のファンづくりを目的としたタイヤアドバイスサービスの導入

兵庫県 (有)古杉企画 新規事業(自律神経改善プログラム)導入展開に係る広報事業

兵庫県 (有)マエダ 新規顧客獲得に向けを目指すメニュー開発に伴うパンフレット等の販促ツール作成

兵庫県 (有)マツエイ てらかわ兄弟物語

兵庫県 (有)ミルズ 「レノバン」ショップインショップの設置並びに広告

兵庫県 遊覧船かすみ丸㈲ GEOカップルde永久の愛～愛のキューピット「かすみ丸」～

兵庫県 ユカクッキングスタジオ Ａｍａｚｏｎ電子書籍に「調理動画付き料理本」を出版

兵庫県 八鹿鉱泉株式会社 モーニングデリバリー「八鹿鉱泉　ミルク便」のブランド化

兵庫県 株式会社　攻房 店内パソコンの性能を期待されるレベルへ向上させる為の基盤改装

兵庫県 株式会社Ｂｌｏｏｍ 商品PRのための展示会出展
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兵庫県 株式会社アートフィア 自社ブランドの展示会開催及び開催時配布の商品カタログ作成

兵庫県 株式会社アイ．ワールドカンパニー 赤穂の塩麹開発及び百貨店の催事への出店

兵庫県 株式会社アヌシ 天然素材のベビー用ヘアブラシの開発と販路拡大。

兵庫県 株式会社お菓子の木 ふじき 三木山バウムクーヘンの市内外への販路拡大

兵庫県 株式会社カフェバランタイン 百貨店催事出店並びにパッケージのリニューアルによる販売力強化

兵庫県 株式会社シャルム ゆるキャラグッズ・オリジナル商品の開発

兵庫県 株式会社ダイイチ 組立てマイ・カラーそろばん新販路開拓

兵庫県 株式会社タニワキ建装 愛犬家住宅の新築・リフォームに基づく充実したペット生活の提案

兵庫県 株式会社御湯所 外国人客誘客のための「３つのおもてなし体験プラン」の実施

兵庫県 株式会社宝塚すみれ発電 宝塚すみれ発電サポーター／応援団の募集

兵庫県 株式会社毛利マーク PAST100／NEXT100 毛利マーク 100周年記念事業

兵庫県 ㈱アグレッサンス リニューアルに伴う販促事業

兵庫県 ㈱イロハジャパン 川西特産「完熟いちじく」を原料にした「いちじくスイーツ」の開発・製造・販売

兵庫県 ㈱ウッドプラン 自社自宅ショールーム開設による販路拡大事業

兵庫県 ㈱大西屋 外国人旅行客獲得に向けての旅館パンフレット作成事業

兵庫県 ㈱河南勇商店 丹波篠山の特産物山の芋を使った業務用商品の開発

兵庫県 ㈱クローズアップ 学校教材における自社ブランドの確立

兵庫県 ㈱膳丸 新規顧客獲得のための店舗改修

兵庫県 ㈱丹波篠山大内農場 周年観光農業事業化に伴う集客力向上事業

兵庫県 ㈱西垣幸男商店 眼鏡卸展示への出展

兵庫県 ㈱ひらせ ポスティングMamaによる定期チラシ配布システムの構築

兵庫県 ㈱藤岡組 お土産用ペット用食品の製造及び販売

兵庫県 ㈱前中組 ネーミング・ロゴマークの開発によるイメージ戦略

兵庫県 ㈱みんなの家 事業の拠点（コワーキングスペース）の利便性向上と広告宣伝

兵庫県 ㈱森口あん 商品を新たなジャンル、新たな商圏にセールスする為のウェブページの刷新

兵庫県 ㈱山喜 個人向けギフト販売における企画・販売及び「販売促進ツールの作成

兵庫県 ㈱湯村温泉愛宕山観光 英語版パンフレット作成

兵庫県 金星大島工業株式会社 アスパラパーク無償貸し出しキャンペーン

兵庫県 千原商工株式会社 ＣＩ戦略の実施とネットの受注システムの構築

兵庫県 藤原製作所 パテベラの品質向上。作業効率を上げ、売り上げ増が見込める。

兵庫県 有限会社アトリエケー 男性用補正下着の新規販売先開拓

兵庫県 有限会社からっとコーポレーション 女性客向け内装工事及びランチ対応設備導入事業と販促チラシ作成事業

兵庫県 有限会社ラヴィーン デリバリー・テイクアウト・通販による販路拡大＆雇用拡大事業。

兵庫県 有限会社清左衛門 新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 トレーサビリティ・システムを活用した安全・安心な商品による革新的ビジネスモデルの構築

奈良県 たこ焼居酒屋 たこのすけ 新商品開発に伴い、宣伝広告と看板の改装で集客アップ！

奈良県  家系図株式会社
ホームページの（１）リスティング（有料）広告の整備による訪問者数増。（２）ホームページの改
良による転換率（成約率）の向上。

奈良県 （株）まごころプランニング 地域の若いファミリー層をターゲットにした仕掛けづくり

奈良県 （株）吉岡製材所 リフォーム業への新規参入事業

奈良県 hinata 店舗移転に伴う新たな客層獲得を目指した販売促進事業

奈良県 ＭＯＲＥ+plus まつげエクステを導入するにあたっての空間づくりと広告宣伝強化事業
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奈良県 vege食堂　あらき家　室生工房 vege食堂　あらき家　室生工房　新顧客開拓事業

奈良県 斑鳩産業(株) 高齢者向け資産有効利用のためのセミナー開催による販路拡大事業

奈良県 植平工業(株) ＵＫ型浮桟ＰＲ事業

奈良県 多山酒造　合名会社 ワインセラー（冷蔵庫）設置の「きき酒室」での試飲販売

奈良県 オレンジの庭 「斑鳩リース」の販売促進と体験教室の整備販売

奈良県 柿の葉すし山の辺 若年層をターゲットとした商品包装・パンフレット改良

奈良県 (株)ＬＣＩＰＡＲＴＳ 多言語自社ホームページ活用によるバイク交換用マフラーの海外展開

奈良県 (株)北田源七商店 今こそ奈良再発信　古き良きお茶の魅力の「大和ごころ」

奈良県 (株)ケイズ 販路開拓を目的とした「K's clubセレクトショップ化」事業

奈良県 (株)サカガワ 【大和工房】（雪駄）製品の高級宿泊施設での室内履きと土産物としての利用提案

奈良県 株式会社エコノレッグ 新聞広告を利用した健康補助靴下・サポーターの新たな顧客開拓

奈良県 (株)天理スポーツ社 店舗改装および新規顧客獲得のための宣伝広告事業

奈良県 (株)藤岡巴堂 仏壇仏具の店舗ディスプレイとターゲットを絞ったポスティング事業

奈良県 (株)マネージメント　リソース研究所 Weｂ人事考課Light版のセキュリティ強化と販路拡大

奈良県 季節料理　四季 喫茶メニューや定食メニュー開発、及び新たな顧客（主婦層）への販売促進

奈良県 ギャロップ 女性ドライバーのカーライフサポート

奈良県 阪口商店 奈良県産　蜂蜜　猪肉・鹿肉の販路拡大

奈良県 シズミ印刷所 ＳＥＥＤ　ＭＥ（シーズミー）種から創り、仕上る。企業広報の総合プロデュース事業

奈良県 自然の里レストラン ・デリバリー事業の開始　・店舗イメージチェンジの改装

奈良県 スミダモータース インターネットやホームページを使った自店の宣伝、広告、集客への取組

奈良県 せせらぎの宿　弥仙館 「川床デッキ」と「てんかわ研究所」設立でハード・ソフト充実事業

奈良県 富永商店 「ホンモノ志向の人に向けた昔ながらの手造り醤油の販売」

奈良県 ナカヤマ機械(株) 高圧ホース拡販に向けての販売事業

奈良県 奈良うま直販フレッシュ 「奈良県産旬野菜の加工販売事業」

奈良県 橋田工務店・ゲストハウス一休 人々が集う場所　天川村の情報発信基地　ブックカフェ　一休の増設事業

奈良県 富士屋 「大満足こだわりコロッケのブランド認知と全国展開」

奈良県 ボディショップ　山口 車の「健康診断と骨盤矯正」サービスによる自動車修理業の展開

奈良県 三木スポーツ商会 ホームページ開設と店舗誘導看板設置事業

奈良県 三宅(株) ときの森王国の設立・通貨の発行・介護予防の方の新規利用取り込み

奈良県 弓仲金物総本店 言葉の壁を越えた外国人向け接客プランの展開

奈良県 リカーショップ　マルショウ ホームページによる宣伝広告とインターネットショップ開設による販売促進事業

奈良県 株式会社スペースドットラボ 「町家に暮らす旅」の贈り物販売事業（宿泊券の販売）

奈良県 ㈲新宅モータース 顧客に安心・安全を提供する自動車コンピュータ診断による販路拡大事業

奈良県 ㈲辻自動車工業 カーライフイベント開催による新規顧客の開拓

和歌山県 Ｖ　ＣＯＦＦＥＥ ドリップコーヒーの開発とインターネットによる販路拡大

和歌山県 株式会社Kohane QRコード付スマホカバー「スマQレトリバー」

和歌山県 株式会社アリビオ 社会福祉法人向けセミナー営業による新規顧客獲得事業

和歌山県 株式会社宮源 販路開拓及び販促ツール作成の補助事業

和歌山県 株式会社丸歩 高齢者向け宅配弁当のご試食による新規顧客拡大キャンペーン

和歌山県 ワイン･ラボ 仏ワインの販路開拓事業

和歌山県 Ａ’ｓワークス
『天然素材』と『地産地“生”』にこだわったとうもろこし繊維を活用した浴用手袋等の開発と販路
拡大
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和歌山県 caf'e HATENA～果て菜～ ホームページによる新規顧客開拓事業

和歌山県 Herb+（ハーブプラス） 認知度を上げる為の店舗の改装

和歌山県 Love Heart Crepes 増税によるメニューの開拓及び新商品の宣伝と加盟店募集に関する広告

和歌山県 stawberry farm　まあと工房 いちごスイーツの開発・チラシによる広告宣伝、移動販売ブースによる販路拡大、販売促進

和歌山県 アミティ（有） 紀の川市特産・２代目はっさくプーロ開拓事業

和歌山県 有田川リバーサイドヒル別荘地 「別荘売ります・貸します」事業のホームページによるPR

和歌山県 イグチグループ（株） 店舗の一部改装

和歌山県 石家肥料店 なた豆アイスクリームの新商品開発となた豆茶等の販路開拓事業

和歌山県 エムズ有田店 ふとんのお洗濯来店キャンペーン

和歌山県 おさかな工房　鮮進丸 大型冷凍庫の導入・ＰＲ用のパンフレットとチラシの作成

和歌山県 （株）アイレグループ 進学塾部門における中等部高等部の生徒の新規獲得

和歌山県 （株）あえもん 地元の農産物をそざいとしたジャム等の加工品事業の拡大

和歌山県 （株）石大家具
日本国内で開発、生産された環境にやさしい家具、永く使用できる品質のよい家具を今よりもっ
とたくさんの人に使って頂きたい

和歌山県 カフェ　ラパン 店内外の設備投資と広告宣伝強化事業

和歌山県 （株）カラフル 既存WEB販売システムの強化事業

和歌山県 株式会社アイジュエリーイワモト 店内内部改装オークリー専用展示ブース、新設コーナー開設キャンペーン

和歌山県 株式会社カネト 栄養管理システムを用いた地域コミュニティの構築

和歌山県 株式会社大覚総本舗 ごま豆腐の販売と和歌山の様々な特産品のインターネット販売

和歌山県 （株）ビロ･ランド紀の川 鮮度保持及び野菜セットによる販路拡大

和歌山県 紀伊路屋 乾燥果皮を粉末にする粉末加工機の導入とＰＲ用のパンフレット・チラシ、シールの作成

和歌山県 紀州焼葵窯々元 ホームページリニューアル

和歌山県 記田農園 観光農園（6次産業化）の施設の整備及びその広報活動事業

和歌山県 キミノーカ 6次産業化における商品ラインナップの強化及び販路の拡大

和歌山県 クリーニングショップ　仕事人 機能を加える「プラスクリーニング」のキャンペーン

和歌山県 グリーンヒル株式会社 ホテルトイレの洋式化と段差解消

和歌山県 珈琲館　熊野路 販路開拓のための新メニュー作成とチラシ広報事業

和歌山県 古道の杜　あんちゃん 熊野古道を訪れる観光客に清流富田川をもっと知ってもらう

和歌山県 坂上石油店 トイレ改修ｄｅ集客＆売上アップ！

和歌山県 ジーワークス 地元の木材を使った家具・木工品の販売促進

和歌山県 島村農園 ナタ豆せんべい販路開拓

和歌山県 素泊り専科プチ白浜 集客拡大事業

和歌山県 セピアサービス・着物リメイク和ふ わかやま電鉄たま駅長目当ての外国人観光客への着物リメイク商品の情報提供

和歌山県 高垣工務店 新規客層の開拓を目指す広報活動

和歌山県 武内タイヤ石油店 タイヤ預かり＆出張パンク修理サービス事業

和歌山県 たまご牧場まきば 新商品のラベルデザインと販売促進用のチラシの作成及びネット販売の充実

和歌山県 力寿し あゆ寿しを紀の川筋の名産品として位置づけるための広報事業

和歌山県 椿道旅館 ホームページ更新のため

和歌山県 トマトゴルフセンター（株） トイレ改修環境衛生改善工事

和歌山県 ﾅﾁｭﾗﾙ･ｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝshiue 素肌の力を最大限に引き出す新美容法「モイスティーヌ」

和歌山県 西前瓦産業（株） 隣接する町へ新規参入販路開拓事業

和歌山県 根来商店 女性客満足度アップ事業
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和歌山県 橋本新聞舗 未来へ配達・受け継がれる新聞事業

和歌山県 長谷川石油店 販路開拓を目的とした店舗外装改善による新規客呼び込み事業

和歌山県 浜屋台 マルキヨ 地元顧客向け天然本くえ料理の拡販

和歌山県 ひかり工房 WEB・HPを使った広報展開事業

和歌山県 ひかり鈑金塗装 顧客の修理費用を軽減すると共に部品交換による無駄なゴミを出さない

和歌山県 百梅本舗有限会社 旧商品のデザイン一新と新商品の開発及びネット販売促進

和歌山県 プティ・アシェット 集客力を高めるための店舗リニューアルに伴う雇用創出等

和歌山県 弁天前定置水産株式会社 建物吹き抜け通路部分の改修工事

和歌山県 まるあい寿司 こだわりの早なれずしのブランド力アップと販売促進事業

和歌山県 丸浅旅館 紀の川市の魅力を凝縮したスムージー開発！食育のまち・粉河

和歌山県 マルイチ農園 蔵カフェの集客アップと取組による6次産業化の推進

和歌山県 丸六本店 「相賀屋丸六」ブランド化事業

和歌山県 まんぷく亭 「紀州梅どり唐揚げ」の販売促進及び店舗誘客事業

和歌山県 万ゑ川 “技と伝統”　“手作り・新鮮”イメージアップの店舗改装による販路開拓事業

和歌山県 （有）F・K小林 冷蔵機器導入によって生花枯渇の減少を可能性にした販路開拓

和歌山県 （有）貴宝産業 販路開拓に向けた新商品開発（発送･テイクアウト用）事業

和歌山県 有限会社 紀州梅苑 WAKAMONのおつけものやさん

和歌山県 有限会社アルティゴぱそこんオフィス 新しい講座（スマートフォン・タブレット）の設置及び標準コースの充実

和歌山県 有限会社小西本店 京奈和インター開通に伴う顧客の囲い込みと新たな需要の発掘

和歌山県 有限会社ハンプティ･ダンプティ 新作シフォンケーキを目玉に「ケーキの食べ放題メニュー」の充実

和歌山県 （有）セレネ 店舗改装及び商品パッケージ等改良

和歌山県 レストランいっぽう杉 今一度よみがえる為に！

和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州漆器の原点である曲げわっぱ技術を活かしたお弁当箱の製造

和歌山県 東村建築デザイン事務所
自社設計による施工状況を魅せながら、収納の仕方・水周り動線・天然無垢材などを活用し、
シックハウス対策を施した自社設計モデルハウスの内覧会による建築設計業務の受注拡大

鳥取県 CROWD SURF カフェスペースの創設による集客および収益向上

鳥取県 おひさま環境設備 太陽光パネルの点検・メンテナンスサービスによる販路拡大

鳥取県 學設計 顧客ニーズに沿った３D CAD設計の提供

鳥取県 割烹　錦水 幅広い集客に向けた店内環境整備と新商品開発及び広告宣伝

鳥取県 ケーキセラー　ボルドー ワインプリン＆ワインゼリーを主力商品とした販売促進と製造の効率化

鳥取県 谷口・青谷和紙㈱ 立体漉き和紙照明器具のフランス見本市（メゾン・エ・オブジェ）出展

鳥取県 ペンション赤いりぼん バーベキューハウスの整備による販路拡大事業

鳥取県 ペンションあけまの森 女性客の取り込みを強化するための改装事業

鳥取県 訪辺歩来 近隣の山から採取した山菜・きのこ類の全国発送事業

鳥取県 持田農園ショートゴルフ 女性や若年層を取り込むための改装および販路開拓事業

鳥取県 ㈱アロウズ 自社で漁獲した東郷池産の魚介類を活用した名物料理の開発

鳥取県 ㈱中原醤油店 白いか刺身専用醤油の開発

鳥取県 ㈱漁師中村 新鮮な魚介類等の新商品開発及び販路開拓事業

島根県 浅野種苗園 新聞ちらしによる販路拡大と新規顧客獲得のためのコミュニケーション事業の実施

島根県 吾妻そば 誘導看板設置による新規顧客獲得

島根県 あらき精肉店 家族で来たくなる、くつろげるお店作り

島根県 アロマヒーリングサロンLagoon 安心安全なオーガニック原料を使ったアロマスプレー開発
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島根県 石田食品 本物の豆腐がわかる県内消費者をつかむ事業

島根県 出雲ハリカ 出雲ハリカオリジナルギフトの作成

島根県 大竹屋 スズキの冷燻の開発と販売促進

島根県 お食事処 ひだまり 島根町産岩ガキを活用した新メニューの開発とＰＲ事業

島根県 鍛冶工房弘光 ブランド力の強化及び発信力アップ事業

島根県 カフェまるこ お見合い・コンパセッティング・コンパ企画サービス事業「縁結屋」の雇用を伴う事業拡大

島根県 かわひら ＜石州半紙・石州和紙×房州うちわ＞伝統技術連携商品開発事業

島根県 季節料理　ととや 新メニュー開発と仕出しの新事業展開による雇用創出

島根県 木地人形とクラフトの店　吉や 販路開拓に伴うインターネットホームページの作成

島根県 紀の手 オイルウォーマーの開発に伴う広告宣伝

島根県 さつき整骨院 治療院の集客力を高める為の販促活動と治療院改装

島根県 仕出し 宴会 いとう 地元資源を活用した新商品開発と店舗改造による新規顧客獲得

島根県 舌鼓亭 まいもんや味奈里 テイクアウトで鬼の舌震の若い観光客をつかむ事業

島根県 ソーイング　クト Ｔシャツ・ポロシャツのオリジナルユニフォーム作成販路開拓事業

島根県 巴寿司 高齢化する地域に優しいお店作り

島根県 斐伊川和紙 和紙展示会への出展と野だたら鉄染め和紙の開発及び販路開拓。

島根県 堀井金物店 ネット販売商品の宣伝と新規得意先獲得と開拓の為の商品カタログの作成。

島根県 本山自動車整備(有) 特定自主検査実施工場資格取得

島根県 民宿 やまね 「ところてん」の新商品開発と「ところてん」の手造り体験サービス導入事業

島根県 焼肉　幸楽苑 顧客層拡大のための誘致看板の設置

島根県 (有)井山屋製菓 食品（商品）サンプルでロスの軽減と販売力の強化

島根県 (有)カナール 驚きのやわらかさと甘味の鴨肉 販路拡大事業

島根県 (有)山陰包材 バリア袋加工の増産による販路拡大と経常利益率の向上

島根県 (有)マルヤス 漬物用オリジナル酒粕4Ｋの開発と販路開拓

島根県 (有)看雲楼 店舗リニューアルオープンに伴うパンフレットの制作

島根県 (有)みやけ 和式トイレを洋式にする。

島根県 (有)森田醤油店 無添加醤油をこだわりのお客様をもつバイヤーに紹介する販路開拓事業

島根県 株式会社グラス 地元ものづくり企業との連携によるドッリプオンコーヒーの補助器具開発・販売促進事業

島根県 ㈱コンビニエンス飯南 移動販売による買物弱者対策事業

島根県 ㈱沼田米穀店 五星お米マイスターが厳選した奥出雲のお米を子供たちの食卓へ！

島根県 ㈱藤原茶問屋 雲南市農産品使用のヤマタノオロチ健康茶の開発事業

島根県 ㈱大社木工 インターネット販売におけるＰＰＣ広告による販売力強化

島根県 山陰日本海　漁師小屋
サラリーマン層をターゲットとする海鮮（貝類）居酒屋（貝鮮問屋　寺町酒場）（仮称）の新規出
店事業

島根県 有限会社アイナ フットワーク力アップマシン「鬼越」ＰＲ事業

島根県 有限会社トーハツ おからせんべいの商品化並びに販路拡大事業

島根県 翆苑 デリバリー業務の拡充と、ドレッシング製造販売による販路拡大

岡山県 Ａｔｔｉｃ　Ｊａｐａｎ インテリア業界への販路開拓事業

岡山県 Ｒｉｖｅｒ－Ｓｔｉｎｇｒａｙ
初心者でも簡単に釣ることができる革新的な鯛ラバ、太刀魚釣り用ジグの製造販売のための
設備投資

岡山県 アッパービレッジ有限会社 お客様とハガキでコミュニケーション！『ハガコミュサービス』

岡山県 カフェバー　ジンジ 集客をはかるための店内設備機器整備と店頭サイン、販促物の製作

岡山県 株式会社ＳＬＥＥＰＹ　ＫＥＮ アメリカ販路開拓および英語での販売
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岡山県 株式会社さつき屋 和菓子・洋菓子各統一パッケージデザイン開発による自社ブランドイメージの構築

岡山県 株式会社福川貿易 当社第２の柱！冷風機の輸入販売の取扱開始！

岡山県 株式会社みうら 製作費が高くて諦めていた人への格安ホームページ制作プランのＰＲ

岡山県 後藤写真事務所 「弊社撮影顧客を盛り立てる広告webサイト」の構築

岡山県 コニシ株式会社 岡山県産の食材を用いたメニューの宣伝広告

岡山県 タコスタイル 専門家を活用した販促ツールの強化（来店・デリバリー・通販）

岡山県 ネットリンクス株式会社 介護・医療事業への進出

岡山県 有限会社東海建設 顧客目線に立ったローコスト・ハイクオリティーの木造住宅建設の販路拡大事業

岡山県 有限会社ノグチ 店舗改装で入りやすい店頭、お客様にとって快適な店内作り

岡山県 レストラン＆バイシクル 試乗サービスによる販路拡大

岡山県 株式会社ティーアイシー ウェブサイト運用事業

岡山県 有限会社井上石材店 満中陰志、及び年忌法要でのギフトの受注と納品を中心とした供養総合事業

岡山県 有限会社原ふとん店 自社ブランド「結」の真綿ふとん等の開発及び販売

岡山県 有限会社谷佳 看板新設・トイレ改修

岡山県 ａｒｏｍａ　ｒｏｏｍ　ひなな 新規顧客獲得を図るための販売促進策の実施

岡山県 BE　FREE 名刺事業販路拡大大作戦

岡山県 Ｃｕｒｒｙ　Ｓｈｉｂａｂｅ 備前焼の器と当店自慢のレトルトカレーのセット販売

岡山県 elims株式会社 岡山県産果物を使ったジュース製造事業

岡山県 Photo　Studio　Cadeau シルバーポートレート（生前遺影）の動機付けチラシの作成配布。

岡山県 ＳＡヘアーウォーク 「自然派美容室」としてリニューアルし顧客を増やす

岡山県 ＴＥＴＴＡ株式会社 TETTA　Vine４種のワインラベルデザイン改良及び生鮮用商品パッケージのデザイン改良

岡山県 VETTA 全国のセレクトショップ向け専用のWebサイト構築

岡山県 お菓子の店　キシモト 商圏拡大のためのチラシ配布と統一性のある販促グッズの開発

岡山県 オブリガード有限会社 観光客をターゲットにした高級感を付与する商品展開の実施

岡山県 お多福旅館
島ならではの“食”への拘りを持った商品の新たな顧客層の開拓のための、商談会・展示会へ
の出展と、集客力を高めるための館内改装

岡山県 カットハウス　フィスト 高齢者をターゲットとしたユニバーサルデザイン化した美容室の経営

岡山県 株式会社河本食品 インターネットを活用した「さば寿司」・「駅弁」の販売

岡山県 株式会社小橋工務店 劇的ビフォーアフターを施工した工務店が語るリフォームセミナー

岡山県 キャンパーズイン，ジャパン株式会社 店舗改修とパンフレットの作成

岡山県 ぐらすたＴＯＭＯ ガラス工芸体験者増に向けた、ＰＲと設備の改善で売上増を図る

岡山県 こくたいちょう動物病院 ペット用超音波診断装置導入による迅速な診断サービスの実施

岡山県 ココホレジャパン株式会社 「47 SOCIAL GIFT PROJECT」の試作開発事業

岡山県 近藤発動機株式会社 「レトロ調アイアン家具」の事業化と販路の拡大

岡山県 サロンドセツコ 高齢者・障碍者向けタクシー送迎料金一部負担による販路開拓販促チラシ等の作成配布

岡山県 サンドリヨン洋菓子 『岡山郷土スィーツ店』への業態転換による集客強化事業

岡山県 シーボーイ笠岡店
大手チェーン店が持つ販売網と付加価値サービスの融合による地域密着オンリーワン店を目
指すための広報活動の展開

岡山県 ナンバ石油株式会社 ガソリンスタンド撤退地域における灯油配達先と車検顧客の開拓

岡山県 ひるぜん農園 県外客、地域住民との交流・農業体験

岡山県 ふくみ家 ファミリー層の取込みとリピート率向上を目指した本格派ラーメン店への挑戦

岡山県 フローリスト・萬 インターネットショップ「ブーケの達人」によるブランド確立と販路拡大

岡山県 マリンアクセス大栄 レジャー向け中古船のインターネット販売
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岡山県 みよし 中規模宴会需要の獲得に向けた効率的な営業活動の実施

岡山県 有限会社　奥津荘 岡山県内有名情報誌への広告出稿

岡山県 有限会社　スコレー 販路開拓のための商品パッケージの改良、チラシ等の作成

岡山県 有限会社クラフト 「電話一斉配信システム」販路開拓プロジェクト

岡山県 ランデスソーケン株式会社 新総合カタログを用いた重点製品のPRと販路拡大

岡山県 ロハスカタス 「整活美人」イロハ塾ガーデンによる体験型レッスン講座の開発と普及

岡山県 花田食品株式会社 新製品（スティックゼリー）に関する、商品デザイン。

岡山県 株式会社　岡山乗馬倶楽部 トレーニングメソッドの開発による中上級者向けサービスの展開

岡山県 株式会社　健康王国 こだわりの逸品開発とブランド展開

岡山県 株式会社 離宮庭苑 ガーデンルームを含む庭のトータルコーディネートの提案による販路拡大

岡山県 株式会社Life Capsule Factory 保育士在籍による安心・安全・癒しを提供する子育て支援型美容室の確立

岡山県 株式会社アグリーノ 農産物ネット販売におけるスマートフォン専用ページの導入事業

岡山県 株式会社クニファーム 流通対応に出来る生鮮フルーツトマトギフト箱の改良

岡山県 株式会社クラインクラフツ 高級高品質コーヒーの低価格提供カフェ開設による珈琲豆販売拡大

岡山県 株式会社クリエ・ココ 介護業界向けオリジナルサービスの周知

岡山県 株式会社ケンジャミンフランクリン 海外菓子・雑貨の販売の開始とそれに伴う広報活動

岡山県 株式会社ハートバード シニア向けタブレットサロンの本格稼働による売上の向上

岡山県 株式会社ミヤタライフサービス 提案型懐石料理の提供とイメージアップの展開

岡山県 株式会社海賊 新店舗コンセプト訴求に関する取り組み

岡山県 株式会社高嶋工業
女性市場を狙った博多とんこつラーメン店のチェーン展開に伴なう、ブランドイメージ確立のた
めの販売促進活動

岡山県 株式会社大塚デザイン 地元企業を対象にした「※みんロゴ」事業のＰＲ

岡山県 株式会社哲多すずらん食品加工 そのまま本格シリーズ：チキンキーマカレーの開発および、女性向け簡単レシピの提案

岡山県 共栄塗装店 「つくぼ商工会エリア（庄・早島・茶屋町）限定チラシによる見込客集客事業」

岡山県 玉島味噌醤油合資会社 自社の改装による多目的スペースの創造とPR力強化

岡山県 元気でる堂 体験談集・チラシ・ホームページよる口コミネットワークの拡大

岡山県 古林畳店 特定用途専用畳の開発販売と複合的なプロモーション活動の実施

岡山県 幸　楽 女性客が来店したくなる店舗の改善と新メニューの開発。

岡山県 行政書士　友愛行政法務事務所 知的資産経営支援センター組織の設立による中小企業に対する知的資産経営支援事業

岡山県 合同会社　蒜山耕藝 無農薬無肥料で自社栽培した農産物で製造する加工品の販促事業

岡山県 今川住宅設備株式会社 愛犬家を対象としたペットリフォームによる販路拡大

岡山県 砂森社労士事務所 岡山・倉敷創業サポートセンターの開設

岡山県 小山製麺 岡山県産食材を使用したオリジナル岡山麺の開発と販路拡大

岡山県 松浦花店 お花離れが進む若い世代に向けた店舗作りと花を生かすアフターサービスの展開

岡山県 植田タンス店 高齢者に優しい店舗造りと情報発信による売上アップ

岡山県 太陽の時代　中庄店 もんじゃ焼きＰＲ事業　『屋外POPで通り客へアピールするもんじゃ!!』

岡山県 坪井石材店 集客用チラシ及び販促パンフレット作成事業

岡山県 白神商事株式会社 「やねいろは」（webサイト）による太陽光事業の拡大

岡山県 蒜山本格手打うどん やす坊 観光地「蒜山」をイメージするお土産用商品の開発

岡山県 片岡たけのこ園 新製品「皮付筍（真空パック）」の賞味・保存期間調査、及び、販促チラシの作成

岡山県 有限会社　ビッグ 「susisisu」ブランド周知のための販促ツール作成

岡山県 有限会社　伊丹自動車 チラシやホームページを使った認知度アップ＆集客増加事業
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岡山県 有限会社　伊藤写真館
①子供専用スタジオスペースの新設
②働くホームページへの機能強化リニューアル

岡山県 有限会社　加藤植物園 新品種ペペロミア（仮称）マチルダの販路開拓に伴う販売促進

岡山県 有限会社 吉備高原ファーム チラシ・看板の作成とパッケージデザインの開発

岡山県 有限会社　山本製菓 『ニッチ市場への参入とイスラム教圏への新たな販路開拓』

岡山県 有限会社アクティ ビューティーセラピーについての周知及び弊社取扱商品の広告活動

岡山県 有限会社サンソーイング 特定業種(警察)へ特化した複合的な自社プライベートブランドの展開

岡山県 有限会社ルーツ 倉庫の遊休スペースの改装による「インターネットと実店舗」の連動

岡山県 有限会社山陽クールサービス ネット販売・修理対応企業ホームページの作成

岡山県 有限会社西口ベンダー工業 ホームペ－ジ刷新と会社案内作成配布による直接受注力強化

岡山県 有限会社備前メディアネット 備前カレーのレトルト化と耐火・耐熱備前焼の販路拡大事業

岡山県 有限会社北房ランドリー 店舗イメージの魅力アップ事業

岡山県 和田時計店 外販用・視力測定器導入による移動・訪問眼鏡販売の新たな展開

広島県 株式会社アーチ トイレ改修などによる顧客満足度改善事業並びに収容客数の拡大

広島県 株式会社日野折箱店 木製折箱の販路拡大と小ロット多品種への対応・製造工程上の衛生管理向上

広島県 きものアトリエ　ずいこ 手描き友禅の販路拡大と、新たなコミュニケーション空間の創造

広島県 プロデュースパピヨン 自然派商品／自社ブランド商品の販売促進

広島県 有限会社イーアンドアール 店舗などのトイレの定期メンテナンスによる環境改善提案

広島県 有限会社加美優 肌に優しい「泡なしオイル石けん」の販路拡大とヘッドスパの広報活動事業

広島県 有限会社山口屋 新顧客獲得のため店頭看板等作製事業

広島県 株式会社イリエ歯科商社 広島市内に限定した歯科医師検索サイトの開設

広島県 株式会社宇根鉄工所 BCP対策ゲートの販売促進・販路開拓

広島県 畑林工業株式会社 学習や作業への集中を支援する卓上型パーティションの販路拡大事業

広島県 美遊亭株式会社 広島初のオールハンドマッサージによる販路拡大

広島県 有限会社イマモト印刷 付加価値をつける小ロット活版印刷によるＷＥＢ通販事業の実施

広島県 有限会社ルーラ空間工房 (仮称)遮熱クロス開発事業

広島県 有限会社常藤家具製作所 高級手作り家具専門店「一枚板のテーブル工房　きくら」　のブランド化

広島県 有限会社大蔵笑 顧客獲得に向けた「似顔絵名刺」の販路拡大

広島県 Ｃｌｏｔｈｏ 登録スタッフ制度による派遣サービス業務の提供

広島県 （株）A.K 中庭を利用したバーベキューとプチかき小屋

広島県 （株）井川自動車 カーラッピング専用工場の開設と同販売部門開設による効果的な販売促進

広島県 （株）クレセント 広島レモンとみかんの天然酵母「柑橘酵母パン」の商品販売ツール作成

広島県 （株）景観グリーンライフ ～私の笑顔に一番近い店～ガーデンエクステリアリフォーム「プランツ」

広島県 （株）佐々木塗装 特殊塗装技術を活用した建物のトータルメンテナンス事業の確立

広島県 （株）志社建材 高齢者向けリフォームパッケージング事業

広島県 （株）ダイワカーズ 自社オリジナルトランスポーター「RacingBOX」並びに内装事業の販路拡大

広島県 （株）ノースケープ 海釣天「新規入会キャンペーン」

広島県 （株）マツバヤシ 新規顧客（70TR）の受注に対応できるような、技術者と機械設備の導入

広島県 （株）リ・カムアクロス 経営革新の認定を頂いた、家具のレンタル事業の確立・拡大

広島県 （合）きたたに 豊島のレモンを使ったアイスの開発

広島県 （有）石野水産 老舗ちりめん網元の高品質ちりめんのPR販路拡大による雇用拡大

広島県 （有）インテリアマツシマ IntemaGift 近隣地域シェアNo1プロジェクト（第一部）
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広島県 （有）加計ダイハツ 和式トイレを洋式トイレに改修する

広島県 （有）カスターニャ 首都圏への販路開拓

広島県 （有）数田呉服店 天仁庵店舗2Fの改装と催事イベント企画による顧客取り込みと販売促進の強化

広島県 （有）かとくや 島の旅館で作る秘伝の味シリーズの開発～しまの鯛みそ～

広島県 （有）カワガシラ企画 下水道管整備に排水設備工事のご提案による販売促進

広島県 （有）木下商会 新たに商談スペースを設け、幅広い年齢層の集客を図る

広島県 （有）仙石組 規格外品を活用した自然薯加工品の販路開拓

広島県 （有）たかの ビンゴソースのブランド化！当店オリジナル調味料の商品化及び販促グッズの作成

広島県 （有）トライアングル 主婦の社会参加を応援「自分発見・マッチング事業」の広報展開

広島県 （有）マルイチ商店 高級志向をターゲットとした牡蠣加工品の開発と販路開拓

広島県 （有）村上瓦興業 顧客浸透度を深める屋根工事業の継続的総合施工提案事業

広島県 （有）やすだ亭 冷凍庫増設による食の安全性確保と水素水の導入による味の向上

広島県 （有）やまにし 企業PR及び誘導看板作成、チラシWeb広告による販売促進事業

広島県 Anuenue アヌエヌエ
20代～30代のファッションに敏感な女性層をターゲットにした販売促進、新規出店に伴う店舗リ
ニューアルによる雇用創出事業

広島県 Cucina Vegetale Otto 家庭菜園の貸し出しと野菜持ち込みによるオリジナル料理の提供

広島県 Mr.トーマス 高齢化の進む団地にあるイタリア料理店の経営改革

広島県 SEAGLASS 各種宣伝媒体を複合的に活用した積極的な販売促進による売上拡大

広島県 アース ガラスフィルムの効果を動画で検証する見える化事業

広島県 アトリエワイ 福祉車両のカーシェアリング

広島県 魚夢 取水・温度調整の自動化によるオコゼの安定的な種苗生産と販売

広島県 おしゃれの店マルミツ 車での新規来客の獲得及びWeb掲載用商材写真撮影スペースの確保

広島県 鍛冶工房金床 野鍛冶「鍛冶工房金床」のイメージブック出版

広島県 株式会社アモロッソ スマートフォンからの新規顧客の獲得

広島県 看板小川 ラミネーターの導入による販路開拓

広島県 クープードッグシャンプーサービス広島 移動型ドッグシャンプーサービスの認知度向上

広島県 くりじん ツキ板を素材として作ったバッグ、ステイショナリーの販売促進、新しいツキ板の開発

広島県 高志塾 離島における「キャリア教育」による総合教育体制の構築

広島県 ジムハンターパソコン教室 ３Dカリキュラムの開発1-３D CADと3Dプリンタで作る

広島県 舎加里 吉舎ICドライブイン舎加里

広島県 接骨鍼灸院しろくま堂 接骨鍼灸院の強みを活かした美容痩身事業の新展開

広島県 武田石材 営業力・販売促進力強化に伴う「自社パンフレット」「お参りセット」の作成

広島県 坪川毛筆刷毛製作所 呉市の地域資源である川尻筆の製造技術を利用した化粧筆の開発・市場調査

広島県 手作りケーキの店ひまわり
呉地域の特産品大長みかん、いちじく等を活用したスイーツ開発及びやすらぎ作業所、商工会
女性部と連携した商品開発

広島県 とびしま柑橘工房（株） 広島とびしまレモン商品販売ツール作成

広島県 豊平建設（株） ラジオ・新聞広告PRで夏季秋季の観光果物狩りの集客力向上

広島県 中下モータース（株） 車検・整備環境の強化

広島県 能美運輸（株） サイクリスト向け楽々手ブラで来んさい BBQ＆ピザセットお届け事業

広島県 橋詰鉄工（株） ラジコンヘリコプターによる農薬の空中散布サービス事業の展開

広島県 バルーンショップ pokomoko バルーンシャワーの製作によるイベント会場装飾の販路拡大

広島県 美容室ルナコスタ 「心地よい空間」のためのリニューアルと広報事業

広島県 廣島蝶鮫 アルビノコチョウザメの孵化・育成技術開発～国内初ゴールデンキャビア生産へ～
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広島県 フィッシングなかむら 島の海産物「太刀魚」と「アカモク（海藻）」加工品の商品化事業

広島県 藤川アルミ（株） 窓まわりのコンサルティング型リフォームビジネスの確立

広島県 藤崎屋 広島産食材のみの新漬物開発とそれに伴う製造設備の充実

広島県 フラワーバブリー 造花商品の試作品開発による販路開拓

広島県 フルハウスとごうち 和式トイレを洋式トイレに改修する

広島県 ブレイブクリエイト 旨い！広島Webサイトのコンテンツ拡大

広島県 ベイクドショップアドマーニ 店舗衛生強化による改装及び、新商品、新サービス提供による顧客獲得事業

広島県 ますはら自動車
高級車及びワンボックスタイプの大型車両の顧客獲得のためのタイヤチェンジャー購入による
タイヤ販売の拡大

広島県 マルフク（株） CHANGEをCHANCEに変えてCHALLENGE！！　～店舗改装からの販売戦略～

広島県 みかど別館 高齢者に配慮した館内施設の整備による高齢者層の獲得による売上増加

広島県 峰商事（合） 地元江田島産品を使った芋焼酎の共同開発・販売事業

広島県 みらさか竹工房はなかご パンフレットリニューアル事業

広島県 宗藤酒店 生花コーナー設置による店舗改装及び宅配強化

広島県 村上米穀店 カキ餅カッターと真空包装器の購入による生産体制の整備と販路拡大

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 盛川酒造（株） 日本酒と杜氏の技術を海外へ販路展開するための英国日本酒セミナー・商談会

広島県 ユーセイ建設（株） リフォーム事業強化のための新聞広告及びHPリニューアル

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 リカー＆フーズ　タナカ 「酒の専門店」としてのブランド力を高めるイメージ戦略展開

広島県 渡川食料品店 店頭周辺の機能強化に伴う、集客アップ事業

広島県 株式会社エステック マイガレージ用リフトの知名度アップを目的とした展示会への出展

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン ギフト用ラッピングサービスとインターネットを利用した戦略的広報

広島県 株式会社もみじ水産 主力のちりめんに加え、生しらす、わかめ、鮮魚の地産地消を目指した販売促進・販路拡大

広島県 株式会社昴珈琲店 高齢者向けフレッシュバッグ使用方法についてのＤＶＤ作成

広島県 小川工芸有限会社 自社商品の売上比率アップのため、ネット販売システムの構築、展示会出展

広島県 松葉製作所 取扱製品の動画コンテンツ充実と宣伝PR活動による販売拡大

広島県 日本料理　魚池 「日曜日1組限定バリアフリー法事」 トイレ改装

広島県 豊田産業株式会社 新商品ピアノボックスの開発とＮＣルーター導入による機械化

広島県 有限会社アイズデザイン そら気分

広島県 有限会社たんと 瀬戸内の食材を使ったお土産物や贈答品の開発と店頭を含む販路開拓事業

広島県 有限会社ブルージュ 人の和・想い出プロデュース事業

広島県 有限会社織田製菓 地元地域の食材を使用した粉末飲料の開発と既存商品のリニューアル

広島県 有限会社翠寿園 記念樹と石の銘板をセットにしたアニバーサリー商品の開発

広島県 和産業有限会社 子供の想像力を養う木製玩具の開発と販路開拓

山口県 株式会社ｐｅｒｃｅ・ｎｅｉｇｅ ダイエッター＆健康志向な女性の為の粉末スムージーの商品化

山口県 澄田卓哉税理士事務所 紙媒体による相続サポートサービス広告宣伝事業

山口県 創作料理　鞆の浦 新店舗移転で新規の固定客獲得

山口県 中川建設株式会社 高性能住宅及び高性能化リフォーム、家守り事業をアピールするための広告宣伝

山口県 有限会社福田フルーツパーク バーベキューで飲食部門開発

山口県 有限会社ふじ珈琲 カフェ・喫茶ショー2014（６月18～２０日）出店と販促チラシの作製

山口県 M-Gradation 販路開拓・新市場調査事業
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山口県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒａｓｓｕｒａｎｔｓ 新規顧客層獲得のための痩身部門強化及び宣伝・広報力の強化

山口県 株式会社 福井新建材 だんだん事業部 新製品”輪廻転生”（骨壺）の開発

山口県 フェアリーSガーデン 鹿肉ベースドックフード開発（フード・おやつ）

山口県 福本農園 物産展等にて使用する販促ツールの製作（オリジナルブランドデザイン）

徳島県 24ＧＯＬＦ家具株式会社 高齢者及び家族連れ客を対象とした快適環境提供事業

徳島県 ＢＡＲ　ｋｕｋｋｕ
■徳島県食材のカレーパンの量産及び販売促進　■阿波野菜ピクルスの商品化及び販売促
進

徳島県 ＩＰＳＩＬＯＮ ピッツアのテイクアウト事業による新規顧客開拓事業

徳島県
Ｓ-Ｎａｉｌｓ
（エス･ネイルズ）

メニュー・施行環境の充実とイベントによる店舗知名度アップ

徳島県 藍倶楽部　有限会社 「SAISON DE CINQUIEME」新ブランド開発

徳島県 江ｔ富写真館 高齢者のスタジオ撮影の安全化のためのスタジオ無線化（バリアフリー）事業

徳島県 家具式会社　伸ホーム 建築士のコラボによる建築部門強化事業

徳島県 (株)アラジン ネット販売及び買収機能強化のためのホームページ、チラシ作成事業

徳島県 株式会社　オオクボ 女性の営業員をアピールした新規顧客開拓事業

徳島県 株式会社　岡萬商店 有機野菜の低温乾燥粉末を活用した新商品開発ブランディング

徳島県 株式会社　コバヤシ 新技術・新開発環境整備に伴う顧客誘導事業

徳島県 株式会社　本家松浦酒造場 酒蔵見学者増加のための施設整備

徳島県 株式会社　みかも トイレのバリアフリー化による顧客拡大

徳島県 株式会社ＡＩＩＲＯ 若年女性の治療施術のＰＲと快適空間にによる新顧客の獲得事業

徳島県 株式会社ＰＬＵＳ ＳＮＳ集客塾開催

徳島県 株式会社鳴門舩本 県外への冷凍送付用作業場設備導入、商品販促関係の実施等

徳島県 岸田工業　株式会社 環境に優しい省エネ・省力化・環境負担低減でのエコプラン販路拡大

徳島県 国府オカダ住建有限会社 高品質性能改善リフォーム事業

徳島県 ごくらく酒蔵あぐら 新需要に対応した阿波尾鶏手羽先の新書品開発と広報事業

徳島県 齋藤忠建設株式会社 大規模会議・宴会を可能とする施設整備事業

徳島県 定食専門店　食べごろ オープン1周年　新規顧客開発事業

徳島県 手打うどん陣内 女性、高齢者にやさしい店舗創りによる顧客満足度向上及び新規顧客開拓事業

徳島県 ナカガワ・アド株式会社 農産物の部ランディング、販路開拓のためのマーケティング調査事業

徳島県 ナチュラルアイ 独自ブランドの開発とネット販売サイトの構築事業

徳島県
ネイチャーセラピー
グリーン

ニキビ肌、肌荒れ改善のための最先端機器導入による顧客拡大事業

徳島県 美味フーズ株式会社 ネット通販を向上させるホームページリニューアル事業

徳島県 福岡木工所
自社製品の販路拡大
　　家具、木製知育玩具

徳島県 福寿醤油株式会社 新商品「いも味噌」の商品化に向けたブランディング、ロゴ、チラシの作成

徳島県 福助寿司 新商品開発と店舗ユニバーサルデザイン化による販路開拓事業

徳島県
ヘア―サロン　オアシス

顧客増加のための内外装リニューアル

徳島県 ポーラエステイン美咲 ブライダルエステによる新規顧客開拓事業

徳島県 宮武写真工房 世界で通用する写真家としての国際的な活動をするためのＨＰ等営業ツールの構築事業

徳島県 安宅自動車整備工場 ｢行ってみたい」思わせる店舗創りに広域的な集客

徳島県 有限会社　宇山内装
リノベーション事業の広報
　　（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成）

徳島県 有限会社　松浦商店 バリアーフリー化によ新規顧客の開拓

徳島県 有限会社昭月堂本店 新商品開発と店舗ユニバーサルデザイン化による販路開拓事業

徳島県 有限会社ふく利 新商品ＰＲ、観光客に向けた集客事業
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徳島県 有限会社プロモ ＡＲを導入した販路・顧客拡大のツール作成

徳島県 ラック マタニティ整体・産後整体を中心としたブランディング転換

徳島県 鳴門レジャーランド株式会社 ＨＰリニューアルと海外ＷＥＢサイトページへの対策事業

徳島県 有限会社春木 自社サイトからの誘客増加のためのＨＰリニューアル事業

徳島県 有限会社日本漢方医薬研究所 医薬品・化粧品のラベル・パッケージの一新

香川県 株式会社かのん 「増販・増客のためのコーチング」メソッドの開発

香川県 hacomo株式会社 低年齢層向け段ボール玩具のブランディング、販路開拓

香川県 安部自転車店 顧客一人ひとりの顔が見える「OnetoOne」マーケティングのための店内イメージチェンジ事業

香川県 伊藤製麺所 商品パッケージのデザイン開発

香川県 癒楽木（ゆらぎ） 常設型の木工教室の設置及び生徒確保のための販売促進

香川県 内海電気工業所 オール香川の地元食材使用した商品開発事業

香川県 株式会社　自然の休憩所 在来種野菜用の有機培養土と有機肥料の開発、販売

香川県 株式会社　三木建設 安定受注システム構築、サポートプログラムの導入及びホームページの作成

香川県 株式会社　三豊エコファーム 自社栽培黒ニンニクの全国展開用ツール作成と通信販売の確立

香川県 株式会社　ヤマノ 中四国ペット専門店向けセミナー併催商談会の開催

香川県 雑貨屋　Ｂｏｕｔｏｎ 地域のこだわりギフトカタログの作成と双方向ネットワークの構築

香川県 スワンベース ”終活講座”事業・・・人生のエンディングプランを考えませんか？

香川県 太平水産 伊吹沖産「煮干いりこ・ちりめん」を使った新商品開発

香川県 デサロ・ジャパン株式会社 ネイルサロン、リフレクソロジー施設の開設

香川県 平田技工研究所 義歯製造技術特許の普及とライセンス契約先の販路開拓

香川県 ママのお店　＆Ｍ インターネット通販自主運営サイトの構築と集客向上事業

香川県 向進舎印刷株式会社 新規製函業部門取り組みによる事業拡大

香川県 有限会社　藍色工房 日本初！天然藍顔料(藍エキス)製造販売強化に関する事業

香川県 有限会社　さぬきこだわり市 売上向上を目指した店舗のリニューアルとそのＰＲ事業

香川県 有限会社　白鳥農場 親鳥を使った鶏肉加工品、鶏卵を使ったスイーツの広告

香川県 有限会社　みち潮 家庭や職場の催事利用を対象とする予約制飲食店への事業の移行

香川県 有限会社　三豊建窓トーヨー住器 サーモカメラを活用した既築住宅の断熱リフォーム提案

香川県 有限会社　麺三
新規取引先の拡大を目的とした見本市(東京・大阪)での配布を目的としたカタログの作成と新
商品開発によるパッケージの作成を実施する。

香川県 山地蒲鉾株式会社 「瀬戸内ブランド」を活用した商品パッケージの改良および販路拡大

香川県 有限会社 アナブキ 朝精米炊飯でフレッシュなおむすびの宅配事業

香川県 有限会社 岡坂商店
「個食」「手間いらず」といった消費者ニーズに対応した普段食べてもらえるお手軽半生うどんの
開発と販売拡大

香川県 有限会社きゃすけーど・わん ゲストドレス事業の拡大

愛媛県 イー重機販売有限会社 顧客管理ソフト導入による的確な在庫・顧客管理とマッチングチャンスの拡大

愛媛県
楓デザイン・
一級建築事務所

エコで健康志向の自然素材住宅の設計監理

愛媛県 株式会社Forest Crew 地震に強く快適住環境を提供するログハウス住宅事業の認知度のアップを図る販売促進

愛媛県 久万造林株式会社 ”木製キッチンカウンター””キッチンワゴン”の開発及び販売促進事業

愛媛県 佐伯クリーニング
大手チェーン店とのサービス内容の差別化を明確にアピールするため、クリーニング包材のデ
ザイン一新に取組む

愛媛県 サヨリ商店街株式会社 有名バレエコンクールに連動した展示会によるプロモーション活動

愛媛県 竹森ガーデン 販売戦略拠点のアメニティ向上と高付加価値ぶどうジュース販売促進事業

愛媛県 ふじや 和式トイレを洋式トイレへの改修

愛媛県 宮栄商事有限会社 収益改善の為のブランド力及び営業力強化
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愛媛県 有限会社あかつき不動産 宅地建物売買仲介の営業推進

愛媛県 有限会社オフタイム設計 所有賃貸物件モデルルーム設置大規模リフォーム

愛媛県 有限会社シゲヨシ 「手織り教室」等開設に伴う新規ギフト需要の開拓

愛媛県 有限会社仙波製作所 最新式ホルダーセット導入による作業効率の改善と高精度加工への取り組み

愛媛県 株式会社アオノメガネ バリアフリー化による高齢者支援に対応した店舗作り

愛媛県 株式会社スペースチャート スマホ対応型ＨＰ作成システム改良等による販路開拓事業

愛媛県 株式会社スマイル介護機器販売 展示会・見本市などの出展事業

高知県 ｔｏｍｏｎｉ　ｆｌｏｗｅｒ 「式場装花」および「ブーケ」の安定受注を図るプロモーション戦略の展開

高知県 ライフページキタクボ 新規顧客獲得のために効果的チラシの作成および配布。

高知県 株式会社グラディア レストラン機能の強化

高知県 有限会社鏡水旅館 和式トイレの洋式化による顧客満足度の向上。

高知県 株式会社グラッツェミーレ 野菜で野菜を食べるドレッシングの国内外販路拡大

高知県  株式会社アースエイド 葉にんにくを活用した加工食品の生産・販売の拡大

高知県 （株）Ｋハウス 防音ケージカバー販売促進事業

高知県 （株）いろり食品 老舗うどん点がつくった本格ダシの販路開拓活動

高知県 （株）三膳
・ テーブル席へのコンセントの設置による充電サービス・ 店内無線ＬＡＮ化によるネット環境の
構築

高知県 （株）しまんと美野里 インターネットの有効活用による販路開拓事業

高知県 （有）甲商事 販促ツール制作による、潜在的ニーズの掘り起し

高知県 （有）土佐佐賀産直出荷組合 首都圏での販路開拓、販路拡大事業

高知県 （有）吉本乳業 宅配事業拡大に伴う製品チラシ作製及び吉本コーヒー200mlパックの製造

高知県 （有）龍河洞観光社 刃物のハンドル材を切断加工による量産化

高知県 （有）ルーツ寺村 企業ＰＲ用チラシの作成、配布

高知県 井上クリーニング 技術とサービス内容の発信と店の印象づくり事業

高知県 岩城食堂 看板作成による観光客誘客事業

高知県 ウェディングプランニング　レ・プリュ 婚礼新規客開拓広告事業

高知県 エム　クッチーナ 高齢者向け食事代行宅配サービス

高知県 おおくら仏具店 看板広告の充実と明るく快適な店舗の実現

高知県 岡田クリーニング店 しみ抜き機械装置導入による新規顧客獲得事業

高知県 岡林食品（有）
・『こんにゃくコロリン』シリーズのパッケージ改良
・新商品、味付きこんにゃく商品の開発

高知県 おもや 駐車場の整備による駐車スペースの確保と安全性の向上

高知県 カフェククサ テラス・ショップカード等を活用した、北欧田舎風のカフェづくり

高知県 亀泉酒造株式会社 国外での新規取引先獲得と海外市場への参入計画

高知県 企画・ど久礼もん企業組合 「漁師のリゾット（仮）」の開発

高知県 喫茶利休 地元名産の生姜を使った生姜スイーツの改良・開発および販路開拓

高知県 吉良建具店 民宿業強化事業

高知県 坂東商店 憩いの場提供と冷蔵陳列ケース導入によるお客様との相互交流事業

高知県 笹岡鋏製作所

①リーフレットの作成（採択ご直ちに　７月頃までに完成）
当店の「マチダ畜産の土佐あかうし」のブランド価値を高め、にこにこバーベキューから自店へ
の誘客、ギフト受注に効果があるリーフレットを作成する。清流仁淀川の写真や牛舎の様子な
どもふんだんに盛り込んだものを制作
②ホームページの改良（採択後直ちに　１０月頃までに完成）
従来の簡単な紹介内容から、生産者の顔、肥育の様子が伝わり、仁淀川の畔で自社牧場があ
り、河原でバーベキュー、商店街で直売が一つのストーリーとなるような見せ方にする。また、
ギフトの注文を受けやすくする。

高知県 自然派菓子工房ぽっちり堂 空間デザイン＆食器洗浄機導入による”おもてなし力”アップ事業
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高知県 清水屋旅館 快適空間へのリニューアル事業

高知県 葬儀のマキヤ 葬祭業の受注拡大事業

高知県 高橋ヴァイオリン工房 ヴァイオリン体験による魅力向上推進事業

高知県 竹内金物 看板改善設置・入口証明設置・入口会談スロープ設置・店内照明改善設置・陳列棚改善設置

高知県 畳いけうえ オリジナルのヘリを活用した新商品開発及び販路開拓事業

高知県 でんきのしきち 店舗改修工事

高知県 土佐備長炭研究会 除湿倉庫による高品質備長炭の保管と市場への持続的安心安定供給

高知県 トマトエスエフ有限会社 新しいサービス商品の提供（車内の除菌・抗菌サービス）

高知県 どんぐりはうす 販路開拓に向けた量販体制構築と四万十牛バーガーパッケージ改良事業

高知県 内外典具帖紙（株） 商品の将来性を追求し、国内外へ進出させる

高知県 農事組合法人　苺倶楽部 製造の効率化と新商品の開発、及び新販売方法による売上の拡大

高知県 ペーパーラボ 日本一レアな土佐和紙専門店化と一筆箋の開発による販路開拓事業

高知県 マチダ牛肉店 リーフレットとＨＰリニューアルによる販路拡大事業

高知県 松鶴堂 和菓子の魅力創造による提案型情報発信事業

高知県 ミシマファーム 広告宣伝（インターネット、看板、のぼり、パッケージ）に関わる整備

高知県 宮川豆腐店 豆腐の品質管理に係る設備投資事業

高知県 (有)吉村デンソー LED照明機器の製造・販売促進

高知県 よさこい労務事務所
『１・１・１ヘルプデスク』で届出手続を承ります！電子申請専門の強みを最大限にいかし新たな
顧客を開拓する社労士事務所アクション・プログラム

高知県 竜河観光（株） 高知県産の果実を中心としたインターネット販売

高知県 れいほく地域振興（株） ソース＆ドレッシングの贈答用パッケージの作成やレシピの作成

高知県 浪漫亭 店舗、店内のバリアフリー化

高知県 株式会社SOLA 新規出店にかかる従業員増員のための育成環境の整備および新サービスの周知

高知県 株式会社ケイフローリスト 空間プロデュースサービスの実施

高知県 株式会社毛利電気 一般個人および法人向けの新規事業展開

高知県 合同会社アグリランド高知 高知県の柑橘類と高付加価値農産品を台湾と香港へ販路開拓を行う。

高知県 菜の蔵 みょうが加工食品の開発および販路開拓

高知県 司法書士川北事務所 相続、成年後見等快適老後応援事業

高知県 草や 夜営業の集客力向上による売上高の増加

高知県 有限会社丸共味噌醤油醸造場
祝「和食」が無形文化遺産登録　つくろう！家族の味
　～蔵で味噌づくり教室～

高知県 有限会社高知製本 ＯＥＭからの脱却するためのターゲットを絞った新商品開発

高知県 ㈲いのうち コミュニケーションスペースによる来店UP事業

高知県 ㈲カネダイ ガスフライヤー・角型うどん釜設置によるサービスの向上及びサイドメニューの開発

高知県 ㈲しももとクリーニング 人と環境に優しい布団の丸洗いサービス拡充事業

福岡県 ＪｉＬＬ　Ｈａｉｒ（ジル ヘアー） ヘアサロンを活用した、地域産品マルシェ事業のキャンペーン展開

福岡県 アイ・プルーナ株式会社 香港における販路開拓のための試作品開発

福岡県 アトリエキャプリーヌ オーダー婦人服販路拡大のためのイメージ構築・ホームページ作成等

福岡県 株式会社ウォータームーン 本物志向の女性に向けた最高品質の商材と技術によるサロンの出店

福岡県 河上康洋税理士事務所 創業３年未満の企業を対象にしたワンストップ支援「創業三年生」

福岡県 清田公認会計士・税理士事務所 相続・事業承継対策支援のワンストップサービス事業の展開

福岡県 ジオ・アーキテクツ株式会社 人生の２大買い物「住宅・保険」をサポートする誘致型相談事業

福岡県 タイ料理カオサン 店内をタイリゾートの雰囲気にするための改装
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福岡県 有限会社ＧＭＧコーポレーション フコイダン等を使った新発想スキンケアの一般市場への販路拡大。

福岡県 有限会社アルゴプラン 「茶柱縁起茶」WEBとネットによる広告とECサイトの開設

福岡県 有限会社村本建具製作所 小倉組子販売促進のためのＨＰ改変と展示室の設置

福岡県 有限会社和多屋蒲団店 眠りのカウンセリング（オーダー枕売場）を広く告知して新規顧客開拓する

福岡県 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 地域NO.１高音質レコーディングスタジオによる地域活性事業

福岡県 株式会社エフ・ティ熱学 ＥＭＳ向け省エネ製品・ＥＮＧ事業の販促活動と販売ルートづくり

福岡県 株式会社トリップインサイト インドネシア及び周辺東南アジア地域向け旅行商品の販路拡大事業

福岡県 株式会社ピュアヘルス アンチェイジングサポート事業

福岡県 有限会社伽楽 新装開店に伴うカフェスペース・喫茶部門の設立

福岡県 有限会社味平 スルメ形メール便『するめーる』の配送

福岡県 ＤＵＫＵ工房 季節の果実を使った還元麦芽糖ジャムの開発

福岡県 株式会社咲ら化粧品 「咲ら」の販売促進と、更なる顧客満足UPの為の商品リニューアル。

福岡県 有限会社野菜王国 自然薯を使ったとろろ商品の販売促進事業、並びに新商品開拓事業

福岡県 ＆琉nico（アンドルニコ） 新規顧客開拓「家族みんなで楽しむ」スポーツバーＰＲ事業

福岡県 （合）土師物産 お米を「日常食」から「贈り物」に変えて販売する販路開拓事業

福岡県 DOG　SALON　ARALE ペットトリミング事業。開店1周年記念感謝キャンペーンと店舗快適度向上計画

福岡県 KaM.Balannce 蜜蝋を使ったアロマキャンドル並びに新商品練り香水の販売促進

福岡県 LSCサービス 中小企業を対象とした整理・収納アドバイス事業への進出

福岡県 Paw Waw（パウワウ） 専門スタッフの拡充とワンプロ組織の立ち上げ及び自店プロモーション体制の構築

福岡県 POS企画事務所 食育通販ソラゴチ野菜セットリニューアル＆会員入会キャンペーン

福岡県 Rプロ（エールプロ)
健康な体を作る、安心・安全なフランス料理（低脂肪、低糖質、減塩、低カロリー）のフルコース
開発と広報宣伝活動

福岡県 Work　九州 買い物弱者の為の日用品の配達及び買い物代行業

福岡県 YY企画 「最上級の癒しの空間」プロジェクト

福岡県 ZNQ　コミュニケーションズ 障害者・支援者向け情報サイト開設とipad活用講座の展開

福岡県 ありさわバレエ・フクオカ バレエ用品のオリジナルブランド立ち上げとバレエ教室との連携による販促活動

福岡県 内田インテリア家具 お客様から下取りしたユーズド家具販売に係る顧客開拓及び販売促進事業

福岡県 エイキュウリンクス㈱ 新グルメチケットMAP配布によるサービスの周知

福岡県 越後屋
ソーシャル連携方リアルタイム仕入情報告知販売促進用ウェブサイトの制作及びウェブサイト
立ち上げ周知用チラシ、パンフレットの制作

福岡県 オートガレージネオス 車やさんで癒される！自然豊かなオアシス的接客スペースの設置

福岡県 オフィス　コボリ ネット活用、カラーコーディネートセミナー、スクール事業

福岡県 音楽堂　PLUM インターネット検索上位表示と集客用チラシ等作成配布を使った総合広報事業

福岡県 遠賀屋 『冷凍茹で米めん』販路開拓

福岡県 柿原畳内装工事㈱ 業者からの受注体制から、個人客への販売へシフトするための広報

福岡県 かごしま屋
既存オリジナル商品の改良による新商品パッケージの開発・ポスター作成等販路開拓（いも焼
酎　商標名　亜士亜）

福岡県 加藤博道税理士事務所 お客コミュニケーション拡大で売上増大だ

福岡県 金元精肉店 惣菜部門新設に伴う新規販路開拓及び販売促進事業

福岡県 川野行政書士事務所 悩んでないでまずは相談から行いましょう

福岡県 ぎゃらりぃ花まり フレールクレール協会記念作品展開催に伴う店舗改修、看板の設置

福岡県 グランレーベン㈱ ファミリー向けの身体全身の悩みを解決できる治療院の展開

福岡県 クリスタルアイ アロマスクール開校及び精油販売と卸

福岡県 クワトロデザイン㈱ オリジナルデザインクロスの周知による新規顧客の獲得
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福岡県 げんき畑 ご当地名物ピザの開発およびそのＰＲ・販促事業

福岡県 坂本写真館 写真編集技術を活かした、あなたの思い出を譲るアルバム制作事業

福岡県 佐藤荘 ペット専用かけ流し温泉の広報活動及び恩泉水「夢Spa」「ペット用夢Spa｝の販路拡大事業

福岡県 蛇の目　うさぎ 新たな顧客を呼び込む「染物技術を活かした創作和柄」商品のネット販売戦略

福岡県 ジョルトコーヒー ドッグランスペースを併設したカフェ

福岡県 末松釣具センター 釣りエサの加工場設置と商品パッケージ（デザイン・包装）の改良

福岡県 耒仙山房 大宰府「和ブランド」の陶芸（新)商品開発の実施

福岡県 スタジオジンクス ダンスする夏、中高生キャンペーン

福岡県 ストラクチャー 顧客ターゲット層に合わせた店構えのカラーリングの変更

福岡県 スナオラボ ビジネス向け展示会への出展とそれに向けた新商品開発

福岡県 スパークス 洋服店で行うカフェテラスの設置による新たな集客事業

福岡県 炭焼き豚丼と塩ホルモンの店　西北の杜 湯煎で簡単にできる炭焼豚丼通信販売の全国展開と店舗の夜営業強化

福岡県 相撲料理　若杉山 逸品　力士味噌、ちゃんこポン酢の商品化及び販路拡大事業

福岡県 スモールハピネス ホームページのわかりやすさ追求とスマートフォン対応型にするためにリニューアル

福岡県 センス 伝統工芸を施したバイクの販売拡大と小ロット可能なステッカー類作成事業

福岡県 大丸 『祭り！大丸』お客様を巻き込んだイベント開催による集客力アップ

福岡県 高嶋整体院 ボディートーク療法の導入

福岡県 筑豊天国社 低所得者層でも安心して信頼できる略式葬の販売促進活動

福岡県 司健装 ガーデンルーム販売専用ホームページ制作及び販売促進

福岡県 ティーケーピーネットワーク㈱ 無電力半自動ドアユニットの九州管内販売促進のための展示説明会の実施

福岡県 デイトナ ＳＴＩＬＬＥＮ社販売代理権取得に伴う市場開拓

福岡県 トータルカーサービス 地域密着型廃車引取サービス　フランチャイズ加盟店獲得事業

福岡県 トライシンク デザイン開発のガイドブックの制作と配布

福岡県 西村精肉店 地域密着型廃車引取りサービス　フランチャイズ加盟店獲得事業

福岡県 花ののぐち 移動販売車による花の出張販売とイベント開催への取り組み

福岡県 花祭窯 装飾的磁器で海外富裕層市場開拓

福岡県 パルセイユ㈱ 美容マルシェ＆ハーブカフェ広告宣伝のためのコスメ祭り開催

福岡県 ヒップスター・ヘアイメージ 屋外サイン看板１式工事

福岡県 福田豆腐店 取扱店マップや豆腐料理レシピ等の作成による販売、販路拡大事業

福岡県 フクモト工業 セミナー型営業及び職人感動プロジェクト

福岡県 フコイダンジャパン 販売力を強化するための新商品開発　並びに商品PR用のHP作成

福岡県 船津工務店 商品改良と商品容器とラベルのリニューアル

福岡県 フナツふとん店 カーテン等インテリア及び寝具類のリース利用拡大

福岡県 ふらんす屋 宗像産猪を使った商品開発及び外反事業への展開

福岡県 プリン　ヘアルーム 選べる「キレイ」のメンテナンスサービスの提供

福岡県 ヘアアート　ルチエ トータルビューティーサロン促進　ネイル展開

福岡県 ベーカリー　アーリーモーニング 新商品案内チラシの作成と親子パン作り体験教室

福岡県 ボクセルモト 整備用リフトの導入により、作業効率アップを図り、更なる集客を狙う

福岡県 萬友 看板設置と新メニュー開発のPR効果による売上の向上

福岡県 宮原福樹園 「雑草対策」事業を立ち上げ新たな集客を目指す

福岡県 もり整骨院 レントゲン治療に関してのパンフレット作成及び雑誌への掲載による新規顧客の獲得
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福岡県 やきにく　かっちゃん 排煙工事などに伴うリニューアルセールの開催

福岡県 ヤスヤマ 一目でわかる外観デザインの事務所設置とそれに伴う新規顧客開拓

福岡県 山口園 自社ギフト商品（茶）の販路拡大・購買促進で需要をつくる

福岡県 (有)イーグル ターゲットを限定した第二展示会場の看板設置並びに専用HP作成による新規顧客の獲得

福岡県 (有)浦種苗園 おいしい野菜の作り方をもう一度学んでみませんか？秋のご来店キャンペーン

福岡県 (有)ジュエルタイガー ジェルタイガー70周年創業祭＆海老津店新装2周年記念セール

福岡県 (有)長江 高齢のお客様をサポートできる「ホームサポ」事業強化

福岡県 (有)長瀬商事 個別対応型インドアゴルフスクール開設

福岡県 (有)ビクトレージ ターゲットを限定とした商品開発及びプレスリリースと一体化したネット販売システム構築

福岡県 (有)ほのぼの 朝倉のブランド米の真空パックギフト商品のPR

福岡県 (有)三鈴 男物リサイクル着物レンタル事業

福岡県 (有)山家道酒店 創業50周年記念事業等

福岡県 (有)ゆう紀
販売促進用地域コミュニティ特化型ウェブサイトの制作及びウェブサイト立ち上げ周知用チラシ
制作

福岡県 (有)ライズ 自社製品（新型半自動キャッピングマシン）の開発

福岡県 ラインナップ HPリニューアルに伴うお問い合わせシステム等構築による安心・信頼の「見える化」

福岡県 リフレッシュサービス筑紫野 ふとんカルテシステムを導入することによる新たな営業展開

福岡県 レインボーパフィン 新名物！大宰府メガドックの開発を行い新たな集客を目指す

福岡県 和食処　いけだ 高齢者ニーズに対応するための和室個室のリニューアル

福岡県 株式会社すぱいす・１ テレビショッピングへの出店による新規顧客拡大

福岡県 株式会社三宝水産 地域密着型行商システムによる鮮魚の販売

福岡県 株式会社松尾農園グループ 顔が見える農産物の乾燥加工による農産物の有効活用事業

福岡県 ㈱BiRD 店舗改装による高齢者層の取り込み及びメンバースカードの活用による集客

福岡県 ㈱IMトレーディング スマホに眠る写真をモバイルプリンターで掘り起こし、新しい需要を構築する

福岡県 ㈱アミスト 自社アイデンティティの確立と２４時間不眠不休ツールの獲得

福岡県 ㈱井口 電力会社への「撃退ドットマン」サンプル出荷事業

福岡県 ㈱ウィンドファーム BioFachJapanオーガニックEXPO2014への出展による販路拡大の取り組み

福岡県 ㈱エコサービス アジアへの「健康と水環境をまもるミネラル洗濯剤」普及拡販事業

福岡県 ㈱環境サポート 高齢者支援サービスに関する福岡県南地区での新規顧客獲得及び小郡市内市場深耕

福岡県 ㈱創陽 擬似店舗展開事業

福岡県 ㈱桑原敬事務所 漫画を活用しＨＰの反響を増やす『スーパー営業漫画』の販売促進

福岡県 ㈱彩月 ジャパンフットケア＆ヘルスアカデミー　スクールの開講

福岡県 ㈱サトキチ 広報事業：定期的な新聞折込チラシ配布よる新規顧客獲得

福岡県 ㈱サンアローズ 大分エリア拡大のための新拠点設置事業

福岡県 ㈱サンレイクホーム 小郡地区における住宅塗装元請け工事及び住宅リフォームの主力事業化

福岡県 ㈱昭和管工 水周りの修理、改修サービスの事業化

福岡県 ㈱ズッペン HPの改修及びネット販売シシュテムの構築

福岡県 ㈱セルフケア フィットネスクラブにおける月会費とは別料金の個別サービス事業

福岡県 ㈱ゼロプラス 農家とともにWIN、WIN　芦屋ブランドプロジェクト活動

福岡県 ㈱たなか 中古農機買取強化に伴う在庫機品質確保のための倉庫下屋建設事業と事業PR

福岡県 ㈱福田工務店 西日本地区及び関東圏の展示会への参加

福岡県 ㈱プレシャススタイル Ｔｕｒｅ（テュア）販促物及び広告展開
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福岡県 ㈱矢ヶ部開発 「民間工事（個人宅）受注増加」プロジェクト

福岡県 小西公認会計士事務所 「ママのための起業力アップセミナー」開催等の女性起業支援

福岡県 北九ネットまちづくり合同会社 “超”地域密着型共同チラシ事業の開発

福岡県 有限会社江藤工務店 短納期で安心のトイレ洋式化工事の提供

福岡県 燗晩娘 折尾名物「特ちゃん」復活計画

佐賀県 株式会社水匠 スイーツの店内販路拡大・炭焼きハンバーグのメニュー導入とその広告

佐賀県 芳水書道塾 カルチャースペース「シロクロ」のプロモーション

佐賀県 (株)ヨシモト 「有明工房イオン大和店並びに有明佐賀空港店の機能改善を図る」

佐賀県 (有)アリギス
企業情報の発信（仕出しの新聞折り込みチラシ及びパンフレットの作製・配布）による新規顧客
の獲得と、営業エリアの拡大による新販路の開拓

佐賀県 (有)いけがみ 新店舗と「ブティックいけがみ」の店舗間連動を重点とした改装計画

佐賀県 (有)魚喜 有明特産魚「えつ」を活用した「えつ南蛮漬け」の販路開拓事業

佐賀県 (有)共創
環境に対して意識が高い一般家庭を対象に、体験型講習会による環境配慮商品の販路開拓
事業

佐賀県 (有)真栄土木開発 ホームページ開設による販路拡大、及び営業用パンフレットの作成

佐賀県 (有)三根自動車 新しい商品（コーティング・ポリマー）開発に伴う新規販路の開拓事業

佐賀県 (有)ミマツ工芸 素材である木を活かした自社オリジナル製品の販路開拓

佐賀県 P plus hair
高齢化を視野に入れた店舗・メニューの開発
～車いすでも利用しやすい店舗造り～

佐賀県 天野商事(株) 福岡都市圏への確かな販路開拓のためのデリバリークーポン事業

佐賀県 居酒屋　和
女性、若者、ファミリー向けのメニュー、ドリンク・デザート開発並びに店舗情報発信による新規
顧客の取り込み

佐賀県 いとうカイロプラクティック 国際基準のカイロプラクティックをＰＲし顧客開拓事業を行う

佐賀県 オフィスきゃぶ ＮＰＯ法人向けホームページ付きレンタルサーバサービス

佐賀県
おやつの店
ミルキーウェイ

新規顧客開拓事業

佐賀県 (株)神羅カンパニー 姫乃美琴-PROJECT-　日本の名産販売と観光促進企画

佐賀県 (株)坂田鉄工所
ホームページ及び営業用パンフレットを活用したデザイン性の高いスチール製家具ブランドＴｏ
Ｒｏｃｃｏの新規顧客開拓

佐賀県 (株)リビングモア佐賀 わくわくリフォーム市民祭

佐賀県 着物ぎゃらりー西岡 新規顧客獲得のための独自ＷＥＢサイト制作

佐賀県
きもの馬場崎
草木染工房よもぎ

草木染め商品・染色技術及び店舗概要掲載パンフレットと包装紙デザイン作成

佐賀県 ケイユー交通 観光地呼子を活用したバスのマリンブルー化事業

佐賀県 佐賀新聞多久中央販売店 公共施設及び学校への販促用媒体（見開き新聞台）設置事業

佐賀県 笹部整体院 新たな顧客層へのアピールおよび固定客の確保

佐賀県 写真の池田 子供スタジオ部門充実に伴う看板・チラシ作製配布事業

佐賀県 千生ひょう太 移動型アンテナショップによる販売促進活動の展開

佐賀県 田中自工サービス インターネット通販利用者への対応プラン

佐賀県 西部木材工業 ホームページやパンフレットを活用した県内外の新規顧客獲得

佐賀県 はしま青果 ホームページを用いた広告及び販路の拡大

佐賀県 フローリストはなさと 知名度向上と新規顧客獲得のためのＷＥＢサイト作成

佐賀県 山下鮮魚店 鮮度管理システムの導入と戦略的パンフレットによる新規顧客開拓

佐賀県 有限会社あんじん ブランド力強化と販路開拓を目的とする見本市出展事業

佐賀県 (有)田嶋畜産 ネットショップによる販売促進の為のホームページ構築

佐賀県 (有)三木屋刃物 自社が提供するサービス（研ぎ）をＰＲするチラシの作

佐賀県 ユタカ自動車
顧客のパーツ調達多様化への対応による新規顧客獲得事業
～持ち込みパーツ取付けお断りによる機会損失を防止し本業への波及効果対策～

佐賀県 米満鮮魚店 近隣高齢者や独居者をターゲットとした店づくりと商品拡充による新規顧客の開拓
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佐賀県 六田竹輪蒲鉾企業組合 新たな練り商品の広域的な販路拡大および六田ブランドの構築

佐賀県 株式会社大慶 商品パッケージの開発による小売店ルート(GMS)販路の開拓

佐賀県 山口製茶園株式会社 伊萬里茶や九州のお茶等の海外への販路開拓について

長崎県 アルタイの恵 ロシア産非加熱蜂蜜の販売促進

長崎県 ショップ＆カフェ　とっておき
お客様の要望にこたえる為のバリアフリー等の整備事業と夜間の事故防止の為の、照明工
事。

長崎県 ピーシードクター パソコン修理事業の拡大

長崎県 （資）遠江屋 湯せんぺいのパッケージリニューアル

長崎県 （資）長崎開発 宣伝用パンフレットの作成およびコンドミニアムの改装

長崎県 ＣＯＺＹ・Ｈａｉｒ 新設のネイル部門の広報活動

長崎県 あおぞら食堂 メニュー改良および店舗改装

長崎県 壱岐牧場 壱岐牛関連商品の販売促進

長崎県 お菓子のいわした 手提げ袋改善によるイメージアップ

長崎県 カコイ食品㈱ 「長崎あごシリーズ」の販路拡大

長崎県 活魚料理　民宿　海幸 集客力向上のためのトイレ改装

長崎県 カネトシコールドライン 外部委託による運送効率アップ

長崎県 カフェミュー 外国人観光客が日本を堪能できるカフェ

長崎県 川添酢造㈲ 飲むお酢のシリーズ化

長崎県 串っくす 客層拡大のための店舗改装

長崎県 志田真珠㈲ 真珠アクセサリー加工体験による販路拡大

長崎県 島宿「オープンハウス桜櫻」 体験型サービス「貝磨きアート」の展開

長崎県 寿司・割烹　鮨政 楽しさの演出による客数増の取組

長崎県 炭火串焼　恕家 よりオシャレでおいしい店への改良

長崎県 スローフードファトリー 居心地の良い美しい店舗改装による多目的空間の創出

長崎県 洗濯工房 マイクロバブルオゾン洗浄の導入による販路開拓

長崎県 台丹窯　山口製陶所 焼き物のボタンの開発

長崎県 髙橋兼作製麺 顧客の新規開拓

長崎県 田中製麺 素麺のパッケージおよび箱の作成

長崎県 塚野米穀・プロパン店 カフェの新規併設

長崎県 対馬醤油江口㈱ 対馬醤油ブランド化再構築

長崎県 波天司 看板および保存版チラシ等広告作成

長崎県 農業生産法人五島七岳ファーム㈲ ＤＭ作成・商談会参加

長崎県 農事組合法人ベジテール ブランドのリニューアル

長崎県 バーバーショップグロウ 在宅訪問理容部事業

長崎県 長谷川陶磁器工房 新商品開発とプロパー商品のリニューアル

長崎県 林田輪業 店舗改装と、販売商品の拡充およびＰＲ

長崎県 ファーマコセル株式会社 ＢＢＢ　キット™の海外市場開拓

長崎県 フクダオートサービス 技術サービスの向上による販路拡大

長崎県 ブックスれお
古書のインターネット販売の為の店内データベースシステム及びホームページ販売体制の更
新

長崎県 本多製麺㈲ 大豆および桑の葉パスタの開発と製品化

長崎県 ミサキフーズ㈲ 水産品のレトルト食品の新規

長崎県 宮崎写真館 写真館の高付加価値化事業
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長崎県 霧氷酒造㈱ ゆうこうリキュール販売に伴う販売促進

長崎県 炉ばた大和 店舗改装

長崎県 株式会社おりがみ陶芸センター 海外並びに都市圏への販路拡大のための営業ツールの製作

長崎県 ㈱ウエハラ 「骨まで食べるあじ開き」等シリーズの商品開発

長崎県 ㈱猿川伊豆酒造 国体用の長崎ブランド製品の開発

長崎県 ㈱太安閣 パンフレットによる宴会部門の営業強化

長崎県 ㈱ながいけ 寝具・インテリア部門のリニューアルおよび広報活動

長崎県 ㈱美泉 カタログ製作および広告による販路開拓

長崎県 ㈱将大 パッケージとホームページの改良

長崎県 ㈲大東商店 即対応サービス型住宅設備修理事業

長崎県 ㈲たかき ネット販売による高来そばの販路拡大

長崎県 ㈲西村木材産業 新規顧客獲得に向けた企業イメージ構築

長崎県 ㈲福田盛岳堂薬局 創業祭時のイベント費用および看板の照明

長崎県 ㈲本多工務店 家づくりブランドの知名度アップと見込み客発掘

長崎県 ㈲マリンパル壱岐 憩いの場の役割を持ち、誰もが安心して買い物できる店づくり

長崎県 ㈲みづほ 解体業進出円滑化事業

熊本県 かき小屋 ファミリー層の顧客開拓の為の施策。

熊本県 カフェヴィアーレ ターゲット層の拡充と熊本の豊かな自然への意識向上事業

熊本県 合資会社まる味屋 新感覚・瞬間フローズンアイスコーヒー【仮称】（注いだら凍る冷たいアイスコーヒー）

熊本県 合資会社吉田接骨院製薬所 栄養機能性食品のパッケージ化と通信販売の構築

熊本県 バー　フォルチャ（ＢＡＲ　ＦＡＩＬＴＥ） 『人財』育成・新メニューの考案及び顧客の増収

熊本県 ビオ天粧錦ケ丘 マクロビオテック関連商品に特化したインターネット通販事業

熊本県 森田コンサルティング事務所 事業効率及び質の向上に伴う新規顧客開拓事業

熊本県 中幸旬菜　燕燕 ライト付き看板の導入

熊本県 薬草園キッチンライフ 薬草「メナモミ」とトマトの種の組合せによるタブレット化による新商品開発

熊本県 Ｄｏｉ　ＫｅｂａＢ（ドイケバブ） 外販部門新設による新規顧客の獲得

熊本県 銀座屋 質店における貴金属・リユース品の買取事業の強化

熊本県 小料理ＢＡＲ　酒場　梅ちゃん家 新規顧客獲得の為の広報関連事業

熊本県 有限会社HANAKO ゆったりとした空間でのリラクゼーションエステをお値打ち価格で提供する事業

熊本県 chang-PLANT オリジナルご当地レトルトカレーを自宅でショッピング。

熊本県 honestdesign 「3Dプリンター導入強化による造形品の需要の拡大」

熊本県 あそ大王ファーム株式会社 客層拡大並びに販路拡大に係る商品開発とネット販売構築事業

熊本県 イソップ製菓株式会社 1個からできるオリジナルギフト菓子の開発

熊本県 おそうじ本舗熊本大津店 お掃除本舗加盟による新規創業に係るプロモーション事業

熊本県 株式会社熊本東タカミホーム 高見ホームオリジナル天然素材住宅「REVEN」の宣伝広告及びポスティング

熊本県 コッコ亭 自社商品の販路拡大＆ニンニク、鹿肉、猪肉を活用した新商品開発

熊本県 コムシロン・カフェ 当社オリジナル商品のパッケージング化のよる商品提供サービスの展開

熊本県 さくら株式会社 着物リメイク事業の新規販路開拓のための展示会出展とサイト製作

熊本県 シーサイドハウスグッチ 台湾かき氷「雪氷花」の導入

熊本県 たかもり花高原やま康 県内産お肉に特化した飲食店への事業展開

熊本県 ついんスター ネット販売システム構築及びイートインスペースによる新規顧客の創出
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熊本県 とうふ工房加来 遠隔地への営業販売強化及び企業又は個人宅への惣菜宅配サービス

熊本県 パラフィールド火の鳥 ホームページの改訂およびその告知

熊本県 ピースサインニシキ 思い出を美しく撮影できるスタジオの整備、パンフレット・チラシの作成

熊本県 ひごや 「実店舗新規オープンに伴う顧客開拓のための広告宣伝」

熊本県 プラトン進学スクール 大手塾との差別化広告による認知度・イメージアップ戦略

熊本県 ふるすいんぐ倶楽部 お客様の快適な練習を提供する環境整備とインドア練習場のプロモーション事業

熊本県 ヤキトリマン 炭火焼鳥場の増設と惣菜厨房の新設

熊本県 有限会社津本屋酒店 オリジナルラベル商品専門店（ホームページ）

熊本県 有限会社桜木鈑金 各自動車メーカーの新車技術に対応した機材導入

熊本県 岡部食品 「新生揚げ」の開発

熊本県 株式会社　 皇帝塩本舗 試作した無添加お菓子の広告宣伝

熊本県 株式会社ＡＲＵＭＯＫ フラワーセラピー教室

熊本県 株式会社アドヴァンス 熊本・天草で作られた安全・安心な自社ブランドのベビー服の開発

熊本県 株式会社うえはら 地域の物流＆情報インフラ「サン・スマイル」

熊本県 株式会社エコ・アース 革新的企業の集まる展示会出展～国内外販路開拓事業～

熊本県 株式会社オレンジブロッサム 「青みかんシリーズ：はちみつ青みかん（仮称）の商品開発とブランドアップ」事業

熊本県 株式会社きよら・カァサ ネット販売システム等を含んだ自社ホームページの構築

熊本県 株式会社クローバー 集客用特殊デザインを装飾施工したキッチンカーによる移動販売

熊本県 株式会社ひばり工房 ㈱ひばり工房ブランド構築事業

熊本県 株式会社ミクニ 着付け教室＆きものクリニックとメモリアルスタジオ事業

熊本県 株式会社ミタカ 国産なた豆茶ランディングページ作成事業

熊本県 株式会社ユノックス 商品情報の整備（総合カタログの作成）

熊本県 株式会社ラッシュハート 手元供養品販売事業

熊本県 株式会社阿蘇とり宮 とり宮ブランド化広告事業

熊本県 株式会社銀シャリ亭 店内で水耕栽培した野菜を使った、ボリューム満点「採れたて定食」の開発販売

熊本県 株式会社九州ファーム 大商談会への出展による自社ブランド品の販路開拓

熊本県 株式会社九州情報処理活用支援センター パソコン送付修理（仮称あんしんパソコン修理便）

熊本県 株式会社小田商店 「からし蓮根商品のシリーズ化と蓮根惣菜による販売促進事業」

熊本県 株式会社城乃井 お食事処の設置とトイレのリニューアル

熊本県 株式会社川口瓦工業所 フレーマー事業への新規参入事業

熊本県 株式会社創輝建設 農地生産性アップ土壌改善一貫支援システムの広報支援事業

熊本県 株式会社倉崎 プレス製法によるバリアフリー対応（最薄１０ミリ）置き畳の販路拡大

熊本県 株式会社武田製材所 国産材の端材を利用した商品のネット販売

熊本県 丸富産業株式会社 自社商品の販売促進のための展示会への出展

熊本県 菊水ナーセリ― ライトアップによる営業時間の延長と光を取り入れた園芸店のイメージアップ

熊本県 宮川時計店 アンティーク時計販売の付加価値事業

熊本県 玉名食品株式会社 自社ブランド商品販路拡大事業

熊本県 建岡豆腐店 豆腐専門店の新名物料理（門前油揚げ）開発による顧客獲得事業

熊本県 御船共栄株式会社 生産者の顔が見える熊本県産米の広域的販売方法の構築

熊本県 合資会社井手商店 酒とギフトショップ専門店

熊本県 合資会社喜多食品 販売拡大を目的としたドライブスルーへの改修工事
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熊本県 合同会社ジーファイン

既存Webサイトのリニューアル
Golffineインターネットサイトの拡充・全国化対応・スマートフォン対応化
ゴルフ専門ホームページ作成サービス案内用ホームページの作成（制作会社依頼）
有料コンテンツ作成・販売促進

熊本県 坂本写真館 証明写真のスピード印刷化

熊本県 山本浩貴 直売所開設による販路拡大事業

熊本県 珊瑚礁 潮風を感じるオープンテラス増設事業

熊本県 自家焙煎珈琲豆専門店　珈琲市場 Café部門の強化とTake out Coffeeの販売開始

熊本県 寿司・割烹　昌六 高齢者にやさしい快適空間の提供

熊本県 樹木の子 私が作った安全な国産キクラゲを安価で食卓へ！！

熊本県 楯岡茶舗 真空機械でのお茶の酸化防止とパッケージの変更による会葬品、引出物の新規顧客開拓

熊本県 畳襖の天草屋 天草(屋)だから出来る、お客様が友達に自慢したくなる販促品の開発

熊本県 深野酒造株式会社 熊本県特産品「万次郎かぼちゃ」を使用しての球磨焼酎の製品化及びＰＲ

熊本県 尽天株式会社 電動バイクによる運転請負業（代行業）の新規顧客獲得と事業の宣伝活動

熊本県 西田商店 青果移動販売・配達に伴う車載用冷蔵庫の購入・宣伝。

熊本県 白浜自動車山口工場 「高齢者ドライバー向け等の安全運転に寄与するサービス提供」事業

熊本県 美酒食彩ガナール 美咲野女性客集客ＵＰ計画

熊本県 福浦鮮魚 鮮魚店の遊休スペースを活用し、海鮮料理を提供する

熊本県 母野思 イートインコーナー新設に伴う本商品の知名度の拡大及び売上増進

熊本県 万年石油株式会社 高速給油でお客様の「困った」に迅速に対応します！

熊本県 未来発明舎 地域の健康増進を支援・促進するための拠点づくり

熊本県 民宿亨庵 安全・安心を提供し客数の増加と地域貢献を図る事業

熊本県 明神そば 完全予約制のそば懐石店の展開によるホームページ新設と広告の活用。

熊本県 銘木工房　乙益 希少価値のある銘木で製作した仏壇やテーブルのＰＲと販路拡大

熊本県 有限会社アクアランド 当社の金魚のPR及び多品種の金魚の備蓄

熊本県 有限会社あっとホーム 「あっとホームグループの地域浸透化のための認知度アップと新規顧客開拓」事業

熊本県 有限会社アドリブ ホームページ制作と英語版体験紙すきパンフレット制作

熊本県 有限会社アメニティー観光 「仏事会席料理専門店としての浸透化に係る販路開拓・情報発信」事業

熊本県 有限会社トップルーフ 調理効率ＵＰで売上ＵＰ

熊本県 有限会社ニチエイ 超速攻ウレタン吹付コーティング工法による新用途の提案を目的とした広報活動

熊本県 有限会社ネットステーション 定額サービス及び天草特産品通信販売の拡販

熊本県 有限会社やまえ堂 「自動栗皮むき機」導入による新たな販路開拓と原料確保

熊本県 有限会社ヤマベ印刷 お客様にオープンな店舗と広報誌への広告掲載事業

熊本県 有限会社ラブラブグローバル菊池 弁当・惣菜・野菜のデリバリー事業

熊本県 有限会社阿蘇天然アイス 新店舗による新たなロイヤルユーザー獲得事業

熊本県 有限会社永田冷菓 「オリーブの島・天草」をめざしたオリーブオイル地アイスの開発

熊本県 有限会社牛嶋塗装工業 ・チラシ配布による住宅塗装の直接提供

熊本県 有限会社高橋木工 小国杉木工ギャラリー「oguniの森」内オープンテラスカフェ改築等事業

熊本県 有限会社堺建設 減築リフォームの提案（耐震診断・設計・施工）

熊本県 有限会社山田陶苑 新商品（ミーリー工房「キリム・ギャッベ絨毯」）を九州主要都市で展示販売

熊本県 有限会社城山荘 ビジネス向き旅館整備事業

熊本県 有限会社森のぱんや 本格的材料による安心安全のパンの開発及び地方発送システム等の開発

熊本県 有限会社生駒水産 鮎うるか及び子持鮎の販路拡大事業
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熊本県 有限会社大福屋 ホームページによるネットチラシ配信事業

熊本県 有限会社中原松月堂 菊池市の全国イベントに向けた新商品に対するパッケージ・及びしおり・ＰＯＰ作成事業

熊本県 有限会社日田屋旅館 小国ジャージー牛乳からできた化粧品（化粧水）開発

熊本県 有限会社日本レストラン企画 モーニングの提供とデリバリー、出張パーティーサービスの開始

熊本県 有限会社宝来館 高齢者及び子供連れ家族向け施設整備事業

熊本県 有限会社優峰園フルーツランド 優峰園「創作スイーツ・シリーズかわゆかのブランド確立」事業

熊本県 洋菓子工房森と山 商品パッケージ改良事業

熊本県 離れの宿のんびりパパ 販路拡大を狙った雑誌広告とホームページ作成

大分県 ＲＡ’Ｓ　ＤＥＮ　ＲＥＣＯＲＤＳ（ラーズデンレコーズ） 「小売部門の強化による、新たな顧客層の開拓事業」

大分県 株式会社トランスコミュニカ 自社開発太陽光発電遠隔監視システムのアプリ化（スマフォ、タブレット対応）

大分県 サクラグラフィック ギフトカタログ発刊および広告物設置によるアートグッズ販売事業

大分県 (有)ジェラート屋ミルクファームフルショウ 地元（豊後大野市）農産品を使用した手づくり本練羊羹の開発

大分県 (有)スペースアド ジェラートショップ新規出店に伴う販売促進及び新メニュー用備品整備事業

大分県 (有)ワイ・ショップ大山 来店客数増加に向けた老朽施設刷新及び販路拡大事業

大分県 (有)荷宮電器 お家まるごと困り事解消事業

大分県 A：GOSSE オーブンの機能増設ほか設備改修による商品の拡充及び製造量の拡大

大分県 LINGON 店舗の改装とﾊﾟｯｹｰｼﾞの改良、および設備の増設

大分県 インテリア宇木 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとﾁﾗｼの制作による販路拡大(新規個人客の獲得）

大分県 蒲江生しいたけ生産グループ 「生椎茸・椎茸栽培セット・ハートしいたけ」の販路拡大

大分県 カメラのオオスミ フルデジタル化による写真文化の継承と拡大

大分県 久住高原菓房 地元特産品を使用した新商品化と販売促進事業

大分県 テラスレストラン　アチーノ 揚げたて天麩羅で天然活魚のロスを解消して売上向上計画

大分県 とら吉 新規客・短期リピート客を獲得しながら利益のとれる仕組みづくり事業

大分県 野口朝日堂 新商品「二孝女物語」販売促進の為のﾊﾟｯｹｰｼﾞ見直しやﾁﾗｼ作成

大分県 ハートリハ 　ソラ 若手理学療法士の臨床力の向上を目的としたセミナー開催

大分県 モードふじ アンテナショップの（支店出店）の集客力を高めるためのﾁﾗｼ・ＤＭの作成及び店内改装

大分県 焼肉の森山 販路拡大を目指した新規ﾒﾆｭｰ開発と設備導入

大分県 レストラン　柚子の里 宇佐市特産品を使用した食品加工品の開発及びPR

大分県 ワインバー　グランジ 観光客へ周知するためのPR事業

大分県 わたなべ豆腐店 食事処稼働で豆腐料理を提供することによる相乗効果での店舗売上高UP

大分県 株式会社ニシジマ 「修理難民」のための時計修理サービス。

大分県 ㈱メメント・モリ 問い合わせの多いﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成による認知度の向上

大分県 ㈱給与きめ太郎 給与設計ソフトの広告宣伝及びサポート代理店への指導

大分県 ㈱松山堂
お客様を店内に誘導するおもてなしスペースの整備とお客様ニーズに合わせたパッケージ開
発事業

大分県 十時花園 5年熟成完熟培養土「卑弥呼の土」販売展開事業

大分県 湯布院　菓匠　花より 製造の機械化とｷｬﾗｸﾀｰ看板による販路拡大事業

大分県 湯布院時間時 雑誌を通じての広告宣伝活動

大分県 日田焼窯元 大規模商圏におけるメイドイン日田の陶器と産品の販路拡大

大分県 箸屋一膳 店舗入り口の整備

大分県 豊予農場 販路拡大に向けたパッケージデザインの統一

大分県 本田バラ香園 ネット販売システムの構築と商品のブランド化・小売販売へ販路開拓事業



72 / 78 ページ

事業名事業者名所在地

大分県 ㈲オータニデンキ ﾌｧﾐﾘｰ向けレンタルビデオ店への改装工事

大分県 ㈲五昭 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとﾁﾗｼの制作による販路拡大(新規個人客の獲得）

大分県 ㈲志賀金物店 お客様の集客力アップにつながる店内レイアウト変更

大分県 ㈲津崎商事 顧客の携帯電話やｽﾏｰﾄﾌｫﾝを活用しｶﾀﾛｸﾞからｳｪﾌﾞ店舗へ誘導するｼｽﾃﾑの構築

大分県 ㈲津房館 地域需要に対応した設備の導入と新規ﾒﾆｭｰとサービスの開発

大分県 ㈲中荘製畳 襖・障子張替などの新サービスの提供と地域消費者への周知

大分県 ㈲広瀬電気工事 体験ﾚｽﾄﾙｰﾑ(ﾄｲﾚ・洗面化粧台他）の設置による販路拡大

大分県 ㈲明豊建設 排水溝布設工事施工能力強化事業

大分県 由布院ローカルフード㈱ 販路拡大のためのHP作成及び広告宣伝事業

宮崎県 アトリエｃａｆｅ　ｂａｎｂａｎｈｅｙ 地域密着型『人と人をつなげるコミュニティカフェ』

宮崎県 相馬印ばん店 一級技能士監修によるセカンドブランドによる新規開拓と’印育’

宮崎県 株式会社ワゴン

"自社ショートパンツブランドの販路開拓
【ショートパンツブランドコンセプト】
　宮崎には、豊かな自然、海、山が広がり、カジュアルなスタイルを好まれるお客様が大勢い
らっしゃる。平成５年の創業から現在まで、半歩先のカジュアルスタイルを提案し続けた弊社
は、「28歳独身男女のライフスタイル提案」というテーマで経営革新の承認を受けた。
そのコンセプトに基づき、自社店舗の商品構成や、若草通内の自社テナントビルのテナント様
の選定を行ってきた。
　その過程において、相当数のお客様がカジュアルスタイルを好むことが分かり、ショートパン
ツの需要があることが分かってきた。
　また、お洒落で着心地がよく、デザイン性の高いメンズショートパンツ専門のブランドは日本に
まだ少なくチャンスがあると考えた。
一年中温暖で過ごしやすい宮崎から日本のショートパンツ文化を創造し、発信していく気概で
取組む所存である。"

宮崎県 Café&goods　Tali Kasih 出店販売における販売能力アップによる売上促進

宮崎県 ideal(イディアル) 3タイプ別パソコンスクール

宮崎県 ＯＴＴＯ－ＯＴＴＯ 裏庭をキッチンガーデンへ改装し集客力アップ

宮崎県 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｈｏｔｏ 写真プリントサービス・雑貨販売

宮崎県 アグリストリームきむら農園 自社商品（マンゴー他）の販路開拓とイメージアップ事業

宮崎県 カードック　タニウチ 機械購入に伴う作業効率の向上と新規顧客獲得につなげる

宮崎県 (株)新緑園 新たなパッケージ、ホームページを活用した宮崎茶の販路拡大事業

宮崎県 (株)ほそもと
[Ⅰ]　　売店での、ギフトバッグの開発
[Ⅱ]　新発想の卓上パンフレット

宮崎県 クリップウェア(株) 第２５回 国際文具・紙製品展への出展事業

宮崎県 サロン・ド・エフ 「セルフまつ毛レッスン」

宮崎県 白石家具 「西日本国際福祉機器展」１１月7日～９日　への参加

宮崎県 スクールIE加納校・大塚校・南宮崎校 個別指導塾・学習塾スクールIEの営業促進（広告宣伝）

宮崎県 なかむら屋 集客力を高めるための店舗改装と機材導入

宮崎県 ハッピーライフサポート 宮崎県ゆるキャラ「みやざき犬」グッズの製作・販売

宮崎県 パン・ペイザン
食パンの品質・生産力の向上
米パン・そばパンの新商品開発

宮崎県 ゆいま～るぱそこん ハッピーネットライフ事業

宮崎県 (有)岩下建設 販路拡大のための広報事業・・・ハミングホーム(岩下建設)をもっと知ってもらおう!

宮崎県 (有)ヒラシマ ショップから生まれた！建材店が作る住まい“和乃家（なごみ）”

宮崎県 (有)山下薬草店 商品力をあげるための商品ラベルの変更と、それによる販路拡大

宮崎県 (有)岩切農機商会 中古農業機械買い取り事業

宮崎県 (有)日新堂電器店 顧客への訴求効果を高めるためのショールーム化事業

宮崎県 (有)野﨑造園土木 最新外構ＣＡＤを活用した民間外構工事のビジュアル化と営業力向上

宮崎県 ワールドワイドトレード株式会社 再生可能エネルギー（パーム核粕）の輸入及び販路開拓事業

宮崎県 わかるパソコン教室 ①資格取得対策講座の新設②ホームページ制作のシステム導入
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宮崎県 樫野庭園 ２０１４オ－プンガ－デンの開催

宮崎県 三股焼　紫麓窯 胡麻関連商品陶器容器製造及び胡麻油製造

宮崎県 森の食拓　ぐりゅ～ん レストランの設備改善及び宣伝広告、メニュー開発

宮崎県 森茂塗装 チラシ・看板・ホームページによる販売促進事業

宮崎県 大関うどん パッケージリニューアルと作業能率効率向上による新規顧客の獲得

宮崎県 炭火焼肉　牛八 新規顧客獲得に向けた店舗演出改善及び広報事業

鹿児島県 株式会社アイテックスマーケティング 滞在型ビジネスホテル進出のための広報及びデザイン

鹿児島県 有限会社テイクワイズ・コーポレーション ファスティング等に係る新規顧客獲得に向けたシステム構築

鹿児島県 株式会社カナルファ 家庭の「絆」を大切にした結婚式・葬儀のプロデュースによる営業強化

鹿児島県 有限会社山竹商会 エンドユーザーの要望に応えた新しい釣餌の製品開発

鹿児島県 Ｍ’ｓ ＨＥＡＲＴ 新規顧客を確保するために効果的な広告媒体等を活用した来店促進事業の実施

鹿児島県 ワインショップ　ヴィーニャ イタリアをモチーフにした魅力的なファサード整備等の改装事業

鹿児島県 有限会社三愛商事 商品パッケージの新デザイン事業

鹿児島県 （株）いせえび荘
高齢者及び車椅子利用者が快適に利用できる店舗改装並びに畳間でも使用可能な椅子・テー
ブル設置

鹿児島県 （株）さと 高齢者向け宅配・送迎サービス事業の利用客拡大及び販路開拓事業

鹿児島県 （株）西尾 看板設置事業

鹿児島県 （株）平和ゴルフ ゴルフ練習場練習設備の高齢者対応

鹿児島県 （有）いちまる商店 看板設置及び内装・外装改修事業

鹿児島県 （有）カワノすり身店 店内外改修事業

鹿児島県 （有）川村ふとん店 新規顧客獲得チラシ事業

鹿児島県 （有）屋久島葬祭 お客様に安心して葬儀を終えていただくための、ホームページ作成事業

鹿児島県 （有）ゆたか建装 防音・軽量型高圧洗浄機の導入

鹿児島県 （有）ゆたか商事 可搬式　混合油計量機（タンク）導入事業

鹿児島県 hair&make exclusive green 顧客ニーズと市場の動向に対するリニューアル

鹿児島県 PASTA　IMAI 店名の看板と駐車場の案内板の工事。

鹿児島県 ＳＬＯＷ　ＨＡＩＲ 病院より手軽で、美容室で出来る高度な発毛育毛サービスの提供

鹿児島県 Smiley
くつろぐ事ができる。
・店舗と駐車場への誘導案内看板づくり

鹿児島県 waoai café and freespace ビーガン料理のメニュー、サービス拡大及び広告宣伝の積極的展開

鹿児島県 WINDS 自動車タイヤ販売等に係る先進的機械の導入による販路拡大と顧客の囲込み」

鹿児島県 朝花 洋式トイレ改修事業（イメージアップ事業）

鹿児島県 朝日酒造㈱ 国内外を意識したオリジナル瓶での焼酎の提案

鹿児島県 あづま荘 「顧客満足度アップと利便性・衛生面強化」事業

鹿児島県 アフラック光 離島地域におけるネット活用生命保険契約のための専用PC（ソフト含む）購入事業

鹿児島県 有川印刷所 小口印刷サービスに特化した経営効率の向上

鹿児島県 安藤印刷 年賀状（喪中はがき）の案内チラシ作成

鹿児島県 居酒屋オレん家 明るい雰囲気で楽しく気楽に楽しめる居酒屋への改修工事

鹿児島県 打越モータース 車販売展示場の整備事業

鹿児島県 内匠良一司法書士・行政書士事務所 法的手続のワンストップサービス向上のため土地家屋調査士業開始

鹿児島県 大福 新商品開発と客数増にともなうトイレ改修工事

鹿児島県 お食事処潮騒 落ち着いた雰囲気で食事をして頂く事を目指した照明器具のＬＥＤ化

鹿児島県 オリエンタルスタジオ 「一生の中の一瞬を永遠に残す」ための安心感のある月額制出張スタジオの展開



74 / 78 ページ

事業名事業者名所在地

鹿児島県 ｶｰｼｮｯﾌﾟビークス 新規来店客を誘導するための看板設置事業

鹿児島県 カーライフ清水 顧客へのメタゴール・トイレ手洗い設置工事

鹿児島県 海鮮・七海 デザインの力で、集客と好感度を向上させ、売上アップを図る。

鹿児島県 風木野陶 ネット販売システムの再構築 　販促用チラシの作成

鹿児島県 割烹たけだ 「顧客満足」を高める店舗改装による新規顧客の開拓

鹿児島県 カフェあかり エコキュート及び遠赤外線調理器設置

鹿児島県 ｶﾌｪﾄﾞ・ｸﾞﾘﾙｻｻﾞﾝｸﾛｽ 自慢のハンバーグを存分に味わってもらうためのくつろぎのお店づくり

鹿児島県 株式会社ＴＳグループ 女性力を活用したイベント出展拡大による宅配水部門・新規顧客獲得事業

鹿児島県 蒲生茶廊ＺＥＮZAI 店舗サービスの宣伝強化、VIの再構築

鹿児島県 カレーと多国籍料理の店あまら 集客力を高めるための店舗改装

鹿児島県 キッチン・はまさき 飲食スペース設置改装工事

鹿児島県 空港売店ますだ 喜界町のゆるキャラ（よろこびと）を印刷した商品包装紙の活用

鹿児島県 くすりのにしざこ 不慮のケガや抗がん剤による「脱毛」で困っている人のかつら販売

鹿児島県 クレイト ウェブサイトリニューアルによる新たな販路開拓

鹿児島県 合同会社　岬 自社事業（道の駅ねじめ、さたでいランド）の紹介ホームページ開発

鹿児島県 小園建匠 天然木の素材を活かしたこだわり住宅・リフォーム事業の展開

鹿児島県 ご飯や屋久どん 店内トイレ改装

鹿児島県 こもれび／BIG　BIRD 店舗の２階を有効活用するための、内装リフォーム

鹿児島県 酒のあさくら 自社オリジナルのお洒落なデザインによる贈答用包装用品の開発

鹿児島県 禎整備工場 集客力アップのための看板設置事業

鹿児島県 シーオン・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ 地域の埋もれた特色ある商品や魅力ある産業を地域一体になって売り込むECサイト構築事業

鹿児島県 シーホースウェイズ（株） 来訪者5万人、年商3千万円に向けた観光施設改善プロジェクト

鹿児島県 清水屋
お持ち帰り・宅配用の自家製生麺・スープセット（徳之島ザ・ちゃんぽん）の開発及び販路開拓
事業

鹿児島県 寿楽治療院 テレホンアポイントを利用した営業活動

鹿児島県 ジョイ・クラフト 塩関連商品の改良及び開発と「こだわり流通先」の販路開拓

鹿児島県 食堂　勝八 双剣鯖加工製品（焼き鯖・〆鯖・ピザ）によるイベント販売と通販における事業化計画

鹿児島県 寝具の館寿一番店 京都の町屋をイメージした店舗改装及びリニューアルオープン広告事業

鹿児島県 寿司処大園 広報用看板設置事業

鹿児島県 洗車工房隼人店
「純水」を使用したこだわりの洗車サービスとナノプロテクトコーティングサービスの販路開拓事
業

鹿児島県 タートルベイ醸造 地場産の農水産物をもちいた”奄美せんべい”の開発及び販路拡大

鹿児島県 大工の内野
パンフレット制作　２種類
　　（パンフレットは「建築関係」と洗浄「ビカン工房」の２種類）

鹿児島県 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ＆ﾍﾟﾝｼｮﾝRIKI ホームページ作成とSEO対策

鹿児島県 竹下畳ふすま店 「畳文化」の良さと顧客ニーズに応えるサービスの提供

鹿児島県 たまごの菊ちゃん 「高付加価値商品」の開発及び菊ちゃんのたまご知名度アップ事業

鹿児島県 茶句庭ながの 店舗へ誘客する看板の設置

鹿児島県 中華一松 業務用エアコンの整備

鹿児島県 知覧醸造㈱ 「試飲提供と直売所」の新設に伴う販売強化事業

鹿児島県 鶴行政書士事務所 業務内容の周知徹底による新規顧客の取り込み

鹿児島県 てづくり食工房くるくま草 販路拡大のための統一感のあるラベル容器の作成と新商品の開発

鹿児島県 トラ丸企画㈱ 同窓会支援事業の確立・認知度向上

鹿児島県 トリコロール 地域の素材を生かしたヘルシー商品開発と、ご当地名産品への取り組み
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鹿児島県 どるちぇMUSIC
リトミック教育を活用した、子育て支援のための独自メソッドの普及・促進と連携先への公開レッ
スンの実施

鹿児島県 七宝篠原商店 店舗外看板改新事業及び店舗内装改修事業

鹿児島県 西山ファミリー農園 農産物加工品「人参ジュース」の東京都市圏への販売展開

鹿児島県 農事組合法人岬養豚 ホームページの開発

鹿児島県 橋西フーズ 地下水を使った「たれ」で作る風味豊かな焼き鳥の提供

鹿児島県 はなさ工房 「喜界島特製ドライフードの開発」

鹿児島県 パブ茶屋赤ひょうたん 店舗内来客用トイレの洋式化および修繕

鹿児島県 春夏冬　謙吾 創業6周年記念事業

鹿児島県 ひぃ坊家 「商品価値と消費者マインドを高めるギフトボックスによる販路拡大事業」

鹿児島県 ビジネスホテルカーサさかい 宿泊者のリネン室（乾燥室）の設置

鹿児島県 ファクトリーカフェ 沖永良部島産はちみつ「えらぶ蜜」プロジェクト

鹿児島県 ぷかり堂 観光土産・実用文具向け商品「屋久島デザインクリップ」の製品化

鹿児島県 ベンチャーリンク ライフプランの考え方を提供する来店型保険ショップの展開

鹿児島県 ホームショップ丸万 高齢者の暮らしを守る生活サービス事業

鹿児島県 ホテル明日香 『国道からよく見える位置に電光看板を設置する事業』

鹿児島県 ﾎﾘﾃﾞｰｵｰﾄしだま 車検・修理作業の的確かつ迅速化による販路開拓事業

鹿児島県 前底総合商事（株） 株管理（揃え）機の導入による農業者への付加価値サービスの提供

鹿児島県 まるいち食品
ネットショップの商品、コンテンツ強化による競争力、販売力強化のためのスマートフォン版ネッ
トショップ作成とホームページリニューアル

鹿児島県 丸十製菓㈲ 和風かき氷販売に伴う機械装置の導入

鹿児島県 南自動車商会 屋外展示場整備事業

鹿児島県 南日本審査㈱ ISO審査事業の認知度を高めるための看板の整備

鹿児島県 民宿旅館登山口温泉 高齢者に優しいバリアフリー旅館への改装

鹿児島県 焼肉　花粋苑 顧客にやさしいトイレ空間の提供

鹿児島県 屋久島からすみあきもと 「屋久島からすみ」の販売促進を目的とした品質安定対策と少量個包装パッケージの開発

鹿児島県 屋久島パイン㈱ ホームページリニューアル

鹿児島県 屋久島山福農園 自ら収穫する屋久島特産のガジュツ（紫ウコン）の販路拡大

鹿児島県 大和旅館 お客様の不便解消と客室稼働率向上を図るための連絡通路設置および無線LAN整備事業

鹿児島県 喜商店 シュリンク包装機を使用した商品の保護と衛生向上及び作業性の向上計画

鹿児島県 ラフォンテ 自家農産物活用のジェラートメニュー拡大など販路開拓事業の展開

鹿児島県 龍門司焼企業組合 看板を新設し　伝統ある龍門司焼の販売促進を推し進める。

鹿児島県 若松プロパン（株） 高齢者見守りサービス開始の広告入りベンチ設置事業

鹿児島県 和酒家二番星 創業2周年記念事業

鹿児島県 和風レストラン田園 店舗内装の改装を含めた居酒屋イメージの強化及び仕出し弁当の強化事業

鹿児島県 わんちゃん美容室mozeca ワンランク上のペットサービス　「ナノバブルペットオゾンシャワー」事業

鹿児島県 株式会社小田畳商会 多様化するニーズに対応する“畳”商品の売上アップのための販路開拓事業

鹿児島県 ㈱GENKI企画 当施設（ＧＥＮＫＩ工房）の販促に伴う看板やＰＲフラッグの設置

鹿児島県 ㈱アドバンス・アシスト 本社事務所への看板の設置

鹿児島県 ㈱稲穂工房 屋久島地杉のものづくり発信計画及び製品開発計画事業

鹿児島県 ㈱かごしまんま 売上増のための通販ＨＰシステム構築と営業強化

鹿児島県 ㈱草原商会
愛着あるお客様のバイクをスピーディーかつ安全にカスタム・整備するためのバイクリフトの購
入事業

鹿児島県 ㈱クロキ工業 防水工事に関する情報と自社の業務内容が一目でわかるインターネットサイトの構築事業
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鹿児島県 ㈱榮建設 南国の安心・安全な農作物のネット通販サイトの開設。

鹿児島県 ㈱タカシ巧芸社 販売ツールの導入による自社発信力の強化と顧客への提案力の向上

鹿児島県 ㈱ティダ・ワールド

飲食部門において
売上向上のため新規顧客開拓事業
消費税対策事業
職場改善事業
特産品開発、製造及び販売
　　販売店支援・販路拡大事業
　　通販顧客へのサービス向上事業

鹿児島県 ㈱にいやま園 徹底した衛生管理から生まれる商品管理と販路開拓

鹿児島県 ㈱ばしゃ山 集客力アップのための快適・安全なお客様用トイレへの改修事業

鹿児島県 ㈱東旅館 ホテル内共用トイレの洋式化

鹿児島県 ㈱松島屋 照明による店内環境構成の改良に伴うＬＤＥ照明への交換

鹿児島県 ㈱マルカワ青果食品 地域のコミュニティとなる店づくり～昭和30年代の八百屋をモデル～

鹿児島県 ㈱山川屋 他県での長島産焼酎　販路開拓及び長島町観光欄充実の為のホームページリニューアル

鹿児島県 ㈱わくわく園 自社サイト運営によるインターネット販売の充実（ホームページ制作）

鹿児島県 寿幸 土産品用としての商品パッケージのリニューアル

鹿児島県 成尾建設株式会社 高性能戸建注文住宅紹介ホームページ作成による新規顧客獲得事業

鹿児島県 竹原自転車商会 広告・営業強化と仕入れ開拓による取扱い商品の拡充

鹿児島県 ㈲DACK 自動車タイヤ・アルミホイール交換、オイル交換用の機械導入による販路拡大

鹿児島県 ㈲ｱｲﾃﾞｨｱルホーム 「来店者がくつろげる空間づくりと，情報発信強化」事業

鹿児島県 ㈲家むら 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 ㈲池田製茶 小売販売に伴う資材管理室の設置

鹿児島県 ㈲伊集院食品工業所 新商品販売に伴う機械装置の導入

鹿児島県 ㈲植山かまぼこ店 映像言語で訴える企業㏚ムービーの制作

鹿児島県 ㈲エスランドル 全国への販路開拓及び新規顧客獲得のための商品ブラッシュアップ

鹿児島県 ㈲エフ・サービス カーコーティングプロショップ事業化

鹿児島県 ㈲大福 集客力を高めるための店舗改装

鹿児島県 ㈲お茶の緑峰園 地域特産の「ばら」を活用したばら煎茶の開発と販路開拓

鹿児島県 ㈲かごしま自然養鶏センター 卵洗器の導入による洗卵作業のスピードアップ及び衛生管理の向上

鹿児島県 ㈲鹿児島ますや 自社独自の無添加加工食品の市場開拓のための商品パッケージの改良・店舗改装

鹿児島県 ㈲かじはらオート 引き戸から自動ドアに変更し、お客様の負担軽減

鹿児島県 ㈲神脇自動車
信頼ある技術に裏打ちされた安心感と車選びの楽しさを提供することで、顧客満足度の向上と
販売力の強化を図るための取り組み

鹿児島県 ㈲川野食品 豆乳・おからを使用したスイーツ（ドーナツ・かりんとう等）の販路開拓

鹿児島県 ㈲菊永石油 給油時の降車率アップに向けた来店者サービス向上事業

鹿児島県 ㈲ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾄ松田 安心安全の地産地消の野菜を使った手作り料理の案内看板の設置

鹿児島県 ㈲渓谷苑 障害者用トイレの設置と施設内手摺りの増設など高齢者等の利便性向上事業

鹿児島県 ㈲児玉ストアー
店舗の設備改善によるサービス向上計画
　　(サービス向上はまずトイレから！)

鹿児島県 ㈲古仁屋農産 新商品（パッションソース、のむフルーツ酢、味付椎茸）のラベル・リーフレット作成

鹿児島県 ㈲昭和テント 主力商品の移行に伴う販売ツールの導入による自社発信力の強化

鹿児島県 ㈲白熊屋 若い家族層とビジネス客をターゲットにした新規顧客の獲得

鹿児島県 ㈲新湯温泉 大広間（宴会場）のトイレ改修工事

鹿児島県 ㈲たけすぎ 外国人観光客獲得のための、洋室の改装

鹿児島県 ㈲だるま温泉 「けあふの杜」（高地環境低圧室）2階のリフォーム

鹿児島県 ㈲ティケィ礦油 布洗車の認知度普及広報活動
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鹿児島県 ㈲とも 看板更新事業及び女子トイレ改修事業

鹿児島県 ㈲二見屋 手づくり生餃子及びシュウマイの「本物志向」と「健康志向」的な具材などの開発と販路開拓

鹿児島県 ㈲ノガミ産業 黒豚革を使った携帯端末カバー「ＫＲＵＭ」のＷｅｂサイト制作と販路開拓

鹿児島県 ㈲橋口木材加工センター 新商品の開発に伴う販路開拓用パンフレット及びパッケージの作成

鹿児島県 ㈲浜崎商店 高齢者への生活・買い物弱者サービス事業の展開

鹿児島県 ㈲原田吉蔵商店
① ホームページ作成　　　　②ＤＭ用カタログ作成
③ 店頭看板　　　④商品陳列棚の買い替え

鹿児島県 ㈲東水道工務店 サービス車の内装・外装改修事業

鹿児島県 ㈲ﾋﾙ・ﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 高齢の方が一人でも気軽に来店して頂く為の店舗の改装・増築

鹿児島県 ㈲フォートタツノ 「顧客満足」を高める店舗改装による新規顧客の開拓

鹿児島県 ㈲ふじた 商品在庫増加及び商品管理・配達作業の効率化事業

鹿児島県 ㈲藤谷自動車 「スーパー乗るだけセット」（自家用車リース部門）の新規取組

鹿児島県 ㈲松山不動産 店舗部分の入口玄関改装,店内客席増設（カウンターの新規設置）

鹿児島県 ㈲屋久島八万寿茶園 販路拡大のための、各種イベント参加及び焙じ茶販売

鹿児島県 ㈲屋久島物産開発 自動ドアーの改修と風除室の建設

鹿児島県 ㈲やまさき 降灰の影響を打開する高品質低価格焼鳥のイートイン型店舗運営

鹿児島県 ㈲山下モータース 高齢者がゆっくりくつろげる（休憩）施設の整備

沖縄県 ＩＮＯＲＩヒーリングショップ 新商品「琉球フレグランス」販売での新規顧客獲得

沖縄県 株式会社ティダフファクトリ 宮古島産規格外農産物の付加価値向上

沖縄県 café 黄果報 KUGAFU 販路開拓に向け商品改良と必要な備品設置及び販促チラシ作成

沖縄県 新垣鈑金 車検登録済みオリジナルトレーラーのチラシ配布

沖縄県 石垣島水産 鮮魚のブランドタグ付け事業

沖縄県 エステRoom a. m ナチュラルwax脱毛の普及活動事業

沖縄県 株式会社　ハッピーフィールド 国産米を使用したちんすこう（ちんまいこう）のパッケージ開発および販路開拓

沖縄県 株式会社グラスアート藍 「ワンランク上の琉球ガラス食器販促ツール作成・販路開拓」事業

沖縄県 株式会社グレイス・ラム
①ミニチュアボトル製作
②海外輸出商品製作

沖縄県 株式会社たみくさ うるまジェラート販売促進事業

沖縄県 株式会社ますみキッチン 子供が喜ぶファミリー居酒屋への業態展開

沖縄県 株式会社まなぶ 家での困り事をワンストップでお助けする「おそうじ・家事・マッサージ」代行サービスの提供

沖縄県 合同会社　風車 外国人観光客取得のためのホームページ多言語化事業

沖縄県 ちゅらしま産業 住宅ローン（家賃）を気にせずに住める「ローコストソーラーハウス」の販売促進

沖縄県 南西食品株式会社 南国トロピカルシリーズのデザイン改良及び販路開拓

沖縄県 農業生産法人株式会社ぱるず 販路拡大の為の広告戦略事業

沖縄県 パスタ家ミーレ 自社製品ブランド確立事業

沖縄県 比屋根　拓行政書士事務所
香港への渡航による
・海外ビジネスパートナー開拓事業
・海外ビジネス支援事業

沖縄県 プール・ブー 看板、照明、陳列の変更による商品の見せ方で集客、売上げアップ！！

沖縄県 北部建機 年配客が利用できる新サービス展開およびくつろげる待合室の提供

沖縄県 ホルモン道場　志道（シド） ホルモンヌ(ホルモン好き女性)のための店舗改装とチラシ戦略

沖縄県 モリンガの恵み 沖縄県産モリンガ製品の販路開拓

沖縄県 有限会社オービック 名刺・顧客管理システムの営業活動強化

沖縄県 有限会社勝山シークヮーサー 直販所改装によるショップ強化
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沖縄県 有限会社ステージング・オキナワ 自社の強みを生かしたサービスの拡大のためのホームページ制作及び機材導入

沖縄県 有限会社セリシャス カツオや海産物、地元の野菜やフルーツを使ったメニューの開発

沖縄県 有限会社松商企画 美しい海と夕日と自然を体験できる「シニア向け長期滞在型別荘」の販売促進

沖縄県 有限会社メディアちゃんぷる沖縄 不動産業務支援システム（CORES）の知名度向上と販売

沖縄県 ラフェイール．ココ 女性客に対するトータルコーディネートかりゆしスタイル開発・販売事業

沖縄県 リカモカカフェ 自家焙煎コーヒーandスイーツ専門店カフェからランチ・ディナーメニューの導入による事業拡大

沖縄県 株式会社オフィスハート 木のおもちゃで遊べる「プレイパーク」サービスの普及

沖縄県 株式会社クロトン 顧客満足度向上“ワンストップサービス”強化事業

沖縄県 株式会社パダーム フェイシャルマスクの販売

沖縄県 南ノ島の福朗まん 手作り豚まんの冷凍販売(卸及びインターネット販売）

沖縄県 暉義塾高等学院 コミュニケーションプログラムを取り入れた大学進学向け自習支援事業
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